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追加性のある自然エネルギーの電力を増やす



RE100企業の44%がすでにサプライヤーの
再エネ調達を促しています

“私たちは、自らの規模を活用して、サプライヤー企業が同じように低炭素ビジ
ネスにコミットすることを支援します。”

Gabrielle Ginér, Head of Environmental Sustainability at BT

“

出典：RE100, 2021 Annual Disclosure Report (2022.1)

サプライヤーに2030年まえに100%自然エネ使用を求めている

https://www.there100.org/stepping-re100-gathers-speed-challenging-markets
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なぜサプライヤーに

再エネ調達を促すのか?



スコープ3?

スコープ1：
企業の範囲での直接の排出
（例：工場でガスを燃焼して熱
を利用）

スコープ2：
企業の範囲で使った二次エネル
ギーの発生時の排出（例：発電
所での排出）

スコープ3：それ以外全て

スコープ3＝スコープ1・2以外バリューチェーン全体

バリューチェーン全体
が企業の削減責任に



ネットゼロに向かう金融

Net-Zero Banking Alliance (NZBA)
Net Zero Asset Managers initiative (NZAM)
Net-Zero Asset Owner Alliance (the Alliance)
Paris Aligned Investment Initiative (PAII)
Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)
Net Zero Financial Service Providers Alliance (NZFSPA)
Net Zero Investment Consultants Initiative (NZICI)

銀行

アセマネ

アセットオーナー

保険

金融サービス

投資コンサル

全てのイニシアチブが2050年より前のスコープ3も含むネットゼロを目指しています！



銀行
Net-Zero Banking Alliance (NZBA)

102行 40ヵ国

総運用資産額

67兆米ドル

世界全体の銀行資産の

44%
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日本からの参加銀行

三菱UFJフィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループ

野村ホールディングス

三井住友フィナンシャルグループ

三井住友トラスト・ホールディングス



アセットマネージャー
Net Zero Asset Managers initiative (NZAM)

220社

総運用資産額

57兆米ドル
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日本からの参加アセットマネージャー
アセットマネジメントOne
ＭＵ投資顧問
日興アセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
野村アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント
三菱UFJ国際投信株式会社
三菱UFJ信託銀行



アセットオーナー
Net-Zero Asset Owner Alliance (the Alliance)

69社

総運用資産額

10.4兆米ドル
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日本からの参加アセットオーナー



保険
Net-Zero Insurance Alliance (NZIA)

20社
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日本からの参加保険会社



金融から広がるネット・ゼロの潮流の連鎖
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投融資先
- 排出量
- 目標（企業のスコープ1・2・3）

- スコープ3を含めた目標設定

中小企業を含めた「バリューチェーン全体」

金融

事業会社



SBT(Science-based Target)イニシアチブ
第三者による目標のパリ協定整合認定のグローバル・スタンダード
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SBTでのスコープ3目標
短期目標(5-10年)、長期目標(2050年以前)ともにスコープ1・2・3が対象
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排
出

量

短期SBT

2015 2020

長期SBT
基準年

以前の「SBT目標」でしたが、ネットゼ
ロ基準と更新されたSBTi戦略に沿って
改訂されます。

ネットゼロに達することと整合する新し
いSBT

2025 2030 2035 2040 2045 2050



企業のSBT認定目標の例

日立製作所は、2030年までにスコープ1と2のGHG排出量を

2010年を基準として100％削減することを約束します。また、

スコープ3の温室効果ガス排出量を同時期に40％削減することを

約束します。
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企業のSBT認定目標の例

味の素株式会社は、スコープ1および2のGHG排出量の総量を

2030年までに2018年を基準として50％削減することを約束しま

す。また、スコープ3のGHG排出量を同じ目標期間中に生産量1

トン当たり24％削減することを約束します。
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スコープ3を削減し、それを数値に反映させるために
広がる一次データの活用
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原単位が固定では削減になりません。
（活動量を減らすしかない…）

- 購入量
- 金額
- 人/台数

活動量
○○あたり

CO2排出量
排出原単位

優先すべきは一次データ。一次データがない場合は二次データ。
（一次データ：サプライヤーから得られた値。）



CDPサプライチェーンメンバー
2020年→2021年 200＋社に拡大 対象企業は20,000社＋



2021年CDPサプライチェーンメンバー（日本）
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ケーススタディ：マイクロソフト

企業の場合、Scope 3 排出源は広範囲にわたる可能性があり、サプライチェーン全体、
ビルの建材、従業員の出張、製品のライフサイクル全体（顧客が製品を使用する際に
消費する電力を含む）を考慮しなければなりません。このような幅広い範囲を考慮す
ると、企業のスコープ3の排出量は、スコープ1と2を合わせた排出量よりもはるかに
多くなることが多いのです。

このことから、企業は3つのスコープすべてを測定する必要があることがわかります。
マイクロソフトでは、今年は1,600万トンの炭素を排出すると予想しています。

このうち、約10万トンがスコープ1、約400万トンがスコープ2
そして残りの1,200万トンはすべてスコープ3に該当します。

出所：Microsoft Official Blog/ Brad Smith
和訳：CDP 18



2021.5: 米国大統領令にて、連邦政府の大規模サプライヤーにSBT設定を要請。

2015年からCDPサプライチェーンプログラム参加

米国政府のサプライチェーンプログラム活用例
大規模サプライヤーにはSBT設定を要請し、CDPにて進
捗管理、ウェブサイトにて開示
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1. CDPに開示しているか

2. 排出量を公開しているか

3. 削減目標を公開しているか

＊SBTの場合濃いグリーン

4. 調達金額



SBTには削減か中和しかカウントできません!
ネットゼロ時点はバリューチェーン外の中和もOK
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（中和の算定方法についてはGHGプロトコル基準策定中）

削減クレジットで自らの
排出をオフセットはNG

削減クレジット

中和クレジット
1.5℃経路で削減しても

残った排出に、中和クレ
ジットはOK

本気で1.5℃以内に抑えたいなら、総量を基軸とするしかない！



注意！削減クレジットと再エネ証書(属性証明)は違います

21

高効率石炭火力
建設を手伝った

こ
れ
が
ク
レ
ジ
ッ
ト

日本企業の排出をオフセット！

中国

クレジット 再エネ証書（属性証明）

動力 再エネ属性

再エネ電力

-100tCO2

-100tCO2

ネットゼロ
の時代、そ
ぐわない。

元
々
建
て
よ
う
と

思
っ
て
い
た

石
炭
火
力
に
よ
る
排
出

〇×

GHGプロトコル(CDP報告)、SBTなどでは
クレジットによるオフセットは認められていません。



金融、大企業、中小企業すべてが
バリューチェーン全体をネットゼロの責任範囲とすべき時代

削減クレジットは「追加的補償」
再エネ調達と省エネ、そして中和が本気の1.5℃の

科学的選択肢

＆

ますます再エネ調達は盛り上がるが、
他のSDGsを棄損しないか、地域に貢献しているか、の「クオリティ」も重要

信頼性高いトラッキングシステムがより重要に
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