
CDPジャパンウェビナー

CDP Worldwide-Japan
高瀬香絵

スコープ2をどう下げるか：
再エネ調達の考え方と日本での適用



今日はこんな疑問を解消します！
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SBT設定したいけど、

もう省エネはやりつく
しました。これ以上の
削減は無理です。

CDPやSBTはクレジットが使

えないって聞いたけど、グ
リーン電力証書はつかえない

の？

スコープ2はロケー

ション基準だけしか報
告できません。再エネ
契約していない事業所
もあるので・・・。



今日のトピックス

3

SBT設定したいけど、もう

省エネはやりつくしました。
これ以上の削減は無理です。

再エネ調達をしたら、
スコープ2(マーケット基準)は
削減できます！

CDPやSBTはクレジットが使えな

いって聞いたけど、グリーン電力
証書はつかえないの？

削減クレジットとグリーン電力証書
などの再エネ属性証明は違うものと
考えているので、再エネ属性証明なら
使えます。

スコープ2はロケーション基準だ

けしか報告できません。再エネ契
約していない事業所もあるの
で・・・。

GHGプロトコルでは、ロケーション基準と
マーケット基準の両方の報告をお願いして
います。ヒエラルキーに従い、入手可能な
最善の原単位を使えばいいのです。



再エネを契約したらスコープ2が減る！
GHGプロトコルスコープ2ガイダンス(2015)年で可能になりました
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ロケーション基準
（系統平均）

マーケット基準
（再エネ調達したら排出基本ゼロ）

混ざった平均排出原単位×kWh

この契約は排出ゼロ

この契約は排出ゼロ

この契約は排出多め

契約した電源の排出原単位×kWh

※基本的に企業はロケーション基準、マーケット基準の両方を報告することが推奨されています。



事例：リコー株式会社の回答
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再エネ電力の調達
（購入電力の約13%が再エネ)

C8.2eにて調達手段や電源などを開示

C8.2aにて全体の調達量を開示

中国の風力PPAや日本の
J-クレジット(再エネ)など、
様々な調達をしていることが
わかります。



削減クレジットと再エネ証書(属性証明)は違います
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元々建てようと思っていた
石炭火力による排出

高効率石炭火力
にするのを手伝った

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。



日本で使える再エネ属性証明
kWh単位で電力の属性を示す証明書であること

7

グリーン電力証書 J-クレジット（再エネ由来） 非化石価値証書

再エネ、いつ発電したか、しかわからない

情報はしっかりある のっぺらぼう情報はしっかりある

GHGプロトコルは適合している
(ダブルカウントなし等)が、

RE100は電源の質にこだわるこ

とから、政府の認めるトラッキ
ング付きのみ適合



日本における属性トラッキングとその利用の可否
RE100は再エネの質にこだわりあり
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経産省・環境省「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関する ガイダンス 」
(2019年3月)https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190329006/20190329006.html



グリーン電力証書 J-クレジット
（再エネ由来）

非化石価値証書（再エ
ネ）

対象 自家消費中心 屋根のせ太陽光
の自家消費が中
心

系統再エネ
（現在はFIT再エネ、
2020年4月分から非FIT
再エネも）

発行者 グリーン電力認証機
構

政府 政府

発行量 3億7000万
kWh(2017FY)

12億
kWh(2017FY)

531億kWh(2017.4～12)

価格 約3～10円 0.86円/kWh 1.3～4.0円

日本におけるエネルギー属性証明
3種が棲み分けている状況
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日本の証書発行規模は、米国REC並み。50TWh



スコープ2計算の基本（ロケーション基準）
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消費量(kWh)×全国平均排出係数0.00462(tCO2/kWh)

2000kWhを消費している場合

2000kWh × 0.00462トンCO2/kWh = 9.24 トンCO2



スコープ2計算の基本（マーケット基準）
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消費量(kWh)×調整後排出係数(tCO2/kWh)
＋御社が自社のために購入したグリーン電力証書（排出0tCO2/kWh）、再エネJ-クレジット

計算事例：東電の通常メニュー1000kWh、ネクストエナジー*1000kWh、グリーン電力証書500kWh分

ステップ１：グリーン電力証書500kWh分は、東電から買った電力に当てはめるものとする。

ステップ2：東電の通常電力500kWh、東電の通常電力にグリーン電力証書をあてはめたもの500kWh
ネクストエナジー1000kWhをもとに計算。

500kWh × 0.00455 トンCO2/kWh
+ 500kWh × 0 トンCO2/kWh
+ 1000kWh × 0 トンCO2/kWh
=2.28 トンCO2

メニュー別を契約していない場合は、
残差を使ってください。

*現グリーナ電力



スコープ2計算例
複数の国で操業しているのですが・・・。
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CDPスコープ2
技術ノート（リンク）

国 消費電力量
kWh

ロケーション
基準(mtCO2e)

マーケット
基準(mtCO2e)

属性証明のタイプ
（原単位のタイプ）

REC証明で100%カバーしている

再エネ契約ではなく,残差ミックス
の原単位を利用

系統平均しかない

50%について外部企業と協働で設置
したソーラーから自営線通じて供給

米国

英国

中国

インド

合計

※mtCO2のmはメートル法によるという意味なので、日本で通常つかうトンと同じです。

インドの系統平均排出原単位はどこにあるの？

①IGESデータベース（無料）
②IEAデータベース（有料, 550 euros, 約7万円）

リンク
リンク

https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/415/original/CDP-Accounting-of-Scope-2-Emissions.pdf?1479752807
http://data.iea.org/payment/products/122-emissions-factors.aspx
http://data.iea.org/payment/products/122-emissions-factors.aspx
https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en?_ga=2.248978063.949218747.1595290969-578906525.1595290969
https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en?_ga=2.248978063.949218747.1595290969-578906525.1595290969
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スコープ2排出量の算定

出典：経産省・環境省「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス」

マーケット基準手法



1. 自分で設置

2. 他社が設置したものを購入、リース料金として支払うパターンも可能

3. 再エネ属性証明を購入（現在電力と分離して購入できるのは、グリーン電力証

書と再エネ起源J-クレジットのみ

日本における再エネ調達手段
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• 省エネがもうやりきった場合でも、再エネを調達することで、排出削減は可能です。

• 排出削減クレジットは、他社の「想定上のベースライン」からの削減を、自社の削減とするこ

とから、ネットゼロの時代にはそぐわず、CDPやSBTでは削減としてカウントできません。

• 一方、再エネ証書などの再エネ属性証明は、再エネ電力の「ラベル」として、削減が可能です。

• 日本では、1)自社保有設備として自社内に設置、2)メニューとして購入、3)電力とは別に証書

を購入、の手段が可能です。

再エネを調達して、
スコープ２排出量を減らしましょう！
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目的: オープンで包括的なプロセスを通じて、国際的に認められたGHG排出量の算定と
報告の基準を開発し、利用の促進を図ること。

設立: 1998年、世界環境経済人協議会（World Business Council for Sustainable and
Development: WBCSD）と世界資源研究所（World Resource Institute: WRI）によって共
同設立

内容：GHGプロトコルは、事業者、NGO、政府機関といった複数の利害関係者の協力に
よって作成され、GHG排出量の算定と報告に関する貴重な知識源として提供されている。

参考：企業の温室効果ガス（GHG)算定
GHGプロトコル
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CDP認定再エネサプライヤーのご紹介



環境配慮型電力プラン：グリーナでんき



CO2ゼロの証明

【環境省公表資料より一部抜粋】

19

小売電気事業者は特定排出者として、規定の方法にて温室効果ガス排出量を算定し、CO2排出係数を提出す
ることが義務づけられています。
当社は「CO2ゼロ」にすることで、電気事業者として環境に対する使命を果たし、供給先の企業様の温対法
報告やISO14001、エコアクション21への対応にご活用いただけます。

令和2年1月7日 公表

【各種CO2削減ソリューションのお問合せ】
ネクストエナジー・アンド・リソース㈱
グリーン電力事業部 担当：征矢野（そやの）まで
E-mail soyano@nextenergy.jp
TEL     03-6279-4567 URL    https://esg.ne-greena.jp
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