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⾦融機関のGHG排出量計測・報告の考え⽅
組織は⾃社とバリューチェーンのGHG排出を分けて報告することが求められる
GHG排出報告のデファクトスタンダード「GHGプロトコル」は、「スコープ３
ガイダンス」*においてバリューチェーンの排出量の報告基準を提唱
⾦融機関の投融資に係るスコープ３排出量は、投融資先（企業等）の
スコープ１・２・３排出量を含む
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投融資先の
企業等

⾦融機関

上流︓スコープ３ ⾃社 下流︓スコープ３

1. 購⼊物品・サービス

2. 資本財

3. 燃料・エネルギー
（スコープ1・2以外）

4. 上流の輸送・流通

5. 廃棄物

6. 出張

7. 通勤

8. 上流のリース資産

9. 下流の輸送・流通

10. 販売した製品の加⼯

11. 販売した製品の使⽤

12. 販売した製品の
使⽤後処理

13. 下流のリース資産

14. フランチャイズ

15. 投融資⾃社設備

⾃社設備

電⼒・熱

スコープ２

スコープ１

15. 投融資

*GHG Protocol (2011) Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions.



投融資に係るGHG排出量の計測・報告ガイダンス
GHGプロトコル「スコープ３
ガイダンス」（2011年）

5

PCAF「グローバルGHG計測・報告
スタンダード」（2020年）

企業・研究機関等のパートナーシップであ
るGHG Protocolが策定した、企業のバリ
ューチェーン（スコープ３）排出量全般の
計測・報告に関するガイダンス

⾦融機関のパートナーシップであるPCAF
が策定、GHGプロトコルに準拠した投融
資に係るスコープ３の計測・報告に特化
したガイダンス



⾦融機関のパートナーシップ
Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
2015年にオランダで設⽴された、投融資に係るスコープ３排出の計測・評価に
向けた⽅法論やデータセットの整備を⾏う⾦融機関のパートナーシップ
2019年にグローバルパートナーシップが発⾜し、欧州・北⽶・アジア太平洋・
中南⽶・アフリカ各地域において地域パートナーシップを展開
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（PCAFウェブサイトより電中研作成）

PCAF参加機関の投融資合計⾦額の推移

116社・296兆USD
（2021年4⽉27⽇時点）



PCAFスタンダードとGHGプロトコルの⽐較
⾦融機関の投融資に係るスコープ３に特化した計測・報告のスタンダード
PCAFは、⾦融機関のバランスシートに計上される資産を6つの資産クラスに
区分した上で計測⼿法を定義。全ての資産クラスについて報告を求めている
GHGプロトコルでは⼀部の資産クラスのみ報告が必須
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PCAF「グローバルGHG計測・報告スタンダード」に
おける資産クラス

GHGプロトコル「スコープ３スタンダード」における
投融資（カテゴリ15）の資産クラス

上場株式・社債 エクイティ投資

デット投資（資⾦使途特定）ビジネスローン・⾮上場株式

プロジェクトファイナンス プロジェクトファイナンス

商業不動産

住宅ローン（モーゲージ）

⾃動⾞ローン ⾦融サービス

デット投資（資⾦使途⾮特定）

（含まれない資産の例︓国債・⾦融派⽣商品など）
*GHG Protocol (2011), PCAF (2020)を参考に電中研作成

（報告は必須）

（報告は任意）

（全資産クラスについて報告）



PCAFスタンダードのGHG計測・報告⼿法
投融資先のGHG排出量を持分⽐で按分して報告する
GHGプロトコルに準拠し、期末時点のバランスシート上に計上される資産に
係る排出量を以下の式で計算・報告する（*ビジネスローン・⾮上場株式の例）

投融資先の企業のスコープ１・２排出量に加え、投融資先の企業のスコープ３
排出量を報告する
現時点では、投融資先の企業のスコープ３は⼀部のセクターのみが報告の対象
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投融資スコープ３排出量= ∑!
投融資残⾼!

エクイティ! "デット!
×排出量#

企業cに対する排出寄与（attribution factor）

*出典︓PCAF (2020)

スコープ２スコープ１ スコープ３
全てのセクターで報告が必要 スコープ３の開⽰が求められるセクターでは報告が必要



投融資先の企業のスコープ３排出量の計測・報告

フェーズイン⽅式によりスコープ３排出量の計測・報告の範囲を拡⼤
スコープ３排出量を開⽰する企業はまだ⼀部にとどまっているため、現時点で
PCAFは、スコープ３排出が重要となる⼀部のセクターのみ開⽰を要求
（開⽰ができない場合は理由を説明する）

EU⾦融ベンチマーク規則（2016/2011）に基づく開⽰義務を参考に、対象と
なるセクターを指定。データの利⽤可能性の改善状況によって、対象となる
セクターを検討・拡⼤する予定︓
• 2021年以降 ・・・ エネルギー（⽯油・ガス）、採掘
• 2024年以降 ・・・ 運輸・建設・不動産・素材・産業
• 2026年以降 ・・・ すべてのセクター
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排出データの質に関するランク
データの質に応じた複数の排出量算出⽅法を提案
投融資先の企業が排出量を報告していない場合、推定値ベースの排出量を
⽤いることで投融資ポートフォリオ全体の排出量を計算・報告できる
投融資スコープ３排出量の報告にあたっては、以下のスコアを排出量で加重
平均した「データの質ランク」も合わせて開⽰する
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質ランク カテゴリ 計算⽅法
スコア１ 報告ベースの

排出量
対象企業・プロジェクトが報告した排出量（認証取得）

スコア２ 対象企業・プロジェクトが報告した排出量（認証未取得）
活動指標に基づ
く推定排出量

対象企業のエネルギー消費量 ×排出原単位
スコア３ 対象企業の⽣産量 ×排出源単位
スコア４ 財務指標に基づ

く推定排出量
対象企業の収益 ×当該セクターの収益あたりの排出量

スコア５ 投融資残⾼ ×当該セクターの資産あたりの排出量
投融資残⾼ ×当該セクターの収益あたりの排出量

×当該セクターの資産回転率

PCAFスタンダードにおける排出量の質ランク（エクイティ・デット投資）の計算⽅法

*PCAF (2020) Table 5-3, 5-5を参考に電中研作成
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⾦融機関の排出削減⽬標

⾦融セクターScience-based Targetsガイダンスパイロット版
（2020年10⽉公表、2021年4⽉改訂）
2020年10⽉、気候科学に基づく野⼼的なGHG排出削減
⽬標設定の⽅法論を提案し、企業の⽬標を「認定」する
団体であるScience-based Targets Initiative（SBTi）は、
⾦融セクターに対するガイダンスのパイロット版を公表
⾦融機関⾃⾝の排出削減に加え、投融資スコープ３排出
削減⽬標設定の⽅法論を提案

資産クラス／セクター単位で⽬標を設定
セクター特性を踏まえて３種種の⽅法論を提案
• セクター脱炭素化アプローチ（SDA） ・・・ ⼀部の⼤排出セクター
• ポートフォリオSBT取得率
• ポートフォリオ温度スコア
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・・・ セクター全般



セクター脱炭素化アプローチ（SDA）
投融資先の排出実績を2ºC未満／1.5ºCに整合させる
投融資スコープ３排出量をセクター単位で算出（PCAFを推奨）
ポートフォリオの排出量原単位（⽣産量あたりの排出量）を、2ºC未満／1.5ºC
シナリオの排出経路に収れんさせる短中期の⽬標（５〜１５年）を設定する
• 2ºC未満シナリオ（IEA-ETP 2017 B2DS）

• 1.5ºCシナリオ（SBTi 1.5ºC）
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電⼒（SBTi 1.5ºC）セメント（B2DS）

ポートフォリオの
排出パス

セクター脱炭素化アプローチ（SDA）
による排出経路・⽬標

1.5ºCシナリオの
排出パス

排
出
原
単
位
（

tC
O

2/
M

W
h）

排
出
原
単
位
（

tC
O

2/
t） ポートフォリオの
排出パス

2ºC未満シナリオの
排出パス ポートフォリオ中の特定のセクターの

排出実績が2050年に向かって2ºC
未満／1.5ºCシナリオに整合する

・・・ アルミ、セメント、製鉄、
パルプ・製紙、運輸

・・・ 電⼒



ポートフォリオのSBT取得率

投融資先の排出削減⽬標を2ºC未満／1.5ºCに整合させる（SBTiが認証）
2040年までにポートフォリオ中の企業に、SBTiによる認証を受けた削減⽬標
（SBT、2ºC未満／1.5ºCに整合）を取得するようにエンゲージメントを⾏う

投融資先の特性に合わせて２種類の⼿法を設定
⼀般的なセクターには、2ºC未満 / 1.5ºC⽬標の
達成に向けて直線的に排出量を削減するACE
（Absolute Emission Contraction）を推奨
• 2ºC未満⽬標 ・・・ 2.5%/年相当の削減
• 1.5ºC⽬標 ・・・ 4.2%/年相当の削減

⼤排出セクターの⼀部はSDAによる⽬標設定も可能
（前項）
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ポートフォリオSBT取得率

2020年 2040年

100%

SB
T取
得
企
業
の
割
合
（

%
）

ポートフォリオ中の全企業の⽬標が
2040年までに2ºC未満 / 1.5ºCに
整合する（SBT取得）



ポートフォリオ温度上昇スコア

投融資先の排出削減⽬標を2ºC未満／少なくとも2ºCに整合させる
投融資先に排出削減⽬標を設定するようにエンゲージメントを⾏う、もしくは
排出削減⽬標の度合いに応じてポートフォリオの⽐率を調整することで、
2040年までにポートフォリオ中の企業が2ºC未満／2ºCに整合した⽬標を設定する

企業の排出削減⽬標を温度上昇に換算
「IPCC 1.5ºC特別報告」のデータベースから
多数の気候シナリオを抽出し、年あたり削減率と
2100年の温度上昇の直線回帰からスコアを算出
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ポートフォリオ温度上昇スコア

2020年 2040年

2ºC未満
（スコープ１・２）推

定
温
度
上
昇
（

ºC
）

ポートフォリオ中の企業の削減⽬標
から推定した温度上昇が、2040年
までに2ºC未満/少なくとも2ºC

少なくとも2ºC
（スコープ１・２・３）

年あたり排出削減率（%） 年あたり排出削減率（%）

21
00
年
の
温
度
上
昇
（

66
%
確
率
・º

C）

21
00
年
の
温
度
上
昇
（

66
%
確
率
・º

C）

京都議定書GHG︓2020-2025年 京都議定書GHG︓2020年-2030年



⾦融SBTガイダンスが採⽤する⽬標設定⼿法の特徴
セクターに特化した⽬標設定の⼿法（SDA）と汎⽤性が⾼い⼿法を⽤意
⼀部の⼤排出セクターに対して気候科学の知⾒を元にした排出パスを設定する
ことで、セクターごとの脱炭素の進展度合いの違いを反映
それ以外のセクターに対しては汎⽤性が⾼い⼿法を⽤意することで、ポート
フォリオ全体をカバーすることが可能
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項⽬ セクター脱炭素アプローチ
（SDA）

ポートフォリオSBT取得率
（ACEの場合）

ポートフォリオ温度上昇
スコア

指標 投融資先の排出実績 投融資先の排出削減⽬標 投融資先の排出削減⽬標
対象セクター ⼀部の⼤排出セクター すべてのセクター すべてのセクター
対象となる
排出スコープ

スコープ１・２ スコープ１・２・３ スコープ１・２・３

排出削減シ
ナリオ・⽬標

電⼒は1.5ºC、それ以外は
2ºC未満

2ºC未満もしくは1.5ºC スコープ１・２は2ºC未満、
スコープ１・２・３は少なくと
も2ºC

排出削減
パス

セクターごとに世界共通の
パスを設定

直線的な削減 （直線的な削減を仮定し
てスコアを算出）

⾦融SBTガイダンスが採⽤する⼿法の⽐較（電中研作成）



⾦融版SBTガイダンスの要件
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資産クラス別の⾦融スコープ３排出削減⽬標の設定⽅法
発電・不動産向け融資は「SDA」、それ以外は任意の⽅法を選択可能

アセットクラス セクター（カバー率） ⽬標設定⽅法 ⽬標・排出経路
個⼈向けローン 住宅（任意） SDA 2ºC未満
プロジェクトファイナンス 発電（100%） SDA 1.5ºC-2ºC未満
企業向けローン 商業不動産（>67%） SDA 2ºC未満

発電（100%） SDA 1.5ºC-2ºC未満
その他（>67%）
・アルミ
・セメント
・鉄鋼
・パルプ・製紙
・運輸

SBT取得率 100%（2040年）
温度上昇スコア 2ºC未満（2040年）

SDA 2ºC未満

上場株・社債・ETF・REIT 全セクター（100%） （いずれも可） （上記を参照）
PE / VC 全セクター（任意） （いずれも可） （上記を参照）

SDAを
利⽤可能

資産クラス別に⾦融SBTガイダンスが定める要件（SBTi (2020)を参考に電中研作成）
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課題１︓企業が報告するデータの利⽤可能性
GHG排出量データの報告媒体は企業によってまちまち
TOPIX企業のうち、もっとも利⽤可能性が⾼いCDPに排出量データを報告して
いる企業は309社のみ
スコープ３排出量（バリューチェーン上流）は、スコープ１・２に⽐べて
排出量を開⽰していない企業が多い

19
GHG排出量の合計（tCO2e）

素材（206）

公益事業（25）
資本財・サービス（593）

不動産（116）

消費⼀般財・サービス（449）

⽣活必需品（185）
エネルギー（19）

情報通信（345）
電気通信サービス（125）

ヘルスケア（128）
⾦融（148）

報告媒体
■CDP Climate Change
■有価証券報告書など
■環境報告/CSR報告
■開⽰なし（推定値）

GICSセクター（企業数）
TOPIX企業（2,339/3,709社）のGHG排出量データの開⽰媒体（2019年12⽉31⽇時点）

（Trucost Environmental Registerより電中研作成）

スコープ１ スコープ２ スコープ３（上流のみ）



課題２︓企業のスコープ３排出量の計測・⽬標設定
スコープ３排出量は企業の排出のもっとも⼤きな割合を占める
PCAFは投融資先企業のスコープ３排出量の計測・報告について、フェーズ
イン⽅式によって対象となるセクターを拡⼤する⽅針
企業⾃⾝による報告の推奨に加え、企業のスコープ３排出量に関するデータ
セットの整備が必要
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スコープ
スコープ１
スコープ２
スコープ３（上流）
スコープ３（下流）

資本財・サービス（71）
エネルギー（3）
公益事業（8）

消費財・サービス（48）
⽣活必需品（34）

素材（46）
情報通信（36）

電気通信サービス（9）
不動産（9）
⾦融（24）
ヘルスケア（21）

CDP Climate Change 2020に報告されたTOPIX企業（309/3,709社）のGHG排出量（GICSセクター平均、2019年12⽉31⽇時点）

企業数

1社
あ
た
りの

GH
G排
出
量
（

tC
O

2e
）

（CDP Climate Change 2020回答データより電中研作成）



課題２︓企業のスコープ３排出量の計測・⽬標設定
スコープ３排出削減⽬標を設定している企業はまだ少数
ポートフォリオ温度上昇スコアは、スコープ３を含むスコアについても2040年
時点の⽬標を設定。スコープ３排出が⼀定割合を超える企業は、SBT認定にあ
たりスコープ３を含む排出削減⽬標の設定が必要
⾦融機関のSBT達成において、企業がスコープ３排出量についても削減⽬標を
設定することが将来的に必要となる

21
企業別温度上昇スコア（ºC）

企
業
数

資本財・サービス（71）

エネルギー（3）

公益事業（8）

消費財・サービス（48）
⽣活必需品（34）

素材（46）
情報通信（36）

電気通信サービス（9）

不動産（9）

⾦融（24）
ヘルスケア（21）

GICSセクター（企業数）

スコープ１・２ スコープ３
CDP Climate Change 2020に報告されたTOPIX企業（309/3,709社）の排出削減⽬標（2019年12⽉31⽇時点）

⽬標が未設定、もしくは
カバレッジが低い︓3.2ºC

（CDP Climate Change 2020回答データより電中研作成）



課題３︓投融資先の企業と⾦融機関の「戦略」

投融資先企業の「戦略」と排出削減⽬標はリンクしている
SBTを設定するために⾦融機関は、2ºC未満／1.5ºCに整合的な排出削減⽬標の
設定を投融資先企業に求めることができる（エンゲージメント）
企業の排出削減⽬標は「戦略」に裏付けされる。⾦融機関は投融資スコープ３
を削減する「戦略」として、企業の排出削減「戦略」に対する資⾦供給を⾏う
ことができる
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企
業
別
温
度
上
昇
ス
コア
（

ºC
）

企業のR&D投資に占める低炭素関連投資額の割合（３カ年平均・％）

CDP Climate Change 2020に報告されたTOPIX企業（116*/3,709社）の低炭素関連R&D投資と削減⽬標（2019年12⽉31⽇時点）

（CDP Climate Change 2020
回答データより電中研作成）

*⼀部のセクターのみが報告
の対象

スコープ
スコープ１・２
スコープ３



総括

• ⾦融機関は投融資先のGHG排出量（スコープ３）を計測・報告することが
求められ、⾦融機関が主体となった⽅法論（PCAF）の整備が進んでいる

• ⾦融機関は投融資先の「GHG排出実績」「GHG排出削減⽬標」のいずれか
を指標に、2ºC未満／1.5ºCに投融資スコープ３排出量を整合させる⽬標を
設定することが提唱（SBTi）されている

• スコープ１・２排出量だけでなく、投融資先企業のバリューチェーンに
起因する排出量（スコープ３）についても、⾦融スコープ３排出として
計測・報告及び削減⽬標の設定が提唱されている。情報基盤の整備に
加えて、スコープ３排出量・削減⽬標を開⽰する企業を増やすことが必要

• 企業の排出削減⽬標は「戦略」に裏付けされる。⾦融機関の「戦略」と
して、企業の排出削減「戦略」に対する資⾦供給を⾏うことができる
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