
  
 
 

温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた取り
組み 
はじめに 

歴史的合意であるパリ協定が採択されたことを受け、人類の気候変動との戦いは大きな転機を
迎えました。現在では、世界約190の国と地域が温室効果ガスの人為的な排出量を減らし、地
球の平均気温上昇を抑えることに取り組んでいます。残念ながら、現時点で各国が掲げている
公約や政策を実施するだけでは、地球温暖化問題を解決することは到底できません。2050年ま
でに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するためには、官民一体となった総合的な取り組みが
必要となります。一方、新たなデータセットが蓄積され、革新的な指数ソリューションが開発
されつつある中で、パリ協定の目標達成に向けて投資家が果たすことのできる役割が拡大して
います。パリ協定に準拠した最先端のソリューション、物理的リスクに関するデータ、及びス
コープ3排出量データとS&P PACTTM 指数（S&P パリ協定準拠気候変動指数）を活用すること
により、市場参加者は地球環境に配慮したポートフォリオを構築することが可能となります。
これにより、気候変動による壊滅的な影響を抑えると同時に、温室効果ガス排出量実質ゼロに
向けた取り組みに着手できると考えられます。 

重要性を訴える宣言：気候変動リスクは現実のものだが、パリ協定準拠データ
が問題解決の糸口となる 

人間の活動により、地球温暖化が急速に進行しています1。こうした状況の中で、迅速に対応策
を講じなければ、人命の喪失、生態系の崩壊、及び広範囲にわたる環境破壊などが進み、人類
は悲惨な結果に直面することになります。低炭素経済に移行し、地球の平均気温上昇を産業革
命前と比べて2℃未満（できれば1.5℃未満）に抑える必要があり、そのために残された時間は
長くありません。パリ協定が合意され、世界約190の国と地域がこの協定を批准している中で、
地球温暖化防止への取り組みが加速しています。新たなデータセットが蓄積され、革新的な指
数ソリューションが開発されつつある中で、投資家主導の革命が起こっています。これにより、
2050年までの温室効果ガス排出量実質ゼロ目標の達成に向けて、資本の流れが変化しています。 

S&P PACT指数（パリ協定準拠気候変動指数）は、脱炭素化目標を達成するように設計され
た指数であり、欧州連合（EU）の低炭素ベンチマーク規制に準拠しています2。これらの指数
は、パリ協定の遵守や、その他の気候変動に関する目標の達成を支援するように設計されて

https://www.spglobal.com/_media/documents/education-transition-to-a-1-5c-world-with-the-sp-pact-indices.pdf
https://www.spglobal.com/_media/documents/education-transition-to-a-1-5c-world-with-the-sp-pact-indices.pdf


おり、広範かつ多様なエクスポージャーを維持することにより、ベンチマークのパフォーマ
ンスに可能な限り連動することを目指しています。これらの指数は、S&P グローバルが提供
する詳細かつ正確なデータを活用し、厳格なメソドロジーに従って算出されています。 
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1 科学雑誌に掲載された様々な記事で指摘されているように、気候科学者の97%以上は、人間の活動により地球温暖化が急速に進行
していると考えています。https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002 

2 「欧州連合（EU）気候ベンチマーク及びベンチマークのESG開示」、欧州連合（EU）、https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchma rks-esg-disclosu res_en 
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図表1：企業の温室効果ガス（GHG）排出量の推移とカーボン・バジェットの比較 

 

出所：S&P Global Trucost。図表は説明目的のために提示されています。 
 

S&P グローバルの一部門であるTrucostが提供するパリ協定準拠データセットは、S&P PACT

指数のメソドロジーにおける重要な要素であり、各企業のカーボン・バジェットとの整合性を
企業レベルで評価するための移行経路モデルを使用しています。カーボン・バジェットとは、
温室効果ガス排出量実質ゼロを達成する上で、各企業が削減する必要のある排出量の割合を表
しており、企業の実際の温室効果ガス排出量の推移と、各企業に求められる移行経路の差を、
二酸化炭素換算トン（炭素及び炭素相当物の合計）で表したものです（図表1参照）。以下の2

つのアプローチのうちの1つを使用して各企業のカーボン・バジェットを定義します。 

1. セクター別脱炭素化アプローチ（SDA） 
 
温室効果ガス排出量が多く、同質の事業活動を行っている企業については、国際エネルギー機
関（IEA）が作成した気候シナリオ・モデルを使用し、各セクターのカーボン・バジェットを
生産量単位で定義します（例えば、粗鋼生産量1トン当たりの二酸化炭素換算トン）。各セク
ターの企業は、それぞれの出発点から2050年までに、所定のシナリオ（1.5°Cまたは2°C）に合
致した排出量強度を達成する必要があります3。この手法は、セクター別脱炭素化アプローチ
（SDA）と呼ばれるものであり、炭素効率化に向けて各セクター内で利用可能な技術や機会を
考慮した上で、各セクターに対して異なる脱炭素化の速度を設定します。 
 
 
 

https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-paris-alignment-(186)
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-paris-aligned-climate-transition-pact-indices.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-paris-aligned-climate-transition-pact-indices.pdf
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2. 付加価値1単位当たり温室効果ガス排出量（GEVA）アプローチ 
 
温室効果ガス排出量が少ない、または異質の事業活動を行っている企業で、気候シナリオにおい
て明確な移行経路が設定されていない企業については、経済全体のシナリオを通じて、付加価値
1単位当たり温室効果ガス排出量（GEVA）に基づいてカーボン・バジェットを定義します。こ
のアプローチでは、経済全体に求められている排出量削減目標と合致するように、各企業に対し
て排出量基準を設定します。その際に、物理的な分母ではなく、金銭的な分母の観点から、各企
業の出発点となる炭素排出強度を考慮します。例えば、経済成長率が過去平均の3.5%で推移す
ると仮定した場合、国内総生産（GDP）1単位当たりの世界の温室効果ガス排出量が毎年5%ずつ
減少すれば、2050年の世界の温室効果ガス排出量は2010年の水準と比べて50%減少することに
なります。したがって、各企業のGEVAへの寄与度に基づいて、前年比5%の削減量を各企業のカ
ーボン・バジェットに割り当てます4。 
 
これらのアプローチにより、最先端のデータセットを作成し、各企業のカーボン・バジェットと
の整合性を企業レベルで評価することにより、パリ協定の目標に合致するポートフォリオを構築
することが可能となります。S&P PACT指数では、各リバランス時点で指数全体がパリ協定の
1.5℃目標に将来的に合致するように、上記のアプローチに従って構成銘柄のウェイトを再設定
します。 
 
3   これら両方のアプローチは、S&P Global Trucostが提供する企業の炭素データによって支えられています。このデータは、464

の産業サブグループのインプット・アウトプット・モデリングと、企業の開示情報に基づいて作成されています。 
4   S&P Global Trucostが提供するパリ協定準拠データセットに関する詳細については、以下のサイトをご覧ください：
http://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-sp-paris-aligned-and-climate-t ransition-pact -indices 
 
 

 
 

気候変動がもたらす物理的リスクに関するデータ 

過去20年間では、それ以前の20年間と比べて、自然現象に起因する災害の発生件数が世界全体
で74%増加しました。こうした災害により、123万人の人命が失われ、40億人が被災し、推定2

兆7,000億ドルの経済損失が生じました5。こうした中で、人間の活動により地球の平均気温が
上昇し、その結果として災害が多発しているとの認識が広がりました6。これまで、資本配分を
決定するための気候関連の財務モデルの大半は、主に移行関連のリスクに注目したものであり、
物理的な気候変動の影響はそれほど重視されていませんでした。気候変動を予測することは難
しく、資産の地理的位置は大まかにしか把握できないため、企業や投資家がポートフォリオ・
レベルで物理的な気候リスクを正確に評価することは非常に困難でした。しかし、こうした問
題は解消されつつあります。 

http://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/faq-sp-paris-aligned-and-climate-transition-pact-indices
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テクノロジーの発展により、気候シナリオ・モデル、資産レベルのデータ、及び資産の地理的
位置に基づいて、物理的リスク・エクスポージャーを詳細に評価することが可能となっていま
す。気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が提言しているように、気候変動がもた
らす移行リスクと物理的リスク7、さらには気候変動に関連する機会に対応することが、強固な
ポートフォリオを構築するための鍵となります（図表2参照）。これは重要なことであり、移
行リスクと物理的リスクは先験的には関連していません。低炭素経済への移行に失敗した場合、
気候変動に適応することができないため、物理的リスクの可能性が高まり、リスクの深刻度も
増します。また、物理的リスクを軽減できない場合、低炭素経済への移行が困難となるため、
気候関連の災害の発生件数が増加し、これによる影響を受けやすくなります8。 

 
5  「2000～2019年における災害の人的コスト」、国連防災機関（UNDRR）、www.undrr.org/media/48008/download 

6  「二酸化炭素と地球気温の因果構造について」、A. Stips及びその他、2016年、https://www.nature.com/articles/srep21691 

7  気候リスクには、移行リスクと物理的リスクの2種類があります。物理的リスクとは、i）急性的な物理的災害（例えば、嵐、ハ
リケーン、洪水などの頻発する異常気象）、及び ii）気候変動による慢性的かつ長期的な影響（例えば、気候パターンの変化や
海面の上昇など）を意味します。一方、移行リスクとは、気候変動への適応や低炭素経済への移行によって生じる政策、法律、
技術、市場、及び風評などのリスクに伴うコストを意味します。したがって、移行リスクは、資産の早期償却などの費用につ
ながり、物理的リスクは、サプライチェーンの混乱などにより、例えば保険料が上昇するなどの影響が出る場合があります。 

8  気候変動がもたらす移行リスクと物理的リスクの相互作用に関する詳細については、以下のレポートを参照ください：
www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/sp-trucost-interplay-of-transition-and-physical-risk-report-05a.pdf. 

 
 
 
 
図表2：気候変動がもたらすリスク、機会、及び財務的影響に対するTCFDのアプローチ 

出所：TCFD最終報告書（2017年）。図表は説明目的のために提示されています。 

https://www.nature.com/articles/srep21691
http://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/sp-trucost-interplay-of-transition-and-physical-risk-report-05a.pdf
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移行リスクは、場所に関係なく企業に影響が及びますが、物理的リスクは、場所によって影響
の大きさが異なります（例えば、フロリダ州マイアミのマンションはハリケーンの被害を受け
やすい）。したがって、気候災害モデルは、場所を特定した資産レベルのデータと組み合わせ
て使用する必要があります。S&P Global Trucostの物理的リスク分析では、280万件の資産の
地理的場所9に関する幅広いデータと、企業の所有構造を親会社にマッピングする上での専門
知識を活用しています。このモデルでは、7つの気候関連の災害（洪水、水不足、熱波、寒波、
ハリケーン、海面の上昇、山火事）について、異なる時間軸にわたり、詳細なボトムアップ・
エクスポージャーを、科学的データに基づく気候変動シナリオにマッピングします（図表3及
び4参照）。また、企業レベルの特徴（例えば、水資源使用量、労働集約度、及び資本集約度
など）に基づき、これらのリスクに対する企業の感応度を決定します10。 
 

図表3：極端な気候変動シナリオにおける熱波の発生件数（予測） 

 
 

出所：S&P Global Trucost。図表は説明目的のために提示されています。 
 
 

9   2020年7月現在 

10   詳細については、メソドロジーを参照ください：http://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-physical-risk-(148) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-physical-risk-(148)
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企業の物理的リスク特性及びスコア 

 
図表4：S&P Global Trucostの物理的リスク・メソドロジーの概要 

気候モデル・データセット及
びハザード・モデル 

 

 

資産の地理的位置に関する
データセットをハザード・
マップにオーバーレイ 

 
 

様々な形態の物理的リスク
に対するビジネスモデルの

感応度 
 

 

 
出所：S&P Global Trucost。図表は説明目的のために提示されています。 

 
物理的リスク・データセットと、S&P Global Trucostのパリ協定準拠データセットを組み合わ
せることにより、投資家は潜在的な気候関連リスクを軽減することができます（低炭素経済へ
の移行がどのような結果になったとしても、リスクを軽減できる）。S&P DJIは、投資家が気
候関連リスクを軽減できるようにS&P PACT指数を設計しています。指数メソドロジーでは、
両方のデータセットを組み込むと同時に、その他の多種多様な気候目標にも対応しています。
構成銘柄レベルでは、急性的な気候関連の災害（例えば、嵐や洪水など）の影響を抑えるため、
個別企業へのエクスポージャーに上限を設けています。指数レベルでは、指数全体で物理的リ
スクへの加重平均エクスポージャーを低減しており、気候変動による慢性的かつ長期的な影響
（例えば、海面の上昇など）を緩和しています。 

これら2つのデータセットは、人類の気候変動との戦いが科学的な転換点を迎えることを示してい
ます。投資家は、地球環境への深刻な影響を緩和し、強固なポートフォリオを構築し、2050年ま
でに温室効果ガス排出量実質ゼロ目標を達成することに貢献できる可能性があります

リスク感応度/重要性の調整 

エクスポージャーの定量化 

気候変動に関連するハザードのマッピ
ング 
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S&P グローバルのスコープ3データを活用し、すべての排出量を考慮する 

気候変動問題は喫緊の課題であり、世界の大手上場企業2,000社の5分の1（全体の21%）は、
2050年の排出量実質ゼロ目標に向けて取り組んでいます11。しかし、スコープ3排出量の削減を
盛り込んでいると考えられる企業は、そのうちの3分の1にとどまっています。温室効果ガス
（GHG）プロトコルによると、スコープ3排出量とは、企業のバリューチェーン全体における間
接的な温室効果ガス排出量を指します12。スコープ3排出量は、温室効果ガス排出量全体の中で最
も大きな割合を占めており、一部の企業では排出量全体の90%にも達しています13。排出量の算
出においてサプライチェーンにおける排出量を除外することは、グリーンウォッシュ（環境に配
慮しているように見せかけて、環境意識の高い消費者に誤解を与えること）を意味し、資産価値
を正確に評価することができなくなる可能性があります。 

 
 

11   「テイキング・ストック：実質ゼロ目標の世界的な評価」、オックスフォード大学、2021年3月、
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/06/ECIU-Oxford_Taking_Stock.pdf. 

12   温室効果ガス（GHG）プロトコルのコーポレート・バリューチェーン（スコープ3）基準：
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard 
13   「スコープ3及びサプライチェーン：How businesses are taking sustainability leadership to a new frontier」、Edie、

2020年8月5日、http://www.edie.net/library/Supply-chain-emissions--The-next-frontier-of-sustainable-business-
leadership/6982 

 
 
 
図表5：スコープ1+2排出量、及びスコープ3排出量の内訳（セクター別） 
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出所：S&P グローバル。2020年12月現在のデータ。図表は説明目的のために提示されています。 
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https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/06/ECIU-Oxford_Taking_Stock.pdf
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
http://www.edie.net/library/Supply-chain-emissions--The-next-frontier-of-sustainable-business-leadership/6982
http://www.edie.net/library/Supply-chain-emissions--The-next-frontier-of-sustainable-business-leadership/6982
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スコープ3データとは何でしょうか？どのように測定するのでしょうか？温室効果ガス（GHG）
プロトコルでは、企業の温室効果ガス排出量を3つのカテゴリーに分類しています。スコープ1

とは、企業が所有・管理している発生源から直接排出される排出量（企業の日常的な業務運営
から排出されるもの）を指します。スコープ2とは、購入したエネルギーから間接的に排出さ
れる排出量（企業の電力消費を支援する過程で排出されるもの）を指します。スコープ3とは、
スコープ2に含まれない間接的な排出量であり、企業のサプライチェーン全体における間接的
な排出量を指します。これには、上流排出量（企業のサプライチェーンにおいて排出される間
接的な排出量）と下流排出量（企業の製品やサービスを使用する過程で排出される排出量）が
含まれます14。企業の全体的な温室効果ガス排出量を測定する上では、すべてのスコープを考
慮する必要があります。排出量全体に占める各カテゴリーの割合はセクターごとに異なり、一
部のケースではスコープ3が最も重要なカテゴリーとなります。 

スコープ3排出量を組み入れることにより、排出量が二重計上される問題が生じますが、これ
についてはどうでしょうか？欧州連合（EU）のサステナブル金融に関するテクニカル専門家
グループ（TEG）では、二重計上を管理することを推奨していません。気候変動に関連する財
務リスクについては、仮に温室効果ガス排出量の測定が不完全であったとしても、その排出量
を正当なものと見なす場合があります。投資家は気候ベンチマークを使用してリスクを低減す
ることを目指しているため、このことも二重計上を管理する必要がないことを裏付けています
15。 

 
 
 
 
 
 
 

14   排出量スコープの分類に関する温室効果ガス（GHG）プロトコルのアプローチについて詳しい情報をお求めの方は、以下
を参照ください：https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf 

15  「ベンチマークに関するレポート」、欧州連合（EU）のサステナブル金融に関するテクニカル専門家グループ（TEG）、
2019年9月、https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-
sustainable- finance-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosu res_en.pdf 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-sustainable-%20finance-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-sustainable-%20finance-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf
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図表6：温室効果ガス（GHG）プロトコルのスコープ及び排出量に関する概要 

  

出所：温室効果ガス（GHG）プロトコル：温室効果ガス・プロトコルのコーポレート・バリューチェーン（スコープ3）基準。

図表は説明目的のために提示されています。 

当社のアプローチは、企業活動による環境負荷を数値化するS&P Global Trucostのメソドロジ
ーに基づいており、S&P Global Trucostが独自に開発した「環境を含めたインプット・アウト
プット（EEIO）モデル」を使用しています。これは、従来の経済インプット・アウトプッ
ト・モデル（すべてのセクターにわたり、支出全体に占める1つのセクターの割合を定義して
いる）を拡充したものであり、生産量1単位に関連する環境負荷（例えば、粗鋼生産量1トン
当たりの二酸化炭素換算トン）を考慮したものとなります。 

当社ではこれを、非常に詳細なセグメント・レベルで適用しており、世界の経済活動を464の
産業サブグループに分解し、例えば紙やダンボールの製造なども区別しています。環境負荷に
関する情報を企業が開示していない場合でも、当社は企業のスコープ1、スコープ2、及びスコ
ープ3の排出量を推定することができます。具体的には、企業の生産量に環境強度要因をオー
バーレイすることで、排出量を推定しています。多様なビジネスモデルを展開している企業に
ついては、これらを収益源によって加重します。当社では、企業の各事業、及び企業のサプラ
イチェーン全体にわたってこれを行い、一次的な資源採取、二次的な加工、及び最終的な製品
の組み立てなども含め、スコープ3カテゴリーのすべての上流排出量を考慮しています。下流
排出量の影響については、当社のアプローチではカーボン･ディスクロージャー･プロジェクト 
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（CDP）が収集したデータを活用します。このデータは、回答者が以下の項目に関して提供し
た排出量情報に基づいています：下流における輸送と流通、販売された製品の加工、販売され
た製品の使用、販売された製品のサポート終了後の取り扱い、下流におけるリース資産、フラ
ンチャイズ、投資、及び企業が妥当と判断するその他の用途16。 

 
 

16 S&P Global Trucostでは、業界のベストプラクティスに準拠するため、15のすべての上流排出量カテゴリーと下流排出量カテゴリ
ーを考慮しています。これらのカテゴリーについては、温室効果ガス（GHG）プロトコルのコーポレート・バリューチェーン会計
基準を参照ください。 

 
 
 
図表7：スコープ3の下流排出量の数値化 

出所：S&P Global Trucost。図表は説明目的のために提示されています。 
 

企業が報告したデータは、サードパーティによる検証と、関連するすべてのカテゴリーの計算
が完了した場合に限り、調整なしで使用されます17。データが不足している場合、モデルを活
用して一時的にデータを補い、すべての排出量をカバーすることに努めます。これは、S&P 

PACT指数内で排出量実質ゼロのシナリオに合致するように指数を構築する上で不可欠なプロ
セスとなります。すべての投資戦略について言えることですが、インプットの質によって結果
が決まります。今日の世界では、グリーンウォッシュの問題が多く発生しており、温室効果ガ
ス排出量を早急に削減する必要があります。こうした中で、スコープ1からスコープ3までのす
べての排出量を把握する科学的手法が非常に重要であり、このことは気候変動問題を解決する
上での鍵となります18。 

 
 
 
 

https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
https://ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
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本稿は、S&P グローバル・サステナブル1の「The Quality Imperative」に掲載された記事を要約したもの
です。 

 
重要性を訴える宣言：気候変動リスクは現実のものであるが、パリ協定準拠データが問題解決の糸口となる 

 

気候変動がもたらす物理的リスクに関するデータ 
 

S&P グローバルのスコープ3データを活用し、すべての排出量を考慮する 
 

これらの記事はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスによって修正されており、再発行が許可されています。 
 
 
 
 

17 S&P Global Trucostは毎年、14,000社以上の企業（世界の時価総額の99%に相当）を対象にエンゲージメント活動を行い、追
加の検証を行っています。企業が異議を申し立てる機会を設けており、企業はサードパーティが検証した書類によって主張を
裏付けることが求められています。 

 
18 スコープ3排出量データを評価するためのS&P Global Trucostのメソドロジーに関する詳細については、以下のメソドロジー資料を
参照ください：www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-environmental-(46)

http://www.spglobal.com/esg/insights/a-declaration-of-importance-climate-risk-is-real-but-paris-alignment-data-can-help-us-solve-it
http://www.spglobal.com/esg/insights/let-s-get-physical-with-sp-trucost-s-physical-climate-risk-data
http://www.spglobal.com/esg/insights/it-s-all-within-scope-with-sp-global-scope-3-data
http://www.spglobal.com/esg/insights/it-s-all-within-scope-with-sp-global-scope-3-data
http://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets/trucost-environmental-(46)
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