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セミナー目次 

- Scope3の概要 

- Scope3の削減方法 

- Scope3と一般的な削減施策 

 



Copyright ©ReChroma Corporation 2022 All right reserved
3

本セミナーの目的 

- Scope3削減の取り組み方針 

- 削減に伴う算定式変更の際の注意点 

をご理解いただく 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当社ご紹介 

会社概要 

社名  リクロマ株式会社 

代表  加藤貴大 

事業内容 
温室効果ガス排出量算定支援事業 
研修/コンサルティング事業 

資本金  1000万円 

設立  2018年5月 

本社  東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア15階 

Webサイト  https://rechroma.co.jp/  

気候変動に関する事業を展開しております 

大学卒業後、PwC Mexico International Business 

Centreにて日系企業への法人営業 / アドバイザリー業

務に携わる。帰国後、一般社団法人CDP 

Worldwide-Japanを経て、リクロマ株式会社（旧：株式会

社ウィズアクア）を創業。大学在学中にはNPO法人

AIESEC in Japanの事務局次長として1,700人を擁する団

体の組織開発に従事。1992年生まれ。開成中・高等学

校、慶應義塾大学経済学部卒業。  

代表取締役 加藤 貴大

※CDPはロンドン本部の国際的NGO  
世界主要企業の環境活動への情報を収集/分析し、A~Dの8段階で評価して  
機関投資家向けに開示。日本企業の調査対象は約500社。  

https://rechroma.co.jp/
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気候変動情報

個
人

投
資
家

企
業

企業理念  気候変動時代に求められる情報を提供することで社会に貢献する

ESG投資や脱炭素社会への取組に対応する全法人に対して、専門知識と、
オペレーションの支援を提供する。

Vision2025

当社ご紹介 

当社の理念 

気候変動は不確実性が高いがゆえに、 
その対応賛否がはっきりと分かれます。 
一方、地球環境の持続に関して社会全体の合意形成が 
十分に取られていないまま対応が希求されており、 
このままでは今後ステークホルダー間で 
軋轢が出てくると考えています。 
 
そこで当社は、気候変動時代におけるステークホルダー間の軋轢を埋め続
けることをミッションとし、 
現在は企業のカーボンニュートラル支援を行っています。 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温室効果ガス 電力等以外の間接排出(scope3)削減支援

ESG対応や炭素税への対応のために温室効果ガスを算出する企業のご支援をし
ています。
海外関連会社含む組織全体の温室効果ガス算定コンサルティング、社内オペレー
ションの構築が強みです。

温室効果ガス排出量算定支援

ESG格付け組織にいた者が、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)対応
のロードマップをご提示する研修やカーボンニュートラル戦略の作成支援、SBT設
定支援をしております。
お客様に「次の行動を見つけていただく」ことを強みとしています。

研修/コンサルティング 

当社ご紹介

事業紹介

Scope3を削減するためにはお取引へ温室効果ガス排出量を開示していただくこと
や、協働することが特に重要になります。
お取引先から頂いた温室効果ガス排出量をScope3の数字に反映することで
Scope3を削減します。

6
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セミナー目次 

- Scope3の概要 

- Scope3の削減方法 

- Scope3と一般的な削減施策 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Scope3の考え方や計算方法はGHGプロトコルが定める 

GHGプロトコルとは
- 米国の環境シンクタンク WRI (世界資原研究所 ) と、持続可能な発展を目指す企業連合体 WBCSD (持続可能な開発のための世界経済人会議 ) 

を中心に、企業・NGO・政府機関が参加
- 排出量の範囲をScope1・2・3という形で定義
- 経済産業省もGHGプロトコルを推奨（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）

出典：GHGプロトコルHP

GHGプロトコル 

Scope3の概要  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サプライチェーン排出量 

Scope3の概要  

購入した製品・サービス

カテゴリー1

資本財

カテゴリー2

Scope1,2 に含まれない燃料
エネルギー関連活動

カテゴリー3

輸送・配送（上流）

カテゴリー4

事業から出る廃棄物

カテゴリー5

Scope3
その他の間接的な排出

販売した製品の廃棄

カテゴリー12

輸送・配送（下流）

カテゴリー9

販売した製品の加工

カテゴリー10

販売した製品の使用

カテゴリー11

リース資産（下流）

カテゴリー13

Scope3
その他の間接的な排出

カテゴリー6

出張

カテゴリー7

雇用者の通勤

カテゴリー8

リース資産（上流）

カテゴリー14

フランチャイズ

カテゴリー15

投資

Scope3 その他の間接的な排出

Scope1
直接排出

自社での燃料の使用等による直接的な排出

Scope2
間接排出

自社が購入した電気などによる間接的な排出

下流上流

サプライチェーン排出量＝Scope1,2,3の排出量の総和 

自社
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電気など
供給

Scope1 直接排出

自社での燃料の使用や
工業プロセスによる直接排出

Scope2 間接排出

自社が購入した電気・熱等の
エネルギーの使用に伴う間接排出
（電力会社に代わり自社排出分として算出）

自社 

都市ガス LPガス

A重油 軽油

灯油 ガソリン

電気 熱

冷水

自社が購入して使用した

蒸気

自社で燃焼した

Scope1とは、自社での燃料の使用等における直接的な排出のこと 

Scope2とは、購入した電気等のエネルギーに伴う間接的な排出のこと 

化石燃料を燃焼
させ電気や熱など

を創出

電力会社など

10

Scope1,2とは 

Scope3の概要  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Scope3とは 

Scope3の概要  

Scope3とは、Scope1・2(直接排出、間接排出)以外のバリューチェーンにおける事業活動に関する排出量 

 

購入した製品・サービス

カテゴリー1

資本財

カテゴリー2

Scope1,2 に含まれない燃料
エネルギー関連活動

カテゴリー3

輸送・配送（上流）

カテゴリー4

事業から出る廃棄物

カテゴリー5
カテゴリー6

出張

カテゴリー7

雇用者の通勤

カテゴリー8

リース資産（上流）

カテゴリー14

フランチャイズ

カテゴリー15

投資

Scope3 その他の間接排出
原料調達・物流・販売などバリューチェーンで発生する

自社の事業活動に関連した他社の排出

販売した製品の廃棄

カテゴリー12

輸送・配送（下流）

カテゴリー9

販売した製品の加工

カテゴリー10

販売した製品の使用

カテゴリー11

リース資産（下流）

カテゴリー13

Scope1 直接排出

Scope2 間接排出

自社
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Scope3の基本的な計算方法 

Scope3の概要  

サプライチェーン上での
物品など使用量

排出原単位
Scope3の
CO2排出量

一定量の燃料を燃やしたり、一定

量の生産物をつくるために排出さ

れるCO2の量。

燃料やエネルギー、製品ごとに原

単位は異なり、省庁や自治体が定

めた基準数値を使うことが多い。

輸送距離など

従業員数

基本的にScope3 CO2排出量は、「使用量」×「排出原単位」の掛け算で算出する 

購入した製品

販売した製品

例：廃棄物由来のCO2排出量＝ 廃棄物量(10kg) ×CO2排出係数(0.1kg/kg)＝  0.1kg
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セミナー目次 

- Scope3の概要 

- Scope3の削減方法 

- Scope3と一般的な削減施策 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Scope3削減の取り組み方針 

Scope3の削減方法  

算定式の精緻化 

排出源単位の改善 

Scope3の基本的な算定式に因数を増やし、算定式を精緻化する。 
因数の数値の削減努力が反映できるようにする。 

● 排出源単位を金額ベースから重量ベースにし、より正確な算定を行う。物量
の削減努力が反映されやすくなる。 
 

● お取引先の温室効果ガスを算定式に参入させより正確な算定をすることで、
自社における削減努力を反映させやすくする。 

使用する素材などを排出原単位のより低いものに変更する 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Scope3削減の取り組み方針：算定の緻密化 

Scope3の削減方法  

燃料や
エネルギーの

使用量

排出係数CO2排出量 さらなる係数

さらなる係数の例

1. 物量のうち自社ではなく委託先が排出した物量の割合

　　　　例）購入した商品やサービスの排出量 ＝現場施工時の1軒あたりのエネルギー消費量×エネルギー種別のCO2排出係数

　　　　　                                              　　　　 ×当社グループの2020年度完成棟数

                                                         　　　　　　 ×当社グループ 施工会社以外の外部委託先が施工した物件の割合

参考：住友林業scope3算定方法より

基本的な計算式をより細かく因数分解し、削減取り組みが可能な因数を作り出す 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Scope3削減の取り組み方針：排出原単位の改善① 

Scope3の削減方法  

サプライチェーン上での
物品など使用量

排出原単位
Scope3の
CO2排出量

一定量の燃料を燃やしたり、一定

量の生産物をつくるために排出さ

れるCO2の量。

燃料やエネルギー、製品ごとに原

単位は異なり、省庁や自治体が定

めた基準数値を使うことが多い。

 実態に即した原単位やサプライヤーからの取得した原単位に切り替えるといった、コーポレートサイドの削
減取り組み 

輸送距離など

従業員数

購入した製品

販売した製品
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排出原単位によるCO2削減 

Scope3の削減方法  

#①②は排出原単位が固定されていないためCO2削減が可能。#③④は排出原単位が固定されておりCO2
削減が困難 

1次データ：サプライチェーンから取得したデータ
2次データ：サプライチェーン以外から取得したデータで IDEAや環境省DBなど

# 排出原単位 上流部分から排出される温室効果ガス排出量
サプライヤーからの

温室効果ガスデータ取得
メリット デメリット

① サプライヤーデータ（1次データ）活用 サプライヤーから取得 取得 CO2削減が可能 取得が困難

② 1次データと2次データをハイブリッド
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得 CO2削減が可能 取得が困難

③ 重量原単位(2次データ)を活用
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得せず 算定が容易 CO2削減が困難

④ 購買額原単位(2次データ)を活用
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得せず 算定が容易 CO2削減が困難
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排出原単位によるCO2削減 

Scope3の削減方法 

#①②は排出原単位が固定されていないためCO2削減が可能。#③④は排出原単位が固定されておりCO2
削減が困難 

1次データ：サプライチェーンから取得したデータ
2次データ：サプライチェーン以外から取得したデータで IDEAや環境省DBなど

# 排出原単位 上流部分から排出される温室効果ガス排出量
サプライヤーからの

温室効果ガスデータ取得
メリット デメリット

① サプライヤーデータ（1次データ）活用 サプライヤーから取得 取得 CO2削減が可能 取得が困難

② 1次データと2次データをハイブリッド
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得 CO2削減が可能 取得が困難

③ 重量原単位(2次データ)を活用
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得せず 算定が容易 CO2削減が困難

④ 購買額原単位(2次データ)を活用
平均データ
(IDEA、環境省DB、ecoinvent、GaBi) 取得せず 算定が容易 CO2削減が困難
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Scope3削減の取り組み方針③ 

Scope3の削減方法  

サプライチェーン上での
物品など使用量

排出原単位
Scope3の
CO2排出量

一定量の燃料を燃やしたり、一定

量の生産物をつくるために排出さ

れるCO2の量。

燃料やエネルギー、製品ごとに原

単位は異なり、省庁や自治体が定

めた基準数値を使うことが多い。

 排出原単位が少ない物品に切り替えるなど事業サイドの取り組み 

輸送距離など

従業員数

購入した製品

販売した製品
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長期にわたって排出量を追跡するため、算定式は一貫性を持たせなければいけない。
変更する際は、その旨を追記すること。

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, P23

GHGプロトコルの構成団体であるWRI（World Resource 
Institute）との対話では、例えば基準年については産業連関表
等の二次データに基づく原単位を使ったスコープ3算定を行い、
削減率について一次データから推計をしていくことでも十分妥当
であるとの回答を得た

※
1次データ：サプライチェーンから取得したデータ
2次データ：サプライチェーン以外から取得したデータでIDEAや
環境省DBなど
    

ネットゼロとスコープ3: CO2吸収を含めたライフサイクル思考の
高まり、高瀬香絵、 p239

Scope3の計算式や計算方法を変更する際の注意点 

Scope3の削減方法  

一貫性： 
排出量を長期にわたって追跡できるようにするため、一貫した方法論を使用
すること。インベントリ境界、方法、その他関連するすべてのデータのいかな
る変更も透明性をもって文書化する。  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セミナー目次 

- Scope3の概要 

- Scope3の削減方法 

- Scope3と一般的な削減施策 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カテゴリ１の一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

#  難易度  一般的施策内容 

1  易  排出原単位を金額ベースから重量ベースに切り替える  

2  中  お取引先から温室効果ガス排出量（Scope1,2,Scope3のカテゴリー1,4,5など）を取得  

3  難  排出係数が低い素材に切り替える  

「排出原単位の切り替え」「お取引先からの温室効果ガス取得」「排出係数の低い素材への変更」による削減
がメインとなる 

#2計算方法 

①主要お取引先から温室効果ガス排出量を取得 
②「①で取得したお取引先からの仕入れ分」の温室効果ガスは一次データ（実データ）を用いる 
③その他のお取引先からの温室効果ガスは「仕入れ金額」×「排出原単位」で計算  

CO2排出量  主要お取引先データ(②)   原単位由来のデータ(③)  

※②の算出時にデータの改ざんが無かったかなどの「検証」は求められる  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カテゴリ4,9の一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

モーダルシフトの推進や貨客混載等によって削減可能 

モーダルシフトによる削減事例（佐川急便(株)HPより）  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カテゴリ4,9の一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

積載率向上によって削減 

積載率効率による削減事例  
（キリングリープ環境報告書2020より）  

積載率効率による削減事例  
（資生堂グループ企業情報サイトCSR/環境カテゴリーバックナンバー2019年度版より）  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カテゴリ６,7と一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

試算ロジック 

カテゴリ6の排出量  ＝  排出原単位 従業員数  × 

交通手段を排出原単位が少ない交通機関に切り替えることがメイン。社内で情報取得方法を構築すること
が重要 

試算ロジック 

カテゴリ7の排出量  ＝  営業日数  排出原単位 従業員数  ×  × 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カテゴリ11の一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

試算ロジック 

カテゴリ11の排出量   ＝  平均稼働時間  エネルギー効率 
製品A 
販売数 

×  ×  ×  排出原単位  ＋… 

エネルギーや電気の使用がある製品のエネルギー効率性を高めることがメインの取り組みとなる 

三菱電機グループ　環境報告2021より  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カテゴリ12の一般的な削減施策 

Scope3と一般的な削減施策  

#  難易度  一般的施策内容 

1  難  廃棄時に温室効果ガスを排出しない素材に切り替える  

2  難  リサイクルを実施する  

カテゴリー12は販売した製品を「廃棄」とみなすため、製品素材の切り替えやリサイクルの実装が施策となる 

リサイクル事例（日本ガイシ(株)HPより） 

#2の困難な点は販売した製品を回収することにあります。一般消費財では(株)エフピコ、(株)セブン &アイホールディングス等の事例が参考になります。
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海外クレジットの活用に関して 

Scope3と一般的な削減施策  

現時点では海外クレジットを活用してScope3を削減することは不可能。クレジットに向けて国際的なイニシア
チブ(TSVCM)が立ち上がり始めている 

- クレジットの種類 

- 政府主導(Scope1,2)  

- Jクレジット(GHG対応済み)、二国間クレジット(GHG対応見込み)など  

- 民間主導(Scope1,2,3)  

- Verified Carbon Standard(VCS), Gold Standardなど  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本セミナーのまとめ 

- Scope3の算定式変更の際の注意点 

長期にわたって排出量を追跡するため、算定式は一貫性を持つものでなくてはならない。 
変更する際はその旨を追記すること。 

- Scope3削減の取り組み方針 

 
算定式の精緻化 

排出源単位の改善 

Scope3の基本的な算定式に因数を増やし、算定式を精緻化する。  
因数のの削減努力が反映できるようにする。  

排出原単位を変更することで算定の正確さを上げる。  
● 排出源単位を金額ベースから重量ベースにし、物量の削減を反映させやすくする。  
● お取引先の温室効果ガスを算定式に参入させ、自社における削減努力を反映させる。  

使用する素材などを排出原単位のより低いものに変更する。  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リクロマ３つの特徴 

付録 

密なコミュニケーション

気候変動の専門性

実務を熟知したサポート

- お打合せアジェンダやファシリテーションの実施

- 2週間に1回ほどのお打合せアジェンダは当社作成

- ご契約期間のお打合せのファシリテーションを行います

- 投資家、格付け機関、企業に関する動向を熟知しています

- 担当の当社代表は気候変動特化の格付け機関出身

- 累計約300社の気候変動対応を見てきた実績

- 豊富な経験/知識で、実務の実情を考慮したサービスを提供します

- 当社は気候変動対応の実務サポートも行っております

- 気候変動に関しての質問は随時お受けしております
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TCFDコンサルティングのご紹介 

付録 

ハンズオン支援

タイプ

- 2週間に1回ほどのお打合せアジェンダは当社作成

- 今後TCFDを自社対応することを目的とした教育要素を含む

- 丁寧な解説を含む支援

- 社内研修資料などは貴社にカテゴライズ

スポット支援

タイプ

- Web面談での解説

- メールやTeams、Slackなどでのコミュニケーション

- 貴社のアウトプットに対するレビュー

- アウトプットの雛形のご提示

支援には大きく2つの支援がございます 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ハンズオン支援タイプの紹介 

付録 

当社はCGコード改定適応を前提にしたTCFD対応プランをご提供します

1. 評価機関(CDP)が要求する項目のご提示
2. 理想と貴社現状の差分のご提示
3. リスク閾値設定（規約への組込み支援なし）
4. サステナビリティ委員会規程やリスク管理規程の変更
5. オプション（部署立ち上げやサステナビリティ外部諮問会議立ち上げは除く）

Level 1 Level 2 Level 3

TCFD支援

ガバナンス

リスク管理

戦略

開示支援

1. 当社が作成し貴社がレビュー
2. 5forces分析やバリューチェーン分析
3. 算出可能な財務影響を概算算出
4. 各リスクと機会対応の初期案
5. なし

1. 重要事業に関して WSを開催の上、特定
2. 温度帯と貴社マテリアリティ複合シナリオ
3. 算出可能な財務影響を概算算出 (可能な機　
会は事業計画レベル )
4. 海外事例紹介、対応好事例の紹介
5. なし

1. 全社リスクと機会を WS開催の上、特定
2. 温度帯と貴社マテリアリティ複合シナリオ
3. 算出可能な財務影響を概算算出 (可能な機会　
は事業計画レベル )
4. なし
5. 移行計画作成

1. リスクと機会
2. シナリオ選定
3. 財務影響算出
4. 対応策立案
5. 移行計画作成

1. 理想像の提示
2. ギャップ分析
3. リスク閾値設定
4. 規程・規約変更
5. 委員会立ち上げ

指標と目標

1. 自社単体算定（ 7ガス）
2. 国内削減目標準拠レベル
3. 自社単体算定（開示をメインとした算定）
4. なし
5. オプション（ ICPなど）

1. 連結子会社算定（ 7ガス）
2. SBT（レベル）設定支援
3. 連結子会社算定（開示をメインとした算定）
4. SBT（レベル）設定支援
5. オプション（ ICPなど）

1. なし
2. SBT認証設定支援
3. 削減可能な計算式のご提示
4. SBT認証設定支援
5. オプション（ ICPなど）

1. Scope1,2算定
2. Scope1,2目標
3. Scope3算定
4. Scope3目標
5. その他指標目
標

レビューや文章作成 レビューや文章作成 レビューや文章作成開示支援

支援内容
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無料相談会のご案内 

付録 

　次のアクションが見える、
　貴社の状況分析を踏まえたアドバイス

　自社の業界動向がわかる、
　セミナーで言及できなかった競合の状況、　業界
の動向をご説明

　投資家/評価機関の目線がわかる、
　実例を基にした算定範囲と方法のご提案

現在、セミナーではお話出来なかった、個別の企業様のご状況に合わせた詳細情報を、
無料相談会にてご提供しております (オンライン/30-60分)

よくある相談内容 無料相談でご提供出来るもの

「まず何を取り組めばいいかわからない」

「競合の状況、事例が知りたい」

「自社の算定すべき範囲、排出係数が
　わからない」


