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1 はじめに 

■ スコープ 3 まで含めた脱炭素化 

気候変動に取り組む国際的な非営利団体 CDP によると、企業のサプライチェーンにおける温室効果ガス排

出量（スコープ 3）は平均すると、その企業の自社における排出量（スコープ 1、2）の 11.4 倍に上る。

シーメンスが自社製品（SIMATIC コントローラー）の例で調べたところ、製品カーボンフットプリントの 90％が

（自社ではなく）サプライチェーン上で発生している（4.1.3 参照）。 

図 1：スコープ 1、2、3 の温室効果ガス排出 

 

出所：GHG プロトコルなどの資料を参考に自社作成 

ここ最近、スコープ 3 の排出量への注目が高まり、企業がサプライチェーンまで含めた脱炭素化を促進するよ

う、顧客企業、消費者、投資家、NGO、政策立案者、規制当局などからの圧力が増している（EU の規制

動向に関して第 2 章を参照のこと）。 

ドイツ環境省は 2017 年、「Wirtschaft macht Klimaschutz（産業界は気候保護をやる）」という対話

フォーラムを立ち上げた。その中の「気候にやさしいサプライチェーン」の作業部会にはシーメンス、BASF、リン

デ、アウルビス、VDMA（ドイツ機械工業連盟）なども参加した（詳細は 3.1 参照）。 

■ サプライチェーンの排出量データがネック 

現在、スコープ 3 まで含めた排出量削減の目標を定めたり、対策を立てたりしているドイツ企業はまだ少数派で

ある（3.2 参照）。例外は自動車メーカー。電気自動車の比率が高まるにつれ、排出量の削減に関して川上

のバリューチェーン（電池セルの生産など）に大きな注意を払う必要が生じているためである。 

サプライチェーンの川上 自社 サプライチェーンの川下 

スコープ 3 

原材料、輸送、 

資本財、通勤・出張、
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（電力、熱など） 

スコープ 1 
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企業活動 

スコープ 3 

輸送、製品の加工、

製品の使用、製品の
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持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）によると、サプライチェーン全体の排出量に取り組もう

としている全ての企業が、 

「排出量に関する十分に粒度の細かい、正確で、検証された、一次データへのアクセスが困難」 

という共通の問題に直面している。主として下記の点が障害になっている。 

• 統一した標準・算定方法の欠如： 既存の標準（ISO 規格、GHG プロトコル）や各製品・分野向

けのガイドライン（製品カテゴリールール（PCR）、製品環境フットプリント（PEF））は多くの解釈の

余地を残している。このため、データの不整合の問題が生じ、製品ライフサイクル/バリューチェーン全

体の排出量の正確な算定を妨げている 

• サプライチェーンの透明性の欠如： 企業のバリューチェーンは入り組んで複雑なことが多く、様々な業

界や国にまたがる。このため、一次サプライヤーを超えた、素材・部品の出所やそれらの生産に関する

情報は多くの場合、入手が難しい 

• データ収集・計算のソリューションの欠如： サプライチェーンから情報が得られる場合でも、効率性と

リソースの問題がある。（相互運用性のある）高度な技術ソリューションは普及しておらず、多くの企

業では手作業で調査を行い、表計算ソフト（マイクロソフト・エクセル）を用いて排出量データを収

集・計算している。このため、高コストがかかる 

• 一次データの欠如： サプライチェーンのデータが入手できない、もしくは多大な労力がかかるため、多く

の場合では一次データを用いていない。その代わりに汎用排出係数データベースが使用されているが、

これは業界の平均値に基づいている。このため、排出量の少ないサプライヤーを選択するなど、具体

的な対策を講じることができない 

■ WBCSD のイニシアティブ、ドイツ企業も参加 

WBCSD は 2021 年 3 月、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量に関する課題に対処するために、新

しいイニシアティブ「バリューチェーンのカーボン透明性パスファインダー」を開始した。同イニシアティブでは、バリュー

チェーン全体の排出量に関する（粒度の細かい、一貫性のある、検証された）製品レベルの一次データを

大規模に交換するための方法論（算出方法）と技術インフラを開発する。 

WBCSD はこのイニシアティブを強化するために同年 6 月、「カーボン透明性パートナーシップ」を立ち上げた。最

初のステップとして、様々な業界の企業、標準化団体、産業界のイニシアティブなど計35の組織が共同で、「パ

スファインダー フレームワーク」を開発。このフレームワークはバリューチェーン全体にわたる製品レベルの排出

量データの計算と交換のためのガイダンスで、11 月に英国グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約

第 26 回締約国会議（COP26）にて発表された。「パスファインダー フレームワーク」の開発には、BASF、

バイエル、SAP などドイツ企業 5 社とドイツの自動車業界を中心としたイニシアティブ Catena-X も参加

（3.2 参照）。 

■ 排出量ソリューションの大きなビジネスチャンス 

スコープ 3 も含めた温室効果ガス排出量の削減に向けて、顧客、投資家、規制当局などから圧力が強まる中、

スコープ 3 も含めた排出量を包括的に正確に自動的に算出し、対策をシミュレーションできるソリューションの

大きなニーズが生じている。この大きなビジネスチャンスをつかむべく、ドイツでもスタートアップ企業（Climate 

Partner、Plan A、Planetly など）や既存の企業ソフト大手（SAP）が排出量データの算出・分析ソ

https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/WBCSD-launches-new-Pathfinder-to-enable-Scope-3-emissions-transparency-and-accelerate-decarbonization
https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/New-Carbon-Transparency-Partnership-provides-forum-for-stakeholders-to-address-lack-of-Scope-3-emissions-transparency
https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/Carbon-Transparency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-of-emissions-data
https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/Carbon-Transparency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-of-emissions-data

