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 タイトル: Foundations for science based net-zero target setting in the corporate sector 

 日時: 2020年 9月 15日（火）23:00–24:00 JST 

 主催: Science Based Targets Initiative 

 スピーカー : Gonzalo Munoz, High Level Champion COP25; Lila Karbassi, Chief of 

Programmes, UN Global Compact; Andreas Ahrens, Head of Climate Inter IKEA Group; 

Cynthia Cummis, Director of Private Sector Climate Mitigation, WRI; Alberto Carrillo 

Pineda, Director, Science Based Targets, CDP 

 モデレーター: Anna Kruip, Manager, Environment and Climate, UN Global Compact 

 参加者数: 不明 

概要: SBTi は 2018 年 10 月に IPCC が発表した「1.5℃特別報告書」の内容を受け、2℃目標か

ら 1.5℃目標を基準とした制度改定を実施した。また、2019 年 6 月に開始した「Business 

Ambition for 1.5℃」キャンペーン（※従来の SBT の目標設定とは別）では、参加企業に対して

１）全てのスコープにおける 1.5℃目標基準に沿った中期目標、２）ネット・ゼロの長期目標及び

2℃目標基準に沿った中期目標、のいずれかを設定することを要件としている。（※中期目標とは

従来の SBTの目標設定のこと）。本キャンペーンには、これまで約 300社が参加している。 

現在、SBTi では「2050 年までのネット・ゼロ目標」に係る定義や要件について検討を進めており、

この度、そのコンセプトをまとめた文書「Foundations for science based net-zero target setting 

in the corporate sector（2020年 9月 Version 1.0）」を発表した。今後、2021年 11月まで

に制度の構築を進める予定。 

本文書では、地球レベルでのネット・ゼロ達成に関して IPCC が提供する科学的根拠に基づき、

企業のネット・ゼロ目標設定のあり方の定義や原則について検討している。特徴として、従来の SBT

の目標設定が企業のバリューチェーン内の削減にフォーカスしている一方、ネット・ゼロ目標は、更に

未削減の排出や削減不可な排出に対しても責任を負うような取組である。企業の取組は、「削

減」、「埋め合わせ」、「ニュートラル化」の３つに分類され、これらの役割と組み合わせについて分析・

整理している。特に、「埋め合わせ」については、世界のネット・ゼロへの移行へ貢献する方法として、

企業がネット・ゼロへの移行期間において実施する取組として推奨されている。 

 

※本ウェビナーの関連資料及び録画は以下 URL から閲覧可能。 

https://sciencebasedtargets.org/net-zero/ 

 

 発表：Race to Zero – Update from the High-Level Climate Champion on the Race 

https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://sciencebasedtargets.org/net-zero/
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to Zero (Gonzaro Munos, High level champion COP25) 

[Race to zero] 

 国連の「Race to Zero」（キャンペーン）は、ネット・ゼロ排出量を約束する非政府アクターの動員

により、COP26 に先立ち、脱炭素経済移行に向けた推進力を構築する。 

 ビジネス分野においても、「Race to Zero」への参加と、1.5°C目標に向けた科学的根拠に基づく目

標設定が求められる。 

 280社以上が国連グローバル・コンパクト（イニシアチブ）を通じ、キャンペーンに参加しており、企業

の野心の高まりを認識し、行動を主導するため、ネット・ゼロが何を意味するのか、そしてそこに到達

するために何が必要かを、科学的根拠に基づく理解の下、団結しなければならない。 

[SBT イニシアチブ] 

 SBT イニシアチブには、科学的根拠に基づいた排出削減目標を設定するために 1,000 社近くの企

業が加入しており、企業の野心的目標設定ための手引きとしての科学的根拠の活用を率先してき

た。実際に、ネット・ゼロと強靭性のある世界の実現に向けた共通目標を持つ最大のビジネスグルー

プの一部である「BEACON*1 ムーブメント」、「ファッション業界気候アクション憲章」及び「B チーム*2」

まで、「Race to Zero」に参加する共通の方法論として、SBT を用いる企業連合が複数存在する。 

*1 Bridging European and Local Climate Action: 気候変動対策を推進し、各国政府、地

方自治体、ヨーロッパの学校間の交流を促進するプロジェクト。その目的は、EU における気候変

動対策に関する二国間および多国間協力を強化し、パリ協定の目標を達成するための共通の

野心を生み出すことにある。 

*2 「利益よりも人と地球を守ることを優先し、より良い資本主義社会を形づくることを目指す」こと

を目的としたグローバルイニシアチブを掲げる非営利団体。 

 企業ニーズである、ネット・ゼロ目標に向けた明確なベンチマーク（水準）が必要であり、SBT が企

業のネット・ゼロ目標設定のための科学的根拠に基づく基準を定義するという重大な決定を歓迎す

る。 

 ハイレベル気候変動チャンピオンである Nigel Topping*3 とともに、企業と社会における全セクターに

よる科学的に基づくネット・ゼロ計画の構築を応援したい。 

*3 COP26 における気候行動のハイレベルチャンピオン（リーダー） 

 

 発表：Foundations for science-based net-zero – Overview of key findings and 

recommendations from the paper (Alberto Carrillo Pineda, Director, SBT, CDP) 

[文書の位置付け] 

 昨今企業によるネット・ゼロ目標設定が広まる中、2050 年までの世界全体のネット・ゼロ達成に則

った企業のネット・ゼロ目標の定義とその達成方法に関しての共通認識が必要とされている。 

 本文書「Foundations for science based net-zero target setting in the corporate sector

（2020年 9月 Version 1.0）」は、ネット・ゼロ目標の主要コンセプトを示すものである。（要件や

詳細なガイダンスは、今後検討される予定。） 

 本文書は「Science Based Targets Network」が導入した科学に基づいたプラネタリー・バウンダリー

https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
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のコンテクストを根拠として、環境保全と気候変動緩和の間に緊密な相互連関を考慮して、気候

変動の科学を企業によるネット・ゼロ目標に解釈し、その上で気候変動と環境保全のシナジーの特

定とトレードオフの最小化を行うようなアプローチを取っている。 

[地球レベルでのネット・ゼロ達成とは] 

 地球温暖化は大気中の GHG の累積が原因となっており、これは人為的な GHG 排出と自然によ

る GHG 吸収のバランスが偏っているためである。このバランスを合わせた状態がネット・ゼロであり、

1.5℃目標の達成には、30年以内にネット・ゼロを実現する必要がある。 

 IPCC の 1.5℃特別報告書によれば、ネット・ゼロ達成に向けた様々な経路が想定されている。一方

では野心的な GHG削減を行いネガティブ・エミッション技術は活用しないケース、反対に GHG削減

の不足分をネガティブ・エミッション技術により補うケース、その中間のケースなどが考えられる。 

 GHG 削減の不足分を大きくネガティブ・エミッション技術により補うケースでは、バイオエネルギー生産

のために広大な土地を必要とし、環境への悪影響と他の SDG とのトレードオフが想定される。そのた

め、本文書では、そのような広大な土地利用を必要としない 1.5℃目標達成の経路を推奨している。 

[企業レベルでのネット・ゼロ達成とは] 

 地球レベルでのネット・ゼロ実現と企業によるネット・ゼロ目標を整合させるために、３つの行動規範

を設定した。 

 行動規範１：企業によるネット・ゼロ達成においては、企業のバリューチェーンが大気中のCO2

のネット累積及び他 GHG によるネット影響がない状態を実現すること。 

 行動規範２：利用可能な最良の科学、パリ協定及び SDGs に則って、企業はネット・ゼロへ

の移行において、温暖化を 1.5℃以内に抑制しかつオーバーシュートがないもしくは限定的な緩

和経路に沿うべき 

 行動規範３：企業の緩和戦略は、気候変動関連の移行リスクを軽減するための長期の戦

略と投資を示し、ネット・ゼロ社会において企業の事業モデルが存続可能であることを保証する

ものであるべき。 

 ３つの行動規範を踏まえて、2 つの条件が導かれる。 

 バリューチェーンでの GHG削減が 1.5℃経路における削減と整合的であること。 

 削減できない残余排出源による影響を無効化するため、永続的に大気中から相当する CO2

を除去すること。 

 企業のネット・ゼロ達成の戦略は、以下の共通する３つのコンポーネントから構成されうる。 

 削減：バリューチェーン内での GHG排出の削減 

 埋め合わせ：バリューチェーン外での GHG排出の削減 

 ニュートラル化：削減できない GHG排出の大気中からの除去 

 この３つのコンポーネントの組み合わせにより、企業がネット・ゼロを達成する経路に関する戦略の３

つのパターンを示す。 

 戦略１：1.5℃経路に沿う「削減」と 1.5℃経路に対する残余排出の「ニュートラル化」 

 戦略２：1.5℃経路に沿う「削減」とネット・ゼロへの移行期間中の排出の「「ニュートラル化」 

 戦略３：1.5℃経路に沿う「削減」とネット・ゼロへの移行期間中の排出の「埋め合わせ」 
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 「ニュートラル化」と「埋め合わせ」（いわゆるオフセット）はネット・ゼロへの移行において重要であり、

二つの役割がある。１）ネット・ゼロへの移行期間中における排出の「ニュートラル化」もしくは「埋め

合わせ」、２）ネット・ゼロ状態における残余排出の「ニュートラル化」 

 従来の「科学に基づく GHG 排出削減目標（SBTs）」は企業のバリューチェーン内の削減にフォーカ

スしており、これに加えて未削減の排出や削減不可な排出に対しても責任を負うのが「科学に基づ

くネット・ゼロ目標」である。 

 本ペーパーでは検討内容を踏まえ、ネット・ゼロ目標に関する１０の推奨項目を示しており、今後、

詳しいガイダンスや要求事項を開発していく予定である。 

 対象範囲：バリューチェーン内の全ての重要な排出源を対象とするべき 

 透明性：対象範囲に含まれる／除外される排出源、目標達成の時間枠、目標達成計画に

おける削減量及びニュートラル化量、中間目標に関する透明性を保つべき 

 削減：1.5℃経路に沿ったペースでバリューチェーン内の排出削減を行うこと。 

 時間枠：2050 年までにはネット・ゼロを達成すべき。早期の達成目標が奨励されるが、そのた

めに削減に係る野心を犠牲にすべきではない。 

 説明責任：長期のネット・ゼロ目標は、経営計画と投資サイクルに沿って期限内に取組を実

施し、経路に沿った削減を確保するための中期目標に基づくべき。 

 ニュートラル化：ネット・ゼロ排出の達成には、企業の残余排出と同量の CO2 除去が必要。

効果的なニュートラル化戦略には、大気から CO2 を除去し十分長期間それを貯蔵することで

排出され続ける GHG をニュートラル化する取組、が含まれる。 

 埋め合わせ：ネット・ゼロの最終目標は排出と除去のバランスを取ることだが、世界のネット・ゼ

ロへの移行へ貢献する方法として、企業はネット・ゼロへの移行期間において未削減の排出を

埋め合わせる努力を行うべき。 

 緩和の序列：企業は、埋め合わせやニュートラル化よりもバリューチェーン内の排出源の削減

を優先する緩和の序列に従うべき。土地利用に係る戦略は、企業のバリューチェーン内外の既

存の炭素ストックの保全と強化の促進を優先すべき。 

 環境・社会セーフガード：緩和戦略は、堅固な社会・環境の原則を遵守すべきであり、特に
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自然生態系の保全と回復、堅固な社会セーフガード、生物多様性の保全を確保すること。 

 堅牢性：埋め合わせとニュートラル化の取組では、a)追加性を確保し、b)緩和成果の永続性

を保証し、c)リーケージを把握し、d)二重計上を回避するべき。 

 

 

 発表：Testimonial – IKEA a climate positive approach towards net-zero (ANDREAS 

AHRENS, Head of Climate, Inter IKEA Group) 

[IKEAの GHG排出と削減目標] 

 IKEAは 1.5℃目標達成にコミットし、2030年までに GHG排出量を 2016年時点（ベースライン）

から半減させることを目標にしている。 

 また、「Business Ambition for 1.5℃」キャンペーンに参画し、自社だけでなく社会での GHG削減

への貢献することを目指し、例えばソーラーパネルの販売による家庭での電力消費削減やぱーート

ナー企業の再生可能エネルギー導入の促進にも取り組んでいる。 

 2019年のバリューチェーン全体（原材料の採取から製品廃棄時のリサイクルまで）での GHG排出

量は 24.9Mt で、最も大きな割合を占めるのは（製品の）材料（42％）、次いで家庭での製品

の使用（20％）であり、店舗等からの排出は 3％に過ぎない。 

[クライメート・ポジティブへの取組] 

 2016 年時点での企業活動を続けると、2030 年には GHG 排出量はほぼ 3 倍になってしまうため、

排出量削減に積極的に取り組んでいく①バリューチェーン全体での再生可能エネルギー100％化、

②より持続可能な素材や食品の利用、③材料自体の削減、を行うことで、2030年までに GHG排

出量を最低 50％削減する。 

 この削減に加え、林業及び農業製品を通じた CO2 除去・貯蔵にも取り組み、2030 年までに排出

量以上の CO2除去・貯蔵を行い「クライメート・ポジティブ(climate positive)」を達成したい。 

 クライメート・ポジティブ達成は様々な社会のパートナーと連携を通じて可能であり、その好例として

IKEAの人気商品であるミートボールについて、植物由来の原料のみで作られた「プラントボール」を

開発し、販売している。プラントボールのフットプリントは、伝統的な材料を使用したミートボールのわ

ずか 4％（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000006550.html）。 

 参加者の皆さんに、ネット・ゼロ目標の設定と、更に 2030年までに排出量を半分にすることにも力を

入れて欲しい。一緒に解決策をみつけましょう。 

参考（ IKEA の気候変動対策）：https://www.ikea.com/jp/ja/this-is-ikea/sustainable-

everyday/energy-and-resources-pub601224c0 

 

 発表：What is next? – Overview about the process to develop a science-based 

global standard for corporate net-zero targets (Cynthia Cummis, WRI) 

[今後の検討プロセス] 

 2019 年に検討を開始し、ネット・ゼロの定義とガイディング原則を本文書にとりまとめた。今後は、ネ

ット・ゼロ制度の要求事項、そして最後にガイダンスを検討していく。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000006550.html
https://www.ikea.com/jp/ja/this-is-ikea/sustainable-everyday/energy-and-resources-pub601224c0
https://www.ikea.com/jp/ja/this-is-ikea/sustainable-everyday/energy-and-resources-pub601224c0
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 まず取りかかるのは、本文書で十分に対処できなかった疑問点への回答であり、そのために要求事

項、検証プロトコル、ガイダンスの策定が想定される。 

 異なるセクターにおける適切な残余排出の理解： 1.5℃経路において、各セクターや活動で

は、どれだけの削減量が必要で、どのような排出源が削減不可なのか。 

 中間目標：1.5℃経路に沿った確かな移行経路とは何か？また、各企業の排出スコープによ

って移行経路はどのように異なるか？ 

 オフセット：未削減の排出源を効果的にニュートラル化するためにどのような要素が検討される

べきか？企業が自社のバリューチェーンを超えてネット・ゼロへの移行を加速するためには、どのよ

うな効果的メカニズムがあるか？ 

 主張：企業がネット・ゼロを達成したことを主張するための条件とは何か？ネット・ゼロへの移行

において他にどのような主張方法が関連するか？ 

 検討プロセスにおいては、信頼性や堅固と本問題の緊急性のバランスを取り、透明性のあるステーク

ホルダーが参画した制度構築を進める。プロセスにおいては、バランスの取れたネット・ゼロ専門家グ

ループ、より広範なネット・ゼロ諮問グループ、常設の顧問グループなど、複数のコンサルテーションを

実施し、コンセンサス構築を目指す。コンセンサスが得られない場合は、SBTiが最終決定を行う。 

 現在 2020年 10月から 2021年 11月までの 14 か月で制度策定を行う予定。（下表） 

 

 

 質疑応答 

Q1：「オフセット」と「除去(removal)」の違いは何か？また、「ネット・ゼロ」と「カーボン・ニュートラル」は？ 

A1：通常、オフセットとはバリューチェーン外でのGHG削減と大気からの CO2除去の両方を含むが、SBT

ではこの両者を区別した。また、IPCC による「ネット・ゼロ」と「カーボン・ニュートラル」を区別に従い、ネット・

ゼロは全ての GHG を対象とし、カーボン・ニュートラルは CO2のみ対象とする、と整理した。 

 

Q2：どのような業種の企業がネット・ゼロ制度に参加できるか？ 

A2：SBTi に参加するほとんどの企業に適用可能である。中小企業については、従来からある中小企業
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の専用フローから参加可能。石油・ガス企業については、セクターに特化した基準を開発している。金融

機関については、現在策定中のセクターに特化した SBT制度と並行して、基準を開発する。 

 

 発表：Take action – Wrap-up and call to action (Lila Karbassi, Chief of Programmes) 

[まとめ] 

 COVID-19 パンデミック発生後、多くの企業が SBT における目標申請を行った。パンデミックと気候

変動による被害が並行して発生しており、企業が長期計画を準備することに関心が高まっている。 

 SBT ではこのネット・ゼロ制度の文書発表と同時に、他の自然の側面である海洋、水、土地、生物

多様性に係る科学に基づく目標の暫定ガイダンスを発表する予定である。（※9/22 に「SCIENCE-

BASED TARGETS for NATURE Initial Guidance for Business」が公開された。）これらの取組は、

「Science Based Targets Network」を中心に検討される。 

 

 

 

作成：渡辺潤、藤瀬航、久世濃子 

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/

