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おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機

構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を

行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきと

られた行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び日鉄総研

株式会社は何ら責任を負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独

立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してください

ますようお願い申し上げます。  
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第一部 調査概要 
第一章 背景、目的 

我が国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュ

ートラル社会の実現を目指すことを宣言しており、欧州でも、2020 年に EU バッテ

リー規則案が公表される等、リサイクル原料使用率や CO2 排出量の数値目標が設定さ

れつつある。環境に配慮した製品が求められる中、日本産業の競争力が低下しないた

めにもライフサイクル全体で脱炭素化を図る必要がある。 
上記の背景に基づき、本調査では、脱炭素化社会の実現に向けた政策立案や支援制

度検討に資するため、鉱山開発における GHG 排出量評価、GHG 削減貢献に関する

定量的把握・可視化の実態に係る調査を実施する。 
 

第二章 調査方法 

第一節 文献・資料の整理 
GHG プロトコルを策定した WRI、WBCSD の資料、LCA ソフトウェア GaBi の

Sphera 社資料や IDEA の資料、環境省、経済産業省、金融庁などの政府資料、

ISO、非鉄メジャーのサステナビリティレポートやホームページ、日本企業のサステ

ナビリティレポートやホームページ、ニッケル協会、銅協会のような Web で入手可

能な資料と GHG 算定方法に関する学術文献を中心に整理した。 
これらに加えて、カーボンフットプリント、国際会計士連盟（IFAC）の認定基

準、欧州バッテリー規制に関する文献・資料も読み込んで整理した。 
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第二部 調査結果 
第一章 鉱山開発（探鉱、採掘、選鉱、製錬、左記工程間における輸送を含む）の各

工程における GHG 排出量評価の現状調査 
 

第一節 GHG 排出量の算定に係る世界及び日本の標準等 
1. 世界における国家単位の GHG 排出量算定方法（IPCC ガイドライン） 

1) IPCC ガイドラインの経緯 
国家単位での GHG 排出量の算定方法については、国連気候変動に関する政府

間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）によるガイ

ドラインが国際的な標準となっている。 
IPCC は 1988 年に設立後、活動の一つとして、GHG 排出量に関する国家イ

ンベントリのガイドラインの策定に取り組み、1995 年に初版を発行した。その

後、改訂を重ね、現時点の最新版は、「2006 年 IPCC ガイドライン（2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories）」及びこれに対し

てその後の科学的進歩を踏まえた修正や精緻化による補足を行った「2019 年改

良版（2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories）」である。 

1997 年の国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締結国会議（COP3）の京都議

定書において、付属書Ⅰ国には、以下が義務づけられた。 
・IPCC ガイドラインに則り、1999 年 4 月 15 日までに国家インベントリを作

成し報告すること。 
・2006 年 12 月末までにインベントリを作成するための国内制度を整備する

こと。 
1999 年 11 月の COP5 では「インベントリ報告ガイドライン」が採択され、

共通報告様式を用いたインベントリの提出と共に、排出係数、活動量データ、

不確実性評価等の詳細な情報を含む国家インベントリ報告書の提出が義務づけ

られた。 
また、2015 年のパリ協定においては、全ての締結国に対して、IPCC ガイド

ラインに則り国家インベントリを作成し報告することが義務づけられた。 
 

2) インベントリ作成体制 
各国においてインベントリ作成の体制が構築されている。例として、日本国

におけるインベントリ作成体制を図 1 に示す。 
環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室が、日本国のインベントリ作

成に責任を持つ機関である。 
インベントリにおける排出・吸収量の算定、報告書の作成等の実質的な作業
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は、国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス

（Greenhouse Gas Inventory Office Japan：GIO）が実施している。 
温室効果ガス排出量算定方法検討会は、環境省が設置・運営する委員会であ

り、算定方法や活動量、排出係数等各種パラメタに関する検討の役割を担う。

各分野の専門家により構成され、最新の科学的知見の反映、国際的規定への対

応等により、インベントリの改善に関する検討を行う。 
インベントリ品質保証ワーキンググループは、インベントリ作成に直接関与

していない専門家によって構成される品質保証活動のための組織である。 
これらの組織により、継続的に改善、改良が進められる体制となっている。

作成された日本国のインベントリの例を示す（図 2、図 3）。 
 

 

出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2021 年（GIO 編） 

図 1 日本国のインベントリ作成体制 
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出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2021 年（GIO 編） 

図 2 日本の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移 

 

 

出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2021 年（GIO 編） 

図 3 各分野の温室効果ガス排出量及び吸収量の推移 

 

 
3) 対象とする温室効果ガス 

UNFCCC のインベントリ報告ガイドライン及び GHG プロトコルにおいて

は、７種類のガス（CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3）を算定・

報告の対象としている。 
一方、IPCC ガイドラインにおいては、最低限上記の 7 種類のガスの報告を行
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うこと、可能であればその他の温室効果ガスについても報告することを推奨し

ており、トリフルオロメチル硫黄ペンタフルオイド（フルオロカーボンや SF6

の副産物と推定される）、ハロゲン化エーテル（主として麻酔薬として使用）及

びハロカーボン（塩化ビニル等のポリマー製造用等に使用）も対象としている

（表 1）。日本国の報告対応は、7 種類のガスを対象としている。 
報告要領としては、CO2、CH4、N2O については、各ガスの数量及び CO2換

算数量を、その他のガスについては CO2換算数量の報告を求めている（換算の

GWP 係数：表 2）。 
また、上記以外に、オゾン前駆物質である NOx、CO、非メタン揮発性有機化

合物、及びエアロゾル前駆物質である SO2、NH3の排出量の報告を求めてい

る。 
 

表 1 IPCC ガイドラインの対象とする温室効果ガス 

 
出典：2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

 
表 2 GWP 係数（IPCC 第 6 次公表値） 

 
 

4) カテゴリ分類 
IPCC ガイドラインでは、GHG の排出・吸収源を 1.エネルギー、2.工業プロ

セス及び製品の使用、3.農業、森林、土地利用、4.廃棄物、5.その他の 5 つの分

野に分類している。5 つの分野の中で、エネルギー分野の排出量が、総排出量の

約 90％を占めている（図 3）。 
GHG を排出する主要な産業活動を小分類（カテゴリ）に位置づけ（表 3）、
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各カテゴリについての排出量の算定方法を提示している。 
また各国に対して、「キーカテゴリの分析・特定」を要求している。キーカテ

ゴリの特定の仕方としては、 
・排出量の多さ（排出量の多い順にカテゴリを並べて、排出量の合計が全体

の 95％以上となる中に該当） 
・基準年（1990 年）の排出量に対する経年変化への影響度 
・データの不確実性への影響度 

を勘案することとしている。キーカテゴリに抽出された分野については、精度

のより高い方法を採用すること（より高い Tier での算定）、また、算定精度の向

上に努めることを求めている。 
 

表 3 IPCC ガイドラインにおけるカテゴリ 
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5) GHG 排出量の算定方法 
(ⅰ) 算定方法の概要（Tier1～3） 

算定方法の基本的な考え方は、 
温室効果ガス排出量 ＝ 活動量 ✕ 排出係数（活動当たりの排出量） 

である。活動量とは、温室効果ガスの排出量と相関のある排出活動の規模を

表す指標であり、生産量、使用量、焼却量等が該当する。 
算定においては、細かな操業諸元まで集めることができ緻密な計算が可能

な場合から、詳細なデータの収集が困難な場合まで、種々の状況がある。ガ

イドラインでは、状況に応じた Tier1～3 の算定方法を各カテゴリに対して提

示している（表 4）。 
 

表 4 Tier1～3 の算定方法 
Tier 算定方法 難易度 精度 
Tier1 活動量✕排出係数（デフォルト値：IPCC 提示）で算出 低（簡便） 低 
Tier2 Tier1 と Tier3 の中間の方法   
Tier3 操業等に即した個別データを用いて算定 高（負荷大） 高 

 
Tier1 は最もベーシックな方法であり、IPCC が提示する排出係数（デフォ

ルト値と呼ぶ）を使用して計算を行う。世界共通の方法で算定が行えるが、

算定数値の精度は低い。一方、Tier3 は現場に即した計算方法であり、精度は

高いが、詳細データの入手が可能な場合に限られる。Tier2 は、その中間の方

法に位置づけられている。 
ガイドラインでは、各カテゴリにおいて Tier1～3 の算定方法に対する、

「不確実性の評価方法」及び「品質保証、品質管理、報告に関する方法」に

ついても提示している。 
 

(ⅱ) GHG排出量の具体的な算定方法の例 

(a) エネルギー分野（「燃料の燃焼」の例） 

「燃料の燃焼」についての Tier1～3 の算定方法を表 5 に示す。活動量は

「消費した燃料の量」である。燃料の種類ごとの消費数量と排出係数により

算定を行い、総合計を計算する。 
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表 5 燃料の燃焼の GHG 排出量算定方法 
Tier 算定方法 
Tier1 消費した燃料の量✕排出係数（デフォルト値：IPCC 提示）で算出 
Tier2 消費した燃料の量✕排出係数（各国提示の数値）で算出 
Tier3 操業等に即した個別データを用いて算定 

 
日本国の国家インベントリの作成においては、国独自の排出係数を使用

し、部門別の算定の総計を行う「Tier2 部門別アプローチ」により算定を行

っている（図 4）。 
Tier3 については、燃焼技術、燃焼条件、設備状況等を踏まえた排出係数

を個別に収集して計算を行う。関係企業においては、Tier3 による算定が可

能であると考えられる。 
 

 
出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年 

図 4 日本国の燃料の燃焼に関する算定式  

 
(b) 工業プロセス及び製品の使用分野（「セメント製造」の例） 

「セメント製造」（製造法は図 5 を参照）についての Tier1～3 の算定方法

を示す（表 6）。Tier1 はセメントの製造量、Tier2 はセメント製造の中間品

であるクリンカの製造量、更に Tier3 はクリンカ製造の原料使用量に基づい

て算定を行う。Tier1 から段階が上がるほど、詳細、即ち精度の高い算定方

法となっている。 
日本国の国家インベントリ作成においては、Tier2 で算定を行っている。

関係企業においては、Tier3 による算定が可能であると考えられる。 
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表 6 「セメント製造」の GHG 排出量の算定方法 
Tier 算定方法 
Tier1 セメントの製造量を基に、排出係数（デフォルト値）で算定する方法 
Tier2 クリンカ（セメント製造の中間品）の製造量を基に、排出係数で算定する方法 
Tier3 クリンカ製造のための炭酸塩や有機物等、CO2発生源となる原料の使用量に基

づき算定する方法。 
 

 
出典：日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2022 年 

図 5 セメントの製造における CO2の発生 

 
2. 世界における事業別等の GHG 排出量算定方法（GHG プロトコル） 

1) GHG プロトコルの経緯 
GHG プロトコルイニシアティブは、1998 年に米国の環境 NGO である「世界

資源研究所（World Resources Institute：WRI）」及び「持続可能な発展のため

の世界経済人会議（World Business Council for Sustainable Development：
WBCSD）」よって設立された。世界中の事業者、行政組織、NGO、学術組織な

ど様々な利害関係者の協力と合意に基づいて、GHG 排出量の算定・報告基準

（GHG プロトコル）の開発に取り組んできた。 
公表されている主要なガイダンスは、以下の通りである。 
・Corporate Accounting and Reporting Standard（以下、企業基準と呼ぶ。

2004 年発行）：企業がそれぞれの GHG 排出量を定量化して報告するための

標準及び方法論である。直接排出に関する算定方法は基本的に IPCC ガイ

ドラインに準拠している。スコープ 3 の算定・報告については、各企業の

オプションとしている。 
・Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting Standard（以

下、スコープ 3 基準と呼ぶ。2011 年発行）：バリューチェーン全体での把握
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及び取組の拡大を図るための基準であり、スコープ 3 の報告を要求してい

る。また、スコープ 3 の具体的な算定方法を提示している。 
・GHG Protocol Scope2 Guidance（以下、スコープ 2 基準と呼ぶ。2015 年

発行）：企業基準のスコープ 2 に関する変更・追加を行うものである（排出

係数の２元報告要求等）。 
一方、ISO においては、GHG プロトコルと整合した規定を発行している。 
・ISO14064-1「組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び

報告のための仕様並びに手引」2006 年発行：GHG 排出量の算定、報告、

検証を行うための手順を規定。企業基準に対応。 
・ISO/TR14069「温室効果ガス－組織の GHG 排出量の定量化及び報告－

ISO14064-1 に対する技術的手引」2013 年発行：組織の直接及び間接排出

量の算定及び報告の指針。スコープ 3 基準に対応。 
今日、多くのグローバル企業がサステナビリティレポート等により GHG 排出

量を公表しているが、殆どが GHG プロトコルに準拠しており、GHG プロトコ

ルはまさに世界のデファクトスタンダードに位置づけられる。 
 

2) スコープ 1、2、3 の定義（事業者における排出の範囲） 
GHG プロトコルにおいては、事業者における排出量の範囲を、スコープ 1、

2、3 で定義している（図 6）。 
 ・スコープ 1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 
 ・スコープ 2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 
 ・スコープ 3：スコープ 2 以外の間接排出（事業者の活動に関連する他者の

排出） 
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出典：サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.3)（2017 年

12 月環境書、経済産業省） 

図 6 サプライチェーン排出量におけるスコープ 1,2,3 のイメージ 
 
スコープ 1、2、3 の排出量を合計することにより、サプライチェーン全体で

の排出量、あるいはライフサイクル全体での排出量（LCA 排出量）が把握でき

る。また、スコープ 3 は 15 のカテゴリに分けられている（表 7）。 
  上流：カテゴリ 1～8 
  下流：カテゴリ 9～15 
尚、日本は 15 のカテゴリ以外に「その他」のカテゴリを独自に設定してい

る。15 のカテゴリに属さない事項がある場合に、「その他」カテゴリで自由記述

を可能としている。 
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表 7 スコープ 3 における 15 のカテゴリ 

 

出典：サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(ver.2.3)（2017 年

12 月環境書、経済産業省） 

 
3) 算定方法 

(ⅰ) 排出の対象ガス 

対象としているガスは、CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3の

７種類のガスであり、それぞれのガス種別の排出量及び CO2換算の排出量の

報告を求めている。 
 

(ⅱ) スコープ 1における GHG排出量の算定方法 

(a) 算定の対象 

算定の対象範囲は、「国内及び海外における自社が保有又は支配する事業
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からの排出（燃料の使用や工業プロセスにおける排出等）」となっており、

自社のみではなく連結対象事業者等を含む。算入の仕方としては、出資比率

基準又は支配力基準のどちらかを選択して行う。 
 

出資比率基準 対象の事業からの排出量を出資比率に応じて算入する。 
 

支配力基準 
支配下の事業からの排出量を 100％算入する。出資比率が高

くても支配力がない場合には算入せず、逆に出資がなくても

支配下にある場合は算入を行う。 
 

(b) 具体的な算定方法 

具体的な算定方法については、基本的に 2006IPCC ガイドラインに準拠で

あるが、2006IPCC ガイドラインの Tier3 に相当するボトムアップ方式で排

出量を算定することを推奨している。ボトムアップ方式の考え方とは、個々

の排出源レベルにおける排出量を算定し、設備レベルを通して、事業者レベ

ルへと徐々に算定のレベルを上げていき、個々の排出源や設備ごとの排出情

報を事業者が把握し、排出量の削減に結びつけるというものである。スコー

プ 1 は自社が対象範囲なので、各企業においては、操業データ等を収集し

Tier3 の方法で算定することが一般的に可能であると考えられる。 
GHG プロトコルでは、web サイトで計算ツールの提供も行っている。

2006IPCC ガイドラインのカテゴリに対応する代表的な産業活動を対象に、

2006IPCC ガイドラインの Tier1、2 に相当する算定方法を掲載している。 
 

(ⅲ) スコープ 2における GHG排出量の算定方法 

(a) 算定の対象 

 算定の対象範囲は、スコープ 1 と同じである。 
 

(b) 具体的な算定方法 

(b)-1. 他人から供給された電気の使用 

他人が発電する際に排出した CO2を、間接的に排出したものとみなす。

算定式は、 
CO2 排出量（tCO2）＝電気使用量（kWh）×排出係数（tCO2/kWh） 

である。排出係数は、供給される電気の製造原料の由来によって異なる。

日本においては、電気事業者（小売電気事業者及び一般送配電事業者）か

ら供給された電気については、毎年、国が電気事業者ごとの排出係数を公

表している（下記のマーケット基準に相当する）。それ以外に関しては、

実測等に基づく適切な排出係数を用いる。 
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GHG プロトコルのスコープ 2 基準では、ロケーション基準とマーケッ

ト基準の 2 種類の報告を求めている（電力の二元報告）。 
・ロケーション基準：系統網の平均排出係数（例えば、国や地域などの

区域内の平均排出係数）で算定。 
・マーケット基準：契約に基づく排出係数で算定。 
 

(b)-2. 他人から供給された熱・蒸気の使用 

他人が熱・蒸気を発生させる際に排出した CO2を、間接的に排出したも

のとみなす。算定方法及び日本における排出係数を図 7 に示す。 
 

 
出典：温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル 

図 7 他人から供給された熱・蒸気の使用に関する GHG 排出量算定方法 
 

(ⅳ) スコープ 3における GHG排出量の算定方法 

(a) カテゴリの抽出・特定 

15 の全てのカテゴリについて排出量を算定することが望ましいが、活動の

目的や排出量全体に対する影響度、データ収集の負荷等を踏まえ、カテゴリ

を抽出・特定することが認められている。尚、排除したカテゴリのリストと

理由は、報告する必要がある。 
 

(b) 算定方法に関する報告事項 

スコープ 3 の各カテゴリにおいて、排出量を計算するのに使用された活動

量データの種類とデータソース、及び、排出係数の種類について報告を求め

ている。排出係数の種類については、排出量の算定をライフサイクルで行う

か、あるいは限定した範囲とするかに係る。 
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(b)-1. 材料・製品の排出係数の選択 

以下の 2 つの排出係数が使用できるが、cradle-to-gate 排出係数は、カ

テゴリ 1（購入した物品・サービス）及びカテゴリ 2（資本財）に関連し

た排出量の算定に使用することが望ましい。その他はライフサイクル排出

係数が望ましい。 
・ライフサイクル排出係数：原材料の取得又は天然資源の発生から寿命

終了までの全段階で生じる排出量を含む。 
・cradle-to-gate 排出係数（上流排出係数とも呼ぶ）：生産者による販売

時点までに生じる全ての排出量を含む。 
 

(b)-2. エネルギーの排出係数の選択 

以下の 2 つの排出係数が使用できるが、カテゴリ 3（スコープ 1 にも 2
にも含まれない燃料及びエネルギーに関係する活動）を除き、ライフサイ

クル排出係数を使用することが望ましい。 
・ライフサイクル排出係数：燃料の燃焼から生じる排出量のみならず、

採取、加工及び輸送等ライフサイクルで生じる全ての排出量を含む。 
・燃焼排出係数：燃料の燃焼から生じる排出量だけを含む。 
 

(c) 具体的な算定方法 

各カテゴリに対して、IPCC ガイドラインの Tier1～3 と同様な考え方に基

づき、固有度の高い方法（高精度・高負荷）から低い方法（一定精度・簡

便）まで複数の方法を提示している。Web サイトにて計算ツールの提供も行

っている。 
抽出したカテゴリの中で、排出量の大きなカテゴリについては、出来るだ

け固有度の高い、精度の高い方法を使用することを推奨している。 
 

(c)-1. カテゴリ 1（購入した物品・サービス）に関する算定方法の例 

算定手法を表 8 に示す。サプライヤー固有手法は、サプライヤーからデ

ータを入手する方法であり、高精度が期待できるが、現実的には実行の困

難性が予想される。混合手法は、サプライヤー固有手法をベースとしつ

つ、データが不足する部分については、平均データ手法や消費データ手法

を併用するというものである。平均データ手法は数量を、消費データ手法

は購入金額を活動量として算定する方法である。算定精度は、サプライヤ

ー固有手法が最も高く、それ以降消費データ手法までの順となる。 
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表 8 スコープ 3 カテゴリ 1 の算定方法 
手法 手法の概要 活動量 排出係数 

サプライ

ヤー固有

手法 

サプライヤーから製品に関

する cradle-to-gate の

GHG インベントリを収集

する。 

購入した物品又は

サービスの数量 
購入した物品又はサービ

スについて、サプライヤ

ー固有の排出係数 

混合手法 サプライヤー固有手法に不足するデータについて、二次データで補う。 
平均デー

タ手法 
購入した物品・サービスの

数量に排出係数を乗ずる。 
所定の年に購入し

た物品又はサービ

スの数量 

購入物品又はサービスの

数量当たりの排出係数*
（KgCO2-e/Kg）等 

消費デー

タ手法 
購入した物品・サービスの

金額に排出係数を乗ずる。 
所定の年に購入し

た物品又はサービ

スの金額 

購入物品又はサービスの

金額当たりの排出係数*
（KgCO2-e/$等） 

*排出係数は IPCC や各国あるいは各機関（日本では、IDEA、J-LCA）よりデータベースに提示されてい

る。 
IDEA：Inventory Database for Environmental Analysis（国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般

社団法人サステナブル経営推進機構） 
J-LCA：LCA 日本フォーラムの LCA データベース 
 

(c)-2. カテゴリ 4（上流の輸送）に関する算定方法の例 

算定手法を表 9 に示す。輸送手段としては、船舶、汽車、トラック、航

空機等、多岐に渡るが、各々についてのデータを収集して算定を行う。燃

料ベース手法は、使用した燃料種類毎の数量を把握して算定を行うもので

あり、最も精度が高い。距離ベース手法は、数量✕距離を基に算定する方

法であり、トンキロ法とも呼ばれる。消費ベース手法は、支出金額ベース

で算定を行うものであり、精度は最も低い。 
また、状況に応じて、空荷復路の排出量及び保管施設等の流通から生じ

る排出量の算定を行い、加算を行う。 
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表 9 スコープ 3 カテゴリ 4 の算定方法 
手法 手法の概要 活動量 排出係数* 
燃料ベ

ース 
手法 

消費した燃料の量を把握

し、その燃料の排出係数

を乗ずる。 

消費燃料の把握方法。1)、2)、
3)のいずれかの方法。 
1)個別のデータを入手 
燃料全種類消費量＋グリッド

事毎の電力消費量＋空調設備

等からの冷媒の漏洩量 
2)燃料支出から各燃料使用量

を算定 
3)移動距離から燃費で算定 

エネルギー種類

別の  
KgCO2-e/L  
KgCO2-e/KWh 

 

距離ベ

ース 
手法 

各輸送の重量、距離及び

方法を把握し、使用した

輸送の重量・距離排出係

数を乗ずる。 

1)輸送重量又は容量 
及び 
2)輸送距離（実距離もしくは

算定・推定） 

輸送方法別の  
KgCO2-e/t・km 

 

消費ベ

ース 
手法 

各輸送方法における支出

金額を把握し、二次排出

係数（EEIO 係数）を乗ず

る。 

輸送方法別の支出額 
 

輸送方法別の 
KgCO2-e/$ 

 

*排出係数は IPCC や各国あるいは各機関（日本では、IDEA、J-LCA）よりデータベースに提示されてい

る。 
IDEA：Inventory Database for Environmental Analysis（国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般

社団法人サステナブル経営推進機構） 
J-LCA：LCA 日本フォーラムの LCA データベース 
 
 

3. 日本における GHG排出量の算定方法に係る制度・ガイドライン等 

1) 日本における GHG 排出量算定・報告・公表に係る経緯 
1997 年の COP3 での京都議定書採択を踏まえ、1998 年に「地球温暖化対策

の推進に関する法律（温対法）」が施行された。更に、2005 年の改正では、京都

議定書が発効されたことを受け、また、温室効果ガスの排出量が基準年度に比

べ大幅に増加している状況も踏まえ、「温室効果ガス算定・報告・公表制度」が

定められた。GHG を一定以上排出する「特定排出者」は、GHG 排出量の報告

が義務化された。これに合わせて、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

（以下、算定・報告・公表制度）」（初版 2006 年）が、環境省及び経済産業省よ

り発行された。 
その後、サプライチェーンでの GHG 排出量（ライフサイクルでの排出量）の

把握を重要視する考え方が世界的に強まり、2011 年には GHG プロトコルスコ
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ープ 3 基準が、2013 年にはスコープ 3 基準と整合する ISO/TR14069 が発行さ

れた。これを受け、2015 年に、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量

算定に関する基本ガイドライン（以下、サプライチェーンガイドライン）」が環

境省及び経済産業省から発行された。 
サプライチェーンガイドラインは、基本的に GHG プロトコルスコープ 3 基準

とほぼ同じ内容であるが、算定・報告・公表制度における日本独自の算定方法

を踏まえた修正を一部織り込んでいる。 
 

2) 算定・報告・公表制度における算定方法 
(ⅰ) 対象ガスと報告対象者 

報告対象ガスは、UNFCCC インベントリ報告ガイドライン及び GHG プロ

トコルと同じく、CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3の 7 種類で

あり、各ガスの CO2換算数量の報告を求めている。また、CO2については、

エネルギー起源（燃料、他人から供給された電気・蒸気・熱による発生）と

非エネルギー起源（反応等による発生）を分けた報告が必要である。 
対象ガスごとの報告対象者は表 10 の通りである。エネルギー起源 CO2と

非エネルギー起源 CO2で、報告者の要件が異なっている。エネルギー起源

CO2については、対象の報告者について省エネルギー法との整合を取ってお

り、かつ省エネルギー法の報告書を使用してエネルギー起源 CO2の報告が可

能となっている。 
 

表 10 算定・報告・公表制度における報告対象者 
温室効果ガスの種類 報告対象者 
エネルギー起源 CO2 1.特定事業所排出者（省エネ法と整合）： 

 全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算 1,500l/年以

上の事業者 
2.特定輸送排出者（省エネ法と整合）： 
 一定基準以上の者（鉄道 300 両、トラック 200 台、バス 200
台、タクシー350 台、船舶総船腹量 2 万総トン、航空総最大離

陸重量 9 千トン） 
非エネルギー起源

CO2及びその他の温

室効果ガス 

温室効果ガスの種類毎に CO2換算で 3,000t/年以上、且つ、従

業員数 21 人以上 
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(ⅱ) 算定方法 

(a) 報告単位 

事業者を単位（フランチャイズチェーンの場合は全フランチャイズチェー

ン計）として、国内自社における排出量が対象である。GHG プロトコルで

は、自社のみでなく連結対象事業者等の自社が所有又は支配する、国内及び

海外全ての事業活動を報告単位としており、大きく異なっている。 
 

(b) 直接排出に係る算定方法 

算定方法は、IPCC ガイドラインに準拠している。活動量✕排出係数で算

定することを基本としている。燃料以外の、主要事業活動（カテゴリ）及び

その算定方法についても、IPCC ガイドラインと同様である。算定に必要な

排出係数は、国が公表している。 
 

(c) 間接排出に係る算定方法 

他人から供給された電気・蒸気・熱の使用について、供給した他人が発電

や熱・蒸気発生させる際に排出した CO2を間接的に排出したものとみなす、

としている。算定方法は GHG プロトコルに準拠している。算定に必要な排

出係数は、国が公表している。 
 

(d) 算定・報告・公表制度と GHGプロトコルの相違点 

算定・報告・公表制度と GHG プロトコルの相違点を表 11 に、また算定

範囲の比較を図 8 に示す。組織境界については、既に上述の通り大きく異な

る。 
間接排出である他人から供給された電気・蒸気・熱の使用については、発

電所の自家消費分と送電ロスの取扱い及び算定対象ガスについて相違点があ

る。但し、全体の算定精度に対する影響は小さいと考えられる。尚、本相違

点についてはサプライチェーンガイドラインにも反映されている。 
また所有権のある貨物の輸送は算定・報告・公表制度の算定対象である

が、GHG プロトコルにおいてはスコープ 3（カテゴリ 4 又は 9）での取扱い

となる。 
その他、算定・報告・公表制度においては、空調機使用時の漏洩、建設現

場での建設機械使用、自社（輸送事業者以外）の乗用車の使用については、

算定の対象外としているが、GHG プロトコルにおいては算定対象となって

いる。 
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表 11 算定・報告・公表制度と GHG プロトコルの相違点 

 

 

 
出典：サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン（ver.2.3）2017 年

2 月環境省、経済産業省 

図 8 算定・報告・公表制度と GHG プロトコルの算定範囲の比較 

 
3) サプライチェーンガイドラインの算定方法 

サプライチェーンガイドラインの内容は、GHG プロトコルスコープ 3 基準と

ほぼ同じである。但し、算定・報告・公表制度での規定を反映し、若干の相違

点がある。 
(ⅰ) 算定対象範囲 

GHG プロトコルと同じく、自社のみではなく連結対象事業者等の自社が所

有又は支配する国内外全ての事業活動が対象である。 
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(ⅱ) 対象ガス 

対象ガスは GHG プロトコルと同じく 
CO2,CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6,NF3の 7 種類についてであるが、報告は各ガ

スの CO2換算値を求めている。 
 

(ⅲ) 算定方法 

GHG プロトコルスコープ 3 基準と基本的に同じであるが、算定・報告・公

表制度での規定を考慮し、GHG プロトコルと以下の相違点がある（表 12）。 
なお、算定において必要な排出係数については、算定・報告・公表制度の

公表値、IDEA や LCA 日本フォーラムの LCA データベース等を使用する様

にガイドしている。 
 
(a) 他人から供給される電気・熱・蒸気の使用（スコープ 2） 

算定対象ガスは、算定・報告・公表制度と同じく、CO2のみである。但

し、現実には、GHG 排出量の 99％以上を CO2が占めているので、GHG プ

ロトコルによる算定と比較して、精度上、実質的な影響はない。 
また、発電所の自家消費分及び送電ロスは、GHG プロトコルではスコー

プ 3（カテゴリ 3）の取扱いであるが、サプライチェーンガイドラインでは

算定・報告・公表制度と同様にスコープ 2 に含んでいる。 
その他の相違点として、GHG プロトコルではロケーション基準とマーケ

ット基準の排出係数の２元報告を求めているが、サプライチェーンガイドラ

インでは２元報告は求めていない。電気事業者毎の排出係数を国が毎年公表

しているが、この公表値による算定はマーケット基準相当である。 
 

(b) その他の相違点 

算定・報告・公表制度において算定対象外としている、空調機使用時の漏

洩、建設現場での建設機械使用、自社（輸送事業者以外）の乗用車の使用に

ついては、GHG プロトコルと同様に対象とすることを基本としているが、

対象とするかどうかは算定者のオプションとしている。 
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表 12 GHG プロトコル（スコープ 3 基準）とサプライチェーンガイドラインの相違点 

 

 
4． 日本と世界のガイドライン・プロトコルの比較と相互関連 

IPCC ガイドライン、GHG プロトコル、日本の算定・報告・公表制度、サプラ

イチェーンガイドライン、ISO14064-1 について、相互関係や相違点を表 13 にま

とめた。 
ｱ)IPCC ガイドラインは国家インベントリ作成のため、その他のプロトコル、ガ

イドラインは事業者の排出量の算定・報告を目的としたものである。 
ｲ)対象ガスは基本的に 7 種類であるが、IPCC ガイドラインと ISO14064-1 は、

その他の GHG ガスについても報告を奨励している。 
ｳ)算定・報告・公表制度は、GHG プロトコル（企業基準）と算定・報告単位及

び算定対象範囲が大きく異なっている。算定方法については基本的に GHG プ

ロトコルに準拠しているが、細部で相違点がある（表 11）。 
ｴ)スコープ 3 の算定は、GHG プロトコル（企業基準）及び ISO14064-1 におい

ては義務化されていない。その補強を目的に、GHG プロトコル（スコープ 3
基準）が発行され、要求事項化及び算定方法の提示がなされた。 

ｵ)GHG プロトコル（企業基準）には、ISO14064-1 が対応している。 
ｶ)GHG プロトコル（スコープ 3 基準）及びサプライチェーンガイドライン（日

本）には ISO/TR14069 が対応している。 
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表 13 ガイドライン・プロトコル・ISO 等の比較・関連 

 
 

第二節 鉱山開発（探鉱、採掘、選鉱、製錬、左記工程間における輸送を含む）の

各工程における GHG 排出量の算定方法の調査 
1. GHG 排出量の算定方法に係る文献等の調査 

1) 調査方法 
銅とニッケルを対象にした、GHG 排出量の算定方法に係る、2000 年～2020

年の間の代表的な 12 件の論文等について、内容の分析を行った。 
各論文の内容について、一覧表「GHG マッピング」に整理した（表 14～表 

17、4 分割で掲載、一枚シートは別添）。また、各論文の概要については、一件

一葉でまとめた（表 18～表 29）。 
GHG マッピングの整理を通じて、以下のことが分かる。 
 ｱ)「探鉱」を対象に入れた論文は見当たらない。 
 ｲ) スコープ 1 では、基本的に「採鉱～精製」を対象としている。 
 ｳ) スコープ 2 の間接排出については、全論文が取り扱っている。 
 ｴ) スコープ 3 を体系的に取り扱う論文は見当たらない。 
 ｵ) 「リサイクル」に焦点を当てた論文が見られる。 
 ｶ) 「副産物」は通常意識されており、ISO 等に従った方法で配分されてい

る。但し、重量法、経済価値法、システム拡張法の方法選択は、論文に

よってまちまちである。 
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表 14 GHG マッピング（文献の概要等 1/2） 
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表 15  GHG マッピング（文献の概要等 2/2） 
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表 16  GHG マッピング（文献の内容分析 1/2） 
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表 17  GHG マッピング（文献の内容分析 2/2） 

 



 31  
 

表 18 論文 1 

 

1.対象製品：銅地金、ニッケル地金
2.対象工程：採鉱～精製
3.対象プロセス：右表

・硫化鉱、酸化鉱
・乾式、湿式

4.算定方法
　各工程の操業諸元を各種文献（1976～1996年）より収集し、下記等を前提として、積上方式で算定。

1) 鉱山～精製間の工場は近接と仮定し、輸送・搬送は無視。
2) 採掘用のディーゼル燃料、石炭、コークスは500km先から輸送
3) 電力は石炭発電、発電効率は35％

4) SO2は硫酸プラントで99％回収

5) 補助材料は近傍から手配可能と仮定し、輸送は無視。
6) 鉱石から地金までの金属回収率

Cu
Ni

7) GHG係数：National Greenhouse Gas Inventory Committee,1996もしくはIPCCガイドライン
8) 輸送の方法別の燃費：Bureau of Transport and Communictions Economics,1995

5.算定結果例
1)鉱種・プロセス別排出量 2)工程・プロセス別排出量（Cuの例）

3)その他：
①鉱石品位影響　　②電力の発電効率や燃料種類による影響　について算定。

6.特徴
1)

2) GHG排出量削減のためのキーポイントが何かについて指摘を実施。

Cu,Ni
作成国 豪
公表年 2000

対象国 モデル計算 鉱種

文献名 Life Cycle Assessment of Copper and Nickel Production
算定方

法
積上方

式
著者 T.E.Norgate and W.J.Rankin 機関 CSIRO

○ ○
探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

○ カテゴリ4（輸送（上流））

原料鉱石 酸化鉱、硫化鉱 CO2以外のGHG CH4,N2O

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

輸送
✕ ○ ○ ○ ○

リサイクル ✕ 副産物の考慮 SO2のみ対象

使用
データ

各種文献値
調査対象期間 1976～1996

ガイドライン準拠 なし

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

1.多くの前提を置き、且つ色々な文献からの技術諸元を収集した算定であるため、一般論に関する評価・
解析という位置づけである。
2.個別評価を行うためには、個別の技術諸元の収集が必要である。
3.技術諸元の収集に大きな労力が必要である。

乾式 湿式
91% 65%
78% 92%

代表的なモデルをベースに代表的な諸元を使用し、GHG排出量に対するプロセスの相違や鉱石品位
の影響等について解析を実施。
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表 19 論文 2 

 

1.対象製品：銅地金
2.対象工程：採鉱～電解精製。海外から日本への海上輸送による排出を考慮。
3.対象プロセス：硫化鉱の精鉱を輸入し、日本で乾式製錬。
4.算定方法：積み上げ法
1)採鉱、選鉱：チリの代表的な鉱山に関する操業データを基にCO2排出量を算定。

電力については、チリの電源構成を反映。
2)製錬～電解精製：
　マット工程（自溶炉を前提）、粗銅工程（転炉）、アノード工程、カソード工程の4工程について算定。

①各工程における銅の原料および製造される銅の成分を、代表的な値に設定。
②各工程における銅の出入力バランスから原料の消費原単位を算定
③エネルギー原単位等は文献値により設定

原燃料は、経産省資源統計年報の値を文献値等に基づき工程別に配分
④副産物の考慮：硫酸回収についてのみ考慮。重量法で配分。

3）転炉におけるスクラップ使用によるCO2排出量削減効果の算定

①スクラップにはシュレッダー処理時のエネルギーを考慮し算入
②スクラップ投入による熱バランス変化による追加燃料を考慮

5.算定結果例

シナリオA：副産物考慮あり
シナリオB：副産物考慮なし

6.特徴

①精鉱を輸入し日本で製錬を行う代表モデルに関するCO2排出量を算定。

②工程別排出量及び各工程における排出量の発生原因の内訳を算定。
③副産物影響（但し、硫酸回収のみ）について算定。

④スクラップ活用によるCO2排出量削減効果を算定。

①工程別CO2発生量の算定及び副産物

（硫酸）回収考慮有無による算定値の差

②銅スクラップ活用によるCO2排出量削減効

果の算定

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

①算定にあたって、仮定や、多くの文献値の活用に基づくモデル計算である。
②個別の製造における特色評価のためには、個別の操業諸元の収集が必要である。
③代表的事例の算定には向くが、個別の算定評価には諸元収集等に多くの労力が必要である。

リサイクル ○ 副産物の考慮 硫黄の硫酸回収のみ考慮

○ カテゴリ4（輸送（上流））

原料鉱石 硫化鉱 CO2以外のGHG ✕

✕ ○ ○ ○ ○ ✕

使用
データ

各種文献値
経産省資源統計年報

調査対象期間 1996年
ガイドライン準拠 なし

✕

対
象

Scope1
輸送

Scope2 Scope3
探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

文献名

著者 成田、匂坂、稲葉 機関 日鉄テクノリサーチ、資源環境技術総合研究所（現、産総研）

電気銅生産システムにおけるCO2排出のライフサイクルインベントリ

分析

算定方
法

積上方式（シミュレー
ション計算併用）

日本 鉱種 Cu
作成国 日本
公表年 2001

対象国
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表 20 論文 3 

 

1.製品：硫化銅の精鉱
2.対象工程：採鉱～選鉱。但し、操業だけでなく、操業のための資本投下を含む。
3.算定方法

　　・採掘工程：燃料（軽油）、電力、火薬類、潤滑油、鋼材、木材、タイヤの7種類の品目
　　・選鉱工程：上記7種類に加え、鋼管、コンクリート、硫酸、ガスの11種類の品目

1) 鉱山モデルを設定し、CESにより必要な費用を見積る。
2) 品目毎に見積もられた費用を、単価で割り、数量化。

3) 上記2)で求められた数量にCO2排出係数を掛けて、排出量を算定する。

4.算定結果と検証
(1)算定値の検証（チリのある大規模鉱山をモデルに計算）

(2)その他の解析
Fig.3：鉱石品位による排出量への影響を算定
Fig.4：採掘法による排出量への影響を算定

5.特徴

鉱種コロンビア、チリ

Scope3
カテゴリ2（資本財）、カテゴ
リ5（廃棄物）

Scope2

○

Cu

算定方
法

安達　毅、茂木　源人 機関 東京大

費用推定データベースによる採掘・選鉱プロセスのライフサイクルインベン
トリの推計

簡易見積方式（FS
データを活用）

✕
製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

公表年 2005
対象国

作成国 日本

文献名

著者

原料鉱石 硫化鉱 CO2以外のGHG ✕

対
象

Scope1
輸送

✕ ○ ○ ✕ ✕ ○
探鉱 採鉱 選鉱

リサイクル － 副産物の考慮 －

使用
データ

CES1994年版。
単価：1994年。

調査対象期間 1994
ガイドライン準拠 なし

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題

CESは1994年を最後に改訂されておらず、データベースとして古すぎる。

　アメリカ鉱山局（USBM）が開発したコスト推定システム（CES）を活用。CESは、推定鉱量や鉱床の位
置、採掘法などから、開発の初期費用や操業費を見積るシステム。

　実際の鉱山のインベントリデータの入手が困難であることから、CESによる間接的な方法で見積るもの。
MLED（Mining LCI Estimating Database）と名付けている。

推計値と実績値（ヒアリング値）は11％の誤差に止
まり、良く一致していると評価している。

　鉱山の条件や採掘法等の前提を変更することにより、それぞれの排出量影響をシミュレーション計算でき
る。
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表 21 論文 4 

 

1.対象製品：銅地金
2.対象工程：採鉱～精製
3.対象プロセス：硫化鉱の精鉱を日本に輸入し、日本で乾式製錬を実施。
4.算定方法

1) 採鉱～選鉱はMLED法により算定。

2)

3) 7カ国11鉱山をモデルに算定を実施。
4)

5.算定結果

6.特徴

副産物（金、銀、モリブデン、亜鉛）を考慮した算定も実施。各工程において経済価値により配分を
実施。

作成国 日本
公表年 2006

対象国 鉱種
チリ、インドネシア、カナダ、パプアニューギニア、ペ
ルー、アルゼンチン、カナダ

Cu

算定方
法

著者 安達　毅、茂木　源人 機関 東京大

鉱山費用推定システムによる採掘・選鉱プロセスを考慮した銅地金生産
のCO2排出に関するインベントリ分析

簡易見積方式（FS
データを活用）

選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

文献名

原料鉱石 硫化鉱 CO2以外のGHG ✕

輸送
✕ ○ ○ ○ ○ ✕ ○

対
象

Scope1
探鉱 採鉱

CES1994年版。JLCAデータベース。財団法人シップ・アンド・
オーシャン財団報告書。

調査対象期間 1984～2004
ガイドライン準拠 なし

　鉱山のインベントリデータの入手が困難な場合においても、MLEDを用いることで、鉱山の基本的なデータ
を入力することにより、CO2排出量を推定できる。

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

CESは1994年を最後に改訂されておらず、データベースとして古すぎ、現在の評価の使用には不向きであ
る。

Scope3
カテゴリ2（資本財）、カテゴリ4（輸

送（上流））、カテゴリ5（廃棄物）

Scope2

○

上記1)に鉱石産出国から日本までの海上輸送及び日本における製錬・精製プロセスを加える。数
値は既存の文献値を採用。

MLED法：米国USBMのCESによる鉱山開発FSデータを活用して推定する方法。詳細は「費用推定デー
タベースによる採掘・選鉱プロセスのライフサイクルインベントリの推計」を参照。

7カ国11鉱山からの精鉱を輸入し日本で銅地金製造を行った場合の、採鉱～製錬・精製間に排出され

るCO2を算定。

リサイクル ✕ 副産物の考慮 ○

使用
データ
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表 22 論文 5 

 

1.対象製品：銅地金
2.対象工程：Scope1,2,3及び総計
3.対象プロセス：全プロセス
4.算定方法：
1)各社のサステナビリティレポート等の公表資料におけるScope1,2,3及び総計の値を使用。
2)各鉱山サイトは、実施している主要な方法やプロセスによって性格付けし分類を実施。
3）副産物については、金属のみを対象（非金属は考慮せず）に経済価値により配分する方法で算出。
5.算定結果例
1)プロセスの違い及び鉱石品位によるGHG排出量影響

2)鉱山で使用される電力のGHG排出係数の相違状況（国、地域、サイトによる相違）

6.特徴
　各社の公表数値がデータソースのため、
　①各社における算出方法の違い（対象範囲や方法等）があり、各社間の比較には留意が必要。
　②Scope3については非公表の会社も多い。対象カテゴリの違い、算定方法の違いもある。
という限界はあるが、従来の積み上げ方法によるLCAに比べると簡易である。

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

1.各社間の算定方法等による違いがあるため、正確な比較等は難しい。
2.公表されたデータ範囲でしか解析ができないため、例えば、プロセスによる差異等について精緻な評
価は難しく、大まかな把握しかできない。

リサイクル 不明 副産物の考慮 ○

使用
データ

各社公表のサステナビリティレポート、フィナンシャルレポート
調査対象期間 1999～2010

ガイドライン準拠 不明

データを条件別にソー
トし、プロセスの違い
や鉱石品位に関する
評価を実施。

○ ○

原料鉱石 硫化鉱、酸化鉱 CO2以外のGHG ○

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

輸送
✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○

探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

文献名

著者 S.Northey, N.Haque, G.Mudd 機関 CSIRO,Monash大

Using sustainability reporting to assess the environmental footprint of
copper mining

算定方
法

公表値活用
方式

豪、チリ、ペルー、アルゼンチン、ラオス、パプアニュー
ギニア、南ア、トルコ、フィンランド、米、カナダ

鉱種 Cu
作成国 豪
公表年 2013

対象国
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表 23 論文 6 

 

1.対象製品：各元素における主要な金属地金及び化合物の総計
2.対象工程：採鉱～精製
3.対象プロセス：全プロセス
4.算定方法

表【銅・ニッケルの例】を参照。

5.算定・解析例
元素別のGHG排出量

6.特徴
・基本的に公表データに基づく算定である。
・副産物影響を詳細に考慮した算定である。
・非常に多くの鉱種について算出している。

1)全プロセスを包含した、世界合計のデータである。
2)個別のプロセス等に関する分析は出来ない。
3)経済価値配分のため高価な金属の排出量が多めに評価される。

著者 Philip Nuss, Matthew J. Eckelman 機関 Yale大, Northeastern大

公表年 2014
対象国

作成国 米国
Cu,Ni含む全63鉱

種

Life Cycle Assessment of Metals：A Scientific Synthesis
算定方

法

公表値活用方式（副

産物配分精度向上）
文献名

○

使用
データ

Ecoinvent他
調査対象期間 2008年

ガイドライン準拠 ISO14040シリーズ

○ ✕

原料鉱石 あらゆる種類 CO2以外のGHG ○

輸送
✕ ○ ○

2)2008年の生産実績に基づ
き、各鉱種における、鉱石及び
二次原料の構成、製品の構成
（地金、化合物）を設定する。

ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

リサイクル ○ 副産物の考慮

3)各々の工程について、世界
生産の80％以上をカバーする
LCIデータを入手する。論文で
は、主としてEcoinventデータ
ベースより入手。ない場合は、
文献等により入手。

4)各工程における副産物生産
等による配分を、経済価値
（USGS2006～2010年の平均
価格）で実施。

5)元素毎に地金及び化合物全
てのルートについて、各工程及
び全工程計のGHG発生量を算
定する。

1)各金属の鉱石から精製（化合
物、地金）に至る間の生産連関
を整理する（右図）。

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

全世界統合 鉱種

○ ○ ○ ○

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬
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表 24 論文 7 

 

1.対象製品：ニッケル地金及びフェロニッケル
2.対象工程：採鉱～精製
3.対象プロセス：世界の主要国・地域（中国除く）の9社19事業所の製造プロセスを対象。

（全世界のニッケル地金生産の52％、フェロニッケル生産の40％をカバー）
鉱石：硫化鉱、酸化鉱の両方　　プロセス：乾式、湿式の両方
これらの全平均を算定。

4.算定方法：積上方式
1)9社19事業所における各プロセスの操業データを基に積み上げ計算。
2)但し、入手できないデータについては、文献やGaBiデータベースの値を使用。
　上流の鉱石原料やプロセス使用材料のデータはGaBiの値を使用。
3)副産物（コバルトと硫酸の副産物を考慮）
　コバルト：経済価値分配法、　硫酸：システム拡張法
4)リサイクル：考慮せず（ニッケルのリサイクルは、実質的に鉄鋼製造におけるリサイクルのみのため）
5.算定（例）
①ニッケル地金とフェロニッケルのインベントリ ②ニッケル地金製造の工程別GHG排出量

6.特徴

2)全世界・全製造プロセス平均値のみの公表である。
3)GaBi等のデータベースに掲載されている。
4)ベンチマーク用として使用できる可能性がある。

公表年 2016

CO2(CO含む）,NOx,CH4

✕○ ○ ○ ○

Scope3

✕

対象国 世界平均 鉱種 Ni

輸送

作成国 ベルギー

文献名

探鉱 採鉱

積上方
式

著者 M.Mistry, J.Gediga, S.Boonzaier 機関 Nickel Institute

Life cycle assessment of nickel products
算定方

法

○ ○ ○

リサイクル ✕ 副産物の考慮

対
象

Scope1
Scope2

原料鉱石 硫化鉱、酸化鉱 CO2以外のGHG

選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

コバルトと硫酸を考慮

使用
データ

・各社（9社,19事業所）より各プロセスの操業データを個別に入手。
・GaBiのデータベース。

調査対象期間
ガイドライン準拠

2011
ISO14040シリーズ

課
題
等

1)各企業の協力が必要。中国は非協力であった。

③ニッケル地金製造の工程別GHG排出量に
対する発生内訳

1)各社・各事業所の個別データに基づく積み上げ計算
であるため、比較的精度が高いと推定される。

論
文
の
概
要
・
特
徴
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表 25 論文 8 

 

1.過去の論文及びEcoinventのデータをレビューしたもの。

3.リサイクルに関する論文をレビューし、CO2排出量削減の観点からの意義を強調している（Fig.3）。

Cu,Zn
作成国 スウェーデン他

公表年 2017
対象国

全世界、アジア・太平洋、南米、北米、豪、カナダ、チリ、日
本、ラオス、パプアニューギニア、南ア、スウェーデン、米

鉱種

文献名
A Review of the Carbon Footprint of Cu and Zn Production from Primary and
Secondary Sources

算定方
法

―

著者 Anna Ekman Nilsson et.al. 機関 Resarch Institute of Sweden他

○ ○
探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

○ ✕

原料鉱石 硫化鉱、酸化鉱 CO2以外のGHG ✕

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

輸送
✕ ○ ○ ○ ○

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

レビュー文献のため記載の対象外とする。

2.CO2排出量の地域や製造プロセスの差異に関しては、論文間の一致性に乏しく評価できないとしている

（下記Fig.2）。

リサイクル ○ 副産物の考慮 不明

使用
データ

・科学文献
・Ecoinvent

調査対象期間
ガイドライン準拠
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表 26 論文 9 

 

1.対象製品：銅地金
2.対象工程：採鉱～精製
3.対象プロセス：硫化鉱・酸化鉱両方。乾式・湿式両方。
4.算定方法
1)データソース：ICA会員から収集した一次データ及びGaBi2014データベースを使用。
2)対象エリア等：四代大陸。銅地金世界生産の21％をカバー。
3)副産物：表1に示す要領により分配を実施。 （表１）

（質量法、システム拡張法、経済価値法を併用）
5.算定結果

（発生源内訳）

6.特徴
1)各社・各事業所の個別データに基づく積み上げ計算であるため、比較的精度が高いと推定される。
2)全世界・全製造プロセス平均値のみの公表である。
3)GaBi等のデータベースに掲載されている。
4)ベンチマーク用として使用できる可能性がある。

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

1.守秘上、各企業別や事業所別のデータは非公開。合算値のみが公表（GaBiにより入手可）。

原料鉱石 硫化鉱、酸化鉱 CO2以外のGHG CO2(CO含む）,CH4,N2O

ISO14040シリーズ
2010～2013・ICA会員から収集した一次データ。

・GaBiデータベース。

調査対象期間
ガイドライン準拠

リサイクル ○ 副産物の考慮 ○

使用
データ

○ ○

機関 International Copper AssociationInternational Copper Association

○ ✕

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew 輸送
✕ ○ ○ ○ ○

文献名 Copper Environmental Profile
算定方

法
積上方

式
著者

Cu
作成国 米国
公表年 2018

対象国 全世界 鉱種
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表 27 論文 10 

 

1.対象製品：一次ニッケル（Ni地金、NiO、FeNi、NPI）
2.対象工程：採鉱～精錬。
3.対象プロセス：乾式法のみ。
4.算定方法

1)

2) 操業の前提条件を設定する。
例）鉱石の組成、補助材料の組成、
操業温度、金属の回収率等。尚、爆発物、冷却水、圧縮空気は含まず。

3)

尚、熱平衡、理想気体、完全燃焼を計算の前提としている。

4) 上記3）で得られた数量を基に、CO2排出量の計算を行う。

5)

6)

7) 電力：各想定モデル地域の電力由来構成で排出量を計算。
5.算定結果例：以下の4つのモデルを設定して算定を実施。
ｹｰｽ1： Ni地金：豪の硫化鉱からFlash Smeltingで製造
ｹｰｽ2： NiO：インドネシアのラテライトからRKEFで製造 2) 鉱石品位影響
ｹｰｽ3： FeNi：コロンビアのラテライトからRKEFで製造
ｹｰｽ4： NPI：インドネシアのラテライトから高炉で製造
1) 各製品の工程別CO2発生量

3) 副産物考慮効果

4.特徴
1)

2) 工程別の排出量が詳細に計算できる。

Ni

工程別の排出量算定において、積み上げ計算に必要
な全ての操業データが揃わなくても、ある前提をおいた
シミュレーション計算が可能である。

Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel
Products

算定方
法

積上方式（シミュレーショ

ン計算併用式）

Scope3

✕ ○ ○ ○ ○ ✕ ○
精錬

公表年 2020
対象国

ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

文献名

著者

作成国 スウェーデン

Scope1

オーストラリア、インドネシア、コロンビア

Scope2
輸送探鉱 採鉱 選鉱 製錬

鉱種

課
題
等

1)色々な前提条件の上でシミュレーション計算であり、実操業との差が発生する。例えば、サイト毎の操
業の特徴が反映されない。
2)算定に大きな労力と専門性が必要である。

機関 Royal Institute of Technology,SwedenWenjing Wei et.al.

リサイクル ✕ 副産物の考慮 ○

使用
データ

不明
調査対象期間 不明

ガイドライン準拠 なし

各工程で発生する化学反応を想
定する（右：乾燥、製錬工程の例）。

上記1)、2)を基に、熱精算を行う。インプットとアウトプットのエネルギー及び物質の収支バランス
が取れる様に繰り返し計算を行い、各工程で投入される物質の数量を理論計算する。

化学反応ではない作業（例えば、運搬、採掘等）については、計算が出来ないので、文献からデー
タを収集する。

○ ✕

原料鉱石 硫化鉱、ラテライト鉱 CO2以外のGHG CH4,N2O

対
象

論
文
の
概
要
・
特
徴

副産物：COとSO2の影響をシステム拡張法により算定。それぞれの排出量クレジット（文献値）を基に

見積を実施。
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表 28 論文 11 

 

1.対象製品：ニッケル地金、フェロニッケル、硫酸ニッケル
2.対象工程：Scope1～3
3.対象プロセス：全プロセス
4.算定方法：「Life cycle assessment of nickel products（Mistry他）」の手法により算定。

5.算定結果（全世界合算）
1)ニッケル地金

2)フェロニッケル

3)硫酸ニッケル

6.特徴：
1）中国を除く全世界平均値として、ベンチマークに活用できる可能性あり。
2）Scope3も対象としている。
3)GaBiに掲載されている。

Ni
作成国 ベルギー
公表年 2020

対象国 全世界（中国除く） 鉱種

文献名 Life cycle data
算定方

法
積上方

式
著者 Nickel Institute 機関

○ ○
探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

○ ○

原料鉱石 硫化鉱、酸化鉱 CO2以外のGHG CO2(CO含む）,NOx,CH4

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

輸送
✕ ○ ○ ○ ○

リサイクル ✕ 副産物の考慮 コバルトと硫酸を考慮

使用
データ

調査対象期間
ガイドライン準拠

・各社（9社,19事業所）より各プロセスの操業データを個別に入手。
・GaBiのデータベース。

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

1.守秘上、各企業別や事業所別のデータは非公開。合算値のみが公表。
2.会社、事業所による定義や算出方法に違いがある可能性。特にScope3は要留意。

2017
ISO14040シリーズ

　参加9社（Anglo American,Eramet,Glencore,Nornickel,Sherritt,South32,住友金属鉱山,Umicore,Vale）の
操業一次データを使用した積上方式。
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表 29 論文 12 

 

機関

銅地金製造に関するGHG排出に関する状況について、各種論文をレビューし、関連データを掲載。

例１　CO2排出量を算定した論文等のレビュー（Nilsson et.alの論文から）

例2　鉱石品のGHG排出量影響（Northey et.al.の論文から）

例4　各プロセスにおける工程別のGHG排出内訳（Norgate et.al.の論文より）

The Warren CentreThe Warren Centre, The University of Sydney

論
文
の
概
要
・
特
徴

課
題
等

リサイクル 副産物の考慮

使用
データ

各種文献
調査対象期間

ガイドライン準拠

原料鉱石 CO2以外のGHG

対
象

Scope1
Scope2 Scope3

探鉱 採鉱 選鉱 製錬 精錬 ﾘｰﾁﾝｸﾞ・Sx-Ew

Cu
作成国 豪

例3　露天・坑道掘りによるGHG排出量
差（Northey et.al.の論文から）

公表年 2020
対象国 全世界 鉱種

文献名 Zero Emission Copper Mine of the Future
算定方

法
著者

輸送
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2) 算定方式の種類 
(ⅰ) 積み上げ方式（ボトムアップ方式） 

算定対象範囲内の排出に関係する操業等の諸元を収集してインベントリを

作成し、排出量を計算する方法であり、排出量を計算する最も基本となる方

法である。データを積み上げて計算する方法であり、以下、「積み上げ方式」

と呼ぶことにする（ボトムアップ方式とも呼ばれる）。GHG マッピングに掲

載の論文では、1、7、9、11 が対応する。2 と 10 の論文も積み上げ方式であ

るが、シミュレーション計算を併用しているので、積み上げ方式（シミュレ

ーション併用）と呼ぶことにする（後述）。 
算定方法は次の通りである。 

1.システムの境界（算定の対象範囲）を設定する（図 9 図 9）。 
2.製造プロセスの各工程へのインプット（原料、補助材料、燃料等）とア

ウトプット（製品、排ガス等）に関する数値を収集する。 
3.上記 2 を基にインベントリ（LCI）を作成し（表 30）、それぞれの諸元

の排出係数を用いて排出量を算定する。 
 

 
出典：Life cycle assessment of nickel products (M.Mistry et.al) 

図 9 システム境界の設定 
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表 30 LCI の例（クラス 1 ニッケル及びフェロニッケル） 

 
出典：Life cycle assessment of nickel products (M.Mistry et.al) 

 
本方式の特徴は、次の通りである。 
 1.データが入手できれば、鉱石品位、プロセス、製造方法等に関する排出

量の詳細な算定や解析が可能である。 
 2.データ収集のメッシュと精度により、算定レベルが左右される。 
 3.対象現場のデータを関係者以外が得ることは困難である。 
 4.関係者以外は、文献値等の一般的なデータを用いた一般的なモデルの算

定に止まらざるを得ない傾向がある。 
 

(ⅱ) 積み上げ方式（シミュレーション併用） 

積み上げ方式においては、現場の関連する詳細データを関係者以外が入手

することが難しいため、工程別等の細かな算定が出来ない等によりブラック

ボック化に陥ることがある。積み上げ方式（シミュレーション併用法）は、
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入手できないデータ部分に対して、理論的なシミュレーション計算で補い、

排出量の詳細な算定や分析を行うものである。GHG マッピングに掲載の論文

では、2 と 10 が対応する。 
算定方法の例を示す。 
 1. 操業各工程（図 10）の前提条件（鉱石組成、補助材料組成、操業温度

等）を設定する。 
 2. システム境界内の各工程における化学反応を想定する（表 31）。 
 3. 1、2 を基に、各プロセスにおける熱精算及び物質収支計算を行い、必

要な燃料や材料の数量をシミュレーション計算する。 
 4. 3 の計算によって得られた燃料や材料の数量により LCI を作成し、そ

れぞれの排出係数を用いて、各工程における排出量を算定する。 
すなわち、細かな工程別の現場データが得られない場合に、細かな工程別

の化学反応を想定し、熱精算及び物質収支のシミュレーション計算により、

細かな工程別に必要な燃料や材料を計算する。得られた数量を基に、各工程

別の排出量を算定するというものである。 
 

 
出典：Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products (W.Wei et.al.) 

図 10 システム境界内の製造工程例（ニッケル地金製造） 
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表 31 各製造工程における化学反応の想定（乾燥から製錬間の例） 

 

出典：Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Nickel Products (W.Wei et.al.) 

 
 本方法の特徴は次の通りである。 
 1.現場操業データが十分に揃わない部分を、シミュレーション計算により

補う方法である。詳細データが収集できないことによるブラックボッ

クス化の解決を図ることができる。 
 2.モデルを設定したシミュレーション計算であるため、個別実操業の特徴

は反映されにくい。 
 3.算定に専門性と大きな労力が必要である。 
 

(ⅲ) 簡易見積り方式（MLED法） 

排出量のインベントリを作成するための現場の実際の操業諸元等は、一般

的には関係者以外は入手が難しい。そこでこうした現場の操業諸元を収集す

ることなく、排出量の推定方法を考案したのがこの方法である。 
東京大学の安達氏と茂木氏の考案であり（2005 年発表）、GHG マッピング

に掲載の論文では、3、4 が対応する。現場の操業諸元を直接収集するのでは

なく、米国鉱山局が鉱山開発等の FS 用として開発した「鉱山費用推定システ

ム」（CES）を活用して関係諸元の推定を行うものである。現場直接のデータ

ではなく間接的なデータによる算定方法なので、以下、「簡易見積り方式」と

呼ぶことにする。安達氏らは MLED 法（Mining LCI Estimating 
Database）と名付けている。 

CES は、34 の鉱種についてアメリカの約 250 鉱山から収集されたデータを
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基に、鉱山開発における費用曲線を推定している。推定鉱量、鉱床の位置、

採掘法などを指定することにより、必要な開発初期費用や操業費用の見積り

が行える。具体的な品目は次の通りである。 
・採掘工程：燃料、電力、火薬類、潤滑油、鋼材、木材、タイヤの 7 品目 
・選鉱工程：上記に加えて、鋼管、コンクリート、硫酸、ガスの 11 品目 
排出量算定の手順は次の通りである。 

1.推定する鉱山のモデルを設定し、CES により必要な費用を見積る。 
2.品目ごとに見積られた費用を単価で割り、数量化する。 
3.上記 2 で求めた数量に排出係数を掛けて、排出量を算定する。 

CES を活用して推定できるのは、採鉱から選鉱の工程である。その他の工

程については別の方法で算定を行う必要がある。 
本方法によれば、現場の実際の諸元がなくても排出量を見積ることができ

るという長所があるが、残念ながら CES は 1994 年を最後にその後改訂され

ておらず、現時点で使用するには難があるといえる。 
 

(ⅳ) 公表値活用方式 

サステナビリティレポート等により公表されたデータを活用して分析を実

施している論文も見られる。GHG マッピングに掲載の論文では、5、6 が対

応する。サステナビリティレポート等により公表されたスコープ 1、2 につい

てのデータは、一般的には、各社において積み上げ方式で算定されていると

推定されるが、その公表値を活用した分析方法なので、以下、「公表値活用方

式」と呼ぶことにする。 
サステナビリティレポート等による公表値を活用するので、自前での算定

等の手間が省ける。また、サステナビリティレポート等は継続的に公表され

ているので、継続的なデータの収集が可能である。スコープ 1、2 について

は、一般的に公表各社で積み上げ計算されており、且つ第三者検証を受けて

いるので、高いデータ精度が確保されていると考えられる。 
ただし、得られる情報は、公表されたデータ範囲に限定される。鉱山別、

プロセスや工程別といった詳細のデータの公表は少ないので、詳細な分析に

は限界がある。論文 5（Northey 他）における解析例を図 11 に示す。製造プ

ロセスでソートし、鉱石品位と GHG 排出量の関係の分析を行っている例であ

る。 
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出典：Using sustainability reporting to assess the environmental footprint of copper mining

（Northey 他） 

図 11 各鉱山及び製造プロセスと鉱石品位による GHG 排出量の分析 

 
(ⅴ) 算定方法の比較とまとめ 

算定方法の特長と課題を表 32 に示す。 
 

表 32 算定方式の比較 

 
 

①積み上げ方式が排出量算定の基本の方式である。精度が高く、種々の

解析に適している。 
②各企業においては、自社範囲であるスコープ 1、2 については、積み上

げ方式による算定が可能であると考えられる。 
③積み上げ方式により、現場操業データが揃えば、鉱石別（種類や品
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位）、プロセス別（湿式・乾式法等）、工程別（採掘、選鉱、製錬等）の

算定は可能であると考えられる。 
 

2. 算定における配分（Allocation）の方法 

製錬等の製造過程において、他の金属やガス等の副産物あるいは共製品がある

場合の排出量の配分については、ISO14044 に方法が規定されている。 
ISO14044 における、配分方法及び方法の選択優先順位は次の通りである。 
①なるべく配分を回避する。 

1)配分対象のプロセスを細分化し、細分化された小プロセスごとの入出力デー

タを収集する。 
2)1)が可能でない場合は、副産物等の共製品の製造システムを含める様にシス

テムを拡張する（システム拡張法）。 
②配分が回避できない場合は、物理的な量（重量等）により配分する。 
③物理的な関係だけでは配分の根拠として使用できない場合は、経済価値によ

り配分して良い。 
システム拡張法を図 12 に示す。製品 A（例えば Cu）と製品 B（例えば SO2）

が生産されるものとした場合、排出量をそれぞれに割り付ける必要がある。そこ

で、製品 B（例えば SO2）については、一般的な他の製造方法（例えば、他の一

般的な硫酸製造方法、図中の「代替システム」）で発生する排出量と同等の排出量

（クレジット）を割り付けるという考え方である。製品 A（例えば Cu）には、全

体からこの排出量を差し引いた排出量を割り当てる。代替システムを導入して算

定することから、「システム拡張法」と呼ばれる。 
 

 

出典：ライフサイクルアセスメント 平成 16 年 1 月 社団法人産業環境管理協会 

図 12 システム拡張法 
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配分方法の選択は、必ずしも統一されておらず、算定者によっている。国際銅

協会及びニッケル協会における配分方法の取扱いは以下の通りである。 
 
①国際銅協会（表 33） 
金属に関しては、上流の採鉱や選鉱は重量法、製錬はシステム拡張法、下流の

電解精製は経済価値法を採用している。理由としては、上流の製造においては金

属間の独立性があり（金属種ごとに異なる鉱石を使用する傾向）、下流の製造にお

いては相互依存性が強いためとしている。発生ガスによる硫酸副産物製造につい

ては、システム拡張法を採用している。 
 
②ニッケル協会 
金属に関しては、経済価値法を採用している。金属による経済価値を重視すべ

きであるとの考えを根拠にしている。尚、経済価値法と重量法で算定した場合の

排出量の違いを示している（図 13）。 
非金属（硫酸等の副産物）については、システム拡張法を採用している。 
 

表 33 国際銅協会の配分方法 

 
出典：international Copper Association “Copper Environmental Profile” 
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出典：Life cycle assessment of nickel products (Mistry et.al.) Int J Life Cycle Assess (2016)21：1559-

1572 

図 13 配分法による排出量算定値の違い（クラス 1 ニッケル） 
 

3. 各企業のサステナビリティレポート等における算定・公表状況 

1) 各社の算定・公表状況 
主要各社のサステナビリティレポート等における算定・公表状況を、スコー

プ 1 と 2 について表 34 に、スコープ 3 について表 35 に示す。 
ｱ) GHG 排出量の算定は、海外企業は GHG プロトコル、国内企業はサプラ

イチェーンガイドラインが基本となっている。 
ｲ) スコープ 1、2 については、各社でインベントリを作成した積み上げ方式

による Tier3 相当の算定がなされており、精度は確保されていると考えら

れる。 
ｳ) 各社のサステナビリティレポート等における GHG 排出量の公表値は、企

業計の値が基本となっている。 
ｴ) スコープ 1、2 についてのサイト別、鉱種別、工程別等の公表は、一部の

企業のみであり、且つ内容的にも限定的である。 
ｵ) スコープ 3 については、企業計としての算定・公表のみである。カテゴ

リ抽出は社によってマチマチである。 
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表 34 各社のスコープ 1，2 の算定・公表状況 

 

 
表 35 各社のスコープ 3 の算定・公表状況 

 

 
2) スコープ 1、2 の算定・公表状況 

(ⅰ) サイト別排出量の算定・公表例 

サイト別の算定・公表については、実施している社によって詳細レベルに
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差があるが、いずれもスコープ 1、2 についてである。スコープ 3 に関する公

表は見られない。 
Codelco においては、サイト別のスコープ 1+2 の排出量についてのみの公

表である（図 14）。 
 

 
出典：Codelco サステナビリティレポート 2020 

図 14 Codelco の例（サイト別） 

 
BHP は、鉱種別且つサイト別のスコープ 1、2 の排出量について、算定・

公表を行っている（表 36）。 
 

表 36 BHP の例（鉱種・サイト別） 

 
出典：BHP サステナビリティレポート 2021 
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Freeport においては、鉱山及び製錬所別のスコープ 1、2 の排出量を算定・

公表している（表 37：スコープ 1 に関する表のみを掲載。スコープ 2 につい

ても同様の算定・公表あり。）。 
日本の企業については、事業種類別の算定・公表はあるもののサイト別の

算定・公表は見当たらない。 
 

表 37 Freeport の例（鉱山・製錬所別） 

 
出典：Freeport 2020 Annual Report on Sustainability 

 
(ⅱ) 鉱種別の算定・公表状況 

鉱種別の算定・公表を行っている企業があるが、各社の定義には注意が必

要である。例えば、同じ銅であっても、「銅地金」、「Cu-e（銅地金換算）」、

「銅事業グループ計」がある。Cu-e は、銅以外の鉱種について経済価値によ

り銅に換算した数量とし、全排出量をトータル換算数量で割った換算数値で

ある。 
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算定・公表については、いずれもスコープ 1、2 についてのみであり、スコ

ープ 3 を対象にした例は見当たらない。 
日本企業においては、銅地金の製錬事業所における排出量を算定・公表す

る例が見られるが、鉱種別の算定・公表は見られない。 
以下の図表に、Antofagata（銅地金）、Freeport（銅地金）、Codelco（Cu-

e）、Rio Tinto（Cu-e 及びプロダクトグループ別）の例を示す。 
 

表 38 Antofagasta の例（銅地金） 

 

出典：Antofagasta サステナビリティレポート 2015 

 

 
出典：Freeport 2020 Annual Report on Sustainability 

図 15 Freeport の例（銅地金） 
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出典：Codelco サステナビリティレポート 2020 

図 16 Codelco の例（Cu-e） 

 
表 39 Rio Tinto の例（Cu-e 及びプロダクトグループ別） 

 
出典：Rio Tinto サステナビリティレポート 2020 

 

(ⅲ) 工程別の算定・公表 

詳細な工程別の算定・公表を行っている会社は見当たらない。Boliden 社

（表 40）と Freeport 社（表 37）においては、鉱山と製錬を分けたスコープ

1、2 のデータを公表している。 
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表 40 Boliden の例（鉱山と製錬別） 

 
出典：Boliden サステナビリティインデックス 2020 

 

(ⅳ) 発生源内訳の算定・公表状況 

排出の発生源内訳の算定・公表は、社により内訳の方法が異なるが、各社

の主要内訳を算定・公表している。算定範囲はスコープ 1、2 であり、スコー

プ 3 についての算定・公表は見当たらない。 
以下の図表に、Boliden、BHP、JX 金属、三菱マテリアルの例を示す。 
 

 
出典：Boliden サステナビリティインデックス 2020 

図 17 Boliden 社の例（排出内訳） 
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出典：BHP サステナビリティレポート 2021 

図 18 BHP の例（排出内訳） 
 

 
出典：JX 金属サステナビリティレポート 2021 

図 19 JX 金属の例（排出内訳） 
 

表 41 三菱マテリアルの例（排出内訳） 

 

出典：三菱マテリアル ESG レポート 2021 
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3. その他 

1) データベース掲載状況 
IDEA（一般社団法人産業環境管理協会の LCA データベース。国立研究開発

法人産業技術総合研究所が著作権その他の権利を保有）における鉱種別の GHG
排出量に関するデータの掲載状況の調査を行なった。 
銅関連の掲載データは表 42 に示す通りである。探鉱に関するデータはない。

鉱石、精鉱については世界計及び国単位、粗銅については世界計の単位当たり

排出 CO2量を掲載している。 
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表 42 IDEA に掲載されている銅関連のデータ 

 
 出典：IDEA データベース 

 
ニッケル関係の掲載データは表 43 に示す通りである。探鉱に関するデータは

ない。鉱石、精鉱、ニッケルマット、金属ニッケルに関して、世界計及び国別

の単位当たり排出 CO2量を掲載している。 
 
 
 



 61  
 

表 43 IDEA に掲載されているニッケル関連のデータ 

 

 
2) LME パスポートにおける GHG 排出量の公表 

LME では、LME パスポートの導入を進めている。2021 年 8 月に Al で開始

され、他の鉱種については図 20 に示すスケジュールで導入が進められる。銅に

ついては CoA を必要としていないので、対象外となっている。 
 

 
出典：Discussion Paper LMEpassport, August 2020, LME 

図 20 LME パスポートの導入スケジュール 
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LME パスポートの導入は、従来の紙ベースの保証書 CoA（Certificate of 
Analysis）の電子化を図ると共に、透明性の向上を目的に、オプションとして、

サステナビリティ関連の情報の掲載（Value-add information）を可能とした。

気候変動は対象項目の一つに取り上げられており、GHG の排出量及びその削減

に関する情報の掲載を意図している（図 21）。 
サステナビリティ情報の掲載は、2021 年 10 月現在、下記の 9 社が行ってい

る。 
（情報掲載の 9 社） 
Anglo American, ANTOFAGASTA MINERALS, BOLIDEN, cba, Freeport-
McMoRan, RUSAL, Teck, THAISARCO, HUAYOU COBALT 
この内、GHG 排出に関する情報を掲載しているのは、ANTOFAGASTA 

MINERALS、BOLIDEN、RUSAL、Teck の 4 社のみである（表 44）。掲載さ

れている数値は、いずれもスコープ 1 と 2 である。社合計だけでなく、鉱山単

位で掲載している社もある。 
 

 

 
出典：LME ホームページ 

図 21 LME パスポートにおける ESG 情報の掲載 
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表 44 LME パスポートへの ESG 情報の掲載状況 
 

 

 

 
出典：LME ホームページ 

 
4. まとめ 

ｱ) 探鉱工程における文献は見つからない。 
ｲ) 鉱山、製錬所での GHG 排出量の算定は、各社一般的に以下に準拠して行わ

れている。       
 ・海外：GHG プロトコル      
 ・国内：サプライチェーンガイドライン（環境省、経済産業省） 
 

ｳ) スコープ 1 及び 2 については、各社共、インベントリを作成した積み上げ

方式による Tier3 の方法で算定されており、高い精度が確保できていると考

えられる。 
ｴ) スコープ 1 及び 2 については、サイト別、工程別、発生源別の算定は各企

業可能と推定されるが、サステナビリティレポート等における公表は限定

的である。 
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ｵ) サステナビリティレポート等における鉱種別の算定・公表は少ない。 
ｶ) 副産物や共製における配分については、配分方法の採用に関する統一され

たルールがない。鉱種毎の算定においては、配分ルールの統一化が必要で

あると考えられる。 
 

第三節 鉱種単位での GHG 排出量の算定・公表状況 
1. 地金のカーボンフットプリント 

1) カーボンフットプリントの算定・公表の動向 
企業組織としての GHG 排出量ではなく、地金等の製品単位でのカーボンフッ

トプリント（CFP）の算定・公表の動きがある。カーボンニュートラル（CN）

を背景に、需要家からの開示要請、低カーボン PR による商品の差別化、欧州バ

ッテリー規制案の様な法的な公表義務化等によるものである。 
Boliden 及び Norilsk においては、低カーボン地金のブランド形成を目的に、

各種地金の CFP 算定・公表が開始されている。 
（対象鉱種） 
・Boliden：銅、ニッケルマット、亜鉛、鉛 
・Norilsk：ニッケル、銅、コバルト、パラジウム、白金、ロジウム、金、銀 
両社の算定方法を表 45 に示す。図 22 は、Boliden の算定におけるシステム

境界を示す。両社共、Cradle-to-gate（採鉱～地金出荷）での算定を採用してい

る。表 46 は Boliden における CFP の算定例である。自社の各鉱山、リサイク

ル、外部購入の原料別に、また、地金の製造工場別に、銅地金の CFP を算定

し、それぞれのカーボン排出量の位置づけを示している。 
 

表 45 Boliden、Norilsk における CFP の算定方法 

 
出典：Carbon footprint of Boliden Main Metals 及び Norilsk ホームページより NSRI 作成 
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出典：Carbon footprint of Boliden Main Metals 

図 22 Boliden の CFP 算定におけるシステム境界 
 

表 46 Boliden の CFP 算定例 

 
出典：Carbon footprint of Boliden Main Metals 

 

2) CFP の算定に係る ISO 及び GHG プロトコル 
CFP の算定・公表については、LCA シリーズの ISO14040、14044、

ISO/TR14047 に基づき ISO14067 が規定しており、GHG プロトコルの

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard（製品標準）と対応し

ている（図 23）。 
また、第三者検証については、組織やプロジェクトと同様に CFP についても

ISO14064-3 に規定されている。 
 

自
社
鉱
山
別

リサイクル

外部購入
原料
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図 23 CFPの算定と第三者検証に係る ISO及び GHGプロトコル 

出典：「メタネーション GHG アカウンティング国際標準化ルールの視点からみた留意点」（2021.6.28

日本エネルギー経済研究所）資料の図を引用し NSRI 作成 

 

2. 金属協会による CFP 算定・公表の取組状況 

国際銅協会及びニッケル協会においては、参加企業から操業一次データを収集

しインベントリを作成し積み上げ方式による GHG 排出量の算定を行い、CFP の

公表を行っている。但し、公表は守秘の観点から、世界全平均の値のみである。

算定方法は表 47 に示す通り、どちらも Cradle-to-gate の算定である。スコープ 3
については、カテゴリ 1（購入品）、カテゴリ 4（上流の輸送）、カテゴリ 5（廃棄

物）を算入している（抽出カテゴリは公表数値からの推定）。また、国際銅協会に

おいては配分ルールを定めており（表 48）、リサイクルも含めた算定を行ってい

る。 
国際銅協会の算定例を、表 49、図 24 に示す。また、ニッケル協会の算定例を

図 25 に示す。 
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表 47 国際銅協会・ニッケル協会における CFP 算定 

 
出典：ICA Copper Environmental Profile 及び Life cycle data Nickel Institute より NSRI 作成 

 

表 48 国際銅協会による配分ルール 

 
出典：ICA Copper Environmental Profile 

 
表 49 銅精鉱と銅地金の GHG 排出量（2013 年） 

 
出典：ICA Copper Environmental Profile 
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出典：ICA Copper Environmental Profile 

図 24 銅地金の GHG 排出量他の発生内訳 

 

 
出典：Nickel Institute Nickel metal LIFE CYCLE DATA 

図 25 ニッケル協会による Ni 地金の GHG 排出量算定例（2018-2019 年） 
 

3. まとめ 

① 金属単位でのカーボンフットプリント（CFP）の公表を一部の企業が開始

した（Boliden 社、Norilsk 社）。CFP の開示については、CN を背景とし

た需要家からの開示要請、欧州バッテリー規制案等による公表の義務化、

低炭素材であることによる商品の差別化等を背景に、今後公表ニーズが強

まると考えられる。 
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② CFP の算定においては、算定方法の統一化に向けた取組が必要である。 
ｱ) 他金属等との配分ルール     
ｲ) 算定範囲（Cradle-to-gate で良いのか、スコープ 3 の算入をどうする

のか） 
ｳ) 外部購入精鉱やリサイクル原料の CFP の把握方法 等 

 
表 50 各社の CFP 算定・公表への取組状況 

 

 
第四節 本章のまとめと提言 

1. 本章の全体まとめ 

(1) GHG 排出量の算定方法等について 

① 鉱山、製錬所での GHG 排出量の算定は、各社一般的に以下に準拠して行わ

れている。    
     ・海外：GHG プロトコル      

      ・国内：サプライチェーンガイドライン（環境省、経済産業省）      
② スコープ 1 及び 2 については、各社共、インベントリを作成した積み上げ

方式による Tier3 の方法で算定されており、高い精度が確保できていると考

えられる。 
③ スコープ 1 及び 2 については、サイト別、工程別、発生源別の算定は各企

業において可能と推定されるが、サステナビリティレポート等における公

表は限定的である。 
④ 現在、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討

会」（経済産業省と環境省）が開催され、各種の見直しの中の一つとして、

国際的な算定方法・基準との比較やそれを踏まえた見直し検討が行われて

おり、注目が必要である。 
(2) 鉱種別の排出量の算定について 
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① サステナビリティレポート等における鉱種別の算定・公表は少ない。 
② 副産物や共製における配分については、配分方法の採用に関する具体的な

統一ルールがない。鉱種毎の算定において、配分ルールの統一化は今後の

課題である。 
③ 地金単位でのカーボンフットプリント（CFP）の公表を、一部の企業が開

始（Boliden 社、Norilsk 社）している。CFP の開示については、CN を背

景とした需要家からの開示要請、欧州バッテリー規制案等による公表の義

務化、低炭素材であることによる商品の差別化等を背景に、今後ニーズが

強まると考えられる。 
④ CFP の算定においては、算定方法の統一化に向けた取組が必要である。 

 ・他鉱種等との配分ルール     
 ・算定範囲（Cradle-to-gate で良いか、スコープ 3 の算入範囲） 
 ・外部購入精鉱やリサイクル原料の CFP の把握方法 等  

(3) スコープ 3の算定について 

① サステナビリティレポート等におけるスコープ 3 の算定・公表は企業総計

のみに止まっている。カテゴリ抽出、カテゴリの定義、算定方法・算定要

領等が各社異なっている。スコープ 3 に関する公表自身を行っていない会

社もある。 
② スコープ 3 については、自社以外の情報が必要となることから、まだ適用

が難しい状況である。 
③ リサイクルについては、CO2削減の観点から推進されているが、リサイク

ル業者における排出量の情報を得にくいこと、リサイクルにおける排出量

の算入について他業種との取り合いについて議論が必要である等の課題が

あり、適用はまだ難しい。 
 

2. 本章関連における提言 

① 副産物等の配分ルール、リサイクル原料の CFP、スコープ 3 の算定方法等

について、関係協会等を交えた、業界で統一されたルールの検討及び体制

の構築が必要である。また、異業種では CFP 公表は既に開始されている。

CFP を推進している一般社団法人サステナブル経営推進機構の「エコリー

フ環境ラベルプログラム」と共同して進めるのも一案と考えられる。 
 
② CN 推進支援等における GHG 排出量評価については、 

a)鉱種単独でなく全鉱種込みでの評価の場合（鉱山、工場、設備等を対象と

する場合）：  
   ｱ)スコープ 1、2 に関する算定は基本的に可能と考えられる。 
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   ｲ)投資効果については、スコープ 1、2 における直接的な効果以外に、ス

コープ 3 における間接的な効果（例えば、新設備のロケーションによ

る輸送や材料購入への改善効果等）が発生する可能性がある。   

スコープ 3 に関する算定・評価ルール（対象とすべきカテゴリ、算定

方法等）についての検討が必要である。  
  b)鉱種単位を対象とする場合： 

算定方法の統一化に向けた取組が必要である。 
   ｱ)他鉱種等との配分ルール 
   ｲ)算定範囲（Cradle-to-gate で良いのか、スコープ 3 の算入範囲） 
   ｳ)外部購入精鉱やリサイクル原料の CFP の把握方法 等  

   
③ カーボン効果に対する経済的な評価が必要であると考えられる。評価方法

に関する検討が必要である。 
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第二章 LCA を考慮した GHG 排出量の現状調査 
第一節 各企業における LCA を考慮した GHG 排出量の算定方法と課題 

1. 個別企業の LCA／海外メジャー 
 Anglo American 

Anglo American 社は、"SCOPE 3 EMISSIONS CALCULATION 
METHODOLOGY REPORT" に Scope3 についての計算手法を詳細に公開し

ている。 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

対象品種は、原料炭、燃料炭、鉄鉱石、ニッケル、銅、プラチナ系金属、

ダイアモンド、マンガン等で、期間：2018 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31
日の 1 年間である。 

 評価手法 
評価手法は、GHG プロトコル、及び GHG プロトコル技術ガイダンス（ス

コープ 3 ガイダンス）による。排出係数として、当該企業の実績値ではな

く、BEIS(*1) UK（工業的平均値）等を多く使用している。 
Scope3 の各カテゴリについての算定方法を表 51 に整理した。 
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表 51  Anglo American の Scope3 の GHG 排出量の算定 

  

数値
(MtCO2e)

比率

Category1
購入した製
品・サービス

原材料の調達、パッ
ケージングの外部委
託、消耗品の調達

・製品の購入に伴うGHGは、各操業の
GHGと工業的に平均的なGHG
・サービスに伴うGHGは、供給側の
Scope1,Scope2のGHG

1.76 0.8%

Category2 資本財

報告年度に建設・設置
された施設・設備の建
設・製造に伴う排出量

・統合年間報告書に基づきプラント、
所有物、装置に消費されたGHGと工業
的に平均的なGHG

0.75 0.3%

Category3

Scope1,2 に含
まれない燃料
及びエネル
ギー関連活動

報告年度に自社が使用
した電気・熱の製造過
程での燃料調達等に伴
う排出量

・各燃料の量にwell-to-tankの単位
GHGを掛け算
・電気の発電と送配電のための排出
は、送配電ロス、well-to-tankの排出
にBEIS UKの排出係数を採用

2.19 1.0%

Category4
輸送、配送
（上流）

報告年度に自社から委
託した流通に伴う排出
量

・各輸送モード（トラック、鉄道、船
舶）ごとに工業的に平均的な輸送距離
に基づくGHGに輸送量を掛け算 0.45 0.2%

Category5
事業活動から
出る廃棄物

報告年度に自社の事業
活動から発生する廃棄
物（有価のものは除
く）の自社以外での輸
送

・廃棄物ごとの発生量は自社データ
・排出係数はBEIS UKのデータ（工業
的に平均的な値）
・発生場所から処理場所までの距離
は、各操業場所の平均値
・輸送の排出係数は、廃棄物の取り扱
いと処理の排出分が加味され平均的な
輸送距離を乗じて算出

0.02 0.0%

Category6 出張

報告年度に自社が常時
使用する従業員の出張
等、業務における従業
員の移動の際に使用す
る交通機関における燃
料・電力消費に伴う排
出量

・AngloAmercanの旅行サービス提供
者が持っている航空機での平均的な移
動距離、宿泊、自動車レンタルのデー
タ（排出係数含む。）を使用
・航空機の排出係数は、国内移動、短
距離・長距離移動の燃焼、well-to-
tankのBEIS UKの値を使用（工業的に
平均的な値）

0.01 0.0%

Category7 雇用者の通勤

報告年度に自社が常時
使用する従業員の工
場・事業所への通勤時
に使用する交通機関に
おける燃料・電力消費
に伴う排出量

・各乗り物での工業的に平均的な排出
係数（BEIS UK）に移動回数を乗じた
もの

0.03 0.0%

Category8
リース資産
（上流）

報告年度に自社が賃借
しているリース資産の
操業に伴う排出量

・操業管理しているリース資産が無
い。

N/A N/A

データ(2018年)

Category
報告年度に算定対象と

する排出量
AngloAmericanのScope3のGHG算出

方法
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数値
(MtCO2e)

比率

Category9
輸送、配送
（下流）

報告年度に製造・販売
した製品・サービス等
の流通に伴う排出量

・採鉱、選鉱、製錬の拠点から顧客へ
直接、輸送元の港湾、物流ハブ、プロ
セッシング拠点への最初の輸送のGHG
を計算。輸送距離、輸送モードは社員
による。
・各輸送モードの工業的に平均的な排
出係数と距離を考慮して算出する。
・海上輸送となる第２の排出は、
RightShip社（豪州に拠点を置く船舶
格付会社）のデータによる。Well-to-
propellerの排出データを有している。

4.31 1.9%

・鉄鉱石については、焼結、ペレット
製造の排出係数、高炉の排出係数を使
用。塊鉱石は前処理の排出係数は無
い。粗鋼生産のGHG計算には顧客の転
炉の推定効率を使用
・原料炭のGHGは、Category11で考
慮しているが、コークス製造のGHGは
カウントしている。
・一般炭の粉砕のGHGは、原単位に量
を乗じて求める。
・銅のGHGは、選鉱、採鉱、製錬、陽
極電解、陰極電解、圧延の各工程の
GHGから求める。
・ダブルカウント防止のため下流での
GHG計算では上流のGHGが差し引か
れる。

83.88 37.2%

内、粗鋼生産分 81.97 36.3%

データ(2018年)

Category
報告年度に算定対象と

する排出量
AngloAmericanのScope3のGHG算出

方法

販売した製品
の加工

Category10

報告年度に製造・販売
した製品・サービス等
の加工に伴う排出量
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数値
(MtCO2e)

比率

・世界平均の粗鋼生産のデータを使用
・鋳造、圧延等の二次プロセッシング
の排出係数（WSP Parsons
Brinckerhoff）のうち鉄鉱石への配分
を使用
・自動車産業の１台当たりの排出係数
に１台当たりの平均的な鋼材使用量
（worldsteel）に乗じ鉄鉱石への配分
をして求めた。自動車と機械装置使用
によるものを含んでいる。
・建設でのGHGは、鋼材生産量に鉄
ベースの建造物の排出係数を乗じて求
めた。
・残りの鉄鉱石由来の鋼材のGHGは、
工業的に平均的なステンレス鋼生産量
（Thyssen-Krupp）にステンレス鋼の
鉄含有比率を考慮して求めた。ステン
レス鋼の排出係数は、Ampofo-Anti,
Dumani, & Van Wyk, International
Stainless Steel Forumによっている。
・原料炭のGHGは、単位銑鉄量あたり
にカウントしている。
・発電用の一般炭の排出係数は、BEIS
UKの値を使用

128.47 56.9%

内、原料炭分 49.71 22.0%

内、一般炭分 57.85 25.6%

データ(2018年)

Category
報告年度に算定対象と

する排出量
AngloAmericanのScope3のGHG算出

方法

販売した製品
の使用

報告年度に製造・販売
した製品・サービス等
の使用に伴う排出量

Category11
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出典：環境省, サプライチェーン排出量算定の考え方と Anglo American, SCOPE 3 EMISSIONS 

CALCULATION METHODOLOGY REPORT から NSRI 作成 

 
 
 

数値
(MtCO2e)

比率

Category12
販売した製品
の廃棄

報告年度に製造・販売
した製品・サービス等
の処理に伴う排出量

・一般炭、原料炭の概算は、燃焼後の
灰の量から求める。BEIS UKの埋立の
排出係数に使用される。
・鉄鉱石、ニッケル、銅、PGMについ
ては、UNEP , Henckens, Driessen, &
Worrell, Johnson Mattheyの平均的な
リサイクル率が適用される。
・BEIS UKのスクラップのクローズド
ループの排出係数は、リサイクル率に
基づいて適用される。リサイクルされ
ないスクラップの排出係数は、BEIS
UKの埋立の排出係数が適用される。
リサイクルされないスクラップの輸
送、分別のGHG、リサイクルされるス
クラップのクローズドループのGHGが
含まれる。

0.93 0.4%

Category13
リース資産
（下流）

報告年度に自社が賃貸
事業者として所有し、
他者に賃貸している
リース資産の運用に伴
う排出量

・対象の試算無し

N/A N/A

Category14
フランチャイ
ズ

報告年度に報告事業者
がフランチャイズ主宰
者である場合、フラン
チャイズ加盟者（フラ
ンチャイズ契約を締結
している事業者）にお
けるScope1,2 の排出量

・第三者からDeBeers and
Forevermark社（宝石メーカー）の排
出の報告を受けている。今後は透明性
が必要

0.01 0.0%

Category15 投資

報告年度に投資（株式
投資、債券投資、プロ
ジェクトファイナンス
など）の運用に伴う排
出量

・報告されているScope1、Scope2の
排出量に投資比率を乗じて求める。

2.92 1.3%

225.73 100.0%

データ(2018年)

Category
報告年度に算定対象と

する排出量
AngloAmericanのScope3のGHG算出

方法
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 結果の特記 

Scope 3 排出量の評価結果を表 52 に示す。 
 

表 52  Anglo American : 2018 Scope 1, Scope 2 and Scope 3 Results Summary 

 

出典：Anglo American: "SCOPE 3 EMISSIONS CALCULATION METHODOLOGY REPORT" , April 

2020 

 

カテゴリ 8（リース資産（上流））及びカテゴリ 13（リース資産（下流））

の 2 カテゴリについては該当項目がないためデータは示されていない。これ

以外の 13 カテゴリについて GHG 排出量を算出している。 
グループ全体の排出量は公表されているが、個別セクターのニッケル・銅

に絞ったデータは明らかではない。 
LCA において、GHG 排出量に占める量割合が、Scope1(4.0%)、

Scope2(2.7%)、であるのに対し、Scope3 が 93.4％と圧倒的に高い 
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 Antofagasta 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

Scope1,2 のみ公表されていて、Scope3 は公表されていない。 
 

 BHP 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

対象品種は、原料炭、燃料炭、鉄鉱石、銅製品等、評価期間は、2019FY, 
2020FY, 2021FY である。 

 評価手法 

評価手法は、GHG プロトコル、及び GHG プロトコル技術ガイダンス

（Scope 3 ガイダンス）による。 
 改善点等 

下記の改善点が報告されている。 
 カテゴリ 1: 間接的賦課費用で実体のないものを除外 
 カテゴリ 3: 石油事業に使用された天然ガスは Scope1 となるよう修正 
 カテゴリ 6: 出張に伴う排出：トラベルサービス会社の実績排出値を使

用 
 カテゴリ 9: 製品輸送船舶の排出：実際に使用された船舶のタイプ毎の

数値を使用 
 カテゴリ 10: ２重カウントの問題を修正（Ex.鉄鉱石の製錬と原料炭、

etc） 
 結果の特記 

Scope 1、 Scope 2 及び Scope 3 排出量の評価結果を図 26、表 53 に示

す。 

 
出典：BHP ホームページ “ESG Standards and Databook 2021” 

図 26 BHP ホームページ : Scope 1 & 2 emissions 
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表 53  BHP : Scope 3 emissions by category 

 

出典：BHP ホームページ : “Scope1,2 and 3 GHG emissions calculation methodology 2021”September 

2021 

 
データのないカテゴリは、カテゴリ 2,5,8,12,13,14 で、事業に関係のない

等の理由による。また、販売した鉄鉱石の製錬、原料炭、銅地金とワイヤに

ついては、セクター毎の排出量を開示している。 
 

 Codelco 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

Scope1,2 のみ公表されていて、Scope3 については公表されていない。

Scope1,2 の算定結果を表 54 に示す。 
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表 54 Codelco :  Scope 1 & 2 emissions 

 

出典：Codelco :  "2015 SUSTAINABILITY REPORT" 

 
 Freeport 

 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

評価期間は 2020FY である。 
 評価手法 

評価手法は、WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol と表記している。即

ち GHG Protocol ということである。 
 結果の特記 

2020FY の Scope1,2 及び Scope 3 についての算定結果の修正版が公表され

ており、この抜粋を表 55 及び表 56 示す。 
その結果によれば、上流側カテゴリ 1,3,6、下流側カテゴリ 9,10 のデータが

示された。カテゴリ 4 は確認中。これ以外の上流側カテゴリ 2,5,7,8、下流側

カテゴリ 11,12,13,14,15 は値が微小かデータなし(N/A : not available)として

いる。 
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表 55  Freeport : Global GHG Emissions (Scope 1,2 and 3) 

 
出典：Freeport-McMoRan Inc   "2020 Climate Report" 

 
表 56  Freeport : Global Scope 3 Emissions 

 
 

出典：Freeport-McMoRan Inc   "2020 Climate Report" 
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 Glencore 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

評価期間は、2019FY である。 
 評価手法 

評価手法は、WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol と表記している。即

ち GHG Protocol ということである。 
 結果の特記 

Scope 3 の評価結果を表 57 に示す。 
上流（カテゴリ 1～8)では、カテゴリ 1,3,4 で実質的な量的規模がある。カ

テゴリ 2,5,6,7,8 は微小量もしくは評価対象外として除外されている。カテゴ

リ 7,8 は評価対象外となっている。 
下流（カテゴリ 9～15)では、カテゴリ 9,10,15 で実質的な量的規模があ

る。カテゴリ 11 は、量が極めて大である（Scope3 全体の 95%)。カテゴリ

12,13,14 は微小量もしくは評価対象外として除外されている。 
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表 57 Glencore : Scope 3 の計算方法 

 

出典：Glencore 2021-Climate-Change-Report 
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 Rio Tinto 
 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

評価期間は、2010FY 及び 2016～2020FY となっている。 
 評価手法 

評価手法は、WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol と表記している。即

ち GHG Protocol ということである。 
 結果の特記 

評価結果を表 58 及び表 59 に示す。 
上流（カテゴリ 1～8)では、カテゴリ 1,3,4 には実質的な量的規模がある。

カテゴリ 2,6,7 は微小量ながら算出して表示されている。カテゴリ 5,8 は評価

対象外としている。 
下流（カテゴリ 9～15)では、カテゴリ 9 は実質的な量的規模がある。カテ

ゴリ 10 は量が極めて大で、Scope3 全体の 97%を占めている。カテゴリ 11 は

評価されているが値 0 となっている。カテゴリ 12,13,14,15 は微小量もしくは

評価対象外として除外されている。 
 

表 58  Rio Tinto : Scope 1&2 emissions 

 
出典：Rio Tinto,  "Sustainability Fact Book 2020" 
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表 59  Rio Tinto : Scope 3 emissions 

 

出典：Rio Tinto,  "Sustainability Fact Book 2020" 

 
 

 個別企業の LCA／国内企業 
 

 住友金属鉱山 

 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

2020FY の評価結果が公表されている。 
 評価手法 

国内、海外共に「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく排出係数

を用いて算定している。 
 結果の特記 

Scope 3 については、国内輸送に関わる GHG 排出量のみ、すなわちカテゴ

リ 9 のみを 25 千 t-CO2e であったと公表している。図 27 に Scope 1、及び 2
の排出量評価結果を示す。 
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出典：住友金属鉱山,  サステナビリティデータ 

図 27  住友金属鉱山 : Scope 1&2 emissions 
 

 三菱マテリアル 

 スコープ 3排出量評価の対象・期間等 

評価は本体、及びグループ会社として、「エネルギーの使用の合理化等に関

する法律」上の特定荷主にあたる 5 社を対象としている。この対象範囲で、

全グループの排出量の 90%以上を占めている。 
対象事業は、セメント、金属（銅等）、高機能製品（半導体等 ）等であ

る。評価期間は、2020FY である。 
 評価手法 

評価手法は、環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排

出量算定に関する基本ガイドライン（ver.2.3）」を参考とした。また、排出原

単位として、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定の

ための排出原単位データベース（Ver3.1)」等を参照している。 
 結果の特記 

表 60 に Scope 1 及び 2 の排出量、表 61 に Scope 3 の排出量を示す。 
データのないカテゴリは下記である： 
 カテゴリ 8, 13,14,15   ：リース資産（上下流）、フランチャイズ、投
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資などで、算定対象外としているため。 
 カテゴリ 11（販売した製品の使用）：販売する製品は素材や部品で、

利用先は多岐に渡り、最終製品までたどるのは困難であるため、除外

している 
個別セクター（ニッケル・銅 etc）の排出量についての開示はされていな

い。 
 

表 60  三菱マテリアル：Scope 1&2 排出量, 2020FY 

 
出典：三菱マテリアル,   ESG レポート 2021 
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表 61 三菱マテリアル：Scope 3 排出量, 2020FY 

 
出典：三菱マテリアル,   ESG レポート 2021 

 
 JX 金属 

 スコープ 3排出量評価の対象・期間等 

評価期間は、2018FY～2020FY である。 
 評価手法 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく排出係数を用いて算定し

た。 
 結果の特記 

図 28 に Scope 1 及び 2 の排出量、図 29 に Scope 3 のうち唯一示されてい

るカテゴリ 9 （輸送、配送（下流））排出量を示す。 

対象 単体 グループ 計
カテゴリ1 購入した製品・サービ

ス
温室効果ガス排出量
以外の環境データ対
象組織と同じ

1,290 5,071 6,361

カテゴリ2 資本財 連結財務諸表と同じ 114 159 273
カテゴリ3 SCOPE1,2に含まれな

い燃料及びエネル
ギー関連活動

温室効果ガス排出対
象組織と同じ

505 274 779

カテゴリ4 輸送、配送（上流） 温室効果ガス排出量
以外の環境データ対
象組織と同じ

572 1,414 1,987

カテゴリ5 事業から出る廃棄物 温室効果ガス排出量
以外の環境データ対
象組織と同じ

1 19 20

カテゴリ6 出張 連結 0 3 3
カテゴリ7 雇用者の通勤 連結 2 8 10
カテゴリ8 リース資産（上流） - - - -
カテゴリ9 輸送、配送（下流） 温室効果ガス排出量

以外の環境データ対
象組織と同じ

120 295 415

カテゴリ10 販売した製品の加工 温室効果ガス排出量
以外の環境データ対
象組織と同じ

202 521 724

カテゴリ11 販売した製品の使用 - - - -
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 温室効果ガス排出量

以外の環境データ対
象組織と同じ

106 258 364

カテゴリ13 リース資産（下流） - - - -
カテゴリ14 フランチャイズ - - - -
カテゴリ15 投資 - - - -

項目



 89  
 

 
出典：JX 金属,  サステナビリティリポート 2021 

図 28  JX 金属 : Scope 3 emissions 
 

 
出典：JX 金属,  サステナビリティリポート 2021 

図 29  JX 金属 : Scope 3 emissions（カテゴリ 9 ：物流段階における CO2 排出量） 
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 Scope3 のカテゴリ抽出状況についての各社比較 
表 62 に各社の Scope3 のカテゴリ抽出状況を示す。各社まちまちではあるが、

全体的傾向として、海外メジャーが Codelco を除いて多数のカテゴリについて評

価をしているのに対し、日本企業は、幅広いカテゴリで評価しているのは三菱マ

テリアルのみで、住友金属鉱山、JX 金属はともにカテゴリ 9（輸送、配送（下

流））のみに留まっている。 
 

表 62  Scope3 データに関する各企業サステナビリティレポート等による開示状況 

 

 
 Scope3 のカテゴリ別算出方法／海外メジャーと国内企業の比較 

表 63 に Scope3 のカテゴリ 1,4,9 を例にとって Anglo American と三菱マテリ

アルとの手法を比較した。 
両社とも、活動量としては自社データ、GHG 排出量原単位は基本的には二次産

業平均値を使用して算出しており、ほぼ同等の手法によっている。 
特に、カテゴリ 9（輸送、配送（下流））では両社とも販売先までの第一行程の

みを対象に限定し、以降の最終消費者までの輸送は対象外としている。 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Anglo American ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○
Antofagas
BHP ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ○
Codelco ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Freeport ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Glencore ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ○
Rio Tinto ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕
住友金属鉱山 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
三菱マテリアル ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕
JX金属 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

（カテゴリの内容）

カテゴリ1：購入した製品・サービス、カテゴリ2：資本財、カテゴリ3：Scope1,2に含まれない燃料及びエ
ネルギー関連活動、カテゴリ4：輸送、配送（上流）、カテゴリ5：事業から出る廃棄物、カテゴリ6：出
張、カテゴリ7：雇用者の通勤、カテゴリ8：リース資産（上流）

カテゴリ9：輸送、配送（下流）、カテゴリ10：販売した製品の加工、カテゴリ11：販売した製品の使用、
カテゴリ12：販売した製品の廃棄、カテゴリ13：リース資産（下流）、カテゴリ14：フランチャイズ、カテゴ
リ15：投資

企業名
Scope 3のカテゴリ抽出状況

Scope1,2のみ公表。Scope3の公表なし。
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表 63  Scope3 のカテゴリ別算出方法／海外メジャーと国内企業の比較 

 
出典 

*1：Anglo American: "SCOPE 3 EMISSIONS CALCULATION METHODOLOGY REPORT" , April 

2020 

*2：三菱マテリアルが準拠した「 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための 

排出原単位について（Ver.3.1） 」より引用 

 
 ＜参考＞Scope3 の各カテゴリの特徴分析 

Scope3 の各カテゴリの排出量について、表 64 に実績値を、また表 65 に、

Scope1 及び Scope2 の合計値を基準として、Scope3 の各カテゴリの値を%表示し

たものを示す。 
表 65 から下記の特徴を認めることができる。 
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表 64  Scope3 各企業のカテゴリ別排出量／実績値 

 
 
 

表 65  Scope3 各企業のカテゴリ別排出量／相対値 

 

 
 

 上流：カテゴリ 1～8 
 実質的な量規模のあるもの 

カテゴリ 1（購入した製品・サービス）、カテゴリ 3（SCOPE1,2 に含まれない燃料及

びエネルギー関連活動）、及びカテゴリ 4（輸送、配送（上流））は実質的な量規模を

有している。 

Anglo
American

BHP Freeport Glencore Rio Tinto 住友金属
鉱山

三菱マテ
リアル

JX金属

2018 2021 2020 2019 2020 2020 2020 2020
MtCO2 MtCO2 MtCO2 MtCO2 MtCO2 KtCO2 KtCO2 KtCO2

9.55 10.0 4.2 18 17.1
6.42 6.2 2.9 11 9.5

15.97 16.2 7.1 29 26.6 2,760 10,653 1,345

1 1.76 8.9 0.32 0.79 6.6 N/A 6,361 N/A
2 0.75 N/A N/A N/A 0.1 N/A 273 N/A
3 2.19 1.1 0.23 0.85 2.8 N/A 779 N/A
4 0.45 3.8 N/A 1.28 5.1 N/A 1,987 N/A
5 0.02 N/A N/A N/A N/A N/A 20 N/A
6 0.01 0.1 0.002 N/A 0.14 N/A 3 N/A
7 0.03 0.2 N/A N/A N/A N/A 10 N/A
8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 4.31 3.8 0.34 1.28 3.0 25 415 47.6

10 83.88 305.5 0.84 11.26 501.7 N/A 724 N/A
11 128.47 76.4 N/A 325.7 0 N/A N/A N/A
12 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A 364 N/A
13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 0.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 2.92 2.5 N/A 2.24 N/A N/A N/A N/A

Scope3 Category

上流

下流

企業名

対象年
単位

Scope1
Scope2

計

：重要度小

：社によって扱いが異なるもの

：100%を超えるもの
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 社によって扱いが異なるもの 

カテゴリ 2（資本財）は、生産設備に対する設備投資の扱い等、定常的には発生し

ないが、発生した場合には規模としては無視できない。 
 重要度の小さいもの 

カテゴリ 5（事業から出る廃棄物）、カテゴリ 6（出張）、カテゴリ 7（雇用者の通勤）、

及びカテゴリ 8（リース資産（上流））は、いずれも Scope1,2 の合計値の 1%以下もし

くは当初から検討の対象外（"non available"）とされている。 
 

 下流：カテゴリ 9～15 
 実質的な量規模のあるもの 

カテゴリ 9（輸送、配送（下流））は実質的な量規模がある。またカテゴリ 15（投資）

は、投資先の GHG 排出に係る指標であり、企業運営の責任上無視できない。 
 非常に大きな数値で取扱の検討が必要なもの 

カテゴリ 10（販売した製品の加工）及びカテゴリ 11（販売した製品の使用）につい

ては、海外メジャーの場合、Scope1,2 の合計よりも大幅に大きくなっている。工業原

料を販売する場合は当然の事象であり、これらのカテゴリにおける GHG の排出を供

給元の責任とするには無理があると考えられる。カテゴリ 12（販売した製品の廃棄）と

含めて、LCA 上の位置づけに配慮が必要と考えられる。 
 社によって扱いが異なるもの 

カテゴリ 12（販売した製品の廃棄）及びカテゴリ 15（投資）は社によって扱いが異

なっている。カテゴリ 15（投資）は、投資先の GHG 排出に係る指標であり、企業運

営の責任上無視できない 
 重要度の小さいもの 

カテゴリ 13（リース資産（下流））及びカテゴリ 14（フランチャイズ）は、Scope1,2 の

合計値の 1%以下もしくは当初から検討の対象外（"non applicable"）とされている。 
 

 海外メジャーと国内企業の比較 

表 66 に GHG 排出量の算定方法における手法と範囲について、海外メジャーと国内

企業の比較を示す。 
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表 66  GHG 排出量の算定方法／海外メジャーと国内企業の比較 

 

 
 

 評価手法 

評価手法は、海外メジャーが GHG プロトコルに準拠しているのに対して、国

内企業は、環境省・経産省が提示した「サプライチェーンを通じた温室効果ガ

ス排出量算定に関する基本ガイドライン」に拠っている。環境省・経産省のガ

イドラインは基本的に GHG プロトコルとの整合性を備えているが、日本国内向

けに若干利便性を配慮した変更がなされている。よって小異はあるが、海外メ

ジャーと国内企業は基本的には、ほぼ同一の手法に拠っているとみられる。 
Scope 3 に使用される原単位についても、海外メジャー、国内企業とも工業的

平均値をベースとてして使用することは共通的である。 
 

 評価範囲（Scope 3） 
LCA の観点からは、Scope 3 の各カテゴリのカバー範囲の広さが問題とな

る。海外メジャーは、どの企業も Scope 3 の各カテゴリについて幅広く評価をし

ている。また、カテゴリ 10（販売した製品の加工）及びカテゴリ 11（販売した

海外メジャー 国内企業

・GHGプロトコルが主 ・環境省・経産省「サプライチェーンを
通じた温室効果ガス排出量算定に関
する基本ガイドライン」

Scope3

・GHGプロトコル技術ガイダンス
（スコープ3ガイダンス）が主
・原単位は工業的平均値

・環境省・経産省「サプライチェーンを
通じた組織の温室効果ガス排出等
の算定のための排出原単位データ
ベース」等

上流

・Category1～4：一定の量的規
模があり、各社カバーしている
・Category5～8：各社カバーして
いるものの、量的には微小（もし
くは"non-available"）

・国内企業ではScope3を公表してい
るのは三菱マテリアルのみ。
・三菱マテリアルの評価結果：海外メ
ジャーと同様

下流

・Category9,15：一定の量的規模
があり、カバーしている企業が多
い
・Category10,11：Scope1,2の合
計よりも大幅に大きくなってい
る。

・三菱マテリアルの評価結果：
・Category9,10：一定の量的規模
・Category11：カバーせず（対象が過
大で捕捉困難か？）

評価手法 基本手法

評価範囲 Scope3

（カテゴリの内容）

カテゴリ1：購入した製品・サービス、カテゴリ2：資本財、カテゴリ3：Scope1,2に含まれない燃料及びエ
ネルギー関連活動、カテゴリ4：輸送、配送（上流）、カテゴリ5：事業から出る廃棄物、カテゴリ6：出
張、カテゴリ7：雇用者の通勤、カテゴリ8：リース資産（上流）

カテゴリ9：輸送、配送（下流）、カテゴリ10：販売した製品の加工、カテゴリ11：販売した製品の使用、
カテゴリ12：販売した製品の廃棄、カテゴリ13：リース資産（下流）、カテゴリ14：フランチャイズ、カテゴ
リ15：投資
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製品の使用）については、GHG 排出量が Scope 1 及び Scope 2 の合計値より大

幅に大きくなる企業もあるが、それでも除外対象とせず評価をしている。 
これに対して、国内企業は Scope 3 をひととおり評価しているのは、三菱マテ

リアル１社にとどまっている。 
 

 鉄鋼の LCA を考慮した GHG 排出量算定方法の現状調査 
 

 個別企業の LCA 
 日本製鉄 

 Scope 3排出量評価の対象・期間等 

期間は 2017FY～2020FY である。 
 評価手法 

評価手法は環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出

量算定に関する基本ガイドライン」に準拠と推定される。また排出原単位は

「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出

原単位 データベース Ver3.1」（2021 年 3 月、環境省）に準拠している。 
 結果の特記 

表 67 に Scope 1 及び Scope 2 の GHG 排出量、表 68 に Scope 3 の排出量

を示す。 
上流に属するカテゴリ 1～8 では、カテゴリ 8（リース資産）を除いて算出

している。また下流に属するカテゴリ 9～15 では、カテゴリ 15（投資）のみ

算出している。 
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表 67  日本製鉄：Scope 1&2 排出量 

 

 
出典：日本製鉄ホームページ/サステナビリティ/気候変動への対応/日本製鉄の気候変動対応 

https://www.nipponsteel.com/csr/env/warming/overview.html 
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表 68  日本製鉄：Scope 3 排出量 

 

 

出典：日本製鉄ホームページ/サステナビリティ/気候変動への対応/日本製鉄の気候変動対応 

https://www.nipponsteel.com/csr/env/warming/overview.html 

 
 ArcelorMittal 

 スコープ 3排出量評価の対象・期間等 

評価期間は 2018FY～2020FY である。 
 結果の特記 

Scope 1,2 及び 3 の GHG 排出量を表 69に示す。Scope 3 については総量

のみ公表されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scope3
＜排出原単位の出典＞

「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位 データベースVer3.1」（2021年3月、環境省）

経済産業省・資源エネルギー庁「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表」

（2020年1月31日改訂）

＜集計範囲＞当社

*4 算定方法の変更に伴い、過年度数値を遡及して修正。

*5 鉄鉱石および原料炭：購入量×排出原単位コークス： 供給元における原料炭購入量×排出原単位＋コークス製造に要したエネルギー使用量×エネルギー

源別の排出原単位

酸素：酸素製造に要したエネルギー使用量×エネルギー源別の排出原単位



 98  
 

表 69  ArcelorMittal：Scope 1,2, 及び 3 排出量 

 

出典： ArculorMittal ,  Fact Book 2020 

 
 鉄鋼業界の LCI, LCA ／ LCI データコレクション 

日本鉄鋼連盟は会員鉄鋼製造企業の鉄鋼製品の環境負荷データ（LCI データ）

の定期的な収集と、その日本平均値の公開を実施している。 
 評価手法 

評価手法は ISO 20915（ JIS Q 20915 ）,  ISO 14040 および ISO 14044 規

格に準拠している。 
 参加会社（2018FY 分の調査） 

参加会社は 2018FY 時点で、愛知製鋼株式会社、株式会社伊藤製鐵所、大阪

製鐵株式会社、共英製鋼株式会社、合同製鐵株式会社、株式会社神戸製鋼所、

山陽特殊製鋼株式会社、JFE 条鋼株式会社、JFE スチール株式会社、清水鋼鐵

株式会社、大同特殊鋼株式会社、東京鋼鐵株式会社、東京鐵鋼株式会社、トピ

ー工業株式会社、日本製鉄株式会社で、これらの 15 社で粗鋼生産ベースで日本

鉄鋼生産の約 85%を占める。 
 対象品種 

対象品種は、熱延鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板、焼鈍鋼板、電気亜鉛メッキ鋼

板、溶融亜鉛メッキ鋼板、ティンフリー鋼板、ブリキ鋼板、塗装鋼板、厚板、

UO パイプ、電縫管、形鋼、棒鋼、線材、特殊鋼の鉄鋼 16 品種である。 
 システム境界 

図 30 に LCI データコレクションのシステム境界を示す。システム境界は原

料採掘から鉄鋼製品の出荷までとしている。またスクラップリサイクルもシス

テム境界に含めている。従って、製鉄所からの鉄鋼製品出荷以降の下流工程で

の最終製品(自動車など)の組立・製造、その製品の使用などは含めていない。 
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出典：日本鉄鋼連盟ホームページ 

ホーム  > 業界の取り組み  > 鉄鋼製品の LCA > 鉄鋼業界の取り組み: LCI データコレクション 

https://www.jisf.or.jp/business/lca/data/index.html 

図 30  日本鉄鋼連盟 : LCI データコレクションのシステム境界 
 

 データ処理ツール 

図 31 に LCI データコレクションのデータ処理ツールを示す。SoFi 及び

GaBi は LCA の解析に汎用的に使用されているソフトウェアである。 
 

 

出典：NSRI 作成資料 

図 31  日本鉄鋼連盟 : LCI データコレクションのデータ処理ツール 
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 GHG プロトコル/Scope3 との関連 
以上のような日本鉄鋼連盟による鉄鋼業界の LCA の、GHG プロトコル

/Scope3 におけるカバー範囲は、基本的には、上流に属するカテゴリ 1～8 であ

り、下流に属するカテゴリ 9～15 は含まれていないと考えられる。 
 

 鉄鋼 LCA の特徴的視点 
鉄鋼業の LCA には、特徴的な視点がある。スクラップリサイクルや高機能鋼材

に関するもので以下に示す。 
 スクラップリサイクル 

鉄鋼製品は他素材と比べて極めて高い回収率とリサイクル性を有しており，

その LCA における環境負荷軽減効果は非常に大きい。鉄鋼製品のリサイクル効

果の計算法については国際規格化および JIS 化されており，リサイクル効果を

含めた定量的なライフサイクルでの環境負荷のデータベースが世界的に公開さ

れている。図 32 に鉄鋼製造におけるスクラップリサイクルの評価の考え方を示

す。 
GHG プロトコルの観点からみたスクラップリサイクルの LCA 効果は下記カ

テゴリに現れるものと考えられる。 
 Scope 1 （直接排出）：製造時の省エネルギー効果による GHG 削減 
 Scope 3 カテゴリ 1 ：購入した製品・サービス 
 Scope 3 カテゴリ 4 ：輸送、配送（上流） 
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出典：日本鉄鋼連盟ホームページ 

ホーム  > 業界の取り組み  > 鉄鋼製品の LCA > 鉄鋼業界の取り組み: LCI データコレクション 

https://www.jisf.or.jp/business/lca/data/index.html#a10 

図 32  鉄鋼製造におけるスクラップリサイクルの評価 
 

 高機能鋼材 
高機能化した鋼材は、それを利用する製品が使用される際に、従来の鋼材を

利用する製品を使用する場合と比べて、省エネルギー効果をもたらす。自動車

用高強度鋼材による自動車の軽量化、あるいは高性能電磁鋼板によるモーター

の高性能化がその一例である 
また、高機能化した鋼材を用いることで鋼材使用量が減少し、従来の鋼材を

用いる場合と比較して製造エネルギーを減少するという製造段階における省エ

ネルギー効果もある。図 33 に高機能鋼材による省エネルギー効果の評価例を示

す。 
GHG プロトコルの観点からみた高機能鋼材使用の LCA 効果は Scope3 のカテ

ゴリ 11（販売した製品の使用）に現れるものと考えられる。 
 
 

A：天然資源採掘から鉄鋼製品出荷までのLCI（スクラップリサイクル効果を反映

しない）

B1：スクラップ投入に伴う負荷＝スクラップLCI×鉄鋼製品を1機能単位量（例え

ば1kg）製造するために投入されるスクラップの質量

B2：スクラップ回収に伴うクレジット＝－スクラップLCI×リサイクル率

A＋B1＋B2：スクラップリサイクル効果を反映した鉄鋼製品LCI
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出典：日本エネルギー経済研究所, 「 LCA 的視点からみた鉄鋼製品の社会における省エネルギー貢献に

係る調査」、IEEJ:2002 年 8 月 

図 33 高機能鋼材による省エネルギー効果の評価 
 

 鉄鋼 LCA  まとめ 
以上の鉄鋼の LCA の手法や特徴を以下にまとめる。 

 評価手法 
評価手法は環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量

算定に関する基本ガイドライン」、及び ISO 20915（ JIS Q 20915 ）、 ISO 
14040、ならびに ISO 14044 規格に準拠している 

 システム境界 
システム境界は、原料採掘から鉄鋼製品の出荷までとし、スクラップリサイ

クルもシステム境界に含む。従って GHG プロトコルにおける Scope 3 という観

点からは上流側（カテゴリ 1～8）は含むが下流側（カテゴリ 9～15）は含まな

い。 
 特徴的視点 

鉄鋼という素材産業においてスクラップリサイクルが、GHG 排出抑制の特長
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的手段であることを踏まえ、LCA 上の効果を積極的に評価している。これは主

として Scope1 （直接排出）における削減効果として評価される。 
また、高機能鋼材を需要家に提供することによって、需要家における GHG 排

出抑制に貢献していることを指摘している。現在の鉄鋼の LCA 手法では、需要

家における GHG 排出（すなわち Scope3 のカテゴリ 11（販売した製品の使

用））についてはシステム境界外と位置づけられていて、その総量を算出・評価

することはなされていない。代わって、高機能鋼材がもたらす GHG 排出への削

減効果を評価している。 
 
 銅・ニッケル産業と鉄鋼産業の LCA 比較 

表 70 に GHG 排出量の算定方法における手法と範囲について、銅・ニッケル産

業と鉄鋼産業の比較を示す 
 評価手法 

基本的な評価手法は、銅・ニッケル産業、鉄鋼産業ともに環境省・経産省

「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライ

ン」に準拠している。Scope 3 において使用される各種原単位も両者とも環境

省・経産省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のた

めの排出原単位データベース」等を利用して評価している。 
 

 評価範囲（Scope 3） 
LCA の観点から Scope 3 についての取り組みを比較する。鉄鋼業は基本的に

"Cradle to Gate"方式であり、上流側（カテゴリ 1～8）はカバーしているが、下

流側（カテゴリ 9～15）は対象外としている。ニッケル産業も公開しているのは

"Cradle to Gate"方式の評価で、鉄鋼業と同じである。 
銅業界は、地金製造と下流側の伸銅がそれぞれで GHG を評価し管理してい

る。地金製造側からみれば、伸銅が下流工程になるので、ある程度下流側の評

価も存在することになる。 
 上流側（カテゴリ 1～8） 

上流側は、銅・ニッケル産業、鉄鋼産業ともひととおりの評価を行ってお

り、その結果として、共通的に、 
 カテゴリ 1～4：一定の量的規模あり 
 カテゴリ 5～8：カバーしているものの、量的には微小 
という結果となっている。 

 下流側（カテゴリ 9～15） 
銅・ニッケル産業、鉄鋼産業ともに下流側（カテゴリ 9～15）における

GHG 排出量の絶対値を求めることはしていないが、鉄鋼業では高機能鋼材が
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もたらす効果を、カテゴリ 11 における GHG の変化（=改善）代として評価

している。同様に銅業界も、薄板化による軽量化や電動車普及による CO2削

減等を通じて下流側（カテゴリ 11）における GHG 削減への貢献を主張して

いる。これに対してニッケル業界は、地金だけでなくフェロニッケル、硫酸

ニッケルを通じて幅広い下流工程につながっているが、LCA の観点からの評

価や提言は、今のところ活発ではないようである。 
 

 
表 70  銅・ニッケル産業と鉄鋼産業の LCA 比較 

 
出典： 

(*1)銅地金業界：国際銅協会 ICA-EnvironmentalProfileHESD-201803-FINAL-LOWRES-1 

(*2)伸銅業界：経団連 低炭素社会実行計画 2020 年度フォローアップ結果 個別業種編 伸銅業界の低炭

素社会実行計画フェーズⅠ 

(*3)ニッケル協会：ライフサイクル・データ概要編、ライフサイクル・データ質疑応答編 
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第三章 非鉄製錬業界における国内外での認証事業の現状調査 
第一節 GHG 排出量算定等に係る第三者検証に関する規定等 

GHG 排出量算定等に対する第三者検証は、報告される情報及び削減目標に信頼性

を付加すること等を目的に、IPCC ガイドライン及び GHG プロトコルにおいて、要

求事項に位置づけられ、検証の要領や検証者の選定の概略について提示している。 
英国の NGO である AccountAbility は、1999 年にサステナビリティ情報に関する

説明責任を果たすための原則として、AA1000 フレームワーク基準を発行した。また

2003 年 3 月に、世界最初のサステナビリティ報告に関する保証基準として

AS1000AS を発行した。但し、サステナビリティ全体に関するものであり、GHG 排

出量に限定したものではない。 
ISO については、2006 年に ISO14064-3「温室効果ガスに関する主張の妥当性確

認及び検証のための仕様並びに手引き」を発行し、検証の方法及び検証機関の具備

すべき条件等を示している。また 2010 年には、検証機関の認定に係る規定として、

ISO14065「認定又は承認形式で使用される温室効果ガスの妥当性確認及び検証機関

に対する要求事項」の発行を行っている。 
IFAC（国際会計士連盟（1977 年設立））においては、2004 年に非財務情報を保証

する基準として ISAE3000 を発行した。非財務情報検証における、独立性や倫理性

を含む、保証業務の概念や業務プロセスにおける手続要件の全般を定めるものであ

る。GHG 報告の保証業務に限定した基準としては、2012 年に ISAE3410（温室効

果ガス排出量の保証業務に対する基準）を発行している。GHG 排出量の保証業務の

受託から完了に至るまでの業務プロセスにおける手続要件を定めている。ISO14064-
3 が必要要件を示すものに対して、ISAE3410 は必要要件に加え、ブレークダウンし

た手順や指針について、よりきめ細かく示している（図 34）。 
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図 34 ISO14064-3 と ISAE3410 の比較 
 

第二節 ISO による検証機関の認証制度 
1. 検証に係る ISO の規定と認定機関 

ISO においては、ISO14064-3 及び ISO14065 にて、検証方法及び検証機関に対

する要求事項が規定されている（図 35）。 
ISO14064-3 は「検証機関が検証を行う際の要求事項（力量、独立性、公平性

等）や手順を定めたもの」であり、ISO14065 は「妥当性確認又は検証を行う機関

に対する要求事項（力量、公平性、マネジメントシステム）」を規定するものであ

る。 
日本では、（財）日本適合性認定協会（JAB）が検証機関に対して、ISO14065

に基づく認定を実施している。 
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出典：温室効果ガス排出量の安定と検証について（ISO14064,14065 関連）平成 23 年 3 月環境省 

図 35 検証機関に係る ISO の規定 
 
基準認証に関しては、「国際相互承認協定（Multilateral Recognition 

Arrangement：MLA）」により国際間での「相互承認」制度が導入されている。

即ち、MLA により認定を受けた検証機関は国際的に同等の立場が保証され、この

検証機関による検証は国際的に認められるものとなる。 
MLA は国際認定フォーラム（International Accreditation Forum：IAF）にお

いて 1998 年に締結された。IAF の国際相互認証メンバーとして参加している国及

び登録されている各国の検証機関の例を図 36 に示す。各国の適合性認定協会がメ

ンバーとして登録されており、これらメンバーが ISO14065 に基づき、各国で検

証機関の審査を行っている。この認定を受けた検証機関は国際的に同等の立場を

有する。 
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出典：JAB ホームページ 

図 36 IAF 国際相互認証メンバーとして登録されている国 
 

2. 日本における ISO14065 の取得状況 

 現在、日本において JAB より ISO14065 の認定を受けているのは 7 の検証機

関である（表 71）。一方、認定を辞退し取消を行う企業も目立つ（表 71）。認定

の辞退・取消の理由は不明であるが、検証事業において ISO の取得は義務づけら

れていない一方で、4 年の更新審査、途中での 2 回のサーベイランスがあり、マン

パワーや費用の負担の点が考えられる。 
 

表 71 日本における ISO14065 の取得・取消状況 

 

【登録されている検証機関の例】米国（ANAB,AALA,IAS,IOAS）、欧州（EA）、英国（UKAS）、独 

（DAKKS）、仏（COFRAC）、日本（JAB,IAJapan,ISMS-AC）、中国（CNAS）、豪（JAS-ANZ）等 
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第三節 国内外の非鉄精錬企業において使用している検証機関 
1. 国内外の主要な非鉄精錬企業における状況 

殆どの国内外の主要な非鉄精錬企業が、サステナビリティレポート等による

GHG 排出量の公表にあたって、第三者検証を実施している。各企業が採用してい

る検証機関と、検証において準拠している基準等を表 72 に示す。 
検証において準拠している基準は、以下の状況である。 
 ・ISO は少なく、IFAC の ISAE3000＋ISAE3410 が多い。 
 ・AA1000AS、ISAE3000 単独も見られる。 
 

表 72 非鉄製錬企業の検証機関 

 
出典：各社公表資料より NSRI 作成 

 
企業計等の組織に係る GHG 排出量については、サステナビリティレポート等に
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より多くの企業において算定・公表がなされている。一方、鉱種単位での算定・

公表を行う企業はまだ少ないが、一部の企業においては CFP の算定・公表及びそ

のための第三者検証を開始している。Boliden と Norilsk の例を表 73 に示すが、

サステナビリティレポートと CFP で採用する第三者検証機関及び準拠する基準が

異なっている。企業計等の組織の GHG 排出量と金属毎の CFP では検証の要領が

異なる可能性が考えられ、第三者検証機関の CFP の検証に関する対応力につい

て、調査・確認が必要である。 
 

表 73 CFP に関する第三者検証の例 

 
 

2. 国内のその他の業種における状況 

国内のその他業種の企業がサステナビリティレポート等において採用している

検証機関と、検証において準拠している基準等を表 74 に示す。 
検証における準拠の状況は、次の通りである。 
 ｱ)ISO または ISAE に準拠している。 
 ｲ)AA1000AS を ISO に併用するケースも見られる（リコー、京セラ）。 
 ｳ)ISO を取得している検証機関においては、 
   ・KPMG あずさ：ISAE 
   ・KPMG あずさ以外：ISO 
  に準拠して、検証・保証を行っている。 
 ｴ)ISO を取得していない検証機関においては、 
  ・ISO による機関、ISAE による機関が分かれる。 
  ・ベリタスは、ISO、ISAE、AA1000AS を使い分けもしくは複合で対応し

ている。 
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表 74 非鉄製錬以外の業種の企業における検証機関 

 
出典：各社公表資料より NSRI 作成 

 
第四節 中国における検証機関について 

1. GHG 排出量の公表状況 

中国企業における GHG 排出量の公表状況について、BYD、CATL、China 
Minmetals、金川集団、江西銅業、宝武鋼鉄、Huawei、ZTE の 8 社を対象にサス

テナビリティレポート等により調査を行なった。 
8 社中、GHG 排出量の公表を実施しているのは、金川集団（表 75）、江西銅業

（表 76）、Huawei、ZTE の 4 社であった。公表値はスコープ 1 及び 2 が対象と

なっている。CATL においては、CO2排出量全体値の公表はないが、CO2削減状況
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の公表は行われている。 
 

表 75 金川集団の GHG 排出量公表例 

 
出典：金川集団アニュアルレポート 2017 

 

表 76 江西銅業の GHG 排出量公表例 

 
出典：江西銅業 ESG レポート 2019 

 

2. 中国における第三者検証状況と今後の見通し 

GHG 排出量を公表している 4 社において、GHG 排出量の第三者検証を実施し

ている社とそうでない社がある（表 77）。 
また、GHG 排出量を公表していない社では、年次報告書等の公表において、財

務事項を中心に国際的な検証機関を利用して第三者検証を実施している。 
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表 77 中国企業が活用している第三者検証機関 

 
出典：各社のサステナビリティレポート等より NSRI 作成 

 
グローバル企業において GHG 排出量の公表は必須要件である。また中国におい

ては、2021 年 7 月に排出権取引制度が発足した。従って、GHG 排出量に関する

第三者検証は今後、中国国内においても必須要件になるものと推定される。一

方、世界の国際的な検証機関（SGS、TUV、VERITAS、Ernst & Young、
Deloitte、KPMG 等）が、既に中国に進出済である。これらの機関により、中国

における第三者検証の対応は十分可能であると考えられる。 
 

第五節 本章のまとめと提言 
1. まとめ 

① サステナビリティレポート等における GHG 排出量の公表において、殆どの

企業が第三者検証を実施している。 
② 検証の準拠は、ISO14064-3 もしくは ISAE3410 が中心である。 
③ 国内の第三者検証機関で ISO14065 を取得しているのは、現在 7 社のみで

ある。取得後、辞退するケースも多くみられる。 
④ サステナビリティレポート等における「組織単位の排出量」に関する第三

者検証については広く実施されているが、「鉱種単位の排出量」の第三者検

証については、まだ少ない状況である。海外においては、Boliden 社及び

Norilsk 社が、CFP 公表において第三者検証を実施している。 
⑤ 中国については、GHG 排出量の公表及び第三者検証を実施している企業は

まだ少ないが、ESG を背景とする世界的な開示要求の強まり及び昨年実施
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された中国国内への ETS 導入を背景に、今後広まるものと考えられる。今

後の第三者検証への対応は、既に中国に進出している多くの世界的な検証

機関が対応していくものと考えられる。 
 

2. 提言 

① 今後は、金属単位での CFP が必要になってくると考えられることから、国

際機関や業界団体におけるルール策定の取組状況を把握するとともに、組

織単位と金属単位での第三者検証の難易性や煩雑性等の差、及び、第三者

検証機関の対応力については、検証機関への情報収集を行うことで整理が

できる。 
② 検証の準拠の選択（ISO14064-3 もしくは ISAE3410）については、検証機

関が主導しており、ISO、ISAE の選択上のメリット・デメリットの有無等

については、今後、検証機関への情報収集を行うことで整理ができる。 
③ 検証機関の ISO14065 離れについては、その理由について検証機関への情

報収集を行うことで整理ができる。 
④ ISO14065 を取得していない第三者検証機関の検証力量の証明のあり方や検

証力量の担保について、検証機関への情報収集を行うことで整理ができ

る。東京都の排出量取引制度である検証主任者（講習会＋試験による検定

を実施）と制度について参考になるかも知れないので、併せて情報収集を

してはどうか。 
⑤ 算定・公表の精度を向上させるためには、第三者検証だけでなく、算定者

側の力量の担保及び自律的なレベルアップ策も有効であると考えられる。

現在、GHG 排出量の算定及び管理に係る法的な資格は見当たらないが、こ

うした資格制度や配置義務の導入等があれば、GHG 排出量の算定及び管理

のレベルアップに有効ではないかと考えられる。 
（現状の資格制度） 

・直接的な資格：エネルギー・環境マネジャーキャリア段位制度 
（実践キャリアアップ戦略（平成 22 年に閣議決定された国家プロ

ジェクト）に基づく、人材育成と労働移動を目的にした制度。） 
・周辺的な資格：エネルギー管理士 
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第四章 脱炭素化に向けた対策（CN 対策）における支援制度の現状調査 

第一節 カーボンニュートラルを巡る世界の動向 
1. カーボンニュートラルに対する各国及び企業の取組動向 

2015 年 9 月の国連サミットにおける SDGs の採択以降、各国やグローバル企業

のサステナビリティに対する意識は、非常な高まりを見せている。特に脱炭素化

については、2015 年 12 月のパリ協定の採択後、国・企業共に世界的なカーボン

ニュートラル大競争の様相を呈している。 
各企業の事業活動において、サステナビリティは一つの大原則・大前提であ

り、Apple が 2030 年の CN 化を表明する等、早期の CN 化目標を表明する企業が

相次いでいる（図 37）。 
金融においては、ESG 投資（サステナブルファイナンス）の浸透・拡大が急速

に進んでいる（図 37）。 
国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）は、 
  ・2006 年：責任投資原則（PRI）。投資判断への ESG 課題の織り込み。 
  ・2015 年：ポジティブ・インパクト金融原則（PIF）。ESG 課題への積極

的な融資。 
  ・2019 年：責任銀行原則（PRB）。SDGs に基づく銀行活動の枠組み。  

を提唱している。 
また、金融安定理事会（FSB）では、G20 の要請を受け、TCFD（Task Force 

on Climate-related Financial Disclosure：気候関連財務情報開示タスクフォー

ス）が設立され、2017 年 6 月の最終報告の公表において、企業等に対し、気候変

動リスク及び取組に関して開示することを推奨している。IFRS においても、気候

変動を始めとするサステナビリティ報告のための基準設定について検討を行って

おり、2021 年 11 月には、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）を設置し

た。 
国家については、2021 年 1 月に米国がパリ協定復帰を宣言し、2021 年 4 月の

米国気候サミットにおいては、米国の削減目標の発表及び各国から削減目標の引

き上げが発表され（表 78）、削減目標の前倒し競争の状況である。各国におい

て、脱炭素化に向けた投資（表 79）や各種支援策、カーボンプライシングの導

入・拡大・強化の検討等、積極的な政策が展開されている。 
カーボンプライシングについては、CN 推進のインセンティブとして、各国にお

いて制度の導入や拡大・強化の傾向が見られる（表 80）。現在、世界全体で 64 の

国・地域でカーボンプライシングが導入されており（2021 年 4 月時点、世界銀行

による）、世界の GHG 排出量の約 2 割がカバーされている。中国においても、国

レベルの排出量取引制度（ETS）を 2021 年 7 月に開始している（省・市レベルの

ETS は 2013 年に導入されている）。EU においてはカーボンプライシングの拡大
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及び強化に積極的であり、EU-ETS における排出枠の厳格化が進んでおり、EU-
ETS の価格も上昇傾向にある（図 38）。 

 

 

出典：経済産業省「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済手法等のあり方に関する研究会

（第１回 2021 年 2 月 17 日）資料 

図 37 CN を巡る動向 
 

表 78 米国気候サミットで各国が公表した GHG 削減目標 

 
出典：JETRO 地域・分析レポート「気候サミットを振り返り新排出量削減目標を点検する」2021 年 6 月

9 日 
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表 79 各国のグリーン分野への投資計画 

 
出典：令和 2 年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書 2021）資源エネルギー庁 

 

表 80 世界におけるカーボンプライシングの導入状況 

 
出典：JETRO 地域・分析レポート「世界で導入が進むカーボンプライシング（前編）2021 年 9 月 10 日 
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出典：JETRO 地域・分析レポート「世界で導入が進むカーボンプライシング（前編）2021 年 9 月 10 日 

図 38 EU-ETSの取引価格の推移 

 
第二節 各国における CN に向けた政策と支援策 

1. EU 

1) 欧州グリーン・ディールおよびその関連政策動向 
欧州委員会は 2019 年 12 月に「欧州グリーン・ディール」を発表し、2050 年

までの CN 達成を宣言した。クリーンな循環型経済への移行を目指すこと、そ

のための必要となる投資や資金、移行に向けた取組のあり方等について示し

た。CN の実現に向けた「欧州気候法」の策定や、「クリーンな技術への投資促

進」「産業イノベーション支援」「環境と健康に配慮した安価なモビリティの促

進」「エネルギー部門の脱炭素化」「建物のエネルギー効率化」「グローバルな環

境標準の向上に向けた国際協力」等の必要性を指摘した。1 
これを受け 2021 年 6 月には、「欧州気候法」が成立し、2050 年の CN に加

え、従来の中間目標である 2030 年に対 1990 年 40％削減を大幅に強化した

55％削減の中間目標が法制化された。 
また、2021 年 7 月には、この推進のための政策パッケージ「Fit for 55」を発

表した（図 39）。再生可能エネルギー化、エネルギー効率向上、モビリティの

排出量削減、林業等による吸収量の拡大等の技術的な取組に加え、カーボンプ

ライシング及び投資支援政策を大きく取り上げている。 

 
1新型コロナ危機からの復興・成長戦略としての「欧州グリーン・ディール」の最新動向 2021 年 3 月

JETRO 
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出典：「欧州グリーン・ディール」の最新動向（第１回）2021 年 12 月 JETRO 

図 39 「Fit for 55」における 13 の取組 
 
また関連する動向として、欧州委員会が 2021 年 4 月に EU タクソノミー規則

に対応する、環境に良い事業かそうでないかを仕訳したグリーン・リストを公

表した。続いて欧州委員会は、2021 年 7 月に、EU グリーンボンド基準設定規

則案により、グリーンボンドの拡大の企図および EU タクソノミー規則との整

合を検討することが発表された。今後のグリーン投資の拡大および投資にあた

っての案件選別に大きな影響を与える可能性がある。 
 

2) 欧州グリーン・ディール投資計画の概要 2 
EU 資金を呼び水とすることで、官民からの持続可能な投資の拡大を目指す、

というのが基本的な考え方である（図 40）。 
EU 予算については、2021～2027 年の中期計画予算の 1 兆ユーロとコロナか

らの復興計画の 7,500 億ユーロの三分の一、即ち、約 6,000 億ユーロを欧州グ

リーン・ディールに充当するとしている。 
また、欧州投資銀行（EIB）グループやその他の金融機関の投資を支援するた

め、インベスト EU 基金として 262 億ユーロの EU 予算による信用供与を行

い、3,720 億ユーロを超える公的及び民間の投資を目指している。 
更に、革新的な低炭素技術の実装化の推進を図るため、EU-ETS からの資金

250 億ユーロ（2020～2030 年）をイノベーション基金として設立している。プ

ロジェクトのコストの最大 60％を支援するものである。イノベーション基金で

 
2 https://ec.europa.eu/ 
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は以下のプロジェクトに焦点を当てている。 
 ・エネルギー集約型産業における革新的な低炭素技術とプロセス 
 ・炭素の回収と利用（CCU） 
 ・炭素回収貯留（CCS）の建設と運用 
 ・革新的な再生可能エネルギーの生成 
 ・エネルギー貯蔵 
その他にも、低所得国向けの「近代化基金」や石炭関連向けの「公正な移行

基金」等、種々の基金が設けられている。 
 

 
出典：新型コロナ危機からの復興・成長戦略としての「欧州グリーン・ディール」の最新動向 2021 年 3

月 JETRO を参考に NSRI 作成 

図 40 EU グリーン・ディール投資計画 
 

3) EU におけるイノベーション関連の支援 
EU における、イノベーションや技術開発の支援に係る主な資金源は、イノベ

ーション基金（上記）とホライズンヨーロッパである。ホライズンヨーロッパ

は、EU における研究とイノベーション推進のためのベースとなるプログラムで

あり、中期計画（2021～2027 年）において 955 億ユーロの予算が割り当てられ

ている。 
鉱山や非鉄製錬関係への支援（2021 年 2 月時点）は表 81 に示す通り、少数

案件に止まっている状況である。 
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表 81 EU における鉱山・非鉄製錬の技術開発支援状況 

 
出典：イノベーション基金、ホライズンヨーロッパのホームページ情報をもとに NSRI 作成 

 
4) カーボンプライシングの強化・拡大への取組 3 

現行の EU 排出量取引制度（EU-ETS）は、火力発電や鉄鋼、セメント、石油

精製、製紙、化学品、域内発着の航空便など炭素集約型産業からの GHG 排出

の総量に上限を設け、排出量の取引制度を構築することで（キャップ・アン

ド・トレード方式）、排出削減と革新的な低炭素技術への投資の促進を目指す制

度である。現行制度では、2021～2030 年の間、GHG 排出総量の上限は、毎年

2.2％引き下げられる。 
これに対して、Fit for 55 では「炭素価格の設定」において、EU-ETS の拡

大・強化や炭素国境調整メカニズムの導入を目指しており、2021 年 7 月欧州委

員会は改正案を発表した。概要は、次の通りである。 
 ｱ)排出総量の上限の毎年の引き下げ幅を、現行の 2.2％から 4.2％に引き上

げる。 
 ｲ)炭素国境調整メカニズム（CBAM）が導入された場合には、CBAM 適用

分野に対する排出量無償割り当てを 2026 年から 10 年間、段階的に削

減、廃止する。 
 ｳ)EU-ETS の適用対象を、海運、道路輸送、建物に拡大する。 
EU-ETS の強化による収入の活用策の一つとして、脱炭素化に向けたイノベ

ーションの基金への活用が提示されている。 
また、同タイミングで CBAM 案についても発表された。カーボンリーケージ

（規制の緩い EU 域外への生産拠点の移転や域外からの輸入増加など）対策に

位置づけている。規制の概要は次の通りである。 
 ｱ) EU 域内の事業者が CBAM の対象となる製品を EU 域外から輸入する際

には、域内で製造した場合に EU-ETS に基づいて課される炭素価格に対

 
3 「欧州グリーン・ディール」の最新動向（第１回）2021 年 12 月 JETRO 
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応した価格の支払いを義務付ける。 
 ｲ) 対象：セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力等 
 ｳ) EU 輸入業者は、対象製品を輸入する場合、加盟国当局に登録した上で、

前年分の対象となる輸入品量とその炭素排出量を申告し、EU-ETS を反

映して設定される炭素価格分を支払うことを義務づける。域外国で既に

炭素価格が支払われている場合には、その分の減額が認められる 
 ｴ) CBAM 適用分野に対する排出量無償割り当てを、2026 年から 10 年間、

段階的に削減、廃止する。 
 

5) 欧州バッテリー規制案 
(ⅰ) 欧州バッテリー規制の概要 

欧州委員会は、CN 化に向け今後急拡大が予想されるバッテリーに関する規

制案を 2020 年 12 月に公表した。対象は、全てのバッテリーであり、4 つの

カテゴリ（ポータブル、自動車用、EV 用、工業用）に分けている。 
製品設計から生産プロセス、リサイクル、廃棄に至るライフサイクル全体

に対して、サステナビリティ、安全、ラベル表示、情報開示等の観点から規

制を行う内容となっている（図 41）。 
 

 

出典：「第１回 蓄電池のサステナビリティに関する研究会」2022 年 1 月 21 日経済産業省 

図 41 欧州バッテリー規制案の概要 
 

(ⅱ) カーボンフットプリントに関する規制と算定方法 

(a) 規制の概要 

カーボンフットプリント（CFP）については、容量 2KWh 超の EV 及び工
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業用バッテリーを対象に規制案が検討されている。規制の概要は、次の通り

である。 
 ｱ)製造者や製造工場の情報、バッテリーとそのライフサイクル各段階で

の CO2排出量、第三者検証証明などを含む CFP の申告：2024 年 7 月

1 日から 
  ｲ)ライフサイクル全体での CO2排出量の性能分類（performance class）

の表示：2026 年 1 月 1 日から 
   ・過去 3 年間の市場データに基づき分類。最高クラスを「カテゴリ

A」に認定。 
   ・性能分類は 3 年毎に見直しを行う。 
 ｳ)ライフサイクル全体での CFP の上限値の導入：2027 年 7 月 1 日から 
 

(b) 算定方法 

LCA での算定を、ISO 等の国際的に認められた方法や欧州委員会が発行し

ている PEF 法（Product Environmental Footprint：CO2以外も含めた環境

関連の LCA 総合マニュアル）に基づき算定を行うこととしている。 
ライフサイクルの段階としては、以下の各段階についての詳細なモデル化

が必要である。 
①原材料の取得と前処理（採掘からバッテリーセル及びバッテリー部品

製造まで） ②製品製造（バッテリー製品組み立て） ③販売（輸送） 

④自家発電  ⑤回収、解体、リサイクル 
また、算定上の留意点として、 
ｱ)統計的算定方法を EU が検討し、提供の予定（二次データセット／製造

者からのデータを基に、使用材料の製造重量あたりの GHG 排出量をデ

フォルト値として提示 ）。 
ｲ)但し、アノード、カソード、電解質、セパレーター及びセルケーシング

については、固有の生産プラントにおける固有のバッテリーモデルのデ

ータを参照し、上記の二次データセットと組み合わせて算定すること。 
ｳ)バッテリーの組み立て及びリサイクルのための装置の製造、OEM によ

るバッテリー製造プロセスについては、CO2発生量が無視できるほど少

ないため、算定対象から除外。 
ｴ)使用段階については、バッテリー製造者から特段の申し出がない限り、

LCA の対象外とする。 
ｵ)カーボンオフセットは含まないこと（但し、情報としての別途表示は

可）。 
等が挙げられている。 
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2. ドイツ 

1)  GHG 排出量削減目標の法制化 
ドイツにおいては、2019 年 12 月に気候保護法が制定され、2050 年までの

CN 及び 2030 年までに対 1990 年 55％の排出量削減が法制化された。その後、

各国による削減目標強化競争の中で、2021 年 6 月に改正を行い、 
 ・2045 年までに CN（前倒し） 
 ・2030 年までに対 1990 年 65％の排出量削減（前倒し） 
 ・2040 年までに対 1990 年 88％の排出量削減（新規設定） 

の強化を行った。分野別の上限排出量も規定されており（表 82）、未達成の場

合には、各セクターの所管省は、即時対応プログラムを提示しなければならな

い。 
 

表 82 ドイツ気候保護法による分野別許容排出量（単位：100 万 t、CO2換算量） 

 
出典：JETRO 短信 2021 年７月 6 日 https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/a147a21fe8138847.html 

 
2) 脱炭素政策の実行プログラム 

CN に向け、2019 年 10 月に気候保護プログラム 2030 が閣議決定された。カ

ーボンプライシングの強化が一つの大きな柱である。EU-ETS でカバーされて

いない建物暖房と交通を対象に、ETS の導入を 2021 年に行った。2020 年のド

イツ総排出量の内、建物が 16％、交通が 20％を占める。キャップ・アンド・ト

レード方式で、参加者は排出者自身ではなく、燃料を流通させる企業や供給者

（上流アプローチ）である。当面は固定価格であり、2021 年は 25 ユーロ／

tCO2-e、段階的に上げ、2025 年は 55 ユーロ／tCO2-e を予定している。2026
年以降は入札であるが、55～65 ユーロ／tCO2-e を見込んでいる。2021～2024
年の間に 400 億ユーロの歳入を見込んでいるが、電力消費者に対する再エネ賦

課金の引き下げや CN 支援プログラムへの使用を計画している。 
産業関連での推進事項としては、以下を取り上げている。 
・石炭火力発電の段階的縮小。2038 年、全面撤退。 
・再生可能エネルギーの割合を 2030 年までに 65％化。 
・電気自動車充電ステーションインフラの拡張（2030 年までに 100 万箇所

設置）。 
・電気自動車への切り替え推進（購入補助金。2030 年までに 1000 万台の

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/a147a21fe8138847.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/a147a21fe8138847.html
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登録）。 
・エネルギー効率戦略 2050（2022 年 10 月までにロードマップ作成） 
・研究開発の推進（①水素 ②電池セル生産の強化 ③CCUS の推進） 

また、財政政策としては、以下を挙げている。 
・ESG 原則に配慮したサステナブルファイナンス戦略の開発、実施 
・復興金融公庫による CN に向けた取組支援 
・グリーンボンド国債の発行 

CN に向けた取組の加速策として、「気候保護緊急プログラム 2022」が 2021
年 6 月に閣議決定された。GHG 排出量削減が期待できる短期的な対策に焦点を

おいている。2022 年には約 50 億ユーロの予算を割り当て（表 83）、2022～
2025 年にかけて総額 80 億ユーロ以上を拠出する見込みである。 

 
表 83 気候保護緊急プログラム 2022 の予算割り当て（単位：100 万ユーロ） 

 
出典：JETRO ビジネス短信 2021 年 7 月 6 日 
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3)技術開発・イノベーションに対する政策 
研究・技術・イノベーションに関する総合的な施策は「ハイテク戦略 2025」

である。①社会的課題への対応（CN 問題を含む）、②ドイツの将来における能

力開発、③オープンなイノベーション文化・ベンチャー文化の形成、を課題と

して設定している。国全体の研究開発投資を現状の対 GDP3％程度から、2025
年までに 3.5％とする計画である。 

一方、サステナビリティ問題への取組として、「持続的発展のための研究フレ

ームワークプログラム（FONA）」を 2005 年に発足し、戦略的目標として、以

下を掲げ取り組んできた。 
 ①気候目標の達成 
 ②生体環境及び天然資源の研究・保護・利用 
 ③社会と経済の発展・国全体の良い生活を目指す 
足元では、2022 年以降、5 年間で 40 億ユーロの研究資金を国として投入す

る。「気候目標の達成」の活動の一つのテーマに「温室効果ガスの回避及び削

減」を位置づけ、下記に取り組むこととしている。 
 ⅰ)産業プロセスにおける排出を削減する。CO2を原料として使用する。 
 ⅱ)ドイツにグリーン水素を確立する。 
 ⅲ)大気中から CO2を抽出する、環境にやさしい方法を調査する。 
 

3.英国 

1) 英国における気候変動政策の展開経緯 
英国は、地球温暖化問題に対して先駆的な取組を展開して来た。2002 年に

は、産業界を対象にした排出量取引制度を世界で初めて導入した。2008 年に

は、世界で初めて GHG 削減目標を法制化する気候変動法を制定した。気候変動

法は、パリ協定を踏まえて 2019 年に改訂され、2050 年の CN を法制化した。

また、NDC（National Determined Contribution：パリ協定に基づく各国のコ

ミットメント）において、2030 年に対 1990 年 68％の削減目標を発表した。そ

の後、2021 年 4 月の米国気候サミットにおいて、2035 年に対 1990 年 78％削

減の目標前倒しを表明した。 
脱炭素化政策としては、2017 年 10 月に「クリーン成長戦略」を発表した。

全ての経済分野を対象に、取り組むべき事項や目標、投入資金等を示し、推進

のためのグリーンファイナンスの拡大を進めるという内容である。 
2020 年 11 月には、グリーン産業革命のための 10 項目（「The Ten Point 

Plan for a Green Industrial Revolution」、以降「10 項目計画」）を発表した。

新型コロナからの経済復興及び CN 取組の強化策である。10 項目（洋上風力、

水素等）に関する 2030 年までの取組計画示すと共に、総額 120 億ポンドの公共



 127  
 

投資とその 3 倍の民間投資を呼び込むことを目標としている。 
2021 年 10 月には、COP26 英国開催に合わせて、「ネットゼロ戦略」を発表

した。2050 年 CN 達成に向けた取組を示すものであり、10 項目計画等の政策を

ベースにしている。また、2030 年までに民間投資を最大 900 億ポンド呼び込む

としている。 
 

2) 10 項目計画 
10 項目計画を表 84 に示す。120 億ポンドの公共投資と、その 3 倍の民間投

資を呼び込むとしている。項目としては、エネルギー関連が中心となっている

が、CCUS を大きく取り上げている。また、「グリーンファイナンスとイノベー

ション」として、10 億ポンドのネットゼロイノベーションポートフォリオを立

ち上げている。10 項目計画に対応した優先分野に焦点を当てることとしてい

る。優先分野は、①浮体式洋上風力発電、②先進原子力、③エネルギー貯蔵・

柔軟化、④バイオエネルギー、⑤水素、⑥建物、⑦CCUS 及び DAC、⑧工業の

エネルギー転換、⑨エネルギーのための AI 等の破壊的技術、としている。 
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表 84 グリーン産業革命のための 10 項目 

 

出典：JETRO「英国の気候変動対策と産業・企業の対応」2021 年 4 月 

 
3) ネットゼロ戦略 

ネットゼロ戦略は、英国が 2050 年までに CN 達成するというコミットメント

をどの様に実現するかを示している（表 85）。10 項目計画をベースとしている

が、それ以外に、2035 年までの電力システムの CN 化等の 10 項目計画発表後

の政策も含んでいる。 
産業分野における重点取組として、以下を取り上げている。 
 ・CCUS 
 ・産業エネルギー変革基金 
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 ・UK-ETS の強化 
また、天然資源・廃棄物関連に、7,500 万ポンドの研究開発費を投ずるとしてい

る。 
 

表 85 ネットゼロ戦略の概要 

 

出典：JETRO ビジネス短信 2021 年 10 月 26 日より NSRI 作成 

 
4)英国におけるカーボンプライシング 

ネットゼロ戦略においてカーボンプライシング強化の検討が取り上げられて

いる。英国においてカーボンプライシングは産業分野における GHG 削減政策の

大きな柱に位置づけられている。事業者に対する炭素削減のインセンティブ及

び低炭素技術への民間投資の呼び水として導入された。現在、3 つの制度が導入

されている（表 86）。 
UK-ETS は、EU 脱退後、EU-ETS に替わるものとして英国内で導入された

ものである。2021 年は、EU-ETS において予定されていた排出枠に対して 5％
少ない量が設定された。今後も EU-ETS で予定されていた排出枠に対して 5％
低い水準が維持されることとなっているが、更にネットゼロ戦略の中で、CN 達

成に向けて排出枠について見直し検討中である。 
気候変動税においては、気候変動協定によるインセンティブ制度を設けてい

る。2 年間毎のエネルギー効率の向上もしくは CO2削減の目標をコミットし、

達成した場合には 2 年間、気候変動税の大幅な減税（エネルギー種類によって

異なり 80～90％の減税）が認められる。協定は、政府と業界団体間で締結され

る。各企業は業界団体との間で協定を結ぶ。 
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また、カーボンプライス税は、大規模発電所等を対象に、気候変動税に上乗

せされるものである。 
 

表 86 英国におけるカーボンプライシングの現状 

 
出典：JETRO「英国の気候変動対策と産業・企業の対応」2021 年 4 月より NSRI 作成 

 
5) 産業分野向けの公的機関等による支援 

英国における産業向けの公的基金等による支援状況を表 87 に示す。 
 

表 87 英国における主な産業向け公的基金（CCUS 専用基金を除く） 

 
出典：JETRO「英国の気候変動対策と産業・企業の対応」2021 年 4 月より NSRI 作成 

 
CCUS については表 87 以外に、専用の公的基金が設定されている（表 

88）。 
 
 
 
 



 131  
 

表 88 英国における CCUS 関連の公的基金 

 
出典：JETRO「英国の気候変動対策と産業・企業の対応」2021 年 4 月より NSRI 作成 

 
4.米国 

1) 米国の環境政策 
2021 年 1 月 20 日、バイデン大統領は就任当日、パリ協定への復帰及び 2050

年までの CN 達成目標を表明した。その後 NDC を提出し、4 月の米国気候サミ

ットにおいて、従来目標の 2025 年までに対 2005 年 26～28％の削減を大きく上

回る、2030 年までに対 2005 年 50～52％の削減目標等を表明した。 
また、2021 年 3 月に発表したバイデン政権の成長戦略に位置づけられる「米

国雇用計画」においては、具体的な温暖化対策を盛り込んでいる。 
NDC による主な方針及び米国雇用法等による具体的な施策を表 89 に示す。

米国雇用計画における気候変動対策関連は、紆余曲折の後、「ビルド・バック・

ベター法」に切り出され、2021 年 11 月 19 日に下院で可決されたが、上院の審

議はこれからの状況である。気候変動対策として、10 年間で 5,550 億ドルを支

出する計画である。主要取組事項は、 
 ・電力のカーボンフリー化 
 ・EV 化 
 ・水素化 
 ・CCUS、DAC 
 ・蓄電池技術 
 ・先進的原子力 
 ・省エネ  

等である。また、低排出及びゼロエミッション技術の展開のために 290 億ドル

の「温室効果ガス削減基金」を設立する計画である。 
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表 89 NDC 及び米国雇用計画における今後の施策 

 
出典：JETRO 海外ビジネス情報「特集：グリーン成長を巡る世界のビジネス動向」2021 年 6 月 9 日 

 
2) 企業によるグリーン投資 

米国の IT 等のグローバル企業においては、ESG に対する意識が非常に強く、

早期の CN 達成に向けた取組を展開する他、グリーン投資を積極的に実施して

いる（表 90）。 
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表 90 米国企業によるグリーン投資例 

 

出典：JETRO「米国・カリフォルニア州の気候変動対策と産業・企業の対応」2021 年 4 月より NSRI 作

成 

 
第三節 日本の脱炭素化に向けた対策における支援制度 

1. CN に向けた政策の推進 

2020 年 10 月、日本は 2050 年の CN 達成の目標を宣言した。2021 年 4 月の米

国気候サミットにおいては、2050 年の CN 達成に向け、2030 年度の対 2013 年削

減目標を従来の 26％から 46％への前倒し、更に 50％の高みに向け挑戦すること

を宣言した。 
CN に向けた政策として、2020 年 12 月に「グリーン成長戦略」を策定した。

2021 年 3 月には、温対法の改正案を閣議決定し、パリ協定及び 2050 年 CN 宣言

等を踏まえた基本理念の新設を行った。2021 年 10 月には以下の閣議決定を行っ

た。 
 ・地球温暖化対策計画（目標の見直し設定、目標達成のための対策・施策

等） 
 ・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（グリーン成長戦略を軸） 
 

2. グリーン成長戦略 

1)グリーン成長戦略の概要 
グリーン成長戦略は、日本の CN 戦略における根幹である。CN への対応を

「成長の機会」と捉え、「経済と環境の好循環」を作る産業政策である。概要及

び基本的な考え方は次の通りである。 
 ・14 の重点分野、8 本の政策で構成（図 42）。 
・具体的な見通しを示し、高い目標を掲げ、民間企業が調整しやすい環境

を作る。 
 ・政策ツールを総動員し、企業の現預金（240 兆円）を投資に向かわせる。

また、世界の ESG 投資（3,000 兆円）を引き寄せる。 
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出典：経済産業省ホームページ「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（広報資料）」 

図 42 グリーン成長戦略の概要 
 

2) 予算に関する政策（グリーンイノベーション基金） 
(ⅰ) グリーンイノベーション基金の基本方針 

CN 実現のためのイノベーションを推進・支援するため、NEDO に 2 兆円

の「グリーンイノベーション基金」を造成した（図 43）。 
14 の重点分野において、実行計画を策定した長期かつ大規模（200 億円目

安）のプロジェクトを対象に支援を行う。社会実装までを担える企業を主な

主体とし、経営者に「長期的な経営課題として粘り強く取り組むことへのコ

ミットメント」を求め、実行の責任に加え民間企業の研究開発及び設備投資

を誘発（15 兆円）し、野心的なイノベーションへ向かわせるという考え方で

ある。 
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出典：NEDO ホームページ「グリーンイノベーション基金事業の基本方針（概要）」 

図 43 グリーンイノベーション基金事業の基本方針 
 

(ⅱ) プロジェクトの推進状況（2022年 1月時点） 

14 の重点分野において実行計画を策定済みのプロジェクトから逐次実行さ

れている（表 91）。 
 

表 91 グリーンイノベーション基金事業の遂行状況 

 
出典：NEDO ホームページより NSRI 作成 
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(ⅲ)グリーンイノベーション基金における GHG排出量の算定方法 

公募された各プロジェクトにおける（2022 年 1 月時点）、GHG 排出量の評

価および算定方法を表 92 に示す。 
プロジェクト完遂による日本及び世界への排出量削減波及効果（CO2-e 億 t

／年）の粗算定は、どのプロジェクトでも示されている。一方、プロジェク

トにおける個別案件の GHG 排出量削減効果については、評価や算定方法はマ

チマチである。12 件中の 8 件については、個別案件における GHG 排出量評

価は実施されておらず、コスト等が評価指標となっている。GHG 排出量評価

を行っている 4 件についても、対象製造工程における削減効果が基本となっ

ており、LCA 評価を求めているのは 1 件のみである。 
 

表 92 グリーンイノベーション基金の各プロジェクトにおける GHG 排出量評価方法 

 
出典：NEDO ホームページより NSRI 作成 

 
3) 税制に関する政策 

税制支援により、10 年間で約 1.7 兆円の民間投資効果を見込むとしている。

令和 3 年度において、以下の 3 つの税制改革を実施している。 
ｱ)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設 
産業競争強化法 4の計画認定制度に基づき、以下の①、②の設備導入に対し

て、最大 10％の税額控除又は 50％の特別償却を措置するものである。期限は、

改正法施行から令和 5 年度末までの 3 年間である。 
 ①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入 

対象製品：化合物パワー半導体、EV 又は PHEV 向け LIB、定置用

LIB、燃料電池、洋上風力発電設備の主要専門部品 
 ②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入 

 
4 産業競争力強化法：生産性向上を目指し事業再編を行う取り組みを認定し、税制優遇等の支援措置を講

ずるもの。令和 3 年の改正で、CN に取り組む事業者に投資促進税制（上記）及び金融支援（利子補

給）を措置。 
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  対象：炭素生産性向上 5が、設備導入により 1％以上、設備以外効果を合

わせ 3 年以内に 7％以上であること。 
ｲ)経営改革に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限を引き上げる特例の

創設 
新型コロナの影響等により欠損金を抱える事業者が、産業競争力強化法

の計画認定に基づき、CN 実現等を含めた「新たな日常」に対応するための

投資を行った場合、時限措置として欠損金の繰越控除の上限を、投資額の

範囲で、50％から最大 100％に引き上げる。（コロナ禍で生じた欠損金が対

象。控除上限引上げ期間は、最長 5 事業年度）。 
ｳ)研究開発税制の拡充 
コロナ前に比べて売上金額が 2％以上減少していても、なお積極的に試験研

究費を増加させている企業については、研究開発税制の控除上限を法人税額

の 25％から 30％に引き上げる。 
 

4) 金融に関する政策 
(ⅰ) 政策の基本的な考え方と概要 

CN 実現には莫大な資金が必要（IEA 試算：パリ協定実現には世界で最大

8,000 兆円が必要）であり、政府資金だけでは到底賄えない。従って、政府の

資金を呼び水に、民間投資の呼び込みを図るというのが基本的な考え方であ

る。 
「グリーン」（再生可能エネルギー等）、「トランジション」（省エネ等着実

な低炭素化取組）、「イノベーション」（脱炭素化新技術）の 3 つの観点からの

ファイナンスを進める。いきなりのグリーン化は難しくトランジションによ

る継続的な削減を進めるべき産業も多いため、トランジションは非常に重要

である。トランジションへの投資が、EU タクソノミー規則等によりグリーン

以外と認識されて滞ることなく、積極的に行われる状況を作る。 
以上の基本的な考え方を基に、出典：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦

略」（広報資料） 

図 44 に示す政策を推進する計画である。グリーンボンド等の活性化を図る

ため、投資指針の策定や企業の情報開示の強化等についての施策の検討を行

う。 
 

 
5 炭素生産性＝付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）／エネルギー起源 CO2排出量 
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出典：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（広報資料） 

図 44 金融に関する政策概要 
 

(ⅱ) CN実現に向けたトランジション推進のための金融支援 

産業競争力強化法の令和 3 年度改正により、事業者のトランジション投資

に対して、利子補給による金融支援制度を導入した（図 45）。10 年以上の長

期計画の認定を受けた事業者を対象に、金融支援及び成果連動型利子補給を

行う（図 46）。 

 
出典：経済産業省「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援の申請方

法」 

図 45 トランジション推進のための金融支援の概要 
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出典：経済産業省「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援の申請方

法」 

図 46 成果連動型利子補給制度の概要 
 

(ⅲ) 日銀による CN支援 

日銀は、脱炭素を後押しする「気候変動対応オペレーション」を導入した

（2021 年 9 月 22 日）。金融機関を通してのバックファイナンスであり、金融

機関の脱炭素関連への投融資を優遇するものである（図 47）。概要は次の通

りである。 
 ・金融機関に貸付金利 0％で資金を供給。 
 ・金融機関の日銀当座預金にかかる金利が 0％となる部分（マクロ加算残

高）にオペの利用残高の２倍を追加し、マイナス金利の負担を軽減で

きる優遇措置を設定。 
 ・トランジションファイナンスも対象に含む。 
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出典：日経 ESG ニュース 2021 年 11 月 17 日 

図 47 日銀の気候変動対応オペレーションの概要 
 

5) 規制改革・標準化に関する政策 
規制改革・標準化に関する政策の概要を図 48 に示す。 
洋上風力や水素等の新技術に関する需要とグリーン投資を拡大し、量産化・

価格低減を図るため、規制・制度及び標準化を進める考えである。 
また、市場メカニズムを用いる経済的手法として、カーボンプライシング

（図 49）に関する検討を進めることとしている。排出量取引制度が世界中で拡

大傾向にあるなか、日本においては、国としての制度は未導入である。更に、

EU が提唱する炭素国境調整措置への対応についても今後の動向が注視される。 
  

 
出典：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（広報資料） 

図 48 グリーン成長戦略における規制改革・標準化に関する政策の概要 
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出典：環境省「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」第 19 回資料（2021 年 12 月 22 日） 

図 49 カーボンプライシングの概要 
 

6) その他の政策 
 その他の政策として、以下の様な事項を取り上げている。 
 
a)国際連携 
・日米間連携の強化。 
・日 EU 間連携の強化。 
・東京ビヨンドゼロウィークを通じた国際発信（国際会議の集中開催

（2020、2021 年は実施済み））。 
・アジア等新興国のエネルギートランジションの支援。 等 

 
b)2050年に向けた大学における取組の推進等 
・大学と地域社会の連携強化。 等 

 
c)2025年日本国際博覧会 

・革新的なイノベーション技術の実証の場とする。 
 
d)若手 WG（経産省「グリーン成長に関する若手 WG」） 

・経済の持続可能性を表す、新たな指標を設定。 
・CO2の可視化（ライフサイクルアセスメント）を推進。算定ルール、規

格を策定。 
・CN への移行に向けたコスト負担に関するガイドラインの策定。 
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・企業人材や研究開発人材などの育成を推進。 
 

3. 各省庁における主な CN 政策 

各省庁において、グリーン成長戦略も踏まえた、CN に向けた具体的な施策が推

進されている。以下に、CN に向けた、内閣府における科学技術・イノベーション

戦略及び各省庁の令和 4 年度予算概算要求における取組を抽出した。 
 

1) 内閣府 
「第 6 期科学技術・イノベーション基本計画」（2021 年 3 月閣議決定）にお

いて、「地球規模課題の克服」として、CN に向けた研究開発を推進することと

なった（図 50）。 
 

 
出典：内閣府ホームページ 

図 50 第 6 期科学技術・イノベーション基本計画の概要 
 
科学技術・イノベーションの推進に関しては、内閣府が司令塔となり府省等

の枠を超えたマネジメントを担う、「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」がある。 
SIP2 期（2018～2022 年）におけるテーマの中で CN に関連するものとして

は、「IoE 社会のエネルギーマネジメントシステム」が挙げられる。一方、次期

SIP の個別課題候補の一つとして「CN を実現した社会（2050 年目標）」が設定

されており（表 93）、今後 CN 関連のテーマ立てがなされるものと推測され

る。 
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表 93 次期 SIP／CN に向けた必要基盤技術 

 
出典：内閣府ホームページ 

 

2) 経済産業省（令和 4 年度予算概算要求） 
①イノベーション等の推進によるグリーン成長の加速  

＜R4 年度要求：4,812 億円＞ 
 ・エネルギー利用効率の向上 ＜1,388 億円＞ 
 ・EV・FCV 等の導入促進 ＜690 億円＞ 
 ・再エネの最大限導入（風力、地熱、太陽光） ＜1,322 億円＞ 
 ・安全再優先の再稼働・原子力イノベーション ＜1,281 億円＞ 
 ・火力脱炭素化に向けた CCUS／カーボンリサイクル技術開発 

 ＜652 億円＞ 
 ・水素／アンモニアの社会実装加速化 ＜1,326 億円＞ 
 
②脱炭素化と資源・エネルギー安定供給確保との両立 ＜2,989 億円＞ 
 ・分散型エネルギーによる効率的なエネルギー利用・レジリエンス強化 

＜90 億円＞ 
 ・資源・エネルギーの安定供給確保 ＜2,576 億円＞ 
 ・燃料供給体制の強靭化と脱炭素化取組の促進 ＜341 億円＞ 
 

3) 環境省（令和 4 年度予算概算要求） 
①脱炭素社会の実現に向けた技術・社会システムのイノベーションの実践 
 ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金＜R4 年度要求：200 億円＞ 
 ・地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型

エネルギー設備等導入推進事業 ＜100 億円＞ 
 ・PPA 活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 

＜165 億円＞ 
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 ・建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 ＜100 億円＞ 等 
 
②総合的なフロン排出抑制対策の促進 
 ・脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加

速化事業 ＜73 億円＞ 等 
 
③イノベーションを通じた世界全体の脱炭素化の牽引に向けた国際協力（カ

ーボンプライシング等） 
 ・GOSAT シリーズによる排出量検証に向けた技術高度化事業等 

＜57 億円＞ 
 ・脱炭素移行促進に向けた二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業＜

＜144 億円＞ 
 ・脱炭素移行支援基盤整備事業 ＜21 億円＞ 
 

4) 国土交通省（令和 4 年度予算概算要求）  
「国土交通グリーンチャレンジ」 
・ZEH・ZEBｎ普及や木材活用、ストックの省エネ化など住宅・建築物の省

エネ対策等の強化 ＜R4 年度要求：1,384 億円＞ 
・グリーンインフラ等のインフラ・まちづくり分野におけるグリーン化の推

進 ＜204 億円＞ 
・自動車の電動化促進と電動化に対応した道路インフラの社会実装の推進 

＜9 億円＞ 
・カーボンニュートラルポート等の港湾・海事分野におけるグリーン化の推

進 ＜682 億円＞ 
・持続可能航空燃料（SAF）の導入促進や空港の再エネ拠点化等の航空分野

における脱炭素化の推進 ＜36 億円＞ 
 

5) 文部科学省（令和 4 年度予算概算要求） 
①カーボンニュートラル実現に貢献する革新的な脱炭素技術等の研究開発力

強化 
 ｱ)革新的な脱炭素化技術の基礎・基盤研究の推進＜R4 年度要求：49 億円＞ 
 ｲ)デジタル時代を支える徹底した省エネルギーの推進 ＜23 億円＞ 
 ｳ)次世代蓄電池の研究開発の推進 ＜ｱ)の内数＞ 
 ｴ)地域の脱炭素化加速のための基盤研究の推進 ＜1 億円＞ 
 
②長期的視点で環境エネルギー問題を根本的に解決 
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  ITER（国際熱核融合実験炉）計画等の実施 ＜314 億円＞ 
 
③気候変動対策の基礎となる高精度な気候変動予測データの創出と利活用の

強化 ＜13 億円＞ 
 

4. 各国における CN に向けた政策と支援策の比較 

各国の CN 政策・支援策の比較を表 94 に示す。米国については、関係法令（ビ

ルド・バック・ベター法）が未成立であり、明確な CN 戦略もまだ公表されてい

ない。 
各国の政策・支援策を比較すると、 
 ｱ)投資拡大については、米国を除き各国とも、民間投資の呼び込み策を強力に

推進している。 
 ｲ)イノベーション推進に関しては、各国とも、大規模の基金の設立を進めてい

る。 
 ｳ)カーボンプライシングについては、各国で強化を図る方向にあり、日本にお

いても ETS の導入や CBAM に関する十分な検討が必要である。 
尚、各国が注目する重点推進技術については、再生可能エネルギー化（浮体式

洋上風力等）、水素化、先進原子力、EV 化、CCUS・DAC、省エネ等であり、ほ

ぼ同様である。 
 

表 94 各国における CN 政策・支援策 
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第四節 本章のまとめと提言 
1. まとめ 

① 世界各国がカーボンニュートラルの前倒し達成目標を公表。民間企業、金

融、国家すべてが CN 大競争状況である。カーボンプライシングの導入・

拡大・強化が各国で進展している（中国も 2021 年 7 月に導入）。 
② 米国は戦略の明確な公表がまだ行われていない状況である。 
③ EU においては CN の法制化及び戦略構築を行い、CN に向けた強力な政策

を展開している。 
・CN に向けた投資拡大策：民間投資の呼び込みやグリーン金融の拡大 
・イノベーション推進のための基金設立：カーボンプライシングによる 
収入の活用等 

・カーボンプライシングの強化：ETS の対象拡大及び規制の強化、炭素国 
境メカニズム（CBAM）の導入検討 

・CN 化重要技術への重点的な取組：再生可能エネルギー化（浮体式洋上風 
力等）、水素化、先進原子力、EV 化、CCUS・DAC、省エネ等。日本と 
ほぼ同様であるが、日本に比べ、欧米共に原子力への注目度が高い。ま 
た、英国においては、CCS の実機導入に向けた精力的な取組がなされて 
いる。 

④ 日本の政策は、欧州の政策と似通っている。但し、カーボンプライシング

については、欧州が既に導入済で強化・拡大を推進しているのに対して、

日本は本格導入の検討段階にある。カーボンプライシングは経済的な影響

が大きく留意すべき点も多いが、CN に向けたインセンティブとしての効果

も大きい。早急な検討が待たれる。                         

（日本の検討状況） 
・J-クレジット、JCM の活性化検討  
・炭素税や ETS の導入検討 
・CBAM への戦略的対応の検討  

⑤ 日本のグリーンイノベーション基金によるプロジェクトの取組は着実に遂

行されている。プロジェクトの個別案件において GHG 排出量効果算定は必

ずしも実施されていない。実施されているプロジェクトにおいても、案件

による対策に関する効果の評価に止まっており、LCA 評価の実施は少な

い。 
⑥ 欧州バッテリー規制案では、CFP の表示及び検証を求めている。施行され

ると、関係する金属材料について CFP の表示が必要となる。金属材料にお

ける CFP の算定及び検証の準備を整える必要がある。 
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2. 提言 

① 欧州バッテリー規制案への対応として、今後、関連する金属材料につい

て、CFP の表示及び検証が必要となる可能性がある。金属材料における

CFP の算定方法については、 (1)章で述べた通り、配分やリサイクル等に

関してのルールの統一化の課題がある。また(3)章で述べた通り、第三者検

証機関の対応力を確認する必要がある。これらの課題への早急な取組が必

要である。 
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第五章 鉱山開発（探鉱、採鉱、選鉱、製錬）における CN 対策の最新動向調査 
 

第一節 海外資源企業における CN 対策への取組 
海外の非鉄メジャー5 社（Anglo American、BHP、Glencore、Rio Tinto、Vale）

における CN の取組目標及び達成に向けた施策を表 95 にまとめた。また、Anglo 
American、BHP、Glencore の GHG 排出量削減計画を図 51～図 53 に示した。い

ずれの企業も、「Scope1+2」については、2040 年又は 2050 年までに CN を達成、

「Scope3」についても、Anglo American は 2040 年までに 50％削減（対 2020
年）、Glencore と Rio Tinto（輸送）は 2050 年までに CN 達成、Vale は 2035 年ま

でに 15％削減（対 2018 年）と先進的な目標を定めている。 
そのための取組は事項どの企業もほぼ同様であり、 
①操業のエネルギー効率の向上及び使用エネルギーの最適化 
②電力の再生可能エネルギー化の推進（太陽光、風力等） 
③トラックの EV 化等、輸送の電化 
④CCUS や Direct Air Capture の開発・導入 
⑤漏洩メタン捕捉技術の開発・導入 
⑥森林の保護・拡大 
等である。 
 
取組にあたっては、鉱山機械メーカーや研究所等との協力の上、進められてい

る。図 54 は、非鉄メジャーとのコラボで鉱山機械の開発、特に電導化を進める鉱山

機械メーカーコマツの例である。さらにコマツは、リオティント、BHP、コデル

コ、Boliden の 4 社と「コマツ GHG アライアンス」を発足させ、いかなる動力源で

も稼働可能なコンセプト「パワーアグノスティックトラック」の開発を加速させる

としている。動力源には、水素を利用する燃料電池も含まれている（図 55）。これ

は数少ない鉱山での水素利用の例である。また、日立建機は ABB 社（本社スイス）

と共同で、トロリー充電式によるフル電動リジッドダンプトラックの開発を行って

いる（図 56）。 
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表 95 海外資源企業における CN 対策への取組事例 

 
出典：各社の Climate Report を基に NSRI 作成 

 

 
出典：Climate Change Report 2021 Anglo American 

図 51 Anglo American 社の GHG 排出量削減計画 
 

企業名 目標 CNに向けた主要施策（Scope1+2）
①Scope1+2 1)操業のエネルギー効率向上対策
2030年までに30％削減（対2016年） 2)トラックのEV化（FCEV等）
2040年までにCN 3)電力の再生可能エネルギー化の推進

　・南米：2023年までに100％（風力、太陽光等）
②Scope3 　・南ア：2023年に100MW太陽光地域発電＠Mogalakwena
2040年までに50％削減（対2020年） 4)炭鉱における漏出メタン捕捉技術の開発

5)石炭採掘の廃止

6)炭素捕捉技術の開発（超苦鉄質岩によるCO2吸収技術）

①Scope1+2 1)電力の再生可能エネルギー化の推進
2030年までに30％削減（対2020年） （チリの銅山：2020年代半ばまでに100％再生可能化）
2040年までにCN 　　・購入電力の再生可能化

　　・太陽光発電、バッテリーの導入
2)トラックのBEV化
3)CCUSの導入
4)漏洩ガスを減少させるバイオフィルターの開発

①Scope1+2+3 1)操業のエネルギー効率向上及び使用エネルギーの最適化
2035年までに40％削減（対2019年）
2050年までにCN

3)トラックのEV化
4)CCUSやDirect Air Captureの導入
5)カーボンオフセット

①Scope1+2 1)電力の再生可能エネルギー化の推進
2030年までに30％削減（対2018年） 2)操業のエネルギー効率向上及び使用エネルギーの最適化
2050年までにCN 3)トラックのEV化

4)カーボンオフセット
②Scope3（輸送） 5）CCSの導入
2050年までにCN

①Scope1+2 1)操業のエネルギー効率向上及び使用エネルギーの最適化
2030年までに33％削減（対2017年） 2)電力の100%再生可能エネルギー化の推進
2050年までにCN （ブラジル：2025年、全世界：2030年までに）

3)トラック、鉄道の電化
②Scope3 4）森林の保護・拡大
2035年までに15％削減（対2018年）

Rio Tinto

Vale

2)電力の再生可能エネルギー化の推進（風力、太陽光、バイオ
エネルギー、バッテリーバックアップ）

Anglo American

BHP

Glencore
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出典：BHP Climate Change Report 2020 

図 52 BHP 社の GHG 排出量削減計画 
 

 
出典：Glencore Climate Report 2020 

図 53 Glencore 社の GHG 排出量削減計画（Scope3 を含んだ CN） 
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出典：マイニングにおける施工の安全性と生産性の追求（日本技術士会資源工学部会講演 2021 年 4 月

6 日 コマツ） 

 
図 54 海外資源企業と CN 対策に取り組む日本の鉱山機械メーカーコマツの事例 

 
出典：コマツ, プレスリリース「コマツ GHG アライアンス」を発足 2021 年 8 月 2 日 

図 55 コマツのパワーアグノスティックトラックの概念 
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出典：日立建機 HP:https://www.hitachicm.com/global/jp/news-list_jp/21-06-23j/ 

図 56 日立建機/ABB 社が開発中のトロリー充電式を採用したフル電動ダンプトラックの

使用イメージ 
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第二節 日本の非鉄金属開発企業における CN 対策への取組 
日本の非鉄金属開発企業である住友金属鉱山、三菱マテリアル、JX 金属につい

て、CN の取組目標及び達成に向けた施策を表 96 にまとめた。また、三菱マテリア

ルと JX 金属の GHG 排出量削減計画を、図 57 と図 58 にそれぞれ示す。取組の視

点は、基本的に海外企業とほぼ同様であるが、更に、JX 金属においては、銅精錬へ

のリサイクル原料配合比率の向上への取組を取り上げている。GHG 排出量が最も多

い製錬工程では、排ガスの廃熱回収、燃料転換、リサイクル原料配合比率向上が行

われている。 
表 96 日本の資源企業における CN 対策への取組事例 

 
出典：各社の統合報告書をもとに NSRI 作成 

 

 
出典：温室効果ガス排出量削減目標の設定および機構関連リスク・機会に関するシナリオ分析の実施につ

いて（2021 年 3 月 26 日 三菱マテリアル） 

図 57 三菱マテリアルの CN 計画 

企業名 目標 CNに向けた主要施策（Scope1+2）
2030年までに26％以上削減（対2013年） 1)省エネルギー活動の推進
今世紀後半に排出量ゼロ 2)再生可能エネルギーの導入

　バイナリー発電（温泉熱）、太陽光発電
3）未利用熱の活用
　製錬排ガスの廃熱回収
4)モーダルシフト

2030年までに17％以上削減（対2013年） 1)省エネ設備の導入
2050年までにCN 2)再生可能エネルギーの拡大

3)製造プロセスの改善
5)CCUSの開発・導入
6)山林の保全

2030年までに50％削減（対2018年） 1)エネルギー消費量の低減
2050年までにCN 2）再生可能エネルギーの拡大

　・カセロネス銅鉱山のCO2フリー電力100％化（2021年1月）
　・国内主要工場のCO2フリー電力化（2021年内を計画）
3）燃料転換（水素、アンモニア等）
4)抜本的なプロセス開発
5)銅精錬におけるリサイクル原料配合比率向上
　（「ハイブリッド製錬」）

住友金属鉱山

三菱マテリアル

JX金属
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出典：JX 金属株式会社 Sustainability Report 2021 

図 58 JX 金属の CN 計画 
 

また、非鉄金属製錬業界（日本鉱業協会：銅、鉛、亜鉛、ニッケル、フェロニッ

ケル関係の住友金属鉱山等非鉄大手 8 社を始めとする 16 社）として、GHG 排出量

削減目標を立てて計画的に取り組んでいる 6。現在の目標は、次の通りである。 
 
2030 年度における CO2排出原単位を 1990 年度比で 26％削減 
 
2019 年度実績の CO2排出原単位は、26％削減の目標に対して 24.6％削減と

94.7％の進捗率である。一方、CO2排出量で見ると、2019 年度の実績は 1990 年度

に比し 19.5％の削減レベルである 7。現在の重点取組事項を図 59 に示す。 
 

 
6 2020 年度第１回産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資源・エネルギーワーキンググ

ループ日本鉱業協会フォローアップ調査票：

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/shigen_wg/pdf/2020_001
_07_02.pdf 

7 非鉄金属製錬事業における地球温暖化対策の取組み～低炭素社会実行計画 2019 年度実績報告～2020
年 11 月 日本鉱業協会：

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/shigen_wg/pdf/2020_001
_07_01.pdf 
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出典：非鉄金属製錬事業における地球温暖化対策の取組み～低炭素社会実行計画 2019 年度実績報告～

2020 年 11 月 日本鉱業協会 

図 59 日本非鉄金属製錬業界の GHG 排出量削減に向けた取組 
 

日本鉱業協会は、省エネの BAT（Best Available Technology）・ベストプラクティ

スの導入を推進している。高効率機器への更新、回転機のインバーター化、LED 照

明化等が主な内容となっている（表 97）。 
 

表 97 省エネ BAT・ベストプラクティスの導入状況 

 
出典：非鉄金属製錬事業における地球温暖化対策の取組み～低炭素社会実行計画 2019 年度実績報告～

2020 年 11 月 日本鉱業協会 
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その他の国内における取組として、水力発電、鉱山跡地等を有効利用した太陽光

発電、地下資源探査技術を活用した地熱開発・地熱発電の再生可能エネルギー電源

の建設・利用拡大を推進している（表 98）。 
 

表 98 再生可能エネルギー拡大取組状況（単位：万 t-CO2） 

 
出典：非鉄金属製錬事業における地球温暖化対策の取組み～低炭素社会実行計画 2019 年度実績報告～

2020 年 11 月 日本鉱業協会 

 
日本鉱業協会所属企業の、海外の自社鉱山・精錬所等における活動事例を表 99 に

示す。海外の鉱山開発・製錬所操業等を通して、我が国の鉱物資源の安定確保と非

鉄金属の安定供給に貢献し、相手国、地域の持続的発展のため、現地との信頼関係

を構築しつつ、省エネ、CO₂排出削減等の環境問題の解決に向けて先導的な役割を

果たすとしている。 
 

表 99 海外自社鉱山・精錬所における活動例 

 
出典：非鉄金属製錬事業における地球温暖化対策の取組み～低炭素社会実行計画 2019 年度実績報告～

2020 年 11 月 日本鉱業協会  
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第三節 坑廃水処理のカーボンニュートラル化への取組 
休廃止鉱山においては、坑廃水を無処理のままで河川等へ放流すると人の健康や

農産物等に被害を与える恐れがあるため、中和処理等の鉱害防止事業が実施されて

いる（図 60）。 
 

 
出典：JOGMEC, 公害防止支援事業 ～休廃止鉱山における鉱害防止対策を推進するために～ 

図 60 鉱害防止対策の概要 
 

中長期にわたる国民経済負担の軽減という観点から、JOGMEC 中心に植物や微生

物、重力などの自然の力を極力利用し、薬剤費、電力費に加え、メンテナンス費用

も削減が期待されるパッシブトリートメントの調査研究が行われている。 
新たに持続可能な社会の達成という観点からカーボンニュートラルの推進に向け

た取り組みが、坑廃水処理分野においても重要な課題となっている。具体的には、

硫酸還元菌、米ぬか（基質：硫酸還元菌の栄養源）、もみ殻（担体：硫酸還元菌の住
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処）を用いる坑廃水の嫌気性処理プロセスの研究の状況を整理する。 
坑廃水処理技術とカーボンニュートラルとの関係は表 100 のとおりであり、図 

61 はこれを図示したものである。 
パッシブトリートメントに関する代表的な要素技術として、石灰石等の薬剤によ

る中和処理の省エネ・メンテナンスフリー化と、バクテリア等の細菌による金属イ

オンや硫酸イオンの酸化・還元処理が挙げられる。図 62 はこの 2 つの技術の使い分

けをマッピングしたものである。また、図 63 は、硫酸イオン還元菌による金属硫化

物（MeS）沈殿処理のメカニズムである。この場合、硫酸イオンを還元する還元剤

として米ぬか等の有機物が用いられる。 
 

表 100 坑廃水処理技術とカーボンニュートラルとの関係 

 

出典：各種資料を基に NSRI 作成 
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出典：各種資料を基に NSRI 作成 

図 61 坑廃水処理技術の全体像とカーボンニュートラルとの関係 

 
JOGMEC2021 年 8 月 26 日付プレスリリース「国内初、電力や薬剤を大幅に削減する自然力活用型坑廃

水処理技術の実規模実証試験に成功」 

図 62 パッシブトリートメントのマッピング 
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出典：JOGMEC, http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_15_000001_00082.html 

図 63 パッシブトリートメントの例 
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