
環境負荷、CO₂ 排出量把握の
プロフェッショナル

株式会社ウェイストボックス
サ プ ラ イ チ ェ ー ン 排 出 量 (  S C O P E 3 ) の
算定・管理・情報開示の支援はお任せください。



ウェイストボックスは、環境負荷・CO²把握のプロフェッショナルです。
あらゆる環境負荷・ＣＯ₂排出量把握についての知見を持っています。

対応可能な手法

利用可能なデータベース

環境負荷、CO₂排出量把握と一口にいっても、その手
法は様々です。
弊社は、企業ご担当者や自治体ご担当者に必要なあ
らゆる CO₂排出量調査手法に、精通しています。
また、CO₂排出量算定にとどまらず、近年主流となっ
ている CDP 上での情報開示や、SBT（パリ協定水準
の中長期削減目標）の策定まで対応が可能です。
また、こうした算定に必要となる最新のデータベー
ス（SimaPro8、IDEAv2）の商用ライセンスも保有し
ています。

手法名 用途

LCA 手法による環境負荷の把握

シナリオ評価による環境負荷の把握

CFPやエコリーフ等のPCRに基づく算出

J-クレジット制度やJCMにおける削減量の算出

GHGプロトコルに基づくSCOPE1,2,3の把握               

ライフサイクルアセスメントの実施

削減量の見える化
削減貢献量の算出

CFPやエコリーフマークの取得

削減量の排出権権利化

CDP質問書等での回答
SBT（企業版2℃目標）の設定
RE100の実施

SimaPro は世界で最も広く使われている LCA ソフトウェア。オランダの環境コンサルタント PRe 
Consultants 社が開発。1990 年初版リリース。解析結果を様々な切り口でグラフ化し表示可能。欧州中
心に 3 万を超えるプロセスのインベントリーデータ搭載。
SimaPro 8 はその最新版。欧州フットプリント、ウォーターフットプリント対応。Ecoinvent（網羅性
の高い欧州のインベントリーデータベース）は最新版 v.3. を搭載。

IDEA は各種統計情報を元に、日本の全産業を可能な限り細かい解像度でモデル化することを目的とし
て産業技術総合研究所、産業環境管理協会によって共同で開発・編纂された純国産の LCI データベース。
日本標準商品分類を元にした 3,800 以上のプロセスを網羅。
IDEA v2 はその最新版。SimaPro 8 IDEA v2
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2020.00.00

5 つのサービス

事業内容1

カーボンマネジメントのベースとなる、企業のサプライチェーン排出量（SCOPE1,2,3）の算定・管理・
情報開示支援。
SBT 策定支援、CDP 回答作成・提出支援、カーボン・ニュートラル、RE100 支援

商品やサービス・イベントの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通し
て排出される温室効果ガスの排出量を CO₂に換算して、見える化をする。
LCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を活用し、定量的に算定。

J- クレジット制度、二国間クレジット制度（ＪＣＭ）などの排出権取引制度での、排出権の権利化支援。
プロジェクト計画書の作成から、現地審査対応支援、制度事務局との調整まで、クレジット化に向けてトー
タルでサポート。

カーボン・オフセットや、その他のクレジット（排出権）活用支援、クレジット販売を行う。

SCOPE1,2,3 算定を自動化する自社仕様のシステム開発を行う。
各種帳票類の収集・集計の仕組み構築支援から入力代行、SCOPE1,2 の算定までのトータルサポートも行う。

製品・サービスの排出量算定

排出権の権利化支援

カーボン・オフセット

サプライチェーン排出量
( スコープ１,２,３）算定

SCOPE1,2,3算定支援
システムの開発

事業内容 02



2020.00.00

気候変動情報の開示の広がり

気候変動を取り巻く情勢の変化2

取引先からの情報開示の要求
サプライチェーン排出量は事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係
するあらゆる排出を合計した排出量です。取引先の SCOPE3 に自社の排出
が影響する場合、排出量の把握や情報開示を取引先から要求される可能性
があります。

サプライチェーン排出量 

事業者の活動に関連する他社の排出

＝  SCOPE1 排出量  ＋  SCOPE2 排出量  ＋  SCOPE3 排出量

近年、SCOPE（スコープ）3 を含むサプライチェーン
温室効果ガス (GHG) 排出量を公開する企業が増えています。

背景としては、世界的な、企業の気候変動対策に対する
社会の要求の高まりがあります。

1. ESG 投資の拡大

2. 気候変動対策への関心の高まり

パリ協定
（2015 採択、2016 発効）

世界の ESG 投資額 約 3,400 兆円
（2018，2016 から約 34％増）

気候変動情報開示の広がり
CDP 質問書の浸透、TCFD 提言（2017）

を受けさらに加速の見込み

GHG（Green House Gas : 温室効果ガス）
排出量情報も開示が求められている
把握範囲は SCOPE1,2,3 の
サプライチェーン

出典：Global Sustainable Investment Review（GSIR）2018 

気候変動を取り巻く情勢の変化 03



ウェイストボックスが考える組織の排出量把握・管理・情報開示サイクル（カーボンマネジメント）

カーボンマネジメントの支援3 2020.00.00

ウェイストボックスでは、サプライチェーン排出量の現状を把握し、削減目標の設定と削減活動の実践、活動成果の反映等により排出
量を管理し、一連の取り組みと成果を情報開示する、「カーボンマネジメント」のサイクルを回していくことが大切であると考えており、
それぞれの段階に対応したサービスをご提供しています。

カーボン・オフセット
カーボン・ニュートラル

どうしても削減できない排出量や、
削減目標以上の埋め合わせ

情報開示

・排出量情報
・目標設定・達成状況
・削減活動進捗状況

CDP、自社の統合報告
書等において以下の情
報を開示します

SCOPE 1,2,3 の
排出量を把握

現状把握

SBT 水準の削減
目標を設定

目標設定

経営へ統合した
排出削減活動

削減活動

カーボンマネジメントの支援 04



SCOPE1

自社の燃料の
使用に伴う排出
（直接排出）

SCOPE2

他社で生産され
たエネルギーの
使用（主に電力）  

に伴う排出
（間接排出）

SCOPE3

その他の
間接排出

4-1 2020.00.00

原材料調達から製造、物流、販売、廃棄に至る、
企業の事業活動全体から出る排出量。
SCOPE1,2,3 の合計がサプライチェーン排出量
となります。

サプライチェーン排出量
(スコープ１,２,３）とは？

SCOPE3 の 15 カテゴリ

2
3
4
5
6
7
8

資本財
エネルギー関連活動
輸送・配送（上流） 
事業から出る廃棄物
従業員の出張
雇用者の通勤
リース資産（上流）

上
流

カテゴリ 項目 該当する項目

原材料、仕入れ商品の調達
間接調達（ソフトウェア、備品、資材等）
生産設備の増設
エネルギー関連活動
調達物流、出荷輸送
外部委託の廃棄物 
従業員の出張
従業員の通勤
自社が賃借しているリース資産の稼働

購入した製品・サービス1

9
10
11
12
13

輸送、配送（下流） 
販売した製品の加工
販売した製品の使用
販売した製品の廃棄
リース資産（下流）

下
流

出荷輸送（荷主外の輸送） 
事業者による中間製品の加工
使用者による製品の使用 
使用者による製品の廃棄処理
他社に賃貸しているリース資産の稼働

株式投資、債券投資
プロジェクトファイナンス

自社が主催するフランチャイズの加盟者
の SCOPE1,2 排出量

15

14

投資

フランチャイズ

サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定 05



自社として算定すべき組織境界を設定します。

算定対象範囲の設定2

算定の基本的なステップ

目的の明確化

算定を行う目的を明確にします。
サプライチェーン排出量の全体把握、削減対象の詳細評価…等

1

算定対象範囲から除外するカテゴリの有無を確認します。

3 カテゴリの抽出

カテゴリ毎に、算定対象とする活動を特定します。

4 カテゴリ内での特定

データ収集項目を整理し、収集します。取引先からの排出量算出
情報の提供を受ける、または、算定式（活動量×排出係数）での算
定を行います。

5 活動量の収集・算定

作 成 資 料 例

算定結果はエクセルシートにて納品いたし
ます。
事業内容に大きな変更等がなければ、エク
セルシートをご活用いただき、翌年度以降
は自社にて算定いただくことが可能です。

サプライチェーン排出量(スコープ１,２,３）算定4-1 2020.00.00

サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定 06



2020.00.00SBT 策定支援
サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定

4-2

2

支援の基本的なステップ

1

3

4

5

6

7

経営層を含めた合意形成

目標案についてのディスカッション

目標提出フォームの作成、提出

SCOPE 1,2,3（サプライチェー
ン排出量）の把握状況の確認

進捗情報開示、定期的に目標妥当
性確認

SBTの補足説明、自主目標等の
設定状況のヒアリング

SBTイニシアティブへのコミット
メントレターの作成・提出

基準年 目標年
（2042 年）（例：2018 年） （2030 年）

G
H
G
排
出
量

年削減
80~100%

削減
30~50% 目標値

SBT の削減経路例

設定手法を選択01
削減経路を算出02
SBT 目標年を公表
年より 5 年～15 年
の範囲から選択

03

目標値の決定04

SBT とは ?
SBT (Science Based Targets)とは、産業革命時期比の気温上昇を 2℃を十分に下回り
1.5℃に抑えるために、気候科学 (IPCC) に基づく削減シナリオと整合した中長期の削
減目標を持つこと。（パリ協定が求める水準。）
年率 2.5%~4.2% の削減率で、基準年から 5~15 年先の目標を設定する。
例えば、2018 年を基準年にすると、2030 年に約 30~50% 削減、2042 年に 80~100%
削減の目標となる。

毎年 2.5% 削減（必須）

毎年 4.2% 削減（推奨）

サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定 - SBT 策定支援 07



2020.00.00

CDP とは ?

CDP 回答作成支援
サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定

4-3

ヒアリング結果を基に回答案を
作成（日本語 / 英語選択可）

スコアが出た後、その分析と翌年に
向けた対策をご提案

SCOPE1,2,3（サプライチェー
ン排出量）の把握状況の確認

質問項目の補足説明を行いながら、
回答作成のための必要情報をヒア
リング

CDP 回答システム上での回答入
力、提出を代行

2

1

3

4

5

支援の基本的なステップ2000 年ロンドンで設立した NGO。グローバルに展開。CDP 署名の機関投
資家に代わり、世界の上位企業に質問書を送付し、回答を要請。

CDP 投資家企業

＜日本の場合＞
・対象企業：500 社

・回答企業：316 社

・回答率：63%

世界の上位上場企業 525 の機関投資家

出典：CDP 気候変動レポート 2019

出典：CDP 気候変動レポート 2019
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※FTSE ジャパンインデックスを
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情報

要請

サプライチェーン排出量 ( スコープ１,２,３）算定 - CDP 回答作成支援 08



製品・サービスの排出量算定5 2020.00.00

CO₂を見える化するメリット
全体を把握することで、優先的
に削減すべき点が見えてきます。

環境配慮型商品等の環境配慮の
成果を数値にすることで、説得
力が出ます。

CFP、エコリーフ等の認証マーク
の取得も可能です。

CO₂の見える化とは？
商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサ
イクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を CO₂に換算して、
見える化します。
LCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を活用し、定量的に算定します。

カーボンフットプリント(CFP:  Carbon Footprint of Products)

カーボンフットプリントは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに
至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を CO₂に
換算して、商品やサービスに分かりやすく表示する仕組みです。

原材料
調達 生産 流通 廃棄・

リサイクル
使用・

維持管理

CO₂ CO₂ CO₂ CO₂ CO₂
すべてのプロセスの

環境影響を
定量的に把握 CO₂

製品・サービスの排出量算定 09



（J- クレジット制度、JCM 等の排出権取引制度）6 2020.00.00

2

支援の基本的なステップ

1

3

4

5

6

根拠書類の収集、集計

妥当性確認審査対応

登録申請代行

制度に関する補足説明、設備導入に
関するヒアリング（打合せにて実施）

制度利用可能性診断（削減量の概算
算定を含む）

プロジェクト計画書の作成代行

資金

（J- クレジット）
CO₂排出削減・吸収 目標達成、CSR 活動

・適切な森林管理
・省エネ設備の導入
・再エネ活用

J- クレジット創出者
( 温暖化対策に貢献したい企業等 )

J- クレジット購入者

・ 温対法の報告
・カーボン・オフセット

・ CDP 質問書の報告

J- クレジットの売却

資金循環

温室効果ガス（CO₂）削減量や吸収量を、国が排出権
「J- クレジット」として認証し、売買します。
地球温暖化対策に関する国の重要施策の一つです。

J- クレジット制度とは？

排出権の権利化支援

排出権の権利化支援（J- クレジット制度、JCM 等の排出権取引制度） 10



カーボン・オフセット/カーボン・ニュートラル7 2020.00.00

CO₂

0
OFFSET

オフセット

排 出 削 減

カーボン・オフセット、
カーボン・ニュートラルとは？

カーボン・オフセットとは、日々の活動により排出される
CO₂（カーボン）を、森林吸収源を守る植林やクリーンエ
ネルギー等の事業に投資することにより、排出した分を埋
め合わせ（オフセット）する仕組みのことです。
カーボン・オフセットをすることで、新商品の PR や企業
の CSR 活動に使えます。
 カーボン・オフセットの取り組みを更に深化させて、事業
活動等から排出される CO₂排出量の全量（100%）を埋め
合わせる取り組みをカーボン・ニュートラルといいます。

お客さまからヒアリングさせていただいた課題・目的に対して、
最適なご提案をさせていただきます。

企画・提案2

算定の基本的なステップ
ヒアリング

まずは、お客さまの課題・目的等をヒアリングさせていただ
きます。カーボン・オフセットについてわかりやすく丁寧に
ご説明させていただきます。

1

企画・提案内容に沿ってお客さまに最適な手法で排出量の
算出を行います。

排出量の調査・算定3

算定結果を踏まえ、お客さまのニーズに応じたクレジットを
選定・提案し無効化手続きを行います。

排出権の無効化手続き4

ウェイストボックスでは、企画・提案はもちろんプロモーション活
動もサポートさせていただきます。
カーボン・オフセット開発商品の販売経路等もご案内させていた
だきますのでお気軽にご相談ください。

プロモーションの実施5

企 業 活 動

CO₂

CO₂CO₂

植林・風力発電など

CO₂
CO₂

CO₂

見本 見本

カーボン・オフセット 11



SCOPE1,2,3 算定支援システムの開発8 2020.00.00

システムの概要

電力、ガス、水道、
ゴミ等の請求書
（将来的には

SCOPE3）

根拠資料
貴
社
ご
担
当
者
様

メール

閲覧

アップデート

全国拠点

工場

販売店

海外

サプライヤー

（オプション）

・根拠資料確認
・提出時のフォロー（ヘルプデスク機能）
・GHG 排出量の算出（排出係数管理）
・OCR・RPA で自動集計（今後対応予定）
・根拠資料保管

SCOPE1,2,3 排出量を把握するには？

各種帳票類等を効率的に収集・集計する仕組みが必要です。
エビデンスの収集及び数値化支援を行うサービスの提供も
行っています。

PDF または
画像データ

で登録

データベース
データ確認用
ウェブサイト
CDP 等での

 情報開示に活用

SCOPE1,2,3 算定支援システムの開発 12



2020.00.00

中小企業向けSBT認定取得

SBT 認定取得、CDP 気候変動コンサルティングパートナー認定9

CDP 気候変動コンサルティング
パートナーとして認定

　複数の CDP 回答企業の推薦により、活動実績が認められ、
CDP 認定パートナーとしてパートナーシップ契約を締結。
　各国で限られた数の事業者が CDP の認定パートナーとして
活動しており、現在（2020 年 8 月時点）、日本で唯一の
CDP 気候変動コンサルティングパートナーとして認定された。

【当社の削減目標の内容】
・スコープ１およびスコープ２の温室効果ガス排出量を
　2030 年に 2018 年度比で 50％削減
・スコープ 3 排出量の把握と削減に取り組むことを約束
※上記目標は、現在のプロセスで認定することができる最も野心的な
　1.5℃水準にて認定取得

SBT 認定取得、CDP ソリューションパートナー認定 13

　2020 年 4 月から導入された中小企業向けの新たな SBT 認定の
申請ルート（Target Setting Letter for SMEs）に排出削減目標
を提出し、2020 年 6 月に科学的根拠に基づいた目標として国内
で初めて認定を取得。

【参考】
・SBT：https://sciencebasedtargets.org/
・CDP：https://www.cdp.net/

国内初 国内
唯一



2020.00.00Business Ambition for 1.5℃に賛同を表明10

ウェイストボックスは、Business Ambition for 1.5℃に賛同しています。

私たちとともに、ネットゼロを目指しましょう。

Busines Ambition for 1.5℃に賛同を表明 14

Business Ambition for 1.5°Cʼ is an 
urgent call to action, led by a global 
coalition of UN agencies, business and 
industry leaders.



製品・サービスの排出量調査（LCA、CFP 等）
排出権権利化代行（J- クレジット創出支援等）
カーボン・オフセットプロバイダー事業

上記に付帯する環境コンサルティング事業

GHG 関連事業
（SCOPE1,2,3 把握、SBT, RE100, CDP 情報開示支援）

事業内容

会社概要11 2020.00.00

資本金

代表取締役

会社名
（URL）

株式会社ウェイストボックス
https://wastebox.net/

鈴木 修一郎

052-265-5902
/052-265-5903

電話番号
/FAX

設立年月日

【本社】愛知県名古屋市中区栄 2-6-1
RT 白川ビル 2 階

拠点

2006 年 2 月 2 日

【支社】東京都中央区日本橋 2-1-17
丹生ビル 2 階

4,500 万円（資本準備金含む）

環境と経済の両立を通して、循環型社会及び

脱炭素社会構築へ貢献していきます。

CO₂の見える化で、社会を変える

会社概要 15
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