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企業版2℃⽬標（SBT：Science Based 
Targets）に取組むメリット
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 企業が、投資家、顧客、サプライヤー、社員などのステークホルダーに対し、持
続可能な企業とアピールすることで、評価向上やリスクの低減、機会の獲得と
いったメリットにつなげられる。

 SBTは、気候科学に基づく「共通基準」で評価・認定された⽬標であるため、
「2℃⽬標」に整合していることが分かり易い。

SBTは2℃⽬標に整合した持続可能な企業
であることをステークホルダーに対して分かり

易くアピールできる！！



対投資家・対顧客という意味でのメリット

3

年⾦基⾦等の機関投資家は、中⻑期的なリター
ンを得るために、企業の持続可能性を評価する。

調達元へのリスク意識が⾼い顧客は、サプライヤー
に対して野⼼度の⾼い⽬標、取組みを求める。

⇒SBT設定はCDPの採点において評価され、投資
家からのESG投資の呼び込みに役⽴つ。

⇒SBT設定は⾃社のビジネス展開におけるリスクの
低減・機会の獲得につながる。



SBT認定を受けているとCDPでも得点が上がる
 2016年のCDP質問書からSBTに関する質問が追加され、評価の対象となっている。
 2017年のCDP質問書ではSBT認定を受けていると、「リーダーシップ」の得点を獲得することができる。

総量⽬標でSBT認定を受けている場合：3.1aでフルポイント
原単位⽬標でSBT認定を受けている場合： 3.1bでフルポイント
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リーダーシップ
(Leadership)

管理
(Management)

認識
(Awareness)

開⽰
(Disclosure)

正式な認定 または CDP質問書回答より評価

その削減⽬標はSBT（科学と整合した⽬標設定）ですか？
※3.1a, 3.1bの両⽅またはいずれかにてフルポイント
Yes
No, but we anticipate setting one in the next 2 years

Yes
Donʼt know
No, but we are reporting another target which is science-based
No, but we anticipate setting one in the next 2 years
No, and we do not anticipate setting one in the next 2 years

※3.1a総量⽬標のみ※3.1a, 3.1bの両⽅または
いずれかにてフルポイント２点

0.5点

１点

【スコープ内における⽬標対象排出量割合、⽬標年、基準年、基準年排出量、基準年からの削
減割合】を全て回答し、2.5点をとれていることが条件

CC3.1のディスクロ―ジャーレベルで満点をとっていることが条件

以下のすべての要件を満たす
スコープ内における削減⽬標対象排出量割合が70％以上
⽬標がスコープ1と2両⽅を対象にしている
中期⽬標を設定している（⽬標年が2020－2035年）
⻑期⽬標を設定している（⽬標年が2035年以降）
基準年から⽬標年に渡って年平均削減率が最低2.1％
※リーダーシップスコアを獲得するためには、中期⽬標と⻑期⽬標の両⽅
をカバーするため複数の⽬標設定が必要です。



サプライヤーの取組につながるというメリット
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 サプライヤーが環境対策に取組まないことは、⾃社の
評判の低下や、排出規制によるコスト増といったサプ
ライチェーンのリスクになりうる。

 SBTはサプライチェーンの⽬標を設定するため、サプラ
イヤーに対して削減取組みを求めることにつながる。

⇒SBTで設定した削減⽬標を、サプライヤーに対し
て⽰すことで、サプライチェーンの調達リスク低減や
イノベーションの促進へつなげることができる。



社内・従業員のモチベーションを⾼められるというメリット
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 企業が省エネ、再エネ、環境貢献製品の開発に取組
むことは、コスト削減や評判向上といった企業価値向
上につながる。

 SBTは社内に対して野⼼的な削減⽬標を課すため、
積極的な削減取組みを求めることにつながる。

⇒SBTは野⼼的な⽬標達成⽔準であり、SBTを設
定することは、社内で画期的なイノベーションを起
こそうとする機運を⾼める。



設定⽀援を受けるメリット
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① 経験豊富な事務局による⽀援：
本事業では、昨年度42社に対してSBT設定を⽀援した実績をもつ
（うち4社はSBT認定を取得）。また、SBT事務局とのディスカッショ
ンにより認定基準の解釈について確認済。

② SBTの理解獲得：
事務局からSBTについて正確で分かり易い説明があり、SBT事務局
の英語⽂献を読まずとも、SBTの概念から認定基準、設定⼿法まで
理解できる。

③ ⽬標を算出できる：
基準、設定⼿法に沿った⽬標の⾃⼒算出が可能になり、また事務
局から⽬標案の認定基準との整合性のチェックを受けられる。

④ コミュニケーション：
SBTについての疑問点は、対⾯・電話・メールで質問・議論できる。



環境省による2017年度SBT設定の⽀援状況
 環境省は昨年度、SBTの設定に対して情報提供・助⾔・作業⽀援を実施。
 SBT設定の合同セミナーに63社参加。うち42社に個別⾯談コンサル。

（42社中4社（積⽔ハウス・⽇本郵船・富⼠フイルム・丸井）が認定取得、
18社が２年以内の設定をコミット、うち少なくとも6社が認定申請中）

8[出所]SBTの認定取得とコミットの数については、Science Based Targetsホームページ Companies Take Action
（http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/）より作成

2017年度環境省⽀援事業参加企業⼀覧
○SBTの策定⽀援（63社）
旭硝⼦／アシックス／味の素／アスクル／アステラス製薬／ウシオ電機／MS&ADインシュアランスグループ
ホールディングス／NTTドコモ／⼤塚製薬（⼤塚ホールディングス）／⼤林組／オムロン／花王／
⿅島建設／京セラ／グローリー／コカ・コーラ ボトラーズジャパン／コクヨ／サンメッセ／ジェイテクト／
塩野義製薬／シスメックス／スズキ／住友ゴム⼯業／住友林業／積⽔化学⼯業／積⽔ハウス／セコム
／SOMPOホールディングス／ダイキン⼯業／⼤成建設／⼤東建託／⼤⽇本印刷／ダイフク／
⼤和ハウス⼯業／テイ・エス テック／東急不動産ホールディングス／東芝／凸版印刷／豊⽥合成／
豊⽥⾃動織機／ニチレイ／⽇産化学⼯業／⽇東電⼯／⽇本ゼオン／⽇本通運／⽇本電気／
⽇本郵船／野村総合研究所／⽇⽴キャピタル／⽇⽴建機／ファンケル／フジクラ／富⼠フイルム
ホールディングス／古河電気⼯業／ベネッセコーポレーション／マツダ／丸井グループ／三菱ガス化学／
三菱⾃動⾞⼯業／三菱電機／明電舎／横浜ゴム／YKK

2018年6⽉14⽇現在



対象企業、事業内容
 企業版2℃⽬標（SBT）の設定企業の拡⼤を⽬指し、個社別の⽀援を実施。
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対象企業
SBT⽬標の設定を検討している企業（コミット済企業含む）。
削減⽬標を有しているがSBT認定には⾄っていない企業 。
SBT認定済で⽬標達成に向けたPDCAを検討している企業※。

事業内容

SBT基準に整合する企業の削減⽬標設定に対する⽀援。
⽀援は⼝頭での説明や助⾔。実際の検討や資料作成等は参

加企業にて実施。
⽀援としては以下を実施。

• 説明会におけるSBTの認定基準や⽬標設定⼿法の解説
• ⾯談形式の助⾔
• メール、電話等による質問事項への対応

※SBT認定済みの企業については、組織バウンダリや原単位の変更といった、⽬標の⾒直しや算定⽅法の改善などの明確な課題があり、
情報提供や助⾔による課題解決が望める企業であれば⽀援対象とする。ただし、SBT認定を取得していない企業の⽀援を優先する。



SBT合同説明会、個社別⾯談
 今年度の⽀援ではSBT合同説明会と、個別の⾯談形式での助⾔を実施。
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⽀援内容

SBT合同説明会
⽬的：SBTの概要と設定プロセスの理解
 SBTの概要、認定基準、⽬標設定⼿法の解説
 第1回⾯談に向けた準備事項の提⽰

⽬標設定⽀援⾯談（基本2回）
⽬的：SBT基準との整合性確認、削減⽬標に関するディスカッション
• 1回⽬
 サプライチェーン排出量の算定状況の確認
 SBTに関する質疑応答
 削減⽬標のSBT基準への整合性確認
 検討した削減⽬標に関するディスカッション

• 2回⽬
 第1回⾯談を受けて検討した削減⽬標のSBT基準への整合性確認
 検討した削減⽬標に関するディスカッション
 ⽬標設定・達成戦略についての情報提供・助⾔



応募条件
 応募条件は、⽬標設定検討結果を環境省のWebサイト掲載への同意等。
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応募条件

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム（※）への⽬標設定検
討結果（削減⽬標案、サプライチェーン排出量、⽬標設定の背
景、⽬標設定のプロセス等）の掲載に同意すること。

削減⽬標設定の検討、グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
への掲載資料の作成は、原則として平成31年1⽉末⽇までに
完了させること。ただし、⽀援の結果としてSBTへのコミット、削減
⽬標の設定達成は必須ではない。

サプライチェーン排出量を算定していない事業者は【サプライ
チェーン排出量の算定⽀援】を受けること。

※サプライチェーン排出量やSBT等に関する普及・啓発を⽬的とし、環境省及び経済産業省が合同で運営しているWebサイト。サプライ
チェーン排出量やSBT等に関する国際・国内動向や算定⽅法、排出原単位、取組事例等の企業がサプライチェーン排出量を算定する
際に参考となる情報を掲載。



スケジュール
公募期間：平成３０年６⽉２７⽇〜７⽉２７⽇
⽀援期間：平成３０年８⽉中旬〜１２⽉末
成果物提出締切：平成３１年１⽉３１⽇

採択基準と
採択企業

数

応募条件を満たしている企業のうち、申請内容や業種、企業規模
等を総合的に考慮し２０社採択。

採択されなかった応募企業にも席数の限りSBT合同説明会のみの
参加を認める。

企業版2℃
⽬標ネット
ワークへの

参加

SBTの認定やコミットに⾄った場合は、必ず「企業版2℃⽬標ネット
ワーク」に参加すること。

SBTの認定やコミットに⾄らなかった場合でも、ネットワークの合同勉
強会にはゲスト参加が可能。

連絡先 中⻑期排出削減⽬標設定・排出量算定⽀援事務局（みずほ情報総研株式
会社）メール：scm@mizuho-ir.co.jp

スケジュール、採択基準と採択企業数、ネットワークへの参加
 スケジュール、採択基準・採択企業数、ネットワークの参加については下記の通り。
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2017年度SBT⽀援参加企業の感想コメント
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 SBT設定の内外からのプレッシャー
 業界内で上位という⾃負があるので、●●社がSBTの

認定を得ている状況を、経営トップも無視できない。
 役員報酬の中⻑期業績連動で、サステナビリティ評価

が加味されるようになった。
 CDP評価の影響⼒の⼤きさを痛感している。
 シェアの⼤きい●●業界から●●⽤●●の製造におけ

る排出量を下げることを求められている。他者との競合
もあるので、サプライチェーン上のビジネスリスクが⼤きい。

 IR部⾨から、「機関投資家の半数が海外の投資家で
あり、削減⽬標を何故作らないのか」と問われた。



2017年度SBT⽀援参加企業の感想コメント

14

 設定と実践に向けた課題、⼯夫
 なぜその⽬標なのか、経営⽅針、経営計画、事

業に結び付けたストーリーが必要。ビジネスにとっ
ての将来のリスクと機会がつかめるよう、社会の環
境分野の将来像を⽰す⻘写真がほしい。

削減策と根拠が伴った数値⽬標にしたい。
⾃社の社員にも訴求できるようなものにしたい。
設定前の省エネ対策の成果は含められないので

なかなか難しいが、⼦会社や、再エネの低価格化
が進む海外拠点は、削減余地は⼤きいと判明。



2017年度SBT⽀援参加企業の感想コメント
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 ⼀社の努⼒だけではできない、企業間連携
や社会全体の変⾰が必要

 2℃⽬標達成は⼀社だけの削減努⼒だけではなく、企
業が協同して排出量を減らしていく必要がある。

 削減の肝になるのが●●●（省エネ製品）が政府⽬
標の●●%まで普及できるのかどうか（消費者の消
費⾏動の変化も重要）

 技術⾰新、電⼒会社の係数の変化、再エネ調達環境
の変化、カーボンプライシング等を想定。カーボンプライ
シングがかけられれば、⼗分な投資効果が得られる。



2017年度SBT⽀援参加企業の感想コメント
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 再エネ電⼒
 製造プロセスでの省エネ対策は限界に近く、製造プロセ

スの周囲の対策（⾃家発電、再エネ導⼊）が必要。
 ロケーションベース、マーケットベースどちらかに⼀本化する

必要がある。再エネ電⼒購⼊の効果を活かすのであれ
ば、マーケットベースの⽅が良いと考える。

 営業⾞のEV化を進めていくが、電⼒原単位の影響を
強く受けるので、再エネ調達も視野に⼊れている。


