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回答へのヒント
C11 カーボンプライシング



本ウェビナー・資料利用の際の注意点

本ウェビナー・資料は、CDPジャパンにて、日本企業の
皆様向けに日本語での説明を行うために作成したもので
す。最新の状況を反映しきれていない可能性もあります
ので、正しくはwww.cdp.netのオフィシャルガイダンス
をご参照ください。
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http://www.cdp.net/


全体を通じて

コメント(Comment)と説明してください(Please explain)

Commentは空欄でも大丈夫な場合が多いです。(C4.3cは記入が必要です)

Please explainやDescriptionは必ず記入してください。

空欄と0の記入

CDPでは、空欄は「不明」を意味し、開示スコアが評価されません。

値が0とわかっている場合は、必ず0を記入してください。

Othersを選択した場合、スコアがつかない場合も多々ございます。

できるだけ当てはまるものを選択するようにしてください。

Row（行)とcolumn(列)は右の通りです。
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行(row)

列(column)



モジュール終了

C11.1 御社の操業や活動がカーボンプライシング(ETS, 排出キャップ&トレード, 炭素税など)による規制を受けていますか？

C11.1a 御社の操業に影響をあたえるカーボンプライシング規制を選んでください。

C11.3a 御社においてどのように内部的カーボンプライシング
を利用しているかの詳細を教えてください。

C11.1c 御社が参加する炭素税システムについて表に記入ください。

C11.1d 御社が参加または参加すると想定しているシステムにおける遵守のための戦略をおしえてください。

C11.2 御社はプロジェクトによる炭素クレジットを報告期間内に創出または購入しましたか。

C11.2a
報告期間内におけるプロジェクトに基づく炭素クレジットの

創出または購入の詳細を教えてください。

C11.3 御社は内部的カーボンプライシング（炭素の価格付け）を利用していますか。

はい

C11.1b 御社が参加する排出量取引システムについて表に記入ください。

排出量取引の選択肢を
選んだ場合

炭素税システムを
選んだ場合

いいえ、

そして3年
以内に規制
を受けると
想定してい
ません。

いいえ、しかし3年以内に
規制を受けると想定しています。

はい

はい

いいえ

「いいえ、しかし2年以内に
利用することを予定しています」
「いいえ、２年以内にも利用を
予定していません。」

C11 カーボンプライシング/Carbon pricing



C11 カーボン・プライシング

Pa

ge 
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カーボンプライシング規制
・地球温暖化対策税

・東京都・埼玉県排出量規制＆取引

2012年～地球温暖化対策税（全国）

炭素含有量に応じた課税

289円/t-CO2(ガソリンリットルあたり約3円)

2010年～東京都総量削減＆排出量取引

2011年～埼玉県総量削減＆排出量取引

社内カーボンプライシング
Internal Carbon Pricing

仮に計算してみて将来のリスクを知る(Shadow Price)

投資判断に炭素価格を加味する
部門などに排出量上限を割り当てる/排出量に応じてフィーをとる

規制に備えて、または企業としての効率的削減達成のために



C11.1 カーボンプライシング規制の有無

はい/Yes

いいえ、しかし3年以内に規制下となることを予想しています/No, but we anticipate being regulated 
in the next three years

いいえ、3年以内には規制下とならないと予想していますNo, and we do not anticipate being 
regulated in the next three years
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C11.1 御社の操業や活動がカーボンプライシング(ETS, 排出キャップ&トレード, 炭素税など)による規制を受けていますか？

いずれか選択で、開示スコア1/1



C11.1 カーボンプライシング規制の有無
C11.1a 規制を受けているカーボンプライシング規制の種類

Alberta carbon tax

Alberta SGER

Australia ERF Safeguard Mechanism 

BC carbon tax 

BC GGIRCA 

Beijing pilot ETS 

California CaT

Chile carbon tax 

China national ETS 

Chongqing pilot ETS

Colombia carbon tax

Denmark carbon tax 

Estonia carbon tax

EU ETS 

Finland carbon tax 

France carbon tax 

Fujian pilot ETS 

Guangdong pilot ETS 

Hubei pilot ETS 
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C11.1a 御社の操業に影響をあたえるカーボンプライシング規制を選んでください。

はい

Iceland carbon tax 

Ireland carbon tax

Japan carbon tax 地球温暖化対策税
Kazakhstan ETS 

Korea ETS 

Latvia carbon tax 

Liechtenstein carbon tax 

Mexico carbon tax

New Zealand ETS

Norway carbon tax 

Ontario CaT

Poland carbon tax 

Portugal carbon tax

Québec CaT 

RGGI 

Saitama ETS →東京都排出権取引
Shanghai pilot ETS

Shenzhen pilot ETS 

Slovenia carbon tax 

Sweden carbon tax 

Switzerland carbon tax 

Switzerland ETS

Tianjin pilot ETS

Tokyo CaT →東京都排出権取引

UK carbon price floor

Ukraine carbon tax 

Washington CAR

Other ETS, please specify

Other carbon tax, please specify

いずれか選択で、開示スコア1/1

※あてはまるものをすべて選んでください。



C11.1b 参加排出量取引の詳細

Pa

ge 
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C11.1b 御社が参加する排出量取引システムについて表に記入ください。

スコープ1の対象排出量

注意！ここは報告年とオーバーラップする
1年を記載ください。

実際の排出量です購入した排出枠排出枠(上限)

各列記載で開示スコア1/1×61行完成で認識1/1



C11.1c 参加炭素税の詳細

Pa

ge 
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注意！ここは報告年とオーバーラップする
1年を記載ください。税の場合、報告年と一致させてください。

税金として1年間に支払った額です

C11.1c 御社が参加する炭素税システムについて表に記入ください。

排出に課税されたCO2排出量の％
（御社のスコープ１＋２排出総量
に占める割合です）

記入で開示1

記入で開示1 記入で開示1

1行完成で認識1/1



C11.1d カーボンプライシング規制の遵守の戦略

開示レベル：文章が記述→1/1

認識レベル：1) C11.1が「はい」の場合、対象となっているシステム（規制など）への遵守の戦略
→1/1, 2)C11.1が「いいえ、しかし3年以内に対象となると予想しています」の場合、参加すると想
定しているシステム（規制など）への遵守の戦略→1/1

管理レベル： 1) C11.1が「はい」の場合、戦略を当てはめた事例がある, 2)C11.1が「いいえ、しか
し3年以内に対象となると予想しています」の場合→1/1
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C11.1d 御社が参加または参加すると想定しているシステムにおける遵守のための戦略をおしえてください。

•Some of the options for compliance include emissions reductions strategies, efficiency upgrades, 

purchase of allowances and the purchase of carbon credits.

•Depending on how long your company has been regulated by a carbon pricing system, efficiency 

upgrades may not provide the amount of reductions necessary to comply with regulations. If that 

is the case for your company, then you are also encouraged to detail your company’s long-term 

compliance and regulatory risk management strategy; including the specific metric(s) or 

mechanism(s) used – for example, a dedicated carbon risk management team or the use of an 

internal carbon price. If you use an internal carbon price, please make note of this here and 

provide specific details the subsequent question (C11.3a).



C11.2 炭素クレジットの創出・購入

はい

いいえ
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C11.2 御社はプロジェクトによる炭素クレジットを報告期間内に創出または購入しましたか。

開示スコア



C11.2a 炭素クレジット創出・購入の詳細
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C11.2a
報告期間内におけるプロジェクトに基づく炭素クレジットの

創出または購入の詳細を教えてください。

創出
購入

プロジェクトタイプ プロジェクトの説明 検証基準

クレジットの量(Mt-CO2e)

報告年に創出・購入した量 リスク調整済みの量

償却

はい

いいえ
該当しない

開示スコア1 開示スコア1 開示スコア1

開示スコア1

開示スコア1 開示スコア1
開示スコア1 開示スコア1

管理レベルは、C7.9aの管理レベルが満点かつ、
C6.1, C6.3でスコープ1・2排出量が報告されている場合

管理1/1



C11.2a 炭素クレジット創出・購入の詳細
リスク調整済み、について

クレジットはプロジェクトライフサイクルの様々な段階で販売されることから、予想されるクレ
ジット量は、プロジェクトのセクターや段階などによって、様々な基準で調整されます。

本欄は、年間に創出または購入しているクレジットのうち、実現を待っているものについての年間
クレジット量をいれてください。その量は、リスクの度合いによってリスク調整済みの数値として
ください。(t-CO2換算)

多くの場合、本欄は実施中であるがまだクレジットが認定されていないCDPプロジェクトにあては
まります。多くの場合、実際のプロジェクトによる温室効果ガス排出削減量は、初期の予想よりも
小さくなります。それは、関連するプロジェクトリスクが顕在化してしまうことによります。この
不確実性によって、これらのリスクの高いタイプのクレジットは、より確実性の高いプロジェクト
のクレジットより、かなり安い価格で購入されます。 CDM登録簿の中で生成が確認できないクレ
ジット、つまり、初期段階のプロジェクトについては、リスク要因によって調整され、「リスク調
整済み量」によって計測されます。クレジット構成の中に、リスク要因がない場合、リスク調整済
み量は、クレジット量と同じ値になります。
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C11.2a 炭素クレジット創出・購入の詳細
目的/Purpose

規制遵守/ Compliance：例えば、東京都キャップ＆トレードの遵守のために、同クレジットを購入

自主的なオフセット/Voluntary Offsetting：例えば、規制には使わないが、クレジットを購入

当てはまらない/Not applicable

その他、詳述/Other, please specify
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管理レベルは、C7.9aの管理レベルが満点かつ、
C6.1, C6.3でスコープ1・2排出量が報告されている場合
で、上記の2つのいずれかを選んだ場合、1/1



C11.3 社内カーボンプライシング

はい

いいえ、しかし2年以内に実施する予定です

いいえ、2年以内に実施する予定もありません
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C11.3 御社は社内カーボンプライシング（炭素の価格付け）を利用していますか。

開示スコア

認識スコア

管理スコア



C11.3a 社内カーボンプライシングの詳細
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①社内カープラの目的 ②対象のスコープ ③適応の枠組み ④炭素価格 ⑤価格の変化 ⑥タイプ ⑦影響等

GHG規制対応
ステークホルダーからの要請
社内の行動変容
エネルギー効率化進展
低炭素投資の促進
投資のストレステスト
低炭素機会の特定と掌握
サプライヤー協働

適応している事業の意思決定プ
ロセス、意思決定に影響のある
度合い(例えばどのくらい利用を
義務付けているか）
多く報告される適用事例は、資
本支出、操業、調達、研究開発
、報酬についての決定。

×
企業固有の
社内カープラ
利用について
記述(管理)認識：全欄記入、オフセット以外選択

開示:すべて記載、選択



C11.3a 社内カーボンプライシングの詳細
⑤価格の変化

社内カープラをストレステストやシナリオ分析に利用している企業にとっては、時間の経過ととも

に炭素価格をどう想定しているか、地域や事業範囲(全社に適用しているのか、特定の事業部または

意思決定のみに利用しているのか、その際に統一の価格なのか、違う価格を使っているのか、を開

示することは大変重要です。

価格設定の主要なアプローチは以下の通りです:

-単一価格Uniform pricing: 地域、事業部、意思決定のタイプに関わらず、同じ価格を利用

-差異化した価格Differentiated pricing: 地域や事業部、意思決定によって異なる価格を利用

-固定価格Static pricing: 時間が経過しても同じ価格

-変遷価格Evolutionary pricing: 時間の経過とともに変化する価格
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C11.3a 社内カーボンプライシングの詳細
⑥タイプ

多くの企業は、シャドウプライス(shadow price)を利用しています –理論上の炭素価格をCO2換算排
出量に当てはめるものです。これは、操業やサプライチェーンのどこにリスクと機会が存在するの
かを明らかにし、将来の資本投資についての戦略的意思決定を支援するためのものです。

排出削減目標や再エネ目標のある企業では、「暗示的炭素価格(implicit carbon price)」を、削減/調達
コストをCO2削減量で割ることで計算しているところもあります。この計算によって、気候関連目
標を達成するための資本投資の規模をしることができるようになります。また、より戦略的な社内
カーボンプライスの導入の目安とすることも多いようです。

内部費用徴収(Internal fee)については、一歩進んだものであり、排出に責任のある事業部から費用を
徴収するものです。多くの場合、その収入をクリーン技術や企業の低炭素に向けた操業・投資に活
用しています。社内取引制度(internal trading)を作っている企業もあります。

いくつかの企業では、自主的な炭素市場を活用し、自社の排出のオフセット(offsets)を行っています。

「その他、特定ください(Other, please specify)」を選んだ場合、社内カーボンプライスのタイプの
名称を記載ください。

18



C11.3a 社内カーボンプライシングの種類
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仮の炭素価格を当てはめて「計算してみる」
→リスクがどこにあるのかがわかる

かかったカーボンプライスを「計算してみる」
→コスト規模を把握し、将来の投資に備える
→社内カープラの参考価格とする

事業部ごとに排出に応じて徴収
→削減インセンティブ
→収入を削減プロジェクトに投資出典：CDPジャパン 気候変動レポート2018

+internal trading



参考：社内カーボンプライシングをやってみよう！
その1：シャドウプライス/Shadow Price

ステップ1: あてはめる炭素価格を設定
→IEAのシナリオにおける炭素価格、実際
の規制における炭素価格、Carbon Pricing 
Corridorsにおける将来炭素価格

ステップ2: 実際の財務と、炭素排出に価格
を付けた場合の財務を計算し、比較する

ステップ3：経営会議などで報告する
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出典：IPCC, Special Report: Global Warming of 1.5 ºC

https://www.cdp.net/ja/climate/carbon-pricing/corridors
https://www.cdp.net/ja/climate/carbon-pricing/corridors
https://www.ipcc.ch/sr15/


参考：社内カーボンプライシングをやってみよう！
その2：暗示的価格/implicit carbon price

ステップ1: 削減にかかった追加費用を計算

ステップ2: 削減量で割って、円/t-CO2を計算する

ステップ3：今後の削減目標のための予算を計算結果をもとに想定する
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設備コスト、再エネ調達の追加コスト等

それによる削減量は何トン？コスト/削減量 を計算

1万円/t-CO2だったから、今後の削減のための
予算を〇円予定しよう。



ステップ1：削減量または排出量上限を設定
（目標値などをあてはめてもよい）

ステップ2：上限超過した場合、他から購入も
可とする？（internal trading)

ステップ3：超過した場合、費用を徴収する

ステップ4：徴収した費用について、使い道を
決める。例えば、投資に使う。

参考：社内カーボンプライシングをやってみよう！
その3：内部費用徴収/internal fee

タイプ1：排出量キャップを設定 タイプ2: 排出量または超過量に応じて徴収

ステップ1：炭素価格を設定

ステップ2：期限中の排出量に応じて費用を徴
収

ステップ3：徴収した費用について、使い道を
決める。例えば、投資に使う。
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重要なのは、排出削減インセンティブです。費用の使い道は補助的な役割ですが、これも重要です。



CDP

Address: Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 

Tel: +81 (0)3 6225 2232

www.cdp.net

japan@cdp.net

日本語での各種イベント、最新情報は以下をご覧下さい。
https://cdp-jp.net/1516767582/cdp2019

レポーターサービスのお問い合わせ
kae.takase@cdp.net

https://cdp-jp.net/1516767582/cdp2019

