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詳細、変更の理由、コンサル
テーションでいただいた意見

• セクター別質問書への変更点
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CDP気候変動質問書の
概要



構造
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気候変動質問書は14のモジュールで構成されています。これらのモ

ジュールは、回答企業すべてに共通して示されます。

 中小企業と初めて回答する企業は、ミニマムバージョンへの回答を選択す

ることも可能です。その場合、モジュールの一部のみ示されます。

 サプライチェーンメンバーの顧客企業からの回答要請を受けている場合、

サプライチェーンモジュールが追加的に示されます。

特定の影響の高いセクターの企業については、セクター別モジュールやセク

ター別質問が示されます。

2020 MODULES

C0 Introduction

C1 Governance

C2 Risks and opportunities

C3 Business strategy

C4 Targets and performance

C5 Emissions methodology

C6 Emissions data

C7 Emissions breakdown

C8 Energy

C9 Additional metrics

C10 Verification

C11 Carbon pricing

C12 Engagement

C15 Sign off

SC Supply Chain



セクター別質問

農業、土地利用

農産品

食料・飲料・タバ
コ

森林・紙

エネルギー

石炭

電力

石油・ガス

鉱業

セメント

化学

金属・採掘

鉄鋼

輸送

輸送機器製造

輸送サービス
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➢ 2020年から追加されたセクター別: 不動産, 建設, 資本財，金融サービス

 一般の質問についての変更 (例えば、回答欄の追加や、選択肢の追加)

 セクター固有の気候変動課題についての追加質問

 一般の質問からいくつかの設問を削除 (for some sectors)
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2020変更点:

一般設問



2020年変更の概要

2020年質問総数: 112

(2設問の純減)

 一般設問の80%について、変更なし、ないし

は微修正

 重複する内容について、4つの新しい設問が

加わり、19の設問について修正を行うこと

で、重複を排除したり、何を聞いているかを

明確化したり、設問の流れを最適にした。ま

た、3つのテーマ（CC,W,F）間の統一も

図った。

 セクター別新たな設問数:

• 不動産: 12

• 建設: 10

• 資本財: 8

• 金融サービス: 純増 4

23

19

4

66

2020年気候変動質問書

Minor change

Modified question

New question

No change
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コンサルテーションの結果

8

詳細についてはCDPウェブサイトをご覧
ください:

https://www.cdp.net/en/companies/consu
ltation

(accessible also from CDP’s corporate guidance page 
– click on “Disclosure in 2019” and scroll down to 
“Consultation findings”)

https://www.cdp.net/en/companies/consultation


変更の詳細についての資料

9

変更についての詳細の資料は、CDPウェブサイトのガイダンスページの: 
“CDP Question Changes and Map: 2019 to 2020” をご覧ください。
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モジュール C1 –

ガバナンス



C1 ガバナンス
1修正設問

2019 C1.3

2020 C1.3 –修正設問

 変更点: 新たな選択肢が入り、コメント欄が追

加

 理由: CDPのフォレスト・水セキュリティ質問

書と整合を図るため
(C1.3) 目標達成を含む気候関連課題の管理に対して、何等かのインセン
ティブを付与していますか？

(C1.3) 目標達成を含む気候関連課題の管理に対して、何等かのインセン
ティブを付与していますか？
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モジュール C2 –

リスクと機会



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

2020 C2.1 –新設問 コンサルテーション結果

 理由: 新しい設問によって、モジュールの流れの向上を図りました。

Data is commercially 
sensitive

1%

Data is not 
available

3%

Other, please 
specify

3%
Question is 
ambiguous

2%

Question is 
not relevant

3%

Question 
requires 

considerable 
reporting effort

3%
Satisfied with 
the question 

overall
85%

(C2.1)御社は気候関連リスクと機会の特定、評価、対応についてのプロセスがあ
りますか？



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

2020 C2.1b –新設問 コンサルテーション結果

 理由: データ利用者が企業がありえる影響を重大とみなす閾値について追加的な情報を得ることが

でき、また、CDPのフォレスト・水セキュリティ質問書との整合性を向上するため。

Data is 
commercially 

sensitive
3%

Data is not 
available

5%

Other, please 
specify

2%

Question is 
ambiguous

6%

Question is 
not relevant

7%

Question 
requires 

considerable 
reporting 

effort
4%

Satisfied with 
the question 

overall
73%

(C2.1b)御社は重大な財務または戦略上の事業影響について、どのように定義し
ていますか？



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

コンサルテーション結果

2019 C2.2

“御社の気候関連課題の特

定、評価、管理の工程が全
体のリスク管理にどのよう
に統合されているかについ
て最もあてはまるものを回
答ください.”

2020 C2.2 –修正設問 (2019 C2.2, C2.2a, C2.2b, C2.2d)

 変更点：C2.2, C2.2a, C2.2b, C2.2dを統

合.

 理由: 回答の流れをスムーズにし、CDP

のフォレスト・水セキュリティ質問書と

の整合を図るため。

2019 C2.2a

“気候関連リスクの特定、評価において、御社が実施

する頻度や対象期間について最もあてはまるものを回
答ください。

2019 C2.2b

“御社が気候関連リスクを

特定する際のより詳細を教
えてください”

2019 C2.2d

“御社の気候関連リスクと

機会の管理の工程について
説明してください。.”

新解答欄

Data is 
commercially 

sensitive
3%

Data is not 
available

3%

Other, 
please 
specify

9%

Question is 
ambiguous

3%

Question is 
inconsistent

2%

Question is 
not relevant

4%
Question 
requires 

considerable 
reporting effort

7%

Satisfied 
with the 
question 
overall
69%

(C2.2) 気候関連リスクと機会を特定・評価・対応するプロセスを説明してください。

以下の表を埋めてください。「行の追加」ボタンを押すと行を追加できます。

対象としているバ
リューチェーン リスク管理プロセス 評価の頻度 対象としている時間軸 プロセスの説明



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

コンサルテーション結果2020 C2.2a –修正設問 (2019 C2.2c) 

 変更点: “上流” と “下流” の行が削除されました。

 理由: 上のリスクタイプに当てはまるため。

Data is 
commercially 

sensitive
2%

Data is not 
available

3%

Other, please 
specify

17%

Question is 
ambiguous

5%

Question is 
not relevant

6%

Question 
requires 

considerable 
reporting effort

9%

Satisfied 
with the 
question 
overall
58%

(C2.2a) どのタイプのリスクが御社の気候関連リスク評価に考慮されていますか。

以下の表を埋めてください。



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

C2.3a –修正設問

 変更点: 

• 2～5列：選択肢が変更されまし
た。

• 5, 15, 16列目: ヘッダーの表現が
変更されました

 理由: C2.2の変更、そしてC2.2aのリ
スクタイプに合うように修正した。

NB: only columns 2-3 of 17 shown above.

2019 2020

(C2.3a) 御社の事業に大きな財務的または戦略的影響を与える可能性
のあるリスクの詳細を教えてください。

以下の表を埋めてください。「行の追加」ボタンを押すと行を追加できます。



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

C2.3a –修正設問

2019

2020

選択肢と表題を変更



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

C2.4a –修正設問

 変更点: 

• 2,5,7列目：選択肢の変更

• 5,16列目：ヘッダーの表現の変
更.

 理由: C2.3aの変更と整合するように

NB: only columns 2 and 7 of 17 shown above.

2019 2020

(C2.4a) 御社の事業に大きな財務的または戦略的影響を与える可能性のある
機会の詳細を教えてください。



C2 リスクと機会

2 新設問, 4 修正設問

C2.4a –修正設問

2019

2020

選択肢と表題を変更
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モジュール C3 –

事業戦略



C3 事業戦略

4 修正設問



2019 C3.1

2020 C3.1 –修正設問

 変更点: 

• 設問の文章が変更

• 新たな選択肢

 理由: 

• モジュールC2リスクと機会とリンクを明確に
するため

• 低炭素移行計画についてのセクター別設問2

問を代替するため。

C3 事業戦略

4 修正設問

低炭素移行計画: 

企業がネットゼロ経済と整合するビジネスモデルに
どのように移行するかの計画。 [...]そのためには、企
業は以下のことをする必要がある: 

(1)パリ協定のゴールと整合するネットゼロ目標の年
次にコミットする; 

(2)ネットゼロを達成したあとについても、利益を出
し続けることを示すこと; そして、

(3)長期のゴールの進捗を示す、中期の定量的目標を
設定すること

(C3.1) 気候関連事項は御社の事業戦略に統合されていますか？

(C3.1) 気候関連リスクと機会は御社の戦略、そして/または財務計画
に影響していますか？

はい、そして低炭素移行計画を策定済みです。



2020 C3.1d –修正設問(2019 C2.5, C3.1c)

 変更点: 2019年のC2.5とC3.1cを統合。「適応と削減活
動(Adaptation and mitigation activities)」「その他、詳述
してください」の行を削除。

 理由: 重複を減らし、リスクと機会が4つの事業分野に及
ぼす影響の設問にに焦点を絞るため。

C3 事業戦略

4 修正設問, 2 設問削除

2019 C2.5

Data is 
commercially 

sensitive
5%

Data is not 
available

3%

Other, 
please 
specify

9% Question is 
ambiguous

5%

Question is 
inconsistent

7%

Question is 
not relevant

8%

Question requires 
considerable 

reporting effort
12%

Satisfied 
with the 
question 
overall
51%

コンサルテー
ション結果

NB: column 3 not shown.

(C2.5)特定したリスクと機会が御社の事業のどこにどのように影響があるか
について説明してください。

(C3.1d)特定したリスクと機会が御社の事業のどこにどのように影響があ
るかについて説明してください。



2020 C3.1e –修正設問 (2019 C2.6)

 変更点: 選択肢を明確化し、影響している財務計画要
素について、1つの自由回答欄にすべてを説明できる
ようにした。

C3 事業戦略

4 修正設問

2019 C2.6

コンサルテー
ション結果

NB: column 3 not shown.

 理由: 回答の負担

を減らすため

Data is commercially 
sensitive

5%

Data is not 
available

7%

Other, 
please 
specify

17%

Question is 
ambiguous

3%

Question is 
inconsistent

2%
Question 

is not 
relevant

8%

Question requires 
considerable reporting 

effort
7%

Satisfied 
with the 
question 
overall
51%(C2.5)特定したリスクと機会が御社の財務計画プロセスのどこにどのよう

に考慮されたかについて説明してください。

(C3.1e)リスクと機会が御社の財務計画プロセスのどこにどのように考慮
されたかについて説明してください。

影響したすべての要素を選択し、
それについての1つの説明文を記載



2020 C3.1f –修正設問 (2019 C3.1c)  Change(s): 設問の言葉が変更され、任意回答と

なった。

 理由: どのように気候関連リスクと機会が戦略と

財務計画に影響したかについて、より全体像を提

供したい場合は影響できるようにした。

C3 事業戦略

4 修正設問, 2 設問削除

2019 C3.1c

(C3.1c) 気候関連事項がどのように事業目的や戦略に統合されて
いるかについて説明してください。

(C3.1f) 気候関連リスクと機会がどのように戦略や財務計画に影響し
たかについて、何か追加的情報があれば記載ください。（任意）
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モジュール C4 –

目標とパフォーマンス



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 

4 修正設問



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.1a –修正設問

 変更点: 3つの列が追加。新たに自動

計算の機能が追加。表題が変更。全
ての目標についての表について統一
を図った。

 理由Rationale: データの質の向上、
何を聞いているかを明確化するため。

目標のカバー範囲

自動計算
自動計算



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.1b –修正設問

 変更点: 3つの列が追加。新たに

自動計算の機能が追加。表題が変

更。全ての目標についての表につ

いて統一を図った。

 理由: データの質の向上、何を聞

いているかを明確化するため。

目標のカバー範囲



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.2 –新規設問

 理由: 低炭素エネルギー目標と他の気候関連目標について区別

するようにし、石油・ガス、石炭セクターのメタン削減目標に

ついての設問の流れを改善するため。

コンサルテーション結果

Data is commercially 
sensitive

2%

Data is not 
available

3%
Question is 
not relevant

3%

Question requires 
considerable 

reporting effort
3%

Satisfied 
with the 
question 
overall
85%

Question is 
ambiguous

2%

Other, please 
specify

2%

(C4.2) 他に報告年に有効な気候関連目標はありますか？

以下から当てはまるものをすべて選択
・低炭素エネルギーの消費または生産を増加する目標
・メタン排出を減らす目標
・他の気候関連目標
・他に気候関連目標はありません



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.2a – NEW QUESTION

 理由: 他の気候関連目標から分離すること

で、低炭素エネルギー目標についてのデー

タの質を向上するため。

Data is 
commercially 

sensitive
2%

Data is not 
available

3%

Other, 
please 
specify

7% Question is 
ambiguous

9%

Question is 
inconsistent

2%

Question is 
not relevant

5%Question 
requires 

considerable 
reporting effort

5%

Satisfied 
with the 
question 
overall
67%

コンサルテーショ
ン結果

(C4.2a) 低炭素エネルギー消費または生産を増加する目標の詳細を教えてください。

目標タイプ



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.2b –修正設問(2019 C4.2)

 変更点: : 5つの列が追加。5列目について選択

肢を修正。新たに自動計算の機能が追加。表

題が変更。全ての目標についての表について

統一を図った。

 理由:データの質の向上、何を聞いているかを

明確化するため。

 NB: not all drop-

down options shown

Data is 
commercially 

sensitive
2%

Data is not 
available

3%

Other, please 
specify

5%

Question 
is 

ambiguous
2%

Question 
is not 

relevant
5%

Question 
requires 

considerable 
reporting effort

2%

Satisfied with 
the question 

overall
81%

コンサルテー
ション結果

(C4.2b)メタン削減目標を含む、御社の他の気候関連目標の詳細を教えてください。



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.2b –修正設問(2019 C4.2)

NB: not all drop-down options shown

昨年は自由に記載する場所であった分子と分母について、選択肢を設定



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.3b –修正設問

コンサルテー
ション結果

Data is 
commercially 

sensitive
2%

Data is not 
available

4%

Other, 
please 
specify

5%

Question is 
ambiguous

5%

Question is 
not relevant

5%

Question 
requires 

considerable 
reporting effort

14%

Satisfied with 
the question 

overall
65%

 変更点: 

• 1，2列目：選択肢を修正

• “スコープ” の欄について、「当てはまるものすべて」を選択できるように修正

 理由: データの質の向上と回答負担を減らすため

(C4.3b)報告年に有効な排出削減イニシアチブについて、以下に詳細を記載ください。



C4 目標とパフォーマンス

2 新規設問, 4 修正設問

2020 C4.3b –修正設問

NB: not all drop-down options shown
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モジュール C8 –

エネルギー



C8 エネルギー

2 修正設問

2020 C8.2c –修正設問

NB: not all drop-down options shown in columns 1 and 10

 変更点: 2019年のC8.2dにつ

いて C8.2cに統合

 理由: 回答の流れを改善する

ため

(C8.2c) 御社のエネルギー消費（原料を除く）について、燃料種別にMWhにて
回答してください。

昨年は原単位を別途C8.2dで聞いていましたが、統合しました。



C8 エネルギー

2 修正設問

C8.2e –修正設問 (2019 C8.2f)

2019

2020

 変更点: 

• “排出原単位” の欄を削除
しました。

• 1～3列目の選択肢を変更
しました。

• 質問の文章と列の表題に
ついて、 “ゼロの排出係
数”と変更しました。

 理由: 明確化、シンプルにし、
また地域ごとに報告できるよ
うに変更した。

(C8.2e) C6.3のマーケット基準スコープ2の値について、ゼロの排出係数として計上し
ている電力、熱、蒸気、冷却についての詳細を教えてください。



C8 エネルギー、そして質問書全体について

低炭素エネルギーの定義についての明確化

低炭素エネルギー技術 再エネ技術

一般的分類 より詳細

• CCSを備えた化石燃料
プラント

• 原子力
• 再生可能エネルギー (

一般的分類・より詳細
分類のすべての選択肢
を含む –状況に応じて
使い分け)

•ソーラー •太陽熱・冷却
•太陽光発電
•太陽熱発電(Solar 

CSP )

•風力 •風力

•水力 •水力

•地熱 •地熱

•バイオマス •固形バイオマス
•バイオガス
•液体バイオ燃料

•海洋 •潮力
•波力

IEAの定義に沿って, 低炭

素技術は、運転時に低い
またはゼロの温室効果ガ
ス排出であるものとして
いる。発電部門について
は、CCSが備わった化石

燃料発電プラント、原子
力発電、再エネ発電技術

を含みます。
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モジュール C10 –

第三者検証



C10 第三者検証

3 修正設問

2020 C10.1a –修正設問

 変更点: “スコープ”の欄は錯書されました。スコープ2の第三者検証は、C10.1bとして別の設問になりました。

 理由: セクター別スコアリングの際に、異なる影響の大きいセクターの排出ポートフォリオを反映できるように。



C10 第三者検証

3 修正設問

2020 C10.1b –修正設問 (2019 C10.1a)

 変更点: スコープ2の第三者検証は、C10.1aから別れて独立した設問になり、「スコープ」の選択肢が修正
され、「スコープ2のアプローチ」となりました。

 理由: セクター別スコアリングがしやすいように。



C10 第三者検証

3 修正設問
ns
C10.1c –修正設問(2019 C10.1b)

 変更点: 1列目について表現と選択肢が修正されました。これは、スコープ3の全カテゴリを対象とするようにしました。第4列「検証・認証
のタイプ」第8列「検証した排出の占める％」については、他の第三者検証の設問に合わせて変更されました。

 理由: 設問間の整合性を向上させるため。

2020



46

モジュール C11 –

カーボンプライシング



C11 カーボンプライシング

1 修正設問

2020 C11.1b –修正設問
変更: 2つの新しい列

理由: スコープ2についても報告が
可能なように。

(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。
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サプライチェーン

モジュール



サプライチェーンモジュール

2修正設問

SC3.1b –修正設問

 変更: 選択肢の変更.

 理由: C4.3bのイニシアチブタ

イプと整合するように

2019 2020



サプライチェーンモジュール

2 修正設問

SC3.2a –修正設問

 変更点: 1列目の選択肢を修正

 理由: C4.3bのイニシアチブタイプ

と整合するように.

2019 2020

NB: only column 1 of 2 shown
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セクター別設問への

変更点



セクター別設問
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設問の削除:

1. 電力セクターについて7つの設問を削除: 

• C7.5, C7.6, C7.6a, C7.6b, C7.6c –スコープ2の排出の詳細
• C8.2d (2019 C8.2e) –電力・熱・蒸気・冷却の発生と自家消費
• C8.2e (2019 C8.2f) –低炭素エネルギー（マーケット基準のスコープ2）の調達方法

2. 全セクターについて低炭素移行計画についての2つの設問を削除: 

• (C-[]3.1b) Indicate whether your organization has developed a low-carbon transition plan to 

support the long-term business strategy.

• (C-[]3.1e) Disclose details of your organization’s low-carbon transition plan.



セクター別設問
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2020 C-[]9.6 –新たな質問

 理由: 本モジュールの設問の流れを

改良するため –ここで「いいえ」を

回答した企業は、続く設問が表示さ

れなくなります。



セクター別設問
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2020 C-[]9.6a –修正設問(2019 C-[]9.6) NB: question text and “Technology area” drop-

down options vary by sector. Shown: C-ST9.6a

 変更点:

• 第1～3列の削除

• 研究開発投資についての数値の提供は任意となりました。

• 「技術分野によって分けることはできません」という選択肢が増えました。

• “説明してください”の列は、 “コメント”になりました。

 理由: 回答の負担を下げるためにシンプルにしました。



 CDPのガイダンスページに、すべての

変更点を示す資料がございます

 質問と暫定版のガイダンスが、CDPの

ガイダンスページにあります。

参考資料

@CDP55

日付:  

 2020年3月 –最終的な回答ガイダンスとスコアリング手法の公表

 w/c 2020年4月13日 – ORS opens


