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CDPフォレスト質問書のプレビュー・回答ガイダンス2019 - バージョン管理

バージョン番号 発行／改訂日 改訂概要

0.1 公開日：2018年12月17日 2019年フォレスト質問書プレビュー・回答ガイダンスの暫定版が公開されました。

0.2 公開日：2019年2月15日 金属・鉱業および石炭関連セクター
「質問内容の背景・根拠」、「回答要望項目」、「用語の説明」、「追加情報」を公開しました。

0.3 更新日：2019年3月14日 CDPに回答を提出する際の条件が2019年に向けて更新されました。

一般質問
アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアチブ(AFi)とのリンクが「他のフレームワークとの関連」に追加されました。
F1.1a:新しい「回答例」
F1.4:新しい「追加情報」
F1.4a:新しい「回答例」
F1.4b:新しい「回答例」
F2.1a:新しい「追加情報」
F3.2b:「回答要望項目」の明確化
F6.1b:新しい「回答例」
F6.3a:新しい「追加情報」
F6.7:新しい「追加情報」
F7.1a:新しい「追加情報」

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-introduction.pdf?1548330995
https://accountability-framework.org/framework/contents/#core-principles


CDP2019回答スケジュール回答スケジュール

質問書プレビュー、回答ガイダンス、スコアリング方法へのアクセス質問書プレビュー、回答ガイダンス、スコアリング方法へのアクセス
CDPの質問書プレビュー、回答ガイダンス、スコアリング方法は、CDPウェブサイトの「企業向けガイダンス」ページからプログラム(気候変動、フォレスト、水セキュリティー)別にアクセスできます。3つのプロンプ
ト画面が表示され、貴社に関連するセクターとその他詳細を選択できるようになります。質問書は、投資家からの回答要請、およびCDPサプライチェーンプログラムに参加する顧客からの回答要請の両方に対応していま
す。質問書全体を通じて各セクター固有の質問が含まれています。ご回答中、質問番号が飛ぶこともありますが、これは、すべての質問が貴社に当てはまるわけではないためです。

質問書に対する回答は、CDPのオンライン開示プラットフォームの一部であるCDPのオンライン回答システム(ORS)を通じて提出されます。詳細については、「 CDPのオンライン回答システムの使い方」を参照して下
さい。質問自体はORS内にあるため、質問書プレビューのものと同じです。一方で、特にドロップダウン選択肢や表など書式が異なる場合があることにご注意ください。

質問書の完全版と簡易版質問書の完全版と簡易版
すべてのCDP質問書に、簡易版と完全版の2つのバージョンがあります。簡易版は同一の質問を含みますが、質問の数は少なく、セクター固有の質問またはデータポイントは含みません。

簡易版の質問書には以下の企業が回答できます:

- 初めてその質問書に回答する企業
- 初めてその質問書に回答するのではないが、年間売上高がEUR/US$2億5000万未満の企業

上記基準を満たしている企業は簡易版を回答することができますが、スコアリングの対象とならない場合があります。

スコアリング対象資格とスコアリング方法についての詳細は、「スコアリングイントロダクション」をご覧ください。

年間売上高がEUR/US$2億5000万未満で、過去にCDPに回答している場合、企業の潜在的または既存の環境影響により、簡易版の質問書の選択肢を削除する権利をCDPは留保します。

簡易版の対象となる企業であっても、自社やステークホルダーにとって有益であると考える場合には、完全版に対して回答することを選ぶことができます。

スケジュールスケジュール:

12月
2018

CDPウェブサイトで公開された質問書のプレビューと回答ガイダンス暫定版

2019年3月 回答ガイダンスとスコアリング方法の最終版がCDPウェブサイトに公開されます。

2019年4月 CDPオンライン回答システム(ORS)にアクセスできるようになります。

2019年7月 投資家とサプライチェーン質問書の回答提出期限は2019年7月31日です。期限内に提出すると自動的にスコアリング対象となり、CDPレポートの分析対象に含まれます(該当する場合)。

情報開示に関するご質問は、respond@cdp.netにお問い合せください。

•

•

•
•
•
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https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
http://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.r81.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/001/573/original/CDP-disclosure-platform-guide.pdf?1524239399
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-Introduction.pdf?


CDPフォレスト質問書フォレスト質問書

CDPののフフォォレレスストトププロロググララムムとと質質問問書書
世界的な農産物の需要は、農業生産のために木材が持続不可能に採取され、土地が切り開かれることにより、森林減少と森林劣化の主な要因となっています。森林リスク・コモディティは世界中で取引されている何百万
という製品の構成要素であり、多くの組織のサプライチェーンで取り扱われているため、事業にとって大きなリスクとなります。

森林減少と森林劣化は、世界の温室効果ガス排出量の約 15%を占めます。森林減少と森林やその他の重要な生態系の劣化を止めることは、危険な気候変動を防止し、事業において農産物の長期的な供給を確保することと
共に、温室効果ガス排出量と自然資本の喪失を大幅に削減する上で不可欠です。

CDPのフォレストプログラムは、96兆米ドルの資産を有し、森林関連リスクに曝されることへの組織の対処方法を把握することを希望する 525を超える署名投資家を代表しています。2018年は、455の組織がCDPのフォ
レスト質問書に回答しました。この質問書では、森林減少に関連する 4つの主要農産物(木材、畜産物(牛)、大豆、およびパーム油)に関して企業が生産、調達、使用する方法に焦点を当ててています。モジュールは「最終
承認」を含めて10あります。これに、CDPのサプライチェーンプログラム参加企業に商品・サービスを提供する企業のみを対象とするモジュールが 1つ加わります。モジュールF10～F17は、金属・鉱業および石炭関連セ
クターの企業だけに表示されます。

下表に、質問書で検討される各コモディティの形態に関する詳細を示します。

森林リスク・コモディティ 説明

木材 これには、すべての一枚板のほか、紙、段ボール、および特殊繊維(例えば、ビスコース)などの加工木材ファイバーから作られた製品も含みます。さらに、バイオマスに使用する材木製品。

パーム油 粗パーム油、パーム核油、およびその誘導体のすべてを含みます。バイオ燃料の生産に使用されるパーム油も、該当する場合は本カテゴリーに含まれることにご注意ください。

畜牛品 これには、牛肉を含むすべての食品、牛皮を原材料とするすべての衣料、家具、およびアクセサリ、牛脂、ならびに、牛に由来するその他すべての製品を含みます。バイオ燃料の生産に使用され
る牛脂も、該当する場合は本カテゴリーに含まれることにご注意ください。

大豆 これには、大豆を含むすべての食品や油と、大豆から得られる派生品を含みます。バイオ燃料の生産に使用される大豆も、該当する場合は本カテゴリーに含まれることにご注意ください。

行動の約束

CDP と「We Mean Business」連合におけるパートナーは、重要な気候問題に関して行動を起こす企業のための中枢プラットフォームを作りました。あらゆる経済セクターと地域を代表する数百の企業が今までに行動
を起こしました。

これらの企業が示したリーダーシップが、2015年にパリでのCOP21で到達したソリューションのパッケージの重要な部分を形作り、成長を続けてきました。パリ協定が協定から実施に移るにつれて、現在ではリーダー
シップが重要な役割を果たしています。We Mean Businessの「Take Action」プラットフォームは、政府が2020年までに国家公約を準備するのに合わせ、企業が低炭素世界へ移行し、政策立案者の意欲を高める自信を持
たせることで、企業に対してパリ協定を企業のビジネス戦略に組み込み、将来的に成長するための明確な方針を提示します。

企業は、2020年までのすべてのサプライチェーンからの一次産品由来の森林減少を排除することを We Mean Businessプラットフォームで誓約できます。この誓約は、CDPフォレスト質問書で追跡できます :

概要:世界の温室効果ガス排出の約10～15%を占める森林減少と森林劣化に取り組むことは、気候変動緩和の重要な要素です。産業界はサプライチェーンからコモディティ由来の森林減少を排除することで、森林減少
に結び付いた商品をどのように持続可能に生産できるかについての課題解決に向けて主導していきます。
回答:F6.1とF6.1bを全部回答するほか、F1.5、F1.5a、F3.1、F3.1b、F3.2、F3.2a、F6.1a、F6.2a、F6.3、F6.4、およびF6.9に回答することで、企業はこの誓約を報告し、進むことができます。

CDPと森林に関するニューヨーク宣言 (NYDF)

森林に関するニューヨーク宣言 (NYDF)は、2020年までに自然林の喪失を半減させることに向けて共同作業し、 2030年までにそれを終える政府、企業、市民社会団体、およびその他のステークホルダーの自発的なイニシ
アチブです。CDPはNYDFの支援する組織の一つです。

•
•
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https://www.wemeanbusinesscoalition.org/take-action/
https://nydfglobalplatform.org/


CDPは、NYDF進捗評価パートナーの一員でもあり、NYDFに向けた進捗を年に1回モニタリングしています。この評価を行っているNGOや研究機関は年々増えています。

現在のところCDPデータは、2020年までにパーム油、大豆、木材、畜産物 (牛)などの農産物の生産による森林減少を排除するように努力するNYDF Goal 2の評価を支援するために使用されています。CDPでは、非農業要
因と関連がある森林損失の軽減が焦点となるNYDF Goal 3の評価に寄与するよう、開示されたデータを使用することも予定しています。

CDPとアカウンタビリティフレームワーク。イニシアチブ (AFi)

CDPは、企業が責任ある農業および林業サプライチェーンに関する誓約を実現するのを支援す るAFiの共同活動の一員です。広範囲に及ぶパートナーとの協働で発展したアカウンタビリティフレームワークは、共通の定
義、規範、および企業が責任のあるサプライチェーン誓約を設定、実践、監視、および報告するのを支援するベストプラクティスを規定するように設計された一連の原理とガイドラインを示します。

CDPは、アカウンタビリティフレームワークで規定された原理に関して企業がより直接的に報告できるようにするために、これらの定義とガイドラインとの更なる連携を確保するように AFiと協力して取り組んできまし
た。現在のところ、CDPのフォレスト質問書に対して回答する企業はAFiによって規定された以下のような重要な指標に関して報告できるようになります。 :

責任あるサプライチェーンを確保する誓約:F6.1aおよびF6.1b;
現在の認証スキームと持続可能性基準:F6.4およびF6.5;
持続可能な生産および消費に関する目標F6.2a;
モニタリングおよびトレーサビリティシステム:F6.3a
検証：F8.1a
小農地所有者、直接および間接サプライヤー、および複数のステークホルダーイニシアチブとの協働:F6.6、F6.8、F6.8、F6.9

フォレスト質問書の全般的な変更点フォレスト質問書の全般的な変更点
2019年に関して質問書に大きな変更点はありません。開示企業の経験を向上させ、データ使用者からの要求を満たすほか、他の報告枠組み、政策目標、 CDPの水セキュリティーおよび気候変動質問書とより上手く連携す
るために、フォレスト質問書の構造や内容が改訂されている部分があります。特に、アカウンタビリティフレームワーク・イニシアチブによって設定された原理、定義およびガイドラインとの連携を確保するために、質
問書では小さな修正が実施され、重要な定義が改訂されました。

2018年から2019年へのフォレスト質問書の変更点に関する詳細文書はウェブサイトで入手可能です。質問に対する改訂点は各質問の下の「 2018年からの変更点」においても、「変更なし」、「軽微な変更」、「修正あ
り」、「新規質問」または「ガイダンスの修正」として示されます。

「軽微な変更」は言い回しの編集、ドロップダウン選択肢の改訂、またはより明確化したことを示す一方で、「修正あり」は回答要望内容を改訂したことを示します。

セセククタターー別別質質問問
2019年に関して、フォレスト質問書に回答する企業には石炭関連、金属・鉱業、製紙および林業のセクターに合わせた質問が示されます。最初の 2つは新規セクターですが、一方で製紙および林業のセクターは 2018年か
ら設定しています。これらのセクター向けに質問を作成する背景・根拠は、関連セクターのイントロダクションで説明しています。これのセクターに関連しない事業活動を行う組織は前年同様一般質問書を受け取りま
す。

フォレスト質問書の各質問番号は文字「F」で始まります。セクター別質問は、以下のように質問番号の中に2文字の略語を用いた表示が付いています。

石炭関連セクター：F-CO
金属・鉱業セクター：F-MM
製紙および林業セクター：F-PF

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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http://forestdeclaration.org/
https://accountability-framework.org/
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/479/original/CDP-forests-changes-document.pdf?1518702840


CDPへの回答準備と提出への回答準備と提出

CDP回答支援回答支援

回答ガイダンス

CDP回答ガイダンスには以下のセクションを含みます。たとえCDPに対して以前回答したことがあっても、回答を提出するすべての質問に関するガイダンスを必ず見直してください。

モジュールレベルのガイダンス: モジュールを選択するために、ガイダンスでは概要、重要な変更点、モジュールに関するセクター別の内容、および開示に関する重要な注記を示しています。このセクションでは、各
モジュール間の質問の流れを示す質問経路図も示します。
質問レベルのガイダンス: 質問レベルでは、質問、専門用語、要件に関して明確にするために、ガイダンスが以下のコンポーネントに分けられます。

-背景・根拠：各質問の組み入れの背後にある理由を説明
-他の枠組みとのつながり: フォレスト質問書の各関連質問に関するSDGとの関連を記述します;
-回答要望内容：各質問内容と要求される回答内容に関する背景を説明;
-用語の説明: 特定の専門用語に関して詳細な定義を示します;
-回答例: 一部の質問について、求められたすべての情報を含む回答の例を示します;
-追加情報: 一部の質問について、質問テーマに関連したその他の背景情報と参照元を示します。

用語集: 回答ガイダンスの最後に用語集があり「用語の説明」の一部を含みます。

回答ガイダンスやや以下の追加ガイダンスを参照してもご不明な点がございましたら、各国の CDP事務局またはrespond@cdp.netまでご連絡ください。

CDP追加ガイダンス

CDP質問書、ガイダンス、スコアリング方法、テクニカルノートへのリンクは、 CDPウェブサイトの企業向けガイダンスページにあります。これらすべての文書は、サインイン後、ガイダンスツールからもアクセスでき
ます。

ウェビナー、ワークショップ

CDPは、開示を行う企業を助けるため、多くのオンラインイベントやミーティングを開催します。詳細につきましては、 CDPウェブサイトのワークショップ、ウェビナーおよびフォレストページを参照してください。

CDPレポーターサービス

CDPレポーターサービスでは、各企業に合わせたサポート、データアクセスの強化、事業への環境リスクの管理および報告におけるリーダーとなるための支援をを行っています。情報開示を超えて、貴社の幅広い事業戦
略に気候変動、水セキュリティ、および森林管理を統合するリーダー企業となるために必要なツールにアクセスできます。年間を通して CDPアカウントマネージャーから各企業に合わせた開示サポートを受けられます。
前年回答のギャップ解析、提出前の回答案の最終レビュー、同業他社と比較して自社を評価しベストプラクティスを理解するためのアナリティクスツールについては、 reporterservices@cdp.netにお問い合わせいただき、
詳細についてはCDPウェブサイトのレポーターサービスを参照してください。

回回答答のの際際のの注注意意事事項項

頭字語

貴社の回答に必要な場合を除いて、社内で用いている特別な頭字語を使用することを避けてください。使用する必要がある場合は、正しい分析とスコアリングを可能にするためにその意味を示してください。

空白回答

•
•

•
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)

回答を空白のままにすると非開示と解釈されます。数値記入欄において、ゼロの値は測定を行った結果、測定値がゼロであったことを意味します。測定を行わなかった場合の数値記入欄は、空欄のままにして、同じ質問
の自由記入欄(例えば、「コメント」または「説明してください」 )に説明を記入してください。質問に自由記入欄がない場合、オンライン回答システム (ORS)の回答の最後にある「詳細情報」欄で説明を記入できます。回
答を空白のままにしておくことと、ゼロの値を入力することは、スコアリングにおいて異なる意味になります。詳細についてはスコアリング方法をご覧ください。

文字数制限

ガイダンスとオンライン回答システム (ORS)に記載の制限にはスペースを含みます。

企業に特化した情報

いくつかの質問では、企業に特化した情報が求められます。貴社事業または操業に特有な活動、プログラム、サービス、手法、または操業場所に対する言及など、企業特有の詳細を必ず含めるようにしてください。企業
に特化した説明には、回答企業にとって回答が正しくなり、同業種や地理的に同じ他の企業とははっきりと区別できるような詳細が含まれていなければなりません。このレベルの詳細があれば、検討中の問題を一般論と
して単に評価するだけでなく、回答者自身の事業の観点から綿密に考慮し、データ使用者を信用させることができます。  

一貫性

CDPでは包括的で一貫した回答を奨励しています。質問内と質問書全体の両方で必ず回答に矛盾する情報がないようにしてください。

昨年からのコピー

「昨年からのコピー」機能は2019年のオンライン回答システムでご利用頂けます。

修正したデータポイントに対しては無効な場合があることにご注意ください。回答ガイダンスにはどの質問が改訂されたかを示します。提出前に回答を必ず確認する必要があります。

ドロップダウン選択肢 [その他 (詳述してください )]

可能な限り示される分類から選択してください。記載された選択肢がどれも適切ではない場合に限って [その他(詳述してください)]を選択してください。このことは、データ分析に大いに役立ちます。

「詳細情報」欄

質問書の最後に、貴社の回答に関連していると感じる追加情報または状況を記入する機会が設けられています。この欄の回答は任意であり、採点されません。

合併・買収 (M&A)

規定された報告対象期間の時点で適用されるバウンダリにすべての回答内容が基づいている必要があります。 (CDPでの情報開示について、企業は報告対象期間とバウンダリを組織の財務報告と揃えるよう推奨していま
す。)

将来見通しを含む情報開示に関して、企業は規定の報告対象期間の時点で正しいと考えられる情報を含める必要があります (例えば、将来または「今後2年」に言及したデータポイント )。M&Aを受けている(または受けた企
業は、以下のようにM&Aのタイミングと報告対象期間を検討する必要があります :

現在の報告対象期間終了後に買収された企業 : これらの企業は買収される前に計画した内容 (戦略、目標、など)で回答する必要があります。透明性確保のために、可能であれば、ごく最近の買収のために将来見通し
を含む情報は変更される可能性があることを検討する場合を述べることができます。

- 報告対象期間中に買収された企業 : 報告対象期間終了時に知っている限りの内容に対して関連する正しい情報を記入する必要があります。 CDPへの回答提出時点で、買収後に進行中の変更によってこの情報が最新
ではない場合があります。透明性確保のために、企業は可能な限り情報開示でこのことを述べることができます。

個人情報
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個個人人のの名名前前ままたたははそそのの他他のの個個人人情情報報をを回回答答にに記記入入ししなないいででくくだだささいい。。従従業業員員ののポポジジシショョンンをを尋尋ねねるる質質問問でではは、、個個人人情情報報ののププラライイババシシーーへへのの配配慮慮かからら、、ポポジジシショョンンののみみをを尋尋ねね、、個個人人名名ややそそのの個個人人にに関関連連すするるそそのの他他のの
情情報報をを尋尋ねねるるここととははあありりまませせんん。。

CDPオオンンラライインン回回答答シシスステテムム (ORS)ににおおけけるる回回答答のの提提出出
詳細については、「 CDPのオンライン回答システムの使用方法」を参照して下さい。

CDPへへののフフィィーードドババッックク提提供供方方法法

オンライン上のフィードバック フォームを通じて、CDPの質問書および関係書類の内容に関してCDPにフィードバックを提供する機会が用意されています。必要な場合を除いて、貴社のフィードバックに対する回答は
行っていません。

あなたが回答企業の担当者で、早急な回答をご希望の場合は、 respond@cdp.netに電子メールでお問い合わせください。

CDPフォレスト回答ガイダンス　イントロダクション

森林に関する情報開示森林に関する情報開示
CDPのフォレスト質問書では、下記の達成を目指しています。

企業が自社バリューチェーンからコモディティ由来の森林減少を削減していくための指針にできる理論的枠組みを提供するとともに、森林減少リスクへの理解を深めることができるようにする。
より広範で内容を強化した開示を促す一方で、可能な限り報告に係る負担を軽減する。
スコアリングを可能な限り自動化できるようにする体系的な回答方法を提供する。

外部ステークホルダーと企業の効果的協働に役立つとともに、企業が進捗とグッドプラクティスを実証すること、および、ステークホルダーが行動を起こさない企業を知りこれに働きかけることを可能にする回答を
まとめる。
森林の減少および劣化、および天然の牧草地、サバンナ、湿地帯など、重要な生態系サービスを提供する他の自然生態系に関するデータを収集する。

フォレストガイダンスの変更

2019年に関して、CDPではその他の用語のうち、森林、自然生息地、森林減少、転用の定義を改訂しました。これは森林関連の専門用語に関する調和の努力を反映し、アカウンタビリティフレームワーク・イニシアチブ
との協働的取り組みの結果として行われました。詳細については「基本的な定義」、「用語の説明」、および「用語集」を参照してください。

森森林林減減少少リリススククをを引引きき起起ここすすココモモデディィテティィのの報報告告にに対対すするる CDP ののアアププロローーチチ
現在のところCDPは、以下の森林リスク・コモディティの生産、取引または使用に関連する森林減少リスクについて報告する企業にガイダンスを提供する際に 、温室効果ガス プロトコル(以下、「GHGプロトコル」とい
う)によって採用された幅広く認められた報告基準を採用しています :木材、パーム油、畜牛品、大豆。

以下がその原則です。

妥妥当当性性: コモディティインベントリが実際のコモディティ生産、取引、および /または使用を適切に反映すること、そして企業の内外両方で使用者の意思決定において役に立つことを確実にすること。
完完全全性性: 選定されたインベントリの境界の範囲内において、潜在的な森林減少リスクに関連する全ての活動を算定し報告すること。いかなる例外もそれについて言及し、正当性を示すこと。
一一貫貫性性: 企業の森林リスク・コモディティの生産、取引、および /または使用に関し、一定の期間にわたり、有為な比較をできるように一貫した方法を使用します。
透透明明性性: 明確な監査結果に基づいて、客観的かつ首尾一貫した方法で、関連する全ての問題について言及すること。重要な仮説や、利用した計算方法を実施するために参照した資料は、公開されるべきである。時系列
的に、データ、インベントリ境界、手法及び/又は他の関連する要素のいかなる変更も透明性を持って文書化すること。
正確性正確性: コモディティ生産、取引、および/または使用の定量化が、報告される情報の完全性に関して合理的な確実さで使用者が意思決定できるようにするのに十分に正確なように確実にします。

回答すべき情報と見なされるのは、社内か社外かを問わず、情報利用者が意思決定に必要とする項目が含まれている場合です。何を回答するべきか検討される際に、回答の利用者 (この場合は投資家と他のデータ使用
者)にとって有用であり活用可能である情報を特定し、報告してください。

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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基本的な定義基本的な定義

直直接接操操業業: 貴社の操業には、物品およびサービスを生産し、事業の機能を維持する目的のために実行するあらゆるものを含みます。これには、貴社の事業ユニット間の社内サプライチェーンが含まれます。例えば、社

ササププラライイチチェェーーンン: 貴社のサプライチェーンは、外部から投入される素材、部品、消耗品、サービスなどから構成されています。御社のサプライチェーンの範囲は、供給の複数のレベル（例：部品サプライヤー、お
よ

バリューチェーンバリューチェーン: 直接操業内、その上流または下流での組織の製品およびサービスに価値をもたらす、またはそこから価値を受け取る一連の活動またはパートナーの全体。

•
内の他の事業部門に部品を供給する事業部門は、組織自体の操業の一部として考慮されます。

• 森森林林: 高さ5メートルを超え、樹冠が10%以上ある木が0.5ヘクタール以上にわたって生えており、大部分の土地が農業または市街地として利用されていない、天然林や人工林要件が同等かより厳格な場合は、国有林また
は地方自治体所有林の定義で規定された定量的閾値は一般的な閾値に優先する場合があります。 (出典: 『FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015 & AFI Core Principles and Definitions, 2018』から修
正)。
森森林林関関連連のの問問題題: フォレスト質問書においては、森林減少と森林劣化のほか、他の自然生態系の転用および悪化も指します。

自自然然生生息息環環境境（（ままたたはは生生態態系系））: 多くが自然のままの植物種や動物種の生存可能な集まりから構成され、最近、人の活動がエリアの主な生態系の機能および種の構成を基本的に変更していないエリア。  これには、自然
の種の構成、構造、および生態学的機能が存在する管理された生息地を含む、あらゆる種類の自然生息地 (例えば、自然の低木地や放牧地 )を含みます(出典:『International Finance Corporation – IFC, Performance 
Standard 6 & AFI Core Principles and Definitions, 2018』から修正)。

•
•

•
びこれらの部品の製造に使用した原料のサプライヤー、部品サプライヤーおよび原料サプライヤー）に拡大可能です。

• 持持続続可可能能なな購購買買とは、原材料入手のロジスティクスに関わる広範なプロセスを指します。「持続可能な調達タスクフォース  (SPTF)」によれば、これは「組織が、環境損害を最小限に抑えつつ当該組織だけでなく社会

と経済にも利益を実現するという意味において、あらゆる生命の基盤に金額に見合う価値を生み出すやり方により、物品、サービス、作業、公益サービスへのニーズを充足するプロセス」を指します  (出典: Departmen t 
for Environment, Food and Rural Affairs, 2006)。

• 持持続続可可能能なな生生産産とは、「農産物を生産しつつ、同時に自然環境および地域社会の社会 /経済状況を保護し、改善する、生産的、競争的、かつ効果的な方法」を指します  (出典 :The Consumer Goods Forum, 2017)。持続可能
な原材料とは、独立した認証を受けるか、またはその他の方法で持続可能であるとの検証を受けている原材料を指します。例えば、定評あるプログラムのもとで第三者認証を受けたものがこれに相当します。

• 持持続続可可能能なな調調達達: 国連のブルンラント委員会によれば、持続可能な開発とは、「将来世代のニーズ充足能力を損ねることなく現在のニーズを満たすための開発」を指します  (出典1 :987年国連総会)。この文脈におい

て、持続可能な調達とは、資源の枯渇を最小限に抑えるために社会的・環境的責任を考慮しつつ、将来のその持続的調達も可能にするような、原材料の調達であると理解することができます  (出 典T:he Consumer Goods 
Forum, 2017)。

•
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F0 はじめにはじめに

Module Overview

This module requests information about your organization’s disclosure to CDP and will help data users to interpret your responses in the context of your business operations, timeframe and reporting boundary.

The information provided here should apply consistently to your responses throughout the questionnaire and be complete and accurate as it may determine response options presented in subsequent modules. For this
reason, you should respond to every question in this module and save your response before accessing the rest of the questionnaire.

Disclosure note

Any exclusions of forest risk commodities, parts of your business, or supply chain should be highlighted in this module, and reasons for these exclusions should be provided in F0.5, F0.6a and F0.7a. You should ensure
that your response does not contain significant exclusions. Examples of significant exclusions could include:

- a company with very large global operations reporting information for only one relevant country.
- a company choosing not to disclose data for a business area, commodity or product which is material to the business and simultaneously has the potential to have a large impact on deforestation/forest degradation.

Common exclusions not considered to be significant include:

- in-house catering or office copy paper, unless it comprises a large part of the business; and
- biofuels consumed for transportation if they are blended with publicly available gasoline as a result of regulation.

Organizations that exclude parts of their business or supply chain due to recent structural changes to the organization (within the reporting year), including mergers, acquisitions or divestments, should make it clear in
this disclosure.

Key changes

Question F0.4 has a new column for companies to specify the stage(s) of the value chain relevant to each commodity.

Sector-specific content

Metals & mining: sector questions ask details on disclosure boundaries and exclusions.
Coal: sector questions ask details on disclosure boundaries and exclusions.

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F0. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•

•

•

•

•
•
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イントロダクション

(F0.1)　御社の基本情報をご入力下さい。　御社の基本情報をご入力下さい。

2018年からの変更点年からの変更点
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変化なし

背景・根拠背景・根拠
本イントロダクションで提供する企業情報は、データ利用者が事業活動、環境への影響、潜在的リスクといった背景的文脈にもとづいて貴社の回答を理解するのに役立ちます。

回答形式回答形式
これは、5,000文字の制限のある自由回答式の質問です。

別の文書から開示プラットフォームにコピーする場合、書式設定が保持されないことにご注意ください。

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社の業務および事業活動に関する情報を提供してください。データ利用者が貴社組織の森林関連問題および森林戦略について理解するのに役立ちます。

Explanation of terms
Company: throughout this information request, “your company” refers collectively to all the companies, businesses, organizations, other entities or groups that fall within your definition of the reporting boundary.
Organization: this term is used interchangeably with “your company”. CDP recognizes that some disclosing organizations may not consider themselves to be, or be formally classified, as “companies”.

(F0.2) データの報告年の開始日と終了日を入力してください。データの報告年の開始日と終了日を入力してください。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
これはデータ利用者が、貴社の回答に関連するタイムフレームを理解するのに役立ちます。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

開始日 終了日

開始日: [日/月/年] 終了日: [日/月/年]

回答要望内容回答要望内容

全般

この報告年を質問書全体の回答に適用します。
エクスポート/インポート機能を使用する場合、インポートしたデータが正しいことを確認してください。
現在の報告年は、データが報告される最新の12ヶ月の期間です。
投資家は一般に、企業の開示期間が会計年度に一致することを好みます。これにより、環境パフォーマンスデータを財務実績データに即した形で評価することが促されます。
CDPは企業に対し、可能な限り回答用データがそろった年を報告年とするよう推奨しています。報告年全体のデータがない場合は、手持ちのデータから報告年全体をカバーする値を概算してもかまいません。

(F0.3) 回答全体を通じて財務情報の開示に使用する通貨を選択してください。回答全体を通じて財務情報の開示に使用する通貨を選択してください。

•

•
•

•
•
•
•
•
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2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDPは企業に対して影響、リスク、または機会に関連した財務数値を報告するよう促しています。 1つの通貨を規定することで、比較可能な財務情報の収集を容易にします。これによって、投資家や他のデータ使用者が
貴社に関する費用と効果を評価する時に役立ちます。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

通貨

選択肢:
[通貨のリスト]

回答要望内容回答要望内容

全般

この情報開示で報告する全財務情報および測定基準に適用される通貨を選択してください。
本調査で開示する財務情報の通貨は、すべて同一である必要があります。本質問で回答する通貨が、本調査で開示する全財務情報に適用されます。
例えば、ここで米国ドル ($) を選択すると、「貴社への有害な影響」の質問で報告される「財務上の影響総額」列の通貨は米国ドル ($) となります。

(F0.4) 森林リスク・コモディティに関連した貴社の事業領域を、最も適切に表したバリューチェーンの段階を選択してください。森林リスク・コモディティに関連した貴社の事業領域を、最も適切に表したバリューチェーンの段階を選択してください。

2018年からの変更点年からの変更点
修正あり

背景・根拠背景・根拠
これは、データ利用者が貴社の回答を解釈するのに役立ちます。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

•
•
•
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森林リスク・コモディティ バリューチェーンの段階

木材 該当するものをすべて選択してください:
生産
加工
取引
製造
販売
該当なし

パーム油*

畜牛品*

大豆*

その他 – 天然ゴム*

その他

*製紙・林業セクター企業には表示されません

回答要望内容回答要望内容

全般

各森林リスク・コモディティに関して、貴社が行っているすべての事業活動を選択します。各活動の定義は、[用語の説明] セクションをご覧ください。
この質問での選択にもとづいて バリューチェーンにおける貴社の位置づけに該当する質問が 決まります。

Explanation of terms
Based on definitions from the Global Canopy’s The Little Black Book on Big Deforestation Drivers, and Forest 500, powerbrokers of deforestation Selection methodology, the value chain activities are broken down as

follows:

Production: this is the first stage of the supply chain and generally refers to the creation of raw materials. This is naturally the stage where the direct impacts on forests arise. Companies whose activities include the
conversion of land to establish oil palm or soy plantations, for cattle ranching, or for the timber industry, would select this activity. This includes vertically integrated companies with involvement in the upstream
production of commodities.

Processing: for the purpose of this disclosure, processing encompasses the initial transformative activities that will add value to produce a finished product. For example:

- Companies involved in the production of crude palm oil from crushed fruit or the production of soy bean oil and soy bean meal from soy bean would select this activity. Further processing activities in the form
of refining and fractionation should be considered in the Manufacturing stage.
- In the case of timber, companies whose activities include the initial processing of timber products in mills (i.e., sawmills, plywood and veneer mills, pulp and paper mills) would select this stage.
- For cattle products, activities at this stage primarily involve the slaughtering of cattle and the processing of raw hide into leather.

Trading: this is defined as activities that supply forest risk commodities to either domestic or export markets. This includes the transport and storage of the forests risk commodities. Companies performing trading
activities include wholesalers, retailers, distributors, agents, exporters, and importers.

•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Manufacturing: this includes the production of final ingredients for the food, feed and fuel sectors amongst others, as well as the manufacturing of the final goods for consumer or industrial use. For example:

- In oil palm and soy bean supply chains, this stage may include the refining of oil into shortening and use as ingredients in the manufacture of a bakery product.
- For timber, the manufacturing stage involves the secondary processing of wood into multiple products. This may include furniture, flooring, plywood and boards, as well as building materials, as well as the
conversion of pulp to printing and writing paper, newsprint, tissue, and container board.
- Companies may manufacture cattle products into products containing beef (e.g., retail meat products, fast food processed, byproducts including glycerin/gelatin) and leather products for various industries
(such as footwear, clothing, furniture and car upholstery).

Retailing: is the final supply chain stage which refers to the sale of goods to private consumers as well as users of industrial products. Companies in this stage provide product manufacturers with consumer access.

Value chain: the entire sequence of activities or partners that provide value to or receive value from an organization’s products and services, either within, upstream or downstream of direct operations.

(F0.5) いずれかの森林リスクいずれかの森林リスク コモディティを含む材料または製品を生産、使用、または販売していますかコモディティを含む材料または製品を生産、使用、または販売していますか?

他質問との関連他質問との関連
ここでの選択は後続の質問で表示されるコモディティに影響します。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
本質問では、ここに挙げるいずれかの森林リスク・コモディティとの貴社組織の関連性を明らかにし、貴社データの開示対象となるコモディティを特定します。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 生産/使用/販売 開示 生産/使用/販売しているが、開示しない場合の説明

木材 選択肢:
はい
いいえ
不明

選択肢:
はい
いいえ

文章記入欄[最大2,400文字]

パーム油*

畜牛品*

大豆*

その他 – 天然ゴム*

その他

*製紙・林業セクター企業には表示されません

回答要望内容回答要望内容

全般

•

•
•
•

•
•
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貴社が生産、加工、製造、取引、及び /又は、販売する森林リスク・コモディティのそれぞれについて、情報を提供してください。ここには、森林リスク・コモディティの派生物を含む加工原料および製造品が含まれ
ます。

森林リスク・コモディティ(列1)

貴社が生産、加工、製造、取引、及び/又は、販売する主な森林リスク・コモディティ (木材、パーム油、畜牛品、大豆) のすべてについて、情報を開示していただきます。
また、貴社が、天然ゴムまたは天然ゴムに由来する製品を生産、加工、製造、取引、及び/又は販売している場合には、[その他 – 天然ゴム] の行に回答し情報開示することも可能です。
適切な選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択し、列4にコモディティを記入してください。その他のコモディティの例としては、コーヒー、カカオ、バナナなどが挙げられます。

生産/使用/販売(列2)

貴社が生産、加工、製造、取引、または販売する原材料または製品に森林リスク・コモディティが含まれている場合は、[はい] を選択してください。

開示 (列3)
このコモディティに関する企業情報を回答する場合は、 [はい] を選択してください。
ここで [はい] を選択したコモディティが、本質問書の全体で扱われます。例えば、ここで [木材]および[パーム油]を選択すると、F1.1.の列1にこれらの選択肢のみが表示されます。
コモディティを後で追加したい場合は、本質問に戻り、該当するコモディティの行で  [はい] を選択して追加する必要があります。
また本質問で選択したコモディティを後で選択肢から外すと、後続の質問で当該コモディティについて回答した内容は失われますのでご注意ください。例えば、質問 F1.1で当初、[木材] および [パーム油] に関する情

報を記入し、その後開示対象を [木材] のみに変えた場合は、[パーム油] についての回答内容はすべて削除されます。

説明 (列4)

貴社が原材料/特定コモディティからの製造品を生産、加工、製造、取引、または販売しているが、ここでの情報開示対象には含めないという場合には、ここでその理由を説明してください。本モジュールのイントロ
ダクションで、需要な除外の例について説明しています。

Example response

Forest risk commodity Produce/use/sell Disclosing Explanation if produce/use/sell but not disclosing

Timber Yes Yes

Palm Oil Yes Yes

Cattle Products Yes No We are aware that certain product lines contain leather. However, these only represent a small percentage of our business
revenue (> 1%). Up to now our focus has been timber (packaging) and palm oil, soy and cacao. We are planning on conducting
a full risk assessment with regards to leather and will report on this commodity in next year’s disclosure.

Soy Yes Yes

Other - Rubber No

Other Yes Yes Cacao

(F0.6) 開示に含まれていない直接操業の部分はありますか開示に含まれていない直接操業の部分はありますか?

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
CDPが目指すのは、包括的かつ代表的なデータの共有です。企業が事業活動中の一定の分野を情報開示から除外する場合は、データ利用者にその除外について通知する必要があります。データ利用者の分析に影響する可

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
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能性があるためです。

回答形式回答形式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社のバウンダリ内のグループ、会社、事業または組織のうち、回答から除外するものについては、質問 F0.6aでその旨を明記する必要があります。貴社事業の一部を除外できるのは、以下のような理由がある場合で
す。

-地理的ロケーションの除外。これは、コモディティが使用されていないか、または現況では管理状況が分かりにくいため、システムが整備されるまでは当該国または地域の事業を報告することが不可能である場
合です。
-活動 (業務プロセスの種類、サプライヤーの種類等 ) の除外。これは、データが不十分、または報告が困難である場合です。
-施設の除外。これは、最近の合併、他の企業 /子会社/施設の買収、事業の特定分野の売却、事業の外部委託や内製化が理由である場合です。
-特定の生産ライン。これは、データが不十分、または報告が困難である場合です。小売業者は、第三者が所有し商標を付けた製品以外の、自社ブランド製品についてのみ報告してください。

本質問書では「貴社」とは、ここで報告の対象とする貴社のバウンダリ内にある事業体を指します。質問への回答ではこの定義を一貫して適用してください。
情報開示に貴社のすべてを含む場合は [いいえ] を、貴社の特定の部分を除外する場合は [はい] を選択してください。

Explanation of terms
Direct operations: your organization’s operations include anything your company does itself for the purpose of producing goods and services and maintaining the functionality of the business. This covers any internal

supply chains between your organization’s business units. For example, a business unit within your company that supplies components to another business unit within your company would be considered part of your 
organization’s own operations.

(F0.6) 回回答答にに含含ままれれなないい直直接接操操業業のの部部分分をを特特定定ししまますす。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F0.6の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDPが目指すのは、包括的かつ代表的なデータの共有です。企業が事業活動中の一定の分野を情報開示から除外する場合は、データ利用者にその除外について通知する必要があります。データ利用者の分析に影響する可
能性があるためです。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•

•

•
•

•
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除外対象 除外の詳細 森林関連リスクの可能性 説明してください

選択肢:
国・地理的エリア
事業活動
施設
特定の製品ライン
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字] 選択肢:
可能性はない
森林関連リスクの可能性はあるが、評価していない
森林関連リスクの可能性はあるが、CDPに開示しない
不明

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

事業を除外する場合はここでそれを明記し、説明することが可能です。

除外対象(列1)

貴社の直接操業のうち回答から除外する部分に最も該当する分類を選択してください。

除外の詳細(列2)

除外対象の概要を記入してください。正確な地理的位置、事業活動、事業体名、製品ライン名、施設名などの詳細を含めてください。

森林関連リスクの可能性(列3)

森林関連リスクの可能性とは、直接または間接的に森林に影響するあらゆる業務に関連します。除外したロケーション、活動、施設、生産ラインについてそのようなリスクの可能性があるかどうかを評価したか、ま
たリスクの実際の有無についてお答えください。

説明してください(列4)

本列で除外対象、およびその森林との関連性（関連する可能性）について説明し、除外対象が売上に占める割合 (%) を記入してください。

Explanation of terms
Business activity: include any activity engaged in the primary purpose of making a profit. This is a general term that encompasses all the economic activities carried out by a company during the course of business. This

could be a type of business process for example.
Direct operations: your organization’s operations include anything your company does itself for the purpose of producing goods and services and maintaining the functionality of the business. This covers any internal

supply chains between your organization’s business units. For example, a business unit within your company that supplies components to another business unit within your company would be considered part of your
organization’s own operations.

Facility: as a broad term, may be used to describe a variety of types of business operations as well as fixed buildings, factories, sites, farms or other grouping of assets.
Source/country/geographical area: a geographical location that can include a country, state/region, province, municipality or any other national, regional or local administrative division where you produce/source

materials from.
Specific product line(s): a group of related products under a single brand sold by the same company.

Example response

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
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Exclusion Description of exclusion Potential for forests-related risk Please explain

Source/ country/ geographical area All of our operations outside of Latin
America

Potential for forests-related risk but not
evaluated

Our preliminary scoping indicates that our operations in Latin America have the most significant risk to impact forests; therefore,
we are focusing most of our efforts in this area to begin with. Our operations in this region account for 90% of the beef we
consume. We have started considering, but have not yet fully evaluated, forests-related risks in some of our other regions,
therefore this disclosure only includes our Latin American operations. We plan to incorporate the other regions into our disclosure
once the scoping activities have been completed in late 2019.

(F0.7) 回回答答にに含含ままれれてていいなないいササププラライイチチェェーーンンのの部部分分ははあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDPが目指すのは、包括的かつ代表的なデータの共有です。企業が自社サプライチェーンの一部を情報開示から除外する必要がある場合は、データ利用者にその除外について通知する必要があります。データ利用者の分
析に影響する可能性があるためです。

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社サプライチェーン内のグループ、会社、事業または組織のうち、回答から除外するものについては、質問F0.7aでその旨を明記する必要があります。
本質問書では「サプライチェーン」とは、ここで報告の対象とする貴社バウンダリ外部にある事業体を指します。質問にご回答いただく際には、この定義を一貫して適用してください。
回答にサプライチェーンの全ての要素を含める場合は [いいえ] を、サプライチェーンのうち回答から除外する部分がある場合は [はい] を選択してください。

Explanation of terms
Supply chain: your organization’s supply chain is comprised of all external inputs to your operations, including materials, components, consumable inputs, and services. The scope of your supply chain may extend to

multiple levels of supply, e.g. component suppliers and the suppliers of raw materials used to produce those components.

(F0.7a) 開開示示にに含含ままれれてていいなないいササププラライイチチェェーーンンのの部部分分をを特特定定ししまますす。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F0.7の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDPが目指すのは、包括的かつ代表的なデータの共有です。企業が自社サプライチェーンの一部を情報開示から除外する必要がある場合は、データ利用者にその除外について通知する必要があります。データ利用者の分
析に影響する可能性があるためです。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•

•
•
•

•
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除外対象 除外の詳細 森林関連リスクの可能性 説明してください

選択肢:
国・地理的エリア
事業活動
施設
特定の製品ライン
特定のサプライヤー
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字] 選択肢:
可能性はない
森林関連リスクの可能性はあるが、評価していない
森林関連リスクの可能性はありますが、CDPに開示しない
不明

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

サプライチェーンを除外する場合はここでそれを明記し、説明することが可能です。

除外対象(列1)

サプライチェーンのうち回答から除外する部分に最も該当する分類を選択してください。事業のうち、以下の理由で除外される部分があります :

-地理的ロケーションの除外。これは、コモディティが使用されていないか、または現況では管理状況が分かりにくいため、システムが整備されるまでは当該国または地域の事業を報告することが不可能である場
合です。
-データが不十分、または報告が困難である場合の活動（業務プロセスの種類、サプライヤーの種類等）の除外。
-サプライヤーが所有または管理する施設の除外。これは、最近の合併、他の企業 /子会社/施設の買収、事業の特定分野の売却、事業の外部委託や内製化が理由である場合です。
-データが不十分、または報告が困難である場合の、特定の生産ライン。小売業者は、第三者が所有し、商標を付けた製品を除いた自社ブランド製品についてのみ報告してください。

除外の詳細(列2)

除外対象の概要を記入してください。正確な地理的位置、活動、事業体名、製品ライン名、施設名、サプライヤー名などの詳細を含めてください。

本列で除外対象、およびその森林との関連性（関連する可能性）について説明し、除外対象が売上に占める割合 (%) を記入してください。

Explanation of terms
Business activity: include any activity engaged in the primary purpose of making a profit. This is a general term that encompasses all the economic activities carried out by a company during the course of business. This

could be a type of business process for example.
Facility: as a broad term, may be used to describe a variety of types of business operations as well as fixed buildings, factories, sites, farms or other grouping of assets.
Source/country/geographical area: a geographical location that can include a country, state/region, province, municipality or any other national, regional or local administrative division where you produce/source

materials from.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
森林関連リスクの可能性 (列3)

• 森林関連リスクの可能性とは、直接または間接的に森林に影響するあらゆる業務に関連します。除外したロケーション、活動、施設、生産ラインについてそのようなリスクの可能性があるかどうかを評価したか、ま
たリスクの実際の有無についてお答えください。

説明してください (列4)

•

•
•
•
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Specific product line(s): a group of related products under a single brand sold by the same company.
Supplier: an organization that provides goods or services that are used as inputs or add value to a product. For example, if you are a food manufacturer, your suppliers might consist of producers and processors of raw

materials.
Supply chain: your organization’s supply chain is comprised of all external inputs to your operations, including materials, components, consumable inputs, and services. The scope of your supply chain may extend to

multiple levels of supply, e.g. component suppliers and the suppliers of raw materials used to produce those components.

Example response

Exclusion Description of exclusion Potential for forests-related risk Please explain

Business activity Branded products sold in our retail stores Potential for forests-related risk but not evaluated In this disclosure, our efforts are best concentrated where we have the most leverage with our supply chain,
i.e. the suppliers of our own-branded products, which represent 95% of all items in our stores.

Specific supplier(s) A single supplier of processed beef from
Brazil

Potential for forests-related risk evaluated, but not
disclosing to CDP

We buy some processed beef from one supplier in Brazil, where we know there is potential for associated
forests-related risks. However, this processed beef only accounts for less than 0.1% of our global sales.
Thus, we are not including it in this disclosure.

•
•
•
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F1 現在の状態現在の状態

Module Overview

This module provides a snapshot of how forests-related issues are associated with your business and how aware your company is of these issues throughout its value chain, including:

your business’ dependency on forest risk commodities;
your business’ use of land resources;
how your business has been impacted by any forests-related issues so far; and
your business’ awareness of the current and immediate future supply of forest risk commodities.

This module contains a few questions that are country-specific, which will only be shown according to your selection of countries in F1.1.

Key changes

Question F1.1, the drop-down option 'Other, please specify' is no longer included in the 'Country/region or origin' column.
Question F1.1a no longer requires companies to disclose their commodity source by ‘Activity’.

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F1. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•
•
•
•

•
•
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森林リスクコモディティへの依存度

(F1.1)貴社が回答するコモディティについて、どのように生産／使用／販売していますか。貴社が回答するコモディティについて、どのように生産／使用／販売していますか。
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2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
本質問では、貴社事業の森林リスク・コモディティへの依存度についてお尋ねします。直接操業またはバリューチェーンの他の部分に関してこの情報を開示することは、企業報告のベストプラクティスであり、森林リス
ク・コモディティが開示組織にとってどの程度重要であるかについて、投資家とその他のデータ利用者に背景情報を提供します。組織はこの情報を開示することで、森林リスク・コモディティへの自社の依存度について
認識を高めるとともに、事業の透明性を促進することができます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 事業活動 コモディティの形態 調達先 原産国/原産地 調達コストの割合 コメント

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモ
ディティのリスト

選択肢:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

該当するものをすべて選択してく
ださい:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

該当するものをすべて選択して
ください:

所有/管理している土地
小規模農家
単発契約の生産者
複数契約の生産者
貿易業者/ブローカー/商品市場
契約サプライヤー(加工業者)
契約サプライヤー(メーカー)
その他(詳述してください。)

該当するものをすべて選択して
ください:
[国/地域のリスト]
不明

選択肢:
<1%
1～5%
6～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明
該当なし

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

事業活動(列2)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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原材料の栽培・生産
収穫
製粉
粉砕
食肉処理*
皮なめし*
牛脂の精製*
精製・加工
精製・分別

輸出/取引
発電用の製造工程への投入物として使用
製品製造への投入物として使用
建設用に使用
製造済み製品の購入
配送/包装
コモディティまたはコモディティを含む製品の小売/販売
その他 (具体的にお答えください)

*畜牛品のみ

コモディティの形態(列3)

木材木材:
広葉樹丸太
針葉樹丸太
製材された木材、ベニヤ、チップ
未加工木材ファイバー
パルプ
紙
板材、合板、加工木材
一次梱包材
二次梱包材
三次梱包材
セルロースベースの織物繊維
木質バイオエネルギー
非再販製品(GNFR)

パーム油パーム油**:
パーム油の果実
粗パーム油(CPO)
粗パーム核油(CPO)
パーム核粕(PKM)
精製パーム油
パーム油誘導体
パーム核油誘導体
パーム由来のバイオディーゼル

畜牛品畜牛品**:
牛
牛脂
牛肉
副産物(例:グリセリン、ゼラチン)
皮革
牛脂由来のバイオディーゼル

大豆大豆**:
未加工の大豆
大豆油
大豆粕
大豆誘導体
大豆由来のバイオディーゼル

その他 (具体的にお答えください)

**製紙・林業セクター企業には表示されません

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問は、F0.5で選択したコモディティに関するものです。コモディティが使用されている事業活動ごとに新しい行を追加して回答してください。各コモディティに複数の行を利用できます。
直接的および間接的なコモディティ利用の両方についてお答えください。例えば、該当する場合は、動物飼料に使用する大豆も回答に含めてください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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貴社の直接操業に使用するすべての原材料、および、当該事業での使用または顧客への販売を目的に購入する物品について、情報を開示してください。

該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。 文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

コモディティの形態(列3)

コモディティの複数の形態を同一のバリューチェーンの活動で使用している場合は、該当するものをすべて選択してください。例えば、パーソナル製品の製造においては、パーム油誘導体とパーム核油誘導体の両方
が使われる場合があります。
該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

調達先 (列4)
調達先とは、事業活動に使用するコモディティを、列 3で選択したコモディティの形態において調達する相手先となるサプライヤーの種類を指します。

当該コモディティを複数の種類のサプライヤーから調達している場合は、該当するものをすべて選択してください。例えば、パルプ製造の材料となる木材を、加工業者自身のプランテーションと、小農地所有者の両方
から調達する場合が考えられます。
該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

原産国/原産地(列5)

原産国/原産地とは、開示する森林リスク・コモディティが栽培、収穫、または飼育される国/地域を指します。加工または製造品へと転換される場所ではありません。
該当する原産国/原産地をすべて選択してください。
開示したコモディティの原産国/原産地が不確かな場合は、[不明] を選択してください。

調達支出における割合 (%) (列6)
前列で選択した活動と形態について、調達支出全体に占める割合をお答えください。この数値は、コモディティの各形態への調達支出を、貴社全体の調達支出に占める割合として示す相対支出指標です。

CDPでは、全回答企業にこの概算をご提供いただきたいと考えています。しかし生産者の場合、本情報は関連性がないかもしれません。調達支出の数値が貴社事業活動に該当しない場合は、本列で  [該当なし] を選択
し、[コメント] 列でその説明を記入してください。

コメント (列7)

本列では、以下を回答してください。

- [調達支出における割合 (%)] (列6) で [該当なし] を選択した場合、その説明。
- [原産国/原産地](列5)で[不明]を選択した場合、コモディティの形態および/または調達元の詳細。

Explanation of terms
Smallholder: a producer who primarily relies on family or household labor, or reciprocal workforce exchange with other members of the community (Source: Accountability Framework Initiative, 2017, The core document

– draft for public consultation).

Example response

•
事業活動 (列2)

• 本列では、列1[森林リスク・コモディティ ]で選択したコモディティの使用法に最も該当するものを選択してください。貴社が当該コモディティを複数の活動で使用している場合は、各活動につき 1行を追加してくださ
い。

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
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Forest risk commodity Activity Form of commodity Source Country/Region of origin % of procurement spend Comment

Timber Using as input into product
manufacturing

Pulp, Paper, Primary
packaging, Secondary
packaging, Tertiary packaging

Contracted suppliers
(manufacturers)

Argentina,
Australia,
Brazil,
Canada,
Chile,
India,
Indonesia,
Italy,
Malaysia,
South Africa, 
Sweden,
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland,
United States of America, 
Uruguay,
Venezuela (Bolivarian Republic
of)

11-20% Pulp, paper, board and hardwood are used
for the primary, secondary and tertiary
packaging material that we procure. These
materials are used for customer-facing, own-
brand packaging, in-store service packaging
and transport packaging, such as pallets. We
also use these materials for window displays,
visual merchandising and leaflets within our
stores.

Palm Oil Retailing/ onward sale of
commodity or product
containing commodity

Refined palm oil, Palm oil
derivatives, Palm kernel oil
derivatives

Contracted suppliers
(processors), Contracted
suppliers (manufacturers)

Colombia,
Thailand,
Indonesia, Malaysia,
Papua New Guinea

1-5% Many of our own-brand food, household,
beauty and homeware products contain
refined palm oil and its derivatives as an
ingredient. Palm oil is therefore used
extensively across our business and we have
provided an estimation based on the number
of products containing palm oil across our
company. However, this only represents a
small percentage of our overall procurement
spend. The majority of our palm oil (80%) is
sourced directly from suppliers in Malaysia.

(F1.1a) 貴社が回答するコモディティの原産地はどの国／地域／地方自治体かを説明してください。貴社が回答するコモディティの原産地はどの国／地域／地方自治体かを説明してください。

他質問との関連他質問との関連
F1.1の回答で「原産国/原産地」として以下のうちのいずれかを選択した場合にのみ、この質問が表示されます:アンゴラ、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カメルーン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コンゴ、
コートジボワール、コンゴ民主共和国、エクアドル、ガボン、インドネシア、ラオス人、 リベリア、マダガスカル、マレーシア、メキシコ、ミャンマー、ナイジェリア、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、ベネ
ズエラ・ボリバル共和国、ザンビア。

2018年からの変更点年からの変更点
修正あり

ガイダンスの修正

背景・根拠背景・根拠
本質問は、高度な森林減少リスクのある国において事業を行う企業及び/又はサプライヤーを対象としています。 ここで得られる情報からデータ利用者は、貴社がさらされている森林減少/森林劣化リスクについて明確に
理解することが可能となります。また企業は本質問への回答を通じて、自社事業に関わるリスクについて透明性を高めるとともに、それを特定する能力を向上させることができます。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連
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SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 原産国/原産地 国/地域 地方自治体 説明してください

選択肢:

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから作成さ
れたリスト

選択肢:

F1.1の列5で選択された国/地域から作成されたリス
ト*

選択肢:
国/地域を特定
不明
開示していない

該当するものをすべて選択してください:
地方自治体(1)を特定
地方自治体(2)を特定
地方自治体(3)を特定
地方自治体(4)を特定
地方自治体(5)を特定
地方自治体(6)を特定
地方自治体(7)を特定
地方自治体(8)を特定
地方自治体(9)を特定
地方自治体(10)を特定
地方自治体(11)を特定
地方自治体(12)を特定
地方自治体(13)を特定
地方自治体(14)を特定
地方自治体(15)を特定
不明
開示していない

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

*森林減少リスクが高い熱帯諸国のみが表示されます。

回答要望内容回答要望内容

全般

質問F1.1で高度な森林減少リスク*がある国/地域を選択し、行を追加した場合、行ごとに、貴社の森林リスク・コモディティの原産地の州/地域と地方自治体に関する詳細を記入してください。例えばF1.1で、アルゼン
チンで大豆を生産していると回答した場合は、列1～2で同じ項目を追加し、当該事業についての詳細とともに州/地域および地方自治体に関する追加情報を記入してください(出典:グローバル キャノピープログラム
2016.The Forest 500:2016 Jurisdiction Selection Methodology)。

州/地域(列3)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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これは一国内の法的区域を指します。連邦を構成する州、県・省などで、例えばブラジルのマットグロッソ州がこれにあたります。
貴社の事業地または調達先が特定国の複数の州/地域にまたがる場合は、各州/地域ごとに行を追加してください。森林リスク・コモディティの生産地/調達先の数が15を超える州/地域である場合は、当該森林リスク・

コモディティの量の面から最も関連性の高い州/地域をここで指してください。
貴社の森林リスク・コモディティの原産地である州/地域について情報がない場合は、[不明] を選択し、[説明してください] 列で具体的に説明してください。
情報はあるが開示しない場合は、[開示しない] を選択し、[説明してください] 列で具体的に説明してください。

地方自治体(列4)

これは最小単位の地方自治体を指します。市・町などで、例えばブラジル・マットグロッソ州のアウタフロレスタがこれにあたります。
貴社の事業地または調達先が特定の州/地域内の複数の自治体にまたがる場合は、該当する自治体をすべて特定してください。州/地域ごとに最大15の自治体を特定できます。森林リスク・コモディティの生産地/調達先

の自治体の数が15を超える場合は、当該森林リスク・コモディティの量の面から最も関連性の高い自治体を特定してください。
貴社の森林リスク・コモディティの原産地である自治体について情報がない場合は、[不明] を選択し、[説明してください] 列で具体的に説明してください。
情報はあるが開示しない場合は、[開示しない] を選択し、[説明してください] 列で具体的に説明してください。

説明してください (列5)

コモディティの追跡に使った方法/戦略の具体的な説明。
開示した業務の詳細を、当該国のサプライヤー全体における生産/消費量の比率 (%) も含めて説明してください。
州/地域、地方自治体、またはその両方とも開示できない場合は、理由を説明してください。
当該州/地域または地方自治体が、どの生物群系 (バイオーム) または生態地域に位置しているかを特定してください。例えばブラジルのセハード生物群系、などです。

Example response

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Forest risk commodity Country/Region of origin State/Region Municipality Please explain

Soy Argentina Specify state/region: Cordoba Specify municipality (1): San Justo
Specify municipality (2): Union
Specify municipality (3): Marcos
Juarez

These locations cover 70% of the soy sourced by our business out of the 95% that is currently
traced to the plantation level. We are looking into improving our traceability systems and expect to
achieve 100% supplier traceability by 2020.

We use a traceability system that tracks unique identifying numbers of each purchased lot that
contain details about their origin. Plantation-level data from direct suppliers in Argentina and Brazil is
collected through an outsourced centralized system. We are working to expand this to our indirect
suppliers in the next 2 years. We have recently started testing a blockchain system, which in the
future will be implemented for tracing all our consumed volume back to the producer.

The plantations are located in the Pampas biome.

Soy Argentina Specify state/region: Santa Fe Specify municipality (1): San
Cristobal

This location accounts for 15% of the soy sourced by our business out of the 95% that is currently
traced to the plantation level. 

The traceability systems described above covers this location.

Those plantations are located in the Chaco biome.

Soy Brazil Specify state/region: Mato Grosso Specify municipality (1): Sorriso This location accounts for 10% of the soy sourced by our business out of the 95% that is currently
traced to the plantation level. 

The traceability systems described above covers this location.

The plantations are located in the Cerrado Biome.

(F1.2) 回回答答すするる森森林林リリススククココ・・モモデディィテティィにに関関連連すするる、、報報告告年年ににおおけけるる御御社社のの収収入入のの割割合合をを回回答答ししててくくだだささいい。。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
本質問では、開示するコモディティ  (またはその派生物/商品) のそれぞれに関連した貴社の事業収入をお尋ねします。その目的は、報告年における貴社収入の当該コモディティへの依存度に注目することで、森林リスク・
コモディティのそれぞれが貴社事業に対してもつ重要性を明らかにすることにあります。 CDPは、ステークホルダーとの協力のもと、測定指標として「コモディティに依存する収入の割合」を選びました。この測定指標
は、事業に対するコモディティの重要性を示し、定量化が容易であり、比較可能であることが確認されています。 CDPのデータ利用者はさらに、森林リスク・コモディティのそれぞれが貴社事業に対してもつ相対的重要
性を評価し、この情報を本質問書にある他の開示データポイントに関連させることができます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
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以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ コモディティに依存する収入の割合 コメント

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力
選択肢:

<1%
1～5%
6～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

開示するコモディティのそれぞれについて、報告年に当該コモディティに依存した貴社の収入の割合を、パーセンテージ幅を選択してお答えください。生産者 /加工業者の場合、これは実際のコモディティの全生産量
の収入割合です。一方、製造業者/小売業者の場合、これは、当該森林リスク・コモディティを含む派生物/製品の収入割合となります。これらの選択肢のいずれも、取引業者であれば適用可能です。
ステークホルダーに提供したい追加情報があれば、列 3[コメント]に記入してください。追加情報では、可能な限り、この数値をどのように算出したか、当該コモディティによる収入の正確な割合  (%)、またはこの割

合の概算に使った要素について説明してください。
報告年とは、イントロダクションの質問F0.2で回答した年を指します。

Example response

A retailer disclosing on palm oil, soy and timber products

Forest risk commodity % of revenue dependent on commodity Comment

Palm Oil 11-20% To calculate this figure, we determined that palm oil and palm oil derivatives are found in 576 of our 1,000 own-branded products. In the financial year 2018/2019,
our revenue from these products, represented approximately 14% of our company’s total revenue.

Soy 1-5% Soybean oil and soy derivatives are used as ingredients in a number of our products, including as animal feed for our own-brand meat and dairy products. As
such, the percentage of our company’s total revenue dependent on those products has been estimated at 5%.

Timber 11-20% Our company sells a high proportion of fiber-based packaged products. We use timber products in our primary, secondary and distribution packaging in the form
of paper, carton board, and pallets. Paper is also used in communication and marketing materials. It is estimated that this makes up approximately 11-20% of our
total revenue.

A materials company disclosing on timber products

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Forest risk commodity % of revenue dependent on commodity Comment

Timber 91-99% Our company primarily manufactures fiber-based packaging, which is a central part of our business. Therefore, a large percentage of our products are dependent on
timber products, including pulp, paper and board. To determine the percentage of revenue dependent on timber, it has been calculated that in 2018, our packaging
products made up approximately 94% of our sales revenue figure of 13 million Euros.

An apparel company disclosing on cattle products

Forest risk commodity % of revenue dependent on commodity Comment

Cattle Products 31-40% Cattle products are used primarily in the form of leather. The percentage disclosed is based on revenue generated by our footwear and accessories
product lines which contain leather. These represented approximately 33% of our total 2018/2019 revenue.

測定

(F1.3) 回回答答すするるココモモデディィテティィのの生生産産にに使使用用さされれるる土土地地をを所所有有ままたたはは管管理理ししてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
本質問では、森林減少および森林劣化リスクに関する貴社の土地資源管理およびモニタリング方法についてお尋ねします。ご提供いただく情報は、所有地の森林減少および森林劣化を回避するための組織のデューディリ
ジェンスに関する概略となります。

所有地または管理地における森林減少または森林劣化は事業リスクや評判リスクとなり得ます。例えば、自社森林リスク・コモディティの生産地で不法に森林伐採を行っていることが明らかとなれば、操業許可を失う可
能性があります。したがって、貴社が土地資源を確実に管理し、森林関連リスクを監視するシステムを実施していることを、投資家およびその他のステークホルダーに対して示すことが重要です。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。読みやすくするために、数行の上に表が表示されます。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。
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森林リスク・コモディティ 土地を所有および/または管理し
ていますか?

管理方法 管理方法の内容 国/地域 土地の種類 面積(ヘクタール)

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモ
ディティから作成されたリスト

選択肢:
所有している
管理している
所有し管理している
所有または管理していない

選択肢:
財務管理
業務管理
株式所有
その他の管理方法について詳

述してください

文章記入欄[最大1,000文字] 選択肢:
[国/地域のリスト]

選択肢:
植林地
非植林地
保護休耕
スキーム/プラズマ小規模農家

*
認定を受けた土地
不明
その他 (具体的にお答えくだ

さい)
生産性の高い森林**
外部生産者**

数値記入欄[最大小数点第2位を用い
て、 0～999,999,999,999の数字を
入力]

森林関連リスクをモニタリングするシステム
を導入していますか?

モニタリングシステムの種類*** モニタリングシステムの内容 最近の違反の有無 違反の説明****

選択肢:
はい
いいえ
不明

該当するものをすべて選択してください:
地理情報システム(GIS)
地上ベースのモニタリングシステム
空中モニタリングシステム
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大1,000文字] 選択肢:
はい
いいえ
不明

文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

*木材には表示されません

**製紙・林業セクター企業にのみ表示されます

***列8で[はい]を選択した場合のみ、列が表示されます。

****列11で[はい]を選択した場合のみ、列が表示されます。

回回答答要要望望内内容容

全般
CDPでは企業に対し、業務のすべてを包摂するデータの提供を推奨しています。

貴社が土地を所有及び/又は管理している場合、国および土地の種類のそれぞれについてコモディティごとに行を追加して情報開示してください。例えば、インドネシアで所有する油やし生産地について情報を開示する
場合は、当該国で所有/管理する土地の種類ごとに1行を追加して、種類の内訳を提示してください。

森林リスク・コモディティ (列1)

貴社所有/管理地のある国ごとに、開示するコモディティのそれぞれについて少なくとも1行を追加してください。
コモディティに関連した土地を所有も管理もしていない場合でも、コモディティの行を追加し、列2[所有地/管理地の有無]で当該コモディティについて土地を所有・管理していない旨を回答してください。

所有地/管理地の有無(列2)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
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特定の国において貴社が全部または部分的に管理している土地がない場合は、[所有地・管理地なし] を選択してください。この選択肢を選択すると、後続の列のセルは編集不可となります。

管理の種類(列3)

特定のコモディティと国にすべての選択肢が該当する場合や、管理の種類を追加したい場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。
特定の国において貴社の土地管理に最も該当するものを、以下を考慮しつつ選択してください。

-組織がある業務に対し財務管理を有しているといえるのは、当該業務の財務および運営方針を、経済的利益の観点から指示する能力をもつ場合です。一般に組織は、土地管理責任の確定にあたり、ある業務が財
務連結上グループ会社または子会社として扱われている場合に、当該業務に対して財務統制を有します。
-組織がある業務に対し業務管理を有しているといえるのは、その組織または子会社が当該業務の運営方針を策定・実施する完全な権限をもっている場合です。
-  株式所有方式の場合、企業はその株式持ち分に応じて事業に責任をもちます。株式所有割合は、企業の経済的関心、すなわち、事業から生じるリスクと報酬に対して企業が持つ権利の範囲を反映しています。
典型的には、事業における経済的リスクと報酬は御社のその事業の所有割合と整合し、株式所有は所有割合と通常は同じです。

該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

管理の詳細(列4)

列3[統制の種類]で回答した管理の種類の詳細を、国ごとに各種類の比率(%)も含めて説明してください。

国/地域(列5)

複数の国/地域にまたがる土地を所有/管理している場合は、国/地域ごとに行を追加してください。

土地の種類(列6)

各国内で貴社に該当する土地の種類のそれぞれについて、情報を提供してください。
土地の種類それぞれの定義は、[用語の説明] をご覧ください。
特定の国における貴社の土地の種類内訳が分からない場合は、[不明] を選択してください。
土地の種類を追加したい場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

面積 (ヘクタール) (列7)

貴社が所有/管理する総土地面積、または各国における内訳の回答には、面積単位としてヘクタールを用いてください。

森林関連リスクをモニタリングするシステムの有無(列8)

システムの例としては、地理情報システム (GIS) によるモニタリングと評価や、定期監査などが挙げられます。貴社が森林減少リスクを追跡する何らかのモニタリングシステムを導入している場合は、[はい] を選択し
てください。

モニタリングシステムの種類(列9)

貴社のモニタリングシステムに最も該当するものを選択してください。複数の選択肢を選択することも可能です。
該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

モニタリングシステムの詳細(列10)

貴社のモニタリングシステムについて、システムの名称、各システムの対象範囲、第三者が実施している場合は当該サービス提供者を含め、具体的に説明してください。
システムが土地全体をカバーしていない場合は、理由を説明し、カバーされている部分の比率 (%) をお答えください。
土地を種類別に開示し、貴社がすべての種類に同じモニタリングシステムを実施している場合は、その旨も説明してください。

最近の違反の有無(列11)

貴社が所有/管理する土地において、報告年に、違法または無許可の森林伐採及び/又は森林劣化の事例が発生したか否かをお答えください。

違反の説明(列12)

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
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当該違反の詳細を、その性質、推定される日付、報告対象国内で違反が発生した地域を含めて説明してください。
報告した違反について罰金または罰則を受けたか、または貴社が現在、法的な争いの当事者であるか否かを回答してください。
土地を種類別に開示し、貴社がすべての種類に同じ違反を行った場合は、その旨も説明してください。

Explanation of terms
Aerial monitoring system: monitoring of the Earth’s surface, which includes aerial photography or other remote sensing techniques, e.g. using satellite or high-flying aircraft.
Conservation set aside: the area owned and/or managed by the company that is not used for production or planned development and is set-aside for conservation purposes.
Geographic information system (GIS): a system designed for gathering, managing and analyzing geographical and spatial data.
Ground-based monitoring system: information acquired from on the ground field surveys.
Land certified area: refers to the total area that is certified for the production of forest risk commodities.
Outgrowers: an out-grower scheme is defined as a contractual partnership between growers or landholders and a company for the production of commercial forest products (Source: FAO, 2001).
Planted area: area of land planted with crops or trees.
Productive forest (also known as a production forest): it is the area of natural forest designated for the extraction of wood and/or non-wood products (Source: FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180,

2015).
Scheme/plasma smallholders: area of land managed for schemed smallholders or plasma scheme plantations.
Unplanted area: land reserved for planting, but as yet unplanted. Note that this may include land that is planned to be developed in the future (Source: SPOTT, 2017).

(F1.4) 回回答答すするるココモモデディィテティィにに関関ししてて、、貴貴社社自自身身／／ササププラライイヤヤーーががブブララジジルル森森林林法法にに準準拠拠ししてていいるるかかどどううかかのの情情報報をを収収集集ししてていいるるかか説説明明ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F1.1の回答の列5 (「原産国/原産地」) で「ブラジル」を選択した場合のみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
森林減少/森林劣化の追跡は、ブラジル等の熱帯地方の国々においてきわめて重要です。これらの国々は生物多様性と天然資源が豊かである一方、森林損失が大規模かつ急速に進んでいるからです。企業は各国の法令を順
守していることを示すことが重要です。法令順守は生産者にとって重要であるにとどまりません。調達企業と投資家にとっても、森林リスク・コモディティの生産による影響について共同責任を問われる可能性がありま
す。ブラジルではブラジル森林法  (Brazilian Forest Code) として知られる明確な全国的規制制度が確立しており、世界のコモディティ市場の重要国でもあることから、国内における規制順守の進捗を容易に追跡すること
ができます。 この情報は、直接操業及び /又はサプライチェーン双方における組織の規制順守へのデューディリジェンスおよび認識について、投資家とその他のデータ利用者に背景情報を提供します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

回回答答形形式式
以下の表を記入してください :

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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森林リスク・コモディティ ブラジル森林法への準拠に関するデータを収集していますか? 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい、サプライヤーから
はい、所有および/または管理した土地から
はい、サプライヤーおよび所有/管理した土地の両方から
いいえ、データは収集していません
いいえ、ブラジルの農産物/ブラジルからの調達品はありません。

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

情報開示するコモディティについて、ブラジル森林法のデータ収集に関して最も該当するものを選択してください。
収集するデータの種類、収集方法、収集の頻度について具体的に回答してください。
データ収集の方法と技術について詳しく説明してください。
所有地/管理地またはサプライヤーのデータを収集していない場合、または、一切のデータ収集を行っていない場合は、その理由を説明してください。

Additional information
According to WWF. Brazil's New Forest Code: a guide for decision-makers in supply chains and governments (2015):

The Brazilian Forest Code (Código Florestal Brasileiro) - Brazilian national environmental law, originally introduced in 1934, that aims to regulate the use and conservation of private land. After its revision in 2012
(Law no. 12.651, from May 25th 2012) two main requirements were modified to the following:

1. Legal Reserve or RL (the acronym in Portuguese) – the proportion of the land on which native vegetation must be maintained. Requirements for the proportion of land which must be set aside vary depending on
the biome a municipality is officially located in: 50-80% in the Legal Amazon, 35% in the Cerrado, and 20% elsewhere.
2. Permanent Protection Areas or APP (the acronym in Portuguese) – areas which must be set aside such as river banks, watersheds and steep slopes. These areas vary between properties and may be allocated
within the Legal Reserve.

Additionally, those property owners with deficit of forest cover or liabilities on their Legal Reserve and/or Permanent Protected Area should sign agreements of regularization with the Government. These agreements are
called 'Environmental Regularization Program' or 'PRA' (the acronym in Portuguese), under which a plan for achieving compliance should be approved. The path towards compliance can rely on reforestation
commitments or on an offsetting mechanism called 'Environmental Reserve Quotas or 'CRA' (the acronym in Portuguese), that enable those with deficit to financially maintain forest surplus in other properties within the
same biome.

The principal monitoring tool established by the Forest Code to enforce compliance is the 'Rural Environmental Registry' or 'CAR' (the acronym in Portuguese). It is a public electronic registry system in which
landowners must register their properties, specifying the areas of legal reserve and permanent protected areas. This identification of the property is georeferenced allowing the environmental agencies to monitor
compliance with the environmental regulations and address administrative, civil and criminal liabilities, as well as negotiation and approval of the 'Environmental Regularization Program' or 'PRA'.

For further information on assessing compliance with the Forest Code, please consult the Proforest practical guide (2017).

(F1.4a) 開示したコモディティに関して開示したコモディティに関して 、ブラジル森林法への貴社自身の準拠を評価するために使用する重要業績評価指標、ブラジル森林法への貴社自身の準拠を評価するために使用する重要業績評価指標(KPI)と、と、 この指標に対する実績について回答してください。この指標に対する実績について回答してください。

他質問との関連他質問との関連
F1.4の回答で「はい、所有および/または管理した土地から」または「はい、サプライヤーおよび所有/管理した土地の両方から」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
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本質問では、貴社所有地におけるブラジル森林法の順守を測定するための指標について、具体的にお尋ねします。この情報は、直接操業における組織の規制順守へのデューディリジェンスおよび認識について、投資家と
その他のデータ利用者に背景情報を提供します。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ KPIと実績 説明してください

選択肢:
F1.4で選択した森林リスク・コモディティから作成されたリスト

該当するものをすべて選択してください:
農村環境登録(CAR)データベースに登録された所有および/または管理した地所の割合:
法定保護地(RL)および/または恒久的保護地域(APP)の所有および/または管理した地所の割合:
環境規則化プログラム(PRA)の誓約条項に署名した 所有および/または管理した地所の割合:
2008年7月以降にグロスでの森林減少のない所有および/または管理した地所の割合:
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

情報開示する各コモディティに該当するKPI (重要業績評価指数) すべてについて、チェックボックスを選択してください。またデータがある場合は、指標に照らして具体的なパフォーマンス情報を列3[説明してくださ
い]に記入してください。
ブラジル森林法の用語の定義は、質問F1.4の「追加情報」をご覧ください。

KPIと実績(列2)

[農村環境登録 (CAR) データベースに登録された所有地/管理地の割合 (%)] – これは、特定の期限までにすべての農村地所をCARに登録する必要があるという森林法の最初の要件です。この執筆時点で、期限は2019年

[その他、具体的にお答えください] – その他、関連性が高くCDPへの報告を望むKPIのモニタリングを行っている場合は、このチェックボックスを選択し、[説明してください] 列で説明してください。

•
•
•
•
•

•
•

•
12月31日でした(こちらで法令をご覧ください )。比率は地所総数に対するもので、管理下にある土地の総面積に対するものではありません。

• [環境規則化プログラム (PRA) の誓約条項に署名した所有地 /管理地の割合 (%)] – 法定保護地 (RL) 及び/又は 恒久的保護区域 (APP) の順守責任がある所有地 /管理地のみを考慮し、環境規則化プログラム  (PRA) の誓約条

項に署名した地所の比率をお答えください。順守責任のある地所は 2019年12月31日までにPRAに誓約を行う必要があります。土地所有者が当該誓約条項について知らされていない場合は、その旨を  [説明してください]
列で説明してください。

• [2008年7月以降、森林減少が一切なかった所有地または管理地の割合  (%)] – ブラジル森林法が定める法定保護地 /恒久的保護区域の順守を求める最終期限日は2008年7月22日でした。この期日以降、合法的・非合法的を
問わず、森林減少が一切なかった土地所有者の割合を尋ねるのがこの質問です。

•
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説明してください(列3)

貴社のKPIに照らして法令順守を測定・モニタリングするのに使った技術およびツールを、具体的に説明してください。
貴社が列2[KPIと実績]で選択したKPIをどのように測定/計算しているかを説明するとともに、これらのKPIの更新頻度、および、除外事項があればそれについても説明してください。
列2で [その他(詳述してください)] を選択した場合は、ここで貴社のKPIを説明してください。

Explanation of terms
Key Performance Indicator (KPI): a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objective

According to definitions from WWF’s Brazil’s new Forest Code: A guide for decision-makers in supply chains and governments. 2015:

Environmental Compliance Program or PRA (the acronym in Portuguese): defines the activities to be implemented within or outside the rural property to comply with the Forest Code, including the conservation,
reforestation or restoration of APPs, Restricted Use Areas, as well as the compensation of Legal Reserve areas.

Legal Reserve or RL (the acronym in Portuguese): the proportion of the land on which native vegetation must be maintained. Requirements for the proportion of land which must be set aside vary depending on the
biome a municipality is officially located in: 50-80% in the Legal Amazon, 35% in the Cerrado, and 20% elsewhere.

Permanent Protection Areas or APP (the acronym in Portuguese): areas which must be set aside such as river banks, watersheds and steep slopes. These areas vary between properties and may be allocated within
the Legal Reserve.

Rural Environmental Registry or CAR (the acronym in Portuguese): the central tool for rural properties to become compliant with Forest Code requirements. All rural property owners must register their lands in CAR,
including the location of APPs, Legal Reserves, and other elements. CAR is regulated by the National System of Information on the Environment (SINIMA).

Terms of Commitment: a formal document signed by the rural landowner in which he or she commits to redress the environmental deficit of the property, including, at least, commitments to conserve, reforest or restore
APPs, Legal Reserves and Restricted Use Areas. Legal Reserve areas may be restored or compensated.

Example response
Example of a company owning/managing cattle farms:

Forest risk commodity KPIs and performance Please explain

Cattle Products % of owned and/or managed properties registered on the Rural
Environmental Registry (CAR) database

% of owned and/or managed properties with Legal Reserve (RL)
and/or Permanent Protected Area (APP) deficit

% of owned and/or managed properties with signed Terms of
Commitment of the Environmental Regularization Program (PRA)

% of owned and/or managed properties with no gross deforestation
after July 2008

We collect data on these KPIs from our properties to monitor compliance with the Brazilian Forest Code.

Currently, we have all properties registered in the CAR. Given our properties are located in the Amazon Biome, we ensure that a
minimum of 80% legal reserve is maintained and areas near rivers or with steep terrain are preserved, as required by the law. Six-
monthly monitoring is undertaken to ensure compliance with the law.

Since 2008, there has been no conversion of legal reserves and riparian areas beyond the limits established by the Forest Code in all
of our farms. 

We continue to work to ensure that no new deforestation or conversion occurs in those lands.

(F1.4b) 回答するコモディティに関して回答するコモディティに関して 、貴社のサプライヤーのブラジル森林法への準拠を評価するため、貴社のサプライヤーのブラジル森林法への準拠を評価するため 使用している使用しているKPIと、と、 この指標に対する実績について説明してください。この指標に対する実績について説明してください。

他質問との関連他質問との関連
F1.4の回答で「はい、サプライヤーから」または「はい、サプライヤーおよび所有/管理した土地の両方から」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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背背景景・・根根拠拠
本質問では、貴社サプライヤー所有地におけるブラジル森林法の順守を測定するための指標について、具体的にお尋ねします。この情報は、サプライチェーンにおける組織の規制順守へのデューディリジェンスおよび認
識について、投資家とその他のデータ利用者に背景情報を提供します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

回回答答形形式式

以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ KPIと実績 サプライヤー数 説明してください

選択肢:
F1.4で選択した森林リスク・コモディティから作成されたリ
スト

該当するものをすべて選択してください:
農村環境登録(CAR)データベースに掲載されたサプライヤーの割合
法定保護地(RL)および（又は）恒久的保護地域(APP)を持つサプラ

イヤーの割合
環境規則化プログラム(PRA)の誓約条項に署名したサプライヤーの

割合
2008年7月以降、グロスでの森林減少をしていないサプライヤーの

割合:
その他 (具体的にお答えください)

数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、 0～999,999,999,999の範
囲を入力]

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

サプライヤーによるブラジル森林法順守のレベルを測定するには、KPI (主要業績評価指標) が利用できます。該当するKPI (重要業績評価指数) すべてについて、チェックボックスを選択してください。またデータがあ
る場合は、指標に照らして具体的なパフォーマンス情報を [説明してください] 列に記入してください。

KPIと実績(列2)

[農村環境登録 (CAR) データベースに掲載されているサプライヤーの割合 (%)] – これは農村環境登録に登録されたサプライヤーの割合です。これは、特定の期限までにすべての農村地所をCARに登録する必要があると

•
•
•
•
•

•

•
いう森林法の最初の要件です。この執筆時点で、期限は 2019年12月31日でした(こちらで法令をご覧ください )。

• [法定保護地 (RL) 及び/又は恒久的保護区域 (APP) の欠損がある所有地/管理地の割合 (%)] – これは、CARにもとづき、法定保護地  (RL) 及び/又は恒久的保護区域 (APP) の森林の既知の欠損があるサプライヤーの割合で

す。

• [環境規則化プログラム (PRA) の誓約条項に署名したサプライヤーの割合  (%)] – 法定保護地 (RL) 及び/又は 恒久的保護区域 (APP) の順守責任があるサプライヤーのみを考慮し、環境規則化プログラム  (PRA) の誓約条項
に署名したサプライヤーの比率をお答えください。順守責任のあるサプライヤーは 2019年12月31日までにPRAに誓約を行う必要があります。サプライヤーが当該誓約条項について知らされていない場合は、その旨を [説
明してください] 列で説明してください。
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[2008年7月以降、森林減少が一切なかったサプライヤーの割合 (%)] – ブラジル森林法が定める法定保護地/恒久的保護区域の順守を求める最終期限日は2008年7月22日でした。この期日以降、合法的・非合法的を問わ
ず、森林減少が一切なかったサプライヤーの割合を尋ねるのがこの質問です。貴社が違法または合法の森林伐採をモニタリングしている場合は、[説明してください] 列に記入してください。

[その他、具体的にお答えください] – その他、関連性が高くCDPへの報告を望むKPIのモニタリングを行っている場合は、具体的に説明してください。

サプライヤー数(列3)

貴社が開示する森林リスク・コモディティの調達先であるサプライヤーの総数をお答えください。

説明してください(列4)

貴社のKPIに照らして法令順守を測定・モニタリングするのに使った技術およびツールを、具体的に説明してください。
貴社が列2[KPIと実績]で選択したKPIをどのように測定/計算しているかを説明するとともに、(該当する場合は) KPIとして使用した比率、これらのKPIの更新頻度、および、除外事項があればそれについても説明してく

ださい。
列2で [その他(詳述してください)] を選択した場合は、ここで貴社のKPIを説明してください。

Explanation of terms
Key Performance Indicator (KPI): a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objective

According to definitions from WWF’s Brazil’s new Forest Code: A guide for decision-makers in supply chains and governments. 2015:

Environmental Compliance Program or PRA (the acronym in Portuguese): defines the activities to be implemented within or outside the rural property to comply with the Forest Code, including the conservation,
reforestation or restoration of APPs, Restricted Use Areas, as well as the compensation of Legal Reserve areas.

Legal Reserve or RL (the acronym in Portuguese): the proportion of the land on which native vegetation must be maintained. Requirements for the proportion of land which must be set aside vary depending on the
biome a municipality is officially located in: 50-80% in the Legal Amazon, 35% in the Cerrado, and 20% elsewhere.

Permanent Protection Areas or APP (the acronym in Portuguese): areas which must be set aside such as river banks, watersheds and steep slopes. These areas vary between properties and may be allocated within
the Legal Reserve.

Rural Environmental Registry or CAR (the acronym in Portuguese): the central tool for rural properties to become compliant with Forest Code requirements. All rural property owners must register their lands in CAR,
including the location of APPs, Legal Reserves, and other elements. CAR is regulated by the National System of Information on the Environment (SINIMA).

Terms of Commitment: a formal document signed by the rural landowner in which he or she commits to redress the environmental deficit of the property, including, at least, commitments to conserve, reforest or restore
APPs, Legal Reserves and Restricted Use Areas. Legal Reserve areas may be restored or compensated.

Example response
Example of a company buying cattle products:

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Forest risk commodity KPIs and performance Number of suppliers Please explain

Cattle Products % of suppliers on the Rural Environmental
Registry (CAR) database

% of suppliers with Legal Reserve (RL)
and/or Permanent Protected Area (APP)
deficit

% of suppliers with signed Terms of
Commitment of the Environmental
Regularization Program (PRA)

% of suppliers with no gross deforestation
after July 2008

30 We require that all our suppliers are registered in the CAR by the end of 2019 (90% of which are registered). 

We maintain a database with geographical locations of farms for all our suppliers. This allows us to monitor and verify their
compliance with the Brazilian Forest Code by using satellite monitoring systems (PRODES and PRODES Cerrado). We
monitor if deforestation has occurred in these properties after 2008 and that the appropriate percentage of legal reserve (RL)
and areas for permanent protection (APP) are respected, as requested by the law. Those suppliers with infractions or deficit of
either RL or APP are requested to demonstrate that they have signed a commitment to restore deforested areas (i.e., PRA).

(F1.5) 貴貴社社はは、、回回答答すするるココモモデディィテティィのの生生産産量量やや消消費費量量ののデデーータタをを収収集集ししてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
本質問では、貴社が、開示する森林リスク・コモディティの生産及び /又は消費に関しデータを収集しているか否かについてお尋ねします。生産量及び /又は消費量の全体を示すデータを収集することは企業報告のベストプ
ラクティスであり、貴社が自社の直接操業とサプライチェーンに関してどの程度情報を得ているかについて、投資家とその他のデータ利用者に背景情報を提供します。この情報照合を行う企業は、森林リスク・コモディ
ティへの自社の依存度および関連する潜在的なリスクや影響についてよりよく理解することが可能です。このことは、直接操業およびサプライチェーンにおける森林減少・森林劣化を防止するうえで重要な一歩となりま
す。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

AFi

<p">コア原則8:モニタリングと検証</p">

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

•
•

•

•
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森林リスク・コモディティ データの入手可能性/開示

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
消費量データを収集し、開示
生産量データを収集し、開示
消費量と生産量データを収集し、開示
データを収集しているが、非開示
データを収集していない

回答要望内容回答要望内容

全般

各森林リスク・コモディティのデータの収集に関して最も該当するものを選択してください。これは貴社の構造により、生産量データ、消費量データ、またはその両方であり得ます。
これらのデータの詳細は、後続の質問でご説明いただけます。

Explanation of terms
Consumption data: refers to data on the sourcing/purchasing of the forest risk commodities within your supply chain. For example, if you are a manufacturer that collects data from your suppliers.
Production data: refers to data on the cultivation/rearing/harvesting of raw materials, such as data from your production of soy beans or palm oil.

Additional information
Companies tracking soy consumption, for example, could use the CGF Soy Ladder - framework developed by The Consumer Goods Forum (CGF) in conjunction with KPMG to better understand soy usage within their

supply chains, and the associated deforestation risk.

(F1.5a) 生産量生産量/消費量データを回答してください。消費量データを回答してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F1.5で「消費量データを収集し、開示」、「生産量データを収集し、開示」、「消費量と生産量データを収集し、開示」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
若干の変更

背景・根拠背景・根拠
本質問では、開示する森林リスク・コモディティの生産及び/又は消費に関して貴社が収集しているデータについてお尋ねします。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

AFi

<p">コア原則8:モニタリングと検証</p">

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
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以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ データの種類 量 単位 データ対象範囲 説明してください

選択肢:
F1.5の「...開示」を選択した森林リスク・コ
モディティから作成されたリスト

選択肢:
生産量データ
消費量データ

数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、 0～
999,999,999,999の数字を入力]

選択肢:
トン
リットル
ガロン
丸太相当量 (RWE)
木質原材料相当量 (WRME)
立方メートル
平方メートル
その他 (具体的にお答えください)

選択肢:
全ての生産量/消費量
部分的な生産量/消費量

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

質問F1.5で開示のとおり、データ収集を行っているコモディティのそれぞれについて、少なくとも1行を追加してください。

データの種類(列2)

同一のコモディティに新しい行を追加し、本列で適切な選択肢を選択することで、生産量と消費量のデータを別々の数値として記入します。

量(列3)

列2[データの種類]で選択したデータの種類に一致する数値を、本列に記入してください。

単位(列4)

列3[量]で記入した数値の単位を選択してください。該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

データ対象範囲(列5)

回答したデータが当該コモディティの生産量及び/又は消費量の全体にあたるかどうかをお答えください。ただし質問F0.6、F0.6a、F0.7、F0.7aですでに説明した除外は別とします。

Consumption data: refers to data on the sourcing/purchasing of the forest risk commodities within your supply chain. For example, if you are a manufacturer that collects data from your suppliers.
Production data: refers to data on the cultivation/rearing/harvesting of raw materials, such as data from your production of soy beans or palm oil.

(F1.5b) 貴社が回答するコモディティの生産量や消費量のデータを開示しない理由はなんですか貴社が回答するコモディティの生産量や消費量のデータを開示しない理由はなんですか?

他質問との関連他質問との関連
この質問は、質問F1.5の回答で「データを収集しているが、非開示」を選択した場合にのみ表示されます。

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
説明してください (列6)

• 回答したデータが、[イントロダクション] ページで報告したもの以外の事業またはサプライチェーンの特定部分  (例えば特定の生産ライン) を除外している場合は、その除外について説明してください。ここには、当
該数値がコモディティの全生産量及び /又は消費量に占める割合  (%) を含めてください。

Explanation of terms

•
•
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2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
本質問は投資家およびその他のデータ利用者に対し、企業が、報告対象である森林リスク・コモディティの生産及び/又は消費についてデータを開示しない主な理由の背景情報を提供します。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

AFi

<p">コア原則8:モニタリングと検証</p">

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

選択肢:
F1.5の「データを収集しているが、非開示」を選択した森林リスク・コモディティから作成された
リスト

選択肢:
製品/サプライチェーンでの森林リスク・コモディティの把握が部分的にしかできていな

い
データは部外秘
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

本質問では、質問F1.5で [データは入手しているが開示しない] を選択したコモディティについて、コモディティごとに新たに行を追加して回答してください。

主な理由(列2)

貴社がデータを開示しない主な理由に最も該当する選択肢を選択してください。
該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

説明してください(列3)

[主な理由] 列で [製品/サプライチェーンにおける森林リスク・コモディティの把握が部分的であるため] を選択した場合は、把握しているのは生産及び/又は消費のどの分野であり、なぜそれを選んだかについて説明し
てください。また全体の把握が完了する時期と、コモディティ把握に使う方法についても明記してください。

[主な理由] 列で [データは社外秘] を選択した場合は、なぜデータが社外秘であるかを具体的に説明するとともに、当該情報が今後、公表/非社外秘になるか否かについて明記してください。
[主な理由] 列で [その他、具体的にお答えください] を選択した場合は、貴社が情報の非開示を選択した理由について説明してください。
該当する場合は、生産/消費全体における非開示データの比率 (%) を含めてください。

(F1.5c) 貴社が開示するコモディティの生産量や消費量のデータを収集していない理由はなんですか貴社が開示するコモディティの生産量や消費量のデータを収集していない理由はなんですか?

他質問との関連他質問との関連

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
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この質問は、質問F1.5の回答で「データを収集していない」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問によって、投資家およびその他のデータ利用者に対し、企業が、その開示した森林リスク・コモディティに関するデータを収集しない主な理由、および /またはこれらのデータを収集する将来の計画についての  背
景情報を提供します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

<p">コア原則8:モニタリングと検証</p">

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

選択肢:
F1.5の「データを収集していない」を選択した森林リスク・コモディティから作成されたリスト

選択肢:
森林関連データ収集を実施中
今後2年以内にデータを収集する予定
重要だが、事業上の差し迫った優先事項でない
重要でないと判断し、理由も説明
社内リソースの不足
事業活動に関するデータ不足
森林リスク・コモディティによる森林減少/森林劣化影響についての知識不足
経営陣からの指示がない
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

データがない各コモディティに関して1行記入します。

主な理由(列2)

具体的なコモディティに関してデータがない主な理由を最も良く表している選択肢を選択します。

説明してください(列3)

貴社がデータを収集し、記入するうえで直面している課題の概要を述べます。
以下を含む、データ収集を実施する貴社の計画に関する詳細を記入します:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
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-データを収集する時期
-どの方法/戦略が使用されるか
-これらのデータを収集する貴社のバリューチェーンの段階を示します(すなわち、直接操業、サプライチェーン、およびあなたの組織のバリューチェーンの他の部分)
-例外事項を示します

(F1.6) 貴貴社社でではは、、現現在在のの事事業業ニニーーズズをを満満たたすすののにに十十分分でで持持続続可可能能なな原原材材料料のの調調達達先先をを特特定定ししてていいまますすかか？？調調達達ししてていいるる場場合合はは、、ここのの調調達達先先をを確確保保/維維持持すするるたためめどどののよよううなな対対策策ををととっってていいまますす
かか？？

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、報告年と近い将来 (最長で今後2年)の操業上の需要を満足するために、貴社が森林リスク・コモディティの十分な供給を確保したかどうかに焦点を当てています。この証拠によって、企業が原材料に対する
需要を評価しているか、短期的に供給に影響を及ぼす可能性がある問題に対処しているかに関して投資家やその他のデータ使用者が理解することができます。この情報は投資のほかに、事業弾力性を確保するための企業
行動にも関連があります。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

森林リスク・コモディティ 特定した持続可能な調達先 供給を確保するための主な活動 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい
いいえ

選択肢:
サプライチェーン・マッピング
サプライヤーの多様化
供給能力を拡大するため、サプライヤーの改善計画
バリューチェーンにおけるキャパシティビルディング
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

特定した持続可能な調達先(列2)

貴社の現在の需要量と近い将来(すなわち、最長で今後2年)の需要量内で供給するためにコモディティの十分な調達先を特定した場合は[はい]を選択します。

供給を確保するための主な行動(列3)
短期的に所定の森林リスク・コモディティからの持続可能な材料の供給を確保するために貴社の主な行動を最も良く表している選択肢を選択します。

[サプライチェーン・マッピング ]や[サプライチェーンの多様化 ]以外で、供給能力を拡大するために貴社が社内的に行っている行動を説明するには、 [供給能力を拡大するため、サプライヤーの改善計画 ]を選択してくだ

]

どの選択肢も相応しくない、あるいは別の行動を追加したい場合、[その他、具体的にお答えください]を選択し、次の列に行動を示してください。

説明してください(列4)

開示したコモディティに関する現在と近い将来の供給の安全性を確保するための貴社の主な活動に関して詳細を、供給を確保するうえでこの行動が有効だった理由とその程度を含めて記入してください。
貴社が持続可能な原材料の供給を確保した期間を示してください。

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
さい。

• 持続可能な材料/製品を貴社に供給するためにサプライヤーの供給能力を構築するため、あるいはその製品に対する顧客の需要を増やすための取り組みを説明するには、 [バリューチェーンの供給能力構築活動に関わる
を選択してください。

•

•
•
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Explanation of terms
Supply chain mapping: process of documenting the origin of raw materials within your supply chain, including all relevant activities (e.g., production, processing, manufacturing, transportation and distribution). (Adapted

from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

貴社への有害な影響

(F1.7) 貴貴社社はは森森林林関関連連のの悪悪影影響響をを被被っったたここととががあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
過去の影響は、貴社が曝される可能性がある固有のリスクを理解するための有益な指標です。この質問に対する回答によって、森林リスク・コモディティに関連した問題がどのように貴社事業に悪影響を及ぼす可能性が
あるかの様子を示します。この質問では、固有のリスクや環境に影響を及ぼした事象ではなく、貴社事業に影響を及ぼした過去の事象 について尋ねています。  影響の大きさと財務上の影響総額、後続の質問で求められる
データポイントは、影響が貴社事業に影響を及ぼした状況を投資家やその他のデータ使用者が理解するために重要です。過去の影響に対する貴社の対応戦略によって、将来の影響をどのように防ぎ、レジリエンスを構築
しようとしているのかをデータ使用者に知らせます。

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般
森林リスク・コモディティの生産および /または調達に関連して、貴社の報告年における事業運営、収支に悪影響を経験した場合は [はい]を選択してください。
事業に関して、森林リスク・コモディティの生産または調達からの悪影響が、生産または収益の損失などの直接的な財務上の影響をもたらす可能性がありますが、操業許可の喪失などの他の影響、規制関係またはブ

ランドのダメージももたらす可能性があります。

Explanation of terms
Forests-related impact: the effects on an organization of a physical, regulatory, reputational or technological challenge, event or action related directly or indirectly to forests.

(F1.7a) 貴社が被った森林関連の悪影響の内容と、それへの対応、総合的な財務上の影響について回答してください。貴社が被った森林関連の悪影響の内容と、それへの対応、総合的な財務上の影響について回答してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F1.7の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
若干の変更

•

•
•

•
•

•
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背背景景・・根根拠拠
過去の影響は、貴社が曝される可能性がある固有のリスクを理解するための有益な指標です。この質問に対する回答によって、森林リスク・コモディティに関連した問題がどのように貴社事業に悪影響を及ぼす可能性が
あるかの様子を示します。この質問では、固有のリスクや環境に影響を及ぼした事象ではなく、貴社事業に影響を及ぼした過去の事象について尋ねています。

影響の大きさと財務上の影響総額は、貴社事業が影響を受けた状況を投資家やその他のデータ使用者が理解するために重要です。過去の影響に対する貴社の対応戦略によって、将来の影響をどのように防ぎ、レジリエン
スを構築しようとしているのかをデータ使用者に知らせます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則6:改善と改善措置へのアクセス

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 影響要因の種類 主な影響要因 主な影響 影響の詳細 主な対応 財務上の影響総額 対応の詳細

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・
コモディティから作成された
リスト

選択肢:

物理的要因
規制要因
評判及び 市場要因
技術的要因

選択肢:
表の下に示されているド

ロップダウンリスト

選択肢:
表の下に示されているド

ロップダウンリスト

文章入力欄 [最大1,500字] 選択肢:
表の下に示されているド

ロップダウンリスト

数値記入欄[最大小数点第2位
を用いて、 0～
999,999,999,999,999,999の
数字を入力]

文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

主な影響要因(列3)

•
•
•
•

• • •
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物理的要因物理的要因:
異常気象事象の深刻度の上昇
降水パターンの変化
平均気温上昇
生態系脆弱性増加
生態系サービスの減少
土地資源の不足
砂漠化や土壌劣化による土地損失
森林火災
その他の物理的要因(詳述してください)

規制要因規制要因:
製品基準の変更
成熟した認証と持続可能性基準の不足
土地所有規制の変更
土地所有権や占用権に関する不確実性や対立
操業許可取得の困難度の上昇
国内法の不順守
国内法の変更
国際法や二国間協定の不順守
国際法や二国間協定の変更
一時停止措置や自主協定
強制力の低い規制
規制機関間の調整不足
規制の不確実性
その他の規制要因(詳述してください)

評判および市場要因評判および市場要因:
消費者の嗜好の移り変わり
認証を受けた持続可能原材料の費用上昇
認証を受けた持続可能原材料の入手可能性
コモディティ費用上昇
製品の原産地や適法性についての不確実性
地元地域社会の反対
ステークホルダーの懸念または否定的なステークホルダーからのフィードバックの増加
制裁措置や訴訟問題
市場の兆候の不確実性
否定的なマスコミ報道
その他の評判および市場要因(詳述してください)

技術的要因技術的要因:
既存の生産地の収量を増加できない
土壌保全やその他の持続可能技術の入手機会が限られる
耐乾性作物品種の入手機会が限られる
モニタリングシステムの不足
その他の技術的要因(詳述してください)

主な影響(列4)

ブランドダメージ
収入割合や収入源の変化
成長に対する制約
事業撤退
株主価値の減少
売上の混乱
罰金、違約金、または施行令
訴訟
事業許可の喪失
企業資産に対する影響
従業員管理および計画の混乱

保険料上昇
「高リスク」の場所にある資産に対する保険の利用可能性低下
資本コストの増加
法令遵守費用の増加
運営費用の増加
生産費用の増加
生産能力の減少または混乱
製品およびサービスの需要減少
利用可能な資本の減少
サプライチェーンの混乱
その他 (具体的にお答えください)

主な対応(列6)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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直接操業での環境ベストプラクティスの実施
既存の森林関連コミットメントの変更
新たな森林減少ゼロ/転用ゼロのコミットメント の策定
地域特有の目標設定
持続可能に調達した原材料の使用量の増加
森林/生態系の復元、改善、補償
新しい製品/技術の開発
市場拡大
規制要件への準拠強化
適正評価の強化
森林リスク・コモディティのトレーサビィリティ強化
サプライヤー業績基準の強化
サプライヤーの多様化
森林減少リスクの高い区域からの調達回避

地域社会との協働
顧客との協働
サプライヤーとの協働
複数のステークホルダーイニシアチブとの協働
全業界またはマルチステークホルダーの協定への参加
マーケティングキャンペーン
ベストプラクティスと啓発の推進
金銭的インセンティブを含む持続可能な森林管理の推進
金銭的インセンティブを含む認証の推進
保全プロジェクト(森林再生、植林、および生態系復元を含む)での自発的な協働
景観レベルアプローチの実践
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

各コモディティと報告年における貴社の事業運営、収支に対する悪影響に関して新しい行を追加してください。

影響の要因の種類(列2)

影響の要因とは回答している影響を引き起こす原因となるものです。影響の要因は、物理的(例えば、異常気象事象)、または移行上(すなわち、規制、評判、および市場)および技術的なもののいずれかです。
各選択した影響の要因の種類によって、列3の主な影響要因に関する選択肢を決定します。
コモディティあたり2つ以上の影響要因の種類がある場合、各影響要因の種類に対して新しい行を追加します。

主な影響要因(列3)

貴社の主な影響要因を最も良く表している、すなわち悪影響に密接に関係している、またはその最大の責任がある選択肢を選択します。
該当する選択肢がない場合は、[その他の...要因、具体的にお答えください] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

主な影響(列4)

貴社の主な悪影響を最も良く表している選択肢を選択します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

影響の説明(列5)

影響の規模を示すことで、影響が貴社に対してどの程度有害かを説明します。また、貴社の事業が影響を受けた期間と、影響を受けた事業の部分に関して詳細を含めてください。

主な対応(列6)

列4(主な影響)で開示した影響に対する主な対策を最も良く表している選択肢を選択します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

財務上の影響総額(列7)

貴社の開示した影響に関連する財務的な数字を開示してください。この数字は、F0.3で回答した通貨単位と同じ単位で回答してください。
影響への貴社の対応によって発生した費用を含む総財務費用を回答してください。総財務費用が入手できない場合、推定値を記入します。
推定値を 記入できない場合、列8(...の詳細) に説明を記入します

対応の詳細(列8)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
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このセクションでは、特定した悪影響に対する貴社の取り組み、手法の詳細、関与したステークホルダー、これまでの成果を詳述してください。報告した財務的な数字を計算するために使用された方法の説明を含め
ます。
列7で財務的な数字を記入できなかった場合、説明を記入してください。

Explanation of terms
Afforestation: establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land that, until then, was not classified as forest, what implies a transformation of land use from non-forest to forest. (Source: FAO

Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015).
Conversion-free ("or no-conversion"): production, sourcing, or financial investments on commodities that do not cause or contribute to conversion of natural ecosystems (Adapted from: Accountability Framework

Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).
Due diligence: process implemented by a company to identify, prevent, mitigate, and account for risks and impacts in either its direct operations and supply chains, or in its investments (Adapted from: Accountability

Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).
Ecosystem services: the direct and indirect contributions of ecosystems to human well-being. The concept ‘ecosystem goods and services’ is synonymous with ecosystem services (Source: TEEB, 2010).
Forests-related impact: the effects on an organization of a physical, regulatory, reputational or technological challenge, event or action related directly or indirectly to forests.
High-deforestation risk jurisdictions: this includes the following 25 countries and sub-national level jurisdictions within these countries: Angola, Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Cameroon, Central

African Republic, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Gabon, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria, Papua New
Guinea, Paraguay, Peru, Venezuela (Bolivarian Republic of), and Zambia (Source: GCP, 2016).

Impact driver: the driver of the impact is the factor/ driving force causing the impact reported. Impact drivers are either physical (e.g. weather extreme events), or transitional, i.e., regulatory, reputational and markets,
and technological.

Landscape level approach: refers to actions taken over a large spatial scale for allocating and managing land, under conflicting use (e.g., agriculture, mining, urban, forests), to efficiently address social, economic and
environmental issues. (Source: DEFRA, 2011; Sayer et al. 2013).

Multi-stakeholder initiative: initiative that is governed by different stakeholder groups, including private sector companies and their associations, civil society organizations (e.g., environmental and social NGOs) and
possibly farmer organizations, government organizations and knowledge providers. (Source: SAI Platform, 2015).

Reforestation: re-establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land classified as forest. (Source: FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015).
Restoration: forest restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed (Source: SER, 2002).
Sustainable forest management: the process of managing a forest for achieving the continuous production of desired forest products and services without reducing its inherent values and future productivity, avoiding

undesirable social-environmental effects. (Source: modified from ITTO).
Traceability: the ability to identify and trace the history, distribution, location and application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labor (including

health and safety), the environment and anti-corruption. (Source: UN Global Compact, 2014).

Example response

Forest risk commodity Impact driver type Primary impact driver Primary impact

Palm Oil Physical Changes in precipitation patterns Supply chain disruption

Description of impact Primary response Total financial impact Description of response

Periods of drought have affected oil palm productivity in major growing regions,
reducing production volumes of our suppliers. For our refineries, this increased
the price of crude palm oil, and thus, reduced our revenue

Engagement with suppliers 100000 We have improved the engagement with our suppliers to promote the use of
agricultural practices that address water scarcity. For example, the majority of our
suppliers in Indonesia have adopted the use of drought-resistant oil palm varieties.
To calculate the total financial figure, we have accounted for losses in revenue
associated with higher palm oil prices, as well as for the costs of the response actions.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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F2 手順手順

Module Overview

This module requests information about the procedures that organizations have in place to manage issues salient to their sector and to understand inherent risk exposure. These management procedures are considered
important to addressing forests-related issues - independent of a company’s own perception or an assessment of any associated net risk for their company. This is why CDP asks companies to answer these questions
before disclosing whether they consider themselves exposed to substantive forests-related risks and what those risks are.

This information provides data users with confidence that your risks disclosed in Module 3 (Risks and opportunities) is comprehensive.

Key changes

None

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F2. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

リスクの特定および評価

•
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(F2.1) 貴社は森林関連のリスク評価を実施していますか貴社は森林関連のリスク評価を実施していますか?

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
投資家やその他のデータ使用者が、貴社がどの程度完璧に森林関連のリスクに曝されることについて理解できているかを検討できるように、森林関連リスク評価に対する貴社の手順の詳細を回答することが重要です。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回答形式回答形式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい、森林関連リスクを評価している
いいえ、森林関連リスクを評価していない

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社の直接操業の少なくとも一部および/またはバリューチェーンのその他の部分のほか、開示したコモディティの少なくとも1つにも関するリスク評価を行っている場合、[はい]を選択します。
貴社が、その他の環境的な問題のうちの一つとして固有の森林関連リスクを検討する統合環境リスク評価を行っている場合、[はい]を選択します。
森林関連問題を含むいかなる種類のリスク評価も行わなかった場合のみ、[いいえ]を選択します。

Explanation of terms
Forests-related: for the purposes of the forests questionnaire, this refers to deforestation and forest degradation as well as conversion and degradation of other natural ecosystems.

(F2.1a) 森森林林関関連連リリススククのの特特定定とと評評価価のの手手順順をを最最ももよよくく表表ししてていいるる選選択択肢肢をを選選択択ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F2.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
投資家やその他のデータ使用者が、貴社のリスク評価プロセスの完璧さと、採用したリスク評価手順が状況とリスクに対して適切かどうかを理解して評価できるように、貴社の森林関連リスク評価の範囲と内容について
述べることが重要です。貴社のリスク評価の頻度と範囲を報告することは、貴社の評価が報告した状況とリスクに対して適切かどうかを証明するのに役立ちます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

•
•

•
•
•

•
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目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ バリューチェーン上の段階 対象範囲 リスク評価手順 評価の頻度 どの程度の将来のリスクまで
考慮しているか

リスクの特定と評価に使用し
たツールと方法

説明してください

F0.5で選択した森林リスク・
コモディティから自動入力

該当するものをすべて選択し
てください:
直接操業
サプライチェーン
バリューチェーンのその他

の部分
該当なし

選択肢:
全部
一部

選択肢:
確立した企業リスク管理フ

レームワークの一部として評
価した
その他の全社的なリスク評

価システムの一部として評価
した
環境リスク評価で評価した
独立した問題として評価し

た
その他 (具体的にお答えく

ださい)

選択肢:
半年に1回以上
年1回
2年に1回
特定されていない

選択肢:
1年以内
1～3年
3～6年
6年超
不明

該当するものをすべて選択し
てください:
社内的な 手法
社外コンサルタント
グローバルフォレスト

ウォッチ コモディティ(GFW
コモディティ)
追跡
ソフトコモディティ森林

リスク・コモディティ評価
(SCFA)
持続可能性方針 透明性

ツールキット(SPOTT)
グローバルリスク 評価

サービス(GRAS)
企業向けIBAT
FSCグローバルフォレスト

レジストリ
Starling
国内特有の ツールやデー

タベース
管轄地域/景観評価方法ま

たはツール
その他 (具体的にお答えく

ださい)
不明

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問では、バリューチェーン全体、すなわち貴社の事業、サプライチェーン、バリューチェーンのその他の部分にわたる幅広いリスク評価手順を調べます。

バリューチェーンの段階(列2)

特定のコモディティに関するリスク評価に事業のどの部分を含むかを示してください。この欄にある選択肢を選び、例えば、貴社のリスク評価が直接操業とサプライチェーンのすべてを対象にしていることを回答で

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Page 54 of 180 @cdp | www.cdp.net



リスク評価プロセスから、貴社の直接操業、サプライチェーン、あるいはバリューチェーンの他の部分の特定の要素が除外された場合、[一部]を選択し、列8(説明してください)で理由を説明してください。

リスク評価手順(列4)

貴社が開示したコモディティのそれぞれに関連した森林関連リスクを評価する方法を最も良く述べている選択肢を選択します。複数のアプローチが当てはまる場合、貴社が取った主要または重要なアプローチを選択
します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください]を選択します。文字入力欄が表示されますので、貴社のアプローチについて述べる簡潔な言葉を追加します。列8(説明してください)で貴社のアプロー

チに関する詳細を記入できます。

どの程度の将来のリスクまで考慮しているか?(列6)

この列では、あなたの組織のリスク評価では今後何年間の森林関連問題を検討するかについて言及します。

リスクの特定と評価に使用したツールと方法(列7)

森林関連リスクの特定と評価のために貴社によって使用されたツールと方法を最も良く表している選択肢を選択します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください]を選択します。文字入力欄が表示されますので、使用したツール/方法について述べる簡潔な言葉を追加します。

説明してください(列8)

これらを選んだ理由を説明します:

-手順;
-範囲と規模のレベル
-頻度と時間軸

列7(...ツールと方法)で選択したツール/方法を示し、それを選んだ理由と、森林関連リスクに関する貴社のリスク評価を支援するためにどのように使用されたかを説明します。
列3[対象範囲]で[一部]が選択され、列2[バリューチェーンの段階 ]で2つ以上の選択肢が選択された場合、バリューチェーンのどの段階が部分的にだけ対象にされているか、そして対象範囲を決定した方法、例えばサプ

ライチェーンのどの階層かを示します。
列2で[該当なし]が選択された場合、森林関連コモディティに関して貴社が森林関連リスク評価を行わない理由に関する詳細な説明を示します。

Explanation of terms
Enterprise risk management: an integrated and joined up approach to managing risk across an organization and its extended networks (Source: Institute of Risk Management, 2016).
Risk management: involves understanding, analyzing and addressing risk to make sure organizations achieve their objectives. This must be proportionate to the complexity and type of organization (Source: Institute of

Risk Management, 2016).

Additional information
For an example of a freely available risk assessment tool, please refer to the 'Global Forests Watch Palm oil risk tool'.

Example response

きます。

• 貴社に、F0.5で選択した開示コモディティのいずれかに関する森林関連リスクを特定および評価する手順がない場合にのみ、 [該当なし]を選択します。この場合、 [説明してください]の列で森林関連リスク評価がない
ことについて理由を説明してください。

対象範囲 (列3)

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
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Forest risk commodity Value chain stage Coverage Risk assessment procedure

Timber Direct operations;
Supply chain;
Other parts of the value chain

Full Assessed as part of an established enterprise risk management framework

Frequency of assessment How far into the future are risks
considered?

Tools and methods used to
identify and assess risks

Please explain

Annually >6 years Internal company methods;
National specific tools and
databases

We have a risk management framework which is designed to identify, understand and address all the forests-related risks that could
substantively and strategically impact our entire company. This framework is designed to gain a global perspective on the risks that could limit
our ability to achieve our business long-term objectives. This framework has been selected due to its comprehensiveness, effectiveness and
because it's very user-friendly. In addition, we make use of national specific tools and databases of those high-risk geographies. This risk
assessment covers our entire value chain and considers any risks in the next 6 years and beyond. It is embedded in all decision-making
processes of our organization and reviewed annually. For example, we complete an annual assessment of specific forests-related risks
associated with the sourcing of timber from Brazil which accounts for 90% of our timber consumption. In this analysis, we use internal tools and
deforestation data from the Brazilian National Institute for Space Research (INPE) to assess whether our suppliers are associated with forests-
related risks.

(F2.1b) 貴貴社社のの森森林林関関連連リリススクク評評価価でではは、、以以下下ののううちちののどどのの問問題題をを考考慮慮ししてていいまますすかか?

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F2.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
リスク評価をどの程度包括的に行っているかの指標として、データ利用者は、どのような課題が貴社の操業に関わる市場、管轄区域、地理的位置の森林関連リスクに対する理解に影響を及ぼしているか、またどのような
ことが重要だと考え、またその理由は何なのかを知ることが重要です。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :
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問題 関連性と評価への包摂 説明してください

森林リスク・コモディティの入手可能性 選択肢:
関連性があり、常に評価に含めている
関連性があり、時々評価に含めている
関連性があるが、評価に含めていない
関連性はないが、評価に含めている
関連性がない。理由の説明
考慮していない

文章記入欄[最大2,400文字]

森林リスク・コモディティの品質

事業活動による生態系や居住環境への影響

規制

気候変動

水セキュリティーへの影響

関税または価格上昇

市場の喪失

森林リスク・コモディティに関連したブランドダメージ

汚職・不正

社会的影響

その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

企業は、リスク評価において、ここで掲載された各問題を検討しているかどうかを示す必要があります。

問題(列1)

評価する問題がここに記載されていない場合、[その他、具体的にお答えください]の行に対して列3(説明してください)で別の問題を示してください。

関連性および考慮の有無(列2)

リスク評価において各問題をどのように考慮しているかについて最も正確に表す選択肢を選択してください。
組織全体にわたる森林関連リスクを検討する貴社のリスク評価の中で、以下に挙げられている問題が考慮されている場合にのみ、[関連性があり、常に評価に含めている]を選択します。
一部の企業は森林関連リスク評価に関連がないと評価した問題があるかもしれませんが、それにもかかわらず評価プロセスに含めている場合があります。これは、完全性や、今後の検討を促進するためなど、さまざま

な理由があるかと思われます。貴社がそのような場合、[関連性はないが、評価に含めている]を選択します。

説明してください(列3)

問題が貴社のリスク評価に含まれる場合、以下に関する企業に特化した情報を記入してください:

-この情報を含める理由(この問題が貴社の事業にとって重要な理由);
-この問題を評価する方法;

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Page 57 of 180 @cdp | www.cdp.net



-問題が貴社のバリューチェーン全体に関して対象にされているか、そしてその理由、対象にされていない場合、どれが対象にされているか、そしてその理由;
-その情報を意志決定のために社内的に使用する方法;
-特定の組織レベルで問題が関連するか、そして関連性を定義する方法;
-問題が現在の問題か、あるいは新しい問題か。

問題が関連性があると考えられない場合、その理由を説明してください。
[その他、 具体的にお答えください]の行に関して評価する別の問題がある場合、この列を使用して、問題の詳細を記入します。

(F2.1c) 貴貴社社のの森森林林関関連連リリススクク評評価価でではは、、以以下下ののううちち、、どどののスステテーーククホホルルダダーーをを考考慮慮ににいいれれてていいまますすかか？？

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F2.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
リスク評価をどの程度包括的に行っているかの指標として、データ利用者は、どのようなステークホルダーが貴社の操業に関わる市場、管轄区域、地理的位置の森林関連リスクに対する理解に影響を及ぼしているか、ま
たどのようなことが重要だと考え、またその理由は何なのかを知ることが重要です。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

•
•
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ステークホルダー 関連性と評価への包摂 説明してください

顧客 選択肢:
関連性があり、常に評価に含めている
関連性があり、時々評価に含めている
関連性があるが、評価に含めていない
関連性はないが、評価に含めている
関連性がない。理由の説明
考慮していない

文章記入欄[最大2,400文字]

従業員

投資家

地域社会

NGO

地域レベルのその他の森林リスク・コモディティユーザー/生産者

規制当局

サプライヤー

その他のステークホルダー(詳述してください)

回答要望内容回答要望内容

全般

この表には、貴社のリスク評価で考慮される可能性があるさまざまなステークホルダーをいくつか示しています。列 2(関連性および考慮の有無)から、示された各ステークホルダーと貴社のリスク評価との関連性を選

貴社が協働している機関として最も適切に反映しているステークホルダーについて、各ステークホルダーに関する企業に特化した説明を記入する必要があります。例えば、国レベルの政府機関、あるいは政府から独 立
している規制当局と協働している可能性があります。
貴社が検討したステークホルダーが ここに掲載されていない場合、[その他、具体的にお答えください]の行の列3[説明してください]で 別のステークホルダーを指定してください。

関連性および考慮の有無(列2)
列1(ステークホルダー)で、ステークホルダーに対する貴社のアプローチを最も正確に表している選択肢を選択します。
[関連性あり、含めている ]を選択した場合、特定したステークホルダーが貴社全体を通じた森林関連問題のリスク評価の中で常に考慮されているということであると考えられます。
関係ないと評価したステークホルダーについてもなお評価プロセスで考慮している場合があるかと思われます。これは、完全性や、今後の検討を促進するためなど、さまざまな理由があるかと思われます。貴社がそ の

ような場合、[関連性はないが、評価に含めている]を選択します。

説明してください(列3)

ステークホルダーが貴社のリスク評価で考慮されている場合、以下に関して状況を記入してください:

•
•
•
•
•
•

•
択する必要があります。

• 表のステークホルダーのそれぞれに関して、可能な限り多くのデータを表に記入してください。リスク評価で考慮しているステークホルダーがこの表にない場合、 [その他のステークホルダー ]の行に記入し、列3(説明
してください)でステークホルダーについての情報を記載してください。

ステークホルダー (列1)

•
•

•
•
•

•
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-このステークホルダーを考慮した理由;
-このステークホルダーを考慮する際の方法;
-リスク評価手順の一部としてステークホルダーと直接協働したか
-協働したステークホルダーに関して、次のことについて述べます:ステークホルダーとの協働方法(例えば、パブリックミーティング、サプライヤーのレポートまたはトレーニング、他の組織を通じた促進)、ス
テークホルダーとの協働時期(例えば、事前に計画、予定されていた協働、必要が生じた時のその場その場)。

[関連性があるが、評価に含めていない]が選択されている場合、関連ステークホルダーが考慮されなかった理由と、今後考慮する予定あるかどうかを説明します。
[関連性がなく、説明を記入した。]を選択した場合、これらのステークホルダーが現在のところ関係がない理由、および今後関係があるようになると予想されない理由を説明します。
[その他のステークホルダー、 具体的にお答えください]の行に関して検討する別のステークホルダーがいる場合、この列を使用して、貴社の ステークホルダーの詳細を記入します。

(F2.1d) 貴貴社社がが森森林林関関連連リリススクク評評価価をを実実施施ししてていいなないい理理由由はは何何でですすかか?

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F2.1の回答で 「いいえ、森林関連リスクを評価していません」  を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
徹底したリスク評価は、森林関連リスクを効果的に特定するうえで必要不可欠なため、データ使用者は貴社がなぜその評価を行わないかについて、また今後行う予定があればそれについて知りたいと考えています。リス
ク評価を実施しなければ、企業は今後の不確実な情勢や法的責任に備える最善の方法を決定することが難しくなります。企業には、リスク評価を実施しないさまざまな理由があるかもしれません。データ使用者は、各企業
の計画プロセスや事情について知ることに関心があります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力
選択肢:
森林関連リスク評価を実施中
今後2年以内にリスク評価プロセスを導入する予定
重要だが、事業上の差し迫った優先事項でないため
重要でないと判断し、理由も説明
社内リソースの不足
事業活動に関するデータ不足
森林リスク・コモディティによる森林減少/森林劣化影響についての知識不足
経営陣から指示がないため
その他 (具体的にお答えください)

文章入力欄 [最大1,500字]

回答要望内容回答要望内容

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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全般

この質問では、貴社が森林関連のリスク評価を行わない理由として最もふさわしいものをドロップダウンメニューから選んで回答することができます。列 3 (説明してください) には、なぜリスク評価を実施していない

森林関連のリスク評価を集計中、または近い将来導入を計画している場合は、適切なものをドロップダウンメニューから選択してください。計画をすでに開発済、または将来の評価について合意済である場合に限っ

•
のか、また行う計画があるかどうかについて、さらに説明を記入する必要があります。

リスク評価プロセスがない主な理由 (列2)

• F2.1で「いいえ、森林関連リスクを評価していません」を選択したコモディティがあれば、そのコモディティについて評価プロセスを実施しない理由に最もふさわしいものをドロップダウンメニューから選択してく
ださい。該当する選択肢がない場合は、 [その他、具体的にお答えください ] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

•
て、その選択肢を選択してください。

説明してください (列3)

• この列を使用して、列2 (主な理由...) で選択したドロップダウンメニューの選択肢について追加情報があれば、それを記入してください。特に、「重要でないと判断した」を選択した場合は、その理由を明確に説明す
る必要があります。
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F3 リスクと機会リスクと機会

Module Overview

This module allows organizations to show that they have a clear awareness of the extent to which they are exposed to inherent forests-related risks in their direct operations and other parts of their value chain.

CDP asks organizations to report substantive forests-related risks, the potential impacts of those risks and share details of their associated response strategies.

We also invite organizations to share any forests-related operational or market opportunities being realized that could substantively benefit their business.

Discloser note

Providing information about inherent risk exposure rather than residual risk allows data-users to consider the potential impact and the appropriateness of the organization’s response.
CDP asks about risks anywhere in your business that are substantive at the corporate level (not those that are significant only at the facility level, for example). We wish only to know about risks that have the ability to

impact the business, financially, strategically or otherwise, at the corporate level.
You may wish to consult with your financial, legal, and/or compliance departments for advice on your company’s general approach to the provision of forward-looking statements and information concerning risks.

Key changes

Questions F3.1b and F3.2a now allow companies to report their financial impact figures associated with risks and opportunities as either a single figure or range.

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F3. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•
•
•

•
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リスク

(F3.1) 貴貴社社事事業業のの財財務務ままたたはは戦戦略略面面でで実実質質的的影影響響をを及及ぼぼすす可可能能性性ののああるる潜潜在在的的なな森森林林関関連連リリススククをを特特定定ししたたここととががあありりまますすかか？？

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
データ使用者は、貴社が企業レベルで重大な森林関連リスクに関する知識を自社のバリューチェーン全体のいずれかの部分についてもっているか否かを知りたいと思っています。この情報は、投資の指針としても、事業
のレジリエンスおよび森林スチュワードシップを向上させるための企業アクションとしても極めて重要です。 CDPが求める情報は、貴社事業に企業レベルで重大な影響を及ぼす潜在的可能性のあるリスクに関する情報の
みに限りますのでご注意ください。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

Page 63 of 180 @cdp | www.cdp.net



目標12:つくる責任つかう責任

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ リスクは特定しましたか？

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社でリスク評価を実施した結果、森林関連の内在リスクが特定された場合はそれを記入し、バリューチェーン上のどの部分にそのリスクが内在するかを説明してください。または、「いいえ」を選択した場合に
は、その理由をF3.1cで説明してください。
この回答では、以下のリスクのみに限ってお考えください。

-財務上または戦略上重大な影響を及ぼす潜在的可能性があるもの (「重大さ」の定義は貴社特有の定義に従ってください)
-単に資産レベル/事業部門レベル/地理的レベルの内在リスクのみに限定されず、企業レベルの重大なリスクを及ぼす潜在的可能性があるもの (制御されなければ、つまり実施可能な緩和または管理対策を考慮しな
いとすれば存在するリスク)

これらのリスクは、現在または将来的に貴社に影響を及ぼす可能性があるかもしれません。

Explanation of terms
Forests-related impact: the effects on an organization of a physical, regulatory, reputational or technological challenge, event or action related directly or indirectly to forests.
Forests-related risk: the likelihood, over a specific time, of an organization experiencing an impact caused directly or indirectly by deforestation/forest degradation (e.g., fines, loss of license to operate, supply chain

disruption, loss of revenue, etc.). The extent of a risk is a function of its likelihood and the severity of the potential impact. The severity of potential impact itself depends on the intensity of the challenge posed by the risk, as
well as the vulnerability of the organization.

Inherent risk: the risk that exists in the absence of controls, i.e., not taking into account any potential mitigation or management measures that could be implemented.

(F3.1a)貴貴社社でではは、、事事業業ににおおけけるる財財務務ままたたはは戦戦略略面面ででのの実実質質的的影影響響をを、、どどののよよううにに定定義義ししてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
貴社では、この質問書にリスクデータとして回答する際どのような閾値を基準にしているかを説明することにより、 CDPのデータ使用者に極めて重要な背景状況を提供することができます。何を事業にとって重大な影響
と見なすかは、回答企業ごとに異なります。そのため、このモジュールでさらに質問に回答する前に、貴社が企業レベルの重大な影響を定義する方法を説明することが重要です。

回回答答形形式式
これは、5,000文字の制限のある自由回答式の質問です。

別の文書からオンライン回答システムにコピーする場合、書式設定が保持されないことにご注意ください。

回回答答要要望望内内容容

•
•

•
•

•

•
•

•
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全般

何が重大な影響に該当するかは、企業ごとに違います。例えば、同じ 1%の減益であっても、受ける影響は企業の利幅に応じて異なります。そのため、事業上の意思決定において「重大」をどのような意味で用いるか
を決めることが求められます。例えば、比較的大きな実質的影響は、以下の側面のいずれか一点が大きいために生じる場合、またすべて小さくても、その組み合わせによって一層大きな影響が生じる場合があります。

-影響を受ける事業部門数の比率
-その事業部門に対する影響の範囲
-その事業部門に対する組織の依存度
-株主または顧客に懸念が生じる潜在的可能性

貴社では、企業レベルの「重大な影響」をどう定義しているかについて、運営、収益・費用、資産・負債、資本配置などの側面に触れながら詳しく説明してください。
定義の説明には、以下の項目の基準とする閾値を明確に記載する必要があります。

-大きさ
-生じる可能性の高さ
-影響の生じる頻度
-それらの組み合わせにより、どうなるか

使用した尺度があればそのすべての詳細を記入し、その尺度を見直し・更新する頻度を報告してください。
貴社の定義/閾値/尺度が、直接操業および/またはバリューチェーン上のその他の部分に関連するか否かを記載してください。
この質問では、以下の内容を求めることはありません:

-施設レベル、事業部門レベルなどの重大な影響とは何かに関する情報
-貴社が曝されるリスクの詳細

(F3.1b) 回答する森林関連リスク・コモディティに関して、事業における財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性があると特定されたリスクと、そのリスクへの対応の詳細を記載してくだ回答する森林関連リスク・コモディティに関して、事業における財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性があると特定されたリスクと、そのリスクへの対応の詳細を記載してくだ
さい。さい。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、質問F3.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
修正あり

背景・根拠背景・根拠
この質問への回答は、CDPのデータ使用者が以下の項目を理解するのに役立ちます。

森林リスクコモディティの生産、消費および/または売買に伴う要因のために、貴社が曝される潜在的なリスク、
企業レベルのリスクの潜在的影響の推定、
リスクに対応するための対応戦略

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

回答形式回答形式

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Page 65 of 180 @cdp | www.cdp.net



以下の表に回答を記入してください。読みやすくするために、複数の行に渡って表が表示されます。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ リスクの種類 地理的スケール 貴社のバリューチェーンのど
こでリスク要因が生じます
か?

主なリスク要因 主な潜在的影響 企業に特化したリスク内容 期間

選択肢:

F3.1で「はい」を選択した森
林リスク・コモディティから
作成されたリスト

選択肢:

物理的要因
規制要因
評判および市場要因
技術的要因

選択肢:
全世界
地域
国
州
森林(利権)
皮なめし工場
食肉処理場
農地
加工場
大農場
森林管理単位

該当するものをすべて選択し
てください:
直接操業
サプライチェーン
バリューチェーンのその他

の部分

選択肢:

表の下に示されているド
ロップダウンリスト

選択肢:

表の下に示されているド
ロップダウンリスト

文章入力欄 [最大1,500字] 選択肢:
現在 - 最大1年
1～3年
4～6年
6年より先
不明

潜在的影響の程度 可能性 財務上の潜在的影響額をご回答いた
だくことは可能ですか？

財務上の潜在的影響額(通貨)* 財務上の潜在的影響額–最小(通貨)** 財務上の潜在的影響額–最大(通貨)**

選択肢:
高い
やや高い
中程度
中程度～低い
低い
不明

選択肢:
ほぼ確実
可能性が非常に高い
可能性が高い
5割を超える確率で
可能性がおよそ5割
可能性が低い
可能性が非常に低い
可能性が並外れて低い
不明

選択肢:
はい、単一の推計値
はい、推定範囲
いいえ、このデータはありません

数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、 0～
999,999,999,999,999,999の数字を入力]

数値記入欄[最大小数点第2位を用い
て、

0～999,999,999,999,999,999の数字を入力]数
値記入欄[最大小数点第2位を用いて、

0～999,999,999,999,999,999の数字を入
力]財務上の影響についての説明

リスクへの主な対応 対応の詳細 対応の費用 対応の費用についての説明

文章入力欄 [最大1,500字] 選択肢:
以下の表の通りの回答ドロップダウン選択肢

文章入力欄 [最大1,500字] 数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、 0～
999,999,999,999,999,999の数字を入力]

文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

*列11(情報提供の可否を問う質問)で「はい、単一の推計値」を選択した場合のみ表示されます。

**列11 (情報提供の可否を問う質問) で「はい、推定範囲」を選択した場合のみ表示されます。

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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主なリスク要因(列5)

物理的要因物理的要因:
異常気象事象の深刻度の上昇
降水パターンの変化
平均気温上昇
生態系脆弱性増加
生態系サービスの減少
土地資源の不足
砂漠化や土壌劣化による土地損失
森林火災
その他の物理的要因(詳述してください)

規制要因規制要因:
製品基準の変更
成熟した認証と持続可能性基準の不足
土地所有規制の変更
土地所有権や占用権に関する不確実性や対立
操業許可取得の困難度の上昇
国内法の不順守
国内法の変更
国際法や二国間協定の不順守
国際法や二国間協定の変更
一時停止措置や自主協定
強制力の低い規制
規制機関間の調整不足
規制の不確実性
その他の規制要因(詳述してください)

評判および市場要因評判および市場要因:
消費者の嗜好の移り変わり
認証を受けた持続可能原材料の費用上昇
認証を受けた持続可能原材料の入手可能性
コモディティ費用上昇
製品の原産地や適法性についての不確実性
地元地域社会の反対
ステークホルダーの懸念または否定的なステークホルダーからのフィードバックの増加
制裁措置や訴訟問題
市場の兆候の不確実性
否定的なマスコミ報道
その他の評判および市場要因(詳述してください)

技術的要因技術的要因:
既存の生産地の収量を増加できない
土壌保全やその他の持続可能技術の入手機会が限られる
耐乾性作物品種の入手機会が限られる
モニタリングシステムの不足
その他の技術的要因(詳述してください)

主な潜在的影響(列6)

ブランドダメージ
収入割合や収入源の変化
成長に対する制約
事業撤退
株主価値の減少
売上の混乱
罰金、違約金、または施行令
訴訟
事業許可の喪失
企業資産に対する影響
従業員管理および計画の混乱

保険料上昇
「高リスク」の場所にある資産に対する保険の利用可能性低下
資本コストの増加
法令遵守費用の増加
運営費用の増加
生産費用の増加
生産能力の減少または混乱
製品およびサービスの需要減少
利用可能な資本の減少
サプライチェーンの混乱
その他 (具体的にお答えください)

リスクへの主な対応(列16)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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直接操業での環境ベストプラクティスの実施
より意欲的な森林関連コミットメント
地域特有の目標設定
持続可能に調達した原材料の使用量の増加
新しい製品/技術の開発
市場拡大
規制要件への準拠強化
適正評価の強化
森林リスク・コモディティのトレーサビィリティ強化
サプライヤー業績基準の強化
サプライヤーの多様化
森林減少リスクの高い区域からの調達回避

地域社会との協働
顧客との協働
サプライヤーとの協働
複数のステークホルダーイニシアチブとの協働
マーケティングキャンペーン
ベストプラクティスと啓発の推進
金銭的インセンティブを含む持続可能な森林管理の推進
金銭的インセンティブを含む認証の推進
保全プロジェクト(森林再生、植林、および生態系復元を含む)での自発的な協働
景観レベルアプローチの実践
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社で直接操業および/またはバリューチェーンのその他の部分について特定した主なリスクの情報を開示してください。例えばリスクは、森林リスク商品の可用性および /または品質が物理的パラメータの変化を原因
として低下することから生じる可能性があります。貴社にとっては、このようなリスクが費用の上昇や、事業および /または供給の中断を招く可能性があります。したがってこれらのリスクには、貴社の事業、収益・費
用に重大な財務上の影響を生じる潜在的可能性があると言えます。

開示したそれぞれの森林リスクコモディティについて、情報を提供します。

リスクの種類(列2)

以下の項目を念頭に、貴社のリスクの種類を最もよく表したものを選択してください。

-極端な気象現象または天候パターンの微細な変化による物理的リスクの生じる可能性がある。
-森林減少に関する市町村、州、地域、国家または世界的な現行の、および/または予期される政策により、規制上のリスクが生じている。
-消費者行動の変化、否定的なメディア報道、消費者市場のキャンペーンを含む評判リスク。
-森林減少リスクの低減を目指す技術上の変化により、サービスまたは製品の価値に影響を生じる可能性がある。

主なリスク要因(列5)

貴社の主なリスク要因、つまり潜在的影響の主な原因として最もふさわしいものを選択してください。
適切なものがない場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択してください。

企業に特化したリスクの詳細(列7)

列5で選択したリスク要因の背景状況をさらに詳しく、その性質と所在地の詳細を含めて追加してください。
そのリスク要因がどのように貴社に影響を与えるかについて、二次的影響があればその性質を含めて貴社に特化した説明を追加してください。

期間(列8)

潜在的なリスクが顕在化する可能性が最も高いと考えられる期間を選択してください。長期にわたるリスクは、より不確実性が高い傾向にあると見なされます。

潜在的影響の程度(列9)

これは、その影響がもし発生した場合、どの程度貴社に影響を与えるかということです。貴社を一つの企業全体として考える必要があります。潜在的影響の程度とは、損害の規模と貴社が損害に曝される程度の組み合
わせによる可能性があります。
影響がどの程度重大なものとなるかは、企業によって異なります。CDPが影響の大きさを正確に定義することは不可能なため、「高い」から「低い」までの質的な5段階尺度を使用して判断するようお願いします。
貴社に対する影響の大きさの区分に際して、考慮する必要のある要因には、以下の項目が含まれます。
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-影響を受ける事業部門の割合 ;
-事業部門に対する影響の大きさ
-その事業部門に対する企業の依存度
-株主または顧客に懸念が生じる潜在的可能性
-企業全体として受ける影響は、上記の側面のいずれか一点の影響が大きいために生じる場合、または四点の影響がすべて小さくても、その組み合わせによって一層大きな影響が生じる場合に、比較的重大度が高
くなる可能性があります。

貴社で財務上の影響を評価していない場合は、「不明」を選択してください。

可能性(列10)

可能性とは、列8 (期間) で報告した期間内に生じる潜在的な影響の可能性のことを指します。
潜在的なリスクの場合、影響の生じる可能性の高さは、リスク事象 (リスク要因) の生じる可能性の高さとほぼ同様かもしれません。
可能性の程度を示すための用語は、気候変動に関する政府間パネル  (IPCC) の 2013年報告書から引用しており、すべてのCDP質問書にわたって一貫して使用されています。可能性を定量化して%で表記するための指

針として、以下の項目を提案しています。

-ほぼ確実 (99%を超える可能性)、
-非常に可能性が高い (90%を超える可能性)、
-可能性が高い (66%を超える可能性)、
-やや可能性が高い (50%を超える可能性)、
-可能性が半々 (33%～66%の可能性)、
-可能性が低い (33%未満の可能性)、
-非常に可能性が低い (10%未満の可能性)
-ほぼ不可能 (1%未満の可能性)
-不明

例えば、貴社が今後4年～6年で、重大な影響を生じるかもしれないが、リスクが顕在化する可能性はあまり高くないと考えられる「森林火災」のリスクに曝される可能性があると考えるとします。この場合は、「可
能性が低い」を選択することになります。または、すでに法案化された新しい法令に関連するリスクである場合、そのリスクに関連した影響が発生する可能性は比較的高くなり、「非常に可能性が高い」を選択すること
になるでしょう。

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？(列11)

貴社の選択によって、列12または列13と列14を表示するかが決まります。
これらの数値は推定値になることが認められています。
財務上の影響に関する数値を記入できない場合、列 15[財務上の影響についての説明 ]を使用して、相対的な用語(例えば、規定した数値または公表されている数値に対する割合として )で影響の詳細を記入する、あるい

は財務上の影響の定性的推定値を示すことができます。

財務上の潜在的影響額 (通貨 )(列12)

リスクによる潜在的な財務的影響の単一の数値 (影響を緩和するために実施しているかもしれない管理手法を考慮に入れる前の )を記入します。この数値は、回答全体を通じて開示されたすべての財務情報に対して質問

財財務務上上のの潜潜在在的的影影響響-最最大大(通通貨貨)ではこの欄を使用して、リスクに関連した推定財務的影響の大きい方の数値を報告します。例えば、範囲が 5,000～50,000米ドルである場合、ここでは「50,000」を報告する必要があり

•

•
•
•

•

•
•
•

•
F0.3で選択した同じ通貨である必要があります。

財務上の潜在的影響額 –最小 /最大 (通貨 )(列13、14)

• 潜在的な財務的影響の推定範囲 (影響を緩和するために実施しているかもしれない管理手法を考慮に入れる前の )を記入します。この数値は、回答全体を通じて開示されたすべての財務情報に対して質問 F0.3で選択した
同じ通貨である必要があります。

• 財財務務上上のの潜潜在在的的影影響響-最最小小(通通貨貨)ではこの欄を使用して、リスクに関連した推定財務的影響の小さい方の数値を報告します。例えば、範囲が 5,000～50,000米ドルである場合、ここでは「5,000」を報告する必要がありま
す。

•
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ます。

財務上の影響についての説明(列15)

この欄を用いて、 [財務上の潜在的影響](列12、13、14)に入力した数値を説明します。
 この数値(または範囲)をどのように算定したか、以下の点を踏まえて説明します:

-数字を計算するために採用したアプローチの内容
-その数値が依拠する仮定があれば、その仮定について
-財務上の影響が生じる可能性の高い期間。

列11で「いいえ、このデータはありません」を  選択した場合、この欄を使用して、  相対的な用語で財務上の影響の説明を記入する (例えば、一般に入手可能な数値に対する比率として ) か、 財務上の影響の定性的な推
定を 示します。また、財務上の影響に関する情報が まったくない場合、「財務上の影響を定量化していない」 と記入してください。

リスクへの主な対応(列16)

リスクに対する貴社の主な対応、つまり潜在的なリスクを緩和、回避または制御するための主な対策について最もよく表したものを選択してください。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

対応の説明(列17)

貴社がこの行で報告するリスクを緩和、制御、転移または受容するための対応について、さらに詳細を追加して記入してください。

対応戦略の実施に必要と予測される期間についても触れてください。その対応を実施中ですか、まだ実施前ですか、それとも完了しましたか？残存リスクの低減の進捗については、どのように予測していますか？残 存
リスクとは、対応を実施した後に残存するリスクを指します。
その対応により実現した/実現する可能性の高い変化について、以下の項目を含めて説明してください。

-潜在的なリスク要因の再発を防止するうえで、その対応がどの程度効果的だったか/効果的であると予想されるか。
-貴社の資産または企業レベルのレジリエンスを向上させ、今後の財務上、運営上もしくは戦略上の影響発生を防止するうえで、対応がどの程度効果的だったか/効果的だと予想されるか。

対応の費用(列18)

貴社の対応費用を表す定量値または推定値を記入してください。これは、その影響を緩和、制御、転移または受容するためにとった対策の費用です。推算が不可能な場合、「対応の費用についての説明」欄に説明を
記入してください。

F0.3で選択した通貨を適用する必要があります。

対応の費用についての説明(列19)

この欄を使用して、列15 (対応の費用) に記入した数値について説明してください。この数値をどのように算定したかついて、以下の項目を含めて説明してください。

-対応戦略の費用を検討するためにどのようなアプローチをとったか
-その数値を算出するためにどのような方法を使用したか、また推定値である場合は、
-その数値が依拠する仮定があれば、その仮定について、
-対応の費用に関する推定タイムスケール

列15に数値が記入されていない場合、対応費用の相対的な説明または質的な推定を記入してください。また、対応の費用に関する情報がまったくない場合、「対応の費用を企業レベルで定量化していない」と記入し
てください。

Explanation of terms
Afforestation: establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land that, until then, was not classified as forest, what implies a transformation of land use from non-forest to forest. (Source: FAO

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
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Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015).
Due diligence: process implemented by a company to identify, prevent, mitigate, and account for risks and impacts in either its direct operations and supply chains, or in its investments (Adapted from: Accountability

Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).
Ecosystem services: the direct and indirect contributions of ecosystems to human well-being. The concept ‘ecosystem goods and services’ is synonymous with ecosystem services (Source: TEEB, 2010).
Forests-related impact: the effects on an organization of a physical, regulatory, reputational or technological challenge, event or action related directly or indirectly to forests.
High-deforestation risk jurisdictions: this includes the following 25 countries and sub-national level jurisdictions within these countries: Angola, Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Cameroon, Central

African Republic, Colombia, Congo, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Gabon, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mexico, Myanmar, Nigeria, Papua New
Guinea, Paraguay, Peru, Venezuela (Bolivarian Republic of), and Zambia (Source: GCP, 2016).

Inherent risk: the risk that exists in the absence of controls, i.e., not taking into account any potential mitigation or management measures that could be implemented.
Landscape level approach: refers to actions taken over a large spatial scale for allocating and managing land, under conflicting use (e.g., agriculture, mining, urban, forests), to efficiently addressing social, economic

and environmental issues. (Source: DEFRA, 2011; Sayer et al. 2013).
Multi-stakeholder initiative: initiative that is governed by different stakeholder groups, including private sector companies and their associations, civil society organizations (e.g., environmental and social NGOs) and

possibly farmer organizations, government organizations and knowledge providers. (Source: SAI Platform, 2015).
Plantation forest: a forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding that differs from a natural forest native to an area in terms of its species composition, structure, and/or

function.

-Usually, plantation forests are either managed or processed for commercial production (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

Reforestation: re-establishment of forest through planting and/or deliberate seeding on land classified as forest. (Source: FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015).
Residual risk: the risk remaining after a specific action has been taken to manage the risk.
Restoration: forest restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed (Source: SER, 2002).
Sustainable forest management: the process of managing a forest for achieving the continuous production of desired forest products and services without reducing its inherent values and future productivity, avoiding

undesirable social-environmental effects. (Source: modified from ITTO website).
Traceability: the ability to identify and trace the history, distribution, location and application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labor (including

health and safety), the environment and anti-corruption. (Source: UN Global Compact, 2014).

(F3.1c) 財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性のある森林関連リスクにさらされていないと考えない理由を回答してください。財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性のある森林関連リスクにさらされていないと考えない理由を回答してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F3.1の回答で「いいえ」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
リスク評価により、重大な森林関連リスクが特定されない可能性があります。この結論は、開示および説明するうえで重要です。貴社がリスクに曝されていないという結論を下した理由を知ることは、投資家その他の
データ使用者が貴社事業を理解するうえで極めて重要です。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

選択肢:
F3.1で「いいえ」を選択した森林リスク・コモディティから作成されたリスト

選択肢:
リスクはあるが、重大な影響はもたらされないと考えられる。
評価中
まだ評価していない
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

主な理由(列2)

 F3.1aで報告した「重大な影響」の定義を前提として、重大な財務上または戦略上の影響を及ぼす可能性のある森林関連リスクに貴社が曝されていないと考える理由を最もよく表したものを選択します。
 リストアップした理由のいずれも当てはまらない場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択し、文字入力欄に適切な理由を記入してください。

説明してください(列3)

 記入する説明には、以下の項目のように貴社に特化した詳細な記述を含める必要があります。

-貴社の評価プロセスについて、質問F2.1aからcへの回答で説明したリスクの特定および評価のプロセスに一致する説明。
-貴社に重大な影響を与える可能性のある森林関連リスクが存在しない理由。
-リスク評価を実施していない具体的な理由、または評価をいつ完了するかを記入。

機会

(F3.2) 貴貴社社事事業業のの財財務務ままたたはは戦戦略略面面でで実実質質的的影影響響をを及及ぼぼすす可可能能性性ののああるる森森林林関関連連機機会会をを特特定定ししたたここととががあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
森林リスクコモディティの品質および可用性の変化は、森林に関連する物理的、市場または規制の進展・発達における変化と同様、一部の企業にビジネス上その他の機会を与える可能性があります。 CDPの投資家その他
のデータ使用者は、森林関連の潜在的機会、特に市場での重要性および金銭的価値のあるものに企業がどうアプローチし、収益に結び付けるかを理解することに関心を寄せています。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

森林リスク・コモディティ 機会を特定したことがありますか?

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい
はい、機会を特定したが、それを実現できない
いいえ

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
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回答要望内容回答要望内容

全般

以下の項目が当てはまる場合は、「はい」を選択してください。

-貴社の事業に重大な財務上/戦略上の影響を与える可能性のある森林問題に関連する機会を特定し、しかも
-すでにそれを追求するための行動を取っている

機会は、以下の点に関係するものである可能性がありますのでご注意ください。

-現在経験しているもの、またてゃ今後発生することが予想されるもの
-現在管理されているもの、または新たに特定されるもの
-機会が顕在化する可能性と事業に影響を与える程度について、よく理解されているもの、または不確実性が非常に高いもの

この後の質問で、このような機会についてさらに詳しく説明する機会があります。

Explanation of terms
Forests-related impact: the effects on an organization of a physical, regulatory, reputational or technological challenge, event or action related directly or indirectly to forests.
Forests-related opportunity: refers to the potential positive impacts related to the sustainable production/consumption of the forest risk commodities on an organization, e.g. cost savings and access to new markets.

(F3.2a) 選択した森林関連リスク・コモディティに関して、事業おける財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性があると特定された機会の詳細を回答してください。選択した森林関連リスク・コモディティに関して、事業おける財務または戦略面で実質的影響を及ぼす可能性があると特定された機会の詳細を回答してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F3.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
修正あり

背景・根拠背景・根拠
森林リスクコモディティの品質および可用性の変化は、森林に関連する物理的、市場または規制の変化と同様、一部の企業にビジネス上その他の機会を与える可能性があります。CDPの投資家その他のデータ使用者は、
森林関連の潜在的機会、特に市場での重要性および金銭的価値のあるものに企業がどうアプローチし、収益に結び付けるかを理解することに関心を寄せています。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。読みやすくするために、複数の行に渡って表が表示されます。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

•

•

•

•
•
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森林リスク・コモディティ 機会の種類 バリューチェーンのどこで機会
が生じますか?

主な森林関連機会 金銭的インセンティブ 企業に特化した機会の詳細と、
機会実現の戦略

機会実現までの推定期間

選択肢:
F3.2で「はい」を選択した森林リス
ク・コモディティから作成されたリ
スト

選択肢:
効率性
レジリエンス
市場
製品および サービス
その他

該当するものをすべて選択して
ください:
直接操業
サプライチェーン
バリューチェーンのその他の

部分

選択肢:
表の下に示されているドロッ

プダウンリスト

選択肢:
表の下に示されているドロッ

プダウンリスト

文章記入欄[最大2,400文字] 選択肢:
現在～最長1年
1～3年
4～6年
6年より先
不明

潜在的影響の程度 可能性 財務上の潜在的影響額をご回答
いただくことは可能ですか？

財務上の潜在的影響額(通貨)* 財務上の潜在的影響額–最小(通
貨)**

財務上の潜在的影響額–最大(通貨)** 財務上の影響額の説明

選択肢:
高度
やや高い
中程度
中程度～低い
低い
不明

選択肢:
ほぼ確実
可能性が非常に高い
可能性が高い
5割を超える確率で
可能性がおよそ5割
可能性が低い
可能性が非常に低い
可能性が並外れて低い
不明

選択肢:
はい、単一の推計値
はい、推定範囲
いいえ、このデータはありま

せん

数値記入欄[最大小数点第2位を
用いて、

0～999,999,999,999,999,999の数
字を入力]数値記入欄[最大小数点第
2位を用いて、

0～999,999,999,999,999,999の数字を
入力]数値記入欄[最大小数点第2位を用
いて、 0～999,999,999,999,999,999の
数字を入力]

文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

列10(情報提供の可否を問う質問)で「はい、単一の推計値」を選択した場合のみ表示されます。

列10(情報提供の可否を問う質問)で「はい、推定範囲」を選択した場合のみ表示されます。

主な森林関連機会(列4)

•
•
•
•
•

•
•
•

• • •
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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効率性効率性
経費削減
株主価値の向上
製造や物流プロセスの効率向上
持続可能な農業集約化

レジリエンスレジリエンス
気候変動適応の向上
サプライチェーンのレジリエンスの確保
規制変更への対応改善
スタッフ確保の向上
顧客教育の向上
サプライチェーン協働の向上

市場市場
持続可能な原材料の需要喚起
持続可能なコモディティの市場の能力拡大
新市場への展開
REDD+などの金銭的なインセンティブ
地域社会との関係改善

製品およびサービス製品およびサービス
ブランド価値の向上
生産の安定性の向上
透明性の拡大
研究開発や技術革新機会の増加

その他その他
その他 (具体的にお答えください)

金銭的なインセンティブ(列5)*

UN REDD+
森林基金**
地域密着型REDD+
法管轄区域REDD+
民間REDD+
より簡単に手ごろにクレジットが入手しやすい
気候基金を入手する機会
グリーン ボンドの発行

低炭素農業を奨励するインセンティブ
環境サービスに対する支払い(REDD+以外)
バイヤーからの金銭的報酬
市場参入のしやすさ
持続可能信用状(LC)
環境保全見積価格またはCRA***
その他 (具体的にお答えください)

*列4(主な森林関連機会)のドロップダウンでの選択内容に応じて表示されます

**製紙・林業セクター企業にのみ表示されます

***F1.1の列5で企業が「ブラジル」を選択した場合のみ表示されます

回答要望内容回答要望内容

全般

この回答で特定する機会は、貴社の事業、収益または支出に重大な利益をもたらす潜在的可能性のあるもののみに限定する必要があります。

機会の種類(列2)

ここで選択する機会の種類により、列4 (主要な森林...) で表示される選択肢が決定されます。
適切な選択肢がない場合は、「その他」を選択してください。この場合は、その後「その他、具体的にお答えください」を列4で選択すると文字入力欄が表示され、機会を具体的に記入することができます。

主な森林関連機会(列4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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森林リスクコモディティの持続可能な生産/調達から生じる機会で、貴社に重大な益をもたらした、またはもたらす可能性のあるものがあれば、すべて記入してください。
貴社の事業に関連するコモディティについて、詳細に報告してください。コモディティ1点につき、複数の機会を記入してもかまいません。

金銭的インセンティブ(列5)

この列のリストから、回答するコモディティの持続可能な生産/調達のインセンティブの役割を果たす主な金銭的手段を選択してください。コモディティ1点に複数の金銭的インセンティブがある場合は、行を追加し
てください。
リストアップされた金銭的インセンティブに適切なものがない場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択すると文字入力欄が表示されますので、簡潔な言葉で記入してください。

企業に特化した機会の詳細と、機会実現の戦略(列6)

以下の項目を含め、機会の詳細を記入してください。

-貴社に対する実際の、または予期されるプラスの利益の詳細、例えば戦略上または財務上の影響の説明など。
-その機会が貴社のどこで発生するか、例えば全社規模、一部の所在地、地理的規模、事業の部門、または特定の製品やサービスなど。

-機会に関する「重大な」影響をどう定義するのかを説明し、F3.1aで回答した重大な影響の定義を場合に応じて参照してください。
貴社で、その機会を有利に活用するために実施中または計画中の戦略について、貴社に具体的に関係する状況を説明してください。現在その行動を実施中か、開発中かを記入してください。可能であれば、実施中の戦

略のケーススタディまたは事例を記載してください。
「金銭的インセンティブ」を列4で選択した場合は、その詳細をここに記入してください。

機会実現までの推定期間(例7)

これは、機会がその間に実現する可能性の高い期間を指します。また、貴社は過去に定義された機会を実現するための活動をすでに進めている可能性もあります。
森林リスクコモディティの生産、調達および/または売買に伴う機会があれば、それが実現した、または今後実現するのに必要な期間を最もよく表したものを選択してください。

潜在的影響の程度(列8)

影響が発生した場合に、貴社の事業に与える影響の大きさを説明するものです。ここでは事業全体を検討する必要があるため、その影響の大きさは、機会自体とその機会が企業全体にどの程度の範囲で当てはまるのか
という両方の要素を反映したものとなります。
これは、潜在的可能性のある金銭的利益、つまりその機会を収益に結び付けるためのプロセスを一切検討する前の金銭的利益の推定額です。

絶対的価値から生じる可能性のある潜在的な金銭的利益の「大きさ」を評価する場合、その尺度は企業ごとに異なるため、 CDPが正確に「大きさ」を表す用語を定義することは不可能です。例えば、 2社の企業が潜在的
可能性のある財務上の影響の額を50万ドルと報告するとします。A社にとっては、これが1%の増益を表しますが、B社にとっては収益が15%も増加することになるかもしれません。したがってこの「大きさ」について
は、「大きい」から「小さい」までの質的5段階尺度で判断し、さらに詳しく列11 (金銭...の説明) で説明するようお願いします。
検討すべき要因の内容:

-影響を受ける事業部門の割合;
-事業部門に対する影響の大きさ;および
-株主または顧客の対応の可能性。

貴社で財務上の影響を評価していない場合は、「不明」を選択してください。

可能性(列9)

可能性とは、列7 (...推定期間) に記入した期間内にその機会が実現する可能性の高さを指します。「可能性」の各種類の説明は、「用語の説明」でご覧ください。
これはまた、機会の発生源の確実性に関係する可能性もあります。例えば、その機会が国家政府のすでに承認した金銭的インセンティブの種類に関係するものである場合、その機会が発生する可能性は比較的高いこ

とになります。

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？(列10)

あなたの選択によって、列11または列12と列13を表示するかを決定します。

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
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これらの数値は推定値になることが認められています。可能であれば、財務上の影響の数値に到達した際に行った仮定を列 14(財務上の影響の説明)に示す必要があります。
推定した財務上の影響を記入できない場合、列 14を使用して、相対的な用語(例えば、規定した数値または公表されている数値に対する割合として )で影響の詳細を記入する、あるいは財務上の影響の定性的推定値を示す
ことができます。

財務上の潜在的影響額 (通貨 )(列11)

機会の財務上の影響に関する単一の数値を記入します。この数値は、回答全体を通じて開示されたすべての財務情報に対して質問F0.3で選択した同じ通貨である必要があります。

財務上の潜在的影響額–最小/最大(通貨)（列12、13)

機会の財務上の影響に関する単一の数値を記入します。この数値は、回答全体を通じて開示されたすべての財務情報に対して質問F0.3で選択した同じ通貨である必要があります。
財務上の潜在的影響額財務上の潜在的影響額-最小最小(通貨通貨)ではこの欄を使用して、機会に関連した推定財務的影響の小さい方の数値を報告します。例えば、範囲が5,000～50,000米ドルである場合、ここでは「5,000」を報告する必要がありま

す。
財務上の潜在的影響額財務上の潜在的影響額-最大最大(通貨通貨)ではこの欄を使用して、機会に関連した推定財務的影響の大きい方の数値を報告します。例えば、範囲が5,000～50,000米ドルである場合、ここでは「50,000」を報告する必要があり

ます。
これらの数値は推定値になることが認められています。

財務上の影響についての説明(列14)

この自由記入欄を用いて、[財務上の潜在的影響](列10、11、12)に入力した数値を説明します;
列10で「いいえ、このデータはありません」を選択した場合、この欄を使用して、相対的な用語で財務上の影響の説明を記入する(例えば、一般に入手可能な数値に対する比率として) か、財務上の影響の定性的推定

を示します。また、財務上の影響に関する情報がまったくない場合、「財務上の影響を定量化していない」と記入してください。

Explanation of terms
Climate change adaption: adjustment to climate change's current or expected effects so the consequences to the business and environment are alleviated and beneficial opportunities are realized (Source: modified

from IPCC, 2007).
Community-based REDD+: a partnership to deliver grants directly to indigenous peoples and local communities to empower them to fully engage in the design, implementation and monitoring of REDD+ (Source: UN-

REDD, 2015).
Environmental Reserve Quotas or CRA (Brazil only): a Brazilian offsetting mechanism that allows landowners with deficit of the minimum forest cover requirement to purchase surplus compliance obligations from

other landowners, according to the Brazilian Forest Code. Each CRA relates to one hectare of surplus vegetation (Source: WWF, 2015).
Forestry fund: general term used for financial mechanisms designed to support the conservation and sustainable use of forests, by investing in sustainable forestry practices.
Green bonds: it is a bond whereby the proceeds are allocated to environmental projects.
Jurisdictional REDD+: government-led REDD+ implementation at jurisdictional level.
Letters of Credit (LCs): under documentary trade finance, a Letter of Credit (LC) is provided for each individual shipment. At the request of the buyer, a bank issues an LC to the assure the suppliers of payment for their

shipment (Source: CPSL, 2014).
Low Carbon Agriculture: actions to reduce the greenhouse gas emissions from agriculture.
Private REDD+: private sector involvement in REDD+, through various mechanisms, e.g. financing, capacity building or carbon trading.
REDD+: extends REDD by including the sustainable management of forests, conservation of forests, and the enhancement of carbon stocks (Source: UN-REDD website).
Sustainable agricultural intensification: refers to the effective use of inputs and the reduction of undesirable outputs (e.g., deforestation, water pollution or greenhouse gas emissions) for greater production yields in

order to achieve agricultural sustainability. (Source: FCRN, 2012)
UN-REDD: the United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) was launched in 2008, it is a climate change mitigation tool which is designed to

incentivize developing countries through results-based payments to reduce carbon emissions from deforestation and forest degradation (Source: UN-REDD website).

Additional Information
For further information on REDD, please consult The Little REDD Book.

(F3.2b) 貴社が森林関連機会がないと考える理由を記載してください。貴社が森林関連機会がないと考える理由を記載してください。

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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他質問との関連他質問との関連
F3.2の回答で「いいえ」または「はい、機会を特定したが、それを実現できない」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
投資家やその他のデータ使用者は、貴社が森林関連機会を認識しているか否かを知ることに関心があります。貴社が機会がないという結論を下した理由の説明は、貴社の事業戦略を理解するうえで極めて重要です。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

F3.2で「いいえ」を選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
機会が存在するが、それを実現することができない
機会は存在するが、事業に実質的な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があるものはない
評価中
重要でないと判断した
機会追求について経営陣から指示がない
まだ評価していない
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

森林リスクコモディティの中でまったく機会を特定していないもの、または機会を実現することができないものについて、その主な理由と説明を記入してください。

主な理由(列2)

貴社やこのコモディティに、貴社の事業に重大な財務上または戦略上の影響を及ぼす潜在的可能性のある森林関連機会が存在しないと考える理由として最もふさわしいものを選択してください。
リストアップした理由のいずれも当てはまらない場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択し、文字入力欄に適切な理由を簡潔な言葉で記入してください。

説明してください(列3)

説明には、貴社の評価プロセス（方法やツール、評価を完了したり更新する期間）や、貴社がまだ評価を実施していない具体的な理由、または特定のコモディティに付随する森林関連機会が貴社にとっては存在しな
い理由などの詳細を含めてください。
重大ではない機会が特定されている場合は例を記入し、それが貴社事業に重大な影響を生じる潜在的可能性がないと考える理由を説明してください。重大な機会の閾値または定義を詳細に述べます。
機会を特定したが実現できない場合は、その理由をここに記入します。

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
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F4 ガバナンスガバナンス

Module Overview

This module captures the governance structure of your organization and its governance mechanisms with regards to forests-related issues. It provides data users with an understanding of the organization’s approach to
forests-related issues at the board level and below board-level.

A public forests policy, board-level oversight of forests-related issues, and management responsibility to implement decisions taken by the board are considered good practice and an indication of the importance of forests-
related issues to the organization. This module also presents a question on the use of performance incentives for senior employees linked to forests-related issues.

Key changes

F4.5 is a new question asking whether companies include, or plan to include, forests-related risks in mainstream financial reports.

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F4. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•
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方針
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(F4.1)貴貴社社ににはは、、森森林林関関連連問問題題をを考考慮慮ししたた方方針針ががあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
森林関連問題に関する企業方針を定めることにより、森林リスクコモディティの生産、調達および /または市場での売買による森林減少や森林劣化への責任を認識していることを示すことができます。 CDP署名投資家やそ
の他のデータ使用者は、企業が自社の事業に対する森林関連問題の重要性を認識し、明確な目標と対策のガイドラインを定めた方針を明確に文書化していることを知りたいと考えています。森林関連問題がまだ貴社の方
針の対象範囲外である場合は、近い将来含めることを考える機会として捉える必要があります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

コア原則B1:先住民と地域社会の権利を尊重する

コア原則1:効果的な実践を推進する企業システムとプロセス

回回答答形形式式

以下の選択肢から1つ選択してください:

はい、文書化した森林に関する企業方針があり、公開している
はい、文書化した森林に関する企業方針があるが、公開していない
いいえ、しかし今後2年以内に作成する予定
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問では、貴社が森林関連問題を考慮した方針を実施しているか否かをお尋ねします。そのタイトルを問わず、森林問題を単独で扱った方針文書でも、森林問題に関する全社規模の方針が記載された「持続可能性

•
•
•
•

•
に関する方針」などの文書でもかまいません。

• CDPでは、その方針がすべての関連する利害関係者にアクセス可能なものであれば、一般に入手可能なものと見なしています  (例：企業のウェブサイトなど、制約のないサイト上で利用可能なもの )。このような方針
がある場合は、「はい、文書化した森林に関する企業方針があり、公開している」を選択してください。

• 企業によっては、追加文書その他の方法により、森林問題をある程度の範囲で他の複数の企業方針および手続用文書に組み込んでいることもあります  (例：サプライヤー行動規範、農業関連方針、環境基準、調達方針
など)。これらについては、この質問ではお尋ねしません。
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Explanation of terms
Forests-related issues: for the purposes of the forests questionnaire, this refers to deforestation and forest degradation as well as conversion and degradation of other natural ecosystems.

(F4.1a) 貴貴社社のの方方針針のの適適用用範範囲囲とと内内容容ににつついいてて当当ててははままるる選選択択肢肢をを選選択択ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F4.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
この質問では、貴社の企業方針の対象範囲となっている各種の側面についてデータを収集します。これにより、投資家やその他のデータ使用者は、貴社が森林関連問題について採用する原則について知り、これらの問題
に関する貴社の認識レベルと併せて企業方針の堅牢度についても推察することができます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

コア原則B1:先住民と地域社会の権利を尊重する

コア原則1:効果的な実践を推進する企業システムとプロセス

回回答答形形式式

以下の表を記入してください :

•
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適用範囲 内容 説明してください

選択肢:
全社的
特定の施設、事業、または地域のみ
選択した製品のみ

該当するものをすべて選択してください:
森林減少および/転用の根絶への コミットメント
森林劣化根絶へのコミットメント
地域社会の権利と生活を守る コミットメント
規制順守にとどまらない、 それ以上のコミットメント
透明性に関する コミットメント
ステークホルダーの啓発と教育に対するコミットメント
イノベーションに対する コミットメント
SDGなどの政策イニシアチブと 協調するコミットメント
森林とその他の自然生息環境の 全般的な重要性の認識
事業が森林に依存していることの 説明
森林とその他の自然生息環境に対する 潜在的な事業影響の認識
方針の対象にしている森林リスク・コモディティ、 事業の一部、およびバリューチェーンの段階の説明
期限を定めたコミットメントと 目標のリスト
直接操業における 森林関連実績基準の説明
調達における 森林関連基準の説明
国際的な規格や 広く認められている森林関連イニシアチブへの言及
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

ここでは、貴社の森林関連方針 (またはそれと同等のもの) の概要と主な目標について、回答してください。貴社の取り組みの具体的な詳細については、ここでは回答しないでください。これは、モジュール6 (実施)
で回答することができます。
森林問題を単独で扱った方針文書がない場合は、森林関連問題に関する全社規模の原則および目標が記載された「持続可能性に関する方針」など、同等の文書について詳細を記入する必要があります。
貴社には森林全体に関する方針がなく、コモディティ別方針 (例：パーム油に関する方針) のみがある場合、この質問ではすべてのコモディティ別方針に共通する選択肢のみ回答してください。質問4.1bでは、貴社の

コモディティ別方針のそれぞれについて詳細を開示することができます。

対象範囲(列1)

この方針の対象範囲を最もよく表したもの (つまりこの方針はどの程度広範囲に適用されるか) を選択してください。

内容(列2)

貴社の森林関連方針の内容について表したものをすべて選択してください。
選択肢を追加したい場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択すると、文字入力欄が表示されますので、そこに記入してください。

説明してください(列3)

あなたの会社の森林関連方針について、以下の項目を含む詳細をさらに記入してください。

-内容の詳細について、選んだ選択肢がその方針に含まれるのはなぜかを説明
-対象範囲 (その方針の対象範囲に含まれる事業の部門、バリューチェーン上の段階)
-見直しおよび更新をどの程度定期的に実施しているか

例外があれば、それについて説明してください。
貴社の方針の対象範囲に含まれる生物群系や生態地域を指定してください (例：セラード生物群系)。

注記:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
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貴社の方針文書のコピーを添付することができます。これは任意ですが、データ使用者が貴社の目標や原則を理解するのに役立ちます。
[ファイルのアップロード] ボタン (クリップのアイコン) をクリックして、ファイルをドラッグ・ドロップしてください。
または、列3の回答に貴社の方針へのリンクを記載することもできます。

Explanation of terms
Conversion: human-induced change of a natural ecosystem to another land use or profound change in the natural ecosystem’s species composition, structure, and/or function.

-Deforestation is one form of conversion (conversion of natural forests)

-Change to natural ecosystems that meets this definition is considered to be conversion regardless of whether or not it is legally permitted (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018).

Deforestation: loss of natural forest as a result of the following human activities: i) conversion to agriculture or other non-forest land use; ii) conversion to a plantation forest; or iii) severe and sustained degradation.

-Loss of natural forest that meets this definition is considered to be deforestation regardless of whether or not it is legally permitted (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018).

Forest degradation: changes to a forest that negatively affect the species composition, structure and/or function and reduce the forest’s capacity to support biodiversity, supply products and/or deliver ecosystem
services. (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

SDGs: the UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 goals for 2030 that look to balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental (Source: Sustainable
Development Knowledge Platform, 2015).

Standard: level of quality or achievement used as a measure, norm, model. Usually corporate standards are a document that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or

•
•
•

•

•

•
•
•
related processes and production methods that are understood by the company as the minimum accepted requirements.

Additional information

• Many organizations have adopted a No Deforestation, No Peat, No Exploitation policy (NDPE), committing to avoid deforestation and forest degradation of critical habitats and peatlands and to respect social rights. If you 
have a NDPE policy, you should indicate so in your response.

(F4.1b) 貴貴社社ににははココモモデディィテティィ固固有有ののササスステテナナビビリリテティィ方方針針ががあありりまますすかか？？方方針針ががああるる場場合合、、適適用用範範囲囲とと内内容容をを最最ももよよくく表表ししてていいるる選選択択肢肢をを選選んんででくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F4.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
企業は、特定の森林リスク・コモディティに焦点を絞った方針を作成している場合があります。これによって、一部のコモディティが他のコモディティよりも事業と関連性がある、各コモディティが異なるアプローチ
を必要とする、あるいは森林リスク・コモディティに関する持続可能性アプローチに関して企業が異なる進展を示したという真実を反映できます。この質問では、どのような原則と目的が貴社のコモディティ特有の方針
の対象になっているかに関する情報を収集します。これによって貴社の方針の内容を投資家やその他のデータ使用者に知らせ、方針が各森林リスク・コモディティへの事業の依存関係と一致しているかに関する見解を示
します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG
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目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

コア原則B1:先住民と地域社会の権利を尊重する

コア原則1:効果的な実践を推進する企業システムとプロセス

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ コモディティ特有の持続可能性方針があり
ますか?

対象範囲 内容 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入
力

選択肢:
はい
いいえ

選択肢:
全社的
特定の施設、事業、または地域のみ
選択した製品のみ

該当するものをすべて選択してください:
表の下に示されているドロップダウンリスト

文章記入欄[最大2,400文字]

内容(列4)

森林減少や転用の根絶へのコミットメント
森林劣化根絶へのコミットメント
地域社会の権利と生活を守るコミットメント
規制順守にとどまらない、それ以上のコミットメント
透明性に関するコミットメント
ステークホルダーの啓発と教育に対するコミットメント
イノベーションに対するコミットメント
SDGなどの政策イニシアチブと協調するコミットメント
森林とその他の自然生息環境の全般的な重要性の認識

事業が森林に依存していることの説明
森林とその他の自然生息環境に対する潜在的な事業の影響の認識
方針の対象となっている森林リスク・コモディティ、事業の一部、およびバリューチェーンの段階の説明
期限を定めたコミットメントと目標のリスト
直接操業の森林関連実績基準の説明
調達の森林関連基準の説明
国際的な規格や広く認められている森林関連イニシアチブへの言及
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

コモディティ特有の方針によって、方針が、一連の原則と目標が適用されるコモディティを明確に特定すること意味します。この原則に従った方針がある場合、ここでその詳細を回答してください。
貴社の森林方針が事業と関連があるすべてのコモディティを対象としているが、各コモディティに対する原則とガイドラインを明確に示していない場合、コモディティ特有の方針とは言えないことにご注意くださ

い。そのため、すべてのコモディティに関して列2(コモディティ特有の持続可能性方針がありますか?)で[いいえ]を選択する必要があります。

対象範囲(列3)

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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この方針の対象範囲を最もよく表したもの (つまりこの方針はどの程度広範囲に適用されるか) を選択してください。

内容(列4)

貴社の森林関連方針の内容について表したものをすべて選択してください。
選択肢を追加したい場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択すると、文字入力欄が表示されますので、そこに記入してください。

説明してください (列5)

貴社の森林関連方針について、以下の項目を含む詳細をさらに記入してください。

-内容の詳細について、選んだ選択肢がその方針に含まれるのはなぜかを説明
-対象範囲(方針の対象にされる事業の一部およびバリューチェーンの段階);
-見直しおよび更新をどの程度定期的に実施しているか

例外があれば、それについて説明してください。
貴社の方針の対象範囲に含まれる生物群系や生態地域を指定してください (例：セラード生物群系)。

注記:

方針文書のコピーを添付できます。これは任意ですが、データ使用者が貴社の目的と原則をよく理解するうえで役立ちます。
[ファイルのアップロード] ボタン (クリップのアイコン) をクリックして、ファイルをドラッグ・ドロップしてください。
別の方法として、列5(説明してください)に回答と共に方針へのウェブリンクを含めることができます。

Explanation of terms
Conversion: human-induced change of a natural ecosystem to another land use or profound change in the natural ecosystem’s species composition, structure, and/or function.

-Deforestation is one form of conversion (conversion of natural forests)

-Change to natural ecosystems that meets this definition is considered to be conversion regardless of whether or not it is legally permitted (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018).

Deforestation: loss of natural forest as a result of the following human activities: i) conversion to agriculture or other non-forest land use; ii) conversion to a plantation forest; or iii) severe and sustained degradation.

-Loss of natural forest that meets this definition is considered to be deforestation regardless of whether or not it is legally permitted (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018).

Forest degradation: changes to a forest that negatively affect the species composition, structure and/or function and reduce the forest’s capacity to support biodiversity, supply products and/or deliver ecosystem
services. (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

SDGs: the UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 goals for 2030 that look to balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental (Source: Sustainable
Development Knowledge Platform, 2015).

Standard: level of quality or achievement used as a measure, norm, model. Usually corporate standards are a document that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or
related processes and production methods that are understood by the company as the minimum accepted requirements.

Additional information
Many organizations have adopted a No Deforestation, No Peat, No Exploitation policy (NDPE), committing to avoid deforestation and forest degradation of critical habitats and peatlands and to respect social rights. If you

have a NDPE policy, you should indicate so in your response.
The Sustainable Development Goal 15 (Life on land) focus on protection, restoration and sustainable use of terrestrial ecosystems, to halt deforestation/land degradation and biodiversity loss. For further information on

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
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this or other goals, please refer to: Sustainable Development Goals (SDGs).

取締役会の監督

(F4.2) 貴貴社社でではは森森林林関関連連問問題題ににつついいてて取取締締役役会会レレベベルルのの監監督督がが実実施施さされれてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
企業には森林関連問題をそのガバナンス手続きの中に組み込むよう推奨しています。この質問では、森林関連問題の対処に対する企業のコミットメントのレベルについての情報を投資家やその他のデータ使用者に提供し
ます。取締役会レベルの責任に関する情報を開示することで、森林関連問題に経営層レベルが対応するのに相応しい戦略的重要性が備わっていることを示します。森林関連問題に関してまだ取締役会レベルの監督を設け
ていない場合、近い将来の実施を検討する機会として捉えることができます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則1:効果的な実践を推進する企業システムとプロセス

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問に回答するにあたり、事業戦略、行動の主要な計画、リスク管理方針、年間予算、および将来の財務計画を確認し指導する時のほか、企業の実績目標を設定する、実施と実績を観察し、大きな資本支出、買
収、および子会社の売却を監督する時に、取締役会および /または取締役会委員会が森林関連問題を検討したかどうかを考慮します。これらの選択肢のいずれかに対する回答が当てはまる場合、 [はい]を選択してくださ
い。

貴社が、その他の環境的な側面のうちで森林関連リスクを検討する統合環境リスク評価に関する取締役会レベルの監督を設けている場合、[はい]を選択してください。この後の質問で詳細を記入できます。

Explanation of terms
Board (or “Board of Directors”): refers to a body of elected or appointed members who jointly oversee the activities of a company or organization. Some countries use a two-tiered system where “board” refers to the

“supervisory board” while “key executives” refers to the “management board” (Source: TCFD, 2017).
Forests-related issues: for the purposes of the forests questionnaire, this refers to deforestation and forest degradation as well as conversion and degradation of other natural ecosystems.

(F4.2a) 取締役会における森林関連問題の責任者の職位をお答えください取締役会における森林関連問題の責任者の職位をお答えください (個人の名前は含めないでください個人の名前は含めないでください)。。

他質問との関連他質問との関連

•

•
•

•

•

•
•
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この質問は、F4.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
この質問では、森林関連問題に対処する企業のコミットメントのレベルについての情報を投資家やその他のデータ使用者に提供します。取締役会レベルの責任に関する情報を開示することで、森林関連問題に経営層レベ
ルが対応するのに相応しい戦略的重要性が備わっていることを示します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則1:

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

個人の職位 説明してください

選択肢:
取締役会議長
取締役
最高経営責任者(CEO)
最高財務責任者(CFO)
最高執行責任者(COO)
最高調達責任者(CPO)
最高リスク管理責任者(CRO)
最高サステナビリティ責任者(CSO)
その他の経営幹部役員
社長
取締役会レベルの委員会
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大1,000文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

森林関連問題の監督に関する責任を取締役会の誰が負っているかを回答してください。これは、例えば、サステナビリティ委員会、リスク委員会等、取締役会の個々のメンバーまたは取締役会レベルの委員会があり
得ます。
この質問では、監督に関する直接的な責任について尋ねていることにご注意ください。つまり、これは、森林関連問題に関する情報を明確に管理し、企業が行う内容についての決定を下し、そして森林関連情報に基づ

いてそれらの決定に適応する指揮系統の最上位にある人または委員会のことです。CEO(最高経営責任者)は企業のすべてについて最終的責任を負います。しかし本質問で尋ねているのは、特に森林関連問題についての取
締役会レベルの責任者です。これがCEOである場合がありますが、必ずしもそうとは限りません。

個人の職位(列1)

取締役会で森林関連問題に対して責任がある個人の職位を選択します。
ここに職位が記載されていない場合、貴社にとって最も近いものを選択し、列2[説明してください]に肩書を記入してください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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監督が個人の職位ではなく、委員会まメンバーの連帯責任になる場合、[取締役会レベルの委員会]を選択し、列2に委員会の名前を記入してください。この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位
について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人データを回答に含めないでください。について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人データを回答に含めないでください。
職位が複数ある場合は、新しい行を追加してください。

説明してください(列2)

職員/委員会の組織における位置づけの説明と、森林関連問題に対して負っている責任のレベルを記入します。また
職位/委員会の責任がどのように森林問題に関連しているかを説明します。
この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人データを回答に含めないでください。この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人データを回答に含めないでください。
この欄を使用して関連情報を入力できます。

(F4.2b) 森森林林関関連連問問題題にに対対すするる取取締締役役会会のの監監督督ににつついいてて、、そそのの詳詳細細をを記記載載ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F4.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、森林関連問題に対処する企業のコミットメントのレベルについての情報を投資家やその他のデータ使用者に提供します。取締役会レベルの責任に関する情報を開示することで、森林関連問題に経営層レベ
ルが対応するのに相応しい戦略的重要性が備わっていることを示します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則1:効果的な実践を推進する企業システムとプロセス

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

森林関連問題が定期的に議題として取り上げられる頻度 森林関連問題が組み込まれているガバナンスのメカニズム 説明してください

選択肢:
定期的 - すべての会議
定期的 - 一部の会議
不定期 - 重要な事案が生じたとき
その他 (具体的にお答えください)

該当するものをすべて選択してください:
実施と業績のモニタリング
買収と売却の監督
大規模な資本支出の監督
従業員インセンティブの提供
年間予算の審査と指導
事業計画の審査と指導
企業責任戦略の審査と指導
主要な行動計画の審査と指導
リスク管理方針の審査と指導
戦略の審査と指導
技術革新/研究開発の優先事項の審査
業績目標の設定
その他 (具体的にお答えください)

文章入力欄 [最大1,500字]

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
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•
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回答要望内容回答要望内容

全般

森林関連問題の取締役会レベルの監督の頻度と性質に関する情報を記入します。

森林関連問題が組み込まれているガバナンスのメカニズム(列2)

森林関連問題が定期的に議題として扱われ、取締役会に示されるガバナンスメカニズムのすべてをドロップダウンから選択します。
新しいメカニズムを追加する必要がある場合、[その他、具体的にお答えください]を選択し、それを簡潔な言葉で文章記入欄に記入します。

説明してください(列3)

列2(森林関連問題が組み込まれているガバナンスのメカニズム )で選択されたガバナンスのメカニズムと、列 1(森林関連問題が定期的に議題として取り上げられる頻度 )で報告された頻度を前提として、これらのメカニ

この質問に対する回答では、監督のメカニズムに関連する従業員の職位に言及する可能性があります。この場合、個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問に対する回答では、監督のメカニズムに関連する従業員の職位に言及する可能性があります。この場合、個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。

Explanation of terms
Governance: a system whereby an organization is influenced and controlled based on the interests of shareholders and stakeholders. This involves relationships and communication between management, the board,

the shareholders and stakeholders. Governance provides a framework for an organization to set objectives, monitor performance, and evaluate results (Source: TCFD, 2017).
Monitoring: continuous surveillance of specific indicators, through systematic collection of data, to assess compliance with standards, policies or commitments (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core

Principles and Definitions, 2018).

(F4.2c) 森森林林関関連連問問題題にに対対ししてて取取締締役役会会レレベベルルのの監監督督ががなないい理理由由、、おおよよびび今今後後変変更更すするる予予定定ににつついいてて回回答答ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F4.2の回答で「いいえ」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDP署名投資家やその他のデータ使用者は、取締役会レベルでの森林関連問題の企業の認識と管理を理解することに関心があるため、この質問によって企業が取締役会レベルの監督がない理由とこの問題に対処する予定
について説明してください。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則1:

回回答答形形式式
以下の表を記入してください :

•

•
•

•
ズムが森林関連問題の取締役会の全体的な監視にどのように寄与しているかについて述べます。

• 誰が取締役会に概要を伝えるか、どの問題についてかなどの詳細を回答しても構いません。 (例えば、「森林目標に対する実績に関する各事業責任者からのレポートを年 4回再検討する」)できる限り多く、報告年からの
事例を示してください。

•

•
•
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主な理由 今後2年以内に森林関連問題に対する取締役会レベルの監督を導入予定 説明してください

文章入力欄 [最大200字] 選択肢:
はい
いいえ

文章入力欄 [最大1,500字]

回答要望内容回答要望内容

主な理由(列1)

森林関連問題の取締役会レベルの監督を現在行っていないことについて、その根拠を記入します。これに関して複数の理由があるかもしれませんが、主要な理由を述べてください。

説明してください(列3)

森林関連問題の取締役会レベルの監督を現在行っていない理由の説明、または今後2年以内に実施する将来の計画の詳細を記入します。

経営責任

(F4.3) 森林関連問題に責任を負う経営層レベルで最上位の職位または委員会をお答えください森林関連問題に責任を負う経営層レベルで最上位の職位または委員会をお答えください (個人の名前は含めないでください）。個人の名前は含めないでください）。

2018年からの変更点年からの変更点
若干の変更

背景・根拠背景・根拠
取締役会のメンバーが森林関連問題の責任を負うことは重要ですが、経営層に責任を割り当てることは、企業が森林戦略の実施に意欲的であることを示しています。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則1:

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•

•

•
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職位または委員会 責任 森林関連問題を取締役会に報告する頻度 説明してください

選択肢:
最高経営責任者(CEO)
最高財務責任者(CFO)
最高執行責任者(COO)
最高調達責任者(CPO)
最高リスク管理責任者(CRO)
最高サステナビリティ責任者(CSO)
その他の経営幹部役員、詳述してください
社長
リスク委員会
サステナビリティ委員会
安全、衛生、環境、および品質委員会
企業責任委員会
その他の委員会、詳述してください
事業部長
購買者
エネルギー部長
環境・安全衛生部長
環境/サステナビリティ部長
施設長
加工部長
調達部長
広報部長
リスク管理部長
森林関連問題に対して経営層レベルの責任者がいません
その他 (具体的にお答えください)

選択肢:
森林関連リスクと機会の評価
森林関連リスクと機会の管理
森林関連リスクと機会の評価および管理の両方
その他 (具体的にお答えください)

選択肢:
四半期に1回以上の頻度で
四半期に1回
半年に1回
年1回
年1回より少ない頻度で
重要な事案が生じたとき
取締役会に報告なし

文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

森林関連問題と企業の森林方針や戦略の実施に対する責任がある最高経営レベルの職位または委員会の詳細を記入します。
責任とは、特に森林関連リスクおよび機会の評価および/または管理に対するものである場合もあります。

職位および/または委員会の名前(列1)

貴社の取締役会レベル以下の職位/委員会で最も良く当てはまるものを選択するか、[その他、具体的にお答えください]を選択し、表示された文章記入欄に記入します。
リストには、取締役会レベルの場合もありますが、必ずしもそうではない上級管理職を含みます。
この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。
F4.2aに既に掲載された職位がここでも掲載されます。その職位の個人に森林関連問題に対して有効な管理責任がある場合にのみ、その中の1つを選択します。
最高経営レベルの責任がある職位/委員会が複数あり、これに関して述べたい場合、[回答行を追加]ボタンを使用できます。これは任意です。
行を追加して2つ以上の職位または委員会を選択する場合、最高経営レベルの責任を負う役職/委員会が表の一番上の行に記載してください。

責任(列2)

列1(職位および/または委員会の名前)で報告した職位/委員会の責任に最も良く当てはまるものを選択するか、[その他、具体的にお答えください]を選択し、主な責任を簡潔な言葉で追加します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
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説明してください(列4)

選択した職位または委員会に森林関連問題の責任がある根拠を示すとともに、個人/委員会の企業内での位置づけについて説明してください。
この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問では、これらの職位を持つ従業員の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。
列3(森林関連問題を取締役会に報告する頻度)で言及された取締役会への報告の性質について述べます。
列3で選択された取締役会に報告する頻度の根拠を記入します。
この個人/委員会の具体的な責任、義務、および行動に関する詳細について記載してください。
列3で[取締役会に報告なし]を選択した場合、ここで理由を説明します。

Explanation of terms
Forests-related issues: for the purposes of the forests questionnaire, this refers to deforestation and forest degradation as well as conversion and degradation of other natural ecosystems.

Highest-level management: the most senior individual or committee that holds specific executive power over the management of day-to-day tasks. These managers hold the ultimate responsibility over the implementation 
of the decisions taken at the board level.

従業員インセンティブ

(F4.4) 森森林林関関連連問問題題のの管管理理にに関関ししてて、、経経営営幹幹部部ままたたはは取取締締役役ににははイインンセセンンテティィブブがが用用意意さされれてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
データ使用者は、企業が従業員の特定の行動や実績にインセンティブを与える仕組みとしてだけでなく、従業員にどの程度森林関連問題や事業への影響に対処するように促しているかを理解したいと考えています。こ
れらのインセンティブの性質と対処する具体的な森林関連の側面に対する考え方を示すことで、これらのインセンティブが貴社の特定したリスクと機会、森林方針、および事業戦略とどのように連携しているかについ
て、投資家やその他のデータ使用者が理解することができます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

回回答答形形式式
以下の選択肢から選択してください :

はい
いいえ、現在は未導入だが、今後2年以内に導入予定
いいえ、今後2年以内に導入予定もない

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社の森林関連方針、コミットメント、および目標の実現に関連した役員や取締役会のメンバーにインセンティブを提供するための公式な手順/スキームがある場合、[はい]を選択してください。後ほどこれらのインセ
ンティブに関する詳細を回答できます。
貴社の選択内容に関してコメントを述べたい場合、[吹き出し]アイコンをクリックしてください。これは任意です。

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
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Explanation of terms
C-suite: a term used to collectively refer to the most senior executive team.

(F4.4a) 森森林林関関連連問問題題のの管管理理にに関関ししてて、、役役員員ままたたはは取取締締役役ににどどののよよううななイインンセセンンテティィブブがが用用意意さされれてていいまますすかか？？(たただだしし個個人人のの名名前前はは含含めめなないいででくくだだささいい)

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F4.4の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
データ使用者は、企業が従業員の特定の行動や実績にインセンティブを与える仕組みとしてだけでなく、従業員にどの程度森林関連問題や事業への影響に対処するように促しているかを理解したいと考えています。これ
らのインセンティブの性質と対処する具体的な森林関連の側面に対する考え方を示すことで、これらのインセンティブが貴社の特定したリスクと機会、森林方針、および事業戦略とどのように連携しているかについて、
投資家やその他のデータ使用者が理解することができます。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

インセンティブの種類 このインセンティブは誰に与えられていますか？ インセンティブの対象となるパフォーマンス指標 説明してください

金銭的インセンティブ 該当するものをすべて選択してください:
取締役会議長
取締役会/執行役員会
取締役
経営陣
最高経営責任者(CEO)
最高財務責任者(CFO)
最高執行責任者(COO)
最高調達責任者(CPO)
最高リスク管理責任者(CRO)
最高サステナビリティ責任者(CSO)
最高購買責任者(CPO)
その他の経営幹部役員
その他 (具体的にお答えください)
このインセンティブを受ける人物はいない

該当するものをすべて選択してください:
コミットメントと目標の達成
サプライチェーンにおける協働
その他 (具体的にお答えください)
インセンティブの対象となる パフォーマンス指標はない

文章記入欄[最大2,400文字]

表彰(非金銭的)

その他の非金銭的褒賞

回答要望内容回答要望内容

インセンティブの種類(列1)

「用語の説明」の各インセンティブの種類の説明をご覧ください。

このインセンティブは誰に与えられていますか?(列2)

貴社に特定の種類のインセンティブがない場合、[このインセンティブを受ける人物はいない]を選択します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
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この質問では、インセンティブを受ける上級社員の職位について尋ねています。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問では、インセンティブを受ける上級社員の職位について尋ねています。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。

インセンティブの対象となるパフォーマンス指標(列3)

回答しているインセンティブに関連する選択肢をすべて選択します。
インセンティブに対するパフォーマンス指標には、貴社の以下の内容に向けた進捗を証明する指標を含めることができます:

-具体的なコミットメントと目標;
-サプライヤーとの協働プロセスおよびプロジェクト;
-市場における評判;
-社内および/または社外での行動変化方針およびプロジェクト

貴社が列2(このインセンティブは誰に与えられていますか?)で [このインセンティブを受ける人物はいない]を既に選択している場合、 選択肢として[インセンティブの対象となるパフォーマンス指標はない]を選択しま
す。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

説明してください(列4)

森林関連の目的に寄与することをどのように目指すのか、どれが成功の基準か、そしてそれを測定する方法を説明するとともに、インセンティブ指標に関する詳細を記入します。
このインセンティブが今までのところ貴社にどのように影響を及ぼしたか、そして将来の恩恵として何が期待されるかの企業に特化した例を記入します。
該当する場合、貴社に特定の種類のインセンティブがない理由を記入します。
この質問では、インセンティブを受ける上級社員の職位について尋ねています。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問では、インセンティブを受ける上級社員の職位について尋ねています。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。

Explanation of terms
Monetary incentive: a bonus or some form of financial remuneration.
Recognition (non-monetary): employee award (e.g. employee of the year) or career progression scheme, but not tied directly to any form of financial remuneration.
Other non-monetary reward: includes increased holiday allowances, special assignment, parking allocations etc.

開示

(F4.5) 貴貴社社はは、、森森林林関関連連リリススククへへのの対対応応にに関関すするる情情報報をを直直近近ののメメイインンスストトリリーームムのの財財務務報報告告書書にに含含めめままししたたかか？？

2018年年かかららのの変変更更点点
新規質問

背背景景・・根根拠拠
気候関連リスクに関する情報のメインストリームの財務報告書への記載は一部の地域での規制要件であり、 TCFDの提言でもあります。CDPデータ使用者は、森林リスクに対する企業の対応とコモディティによって引き
起こされる森林減少の排除への進捗の理解を促進するために、企業が森林関連情報を記載するか、記載する予定かを理解したいと考えています。  

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい (任意で報告書を添付していただけます)
いいえ、しかし今後2年以内にそうする予定
いいえ、またその予定もない

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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回答要望内容回答要望内容

全般
貴社が最新のメインストリームの財務報告書に森林関連リスクとリスク管理に関する詳細を含めた場合は、 [はい]を選択します。
メインストリームの財務報告書は報告年中に公開されていない場合がありますが、報告年に関連している必要があります。
貴社のメインストリームの財務報告書が報告年の森林関連リスクとリスク管理に関する詳細を記載しているが、 CDPの回答の提出時点では公開されていない場合、 [いいえ、しかし今後2年以内にそうする予定]を選択

してください。
貴社の選択内容に関してコメントを述べたい場合、[吹き出し]アイコンをクリックできます。これは任意です。

注記:

財務報告書のコピー(またはスクリーンショット)を添付できます。これは任意ですが、データ使用者が貴社の報告書の性質をより良く理解するのに役立ちます。

Explanation of terms
Mainstream financial reports: the annual reporting packages in which organizations are required to deliver their audited financial results under the corporate, compliance or securities laws of the country in which they

operate (Source: CDSB Framework, 2018).

•
•
•
•

•

•
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F5 事業戦略事業戦略

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F5. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

戦略的計画

(F5.1) 森森林林関関連連問問題題はは、、 貴貴社社のの長長期期戦戦略略的的事事業業計計画画にに何何ららかかのの形形でで組組みみ込込ままれれてていいまますすかか?ももししそそううででああれればば、、どどののよよううにに組組みみ込込ままれれてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
ガイダンスの修正

背背景景・・根根拠拠
この質問では、高いレベルで森林関連問題に関して検討し、行動したか、そしてその方法について説明できます。この質問は、単に森林関連問題に対する貴社の対応について尋ねるものではありません。投資家とその他
のデータ使用者は、森林問題に関連した市場機会、公開している方針の目的、および企業責任によるコミットメントによって策定された将来を考慮した戦略的技術革新と財務決定に関心があります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :
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戦略の側面 森林関連問題が組み込まれていますか? 長期的な対象期間(年) 説明してください

長期的な事業目標 選択肢:
はい、森林関連問題が組み込まれている
いいえ、森林関連問題について検討したが、戦略的に関連性がある/重要であるとは認識し

なかった
いいえ、森林関連問題をまだ検討していないが、今後2年以内に実施予定
いいえ、森林関連問題を検討せず、実施予定もない

選択肢:
5-10
11-15
16-20
21-30
30超

文章記入欄[最大2,400文字]

長期的目標達成のための戦略

財務計画

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問に回答する際には、5年を超える時間軸で森林関連問題が企業レベルで事業計画の3つの側面に影響を及ぼしたか、その内容、そしてその様子を考慮する必要があります。第一に、以下の問題が貴社の長期の
戦略的事業計画に影響を及ぼしたかを検討します:

-貴社の直接操業とサプライチェーンからの森林減少および森林劣化の排除または削減;
-森林リスク・コモディティの持続可能な生産および/または消費の増加。

貴社の長期目標、これらの目標を実現するための戦略、およびその長期的財務計画に含まれた場合は、[はい、森林関連問題が組み込まれている]と回答する必要があります。

長期的な対象期間(年)(列3)

貴社がどの程度の将来までの森林関連問題リスクを事業戦略で考慮しているかを最もよく表している選択肢を選択します。

説明してください(列4)

森林関連問題が戦略の各側面にどのように組込まれているかに関する詳細を、企業に特化した事例を用いて記入します。
列3(長期的な対象期間(年))に示した対象期間を選択した理由を説明します。

これらの計画は貴社が回答したコモディティのすべてに適用されるのか、あるいはその中で特定の物のみに適用されるのかを示します。貴社の計画がコモディティすべてに適用されない場合、理由をここに記入して
ください。
今後2年以内に森林関連問題を検討する予定があることを列2(森林関連問題が組み込まれていますか?)で回答した場合、計画の詳細を記入します。
事業計画のどの側面にもこれらの問題を組み込んでいない場合、組み込んでいない主な理由を示し、説明を記入します。

Explanation of terms
Business objectives: these describe what the organization expects to accomplish over a specified time period, and typically include a statement of purpose and anticipated future state for the organization.
Financial planning: includes outlining the actions, assets, and resources necessary to meet an organization’s objectives and strategic goals. It is not limited to just creating a “financial plan”, but also includes long-term

capital allocations that will go beyond the typical 3-5 year financial plan (e.g., investment, research and development, manufacturing, and markets) (Source: TCFD, 2017).
Forests-related issues: for the purposes of the forests questionnaire, this refers to deforestation and forest degradation as well as conversion and degradation of other natural ecosystems.
Strategy: refers to an organization’s anticipated future state. The strategy creates a benchmark against which the organization can monitor and measure its progress in reaching that desired state. The strategy design

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

• これは既存のリスクまたは将来のリスクに対する対応であっても良いですが、現在と将来の市場機会、公表した企業方針のアジェンダ、および企業責任によるコミットメントなどの森林問題やコモディティに関連し
た企業内外のその他の検討事項を含めることもできます。

森林関連問題が組み込まれていますか ?(列2)

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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can involve reviewing the motive and scope behind the organization’s activities and the nature of its businesses, considering the risks and opportunities it faces and the environment in which it operates (Source: TCFD,
2017).
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F6 実践実践

Module Overview

This module is critical as it requests information on how organizations plan to implement, or are already implementing, their policies and commitments associated with forests-related issues.

Questions in this module ask details on:

public corporate commitments and any endorsement of multi-stakeholder initiatives to reduce deforestation and forest degradation;
specific targets for improving sustainability;
traceability systems in place;
certification schemes; and
engagement across the value chain.

Key changes

Question F6.1b now allows companies to report the ‘Cutoff date’ for public commitment(s) in a separate column, instead of in the explanation column.
Question F6.3a has new drop-down options and modified guidance on the traceability of cattle products.
Question F6.4 now specifies if certification schemes cover production or consumption.
Question F6.6 has a new column for companies to specify their smallholder engagement approach.

Sector-specific content

Paper & forestry: questions ask details on any biodiversity restoration projects implemented by your organization.

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F6. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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コミットメント

(F6.1) 貴貴社社はは、、直直接接操操業業おおよよびび／／ままたたははササププラライイチチェェーーンンかかららのの森森林林減減少少やや森森林林劣劣化化をを削削減減・・排排除除すするる公公約約をを掲掲げげてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、公開された森林関連のコミットメントに関して回答いただきます。森林に関する方針を実行することを公に表明する企業は、持続可能な森林スチュワードシップに向けた進捗の強力なメッセージを投資家
やその他のデータ使用者に示すことになります。企業は、同業他社に対してコミットメントのベンチマークを行い、業界内の変化を促進することで、本情報の開示による強みを得ると考えられます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

すべての関連するステークホルダーが入手できるコミットメントは公開していると言えます。(例えば、企業のウェブサイト上またはその他の制限のないサイト上で入手可能なもの)。
 該当する場合、貴社のコミットメントはF4.1aとF4.1bで述べた森林に関する方針を実施するために取った行動を反映する必要があります。
 貴社が直接操業および/またはサプライチェーンからの森林減少および/または森林劣化を削減または排除すると公約をした場合、[はい]を選択してください。
 社内または非公開のコミットメントについてはここで回答してはいけません。
 以降の質問でコミットメントの詳細を回答できます。

注記:

 コミットメントの文書のコピーを添付できます。これは任意ですが、データ使用者が貴社のコミットメントの性質をよく理解するうえで役立ちます。
[ファイル アップロード]ボタン(クリップ アイコン)をクリックして、ファイルをドッグ  アンド ドロップしてください。レポートが添付できない形式 (ウェブ ページなど)である場合、スクリーン  ショットを添付でき

ます。

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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(F6.1a) 貴貴社社はは、、森森林林減減少少おおよよびび/ままたたはは森森林林劣劣化化をを削削減減ままたたはは排排除除すするる公公約約のの一一部部ととししてて、、以以下下ののイイニニシシアアチチブブののいいずずれれかかをを支支援援ししままししたたかか?

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F6.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

背背景景・・根根拠拠
この質問では団体協約や世界的なイニシアチブによって公開されている森林減少をなくすためのコミットメントに関して質問しています。広く知られている公になっているイニシアチブを支持することで森林スチュワー
ドシップのベストプラクティスを反映し、森林関連の企業行動に関してデータ使用者の需要を満たすことになります。企業は、同業他社に対して自身のベンチマークを行うことで、この情報を開示することの強みを得ま
す。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回回答答形形式式
該当するものをすべて選択してください :

森林に関するニューヨーク宣言
Tropical Forest Alliance 2020 (TFA: 熱帯森林同盟2020)
We Mean Business
セラード・マニフェスト
大豆モラトリアム
家畜協定 (TAC)
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

サプライチェーンからコモディティ由来の森林減少を排除するためのコミットメントの採用を奨励する主要な世界的イニシアチブを掲載しています。ここで開示されるイニシアチブは、自主的なもので、コモディ
ティ由来の森林減少および /または森林劣化の削減に関するコミットメントに明確に関連する必要があります。
森林に関するニューヨーク宣言グローバル  プラットフォームのウェブサイト上で推薦者として貴社が掲載されている場合にのみ、 [森林に関するニューヨーク宣言 ]を選択できます。
イニシアチブのウェブサイト上でパートナーとして貴社が掲載されている場合にのみ、 [Tropical Forest Alliance 2020 (TFA: 熱帯森林同盟2020)]を選択できます。
貴社が「2020年までにすべてのサプライチェーンからのコモディティ由来の森林減少を排除する」ことにコミットし、イニシアチブのウェブサイト上にこの具体的な目標の下で掲載されている場合にのみ、 [We

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Mean Business]を選択できます。
貴社がセラード・マニフェストを公式に支持している場合、 [セラード・マニフェスト]を選択できます。
貴社が2006年7月以降にブラジルのアマゾンで森林伐採された土地で生育された大豆を購入しないと公式にコミットした場合、[大豆モラトリアム]を選択できます。
貴社が2009年以降にブラジルのアマゾンの森林伐採された地域から牛を 購入しないことに同意した場合、 [家畜協定 (TAC)を選択できます。
[その他、具体的にお答えください]を選択した場合、イニシアチブを簡潔に記入します。

Additional information
The ‘New York Declaration on Forests’ (NYDF), launched in 2014, brings together governments, companies and other stakeholders committed to its ten goals, which include “eliminating deforestation from the production

of agricultural commodities such as palm oil, soy, paper and beef products by no later than 2020”. More information at: nydfglobalplatform.org
The ‘Tropical Forest Alliance 2020’ (TFA2020) is global public-private initiative in which partners are committed “to reduce tropical deforestation associated with the sourcing of commodities such as palm oil, soy, beef,

and paper and pulp”. More information at: www.tfa2020.org
We Mean Business’ is a global non-profit coalition that is mobilizing businesses to take action on climate change. Amongst other objectives, We Mean Business aims to “Remove commodity-driven deforestation from all

supply chains by 2020”. More information at: www.wemeanbusinesscoalition.org.
The ‘Cerrado Manifesto’ is a statement of support launched in 2017 by companies and investors in defense of the Brazilian Cerrado. Signatories have committed to halt deforestation driven from by cattle and soy supply

chains. More information at: WWF, 2017
The ‘Soy Moratorium’ is a multi-stakeholder initiative led by the soy industry to tackle deforestation in Brazil, where signatories commit to not trade soy from deforested areas in the Amazon after July 2006. More

information at: Imaflora, 2017
The ‘Cattle Agreement’ (‘TAC’) is a legally binding agreement signed by meatpackers with the Federal Public Ministry (MPF), which committed to (1) not purchase cattle from properties with illegal deforestation after

2009, (2) registered in the Rural Environmental Registry (CAR) and are (3) Free from slave labor. More information at: www.zerodeforestationcattle.org

(F6.1b) 貴社の公約の詳細を、具体的な基準、対象範囲、アクションの内容を含めて記載してください。貴社の公約の詳細を、具体的な基準、対象範囲、アクションの内容を含めて記載してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F6.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
修正あり

背景・根拠背景・根拠
この質問では、貴社の森林関連のコミットメントに関する詳細を尋ねています。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則A:サプライチェーンにおいて森林減少がなく、他の生態系を守ろうとしている

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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コア原則B:サプライチェーンにおける人権を尊重する

コア原則C1:対象範囲

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

対象コモディティ 基準 対象事業範囲 生産量/消費量のうちコミットメ
ントの対象となる割合

期限 期間 説明してください

選択肢:
木材
パーム油*
畜牛品*
大豆*
その他 - ゴム*
その他

該当するものをすべて選択してく
ださい:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

選択肢:
直接操業
サプライチェーン
直接操業とサプライチェーン両

方
特定の施設、事業、または地域

のみ

選択肢:
<1%
1～5%
6～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%

選択肢:
1987年よりも前
1987～1992年
1993～1997年
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
該当なし
期限なし

選択肢:
2017年以前
2017
2018
2019
2020
2021～2025年
2026～2030年
2030より後
期間なし

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

*製紙・林業セクター企業には表示されません

基準(列2)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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環境的基準環境的基準
自然生息環境の変更なし
グロスでの森林減少ゼロ
ネットでの森林減少ゼロ
土壌劣化ゼロ
泥炭地の新規開発なし
森林景観復元
絶滅危惧および保護されている種や生息環境に対する悪影響の回避
ワシントン条約での規制対象種の取引なし
焼畑または皆伐による土地開墾なし
高保護価値 (HCV) 地域の転用なし
高炭素貯蔵林の転用なし

社会的基準社会的基準
国連グローバル・コンパクトの原則の採用
自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)原則の採用
世界人権宣言の認識および支持
男女共同参画と女性自立の推進
国連国際労働機関原則の採用
オープンで透明性が高い協働プロセスを通じた苦情や対立の解決
サプライチェーンへの小規模農家の組み入れ促進

法的基準法的基準
違法に生産された、および/または取引された森林リスク・コモディティの調達なし
不明もしくは議論を起こしている調達先からの森林リスク・コモディティの調達なし
森林リスク・コモディティの調達および（又は）取引は、信頼できる認証を受けた調達先にのみ制限
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

 この質問では、森林リスク・コモディティの生産、使用および/または取引に関連する貴社の公開しているコミットメントに関する詳細について尋ねます。

対象コモディティ(列1)

 コミットメントが2つ以上のコモディティを対象としている場合、コモディティごとに1行を追加して、各コモディティに関する該当するコミットメントを示す必要があります。

基準(列2)

 この列に掲載される基準は、森林減少および/または森林劣化を削減または排除する貴社のコミットメントの要素となります。報告年に貴社のコミットメントの一部であった選択肢のみを選択する必要があります。回
答が正確であるようにするために、下記の特定のドロップダウンに関するガイダンスをご覧になり、「用語の説明」のセクションを参照してください。

-自然林を含むすべての自然生息地を対象にした変更をしないというコミットメントがある場合に、 [自然生息環境の変更なし ]を選択できます。この基準は [グロスでの森林減少はない ]以上の基準となります。
- [グロスでの森林減少はない ]と[ネットでの森林伐採はない ]は実質的に異なり、異なるレベルを示します。貴社が、「グロス」なのか「ネット」なのかを示していない森林減少ゼロのコミットメントを立てている
場合、定義を参照して、貴社のコミットメントを最も良く表している選択肢を選択してください。
-「森林景観復元」基準に一致する一例としては、ボン  チャレンジまたはその他の同様のイニシアチブとの関連で作成されたコミットメントとなります。
- [保存価値の高い地域の変更なし ]を選択することは、開示している森林リスク・コモディティの原産国で高保護価値 (HVC)アプローチを適用したことを企業が確認できることを意味します。 [説明してください]列
に詳細を記入します。貴社のコミットメントが、地理的に境界が定められた地域 (例えば、生物多様性の保全を進める上で鍵となる地域  - KBA)の生物学的重要性を認識するための別の枠組み /アプローチと関係がある
場合、[その他、具体的にお答えください ]を選択し、枠組み/アプローチを示します。この場合、 [説明してください]の列に説明を記入します。
- [炭素貯蔵量の多い森林の変更なし ]を選択することは、開示している森林リスク・コモディティの原産国で高炭素蓄積 (HCS)アプローチを適用したことを企業が確認できることを意味します。 [説明してください]列
に詳細を記入します。貴社のコミットメントが、関連する炭素蓄積のある地域の変更を特定し、回避するための地域の別の枠組み /アプローチと関係がある場合、 [その他、具体的にお答えください ]を選択し、[説明
してください]の列に説明を記入します。
-貴社の森林関連のコミットメントが表示されている選択肢の対象になっていない場合は [その他、具体的にお答えください ]を選択し、簡潔に説明してください。

対象事業範囲(列3)

コミットメントでは、サプライチェーンを含む企業の操業の全体を対象にすることを推奨しています。[特定の施設、事業、および地域]を選択した場合、列7[説明してください]に説明を記入してください。
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総生産量/消費量のうちコミットメントの対象となる割合(列4)

 選択したコモディティについての貴社の総生産量および/または消費量のうち、貴社のコミットメントで対象となっている割合を示します。

期限(列5)

「森林減少なし/転用なし」に関するあコミットメントで示した通りに、森林減少/転用がなくなる期限を示します。詳細については「用語の説明」セクションを参照してください。
貴社のコミットメントに異なる期限がある場合、主なコミットメントで指定された日付を選択し、列7[説明してください]に他の日付を指定してください。
「森林減少ゼロ/転用ゼロ」に関する貴社のコミットメントのいずれも 日付を指定していない場合、[期限なし]を選択します。
貴社のコミットメントのいずれも「森林減少ゼロ/転用ゼロ基準」について言及していない場合のみ、例えば[ワシントン条約での規制対象種の取引なし]または[自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意

(FPIC)]に当てはまる場合のみ、[該当なし]を選択します。

コミットメント期間(列6)

 コミットメントを実現するために貴社が特定している期間を選択します。
 さまざまなコミットメントに異なる期間が設定されている場合、貴社の主な森林関連のコミットメントの期間を示し、[説明してください]の列に詳細情報を記入します。
 貴社のコミットメントに期間が設定されていない場合、[期間なし]を選択して[説明してください]の列で理由を説明します。

説明してください(列7)

例を示しながら、貴社のコミットメントに関連した詳細情報を記入して、例外情報を説明します。
列5[期限]に記入した期限が主なコミットメントに対するものである場合、他の「森林減少ゼロ/転用ゼロ」の期限を指定し、主なコミットメントについての根拠を述べてください。
[期限なし]を選択した場合、理由に関する説明を記入します。
 どのバイオームまたは生態地域(例えば、セラード バイオーム)が貴社のコミットメントの対象となっているかに関する詳細を記入する必要があります。

Explanation of terms
CITES species: species listed in any of the annexes of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
Controversial sources: sources involving forest risk commodities produced/harvested illegally, in violation of traditional and civil rights, threatening high conservation value forests, or from areas where natural forests are

being converted to other uses.
Conversion: human-induced change of a natural ecosystem to another land use or profound change in the natural ecosystem’s species composition, structure, and/or function.

-Deforestation is one form of conversion (conversion of natural forests)

-Change to natural ecosystems that meets this definition is considered to be conversion regardless of whether or not it is legally permitted (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018).

Cutoff date: the date after which deforestation or conversion renders a given area or production unit non-compliant with no-deforestation or no-conversion commitments, respectively (Source: Accountability Framework
Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

Forest: tree-covered land - spanning more than 0.5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10% - that is not predominantly under agricultural or urban land use, including natural
forests and plantation forests. Note that quantitative thresholds established in legitimate national or sub-national forest definitions may take precedence over the generic thresholds, if the requirements are similar or more
rigorous (Source: modified from FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015 & AFI Core Principles and Definitions, 2018).

Forest degradation: changes to a forest that negatively affect the species composition, structure and/or function and reduce the forest’s capacity to support biodiversity, supply products and/or deliver ecosystem
services. (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

Forest landscape restoration: process of regaining ecological functionality and enhancing human well-being across deforested or degraded forest landscapes. (Source: IUCN – Forest Landscape Restoration).
Free, Prior and Informed Consent (FPIC): a community right to give or withhold its consent to proposed projects that may affect the lands they customarily own, occupy or otherwise use, as recognized by several

international instruments including the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), ILO Convention 169, and Convention on Biological Diversity.
High Carbon Stock forests: this is the High Carbon Stock Approach (HCSA) classification of forested areas that should be protected based on high carbon stock, importance to local communities or high biodiversity
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value. The HCSA distinguishes high carbon stock forests from degraded lands that may be developed.
High Conservation Value: biological, ecological, social or cultural values which are considered outstandingly significant or critically important, at the national, regional or global level, as defined by the High Conservation

Values (HCV) Resource Network.
Natural forest: a forest that is a natural ecosystem, i.e., possesses most of the native species composition, structure, and ecological function as a forest native to the given site. This includes:

a. Primary forests that have not been subject to major anthropogenic impacts
b. Regenerated (second-growth) forests that were subject to major anthropogenic impacts in the past (e.g., by agriculture) but where the main causes of impact have ceased or greatly diminished and the ecosystem has
attained much of the species composition, structure and function of prior or other contemporary natural ecosystems
c. Managed natural forests
d. Forests that have been partially degraded by anthropogenic causes (e.g., harvesting, fire, invasive species) but where the land has not been converted to another use neither the thresholds that define a forest have been
lost
(Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

Natural habitat (or ecosystem): areas composed of viable assemblages of plant and/or animal species of largely native origin, and/or where human activity has not essentially modified an area’s primary ecological
functions, structure and species composition in recent history. This includes all types of natural habitats (e.g. natural forests, savannahs, natural scrublands, peatlands, wetlands, natural grasslands, and rangelands),
including managed habitats where much of the natural species compositions, structure, and ecological functions are present (Source: modified from International Finance Corporation – IFC, Performance Standard 6 & AFI
Core Principles and Definitions, 2018).

Peatland: an area with or without vegetation with a naturally accumulated peat layer at the surface, while peat is defined as accumulated material consisting of at least 30% (dry mass) of dead organic material (Source:
Joosten, H. and D. Clarke. 2002. Wise Use of Mires and Peatlands - Background Principles including a Framework for Decision-Making).

Threatened and protected habitats: all habitats considered threatened or otherwise protected by national or subnational laws and regulation, as well as international multilateral agreements, including protected areas,
World Natural Heritage Sites, Natura 2000 sites and other similar areas.

Threatened and protected species: all species listed on IUCN’s Red List of Threatened Species, as well as other species considered threatened or otherwise protected by national or subnational laws and regulation.
Zero gross deforestation: absolute no conversion of forest to non-forest land use, and therefore, does not allow compensatory gains in forest cover made elsewhere (Source: FAO, 2017. Zero deforestation initiatives

and their impacts on commodity supply chains).
Zero net deforestation: no net forest loss in a defined geographical area between two points in time, taking into account both losses from deforestation and gains from forest regeneration and restoration. 

-Note that some forest conversion is possible as long as the species composition, ecosystem structure and/or function remain similar to initial conditions. (Adapted from: WWF. 2016. Living Planet Report 2016. Risk and
resilience in a new era & AFI Core Principles and Definitions, 2018)

Additional information
For further information on Commitments types and guidelines, please refer to: Weber, K., Walther-Thoß, J., & Fleckenstein, M. (2016). Deforestation-free supply chains. Concepts and implications. WWF Deutschland.

Berlin.
Many organizations have adopted a No Deforestation, No Peat, No Exploitation policy (NDPE), committing to avoid deforestation and forest degradation of critical habitats and peatlands and to respect social rights. If you

have commitments from a NDPE policy, you should indicate so in your response.

Example response

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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Commodity coverage Criteria Operational coverage % of total production/ consumption covered by
commitment

Palm Oil No conversion of natural habitats
Zero gross deforestation
No forest degradation
No new development on peatland
Avoidance of negative impacts on threatened and protected species and habitats
No land clearance by burning or clearcutting
No conversion of High Conservation Value areas
No conversion of High Carbon Stock forests
No sourcing of illegally produced and/or traded forest risk commodities
No sourcing of forest risk commodities from unknown/controversial sources
Forest landscape restoration
Adoption of UN Global Compact principles
Adoption of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principles
Recognition and endorsement of the Universal Declaration of Human Rights
Promotion of gender equality and women’s empowerment
Adoption of the UN International Labour Organization principles
Resolution of complaints and conflicts through an open, transparent and consultative

process
Facilitate the inclusion of smallholders into the supply chain
Restricting the sourcing and/or trade of forest risk commodities to credible certified

sources

Direct operations and supply chain 100%

Cutoff date Commitment timeframe Please explain

1998 2020 We have made a commitment of zero gross deforestation, no conversion of natural habitats and no forest degradation that included also protection of high Conservation
Value areas, no development on peatlands and protection of threatened species. The cutoff date adopted for the zero deforestation and no conversion commitments is the
1st July 1998. This commitment is valid across all our operations, covering the entirety of our palm oil production and consumption. We work with our suppliers to ensure
this commitment is fully implemented by 2020. In 2019, we expect to achieve 90% of progress. 

We have also committed to support the restoration of 20,000 hectares of deforested land in Indonesia by 2025. By supporting a series of restoration projects in Borneo we
have already restored 7,000 hectares.

We have also made commitments to ensure human and worker’s rights are respected, as well as gender equality is promoted , and smallholders are included as suppliers.
These social commitments cover all our operations (including supply chain) and have been met since 2016. We continue to work to ensure those principles are respected.

目標

(F6.2) 回答するコモディティの持続可能な生産量や消費量を増やすため、報告年において有効な数値目標を持っていましたか回答するコモディティの持続可能な生産量や消費量を増やすため、報告年において有効な数値目標を持っていましたか?

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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背背景景・・根根拠拠
この質問では、森林リスク・コモディティの持続可能な生産および /または消費に関する具体的な目標について質問しています。方針およびコミットメントの効果的な実施には、具体的な目標を設定することが求められま
す。意欲的な目標には、差し迫った森林問題が企業にどのように取り扱われるかを反映しています。貴社の目標について開示される情報によって、サステナビリティに向けた進捗を追跡する方法を CDPデータ使用者に示
します。企業は、優れた森林スチュワードシップに向けた進捗に対する明確な指標を持つために目標設定をすることで強みを得ます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則C2:検証可能な行動と期限を定めた目標

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般
 報告年中に達成した目標を含み、報告年の間に持続可能な生産および /または消費を増やす目標がある場合は、 [はい]を選択します。

 これらの目標が貴社の方針やコミットメントと一致していること、そして社内での持続可能な生産および /または消費のために採用できる具体的で、測定可能で、達成可能で、そして期限を定めた行動について説明する
必要があることにご注意ください。例えば、あるいはあるコモディティに関するトレーサビィリティー  レベルを高めるために、決まった日付までに、特定の基準を採用するための目標を設定することができます。

Explanation of terms
Target: a specific measurable output set by your company to be achieved within a specific timeframe. Targets are usually small steps towards a wider and long-term corporate goal and should be linked to a policy and/or

commitment.

(F6.2a) 回答するコモディティの持続可能な生産量や消費量を増やすための目標と、目標達成に向けた進捗の詳細を記載してください。回答するコモディティの持続可能な生産量や消費量を増やすための目標と、目標達成に向けた進捗の詳細を記載してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F6.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、森林リスク・コモディティの持続可能な生産および/または消費に関する具体的な目標の詳細について尋ねています。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

•
•

•
•

•
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目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則C2:検証可能な行動と期限を定めた目標

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式
以下の表に 回答を記入してください。読みやすくするために、複数の行に渡って表が表示されます。回答行を追加するには、 表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

目標参照番号 森林リスク・コモディティ 対象コモディティの形態 目標のタイプ 対象範囲 トレーサビリティポイント* 第三者認証スキーム

選択肢:
目標1
目標2
目標3
目標4
目標5
目標6
目標7
目標8
目標9
目標10
目標11
目標12
目標13
目標14
目標15
目標16
目標17
目標18
目標19
目標20

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモ
ディティのリスト

該当するものをすべて選択してく
ださい:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

選択肢:
第三者認証スキーム
持続可能な生産基準
持続可能な調達基準
トレーサビリティ
その他 (具体的にお答えくださ

い)

選択肢:
直接操業
サプライチェーン
直接操業とサプライチェーン

選択肢:
国
地域
州
森林
皮なめし工場
食肉処理場
農地
加工場
粉砕施設
大農場
森林管理単位

該当するものをすべて選択してく
ださい:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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開始年 開始時の数値 目標年 目標 達成度 (%) 説明してください

[YYYY] 選択肢:
0%
1～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明

[YYYY] 選択肢:
<10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%

選択肢:
0%
1～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

*トレーサビィリティポイントのドロップダウンリストは、「目標の種類」列で「トレーサビィリティ」を選択した場合にのみ表示されます

対象コモディティの形態(列3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Page 112 of 180 @cdp | www.cdp.net



木材木材:
すべての形態の木材
広葉樹丸太
針葉樹丸太
製材された木材、ベニヤ、チップ
未加工木材ファイバー
パルプ
紙
板材、合板、加工木材
一次梱包材
二次梱包材
三次梱包材
セルロースベースの織物繊維
木質バイオエネルギー
非再販製品(GNFR)

パーム油パーム油**:
すべての形態のパーム油
パーム果実
粗パーム油(CPO)
粗パーム核油(CPO)
パーム核粕(PKM)
精製パーム油
パーム油誘導体
パーム核油誘導体
パーム由来のバイオディーゼル

畜牛品畜牛品**:
すべての形態の畜牛品
牛
牛脂
牛肉
副産物(例:グリセリン、ゼラチン)
皮革
牛脂由来のバイオディーゼル

大豆大豆**:
すべての形態の大豆
未加工の大豆
大豆油
大豆粕
大豆誘導体
大豆由来のバイオディーゼル

その他 (具体的にお答えください)

**製紙・林業セクター企業には表示されません

第三者認証スキーム(列7)***

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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木材木材:
FSC Forest Management certification
FSC Chain of Custody
FSC Controlled Wood
FSC Group certification
FSC SMLIF (small or low-intensity managed forest)
FSC Recycled
PEFC Sustainable Forest Management certification
PEFC Chain of Custody
PEFC Project Chain of Custody
PEFC Group certification
SFI Forest Management certification
SFI Chain of Custody
SFI Fiber Sourcing certification
RA SmartWood
RA SmartLogging
カナダ規格協会(CSA) Z809
カナダ規格協会(CSA) Z804
オーストラリア森林規格(AS 4708)
オーストラリア加工・流通過程の管理規格(AS 4707)
American Forest Foundation Tree Farm System
緑の循環認証会議(SGEC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

パーム油パーム油**:
RSPO producer/grower certification
RSPO Identity Preserved
RSPO Segregated
RSPO Mass Balance
RSPOブックアンドクレーム
RSPO Next
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
RA Sustainable Agriculture Network (SAN) standard
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

畜牛品畜牛品**:
RA SAN Standard for Sustainable Cattle Production Systems
RA SAN Chain of Custody
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

大豆大豆**:
RTRS Chain of Custody
RTRS Standard for Responsible Soy Production
RTRS certificate trading
ProTerra certification
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

その他 (具体的にお答えください)

**製紙・林業セクター企業には表示されません

***列は、上述の「目標の種類」列で「第三者認証スキーム」を選択した場合にのみ表示されます

回答要望内容回答要望内容

全般

 報告年の間に有効だった持続可能な生産および/または消費を増やすすべての目標を開示してください。報告年の間に達成した目標も開示する必要があります。

目標の参照番号(列1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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 各目標の固有の参照番号を選択してください。
 最大で20の異なる目標(目標1～目標20)を記入できます。
 各参照番号は、今後の年に特定の目標に関する進捗を追跡するために使用されるものとします。

森林リスク・コモディティ (2番目の列)

 さまざまなコモディティに関して具体的な目標がある場合、各コモディティに対する新しい行を追加することでこの質問に回答するようにします。

対象コモディティの形態(列3)

目標がコモディティのすべての形態を対象にしている場合、この列で[すべての形態の...]を選択してください。
 目標である形態のみ対象とされている場合、当てはまるすべての選択肢を選択します。
コモディティのさまざまな形態に関するさまざまな目標がある場合、表に行を追加することで各目標を個別に開示する必要があります。

目標のタイプ (列4)
 目標が[第三者認証スキーム]と関係がある場合、どのスキームを受け入れるかに関する詳細を記入するように求められます。

 生産および調達基準は、第三者認証以外で、森林リスク・コモディティの生産、取引、マーケティングおよび使用に関して貴社によって採用される持続可能性方針および /または要件に関連して、広い意味で理解されま
す。そのため、これらには第三者によって設定された公表されている基準を含みます。例えば、 ISO 20400のほか、持続可能な調達方針などの企業によって設定される社内基準も該当します。 2つの選択肢のうちの1つを
選択した場合、[説明してください]の列に基準に関する詳細を記入してください。

 目標が「トレーサビィリティー」に関係がある場合、貴社のサプライチェーン全体にわたるトレーサビィリティーのレベルに関する詳細を記入する必要があります。
目標について述べるのに相応しい選択肢がない場合は、 [その他、具体的にお答えください ]を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。目標のタイプに関する詳細を列 13(説明してください)に記

入する必要があります。

第三者認証スキーム(列7)

 2つ以上の検証スキームを含む目標がある場合、当てはまるものすべてを選択できます。2つ以上の検証スキームを選択した場合、各検証スキームに関する具体的な目標があるかを[説明してください]の列で知らせてく
ださい。

 持続可能な生産/調達基準目標として、リサイクルした材料の含有量を増やす目標を開示する必要があります。
貴社に採用されるスキームについて述べるのに利用可能な選択肢がない場合、あるいは関連スキームを追加したい場合、 [その他、具体的にお答えください ]を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されま
す。

開始年 (列8)

 この日付は、貴社が具体的な目標に関する信頼できるデータを記入できる過去の基準点です。例えば、2015年に貴社が取得した精製パーム油の15%を国レベルでトレース可能だった場合、精製パーム油の100%を、
所定の年までに国レベルでトレース可能にすることを目的としたトレーサビィリティー目標に関してに関して、開始年は2015を使用できます。

開始時の数値(列9)

開始年の目標要件を満たした森林リスク・コモディティの生産/使用の割合を示します。

目標年(列10)

 このデータは、持続可能な生産/消費を増やす目標を達成する予定の時期を表します。

目標(列11)

 目標年に目標の要件に準拠する必要があるコモディティの指定した形態の総生産量および/または消費量の割合を示します。

達成度(%)(列12)

 貴社が目標達成に向けて今までのところどのくらい進展したかを示します。

説明してください(列13)

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
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 この列を使用して、目標が選ばれた理由や会社がそれを達成するために予定している方法を含み、目標に関する追加情報を記入します。
 第三者認証に関する目標があり、コモディティに関して複数の検証スキームを選択した場合、ここに内訳を記入してください。

Explanation of terms
Plantation forest: a forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding that differs from a natural forest native to an area in terms of its species composition, structure, and/or

function.

-Usually, plantation forests are either managed or processed for commercial production (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).
Sustainable procurement standard: set of rules and guidelines that define a process whereby organizations meet their needs for goods and services in a positive cost-benefit way generating benefits not only to the

organization, but also to society and the economy, whilst minimizing damage to the environment. This is applicable to the commodity that is sourced/purchased by a company.
Sustainable production standard: set of rules and guidelines that define the minimum requirements for producing raw materials, goods or delivering services sustainably, i.e., minimizing social-environmental impacts

and maximizing gains to the company. This is applicable to the commodity that grown, reared or harvested within a company's direct operations.
Target: a specific measurable output set by your company to be achieved within a specific timeframe. Targets are usually small steps towards a wider and long-term corporate goal and should be linked to a policy and/or

commitment.
Third-party certification: when a certification process is carried out by an independent organization.
Traceability: the ability to identify and trace the history, distribution, location and application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labor (including

health and safety), the environment and anti-corruption. (Source: UN Global Compact, 2014).

Example responses

Target reference number Forest risk commodity Form of commodity covered Type of target Coverage Third-party certification scheme

Target 1 Timber Paper, Primary packaging, Secondary
packaging, Tertiary packaging

Third-party certification scheme Direct operations and supply chain FSC Chain of Custody; FSC Controlled Wood;
FSC Certified Packaging; FSC Recycled

Start year Start figure Target year Target % achieved Please explain

2012 41-50% 2020 100% 91-99% We have a target to source 100% of our purchased paper and
packaging materials across our entire product portfolio from
recycled sources or sustainably managed forests by 2020. By 2019,
we are on track to reaching this target, with 95% of the purchased
timber being FSC certified.

(F6.2b) 回答するコモディティの持続可能な生産量および回答するコモディティの持続可能な生産量および/または消費量を増やす目標がない理由と、将来目標を設定する予定について説明してください。または消費量を増やす目標がない理由と、将来目標を設定する予定について説明してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、F6.2の回答で「いいえ」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠

•
•

•

•
•
•
•
•
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この質問では、企業で持続可能な生産および /または消費を増加するために定量化された目標値が報告年中に存在しない主な理由に関する情報を収集します。また、目標値を定める短期計画があれば、それについて説明す
る欄もあります。この情報は、投資家その他のデータ使用者が企業の透明性を求める需要に応じたものです。この情報を開示することにより、企業には目標値設定に関する困難や将来のプロジェクトについて報告するプ
ラットフォームが得られるという利点があります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則C2:検証可能な行動と期限を定めた目標

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力
選択肢:
今後2年以内に目標を導入する予定
重要だが、事業上の差し迫った優先事項でないため
重要でないと判断し、理由も説明
社内リソースの不足
事業活動に関するデータ不足
経営陣から指示がないため
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

主な理由(列2)

 列1に記入した森林リスクコモディティの持続可能な生産および /または消費を増加するための目標値が貴社に存在しない主な理由として最もふさわしいものを選択してください。または、今後 2年以内に目標値を導
入

 それ以外の主な理由を選択した場合、情報開示したコモディティの持続可能な生産および/または消費を増加するための目標値が貴社に存在しない理由を明確化するため、さらに情報を記入してください。

トレーサビリティ

(F6.3) 開開示示すするるココモモデディィテティィのの原原産産地地をを追追跡跡・・モモニニタタリリンンググすするるたためめにに導導入入ししてていいるるトトレレーーササビビィィリリテティィシシスステテムムががあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
企業が曝される森林関連リスクを理解しようとする場合、森林リスクコモディティに由来する原材料の供給源を追跡、監視するためのシステムを配備することが極めて重要です。この質問では、調達 /取引する森林リスク
コモディティが指定された持続可能性要件に合致するよう徹底するために企業が使用するトレーサビリティシステムとトレーサビリティのレベルについて、尋ねています。この情報は、企業が自社の森林リスクコモディ

•
•
•
•
•
•
•

•
する計画があればそのように回答してください。

説明してください (列3)

• 「今後2年以内に目標値を導入する予定」を選択した場合は、可能な限り、目標値の種類、指標、生産材と調達材のどちらに適用されるか、目標値の対象範囲  (例：全社または一部施設など )、ならびに目標値導入の予
定日を具体的に記載してください。

•
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ティの供給源を追跡しているか否か、自社のサプライチェーン全体にわたって森林関連リスクを監視することが可能か否かを投資家その他のデータ使用者が評価するために役立ちます。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 導入しているシステムはありますか?

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

 この質問は、企業が森林リスクコモディティをその原産地まで追跡することが可能か否かに焦点をあてています。これは、認証済製品の消費 /生産に関する質問ではありませんのでご注意ください。また、生産物流
管理認定に関する質問でもありません。生産物流管理認定は、サプライチェーン上の移動に沿って製品が基準に合致するよう徹底するためのものですが、必ずしも供給源を示してはいないためです。
 貴社でトレーサビリティシステムを配備している場合は、「はい」を選択します。

Explanation of terms
Traceability: the ability to identify and trace the history, distribution, location and application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labor (including

health and safety), the environment and anti-corruption. (Source: UN Global Compact, 2014).
Traceability system: system that tracks by documentation the trail of products and/or raw materials along the value chain.

の

(F6.3a) 開開示示ししたたココモモデディィテティィににつついいててのの、、貴貴社社ががおお持持ちちののトトレレーーササビビリリテティィののレレベベルルのの詳詳細細をを示示ししまますす。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F6.3の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
若干の変更

ガイダンスの修正

背背景景・・根根拠拠
この質問では、調達/取引する森林リスクコモディティが指定された持続可能性要件に合致するよう徹底するために企業が使用するトレーサビリティシステムとトレーサビリティのレベルについて詳細を収集します。こ情
報は、企業が自社の森林リスクコモディティの供給源を追跡しているか否か、自社のサプライチェーン全体にわたって森林関連リスクを監視することが可能か否かを投資家その他のデータ使用者が評価するのに役立ち

•
•

•
•

•
•
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ます。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 総生産量/消費量のうちトレーサビリ
ティを確保している割合

コモディティのトレーサビィリティ
を確保できるポイント

トレーサビィリティシステムの内容 除外対象 除外の詳細

選択肢:
F6.3で「はい」を選択した森林リスク・コモ
ディティから作成されたリスト

選択肢:
<1%
1～5%
6～10%
11～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明

選択肢:
国
地域
州
農地*
繁殖農場††
飼育農場††
肥育農場††
加工場**
大農場**
森林**
森林管理単位***
粉砕施設†
皮なめし工場††
食肉処理場††

文章記入欄[最大2,400文字] 該当するものをすべて選択してくださ
い:
調達先/国/地理的エリア
事業活動
施設
特定の製品ライン
特定のサプライヤー
該当なし
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

*木材には表示されません

** 畜牛品には表示されません

*** 木材のみに表示されます

† パーム油と大豆のみに表示されます

†† 畜牛品のみに表示されます

回答要望内容回答要望内容

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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全般

 トレーサビリティシステムでは、原材料の原産 /採取からサプライチェーン上の動きに沿って、消費者に最終製品が販売されるまでの製品、部材及び原材料の軌跡を記録し監視します。生産物流管理認定は、トレー
サビリティシステムではありませんのでご注意ください。生産物流管理認定の主な目的は、原産地までさかのぼることではなく、サプライチェーン上の移動に沿って製品が基準に合致するよう徹底することにあるからで
す。

総生産量 /消費量のうちトレーサビリティを確保している割合  (%) (列2)
 情報開示する森林リスクコモディティの総生産量 /消費量のうち、少なくとも国レベルまでさかのぼることが可能な部分の比率を記入してください。

 この比率は、列3に記入するレベル (コモディティのトレーサビリティを確保している地点 ) に関係なく、トレーサビリティを確保している総量を表す必要があります。例えば、貴社の木材消費量の 40%について国レベ
ルまでトレーサビリティを確保し、15%についてはプランテーションレベルまでトレーサビリティを確保している場合、ここでは比率の合計を表す「 51%～60%」を選択してください。

コモディティのトレーサビリティを確保している地点 (列3)

 「供給源」または「原産地」とは、製品およびその天然成分の原産地として特定される場所で、農場または「繁殖」農場 (畜牛の場合)、製紙・パルプ工場(紙製品および紙製包装材の場合 )、プランテーションまたは森

畜牛品に関して開示し、農場レベルまで追跡する場合、  サプライチェーンで遡るトレーサビリティのレベルを最も良く表している選択肢を選択してください。すなわち、「繁殖農場」、「飼育農場」、または「肥育

 そのシステムでは、どのような方法で貴社が森林リスクコモディティの供給源までさかのぼることを可能にしてきたか、1件以上の実例を挙げて説明してください。

例外 (列5)
 当てはまるものをすべて選択してください。該当する選択肢がない場合は、 [その他、具体的にお答えください ] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

 100%のトレーサビリティはないと回答した場合、列 3に記入した地点までコモディティのトレーサビリティを確保していない要素を最もよく表した選択肢を選んでください。貴社の除外範囲については、詳細を列 6 
(除外の詳細) で説明することができます。

除外の詳細 (列6)

 前列で選択した除外について、詳細を説明してください。
 特定の生物群系または生態地域を除外した場合 (「地理的地域」の中で) は、どこを除外したかを記載してその理由を説明してください。

Explanation of terms
Breeding farm: the first stage of the production cycle where cattle are born.
Rearing farm: the second stage of the production cycle where cattle are raised up to their adult life.
Finishing farm: the last stage of the production cycle where cattle are fattened before being sold to slaughterhouses.
Plantation forest: a forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding that differs from a natural forest native to an area in terms of its species composition, structure, and/or

function.

-Usually, plantation forests are either managed or processed for commercial production (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

•

•
•

•
林(材木、パーム油、大豆の場合 )などの場合があります。これは、製造地とは違いますのでご注意ください。紙または紙製容器包装の場合、貴社指定の製紙・パルプ工場を原産地として結構です。小売業については、列
4 (トレーサビリティシステムの内容 ) に貴社に特化した説明が記入されている限り、国、地域、州が原産地として許容されます。

• 選択したコモディティの供給源が貴社で追跡可能なレベルを最もよく表したものを選択してください。単一のコモディティに 2種類以上の選択肢が当てはまる場合、生産 /消費されたコモディティの中で最大の部分を

表す選択肢を1種類選んでください。例えば、貴社の木材消費量の 60%が国レベルまでトレーサビリティを確保し、 10%はプランテーションレベルまでトレーサビリティを確保している場合、「国」を選択してくださ
い。その場合、該当する各供給地点の比率の内訳を列 4に記入してください。

•
農場」のいずれなのかを述べてください。この情報を述べることができない場合、 [農場]を選択します。畜牛品のトレーサビリティレベルに関する詳細については、「用語の説明」と「追加情報」を参照してください。

トレーサビリティシステムの内容 (列4)

• 消費および/または生産された森林リスク商品の供給源を貴社が示すことを可能にするシステムについて、供給源の生物群系  (例：セラード生物群系) まで特定することが可能か否かについての情報も含めて説明してく
ださい。

•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Additional information
Beef cattle farming can have up to three production stages: ‘Breeding, ‘Rearing’ and ‘Finishing’ farms. Each stage can take place on different farms (partial cycle) or on the same farm (full cycle). As an example from

Brazil, please refer to the following: (Source: Proforest, 2017)
For an example of a traceability tool kit, please refer to ‘Soy traceability and supply chain transparency’ (Source: Proforest, 2019).

(F6.3b) 回回答答すするるココモモデディィテティィのの原原産産地地をを追追跡跡しし、、モモニニタタリリンンググすするるたためめにに導導入入ししてていいるるトトレレーーササビビリリテティィシシスステテムムががなないい理理由由とと、、将将来来導導入入すするる計計画画ににつついいてて説説明明ししててくくだだささいい。。

他他質質問問ととのの関関連連
この質問は、F6.3の回答で「いいえ」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、企業が自社の森林リスクコモディティの供給源を追跡・監視するシステムを配備していない主な理由について尋ねています。。また、システムを採用する短期計画があれば、それについて説明する欄も提
供します。この情報は、CDPのデータ使用者がサプライチェーン全体にわたるトレーサビリティの向上を求める需要に応じたものです。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

選択肢:
F6.3で「いいえ」を選択した森林リスク・コモディティから作成されたリスト

選択肢:
今後2年以内に、森林リスク・コモディティの原産地を追跡し、モニタリングする予定
重要だが、事業上の差し迫った優先事項でないため
重要でないと判断し、理由も説明
社内リソースの不足
事業活動に関するデータ不足
経営陣から指示がないため
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

説明してください(列3)

 貴社にトレーサビリティシステムが配備されていない理由を最もよく表したものを選択するか、今後2年以内にトレーサビリティシステムを導入する計画があればそのように回答してください。
 「今後2年以内に目標値を導入する予定」を選択した場合は、可能な限り、トレーサビリティシステムの種類、それが生産材と調達材のどちらに適用されるか、貴社の生産量/消費量の中で対象範囲となる部分の比

率、導入の予定日を具体的に記載してください。

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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認証と持続可能性基準

(F6.4) 回回答答すするるココモモデディィテティィににつついいてて第第三三者者認認証証をを受受けけてていいまますすかか？？対対象象ととななるる生生産産量量ままたたはは消消費費量量おおよよびび比比率率ををおお答答ええくくだだささいい。。

2018年年かかららのの変変更更点点
修正あり

背背景景・・根根拠拠
この質問では、第三者認証を受けている生産 /消費の基準について尋ねています。信頼できる第三者機関による認証プロセスでは、投資家その他のデータ使用者に対して、貴社が責任ある慣行を採用していることを実証す
る貴重な方法を得られる可能性があります。基準に議論の余地がある可能性、世界規模で発展段階である基準の策定には妥協も生じざるを得ないことが認識されている一方、貴社のリスク管理戦略および慣行の向上を通
じて、貴社の利益となる協働の機会が得られる可能性があります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則8:モニタリングと検証

回回答答形形式式

以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 認証スキームを指定していますか? 認証の対象 第三者認証スキーム 総生産量/消費量のうち認証を受けた量の割
合

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティから作成され
たリスト

選択肢:
はい
いいえ

選択肢:
生産量
消費量

該当するものをすべて選択してください:
表の下に示されているドロップダウンリスト

数値記入欄[0～100の数字を 入力]

•
•

•
•

•
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コモディティの形態 認証を受けた生産量/消費量 単位 説明してください

該当するものをすべて選択してください:
表の下に示されているドロップダウンリスト

数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、0～999,999,999,999の数字を入力] 選択肢:
トン
リットル
ガロン
丸太相当量 (RWE)
木質原材料相当量 (WRME)
立方メートル
平方メートル
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

第三者認証スキーム(列4)

• •
•
•
•
•
•
•
•
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木材木材:
FSC Forest Management certification
FSC Chain of Custody
FSC Controlled Wood
FSC Group certification
FSC SMLIF (small or low-intensity managed forest)
FSC Recycled
PEFC Sustainable Forest Management certification
PEFC Chain of Custody
PEFC Project Chain of Custody
PEFC Group certification
SFI Forest Management certification
SFI Chain of Custody
SFI Fiber Sourcing certification
RA SmartWood
RA SmartLogging
カナダ規格協会(CSA) Z809
カナダ規格協会(CSA) Z804
オーストラリア森林規格(AS 4708)
オーストラリア加工・流通過程の管理規格(AS 4707)
American Forest Foundation Tree Farm System
緑の循環認証会議(SGEC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

パーム油パーム油*:
RSPO producer/grower certification
RSPO Identity Preserved
RSPO Segregated
RSPO Mass Balance
RSPOブックアンドクレーム
RSPO Next
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
RA Sustainable Agriculture Network (SAN) standard
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

畜牛品畜牛品*:
RA SAN Standard for Sustainable Cattle Production Systems
RA SAN Chain of Custody
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

大豆大豆*:
RTRS Chain of Custody
RTRS Standard for Responsible Soy Production
RTRS certificate trading
ProTerra certification
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

その他 (具体的にお答えください)

*製紙・林業セクター企業には表示されません

対象コモディティの形態(列6)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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木材木材:
広葉樹丸太
針葉樹丸太
製材された木材、ベニヤ、チップ
未加工木材ファイバー
パルプ
紙
板材、合板、加工木材
一次梱包材
二次梱包材
三次梱包材
セルロースベースの織物繊維
木質バイオエネルギー
非再販製品(GNFR)

パーム油パーム油*:
パーム油の果実
粗パーム油(CPO)
粗パーム核油(CPO)
パーム核粕(PKM)
精製パーム油
パーム油誘導体
パーム核油誘導体
パーム由来のバイオディーゼル

畜牛品畜牛品*:
牛
牛脂
牛肉
副産物(例:グリセリン、ゼラチン)
皮革
牛脂由来のバイオディーゼル

大豆大豆*:
未加工の大豆
大豆油
大豆粕
大豆誘導体
大豆由来のバイオディーゼル

その他 (具体的にお答えください)

*製紙・林業セクター企業には表示されません

回答要望内容回答要望内容

森林リスク・コモディティ(列1)

この質問には、情報を開示するすべての森林リスクコモディティについて、コモディティごとに1行追加して回答するよう徹底してください。
貴社で、同一のコモディティの生産と消費の両方に第三者機関の認証スキームを指定している場合は、それぞれについて1行追加してください。

認証スキームを指定していますか？(列2)

情報を開示する1つ以上のコモディティについて、認証スキームを指定していない場合でも、列1に記入したそれぞれのコモディティについて新たに1行追加し、この列で「いいえ」を選択する必要があります。その説

選択した各コモディティについて複数の認証スキームに準拠している場合は、該当する認証スキームをすべて選択してください。

利用可能な選択肢がどれもふさわしくない場合、または別のプログラムを追加したい場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択して、そのプログラムを指定してください。その場合、貴社が指定するプロ グ
ラムについて、簡潔な説明を列8に記入してください。

総生産量/消費量のうち認証を受けた量の割合(%)(列5)

これは、コモディティの総量で、貴社で生産されるもの、または消費されるもののいずれかを指します。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
明を、列8 (説明してください) に記入してください。

認証の対象 (列3)

• 貴社の認証スキームの対象範囲を最も良く反映している選択肢、すなわち貴社の生産量および /または消費量に当てはまるかどうかを選択します。同じ認証スキームが生産量と消費量の両方に当てはまる場合、各選択
肢に対して1行を追加してください。

第三者認証スキーム (列4)

•
•

•
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貴社が、選択したコモディティの生産者でも消費者でもある場合、生産量中の比率と消費量中の比率を別の行に分けて記入してください。
列3 (第三者...) で選択したコモディティの総生産量または総消費量の中で、現在認証スキームによる認証を受けている部分の比率を記入してください。

コモディティの形態(列6)

列3で選択した認証スキームの対象範囲となるコモディティの形態をすべて選択します。

認証を受けている生産量/消費量(列7)

選択したコモディティの生産量または消費量の中で、列3で選択したプログラムによる認証を現在受けている量を記入してください。推定値である場合は、その点を列8 (説明してください) に記入してください。
列5 (コモディティの形態) で選択したコモディティの形態により、異なる単位で表わされている場合 (例：平方メートルと立法メートル) は、その生産量/消費量の中で最大の比率を占める形態の数値を記入してくださ

い。

単位(列8)

列6 (...量) で記入した数値の単位を選択してください。
情報を開示するコモディティの形態に適した単位を選択するよう徹底してください。
該当する選択肢がない場合は、「その他、具体的にお答えください」を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

説明してください(列9)

これまで記入した列の中で必要があれば、場合に応じてガイダンスに従い、さらに詳しい情報/説明を記入してください。第三者認証の採用に関する1件以上の実例またはケーススタディを記載してください。

Explanation of terms
Certification: the action or process of providing a product with an official document attesting to a status or level of achievement against a certain standard.
Consumption volume: refers to the volume of commodity sourced/purchased by your company, for processing, trading or use as input for manufacturing and/or packaging. This includes the commodity volume

contained within manufactured goods sold by retailers.
Production volume: refers to the volume of commodity produced by your company, i.e. commodity grown, reared or harvested within owned/managed land.
Third-party certification: when a certification process is carried out by an independent organization.

Example response

Forest risk commodity Do you specify any certification scheme? Certification coverage Third-party certification scheme % of total production/ consumption volume
certified

Palm Oil Yes Consumption volume RSPO Segregated,
RSPO Mass Balance

97%

Form of commodity Volume of production/ consumption
certified

Metric Please explain

Crude palm oil (CPO), Crude palm kernel oil
(CPKO)

100,000 Metric tons Around 97% of our procured palm oil is RSPO certified. Of this, 45% is RSPO Mass Balance certified and 52% is
certified through RSPO Segregated supply. Our supply from Malaysia, which encompasses 80% of our
consumption, is 100% certified under these schemes.

(F6.5) 回回答答すするるココモモデディィテティィにに関関ししてて、、第第三三者者認認証証以以外外でで持持続続可可能能なな生生産産/調調達達基基準準をを指指定定ししてていいまますすかか?対対象象ととななるる生生産産量量/消消費費量量のの割割合合とと、、ササププラライイヤヤーーががここれれららのの基基準準にに準準拠拠ししてていいるるかかのの
モモニニタタリリンンググのの有有無無をを示示ししまますす。。
2018年年かかららのの変変更更点点

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
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若干の変更

背背景景・・根根拠拠
貴社によって設定された基準は、サプライヤー、パートナー、およびバイヤーにマーケットシグナルを送り、現場での生産基準とバリューチェーンの下流からの需要に間接的な影響を及ぼします。一部のコモディティ、
場所または製品に対して、第三者認証スキームを採用することに制限がある可能性があり、企業をその他の基準を採用するか、または独自の物を開発するように促されます。企業は、森林リスク・コモディティを生産お
よび/または消費するために従う環境原理と規則が第三者認証スキームにまだ含まれていない場合、それらの概要を明確に述べる必要があります。この情報によって、貴社によって森林リスク・コモディティの生産およ
び/または調達が行われる方法に関する詳細な状況をデータ使用者に示します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則8:モニタリングと検証

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。読みやすくするために、複数の行に渡って表が表示されます。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 持続可能性基準を指定していますか? 基準の種類 基準の詳細 基準の対象となるコモディティ総量の割合

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティから作成されたリ
スト

選択肢:
はい
いいえ
第三者認証以外の基準なし

選択肢:
生産*
調達**

文章記入欄[最大2,400文字] 選択肢:
<10%
10～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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この基準への準拠をモニタリングするシステムを導入し
ていますか?

モニタリングシステムの種類*** 基準に準拠しているサプライヤーの割合† 説明してください

選択肢:
はい
いいえ

該当するものをすべて選択してください:
地理情報システム(GIS)
地上ベースのモニタリングシステム
空中モニタリングシステム
第一者監査
第二者監査
第三者監査
その他 (具体的にお答えください)

選択肢:
<10%
10～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%
不明

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

*質問F0.4で[生産]を選択した場合にのみ表示されます。

** 質問F0.4で[加工]、[取引]、[製造]、または[販売]を選択した場合にのみ表示されます。

*** 列6[...システムを導入していますか?]で「はい」を選択した場合のみ、列が表示されます。

† 列3[基準の種類]で[調達]を選択した場合のみ、列が表示されます。

回答要望内容回答要望内容

全般

F6.4で言及した第三者認証スキームにまだ含まれていない、貴社が採用した基準に関する情報を記入します。

森林リスク・コモディティ(列1)

開示した森林リスク・コモディティすべてに関して、各コモディティに対して1行以上を追加することで、この質問に回答するようにします。

持続可能性基準を指定していますか?(列2)

生産および調達持続可能性基準には第三者によって設定された公表されている基準が含まれます。例えば、ISO 20400のほか、持続可能な調達方針などの企業によって設定される社内基準も含みます。
開示した森林リスク・コモディティの持続可能性に直接関連した基準のみが、本質問への回答に関連します。
1つ以上の基準を指定する場合、[はい]を選択します。指定しない場合、列9(説明してください)に説明を記入します。
F6.4で既に開示した第三者認証スキームに基づいた生産および/または調達基準を指定する場合、[第三者認証以外の基準なし]を選択し、[説明してください]の列でそれを説明します。

基準の種類(列3)

貴社が生産と調達の両方に関する持続可能性基準を指定する場合、各基準に対して1行を追加してください。

基準の詳細(列4)

貴社の方針やコミットメントとどのように関連があるのか、貴社の直接操業、サプライチェーン、あるいはその両方に適用されるのかを説明して、貴社が指定した基準について述べます。例外事項を示します。

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
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貴社が第三者によって作成された基準を採用している場合、ここで具体的にお答えください。
該当する場合、貴社による持続可能性基準の採用に関連した1つ以上の例を記入します。

基準の対象となるコモディティ総量の割合(列5)

現時点で基準の対象になっている選択したコモディティの総生産量または消費量の割合を示します。これは、貴社によって生産または調達されるコモディティの総量のことを指します。

この基準への準拠をモニタリングするシステムを導入していますか?(列6)

サプライヤーが貴社の調達基準に適合しているかモニタリングするために導入しているシステムまたは手順があるかを示します。基準の適用状況のモニタリングは定期的または臨時の監査によって実施可能であり、
現場視察やサプライヤーへのアンケートなどの方法がよく取られます。調達基準の遵守がサプライヤーを選択するプロセスで要件の1つとなっていることもあります。この場合、[はい]を選択してください。

モニタリング システムの種類(列7)

 貴社が導入しているモニタリング システムの種類を選択し、列9(説明してください)に詳細を記入します。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

基準に準拠しているサプライヤーの割合(列8)

持続可能な調達基準の対象になっている貴社のサプライヤー総数の割合を示します。

説明してください(列9)

該当する場合は貴社のモニタリングの詳細を含む、貴社の基準に関する追加情報を記入し、例外事項を示します。
該当する場合、モニタリング システムに関連する1つ以上の例を記入します。

Explanation of terms
First-party auditing: also known as internal auditing, is the process conducted by the company itself to assess if its products and/or services fulfil the requirements specified by a standard, policy or commitment.
Monitoring: continuous surveillance of specific indicators, through systematic collection of data, to assess compliance with standards, policies or commitments (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core

Principles and Definitions, 2018).
Second-party auditing: process conducted by an external party (either a customer or other contracted organization on behalf of a customer) to assess if products and/or services fulfil the requirements specified by a

standard, policy or commitment.
Standard: level of quality or achievement used as a measure, norm, model. Usually corporate standards are a document that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or

related processes and production methods that are understood by the company as the minimum accepted requirements.
Sustainable procurement standard: set of rules and guidelines that define a process whereby organizations meet their needs for goods and services in a positive cost-benefit way generating benefits not only to the

organization, but also to society and the economy, whilst minimizing damage to the environment. This is applicable to the commodity that is sourced/purchased by a company.
Sustainable production standard: set of rules and guidelines that define the minimum requirements for producing raw materials, goods or delivering services sustainably, i.e., minimizing social-environmental impacts

and maximizing gains to the company. This is applicable to the commodity that is grown, reared or harvested within a company’s direct operations.
Sustainability standard: standard that addresses social, environmental or economic practices of a defined entity (Source: ISEAL Alliance, 2014 ).
Third-party auditing: process conducted by an independent party (e.g., a certification body) to assess if products and/or services fulfil the requirements specified by a standard, policy, or commitment.

協働

(F6.6) 森林伐採森林伐採/森林劣化の削減または排除を目標とするベストプラクティスを奨励および支援するために小規模農家と協働していますか森林劣化の削減または排除を目標とするベストプラクティスを奨励および支援するために小規模農家と協働していますか?

他質問との関連他質問との関連
F0.4の回答で「生産」、「加工」、および/または「取引」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点

•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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修正あり

背背景景・・根根拠拠
森林リスク・コモディティの生産は、現地の経済発展に向け、地元のステークホルダーと協働する機会を提供することもあります。また、多くの国では、原材料を持続的に供給するために小規模農家との協力が必要とな
ることがあります。この質問では、小規模農家との企業の協働の範囲に関して尋ねています。 CDPデータ使用者は、企業がサプライチェーンの認識向上に向けて進展しているかを理解するために、この情報を評価しま
す。小規模農家と協働することを通じて、企業は供給品の量と質を増やし、トレーサビィリティーのレベルを向上させることができるほか、調達費用も削減できます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則3:サプライチェーンコンプライアンスのための管理

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回回答答形形式式

以下の表に回答を記入してください :

森林リスク・コモディティ 小規模農家と協働していますか? 小規模農家との協働の方法* 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい、小規模農家と協働している
いいえ、小規模農家とは協働していない
該当なし

該当するものをすべて選択してください:
生産者への直接トレーニング の提供
地方機関との協働
農業投入物の提供
金銭的インセンティブの提供
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

*列2[小規模農家と協働していますか?]で[はい、小規模農家と協働している]を選択した場合のみ、列が表示されます

回答要望内容回答要望内容

全般

小規模農家の管理下にある地所には、地域社会、先住民、家族、栽培者および /または農場経営者の管理下にある植林地、大農園、および農耕地が含まれます。通常、これらの地所は森林リスク・コモディティの低強
度収穫のために管理されます。
貴社が小規模農家と協働している場合、その協働に関する情報を開示してください。

小規模農家と協働していますか?(列2)

選択したコモディティのそれぞれに関して小規模農家と協働しているかを示します。

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
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小規模農家から調達しているが、協働していない場合、[いいえ、小規模農家とは協働していない]を選択しください。
小規模農家から調達していない場合、[該当なし]を選択しください。

小規模農家との協働の方法(列3)

貴社が採用した内容を最も良く反映している協働の方法を回答してください。例えば、生産者に技術的支援と拡張サービスを提供する場合、 [生産者への直接トレーニングの提供 ]を選択できます。一方で、無償の種付
け、化学肥料、機器および工具を提供する場合、[農業投入物の提供]を選択します。
選択した各コモディティに関して、小規模農家と協働するために幾つかの方法を採用している場合、当てはまるものすべてを選択できます。
どの選択肢も適切ではない、または別のアプローチを追加したい場合、[その他、具体的にお答えください]を選択してください。記入のための文章記入欄が表示されます。

説明してください(列4)

小規模農家と協働する方法、特定のプロジェクト、およびこの作業の影響に関する詳細を記入します。
「小規模農家」の企業特有の定義をこの列で述べることもできます。
[小規模農家と協働していますか?]の列で、[いいえ、小規模農家とは協働していない]の選択肢が選択されている場合、小規模農家との協働がない理由の説明を記入します。
[小規模農家と協働していますか?]の列で[該当なし]が選択されている場合、小規模農家が会社の事業モデルとサプライチェーンに関連しない理由の説明を記入します。

(F6.7) 一一次次ササププラライイヤヤーーとと協協働働ししてて持持続続可可能能なな原原材材料料供供給給力力をを支支援援ししたたりり改改善善ししてていいまますすかか?

他他質質問問ととのの関関連連
F0.4の回答で「加工」、「取引」、「製造」、および /または「販売」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、一次サプライヤーとの協働に関して質問しています。森林減少のないサプライチェーンに関するコミットメントを立て、追求し続けている企業に向けては、この質問サプライチェーンにおける企業の協働
の第1段階です。この情報によって、投資家やCDPデータ使用者は企業のサプライチェーンの認識を評価できるようにします。企業は、サプライチェーン内での差し迫ったリスクと機会を理解することで、この質問に回答
する強みを得ます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則3:サプライチェーンコンプライアンスのための管理

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回回答答形形式式

•
•

•
•
•

•
•
•
•
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以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 一次サプライヤーとの協働の有無 サプライヤーとの協働の手法 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい、一次サプライヤーと協働している
いいえ、一次サプライヤーと協働していない
該当なし

該当するものをすべて選択してください:
サプライチェーンマッピングツールの開発や配布
集中データベースへのデータ収集
認証取得の促進
マルチステークホルダーグループとの協働を促進
環境・社会指標に関するサプライヤーへのアンケート
ワークショップ、トレーニング
サプライヤー監査
サプライヤー権利
契約上の取り決め
共同プロジェクト
財政的支援
技術的支援
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問は、持続可能な原材料 /製品の供給に関連し、御社のサプライヤーのキャパシティビルディングに向けた努力を取り扱います。加工業者、貿易業者、製造者および小売業者は、一次サプライヤーと協働し、彼
等によって調達される原材料が持続可能な形で生産されることを確実にすること、そして、サプライヤーが方針、生産または調達基準に適合していないことが分かった場合は、現場での活動の実施を支援することをお
勧めします。

一次サプライヤーとの協働の有無 (列2)

 持続可能な材料に対する需要を満たすように処理能力を構築するために一次サプライヤーと協力しているかを示します。サプライヤーがいない場合、[該当なし]の選択肢を選択します。

サプライヤーとの協働の手法(列3)

選択した各コモディティに関して、サプライヤーと協働するために幾つかの手法を採用している場合、当てはまるものすべてを選択します。
どの選択肢も適切ではない、または別の手法を追加したい場合、[その他、具体的にお答えください]を選択してください。記入のための文章記入欄が表示されます。
 列2(一次サプライヤーとの協働の有無)で[該当なし]を選択した場合、この特定の行に対して、この列のどの選択肢も選択できなくなることにご注意ください。

説明してください(列4)

採用された協働戦略、企業に協力しているサプライヤーの数、およびサプライヤー協働の1つ以上の例に関する詳細を含む、貴社の協働アプローチに関する追加情報を記入します。
列2で[該当なし]が選択された場合、サプライヤーが会社の事業モデルとサプライチェーンに対して関連していない理由の説明を記入します。
一次サプライヤーと協働していない場合、協働していない理由について説明してください。

Explanation of terms
Supply chain mapping: process of documenting the origin of raw materials within your supply chain, including all relevant activities (e.g., production, processing, manufacturing, transportation and distribution).(Adapted

from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

Additional information

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
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For insights about the value of supplier engagement, please refer to the Global Supply Chain Report (Source: CDP, 2019)

(F6.8) 森林関連リスクの管理および緩和のために一次サプライヤーを超えて協働していますか森林関連リスクの管理および緩和のために一次サプライヤーを超えて協働していますか?

他質問との関連他質問との関連
F0.4の回答で「製造」および/または「販売」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、サプライチェーンのより深いレベルでのサプライヤー協働に関して尋ねています。この質問では、一次サプライヤーの範囲を超えて森林関連問題を理解し、対処すること向けて企業が働きかけていること
を投資家やその他のCDPデータ使用者に証明します。企業は、サプライチェーン内のリスクと機会のより全体的な認識を持つこと、そしてその結果として、森林関連問題をより全体的に管理できることから強みを得るこ
とができます。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則3:サプライチェーンコンプライアンスのための管理

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

森林リスク・コモディティ 一次サプライヤーを超えて協働していますか? 説明してください

F0.5で選択した森林リスク・コモディティから自動入力 選択肢:
はい、一次サプライヤーを超えて協働している
いいえ、一次サプライヤーを超えては協働していない
該当なし

文章記入欄[最大2,400文字]

回答要望内容回答要望内容

全般

 多くの企業は多層のサプライチェーンを持っています。そのため、「一次サプライヤーを超える」とは間接サプライヤー (すなわち、サプライヤーのサプライヤー )のことを指します。貴社が間接サプライヤーと協働

している場合、[はい、一次サプライヤーを超えて協働している]を選択してください。

説明してください(列3

•

•
•
•

•
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プロジェクトの種類、協働の種類、今までの成果、および計画に関する詳細を記入することで、間接サプライヤーと協働し、リスクを減らすために行っている内容について述べます。採用された協働戦略、協働した
間接サプライヤーの数、間接サプライヤーとの協働に関する1つ以上の例に関する情報を含めます。
例として次のものが挙げられるかもしれません。サプライヤーとの間で会議の開催、工場または農場の監査の実施、調達契約またはサプライヤーの改善計画が実施されていることの証明。
列2(一次サプライヤーを超えて協働していますか?)で[該当なし]が選択された場合、一次サプライヤーを超えたサプライヤーが会社の事業モデルとサプライチェーンに関連しない理由の説明を記入します。
間接サプライヤーと協働していない場合、貴社に関連しないと考える理由を説明します。

Explanation of terms
First-tier supplier: in a multi-tiered supply chain, usually comprised of manufacturers and retailers value chains, the first-tier supplier is the company that provides goods or services directly to the purchasing

organization. Therefore, first-tier suppliers are those at the first stage in a company’s upstream supply chain.

(F6.9) 回回答答すするるココモモデディィテティィのの持持続続可可能能性性にに関関すするる方方針針のの実実行行をを促促進進すするるたためめにに、、社社外外ののイイニニシシアアチチブブままたたはは活活動動にに参参加加ししてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
森林リスク・コモディティに由来する持続可能な原材料の市場に影響を及ぼす活動に関与することは、これらの材料の供給と需要の増加を促進するために重要です。同様に、複数のステークホルダーが関与するイニシア
チブに関与することで、貴社がリスク管理戦略および生産 /調達活動を向上するために役立つ協働の機会を得られます。市場での技術革新を促進するためのほか、持続可能な原材料の生産および /または調達に関連した課
題の解決策を探すための機会もあります。

この情報によって、貴社が森林に関連する持続可能な原材料の生産および /または調達の分野でどの程度先を見越しているかに関する見識を CDP投資家やその他のデータ使用者に示します。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

SDG

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

AFi

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•
•
•

•
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森林リスク・コモディティ 活動/イニシアチブに参加していますか? 活動 イニシアチブ* 説明してください

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティのリ
スト

選択肢:
はい
いいえ

選択肢:
マルチパートナーシップまたはステークホルダーイニシ

アチブに参加した
政策担当者や政府と協働している
業界プラットフォームに参加している
コミュニティと協働している
非政府組織と協働している
調査機関への出資を通して
その他 (具体的にお答えください)

該当するものをすべて選択してください:
表の下に示されているドロップダウンリスト

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

*前の列で「マルチパートナーシップまたはステークホルダーイニシアチブに参加した」を選択した場合にのみ表示。

イニシアチブ(列4)

全般全般
UN Global Compact
Tropical Forest Alliance 2020 (TFA: 熱帯森林同盟2020)
Natural Capital at Risk
The Consumer Good Forum (CGF)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
その他 (具体的にお答えください)

木材木材

FSC
PEFC
Sustainable Forestry Initiative (SFI)
EU Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC)
WBCSD Forests Solutions Group

パーム油パーム油**

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Palm Oil Innovation Group (POIG)
High Carbon Stock Approach Steering Group
International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)
Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP)

畜牛品畜牛品**

Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)
Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock (GTPS)
Sustainable Agriculture Initiative (SAI)
Sustainable Apparel Coalition (SAC)

大豆大豆**

Roundtable on Sustainable Soy (RTRS)
Sustainable Agricultural Initiative (SAI)

**製紙・林業セクター企業には表示されません

回答要望内容回答要望内容

全般

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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 開示した森林リスク・コモディティすべてに関して、各選択したコモディティに対して1行以上を追加することで、この質問に回答するようにします。

森林リスク・コモディティ(列1)

コモディティにつき複数の行を追加できます。

活動/イニシアチブに参加していますか?(列2)

 開示したコモディティの持続可能な生産または消費に関する貴社の方針/コミットメントの実施に資する社外の活動またはイニシアチブに参加している場合、[はい]を選択します。

活動(列3)

いくつかの活動またはイニシアチブに参加している場合、それぞれに対して新しい行を追加します。
 該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

イニシアチブ (列4)
 この列は列3の[マルチパートナーシップまたはステークホルダー  イニシアチブに参加している ]の選択肢について言及します。

 貴社が積極的に参加しているものを示すために、主要なマルチステークホルダー  イニシアチブのリストが示されます。掲載された一部のイニシアチブは標準化団体を意味しています。基準に基づいた認定製品を購入ま
たは生産しているのかではなく、貴社が積極的に協働している選択肢だけを選択することにご注意ください。

 掲載されていないマルチステークホルダー イニシアチブに参加している場合、[その他、具体的にお答えください]を選択します。記入のための文章記入欄が表示されます。

 列3または列4で[その他、具体的にお答えください]を選択した場合、指定した活動/またはイニシアチブについてここで述べます。

Explanation of terms
Jurisdictional approach: governance, monitoring, or enforcement initiatives implemented at the jurisdiction level (e.g. municipality, state) to help address social and environmental challenges and create opportunities

related to sustainability (e.g., tackling deforestation, smallholder inclusion, sustainable forest management) (Source: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).
Multi-stakeholder initiative: initiative that is governed by different stakeholder groups, including private sector companies and their associations, civil society organizations (e.g., environmental and social NGOs) and

possibly farmer organizations, government organizations and knowledge providers. (Source: SAI Platform, 2015).

Example response

Forest risk commodity Do you participate in
activities/initiatives?

Activities Initiatives Please explain

Cattle Products Yes Involved in multi-partnership or
stakeholder initiatives

The Consumer Good Forum (CGF), Global
Roundtable for Sustainable Beef (GRSB),
Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock
(GTPS)

We have been active members of the Consumer Goods Forum since 2014 and have
committed to achieve zero net deforestation by 2020. Alongside this we are also on the
board for the Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB), and are a member of the
working group for the Brazilian Roundtable on Sustainable Livestock (GTPS). For the latter,
we have supported the implementation of policies to improve traceability systems and
productivity. These sustainable policies have been implemented in our farms in Brazil.

•

•

•

•
•

•
•
•
説明してください (列5)

• 選択した活動/イニシアチブのそれぞれにおいて、例えば、景観または管轄に基づく方法とイニシアチブとの協働、またはスキームの作成、またはコモディティの持続可能な供給の提供のための解決策の発見において
の貴社の役割に関する追加情報を記入します。該当する場合は例を示します。

•

•
•
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F7 相関とトレードオフ相関とトレードオフ

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F7. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

相関とトレードオフ

(F7.1) 接接操操業業おおよよびび/ままたたははババリリュューーチチェェーーンンののそそのの他他のの部部分分ににおおいいてて、、森森林林ととそそのの他他環環境境問問題題のの間間のの相相関関ややトトレレーードドオオフフをを特特定定ししてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
企業は、森林、気候変動、および水の問題の複雑な相互関係が原因による影響、リスク、機会に対する対応に全体的なアプローチを取るようにしてください。貴社の森林を除いた他の環境面への事業活動と管理活動の意
味を知り、森林および他の環境問題の相関とトレードオフを理解することで、成熟した環境スチュワードシップアプローチを示すことができます。

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問では、森林に関する影響およびリスクを管理したり、機会を追及する行動を起こす際に認識あるいは考慮される相関とトレードオフに関して尋ねています。
相関とトレードオフは、貴社の直接操業、およびローカル、国および地域レベルにあるバリューチェーンの他の部分に起こる場合があります。
相関またはトレードオフのどちらかを認識している場合、「はい」を選択してください。後に詳細を具体的に記入することができます。

•
•

•
•
•
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Explanation of terms
Linkage: a relationship where your management of forests has a positive impact on another environmental issue. For example, forests role in regulating the water cycle (which impacts local, regional, and continental

climates), moderating flooding, and improving water security.
Tradeoff: a relationship where your management of forests has a negative impact on another environmental issue. For example, biodiversity loss and ecosystem degradation may promote an increase in greenhouse gas

emissions because of the loss of vegetation cover and unbalance of ecosystems functioning.

Additional information
For more information on the linkages between forests, water security and climate change please see the below brief by WeForest:

https://www.weforest.org/newsroom/managing-forests-water-and-climate-cooling

For a recent example of a forests tradeoff please see the below:

https://www.theguardian.com/cities/2017/nov/28/sao-paulo-water-amazon-deforestation

(F7.1a) 相関やトレードオフ、及び関連方針や行動について記載してください。相関やトレードオフ、及び関連方針や行動について記載してください。

他質問との関連他質問との関連
F7.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、貴社が認識した相間／トレードオフの詳細を記入します。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

SDG

目標6:安全な水とトイレを世界中に

目標12:つくる責任つかう責任

目標13:気候変動に具体的な対策を

目標15:陸の豊かさを守ろう

回答形式回答形式
以下の表に 回答を記入してください。回答行を追加するには、 表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

相関/トレードオフ 相関/トレードオフの種類 相関/トレードオフの詳細 方針または対応策

選択肢:
相関
トレードオフ

選択肢:
表の下に示されているドロップダウンリスト

文章入力欄 [最大1,000字] 文章入力欄 [最大1,500字]

[回答行を追加]

•
•

•

•

•
•

•
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相関/トレードオフの種類(列2)

相関相関
温室効果ガス排出量減少
炭素隔離増加
災害リスク削減
土壌保全
水の供給量改善
水質改善
水流量規制
その他の相関(詳述してください)

トレードオフトレードオフ
温室効果ガス排出量増加
水の供給量減少
水質低下
地下水涵養減少
土壌劣化
その他のトレードオフ(詳述してください)

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社の森林管理が原因となる、森林以外の他の環境問題との相関および／またはトレードオフを選択してください。
これには貴社の他の環境問題の管理から発生した、森林問題との相関やトレードオフは含まれませんので注意してください。

相関/トレードオフおよび相関/トレードオフの種類(列1および列2)

列1の選択内容によって、列2に表示される選択肢が決まります。
適切な選択肢がない場合、「他の相関（またはトレードオフ）」を選択し、文字入力欄に御社の相関／トレードオフのラベルを記入してください。

相関/トレードオフの詳細(列3)

森林関連問題の管理に対する貴社のアプローチがどのように他の環境問題との相関を明らかにしたり、トレードオフを生じさせたかについて記入してください。
貴社事業に対して、この相関／トレードオフによって既にもたらされた影響、または今後もたらされる可能性のある影響を含めてください。
貴社のバリューチェーンのどこでこの相関/トレードオフが識別されたかを記入してください。

方針または行動(列4)

森林および他の環境問題の相関による機会またはトレードオフによる課題に面する時の方針や管理活動について回答してください。方針／管理行動が貴社の企業戦略にどのように統合されるかの具体的な詳細を含め  て
ください。

Explanation of terms
Linkage: a relationship where your management of forests has a positive impact on another environmental issue. For example, forests role in regulating the water cycle (which impacts local, regional, and continental

climates), moderating flooding, and improving water security.
Soil conservation: preventing of soil loss from erosion or reduced fertility caused by over usage, acidification, salinization or other chemical soil contamination, caused by unsustainable agricultural methods, e.g., slash-

and-burn.
Soil degradation: a change in the soil health status resulting in a diminished capacity of the ecosystem to provide goods and services for its beneficiaries. Degraded soils have a health status such, that they do not

provide the normal goods and services of the particular soil in its ecosystem (Source: FAO SOILS PORTAL).
Tradeoff: a relationship where your management of forests has a negative impact on another environmental issue. For example, biodiversity loss and ecosystem degradation may promote an increase in greenhouse gas

emissions because of the loss of vegetation cover and unbalance of ecosystems functioning.
Water flow regulation: an increased retention of rainfall in porous forest soil and debris, and a reduction in stormwater runoff (Source: WRI, 2011).

Additional information
For insights on the linkages between forests and climate, please refer to ‘Nature’s Make or Break Potential for Climate Change’ (Source: The Nature Conservancy, 2017)

(F7.1b) 貴社が森林とその他の環境問題との間の相関やトレードオフを特定していない理由を回答してください。貴社が森林とその他の環境問題との間の相関やトレードオフを特定していない理由を回答してください。

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
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他他質質問問ととのの関関連連
F7.1の回答で「いいえ」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
貴社の森林を除いた他の環境面への事業活動と管理活動の意味を知り、森林および他の環境問題の相関とトレードオフを理解することで、成熟した環境スチュワードシップアプローチを示すことができます。投資家およ
び他のデータ利用者は、貴社があらゆる相間／トレードオフを識別しなかった主な理由を理解し、近い将来これを評価するためのあらゆる計画について学びたいと考えています。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください :

主な理由 コメント

選択肢:
検討したが、特定されなかった
検討していないが、今後2年以内に特定する予定
重要だが、事業上の差し迫った優先事項でないため
重要でないと判断し、理由も説明
社内リソースの不足
事業活動に関するデータ不足
経営陣から指示がないため
その他 (具体的にお答えください)

文章入力欄 [最大500字]

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社があらゆる相関／トレードオフを識別しなかった包括的な理由を選択するか、今後2年以内にこれを評価する計画があるかどうかを記入してください。
貴社が検討中または承認済みの計画案を策定している場合のみ、「検討していないが、今後2年以内に特定する予定」を選択してください。

コメント(列2)

貴社が可能性のあるあらゆる相関またはトレードオフを将来的に考慮し、取り組む計画がある場合、将来の計画の詳細を記入した情報を含めることができます。
貴社がそれを考慮、計画していない場合は、その理由を記入してください。

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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F8 検証検証

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F8. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

検証

(F8.1) CDPへへのの回回答答でで報報告告ししたた森森林林関関連連情情報報のの第第三三者者検検証証をを受受けけてていいまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、貴社が回答で開示したデータや他の情報を現在検証しているかどうかに関して質問しています。これは、提供された情報の信頼性／質を確保し、データ利用者の期待に沿うものです。 CDPでは、検証と保
証によって開示されるデータとプロセスの正確性を確保できるようにするため、環境報告におけるベストプラクティスとして第三者の検証と保証を支援しています。従って、この質問によって、 CDPに開示したデータを
すでに検証している企業がこれに関するその取り組みを報告し、その結果、 CDPデータ使用者が将来、企業の中でのベストプラクティスであることを期待する傾向をハイライトしています。 CDPでは森林関連で普遍的に
適用される検証基準が不足していることを認識しており、そのため、現在使用している検証活動の規模と基準を開示することを求めています。この情報は、検証に関する質問を今後開発する上で参考になります。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:
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はい
実施中
いいえ、しかし今後2年以内に検証することを積極的に検討中
いいえ、より成熟度の高い検証基準/プロセスを待っている
いいえ、CDPで報告した森林関連情報は検証していない。そして、検証する予定もない。

回答要望内容回答要望内容

全般

CDPは、次のようなデータ／手続きの検証および保証を求めています。

-第三者（すなわち、独立機関）が実施し、かつ貴社独自またはパートナー組織が実施したものではないもの
-認証機関により要求されたために実施したものではないもの認証に関する情報は、「認証と持続可能性基準」セクション（F6.4）で開示する必要があります。

本回答内に含まれる森林に関するデータ検証に対する貴社のアプローチを最もよく表している選択肢を選択してください。
この要求で開示したあらゆるデータ／情報を現在検証している場合は、「はい」を選択してください。後に詳細を記入することができます。

Explanation of terms
Third-party verification: procedure carried out by an independent party to check that a product, process, service or system is compliant with a standard, policy or commitment.
Verification: assessment and validation of compliance, performance, and/or actions (as defined below) relative to a stated commitment, standard, or target. Verification processes typically utilize monitoring data but may

also include other sources of information and analysis. Verification is one component of the auditing process. (Adapted from: Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018).

(F8.1a) 貴社の貴社のCDP回答の中ではどのデータポイントの検証を受けましたか回答の中ではどのデータポイントの検証を受けましたか?また、どのような検証基準を使用しましたかまた、どのような検証基準を使用しましたか?

他質問との関連他質問との関連
F8.1の回答で「はい」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、御社組織が現在検証しており、CDPに開示した情報、および使用し企画に関するデータを収集します。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

AFi

コア原則8:モニタリングと検証

回答形式回答形式
以下の表に 回答を記入してください。回答行を追加するには、 表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
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開示モジュール 検証されたデータポイント 検証基準 説明してください

選択肢:
F0.イントロダクション
F1. 現在の状況
F2.手順
F3.リスクと機会
F4.ガバナンス
F5.戦略
F6.実践
SF.サプライチェーンモジュール
その他 (詳述してください)

文章記入欄[最大1,000文字] 文章記入欄[最大1,000文字] 文章入力欄 [最大2,000字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

貴社が検証したデータ／プロセス／システムの各種類ごとに新しい行を追加してください。

検証を受けたモジュール／データポイント(列1および2)

列1には、検証を受けた情報を回答した各モジュールごとに新しい行を追加してください。
いずれの選択肢も適していない場合、「その他、具体的にお答えください」を選択し、文字入力欄に御社のモジュールを記載してください。
選択した各モジュールごとに、情報および情報を開示した質問番号を記入してください。例えば、認証を受けた総生産量の割合に関する回答データを検証する場合、このデータポイントを列2[検証されたデータポイン

ト]で言及し、質問F6.4に関係することを記入してください。

検証基準(列3)

貴社の情報を検証するのに使用した基準を、基準を提供する検証機関を含めて説明し、この基準を選択した理由を説明してください。

説明してください (列4)
選択したデータ／プロセス／システムをそれぞれの基準で検証することを選んだ理由を説明してください。

どの程度の頻度でこの検証を行うか、並びに実施範囲、すなわち、直接操業のみに適用するか、それともバリューチェーンのその他の部分に適用するか、あるいは選択した地域、設備、製品のみに適用するかを明記し
てください。

Additional information
The CDP’s guidance for a credible verification standard establishes the following criteria:

- Relevance: The standard should specify that it relates to a third party audit or verification process; for a program related standard, third party verification should be specified as part of the program compliance.
- Competency: The standard should include a statement regarding competency of verifiers; where it is a program and verification parties are stipulated, competency is assumed to be determined by the second party
and therefore need not be explicit in the standard.
- Independence: The standard should contain a requirement that ensures that impartiality is maintained in cases where the same external organization compiles and verifies a responding company’s inventory.
- Terminology: The standard should specify the meaning of any terms used for the level of the finding (e.g. limited assurance; reasonable assurance).
- Methodology: The standard should describe a methodology for the verification that includes the verification of the process and/or system controls and the data.
- Availability: The standard should be available for scrutiny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
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F9 障壁と課題障壁と課題

Module Overview

This module provides the opportunity for organizations to report the key difficulties they experience in the process of removing deforestation/forest degradation from their value chains, as well the key actions to overcome
these difficulties.

Discloser note

The information requested in this module differs from that requested in Module 3 (Risks and opportunities). Here you should specify the challenges your organization currently experiences and not inherent risks that are
likely to occur in the future associated with forests-related issues.

Key changes

None

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F9. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

障害と課題

(F9.1) 直接操業やバリューチェーンのその他の部分において、森林関連リスクを回避する際に直面する主な障壁や課題を記載してください。直接操業やバリューチェーンのその他の部分において、森林関連リスクを回避する際に直面する主な障壁や課題を記載してください。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
バリューチェーンにおける森林リスクコモディティの持続性の向上を目指すことは簡単なことではありません。この質問では、直接操業およびバリューチェーンのその他の部分の両方から森林減少／森林劣化をなくす、
または減らす際に貴社が直面している障害や問題に関する情報を収集します。この分野で取り組むべき重要な問題について、投資家および他のデータ利用者に通知されます。

•

•
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回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 対象範囲 主な障壁/課題の種類 コメント

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティから作成されたリスト

該当するものをすべて選択してください:
直接操業
サプライチェーン
バリューチェーン上のその他の部分

選択肢:
サプライチェーンの複雑さ
認証を受けた原材料の入手が限定的
認証を受けた原材料に接する機会が限られている
一般の認知度や市場の需要が限られている
認証基準が存在しないか未成熟
認証費用や認証要件の複雑さ
持続可能に製造・認定された製品の費用
サプライチェーン協働が限られている
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

ここで要求される情報は、リスクの質問  (F3.1b) で尋ねられたものとは異なりますので注意してください。ここでは、貴社のバリューチェーンから森林減少／森林劣化をなくす、または減らすために、将来起こる可能
性のある潜在的なリスクではなく、現在直面している障壁／課題を具体的にお答えください。障壁や課題は、コモディティ毎や、バリューチェーンの他の部分で異なる場合があります 。
コモディティ当たり最低一つの障壁／課題を開示してください。 F0.5.で報告した貴社のすべての開示コモディティを念頭に置いてください。貴社の障壁／課題が 2つ以上のコモディティで同じ場合、

該当するコモディティに行を一つ追加し、列4[コメント]に説明を記入してください。

森林リスク・コモディティ (列1)

貴社が特定した主な障壁または課題に関連している森林リスク・コモディティを選択してください。重要であると考えられる場合、コモディティ当たり2つ以上の障壁／課題を開示することができます。

主な障壁/課題の種類(列3)

貴社のバリューチェーンのあらゆる部分から森林減少／森林劣化をなくす際の主な障壁／課題を最もよく説明している選択肢を選択してください。この質問は、森林関連のリスク評価によって特定された御社のリス
クではなく、御社が直面し、解決できなかった問題やそれに取り組むのに適切な対応ができなかった問題を指していますので注意してください。
いずれの選択肢も適していない場合、「その他、具体的にお答えください」を選択し、御社の障壁／課題を簡潔な言葉で記入してください。コメントの列(列4)に詳細を記入することができます。

コメント(列4)

必要に応じて、この列を使用して詳細情報を記入してください。障壁／課題の説明を含め、この障壁が貴社事業にどのように影響を与えているかについての企業に特化した事例を記入することができます。以下につい
て提示してください。

-どの地域、設備、または製品が影響を受けたかを明記してください
-この問題にどのくらいの期間直面しているかを記入してください
-どのぐらいの貴社の製品／商品が影響を受けたかを記入してください

(F9.2) 貴社の森林関連リスクの管理能力を向上させると考えられる主な方策を記載してください。貴社の森林関連リスクの管理能力を向上させると考えられる主な方策を記載してください。

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
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2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
この質問では、直接操業およびバリューチェーンの他の部分両方から森林減少／森林劣化をなくす、あるいは減らすのに直面している主な課題を解決する可能性のある、貴社が特定した主な方策に関する情報を収集しま
す。これらの問題を解決するためにできること、およびこれらの課題を克服するため貴社をサポートするための将来的な意思決定を支持するものを、投資家および他のデータ利用者が知ることができます。

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

森林リスク・コモディティ 対象範囲 主な方策 コメント

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティのリスト

該当するものをすべて選択してください:
直接操業
サプライチェーン
バリューチェーンのその他の部分

選択肢:
データ収集およびデータ品質の改善
透明性向上
サプライヤーの認識/協働の向上
顧客の認識向上
認証製品に対する需要増
ステークホルダーとの協働や協力拡大
コモディティによって引き起こされる森林減少や森林劣化に関する知識向

上
モニタリング システムやトレーサビリティ システムへの投資
持続可能な原材料の生産に対するインセンティブ
認証を受けた原材料の費用削減
認証費用削減
認証と持続可能性基準の開発
強制力の高い規制
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般
森林減少／森林劣化のリスクをなくす、または減らすための障壁または課題を克服するために採用された方策は、各コモディティやバリューチェーンの他の部分で異なる場合があります。

コモディティ当たり最低一つの方策を開示してください。 F0.5.で報告した貴社のすべての開示コモディティを念頭に置いてください。貴社の方策が 2つ以上のコモディティで同じ場合、該当するコモディティに行を
一つ追加し、方策を繰り返して記入し、その旨を列4[コメント]に説明を記入してください。

森林リスク・コモディティ(列1)

貴社が特定した方策に関連している森林リスク・コモディティを選択してください。重要であると考えられる場合、コモディティ当たり2つ以上の方策を開示することができます。

主な方策(列3)

貴社のバリューチェーンのあらゆる部分から森林減少／森林劣化をなくすために使用した方策を最もよく説明している選択肢を選択してください。
いずれの選択肢も適していない場合、「その他、具体的にお答えください」を選択し、貴社の方策を簡潔な言葉で記入してください。列4[コメント]に詳細を記入することができます。

コメント(列4)

必要に応じて、この列を使用して詳細情報を記入してください。以下が可能です。

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
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-この方策が森林関連リスクを管理する貴社事業をどのように支援しているかについての詳細の記入
-この方策に着手する際の貴社の役割の記入
-貴社自身でこの方策を着手できない場合、どのステークホルダーがこのプロセスにおいて貴社を最もサポートするであろうと思われるかの記入
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F18 最終承認最終承認

Pathway diagram - questions
This diagram shows the general questions contained in module F18. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

詳細情報

(F-FI) この欄を使用して、貴社の回答に関連する追加情報を記入します。この欄は任意で、採点されないことにご注意ください。この欄を使用して、貴社の回答に関連する追加情報を記入します。この欄は任意で、採点されないことにご注意ください。

回答形式回答形式
これは、9,999文字の制限のある自由回答式の質問です。

別の文書から開示プラットフォームにコピーする場合、書式設定は保持されません。

注記

[ファイルアップロード]ボタン(クリップアイコン)をクリックして、添付したいファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。

最終承認

(F18.1) CDPフォレスト質問書への貴社の回答の最終承認者について、以下の情報をお答えください。フォレスト質問書への貴社の回答の最終承認者について、以下の情報をお答えください。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
CDPでは、CDP回答に署名(承認)する人物の役職と対応する職種を回答してください。

この情報によって、企業内のどこが、ここに記載される回答と情報に関する直接的な責任を担っているかを投資家に示します。

回答形式回答形式

•
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以下の表に回答を記入してください:

役職 職種

文章入力欄[最大200字] 選択肢:
取締役会議長
取締役会/執行役員会
取締役
最高経営責任者(CEO)
最高財務責任者(CFO)
最高執行責任者(COO)
最高調達責任者(CPO)
最高リスク管理責任者(CRO)
最高サステナビリティ責任者(CSO)
その他の経営幹部役員
社長
事業部長
エネルギー部長
環境・安全衛生部長
環境/サステナビリティ部長
施設長
加工部長
調達部長
広報部長
リスク管理部長
その他 (具体的にお答えください)

回答要望内容回答要望内容

全般

CDPに対する情報開示を承認した人物の役職を入力します。
[その他(詳述してください)]を選択した場合は、対応する職種を記入します。
この質問では、この職位を持つ個人の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。この質問では、この職位を持つ個人の名前ではなく、職位について尋ねることにご注意ください。個人の名前またはその他の個人情報を回答に含めないでください。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Page 149 of 180 @cdp | www.cdp.net



SFサプライチェーンサプライチェーン

Module Overview

The SF module is for companies responding to the CDP forests questionnaire at the request of one or more customers, who are members of CDP's supply chain program. This module has been developed following
consultation with both suppliers and the member companies that are their customers. Its purpose is to facilitate improved understanding for customers of their supplier’s management of forests-related issues through a set of
supplier-specific questions.

This module allows companies to report information to their customers, including details regarding the percentage of certified volume sold and projects for collaboration.The information disclosed here builds on information
that CDP supply chain members are particularly interested in elsewhere in the forests questionnaire.

Please note that your response to the SF module is not scored.

Key changes

None

Pathway diagram - questions
This diagram shows the supply chain questions contained in module SF. To access question-level guidance, use the menu on the left to navigate to the question.

•
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サプライチェーンのイントロダクション

(SF0.1) 報告年の貴社の年間売上はいくらですか報告年の貴社の年間売上はいくらですか?

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
報告年の年間売上は、回答要求しているCDPサプライチェーンメンバー企業にとって背景情報となります。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

年間売上

数値記入欄[最大小数点第2位を用いて、 0～999,999,999,999,999,999の数字を入力]

回答要望内容回答要望内容

全般

売上にはF0.3で明記したのと同じ通貨単位で、F0.2で開示した報告期間に一致する数値を記入してください。

(SF0.2) CDPとと共共有有ででききるる御御社社ののISINココーードドははあありりまますすかか?

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
入手可能であれば、回答企業は ISINを開示する必要があります。 ISINコードは、債券、先物、株式等の有価証券の識別に世界的に使われているコードです。この固有の識別子は、 CDPのデータシステムを介して御社の回
答を追跡する場合に必須で、データの解析が容易になります。

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

有価証券について証券コード協議会が発行したISINコードがある場合は、[はい] を選択してください。

Explanation of terms
ISIN: The International Securities Identification Number is a 12-character alphanumeric code used to identify a security, such as a stock or bond. It is structured with the first two digits referencing the country of origin for

the security. The second grouping consists of nine characters and is the unique identifying code for the security, in the U.S. and Canada this is known as the CUSIP number. The final digit is the check digit, which ensures

•

•
•

•

•
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the authenticity of the code. (Adapted from www.isin.org)

(SF0.2a) 下記表で下記表でISINコードを共有してください。コードを共有してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、SF0.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、御社のISINコードの詳細を収集します。

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください:

ISIN 国別コード ISIN コード（1桁のチェックディジットを含む）

文章入力欄 [最大2文字] 文章入力欄 [小数点を用いずに最大10文字]

回答要望内容回答要望内容

ISIN 国別コード(列1)

ISO 3166に従って発行された有価証券発行国のコードを、2文字で入力してください。

ISIN数値識別子(列2)
ここで回答する識別コードまたは、9桁の数字と文字から成る識別コード、または米国・カナダのCUSIPコードに、コードの正確性を保証するチェックディジットが付加されています。

Explanation of terms
ISIN: or International Securities Identification Number is a 12-character alphanumeric code used to identify a security, such as a stock or bond. It is structured with the first two digits referencing the country of origin for the

security. The second grouping consists of nine characters and is the unique identifying code for the security, in the U.S. and Canada this is known as the CUSIP number. The final digit is the check digit, which ensures the
authenticity of the code. (Source: ISIN)

Example response

ISIN country code ISIN numeric identifier (including single check digit)

AB 1234567890

販売認証量

F6.4で次の質問について回答いただきました。「回答するコモディティについて第三者認証を受けていますか？対象となる生産量または消費量および比率をお答えください。」で次の質問について回答いただきました。「回答するコモディティについて第三者認証を受けていますか？対象となる生産量または消費量および比率をお答えください。」 回答するコモディ回答するコモディ
ティごとに、回答要請を行っているティごとに、回答要請を行っているCDPサプライチェーンメンバーそれぞれに販売した認証量の割合サプライチェーンメンバーそれぞれに販売した認証量の割合 (%) を回答できますか。を回答できますか。

2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

•

•

•
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背背景景・・根根拠拠
この情報は、CDPサプライチェーンのメンバーに、第三者機関により認証を受けた御社から購入したコモディティの総量の割合について明確にします。これは、回答要請メンバーが期待する透明性に合致し、企業が原料
や製品の持続可能な供給の確保における進捗状況を開示できるようにします。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則8:モニタリングと検証

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
一部
不明
いいえ
回答要請メンバーは、森林リスク・コモディティを含む商品やサービスを弊社から購入していない

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問は、御社がCDPサプライチェーンの各回答要請メンバーに販売する第三者の認証済み原料や製品に関連しています。
第三者により認証を受けたメンバーに販売した総量の割合を次のように具体的に記入できる場合は、「はい」を選択してください。

回答要請メンバーや開示されたコモディティの一部のみの販売認証量の割合を記入できる場合は、「一部」を選択してください。
認証を受けた割合が分からない場合にのみ、「不明」を選択してください。
この情報を公に開示できない、あるいは第三者に承認を受けた原料／製品がない場合は、「いいえ」を選択してください。
以下の質問で、販売認証量に関連する詳細を記入することができます。
F0.5で開示した森林リスク・コモディティを含む一切の原料／製品を一切の回答要求メンバーに販売していない場合のみ、「回答要請メンバーは、森林リスク・コモディティを含む商品やサービスを弊社から購入し

ていない」を選択してください。

Explanation of terms
Certification: the action or process of providing a product with an official document attesting to a status or level of achievement against a certain standard.
Third-party certification: when a certification process is carried out by an independent organization.

(SF1.1a) 貴社に回答要請した各貴社に回答要請した各CDPサプライチェーンメンバーについて、回答するコモディティの販売認証量の割合を示してください。サプライチェーンメンバーについて、回答するコモディティの販売認証量の割合を示してください。

他質問との関連他質問との関連
SF1.1の回答で「はい」または「一部」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Page 154 of 180 @cdp | www.cdp.net



2018年からの変更点年からの変更点
変化なし

背景・根拠背景・根拠
この質問では、第三者機関により認証を受けた御社から購入したコモディティの総量の割合、使用した認証スキーム、および認証を受けたコモディティの形態に関する詳細を収集します。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則8:モニタリングと検証

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回答形式回答形式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

回答要請メンバー 森林リスク・コモディティ コモディティの形態 第三者認証スキーム メンバーに販売したコモディ
ティの総量

単位 列5で回答した量のうち、
何%が認証を受けています
か?

コメント

選択肢:
[メンバーのCRMリスト]

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・
コモディティのリスト

該当するものをすべて選択し
てください:
表の下に示されているド

ロップダウンリスト

選択肢:
表の下に示されているド

ロップダウンリスト

数値記入欄[最大小数点第2位
を用いて、 0～
999,999,999,999の数字を入
力] 

選択肢:
トン
支出額
リットル
ガロン
丸太相当量 (RWE)
木質原材料相当量 (WRME)
立方メートル
平方メートル
その他 (具体的にお答えく

ださい)

選択肢:
<10%
10～20%
21～30%
31～40%
41～50%
51～60%
61～70%
71～80%
81～90%
91～99%
100%

文章記入欄[最大1,000文字]

[回答行を追加]

コモディティの形態(列3)

•
• •

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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木材木材:
広葉樹丸太
針葉樹丸太
製材された木材、ベニヤ、チップ
未加工木材ファイバー
パルプ
紙
板材、合板、加工木材
一次梱包材
二次梱包材
三次梱包材
セルロースベースの織物繊維
木質バイオエネルギー
非再販製品(GNFR)

パーム油パーム油:
パーム油の果実
粗パーム油(CPO)
粗パーム核油(CPO)
パーム核粕(PKM)
精製パーム油
パーム油誘導体
パーム核油誘導体
パーム由来のバイオディーゼル

畜牛品畜牛品:
牛
牛脂
牛肉
副産物(例:グリセリン、ゼラチン)
皮革
牛脂由来のバイオディーゼル

大豆大豆:
未加工の大豆
大豆油
大豆粕
大豆誘導体
大豆由来のバイオディーゼル

その他 (具体的にお答えください)

第三者認証スキーム(列4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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木材木材:
FSC Forest Management certification
FSC Chain of Custody
FSC Controlled Wood
FSC Group certification
FSC SMLIF (small or low-intensity managed forest)
FSC Recycled
PEFC Sustainable Forest Management certification
PEFC Chain of Custody
PEFC Project Chain of Custody
PEFC Group certification
SFI Forest Management certification
SFI Chain of Custody
SFI Fiber Sourcing certification
RA SmartWood
RA SmartLogging
カナダ規格協会(CSA) Z809
カナダ規格協会(CSA) Z804
オーストラリア森林規格(AS 4708)
オーストラリア加工・流通過程の管理規格(AS 4707)
American Forest Foundation Tree Farm System
緑の循環認証会議(SGEC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

パーム油パーム油:
RSPO producer/grower certification
RSPO Identity Preserved
RSPO Segregated
RSPO Mass Balance
RSPOブックアンドクレーム
RSPO Next
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
RA Sustainable Agriculture Network (SAN) standard
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

畜牛品畜牛品:
RA SAN Standard for Sustainable Cattle Production Systems
RA SAN Chain of Custody
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

大豆大豆:
RTRS Chain of Custody
RTRS Standard for Responsible Soy Production
RTRS certificate trading
ProTerra certification
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

その他 (具体的にお答えください)

第三者の認証を受け、列1で選択した回答用あうぃメンバーに販売した製品の割に関するデータを記入できる開示したコモディティにつき1行追加してください。
あてはまるすべての森林リスク・コモディティのデータを開示するよう期待されます。

コモディティの形態／第三者認証スキーム(列3および列4)

列3では、列4の認証スキームにより認証を受けたコモディティのすべての形態を選択してください。
列4では、列3で選択したコモディティのすべての形態を網羅する認証スキームを選択してください。
どの選択肢も適切ではない、または別のコモディティの形態／認証スキームを追加したい場合、[その他、具体的にお答えください]を選択してください。簡潔な説明を記入できる文字入力欄が表示されます。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

回回答答要要望望内内容容

回答要請メンバー (列1)

• 第三者の認証を受けた製品のうち、販売された割合を記入できるよう、 CDPサプライチェーンの回答要請メンバー毎に行を追加します。この割合を記入できない回答要請メンバーについては、行を追加しないでくだ
さい。

森林リスク・コモディティ  (列2)

•
•

•
•
•
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メンバーに販売したコモディティの総量(列5)

回答要請メンバーに販売された特定のコモディティ（原料または製造品）の総量の数値を記入してください。数値が推定値の場合は、列8[コメント]にその旨をお書きください。
量ではなく調達コストで数値を報告することができます。この場合、F0.3で選択したのと同じ通貨単位でなければなりません。

単位(列6)

列5[総量]で記入した数値の単位を選択してください。これが列3[コモディティの形態]で選択したコモディティの形態と合致していることを確認してください。
数値を調達コストで報告した場合、単位に「支出額」を選択してください。
該当する選択肢がない場合は、[その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄が表示されますので、そこに回答を記入してください。

列5で回答した量のうち、何%が認証を受けていますか?(列7)

回答要請メンバーに販売された開示コモディティのうち、列4[第三者...]で選択したスキームでいくらコモディティが現在認証を受けているかについて最もよく表している割合の範囲を選択してください。
この列で開示された割合は、この特定のメンバーに販売される総量の割合を指している必要があります。例えば:

コメント(列8)

希望する場合、詳細を記入するのにこの列を使用することができます。

Explanation of terms
Certification: the action or process of providing a product with an official document attesting to a status or level of achievement against a certain standard.
Third-party certification: when a certification process is carried out by an independent organization.

(SF1.1b) 回回答答要要請請ししたた各各CDPササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーにに販販売売ししたた認認証証量量のの割割合合をを示示すすここととががででききなないい理理由由はは何何でですすかか?CDPササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーにに対対ししてて、、認認証証ののレレベベルルをを導導入入ししすするる
今今後後のの計計画画をを記記述述ししまますす。。

他他質質問問ととのの関関連連
SF1.1の回答で「いいえ」、「不明」または「一部」を選択した場合にのみ、この質問が表示されます。

2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
CDPサプライチェーンの回答要請メンバーは、御社が販売した森林リスク・コモディティのうち、いくつのコモディティが認証を受けているかについての情報を開示できない主な理由を知りたいと望んでいます。これ  に
より、この情報を提供する主な課題に関する洞察力が得られ、メンバーにこれらの課題に向けた今後の計画が通知されます。

他他ののフフレレーームムワワーーククととのの関関連連

AFi

コア原則2:リスク評価、サプライチェーンマッピング、およびトレーサビリティ

コア原則8:モニタリングと検証

コア原則9:報告、情報開示、および主張

回回答答形形式式
以下の表に回答を記入してください。回答行を追加するには、表の下にある  [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
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回答要請メンバー 森林リスク・コモディティ 主な理由 説明してください

選択肢:
[メンバーのCRMリスト]

選択肢:
F0.5で選択した森林リスク・コモディティのリスト

選択肢:
関連コモディティの認証を実施中
今後2年以内に認証を導入する予定で、その時までにこの情報を提供できる見

込み
データ収集のためのリソースが不足
過去に認証レベルの追跡に関する顧客からの要請はなかった
認証のレベルが企業レベルで記録されていない
回答メンバーへの販売内容に関するデータ不足
重要でないと判断した
その他 (具体的にお答えください)

文章記入欄[最大2,400文字]

[回答行を追加]

回答要望内容回答要望内容

全般

御社の開示コモディティの一つまたはすべてに関して、顧客への販売認証量の割合に関する情報を提供できない理由を説明しなければなりません。次のような理由が挙げられます。

-御社がこの数値を知らない。
-御社はこのメンバーに認証製品を販売しない。
-この情報を公開できない。

回答要請メンバー／森林リスク・コモディティ(列1および列2)

当てはまるCDPサプライチェーンの回答要請メンバー毎に、行を追加してください。
SF1.1で一部を選択した場合、SF1.1aで一切の情報を開示しなかった回答要請メンバーおよび森林リスク・コモディティ毎に行を追加してください。

主な理由(列3)

列2[森林リスク・コモディティ]で選択したコモディティに関連し、列1で選択したメンバーに販売した第三者認証を受けた製品の割合に関する情報を提供できない主な理由を選択してください。
該当する選択肢がない場合は、[その他、具体的にお答えください] を選択してください。記入するための文字入力欄が表示されます。

説明してください(列4)

列3[主な理由]で明記した主な理由の詳細を記入してください。適用される場合、影響受けた製品、地域、設備を含めてください
列3で[関連コモディティの認証を実施中]を選択した場合、認証を獲得するための認証機関、スキーム、およびタイムラインを具体的にお答えください。
今後2年以内に認証を受ける計画がある場合、カバーされる認証の種類、製品、地域を詳細を記入してください。

協働の機会

(SF2.1) 特定の特定のCDPサプライチェーンメンバーに関して協働できるサプライチェーンメンバーに関して協働できる 双方にとって有益な森林関連プロジェクトを提案してください。双方にとって有益な森林関連プロジェクトを提案してください。

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
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2018年からの変更点年からの変更点
若干の変更

背景・根拠背景・根拠
これは、森林関連リスクおよび影響を削減し、あるいは御社事業と顧客の双方にとって利益となる機会を実現することを目的とした顧客との協働のしかたを、新たに考え直す好機となります。

回答形式回答形式
以下の表に 回答を記入してください。回答行を追加するには、 表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

回答要請メンバー プロジェクトに関連するコモ
ディティ

プロジェクトのカテゴリー プロジェクトの種類 顧客が利益を得られるまでの推
定期間

プロジェクトの詳細 予測される成果

選択肢:

[サプライチェーンメンバーの
CRMリスト]

選択肢:

F0.5から作成されたリスト

選択肢:
認証
コミュニケーション
商品およびサービスの提供
技術革新
関係の持続可能性評価
トレーサビィリティおよび透

明性
その他のカテゴリー(詳述して

ください)

選択肢:
表の下に示されているドロップ

ダウンリスト

選択肢:
現在～最長1年
1～3年
4～6年
6年超
不明
その他 (具体的にお答えくださ

い)

文章記入欄[最大2,400文字] 文章入力欄 [最大2,400字]

[回答行を 追加]

プロジェクトの種類(列4)

認証認証
認定を受けたコモディティの対象範囲拡大
その他の認証プロジェクト(詳述してください)

トレーサビィリティおよび透明性トレーサビィリティおよび透明性
既存のトレーサビィリティシステムの改善
新しいトレーサビリティシステム
その他のトレーサビィリティおよび透明性(詳述してください)

技術革新技術革新
顧客の製品/サービスのコモディティ消費量を削減する新しい製品またはサービス
森林に対する上流の影響を削減する新しい製品またはサービス
持続可能な生産を確実にするための新しい手法/技術の導入
その他の種類の技術革新プロジェクト(詳述してください)

関係の持続可能性評価関係の持続可能性評価
効率を確認するための製品またはサービスのライフサイクルの評価
顧客の目標と意欲をくみ取った目標の調整
その他の関係の持続可能性評価プロジェクト(詳述してください)

商品およびサービスの提供商品およびサービスの提供
包装削減
その他の商品およびサービスの提供プロジェクト(詳述してください)

コミュニケーションコミュニケーション
受賞 – 外部の賞を共同で目指す
共同事例研究またはマーケティングキャンペーン
その他のコミュニケーションプロジェクト(詳述してください)

その他のカテゴリーその他のカテゴリー:
その他(詳述してください)

回答要望内容回答要望内容

全般

御社が顧客に提示したいと考える新規製品／サービスについて、情報を提供してください。顧客が既に認識している既存の商業的提案の詳細は含めないでください。

•
•
•
•
•
•
•

• •
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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プロジェクトが複数ある場合には、[行を追加] 機能を使って行を追加してください。御社が開示したコモディティのいずれかに対する提案をお持ちでなければ、この質問を記入する必要はありません。
御社のプロジェクトが一つ以上のコモディティに関連している場合、当てはまるそれぞれに行を追加し、列6[プロジェクトの詳細]の同じプロジェクトに関連することを記入してください。

回答要請メンバー(列1)

協働相手となりうる、回答要請メンバーを選択してください。
なお本列で選択する顧客のみが、関連データを参照できます。ここで回答要請メンバーを選択せずに情報を入力すると、ご回答内容はすべて閲覧できるものではなくなります。
同一のプロジェクトで複数の顧客と協力したい場合は、顧客ごとに一列を追加してください。

プロジェクトのカテゴリー/プロジェクトの種類(列3および列4)

列3の選択内容によって、列4に表示される選択肢が決まります。

プロジェクトの性質について、以下を含めて具体的にお答えください。

-プロジェクトの理由（例えば、問題の解決／改善）
-これが最善の戦略である理由
- 検討している地域、施設や生産ライン
- すべての関係者

予測される成果(列7)

このプロジェクトが実施されれば、御社と顧客はどのように利益を享受できるかを説明してください。例えば、特定のコモディティの認証普及範囲を広げるために協働すると、生産性が向上し、プレミアムを付加す
ることにより高い収入が可能になります。
可能な場合は、これらの利益の明確な推定値（すなわち、推算による金銭的利益または配当金）を記入してください。

Explanation of terms
Certification: the action or process of providing a product with an official document attesting to a status or level of achievement against a certain standard.
Traceability: the ability to identify and trace the history, distribution, location and application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labor (including

health and safety), the environment and anti-corruption. (Source: UN Global Compact, 2014).
Traceability system: system that tracks by documentation the trail of products and/or raw materials along the value chain.
Upstream: refers to the part of the value chain, beyond direct operations, where the materials used as inputs for manufactured products are produced, extracted, processed, and/or traded, e.g. agricultural production.

Additional information
For further details on upstream activities: GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

(SF2.2) CDPササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーにによよるる要要請請ままたたははイイニニシシアアチチブブにによよっってて、、 貴貴社社のの操操業業ままたたははササププラライイチチェェーーンンかかららのの森森林林減減少少/森森林林劣劣化化をを削削減減・・排排除除すするるよよううなな全全社社レレベベルルででのの活活動動
がが 促促 進進さされれままししたたかか?
2018年年かかららのの変変更更点点
変化なし

背背景景・・根根拠拠
これは、御社がメンバーとの協働として実施したプロジェクトの種類を説明し、その進捗及び /又はこれまでに観測されている相互的利益について詳しく述べることのできる機会です。

•
•

•
•
•

•
• 列3で適切な選択肢がない場合は、 [その他のカテゴリー(詳述してください)] を選択のうえ、列4で [その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄にカテゴリーおよびプロジェクトの種類について簡潔に
回答してください。

• 列4では、貴社のプロジェクトの本質を最もよく表している選択肢を選択してください。プロジェクトに関する詳細情報は、列 6および列7[予測される成果]に記入することができます。当てはまる選択肢がない場合、

「その他[プロジェクトのカテゴリー ]」、具体的にお答えください」を選択し、文字入力欄に御社のプロジェクトの種類を簡潔に記入してください。

プロジェクトの詳細 (列6)

•

•
•

•
•
•
•

•
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他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

AFi

コア原則3:サプライチェーンコンプライアンスのための管理

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回答形式回答形式
以下の選択肢から1つ選択してください:

はい
いいえ

回答要望内容回答要望内容

全般

この質問は、御社の操業またはサプライチェーンから森林減少／森林劣化を減らす、またはなくすための組織レベルの行動実践が促すような、 CDPサプライチェーンの回答要請メンバーが行うプロジェクト／イニシ
アチブについて尋ねています。
御社が開示したコモディティのいずれかに対するプロジェクト／イニシアチブをお持ちでなければ、この質問を記入する必要はありません。

(SF2.2a) 貴社の直接操業またはサプライチェーンからの森林減少貴社の直接操業またはサプライチェーンからの森林減少/森林劣化を削減または排除する組織レベルの行動を推進した森林劣化を削減または排除する組織レベルの行動を推進したCDPサプライチェーンの回答メンバーを詳述し、その方法の詳細をサプライチェーンの回答メンバーを詳述し、その方法の詳細を
回答してください。回答してください。

他質問との関連他質問との関連
この質問は、SF2.2の回答で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

2018年からの変更点年からの変更点
若干の変更

背景・根拠背景・根拠
2.2の根拠を参照してください。

他のフレームワークとの関連他のフレームワークとの関連

AFi

コア原則3:サプライチェーンコンプライアンスのための管理

コア原則7:対外関係、ステークホルダーの協働、および集団的アクション

回答形式回答形式
以下の表に 回答を記入してください。回答行を追加するには、 表の下にある [回答行を追加] ボタンを押してください。

•
•

•
•
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回答要請メンバー プロジェクトのカテゴリー プロジェクトの種類 プロジェクト/イニシアチブの内容 イニシアチブ成功の指標を示してくだ
さい

CDPサプライチェーンメンバーがそ
の外部コミュニケーションでこの取
組みについて言及しても構いません
か?

選択肢:

[メンバーのCRMリスト]

選択肢:

認証
コミュニケーション
商品およびサービスの提供
技術革新
関係の持続可能性評価
トレーサビィリティおよび透明性
方針およびコミットメント
その他のカテゴリー(詳述してくださ

い)

選択肢:

表の下に示されているドロップダウン
リスト

文章記入欄[最大2,400文字] 文章入力欄 [最大1,500字] 選択肢:
はい
いいえ

[回答行を追加]

プロジェクトの種類(列3)

認証認証
認定を受けたコモディティの対象範囲拡大
その他の認証プロジェクト(詳述してください)

トレーサビィリティおよび透明性トレーサビィリティおよび透明性
既存のトレーサビィリティシステムの改善
新しいトレーサビリティシステム
その他のトレーサビィリティおよび透明性(詳述してください)

技術革新技術革新
顧客の製品/サービスのコモディティ消費量を削減する新しい製品またはサービス
森林に対する上流の影響を削減する新しい製品またはサービス
持続可能な生産を確実にするための新しい手法/技術の導入
その他の種類の技術革新プロジェクト(詳述してください)

関係の持続可能性評価関係の持続可能性評価
効率を確認するための製品またはサービスのライフサイクルの評価
顧客の目標と意欲をくみ取った目標の調整
その他の関係の持続可能性評価プロジェクト(詳述してください)

商品およびサービスの提供商品およびサービスの提供
包装削減
その他の商品およびサービスの提供プロジェクト(詳述してください)

コミュニケーションコミュニケーション
受賞 – 外部の賞を共同で目指す
共同事例研究またはマーケティングキャンペーン
その他のコミュニケーションプロジェクト(詳述してください)

方針およびコミットメント方針およびコミットメント
公にする方針の設定
コミットメントを策定
他の方針およびコミットメント(詳述してください)

その他のカテゴリーその他のカテゴリー:
その他 (具体的にお答えください)

回答要求メンバーが示すプロジェクトを複数実施している場合は、[行を追加] 機能を使いプロジェクトごとに一行を追加してください。
御社のプロジェクトが一つ以上のコモディティに関連している場合、当てはまる各コモディティに行を追加し、列4[プロジェクト/イニシアチブの内容]に前と同じプロジェクトに関連することを記入してください。

回答要請メンバー(列1)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

回回答答要要望望内内容容

全般

• 御社の操業またはサプライチェーンから森林減少／森林劣化を減らす、またはなくすための組織レベルの行動実践が促された、 CDPサプライチェーンの回答要請メンバーが行うプロジェクト／イニシアチブに関する
情報を記入してください。

•
•
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御社の操業またはサプライチェーンからの森林減少/森林劣化を削減・除去する組織レベルの行動実践が促された回答要請メンバーを選択してください。
選ばれたメンバーのみが関連データを参照できます。ここで回答要請メンバーを選択せずに情報を入力すると、ご回答内容はすべて閲覧できるものではなくなります。
同一のプロジェクトに影響を与えたのが複数のメンバーである場合は、メンバーごとに一行を追加してください。

プロジェクトのカテゴリー/プロジェクトの種類(列2および列3)

列2の選択内容によって、列3に表示される選択肢が決まります。

プロジェクトの性質について、以下を含めて具体的にお答えください。

-プロジェクトの理由（すなわち、問題の解決／改善）
-これが最善の戦略である理由
- 影響が及ぶ地域、施設や生産ライン
- すべての関係者

イニシアチブ成功の指標を示してください(列5)

プロジェクトの成功を追跡するのに使用される測定可能な成果を記入してください。例えば、生産性が向上し、プレミアムにより高い収入が可能になる、特定のコモディティの認証普及範囲を広げることが可能で
す。

用語集 - 森林

空中モニタリングシステム空中モニタリングシステム: 地球表面のモニタリングであり、航空写真またはその他のリモートセンシング技術(例えば、高度衛星または飛行航空機の使用)を含みます。

植林植林: それまで森林に分類されなかった土地での植林および/または計画的な種蒔きを通じた森林の固定。非森林から森林への土地利用の変化という意味を含む内容。(出典:FAO Forest Resources Assessment,
Working Paper 180, 2015)。

生物多様性オフセット生物多様性オフセット:生物多様性の正味損失ゼロまたはネットゲインを達成するために、回避、最小化、および/または修復または復元できない残留する重大な悪影響を補正するために講じられる対策。オフセット
は、生物多様性の差し迫ったまたは予測される損失がある地域を保護しながら、劣化した生息地の復元、劣化阻止、またはリスク回避など、経営陣による積極的な介入の形を取ることができます。(出典:Business and
Biodiversity Offsets Programme (BBOP).2012)。

ボードボード(あるいは「取締役会」):会社または組織の活動を共同で監督する選ばれた、あるいは指名されたメンバーの集まりのことを指します。いくつかの国では2層の企業統治を導入しています。その場合、「取締役
会」は「監査役会」を指し、「重要役員」は「取締役（会）」を指します。(出典:TCFD, 2017)。

繁殖農場繁殖農場: 牛が誕生する生産サイクルの最初の段階。

事業活動事業活動: 利益を挙げることの主目的に関与する活動を含みます。事業の経過の間に企業が行ったすべての経済活動を含む一般用語。これは例えば一種の事業プロセスである可能性があります。

事業目的事業目的: これらは、組織が特定期間中に達成することを期待する内容を表し、一般的には組織にとっての目的と予測された将来の状況を含みます。

•
•
•

•
• 列2では、適切な選択肢がない場合は、 [その他のカテゴリー(詳述してください)] を選択のうえ、列3で [その他(詳述してください)] を選択してください。文字入力欄にカテゴリーおよびプロジェクトの種類について簡
潔に回答してください。

• 列3では、貴社のプロジェクトの本質を最もよく表している選択肢を選択してください。プロジェクトに関する詳細情報は、列 4および列5に記入することができます。当てはまる選択肢がない場合、「その[他プロジェク
トの種類 ]」、具体的にお答えください」を選択し、文字入力欄に御社のプロジェクトの種類を簡潔に記入してください。

プロジェクト /イニシアチブの内容 (列4)

•

•

•
•

•

•

•
•
•
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認証認証: 特定の基準に対する達成の状況またはレベルを証明する公式文書と共に製品を提供する行動またはプロセス。特定の基準に対する達成の状況またはレベルを証明する公式文書と共に製品を提供する行動またはプロセス。

CITES種種: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)の付録のいずれかに掲載された種。の付録のいずれかに掲載された種。

気候変動適応気候変動適応: 事業と環境に対する結果を軽減し、有益な機会を実現するようにする、気候変動の現在または予想される影響の調整。事業と環境に対する結果を軽減し、有益な機会を実現するようにする、気候変動の現在または予想される影響の調整。(出典出典: ITTO、、2007から修正から修正)。。

地域密着型地域密着型REDD+: REDD+の設計、実施、およびモニタリングにおいて十分に共同するための力を先住民と地域社会に与えるために直接的に助成金を届けるための連携の設計、実施、およびモニタリングにおいて十分に共同するための力を先住民と地域社会に与えるために直接的に助成金を届けるための連携(出典出典:UN-REDD, 2015)。。

会社会社: この質問書を通じて、「貴社」は、報告バウンダリの定義に含まれる会社、企業、組織、その他の団体またはグループのすべてを総称します。この質問書を通じて、「貴社」は、報告バウンダリの定義に含まれる会社、企業、組織、その他の団体またはグループのすべてを総称します。

保護休耕保護休耕: 生産または計画した開発のためには使用されていない企業が所有および生産または計画した開発のためには使用されていない企業が所有および/または管理する地域であり、保全目的のために確保されている。または管理する地域であり、保全目的のために確保されている。

消費量データ消費量データ: 貴社のサプライチェーン内での森林リスク・コモディティの調達貴社のサプライチェーン内での森林リスク・コモディティの調達/購入に関するデータを指します。例えば、貴社がサプライヤーからデータを収集する製造者である場合。購入に関するデータを指します。例えば、貴社がサプライヤーからデータを収集する製造者である場合。

消費量消費量: 製造および製造および/または包装のための材料としての処理、取引、または使用のために、貴社が調達または包装のための材料としての処理、取引、または使用のために、貴社が調達/購入するコモディティの量を指します。これには、小売業者によって販売される製造商品内に含まれるコモディ購入するコモディティの量を指します。これには、小売業者によって販売される製造商品内に含まれるコモディ
ティ量を含みます。ティ量を含みます。

議論を起こしている調達先議論を起こしている調達先: 保全価値の高い森林に脅威を与えながら、伝統的権利および公民権の違反で違法に、あるいは自然林が他の用途に転用されている地域から生産保全価値の高い森林に脅威を与えながら、伝統的権利および公民権の違反で違法に、あるいは自然林が他の用途に転用されている地域から生産/収穫された森林リスク・コモディティを含収穫された森林リスク・コモディティを含
む調達先。む調達先。

転用転用: 別の土地利用への自然の生態系の人為的な変更、自然の生態系の種の消費、構造、および別の土地利用への自然の生態系の人為的な変更、自然の生態系の種の消費、構造、および/または機能の大規模な変更。または機能の大規模な変更。

-森林伐採は転用の森林伐採は転用の1つの形ですつの形です(自然林の転用自然林の転用)

-この定義を満たす自然の生態系に対する変更は、法的に許可されているか否かに関わらず転用と見なされますこの定義を満たす自然の生態系に対する変更は、法的に許可されているか否かに関わらず転用と見なされます(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

転用なし転用なし(または非転用または非転用): 自然の生態系の転用を引き起こさない、または寄与しないコモディティに関する生産、調達、または財政投資自然の生態系の転用を引き起こさない、または寄与しないコモディティに関する生産、調達、または財政投資(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
Definitions, 2018)。。

経営管理者レベル経営管理者レベル: 最上級経営陣を総称するために使用される用語。最上級経営陣を総称するために使用される用語。

期限期限: 森林伐採または転用によって所定の地域または生産量それぞれを森林減少ゼロまたは転用ゼロのコミットメントに準拠しない状態にする日付森林伐採または転用によって所定の地域または生産量それぞれを森林減少ゼロまたは転用ゼロのコミットメントに準拠しない状態にする日付(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles
and Definitions, 2018)。。

 森林減少森林減少: 次の人間の活動の結果としての自然林の喪失次の人間の活動の結果としての自然林の喪失:。。i)農業または非森林土地利用への転用農業または非森林土地利用への転用; ii)人工林への転用人工林への転用 ; またはまたはiii)深刻で持続した劣化。深刻で持続した劣化。

-この定義を満たす自然の自然林の喪失は、法的に許可されているか否かに関わらず森林減少と見なされますこの定義を満たす自然の自然林の喪失は、法的に許可されているか否かに関わらず森林減少と見なされます(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

直接操業直接操業: 貴社の操業には、物品およびサービスを生産し、事業の機能を維持する目的のために実行するあらゆるものを含みます。貴社の操業には、物品およびサービスを生産し、事業の機能を維持する目的のために実行するあらゆるものを含みます。 これには、貴社の事業ユニット間の社内サプライチェーンが含まれます。これには、貴社の事業ユニット間の社内サプライチェーンが含まれます。 例えば、例えば、
社内の他の事業部門に部品を供給する事業部門は、組織自体の操業の一部として考慮されます。社内の他の事業部門に部品を供給する事業部門は、組織自体の操業の一部として考慮されます。

適正評価適正評価: 直接操業とサプライチェーンまたは投資のいずれかにおけるリスクと影響を特定、防止、緩和、および説明するために企業が実施するプロセス直接操業とサプライチェーンまたは投資のいずれかにおけるリスクと影響を特定、防止、緩和、および説明するために企業が実施するプロセス(出典元出典元:Accountability Framework Initiative (AFI), Core
Principles and Definitions, 2018)。。

生態系サービス生態系サービス: 人間に対する生態系の直接的と間接的な寄与。「生態系物品およびサービス」の概念は生態系サービスと同義です。人間に対する生態系の直接的と間接的な寄与。「生態系物品およびサービス」の概念は生態系サービスと同義です。(出典出典:TEEB, 2010)。。

全社的リスク管理全社的リスク管理: 組織全体にわたるリスクの管理に対する統合され、結び付けられた手法と、その拡張されたネットワーク。組織全体にわたるリスクの管理に対する統合され、結び付けられた手法と、その拡張されたネットワーク。(出典出典:Institute of Risk Management, 2016)。。

環境法令遵守プログラムまたは環境法令遵守プログラムまたはPRA(ポルトガル語での頭字語ポルトガル語での頭字語): 森林法に適合するように農村地所内外で実施される活動を定義し、森林法に適合するように農村地所内外で実施される活動を定義し、APP、利用制限地域の保全、森林再生、または復元のほか、法定保護地の補償を含み、利用制限地域の保全、森林再生、または復元のほか、法定保護地の補償を含み
ます。ます。(出典出典:WWF, 2015)。。

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
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環境保全見積価格または環境保全見積価格またはCRA(ブラジルのみブラジルのみ): ブラジル森林法に従って、最低限の森林被覆要件を備える地主が他の地主から余剰の準拠義務を購入できるようにするブラジルの相殺メカニズムです。各ブラジル森林法に従って、最低限の森林被覆要件を備える地主が他の地主から余剰の準拠義務を購入できるようにするブラジルの相殺メカニズムです。各CRAはは1ヘクヘク
タールの余剰植生に関連しています。タールの余剰植生に関連しています。(出典出典:WWF, 2015)。。

施施設設: 幅幅広広いい用用語語ととししてて、、ささままざざままなな事事業業運運営営のの種種類類ののほほかか、、固固定定ししたた建建物物、、工工場場、、現現場場、、農農場場、、ままたたははそそのの他他のの資資産産のの分分類類ににつついいもも述述べべるるたためめにに使使用用さされれるるかかももししれれまませせんん。。

財財務務計計画画: 組組織織のの目目的的とと戦戦略略的的目目標標をを達達成成すするるたためめにに必必要要なな行行動動、、資資産産、、おおよよびび資資源源のの要要約約をを含含みみまますす。。「「財財務務計計画画」」ををたただだ作作成成すするるだだけけででははななくく、、典典型型的的なな3～～5年年財財務務計計画画をを超超ええるる長長期期的的なな資資本本配配分分をを含含

みみまますす(例例
ええばば、、投投資資、、研研究究開開発発、、製製造造、、おおよよびび開開発発)(出出典典:TCFD, 2017)。。

肥肥育育農農場場: 食食肉肉処処理理場場にに販販売売さされれるる前前にに牛牛がが肥肥育育さされれるる生生産産ササイイククルルのの最最終終段段階階。。

一一次次ササププラライイヤヤーー: 通通常常、、製製造造者者とと小小売売業業者者かからら構構成成さされれるる多多層層ののササププラライイチチェェーーンンににおおいいてて、、一一次次ササププラライイヤヤーーはは購購入入組組織織にに直直接接物物品品おおよよびびササーービビススをを供供給給すするる会会社社でですす。。そそののたためめ、、一一次次ササププラライイヤヤーーはは企企
業業のの上上 流流ののササププラライイチチェェーーンンのの最最初初のの段段階階ににああるるササププラライイヤヤーーでですす。。

第第一一者者監監査査: 内内部部監監査査のの別別名名ででもも知知らられれ、、企企業業のの製製品品おおよよびび/ままたたははササーービビススがが基基準準、、方方針針、、ままたたははココミミッットトメメンントトにによよっってて指指定定さされれたた要要件件をを満満足足すするるかかをを評評価価すするるたためめにに企企業業自自身身がが行行ううププロロセセススでですす。。

森森林林: 高高ささ5メメーートトルルをを超超ええ、、樹樹冠冠がが10%以以上上ああるる木木がが0.5ヘヘククタターールル以以上上ににわわたたっってて生生ええてておおりり、、大大部部分分のの土土地地がが農農業業ままたたはは市市街街地地ととししてて利利用用さされれてていいなないい、、天天然然林林やや人人工工林林要要件件がが同同等等かかよよりり厳厳格格なな場場合合はは、、国国
有有林林ままたたはは地地方方自自治治体体所所有有林林のの定定義義でで規規定定さされれたた定定量量的的閾閾値値はは一一般般的的なな閾閾値値にに優優先先すするる場場合合ががあありりまますす。。(出出典典: 『『FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015 & AFI Core Principles and 
Definitions, 2018』』かからら修修正正)。。

森林劣化森林劣化: 種の構成、構造、および種の構成、構造、および/または機能に悪影響を及ぼし、生物多様性を支え、製品を供給し、およびまたは機能に悪影響を及ぼし、生物多様性を支え、製品を供給し、および/または生態系サービスを実現する森林の能力を低下させる森林に対する変更。または生態系サービスを実現する森林の能力を低下させる森林に対する変更。(出典出典:Accountability
Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

森林景観復元森林景観復元: 森林減少した、あるいは劣化した森林景観全体にわたって生態学的機能を取り戻し、人の幸福を高めるプロセス。森林減少した、あるいは劣化した森林景観全体にわたって生態学的機能を取り戻し、人の幸福を高めるプロセス。(出典出典:IUCN – Forest Landscape Restoration)。。

森林基金森林基金: 持続可能な林業活動に投資することで、森林の保全と持続的利用を支えるために設計された財務的メカニズムに使用される一般的な用語。持続可能な林業活動に投資することで、森林の保全と持続的利用を支えるために設計された財務的メカニズムに使用される一般的な用語。

森林関連影響森林関連影響: 森林に直接または間接的に関連する物理的、規制、評判または技術的な課題、出来事または行動の組織に対する影響。森林に直接または間接的に関連する物理的、規制、評判または技術的な課題、出来事または行動の組織に対する影響。

森林関連の問題森林関連の問題:フォレスト質問書において、これは森林減少および森林劣化のほか、開墾および他の自然植生の転用と劣化を指します。フォレスト質問書において、これは森林減少および森林劣化のほか、開墾および他の自然植生の転用と劣化を指します。

森林関連機会森林関連機会: 森林リスク・コモディティの持続可能な生産森林リスク・コモディティの持続可能な生産/消費に関連した、組織に対する潜在的な好影響を指します消費に関連した、組織に対する潜在的な好影響を指します(例えば、経費削減や新しい市場への参入例えば、経費削減や新しい市場への参入)。。

森森林林関関連連リリススクク: 特特定定期期間間ににわわたたっってて森森林林減減少少/森森林林劣劣化化にによよっってて直直接接ままたたはは間間接接的的にに生生じじたた影影響響をを組組織織がが経経験験すするる可可能能性性(例例ええばば、、罰罰金金、、操操業業許許可可のの喪喪失失、、ササププラライイチチェェーーンンのの混混乱乱、、収収益益のの喪喪失失ななどど)。。リリススクク
のの程程度度 はは、、潜潜在在的的なな影影響響のの可可能能性性とと深深刻刻度度にによよっっててああららわわさされれまますす。。潜潜在在的的なな影影響響自自体体のの深深刻刻度度はは、、リリススククにによよっっててももたたららさされれるる課課題題のの強強度度ののほほかか、、組組織織のの脆脆弱弱性性にに依依存存ししまますす。。

自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC): 先住民族の権利に関する国際連合宣言先住民族の権利に関する国際連合宣言(UNDRIP)、、ILO条約第条約第169号、および生物の多様性に関する条約を含むいくつかの国際文書で認識される通り、地域が号、および生物の多様性に関する条約を含むいくつかの国際文書で認識される通り、地域が
習習慣慣的的にに所所有有すするる、、占占拠拠すするる、、ままたたはは使使用用すするる土土地地にに影影響響をを及及ぼぼすす可可能能性性ががああるる提提案案さされれたた事事業業にに同同意意をを与与ええるる、、ままたたはは同同意意をを保保留留すするる地地域域のの権権利利。。

地地理理情情報報シシスステテムム(GIS): 地地理理的的デデーータタとと空空間間デデーータタをを収収集集、、管管理理、、分分析析すするるたためめにに設設計計さされれたたシシスステテムム。。

ガガババナナンンスス: スステテーーククホホルルダダーーととスステテーーククホホルルダダーーのの利利害害関関係係にに基基づづいいてて組組織織がが影影響響をを受受けけ、、管管理理さされれるる体体系系。。ここれれににはは、、経経営営陣陣のの間間、、取取締締役役のの間間、、スステテーーククホホルルダダーーととスステテーーククホホルルダダーーのの間間のの関関係係とと意意思思疎疎通通

をを伴伴 いいまますす。。ガガババナナンンススはは、、目目的的をを設設定定しし、、実実績績ををモモニニタタリリンンググしし、、結結果果をを評評価価すするるたためめのの組組織織ののたためめのの枠枠組組みみをを提提供供ししまますす。。(出出典典:TCFD, 2017)。。

グリーンボンドグリーンボンド: 収益が環境事業に配分される債券です。収益が環境事業に配分される債券です。

地上ベースのモニタリングシステム地上ベースのモニタリングシステム: 地上での現地調査から取得した情報。地上での現地調査から取得した情報。

高炭素貯蔵林高炭素貯蔵林: これは、高い炭素貯蔵量、地域社会または高い生物多様性価値にとっての重要性に基づいて保護する必要がある森林地域の高炭素貯留アプローチこれは、高い炭素貯蔵量、地域社会または高い生物多様性価値にとっての重要性に基づいて保護する必要がある森林地域の高炭素貯留アプローチ(HCSA)分類。分類。HCSAでは、高炭素貯蔵林と開発されるでは、高炭素貯蔵林と開発される
可能性がある劣化とた土地を区別します。可能性がある劣化とた土地を区別します。

高保全価値高保全価値: 高保全価値高保全価値(HCV)資源ネットワークによる定義の通り、国、地域、または世界的レベルで、並外れて意義深いか非常に重要と見なされる生物学的、生態学的、社会的、または文化的価値資源ネットワークによる定義の通り、国、地域、または世界的レベルで、並外れて意義深いか非常に重要と見なされる生物学的、生態学的、社会的、または文化的価値

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Page 166 of 180 @cdp | www.cdp.net

http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_brazils_new_forest_code_guide_1.pdf
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_brazils_new_forest_code_guide_1.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf
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http://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf


高森林減少リスク管轄区域高森林減少リスク管轄区域: これには、次のこれには、次の25ヶ国とそれらの国内の地方自治体レベルの管轄区域を含みますヶ国とそれらの国内の地方自治体レベルの管轄区域を含みます:アンゴラ、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カメルーン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コンアンゴラ、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カメルーン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コン
ゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、エクアドル、ガボン、インドネシア、ラオス人、ゴ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、エクアドル、ガボン、インドネシア、ラオス人、 リベリア、マダガスカル、マレーシア、メキシコ、ミャンマー、ナイジェリア、パプアニューギニア、パラグアイ、ペリベリア、マダガスカル、マレーシア、メキシコ、ミャンマー、ナイジェリア、パプアニューギニア、パラグアイ、ペ
ルー、ベネズエラ・ボリバル共和国、ザンビア。ルー、ベネズエラ・ボリバル共和国、ザンビア。(出典出典:GCP, 2016)。。

最高レベルの管理最高レベルの管理: 日々の業務の管理を上回る特定の幹部権限を持つ最上級の個人または委員会。これらのマネージャーは、取締役会レベルで下される決定の実施を上回る最終的な責任を負います。日々の業務の管理を上回る特定の幹部権限を持つ最上級の個人または委員会。これらのマネージャーは、取締役会レベルで下される決定の実施を上回る最終的な責任を負います。

影響要因影響要因: 影響の要因は報告される影響を引き起こす要因影響の要因は報告される影響を引き起こす要因/原動力です。影響要因は、物理的原動力です。影響要因は、物理的(例えば、異常気象事象例えば、異常気象事象)、または移行上、または移行上(すなわち、規制、評判、および市場すなわち、規制、評判、および市場)および技術的なもののいずれかです。および技術的なもののいずれかです。

潜在的リスク潜在的リスク: 制御していない段階で存在するリスク。すなわち実施する可能性がある潜在的な緩和または管理対策を考慮に入れない。制御していない段階で存在するリスク。すなわち実施する可能性がある潜在的な緩和または管理対策を考慮に入れない。

ISIN: 新証券コードは、株または債券などの証書を識別するために使用される新証券コードは、株または債券などの証書を識別するために使用される12文字の英数字コードです。証書の発行国を指す最初の文字の英数字コードです。証書の発行国を指す最初の2桁で形成されます。桁で形成されます。2番目のグループは番目のグループは9文字から構成され、米国とカナダでは文字から構成され、米国とカナダでは
CUSIP番号として知られている証書の固有の識別コードです。最後の桁はチェックディジットで、コードの信頼性を確保します。番号として知られている証書の固有の識別コードです。最後の桁はチェックディジットで、コードの信頼性を確保します。(出典出典: www.isin.org).

管轄アプローチ管轄アプローチ: 社会的課題や環境課題への取り組みを支援し、持続可能性に関連する機会社会的課題や環境課題への取り組みを支援し、持続可能性に関連する機会(例えば、森林伐採への取り組み、小規模農家の組み入れ、持続可能な森林管理例えば、森林伐採への取り組み、小規模農家の組み入れ、持続可能な森林管理)を作るために管轄レベルを作るために管轄レベル(例えば、地方自治例えば、地方自治
体、州体、州)で実施されのガバナンス、モニタリング、または執行イニシアチブで実施されのガバナンス、モニタリング、または執行イニシアチブ(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

法管轄区域法管轄区域REDD+:法管轄レベルでの政府主導型法管轄レベルでの政府主導型REDD+実施。実施。

重要業績評価指標重要業績評価指標(KPI): 企業が　重要な事業目的をどの程度効果的に達成しているかを実証する測定可能な値。企業が　重要な事業目的をどの程度効果的に達成しているかを実証する測定可能な値。

認定を受けた土地面積認定を受けた土地面積:森林リスク・コモディティの生産に関する認定を受けた総面積を指します。森林リスク・コモディティの生産に関する認定を受けた総面積を指します。

景観レベルアプローチ景観レベルアプローチ: 社会的、経済的、および環境的問題に効率的に取り組むために、相反する利用社会的、経済的、および環境的問題に効率的に取り組むために、相反する利用(例えば、農業、鉱業、都市、森林例えば、農業、鉱業、都市、森林)の下で土地の配分と管理のために大きな空間規模にわたって講じられた行動をの下で土地の配分と管理のために大きな空間規模にわたって講じられた行動を
指します。指します。(出典出典:DEFRA, 2011)。。

緯度と経度緯度と経度: 地球表面上の南北と東西の位置をそれぞれ示す地理座標。これらの座標は角度として表されます地球表面上の南北と東西の位置をそれぞれ示す地理座標。これらの座標は角度として表されます: 緯度は緯度は0～～±90の幅があり、経度はの幅があり、経度は0～～±180の幅があります。の幅があります。

法定保護地または法定保護地またはRL: 在来種を維持する必要がある土地の割合。残しておく必要があり、生物群系によって異なり、地方自治体が正式に所在する土地の割合に関する要件在来種を維持する必要がある土地の割合。残しておく必要があり、生物群系によって異なり、地方自治体が正式に所在する土地の割合に関する要件:アマゾン流域でアマゾン流域で50～～80%、セラードで、セラードで35%、、
その他でその他で20%。。(出典出典:WWF, 2015)。。

信用状信用状(LCs): 文書による貿易金融の下で、信用状文書による貿易金融の下で、信用状(LC)は各個別の出荷に対して提供されます。買い手の依頼を受けて、銀行はは各個別の出荷に対して提供されます。買い手の依頼を受けて、銀行はLCを発行し、出荷に対する支払いをサプライヤーに保証します。を発行し、出荷に対する支払いをサプライヤーに保証します。(出典出典:CPSL, 2014)。。

相関相関: 森林の貴社による管理が別の環境問題に対して好影響をもたらす関係性。例えば、水循環森林の貴社による管理が別の環境問題に対して好影響をもたらす関係性。例えば、水循環(現地、地域、および大陸の気候に影響を及ぼす現地、地域、および大陸の気候に影響を及ぼす)の調整、洪水の緩和、および水セキュリティーの改善におれる森林の役の調整、洪水の緩和、および水セキュリティーの改善におれる森林の役
割。割。

低炭素農業低炭素農業: 農業からの温室効果ガス排出量を削減するための行動。農業からの温室効果ガス排出量を削減するための行動。

メインストリームの財務報告書メインストリームの財務報告書: 組織が操業する国の会社法、法令順守法、または証券法に基づいて、監査済みの財務結果を届けるために必要な年次報告パッケージ組織が操業する国の会社法、法令順守法、または証券法に基づいて、監査済みの財務結果を届けるために必要な年次報告パッケージ(出典出典:CDSB Framework, 2018)。。

製造製造: これには特に、食品、飼料、燃料部門の最終原料の生産、および消費者向けや工業用の最終財の製造を含みます。例えばこれには特に、食品、飼料、燃料部門の最終原料の生産、および消費者向けや工業用の最終財の製造を含みます。例えば:

-パーム油および大豆のサプライチェーンでは、この段階に油からショートニングへの精製やベーカリー製品の製造での成分としての使用を含みます。パーム油および大豆のサプライチェーンでは、この段階に油からショートニングへの精製やベーカリー製品の製造での成分としての使用を含みます。
-木材の場合、製造段階には木材を多様な製品に加工する木材の場合、製造段階には木材を多様な製品に加工する 2 次加工を含みます。この段階には、家具、床材、合板及び板、建築資材、パルプから印刷用紙、筆記用紙、新聞紙、ティッシュ及び包装用板紙への加工次加工を含みます。この段階には、家具、床材、合板及び板、建築資材、パルプから印刷用紙、筆記用紙、新聞紙、ティッシュ及び包装用板紙への加工
を含みます。を含みます。
-企業は、畜産品からの牛肉を含む製品企業は、畜産品からの牛肉を含む製品(例えば、小売り肉製品、加工されたファーストフード製品、グリセリン例えば、小売り肉製品、加工されたファーストフード製品、グリセリン/ゼラチンを含む副産物ゼラチンを含む副産物)への製造や、多様な産業への製造や、多様な産業(靴、洋服、家具、自動車内装など靴、洋服、家具、自動車内装など)のための革製品のための革製品
を製造する場合があります。を製造する場合があります。(出典出典:Global Canopy Programme, 2015)

金銭的インセンティブ金銭的インセンティブ: ボーナスまたは報酬の一部の形式。ボーナスまたは報酬の一部の形式。

モニタリングモニタリング: 規格、方針、またはコミットメントへの準拠を評価するための、体系的なデータ収集を通じた、特定指標の継続的監視規格、方針、またはコミットメントへの準拠を評価するための、体系的なデータ収集を通じた、特定指標の継続的監視(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and
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Definitions, 2018)。。

マルチステークホルダー・イニシアチブマルチステークホルダー・イニシアチブ: 異なるステークホルダーグループが管理するイニシアチブであり、民間部門の会社とその関連会社、市民社会組織異なるステークホルダーグループが管理するイニシアチブであり、民間部門の会社とその関連会社、市民社会組織(例えば、環境例えば、環境NGOや社会的や社会的NGO)、そして農業経営者組、そして農業経営者組
織、政府組織、および知識プロバイダーを含みます。織、政府組織、および知識プロバイダーを含みます。(出典出典:SAI Platform, 2015)。。

自然林自然林: 自然の生態系である、すなわち、対象の現場の原産である森林として在来種の構成、構造、および生態学的機能の大部分を持つ森林。以下の内容を含みます自然の生態系である、すなわち、対象の現場の原産である森林として在来種の構成、構造、および生態学的機能の大部分を持つ森林。以下の内容を含みます:
a.大きな人為的影響を受けていない原生林。大きな人為的影響を受けていない原生林。
b.過去に大きな人為的影響を受けたが過去に大きな人為的影響を受けたが(例えば、農業によって例えば、農業によって)、影響の主原因が停止したか、大幅に減少し、生態系が同時代に存在した自然の生態系の種の構成、構造、および機能の多くを獲得した再生された森林、影響の主原因が停止したか、大幅に減少し、生態系が同時代に存在した自然の生態系の種の構成、構造、および機能の多くを獲得した再生された森林(二二
次林次林)
c.管理された自然林管理された自然林
d.人為的原因人為的原因(例えば、収穫、火災、浸入生物種例えば、収穫、火災、浸入生物種)によって部分的に劣化したが、　土地が別の用途に転換されていなく、森林を定義する閾値も失われている森林。によって部分的に劣化したが、　土地が別の用途に転換されていなく、森林を定義する閾値も失われている森林。
(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

自然生息環境（または生態系自然生息環境（または生態系: 多くが自然のままの植物種や動物種の生存可能な集まりから構成され、人の活動がエリアの主な生態系の機能および種の構成を基本的に変更していないエリア（出典多くが自然のままの植物種や動物種の生存可能な集まりから構成され、人の活動がエリアの主な生態系の機能および種の構成を基本的に変更していないエリア（出典:これには、自然のこれには、自然の
種の構成、構造、および生態学的機能が存在する管理された生息地を含む、あらゆる種類の自然生息地種の構成、構造、および生態学的機能が存在する管理された生息地を含む、あらゆる種類の自然生息地(例えば、自然の低木地や例えば、自然の低木地や 放牧地放牧地)を含みますを含みます(出典出典: International Finance Corporation – IFC, Performance
Standard 6 & AFI Core Principles and Definitions, 2018から修正から修正)。。

組織組織: この用語は「貴社」と区別しないで使用されます。一部の回答企業が自身を「会社」と考えていない、または正式に分類していない可能性があることをこの用語は「貴社」と区別しないで使用されます。一部の回答企業が自身を「会社」と考えていない、または正式に分類していない可能性があることをCDPは認識しています。は認識しています。

その他の非金銭的褒賞その他の非金銭的褒賞: 休日出勤手当増額、特別任務、駐車場の割り当てなどを含みます。休日出勤手当増額、特別任務、駐車場の割り当てなどを含みます。

アウトグローワーアウトグローワー: アウトグローワー・スキームは、商業用森林製品の生産のための栽培者または地主と企業の間の契約上の協力関係として定義されます。アウトグローワー・スキームは、商業用森林製品の生産のための栽培者または地主と企業の間の契約上の協力関係として定義されます。(出典出典:FAO, 2001)。。

泥炭地泥炭地: 植物の有無に関わらず、表面に泥炭層が自然に堆積した地域。一方で、泥炭は少なくとも植物の有無に関わらず、表面に泥炭層が自然に堆積した地域。一方で、泥炭は少なくとも30%(乾燥質量乾燥質量)の死んだ有機物質から構成される堆積物として定義されます。の死んだ有機物質から構成される堆積物として定義されます。(出典出典:Joosten, H. and D.
Clarke.2002.Wise Use of Mires and Peatlands - Background Principles including a Framework for Decision-Making)。。

恒久的保護地域または恒久的保護地域またはAPP: 河川堤防、流域、急斜面などの残しておく必要がある地域。これらは地所ごとに異なり、法定保護地内に割り当てられる場合があります。河川堤防、流域、急斜面などの残しておく必要がある地域。これらは地所ごとに異なり、法定保護地内に割り当てられる場合があります。(出典出典:WWF, 2015)。。

人工林人工林: 種の構成、構造、および種の構成、構造、および/または機能に関して地域原産の自然林と異なる、植林およびまたは機能に関して地域原産の自然林と異なる、植林および/または計画的な種蒔きを通じて根付いた木から主に構成される森林。または計画的な種蒔きを通じて根付いた木から主に構成される森林。

-通常、人工林は商業的生産のために管理または処理されます通常、人工林は商業的生産のために管理または処理されます(出典出典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

植林地植林地: 農作物または木によって植林された土地。農作物または木によって植林された土地。

民間民間REDD+: さまざまなメカニズム、例えば資金調達、生産能力強化、または炭素取引を通じた民間部門のさまざまなメカニズム、例えば資金調達、生産能力強化、または炭素取引を通じた民間部門のREDD+への関与。への関与。

加工加工: 本質問書への回答において、加工は、最終製品を生産するために価値を付加する最初の変形を行う活動を含みます。例えば、本質問書への回答において、加工は、最終製品を生産するために価値を付加する最初の変形を行う活動を含みます。例えば、○ 粉砕されたヤシの実からの生のパーム油の生産、又は、大豆からの大豆油及び大豆粉砕されたヤシの実からの生のパーム油の生産、又は、大豆からの大豆油及び大豆
粉の生産はこの活動に該当します。精製や細分化を行うそれ以降の加工活動は、製造段階に含めて考えます。粉の生産はこの活動に該当します。精製や細分化を行うそれ以降の加工活動は、製造段階に含めて考えます。○ 木材の場合、工場木材の場合、工場(すなわち、製材工場、ベニヤ、合板工場、パルプ及び製紙工場すなわち、製材工場、ベニヤ、合板工場、パルプ及び製紙工場)において木材製品の一次において木材製品の一次
加工を含む活動を行う企業はこの段階を選択するでしょう。加工を含む活動を行う企業はこの段階を選択するでしょう。○ 畜産品については、この段階の活動は、主として牛の食肉処理及び生皮をなめし皮に加工する工程が該当します。畜産品については、この段階の活動は、主として牛の食肉処理及び生皮をなめし皮に加工する工程が該当します。(出典出典:Global Canopy Programme,
2015)。。

生産生産: これは、サプライチェーンの最初の段階であり、一般的に原材料の作成を指します。必然的に、これが森林に対する直接的な影響が生じる段階です。パームや大豆のプランテーションの開設、大規模放牧、木これは、サプライチェーンの最初の段階であり、一般的に原材料の作成を指します。必然的に、これが森林に対する直接的な影響が生じる段階です。パームや大豆のプランテーションの開設、大規模放牧、木
材産業のための土地の転用が活動に含まれる企業は、この分類を選択してください。サプライチェーンの中で統合された企業群で上流においてコモディティの生産に関連する場合を含みます。材産業のための土地の転用が活動に含まれる企業は、この分類を選択してください。サプライチェーンの中で統合された企業群で上流においてコモディティの生産に関連する場合を含みます。(出典出典:Global Canopy
Programme, 2015)

生産データ生産データ: 貴社の大豆またはパーム油の生産からのデータなど、原材料の栽培貴社の大豆またはパーム油の生産からのデータなど、原材料の栽培/飼育飼育/収穫に関するデータを指します。収穫に関するデータを指します。

生産量生産量: 貴社によって生産されるコモディティ、すなわち、所有貴社によって生産されるコモディティ、すなわち、所有/管理した土地の中で生育、飼育、または収穫されるコモディティの量を指します。管理した土地の中で生育、飼育、または収穫されるコモディティの量を指します。

生産性の高い森林生産性の高い森林 (生産林の別名でも知られる生産林の別名でも知られる): 木材木材/木材製品の採取のために設計された自然林の地域。木材製品の採取のために設計された自然林の地域。(出典出典:FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015)。。
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飼育農場飼育農場: 牛がその成人期の大部分期間滞在する、生産サイクルの第牛がその成人期の大部分期間滞在する、生産サイクルの第2段階。段階。

表彰表彰(非金銭的非金銭的): 従業員表彰従業員表彰(例えば、年間最優秀従業員例えば、年間最優秀従業員)またはキャリアまたはキャリア アップ制度ですが、いかなる形式の報酬にも直接関連していません。アップ制度ですが、いかなる形式の報酬にも直接関連していません。

REDD+: 森林の持続可能な管理、森林の保全、そして炭素貯蔵の強化を含むことで森林の持続可能な管理、森林の保全、そして炭素貯蔵の強化を含むことでREDDを拡張しました。を拡張しました。(出典出典:UN-REDD website)。。

森林再生森林再生: 森林と分類された土地の植林および森林と分類された土地の植林および/または画的な種蒔きを通じた森林の回復。または画的な種蒔きを通じた森林の回復。(出典出典:FAO Forest Resources Assessment, Working Paper 180, 2015)。。

残留リスク残留リスク: リスクを管理するために具体的行動を講じた後に残っているリスク。リスクを管理するために具体的行動を講じた後に残っているリスク。

復元復元: 森林復元は、劣化した、ダメージを受けた、あるいは破壊された生態系の回復支援のプロセスです。森林復元は、劣化した、ダメージを受けた、あるいは破壊された生態系の回復支援のプロセスです。(出典出典:SER, 2002)。。

小売小売: 個人消費者への物品の販売のほか、工業製品の使用者に対する物品の販売のことも指す、サプライチェーンの最終段階です。この段階の企業は、製品製造者に消費者へのアクセスを提供します。個人消費者への物品の販売のほか、工業製品の使用者に対する物品の販売のことも指す、サプライチェーンの最終段階です。この段階の企業は、製品製造者に消費者へのアクセスを提供します。(出典出典:Global
Canopy Programme, 2015)

リスク管理リスク管理: 組織がその目的を確実に達成するためのリスクの理解、分析、および取り組みを含みます。これは組織の複雑さと種類に釣り合わせる必要があります。組織がその目的を確実に達成するためのリスクの理解、分析、および取り組みを含みます。これは組織の複雑さと種類に釣り合わせる必要があります。(出典出典:Institute of Risk Management, 2016)。。

農村環境登録農村環境登録(CAR): 農村地所が森林法の要件に準拠するための中心となるツール。すべての農村地所所有者は、農村地所が森林法の要件に準拠するための中心となるツール。すべての農村地所所有者は、APPの場所、法定保護地、およびその他の要素を含み、その土地をの場所、法定保護地、およびその他の要素を含み、その土地をCARに登録する必要があります。に登録する必要があります。
CARは国立環境情報システムは国立環境情報システム(SINIMA)によって規制されています。によって規制されています。(出典出典:WWF, 2015)。。

スキームスキーム/プラズマ小規模農家プラズマ小規模農家: スキーム小規模農家またはプラズマ・スキーム・プランテーションのために管理された土地の面積。スキーム小規模農家またはプラズマ・スキーム・プランテーションのために管理された土地の面積。

SDGs: 国連持続可能な開発目標国連持続可能な開発目標(SDGs)は、経済、社会、環境のは、経済、社会、環境の3次元の持続可能な開発のバランスを取るために講じられた一連の次元の持続可能な開発のバランスを取るために講じられた一連の2030年までに達成すべき年までに達成すべき17の目標です。の目標です。(出典出典:Sustainable Development
Knowledge Platform, 2015)。。

第二者監査第二者監査: 製品および製品および/またはサービスが基準、方針、またはコミットメントによって指定された要件を満足するかを評価するために社外当事者またはサービスが基準、方針、またはコミットメントによって指定された要件を満足するかを評価するために社外当事者(顧客または顧客の代わりに他の契約組織のいずれか顧客または顧客の代わりに他の契約組織のいずれか)によって行われによって行われ
るプロセス。るプロセス。

休耕地休耕地: 生産または計画した開発のためには使用されていない企業が所有生産または計画した開発のためには使用されていない企業が所有/管理する土地であり、保全目的のために確保されている。管理する土地であり、保全目的のために確保されている。

小規模農家小規模農家: 主に家族または家事労働者、または返礼としての地域の他のメンバーとの労働力交換を頼りにしている生産者。主に家族または家事労働者、または返礼としての地域の他のメンバーとの労働力交換を頼りにしている生産者。(出典出典:Accountability Framework Initiative, 2017, The core document – draft for public
consultation)。。

土壌保全土壌保全: 使い過ぎによって引き起こされる浸食または肥沃土の低下による土砂流出、酸性化、塩類化、または例えば焼畑などの持続不可能な農法によって引き起こされる、その他の化学的土壌汚染の防止。　使い過ぎによって引き起こされる浸食または肥沃土の低下による土砂流出、酸性化、塩類化、または例えば焼畑などの持続不可能な農法によって引き起こされる、その他の化学的土壌汚染の防止。　

土壌劣化土壌劣化: 受益者に物品およびサービスを提供する生態系の能力低下をもたらす土壌の健全性状況の変化。劣化した土壌は、その生態系の特定土壌の通常の物品およびサービスを提供できない健全性状況になってい受益者に物品およびサービスを提供する生態系の能力低下をもたらす土壌の健全性状況の変化。劣化した土壌は、その生態系の特定土壌の通常の物品およびサービスを提供できない健全性状況になってい
ます。ます。(出典出典:FAO SOILS PORTAL)。。

調達先調達先/国国/地理的地域地理的地域: 貴社が材料を生産貴社が材料を生産/調達する国、州調達する国、州/地域、地方自治体、またはその他の国、地域、または地方の管理部門を含むことができる地理的場所。地域、地方自治体、またはその他の国、地域、または地方の管理部門を含むことができる地理的場所。

特定の製品ライン特定の製品ライン: 同じ企業によって販売される同じ企業によって販売される1つのブランドの関連製品の一群。つのブランドの関連製品の一群。

規格規格: 指標、達成基準、モデルとして使用される品質または業績のレベル。通常、企業規格は、最低限の許容要件として企業によって理解される、一般的かつ繰り返し使用のために製品または関連プロセスの規則、指標、達成基準、モデルとして使用される品質または業績のレベル。通常、企業規格は、最低限の許容要件として企業によって理解される、一般的かつ繰り返し使用のために製品または関連プロセスの規則、
ガイドラインまたは特性、および生産方法を提供する文書です。ガイドラインまたは特性、および生産方法を提供する文書です。

戦略戦略 : 組織の期待される将来の状態を指します。戦略によって、組織が希望する状態の到達におけるその進捗をモニタリングし、評価できる基準を作ります。戦略設計には、組織の活動とその事業の性質の背後の動組織の期待される将来の状態を指します。戦略によって、組織が希望する状態の到達におけるその進捗をモニタリングし、評価できる基準を作ります。戦略設計には、組織の活動とその事業の性質の背後の動
機と範囲のレビュー、直面するリスクと機会の検討、そして操業する環境を伴う可能性があります。機と範囲のレビュー、直面するリスクと機会の検討、そして操業する環境を伴う可能性があります。

ササププラライイヤヤーー: ササププラライイヤヤーーはは、、生生産産ののたためめにに原原料料をを供供給給すするる団団体体でですす。。

ササププラライイチチェェーーンン: 貴貴社社ののササププラライイチチェェーーンンはは材材料料、、部部品品、、消消耗耗品品のの投投入入量量、、ササーービビススへへののすすべべててのの外外部部かからら投投入入かからら構構成成さされれてていいまますす。。 御御社社ののササププラライイチチェェーーンンのの範範囲囲はは、、供供給給のの複複数数ののレレベベルル（（例例：：部部品品ササ

ププラライイ
ヤー、およびこれらの部品の製造に使用した原料のサプライヤー、部品サプライヤーおよび原料サプライヤー）に拡大可能です。ヤー、およびこれらの部品の製造に使用した原料のサプライヤー、部品サプライヤーおよび原料サプライヤー）に拡大可能です。

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Page 169 of 180 @cdp | www.cdp.net

http://www.un-redd.org/
http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
https://nau.edu/uploadedFiles/Centers-Institutes/ERI/_Forms/Resources/ser-primer.pdf
https://forest500.org/sites/default/files/forest_500_selection_methodology._2015.pdf
https://forest500.org/sites/default/files/forest_500_selection_methodology._2015.pdf
https://www.theirm.org/the-risk-profession/risk-management.aspx
https://www.theirm.org/the-risk-profession/risk-management.aspx
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_brazils_new_forest_code_guide_1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2017/11/accountability-framework-core-document_english_2017-11-3.pdf
https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2017/11/accountability-framework-core-document_english_2017-11-3.pdf
http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/en/


サプライチェーン・マッピングサプライチェーン・マッピング: あなたのサプライチェーン内での原材料の原産地を文書化するためのプロセスであり、すべての関連活動あなたのサプライチェーン内での原材料の原産地を文書化するためのプロセスであり、すべての関連活動(例えば、生産、加工、製造、輸送、および流通例えば、生産、加工、製造、輸送、および流通)を含みます。を含みます。(出出
典典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

持続可能性基準持続可能性基準: 定義した団体の社会的、環境的、または経済的な活動、またはこれらの組み合わせに対処する基準。定義した団体の社会的、環境的、または経済的な活動、またはこれらの組み合わせに対処する基準。(出典出典:ISEAL Alliance, 2014 )。。

持続可能な農業集約化持続可能な農業集約化: 農業の持続可能性を達成するために生産収率を高めるための原料の効果的な利用と、好ましくない生産物農業の持続可能性を達成するために生産収率を高めるための原料の効果的な利用と、好ましくない生産物(例えば、森林伐採、水質汚染、または温室効果ガス排出例えば、森林伐採、水質汚染、または温室効果ガス排出)の削減のことを指します。の削減のことを指します。(出出
典典:FCRN, 2012)

持続可能な森林管理持続可能な森林管理: 固有の価値や将来の生産性を下げることなく、好ましくない社会環境影響を回避しながら、必要な森林製品やサービスの継続的な生産を達成するための森林管理のプロセス。固有の価値や将来の生産性を下げることなく、好ましくない社会環境影響を回避しながら、必要な森林製品やサービスの継続的な生産を達成するための森林管理のプロセス。(出典出典: ITTOから修から修
正正)。。

持続可能な調達基準持続可能な調達基準: 環境に対するダメージを最小限に抑えながら、組織に対してだけでなく、社会や経済にとっても利益を生む費用対効果の良い方法で組織が物品およびサービスの需要を満たすプロセスを定義す環境に対するダメージを最小限に抑えながら、組織に対してだけでなく、社会や経済にとっても利益を生む費用対効果の良い方法で組織が物品およびサービスの需要を満たすプロセスを定義す
る一連の規則とガイドライン。これは、企業によって調達る一連の規則とガイドライン。これは、企業によって調達/購入されるコモディティに適用されます。購入されるコモディティに適用されます。

持続可能な生産基準持続可能な生産基準: 原材料、物品を生産する、またはサービスの持続可能性を実現するための、すなわち、社会環境影響を最低限に抑え、企業の利益を最大化するための最低限の要件を定義する一連の規則とガイド原材料、物品を生産する、またはサービスの持続可能性を実現するための、すなわち、社会環境影響を最低限に抑え、企業の利益を最大化するための最低限の要件を定義する一連の規則とガイド
ライン。これは、企業の直接操業内で生育、飼育、または収穫されるコモディティに適用されます。ライン。これは、企業の直接操業内で生育、飼育、または収穫されるコモディティに適用されます。

目標目標: 特定期限内に達成すべき、あなたの会社が設定した具体的な測定可能な成果。通常、目標は幅広く、長期的な企業目標に向けた小さなステップであり、方針および特定期限内に達成すべき、あなたの会社が設定した具体的な測定可能な成果。通常、目標は幅広く、長期的な企業目標に向けた小さなステップであり、方針および/またはコミットメントと関連付ける必要があまたはコミットメントと関連付ける必要があ
ります。ります。

コミットメントの条件コミットメントの条件: 農村の地主が地所の環境損失を是正する約束をする農村の地主が署名した公文書であり、少なくとも農村の地主が地所の環境損失を是正する約束をする農村の地主が署名した公文書であり、少なくともAPPs、法定保護地、および利用制限地域の保全、森林再生、または復元を行う誓約を含み、法定保護地、および利用制限地域の保全、森林再生、または復元を行う誓約を含み
ます。法定保護地を復元または補正することができます。ます。法定保護地を復元または補正することができます。(出典出典:WWF, 2015)。。

第三者監査第三者監査: 製品および製品および/またはサービスが基準、方針、またはコミットメントによって指定された要件を満足するかを評価するために独立した当事者またはサービスが基準、方針、またはコミットメントによって指定された要件を満足するかを評価するために独立した当事者(例えば、認証機関例えば、認証機関)によって行われるプロセス。によって行われるプロセス。

第三者認証第三者認証: 認証プロセスが独立した組織によって行われる場合。認証プロセスが独立した組織によって行われる場合。

第三者検証第三者検証: 製品、プロセス、サービス、またはシステムが基準、方針、またはコミットメントに準拠していることを確認するために、独立当事者によって行われる手続き。製品、プロセス、サービス、またはシステムが基準、方針、またはコミットメントに準拠していることを確認するために、独立当事者によって行われる手続き。

絶滅危惧種生息地および保護生息地絶滅危惧種生息地および保護生息地: 絶滅の危機に瀕していると見なされる、あるいは国内法または地方自治体の法律のほか、国際的な多国間協定でも保護されているすべての生息地であり、世界自然遺産、絶滅の危機に瀕していると見なされる、あるいは国内法または地方自治体の法律のほか、国際的な多国間協定でも保護されているすべての生息地であり、世界自然遺産、Natura
2000保護地域、およびその他の類似地域を含みます。保護地域、およびその他の類似地域を含みます。

絶絶滅滅危危惧惧種種とと保保護護種種: IUCNのの絶絶滅滅危危惧惧種種ののレレッッドドリリスストトにに掲掲載載さされれてていいるるすすべべててのの種種ののほほかか、、絶絶滅滅のの危危機機にに瀕瀕ししてていいるる、、ももししくくはは国国内内法法ままたたはは地地方方自自治治体体のの法法律律やや規規制制でで保保護護さされれてていいるるそそのの他他のの種種。。

トトレレーーササビビリリテティィ: 製製品品、、部部品品、、おおよよびび原原材材料料のの履履歴歴、、流流通通、、所所在在、、おおよよびび用用途途をを特特定定ししてて追追跡跡すするるここととでで、、人人権権、、労労働働(健健康康とと安安全全をを含含むむ)、、環環境境、、おおよよびび汚汚職職防防止止のの分分野野ににおおいいてて持持続続可可能能性性ががああるるとといいうう主主張張

がが信信頼頼
できることを保証する能力。できることを保証する能力。(出典出典:UN Global Compact, 2014)。。

トトレレーーササビビリリテティィシシスステテムム: ババリリュューーチチェェーーンンにに沿沿っったた製製品品おおよよびび/ままたたはは原原材材料料のの経経路路をを文文書書化化にによよっってて追追跡跡すするるシシスステテムム。。

トトレレーードドオオフフ: 森森林林のの貴貴社社にによよるる管管理理がが別別のの環環境境問問題題にに対対ししてて悪悪影影響響ををももたたららすす関関係係性性。。例例ええばば、、生生物物多多様様性性喪喪失失やや生生態態系系劣劣化化はは、、植植被被のの喪喪失失やや生生態態系系機機能能ののアアンンババラランンススののたためめにに、、温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの増増加加

をを促促進進
する可能性があります。する可能性があります。

取引取引: これは、国内市場または輸出市場に森林リスク・コモディティを供給する活動として定義されます。これには、森林リスク・コモディティの輸送や保管を含みます。取引活動を行っている企業には、卸売販売これは、国内市場または輸出市場に森林リスク・コモディティを供給する活動として定義されます。これには、森林リスク・コモディティの輸送や保管を含みます。取引活動を行っている企業には、卸売販売
業者、小売業者、流通業者、代理店、輸出業者、および輸入業者を含みます。業者、小売業者、流通業者、代理店、輸出業者、および輸入業者を含みます。(出典出典:Global Canopy Programme, 2015)。。.

非植林地非植林地: 植林のために保留されていますが、まだ植林されていない土地。これには、将来開発する予定がある土地を含む可能性があることにご注意ください。植林のために保留されていますが、まだ植林されていない土地。これには、将来開発する予定がある土地を含む可能性があることにご注意ください。(出典出典:SPOTT, 2017)。。

UN-REDD: 国連森林減少・劣化による温室効果ガス排出量の削減共同プログラム国連森林減少・劣化による温室効果ガス排出量の削減共同プログラム(REDD)はは2008年に開始され、森林伐採や森林劣化による炭素排出量を削減するために、結果に基づいた支払いを通じて開発国に動機年に開始され、森林伐採や森林劣化による炭素排出量を削減するために、結果に基づいた支払いを通じて開発国に動機
を与えるように設計された気候変動緩和ツールです。を与えるように設計された気候変動緩和ツールです。(出典出典:UN-REDD website)。。

上流上流: バリューチェーンの一部を指し、直接操業を超えて、製造される製品用の原料として使用される材料が生産、採掘、加工、およびバリューチェーンの一部を指し、直接操業を超えて、製造される製品用の原料として使用される材料が生産、採掘、加工、および/または取引される場所、例えば農業生産の場所です。または取引される場所、例えば農業生産の場所です。
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https://accountability-framework.org/framework/contents/#core-principles
https://www.isealalliance.org/credible-sustainability-standards/iseal-codes-good-practice
https://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/SI_report_final.pdf
http://www.itto.int/sustainable_forest_management/
http://www.itto.int/sustainable_forest_management/
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_brazils_new_forest_code_guide_1.pdf
http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_brazils_new_forest_code_guide_1.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/Traceability/Guide_to_Traceability.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/Traceability/Guide_to_Traceability.pdf
https://forest500.org/sites/default/files/forest_500_selection_methodology._2015.pdf
https://forest500.org/sites/default/files/forest_500_selection_methodology._2015.pdf
http://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Hidden-Land_Hidden-Risks.pdf
http://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Hidden-Land_Hidden-Risks.pdf
http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/


ババリリュューーチチェェーーンン: 直直接接操操業業内内、、そそのの上上流流ままたたはは下下流流ででのの組組織織のの製製品品おおよよびびササーービビススにに価価値値ををももたたららすす、、ままたたははそそここかからら価価値値をを受受けけ取取るる一一連連のの活活動動ままたたははパパーートトナナーーのの全全体体。。

検検証証: 定定めめたたココミミッットトメメンントト、、基基準準、、ままたたはは目目標標にに関関連連ししたた準準拠拠、、実実績績、、おおよよびび/ままたたはは行行動動(以以下下でで定定義義さされれるる)のの評評価価とと妥妥当当性性確確認認。。一一般般的的にに検検証証ププロロセセススででははモモニニタタリリンンググデデーータタをを利利用用ししまますすがが、、そそのの他他のの
情情報報源源 とと分分析析もも含含むむ場場合合ががあありりまますす。。検検証証はは監監査査ププロロセセススのの一一要要素素でですす。。(出出典典:Accountability Framework Initiative (AFI), Core Principles and Definitions, 2018)。。

水水流流量量規規制制: 多多孔孔質質のの森森林林土土壌壌やや岩岩屑屑ででのの降降雨雨のの保保持持量量増増加加とと、、豪豪雨雨にによよるる雨雨水水のの流流れれのの削削減減。。(出出典典:WRI, 2011)。。

森森林林減減少少正正味味ゼゼロロ: 非非森森林林土土地地利利用用へへのの森森林林のの転転用用のの絶絶対対的的ななゼゼロロ。。そそししててそそののたためめ、、森森林林のの被被覆覆のの補補償償増増加加をを他他のの場場所所でで行行ううここととががででききまませせんん (。。出出典典:FAO.2017.Zero deforestation initiatives and their 
impacts on commodity supply chains)。。

森林減少の正味ゼロ森林減少の正味ゼロ: 森林減少による損失と森林再生と復元によるゲインの両方を考慮に入れつつ、時間内の森林減少による損失と森林再生と復元によるゲインの両方を考慮に入れつつ、時間内の2つの地点の間の定義した地理的地域での森林損失ゼロ。つの地点の間の定義した地理的地域での森林損失ゼロ。
- 種種のの構構成成、、生生態態系系のの構構造造、、おおよよびび /ままたたはは機機能能がが初初期期状状態態とと似似たたままままにに維維持持さされれるる限限りり、、一一部部のの森森林林転転用用がが可可能能ででああるるここととににごご注注意意くくだだささいい。。出出( 典典:WWF.2016.Living Planet Report 2016.Risk and resilience in a 
new era & AFI Core Principles and Definitions, 2018)

重重要要情情報報

企企業業はは、、CDPへへのの回回答答をを規規制制要要件件にに従従うう手手段段とと誤誤解解しし、、財財務務的的にに慎慎重重にに扱扱ううべべきき非非公公開開情情報報をを市市場場とと共共有有すするるここととののなないいよようう注注意意ししててくくだだささいい。。

CDP質質問問書書のの著著作作権権ににつついいてて

CDPのの年年次次質質問問書書のの著著作作権権はは、、英英国国のの登登録録チチャャリリテティィ（（No.1122330））でであありり、、イインンググラランンドドのの有有限限保保証証責責任任会会社社（（No.05013650））ででああるるCDP Worldwideがが有有ししてていいまますす。。質質問問をを含含みみ、、質質問問書書ののいいかかななるる部部分分ののいいかか

ななるる利利用用もも、、CDPのの許許可可がが必必要要でですす。。無無許許可可ででのの使使用用はは禁禁じじらられれてておおりり、、CDPはは著著作作権権保保護護ののたためめににああららゆゆるる法法的的措措置置ををととるる権権利利をを有有ししてていいまますす。。

投投資資家家質質問問書書(フフォォレレスストト2018)のの回回答答にに関関すするる諸諸条条件件

投投資資家家向向けけCDPフフォォレレスストト質質問問書書2018にに回回答答ししたた場場合合はは、、ここれれららのの諸諸条条件件がが適適用用さされれまますす。。ササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーににもも提提出出すするる場場合合、、下下記記ののササププラライイチチェェーーンンメメンンババーー(フフォォレレスストト2018)へへのの回回答答にに関関すするる諸諸条条
件件もも適適用用さされれまますす。。

1. 定定義義

請請求求書書送送付付企企業業: 本本諸諸条条件件のの最最後後ににああるる表表にに従従いい決決定定さされれるる組組織織をを意意味味ししまますす。。

CDP:Charity Commission of England and Walesにに登登録録さされれたた公公益益法法人人、、CDP Worldwideをを意意味味ししまますす （（チチャャリリテティィ登登録録番番号号 1122330、、会会社社登登録録番番号号 05013650））。。本本諸諸条条件件ににおおけけるる “当当社社(we)”、、“当当社社 (our)”、、“当当

社社 (us)”はは、、CDPおおよよびび請請求求書書送送付付企企業業をを指指ししまますす。。

期期限限: 2018年年7月月31日日をを意意味味ししまますす。。

•
•

•
•

•
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費費用用: 本本諸諸条条件件のの最最後後ににああるる表表にに記記載載さされれてていいるる費費用用をを意意味味しし、、適適用用さされれるる税税金金はは含含みみまませせんん。。

個個人人情情報報: 氏氏名名やや職職位位等等、、当当デデーータタかからら特特定定可可能能なな個個人人のの情情報報をを意意味味ししまますす。。

質質問問書書: CDPフフォォレレスストト質質問問書書2018をを意意味味ししまますす。。

回回答答企企業業: 質質問問書書にに回回答答すするる企企業業をを意意味味ししまますす。。本本諸諸条条件件ににおおけけるる “貴貴社社(you)” おおよよびび “貴貴社社のの(your)”はは、、回回答答企企業業をを指指ししまますす。。

2. 当当事事者者

本本緒緒条条件件のの当当事事者者ははCDP、、請請求求書書送送付付企企業業 （（請請求求書書送送付付企企業業ががCDPででなないい場場合合））、、おおよよびび回回答答企企業業ととししまますす。。

3. 本本諸諸条条件件

投投資資家家要要請請質質問問書書のの回回答答をを提提出出すするる時時にに適適用用さされれるる諸諸条条件件でですす。。本本諸諸条条件件にに同同意意さされれなないい場場合合はは、、respond@cdp.net ままででごご連連絡絡ののううええごご相相談談くくだだささいい。。

4.質質問問書書にに対対すするる回回答答

全全般般 質質問問書書へへののごご回回答答ににああたたっっててはは、、回回答答内内容容をを公公表表すするるかか、、非非公公表表ににすするるかかをを選選択択ででききまますす。。CDPでではは、、ごご回回答答内内容容をを公公表表すするるよようう強強くく推推奨奨ししてておおりりまますす。。

回回答答期期限限。。 貴貴社社のの回回答答がが採採点点さされれ何何ららかかのの報報告告書書にに包包摂摂さされれるるににはは、、当当社社オオンンラライインン回回答答シシスステテムムをを使使っってて期期限限ままででにに回回答答をを提提出出すするる必必要要ががあありりまますす。。

回回答答のの公公表表。。 回回答答をを公公表表すするるここととにに同同意意ししたた場場合合、、当当社社がが決決定定すするるああららゆゆるる目目的的ののたためめにに利利用用ででききるるここととととししまますす （（有有償償無無償償をを問問わわずず））。。例例ええばば、、回回答答をを当当社社ののWEBササイイトトでで署署名名投投資資家家ややそそのの他他のの第第三三者者がが利利用用
ででききるるよよううににすするるこことと、、そそししてて、、回回答答をを評評価価すするるこことと（（評評価価をを公公表表すするるここととをを含含むむ））をを含含みみまますす。。

回回答答のの非非公公表表。。 貴貴社社のの回回答答がが非非公公表表ででああるる場場合合はは、、当当社社はは以以下下にに限限っっててここれれをを利利用用ででききまますす。。

(a) CDPにによよるる受受領領後後速速ややかかにに、、貴貴社社のの回回答答をを署署名名投投資資家家（（CDPウウェェブブササイイトトににリリスストトをを記記載載））にに対対ししてて、、直直接接的的ままたたははBloombergののタターーミミナナルルをを通通じじてて、、署署名名投投資資家家のの組組織織内内ででのの利利用用をを可可能能ににすするる。。たただだしし、、
回回答答内内容容ののデデーータタがが匿匿名名化化ままたたはは匿匿名名化化のの効効果果ををももつつ方方法法でで集集計計化化さされれてていいなないい限限りり公公表表ししなないいここととをを条条件件ととすするる。。

(b) CDPにによよるる受受領領後後速速ややかかにに、、貴貴社社のの回回答答をを当当社社ググルルーーププ企企業業おおよよびび関関連連会会社社（（例例ええばば、、CDP North America, Inc））、、当当社社のの国国別別パパーートトナナーー、、調調査査パパーートトナナーー、、報報告告書書執執筆筆者者、、おおよよびび採採点点パパーートトナナーーにに対対ししてて、、
以以下下
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を目的に利用可能にする。を目的に利用可能にする。

(i)貴社の回答の採点および採点結果の公表、および貴社の回答の採点および採点結果の公表、および

(ii)組織内での利用。ただし、回答内容のデータが匿名化または匿名化の効果をもつ方法で集計化されていない限り公表しないことを条件とする。組織内での利用。ただし、回答内容のデータが匿名化または匿名化の効果をもつ方法で集計化されていない限り公表しないことを条件とする。

回回答答のの修修正正。。 回回答答はは、、いいっったたんん提提出出ししたた後後ででもも、、期期限限前前ででああれればばいいつつででもも修修正正ででききまますす。。期期限限後後はは、、貴貴社社のの回回答答をを修修正正ででききるるののははCDPススタタッッフフののみみでであありり、、費費用用がが発発生生すするる場場合合ももあありりまますす。。期期限限後後のの回回答答のの修修正正は
は、、評評価価やや報報告告書書にに反反映映さされれなないい場場合合ががあありりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。

回回答答のの評評価価。。 CDPののオオンンラライインン回回答答シシスステテムムでで期期限限内内にに提提出出すするるとと、、回回答答へへのの評評価価がが行行わわれれまますす。。期期限限後後ででああっっててもも2018年年10月月1日日ままででにに回回答答をを提提出出すすれればば、、有有料料ででオオンンデデママンンドド評評価価をを請請求求すするるここととがが可可能能でですす。。詳詳
細細ににつついいててはは、、scorefeedback@cdp.netにに電電子子メメーールルををおお送送りりくくだだささいい。。

5. 費費用用

費費用用。。 当当社社はは非非営営利利団団体体でであありり、、情情報報開開示示シシスステテムムのの維維持持をを目目的的ととししてて一一定定のの企企業業にに年年間間管管理理費費用用をを請請求求ししまますす。。費費用用のの支支払払いいをを免免除除さされれてていいなないい限限りり（（下下記記にに定定めめるる通通りり））、、貴貴社社がが以以下下にに記記載載さされれるる国国でで上上場場、、法法
人人 化化、、ままたたはは本本社社設設立立ししてていいるる場場合合はは、、当当該該費費用用とと適適用用税税をを支支払払うう必必要要ががあありりまますす。。費費用用はは、、2018年年にに貴貴社社がが提提出出すするる回回答答（（気気候候変変動動、、森森林林、、水水安安全全保保障障））のの数数にに関関わわららずず、、一一回回ののみみおお支支払払くくだだささいい。。貴貴社社がが、、すす
ででにに提提出出ししたた回回答答ににつついいてて回回答答期期限限後後にに変変更更をを求求めめるる場場合合、、ままたたはは、、期期限限後後にに回回答答をを提提出出しし、、そそのの採採点点をを希希望望すするる場場合合はは、、当当社社はは追追加加費費用用のの請請求求がが可可能能でですすののででごご注注意意くくだだささいい。。

費費用用がが適適用用さされれるる国国。。 回回答答企企業業はは、、以以下下のの国国ののいいずずれれかかでで上上場場、、法法人人化化、、ままたたはは本本社社設設立立ししてていいるる場場合合にに、、費費用用のの支支払払いいをを求求めめらられれまますす。。

アアルルゼゼンンチチンン、、オオーースストトララリリアア、、オオーースストトリリアア、、ババハハママ、、ベベルルギギーー、、ババミミュューーダダ、、ブブララジジルル、、カカナナダダ、、ケケイイママンン諸諸島島、、チチャャンンネネルル諸諸島島、、チチリリ、、ココロロンンビビアア、、デデンンママーークク、、フフィィンンラランンドド、、フフラランンスス、、ドドイイツツ、、香香港港、、
アアイイススラランンドド、、イインンドド、、イインンドドネネシシアア、、アアイイルルラランンドド、、イイタタリリアア、、日日本本、、ルルククセセンンブブルルググ、、ママレレーーシシアア、、メメキキシシココ、、オオラランンダダ、、ニニュューージジーーラランンドド、、ノノルルウウェェーー、、ペペルルーー、、フフィィリリピピンン、、ポポルルトトガガルル、、シシンンガガポポーールル、、
南南アアフフリリカカ、 、韓韓国国、、ススペペイインン、、ススウウェェーーデデンン、、ススイイスス、、台台湾湾、、タタイイ、、トトルルココ、、英英国国、、ままたたはは米米国国。。

費費用用のの免免除除。。 回回答答企企業業はは、、次次のの場場合合にに費費用用のの支支払払いいをを免免除除さされれまますす。。

(a) CDPの投資家サンプルの一つに含まれ、かつ、過去の投資家サンプルの一つに含まれ、かつ、過去3年間に年間にCDPに回答を提出していない場合、または、に回答を提出していない場合、または、

(b) CDPのサプライチェーン質問書にのみ回答している場合。のサプライチェーン質問書にのみ回答している場合。

費費用用支支払払いいのの必必要要性性ににつついいててはは、、CDPのの裁裁量量でで判判断断しし、、貴貴社社のの回回答答提提出出前前にに通通知知ししまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。当当社社のの投投資資家家ササンンププルルににああるる企企業業全全社社ののリリスストトはは、、当当社社ウウェェブブササイイトトでで確確認認ででききまますす。。

費費用用のの支支払払いい。。 費費用用ははククレレジジッットトカカーードドままたたははデデビビッットトカカーードドでで支支払払ううかか、、ままたたはは、、CDPののオオンンラライインン企企業業ダダッッシシュュボボーードドをを通通じじてて請請求求書書をを依依頼頼しし、、当当該該請請求求書書にに記記載載ののととおおりりにに期期限限内内にに支支払払うう必必要要ががあありりまます
す。。費費用用 をを支支払払いい済済みみ、、請請求求書書をを依依頼頼済済みみ、、ままたたはは費費用用のの支支払払いいがが免免除除さされれてていいるる場場合合をを除除いいてて、、回回答答をを提提出出すするるここととははででききまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。

6．．回回答答上上のの権権利利
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所有権。所有権。 貴社の回答の知的財産権はすべて、貴社または貴社のライセンサーが所有します。貴社の回答の知的財産権はすべて、貴社または貴社のライセンサーが所有します。

ライセンス。ライセンス。 貴社は、貴社は、CDPが本諸条件にもとづく用途のために貴社の回答および貴社の回答の一切の著作権およびデータベース権を使用するための無制限、取消不能、非排他的、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤリティーが本諸条件にもとづく用途のために貴社の回答および貴社の回答の一切の著作権およびデータベース権を使用するための無制限、取消不能、非排他的、譲渡可能、再許諾可能、ロイヤリティー
フリー、およびグローバルなライセンスをフリー、およびグローバルなライセンスをCDPに授与、またはに授与、またはCDPのために入手しなければなりません。のために入手しなければなりません。

7.重要な表明重要な表明

貴社は以下について確認します。貴社は以下について確認します。

(a) CDPへの回答提出者は、貴社より回答提出許可を得た者であること、への回答提出者は、貴社より回答提出許可を得た者であること、

(b) CDPに回答を提出するうえで必要な同意と許可をすべて取得済みであること、および、に回答を提出するうえで必要な同意と許可をすべて取得済みであること、および、

(c)貴社が提出する回答は、貴社が提出する回答は、

(i)いかなる第三者の権利（プライバシー権、パブリシいかなる第三者の権利（プライバシー権、パブリシｰー権、または知的財産権を含む）を侵害することはない、権、または知的財産権を含む）を侵害することはない、

(ii)いかなる第三者を中傷することはない、およびいかなる第三者を中傷することはない、および

(iii)いかなる個人情報も含まない。いかなる個人情報も含まない。

8.法的責任法的責任

CDPは、は、CDPの貴社に対する法的責任を除外または制限する等、そうすることが違法である場合は、いかなる形であれ行いません。の貴社に対する法的責任を除外または制限する等、そうすることが違法である場合は、いかなる形であれ行いません。 ここには、ここには、CDPの過失、または、の過失、または、CDPの従業員、代理人、または下請業者による過失の従業員、代理人、または下請業者による過失
を起因とする死亡あるいは人身傷害に対する法的責任、および、詐欺または詐欺的不実表示に対する法的責任が含まれます。を起因とする死亡あるいは人身傷害に対する法的責任、および、詐欺または詐欺的不実表示に対する法的責任が含まれます。

当社は事業上の損失に対して責任を負いません。当社は事業上の損失に対して責任を負いません。 本諸条件に従い、本諸条件に従い、CDPと質問書送付企業は、収益の損失、逸失利益、取引上の損失、事業中断、機会損失、暖簾の喪失損、評判の喪失、データまたはソフトウェアの損と質問書送付企業は、収益の損失、逸失利益、取引上の損失、事業中断、機会損失、暖簾の喪失損、評判の喪失、データまたはソフトウェアの損
失、損害または破損、もしくは、間接的または派生的な損失または損害について、いかなる状況においても貴社に対して一切の責任を負いません。失、損害または破損、もしくは、間接的または派生的な損失または損害について、いかなる状況においても貴社に対して一切の責任を負いません。

法的責任の除外。法的責任の除外。 本諸条件に従い、本諸条件に従い、CDPと質問書送付企業は、いかなる状況においても、と質問書送付企業は、いかなる状況においても、CDPへの貴社の回答の内容または提出、貴社の回答の当社による使用、及びへの貴社の回答の内容または提出、貴社の回答の当社による使用、及び/又は、貴社の回答の第三者による使用に起因する法又は、貴社の回答の第三者による使用に起因する法
的責任を貴社に対して一切負いません。的責任を貴社に対して一切負いません。

法的責任の制限。法的責任の制限。 本諸条件に従い、本諸条件に従い、CDPおよび請求書送付企業の貴社に対する総責任額は、いかなる状況においても、費用相当額または、貴社が費用を支払う必要がない場合にはおよび請求書送付企業の貴社に対する総責任額は、いかなる状況においても、費用相当額または、貴社が費用を支払う必要がない場合には625ポンドに制限されるものとします。ポンドに制限されるものとします。
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9. 一一般般条条項項

CDPははCDPのの権権利利をを他他者者にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。 CDPはは、、本本諸諸条条件件ににももととづづくく権権利利とと義義務務をを、、他他のの組組織織にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。

本本諸諸条条件件ににももととづづくく権権利利ははいいずずれれもも、、他他のの誰誰もも有有ししまませせんん。。 本本諸諸条条件件はは貴貴社社ととCDPのの間間でで交交わわさされれるるももののでですす。。他他のの誰誰もも、、当当該該条条件件ののいいずずれれををもも行行使使すするる権権利利をを有有ししまませせんん。。

完完全全合合意意 本本諸諸条条件件はは御御社社ととCDP間間のの完完全全合合意意をを構構成成ししまますす。。たただだしし、、回回答答ををササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーとと共共有有すするるとと選選択択ししたた場場合合はは、、ササププラライイチチェェーーンンメメンンババーー(フフォォレレスストト2018)へへのの回回答答にに関関すするる諸諸条条件件ににもも従従うう
ももののととししまますす。。

変変更更。。 CDPはは（（自自己己ののたためめ、、おおよよびび、、妥妥当当なな場場合合はは請請求求書書送送付付企企業業ののたためめにに行行動動しし））本本諸諸条条件件をを随随時時変変更更すするる権権利利をを留留保保ししまますす。。かかかかるる変変更更はは直直ちちにに、、ままたたははCDPがが選選択択すするる他他のの時時点点でで効効力力をを発発すするるももののととししまます
す。。重重大大なな状状況況のの変変化化がが発発生生ししたた場場合合ににはは、、貴貴社社はは、、CDPがが当当該該変変化化をを貴貴社社にに通通知知ししててかからら30日日以以内内にに貴貴社社のの回回答答のの取取りり下下げげをを要要求求すするるここととががででききまますす。。

裁裁判判所所がが、、本本諸諸条条件件のの一一部部がが違違法法ででああるるとと判判断断ししたた場場合合ででもも、、他他のの条条項項はは引引きき続続きき有有効効ととししまますす。。 本本諸諸条条件件のの各各パパララググララフフはは独独立立的的にに効効力力をを有有ししまますす。。裁裁判判所所ままたたはは関関係係当当局局がが、、本本諸諸条条件件ののいいずずれれかかがが違違法法ででああるるとと判
判断断 ししたた場場合合ででもも、、他他ののパパララググララフフはは引引きき続続きき効効力力をを有有ししまますす。。

準準拠拠法法とと管管轄轄裁裁判判所所。。 本本諸諸条条件件ははイインンググラランンドド法法をを準準拠拠法法ととしし、、貴貴社社とと当当社社のの両両者者はは、、本本諸諸条条件件ままたたははそそのの内内容容ももししくくはは構構成成にに起起因因ああるるいいはは関関係係すするるいいかかななるる紛紛争争ままたたはは請請求求のの解解決決ににもも、、イインンググラランンドドのの裁裁判判所所がが
専専属属管管轄轄権権をを有有すするるここととにに同同意意ししまますす。。

言言語語。。 本本諸諸条条件件がが英英語語以以外外のの言言語語にに翻翻訳訳さされれるる場場合合、、英英語語版版がが優優先先ししまますす。。

10.費費用用のの金金額額

回答企業の所在地回答企業の所在地 費用（適用される税金を除く）費用（適用される税金を除く）

ブラジルブラジル BRL 3,560

インドインド INR 67,000

日本日本 JPY 97,500

イギリスイギリス GBP 625

欧州欧州 （イギリスを除く）（イギリスを除く） EUR 925

世界のその他の地域世界のその他の地域 USD 975

11.請求書送付企業請求書送付企業
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請求書送付企業請求書送付企業 回答企業の所在地回答企業の所在地

CDP Worldwide オーストラリア、バハマ、バミューダ、ケイマン諸島、チャンネル諸島、香港、インドネシア、アイルランド、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、南アフリオーストラリア、バハマ、バミューダ、ケイマン諸島、チャンネル諸島、香港、インドネシア、アイルランド、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、南アフリ
カ、韓国、台湾、タイ、トルコ、イギリスカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、イギリス

CDP Worldwide (Europe) gGmbH オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデオーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
ン、スイスン、スイス

CDP North America, Inc カナダ、米国カナダ、米国

Carbon Disclosure Project (Latin America) アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルーアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー

Carbon Disclosure Project India インドインド

一般社団法人一般社団法人
CDP Worldwide-Japan

日本日本

回回答答企企業業のの所所在在地地がが上上記記以以外外のの場場合合はは、、質質問問書書送送付付企企業業ははCDP Worldwideととししててくくだだささいい。。

ササププラライイチチェェーーンンメメンンババーー(フフォォレレスストト2018)へへのの回回答答にに関関すするる諸諸条条件件

ササププラライイチチェェーーンンメメンンババーー向向けけCDPフフォォレレスストト質質問問書書2018にに回回答答すするる場場合合にに、、ここれれららのの諸諸条条件件がが適適用用さされれまますす。。投投資資家家質質問問書書ににもも回回答答すするる場場合合、、上上記記のの投投資資家家質質問問書書(フフォォレレスストト2018)のの回回答答にに関関すするる諸諸条条件件もも適適用用
さされれまますす。。

1. 定定義義

CDP:Charity Commission of England and Walesにに登登録録さされれたた公公益益法法人人、、CDP Worldwideをを意意味味ししまますす (チチャャリリテティィ登登録録番番号号 1122330、、会会社社登登録録番番号号 05013650)。。本本諸諸条条件件ににおおけけるる “当当社社(we)”、、“当当社社 (our)”、、“当当社社
(us)”はは、、CDPをを指指ししまますす。。

期期限限: 2018年年8月月16日日をを意意味味ししまますす。。

個個人人情情報報: 氏氏名名やや職職位位等等、、当当該該デデーータタかからら特特定定可可能能なな個個人人のの情情報報をを意意味味ししまますす。。

質質問問書書: 2018年年CDPフフォォレレスストト質質問問書書をを意意味味ししまますす。。

回回答答企企業業: 質質問問書書にに回回答答すするる企企業業をを意意味味ししまますす。。ここのの条条件件ににおおけけるる「「ああななたた」」おおよよびび「「ああななたたのの」」のの言言及及はは回回答答企企業業をを指指ししまますす。。
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サプライチェーンメンバーサプライチェーンメンバー: そのサプライヤーからのデータを回答する組織を意味します。そのサプライヤーからのデータを回答する組織を意味します。

2.当事者当事者

これらの諸条件に対する当事者は、これらの諸条件に対する当事者は、CDPと回答企業とします。と回答企業とします。

3.本諸条件本諸条件

サプライチェーンメンバーに対する質問書の回答を提出する時に適用される諸条件があります。本諸条件に同意されない場合は、サプライチェーンメンバーに対する質問書の回答を提出する時に適用される諸条件があります。本諸条件に同意されない場合は、respond@cdp.net までご連絡のうえご相談ください。までご連絡のうえご相談ください。

4.質質問問書書にに対対すするる回回答答

全全般般 質質問問書書へへののごご回回答答ににああたたっっててはは、、回回答答内内容容をを公公表表すするるかか、、非非公公表表ににすするるかかをを選選択択ででききまますす。。CDPでではは、、ごご回回答答内内容容をを公公表表すするるよようう強強くく推推奨奨ししてておおりりまますすがが、、いいかかななるる場場合合ででももCDPはは、、御御社社とと、、そそののすすべべててがが上上
記記関関 係係性性をを機機密密ににししてておおくく義義務務ががああるる当当社社ググルルーーププ企企業業とと関関係係企企業業（（例例ええばば、、CDP North America, Inc））、、当当社社のの国国別別パパーートトナナーー、、調調査査パパーートトナナーー、、報報告告書書執執筆筆者者、、評評価価パパーートトナナーー以以外外にに回回答答すするるよよううにに依依頼頼ししたた
ササププラライイ
チチェェーーンンメメンンババーーととのの関関係係をを漏漏ららししまませせんん。。

回回答答期期限限。。 貴貴社社のの回回答答がが採採点点さされれ何何ららかかのの報報告告書書にに包包摂摂さされれるるににはは、、当当社社オオンンラライインン回回答答シシスステテムムをを使使っってて期期限限ままででにに回回答答をを提提出出すするる必必要要ががあありりまますす。。

回回答答のの公公表表。。 回回答答をを公公表表すするるここととにに同同意意ししたた場場合合、、当当社社がが決決定定すするるああららゆゆるる目目的的ののたためめにに利利用用ででききるるよよううににししまますす (無無償償ででああろろううととななかかろろううとと)。。例例ええばば、、回回答答をを当当社社ののWEBササイイトトでで投投資資家家署署名名者者ややそそのの他他のの第第三三者者
がが利利 用用ででききるるよよううににすするるこことと、、そそししてて、、回回答答をを評評価価すするるこことと(評評価価をを公公表表すするるここととをを含含むむ)をを含含みみまますす。。ササププラライイヤヤーーフフォォレレスストトモモジジュューールル内内でで回回答答すするる情情報報はは非非公公開開ととししてて扱扱わわれれるるここととににごご注注意意くくだだささいい(詳詳細細はは以以
下下ををごご覧覧くくだだささいい)。。

回回答答のの非非公公表表。。 貴貴社社のの回回答答がが非非公公表表ででああるる場場合合はは、、当当社社はは以以下下にに限限っっててここれれをを利利用用ででききまますす。。

(a) CDPにによよるる受受領領後後速速ややかかにに、、御御社社にに回回答答要要請請ししたたササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーがが同同組組織織内内ででのの利利用用ででききるるよよううににすするる。。たただだしし、、回回答答内内容容ののデデーータタがが匿匿名名化化ままたたはは匿匿名名化化のの効効果果ををももつつ方方法法でで集集計計化化さされれてていいなないい
限限りり公公表表ししなないいここととをを条条件件ととすするる。。

(b) CDPにによよるる受受領領後後速速ややかかにに、、貴貴社社のの回回答答をを当当社社ググルルーーププ企企業業おおよよびび関関連連会会社社、、当当社社のの国国別別パパーートトナナーー、、調調査査パパーートトナナーー、、報報告告書書執執筆筆者者、、おおよよびび評評価価パパーートトナナーーにに対対ししてて、、以以下下をを目目的的にに利利用用可可能能ににすするる。。

(i)御御社社のの回回答答をを評評価価しし、、A評評価価をを受受けけるる回回答答企企業業ののススココアアをを公公表表すするるこことと、、そそししてて
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(ii)組織内での利用。回答内容のデータが匿名化または匿名化の効果をもつ方法で集計化されていない限り公表しない。組織内での利用。回答内容のデータが匿名化または匿名化の効果をもつ方法で集計化されていない限り公表しない。

ササププラライイヤヤーーフフォォレレスストトモモジジュューールル回回答答をを公公開開すするるとと選選択択ししたた場場合合ででもも、、ササププラライイヤヤーーフフォォレレスストトモモジジュューールル(質質問問SF1おおよよびびSF2)でで回回答答すするる情情報報はは非非公公開開ととししてて扱扱わわれれまますす。。質質問問SF1.1、、SF2.1、、おおよよびびSF2.2aででは
は、、オオンンラライインン回回答答シシスステテムム(ORS)ののドドロロッッププダダウウンンメメニニュューーをを用用いいててササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーをを選選択択ししててくくだだささいい。。各各行行にに対対ししてて選選択択ししたたササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーののみみがが、、そそのの情情報報ににアアククセセススででききまますす。。ササ
ププラライイヤヤーー フフォォレレスストトモモジジュューールルののそそのの他他すすべべててのの質質問問ににつついいててはは、、御御社社にに回回答答要要請請ししたた全全ててののササププラライイチチェェーーンンメメンンババーーががそそのの情情報報ににアアククセセススででききまますす。。ななおお、、ササププラライイヤヤーーフフォォレレスストトモモジジュューールルでで回回答答ししたた
情情報報はは、、CDPのの他他 、 、守守秘秘義義務務をを有有すするるググルルーーププ企企業業、、関関連連会会社社、、国国別別パパーートトナナーー、、調調査査パパーートトナナーー、、報報告告書書執執筆筆者者、、評評価価パパーートトナナーーもも利利用用ででききるるよよううににななりりまますす。。

回回答答のの修修正正。。 回回答答はは、、いいっったたんん提提出出ししたた後後ででもも、、期期限限前前ででああれればばいいつつででもも修修正正ででききまますす。。期期限限後後はは、、貴貴社社のの回回答答をを修修正正ででききるるののははCDPススタタッッフフののみみでであありり、、費費用用がが発発生生すするる場場合合ももあありりまますす。。期期限限後後のの回回答答のの修修正正は
は、、評評価価やや報報告告書書にに反反映映さされれなないい場場合合ががあありりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。

回回答答のの評評価価。。 当当社社ののオオンンラライインン回回答答シシスステテムムをを用用いいてて期期限限内内にに英英語語でで回回答答をを提提出出すするるとと、、回回答答へへのの評評価価がが行行わわれれまますす。。期期限限後後ででああっっててもも2018年年10月月1日日ままででにに英英語語でで回回答答をを提提出出すすれればば、、有有料料ででオオンンデデママンンドド評評価価をを
請請求求すするるここととがが可可能能でですす。。詳詳細細ににつついいててははscorefeedback@cdp.net宛宛にに電電子子メメーールルをを送送るるかか、、英英語語以以外外のの言言語語でで回回答答をを提提出出ししたたいい場場合合はは、、評評価価ににつついいててのの情情報報にに関関ししてて現現地地ののCDP事事務務所所ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

5．．回回答答上上のの権権利利

所所有有権権。。 貴貴社社のの回回答答のの知知的的財財産産権権ははすすべべてて、、貴貴社社ままたたはは貴貴社社ののラライイセセンンササーーがが所所有有ししまますす。。

ラライイセセンンスス。。貴貴社社はは、、当当社社がが本本諸諸条条件件ににももととづづくく用用途途ののたためめにに貴貴社社のの回回答答おおよよびび貴貴社社のの回回答答のの一一切切のの著著作作権権おおよよびびデデーータタベベーースス権権をを使使用用すするるたためめのの無無制制限限、、取取消消不不能能、、非非排排他他的的、、譲譲渡渡可可能能、、再再許許諾諾可可能能、、ロロイイヤヤリリテ
ティィーー フフリリーー、、おおよよびびググロローーババルルななラライイセセンンススをを当当社社にに授授与与、、ままたたはは当当社社ののたためめにに入入手手ししななけけれればばななりりまませせんん。。

6. 重重要要なな表表明明

貴貴社社はは以以下下ににつついいてて確確認認ししまますす。。

(a) CDPへの回答提出者は、貴社より回答提出許可を得た者であること、への回答提出者は、貴社より回答提出許可を得た者であること、

(b) CDPに回答を提出するうえで必要な同意と許可をすべて取得済みであること、および、に回答を提出するうえで必要な同意と許可をすべて取得済みであること、および、

(c)貴社が提出する回答は、貴社が提出する回答は、

(i)いかなる第三者の権利（プライバシー権、パブリシいかなる第三者の権利（プライバシー権、パブリシｰー権、または知的財産権を含む）を侵害することはない、権、または知的財産権を含む）を侵害することはない、

(ii)いかなる第三者を中傷することはない、およびいかなる第三者を中傷することはない、および

(iii)いかなる個人情報も含んいない。いかなる個人情報も含んいない。
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7. 法法的的責責任任

当当社社はは、、当当社社のの貴貴社社にに対対すするる法法的的責責任任をを除除外外ままたたはは制制限限すするるここととはは、、そそううすするるここととがが違違法法ででああるる場場合合ははいいかかななるる形形ででああれれ行行いいまませせんん 。。ここここににはは、、CDPのの過過失失、、ままたたはは、、CDPのの従従業業員員、、代代理理人人、、ままたたはは下下請請業業者者にによよ
るる過過 失失をを起起因因ととすするる死死亡亡ああるるいいはは人人身身傷傷害害にに対対すするる法法的的責責任任、、おおよよびび、、詐詐欺欺ままたたはは詐詐欺欺的的不不実実表表示示にに対対すするる法法的的責責任任がが含含ままれれまますす。。

当当社社はは事事業業上上のの損損失失にに対対ししてて責責任任をを負負いいまませせんん。。 本本諸諸条条件件にに従従いい、、CDPはは、、収収益益のの損損失失、、逸逸失失利利益益、、取取引引上上のの損損失失、、事事業業中中断断、、機機会会損損失失、、暖暖簾簾のの喪喪失失損損、、評評判判のの喪喪失失、、デデーータタままたたははソソフフトトウウェェアアのの損損失失、、損損害害ままたた
はは破破 損損、、ももししくくはは、、間間接接的的ままたたはは派派生生的的なな損損失失ままたたはは損損害害ににつついいてて、、いいかかななるる状状況況ににおおいいててもも貴貴社社にに対対ししてて一一切切のの責責任任をを負負いいまませせんん。。

法法的的責責任任のの除除外外。。本本諸諸条条件件にに従従いい、、CDPはは、、いいかかななるる状状況況ににおおいいててもも、、当当社社へへのの貴貴社社のの回回答答のの内内容容ままたたはは提提出出、、貴貴社社のの回回答答のの当当社社にによよるる使使用用、、及及びび/又又はは、、貴貴社社のの回回答答のの第第三三者者にによよるる使使用用にに起起因因すするる法法的的責責任任をを貴貴社社
にに対対ししてて一一切切負負いいまませせんん。。

法法的的責責任任のの制制限限。。 ここれれららのの諸諸条条件件をを条条件件ととししてて、、いいかかななるる場場合合ででももCDPのの負負債債総総額額はは£625をを限限度度ととししまますす。。

8. 全全般般

当当社社はは当当社社のの権権利利をを他他者者にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。 CDPはは、、本本諸諸条条件件ににももととづづくく権権利利とと義義務務をを、、他他のの組組織織にに譲譲渡渡すするるここととががででききまますす。。

本本諸諸条条件件ににももととづづくく権権利利ははいいずずれれもも、、他他のの誰誰もも有有ししまませせんん。。 本本諸諸条条件件はは貴貴社社ととCDPのの間間でで交交わわさされれるるももののでですす。。他他のの誰誰もも、、当当該該条条件件ののいいずずれれををもも行行使使すするる権権利利をを有有ししまませせんん。。

完完全全合合意意 本本諸諸条条件件はは御御社社ととCDPのの間間のの完完全全合合意意をを構構成成ししまますす。。たただだしし、、回回答答をを投投資資家家とと共共有有すするるとと選選択択ししたた場場合合はは、、投投資資家家質質問問書書(フフォォレレスストト2018)へへのの回回答答にに関関すするる諸諸条条件件ににもも従従ううももののととししまますす。。

変変更更。。 CDPははいいつつででもも本本諸諸条条件件をを変変更更すするる権権利利をを留留保保ししまますす。。かかかかるる変変更更はは直直ちちにに、、ままたたははCDPがが選選択択すするる他他のの時時点点でで効効力力をを発発すするるももののととししまますす。。重重大大なな状状況況のの変変化化がが発発生生ししたた場場合合ににはは、、貴貴社社はは、、CDPがが当当該該変変化化
をを貴貴 社社にに通通知知ししててかからら30日日以以内内にに貴貴社社のの回回答答のの取取りり下下げげをを要要求求すするるここととががででききまますす。。

裁裁判判所所がが、、本本諸諸条条件件のの一一部部がが違違法法ででああるるとと判判断断ししたた場場合合ででもも、、他他のの条条項項はは引引きき続続きき有有効効ととししまますす。。 本本諸諸条条件件のの各各パパララググララフフはは独独立立的的にに効効力力をを有有ししまますす。。裁裁判判所所ままたたはは関関係係当当局局がが、、本本諸諸条条件件ののいいずずれれかかがが違違法法ででああるるとと
判判断断 ししたた場場合合ででもも、、他他ののパパララググララフフはは引引きき続続きき効効力力をを有有ししまますす。。

準準拠拠法法とと管管轄轄裁裁判判所所。。本本諸諸条条件件ははイインンググラランンドド法法をを準準拠拠法法ととしし、、貴貴社社とと当当社社のの両両者者はは、、本本諸諸条条件件ままたたははそそのの内内容容ももししくくはは構構成成にに起起因因ああるるいいはは関関係係すするるいいかかななるる紛紛争争ままたたはは請請求求のの解解決決ににもも、、イインンググラランンドドのの裁裁判判所所がが
専専属属管管轄轄権権をを有有すするるここととにに同同意意ししまますす。。

言言語語。。 本本諸諸条条件件がが英英語語以以外外のの言言語語にに翻翻訳訳さされれるる場場合合、、英英語語版版がが優優先先ししまますす。。

About CDP
CDP is an international non-profit that drives companies and governments to reduce their greenhouse gas emissions, safeguard water resources and protect forests.

Voted number one climate research provider by investors and working with institutional investors with assets of US$96 trillion, we leverage investor and buyer power to motivate companies to disclose and
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manage their environmental impacts.

Over 7,000 companies with some 50% of global market capitalization disclosed environmental data through CDP in 2018. This is in addition to the over 750 cities, states and regions who disclosed, making
CDP’s platform one of the richest sources of information globally on how companies and governments are driving environmental change. CDP, formerly Carbon Disclosure Project, is a founding member of
the We Mean Business Coalition. Please visit www.cdp.net or follow us @CDP to find out more.

What is the legal status of CDP?

CDP Worldwide (CDP) is a UK Registered Charity no. 1122330 and a company limited by guarantee registered in England no. 05013650. The charity has wholly owned subsidiaries in Germany and China and
companies in Australia, Brazil and India over which it exercises control through majority Board representation. In the US, CDP North America, Inc. is an independently incorporated affiliate which has United
States IRS 501(c)(3) charitable status.

© 2019 CDP Worldwide
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