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新規・変更の設問について：

詳細、変更の理由、コンサル

テーションでいただいた意見

セクター別質問書への変更点



水セキュリティ質問書の構造

-水の安全な未来に向けてビジネスを成功に導く
-淡水資源への悪影響の排除

リスクと機会
イントロダク
ション・モ
ジュール

事業への影響現在の状態 手続き
施設レベルの
水会計

ガバナンス 事業戦略 定量的目標 検証 最終承認

W1W0 W2 W3 W4 W5

W6 W7 W8 W9 W10

@CDP3



2020年変更の概要

2020年質問書の質問数: 68

2

4

14

48

2020 WATER SECURITY QUESTIONNAIRE

New question

Modified question

Minor change

No change

 アンケートの91％が「変化

なし」か「軽微な変化」の
どちらかである

 7つの質問削除

 新しいセクターはありませ
ん
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主な項目

リサイクルと再利用に関する容積質問を削除

相関とトレードオフに関するモジュールを削除

上級社員の水関連インセンティブに関する新たな質問

水ストレス地域での活動を重視した改定

施設レベルの水会計モジュールの問題を統合

ORSの新機能 -河川流域のスマートリスト検索



コンサルテーションの結果
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詳細については

CDPウェブサイトをご覧ください:

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

(CDPの企業ガイダンスページからもアクセス可能
です。

-「Disclosure in 2019」をクリックして下にスク
ロールすると「Consultation findings」がございます
)

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


変更点
水セキュリティ質問書2020
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すべての変更点の詳細なリストについては下記を
ご参照ください。
“CDP Question Changes and Map: 2019 to 2020” 

published on the guidance page of CDP website.

主な変更点の概要 -モジュールごと

セクター別の質問の変更

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies


モジュールW1: 現在の状態
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根拠：フィードバックにて、ここでのデータ提供方法についての混乱が指摘されました。
W1.2dに新しい関連データポイントを追加しました。

*Not all 
rows 

shown

モニタリング -水ストレスを受けている地域での取水量のモニタリングに関する

1行を削除

（W1.2)水に関する以下の側面について、貴社事業全体でどの程度の割合を定期的に測定・モニタリングしていますか。



モジュールW1: 現在の状態
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(W1.2d)総取水量のうち、水ストレス地域からの取水が占める割合をお答えください。

(W1.2d)水ストレス下にある地域から取水しているか否かを示し、その割合を記入してください。

根拠：水ストレスのある地域からの取水についての認識を尋ねる方法を簡素化します。
またデータ利用者に、事業が水ストレスのある地域で活動しているかどうかを明確に示します。

2019:

2020:

水ストレス地域での取水 -質問の文言の変更、新しい欄、回答の選択肢の変更

2020:

2019:



モジュールW1: 現在の状態

数量の「今後の動向の予想」-ガイダンスの修正
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根拠：回答の質を向上させるために、詳細な説明ではなく、今後の数量動向の方向性の
みを求めていることを明確にしました。

(W1.2b)貴社事業全体で、取水、排水、消費された水それぞれの総量をお答えください。
また、それらの量は前報告年と比較してどうでしたか。

(W1.2h)水源別の総取水量をお答えください。

(W1.2i)放流先別の総排水量をお答えください。



モジュールW1: 現在の状態
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根拠：リサイクルと再利用に関連した容積ベースのデータは標準化が難しく、資源への影響が減
少したという証拠にはならない。

*Not all 
response 

options 

shown

リサイクルとリユースの量 -削除された質問

水の総使用量のうち、リサイクルまたは再利用している割合はいくらですか?

金属および鉱業の場合は、貴社でリサイクルまたは再利用された水の量と、これが示す総水使用量の割合を詳細に記載してください。

石油・ガス部門に関連する業務では、水の総使用量のうち、どの程度の割合をリサイクルまたは再利用していますか？



モジュールW 1: 現在の状態
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根拠：企業がサプライチェーンにおけるインパクト（影響）削減を推進し、リスク認識を超えた取り
組みを行っていることを示すことが可能となります。

*Not all 
response 

options 

shown

*Not all columns shown

サプライヤーエンゲージメント活動 - 2つの新しいドロップダウン選択肢

(W1.4b) その他の水関連サプライヤーエンゲージメントの詳細を記入してください。



モジュールW3: 手続き
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根拠：何が「完全な」補償の対象となるのかを明確にする。

*Not all columns shown

バリューチェーンにおけるリスク評価-「フル」カバレッジに関するガ
イダンスの修正

(W3.3a) 水関連のリスクの特定と評価の手続きとして最も当てはまるものを選
択してください。



モジュールW5: 施設レベルの水会計
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会計-統合された3つの問題、1つの新しい列

(W5.1) W4.1cで挙げた各施設について、地理座標、水会計データ、前報告年との比較内容をお答えください。

*Not all columns shown

2019:

2020:

根拠：
質問を統合することで、施設数の多い組織では選択を繰り返すことによる報告の負担を軽減。
施設が水ストレスのある地域にあるかどうかを示す欄を新設しました。



モジュールW5: ファシリティレベルの会計
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根拠：施設レベル、企業レベル（W1.2j、W-MM1.2j、W-OG1.2j）での量的なリサイクルと再利用
のデータは、影響の低減を実証するためには限られた価値しかない。

施設のリサイクルとリユースの量 -削除された質問

(W5.1c) W5.1で挙げた各施設について、リサイクルまたは再利用されている総水使用量の比率を記入し、前報告年比を示し
てください。



モジュールW6: ガバナンス
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従業員インセンティブ - 2つの新しい質問

(W6.4) 水関連問題の管理に関して、経営幹部レベル役員または取締役にインセンティブ
を付与していますか。

(W6.4a) 水関連問題の管理に関して、経営幹部レベル役員または取締役にどのようなイ
ンセンティブを付与していますか(ただし個人の名前は含めないでください)。

根拠：従業員のインセンティブは、水に依存するすべての企業が、影響削減のコミットメントと目標
を意思決定に組み込むために使用できるツールです。



モジュールW7:ビジネス戦略
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根拠：支出をビジネスの特定の側面に関連させ、投資したものを報告することで、データユーザーは、
組織がどのように財務的課題に対応し、機会を実現しているかを理解することができます。

設備投資 (CAPEX)/操業費 (OPEX)の動向

-「説明してください」のガイダンスを修正

(W7.2) 報告年における貴社の水関連の設備投資費 (CAPEX) と操業費 (OPEX) の傾向と、次報
告年に予想される傾向をお答えください。



モジュールW9：相関とトレードオフ（2019年）
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根拠：この情報を報告するだけでは、企業の行動変容の強力な推進力にはならない。連携とトレードオフの
認識が主流になっている。モジュールを削除することで、質問書を簡素化しました。

Removed module (3 questions)

(W9.1) 貴社では、直接操業やバリューチェーンにおいて、水とその他の環境問題との間の相関関係またはトレードオフ関
係を確認していますか。

(W9.1a)確認された相関関係またはトレードオフ関係と、それに関連する管理方針または対応策について説明してください。

(W9.1b) 貴社において、水とその他の環境問題との間の相関関係またはトレードオフ関係を一切確認していないのはなぜですか
。



セクター別質問
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. 



セクター別質問
5つのセクター - 2020年には新規セクターなし

エネルギー

• 石油＆ガス

• 電気事業

素材

• 科学

• 金属 & 鉱業

農業・土地利
用

• 食品・飲料・タバ
コ

@CDP20

一般的な質問の修正（例：列の追加やドロップダウンオプションなど

分野別の水関連の問題に関する追加質問



金属・鉱業
モジュールw3:手続き
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危険な鉱滓ダム – 2つの新しい質問

貴社は管理下にある鉱滓ダムを、人の健康と生態系への障害の結果に応じて評価し、分類していますか？



金属・鉱業
モジュールw3:手続き
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(W-MM3.2b) 「危険」または「非常に危険」と分類されたすべてのダムについての詳細を記入してください。



金属・鉱業
モジュール w3: 手続き
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根拠:

 nvestor Mining and Tailings Safety Initiativeや

SASBのレポーティングフレームワークとの整合

性を図るため

金属および鉱業組織が、危険または高度に危険な

ダムに分類されたダムに関連するリスクの認識と

管理を実証することを可能とするため



電気事業
モジュール w0: イントロダクション

@CDP24

発電活動ー新しい2つの項目と単位の変更

*Not all rows shown

Rationale: Aligns with the climate change questionnaire.

(W-EU0.1b) 貴組織の発電活動について、各技術の最大発電容量と発電量の詳細を記入してください。



金融サービス -気候変動分野
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根拠
金融セクターの組織は、水と水の安全な未来に関連したリスクに対するポートフォリオのエクスポー
ジャーを最小化する必要がある。これは、融資から保険のアンダーライティングに至るまで、様々なFS

活動にわたっている。機会に関する知識とともに、これは彼らのビジネス上の意思決定を導くために不
可欠なものである。

(C-FS2.2d) 水関連のリスクと機会に対するあなたの組織のポートフォリオエクスポー
ジャーを評価していますか?
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ORSの機能改善
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国・地域・河川流域の選択を容易にする

新機能を搭載

スマートリスト検索

企業は、選択した国によって決定される流域

のリストの中から、はるかに短縮されたリス

トから選択することができます。

回答レポート作成の手間を大幅に削減し、

データの品質を向上させます。



CDPのガイダンスページに、すべての変更点

を示す資料がございます

 質問と暫定版のガイダンスが、CDPのガイ

ダンスページにあります。

参考資料・備考

@CDP28

日付：

 最終的な回答ガイダンスとスコアリング手法の公表reporting guidance & scoring 

methodologies

 w/c 2020年4月13日– ORS opens

備考

 質問書など資料の日本語は仮訳です。英語を正規の資料として参照ください。


