
高瀬香絵/Kae Takase

Senior Manager, CDP Japan

May, 2019 

CDP気候変動質問書
回答へのヒント
C12 エンゲージメント
C14サインオフ



本ウェビナー・資料利用の際の注意点

本ウェビナー・資料は、CDPジャパンにて、日本企業の
皆様向けに日本語での説明を行うために作成したもので
す。最新の状況を反映しきれていない可能性もあります
ので、正しくはwww.cdp.netのオフィシャルガイダンス
をご参照ください。
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ウェビナー録音時からの修正事項：
C12.1aの認識レベルの評価について、誤：①がその他以外、としていましたが、正：②がその他以外、
でした。

http://www.cdp.net/


全体を通じて

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

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

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

空欄と0の記入

CDPでは、空欄は「不明」を意味し、開示スコアが評価されません。

値が0とわかっている場合は、必ず0を記入してください。

Othersを選択した場合、スコアがつかない場合も多々ございます。

できるだけ当てはまるものを選択するようにしてください。

Row（行)とcolumn(列)は右の通りです。
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行(row)

列(column)



C12.1 気候関連事項について、御社のバリューチェーンをエンゲージメント（協働）していますか？

C12.1b

気候関連での顧客との

協働戦略の詳細を

教えてください。
C12.1c

気候関連でのその他

パートナーとの協働戦略

の詳細を教えてくださ
い。

C12.1a

気候関連でのサプライヤー

との協働戦略の詳細を

教えてください。 C12.1d

なぜ御社のバリューチェー
ンのどことも気候関連事項
について協働しないのです
か？今後はどうする予定で
すか？

はい、サプライヤーを はい、顧客を はい、バリューチェーンの他のパート
ナを

いいえ、エンゲージして
いません

Sector specific questions:              

C-AC12.2/C-FB12.2/C-PF12.2.

C12 エンゲージメント(協働)/Engagement

※日本事務局による仮訳です。本部からの質問書の日本語版が正式な訳となります。
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C12.3 以下のいずれかを通じて、気候関連事項に関する公共政策に直接/間接に影響しえる活動に参加していますか？

C12.3a

どのような事項について、

直接的に政策決定者に

働きかけを行っていますか？ C12.3b

御社は、事業者団体の理
事会メンバーであった
り、メンバー費用以外の
支援を行っていますか？

C12.3c

気候変動法制についての

意見を表明する、それらの

事業者団体の詳細を教えて

ください。

C12.3d

資金援助をしている研
究機関のリストを公的
に

開示していますか？

C12.3e

これ以外に実施している

エンゲージメント活動に
ついて詳細を教えてくだ
さい。

C12.3f
御社のすべての直接・間接の政策に影響を与える活動が、御社の気候変動戦略と整合的であることを保証するために、
どのようなプロセスがあるか教えてください。 C12.3g

なぜ政策決定者と気候関
連事項で協働しないので
すか？

C12.4
報告年における御社の気候変動や温室効果ガス排出の動向について、CDPへの回答以外に公開（出版）した情報はありますか？ある場合、出版物を添
付してください（複数可）。

モジュール終了

政策決定者への

直接の働きかけ

事業者団体 研究機関を財政的に支援

はい

その他
いいえ

い
い
え

※日本事務局による仮訳です。本部からの質問書の日本語版が正式な訳となります。



C12.1 バリューチェーンのエンゲージメントについて

Pa

ge 
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C12.1 気候関連事項について、御社のバリューチェーンをエンゲージメント（協働）していますか？

・はい。サプライヤーと。

・はい。顧客と。

・はい。その他のバリューチェーンのパートナーと。

・いいえ、協働していません。

開示(1)

いずれか1つ以上と協働：認識(1)

いずれか2つ以上と協働：管理(1)
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C12.1a

気候関連でのサプライヤー

との協働戦略の詳細を

教えてください。

はい、サプライヤーを

④調達総額に占める%

(直接・間接）①協働のタイプ ②協働の詳細 ③サプライヤー数の%

⑤C6.5に報告した

スコープ3排出に占める

割合

⑥協働の範囲についての

合理性の説明

⑦協働の影響

（成功のための手法含む）

⑧コメント

※調達総額には、原材料、製品、サービスすべての直接・間接の調達を含みます。

※列完成ごとに開示(1)x7列

0以外の数値

完成した1行

②がその他以外

④が0以外の数値

→認識(2)

明瞭に
説明→管
理(1)

企業固有の気
候変動協働戦
略を記述→管
理(1)

成功のための
指標について
明瞭に説明→
管理(1)

管理ポイント評価の

ためには、認識

ポイント満点が必須
いずれかに、25%以上の

値が記述(A)

い
ず
れ
か
を
選
択(B

)

管理ポイント満点かつ、A,Bを満たす→L(1)



C12.1a サプライヤーとの協働の詳細
①協働のタイプ

• 遵守＆研修/Compliance & onboarding –サプライヤーに特定の気候関連方針の遵守を要請して
いて、サプライヤーが御社の期待を理解し応えるための研修を行っている場合、この選択肢を選
んでください。これには、トレーニングをする場合、しない場合いずれも含まれます。遵守する
要請内容は顧客-サプライヤー関係を築くための必須前提でもいいですし、または研修が終わった
ら達成すべき特定の指標でも結構です。特定の気候関連ガイドラインの遵守がサプライヤー評価
や/または契約に含まれているという場合、こちらを選択してください。;

• 情報収集(サプライヤーの行動理解)/Information collection (understanding supplier behavior) 
–サプライヤーエンゲージメントの目的が、特定のイニシアチブの外で情報を収集するという場
合、こちらを選択してください。;

• 協働＆インセンティブ付与(サプライヤーの行動変容)/Engagement & incentivization (changing 
supplier behavior) –サプライヤーが気候関連目標や戦略を達成することに対して、インセン
ティブを与えている場合、こちらを選択してください。インセンティブというのは、名誉(例えば、
表彰や名前の公表など)でも、金銭的でも結構です;

• イノベーション＆コラボレーション(市場の変革)/Innovation & collaboration (changing 
markets) –サプライヤーに、提供される製品やサービスの気候関連影響を削減する新たな方策を
開発することを奨励している場合、こちらを選択してください。これには、正式なキャンペーン
やパートナーシップ、そして非公式コラボレーション機会も含まれます。

Pa
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C12.1a サプライヤーとの協働の詳細
②協働の詳細
• 遵守＆研修/Compliance & onboarding 

• サプライヤー選定/管理の仕組みに気候変動関連を含む/Included climate change in supplier selection / management mechanism

• 気候変動についてのKPIを含む行動規範/Code of conduct featuring climate change KPIs

• サプライヤー評価プロセスに気候変動課題が統合されている/Climate change is integrated into supplier evaluation processes

• 情報収集(サプライヤーの行動理解)/Information collection (understanding supplier behavior) 

• 気候変動や炭素情報を少なくとも年に１度サプライヤーから収集/Collect climate change and carbon information at least annually from 
suppliers

• 協働＆インセンティブ付与(サプライヤーの行動変容)/Engagement & incentivization (changing supplier behavior)

• サプライヤーに気候変動を教育するためのエンゲージメントキャンペーンを実施/Run an engagement campaign to educate suppliers 
about climate change

• サプライヤー表彰の枠組みに気候変動関連の実績が含まれている/Climate change performance is featured in supplier awards scheme

• 御社の操業に関わる(スコープ1&2)排出を減らしたサプライヤーに経済的インセンティブを付与/Offer financial incentives for suppliers who 
reduce your operational emissions (Scopes 1 &2)

• 御社の下流排出(スコープ3)を減らしたサプライヤーに経済的インセンティブを付与/Offer financial incentives for suppliers who reduce 
your downstream emissions (Scopes 3)

• 御社の上流排出(スコープ3)を減らしたサプライヤーに経済的インセンティブを付与/ Offer financial incentives for suppliers who reduce 
your upstream emissions (Scopes 3)

• イノベーション＆コラボレーション(市場の変革)/Innovation & collaboration (changing markets)

• 製品やサービスの気候関連影響を減らすイノベーションを奨励するキャンペーンを実施/Run a campaign to encourage innovation to 
reduce climate impacts on products and services

• その他
Pa

ge 
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C12.1b 顧客との協働の詳細

Pa

ge 
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C12.1b 気候関連での顧客との協働戦略の詳細を教えてください。

はい、顧客を

①協働のタイプ ②協働の詳細 ③対象顧客数％ ④C6.5回答のスコープ3に
占める対象の排出の割合％

⑤エンゲージメント対象
を選択した合理的な
理由の説明

⑥エンゲージメントの影響
成功の指標を含む

※列完成ごとに開示(1)x6列認識：開示レベル満点かつ、other以外を選択(①協働のタイプにおいて)

かつ、③か④に数値を記載

いずれかに数値を記載

対象選択の
合理的理由が
明確に説明
されている。
（管理1）

気候関連のエンゲージ
メントの顧客への
影響について、
企業固有の内容
（管理1）

成功の指標
(measure of success)

について明確な
説明がある
（管理1）

管理ポイント満点で、
いずれかが25%より大きい→L1/1



C12.1b 顧客との協働の詳細
①協働のタイプ

• 教育/情報共有/Education/information sharing –エンゲージメントの目的が、気候変動について顧
客を教育したり情報を知らせることであり、必ずしも特定の行動を呼びかけるものではない場合。

• 協力&イノベーション/Collaboration & innovation –御社が顧客に、御社の製品を使って提供する
製品やサービスの気候関連影響を削減する新たな方策を開発することを奨励している場合、こち
らを選択してください。これには、正式なキャンペーンやパートナーシップ、そして非公式なマ
イナスの影響を削減するような機会も含まれます
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C12.1b 顧客との協働の詳細
②協働の詳細
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教育/情報共有/ Education/ information sharing

• 顧客に御社の気候変動実績や戦略を教育するためのエンゲージメントキャンペーンを実施/Run an 

engagement campaign to educate customers about your climate change performance and strategy

• 顧客に、御社の製品やサービスがもたらす気候変動の影響について、教育キャンペーンを実施/Run an 

engagement campaign to educate customers about the climate change impacts of (using) your products, 

goods, and/or services

• 御社の製品や該当する認証枠組み(例えばEnergy STARなど)について、情報を共有する/Share information 

about your products and relevant certification schemes (i.e. Energy STAR)

協力&イノベーション/Collaboration & Innovation

• 気候変動による影響を減らすためのイノベーションを奨励するキャンペーンを実施/Run a campaign to 

encourage innovation to reduce climate change impacts 

• その他、第5列に詳述ください/Other – please provide information in column 5



C12.1c 他のバリューチェーンパートナーとの協働

- 協働の範囲について明確に記載（なお、サプライヤー、顧客以外です！）

- 気候関連エンゲージメントの戦略について、御社固有の内容を記載ください。これには、エンゲージメントの方
法、バリューチェーンの他の要素と比較してどう優先しているのか、エンゲージメントの成功はどのように測る
のか、が含まれます。

- エンゲージメントの方法の例（これらに限定する必要はありません）: 

- 1対1の面談、または書面による同等の内容

- 協力プロジェクト

- トレーニングイベントの実施

- 広告

- 優先の戦略： どのようにそのバリューチェーンの部分や、それぞれのパートナーを選択したのか、を含めてく
ださい。

- どのように成功やプラスの結果を測ってきたのか、またははかろうとしているのか。（報告年についてお書きく
ださい。）

- エンゲージメント戦略についての事例またはケーススタディ
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C12.1c 気候関連でのその他パートナーとの協働戦略の詳細を教えてください。

はい、バリューチェーンの他のパート
ナを

認識：1

認識：1

管理：1

※文章記載で開示1/1



C12.1d なぜエンゲージメントしないのか

なぜ、バリューチェーンのどの部分にも、気候変動課題についてエン
ゲージメント（協働、働きかけ）しないのか、御社固有の説明をお書き
ください。

加えて、将来そういったことをする予定があるかの計画をお書きくださ
い。

※上記の2つの要素は、分けてお書きください。
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C12.1d

なぜ御社のバリューチェー
ンのどことも気候関連事項
について協働しないのです
か？今後はどうする予定で
すか？

いいえ、エンゲージして
いません

※文章記載で開示1/1

明確な合理的理由が記載：認識1/1

企業固有の理由が記載：管理1/1

将来実施の計画があるかが記載：
管理1/1



C12.3 公共政策へのエンゲージメント

政策決定者に直接エンゲージメント/Direct engagement with policy makers

事業者団体/Trade associations

研究機関を財政的に支援/Funding research organizations

その他/Other

いいえ/No
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C12.3 以下のいずれかを通じて、気候関連事項に関する公共政策に直接/関節に影響しえる活動に参加していますか？

認識1/1

いずれか選択で開示1/1



直接のエンゲージメント/Direct engagement –企業またはその代理人(企業に直接依頼された弁護士事務所、渉外組織）が、
法律または規制の成立に向けて、政策決定者や規制当局に対して行うすべての活動を含みます。事例としては、法律や規制を
策定、見直し、修正する個人またはグループに対して、パブコメに意見を出したり、ワーキンググループ（委員会）に参画し
たり、ロビー活動をしたりといったものがあります。直接エンゲージメントには、政策や規制の開発のどのプロセスに対して
もあてはまります。選択肢を決める段階から、最終のパブコメまでです。しかし、ここには、新たな規制ができてからの遵守
については含まれません。

事業団体/Trade associations –事業団体(産業団体)とは、特定の事業、産業などに所属する個人または企業による団体であり、
共通の利害達成のために組織化されているものです。事業団体は、「業界の声」を代表して政府に伝え、政策の構築に影響を
与えるという場合、該当します。多くの企業は、複数の事業団体のメンバーとなっているでしょう。その事業団体の多くが、
気候変動に対して立場があり、メンバーを代表して政策や法律の開発に対して積極的に働きかけを行っています。多くの場合、
企業は受動的に事業団体に参加しており、気候変動に関する団体の活動に参加していないといわれています。このような状況
について、以下の質問で詳細を明らかにしようとしています。よって、気候変動についてエンゲージメントを行っている事業
団体に参加している場合、深くかかわっているかに関わらず、C12.3にて「事業団体」を選択ください。

研究組織への財政支援/Funding research organizations –この文脈では、研究組織には、気候変動の分野で研究機関、シン
クタンク、他のコンサルタントIn this context, research organizations can include research institutions, think tanks, and other 
consultancies that operate in the climate change subject area on projects intended for public dissemination that aim to 
influence policy. Please note that for the purpose of this question, funding may take the form of membership fees offered to 
research organizations. The work that you commission them for or the support that you give them may or may not be climate 
change-related, however if they do engage in work on climate change then you should select this option.

Other - Examples of “Other” activities include, but are not limited to: - Engaging directly with policy makers, regulators or other 
public servants on matters other than legislation or regulation relating to climate change. E.g. green procurement strategies
- Taking part in climate change projects at the request of governments 
- Undertaking research or taking part in research projects with the objective to inform policy development or implementation 
- Engaging with policy makers or regulators through groups (local, national or international) other than trade associations 
(either directly or through funding) 
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C12.3a 政策決定者へのエンゲージメント詳細

17

C12.3a どのような事項について、直接的に政策決定者に働きかけを行ってい
ますか？

政策決定者への

直接の働きかけ

- 炭素排出報告義務化
- 排出量キャップ&トレード
- 炭素税
- エネルギー効率化
- クリーンエネルギー発生(発電)

- 適応またはレジリエンス
- 気候金融
- メタン規制
- 排出
- その他、詳述

①対象法律 ②御社の立場 ③詳細

選択または記載で列ごとに1/1×4

①と②選択かつ、

ここに記載で認識1

①と②選択かつ、

ここに記載で認識1



C12.3a 政策決定者へのエンゲージメント詳細
②御社の立場

- 支持/Support –対象の法制度について、エンゲージメントを行っているすべての国/地域において
全面的に支持している場合

- 支持、小さな改善を希望 /Support with minor exceptions –対象の法制度について支持はしている
が、例えば、原則は支持しているが、特定の適用の方法に対して反対している場合、こちらを選
択ください。次の列で詳細を説明ください。
-支持、大きな改善を希望 /Support with major exceptions –該当する法制度のタイプは支持してい
るが、方法論または地域によって大きな改善を希望している場合
-中立/Neutral –対象の法制度についてエンゲージメント活動に参加しているが、立場を表明して
いない場合。
-反対/Oppose –対象の法制度について、該当地域において、反対の立場でエンゲージメントを
行っている場合。
-未決定/Undecided –早期の段階で対象の法制度の構築プロセスに参加しているが、意見をまだ
表明していない、または政策構築プロセスをまだ特定の方向に影響しようとしていない場合。
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C12.3a 政策決定者へのエンゲージメント詳細
③エンゲージメントの詳細

この欄には、エンゲージメント対象としている法制度について、詳細を書いてください。

また、どのようにエンゲージメントを行っているか（例えば、パブコメに回答、政策決定者に直接
会う、など）、そしてエンゲージメントしている法制度について、お書きください。

法制度の名称と、適応される地域や国をお書きください。

報告年にエンゲージメントを行った法制度のみについて詳細を書いてください。
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C12.3b 事業者団体の理事会メンバー、他の支援の有無

はい/Yes

いいえ/No
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C12.3b

御社は、事業者団体の理
事会メンバーであった
り、メンバー費用以外の
支援を行っていますか？

事業者団体

選択で開示1/1



C12.3c 理事会参加または支援している事業者団体の詳細

21

C12.3c

気候変動法制についての

意見を表明する、それらの

事業者団体の詳細を教えて

ください。

C12.3bではい

①事業者団体

③事業者団体の立場を説明してください②事業者団体と御社の気候変動への
立場の整合性

④御社は事業者団体の立場に影響を与えた、
または与えようとしましたか？

理事になっている、
またはメンバー費用以上に
支援をしている事業者団体
の名前を書いてください。

整合している
整合していない
混合
わからない

•事業団体の気候変動について
の立場の詳細を述べ（そして、
その立場が御社のものと違う
場合、どう違うかを説明）。
•当てはまる場合、報告年内に
事業者団体が気候変動政策に
影響するために行った行動の
事例を書いてください。

現在の立場、または異
なる立場を促進するた
めに、事業者団体とど
のように協働したか、
または協働しているの
か。

選択または記載で列ごとに開示：1/1×4

①記載、②が整合かつ、

ここを完成で認識1

①記載、②が整合かつ、

ここを完成で認識1



C12.3d 資金援助をしている研究組織のリスト公開の有無

はい

いいえ

22

C12.3d

資金援助をしている研究
機関のリストを公的に

開示していますか？

研究機関を財政的に支援

選択で開示1/1

選択で認識1/1



12.3e その他のエンゲージメント

報告年に、直接、間接に関わらず、気候変動政策に影響を与え得るエンゲージメント活動の詳細を
お書きください。

それぞれの活動について、エンゲージメントの方法（個別、またはグループで、等）や、エンゲー
ジメントの議題（例えば、特定の法制度や税金など）、エンゲージメントの性質（例えば、御社は
何を行ったのか）、そしてエンゲージメントの一環として提唱した行動など。
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C12.3e

これ以外に実施している

エンゲージメント活動に
ついて詳細を教えてくだ
さい。

その他

文章記載で開示1/1



C12.3f 全ての政策エンゲージメント活動の整合性担保法
なんらかのエンゲージメントをしていると回答した場合

設問の背景：企業にとって、課題への立場の一貫性を保つことは重要です。たとえば、気候科学を
懐疑するようないくつかの活動に参加しながら、同時に気候変動の解決や適応を進めるための他の
グループに参加することは、投資家やデータ利用者に、御社の優先順位や立場への相反するメッ
セージとなってしまいます。この設問では、企業の気候変動に対する立場が、参加する様々な活動
において整合的であることを担保するためのプロセスについて、お聞きしています。

書く内容：この設問の意図は、御社が複数の事業部や地域にわたる複数の気候変動に関するエン
ゲージメント活動について、組織としてどのように、アプローチが共通であることを保つのか、ま
どのようにた気候変動の戦略と整合的であることを保つのか、を理解することにあります。

この記述欄を用いて、整合性を保つために行っているプロセスを説明してください。また、ない場
合、将来的に起こりえる不一致をどのように解決するのか、説明してください。
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C12.3f
御社のすべての直接・間接の政策に影響を与える活動が、御社の気候変動戦略と整合的であることを保証するために、
どのようなプロセスがあるか教えてください。

導入したプロセスがあり、それがどのように全てのエン
ゲージメント活動の整合性を保つかが明確：管理1/1

文章が記載：開示1/1



C12.3g 政策決定者への気候関連エンゲージメントをしない理由

エンゲージメントをしていないと回答した場合

なぜ、気候関連政策に影響しえるか活動について、実施しない理由、そしてそれを将来変更する計
画があるかについて、御社固有の説明をお書きください。
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C12.3g

なぜ政策決定者と気候関
連事項で協働しないので
すか？

文章記載で開示1/1

気候関連政策に影響しえるか活動について、実施しない
理由の企業固有の説明：管理2/2



C12.4 CDP回答以外への開示

Pa

ge 
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C12.4
報告年における御社の気候変動や温室効果ガス排出の動向について、CDPへの回答以外に公開（出版）した情報はありますか？ある場
合、出版物を添付してください（複数可）。

①出版物 ②状況 ③資料添付 ④内容要素
※全欄入力いただくことで、開示(5/5)

※管理ポイントの条件

管理(2/2)

管理(1/2)

管理ポイント満点、かつ3つ以上選択

→リーダーシップ(1/1)

メインストリームレポートの定義：日本の場合、有報、事業報告、ディスクロージャー誌

※法定開示書類



C12.4 CDP回答以外への開示
①出版物

メインストリーム報告書にて/In mainstream reports

CDSB枠組み(TCFD提言に準拠のための改訂版)に沿ったメインストリーム報告書にて/In 

mainstream reports, in line with the CDSB framework (as amended to incorporate the TCFD 

recommendations)

TCFD提言に沿ったメインストリーム報告書にて/In mainstream reports, incorporating the TCFD 

recommendations

他の法定報告書/In other regulatory filings

自主的公開資料/In voluntary communications

自主的サステナビリティ報告書/In voluntary sustainability report

気候関連問題や温室効果ガス排出実績についての回答を含む公開資料はない/No publications 

with information about our response to climate-related issues and GHG emissions performance

その他、詳述ください/Other, please specify
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C12.4 CDP回答以外への開示
メインストリーム報告書、他の法定報告書とは？

企業の環境報告のベストプラクティスは、非財務指標やデータをメインストリー
ムの財務報告に統合することです。投資家は、企業がどこにどのように気候関連
の戦略や排出の数値を公開しているか、そしてその公開方法がベストプラクティ
スに沿ったものであるかについて、理解したいと考えています。

CDPは、メインストリーム報告書については、CDSBフレームワークの定義を利用

しています。例えば、企業が、操業する国の会社法、コンプライアンス法、証券
法によって、監査された財務結果を提示することが要求されている年次報告パッ
ケージで、通常公開されているもの、などです。いくつかの国や地域では、複数
の文書がこの定義にあてはまります。御社の気候変動対応やGHG排出実績などを
掲載しているもののみを添付ください。

他の法定報告書については、地域や国の規制によって要求されているものの、上
記の定義にあてはまらないものです。
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C14.1 御社のCDP気候変動回答に承認を与えた人の詳細を教えてください。

モジュール終了

C-FI
この回答欄を通じて、御社の回答として妥当だと思われる追加的内容の記載にご活用ください。本回答欄は必須回答項目ではなく、
スコアリングの対象ではありません。

C14 サインオフ/Signoff

※日本事務局による仮訳です。本部からの質問書の日本語版が正式な訳となります。



C14 サイン・オフ

Pa

ge 

30

C14.1 御社のCDP気候変動回答に承認を与えた人の詳細を教えてください。

リーダーシップ(1/1)

管理(2/2)



CDP

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

Tel: +81 (0)3 6225 2232

www.cdp.net

japan@cdp.net

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

レポーターサービスのお問い合わせ
kae.takase@cdp.net

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

