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CDP気候変動質問書
回答へのヒント
C9&10 追加指標＆第三者検証



本ウェビナー・資料利用の際の注意点

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


全体を通じて

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

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

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

空欄と0の記入

CDPでは、空欄は「不明」を意味し、開示スコアが評価されません。

値が0とわかっている場合は、必ず0を記入してください。

Othersを選択した場合、スコアがつかない場合も多々ございます。

できるだけ当てはまるものを選択するようにしてください。

Row（行)とcolumn(列)は右の通りです。
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行(row)

列(column)



C9 追加指標
主要な変更点

• C-CE9.3a, C-CE9.3b, C-CE9.3cは削除されました。

C-MM9.3a と C-MM9.3b に新たな列が追加され、スコープ2をいずれの基準

で計算したかを開示いただけるようになりました。
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C9 追加指標
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御社の事業に該当する気候関連の指標があれば、提供してください。

こちらはスコアリング対象外です。

一方、以下のセクター個別の質問があります。こちらはスコアリング対象となっている
ものが多いです。（主に開示スコアのみ）

•石炭、電力、石油・ガス、セメント、化学、鉱業・金属、鉄鋼、輸送機器製造、輸送
サービス



C9.1 関連する追加気候関連指標の開示
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御社の事業に該当する気候関連の指標があれば、提供してください。

選択肢：
廃棄物
エネルギー利用
土地利用
その他、詳述

①内容 ②指標の値 ③指標の分子 ④指標の分母

※原単位の場合のみ。
違う場合は空欄。

⑤前年増加率 ⑥変化の方向 ⑦説明

※スコアリング対象ではありません。



スコープ3について

「第三者検証/保証の工程を実施している」

モジュール終了

C10.1 報告した排出量についての検証/保証の状況についてお知らせください。

C10.2 CDPへの開示に報告した気候関連情報について、C6.1、C6.3、C6.5にて報告した排出量以外に検証したものはありますか？

C10.1a
御社の排出に対する検証/保証の詳細を記述し、該当する資料
を添付してください。

C10.1b
御社のスコープ3排出に対する検証/保証の詳細を記述し、

該当する資料を添付してください。

C10.2a
CDPへの開示のどの部分について検証を実施しましたか？

またどの検証基準を利用しましたか？

スコープ１、そして/または2について

「第三者検証/保証の工程を実施している」

「排出量データを提出していない」

または「第三者検証/保証を実施して
いない」

はい 「いいえ」または「実施
中」とした選択肢を選ん

だ場合

C10 検証/Verification

※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。



C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証

Pa

ge 
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C10.1 報告した排出量についての検証/保証の状況についてお知らせください。

・排出量データを提供していません。

・第三者検証、または保証はありません。

・第三者検証、または保証があります。

いずれかの選択肢を選ぶことで開示1/1×3

この選択肢を選ぶことで認識1/1×3

この選択肢を選ぶと管理0/5×3

それ以外は0/0

この選択肢を選ぶとL 0/1×3

それ以外は0/0



C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証
C10.1a スコープ1・2の第三者検証・保証
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C10.1a
御社の排出に対する検証/保証の詳細を記述し、該当する資料
を添付してください。

スコープ１、そして/または2について

「第三者検証/保証の工程を実施している」

※スコープ2は
いずれかの基準で
結構です。

1年ごと
2年ごと
3年ごと

ここへの記載・選択で3.5ポイント（開示）×2 開示0.5×2 開示1×2 開示0.5×2

御社の該当
スコープの
排出全体に
占める検証
対象割合を
記載して
ください。
(C6.1・C6.3)

この場合は他に記載がなくても開示6/6※管理レベルは検証書類の内容審査(別途説明）
リーダーシップレベルは検証割合を評価

検証基準についてはこちら

https://www.cdp.net/en/guidance/verification


C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証
C10.1a スコープ1・2の第三者検証・保証
管理レベルスコアリング要件

スコープ1、2それぞれの検証について、「添付資料」に添付した検証書類が、以下の要件に合致している
場合、5管理ポイントが付与されます。

i) 意見について、温室効果ガス(GHG)排出に関連しているか、または検証の対象が温室効果ガス排出であ
ることが明らかである。

ii) 「スコープ」として選択したものと関連している。

Iii) 報告年が合致している。つまり:

-検証サイクルが「1年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の12カ月前
まで
-検証サイクルが「2年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の2年前まで
-検証サイクルが「3年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の3年前まで
iv) 検証基準が受け入れている基準である;

v) 書類に、検証を確認するという意見が記載されている。

「報告年について実施中、なお今年が初年度である」の場合、4管理ポイント10



C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証
C10.1a スコープ1・2の第三者検証・保証
リーダーシップレベルスコアリング要件

スコープ1と2それぞれについて、以下の両方の要件を満たした場合、各1リーダーシップポイント付与:

i) -「検証・保証のサイクル」が「毎年」であって、スコープ1/2排出検証割合が70%以上であると認められた検証書類
に記載がある場合→1ポイント

-「検証・保証のサイクル」が「隔年」であって、スコープ1/2排出検証割合が70%以上であると認められた検証書類に
記載がある場合→0.5ポイント

-「検証・保証のサイクル」が「3年ごと」であって、スコープ1/2排出検証割合が70%以上であると認められた検証書
類に記載がある場合→0.333ポイント

そして

ii) C6.4 isが「いいえ」または、C6.4aの2列目に以下の選択肢のみが選択されている:

-排出の除外はないNo emissions excluded

-この排出源からの排出はないNo emissions from this source

-排出は関連しないEmissions are not relevant

-排出除外は最近の事業取得によるものであるEmissions excluded due to recent acquisition

各スコープについて、「状況」の欄に、「実施中だが、本報告年については完成していない。今年が実施最初の年であ
る。」を選択している場合→0ポイント11



C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証
C10.1b スコープ3の第三者検証・保証
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スコープ3について

「第三者検証/保証の工程を実施している」

C10.1b
御社のスコープ3排出に対する検証/保証の詳細を記述し、

該当する資料を添付してください。

-スコープ3該当全カテゴリ
-スコープ3の該当1以上のカテゴリ

毎年
隔年
3年ごと

開示3.5ポイント

開示0.5ポイント

開示1ポイント

この場合、他に記載なくとも
開示5ポイント

※管理レベルは検証書類の内容審査(別途説明）



C10.1 スコープ1・2・3の第三者検証・保証
C10.1b スコープ3の第三者検証・保証
管理レベルスコアリング要件

「添付資料」に添付した検証書類が、以下の要件に合致している場合、5管理ポイントが付与されます。

i) 意見について、温室効果ガス(GHG)排出に関連しているか、または検証の対象が温室効果ガス排出であ
ることが明らかである。

ii) 「スコープ」として選択したものと関連している。

Iii) 報告年が合致している。つまり:

-検証サイクルが「1年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の12カ月前
まで
-検証サイクルが「2年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の2年前まで
-検証サイクルが「3年ごと」であり、「実施中、昨年の検証意見書を添付」の場合、報告年の3年前まで
iv) 検証基準が受け入れている基準である;

v) 書類に、検証を確認するという意見が記載されている。

「報告年について実施中、なお今年が初年度である」の場合、4管理ポイント
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C10.2 スコープ1・2・3排出量以外の検証

-はい/Yes

-実施している途中です/In progress

-いいえ、しかし2年以内に検証を検討しています/ No, but we are actively considering 

verifying within the next two years

-いいえ、検証基準がより成熟するのを待っています/ No, we are waiting for more mature 

verification standards and/or processes

-いいえ、CDP回答に報告している気候関連情報について、他のものを検証をしていませ
ん/ No, we do not verify any other climate-related information reported in our CDP 

disclosure
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C10.2 CDPへの開示に報告した気候関連情報について、C6.1、C6.3、C6.5にて報告した排出量以外に検証したものはありますか？

開示1ポイント

認識1ポイント



C10.2 スコープ1・2・3排出量以外の検証

15

完成度に応じて開示4ポイント
Don’t know以外を選んだ行の完成度に応じて認識4ポイント



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

