
CDP水セキュリティ2020
上級者ウェビナー
W6 ガバナンス & W7 事業戦略

CDP事務局

2020年5月



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/


水セキュリティ投資家要請質問書のモジュール構成
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2020モジュール 主な内容

一
般
質
問

W0 イントロダクション 会社の概要、報告年、通貨、バウンダリ

W1現状

水の依存度、水のアカウンティング（水のモニタリングの割合、取水量・

排水 量・消費量の合計値、水ストレスの大きい水域での取水量、リサイ

クル・再生水の割合）、バリューチェーンでの協働

W2事業影響 報告年における水による事業への影響、水規制違反により受けた罰則

W3手順 水リスクの評価方法の手順・考慮される要素

W4 リスクと機会
水リスクのある施設数・内容等、水関連リスクと対応、水によりもたらされ

る機 会

W5施設レベルの水会計 施設レベルの水に関するデータ

W6ガバナンス 水関連方針、マネジメントの責任、政策への関与と整合

W7事業戦略 事業計画、設備投資費/操業費、シナリオ分析、ウォータープライシング

W8目標 水関連目標と達成に向けた進捗

W9検証 水情報に関する外部検証

W10承認 回答承認者の情報



2020 カテゴリウェイト -一般
マネジメントとリーダーシップ
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カテゴリ 2019ウェイト 2020ウェイト 2019 x 2020

水会計 10% 12% 増加

バリューチェーンエンゲージメント 9% 9% 変化なし

事業影響 6% 3% 減少

水リスク評価 15% 15% 変化なし

水関連エクスポージャーと対応 10% 10% 変化なし

水関連機会 4% 4% 変化なし

水の方針 9% 9% 変化なし

ガバナンス 15% 15% 変化なし

ビジネス戦略 4% 7% 増加

統合アプローチ 5% 3% 減少

定量的目標と定性的目標 13% 13% 変化なし



2020年質問書変更の概要

2020年質問書の質問数: 68
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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



W6 ガバナンス：水に関する企業方針取締役会の監督・経営責任

貴社には水に関する企業方針がありますか。

取締役会における水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)。
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貴社の水に関する企業方針の適用範囲と内容について、最もよくあてはまるものを選択してください。

水関連問題に責任を負う最高管理レベル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）。

貴社内では、水関連問題について取締役会レベルの監督が実施されていますか。

取締役会における水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)。

水関連問題に対する取締役会の監督について、その詳細を説明してくださ
い。

水関連問題に対して取締役会レベルの監督がないのはなぜですか。また、今後こ
の状況を変える予定はありますか。

「はい」を回答 「いいえ」を回答

貴社には水に関する企業方針がありますか。

「はい」を回答 「いいえ」を回答



W6 ガバナンス：従業員インセンティブ・公共政策エンゲージメント

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。

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)。

貴社では、水に関する公共政策に直接的または間接的に影響を及ぼしうる活動に、以下のいずれかを通じて関与していますか。

公共政策に影響を及ぼそうとする直接的および間接的活動のすべてが、貴社の水に関する企業方針/
誓約に合致するものとなるよう、どのようなプロセスを実施していますか。

貴社は、水関連のリスクへの対応に関する情報を直近の財務報告書に含めましたか。

「いいえ」を回答

「いいえ」を回答「はい」を回答

「はい」を回答



スコアリング基準
（メソドロジー）文書の改善
W6.2a -取締役会における水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)。

2019 Management Criteria 2020 Management Criteria

「行の追加」機能を使用している場合は1列目が採
点されます。

1 管理ポイントは、「個人のポジション」でドロッ
プダウンを選択し、「説明してください欄」に以下
の内容を記載した場合に付与されます。

-選ばれたポジションの根拠

「行の追加」機能を使用している場合は1列目のみ
が採点されます。

マネジメントポイントの対象となるためには、認識
ポイントが満点付与されている必要があります。

1 「説明してください」の欄に以下の内容を記載
した場合、マネジメントポイントが付与されます
。

i) 個人の責任が水の問題にどのように関係している
か。9



スコアリング基準（メソドロジー）文書の改善(W6.2a cont.)
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• 2019 Leadership Criteria • 2020 Leadership Criteria

リーダーシップのポイントの対象になるには、マネジメントポイントが満
点付与されている必要があります。

i)以下のドロップダウンオプションのいずれかを選択した場合、0.5ポイ
ントが付与されます。

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）
チーフ・プロキュアメント・オフィサー（CPO）
チーフリスクオフィサー（CRO）
チーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSO）
その他のC-Suite役員
代表取締役社長
理事会レベルの委員会

ii)「説明してください」の欄に以下の内容を記載した場合は、1ポイン
トを付与します。

• 個人の責任が水の問題とどのように関係しているか。

リーダーシップポイントの対象となるには、マネジメントポイントが満
点付与されている必要があります。

A) 以下のドロップダウンオプションのいずれかに該当する場合、0.5ポイ
ントが付与されます。

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)
チーフ・プロキュアメント・オフィサー（CPO）
チーフリスクオフィサー（CRO）
チーフ・サステナビリティ・オフィサー（CSO）
代表取締役社長
理事会レベルの委員会

「説明してください」の欄に以下の内容を記載した場合、1ポイン
トが付与されます。

個人/委員会が水に関する決定を行った例が少なくと
も1つあること。



モジュールW6: ガバナンス

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)。
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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。



Incentive questions– Governance category
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新規の設問 (General questionnaire)

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)。

NEW 開示、認識、マネジメント、リーダーシップポイントそれぞれに加点されます



インセンティブに関する質問(W6.4a) –ガバナンスカテゴリ

New



W7 事業戦略 戦略プラン・設備投資 (CAPEX)/操業費 (OPEX)・水プライシング

Name | @Twitter 14

水関連問題は、貴社の長期的・戦略的事業計画のいずれかの側面に組み込まれていますか。もしそうであれば、どのように組
み込まれていますか。

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。

貴社では、気候関連シナリオ分析で得られる情報を事業戦略に利用していますか。

貴社の気候関連シナリオ分析では、水に関連した何らかの分析結果が確認されましたか。

気候関連シナリオ分析で確認された水関連の分析結果はどのようなものですか。また、
貴社はどのように対応しましたか。

貴社では、水に対して内部的価格付け（水プライシング）を実施していますか。

「いいえ」の回答を選択した場合「はい」を回答

「はい」を回答



モジュールW7:ビジネス戦略
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。
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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。



前のレベルで次のレベルで得点するために必要な最低点数の変
更
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Example: W7.1 -水関連問題は、貴社の長期的・戦略的事業計画のいずれか
の側面に組み込まれていますか。もしそうであれば、どのように組み込まれて
いますか。

リーダーシップレベルの基準に "マネジメントポイントが3点以上付与

されていることがリーダーシップポイントの対象となります。、と追記
されました。



CAPEX/OPEX に関する質問 (W7.2) –事業戦略カテゴリ
マネジメント・リーダーシップレベルで新たな基準が追加

New

New



シナリオ分析 -統合アプローチ カテゴリ
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W7.3: 貴社では、気候関連シナリオ分析で得られる情報を事業戦略に利用してい
ますか。

NEW マネジメントレベルでの採点が新たに追加
マネジメント採点基準
[はい]または[いいえ、しかし今後2年以内に実施予定です]を選択することに対して、マネジメント
ポイントが1ポイント付与されます。



シナリオ分析 –統合アプローチ カテゴリ
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W7.3b: 気候関連シナリオ分析で確認された水関連の分析結果はどのようなもので
すか。また、貴社はどのように対応しましたか。

NEW マネジメン
ト・リーダーシップ
レベルでの採点



変更点
水セキュリティ質問書2020

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


2020年スコアリング関連資料

スコアリング基準 (全セクター、簡易版含)

スコアリングイントロダクション資料

カテゴリ＆ウェイティング資料

スコアリング基準変更点資料 （簡易版日本語スライドはこちら）

日本版2020年CDP質問書情報ページ（日本語）

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://cdp-jp.net/1516767582/cdp2020
https://cdp-jp.net/1516767582/cdp2020


CDPジャパン事務局
Address:東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル3階

Tel: +81 (0)3 6225 2232

www.cdp.net/ja/japan（日本語サイト）

問い合わせ先代表: japan@cdp.net

SBTについて sbt.japan@cdp.net
RE100について re100.japan@cdp.net
CDPレポーターサービスについて reporterservices.japan@cdp.net
CDPサプライチェーンプログラムについて supplychain.japan@cdp.net
メディアの方向け press.japan@cdp.net
回答事務費用の原本発行依頼 accounts.japan@cdp.net
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