
サステナビリティトピックス
CDP Global 500 Climate Change Report 2013 公表される

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）は、Global 500 Climate Change

Report 2013 を 2013 年 9 月 12 日に公表しました。

ロンドンに拠点を置く NGO の CDP によるこの調査プロジェクトは、世界の有力企業

の温室効果ガス排出量や温暖化対策戦略などに関する指標となることから、年々存

在感を高めています。2003 年の初回発行以降 CDP を支持する機関投資家は増え

続けており、このプロジェクトに賛同した機関投資家数は 2013 年には 722(前年比

10％増) 、その合計運用資産額は前年比 12％増の 87 兆米ドルとなり、2003 年に 35

であった機関投資家数は実に 21 倍、4.5 兆米ドルであった運用資産額で 19 倍とな

っています。

11 回目となる今回のレポートでは、質問書を送付した FTSE Global Equity Index

Series (Global 500)の上位 500 社のうち 81%にあたる 403 社から回答を得ています。

PwC はＣＤＰのグローバルアドバイザーとしてこの調査を支援するとともに、2008 年よ

り Global 500、US S&P 500 および UK FTSE 350 の CDP による各報告書作成を行

っています。

2013 レポートの特徴

(1)各セクターの傾向を重視

最新レポートでは、10 のセクター別に詳細な分析が行われています。回答企業の

総排出量に占めるそのセクター排出量の割合やスコープ 1・2 の排出量合計が多

い 5 社の過去 5 年間の排出量推移、リスクや機会の認識の状況など、質問書への

回答から得られた情報についてセクター別に比較をすることで、従来のレポートで

は見えにくかったセクター別の傾向がわかりやすく示されています。加えて、それ

ぞれのセクター個別の特徴的な事項についても分析が加えられています。

2013 年 9 月 12 日



(2)パフォーマンス指標を重視する傾向強まる

CDP は、ディスクロージャー/パフォーマンスの２つの指標について優れた企業を

対象とした CDLI/CPLI という 2 種のインデックスを設定しています。従来 CDP で

は、ディスクロージャー指標が重視されてきましたが、最新レポートではパフォーマ

ンス指標の重みが増している傾向がうかがえます。過去 11 年のプロジェクトにより

企業の気候変動への取り組みについての情報開示は一定のレベルに到達しまし

たが、その取り組みが現実に効果を上げていなければ温暖化は抑制できないこと

から、効果を上げている企業をより高く評価する方向に向かっていると考えられま

す。

[上位企業を対象としたインデックス：CDLI と CPLI]

CDLI（Climate Disclosure Leadership Index：ディスクロージャー先進企業リスト）

ディスクロージャースコアが高得点であった企業のリスト。

要件は以下である。

・ 回答を公表している

・ 回答期限までにORS（CDP のオンライン回答システム）による回答をしている

・ 全回答企業の上位 10%以内のディスクロージャースコアを獲得－2013 年は 60 社

（2012 年は 51 社）

CPLI（Climate Performance Leadership Index：パフォーマンス先進企業リスト）

CPLI への選出基準は、以下に示す主な要件を満たす必要があり、2013 年は 56 社を選出。

CPLI は 2010 年から選出が実施されており今回は 4 回目となる。

・ 回答を公表している

・ 回答期限までにORS による回答をしている

・ パフォーマンススコアが 85以上

・ グローバルのスコープ 1・2 の排出量を公開している

・ 報告年における排出量総量と前年との比較に関する質問で満点を獲得

・ 回答内容またはほかの公開情報より CPLI の適格性が疑われる情報があった場合、

CDP はその企業をCPLI から除外することができる

※最新レポートでは、CDLI と CPLI 双方に含まれる企業は 12社

(3)排出量が多い 50社の明示

最新レポートには、排出量が多い企業 50 社の社名を示すページが加えられまし

た。あわせて、全回答企業の総排出量が減少傾向であるのに対し、これら 50 社の

排出量は増加していること、これら 50 社のスコープ 1・2 排出量合計は全回答企業

のそれの 73%を占めることを挙げ、更なる削減対策が必要と述べています。



(4)課題が残るバリューチェーンからの排出量報告

最新レポートは、97%の企業がスコープ 1・2 排出量を開示していることを述べた上

で、スコープ 3 について、15 のカテゴリーのうちその企業にとり事業活動の影響の

大きいカテゴリーを特定していてもその 47％は算定されておらず報告が不十分で

あると指摘しています。

例えば、金融セクターでは、83%の企業が「出張」などのカテゴリーを報告している

一方、主要事業である「投資」のカテゴリーの報告は 6%にすぎないことや、産業セ

クターのうちわずか 22%しか「販売した製品の使用」カテゴリーの排出量を報告して

いないことを指摘しています。

CDP（英文）
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx

CDP Global 500 Report 2013（英文）
https://www.cdproject.net/CDPResults/CDP-Global-500-Climate-Change-Report-2013.pdf

PwC Global CDP ページ（英文）
http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/carbon-disclosure-project/index.jhtml
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