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前書き

先進的な企業は、経営戦略、意思決
定、ガバナンスの中核に持続可能性を
統合するための取り組みに長い間携わ
ってきました。

SDGsは、グローバルなニーズをビジ
ネスソリューションへと変換するため
の新しい視点を提供するものです。

これらのソリューションにより企業は
リスク管理を改善し、消費者の需要を
先取りし、成長市場にポジションを築
き、必要なリソースへのアクセスを確
保し、自らのサプライチェーンを強化
できるようになり、それと同時に世界
をSDGs実現に向けて前進させること
ができます。

持続可能な開発目標
（SDGs）は企業を含む幅
広いセクターが関与する、
広範なマルチステークホル
ダー間の交渉の賜物といえ
ます。SDGsでは、2030年
へ向かう過程で、世界的に
最も切迫している社会、経
済、環境の問題に取り組む
ための17の目標からなる行
動目標を提示しています。
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今年、本書に先立って発行され
たビジネスと持続可能な開発委
員会（Business & Sustainable 
Development Commission）の主
要報告書である「Better Business, 
Better World（より良きビジネス、よ
り良き世界）」 では、世界が必要と
している長期的な安定性と成長を著し
く阻んでいる現在の経済モデルの欠陥
が指摘されています。

SDGs はこの傾向を逆行させるため
の、強制力ある新たな枠組として位置
付けられています。

これらの目標は、かつてない規模で革
新、経済成長、開発を引き起こす潜在
的可能性を持っており、少なくとも
年間12兆ドルの市場機会の価値を持
ち、2030年までに3億8,000万近い雇
用を新たに創出するという試算があり
ます。

私たちはこのCEO ガイドを通じて、
委員会報告書の主要なメッセージの発
信を強化し、これらが御社の行動に反
映されるよう支援することを目的とし
ています。以下のページではSDGsの
実現において企業が果たす主要な役割
を強調し、御社がどのように取り組め
るかを概説し、この極めて重要な社会
貢献アジェンダに沿って行動を開始す
るのに必要な主要手順を推奨していま
す。

この政治的、経済的な不確実性の多い
状況にあっては、SDGsが提唱する包
摂的かつ持続可能な経済成長の先導に
必要な変革を達成する上で、強力なビ
ジョンに導かれたCEOのリーダーシッ
プが不可欠といえます。

http://report.businesscommission.org/
http://report.businesscommission.org/
http://report.businesscommission.org/
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Paul Polman
Unilever CEO兼 WBCSD 会長

Sunny Verghese
Olam 共同創立者兼CEO

Svein Tore Holsether 
Yara International CEO

Peter Bakker
WBCSD 事務総長

御社はすでにサステナビリティ（持続
可能性）戦略に着手していらっしゃる
ことでしょう。SDGsに照らした進捗
状況を報告することで、御社はこのグ
ローバルな運動に参加されることにな
り、各種のセクターやサプライチェー
ン全体に働きかけることで、私たちは
集合的にこのアジェンダを加速化させ
ることができます。

もちろん、企業のみではこのアジェン
ダのどれも達成することはできませ
ん。優れたガバナンス、経済的インセ
ンティブ、適切かつ堅牢な法的及び制
度的枠組の条件および官民の連携が不
可欠です。

WBCSD カウンシルメンバーであり、
またビジネスと持続可能な開発委員会
の委員である私たちは、持続可能性の
高い企業はより競争力があると考えま
す。

私たちはSDGsのプラットフォームを
活用して、セクター、サプライチェー
ン、政府、国際機関、科学、市民社会
全体との対話と提携を通じて大規模な
協調的行動を先導して行きます。

私たちは、皆様がビジネスコミュニテ
ィ全体におけるこの取り組みに参加
し、社員、提携先、およびステークホ
ルダーへ呼びかけることで、2030年

およびその先に向けた行動を私たちと
共に拡大していただくことを期待して
います。
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SDGsはグロー
バルなニーズを
ビジネスソリュ
ーションへと変
換するための新
しい視点を
提供するも
のです
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ビジネスと持
続可能な開発
委員会

ビジネスと持続可能な開発
委員会は民間部門と市民社
会からの36人のリーダーか
らなる集まりです。これら
のリーダーはSDGsが達成さ
れた場合に企業が受けられ
るような、経済的な恩恵を
提供する広範な調査を監督
してきました。

出典： Better Business, Better World, Business & Sustainable Development Commission   

食品および農業
2.3兆米ドル

都市と都会のモビリティ
3.7兆米ドル

エネルギーおよび原材料
4.3兆米ドル

健康および福祉
1.8兆米ドル

3億8,000万
件以上の雇用

の創出

2030年までの4つの
経済システムを通し
たビジネス価値だけ
でも年間12兆ドル

SD
Gs

の達成は可能性を引き出す

http://businesscommission.org/
http://businesscommission.org/
http://www.wbcsd.org
http://businesscommission.org
http://report.businesscommission.org/uploads/Executive-Summary.pdf
http://report.businesscommission.org/uploads/Executive-Summary.pdf
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御社およびビジネスコミュ
ニティ全体において、SDGs
への支援を正しい成長戦略

として構築する

SDGsを企業戦略に組み込む セクターの同業者と持続可能な
市場への変換を推進する

政策立案者と協力し、天然資
源と人的資源の真のコストを

支払う

長期的に持続可能な投資を
志向する金融システムを推

進する

社会の信頼を回復し、グローバル目標
全般を達成するために政府、消費者、
労働者、市民社会と協力して事業運営

のライセンスを確保する

委員会はビジネスリーダーに対し6つの主な
推奨事項を設けています

委員会の主要報告書「Better 
Business, Better World（
より良きビジネス、より良き
世界）」 では、SDGsとの
適合を図ることについて、説
得力のある構図を記載してお
り、企業のリーダーに様々な
推奨事項を提示しています。

http://businesscommission.org
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企業が単独でSDGsを実現するよう求
められているわけではない一方、この
アジェンダは企業の効果的な参加なし
には実現不可能です。民間部門は資金
源として、革新と技術開発の推進者と
して、また経済成長と雇用の主動力と
して、極めて重要な役割を担っていま
す。

企業がその中核の責任を意識している
ことも重要です。いかなる企業も、そ
の基本として、自らの事業活動がこの
アジェンダの妨げとならないようにす
ることが重要です。特に人権関連にお
ける負の社会的影響への取り組みは、
あらゆる企業の優先事項であるべきで
す。

目標達成に向けて求められているスピ
ードでグローバルな進歩を推進するた
めには、各国政府が、このアジェンダ
が求める破壊的革新に有利になるよう
な規制を設ける必要があります。しか
し、この変革を実現するためには、企
業あるいは政府の行動だけでは十分で
はありません。

私たちは社会の全セクターが協調して
はじめて、長期的成長と繁栄の共有と
いう共同目標を実現できるのです。

SDGs は企業の協力なし
には実現しません。 

17の SDGs とこれを支持す
る169の期限付き目標は、包
摂的かつ相互に関連し合う枠
組を成しています。これは、
あらゆるステークホルダーお
よび国家にとって明らかで普
遍的な関連性を持っていま
す。その意欲は、実質的にす
べての国を開発途上国へと変
えるものです。

SDGs と企業の役割
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御社への意味合い

ビジネスの観点から
は、SDGsの持つ意味合いを
4本の主要な柱を通して理解
することが重要です

行動を起こさな
いことのリスク

何もしないことは、
高価なオプションで
す

1 機会を捉える

ビジネス戦略をSDGs 
に適合させることによ
る恩恵

2

協調の必要性

SDGsの実現は、一社
で行えることではあ
りません

4ガバナンスと
透明性

より良い情報＝より
優れた決定

3
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2.7%

2.0%

2.8%
3.1%

9.1%

1.6%
1.3% 1.3% 1.4%

1.8% 1.9%
1.6%

何もしないことは、高価
なオプションです
行動を起こさないことのコスト 
今日の経済モデルの欠陥は将来の成長
見通しを抑制する、環境上および社会
上の負担リストを増長させている点で
す。これらの負担は高まるビジネスコ
ストを意味し、最終的にはビジネスを
行う場である世界を実現可能性の低い
場所にします。

規制上のリスク 
SDGs は、国際、国内、地域の各レベ
ルにおける今後のポリシーの方向性を
反映するものです。これらを戦略上織
り込んでいくことを怠ることは、長期
的な規制上のリスクを意味します。

市場の混乱 
将来を見据えている企業は、市場を根
本から再形成しそうな、破壊的な新し
いビジネスモデルを推し進めていま
す。

事業運営ライセンスの減少 
エデルマン社による企業への信頼に
関する最新のグローバル報告書によ
ると、昨年の間に80%の国におい
て、CEOへの信頼性が2桁減少したこ
とが明らかになっています。

行動を起こさな
いことのリスク

1

特定のグローバル負担と関連する、グローバ
ルな経済への直接的インパクトの年間推定値
グローバルGDPのシェア。2014年

環境
ガバナンス
社会的

側面 / 規模

出典: Better Business, Better World, Business & 
Sustainable Development Commission

http://report.businesscommission.org
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機会を捉える
2

ビジネス戦略をSDGsに
適合させることによる恩
恵
新しい成長市場 
SDGs関連の技術とソリューションを
持続可能かつ包摂的なビジネスモデル
を通じて提供できる企業には巨大な市
場インセンティブがあります。この経
済的恩恵は2030年までに少なくとも
年間12兆米ドルの価値を持つとされ
ています。

ポリシーロードマップとしての SDGs 
自社の事業をSDGsに適合させ、政府
がSDGsを達成する中で事業がどのよ
うに貢献できるかを明確に説明できる
企業は、強力な事業運営ライセンスを
固め、競合他社と差別化できる可能性
が大きくなります。

信頼の回復
共通言語を用い、目標達成を分かち合
い、基本的なニーズを満たし、人権を
保護することを通じて、企業は新しく
かつ改善された社会的契約を築くこと
ができるようになります。

2030年における漸増的市場機会の価値 
10億米ドル単位：2015年の数値

食品
都市
エネルギーおよび原材料
健康および福祉

2 020

1 650

1 345

1 200
1 080

1 015

835

685
665

365355345

735

出典: Better Business, Better World, Business & 
Sustainable Development Commission

http://report.businesscommission.org
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より良い情報＝より優
れた決定
コーポレートガバナンスの意味合い
SDGsをコーポレートガバナンスの言
葉に変えるには、まだまだやらなくて
はならない仕事が山積しています。企
業がギャップを埋め合わせるために主
流のリスク開示モデル（COSO また
は ISO といった企業リスク管理フレ
ームワーク）を使用することが極めて
重要になります。

既存の財務開示要件を満たす強力なパ
フォーマンス測定基準を創設すること
で、企業は自らのリスクを明確かつ意
義ある形で開示、協議、比較すること
ができます。これにより、長期的には
より持続可能な企業がより大きな成功
を収めるようになります。

価格設定と外部性の統合
事業を行うことによる社会的および環
境上の影響の価値を定め、これらを社
内戦略と意思決定へと統合していく能
力が、業績と評判に影響を及ぼすよう
になります。気候関連財務情報開示タ
スクフォース（TCFD）が推奨するよ
うなシナリオ分析は、持続可能性のリ
スクと機会に関するより良い情報を御
社および役員会に提供します。

外部性にこうした形で取り組んでいく
ことが、社会で進化する企業の役割に
ついて、政府およびその他のステーク
ホルダーとの建設的な対話への糧とな
ります。

ガバナンスと透明性
3

国際統合報告フレームワ
ーク

気候関連財務情報開示タス
クフォース

https://www.fsb-tcfd.org/publications/recommendations-report/
http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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SDGsの実現は、一社で
行えることではありませ
ん
セクターアプローチ
SDGsは平常通りの業務（Business 
as usual）で達成することはできませ
んし、また少数のパイオニアによる革
新でも達成できません。新しい進路が
セクターおよび業界全体に求められま
す。

これは一社で行えることではありませ
ん。目標を実現するには業界レベルで
最低数の企業間の協力が必要とされま
す。

体系的なアプローチ
経済システム全体の点検を推し進める
ためには、同時にセクター相互間の協
力が必要となります。

官民の連携
PPPs（官民パートナーシップ）
は、SDGsの達成に必要な資金源を引
き出す革新的なソリューションを推進
します。

協調の必要性
4

協調的行動

グローバル・アグリビジネス・アライア
ンス（Global Agri-Business Alliance）
：CEO主導の民間部門の協調的行
動。SDGsに取り組むためセクターの集
団力を育みます。

低炭素技術パートナーシップイニシアチ
ブ（LCTPi）は、官民の共同イニシアチ
ブであり、低炭素技術の開発を加速さ
せ、その展開規模を拡大し、ビジネスソ
リューションの導入を可能にします。

http://globalagribusinessalliance.com/
http://globalagribusinessalliance.com/
http://globalagribusinessalliance.com
http://lctpi.wbcsd.org/
http://lctpi.wbcsd.org/
http://lctpi.wbcsd.org
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行動ポイント

御社の組織をSDGsに適合さ
せ、SDGsが表す価値の実現に向
けた進路を定めるために取ること
のできる行動は数多くあります。

この政治的、経
済的な不確実性
の多い状況にお
いて、ビジ
ョンをもっ
たCEOの強
力なリーダ
ーシップは
不可欠です
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個人レベル
最新情報を得る 
SDGs を御社のビジネスにする。持
続可能な開発アジェンダに遅れをと
らないようにすることで、御社は機
会をフルに生かし、破壊的なリスク
を未然に防ぐ姿勢が取れます。

広く伝達する 
同業者ネットワークをこのアジェン
ダに取り組ませ、ビジネスとして取
り組む転換点を生み出します。

会社レベル
外部性を理解し、評価する 
御社の事業活動がSDGs の観点にお
いて、どのように経済、環境、社会
上の影響に転換されていくかについ
て、徹底的な理解を育みます。

目標設定 
SDGs の影響のプラス面を強化し、
マイナス面を軽減する方向で進路を
設定します。

ビジネスソリューションの策定 
戦略レベルでSDGsの観点を採用
し、御社をより成功させ、持続可能
にさせるビジネスソリューションを
生み出す組織力を育成します。

コミュニケーション 
SDGs パフォーマンスと進歩につい
ての定期的で透明性のあるコミュニ
ケーションを検討します。

セクターレベル 
協働 
同業者や他のステークホルダーと
協力し、御社のセクターに適合した 
SDGs の枠組を策定します。

ロードマップ 
御社の業界に向けた集団的ビジョン
を設定し、セクターの変革を実現す
るイニシアチブで協力します。

行動を呼びかける 
セクターのあらゆる企業に呼びか
け、各社の進捗具合の足並みを揃
え、協力、報告を行います。

ポリシーレベル
提唱する 
転換点の達成を支える主なポリシー
および資金調達手段の導入を公に提
唱します。

2 3

1 2

3

4

43

4

4

3

2

1 2

行動を起こ
さないこと
のリスク

1 機会を捉える2

協調の必要性4ガバナンスと
透明性

3

1 4



セクターロードマップ
WBCSD は複数の業界にまたがる広範
なネットワークの活用手段を設けるこ
とにより、SDGs 実現に向けて共通の
ビジョンを明確に打ち出すセクター固
有のロードマップを作成しています。
こうしたロードマップの役割は：
• セクターが SDGs に影響をおよぼ

す最も実効性のある方法を特定
• セクター固有の目標とKPIsを設定
• 障害への認識を促し、ソリューショ

ンを策定
• 資金調達とポリシーにおける実現可

能な主体を対象に提唱していく基礎
を構築

大規模行動の実現者
としての WBCSD

WBCSD は企業による大規模
な行動を促進するイニシアチ
ブを追求しています。これら
は、200の先進的企業がメンバ
ーとなって導くもので、60を超
える世界中の企業組織のグロー
バルネットワークを含め、強力
な機関パートナーシップにより
支援されています。

喜ばしいことに、SDGs に
沿う成長に向けた変革にお
いて、企業を支援するリソ
ースが増大しています。

持続可能な開発目標CEO向けガイド | 18

http://www.wbcsd.org/
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価値の再定義
真の価値、真のコスト、真の利益を測
定、評価、報告するために、企業は金
融資本会計を超えて、自然資本および
社会的資本を取り込んでいく必要があ
ります。

WBCSD は非金融資本の測定、評価、
報告を推進するための革新的な枠組と
リソースを開発しています。これによ
り、企業の意思決定を改善し、外部に
対してより効果的で意義ある報告と開
示が生み出されます。

私たちは社員、提
携先、ステークホ
ルダーを対象に、
私たちと協力する
ことで2030年以降
に向けた行動規模
を拡大させていく
よう呼びかけてい
ます
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WBCSD ビジネスソリューシ
ョン
WBCSD では、メンバー企業による推
進対象として、40を超える既成のビ
ジネスソリューション一式をご提案し
ます。これらのソリューションは御社
の競争力とレジリエンスを向上させ、
同時に幅広いSDGsの実現に貢献する
ものです。

ビジネスソリューションは以下の特
性を持ちます：

再現性がある
拡張性がある

影響力を持つ
測定可能である

平常通りの
ビジネスを

超える

http://wbcsd.org/Overview/Our-approach/Business-solutions
http://wbcsd.org/Overview/Our-approach/Business-solutions
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SDG コンパス 
WBCSDはGRI（グローバル・レポー
ティング・イニシアティブ）および
国連グローバル・コンパクトと協力し
て、企業戦略をSDGsに適合させ、そ
の影響力を評価、管理するための段階
的な企業向けガイドを作成しました。
これは、常に最新に保たれているビジ
ネス指標やツールにより支援されてい
ます。SDG コンパスは12の言語でご
利用いただけます。

www.sdgcompass.org/

The guide for business  
action on the SDGs

TM

Developed by:
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http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf
http://www.sdgcompass.org/
http://www.sdgcompass.org/
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最新情報を得る

SDG ビジネスハブは、将来
を考える企業の声を集めた
ものです。これは、リソー
ス、ツール、ケーススタデ
ィ、知見への容易なアクセ
スを提供し、このダイナミ
ックなアジェンダにおける
御社の進行をサポートしま
す。

SDGBusinessHub

www.sdghub.com

http://www.sdghub.com/
http://www.sdghub.com
http://sdghub.com
http://www.sdghub.com
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Peter White
副事務総長

white@wbcsd.org

Maria Mendiluce
Natural Capital （自然資本） 

マネージングディレクター
mendiluce@wbcsd.org

Filippo Veglio
Social Capital （社会的資本）

マネージングディレクター
veglio@wbcsd.org

Peter Bakker
事務総長

president@wbcsd.org

主なWBCSD
の連絡先

mailto:white%40wbcsd.org?subject=
mailto:mendiluce%40wbcsd.org?subject=
mailto:veglio%40wbcsd.org?subject=
mailto:president%40wbcsd.org?subject=


World Business Council
for Sustainable Development
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2B   
CP 2075, 1211 Geneva 1
Switzerland

www.wbcsd.org |       @wbcsd | #sdghub

http://www.wbcsd.org
https://twitter.com/wbcsd
https://twitter.com/wbcsd
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