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本資料はDeloitte & Touch LLPが作成し、有限

責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語

版についは、有限責任監査法人トーマツにお問合せ
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はじめに 
 

 

 

サステナビリティ報告の仕組みに固執するのは簡単で、詳細な指標の情報の渦に埋もれてしまいます。この点は理解できるとともに、有効でもあります。しかし、サ

ステナビリティ報告は、それ自体が目的ではなく、決してそうあるべきではありません。むしろ、志と行動の乖離を克服するための手段であるべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Governance&Accountability Institute, S&P 500 + Russell 1000 - Examining 2020 sustainability reporting trends of the largest publicly-traded companies in the U.S.は、

Deloitte GlobalのGlobal Consistent ESG Reportingを引用している。 

2.国連ニュースで引用されたアントニオ・グテーレス国連事務総長 ‘We cannot afford greenwashing’: Guterres highlights key role of Net-Zero experts .  

3.Deloitte, ‘Assessing perceptions: ESG preparedness, disclosures, and reporting, requirements’ 

信頼性が高く、関連性があり、比較可能な高

品質のサステナビリティ情報は、企業だけでなく、

投資家、従業員、取引先、地域社会、その他の

企業情報の利用者にとって重要です。この情報に

より、誰に投資し、誰から購入し、誰のために働く

かを決定することができます。利害関係者は企業

が環境、社会、及びガバナンス (ESG) のリスクと機

会をどのように管理しているかについての洞察を求

めています。 

 

しかし、現在の報告状況は必ずしもより良い決

定にはつながらないデータで乱雑になっています。

S&P企業の92%が20201年末までにESG指標を報

告していますが、依然として 「信頼性の欠如と過剰

な混乱」 の状況にあります2。アナリストは、40%の

企業が、自らの行動を正当化するよりも、より良い

ESG認証を得ることを優先していると考えています。

3。 

Deloitteは、投資コミュニティ、ビジネス界、学

界、及び非営利セクターのグローバルリーダーへ25回

のインタビューを実施し、現在の報告に係る課題を

克服し、協調的かつ組織的な市場レベル及びシス

テムレベルでの行動変化を促すために何が必要かを

判断しました。 

 

「ESGを考慮する必要がある理由について、10種 

類の回答があります。人によって、使用方法に 

応じて異なる視点を持っています。 

それぞれ独自の方法で意味を記述しています」 。 

 

「私たちは迷子になり、何のためにこれを行っている

のかを忘れることがあります。最終的な目標は、すべ

ての人にとってポジティブな未来を創造するために、

企業が倫理的で責任ある有意義な方法で行動す

る役割を果たすことです。」。 

「ESG報告の障壁を克服し、行動変容のプロ

セスを開始するためには、方向性を明確にす

る必要があります」。 

 

Deloitteは、これらのインタビューからのフィー

ドバックを統合して、サステナビリティ報告や組

織変革の採用だけでなく、広範な行動変化

につながる広範な運用環境の構築に向けて、

今後の可能性を見定めています。これらの対

話において、一貫性がなく信頼できないデータ

という現在の状況から、持続可能な意思決

定を短期的に実証可能な行動に確かに反

映させるために必要な6つの条件が特定され

ました。本稿は、インタビュー回答者の見解を

まとめたものです。         

 

https://www.ga-institute.com/research-reports/flash-reports/2020-sp-500-flash-report.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/globally-consistent-esg-reporting.html
https://news.un.org/story/2022/04/1117062
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/audit/us-esg-preparedness-disclosures-reporting-requirements.pdf
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図1．変容の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

企業 投資家及び 

資本市場 

政府及び 

規制当局 

市民社会 その他 
 
利害関係者 

保証 

提供者 

 

目的は何ですか? 

サステナビリティ報告に対する視点は、対話におけ

る利害関係者のように様々です。現在の状況と

体系的な変化を反映させるために必要な行動の

双方について、多様であり、時には対照的でもあ

ります。方向性の整合性と明確さの欠如は、これ

まで主として任意のシステムであったものの、根本

的な課題の一つです。それは論争的で政治的な

議論を刺激し、利害関係者がこの変化する情勢

を乗り切ろうとする中で、企業疲労の一因となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サステナビリティ報告は中立的で、期待される目的地

や成果がないものであるべきだと考える人もいます。ま

た、目的を社会的、政治的、または倫理的で公平な

経済的枠組みの一部であると考える人もいます。こ

れは、社会により良い未来を創造するための具体的

な方法です。企業業績と資本配分を明確にするため

の、より伝統的なレンズという視点もあります。一方、

他の人にとっては、管理責任を拡大し、イノベーション

を推進するメカニズムでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サステナビリティ報告は様々な目的に役立ちます。

どのように使われるかは、利害関係者の優先順位

とレンズに大きく依存します。投資家にとって、持続

可能性に関する情報は、隠された重要なリスクやコ

ーポレート・ガバナンスに関する洞察を提供してくれま

す。政策立案者や規制当局にとっては、開示を活

用して、明示された政策目標に向けた行動の変化

を促すことができます。消費者、従業員、NGO、そ

の他の利害関係者にとって、透明性は倫理的、社

会的、環境的パフォーマンスを向上させる手段を提

供します。 

サステナビリティ報告 行動変容 
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「基準設定者、特に国際サステナビリティ基準審議会 (ISSB) 、そして規制当局

は、より良いコーポレート・ガバナンスとビジネス価値創造の管理を推進すること

を目的として、重要なESGとサステナビリティの考慮事項の報告に関するグロー

バルな基準を策定することが直ちに必要とされています。社会的影響の側面も

重要ですが、これらは管轄区域によって異なる見方をされる可能性が高いた

め、報告義務に関しては、国内の公共政策を通じて設定された方が良いでしょ

う。これはより方法論的、政治的に2つを混ぜ合わせようとするよりも実現可能

でしょう」 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「目的は経済的・社会的行動を導くことです。世界の持続可能性に貢献す

る形で変化すること。経済的・社会的行動について話す場合、資本配分、

消費者行動、政策、指導者の意見に影響される可能性があります...多くの

要因と利害関係者が社会経済行動を形作っています。 

これらは金融にとどまりません」 。 
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1．グローバルに一貫したベースライン 
 

グローバルスタンダードは、意思決定に有用な情報の透明性と比較可能性を促進するために、サステナビリティ報告の共通言語を提供します。この共通言語の性質

についての見解の相違は、断片化、複雑化、および費用をもたらしました。 

 

ISSBによる明確な基準の作成は進んでおり、グラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約締約国

会議 (COP 26) では、43の国・地域がこのような枠組みの策定に広く支持を表明したが、どの基準に

従うべきかについて、持続可能性に関する情報を提供する機関の間では依然として混乱が生じていま

す。 

「ESG」 という用語でさえ、明確に定義されていないため疑問視されており、グローバル採用にはまだ課

題があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要なポイント 

I．1つのグローバルベースラインを採用することが重

要である。 

 

ii．目標は、最初からすべてのサステナビリティのト

ピックに関する完全な基準を持つことではない。 

まずは、どの要素をどのタイムフレームで開示す

る必要があるかについて明確にし、簡単なリスト

にする必要がある。他のトピックも今後追加さ

れることも認識し、気候と炭素排出量に関する

合意を活用する。 

iii．規制はベースライン基準の遵守とすべきである

が、サステナビリティ報告は厳格なコンプライアン

スの実践ではなく、戦略的にアプローチする必

要がある。 

 

iv．政策立案者は、利害関係者や市場に提供さ

れるサステナビリティに関する情報の成熟度を

意識する必要がある。また、改善を促し、誠意

ある自主的な開示に対応する。導入を促進

し、加速するためには、反復的で柔軟なアプロ

ーチが必要である。 

私たちが聞いたこと 

「すべての利害関係者 (報告者、企業、投資家、労働代表、労働組合、地域社会など) に

とって最も重要なのは、データの透明性と比較可能性です。これは、意思決定及び組織の

比較のために非常に重要です。この達成のためには、グローバルベースラインが必要です。」 

 

「基準設定のアプローチが多すぎることは危険です。比較可能性と一貫性のグローバルベース

ラインを生成する1つのフレームワーク (ISSBのリーダーシップの下) を持つことが重要です。」 

 

「ESGとは旅です。現在は、脱炭素と温室効果ガス排出量の分析が中心となっています。廃

棄物と水質汚染、海洋、野生生物の基準への移行が見られるでしょう。」 

 

「ESG開示基準は、財務会計基準が果たした役割に類似しています。財務会計基準は、財

務業績について語るための企業と投資家の間の共通言語を生み出しました。ESG開示を

標準化することで私たちがやろうとしているのは、ESGのパフォーマンスについて企業と投資家

がコミュニケーションするための共通言語を作ることです。」 

 

「しっかりとした持続可能性への取り組みを実施している企業が遅れをとって不利益を被ら

ないようにするために、政府による一定の監督と執行が必要です。また、良い行動をとるた

めの積極的なインセンティブを提供する必要があります。」 
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4 . ブラックロック, ‘Sustainability goes mainstream, 2020 Global Sustainable Investing 

Survey’ . 

 

 

 

2．関連性があり信頼できるデータ 
 

過大なデータや過小な情報は、利用者が困惑するリスクがあります。企業は報告内容を厳選するべきですが、情報開示の選好みや企業の持続可能性につ

いて公正かつバランスのとれた見解を示さないことは、グリーンウォッシングと認識される可能性があります。データポイントの一貫性が欠如していると、投資家や

その他の情報利用者は企業間の比較を行うことが困難になります。 

 

多くの情報提供者にとって、データの収集と処理、及び優れたガバナンスとコントロールを構築する方

法についての問題が残っています。2020年のブラックロックの調査4では、回答者の53%が持続可能

な投資の障害としてESGデータの質の低さや利用可能性の低さを挙げています。 

 

企業は、タイムリーで高品質なデータを提供するためのシステム、プロセス、データ、及び内部管理への

投資が不足しています。意思決定に使用されるデータの信頼性を高めるための保証が欠落していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要なポイント 

i．サステナビリティ情報は、最終的には財務情

報と同質で、同程度の信頼性が必要であ

る。これは容易な作業ではなく、企業はデータ

を効果的に調達し、抽出し、保証するため

に、人、プロセス、システムに投資する必要が

あるかもしれない。 

 

ii．意思決定に役立ち、グリーンウォッシングの主

張に対抗するために、企業は、企業の行動及

び業績を反映した明確で正直な物語を持つ

定量的な指標のバランスを報告する必要があ

る–良いか悪いか。企業を比較する利害関係

者にとっては、企業のビジネスモデルに関する

十分な詳細とともに、一貫した指標が重要で

ある。 

 

iii．利害関係者の関与は重要である。 

企業は、企業にとって重要なものと、さまざまな

利害関係者グループにとって費用と有用性の

面で関心のあるものとのバランスを取らなければ

ならない。サステナビリティ報告利用者のニーズ

は時間とともに変化する。これにより、企業は

変化する状況に留意し、対応する必要があ

る。 

 

iv．サステナビリティは報告や規制だけではない；

企業のビジネスモデルと戦略の中心となるべき

である。持続可能性の問題への政治的関与

や新しい持続可能性のイノベーションなどの要

因は、企業が把握し測定すべきデータポイント

である。 

 

 

 

 

 

 
 

私たちが聞いたこと 

「企業は一般的に、開示と報告の多大な要求に困惑しています。その結果、コンプライ

アンスの問題と見なされ、異なるセクターにある変革の潜在的なビジネスチャンスを探る

動機がありません。」 

 

「データカバレッジは重要な問題です-すべてのオフィスとサプライヤーからのデータが必要です

か？それとも、最も大きな影響を与える可能性のあるものに範囲と焦点を限定しますか？

ある程度のところまでいくと、その先は得られるものが小さくなります。針が1%動くだけでは

ほとんどの場合必要な行動は変わりません..何が意思決定に有用で、何がよいデータにな

るのかに立ち戻ります。」 

 

「重要な問題は、どのように報告するかです。報告データと情報の優先順位付けが重要で

す。しかし、長期的な行動変容に不可欠なのは、データを生成し、知的に利用する能力で

す。データのソースはどのようにしていますか？この情報をどうするのですか？どのようにお使い

になりますか？」 

 

「透明性は重要です。さまざまな時間軸における会社の取り組み、目的、目標、及びこれら

の目標に向けて会社がどのように進んでいるかを明確に伝える必要があります。最も重要な

ことは、コミュニケーションだけが必要なのではなく、現場の会社の実際の行動が一貫してい

て、彼らの志を反映している必要があるということです。」 

 

「 顧客と市民は良い影響の証拠を求めています。ここでは信頼できるデータが重要です。監

査人はここで重要な役割を果たします-消費者、政府、利害関係者が企業を信頼し、より

良く協働できる信頼できるポジティブなデータを推進します。」  

 

「重要なものを測定しやすくしないと、測定しやすいものが非常に重要になります。」 

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/blackrock-sustainability-survey
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/blackrock-sustainability-survey
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3．サステナビリティを企業のビジネスモデルに統合 
 

サステナビリティは、取締役会や経営幹部を含む企業経営のあらゆるレベルで十分に理解されていません。サステナビリティ報告は、サステナビリティが組織全体の意

思決定と業務に統合されるまで、真正なものではなく、グリーンウォッシングの課題に対処することはできません。Deloitteグローバルの2021年の調査
5
において、監査

委員会の回答者の約半分 (52%) のみが、自社には気候変動に関する責任を果たすための情報、能力、及び権限があると考えていました。 

 

特に、報告基準が完全に採用されておらず、まだ変更される可能性がある場合には、サステナビリ

ティの考慮事項をビジネスプロセスや統制に統合する際に、企業がどこから手を付けたらよいかを

知ることは困難です。しかし、課題は報告にとどまらず、意味のある指標や強固な目標の作成、

戦略の策定と実施にまで及んでいます。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.Deloitte Global, 'Frontier Topics for Audit Committees: Climate & Audit Committee' 

重要なポイント 

i．サステナビリティの考え方は、特定のチーム

に限らず受け入れられるべきであり、すべて

の操作とプロセスにわたって完全に統合さ

れる必要がある。知識は最高サステナビリ

ティ責任者だけでなく、経営幹部や取締

役会全体に及ぶべきである。労働力内の

能力と能力も、訓練を通じて強化される

べきである。 

 

ii．持続可能性リスクと機会についての統合的

思考は、総合的で連結された企業のリスク管

理の基本であるシステムです。これにより、ビジ

ネスとそのガバナンスの回復力と俊敏性が高

まり、機会が解放され、イノベーションが刺激さ

れます。 

 

iii．効果的なコーポレート・ガバナンスは企業の運

営モデルに持続可能性を組み込み、企業のサ

ステナビリティ報告に真正性をもたらすために極

めて重要である。出発点として、理事会は、説

明責任を監督し、サステナビリティに戦略的に

焦点を当てるための枠組みを提供するガバナン

ス構造、方針、慣行を定義すべきである。 

 

iv．サステナビリティの成果を報酬に結びつけるこ

とで、取締役や上級管理職にインセンティブ

を与えることで、企業内の行動変容を促すこ

とができる。持続可能性の目標は、成果に

基づいており、経営陣の直接のコントロール下

にあるべきである。 

私たちが聞いたこと 

「私たちが取り組んでいない分野は、事業統合と移行です。報告の指示、条件等に焦点を

当てていますが、報告は一部に過ぎません。次のステップは、移行計画の質を向上させるこ

とです。」 

 

「情報の生成を促進し、能力と適格性を強化し、確実なプロセスを確立し、技術を実

装するための管理とガバナンスのシステムが必要です。目標は、厳密さと一貫性を備え

た情報を使用して比較可能性を実現する方法について、標準化された再現可能なプ

ロセスを開発することです。」 

 

「ガバナンスがなければ、環境や社会に関する情報の開示について語ることはできません。 

透明性を保つには、ガバナンスが必要です。それが基盤であり、ベースとなります。」 

 

「人材格差は脅威です。リソース、知識、ESG関連の能力に対する需要は、供給よりも多い

です。このニーズは、産業の規模が拡大し、資本が大幅にシフトするにつれて拡大し続けるで

しょう。」 

 

「素材に優先順位を付ける必要がありますが、優先順位を付けすぎると、視野が狭くなり、

効率性を得て、運用とリソースのインプットがどのように相互作用し、接続するかに影響を

与える機会を逃すことになります。リスクの観点から重要な何かを見逃したり、相互に関連

する利益を引き出す機会を逃すことになるでしょう。」 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/frontier-topics-audit-committees-climate-audit-committee.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/articles/living-your-purpose-roadmap-to-integrated-thinking-and-reporting.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/articles/living-your-purpose-roadmap-to-integrated-thinking-and-reporting.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/navigating-the-esg-journey-in-2022-and-beyond.html
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4．インセンティブと罰則 
 

効果的な規制と施行は、比較可能で、一貫性があり、信頼性があり、意思決定に有用なサステナビリティ情報への取り組みに沿う必要があります。市場の

力だけでは、持続可能な未来に移行するために必要な変化の規模と大きさを実現することはできません。より持続可能な未来を実現するためには、官民の協

力が鍵となります。この変化を加速させるためには、インセンティブと罰則の形での政策介入と法改正が採用されるべきです。 

 

重要なポイント 

i．基準は関連する法律に代わるものではない。

規制当局やその他の執行メカニズムは、グリ

ーンウォッシングや不正行為を排除するために

不可欠である。強化された金融規制と法律

および登録要件(例:証券取引所の登録)を

通じた執行は、金融市場全体および金融市

場が企業とどのように関わっているかを改革す

るための鍵となる。 

 

ii．銀行から保険、年金基金に至るまでの金

融サービスは、持続可能な取り組みに資金

を提供することで、行動の変化を加速させる

のに役立つ。金融へのアクセスは、組織の変

革を加速するために不可欠である。しかし、

ブルームバーグが2018年以降に米国で取り

決められたリボルビング・クレジット・ラインとタ

ームローンを組み合わせた持続可能性に関

する分析を行ったところ、4分の1以上が 「示

された目標を下回っても罰則はなく、目標が

達成された場合にはわずかな割引しかない」 

ことが示された。6 

 

iii．税金と補助金は、市場を加速させるための

影響力のある補完的なツールである。炭素

税や消費税などの税金は、持続不可能

な、あるいは社会的に有害な製品やサービ

スの利用を阻害する可能性がある。同様

に、補助金はポジティブな行動を促進するこ

とができる。これらは、市場がそれに失敗した

場合の負の外部性のコストを捕捉する役割

を果たす。 

 

 

 

 

 

 

6 . ESG Financing Comes With Few Penalties for Missing Goals - Bloomberg 

私たちが聞いたこと 

「政府が経済のグリーンな変革を推進するために利用できる4つのツールがあります。①グリーン

製品の購入を促進し、経済需要を刺激するための財政支出(補助金、購入)、②ブラウン消

費のインセンティブを失わせるための税金 (炭素税) 、③グリーンプロジェクトの低コスト資金/

財源を提供する財政政策(例えば商業銀行を通じて)、④産業別規制 (例:グリーン建築基

準法や化石燃料自動車を禁止する規制など)。」 

 

「また、「長期所有者」(官民の年金基金や保険会社)が力を合わせ、資産の所有、配

分、業績の測定、管理権限者の権限などにおいて、グッド・ガバナンスの新たなパラダイム

を生み出すことを奨励すべきです。そうすれば、金融サービス業界全体に変化をもたらすで

しょう。」 

 

「各国は政策の組み合わせ、つまりツールボックスを選ぶ権利があります。それぞれのツール

には役割があり、銀行関連の政策に焦点を当てたものもあれば、トレーディングシステムに

焦点を当てたものもあります。」 

 

「炭素市場はネットゼロに向けた競争に変化をもたらすことができるものの、課題に直面して

います。カーボンオフセットの質についてはかなりの懐疑論があるようです。ESG報告は、認

証プロセスに透明性と説明責任を浸透させ、これらの市場への投資家の信頼を高めること

で、これらの懸念を緩和するのに役立ちます。」 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-08/esg-financing-comes-with-few-penalties-for-missing-goals%23xj4y7vzkg?leadSource=uverify%20wall%3FleadSource%3Duverify%20wall
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5．利害関係者との対話 
 

各利害関係者(投資家、政策立案者、顧客、従業員、コミュニティなど)は、持株会社の責任において果たすべき明確な役割を保有しています。しかし、多くの

人は、サステナビリティ報告の状況の複雑さを十分に理解していないか、企業と効果的に関わり、企業に責任を負わせるための知識、スキル、情報を備えてい

ません。年次報告書及び財務諸表企業業績に関する膨大な量のデータが含まれているものの、多くの場合、利害関係者のニーズを満たすには長すぎて複雑

すぎています。 

 

重要なポイント 

i．資本提供者や投資家コミュニティからのより

多くの支援、支持、圧力は、企業のリーダー

や取締役が持続可能性計画を優先するよ

うに促す上で極めて重要となる可能性があ

る。彼らは金融の供給者として、会社に影

響を与えるより強い立場にある。また、資本

提供者はすべての国・地域の規制当局や

政策立案者から意見を聞くべきである。 

 

ii．企業は、長期的な計画を共有し、それ

に対する進捗状況を報告する際に透明

性を確保する必要がある。 

利害関係者は、変化には時間がかかること

を認識すべきである。これを支援するために、

対話は双方向であるべきであり、変化への

道を強化し、奨励するために、関与のすべて

のチャネルを活用すべきである。 

 

iii．各利害関係者グループは、ナビゲートするた

めの教育ツールとリソースにアクセスできる必

要がある。サステナビリティに関する報告環

境を理解する。 

NGO、慈善家、その他の市民社会関係者

は、利害関係者の動員と能力構築を支援

し、戦略的かつ影響力を持って情報を利用

することができる。 

 

iv．ブランド認証や評価メカニズムなどの第三

者が作成したツールも有用であるが、これら

のツールは正式なサステナビリティ報告と同

様に堅牢で透明性があり、適切に管理され

ている必要がある。 

私たちが聞いたこと 

「認識は正しいかもしれないし、間違っているかもしれませんが、それは現実のものです。顧

客、コミュニティ、従業員、コミュニティリーダーを巻き込む必要があります。彼らには、変化に

応じて適切な質問をしたり、企業と対話する役割があります。」 

 

「財務及び財務外の業績に関する年次報告書を通じて、社内で適切に伝達することは困難

です。社内の利害関係者が、会社が事業全体で何をしているかを示すのに役立つ明確なコ

ミュニケーションが必要です。企業内のESGコミュニケーションを改善するたびに、社内の文化、

モチベーション、自信が高まります。」 

 

「より広範なシステムレベルの変更に対する大きな制限の1つは、ESG報告が主に投資家に向

けられていることであり、他の利害関係者はいずれも企業の影響を受けるか、影響を受ける

可能性があります。これは、金融、投資、利益を最重要視するシステムを永続させる根本的

な欠陥です。」 

 

「いくつかの法域では、取締役会は複数の利害関係者に対して法的に説明責任を負ってい

ますが、問題はそれらの利害関係者が、取締役会がその責任を果たしていることを確実にす

るための報告とは何かということです。企業は、利用者のニーズに合わせて情報を調整する、

コミュニケーション戦略を広く考えるのと同じように、ESG開示についても考える必要がありま

す。顧客との間で従業員と社内で使用するのと同じコミュニケーション手段を使用しません。

人々のニーズに合わせて情報を調整し、企業は同じレンズでESG情報について考える必要が

あります。」  
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6．産業と世界の連携 
 

ペースに合わせた変革には、セクター間、業界間、同業他社間、サプライチェーン全体での協調的な実施を推進するための戦略的努力が必要です。総合

的なシステムレベルのアプローチは、持続可能な経済への移行における協力の重要な機会を解き放つことができます。これまでの同期の欠如は、障害や複

雑さを生み出し、行動の変化を阻害し、中小企業を置き去りにするリスクをもたらしてきました。 

 

重要なポイント 

i．業界およびセクターレベルの同業者は、既存の

業界固有の基準に基づいて、共同作業を加

速し、業界の説明責任にコミットする必要があ

る。 

 

ii．政府は、1つの企業では達成できないことを促

進するために、企業との協力を検討すべきであ

る。彼らイノベーション、テクノロジー、運用モデル

の中で持続可能性の統合に成功した業界の

事例を強調すべきである。 

 

iii．中小企業、特に新興経済国の企業は、ビジ

ネスモデルを適応させ、報告要件を満たすため

に、政府、大企業、市民社会からの協調的な

支援を必要とする場合がある。 

 

iv．サステナビリティ報告の原則と、より広範な経

済行動の変化を経済政策、貿易政策、外交

政策に組み込むための国際的な取り組みが必

要である。集団での移行を共通分野で協力す

ることにより、削減が困難な部門での進展を可

能にし、炭素市場の発展を支援し、持続可能

性とプラスの社会的影響にコミットした環境を、

金融および経済成長の基本的な部分として

拡大する。 

私たちが聞いたこと 

「システム全体の関与が重要です。ESG報告のためのグローバルベースラインは、基準設

定者、規制当局、アセット・マネージャーと投資家、産業界とセクターの間で、開発の初

期段階から実施に至るまで継続的な関与がなければ成功しません。」 

 

「思想的リーダーシップ、フレームワーク、基準、ベンチマークは重要ですが、これを実施する必

要があります。企業としてできる最善のことは、ベストプラクティスを共有し、テンプレートを共

有し、製品やテクノロジーを共有し、平易に明確にすることです。人々はそれに固執します。

彼らには視線が必要であり、どの業界にも、このトピックに取り組み、それをナビゲートする方

法を示すことができるいくつかの企業モデルがあります。」 

 

「新興市場の企業や中小企業は、透明性のある情報を提供する上で身の丈に合わない課

題に対応し、それが設備投資の能力や競争力に影響を与えます。彼らは、システムとプロセ

スの資金調達とリソース調達において不均衡な課題に対応することになり、異なる規制状況

をナビゲートするための社内ガイダンスを持っていない可能性があり、専門的な助言サービスか

ら利益を得ることができない可能性があります。彼らは取り残される可能性が最も高く、規制

当局がESG標準を策定する際にこの点に注意を払うことが重要です。」 

 

「国際的な経済政策の調整には、より大きな役割が必要です...契約、目的、目標を設定す

るだけでは十分ではありません。これは民間部門と経済の移行に関するものであり、そのため

にはインセンティブ、制度、及び投資を調整する必要があります。これは、貿易、金融、開発

援助という国際的な経済政策調整の対象です。ESG開示に関連するものを含め、これらの

分野で規制とインセンティブを整合させることに同意する影響力のある国のグループ間の複数

国間協力は、自国の管轄区域で何が起こる必要があるかを拡大し、他の経済が従うべき模

範を示すことになるでしょう。」  

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/low-carbon-future.html
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結論 
 

 

 

 

 

企業のリスクと機会をより完全に評価することで、企業の発展、収益性、状態、見通しについての洞察を利害関係者に提供するためには、質の高い強固なサ

ステナビリティ報告が不可欠です。 

しかし、サステナビリティ報告はそれ自体が目的ではありません。 

 

「インパクトに対する透明性は、ビジネス、投資、資本主義の次の大きな進

化的マイルストーンです。私たちの経済システムは、利益のみを重視することに

よって、社会問題や環境問題を生み出し、悪化させています。しかし価値観

は変わりました。」 

 

 

サステナビリティへの配慮を事業の意思決定に組み込み、企業内外の行動変

化を促すためには、この変化を促す環境が必要です。 

方向性の明確さ、世界的に一貫した明確なベースライン、すべての利害関係者

をこの旅に導くための明確な道筋が求められます。多くの利害関係者は、より

持続可能な未来を創造する上で重要な役割を果たしています。これらの6つの

条件は、このプロセスをナビゲートするのに役立ちます。 
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