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序文
2015年、世界はようやく、現在起きている環境問題と私たちの
生活を蝕む社会問題を解決するために、抜本的な変革が必要
であることに気づきました。
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先ず、国連加盟国は持続可能な開
発目標 (SDGs) を採択しました。こ
れは経済開発と、自然の濫用や社
会的不平等の搾取とを、切り離す
枠組みです。同じ年には、長年の
努力と交渉の末、195の締約国が
パリ協定に署名し、この地球上の
種としての私たちの未来を確保す
る唯一の方法として、（温室効果ガ
ス）の排出を実質ゼロとする明確
な目標を設定しました。

2015年はターニングポイントとし
て認識されるでしょう。企業は初
めて、問題に対する部分的な責任
を負う立場から、問題解決に不可
欠な部分を担う立場になったので
す。そして、その成功のためには、
ビジネスモデルを抜本的に変える
必要があります。自然界が提供す
る価値への認識や、自然界と人間
の発展に対して自らが負っている
責任についての考えを、企業は根
本的に変える必要があるでしょう。

過去50年間、企業は2つの誤った
前提に基づいて発展してきまし
た。1つは、企業の目的が単に株主
を満足させることにあるということ
です。そして、2つ目は、ビジネスモ
デルと戦略への責任が、株主への
配当を生み出すことを第一に考え
なければならない経営者の完全な
る手中にある、ということです。

大半の国では、株主中心主義
（shareholder primacy）がガバナ
ンス・システムの基礎であるという
ことが一般的に受け入れられてき
ました。この株主中心主義の下で
は、株主価値を最大化するために、
株主の利益が他のステークホルダ
ーの利益よりも優先されてきまし
た。このことを企業が達成するた
めに、短期的な利益の最大化を達
成しようとする、株主にとって都合
のいい取締役を任命してきました。
企業は株主を優先すべきであると
いうこの前提は、株主が企業の株
を所有しているだけでなく、企業そ
のものを所有しているという考え
から生まれたものです。

この慣習は、法人がその事業の法
的所有者であり、株主ではないと
いう事実を無視しています。株主
中心主義（shareholder primacy）
の考えでは、企業の資産だけでな
く、従業員、サプライヤー、地域社
会などのステークホルダーとの関
係も株主によって所有されており、
取締役会の監視の下で、株主が、
株主の利益のためだけに、それら
を自由に利用できることを意味し
ています。

しかし、もし私たちが、現在直面し
ている気候変動やその他の持続可
能性に関する問題に効率的に対処
しようとするならば、取締役会は、
会社の舵を取り成功をもたらす主
体としての役目を、早急に取り戻
さなければなりません。そしてこれ
は、全てのステークホルダーの権
利と期待を尊重して行われなけれ
ばなりません。

序文1
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取締役会は、関係者間に元来存在
する緊張状態を仲裁し、株主価値
の最大化を追求することの重要性
を考え直すために、最も適した検
討の場であると、私は信じていま
す。そして取締役会は、最も発言力
のある株主のためだけではなく、
全てのステークホルダーのための
存在なのです。

このため、私たちEarth on 
Boardでは、取締役会が 「Earth 
Competent」（※訳者注： サステナ
ビリティを熟知し、企業を正しい姿
へと導く力） を身につけるための
指針を提案しています。企業の創
業者が当初考えていた目的に立
ち戻り、新しい環境に適応するた
めです。

そのためには、取締役会が正しい
スキルを身につけ、組織と意思決
定のプロセスを持ち、適切なアジェ
ンダを設定し、ステークホルダーと
の関係に十分な時間を割いて、持
続可能性の問題を企業戦略の中
心に据える必要があります。

私は、この重要なプロジェクトに
おいて、WBCSDとそのパートナー
であるデロイトとベーカーマッケ
ンジーの成果を導くために呼ばれ
たことを嬉しく、また光栄に思いま
す。本報告書は、取締役会がその
基本的な業務を管理するための手
段を提示し、取締役会としての義
務を果たすための第一段階を示し
ています。本報告書は、取締役への
インタビューを基に作成されてお

り、取締役会の責任の全ての領域
で必要とされる実践的な変更点を
強調し、有用なベストプラクティス
を紹介しています。全ての取締役
会がそれぞれの状況にどう適応さ
せていくのかを考えるきっかけを与
えてくれるでしょう。

今こそ、経営陣を導き、支援し、時
には経営陣に挑戦する取締役会
の基本的な役割を認識する時で
す。これは、取締役会の責務と、企
業を管理し、より広範な社会に配
慮する取締役会の義務を再検討
することを意味します。パリ協定と
SDGsが広く認識されるようになっ
たことで、取締役会が環境的・社会
的な問題を把握することをステー
クホルダーから求められており、意
思決定を行うにあたって、もうその
要求を無視することはできません。
取締役会は、自らの目的意識を取
り戻し、新たなリスクと機会の出現
を理解し、ステークホルダーとの関
係を強化しなければいけません。
そして、ステークホルダーとのコミ
ュニケーションや報告の内容を、こ
の新しい状況に適応しなければい
けません。

変化へのニーズの認識が強ま
ってきていることは、Business 
Roundtableから最近出された、
「the Purpose of a Company（企
業の目的）」という声明書によって
根拠づけられています。この声明
書は、株主だけではなく、全てのス
テークホルダーへのコミットメント
に焦点を当てたものです。これは
長い間待ち望まれていた正しい方
向への動きであり、企業は、事業を
運営するための社会的ライセンス
を守り、更新するために、さらにそ
の動きを進める必要があります。
取締役会は、自然界や人々から得
られる利益を当然のように享受す
ることを止め、提供されるサービ
スに報酬を与え、発生した損害を
賠償するべきです。そして今こそ、
真の価値創造を推し進めるべきで
す。我々の誤った行為に対する責
任を社会的弱者や次世代に転嫁
することは許されず、取締役会は
それに応じて行動や振る舞いを変
える義務があるのです。

Philippe Joubert 
Earth on Boardの創設者兼CEO 
WBCSDのエネルギー・気候担当
上級顧問兼特使

序文1

https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
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エグゼクティブサマリー
今日の複雑で不確実な世界では、短期的な株主価値の追求
のみでは、長期的な企業の成功には十分ではありません。持
続的な価値の創造には、企業が事業活動を管理し、企業価値
に影響を与えるようなサステナビリティの問題に確実に取り
組む必要があります。現在のガバナンスシステムでは、企業に
影響を与える広範なサステナビリティの問題に対処できず、よ
り重要で本質的な価値を破壊しています。
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取締役会は、長期的な影響を及ぼ
す可能性のある新たな問題や、社
会からの要請の変化に対応するこ
とに、最終的な責任を負っていま
す。この状況において、企業のレジ
リエンス（危機管理能力）を確保す
るためには、取締役会は、ビジネ
スモデルへの長期的な価値と実
行可能性に影響を及ぼす可能性
のあるESG要因を含め、関連する
要因を検討する必要があります。
しかし、このような変化する状況を
認識して対応する企業の能力につ
いて監督・保証する能力を多くの
取締役会は、まだ十分に有してい
ません。

取締役会は、新たに生じたり急速
に重要性を増している影響や依存
関係に対処することで、十分な情
報に基づいて戦略の意思決定を
行い、受託者としての義務を果た
しながら強固な監督機能を果たす
ことができるようになります。

プロジェクトの目的と方法論

現在の状況と潜在的な解決策をよ
りよく理解するために、2つの方法
を取りました。

• 12の国や地域における、サステ
ナビリティに関する現在のガバ
ナンスのアプローチについての
調査a

• サステナビリティ・ガバナンスの
考えについて、40社以上の代表
取締役へのインタビュー調査 

事業活動が環境や社会に与える影
響に注目が集まっていることは疑
いようのない事実です。本報告書
では、これらのより広範な検討事
項を 「サステナビリティの問題」 と
呼ぶことにします。

取締役会の活動と課題をよりよく
理解するために、私たちは、規制の
要求事項から運用の実態、優れた
取り組みに至るまで、ガバナンスの
様々な側面を検討しました。この
報告書では、私たちが調査で得た
概要を説明し、いくつかの導入的
な提言を示しています。

この報告書は誰のためのもの？

このプロジェクトの核心は、取締
役会レベルでのより良い意思決定
の促進にあります。取締役会が十
分な情報に基づき、事業と関連の
深いステークホルダーの優先事項
と見解に沿った意思決定を行うこ
とができるように支援します。 

経済発展が広がり、グローバルな
関心事項が高まるにつれて、取締
役会での議論を、より効果的なも
のへと作り変えるべき時が来まし
た。停滞している取締役会、あるい
は役割の拡張に抵抗している取締
役会は、市場動向の変化を理解し
それに対応してきた競合他社が自
社を追い越すのを目の当たりにす
ることでしょう。 

この報告書は、前回のWBCSD
の「The state of corporate 
governance in the era of 
sustainability」(サステナビリティ時
代のコーポレート・ガバナンス）と
いう報告書を基として作成されて
います。この前回の報告書は、国際
的なコーポレート・ガバナンスの状
況を、企業、規制、学術的観点から
レビューしたものでした。

エグゼクティブサマリー2

a ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、日本、オランダ、シンガポール、南アフリカ、タイ、英国および米国

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Governance-and-Internal-Oversight/Resources/The-state-of-corporate-governance-in-the-era-of-sustainability-risks-and-opportunities
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Governance-and-Internal-Oversight/Resources/The-state-of-corporate-governance-in-the-era-of-sustainability-risks-and-opportunities
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Governance-and-Internal-Oversight/Resources/The-state-of-corporate-governance-in-the-era-of-sustainability-risks-and-opportunities
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主な調査結果

当然のことながら、サステナビリテ
ィ・ガバナンスと取締役会の役割
に関する見解は国によって異なり
ますが、そこにはある一定のパター
ンが見られました。 

ほとんど全てのインタビュー対象
者は、取締役会がサステナビリティ
の問題を正しく認識し対処する必
要性が高まると予想しています。彼
らは、このような問題が企業戦略、
リスク、機会、長期的な価値創造に
ますます関連し、影響を与えるとの
共通の見解を示しています。取締
役が一貫して強調しているのは、
優先して取り組むべきサステナビ
リティの事項を企業のパーパスと
直接結びつけ、その中心に据える
ことの重要性です。しかし、多くの
取締役がサステナビリティに対す
る現在のガバナンスのアプローチ
や費やされている時間について懸
念を表明しました。サステナビリテ
ィを重要視する一方で、現在のガ
バナンスに対するアプローチの有
効性と効率性について確信を持て
ていないのです。 

ガバナンスの構造という点におい
ては、国によって違いがあることが
分かりました。欧州の取締役会メ
ンバーは、サステナビリティを監督
し、サステナビリティの問題とパー
パスおよび戦略との整合性を確保
するために、取締役会にサステナ
ビリティ委員会を設置すべきだと
提案する傾向が強いことが分かり
ました。これに対し、米国の取締役
会メンバーは、独立したサステナビ
リティ委員会を設置することの利
点をあまり実感しておらず、サステ
ナビリティに対する責任は、既存の
取締役会委員会(監査、戦略、リス
ク等)が取り組むべきものだと考え
ています。インタビュー対象者は、
サステナビリティの監督をどの委
員会に割り当てるべきかについて
は意見が分かれました。しかし、サ
ステナビリティの問題の重要性を、
取締役会委員会の責任の範疇に、
具体的に明示することが重要であ
るという点については、同じ考えを
持っています。 

さらに、取締役会にサステナビリテ
ィの専門知識を有するメンバーを
含むべきかどうかについても、国に

よってインタビュー対象者は異な
る意見を見せていました。サステナ
ビリティに特化したメンバーを取
締役会の中に確保しているかどう
かにかかわらず、ほとんどのインタ
ビュー対象者は、取締役会のサス
テナビリティに関する経験と専門
知識不足が、サステナビリティの問
題を特定、評価、監督する取締役
会メンバー全体の能力に影響を与
えていることに懸念を表明しまし
た。そして、それに対して、サステナ
ビリティの問題について、個人的お
よび集団的理解を高めるためのリ
ソースとトレーニングが必要であ
ると認識しています。

最後に、企業と取締役会では、サ
ステナビリティの問題の関心と認
識が大きく異なっていたものの、リ
スク評価や戦略におけるサステナ
ビリティと、サステナビリティの報
告や開示を管理する現行プロセス
の適切性と洗練度について両者と
も懸念を抱いていることが分かり
ました。 

取締役会がその責任を有意義に
果たすことができるように、業務活
動におけるサステナビリティの効
果的かつ効率的な理解と監督を
促進させるさらなるプロセスが必
要です。 

本報告書の以下の項目では、12の
国と地域における既存の法令およ
び規制によるガバナンス制度をレ
ビューし、優良かつ革新的な実践
例に焦点を当てています。特に、サ
ステナビリティの問題を（企業に）
統合させる際に、取締役会が直面
する現在の課題に着目しています。 

エグゼクティブサマリー2
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新時代のガバナンス導入の
課題b

インタビューでは、新時代のガバナ
ンスの導入を阻むいくつかの障害
が指摘されました。 

• 組織が焦点を絞って意思決定を
行うための明確なパーパスとビ
ジョンに関する課題

• 取締役会でのサステナビリティ
の問題に対する明確な責任と
その所在

• 取締役が適切で多様なスキル
と経験を持ち、効果的なリーダ
ーシップを発揮し、同僚に取る
べき行動を起こさせる必要性

• 企業のビジネスモデルに合わ
せたサステナビリティに関する
研修

• 企業のパフォーマンスに係る重
要課題への十分な配慮。具体的
には、持続可能性に関する課題
の考慮において背景を正しく理
解し、中核事業と切り離すこと
なく考えること

• ステークホルダーエンゲージメ
ントに対する取締役会レベルの
認識と関与の欠如

• ガバナンス体制と持続可能性の
パフォーマンスに関する考慮事
項を、全社戦略に合わせること

新時代のガバナンスの導入
に関する提言C

以下の提言は、サステナビリティの
問題を取締役会の責務に組み込
むのを支援することを目的として
います。

• 企業としてのパーパスを明確に
定め、重要な持続的成長による
影響および機会との整合性を
とること

• 戦略を策定し、環境、社会、ガバ
ナンス ( ESG ) の観点からリス
クと機会を評価し、サステナビリ
ティの問題を取締役会の中核的
な検討事項とすること

• 専門家による業界特有の知見
を含んだプレゼンテーション、サ
ステナビリティの課題をマネジ
メントすることへの関与、重要
なサステナビリティ課題に関す
るトレーニングなど、多面的な
アプローチを通じて、取締役会
にサステナビリティに関するス
キルを身につける機会を提供
すること

• ESG関連事項を考慮し、明確な
主要指標と成果によって定めら
れる業績評価プロセスを確立す
ること。取締役会の責任に対し
て、報酬に関する方針が整合し
ており、統合されていることを確
実にすること 

• 方針策定にあたり、取締役会に
対する情報提供、助言、異議申
し立てを促すため、ステークホ
ルダーとの対話、および、パート
ナーシップを構築すること

• 企業の主要な活動と整合性の
ある、健全なプロセスを通じて、
サステナビリティの課題に関す
る報告を精査すること

次のステップ

本報告書の提言は、サステナビリテ
ィの問題への、より効果的な検討
と監督を促進するために、取締役
会が利用できるリソースのツール
を紹介しています。これは、WBCSD
のWebサイトで閲覧していただく
ことができます。

b 詳細は第6章参照
c 詳細は7章参照

エグゼクティブサマリー2

https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Governance-and-Internal-Oversight
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Governance-and-Internal-Oversight
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グローバルなコミュニケーションが可能になり、24時間メディア
報道がなされている時代において、企業に対する監視はますま
す厳しくなっており、取締役会は自らの決定を正当化し、説明す
る必要性が出てきました。

なぜ新時代のガバナンスを
導入する必要があるのか？
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ますます厳しい監視

規制動向として、取締役の受託者
責任は拡大し続けており、株主の
ニーズに応えるだけでは取締役の
責任を果たすことはできなくなって
います。株主価値の創造だけでは、
企業の長期的な存続を証明する
には十分とは言えないでしょう。財
務目標が、広範なステークホルダ
ーの利益を犠牲にして推進される
場合、企業の事業継続はリスクに
さらされ、取締役は受託者として
の義務を怠ったと見なされる可能
性があります。このような結果は、
資源の制約がますます厳しくなっ
ている世界において、より一般的か
つ深刻になりつつあります。これま
で無視されてきた外部性は、今や、
天然資源の枯渇から社会的不平
等に至るまで、事業を行き詰らせ
る要因となっています。「これまで
通り」 という考え方で、操業や計画
立案を行うことは、将来の価値創
造に大きなリスクをもたらす可能
性があります。 

一般市民や投資家の関心の高まり
を受けて、ESG関連事項に対する取
締役会の監督強化を求める規制に
よる圧力が高まっています。報告義
務、任意適用の基準、ガイドライン、

ツール等のソフト・ローの仕組み
や、企業へサステナビリティの影響
を考慮することを強制する義務や
命令の増加が見られます。 

例えば、フランス、ドイツ、南アフリ
カ、英国のコーポレート・ガバナン
スに関する要求事項では、今や、よ
り広範に社会に対する組織の貢献
を検討することを取締役会の責任
として定義しています。一部の国々
でこのような変化がありますが、よ
り広範な責任への対応は国によっ
て著しく異なっています。このこと
は、取締役会のパフォーマンスを改
善するためにはさらなる努力が必
要であることを示唆しています。 

また、取締役が注意義務を適切に
実行しなかったことで訴訟を起こ
されたり、異議が唱えられるケー
スも増えています。例えば、最近の
デラウェア州の判決では、効果的
と認知されているコンプライアン
ス体制の確立を後回しにする取締
役は、個人的なリスクを負う可能
性があることを明らかにしていま
す。取締役が 「監督や報告の合理
的な体制を整備するための誠実
な努力」を行わなければならない
ことを、裁判所は改めて確認して
います。1

端的に言えば、司法および規制の
進展は、取締役会のパフォーマンス
を取り巻く期待が変化し増大して
いることを明確に示しています。

明確なパーパスの確立

企業のパーパス、戦略、価値、ビジ
ネスモデルは相互に関連している
ものの、これらは異なる概念です。
これらすべての領域において優れ
た意思決定を行うには強固なガ
バナンスが不可欠であり、前述の
概念がそれぞれ機能した上でさら
に相互に関連するようなフレーム
ワークを提供します。ガバナンスと
は、企業を管理、統制する方法で
あり、適切な説明責任と行動を担
保するための仕組みを内包してい
ます。 

企業は、概念及びアプローチにつ
いて異なる用語を使用することが
ありますが、企業のパーパス、戦
略、価値及びビジネスモデル全般
についての開示は、その関係を説
明すべきです。外部影響に対する
企業の大義 (パーパス) 、商業的成
功を通じてサステナブルな形でそ
の影響を達成するための選択 (戦
略) 及びそれらの選択を活性化す
る手段 (ビジネスモデル) の関係全
てを説明すべきです。パーパスは、
適切に定義されていれば、時間の
経過とともに変わることはありま
せんが、戦略は、絶えず変化する世
界のニーズに対応するために常に
見直されなければなりません。

会社のパーパスが明確になれば、
組織の将来についての直接的なコ
ミュニケーションを可能にし、長期
的かつ広範な利益を企業にもたら
すことができます。企業の明確なパ
ーパスは、組織の方向性を示す重
要な指標であり、ビジネスモデルが
適切であり続けるために役立ちま
す。明確なパーパスを表明すること
は、企業がパーパスよりも利益のみ
を追求するという限られたアジェン
ダを優先しているのではないかと
いうステークホルダーの疑念を払
拭するのに役立ちます。

なぜ新時代のガバナンスを導入する必要があるのか？3
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戦略的思考

戦略、リスク、機会の検討は、常に
取締役会の活動の中心的な要素
であり、これからもそうであるべき
です。ただし、取締役が戦略を策定
し、リスクと機会について考える際
のレンズを、従来よりも広い視野を
取り入れることができるように拡大
する必要があります。 

サステナビリティの問題について
の検討は、例えば財務的な検討と
同様に、日常的に行われる必要が
あります。多くの場合、サステナビリ
ティの問題は、中核的な事業戦略
とリスク管理に関する取締役会の
議論から切り離されて扱われてい
ます。このような断絶は、企業にと
って短期的にはプラスの結果をも
たらすかもしれませんが、企業の
戦略やビジネスモデルにとって、根
本的で重要なサステナビリティの
リスクや機会を見落としてしまう
可能性があります。 

バンクオブアメリカ・メリルリンチ2

が実施した調査で証明されている
ように、サステナビリティの問題を
効果的に管理し、統合している企
業は、そうでない企業の業績を上
回っています。さらに、非常に限定
され企業のパーパスから切り離さ
れた短期的なサステナビリティ活
動は、場合によっては、企業の長期
的な戦略やビジョンに反すること
があります。例えば、企業のパーパ
スや価値観と一致しない消費者の
サステナビリティに関するトレンド
に企業が追随する場合などです。

ステークホルダーとの関わり

企業は、株主、従業員、顧客、社会
に価値を創造しながら、強力なパ
フォーマンスを発揮することができ
ます。例えば、企業が最も必要とさ
れるスキルのトレーニングに投資
をすると、従業員がその企業に留
まるかどうかにかかわらず、生産性
が向上し、従業員にメリットがもた
らされます。また、社会は、より高度
な技能を持つ労働力からも恩恵を
受けることになります。 

企業が社会に対して長期的な価値
を創造していることを強く主張でき
るようになると、ステークホルダー
との信頼関係が強化されます。目
的を定義し、効果的なステークホ
ルダーエンゲージメントの仕組み
を設計し、検証可能なデータを用
いて時間の経過とともに成果を把
握することで、長期的な価値を生
み出し、行動を変革するための機
会を提供します。

ステークホルダーエンゲージメン
トの仕組みが整っている企業であ
っても、ステークホルダーと取締役
会とのつながり、つまり主要な戦略
プロセス、リスクの特定や評価との
つながり、が見落とされている可
能性があります。 

レジリエントであるためには、取締
役会は、幅広いステークホルダー
からの情報を得た上で、企業の状
況をより深く認識し、関与する必要
があります。そうすることで、ビジネ
スモデルが熟考され、タイミングよ
く適応させることができます。残念
ながら、このアプローチは多くの企
業で採用されているわけではあり
ません。むしろ、株主の短期的なニ
ーズを重視しつづけ、会社の長期
的な存続を犠牲にしています。

なぜ新時代のガバナンスを導入する必要があるのか？3
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4

取締役は、企業の長期的な成功を保証する義務と責任を負っ
ています。これには、主要な意思決定プロセスにサステナビリテ
ィの課題も含まれなければなりません。

取締役会の責任
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取締役会の責任4

サステナビリティの課題を取締役会の議題にする

ナビリティの課題について、取締役
会の十分な注意を引くことが困難
である場合があります。とはいえ、
例外も存在します。このプロジェク
トの一環としてインタビューを実
施したタイの企業では、サステナビ
リティを優先事項として掲げてお
り、サステナビリティをすべての取
締役会で議題とするだけでなく事
業戦略や中長期計画にも組み込
んでいます。

一部の取締役は、規制の要件によ
ってサステナビリティの課題を取
締役会の議題に含めることが容易
になる、と示唆しています。インタ
ビューを受けた取締役会メンバー
の一人は:

「規範や規制はサステナビリティ
の課題に注意を引き、説明責任を
生み出します。」とコメントしてい
ます。4

別の取締役は、この分野の規制
は、サステナビリティの課題を解決
するためではなく、むしろコンプラ
イアンスの実践としての役割とな
ってしまうため、必ずしも良いこと
ではないと感じています。この点に
つき、取締役は次のように説明し
ています:

「法律と規制は両刃の剣になりえ
ます。一方では意識が高まること
で、企業に動向や優良事例を調査
させることができます。他方で、肯
定的な立場を取るのではなく、逆
に複雑さを生み出し、課題に対し
て容易な逃げ道となりうる基準を
生み出してしまう場合があります。
そのため、企業の取り組みを挫折
させたり希薄化させたりすること
があるといえるでしょう。」

義務的規則の有効性に関する見
解は一致するところではありませ
んが、サステナビリティを考慮する
ことは取締役会のより大きな注目
に値するという点で全員が同意し
ました。

法律や規制、規範においてサステ
ナビリティへの注目が高まってい
る国では、サステナビリティについ
て話し合いを持ち、議論を促進す
ることが比較的容易であると取締
役らは報告しています。 

（サステナビリティについての）具
体的な法律が存在しないシンガポ
ールやタイのような国では、サステ

実施した調査によれば、2つの例
外 (シンガポール、タイ) を除き、取
締役会はサステナビリティについ
ての検討を国内法や規制・規範に
よって義務付けられています。この
要件の性質は様々で、以下に記さ
れている南アフリカ、英国および
ブラジルの例がそれを裏付けてい
ます。

社会倫理委員会は、社会・経済の発展に関する事項について、
関連する法律、その他の法的要件または広く知られている優良
事例の規範を考慮して、企業活動を監視する必要があります。

出典: South African Companies Act 2008

企業はモニタリング、財務実績に加え、企業活動が社会や環境
に与える影響について、効果的なメカニズムやプロセス、プロ
グラムを実施し、維持しなければなりません。

出典: Brazilian Corporate Governance Code 2016

取締役会は、企業の他の主要なステークホルダーの意見を理
解し、取締役会の議論および意思決定において、彼らの利害や
2006年会社法第172条3に定める事項がどのように考慮され
たかを年次報告書に記述します。

出典: UK Corporate Governance Code 2018

留意すべき点として、同法第172条のコンプライアンスに関す
る報告義務は、上場企業を枠を超えて、すべての「大規模」の英
国法人に適用されることがあげられます。通常、「大規模」と判
断されるためには、次の要件のうち2つ以上を満たす英国企業
が該当します:

(i) 売上高が3600万ポンド以上

(ii) 貸借対照表の総額が1800万ポンド以上

(iii) 従業員数が250人以上（所在地を問わず）
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サステナビリティ要因のリスク管理と戦略立案への統合

消費者心理は巨大な市場リスクを
もたらし、企業不信を増幅させて
いる大きな要因となっています。5

消費者の期待は、世代によって大
きな差があります。これまで、主要
な顧客グループは、企業がよく振舞
っていることに満足していました
が、そうした行動や提供される製
品やサービスに疑問を呈したり、異
議を唱えたりはしませんでした。対
して、現世代の消費者を満足させ
ることは過去の世代に比べてはる
かに困難になることがすでに示さ
れています。現世代は、企業が社会
的および環境的影響を管理する方
法により大きな期待を抱いていま
す。また、働き方や製品開発、企業
のビジネスモデルの基本的要素、
例えば事業活動から使い捨てプラ
スチックを削減・除去するという企
業コミットメントについて、ますま
す疑問を抱いています。

消費者は無視できないステークホ
ルダーグループであるため、取締
役会はこのトレンドを先取りする
必要があります。消費者の懸念に
対応しない場合、企業の評判は落
ち、消費者の信頼と信用を失うこ
とになるため、これらは、取締役会
が戦略およびビジネスモデルに対
するリスク評価を実施する際に含
めるべき検討事項となります。イン
タビューを受けたある取締役は: 
 
「今日において、企業のサステナ
ビリティに影響を与える最重要事
項は、レピュテーションリスクをど
のように管理し、軽減するかという
ことです。その点で優れた仕事をし
ている取締役会こそが持続可能な
企業となるだろう」と述べました。

以下、ユニリーバ―の2018年度年
次報告書および決算報告書6内に
記載のある主要リスクに関するセ
クションの抜粋によると、一部の
取締役会はサステナビリティが主
要リスクの一つである、と結論づ
けています。したがって、彼らは、年
次報告書にリスクとその管理を記
載するなど、サステナビリティリス
クに取り組むことにコミットして
います。

本プロジェクトで検討された国の
半数以上は、取締役会がリスク管
理や戦略に関する活動の中でサス
テナビリティの課題を何らかの形
で検討することを要求ないし推奨
しています。

策定したサステナビリティプログラ
ムに年次報告書を添えて「正しい
こと」をしている、と主張している
企業の例は比較的容易に見つかり
ます。しかし、組織の戦略やビジネ
スモデルに関連して組み込まれな
い限り、これらのプログラムはビジ
ネスの長期的な存続にかかわる問
題に対処できないというリスクを
冒すことになると指摘されます。こ
のリスクはインタビューでさらに強
調されました:

「悪くない、だけではもはや十分
ではありません。」

「私たちのサステナビリティを示す
ためには、根本的に異なる方法で
の事業活動をはじめなければなり
ません。」

出典: Unilever, (2018), Annual Report and Accounts

サステナビリティ 
事業活動の成功は、長期的な成長を支援するサステナブルな解決策を見つけること
にかかっています。

ユニリーバのビジョンである、環境フットプリントを削減し、社会への有益な影響を強
めながら、企業規模を2倍にするためには、事業活動をよりサステナブルに行う方法が
必要になります。これは、ユニリーバの事業活動を通じポジティブな社会的利益を高め
ながら、環境フットプリントを削減することを意味します。ユニリーバはパートナーやさ
まざまな認証機関の努力により、サステナビリティ目標を達成しています。サステナブル
なビジネスソリューションが開発されるという保証は現時点ではない反面、その開発
ができない場合、ユニリーバの成長と利益の可能性が制限され、企業の評判が損なわ
れることになります。

 
「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」は、健康と幸福の改善、環境への影響を
削減、生計の向上、という明確で長期的な取り組みを定めています。これらを支えるの
は、衛生、栄養、サステナブルな調達、職場での公平性、女性とインクルーシブなビジネ
スの機会、温室効果ガスの排出、水、廃棄物などの分野ごとに設定されたターゲットで
す。これらのターゲットと、よりサステナブルな業務活動の方法は、ユニリーバの日常業
務に統合されています。

「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」の進捗状況は、ユニリーバのリーダーシ
ップエグゼクティブと取締役会によって監視されています。「ユニリーバ・サステナブル・
リビング・プラン・カウンシル」は、6人のサステナビリティに関する外部専門家で構成さ
れており、私たちの戦略の発展を導き、批評します。

取締役会の責任4
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サステナビリティ指標を用いた役員報酬の決定

一部の企業は、サステナビリティに
おける実績を報酬として利用して
います。以下の例は、ダノンが業務
執行役員の報酬決定にサステナビ
リティ指標をどのように統合した
かを示しています。

ダノンの業務執行役員の年次変動
報酬には企業的および社会的要
素があり、これらはダノンの企業
的、社会的および環境的ターゲッ
トを示しています。 

例えば、ダノンの2019年度CEO報
酬の35%は、「One Person, One 

2カ国 (南アフリカと英国) のコー
ポレート・ガバナンス規範では、役
員報酬の決定にESG関連事項にか
かわる測定基準を含めることを求
めています。同様に、ドイツの会社
法にも類似の規定が存在します。

「The South African King IV 
Code」（キングレポート「キングⅣ
」）は、組織が活動する3つの分野 (
経済・社会・環境) に加え、組織が
利用または影響を与えうる資本に
ついて、肯定的な成果を支援する
業績評価基準の使用を推奨して
います。

英国コーポレート・ガバナンス・コ
ードは、給与方針と多くの従業員
に使用される慣行に照らして、役
員報酬を考慮することに焦点を当
てています。

コード 第33条: 報酬委員会は、役
員の報酬に関する方針を設定する
際、従業員の報酬および関連する
方針、ならびにインセンティブや賞
与の文化との整合性を考慮し検討
すべきです。

コード 第41条: 年次報告書には、
役員報酬が、より広範な企業の給
与方針とどのように整合している
かを説明するために、従業員との
エンゲージメントについて記載す
べきです。

出典: UK Corporate Governance 
Code 2018

Voice, One Share」プログラム 
(13%) 、気候変動へのコミットメ
ント (12%) 、2030年の目標およ
び認定Bコーポレーションへの進
展 (10%) といった、サステナビリ
ティに関連する目標達成に依拠し
ます。7

加えて、ダノンは1,500人の上級管
理職を対象とする変動報酬制度に
社会的業績を組み込みました。8

取締役会の責任に関する重要なメッセージ

1. パーパスを重視し、その明確化および整合性のとれた価値
観を示すことで、サステナビリティを中核事業に組み込むこ
とができます。

2. 規制は、サステナビリティの課題を取締役会の議題に加える
助けにはなるものの、それ自体では、サステナビリティの課題
の検討が、組織の経営モデルの中核部分として真に組み込
まれ、実施されることを保証するものではありません。 

3. 消費者心理は、企業行動を変え、サステナビリティの課題へ
の関心を高める重要な要因となります。そのため、取締役会
によって十分に理解されない場合、企業の評判や戦略、ビジ
ネスモデルに脅威を与えることになります。

4. 主要業績評価指標および報酬指標へのサステナビリティの
課題の組み込みは、企業行動の変化や、これらの問題につい
てビジネスに適した形での検討を促進します。

取締役会の責任4
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サステナビリティ
の監督慣行
取締役会は、組織における重要な決定に関して監督責任を有
しており、これにはサステナビリティに関する情報の監督も含
むべきです。取締役会の議題のすべての要素にサステナビリテ
ィを組み込むことができなければ、企業の戦略と事業目標の
達成に影響を及ぼす可能性があります。
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5

サステナビリティ委員会を設置する必要性について

理想的には、取締役会全体として、
サステナビリティの課題への管理
や監督に積極的な役割を担うべ
きです。しかし、このような慣行が
存在しない場合、サステナビリティ
の課題を監督するためには、取締
役会直下の新たな小委員会を設
置する（サステナビリティの課題を
どのように企業活動全般に統合す
るかを含む）、あるいは、その役割
を関連する既存の委員会に組み
込む (監査・リスク・コンプライアン
ス・戦略等) ことが、取締役会の責
務を果たす上で役立つと考えられ
ます。インタビュー対象者は、取締
役会委員会にサステナビリティを
明示的に含めることを支持してお
り、多くはサステナビリティに関す
る専門委員会を設けることの利点
を、以下のように主張しています:

「サステナビリティ委員会を設置
することで、より高い成果が得られ
るでしょう。」

「取締役会で議論をする際、サス
テナビリティの課題を考慮するた
めの正式な取り決めや構造が存在
することは、大いに役立ちます。私
たちが責務を全うするためには、
正式な付託事項と他の小委員会
と同等の地位を有するサステナビ
リティ委員会の設置が極めて重要
となります。」

「責務ある取締役会委員会のメン
バーは、取締役会議の枠を超え、
サステナビリティマネジメントにつ
いて直接企業と対話し、問題点や
戦略、パフォーマンスの妥当性を調
査・理解する必要があります。」

ダノンは、社会的責務委員
会（Social Responsibility 
Committee）を設置し、事業活動
に関連する社会、環境、倫理的課
題を監督しています。この専門委
員会は、企業のマテリアリティ・マト
リックスやESG関連リスク評価、非
財務の格付けに加えて、進行中の
社会事業を審査し、ダノンの社会
的責任投資の影響を評価します。9

サステナビリティに関するトピッ
クは、取締役会で議論されていま
す。2017年には、ダノンの非財務報
告と評価のレビューや社会的リス
クの重要性評価（マテリアリティ・
マトリックス）、社会的責任基金、業
務と報酬の平等というような、サス
テナビリティに関するトピックが委
員会の議題に含まれていました。10

ロレアルは、代表取締役CEOが議
長を務め、5名の取締役会メンバ
ーを構成員とする戦略・持続可能
な開発委員会を設置しています。
この委員会は、同社の事業活動や
その目的に特有の課題という観点
から、持続可能な開発への会社の
コミットメントの統合を検証してい
ます。11

同様に、携帯電話事業者である
MTNは、グループ会社の社長兼
CEOにMTNの倫理パフォーマンス
に対する責務を課し、サステナビリ
ティ活動の監督、良好なコーポレ
ートシチズンシップの確保を目的
とした、社会倫理委員会を設置し
ています。2017年には、委員会は
倫理管理プログラム実施の監督
や、MTN基金およびその他イニシ
アティブ活動のレビューの実施、加
えて、サステナビリティの枠組みと
報告の責務を負っています。

このプロジェクトの調査対象国の
うち、サステナビリティ委員会ま
たは同様の委員会の設置が要求
されている国は1か国に留まりま
す。2011年以降の南アフリカ会社
法の下では、すべての国有企業、
上場公開企業、および公益性の高
い企業は、社会倫理委員会を設置
しなければならないと規定されて
います。

取締役らとのインタビューから、取
締役会の議題の全ての要素にサス
テナビリティを適切に統合しなけ
れば、ビジネスモデルと戦略目標
の達成に影響を与える可能性が高
いことが明らかになりました。彼ら
の提案には次のようなものが含ま
れます:

「取締役会はサステナビリティに
時間を割かなければなりません。
そのためにはサステナビリティが
議題に含まれる必要があります。」 

「サステナビリティは、例えば監査
委員会や審査委員会での正式なテ
ーマとなり得ます。なぜなら、サステ
ナブルな商慣行はコンプライアンス
の問題に含まれるからです。」

「サステナビリティはブランドの評
判に関わるリスクであり、取締役会
全体で議論されるべきです。」 

サステナビリティの監督慣行



新時代のガバナンスを目指して: ESGの課題と取締役への提言         19

取締役会にサステナビリティに関する知識を適切に取り込む

取締役会メンバーとして幅広い経
験を持つ者を迎え入れることは、サ
ステナビリティへに関する充実した
共同の視点を醸成することにつな
がるでしょう。なぜなら、個人として
サステナビリティに関連する様々な
議論に触れた経験を共有すること
ができるためです。取締役会メンバ
ーには、メンバーが受講する研修
へのニーズに関する継続的な見直
しや、重要な課題への理解促進の
ため、適切に調整された講義など
の提供が望まれます。サステナビリ
ティに関する研修については、イン
タビューを通して、研修の質と効果
は様々であることが明らかになり
ました。インタビュー対象者らは以
下のようにコメントしています。 

「取締役会メンバーのサステナビ
リティへの関与並びに彼らへの教
育の実施がさらに求められていま
す。ESGのシナリオプランニングを
含めた半日程度のグループ取締
役会メンバーの研修を計画してい
ます。」

「サステナビリティの外部専門家
に事例研究を紹介してもらうこと
は有益だと考えます。」

南アフリカの会社法では、企業の
社会倫理委員会の構成員は、関連
した経験を有することが義務付け
られています。類似しているものと
して、フランスのコーポレート・ガバ
ナンス・コードでは、各取締役が必
要と判断した場合、社会的・環境
的責務の側面に関する追加的な
研修が提供されることを推奨して
いますが、その他の調査対象国で
は南アフリカのような具体的要件
は含まれていませんでした。12

私たちがインタビューした取締役
のほとんどが、サステナビリティ専
門家の取締役会への任命や、サス
テナビリティに特化する役職の設
置への賛成を示していません。この
点において、インタビュー対象者の
1人は以下のように述べています。

「サステナビリティは、その役割を
担う特定の取締役会メンバーにつ
いてのみ存在するのではなく、取締
役会全体の責務として統合される
必要があります。」

取締役会は、経営層にサステナビ
リティに関する質問を投げかけ、
その回答を評価する適切なスキ
ルと知識がなかったとしても、監
督責任を効果的に果たすことが
求められます。そのため、取締役
会を教育し、適切な外部の視点を
提供することが非常に重要となっ
てきます。多くの企業では、例えば
プラスチックなど関連するサステ
ナビリティの課題への取締役会の
意識を高めるために「ナレッジ講
座」を開催しています。取締役会
は、社内外から適切な専門家を講
座に招待することができ、これら
の追加的な視点は、取締役会メン
バーに重要な洞察を与えます。

このようなサステナビリティに対す
る意識、専門知識、理解の必要性
は、取締役会の枠を超えてすべて
の指揮命令系統に及びます。つま
り、企業内のすべての人が、企業の
サステナビリティへの取り組みや
戦略に自らの役割がどのように関
連しているかを理解する必要があ
るのです。

5 サステナビリティの監督慣行
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2014年、ロレアルは「クリティカルフレンズ」という外部統治機関
を設置しました。年に一度、グループの代表取締役兼会長であ
るジャン・ポール・アゴン氏も出席し、グループの「すべての人と
美しいものを共有する」プログラムの進捗状況を検証するととも
に、その取り組みに批判的な目を向け、改善を提言する役割を
担っています。国際的な著名人や環境・社会問題の専門家など
有識者で構成され、2018年3月に第4回目がパリで開催されま
した。13

外部のステークホルダーとの継続的な対話のほか、2016年にブ
ラジルで開催された生物多様性に関する会合のように、パネル
や協議の形での関与などもあります。14

DSMは、多様な国際的オピニオンリーダーで構成される外部サ
ステナビリティ諮問委員会を設立しました。これは 「経営会議と
上級幹部が戦略課題に焦点を当て、外部のステークホルダーの
ニーズに対する理解の醸成、権利擁護の主張、相反する事象への
対処を支援するためのパートナー」 となります。この諮問委員会
は2018年に2回開催され、管理委員会と多数の上級幹部が参加
しました。ここでは、DSMの企業戦略の更新と目的、イノベーショ
ンプロジェクト、事業の進捗報告、科学に基づいた目標、デジタル
化、交通の将来性などの話し合いがもたれました。15

ステークホルダーとのエンゲージメント
の構築・維持

「若手の同僚は他のトピックによ
り多くの焦点を当てるため、世代
間の差異が重要な要因となりま
す。」

さらに、独立した専門家が有益な
外部の視点を提供することも役立
ちます。一部の企業は、いわゆる 「
クリティカルフレンズ委員会」を設
立しています。以下の事例研究は、
より広い外部の視点を取り入れる
ために採用された手法を説明して
います。

効果的なコミュニケーショ
ンを確実にする 

多くの場合、企業はさまざまなコミ
ュニケーション・チャネルを利用し
て、サステナビリティに関する重要
事項が事業に与える影響を説明し
ています。これらの影響の性質は、
収益と業務に対するものを含め、
ステークホルダーに明確に伝える
必要があります。同様に、企業戦略
の設定や実行の際にも考慮される
べきです。このコミュニケーション
において、取締役会が影響の評価
の際に果たす役割について説明が
なされることはまれであるため、取
締役会の監督や関与なしに（これ
らの評価が）実施されたとの推論
につながります。より一般的に言う
と、サステナビリティ経営に関する
ガバナンス開示やその他の記述は
依然として限定的であり、取締役会
の役割や関与に関する内情はほと
んど提示されていません。16

2017年6月に発行された気候
関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）の勧告は、企業の気候変
動によるリスクと機会について, 明
確で比較可能かつ一貫性のある
情報開示を行うための枠組みとし
て支持されています。TCFDが幅広
く採用されることは、気候変動の
もたらす影響が事業や投資の意思
決定において日常的に考慮される
ことを確実にします。また、欧州委
員会の発行した企業向けの新た
な気候関連情報の開示ガイドライ
ンによって、TCFD勧告の履行をさ
らに強化されることが期待されて
います。

以下のケーススタディは、ヴェオリ
アの取締役会が事業や将来の収
益、企業の評判に影響を与える可
能性のある重要な課題の特定の
ために実施した活動を取り上げて
います。

取締役会は、事業の長期的な持続
可能性を守るために、ステークホ
ルダーにとっての重要事項を意識
する必要があります。何人かの取
締役は、ステークホルダーとの効
果的な関与の重要性と、その変化
する期待をインタビューで強調し
ています。

5 サステナビリティの監督慣行

https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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今や多くの国が企業のサステナビリ
ティ活動に関する透明性の向上を
求めています。例えば、EU非財務情
報開示規制は、EU全域における情
報開示の強化とその重要性の周知
に貢献しました.18

これに加え、透明性を高める原動
力としてソーシャルメディアが頭角
を現しており、ますます多くの消費
者が、自身が購入する製品の背後
にある要因を理解したいと考える
ようになりました。インタビュー対
象者の言葉を引用すると、

「サステナビリティの分野で私が
感じている混乱の一つにソーシャ
ルメディアの出現があります。誰か
が課題を取り上げたときに私たち
が適切に応えなければ、潜在的な
問題になり得ます。私たちはリスク
を管理できるような対応戦略を持
たなければなりません。」 

このように注目が高まる中、適切
で強固なサステナビリティ報告は、
組織の利益になります。また、サス
テナビリティ報告を実施することで
取締役会は活動とその進捗を示す
ことになり、組織やそのステークホ
ルダーはベンチマークを行うこと
が可能になります。

残念なことに、関連性、透明性、比
較可能性に欠ける情報を報告し
続けている組織が中には存在し
ます。多くの場合、事業部門横断で
集約された情報は地域や業界の
間で生じる微妙な違いを理解する
には抽象的すぎます。さらに、取締
役会が、事業にとっての最も重要
なサステナビリティ課題をどのよ
うに検討、特定したか、報告書によ
って必ずしも明確に示されていま
せん。

ヴェオリアは2017年、ESG課題に係る公式なマテリアリティ分析を、業務部門（売上高の81%を占める）
と機能部門の視点から実施しました。この実施にあたっては、各課題は、ビジネスインパクト (財務・規
制・投資家の信頼・顧客ロイヤルティ・従業員満足度・企業評判) と外部ステークホルダーの期待 (顧客・
消費者・供給者・投資家・評価機関・規制当局・地方自治体・メディアやオピニオンリーダー・地域社会・
市民社会) に基づいて順位づけを行っています。17

ヴェオリアの設置したクリティカルフレンズ委員会の外部メンバー5名も自身の意見を寄せています。ヴ
ェオリアのクリティカルフレンズ委員会は、さまざまなバックグラウンド (NGO/市民社会・学界・ソーシャ
ルビジネス) を持つ12人の外部専門家が招集され、フランス開発庁の元CEOであるミシェル・セヴェリノ
氏が議長を務めています。

マテリアリティ分析の最終的な結果は、同社の代表取締役会長兼CEOによって検証されています。

ヴェオリアのリスク管理システムを使用した、同社固有の重要課題の特定も実施されました。年に1度、
同社の行動計画の有効性の検証および監督を目的とするグローバルリスクマッピングは、リスク管理委
員会として招集された経営会議に加え、取締役会の会計監査委員会に提示されています。 

リスク評価は、企業が直面する環境、労働関連、あるいは企業の社会的・経済的要因の調整に貢献しま
す。加えて、地方自治体や産業界を含むクライアントがヴェオリアに委託している持続可能な開発に関連
するリスク管理から、事業機会の特定にも役立つといえます。 

以下のケーススタディは、取締役会
が報告書全体を承認する役割を通
じ、サステナビリティの報告活動に
関与する例を示しています。

5 サステナビリティの監督慣行



新時代のガバナンスを目指して: ESGの課題と取締役への提言         22

ユニリーバは2010年、３つのサステナビリティ目標と９つの柱を軸とする 「ユニリーバ・サステナ
ブル・リビング・プラン」 を策定しました。各目標に対して、ユニリーバは具体的な目標と指標を
定めています。 

ユニリーバは、サステナビリティに関する活動を報告する主な手段として、年次統合報告書と、
専用のオンラインでのサステナブル・リビング報告書の、２つを持っています。一部の各国事業
所も、独自のサステナビリティ報告書を発行しています。19 報告プロセスの一環として、ユニリー
バは取締役会の企業責任委員会と外部サステナビリティアドバイザーによって構成されている
USLP評議会からフィードバックを受けています。20

グループのサステナビリティ管理と報告実績は、2017年にDow Jones Sustainability 
Index（DJSI）やCDPなどの一流機関から高く評価されています。21

カルフールのESG戦略は、廃棄物削減、生物多様性、パートナー、社会的な力学とダイバーシテ
ィ、という４つのトピックを中心に構成されており、それぞれに関連する行動計画（アクションプ
ラン）と目標が設定されています。自社のESG活動を評価するため、カルフールは４つの主要ト
ピックにおける取り組みと行動計画（アクションプラン）について、3年間の進捗状況の概要を示
しています。未達成の目標には改善プログラムが設定されます。（しかしながら）このプロセスへ
の取締役会の関与についての情報は提供されていません。

ESGの活動実績は、グループの年次の法定開示書類を通して開示されます。これには、取締役
会のESG委員会による非財務の実績のレビュー方法についての章が含まれます。22

カルフールは2017年にDJSI Worldにおいて、ESGの観点から最も成功した企業の一つに加わ
りました。そのため、同グループはESGの分野において、世界の小売業者上位５社に入ることに
なりました。23

サステナビリティの監督慣行に関する主要メッセージ

1. 取締役会におけるサステナビリティについての議論は、説明責任および関連する課題の監督
に関する正式な構造が存在する場合に、より生産的になります。一部では専門のサステナビ
リティ委員会を通じて、正式な付託事項として実施されますが、それ以外の場合、取締役会
全体の議論を通じて実施されます。

2. サステナビリティに係る問題に関する研修は、関連する事業上の意思決定の文脈において
行われる必要があります。この枠組みがなければ、取締役会メンバーは、サステナビリティに
関する課題を中核事業に適用する明確な基準を得ることができなくなります。

3. ステークホルダーとの交流及び対話は、エンゲージメント、洞察、フィードバックを実施する
ためのメカニズムとして、取締役会の監督活動にとって不可欠な部分を成しています。

4. 報告活動には関連性、透明性、比較可能性が必要です。読者が地域や事業を区別できるよう
に、適切に詳細化されなければなりません。

5 サステナビリティの監督慣行
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新時代のガバナンス
導入にあたっての
解決すべき問題
取締役とのインタビューを通じて、ESG関連課題を監督する際
に取締役会が直面する重要な解決すべき問題が明らかになり
ました。
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このプロジェクトの一環として取
締役らが識別した解決すべき問題
には、取締役会が責任を負うべき
5つの領域、すなわち、ガバナンス
体制、人材、プロセス、社内外のス
テークホルダー、報告が含まれて
います。

ガバナンス体制

パーパス: 一部の企業では、パーパ
スとビジョンが十分に定義されて
いません。このことは、取締役会に
おける優先順位付けや意思決定を
妨げてしまうおそれがあります。ま
た、取締役会が、世界的なサステナ
ビリティに関する課題 (例えば、気
候変動、生物多様性、サプライチェ
ーンなど) と、企業のパーパスや活
動、リスク特性とを、容易に結びつ
けることは困難かもしれません。一
部の取締役会は、温室効果ガス排
出のようなサステナビリティに関す
る課題について、それらに特有の
法的要件から指針を得る場合があ
ります。これは有用な出発点とな
り得ますが、これらの限定された
課題への取締役会の対処は、同様
に企業に影響を与える重要度の高
い、しかし十分に理解されていな
い課題の認識を妨げる可能性があ
ります。

「パーパスに基づいた声明を出す
ことは、サステナビリティへの道筋
を根本的に定めるものであり、そ
れは期待する価値観と行動によっ
て支えられています。」

「ESGが長期的にどの程度関連す
るかは、ESGが企業のパーパスにと
って重要視されている程度に左右
されます。」

企業文化: 企業文化は、企業がサ
ステナビリティなどの新たな課題
を理解し、統合し、管理する能力に
影響を与えます。特に、各部署がそ
れぞれ独立した事業部門を有して
いる企業においては、効果的で一
貫性のある、調整されたサステナ
ビリティへの施策の策定や行動の
実行が困難だと感じることがあり
ます。 

企業文化の利点と組織内の障壁を
了知することは、サステナビリティ
戦略の導入、管理、実施についての
最善の方法を検討する際に役立つ
でしょう。 

「規制それ自体も重要ですが、そ
の規制をどう使うかが最も重要
です。サステナブルな企業文化の
促進は、これらの規制が運用モデ
ルの一部として組み込まれ、実行
されているかにかかっています。」

サステナビリティに関する義務: 
取締役は、サステナビリティの重要
性の高まりを広く認識するととも
に、サステナビリティへの関心を高
める必要性と期待を示しています。
しかし、取締役会は、サステナビリ
ティを制度化して管理する最善の
方法について引き続き苦慮してお
り、サステナビリティの課題への取
締役会の関与について、時間の確
保や有効性への懸念が表明され
ています。また、取締役会は、サス
テナビリティに関する懸念事項を
形成し、長期戦略や業績評価手法
に組み込む際の、自身の役割と責
任の理解に苦労しています。

「戦略に関連していなければ、規
制は企業にとって特に重要でも有
益でもない形骸化したタスクとな
り得ます。企業は、従業員や投資
家、市場に対して明確に説明でき
る戦略を持つことで、サステナビリ
ティについての 『物語を支配する」 
必要があります。何が行われている
のか、それがなぜ行われているの
かを明確に示すことが必要です。」

責任: 取締役会は、重要な課題への
責任が明確に特定されていないた
めに、サステナビリティへの課題に
効果的に取り組むことが困難であ
ることを強調しています。また、サス
テナビリティに関するリスクに対す
る明確な説明責任が欠如している
ことも多いと指摘しています。

「取締役は自ら主題を決定しなけ
ればならないでしょう。そうでない
と、投資家が彼らの活動について
説明責任を負わせることが難しく
なるからです。経営幹部の目標設
定も同様で、経営幹部が事細かに
管理されている場合、経営幹部に
業績の説明責任を負わせることが
困難となります。」

新時代のガバナンス導入にあたっての解決すべき問題
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人材

取締役会の構成: 取締役会全体
におけるサステナビリティ課題を
理解し、効果的に対応するために
は、重要なサステナビリティ課題に
関するスキルや専門知識が必要だ
と取締役は認識しています。一方
で、このプロフィールに合うメンバ
ーの採用は難しいとも感じていま
す。適切な取締役会メンバーの選
定は、サステナビリティを含む取締
役会の責任と役割を定義する包括
的なアプローチがある場合に最も
効果的です。多くの取締役会にとっ
て、この重要な基本的要素は不十
分なままです。 

「取締役はバランスが取れている
必要があり、1つの分野での専門家
であってはなりません。もしそうで
あれば、取締役会メンバーとして効
果的であるとは言えないでしょう。」

研修: 多くの取締役会メンバーは、
サステナビリティを含む新たな課
題に対する研修の充実を歓迎し、
また、その恩恵も受けるでしょう。
一方、企業のビジネスモデルに十
分に適合し、かつ、効果的な役員
研修の実施は依然として難しい状
況です。組織のリスク、機会、戦略
目標に固有の環境および社会的
な影響と依存関係を、取締役が明
確に理解するために役立つ、共通
のビジネス言語を見つけることが
重要といえます。

「研修における重要な課題は関
連性です。組織の属する産業に最
も関連するサステナビリティの課
題に合わせて研修が組み立てら
れていると、最も大きな効果を与
えます。」

「研修は、関連する経営上の意思
決定、あるいは、取締役会メンバー
と関連する形で、提供される必要
があります。」

プロセス

マテリアリティ: 企業、特に取締
役会にとって、サステナビリティの
課題に関連する重要性の問いに
対し効果的に対応することが、解
決すべき問題として認識されてき
ました。サステナビリティの課題
に対する認識や情報が不足して
いるために、組織にとって最も重
要なリスクと機会を定義できてい
ない企業もあるようです。企業が
ビジネス文脈での適切かつ時宜
を得た情報を入手するための効
果的なプロセスを欠いている場
合、取締役会は企業に影響を及
ぼす可能性のある、サステナビリ
ティに関連した主要課題を効果
的に分析し、優先順位をつけるこ
とができなくなってしまいます。 

リスク管理と戦略プロセスへの
統合: 取締役会は、リスク管理、戦
略、財務レビューの一環として、サ
ステナビリティを十分に評価して
いない可能性があります。サステナ
ビリティの機会とリスクを検討する
正式なプロセスを持たない取締役
会は、企業の全体的な業績を評価
するには適していないでしょう。 

「サステナビリティ報告書は、サス
テナビリティに関する主要な課題
についての洞察を提供するもので
す。しかしながら、これらは戦略に
関するものでなく、運用に関する洞
察である傾向がみられます。私た
ちは、サステナビリティの課題をビ
ジネスの主要業績評価指標 (KPI) 
に統合し、当事者意識を高めるこ
とを目指しています。」

取締役会の議題: 取締役会は、す
べての関連事項について十分な
時間がとれるよう、議題を計画し
提案することが困難であると考え
ています。サステナビリティの課題
は、短期的な危機や課題と比較し
た場合、取締役会の注意を十分に

引くものではないと考えられてい
るからです。実際に議論される場
合であっても、サステナビリティの
議題は、他のビジネス課題と比べ
て、有効に示されないことが多くな
っています。

「一般的に、取締役会メンバーは、
サステナビリティの議題に対して、
本来必要である適切なレベルの注
意が払われていません。」

「取締役会レベルでのサステナビ
リティの活動は、財務的な課題に
見られるレベルの厳しさにはまだ
至っていないのが現状です。」

取締役会の影響と評価: 取締役会
におけるサステナビリティに関す
る活動の影響や結果について評価
することは困難です。サステナビリ
ティに関する新たな傾向や市場に
おける競合の基準を考慮すると、
企業および取締役会のサステナビ
リティへの取り組みが望ましい目
標を達成しているかについての判
断は、取締役会にとって困難な場
合があります。ビジネスモデル上の
サステナビリティ課題に対処しな
いことが与える潜在的な影響につ
いて考えると、サステナビリティの
実績を取締役会のパフォーマンス
評価の要素とすることは、検討に
値するでしょう。サステナビリティ
は、いまだ取締役会の業績評価に
おける共通の主要素とはなってい
ません。

6 新時代のガバナンス導入にあたっての解決すべき問題
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ステークホルダー

ステークホルダーエンゲージメン
ト: 多くの企業がステークホルダー
エンゲージメントプランを持ってい
る一方、その計画策定と実施プロ
セスに取締役会が関与することは
稀です。このことは、取締役会がこ
の重要な取り組みに参加し支援す
る機会から締め出される結果とな
っています。

「ステークホルダーと独立の非執
行役員は、お互いの意思疎通と対
話を深めることが必要とされてい
ます。なぜなら、それぞれの意思決
定と思考プロセスを改善し、相互
目標の達成につながるからです。」

「取締役会は、自社がステークホ
ルダーや投資家とどの程度かか
わっているかを考慮する必要があ
ります。この実施には、双方が望ん
で交流し協力することを必要とし
ます。」

株主: 取締役会は、サステナビリテ
ィに関する課題について、重要な
投資家に関する意見を含め、株主
や投資家意見の正確かつ定期的
な収集に苦労することがあります。 

従業員及び顧客: 取締役会は、従
業員や顧客の視点や利益に十分
な注意を払うことができていない
ことがあります。多くの場合、取締
役会が要求し受け取る情報は、こ
れらの見解に関して限られた情報
のみとなっています。ミレニアル世
代の役割と購買力の増大、彼らの
サステナビリティへの関心の高ま
りなどの要素を考慮すると、特に
才能を惹きつけそれを維持するた
めに、取締役会は、顧客や従業員
のコミュニティーへのより効果的
な関与が推奨されます。 

報告

取締役会プロセスとの整合性: 
サステナビリティ報告へのアプロ
ーチは、しばしば取締役会プロセ
ス、および、サステナビリティに関
するリスクや機会の見解と矛盾す
るように見受けられます。この整
合性の欠如は、一部には取締役会
の関与、および報告プロセスやデ
ータ収集、サステナビリティ報告に
おける資源配分の範囲、目的、バ
ランスに関する理解の欠如に起因
することが多いです。

フレームワークと一貫性: 取締役
会は、地域差のあるさまざまなル
ールや要件によって品質やアプロ
ーチの異なる、サステナビリティ
報告関連のリソースやフレームワ
ークの複雑さを克服することが困
難であることを認識しています。
サステナビリティに関する議論は
年々成熟してきていますが、報告
については必ずしもそれに追いつ
いていません。しかし、統合報告や
Reporting Exchange(※世界のサ
ステナビリティ報告に関する情報
プラットフォーム）のようなアプロ
ーチは、企業や取締役会がサステ
ナビリティ報告を十分に行えるよ
うになることを目指しています。24

取締役会が優先すべきは、企業の
活動を容易にステークホルダーが
理解できる方法で正確に報告でき
るようにすることです。WBCSDの
ESGディスクロージャー・ハンドブ
ックおよび指標ライブラリーは、ビ
ジネスモデルに重要な情報を報告
する最適な方法の策定のための3
段階の評価プロセスと6つの主要
な質問を使用することで、企業に
重要な課題に関するレポートを作
成するための体系的な方法を提供
します。25

進捗状況の測定: 意思決定にサス
テナビリティを統合する取り組み
に対する進捗状況の測定のため
の単一の報告基準は現時点では
存在しません。最も一般的に利用
されているGRI、SASB、TCFD、UN 
SDGs、CDPなどの指標はすべて、
なんらかの点で重複、ないし、矛盾
が存在します。また、個々の課題や
トピックについて、競合する報告
基準や様式が爆発的に増加して
います。

さらに、評価機関はこれらの基準
を複雑に組み替えることができ、結
果として独自の測定値を作成して
います。この混乱した市場は、明確
で一貫した進捗報告の実施を混
乱させ、それを妨げてしまっている
のです。 

このような課題や相違点を解決す
るために取締役会は活動してき
ましたが、包括的な解決策を見つ
け、それを実行することは困難と
なっています。次章では、新時代の
ガバナンスに向けた道のりを歩ん
でいる取締役会に対し、直面する
ギャップに対処するための予備的
ガイダンスとなる一連の提言を紹
介します。

6 新時代のガバナンス導入にあたっての解決すべき問題

https://integratedreporting.org/
https://www.reportingexchange.com/
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Purpose-driven-disclosure/Resources/ESG-Disclosure-Handbook
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Purpose-driven-disclosure/Resources/ESG-Disclosure-Handbook
https://www.reportingexchange.com/
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新時代のガバナンス導入の
ための初めの提言
新時代のガバナンスに向けた取締役会の取り組みを支援す 
るため、特定された課題に基づく一連の提言が策定されてい
ます。
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これらの提言は、取締役会が、サ
ステナビリティの問題への検討を
自らの責任の範疇に制度化する
支援を目指しています。 

1. 取締役会は、サステナビリティ
への検討が、明確かつ会社のパ
ーパスに沿ったものであること
を保証しなければならなりませ
ん。ひとたびパーパスとサステ
ナビリティが一致すれば、取締
役会の役割は、その焦点を、実
行、監督、および再評価に移す
ことができます。

2. サステナビリティは取締役会の
中核的な検討事項であるべき
です。戦略における議論は、ESG
に関する検討を包含し、また、統
合しなければいりません。取締
役会は、企業がサステナビリティ
戦略を定義する上での影響に関
し、具体的に述べることが不可
欠です。取締役会は、ステークホ
ルダー・マトリックスの策定、環
境および社会への影響と依存
関係の特定、リスクと機会への
対処方法の決定に関与すべき
です。これらの戦略の策定は、経
営陣の責任である一方、取締役
会の受託者責任として、これら
の分野についての深い理解、評
価、監督を必要とします。

3. 取締役会は、以下の方法によ
り、関連するサステナビリティス
キルの開発にむけた包括的な
アプローチを採用すべきです。

• サステナビリティの優先事項、
活動、および、それらが企業
の既存の戦略に与える潜在
的な影響へわたる経営者の
洞察を求めること、および/ま
たは、現在および新たに発生
しうる環境および社会問題へ
の部門固有の洞察を提供す
る外部の専門家を雇うこと;

• 関連するサステナビリティの
適格性を有する取締役を採
用し、サステナビリティ管理
と取締役会との連携の強化
により、取締役会のサステナ
ビリティ手腕を強化すること
および、

• 重要なサステナビリティのテ
ーマに関する知識と理解向
上のため、取締役会への研修
を実施するとともに、企業に
大きな影響を与える可能性
のある重要なサステナビリテ
ィの問題について深く掘り下
げること。

4. 企業の業績評価は、環境および
社会資本への考慮が含まれると
ともに、取締役会による監督の
対象となるべきです。そのために
は、取締役会は企業にとって最
も重要な環境、および、社会問題
を優先させなければなりません。
これらの優先事項に基づき、明
確な責任が企業のリーダーに割
り当てられ、彼らのパフォーマン
ス・ダッシュボードと報酬体系に
まとめられます。重要なサステナ
ビリティの問題に関する主要指
標を確立すべきです。

5. 取締役会が直接参加すること
で、企業とステークホルダーと
の有益な対話を担保すべきで
す。企業のエンゲージメント戦
略は、ステークホルダーのアド
バイスを奨励し、ステークホルダ
ーのニーズを、企業にとり有効
かつ有益な方法で検討すること
を最も可能とする方針の策定の
際に、取締役会を支援するもの
であるべきです。 

6. 外部向けの企業報告書をレビ
ューし署名する際、取締役会
は、実際の企業活動、強固な評
価指標、ナラティブ（「専門性」
や「職業倫理」、「組織文化」な
どに基づいた解釈など）との整
合性を保証しなければなりま
せん。これは、企業が自らにと
って重要な環境および社会的
な影響とともに、これらの課題
にどのように対処するかについ
ての説明責任を伴います。取締
役会は、サステナビリティと財
務報告の統合を奨励すべきで
す。Reporting Exchangeなど
のリソースは、企業に適したレ
ポート作成の枠組みの特定に
役立ちます。TCFDの枠組みは、
気候関連の問題に関する報告
を統合した強力な例を示して
います。 

これらの提言は、取締役のための
一連の研修リソースの開発に貢献
するものであり、本プロジェクトの
フェーズ2において公表する予定で
す。これらの資料は、取締役会によ
るサステナビリティの問題へのより
有効な検討と監督の促進を目指し
ています。

新時代のガバナンス導入のための初めの提言
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Appendix
アプローチ

バリュー - サステナビリティの課
題の広まり及びその重要性は、企
業に圧力をかけ、取締役会におけ
る意思決定の複雑さが増していま
す。先頭を走り続けるためには、取
締役会は長期的な企業の回復力
を確保するため、ビジネスモデル
と戦略を柔軟に改変する必要があ
ります。 

インパクト - ガバナンスは急速に
進化しており、投資家やその他の
ステークホルダーは透明性の向上
を求めています。サステナビリティ
は、もはや単独で考えることはで
きません。つまり、サステナビリティ
は、取締役会のガバナンスと意思
決定に統合されなければならな
いのです。当プロジェクトは、取締
役会がサステナビリティに関連す
るリスクと機会を検討するのに役
立ちます。 

ボイス – 当プロジェクトは、取締役
の意思決定プロセスを改善し、長
期的な価値の保護および維持に役
立ちます。 

関係者 

当資料は、全てWBCSDの責任の
もと作成されています。WBCSDは、
サステナビリティとガバナンスの
専門知識を持つDeloitteとBaker 
McKenzieと連携しています。また、
複数の特定領域の専門家と協力
し、私たちの働きが取締役会にとっ
て有用かつ効果的であることを確
認しました。

方法

当プロジェクトは、次の12の国と
地域に焦点を当てています:ブラジ
ル、中国、フランス、ドイツ、香港、日
本、オランダ、シンガポール、南アフ
リカ、タイ、イギリス、アメリカ。

我々はサステナビリティ環境の現
状を把握するため、各々の国と地
域おける既存のサステナビリティ・
ガバナンス要件に関する一連の質
問を検討しました。これらの要件
が、取締役会の実活動にどのよう
に反映されているか把握するため
に、各々の国と地域の取締役への
インタビューを実施しました。今日
最も差し迫った環境、社会的問題
の多くにおいて、食品や農業の分
野が重要な役割を果たしているこ
とから、インタビューは主に同セク
ターにおける企業の取締役に集
中して実施しました (例えば、森林
破壊、水不足、気候変動と食料安
全保障) 。また、重要なサステナビ
リティの課題に直面しているセク
ターで事業を展開している一部の
企業にも、インタビューを実施し
ました。

プロジェクトの概要と方法

当プロジェクトは、次に示す2つの
段階から成り立っています:

1. a. 12の国と地域において、法的
要件および/または上場要件、
ガバナンス・コードの規定や
期待についてを確認すること
で、サステナビリティに関する
ガバナンスの状況を把握する
ための調査を実施します。

b. 40社以上の厳選されたグロ
ーバル企業の取締役メンバー
にインタビューを実施するこ
とで、組織のガバナンスにお
いて、サステナビリティの課題
に関する監督をどのように考
慮し実施しているか、また、こ
の問題をうまく処理する事に
よる利点や課題として、どのよ
うな事を考えているかを理解
します。

2. ガバナンスや取締役会における
意思決定過程において、サステ
ナビリティをより良く調和させ
ることを目的とした、取締役会
のための研修リソースを開発し
ます。

このレポートは、1bの段階を示し
ています。2の段階の研修リソース
については、2020年に公開予定
です。



新時代のガバナンスを目指して: ESGの課題と取締役への提言         30

Appendix8

関連するWBCSDのツールと資料

The Reporting Exchange

参照： http://www.
reportingexchange.com 

WBCSD, (2019), ESG Disclosure 
Handbook

参照： https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
External-Disclosure/Purpose-
driven-disclosure/Resources/
ESG-Disclosure-Handbook

WBCSD & PwC, (2018), 
Enhancing the credibility of 
information outside the financial 
statements: the investor 
perspective

参照： https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
External-Disclosure/Assurance-
Internal-Controls/Resources/
Enhancing-the-credibility-of-
non-financial-information-the-
investor-perspective

WBCSD, (2019), A buyer’s guide 
to assurance on nonfinancial 
information

参照：https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
External-Disclosure/Assurance-
Internal-Controls/Resources/A-
buyer-s-guide-to-assurance-on-
non-financial-information 

WBCSD, (2019), Reporting 
Matters

参照：https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
External-Disclosure/Reporting-
matters/Resources/Reporting-
matters-2019 

WBCSD, (2019), TCFD Preparer 
Forums

参照：https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
External-Disclosure/TCFD 

WBCSDは、他の国際機関と協力
して、サステナビリティの影響と依
存関係が、取締役会レベルを含め
全社的なガバナンス構造と内部意
思決定プロセスへ理解し統合され
るため、企業を支援する一連のツ
ールと資料を開発しています。

WBCSD & COSO, (2018), 
Applying enterprise risk 
management to environmental, 
social and governance-related 
risks

参照：https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
Business-Decision-Making/
Enterprise-Risk-Management/
Resources/Applying-Enterprise-
Risk-Management-to-
Environmental-Social-and-
Governance-related-Risks

WBCSD, (2018), Materiality in 
corporate reporting – a white 
paper focusing on the food and 
agricultural sector

参照：https://www.wbcsd.org/
Programs/Redefining-Value/
Resources/A-White-Paper-
focusing-on-the-food-and-
agriculture-sector
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関連外部資料

IFC (2017), Headaches, Concerns 
and Regrets: What Does the 
Experience of 102 Brazilian 
Directors Tell Us?

参照： https://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/topics_
ext_content/ifc_external_
corporate_site/ifc+cg/resources/
private+sector+opinion/headach
es%2C+concerns%2C+and+regr
ets+-+what+does+the+experien
ce+of+102+brazilian+directors+t
ell+us

IFC (2016), From Companies to 
Markets-Global Developments in 
Corporate Governance

参照： https://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/topics_ext_
content/ifc_external_corporate_
site/ifc+cg/resources/guidelines_
reviews+and+case+studies/
from-companies-to-markets-
global-developments-in-
corporate-governance 

KPMG (2016), Carrot & Sticks: 
Global trends in sustainability 
reporting, regulation and policy

参照： https://assets.kpmg/
content/dam/kpmg/pdf/2016/05/
carrots-and-sticks-may-2016.pdf

PRI (2018), How ESG 
Engagement Creates Value for 
Investors and Companies

参照： https://www.unpri.org/
download?ac=4637 

PRI (2015), Fiduciary Duty in the 
21st Century

参照： https://www.unpri.org/
fiduciary-duty/fiduciary-duty-in-
the-21st-century/244.article 

UN Global Compact (2012), 
A New Agenda for the Board 
of Directors: Adoption and 
Oversight of Corporate 
Sustainability

参照： https://www.
unglobalcompact.org/library/303 

World Economic Forum (2019), 
How to set up effective climate 
governance on corporate 
boards: Guiding principles and 
questions

参照： http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Creating_effective_
climate_governance_on_
corporate_boards.pdf

A4S (2018), CFO Leadership 
Network: Essential guide to 
Strategic Planning, Budgeting 
and Forecasting

参照：https://www.
accountingforsustainability.
org/en/knowledge-hub/guides/
strategic-planning.html 

Ceres (2018), Systems Rule: How 
Board Governance Can Drive 
Sustainability Performance

参照： https://static1. 
squarespace.com/static/ 
5143211de4b038607dd 
318cb/t/5afc5e271ae6cf30
92ecd7ed/1526488627169/
Systems+Rule_Final.pdf 

Ceres (2017), Lead from the 
Top: Building Sustainability 
Competence on Corporate 
Boards

参照： https://www.ceres.org/
resources/reports/lead-from-
the-top 

Ceres (2015), View from the Top: 
How Corporate Boards Engage 
on Sustainability Performance

参照： https://www.ceres.org/
resources/reports/view-top-
how-corporate-boards-engage-
sustainability-performance 

Ceres (2019), Running the risk: 
How corporate boards can 
oversee environmental, social 
and governance issues

参照： https://www.ceres.org/
resources/reports/running-risk-
how-corporate-boards-can-
oversee-environmental-social-
and-governance

Deloitte (2018), On the board’s 
agenda: Sustainability

参照： https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Risk/gx-
sustainability-and-the-board.pdf 
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持続可能な開発のための世
界経済人会議(WBCSD)に
ついて 

WBCSDは、200社以上の主要企業
で構成されるCEO主導の世界的
な組織であり、持続可能な世界へ
の移行を加速するために協力して
います。我々は、株主、環境、社会に
最大限の好影響を与えることに重
点を置くことで、会員企業の成功と
サステナビリティの向上を支援し
ています。 

会員企業は、あらゆるビジネス分
野、及び、主要経済機構から集って
おり、合計収益は8兆5000億ドル
以上、従業員数は1900万人になり
ます。約70の国内ビジネス協議会
からなる世界的なネットワークに
より、会員は世界中へ比類のない
アクセスを得られます。WBCSDは、
会員企業と協力し、バリューチェー
ンを横断して最も困難なサステナ
ビリティの課題に対して効果的な
ビジネスソリューションを提供す
る、唯一の立場にあります。

2050年までに90億人以上の人々
が地球の境界内で健やかに暮らす
世界というビジョンを掲げ、我々は
一丸となって、サステナビリティの
ためのビジネスをリードします。 

www.wbcsd.org 

Twitter

LinkedIn

翻訳に関する謝辞·ディスク
レイマー

本ガイドを日本語に翻訳し、取締
役会の意思決定に環境、社会、ガ
バナンス（ESG）の側面をより強固
に統合するための提言に協力をい
ただいた有限責任監査法人トーマ
ツに心より感謝申し上げます。

本翻訳版は情報提供を目的とした
ものであり、オリジナル版と本版と
の間に差異や矛盾が生じた場合
には、オリジナル版の内容を優先
します。

また、翻訳により不利益等を被る
事態が生じた場合には、翻訳者は
いかなる責任も負わないものとし
ます。

https://twitter.com/wbcsd
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFtPw1SSilNRQAAAXbRAbYYvzWShNetLy0k5jxepXWy_IPu0Xrgj6rMEbiVAgfSO4ik1lnksRKrfBIuq_etqzytY7dGETra8Yj_51AIDg_rNew6G-J-MZcKRTE2xo12SGjiohw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwbcsd%253Ftrk%253Dpro_other_cmpy


World Business Council
for Sustainable Development

Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2B
CP 2075, 1211 Geneva 1
Switzerland
www.wbcsd.org

This publication is funded by the Gordon and Betty Moore Foundation as part of a conservation and financial 
markets collaboration. For more information, please see http://www.moore.org/FinancialMarkets.
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