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持続可能な世界の達成はまだ道半ば

• SDGsの達成はまだ道半
ば

• ビジネスや投資の意思決
定・活動の多くが社会と
環境へ負のインパクトを
与えている

• 格差、気候変動、その他
のSDGs課題は、ますま
す経済成長の可能性の阻
害要因に



SDGsを達成し、より持続可能で公正な世界を実現するためには、
マネジメントの意思決定における大胆な変革が必要



システム全体の変化を創出するために

ビジネス・投資の
意思決定の中核に、
持続可能性と

SDGsを組み込む

環境整備
(政策、規制、情報
へのアクセス、エコ
システム全体を創出
する市場インフラ)

インパクトの質をよ
り本質的なものに高
め、ステークホル
ダーが情報に基づき
より適切な意思決定
ができるようにする

(データ報告、洞察、
ベンチマーク、認証

ラベル)



SDGインパクトについて



SDGインパクトとは？⇨2030年までのSDGs達成に向けて
「民間資金」の流れを拡大するためにUNDPが立ち上げた取り組み

ビジョン：

全ての資金の流れ
が持続可能な開発
目標達成を促進

する世界 ミッション：

SDGインパクトは、投資家
や企業のSDGs達成に向けた
取り組みを後押しし、それが
本物であることを示すために
必要な情報やツールを提供

• 民間セクターは積極的に貢献する機会を
模索している

• その善意を行動につなげ、人と地球に
具体的な正のインパクトをもたらすため
の支援が必要

• SDGs達成には、ODA、公的機関、慈善団体のみならず民間資金が必要
• 課題解決に向け、システム全体の資金が多様な方法で協働する必要



SDGsは、すべての人々にとってより良い持続可能な未来を実現するための青写真



SDGインパクトの目的
企業や投資家が持続可能性を経営判断の中核に据えることを支援し、
人と地球に最良のインパクトをもたらす領域へ資金の流れを促進

SDGインパクト基準

投資資金を必要とする領域
へ投入するための、適切な
意思決定手段の提供

• SDGインパクト基準

• SDGインパクト認証
ラベル

SDG投資情報マップ

SDGs達成に向けた資金の
流れを促進するデータと
分析結果の提示

• SDG投資情報マップ

• SDG投資情報プラット
フォーム

ファシリテーション：投資家との対話、政策対話

能力開発：研修や教育の提供



SDGインパクト基準の概要



SDGインパクト基準の特徴
企業や投資家が、相互に関連する経済・社会・環境面のインパクトを
最適化するための経営判断をサポート

✓ 事業を行うための単なる「付け足し」
から、全ての事業活動の運営指針の
「中核」へ

✓ SDGsへの紐付けからSDGsに向けた
具体的アクションへ

✓ 報告から意思決定へ

✓ 測定からマネジメントへ

✓ オペレーションから戦略へ

✓ 財務リスク管理から持続可能性追求
へ

✓ 自己中心的な組織・セクターの視点
から、環境中心的なシステム全体の
視点へ



SDGインパクト基準の特徴
民間セクターのSDGsへの取り組みを、「報告と紐づけ」から「意思決定と
具体的行動」へ移行させるための、組織の意思決定の枠組み

SDGインパクト基準の根幹…持続可能な事業
運営を行い、SDGsに対し積極的に貢献する

➢ プラネタリー・バウンダリー（地球の限界）、人権、
責任あるビジネス慣行を尊重する姿勢がなくては達成
不可能

➢ 効果的なインパクトマネジメントと意思決定を通じて
実現される

優れた実践と組織内の意思決定が、より良い報告と情報開示へつながる
• SDGインパクト基準は、インパクトマネジメントとSDGsを組織内の実践と意思決定に統合するための青写真を提供

• 既存および新規の様々な枠組みの下での情報開示・報告要件をより効率的かつ効果的に満たせる



Putting sustainability at the 
core of business and 
investment decision-making SDGインパクト

基準と
認証ラベル

事業や投資のマネジメントと、
意思決定の実践

自己評価と第三者認証は、持続可能性に
向けた目標に沿っているか（正しい方向
へ、十分なスピードで向かっているの
か）の確認に使用

SDGインパクト基準は、組織が持続可能性を事業
や投資の意思決定の中核に据えられるよう支援



SDGインパクト基準は他の既存の取り組みを土台とし、繋ぐピースであり
全体像の理解を促進するもの

例：

• 国連ビジネスと人権指導原則

• 国連グローバル・コンパクトの10原則

• 国連女性のエンパワーメント原則

• 国連持続可能な開発目標

• インパクト・マネジメント・プロジェクト
の共有規範

• 自然資本連合と社会・人的資本プロトコル

• ソーシャル・バリュー・インターナショナ
ルの基準

例：

• B Lab SDGアクションマネジャー

• UNEP FI レーダーツール

• OECD多国籍企業行動指針

• 持続可能な活動のためのEUタクソノミー

• UNCTAD

• IRIS+システム

• グローバル・レポーティング・イニシア
ティブ（GRI）

例：

• インパクト投資の運用原則

• UNEP FIポジティブ・インパクト金
融原則および責任銀行原則

• UNGC統合SDG投資・ファイナンス
に関するCFO原則

• ソーシャル・バリュー・インターナ
ショナルの社会的価値の7原則

• GIIN インパクト投資の中核的な特徴

例：

持続可能性報告

• 持続可能な開発目標の開示に関する勧
告

• グローバル・レポーティング・イニシ
アティブ（GRI）

企業価値報告

• サステナビリティ会計基準審議会

• 統合報告（IR）フレームワーク

• 気候関連財務情報開示タスクフォース

• IFRS



SDGインパクト基準と認証フレームワーク



SDGインパクト基準と認証

SDGインパクト基準
について

SDGインパクト基準
用語集

SDGインパクト基準

SDGインパクト基準
ガイダンス

• 一貫した適用を促進するための基
準ガイダンス

• 参照フレームワークとその他の
リソース

• 自己評価ツール

SDGインパクト基準 認証

認証フレームワーク
• ガバナンス

• 認証提供者の認定と研修

• SDGインパクト認証の運営

SDGインパクト
測定／マネジメント
無料オンライン

Courseraコース
（デューク大学）

SDGインパクト基準に

関するユーザー研修

認証提供者研修

教育と研修

認証プロトコル

• SDGインパクト基準で設定された
水準（ただし、それより低い水
準）に基づく最低限の基準値

• 継続的な改善への取り組み、SDG

インパクト基準に沿った良い実践
に向けての前進

ワークフローツール
• ユーザーと認証提供者が、エビ

デンス要件と最低限の基準値に
照らして、取り組みを整理し文
書化するためのワークブック

認証提供者リソース
• エンゲージメントレターのテン

プレート

• 認証意見書・報告書のテンプ
レート

• マネジメントレターのテンプ
レート

アセットオーナー／アロ
ケーター向けガイドライン

（GISD）
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SDGs達成につながるインパ
クト創出に向けて前進する
には、インパクトの測定と
マネジメントをビジネスや
投資の全領域に組み込むこ
とが重要です。

（コース修了者の声）

「SDGs達成に向けたインパクト測定および
マネジメント」（オンライン講座）



自己評価ツール・認証フレームワークと実践のための12の行動
の関連性

1. 戦略
事業に責任を持ち持続可能
な形態で運営する。積極的
にSDGsに貢献し、最善の
インパクトを出す。

2. 戦略
ステークホルダーにとって、そし

てSDGsの達成に向けて何が重要

か、また自組織が現在どの領域で

インパクトを生み出しているかを

把握する。そうすることで将来、

価値の高いインパクトをどの領域

で発揮できるかを見極める。

4. 戦略
一体化したパーパスと戦略
に沿って、インパクト目標
を設定する。

3. 戦略
インパクトを組織のパーパ
スと戦略に組み込む。

5. 戦略
最善のインパクトを生み出
すため、必要に応じて戦略
とインパクト目標を調整す
る。

6. アプローチ

（執行・管理）
組織の文化、構造、能力、
システム、インセンティブ
をパーパスと戦略に合致さ
せる。

9.アプローチ（執行・
管理）
改善を続け、インパクト
マネジメントのあり方を
刷新するためのプロセスを、
必要に応じて業務に組み入
れる。

7.アプローチ
（執行・管理）
インパクトを効果的に測定
するための方法、プロセス
やシステムを構築し、意思
決定に組み入れる。

8.アプローチ
（執行・管理）
外部のベンチマーク指標、および
ステークホルダーの大グループや
小グループの指標に照らして、重
要なインパクトを長期的に評価、
比較、モニタリングする。インパ
クト拡大のための選択肢を設定し、
どれを採用するか決定する。

10. 透明性

責任あるビジネス慣行、
サステナビリティ、SDGs

への積極的な貢献をどのよ
うに意思決定とパフォーマ
ンス報告に組み込んでいる
かを開示する。

11. ガバナンス
責任ある事業活動とインパ
クトマネジメントの取り組
みをガバナンスの枠組みに
組み込む。

12.ガバナンス
組織のガバナンス機構が
責任を持って組織運営の
模範を示す。



SDGインパクト 自己評価ツール の使い方
ー 進捗の把握、行動の優先順位付け、認証取得へ向けた準備 ー



SDGインパクト 自己評価ツール ー 進捗の把握 ・ 行動の優先順位付け ー

はい
進行中

いいえ、ただし予定あり
その他

確認が必要

容易
どちらとも言え

ない
困難

分からない

大
中
小

分からない

自動計算 自動計算 自動計算

使用方法: 
ドロップダウンメニューの中から最も適したものを選
択し、F, G, I列を全て回答する

基準１の例: 戦略



SDGインパクト 自己評価ツール ー 認証取得へ向けた準備 ー
作業ツールや情報集約の場として使用可能
（各推奨指標のエビデンスを示し、関連リソースを追加し、今後の課題と提案を記録）

認証のための
最低限の基準値
に基づいて記入



SDGインパクト基準の適用から、第三者機関による認証へ

自主的な任意使用

本基準は、ベストプラクティ

スの指針として使用できるよ

う設計

ギャップ分析ならびに自己評

価ツールとしても使用可能

ギャップ（理想と現実の差

異）を埋めて、実践のあり方

を徐々に改善する指針にも

自主的な認証
フレームワーク

外部機関による認証フレーム

ワークとSDGインパクト認証

ラベルを開発中

第三者認証機関による認証を

想定

2022年以降に試験運用を開始

予定



SDGインパクト認証への道のり：インパクトへの3段階のステップ

Source: Adapted from Bain & Company; “Six Key Change 
Communications Takeaways from Jessica Snow-Wasserman”

対象者

企業・事業体
PE/VCファンド
債券発行体

アセットオーナー

学習期 導入期 本格運用

Assured
“I can show you”

オンライ
ンセミ
ナー

上級クラス

研修

Time

自
己
評
価

前
進

自
己
評
価

前
進

ワーキンググループ

研修
旧方式

自
己
評
価

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

認
証
準
備

最
低
基
準
値
に
対
す
る
自
己
評
価

第三者
認証機関
による
認証

継続的な改善

認知

理解

支持

試行

導入

本格運用 認証

https://chicago.iabc.com/2019/10/six-key-change-communications-takeaways-from-jessica-snow-wasserman/


認知：

SDGインパクト基準と、組織の

インパクト目標達成のための戦
略やビジネスモデルとの関連性
を理解する

試行：

組織が最も貢献できるインパク
トとSDGsを特定し、優先順位

をつけ、マネジメントする方法
を学ぶ

導入：

SDGインパクト基準を「いつも

のやり方」や運営モデルに統合
する

認証：

組織がインパクトや持続可能性を
考慮に入れた意思決定を行ってい
ることを示す、第三者認証機関に
よる認証を受ける

SDGインパクト基準の実践のために企業や投資家の経るプロセス



推定される認証フレームワークの構造と展開

SDGインパクト
事務局

役割・機能:
• 認証ガバナンス
• 認証プロトコル
• 認証提供者の認定、
講師向け研修

• SDGインパクト認証ラ
ベルの運営

• 品質管理
• 苦情処理

認証提供者
(基準の水準維持者として
UNDPから独立した立場)

基準利用者
(SDGインパクト基準に

基づく取組みの認証申請)
および

認証ラベルの使用権

認証ラベルに関する条件を定めたライセンス契約

エンゲージメント
レター、認証意見
書、報告書

自己評価ツールに基づくマ
ネジメント申告書

SDGインパクト認証

リファレンスグループ

ジェレミー・ニコルズ

認証フレームワーク責任者

認証ラベル取得に
紐づいた最低限の
基準値の設定

試験運用と改良(3種類の
基準の利用者、認証提供
向けにそれぞれ実施)

基準利用者向け及び
認証提供者向け研修

教材の開発

認証フレームワーク
のガバナンスの設計



認証フレームワーク ー最低限の基準値の例ー

エビデンス

目標とターゲット : 組織がどのようなインパクトを与えようとしているのか？

ターゲット

インパクトのレベルにばらつきがあることから、本基準ではインパクトを最大化するために、重要なインパ

クトに期待されるレベルで意欲的かつ厳格にターゲットを設定すること、そして生じる正の貢献が、地球の

許容できる最低限の基準値、科学的根拠に基づく目標、ステークホルダーの期待、SDGsの目標に見合った形

でなされるよう求めています。

本基準では、インパクト目標とインパクトターゲットの両方を参照。インパクト目標はインパクトターゲッ

トの要約です。

基準 1

出典: Guidance Notes for Evidence Requirements

戦略

一体化したパーパスと
戦略に沿って、インパ
クト目標を設定する。

一体化したパーパスと
戦略に沿って、インパ
クト目標を設定する。

企業等の行動 基準 推奨指標

意欲的なインパクト目標を設定している。そし
てこの目標は、組織が行動を起こす前の数値や
達成すべき最低限の基準と、予想されるアウト
カムの変化を表したものであり、現状と比較し
て各インパクト目標を達成するためにどのくら
いの変化が必要になるかを考慮に入れて設定さ
れている。

設定したインパクト目標は、ジェンダー平等、
気候変動対策、ディーセントワーク（働きがい
のある人間らしい仕事）に関係する分野横断的
な目標を含めた共同行動の必要性に加え、1.1.6
で特定された持続可能な開発に関する課題のマ
テリアリティに関連したものである。

エビデンスエビデンスになる可能
性のあるリソース

戦略計画、事業計画やその補足文書

インパクト目標が合意された際の役員会
議の議事録

インパクト目標設定過程の議論や会社方
針

戦略計画、事業計画やその補足文書

情報ソースの例：

• インパクト目標

• 会社方針や聞き取りと目標との整合性

• 議論が反映された取締役会議の議事録

上記参照



英語ウェブサイト: sdgimpact.undp.org 

日本語ウェブサイト：jp.undp.org

英語ツイッター: @sdgimpact

ありがとうございました



参考資料



SDG投資情報プラットフォーム

SDGインパクト基準: SDGインパクト基準について

企業・事業体向けSDGインパクト基準

企業・事業体向け SDGインパクト基準 利用の手引き

企業・事業体向けSDGインパクト 自己評価ツール

プライベートエクイティファンド向けSDGインパクト基準

プライベートエクイティファンド向けSDGインパクト 自己評価ツール

債券向けSDGインパクト基準

債券向けSDGインパクト 自己評価ツール

OECD-UNDP持続可能な開発のための資金供給に関するインパクト基準
インパクト測定・マネジメント（IMM）研修

SDGs 達成に向けたインパクト測定・マネジメント Courseraコース
SDGインパクト用語集

SDGインパク
ト基準

利用の手引き＆
用語集 & 質問集

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdginvestorplatform.undp.org%2F&data=04%7C01%7Cbelissa.rojas%40undp.org%7C557f4b10c307455bc03508d9bb3f2a8b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637746702232664645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lfOAapPue2bFn7nG3GjPAUXp0ftX3lddg7biigb9hUo%3D&reserved=0
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