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1. SDGsとは？ 



持続可能な開発目標：2030年へ向けた世界の
優先課題 

進捗状況のモニタリングと
評価（法的義務なし） 

2030年の 
世界目標 

17目標  
169ターゲット  

230指標 
の三重構造 

グローバルな性質ですべ
ての国に普遍的に適用 

国内政策 
対外政策 



SDGsとは？ 

 

• 2012年のリオ＋20（国連持続可能な開
発会議）により設定が合意された国際目標 

• ポスト2015年開発アジェンダ（ミレニアム開発
目標後の国際目標）に統合 

• 2013年～2014年 国連でのオープンな作
業部会（OWG）による国際交渉 

• 2014年の国連総会でOWG提案採択（17
目標、169ターゲット） 

• 2015年 ポスト2015年開発目標交渉 

• 2015年9月国連総会にて採択 
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• 『目標 – ターゲット – 指標』の 
   三重構造 

• 進捗状況のモニタリングと評価を実
施（法的義務はなし）  

• 2030年を目指した目標 

• グローバルな性質ですべての国に普
遍的に適用可能 

• 様々な国別の状況、能力、開発レ
ベルや政策及びその優先順位を考
慮 

 



持続可能な開発目標 
 

目標 1.  あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標 2. 飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

目標 3.  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

目標 4 . すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する  

目標 5.  ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女子のエンパワーメントを行う 

目標 6.  すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

目標 7.  すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギーへのアクセスを確保する 

目標 8 . 包括的かつ持続可能な経済成長、およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用とディーセント・ワーク（適切な雇
用）を促進する 

目標 9.  レジリエントなインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進、およびイノベーションの拡大を図る 

目標 10. 各国内および各国間の不平等を是正する 

目標 11. 包括的で安全かつレジリエントで持続可能な都市および人間居住を実現する 

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13. 気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

目標 14. 持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する 

目標 15. 陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への 対処、ならびに土地の劣
化の阻止・防止および生物多様性の損失の阻止を促進する 

目標 16. 持続可能な開発のための平和で包括的な社会の促進、すべての人々への司法へのアクセス提供、およびあらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制度の構築を図る 

目標 17. 持続可能な開発のための実施手段の強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 



目標、ターゲット、指標（案）の例 
目標1 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を撲滅する 

 

1.1 2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている、極度の貧困をあらゆる場所で撲滅。 

 指標（案）：性別、年齢、グループ、雇用状況、地理的（都市・農村）ごとの国際貧困ライン以下にある人口割合 

1.2 2030年までに、各国の定義に従ってあらゆる次元の貧困状態にある、あらゆる年齢の男性、女性および子ども
の割合を少なくとも半減させる。 

 指標（案）：性別と年齢ごとの国内貧困ライン以下で生活する人口の割合； 

                             国の定義によるあらゆる次元からの貧困状態にある男性、女性、子供の割合 

1.3 最低限の基準を含む、各国における適切な社会保達成障制度および対策を実施し、2030年までに貧困層およ
び脆弱層に対し十分な補償をする。 

 指標（案）：性別、distinguishing children、失業者、高齢者、障がい者、妊婦、新生児、業務上負傷者、貧困状
態や脆弱状態にあるなかで社会保障制度の適用を受けている人々の割合 

1.4 2030年までに、すべての男性および女性、特に貧困層および脆弱層に対し、基本的サービスへのアクセス、
オーナーシップ、および土地や他の形態の財産、相続財産、天然資源、適切な新技術やマイクロファイナンスを含
む金融サービスの管理だけでなく、経済的資源に対する平等な権利も保証する。 

 指標（案）：基本的サービスのアクセスを有する世帯人口の割合；法的に認知された書類など土地所有権を有
する総成人人口の割合（性別、所有権別に） 

1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な立場にある人々のレジリエンスを構築し、気候関連の異常気象やその他の経
済的、社会的、環境的な打撃や災害に対するリスク度合いや脆弱性を軽減する。 

 指標（案）： 100,000人あたりの災害による死亡、不明、被害者数；世界のGDPに関する災害の直接的経済損
失；国内と地域の災害リスク削減戦略を有する国数 

 
1.a あらゆる次元での貧困撲滅のための計画や政策の実施に向け、後発開発途上国をはじめとする開発途上国に対し、適切かつ予測可能な手
段を提供するために、開発協力の強化などを通じて、さまざまな供給源から多大な資源の動員を確保する。 

 指標（案）：政府が直接的に貧困削減プログラムに配分した資源の割合；政府が公益事業に支出した割合（教育、健康、社会保障） 

1.b. 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国家、地域および国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づく適
正な政策的枠組みを構築する。 

 指標（案）：特に女性、貧困層、脆弱層を対象とする政府支援の割合 



目標設定に起因するガバナンス – 新たなガバナンス戦略 

SDGsは新しいかたちのグローバル・ガバナンス 
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国際条約 (例－気候変動枠組条約) 
⇒ 国際ルールをつくるガバナンス 

野心レベルの提示からスタート（バックキャスティング） 
実施メカニズム・法的拘束力はなし（各主体が自由につくる） 
 モニタリングと評価のみ 

できることの積み上げ式で 
必要なアクションがとれず（フォアキャスティング） 

これまで
主流 

SDGs 

パリ協定実施でも
脱炭素目標とは大
きなギャップが！ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=COP15+objection&source=images&cd=&cad=rja&docid=6vD-PjCPXYB4wM&tbnid=eJeGLsijI2EUeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://luckybogey.wordpress.com/2009/12/09/the-elephant-in-the-room-at-cop15/&ei=DY-RUcaWLMSVkwX49oHwDQ&bvm=bv.46340616,d.dGI&psig=AFQjCNHrpVHfydV1FwLzk59hNKlP1tfKcA&ust=1368580227795799


 ５月２０日  総理を本部長、全閣僚を構成員とするＳＤＧｓ推進本部を設置。 

 第１回会合において「ＳＤＧｓ実施指針」の策定に向けた総理指示。 

 ９月１２日   第１回円卓会議を開催。 

１０月１８日   実施指針の骨子を決定（推進本部幹事会決定）。 

１０月１９日 パブリック・コメントを実施。 

 ～１１月１日 

１１月１１日 第２回円卓会議を開催。 

１２月２２日 第２回ＳＤＧｓ推進本部会合を開催。 

  実施指針を決定（推進本部決定）。 

第２回ＳＤＧｓ推進本部会合で発言する安倍総理（2016年12月）（内閣広報室） 8 

日本政府：これまでの主なプロセス 

相星（2017.1） 



①あらゆる人々の活躍の推進 ②健康・長寿の達成 

③成長市場の創出、地域活性化、 
科学技術イノベーション 

④持続可能で強靱な国土と 
質の高いインフラの整備 

⑤省・再生可能エネルギー、 
気候変動対策、循環型社会 

⑥生物多様性、森林、海洋等の 
環境の保全 

⑦平和と安全・安心社会の実現 ⑧ＳＤＧｓ実施推進の体制と手段 

■一億総活躍社会の実現 ■女性活躍の推進 ■子供の
貧困対策 ■障害者の自立と社会参加支援 ■教育の充実 

■有望市場の創出 ■農山漁村の振興 ■生産性向上  
■科学技術イノベーション ■持続可能な都市  

■省・再生可能エネルギーの導入・国際展開の推進  
■気候変動対策 ■循環型社会の構築 

■組織犯罪・人身取引・児童虐待等の対策推進  
■平和構築・復興支援 ■法の支配の促進 

■薬剤耐性対策 ■途上国の感染症対策や保健システム 
強化、公衆衛生危機への対応 ■アジアの高齢化への対応 

■国土強靱化の推進・防災 ■水資源開発・水循環の取組   
■質の高いインフラ投資の推進 

■環境汚染への対応 ■生物多様性の保全 ■持続可能な
森林・海洋・陸上資源  

■マルチステークホルダーパートナーシップ ■国際協力における
ＳＤＧｓの主流化 ■途上国のＳＤＧｓ実施体制支援 

【８つの優先課題と具体的施策】 

People 

Prosperity 

Planet 

Peace Partnership 

ＳＤＧｓ実施指針の概要 

 実施指針の付表において、関係省庁から提出された国内及び国外の１４０の施策を、
可能な限り具体的な指標と共に掲げた。 9 

相星（2017.1） 



実施とフォローアップ（当面の主要日程） 

２０１７年７月 ハイレベル政治フォーラム（ＨＬＰＦ） 

２０１７年９月 国連総会 

２０１９年９月 首脳級レベルハイレベル政治フォーラム 

２０１９年 首脳級ＨＬＰＦを念頭に実施指針の第1回レビューを実施 

 ４年毎に開催される首脳級（総会議長主催）ＨＬＰＦ会合の第１回。 

 次回、グローバル持続可能な開発報告（ＧＳＤＲ）が発出される予定。 

２０１６年１２月 実施指針の決定 

 毎年閣僚レベルでＳＤＧｓの進捗についてレビュー。 

 来年のＨＬＰＦでは自発的国家レビューにおいて我が国の取組を発表予定。 

 ２０１６年の国連総会では総理が推進本部立ち上げについて発言。ハイレベルで
我が国の取組をアピールする機会。 

10 
相星（2017.1） 



ノルウェー 

国内制度 国内のフォローアップとレビューは、透明性と説明責任を果たすため、予算プロセスとリンク。各省庁は、担当
のSDG目標について、他省庁との調整を行い、その達成状況をフォローアップするとともに、予算案の提案を
行う。財務省は、各省庁から提出された達成状況の要点をまとめて財務白書に反映し、達成状況を議会に
報告する。 

国内政策へ
の反映 

原住民とのダイアログ、地方自治体との連携、人権に基づくアプローチを考慮して実施。また、2030アジェンダ
の実施にあたり、気候変動などのその他の政策と連携しながら実施する。 
教育省は、SDGsを教育カリキュラムに組み込むことを提案。 
 

自主的国
別レビュー
（VNR） 

国内での実施と国際的な貢献について、17目標に関する達成の程度と達成までのギャップを記載した。優先
課題として、教育、健康、私企業の発展、国内資源の動員、平和構築を通した貧困の撲滅と経済成長、そ
して人間開発の格差に対応することを特定した。 

指標 様々な統計に基づく区分されたデータは、誰も取り残さないという点において極めて重要。国内の文脈に沿う
ような指標に対応していく。 

ステークホル
ダーの参加 

市民社会は、2030アジェンダの実施とフォローアップのプロセスに強い関心を示している。またサーメ議会（原
住民）に関しても、公式なコンサルテーションを通じて、ダイアログを行った。 



フィンランド 

国内制度 総理府の下にAgenda 2030 Coordination Secretariatを設置（元々は環境省に設置されていたが、
政策の一環性を強化するために総理府に移行）。各省大臣が参加するSustainable Development 
Coordination Networkでは、行政組織間での調整が行われる。また、政策の一貫性を強化するために
National Commission on Sustainable Development（議長：首相）と外務省の下にある
Development Policy Committeeが協力関係にある。Sustainable Development Expert 
Panelは、National Commissionの活動を支援する。全ての省庁は、各自が169ターゲットについてど
のような関連性があるか評価する。 

国内政策
への反映 

National Implementation Plan for Agenda 2030を2016年末に策定（予定）。なお、2013年
に策定されたSociety’s Commitment to Sustainable Developmentは、2016年に2030アジェン
ダに合致するように改訂。改訂プロセスでは約90の市民団体、企業、教育団体や議会、省庁、地方自治
体などの代表者が参加したNational Commission on Sustainable Developmentにて、ダイアログが
行われた。 

自主的国
別レビュー
（VNR） 

1回目のVNRは、暫定的なレビューと位置付け、今後さらにレビューを行う予定。課題として、男女の賃金の
格差など社会グループ間での格差、福祉国家の維持、2030アジェンダの長期的性質とその他の政治サイク
ルとの関係性が特定された。レビューの準備段階では、NGOも参加。今後、モニタリングメカニズムについては、
national implementation plan for Agenda 2030において言及される予定。 

指標 指標をアップデートは、持続可能な開発をモニターする長期的指標を管理するネットワーク組織が行う。なお、
選定された指標だけではSDGsをモニターすることは難しいこと、それらの指標はターゲットの実施と影響のリン
クを示すには不十分であることを指摘。 

ステークホル
ダーの参加 

首相が議長となり、多様なステークホルダーが参加するNational Commission on Sustainable 
Developmentという組織を利用。国内の2030アジェンダ実施状況のフォーローアップとレビューを行うこと、
国家戦略であるSociety’s Commitment to Sustainable Developmentの実施の強化を行うことと
いう二つの目的がある。 



フィンランド：国内制度 
 

Source: “National report on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development – FINLAND”  



スイス 

国内制度 省庁間のワーキンググループが設置され、2016年から2017年を移行期間と設定。この期間中に、①2030ア
ジェンダの実施やフォローアップに必要な連邦政府レベルの制度調整、②ベースラインスタディと全てのターゲット達
成に必要な活動エリアを特定するギャップ分析の実施、③指標を含めた、モニタリングとレビューシステムの確立
を行う予定。 
2030アジェンダの実施については、州や地方自治体が重要な役割を果たすが、全てのレベルにおける一貫性や
効率性が必要。 
 

国内政策へ
の反映 

Sustainable Development Strategy 2016–2019を制定し、SDGsの目標を踏まえて、以下の9つの優
先課題を特定。 
SCP（SDG目標12）、都市開発とインフラ（目標9，11）、エネルギーと気候変動（目標7, 13）、自然
資源（目標2, 6, 14, 15）、経済財政システム（目標8，10, 16, 17）、教育・研究・イノベーション（目
標4）、社会保障（目標1, 16）、社会的一体性とジェンダー平等（目標5, 10, 15）、健康（目標3） 
優先課題は、連邦政府のフォーカス分野やステークホルダーダイアログを通して決定された。 

自主的国別
レビュー
（VNR） 

1回目のVNRでは、自然資源についてはSDG目標2, 6, 14, 15に関連することなど、活動と目標の関連性を
提示した。また、今後の活動を特定するためにギャップ分析を実施いていることを報告。 
2回目のVNRは2021年に実施予定。 

指標 2003年より、包括的な持続可能な開発に関するモニタリングシステム（MONET）を利用している。約75の指
標があり、定期的に更新されている。2016年には、MONETの枠組を修正し、SDGsを考慮したものに変更。 
 

ステークホル
ダーの参加 

政策立案の際にステークホルダーの参加が重要。“2030 Dialogue on Sustainable Development”という
新規かつ包括的なコンサルテーションの手続きを作成。 



ドイツ 

国内制度 首相府が国内持続可能な開発戦略のまとめ役。各省庁は担当分野において2030アジェンダを実施する責
任をもつ。その他、State Secretaries for Sustainable Developmentが戦略を実施、
Parliamentary Advisory Council on Sustainable Developmentが議会における持続可能
な開発に関する政策的問題を提起し、15名で構成されるGerman Council for Sustainable 
Developmentの諮問パネルが関連の議論を行う。連邦政府が16の連邦州との定期的なダイアログを行い
ながら調整を行う。 

国内政策へ
の反映 

2002年に策定されたNational Sustainable Development Strategyが主要な役割を果たす。2016
年末に作成される当戦略の進捗報告書では、2030アジェンダを反映させた目標や指標が開発される予定。
(i)国内での影響、(ii)他国への影響や地球公共財、(iii)国際貢献を通した他国への実施という3点を重視。
グリーン経済など、他の国内戦略とのシナジーを考慮しながらSDGsを国内計画へ反映。 

自主的国
別レビュー
（VNR） 

1回目（2016年）のVNRでは、17の全ての目標につき、国内課題を含む、国内での実施状況、地球レベ
ルでの責任、他国への貢献支援の3つを記載。水、エネルギー、食料安全保障のネクサスが促進されるべきこ
と、貧困目標の達成にはその他のSDGs目標を進捗させる必要があること、貿易とSCPの目標については国
内政策と国際政策の間で一貫性が求められることを記載。 
2回目のVNRは2021年に実施予定。 

指標 National Sustainable Development Strategyでは、4年毎に進捗報告書が、2年毎に指標報告書
が作成されている。SDGsの指標については、現在国レベルのものを開発中である。2016年のNational 
Sustainable Development Strategyでは、SDGsのフォーカス分野やそれぞれの指標の記載が見込ま
れる。 

ステークホル
ダーの参加 

インターネットのプラットフォームを通じて、市民が意見を述べることができる場を設定。 
私企業の役割も重視。特に、環境の保護や労働者の人権などを守るために、高い社会的環境的水準や規
制、包括的なディスクロージャーのルール、より強化された持続可能性に関するリスク分析の実施を考慮。 



フランス 

国内制度 SDGsの国家活動計画の策定において、知見を提供するための国際専門家委員会が設置された。当委
員会は、マルチディシプリナリーな性質をもち、SDGsの課題や性質を包括的に把握できるように設計されて
いる。 

国内政策
への反映 

SDGsの国家活動計画が策定される予定であり、定義、実施、モニタリングと評価、定期的レビューの各段
階におけるステークホルダーと共同で行う。各省庁が、関連するセクター別政策をSDGsの文脈で、より詳
細な公共政策評価を行うことも考えられる。 

自主的国
別レビュー
（VNR） 

Interministerial Representative for Sustainable DevelopmentとGeneral Commissioner 
for Sustainable Developmentが、VNRの取りまとめを行った。目標の実施にあたり、既存のイニシア
ティブ及び達成までの課題を分析。各項目において、他国と共同で実施した国際イニシアティブと既に提供
した資金について記載。 
リンケージについて、水の目標は、健康、衛生、栄養、教育、環境と気候変動に関連することを指摘。 

指標 French National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE)は、他省庁の統計
部署と、国内レベルの指標の作成に関するフィーシビリティ調査を行っている。なお、データの種類によって、
入手可能性にかなりのギャップがある。 

ステークホル
ダーの参加 

SDGs国家活動計画の策定にあたっては、ローカルレベルの意見をくみ取るワークショップの実施などが考え
られる。また、インターネット上での参加型プラットフォームの設置により、グッドプラクティスやモニター進捗を
市民に提供できるようにする。 
2016年に、私企業がCSRをさらに次のステップに進めていくことを目的としたLet’s Innovate Togetherと
いう戦略を策定。CSR以上の活動を実施する私企業には支援を行うことを示唆。 



韓国 

国内制度 現在のところ、外務省、環境省、大韓民国統計庁、そして大韓民国国務調整室を含む関連省庁が、政
策の中にSDGsを主流化させる対策を講じている。 
また、議員で構成されるSDGsに関する諮問グループ（Korea National Assembly UN SDGs 
Forum）が設立され、これまでに7回のフォーラムが開催されている。 
地方自治体は、ローカルレベルにおける持続可能な開発に関する実施戦略を自主的に策定。2010年より、
進捗評価報告書を作成している。このような活動は、ローカルレベルでSDGsを活動していく基礎となり得る。
また、都市間でのグローバルパートナーシップも促進しながら、ローカルレベルでの実施を支援する。 

国内政策
への反映 

SDGsとの一貫性を調査するため、既存の国内政策をSDGsの17目標と対比させながらマッピングする
作業を開始した。今後、既存の政策SDGsの要素を組み込みながら政策を改訂していく。 
また、2030アジェンダを学校や大学のプログラムに組み込むこと、またSDGsを小、中学校の教科書に
組み込むことを提案。 
 

自主的国
別レビュー
（VNR） 

課題として、若者と長期的な失業率、高齢化社会のニーズへの対応を特定。 

指標 大韓民国統計庁は、Seoul National Universityと共同で、グローバル指標に対応する国内指標を作
成するためのフィーシビリティ調査を開始。調査は、グローバル指標の定義と意義を分析し、既存の公的
指標と持続可能な開発指標を含む指標システムとを比較することが目的。 

ステークホル
ダーの参加 

指標は、一般市民が入手できるように、統計と指標をオンラインプラットフォームに掲載する枠組みを設立し
た。 
 



中国 

国内制
度 

SDGsの調整メカニズムは、実施計画の策定、進捗のレビュー、政策の調整を担う
43の関連省庁により構成。 

国内政
策への反
映 

第13次5か年計画(2016-2020)では、2030アジェンダの実施にコミットし、中、
長期的な開発戦略で実施されることが記載された。SDGsは、イノベーションによる
開発のための国内戦略や持続可能な農業に関する国家計画など、特定の活動に
反映されていく。 

自主的
国別レ
ビュー
（VNR
） 

5か年計画の実施に関する年次評価と2030アジェンダの実施評価を同期させて
実施する予定である。 
以下の9つの優先課題を特定：貧困撲滅と食料の安全保障、持続可能な経済
成長、都市部と農村部の調整を踏まえた産業化、社会保障の改善、平等と社会
的公正の強化、環境の保護、気候変動への対応、資源効率性の促進、国家ガ
バナンスの改善。 
 



SDGs「先進国」の特徴 
－日本との比較において 

• SDGs「先進国」は政策の統合実施、計画、評価に
おいて「実質的」政策手段や省庁間調整プロセスを
設置 
日本におけるとりあえずの政策の羅列とは大きく異なる 

 

• 予算化などによる政策誘導策を導入する国も 

 

• パートナーシップ、ステークホルダーとの協働を強調 



SDGsを活用する意義と課題 

意義：多元主義的に活動を広げるツール 

• 活動のLegitimacy（正当性）や公共性（への貢献）を示すことができる 
 企業にとってのメリット 
 持続不可能な活動に対抗するための「外圧」として利用できる 

• SDGsは共通言語 
 異なるステークホルダーとの協働・連携につながる（学界と社会の連携にも貢献の可能性） 
 多様な国で、発展に持続的に貢献出来ることを示せる 
 開発途上国の開発戦略への結びつけもやりやすくなる 

• 課題相互間のリンクを示すことが出来る（課題の見える化） 

• グローバル・長期の課題とローカル・短期のアクションを結びつける 
 政策や活動の視点を広くする 

• 同じ目標への活動を集めることで、スケールアップや連携を可能にする 
 目標によるタグ付け、ベストプラクティスや課題の共有で連携を可能に 
 パートナーシップの創出 
← 地球規模の課題への対応にはスケールアップが必要 

• 「世界基準」での評価ができる 
 投資などの評価基準に 

課題 

• 「良いこと」をやっていると見せることで隠れ蓑になる可能性がある（c.f.グリーンウォッシュ） 

• 評価基準の標準化（グローバル指標をどのように落とし込むか） 

• 低い認知度：東京五輪を認知度向上の契機に？ 



https://www.itoen.co.jp/files/user/pdf/csr/report/sustainability_report_sfe_2016.pdf 

伊藤園の取り組み例 



フジゼロックスの例 



住友化学の例 



住友化学の例 



グローバル企業事例  PEARSON   

PEARSONは、SDG4を中心に、17のSDGすべてについて活動を実施。 



グローバル企業事例  DOW   

DOWは、2025年目標とにSDGsを関連付けて表現。 



グローバル企業事例  Ericsson①   

Ericssonでは、すべてのSDGについてマネジメントがアンバサダーとしてコミット。 

・・・ 

・
・
・ 



SDGsを活用する意義と課題 

意義：多元主義的に活動を広げるツール 

• 活動のLegitimacy（正当性）や公共性（への貢献）を示すことができる 
 企業にとってのメリット 
 持続不可能な活動に対抗するための「外圧」として利用できる 

• SDGsは共通言語 
 異なるステークホルダーとの協働・連携につながる（学界と社会の連携にも貢献の可能性） 
 多様な国で、発展に持続的に貢献出来ることを示せる 
 開発途上国の開発戦略への結びつけもやりやすくなる 

• 課題相互間のリンクを示すことが出来る（課題の見える化） 

• グローバル・長期の課題とローカル・短期のアクションを結びつける 
 政策や活動の視点を広くする 

• 同じ目標への活動を集めることで、スケールアップや連携を可能にする 
 目標によるタグ付け、ベストプラクティスや課題の共有で連携を可能に 
 パートナーシップの創出 
← 地球規模の課題への対応にはスケールアップが必要 

• 「世界基準」での評価ができる 
 投資などの評価基準に 

課題 

• 「良いこと」をやっていると見せることで隠れ蓑になる可能性がある（c.f.グリーンウォッシュ） 

• 評価基準の標準化（グローバル指標をどのように落とし込むか） 

• 低い認知度：東京五輪を認知度向上の契機に？ 



JICAは10のゴールで中心的役割を果たし 
より上位の究極的ゴール達成に貢献 

作成：JICA 



SDGsを活用する意義と課題 

意義：多元主義的に活動を広げるツール 

• 活動のLegitimacy（正当性）や公共性（への貢献）を示すことができる 
 企業にとってのメリット 
 持続不可能な活動に対抗するための「外圧」として利用できる 

• SDGsは共通言語 
 異なるステークホルダーとの協働・連携につながる（学界と社会の連携にも貢献の可能性） 
 多様な国で、発展に持続的に貢献出来ることを示せる 
 開発途上国の開発戦略への結びつけもやりやすくなる 

• 課題相互間のリンクを示すことが出来る（課題の見える化） 

• グローバル・長期の課題とローカル・短期のアクションを結びつける 
 政策や活動の視点を広くする 

• 同じ目標への活動を集めることで、スケールアップや連携を可能にする 
 目標によるタグ付け、ベストプラクティスや課題の共有で連携を可能に 
 パートナーシップの創出 
← 地球規模の課題への対応にはスケールアップが必要 

• 「世界基準」での評価ができる 
 投資などの評価基準に 

課題 

• 「良いこと」をやっていると見せることで隠れ蓑になる可能性がある（c.f.グリーンウォッシュ） 

• 評価基準の標準化（グローバル指標をどのように落とし込むか） 

• 低い認知度：東京五輪を認知度向上の契機に？ 



ミレニアム開発目標 

（MDGs）の未達成課題 

新たな社会現象と 
不安定化する世界 

SDGsの3つの背景 地球システムの限界 

http://careernetwork.msu.edu/wp-content/uploads/2009/07/twitter-logo.png
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2015年を目標年とした国際開発目標（ミレニアム開発目標、MDGs）の未達成課題 

© 蟹江憲史（慶應大学）・国谷裕子（キャスター） 



持続可能な開発／成長目標とは？ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

進捗状況のモニタリングと
評価（法的義務なし） 

2030年の 
世界目標 

17目標  
169ターゲット  

230指標 
の三重構造 

グローバルな性質ですべ
ての国に普遍的に適用 



ミレニアム開発目標 

（MDGs）の未達成課題 

新たな社会現象と 
不安定化する世界 

SDGsの背景 地球システムの限界 

http://careernetwork.msu.edu/wp-content/uploads/2009/07/twitter-logo.png


35 このままの成長パタンでは地球がもたない!! 

人間が地球をかえる：1950年から右肩上がりが急加速 

社会経済的な傾向 地球システムの傾向 

世界人口 実質GDP 

都市部 
人口 

大型ダム 

運輸 

水利用 

電気通信 国際観光 

紙生産 

外国直接
投資 

肥料消費 一次エネル
ギー利用 

二酸化炭素 

成層圏オゾ
ン 

亜酸化窒素 メタン 

表面温度 海洋酸性化 

海洋漁業 エビ養殖 沿岸域 
窒素 

熱帯林 
損失 

農用地 陸域生物
の減少 



ミレニアム開発目標 

（MDGs）の未達成課題 

新たな社会現象と 
不安定化する世界 

SDGsの背景 地球システムの限界 

http://careernetwork.msu.edu/wp-content/uploads/2009/07/twitter-logo.png


社会システムの変化と不安定・不確実性 

広がる格差 

パンデミック現象 
移動するひとびと 
（難民・移民） 

国際テロリズム 

21世紀的な社会・世界動向に対応した課題解決が必要 

約30億人のインターネットユーザー 
（世界の世帯の44％） 

約70億人の携帯電話利用者 
約10億人のFacebook利用者 



持続可能な開発／成長目標とは？ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

進捗状況のモニタリングと
評価（法的義務なし） 

2030年の 
世界目標 

17目標  
169ターゲット  

230指標 
の三重構造 

グローバルな性質ですべ
ての国に普遍的に適用 
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SDGsは経済・社会・環境の3側面の相互連関 
を強く認識（インターリンケージ） 

環
境 

社
会 

経
済 

持続可能
な開発 

将来の世代の欲求
を満たしつつ、現在
の世代の欲求も満
足させるような開発 

20世紀型 
持続可能な開発 
（MDGs型） 

21世紀型 
持続可能な開発 

現在及び将来の世代の人類の繁
栄が依存している地球の生命維
持システムを保護しつつ、現在の
世代の欲求を満足させるような開
発 

Griggs, Kanie et al. ‘Sustainable 
Development Goals for People and 
Planet.’ Nature (Vol 495, 21 March 2013).  
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12.3 2030 年まで
に小売・消費レベルに
おける世界全体の一
人当たりの食品廃棄
物を半減させ、 収穫
後損失などの生産・サ
プライチェーンにおける
食品の損失を減少さ
せる 

2.1 2030年までに飢餓を撲滅… 
2.2 2030年までにあらゆる形態の
栄養失調を撲滅… 
2.4 2030年までに持続可能な食
糧生産システムを確保… 

4.7  2030年までにすべて
の学習者が持続可能な開発
を推進するための知識とスキ
ルを獲得… 

6.4 2030年までに、全
セクターにおいて水の利用
効率を大幅に改善… 

8.2  多様化、技術向上および
イノベーションを通じた高いレベル
の経済生産性を達成… 
8.4 2030年までに消費と生
産における世界の資源効率を
漸進的に改善… 

9.4 2030年までに資源利用
効率の向上とクリーンな環境に
配慮した技術および産業プロセ
スの導入拡大を通じ、インフラ
の改良や産業の改善… 

13.2 気候変動対策を、国家
の政策、戦略および計画に組み
込む 

17.14 持続可能な開発のための政策
の一貫性を強化… 
17.16 マルチステークホルダー・パート
ナーシップを促進… 
17.17 効果的な公的、官民、市民社
会のパートナーシップを奨励・推進… 

12.2 2030年までに天然資
源の持続可能な管理および効
率的な利用… 
12.5  2030年までに予防、リ
デュース、リユース、リサイクルによ
り、廃棄物の発生を大幅に削
減… 

目標達成は複合的効果をもつ（ように政策調整が必要） 

調整 

効果 

効果 

効果 

同時達成 

同時達成 

© 蟹江憲史（慶應大学）・国谷裕子（キャスター） 



SDGsを活用する意義と課題 

意義：多元主義的に活動を広げるツール 

• 活動のLegitimacy（正当性）や公共性（への貢献）を示すことができる 
 企業にとってのメリット 
 持続不可能な活動に対抗するための「外圧」として利用できる 

• SDGsは共通言語 
 異なるステークホルダーとの協働・連携につながる（学界と社会の連携にも貢献の可能性） 
 多様な国で、発展に持続的に貢献出来ることを示せる 
 開発途上国の開発戦略への結びつけもやりやすくなる 

• 課題相互間のリンクを示すことが出来る（課題の見える化） 

• グローバル・長期の課題とローカル・短期のアクションを結びつける 
 政策や活動の視点を広くする 

• 同じ目標への活動を集めることで、スケールアップや連携を可能にする 
 目標によるタグ付け、ベストプラクティスや課題の共有で連携を可能に 
 パートナーシップの創出 
← 地球規模の課題への対応にはスケールアップが必要 

• 「世界基準」での評価ができる 
 投資などの評価基準に 

課題 

• 「良いこと」をやっていると見せることで隠れ蓑になる可能性がある（c.f.グリーンウォッシュ） 

• 評価基準の標準化（グローバル指標をどのように落とし込むか） 

• 低い認知度：東京五輪を認知度向上の契機に？ 











持続可能な経営で 
誇りある仕事の 
伝統を継承 

南三陸の魅力を形にして 
外部と地域もつなぐ人づくり 

自然と人の物語 
ツールやツアーなど 
プログラムで発信 

南三陸町の自然を活かした地域ブランドづくりに向けて 

町の魅力を発信 国際認証の取得 

生業の創出 

山里海の 
豊かな自然 

 
 
 
 

環境省フィールドミュージアム構想 
ラムサール湿地登録 
ジオパーク登録 

伝統と革新の 
地域産業 

 
 農林水産、加工、流通 

エネルギー、観光、教育 
郷土の持つ文化的な価値 

自然と共生する 
暮らし 
 
 バイオマス産業都市構想 

豊かな食文化と地域資源 
生態系の回復力を知る営み 



SDGsを活用する意義と課題 

意義：多元主義的に活動を広げるツール 

• 活動のLegitimacy（正当性）や公共性（への貢献）を示すことができる 
 企業にとってのメリット 
 持続不可能な活動に対抗するための「外圧」として利用できる 

• SDGsは共通言語 
 異なるステークホルダーとの協働・連携につながる（学界と社会の連携にも貢献の可能性） 
 多様な国で、発展に持続的に貢献出来ることを示せる 
 開発途上国の開発戦略への結びつけもやりやすくなる 

• 課題相互間のリンクを示すことが出来る（課題の見える化） 

• グローバル・長期の課題とローカル・短期のアクションを結びつける 
 政策や活動の視点を広くする 

• 同じ目標への活動を集めることで、スケールアップや連携を可能にする 
 目標によるタグ付け、ベストプラクティスや課題の共有で連携を可能に 
 パートナーシップの創出 
← 地球規模の課題への対応にはスケールアップが必要 

• 「世界基準」での評価ができる 
 投資などの評価基準に 

課題 

• 「良いこと」をやっていると見せることで隠れ蓑になる可能性がある（c.f.グリーンウォッシュ） 

• 評価基準の標準化（グローバル指標をどのように落とし込むか） 

• 低い認知度：東京五輪を認知度向上の契機に？ 



動き出した目標達成へのしくみ 

https://champions1
23.org/ 

オランダ政府とWRI（世界資源研究所）とのパートナーシップ 
 政府・ビジネス・国際機関・研究機関・農業団体・市民団体による目標

12.3達成へのイニシャティブ 
 模範例の創出と提示 
 アドボカシー 
 目標達成への進捗計測 
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持続可能な世界へ向けての変革 

2030年の 
世界のあるべき
姿からバックキャ

スト 

指標による評価 
で 

達成度が比較 

SDGsの本質は 
経済成長戦略 


