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1.レポーティングに関する世界的な動向 

企業に責任ある活動を求める 
「社会からの期待」の高まり 

グローバリゼーション 

企業活動の社会、環境、経済に 
及ぼす影響の増大 

 

自社が社会に与える”impact”についての 
報告への要求 
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サステナビリティ 
レポート 
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1.レポーティングに関する世界的な動向 
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     Global Reporting Initiative (GRI): 
 
• 経済・環境・社会的な持続性を推進する非営利組織 

 
• あらゆる組織を対象としたサステイナビリティ 
  報告に関する包括的フレームワークを提供  

2. GRIガイドラインとは何か 

Ref: Global Reporting Initiative. 2013. About us. Available at:  
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx [Accessed February 10th 2013] 

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx
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サステナビリティレポーティングを取り巻く環境 

OECD MNE Guidelines 

UN Guiding Principles for 
Business and Human Rights  

UN Global Compact 

ISO 26000 

Ref: Baghuis. 2012. Welcome to the  G4 PCP2 Workshop. PowerPoint presented at the G4 PCP2 workshop in Tokyo. Global Reporting Initiatives, Amsterdam. P.10.  

GRI  
ガイドライン 

サステイナビリティ報告
に関するガイドライン  



GRIガイドライン進化の過程 
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GRI ガイドラインの構成 
Introduction to the Guidelines 

1. The purpose of the GRI Sustainability Reporting Guidelines 
2. The reporting elements - an overview 
3. How to use the Guidelines 

 
The Reporting Guidelines 

Part 1: The reporting process 
1. ‘In accordance’ criteria 
2. Principles and guidance for Defining Report Content and Boundaries 
3. Principles for Defining Report Quality 

 
Part 2: Disclosure items 

1. Strategy, Profile, and Governance 
2. Disclosure on Management Approach 
3. Indicators 
4. Disclosure on Management Approach and Indicators per category: 

economic, environmental and social  
Part 3: Indicator Protocol 
Part 4: Technical Protocol for Defining Report Content and Boundaries 
Part 5: Glossary 

ＧＲＩガイドライン
とは何か 

報告の原則 

どのように報告
するか？ 

何を報告 
するか？ 
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報告原則 

報告書内容の確定に関する報告原則 

1. ステークホルダーの包含性  
2. 持続可能性の状況 
3. 重要性 
4. 網羅性 

品質の確定のための報告原則 

5. バランス 
6. 正確性 
7. タイミングの適切性 
8. 比較可能性 
9. 明瞭性 
10.信頼性 
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標準開示 
1. 戦略、プロフィール、ガバナンス 

• 戦略および分析 
• 組織のプロフィール 
• 報告要素 
• ガバナンス 
• コミットメントおよび外部イニシアティブ (p.8) 

2. マネジメント・アプローチ 

重要性が特定された項目に関する経済的、環境的、社会的なインパクトを、
組織がどのように分析し対応しているかの開示 (p.8) 

3. パフォーマンス指標 

組織の経済的、環境的、社会的なパフォーマンスおよびインパクトに関す
る比較可能な情報の開示（P.8） 
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カテゴリー  経済 環境 

GRI 
アスペクト 

・経済的パフォーマンス 
・市場での存在感 
・間接的な経済的影響 
・調達活動 

・原材料 
・エネルギー  
・水 
・生物多様性 
・排気、排水、廃棄物 
・製品・サービス  
・コンプライアンス 
・輸送 
・環境保護への投資 
・スクリーニングアセスメント 
・救済措置 

社会 
労働慣行とディーセントワーク 人権 社会 製品責任 

・雇用 
・労使関係 
・労働安全衛生 
・研修および教育 
・多様性と機会均等 
・給与および男女間の平等 
・スクリーニングとアセスメント 
・救済措置 

・投資 
・無差別 
・結社の自由 
・児童労働 
・強制労働 
・保安慣行 
・先住民の権利 
・スクリーニングとアセスメント 
・救済措置 
 

・コミュニティ 
・不正行為 
・公共政策 
・反競争的な行動 
・コンプライアンス 
・スクリーニングとアセスメント 
・救済措置 

・顧客の健康と安全 
・製品およびサービスのラ
ベル表示 
・マーケティング・コミュニ
ケーション 
・顧客のプライバシー 
・コンプライアンス 
 

パフォーマンス指標  
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Category  環境 

GRI 
Aspects 

・原材料 
・エネルギー 
・水 
・生物多様性 
・排気、排水、廃棄物 
・製品・サービス  
・コンプライアンス 
・輸送 
・環境保全への全体支出 
・スクリーニングとアセスメント 
・救済策 

Indicator 



G4における改正点（PCP2） 

1. 「バリューチェーン」、および「インパクト」という概念が 

    明確に示された。 

2. 「マネジメント・アプローチ」に関するより詳細な開示が

盛り込まれた。 

3. 「ガバナンス」に関するより詳細な開示が盛り込まれた。 

4. 「スクリーニングとアセスメント」、「救済措置」に関する

指標がほとんどの項目で加わった。 

2013©CRT-Japan 



1. 「バリューチェーン」、および「インパクト」という概念が明確に示された。 
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G3.1. G4 (PCP2 Exposure Draft) 
The concept of completeness may also be 
used to refer to practices in information 
collection (for example, ensuring that 
complied data includes results from  all sites 
within the Report Boundary)…. 
網羅性の概念は・・・・（例：バウンダ
リーに含まれる全てのサイトからデー
タを収集)…. 

The concept of completeness may also be used 
to refer to practices in information collection (for 
example, ensuring that complied data includes 
results from all elements of the value 
chain)….(P.20) 
網羅性の概念は・・・・（例：バウンダリー
に含まれる全てのバリューチェーンから
データを収集)….(P.20) 

‘Boundary’ refers to the range of entities (e.g., 
subsidiaries, joint ventures, sub contractors, 
etc) whose performance is represented by the 
report. In setting the boundary for its report, 
an organization must consider the range of 
entities over which it exercises control…and 
over which it exercises influence….. 
バウンダリーとはあらゆる法人をさ
し・・・組織は、自身がコントロールや
影響を及ぼす法人の範囲について考
慮する必要がある。 

‘Boundary’ refers to the range of entities (e.g., 
subsidiaries, joint ventures, sub contractors, etc) 
whose performance is represented by the report. 
In setting the boundary for its report, an 
organization must consider the range of entities 
over which it exercises control…and over which 
it exercises influence….. 
バウンダリーとはバリューチェーンを構
成する要素および地域をさし・・・組織は
自身のコントロールや影響力の範囲に
かかわらず、バリューチェーン全体への
インパクトを考慮する必要がある。 
(P.20) 
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G4における「バリューチェーン」の定義: 
バリューチェーンは活動、商品、サービスや関係性を通じて企業

と結びついており、それゆえに、企業に影響を与える、または 
  影響を受ける可能性のある人々から成る（P.376） 。 
 
バリューチェーンはサプライヤー、備品製造者、従業員、顧客、 
  輸送手段提供者、倉庫、リサイクル設備、地域社会等の様々な   
  要素から成る（P.376）（仮訳：CRT日本委員会） 。 

Ref: . Global Reporting Initiatives. 2012. Global Reporting Initiative GRI Second G4 Public Comment Period Exposure Document. Amsterdam. P.297.  

1. 「バリューチェーン」、および「インパクト」という概念が明確に示された。 
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Ref: . Global Reporting Initiatives. 2012. Global Reporting Initiative GRI Second G4 Public Comment Period Exposure Document. Amsterdam. P.297.  

組織 
サプライヤー 

備品製造者 

従業員 
顧客 

輸送手段 
提供者 

倉庫 

地域社会 

リサイクル設備 

1. 「バリューチェーン」、および「インパクト」という概念が明確に示された。 
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地域社会 サプライヤー 輸送（下流） 
 

輸送（上流） リサイクル 顧客 

企業 A ○ 

企業 B 

R&D 調達物流 製造 販売 
マーケティング 

出荷物流 サービス 合計（t） 

企業 A 100 10 70 2 10 30 222 

企業 B 70 20 100 2 20 30 242 

G4におけるImpact とmateriality（重要性）の考え方 

e.g. use of water 
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どのように重要性を特定するか？ 

ステークホルダー 
エンゲージメント 

重点項目 

テーマ 
• 各種ガイドラインや国際的

に認められたスタンダード 
• 専門家の分析 
• 既存のアセスメント手法 
• 戦略 

テーマ 

テーマ 
テーマ 

テーマ 

テーマ 
テーマ 

テーマ 

テーマ 

テーマ 

テーマ テーマ 
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Category 環境 
 

地域
社会 

サプラ
イヤー 

輸送
（下流） 

輸送
（上流） 

リサイ
クル 

顧客 

Aspects 
 

原材料 
エネルギー  ○ ○ ○ ○ ○ 
水 ○ ○ 
生物多様性 ○ 
排気、排水、廃棄物 ○ ○ ○ ○ ○ 
製品・サービス  
コンプライアンス 
輸送 
環境保全への全体支出 
スクリーニングとアセスメント 
救済策 

スコープ 

範囲 
重要性 

何をレポートするか？ 
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Ref: Baghuis. 2012. Welcome to the  G4 PCP2 Workshop. PowerPoint presented at the G4 PCP2 workshop in Tokyo. Global Reporting Initiatives, Amsterdam. P.4.  

レポーティング過程を通じた継続的な改善 

Prepare 
準備 

Connect 
関連付け 

Define 
定義 

Monitor 
チェック 

Report 
報告 

まとめ 
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経済人コー円卓会議日本委員会 
http://www.crt-japan.jp/ 
03-5728-6365 
info@crt-japan.jp 
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