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サステナビリティ・フロントランナーに見る 

これからの優良企業のあり方 

 
 

David Young、Martin Reeves、Marine Gerard 

 
あらゆる企業が、地球環境の限界、社会的・経済的ニーズの幅の広がり、ステークホルダーから

の要請の高まりによって、従来通りのビジネスの展開にはますます厳しい制約がかかることに気づい

ている。企業の戦略は、従来の競争要因に加えて、事業が社会・環境に与えるダイナミックな影響

にも明確に対処することが求められている。事業活動の気候への影響や事業を展開する地域社会

を考慮すると、経営リーダーにとってより一層重要になっている課題は、サステナビリティ（持続可能

性）に関する幅広い制約条件のなかで舵取りしつつ、従業員や株主が期待する財務業績を達成す

ることだろう。こうした課題に対して、成長と価値創造をより広範な環境・社会的便益の創出と結びつ

ける革新的なビジネスモデルを構築することで、新たな機会が見出せる。先進企業の中には、サス

テナビリティをビジネス上の優位性の中核に据えるために、ビジネスを根本から再構想している例が

見られる。 
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たとえば、フランスのデジタルエネルギーマネジメント企業、シュナイダーエレクトリックを見てみよう。

同社は、当初はフランスを拠点とした伝統的な電気設備会社だったが、サステナビリティにおけるリ

ーダー企業になるというビジョンのもと、時間をかけてビジネスモデルを再構想し、デジタルを活用し

たサステナビリティ・ソリューションにおける真のグローバルリーダーへと進化していった。現在、同社

のビジネスモデルの多くの部分は、EcoStruxure プラットフォームに基づいている。2007 年に導入さ

れたEcoStruxureは、高度なデジタルツール、アナリティクス、IoTを駆使して、ビル、インフラ、デー

タセンター、送電網、産業のデータを管理し、制御を行う。EcoStruxure は、約 50 万拠点におよぶ

顧客のエネルギー消費とサステナビリティ・フットプリントを管理する仕組みをつくり出すことで、顧客

全体で年間 9,000 万トンの CO2 削減に貢献している（これは約 2,000 万台の自動車の 1 年間の排

出量に相当する）。 
 
シュナイダーエレクトリックは、環境や社会への影響を改善する別の方法にも積極的に取り組んで

いる。たとえば、ウォルマートとの画期的なコラボレーションにより、ウォルマートの米国内のサプライ

チェーン全体で再生可能エネルギーへのアクセスを拡大する取り組みを行っている。この取り組み

は「ギガトン電力購入契約（GPPA）プログラム」と呼ばれ、再生可能エネルギーの購入についてウォ

ルマートのサプライヤーを啓蒙し、サプライヤー全体で一括して電力購入契約を結ぶことにより導入

を促進することを目的としている。 
 
また、同社は新型コロナウイルス感染症パンデミックを受け、世界各国と協力して迅速に医療施設

を整備した。中国とトルコでは新しい病院が稼働可能になるよう支援し、イギリスとイタリアでは展示

場を仮設病院に転用する作業の手助けをした。フランス、インド、スペインでは、人工呼吸器の製造

を支援し、世界規模で、集中治療室がパンデミックの課題にうまく対処できるようにするためのソリュ

ーションの迅速な展開に取り組んだ。 
 
これらの取り組みは、シュナイダーエレクトリックがビジネスモデルを再構想し、旧来の B2B の配電

機器メーカーから、環境サステナビリティ・ソリューションの世界的リーダーへと変貌を遂げたことを象

徴している。それに伴い、同社の年間売上高は、2007 年の 150 億ユーロ（約 180 億ドル）から 2019
年には 270 億ユーロ（約 330 億ドル）に増加した。2021 年 1 月には、「クリーン・キャピタリズム」を表

明するカナダの著名なメディア・調査会社コーポレートナイツにより、世界でもっともサステナブルな

企業に選出された。   
 
企業が従来通りのビジネスを行うことへの制約が増している。あらゆる方面のステークホルダーが

マイナスの影響に対処するための説明責任を求めている。企業が単なる軽減策を超えて環境・社

会面でのプラスの便益を実証することへの期待がますます高まっているのだ。 
 
企業は近年、環境や社会に便益をもたらすこと、あるいは、少なくとも有害な慣行を軽減することに

対する自社のコミットメントを示すために、膨大な数の取り組みに投資している。多くの企業が、温室

効果ガス排出量の削減、全般的な生活の質の向上、疾病リスクの低減、貧困からの脱却などを目

的としたサステナビリティ関連の取り組みを展開している。しかし、これらの取り組みは断片的で、規

模やインパクトに欠けていることが多い。また、事業価値を生み出す根本的要素とは切り離されてい

ることも多い。経営幹部らはインタビューで、ここでの最大の課題は、こうした取り組みを中核事業と

統合することだと語っている。従来型の取り組みでは、より厳しくなっていく機会への制約を解消す

るのは難しい。突破口を開くためには、企業はサステナビリティをビジネス上の優位性の源泉とする
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必要があり、中核的なビジネスモデルを通じて環境・社会面のニーズに対応する革新的な方法を追

求するという新しいアプローチが求められる。 
 
サステナブル・ビジネスモデル・イノベーション（SBM-I）は、「ビジネス上の優位性や株主価値を創

出する」「環境・社会面での便益を創出する」という 2 つの概念を統合し、サステナビリティを優位性

の源泉とするうえで経営幹部が直面する主な課題に取り組むアプローチだ。図表 1 は、左側の円が

競争優位性と事業価値、右側の円が環境・社会的便益を示している。そして、左右の円が重なる中

央部が注目すべき領域で、「サステナブル・ビジネスモデルの継続的な開発と改善」を表している。

シュナイダーエレクトリックのような企業は、自社の事業目標と環境・社会的責任の両方の達成に向

け注力し、その過程で機会を広げている。 
 

 
 
サステナブル・ビジネスモデル・イノベーションの成熟度マップ 

 
BCG ヘンダーソン研究所では、SBM-I に関する調査の一環として、企業のサステナブル・ビジネス

モデル構築がどの段階にあるかを把握しようと試みた。世界の約 500 のサステナビリティへの取り組

みのなかで、企業が環境・社会面の便益と事業価値をともに生み出すために中核的なビジネスモ

デルの一部またはすべてを変更しているケースはわずか 102 件だった。そのなかでも、SBM-I によ

ってポテンシャルを最大限に引き出している企業は少数であった。理由は主に 2 つある。 
 
第 1 に、ほとんどの企業が SBM-I の取り組みを始めたばかりだということだ。彼らは、企業の社会

的責任を、規制当局や世論から「事業を営む許可」を得るためのコンプライアンスの問題ととらえて

いる。また、環境や社会への貢献を、主に ESG パフォーマンスという狭い範囲でしか考えていない。

本業を活かし、サステナビリティを優位性に変えるために必要な姿勢、メンタルモデル、戦略、慣行

を身につけるには、時間と経営幹部の注力が必要だ。 
 
第 2 に、最大限の価値を生み出す SBM-I を設計するための包括的で系統的なアプローチはまだ

存在しないということだ。事業価値と環境・社会的便益が交わる領域は偶然生じるわけではなく、厳
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格なイノベーションのアプローチと一連の組織設計の選択が必要となる。以下、競争優位性構築の

ための SBM-I への企業の取り組み状況についての私たちの分析結果を紹介する。 
私たちは、サステナブル・ビジネスモデル・イノベーションの状況を理解するために、102 件の事例

を次の 3 つの側面でプロットし、現在の SBM-I への企業の取り組み状況を整理した。 
 
1. SBM-I により、どの程度の規模と範囲でビジネスモデルを変えているか 
2. SBM-I がどの程度のビジネス上の優位性を生み出しているか 
3. SBM-I がどれほどの環境・社会的便益を生み出しているか 
 

1. イノベーションの規模と範囲の拡大 
 

1 つ目の側面は、企業の SBM-I の取り組みの規模と範囲である。たとえば、SBM-I が企業のバリュ

ーチェーン全体のどれほどの範囲におよんでいるか、あるいは、どれだけ多くの事業や製品・サー

ビスを巻き込んでいるかなど、取り組みの大きさである。企業がどれほど意欲的にサステナビリティを

活用して従来の事業を再定義しようとしているのか。それはビジネスモデルの根本的な再構想につ

ながる可能性があるか。 
 
企業は、この側面において、3 つの成熟段階のいずれかに分類される。SBM-I 開発の初期段階で

は、一般的に商品やプロセスの環境・社会的便益の向上に焦点が当てられる。たとえば、スウェー

デンのフィンテック企業ドゥーコノミーが提供開始した「DO」は、購入した商品・サービスごとに CO2
排出量を追跡し、排出量の上限に達すると利用が制限され、排出量をオフセットする機会も提供す

るクレジットカードとモバイルバンキングプラットフォームだ。これにより、消費をより環境にやさしい商

品やサービスへと向かわせる。 
 
次の段階では、川上のサプライヤーから川下の物流や顧客までのバリューチェーン全体を豊かに

することに焦点を当てる。たとえば、ブラジルの化粧品会社ナチュラは、アマゾンの熱帯雨林の生物

多様性を保全し、先住民社会の自律性向上に資する方法で原材料を調達することにより、自然に

やさしい化粧品「エコス」シリーズを開発し、人気を博した。同様に、ペプシコの持続可能な農業プロ

グラムには定評があり、38 ヵ国の 4 万軒以上の農家に対し精密技術や再生農業、土壌衛生管理技

術の導入を支援している。このプログラムの結果、米国とカナダで販売されている「フリトレー」ブラン

ドの商品に使用されるじゃがいもは、サステナブルな方法で調達されている。 
 
川下では、サムスンの大規模な電子廃棄物（e-waste）リサイクルプログラムが 2018 年時点で 54 ヵ

国で実施されており、2009年以降、355万トン以上の製品を回収している。アパレルブランドのC&A
も同様に「サーキュラー（循環型）・ファッション」に取り組み、消費者から衣類を引き取って寄付やリ

サイクルを行うプログラムを開始した。2012 年以降、このプログラムはヨーロッパ、ブラジル、メキシコ

で 1,000 トンの使用済み衣料品を回収した。サムスンと C&A のプログラムは、責任を持って廃棄物

を管理するだけでなく、規模を拡大することで資源利用の効率性を改善できる。たとえば、電子機

器製造のための貴金属や衣料品のための繊維を提供するなど、より循環性の高いモデルを開発す

るための貴重な材料供給源となる可能性がある。 
 
さらに、環境や社会に貢献するためにビジネスモデルを再構想する段階に進んでいる企業もある。

これらの企業は、環境面や社会面のニーズを正面から解決することで、新たな成長の機会を解き放

ち、多くの場合、中核となるビジネスモデルを変革している。前述の EcoStruxure プラットフォームを
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展開するシュナイダーエレクトリックは、このカテゴリーに該当する。ノルウェーの先駆的な農業関連

企業であるヤラは、もともとは肥料メーカーとして設立されたが、それにとどまらず、デジタル化され

たスマートな農業関連事業を展開している。ヤラのソリューションは、衛星画像やセンサー、ディスペ

ンサーを利用して、顧客の農作物の収穫量を向上させるとともに、水や肥料の散布量を減らし、農

作物の収穫量と品質を最適化するサポートをしている。3 つ目の例は、オランダの社会的企業であ

るフェアフォンだ。フェアフォンは、家電製品のビジネスモデルを再構想し、よりエシカルで耐久性の

あるスマートフォンを製造・販売している。同社のスマートフォンは、責任ある調達が行われ、紛争と

関係のないスズやタングステン、リサイクルされた銅やプラスチックなど、サステナブルな素材で構成

されている。また、部品ごとに購入して自分で交換し、修理やアップグレードができるモジュラーデザ

インを採用している。 
 

2.  ビジネス上の優位性の獲得 
 
2 つ目の側面は、SBM-I によって得られるビジネス上の優位性のレベルである。ここでも、各企業

がブランドを構築し市場で競争する方法、あるいは競争の性質を変える方法によって、3 つの成熟

度の段階がある。 
 
ビジネス上の優位性の初期段階では、SBM-I によりブランドが強化され増幅される。その環境・社

会的便益により、差別化や競争力、ステークホルダーにとっての価値が向上する。ナチュラのサステ

ナブルな化粧品ライン「エコス」やフェアフォンのエシカルなスマートフォンは、サステナビリティや全

体性を重視する消費者の心に訴え、ロイヤルティや価格プレミアムを支払ってもよいという気持ちを

誘発する。 
 
次の段階では、SBM-I を推進する企業はビジネスエコシステムとそのステークホルダーの価値観

やダイナミクスを形成している。そうした企業は、そのビジネスモデル・イノベーションの潜在的な可

能性に基づき、業界の規範や基準、規制、サプライヤーや消費者の要請や行動に影響を与える。

たとえば、デルの Digital LifeCare プラットフォームは、がん、糖尿病、心臓病等の非感染性疾患の

早期スクリーニングや、農村部に住む、医療支援を受けるのが難しい人々へのケア提供を可能にし

た。このプラットフォームを展開するために、デルはインド政府やその他の多様な組織を含む、エコ

システム全体のステークホルダーと協力している。Digital LifeCare の登録人数は、2018 年末の 5
万 8,000 人から 2020 年半ばの時点で約 6,000 万人にまで増加しており、同社はインドのデジタル

ヘルスインフラにおける重要なプレーヤーとして位置づけられている。同様に、オランダのロイヤル

DSMは、ルワンダ政府、国際支援機関、地元の NGOと協働し、ルワンダで栄養価の高い強化食品

を提供している。彼らは 2017 年に官民ジョイントベンチャーである Africa Improved Foods を立ち

上げ、現地の農業と供給のネットワーク、生産能力を整備し、アフリカ全域にわたる顧客基盤を構築

した。 
 
SBM-I による優位性構築のもっとも成熟した段階では、新たな競争の場をつくり出し、競争の境界

線やステークホルダーの力学を再形成して新しい価値の創造を可能にする。たとえば、ヤラのデジ

タル農業への進出は、作物の栄養製品の販売から、より広範な農業や環境の問題の解決へとシフ

トすることで、新たな成長機会を生み出している。もう 1 つの例は、2010 年にガーナで営業を開始し

たデジタル保険会社のBIMAだ。BIMAは、革新的なテクノロジープラットフォームと、通信事業者、

モバイルマネー事業者、保険会社とのパートナーシップモデルにより、新興国 10ヵ国の低所得層の
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3,500万人以上の消費者に、手頃で管理しやすい生命保険・医療保険を提供している。BIMAの顧

客は、携帯電話を通じてサービスにアクセスできる。その多くは、1 日の収入が 10 ドル未満の低所

得世帯であり、また、顧客の約 75％が人生で初めて保険に加入する。 
 
3. 環境・社会的便益の創出 

 
3 つ目の側面は、生み出される環境・社会的便益の大きさと性質に関係している。インパクトを総

合的に定義する作業の中で、私たちは、企業が商品、サービス、事業、バリューチェーンを通じて生

み出すことができる環境・社会的便益の 6 つの側面を特定した。それは、「経済的活力」「環境面で

のサステナビリティ」「生涯にわたるウェルビーイング」「倫理的能力」「社会的革新の実現能力」「アク

セスとインクルージョン」である。 
 
初期の段階では、環境・社会的便益はまだ限定的な規模にとどまり、事業のマイナスの影響の軽

減をめざしていることが多い。この段階の SBM-Iの取り組みは、環境問題や社会問題の根本的な原

因ではなく、個別の事象に対処するものだ。たとえば、プラスチックの回収とリサイクルは、プラスチッ

ク廃棄物の影響を軽減するための素晴らしい第一歩だ。しかし、それだけでは真の意味でサステナ

ブルな包装を実現することはできない。そのためには、すべてのプラスチックがリサイクルされる完全

循環型のソリューション、あるいはパッケージングフリーのソリューションが必要である。同様に、食品

の生産段階で動物福祉を確保することは初期段階での重要な活動だが、この方法では、温室効果

ガス排出量の多い肉用牛の生産という課題に正面から取り組むことはできない。 
 
次のステージでは、SBM-I は、環境・社会的課題の根本原因をターゲットにすることで、有意義な

環境・社会的便益をもたらす。企業の活動は、環境面・社会面で正味の便益を生み出し、規模を拡

大できれば大きなプラスの影響が生まれる可能性がある。たとえば、IBM の Food Trust はサプライ

チェーン全体にわたって食料品のデータをブロックチェーンで管理するプラットフォームであり、製

品の環境面のサステナビリティに関する透明性を確立し、生産から消費までの完全性と安全性を確

保する。このプラットフォームは、サプライチェーンの完全性や倫理的能力を高めることで、環境・社

会面で意味のある余剰をもたらしている。 
 
最後に、この側面でもっとも成熟した SBM-I の取り組みは、問題の根本原因を解決し、環境や社

会に大きな規模で高い便益をもたらす。たとえば、ボーダフォンとサファリコムのジョイント・プロジェ

クトとして誕生した M-PESA は、銀行口座を持たない人々のためのピアツーピア（個人間）のモバイ

ル送金サービスだ。2007 年にケニアで開始された M-PESA は、アフリカの 4,000 万人のユーザー

の経済的レジリエンス（回復力・強靭性）を高めるとともに、30 万の M-PESA エージェント（サービス

を提供し、取引数等を基準に手数料を得る業者）に収入をもたらしている。同時に、この通信ベンチ

ャー企業にとっても健全なビジネスとなっている。 
 
ここまで述べてきた 3 つの視点を組み合わせることで、サステナブル・ビジネスモデル・イノベーシ

ョンの現在の競争の全体像が見えてくる。図表 2 は、102 件の SBM-I の取り組みが、これら 3 つの

側面でどんな位置にあるかを示したものだ。さらに、これらの取り組みを、その進捗の程度に応じて、

3 つのグループに分けて示した。 
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102 件の事例のうち、45％が「イニシアチブ・リーダー」（図表 2 左下部分）に該当する。これらの企

業の取り組みは、サステナビリティに基づいた強力なブランドプロミスと結びついていることが多い。

これらの企業は、より環境や社会に配慮した事業運営を求める消費者、規制当局、投資家の要請

に応えるために、製品の開発や改良を行う傾向がある。このような SBM-Iの取り組みは、企業の力を

強め、競合他社との差別化を図ることができるが、競合他社がそのアプローチを模倣したり、業界の

連合に参加したりすることで、その優位性が薄れてしまう可能性がある。たとえば、ほとんどのプラス

チックリサイクルプログラムは、ほぼすべての消費財メーカーが廃棄物問題に真剣に取り組んでいる

ため、もはや差別化にはならない。 
 
次に、25％のケースが 「エコシステム・リーダー」に該当する（図表 2 中央部分）。こうした取り組み

を行っている企業は、サプライヤー、流通企業、投資家、政策立案者、顧客のダイナミクスを再形成

することで、環境・社会的便益をもたらすことをめざしている。これらの企業は、環境・社会的課題を

新たな事業機会に変えようとする先見性のある企業であることが多い。中には、新たなサステナブ

ル・ビジネスモデルを構築するために、業界やセクターを超えた斬新なパートナーシップを結んでい

る企業もある。たとえば、マイクロソフトの Airband Initiative は、規制当局と協力して、地域の通信

会社やインターネットサービスプロバイダー（中小企業を含む）との新しい販売パートナーシップを

構築し、低所得地域や農村部で音声とデータのブロードバンド・アクセスを拡大している。同社は、

2022 年までに米国内外の 4,000 万人以上の人々にブロードバンドを提供することをめざしている。 
 

SBM-I のフロントランナー 

 
最後の 30％の事例は 「フロントランナー」である。彼らは、その業界や市場の未来を切り拓き、先

進的な SBM-I のあり方を示唆している。フロントランナー企業は、これまでの「企業起点」の漸進的

な活動から、より根本的な「社会ニーズ起点」のイノベーションへと視点を移している。つまり、国連

の持続可能な開発目標（SDGs）の実現に向けて積極的に課題を解決するために、自社の組織能

力、アセット、商品、サービス、エコシステムを再構成し、自社の事業価値ドライバーとも密接に結び

つけている。フロントランナーは、ビジネス上の成果（たとえば、TSR（株主総利回り））と環境・社会面
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の成果を、相互に強化しあうような方法で生み出している。彼らは、サステナビリティをビジネスでの

競争優位性に変えることができるもっとも近い位置につけている。 
 
フロントランナーの事例を分析したところ、いくつかの特徴的な要素が見つかった。 
 

• パーパス（企業の存在意義）の一部としてサステナビリティを強調している。 調査対象企業の

すべてが、公式のパーパス、ビジョン、あるいはミッション・ステートメントの中で、環境・社会面で

のプラスの影響に明確に言及している。 
 

• 堅固でレジリエンスの高いビジネスモデルを構築し、すべての目標に向けてそれを展開してい

る。 環境・社会面の価値のドライバーが、事業価値や競争優位性のドライバーに直結している。

フロントランナー企業は、環境問題や社会問題の根本原因に取り組んでいるために、企業とし

ても成功している。 
 

• 環境面・社会面の総体的な成果に向けて最適化している。 特定の問題に起因する独立した事

象に焦点を絞るのではなく、システム全体の課題の複雑な根本原因を解決する包括的なソリュ

ーションを追求している。この点で競合他社と差別化している。これにより、エコシステムのステ

ークホルダーのダイナミクスを形成し、さらには競争の境界線（ゲームのルール）を自社に有利

になるように変更できる。 
 

• いくつかのサステナブル・ビジネスモデル・イノベーションを組み合わせている。 BCG論考「The 
Quest for Sustainable Business Model Innovation（2020 年 3 月）」では、サステナブル・ビジ

ネスモデルに共通して見られるイノベーションの原型をご紹介した。「サステナビリティの源泉を

所有する」「サイクル全体を所有する」「商品・サービスの社会的意義を拡大する」「ブランドを活

性化する」「再ローカライズ／地域化する」「バリューチェーンを拡大する」「（パブリック／ソーシ

ャルセクターも含め）業界を超えて新モデルを構築する」の 6つである。これらのアプローチを組

み合わせたり重ねたりすることで、企業は事業価値の向上と社会・環境面の便益の拡大を同時

に実現する総体的な戦略とビジネスモデルを開発できる。 
 

• 高度な技術とデジタル組織能力を駆使している。 これにより、新しいソリューションを開発し、旧

来の経済的制約やトレードオフを打破し、リーチと規模を増幅することができる。デジタルツー

ル、アナリティクス、その他の先進的な技術の高度な活用で実績のある企業は、事業価値に関

連するバリュードライバーで高い評価を得るとともに、社会・環境面の便益を向上させる傾向が

ある。 
 

• 業界やセクターを超えた新たなパートナーシップを活用している。 フロントランナーは、民間企

業、公共機関、社会団体とパートナーシップを結び、リソースを出し合い、組織能力を交換し、

新たな市場を開拓し、リーチと規模を拡大している。 
 

• 広範なステークホルダー層に対して価値を創出している。 顧客、サプライヤー、従業員、株主・

投資家、政府、社会全体の長期的な利益を、先を見越して考慮し、それによって優位性の基盤

を拡大している。 
 

https://www.bcg.com/publications/2020/quest-sustainable-business-model-innovation
https://www.bcg.com/publications/2020/quest-sustainable-business-model-innovation
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• 価値を獲得するための新しい方法を実験している。 顧客に選ばれる企業となり、新しい市場に

アクセスするための革新的なアプローチを探求している。また、自社が生み出したステークホル

ダーの価値に見合うリターンを得るための新たな方法も試している。たとえば、ブレンドファイナ

ンスを活用してリスクを低減し、自社の投資を増幅させるといった方法だ。 
 

新しい分野に習熟しようとすることは動く標的を狙うようなものだが、サステナブル・ビジネスモデ

ル・イノベーションも例外ではない。フロントランナーには、今後多くの企業が加わるだろう。シュナイ

ダーエレクトリックのように多くの企業が、深刻な社会・環境面の問題に対して独創的な解決策を見

出している。こうした企業はその過程で、これからの優良企業のあり方を示している。 
 

――――――――――――――――――――――――――― 
 

SBM-I の成熟度マップは、自社がどの程度サステナビリティを優位性として活用しているかを理解

するための手っ取り早い方法だ。まずは、SBM-I の成熟度マップの 3 つの側面に照らし合わせて、

自社の現在のビジネスモデルやサステナビリティへの取り組みを注意深く見てみることをおすすめし

たい。 
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