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はじめに
今、サステナビリティ・リーダーシップは、重要な転
換期を迎えています。地球の気候変動の本質的なメカ
ニズムが明らかになるにつれて、世界経済が存亡の危
機に直面していることも俄かにわかってきました。

ネット・ゼロ実現に向けた動きは一段と加速し、再生
可能でより豊かな未来を取り戻そうとする取り組みも
進行しています。加えて、社会におけるビジネスの役
割と目的も急速に変化しています。顧客、投資家、従
業員は、企業に対して持続可能で価値観を重視した市
場システムを提供することを求め、社会変革を進める
上でより重要な役割を果たすようになってきていま
す。企業は利益追求だけでなく、未来を見据えた社会
変革が求められているのです。

そんな中、サステナビリティ・
リーダーシップとCSO（チーフ・
サステナビリティ・オフィサー
／最高サステナビリティ責任
者）の役割は、かつてないほど
重要になっています。

COVID-19パンデミックにより、組織がシステム全体に
及ぶリスクに直面したときに、世界がいかに迅速に結
束、協力し合えるかを証明しました。危機そのもの
は、今後、本格的に起こりうる気候変動のリハーサル1

と捉えられるかもしれませんが、それと同時に、CSOと
CSO率いるチームの役割の重要性も、注目を集めるきっ
かけとなりました。CSOの責任は、ビジネス戦略の中核
をなすレジリエンスと、組織の目的にポジティブな社
会的影響を組み込むことにあります。

私たちは世界中の企業のCEOやCSO 50人以上に
インタビューを行いました。そのインタビューを
通じ私たちは、企業のオペレーション、戦略、
文化、リーダーシップにおいて、サステナビリ
ティがどのような役割を果たしているかを理解す
ることに成功し、加えて「2020年は、サステナ
ビリティがビジネスの必須条件となる転換年だ」
という共通の確信も得ることができました。

TemasekのCSOでありWe Mean Business 
Coalitionの共同議長であるSteve Howardは次の
ように述べています。

「資産運用会社や株主は、
企業に安定と成長を求めま
す。しかしそれは、現在に
おいても未来においても確
実ではありません。サステ
ナビリティは、いま歴史上
はじめて、企業の成功、そ
して生存を決定する重要な
議題となったのです」。

1 Climate Leadership Now, the new bar for business action on climate change, We Mean Business Coalition, September 2020 
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変化への期待が加速する中で、
CSOの役割を再考する

2015年12月に採択された「パリ協定」は、世界初の普
遍的で法的拘束力のある気候変動協定となりました。
パリ協定は、地球温暖化を2℃未満に抑えることを正
式に約束するとともに、気候変動の影響に対処するた
めの各国の能力を強化することを目的としていま
す。2021年初頭までに、160カ国12,000社以上の企業
が国連グローバル・コンパクトに署名し、地球温暖化
を1.5℃以下に抑えるために自らの役割を果たすことを
誓っています²。

投資家、顧客、従業員は、企業に対して変化にもっと
積極的に貢献すべきだというプレッシャーを高めた
り、規制や政策も変更されたりします。そして、この
ような動きの高まりにより、ESG目標がビジネス戦略
の中核となってきました。

COVID-19は、この変化をさらに加速させました。とあ
る組織のCSOが私たちにこう言いました。

「誰もが解決策の一部か、問
題の一部かのどちらかです。
関りがない人はいません」。

現在、ESGとビジネスは密接に結びついており、「株
主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」への
移行しています。「ステークホルダー資本主義」と
は、企業が顧客、従業員、社会、地球のために長期的
な価値を創造することを期待するものです。

2 United Nations Global Compact – See who’s involved, UN 
Global Compact, January 14 2021 3 Shareholder Value Is No 

Longer Everything, Top C.E.O.s Say, New York Times, 

August 19 2019

世界のCOVIDへの対応は、危機的状況に陥ったときに、
緊急性を持って集団で何ができるかを示すものでし
た。しかし、気候変動により引き起こされるさらなるリ
スクは、取り返しのつかないものになるかもしれませ
ん。今こそ、リーダーたちは、組織におけるCSOの役割
を革新し、再構築する必要があるのです。

今後の成長の基盤となるもの
もはや、”サステナビリティ”か”利益”か、という問題で
はなく、唯一の問題は”残された時間”です。再生可能な
力を構築するために、今すぐのサステナビリティへ投
資とコミットメントが必要です。うまく実行できれ
ば、その効果は広範囲に及び、ビジネス全体に影響を
与えるでしょう。

2019年、約200人もの先進的なCEOが、企業は「株主の
利益を増進するために存在する」という長年の前提に
異議を唱えました。「私たちは、すべてのステークホ
ルダーに対する基本的なコミットメントを共有してい
ます」とBusiness Roundtableグループは述べ、そこに
は、従業員への投資、環境保護、サプライヤーとの公
正で倫理的な取引が含まれると説明しました³。

しかし、リーダーの中には、サステナビリティという
言葉を中核的な戦略と認識しておらず、環境、サプラ
イチェーン、リスク・コンプライアンスなどの分野に
おける、サイロ（縦割り）のように捉え、誤解してい
る場合があります。
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戦略的方向性と助言
CSOの役割は、この20年間で急速に進化しました。2014年に
は、S&P500社のうち90社がCSOを設置し、それ以降もCSOの
数は着実に増えています。

私たちのインタビューや調査によると、経営幹部レベルで活躍
するサステナビリティ・リーダーが増えています。念のため補
足すれば、経営幹部レベルで活躍しているCSOとは、ビジネス
に精通し、ステークホルダーを効果的に管理・説得し、一時的
な「サステナビリティ・バブル」が終焉したとしても洞察力を
発揮することができるような人たちです。

本稿では、コーン・フェリーが提唱するCSOのエグゼクティ
ブ・サクセス・プロファイルの概要を、組織が将来のCSOに求
める能力と属性についての観点から紹介します。そして、世界
中の組織や経済で起きているこの動きに乗って、変化を起こす
方法について考えます。

0505



「もはや、サステナビ
リティか利益かという
問題ではなく、唯一の
問題は残された時間
だ」。
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が必要です。サステナビリティは社会や組織の構造的な
仕組みに関係するので、組織のありとあらゆるものと関
わり合いがあります。一般的にCSOは、戦略とCEOオ
フィスの間に設置されています。CSOは、戦略企画、リ
スク管理、財務、本社機能、研究開発、商業部門など複
数の事業分野にまたがって活動するので、社内外に変化
をもたらす関係構築が大きく求められます。

せっかちな楽天家であれ

計算されたリスクを取り、大小問わずあらゆるチャン
スを掴むためには、情熱、リスクを許容する力、そして
レジリエンスの組み合わせが不可欠です。あるCSOは
「あらゆる場所に糸を張り巡らす蜘蛛になれ。そして、
最も高いレベルで物事を動かすことを考えろ。そうしな
いと、形ができても結果を出すことができない」と提言
します。

CSOは、複雑なアイデアを単純化し、リスク、信頼、成
長、コストの関係性を分かりやすく伝える「最高翻訳
責任者」とも認識されています。賛同を得るためには、
ビジネスにとっての価値を明確にすること、つまり、ビ
ジネスの現場と向き合う能力が必要です。CSO自体が決
定権を持たなくても、人を巻き込み、鼓舞する能力に
よって、多くの失敗を経験し、そこから学ぶことでこれ
らの目標を達成することができます。

理想のCSOとは
サステナビリティ・リーダーたちは、高まる要求やプ
レッシャーに対応しなければなりません。しかし、組
織内で優先順位や期待が異なるため、非効率性や重
複、あるいは混乱を招く可能性があります。あるCSO
は、

「私たちにとって戦略的な柱
　であるにもかかわらず、サス
　テナビリティという言葉は非
　常に誤解されており、"自分は
　サステナビリティで何をすれ
　ばいいのか？"という意識が蔓
　延している」

と述べています。このような矛盾があるため、CSOは
しばしばサイロを壊すことを求められます。別のCSO
が言うように、

「ルールや現状を健全に無視
した、節度ある過激派である
こと」
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「あらゆる場所に糸を張り
巡らす蜘蛛になれ。
そして、最も高いレベルで物
事を動かすことを考えろ。
そうしないと、形ができても結
果を出すことができない。」
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レジリエンスと
情熱のバランス
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CSOへのインタビューによると、サステナビリティ
において成功を創出するまでには時間がかかりま
す。また、サステナビリティの専門家が以下の傾向
を示す場合には、サステナビリティのキャリアで失
敗するリスクがあることが分かりました。

ビジネス能力
より
利他主義

可能性の追求
より
エゴや自信過剰

曖昧の許容
より
厳格さ

社会におけるビジネス
を捉える広い視野
より
狭い考え

あらゆるレベルで影
響力を発揮できる
のではなく
周囲から信頼されて
いない 
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ある意味COVIDは霧を払いのけ、
必要なものを必要なときに必要な
だけ生産する「ジャスト・イン・
タイム」生産方式を精査すること
になった。より持続可能な仕組み
の必要性を証明したかたちだ。

     Eric Soubeiran, Vice-President  

     Nature and Cycles (CSO)

01 0302

CSOのエグゼクティブ・サクセス・プロファイル
を定義するにあたり、コーン・フェリーでは、本
職務が担うべき責任を3つ特定しました。

エグゼクティブ・コ
ミッティの一員

一般的にCSOはCEOの部下とし
て、それに伴う権限と周囲からの
認知を得ます。あるいは、戦略部
や本社機能などに属して小回りの
利く中央集権的な組織として機能
します。

サステナビリティが
もたらす具体的影響
への対応
CSOは、サステナビリティに伴う
リスクの具体的な影響を深く理解
しながら、前向きな影響を生み出
し価値を最大化する必要がありま
す。持続可能な開発目標（SDGs）
はビジネスへの影響を測定する上
で参考となりますが、CSOはより
具体的影響に焦点を当てるべきで
す。

パートナーシップ・
アプローチ

CSOがビジネス部門を導き行動を起
こさせます。SDGsを達成するため
の能力は、組織全体で発揮されなけ
ればなりません。ビジネスに行動を
起こさせるために、CSOはビジネス
の潮流を予測し、サステナビリティ
が全社共通の達成責任としてどのよ
うにビジネスと結びつくかを理解
する必要があります。

ここで重要なのは、この役割への投資がここ数年で急
増していることです。COVID-19の経済的影響により一
部の予算は抑制されていますが、それは一時的なもの
にすぎず、サステナビリティは将来生き残るための投
資として不可欠と考えられています。
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「もはや本社部門とビジネス部門を区
別してはいません。サステナビリティ
は当社のコア・パーパスの一部で、サ
ステナビリティ・チームは社内の教育
者でありカタリスト（反応のきっかけ
を作る促進者）なのです」。

Alexandra Brand – Chief Sustainability Officer, Syngenta 

サステナビリティ・チーム

CSOが専門性を備えたチームから追加のサポートを受けられる傾
向が増えつつあるものの、サステナビリティ・チームはいまだ小
規模なままです。「ビジネスを強化する」というスローガンが健
在なままだからです。サステナビリティ部門、CEO、CFO、HR、
戦略、リスク、R&D/イノベーション、本社機能など、幅広い社内
エコシステムと密接に連携しています。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
サステナビリティ・チームに最低限求められるのは、非財務情報
の報告（Non-Financial Reporting）、データ、トレンドの予測と
分析、広告宣伝、環境（気候）、社会的パーパスに関する専門知
識です。また、事業によっては、サプライチェーンのデューデリ
ジェンスに関する専門知識や、事業内で複数のワークストリーム
（作業を効率的に進めるための決め事）にまたがって活動できる
実行部隊が求められたりする場合もあります。　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、企業内にサステナビリティ・チャンピオン（サステナビリ
ティを推進する担当者）を設置する企業も増えてきています。あ
るCSOによると、チャンピオンの目的は、変化を加速し、主体性
と責任感を高め、情報が双方向にやり取りされる仕組みを作るこ
とです。
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CSOの
サクセス・
プロファイル
この極めて重要なリーダーシップの役割は常に
進化しています。そこでコーン・フェリーは、
スキルや属性を個別に定義するのではなく、人
材とリーダーシップ全体の設計図である「サク
セス・プロファイル」を作成しました。

当社独自のKF4Dモデルに基づき定義されたCSO
のサクセス・プロファイルは、狭い領域の経験
を持つ本社部門の専門家というより、マインド
とスキルの両方において「起業家リーダー」の
要素をもつプロファイルとして位置づけられて
います。
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「サステナビリティは、バリュープロポ
ジション（自社独自の価値を提供するこ
と）の一部でなければなりません。ビジ
ネス成長、顧客との信頼構築、リスクや
コストの削減、の少なくとも一つにはつ
ながるということ。そうすることで、こ
れがビジネスの一部だと示すことができ
ます」。

Rebecca Marmot  
– Chief Sustainability Officer, 
Unilever
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• 戦略的思考

• 長い変化の曲線を通して得たレジリエンス

• 顧客重視とグローバルな幅広い視点

• 複数のステークホルダーの課題を取りまとめ
る説得力と影響力

• インパクトと成果を実証する能力

• 社内外のネットワークの活用-この規模の課題
に取り組むにはパートナーが必要

• 戦略的なリーダーシップを発揮した経験により
磨かれた直感と先見性

• 変化を促す確かなコミュニケーション能力と、
グローバルな議論への貢献

• 様々な産業や地域におけるサステナビリティに
関する専門知識の蓄積

• 複雑なビジネス環境において複数のワークスト
リームを管理し変革を推進してきたリーダー
シップ能力と、強いビジネス能力

• 外部組織との共同作業の実績

コンピテンシー
いま、サステナビリティは注目の
的ではありますが、CSOがこの勢
いを生かして意味のある変化をも
たらすには、やり抜く力（Grit）
と粘り強さが必要です。

経験
サステナビリティ部門の頂点で成
功するためには、CSOは信頼の置
けるアドバイザーとみなされる必
要があります。ビジネスに精通
し、将来を見据えたソートリー
ダー（特定の分野において影響
力、発信力、存在感のあるリー
ダー）であり、インパクトのある
コミュニケーション能力を備えて
いる人物です。。
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性格特性
• 人間関係やソーシャルキャピタル（社会や地域コ
ミュニティーを支える人の相互関係）を構築する
能力

• オーセンティックで自己認識が高い

• 変化を前向きに受け入れる。つまり、曖昧さを許
容し他者に明確さを与える

• 知的好奇心が旺盛で、他者の意見を受け入れる

• サステナビリティが、自身のアイデンティティや
パーパスの中核をなす

• 他者との協働関係の構築や重要課題の複雑さに向
き合うことに対してやる気を感じる

• サステナビリティを（プロセスと枠組みを構築す
ることで）運用可能とすることを熱望する。

• 率直に発言し現状を打破することに抵抗はない
が、他者に影響を与えたり、あるいは他者から
認知されることに動機づくことはあまりない。

成功しているCSOは主体性を強
く持っており、変化を促す能力
にあふれ、より持続可能な未来
を作ることができると信じてい
ます。

ドライバー（動機）
CSOは、ほぼ共通して使命感に
動機付けられ活動しています。
今後CSOは、「パーパスを提供
する人」としての役割をさらに
果たすようになるでしょう。
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変革に対する抵抗や、幅広い層からの支持を得られな
かったりすることが、変革の妨げになることがよくあ
るからです。

利他性だけでは変革を起こすことはできません。持続
可能な取り組みは、組織のコアな価値観や働き方とし
て、組織全体に織り込まれる必要があります。さもな
くば、顧客や投資家、その他のステークホルダーか
ら、不誠実なグリーンウォッシングと見なされてしま
うでしょう。

では、どのようにして人々から賛同を得ることができ
るのでしょうか。

「まず、生じるであろう障害に注意し
てください。"中間管理職の専制 "とい
う言葉は、このケースではこれ以上な
いほど当てはまります。中間管理職を
動員し、マインドセットを変える必要
があります。従業員やCEOの熱気だけ
では十分ではありません。事業部門の
管理職と面会し、現状を把握し、サス
テナビリティを活用して事業部門の戦
略を推進する支援をし、信頼関係を構
築した上で、市場を拡大して新たな
価値を提供するためのビジョンを共
同で策定する必要があります」。

Curtis D. Ravenel - Founder & Former Global Head, 
Sustainable Business & Finance Group, Bloomberg 
LP and Senior Advisor to Mark Carney, COP 26 
Finance Adviser and UN Special Envoy

変化を起こす
サステナビリティ戦略を成功させるためには、組織の
パーパスに根ざした根本的な変革が必要となりま
す。CSOは、サステナビリティに関する従業員の認識を
変えて支持を得ることで、サステナビリティを全員の責
任とすることができます。サステナビリティが企業文化
に組み込まれることで、日々のビジネス活動がサステナ
ビリティ目標に貢献できる可能性が高くなります。

これは、「成長のための成長」ではなく「良く成長」す
るためです。そして、それを達成するためには組織全体
の力が必要です。

カルチャー・トランスフォーメー
ションをデザインする

先進的なCSOたちは、何よりもまず、企業文化の変革は
人間中心でなければならないと認識しています。大胆
な目的のために皆を団結させ、力を与えるという意味
で、変革を推進する上で最も重要なのは人材です。
人々は、過去のこれまでの状況を超えて、これからど
うするべきなのかを考えるうえで、正しいマインド
セットを求めています。

変革は、リーダーシップチームや役員レベルから始ま
るかもしれません。

想像的破壊が引き起こす変化の中では、CEOが「Chief 
Culture Officer（最高文化責任者）」となり、持続可能
な原則と実践への移行を支える信念と行動の変化を、
目に見える形で推進し、構築しなければなりません。
同時に、企業文化の変革はトップダウンだけでなく、
ボトムアップやミドルアウトで行われる必要がありま
す。CSOは、企業文化の変革を促進しやすい地ならしを
したり、組織のエンジンルームや現場にいるインフル
エンサーを活動に参加させるために変革の活動を魅力
的なものとしてアピールしたりすることで、側面支援
をすることができるのです。

変化に勢いをもたらすためには、CSOはまず、信頼と理
解の文化を築く必要があります。組織に行きわたって
いる既存の考え方とは異なるかもしれませんが、意味
のある変化を促すためにCSOは組織全体にわたって大規
模に社員のマインドセットを変える必要があります。
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中間管理職の賛同と行動変容を達成するための1つの
方法は、ビジネス的な成功を生んだ事例を示し、戦
略の調整を支援することです。

「サステナビリティは、バリュープロ
ポジション（自社独自の価値を提供す
ること）の一部でなければなりませ
ん。ビジネス成長、顧客との信頼構
築、リスクやコストの削減、の少なく
とも一つにはつながるということ。そ
うすることで、これがビジネスの一部
だと示すことができます」。
Rebecca Marmot – Chief Sustainability 
Officer, Unilever

焦点を「悪いことを減らす」から「良いことを増や
す」に移すことで、サステナビリティはコストや“ホ
ウレンソウ”ではなく、ビジネスを助けるもの、ある
いは創造するものとして認識されます。

2020年度の「エデルマン・トラスト・バロメー
ター」の調査報告によると、企業の信頼にとって、
目的や誠実さなどの倫理的な原動力は、企業の持つ
能力よりも3倍重要であることがわかりました。回
答者の74％が「CEOは変革を率先すべき」と考えて
おり、73％は「気候変動について自分たちのリー
ダーが発言することが重要だ」と答えています ⁴。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コーン・フェリーの「サステナビリティ成熟度モデ
ル（Sustainability Maturity Model）」では、組織が
「遅れている」から「先駆的である」までのどの段
階にあるかを判断します。そして、成長、リスク、
コスト、信頼に焦点を当てて、どのように成熟度を
上げることができるかを検討します。

4 2020エデルマン・トラストバロメーター,  2020年1月19日
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「サステナビリティは、戦
略、ビジネスモデル、バリュー
プロポジション、企業文化に不
可分である必要があります」。
Olivier Blum -  
Chief Strategy & Sustainability Officer,  
Schneider Electric
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Lagging
（大きく遅れている）
• 規制の順守

• 社会・健康・環境基準への準拠

• 「Take（資源を採掘して）」-「Make　(作って)」-
「Waste（捨てる）」の直線型モデル

Keeping up
（遅れずついて行っている）
• 環境効率を意識した運営

• 資源保護、二酸化炭素排出量の削減、廃棄
物管理

• 評価と株主価値の最大化

• 継続的な学習

01

02

自社は、「サステナビリティ成熟度
モデル」のどこに位置したいのか
企業は、「成長」「リスク」「コスト」「信頼」という4つ
の観点から、サステナビリティにどのように取り組むかを
決定し、「どこで、どのように取り組みたいのか」を自問
する必要があります。
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Transforming
（変革途中である）
• -企業の価値観や活動にサステナビリ

ティを組み込む

• よりクリーンでエコな製品（競争力）

• 持続可能な「Borrow（借りて） ‒
use（使って） ‒ return（戻す）」モデ
ル（循環型経済）

Pioneering
（リードしている）
• 業界の創造的破壊と変革を主導

• アライアンスとパートナーシップ

• 生態系の再設計とバイオミミクリー
（社会的インパクト）

• 利益、社会、環境を重視したビジネス
（トリプルボトムライン）

03

04
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野心的であること、献身的であること、
結果責任を負うこと

また、企業は、政府の介入を待たずに主導権を握
る必要がある、というのが全体的に一致した見解
でした。「規制を待っていてはいけません！進捗
状況、測定方法、透明性に対する期待は変化しま
したし、投資家は今まで以上にデータを重視して
います」と、あるCSOは提唱しています。

ガバナンスはサステナビリティ機能の重要な部分
であり、インタビューしたCSOの何人かは、情報開
示に対する要求は "重要かつ増加している"ことを
指摘しています。高いレベルで情報が精査される
ので、結果としてリスクを伴い、そして一部の評
価は複雑で主観的である可能性があります。

だからこそ、サステナビリティの運用化、つまり
構造化が必要なのです。例えば、生産、サプライ
チェーン、ロジスティクス、あるいは、顧客や投
資家からの評価などと連携した、変化の裏付けと
なる指標が必要です。

そして最後に、報酬がサステナビリティの目標と
連動していなければ、短期的な収益重視に陥るで
しょう。

サステナビリティを戦略の中核として定義し、既存の
KPIに組み込むことで、CSOは目標水準を上げることが
でき、無関心や中途半端な努力をする必要がなくなり
ます。戦略は明確で、「すべてを捧げる」ものでなけ
ればならず、そうでなければすぐに弱体化してしまい
ます。また、戦略には長期的な視野が必要です。

あるCSOは、「価値について考えるとき、視野の狭い
見方をしてしまうことがある」と述べています。市場
シェアや競合他社との差別化など商業的な機会を考え
ることにより、付加価値を生み出すヒントが得られる
こともあります。

CSOとのインタビューで共通していたのは、「完璧さ
よりも進歩することの重要性」でした。

「大胆に行動し、やってみながら学ぶ
ことが、私たちがジャーニーの中で得
た最高の教訓です」

と、あるCSOは語りました。また別のCSOは、弱
さに慣れることの重要性を指摘しました。

「分析に夢中になるなど手段が目的
化することで活動が停滞することを
避ける。挑戦的な目標を設定し、失
敗の責任を問われることに神経質に
なってはならない。失敗を受け入
れ、勇気を持って、本来の目的に自
信を持ってほしい」。

Dorothee D’Herde – Head of Sustainable  
Business, Vodafone Group
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リーダーシップを再構築する
永続的に続く変化を起こすために、CSOには活動を組
織内に奮い起こさせる力が必要です。サステナビリ
ティの専門家は技術的に優秀かもしれませんが、専門
性をかざしても組織に大規模な変化を起こすことはで
きません。CSOの役割の大きな部分は、人々に主体性
を持たせ、育成することにあります。

「他者を通じて成果を出す」ことは、CSOのインタ
ビューの中で一貫して必須条件として挙げられたも
のです。もっとも、これはマイクロマネジメントを意
味するものではありません。リーダーには、サステナ
ビリティを組織内に埋め込むことができる能力に加
え、権限移譲できる能力も必要です。また、変化のス
ピードを速めることと、コンセンサスを得ながら推進
することの間で生じる軋轢を解決する能力も必要で
す。また、リーダーは曖昧さを許容できたとしても、
常にグレーな状態で仕事をするわけではありませ
ん。なぜならば、他者を介して進歩を可能にするため
に、明確な情報を提供する必要があるからです。

要するに、CSOは戦略と変革を推進すべきであり、
あるCSOが言うように、「"組織的な鍼治療 "を行
い、コリを解きほぐすべきポイントを見つける」の
です。そうすることでCSOのチームは、育成、実
施、測定に集中することが出来るのです。

Vodafone Groupのサステナブルビジネス責任者で
あるDorothee DʼHerdeは、このスキルを"集団的脆
弱性の発揮"と表現しました。オープンな気持ちです
べてのステークホルダーの話に耳を傾ければ、「す
べての答えを持っていなくても、共感が橋渡しをし
てくれる 」からです。

これにより、ビジネスで真の変化をもたらすことが
できる領域を特定し、野心的な目標を設定すること
ができます。あるCSOは、「最高の目標とは、どう
やって達成すればいいのか分からないものだ」と
語っています。

Be ambitious
（野心的であれ）
絶対的な目標を設定する

Understand
（理解せよ）
すべての視点において

Identify 
opportunities
（機会を特定せよ）
それから育成する

Lead
（リードする）
コンセンサスを得て、
権限移譲する

Develop the 
momentum
（勢いを生み出す）
変化のために
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インパクトの測定
本稿では、成功するCSOの特徴と特性を定義しました。しかし、組
織はその成功をどのように測定しているのでしょうか？　インタ
ビューの中から、以下のような幅広い成功指標が導き出されまし
た：

エグゼクティブの賛同
「成功とは、CEOや取締役会議長な
どリーダーから委任を受けること、
あるいは、戦略的にアプローチする
ことであって、組織内の衝突の火消
しをすることではありません」。

組織全体の賛同 

「サステナビリティを全員の
仕事にしたときが成功です。
サステナビリティは組織の最
上位に位置し、経営陣のリー
ダーシップに組み込まれるべ
きものです」。
Eric Soubeiran, Vice-President Nature  
and Cycles (CSO), Danone

「自分の課題に他者が積極的
に取り組んでくれること！」

「成功とは、事業の将来性を
見据え、従業員がやる気を
もって取り組んでいる状態の
こと」。

5  How to Make the Most of a Chief Sustainability  Officer, Guoli Chen, 
INSEAD Associate Professor of Strategy, August 18, 2020

有形の価値
サステナビリティが掲げる目標は、成長、ブランド
の変革、売り上げ、株価、その他の財務指標に直結
します。

例えばINSEADの調査によると、CSOを任命した企業
は、1年後に高いTobin's Q（企業に対する市場の長期
的な評価を示す指標）を記録しています5。

「投資家が関心を寄せるレジリ
エンシー・リスクを管理
し、SDGsの形式だけを追うこと
なく、目標に対する実績を評価
するようにしています。私たち
の目標は、最高の自分であるこ
とで、理想論ではなく地に足の
ついた現実的な方法を取ってい
ます」。
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未来予想図
変革の必要性が高まり、すべてのステークホルダーか
らの期待が高まる中、サステナビリティは取締役会レ
ベルの優先事項となっています。現在では、業界、地
域、企業規模やビジネス規模にかかわらず、すべての
企業の取締役会の議題となっています。

サステナビリティへの注目度が飛躍的に高まるにつ
れ、この分野の人材に対する需要も高まっています。
その一方で、企業は従来、この分野への投資を抑えて
きたため、リーダーシップのパイプラインは十分に
育っていません。

採用においては、必然的に多様な経歴や専門性を求め
ることとなり、リーダーシップの面において求められ
る最高レベルには至らない応募者も多々遭遇します。

これまで述べてきたように、サステナビリティ・リー
ダーに課せられたプレッシャーは計り知れません。複
数のステークホルダーの相反するニーズをうまくまと
め、あらゆるレベルで影響力を発揮し、ビジネスセン
スを実証し、勇気と回復力を示すことが必要です。報
酬は、短期的および長期的な視野の中で、価値と測定
可能な成功を示す能力と連動していなければなりませ
ん。

そして、CSOの役割が、組織の将来の成功、あるいは
存続にとってより重要になるにつれ、CSOの機能が
CEOのリーダーシップへの足がかりとなる可能性も高
まっていくことでしょう。

サステナビリティは、個人
やファンクションを超え
た、パーパスを持った戦略
です。その使命は、事業部
門に当事者意識を持たせ、
運用モデルや働き方を変
え、最終的には製品やサー
ビスの革新、信頼性の向
上、コスト削減、レジリエ
ンスを通じて市場での競争
優位性を提供することにあ
ります。
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Steve Howard –

「最高のゴールとは、ど
うやったら到達できるか
さえ分からないような
ゴールのことだ」。

Chief Sustainability Officer, Temasek and  
Co-Chair of We Mean Business Coalition
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コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサル
ティングファームです。クライアントの組織構造
やポジションとその責任を設計・最適化し、適切
な人材を採用できるよう支援し、社員の処遇・育
成・動機付けといった課題についてもコンサル
テーションを提供します。さらに、専門性を高め
ることによる人材のキャリアアップを支援します。
詳しくは kornferry.com をご覧ください。




