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概要：

1 .  地球システムは、人間の行動がその生命維持システムを脅かし、持続不可能な形で自然資本を消費するという新
たな局面を迎えている。持続可能な開発目標（SDGs）においては、貧困の撲滅、食糧・水の安全保障の強化、
健康の改善による人類の福祉に重点を置くミレニアム開発目標（MDGs）のコミットメントを再確認することが
不可欠である。しかしSDGsはまた、地球システムのガバナンスの問題や、個人、集団及び国家の慣行を持続可
能なものへと転換するという課題にも対処しなければならない。

2 .  これらの課題に対し、本ポリシーブリーフでは以下を考慮した重層的アプローチを提案する。
　　◆　 地球規模のプロセスを安全、公正かつ持続可能な空間で維持するためのグローバルな目標の設定。
　　◆　 様々なステークホルダーのフォーカルポイントとして機能し得るような形で構成される個別の目標及びターゲッ

トの設定。
　　◆　 ターゲットはグローバルなものであると同時に、異なるニーズや能力を持つアクターが自身に最適なターゲッ

トを選択できるようなオプションを提供するために、地域、国家、地方あるいは企業／組織レベルで調整さ
れる必要がある。

　　◆ 　変化の追跡及び進捗状況の報告を可能にする指標及びモニタリング機能。

3 .  SDGsは、本質的に分野横断的かつ統合的な目標を構成することで、サイロ化されたセクター間の相互連関を図
るための豊富な機会を提供し得る。それが実現した場合、将来の世代が自らの欲求を継続的に満たしつつ、
MDGsに明確に示された現代の世代の欲求を満たすことが可能となる。アジェンダの複雑性かつ責任ある政策実
施の必要性に鑑み、「持続可能な開発に関するグローバル報告書（Global Sustainable Development 
Report）」や同様の国家レベルの報告メカニズム等の適切に設計された実績評価システム、また国家の枠を超え
てアクターに与えられる役割が不可欠となる。SDGsの評価においては、地球システムの変容を考慮したモニタ
リングを採り入れる必要がある。



新たな課題
持続可能な開発目標（SDGs）の策定及び実施にあたっては、
今日のグローバル化が進み相互に関連し合う世界における持
続可能性の課題を反映しなければならない。ミレニアム開発
目標（MDGs）は、主に社会経済問題への取り組みに対する
アスピレーションを確立したが、一方SDGsでは、経済、社
会及び生態系の各領域ならびにそれらの重複及び相互作用の
関係性を考慮に入れる必要がある。過去20年間の地球規模
の変化に関する科学の知見は、社会的関心のある主要な問題
が、規模と範囲という点で関連する傾向が強まっていること
を示唆している（LaPorte 1975; Simon 1981; Clark 
and Munn 1986; Stern, Young & Druckman 1992; 
Taleb 2012）。ある国の特定のセクターにおける活動から
生じる問題が、他の国の機能的には関係のないセクターにお
いて問題を引き起こす可能性がある。しかし、各国政府やガ
バナンス・システムには通常、この類の問題あるいはそれに伴っ
て生じ得る結果に対して予測または対応する態勢が整ってい
ない。こうした前例のないグローバル・ガバナンスに対する
課題の本質的な変化に加え、そのような問題への取り組みに
対して責任を担うとともに、新たな対応策を考案するアクター
の数が増え続けているといったより前向きな傾向もある。持
続可能な開発に向けた行動変化の指針となる適切な目標や
ターゲットを提供しつつ、これらの問題や変化に効果的に対
応することがSDGsの課題である。

「持続可能」な開発に向けて
国連持続可能な開発会議（リオ＋20）において、正式に「開
発」に対し「持続可能性」について明記したことにより、人
間のニーズ及びアスピレーションの充足に向けた今後の進展
に向けて、地球の生命維持システムの保護に対する強いコミッ
トメントが必要であるということを認めることとなった。地
球規模での持続可能な開発の達成には、地球上に存在する何
億もの貧困層のニーズに応えるための一層の努力を必要とす
る。しかし、現在70億人の世界人口は、今後数十年で90～
100億人に増加すると予想されており、持続可能性を達成す
るにあたっては、多くの個人や社会が豊かな生活であると信
じているものを再定義する必要がある。貧困の撲滅は、社会
に大きな利益をもたらし得るものの、これを持続可能な方法
で実現するには、先進国及び新興国において物的消費の大幅
な削減が求められる。また、人間と環境との関係を管理する
ということに対する新しい視点も早急に必要である。

地球圏・生物圏国際協同研究計画（IGBP）の指導者らは、
地球規模の変化に関する20年間の研究概要の中で、人間の
活動が「・・・その程度と影響において、いくつかの大いな
る自然の猛威に匹敵する」ようになったということを認めた

（Steffen et al. 2004）。その結果、今や地球システムは「非

アナログ状態（a no-analogue state）」で機能しており、
過去の経験が将来に対する確かな指標とはならない可能性が
あることを意味する。こうした新しい現象は、我々に持続可
能な開発の達成に向けて全力で取り組まざるを得ないような
前例のない一連の課題を投げかけている。持続可能な開発の
追及は、個人及び集団としての人間の行動を管理、あるいは
牽引する手段を改善することによって導かれなければならな
い。このことが、地球、社会福祉そして人類の福祉の運命を
決めることになる。最近提案された、いくつかの持続可能性
の再定義では、地球の生命維持システムの保護が決定的な特
徴として明確に盛り込まれている（例：Griggs et al. 
2013）。

上記の全てのことが、我々がガバナンスを重層的に考え行動
していかなければならないということを意味している。地球
システム及び社会経済プロセスの双方が密接に混じり合う中
で、特定の地域の持続可能な未来を確保することはできない。
我々は「グローバル」と「ローカル」をつなぐ方法を模索し
なければならない。SDGsの策定が、この目的を達成するた
めの戦略的な道筋をつける機会となる。

SDGs策定に向けて
リオ＋20の成果文書は、「・・・SGDsは様々な国ごとの現実、
能力及び開発レベルを考慮に入れ、国ごとの政策や優先事項
を尊重しつつ、全ての国々にとって行動指向で、簡潔で伝達
しやすく、限られた数で、向上心があり、グローバルな性質で、
普遍的に適用可能なものであるべきである」と述べている（UN 
2012, paragraph 247）。これは、要求水準は高いが不可
欠な要件のリストである。我々は、人間の活動に起因する地
球システムの根本的な変化を考慮するような形で、持続可能
な開発のための目標を構成しなければならない。同時に、人
間のニーズを満たし得る目標は、引き続き、貧困の撲滅、食糧・
水の安全保障、人間の健康、人間の生活の質の向上などを重
視したものでなければならない。具体的には、我々は以下の
提案を行う。

第1に、人間が支配する地球システムの因果関係に関連する、
体系的な課題が分かるような形で目標を構成することである。
体系的な課題には、人間的な側面と地球的な側面の双方があ
り、それらは相互に作用し合っている。こうした側面を管理
するための新たなニーズを生み出す背景には、異なる地域及
びセクター間のインターリンケージ、地球のウェルビーイン
グの重要性の拡大、複雑に変化する地球システムやそれに伴
うリスクの増加、地球規模の前例のない現象の重要性の増大
といった顕著な特徴がある。このような地球の生命維持シス
テムに対する懸念が、ミレニアム宣言の採択に至る背景にあっ
た貧困の撲滅、健康の改善、その他弱者の生活の質の向上に
対する欲求に取って代わるはずはない。しかしながら、地球



の生命維持システムの保護は、現代の世代の中で一部の社会
や集団が享受する機会と同等の機会を、将来の世代に提供す
るためのいかなる効果的な戦略においても不可欠な要素とな
るだろう。このことは、世代間の公平性という観点からも深
い意味合いを持つ。

第2に、多様性を活用することである。SDGsの動機付けの
効果は、異なる状況下で活動する政府や民間のステークホル
ダーに対するSDGsの訴求力によって決まるだろう。これま
での既存研究では、MDGsの「画一的な目標設定（one-
size-fits-all）」の形式が重大な欠点として指摘されている。
MDGsの経験から得られる教訓の一つは、動機付けの効果を
最大化するために、「・・・国ごとの現実、能力及び開発レ
ベルを考慮に入れ、・・・国ごとの政策や優先事項を尊重する」
こ と が 重 要 で あ る と い う も の で あ る（UN 2012, 
paragraph 247）。SDGsに関しては、発展途上国だけで
なく先進工業国の行動指針ともなる必要があるだけに、この
ことが一層重要となる。建設的に多様性を活かすための一つ
の方法は、ターゲットをグローバルレベルで策定するとともに、
実行可能で関連性のある場合には、様々なサブ・グローバル
レベルのガバナンスでも調整するというように、重層的なター
ゲットを設定することであろう。これらのターゲットは、異
なるニーズや能力を有するステークホルダーが選択可能な（広
範な）政策オプションを提示する際の指針や基礎となり得る。
サブ・グローバルレベルのターゲットは、様々なレベル（国
家間、国家、地方）の政府やステークホルダーが持てる能力
を活かすことにより、グローバルな目標やターゲット全体の
達成に資するよう設計されるべきである。国家レベルのター
ゲットにおいては、グローバルな目標のみならず、既存の国

家のコミットメントや優先課題も踏まえるべきであり、そう
することで各国が既に精通している新たな政策オプションの
特定に貢献するであろう。これが、ターゲットの実施に向け
た出発点となり得る（Pintér et al. 2014）。このようにし
て、ステークホルダーは自らの行動指針となるターゲットをはっ
きりと認めることができるため、ターゲットは多様性を考慮
するのに適したレベルである。その一方で、そのようなアプロー
チは、より要求水準の高いターゲットは取り上げられないが、
あまり野心的でないターゲットは採択される可能性がある、
というリスクを孕んでいる。こうしたリスクに対して、政府
が設定・実施されるべきターゲットを選定し、指導及び監視
するとともに、時には介入し、実施を義務付ける必要がある。
それはまた、政府による指導や監視以上に、強く義務付けら
れた国際的なレビューやアカウンタビリティ・メカニズムが
必要であるということを意味している。

第3に、ステークホルダーのためのフォーカルポイントとし
て機能し得るような形で、個別の目標及びターゲットを構成
することである。体系的な懸念事項（例：貧困、気候変動、
生物多様性）に対処する際、持続可能性以外の優先課題に動
機を有するアクターからの潜在的な支持を得ることが重要で
ある。例えば、温暖効果ガス排出削減に向けては、石炭燃焼
に伴う大気汚染の健康影響に関する市民の関心を温暖化問題
と結びつけることが有効となる。このような観点から、ターゲッ
トは、多様なステークホルダー・グループの行動変化を促す
ように設定する必要がある。持続可能な開発は多元的な概念
であり、その複雑さが、政府やステークホルダーに対し、特
に彼ら自身の関心と一致する問題に重点的に取り組むための
十分な機会を与える。この点に関して、特にターゲットのレ

ターゲット群の設計には様々な方法がある。アプローチ1では、地域、国家及び地方の当局が、持続可能な開発目標のプロセスで定義されるグローバルなターゲットに
関連する範囲内で、独自のターゲットを設計することが可能である。アプローチ2では、サブ・グローバルなターゲットが、あるレベルにおける政治的な決定が他のレ
ベルの進展に影響を及ぼすという体系の中で、互いに入れ子構造になっている。両方のアプローチにメリットとデメリットがあるかもしれないが、マルチレベルガバナ
ンスが機能する地域ではアプローチ2が有効となり、ローカルレベルでターゲットや指標を策定したほうが効率的となる地域ではアプローチ1を用いるなど、地域の特性
を考慮したSDGsの策定が求められる。
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ベルで、SDGsを協働生産（co-production）していくこ
とが不可欠となる。ここでの課題の一つは、個々の状況や能
力を考慮しながらも、野心は高く維持することが可能なター
ゲット設定のプロセスを設計することである。適切に設計さ
れた場合、そのようなプロセスが自ら、ステークホルダーの
積極的な行動変化の引き金になるということもあり得る。

第4に、複数な問題に対処する上で「重要な結節点（critical 
nodes）」となる、小数の明確な目標に焦点を合わせること
である。SDGsのフレーミングを通して、交渉者が有益な成
果を生み出したいと強く望むような環境を醸成する可能性が
ある。しかし彼らは、包括的な目標の実現に向けた明確な方
向性を示さず、おおよそ両立可能な多くの条項を網羅した土
壇場での妥協案に合意する可能性もある。リオ＋20の成果
文 書 に お い て、SDGs は「 限 ら れ た 数（limited in 
number）」であるべきである、ということに留意した点に
鑑みれば、SDGsの策定においては、本質的に分野横断的か
つ統合的な目標を構成することで、サイロ化されたセクター
間の相互連関を図るための豊富な機会を提供することが重要
である。ここにおいて、食糧、水及びエネルギーの「ネクサ
ス（nexus）」アプローチは、個別の政策領域間の関連性を

特定することの利点について学習の機会を提供するだろう。

第5に、進捗状況を追跡するための有効な手段を講じること
である。人権や環境保護などの分野における国際レジームの
研究では、制度化された実績評価のプロセスが、著しい進展
を遂げるために必要とされる重要な要素であると指摘してい
る。この知見は、目標設定の取り組みの成功に非常に関係が
ある。そしてそれは、目標が複雑になればなるほど特に重要
となる。持続可能な開発の多元的な概念を、限られた指標に
変換するのは容易ではない。しかし、「持続可能な開発に関す
るグローバル報告書（Global Sustainable Development 
Report）」や類似した国家レベルの報告メカニズム等の実績
評価システムを適切に設計すること、また国家の枠を超えて
アクターに役割を与えることにより、進捗状況に対して、一
方では様々な助言や激励を行い、他方では名指しで批判する

（naming and shaming）ことを通じて貢献することが可
能である。指標はまた、移行経路のベースライン及び出発点
を明らかにすることにより、ターゲットを設定する上で重要
となる。さらに、SDGsの評価のための新しい特徴として、
地球システムの変容における重要な側面のモニタリングを採
り入れる必要がある。
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