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2000 年の報告ガイドライン初版発行以来、世界のサステナビリティ報告をリードしてきた

Global Reporting Initiative(GRI)。その報告ガイドラインの最新版である第 4 版（Ｇ４）が、

2013 年 5 月に公表されました。

ＧＲＩサステナビリティ報告ガイドラインは、効果的なガイダンスを提供するために定期的に

レビューされており、4 度目となる今回のアップデートの目的は、シンプルでありながらも

組織の最もクリティカルなサステナビリティ問題を格納する報告書の作成を支援し、こうし

た報告事例を作ることにあります。

組織が、極めて広範囲なトピックを日常管理している中、Ｇ４は、報告をより使いやすくす

るために、組織とステークホルダーにとって重要なトピックに重点を置くマテリアリティへの

フォーカスを強調しています。この新しいフォーカスは、サステナビリティ報告書が、組織

のゴールを進化させ社会への影響を管理するために真に重要な事象に集中することを

目指しています。

本稿では、2 つのパートに分かれているガイドラインのうち、基本的な考え方が示されてい

る Reporting Principles and Standard Disclosures（報告原則および標準開示）をもとに、Ｇ

４の全体的な構成と基本的な考え方を理解した上で、統合報告との関係も含めて今後の

企業開示の方向性について、２回に分けて考えてみたいと思います。

なお、本稿は、用語や解釈について筆者の仮訳を基礎としており、今後、発行が予定さ

れている正式な和訳文が出るまでの速報的な位置づけです。したがって、さらなる理解に

当たっては、予定されている正式な和訳文もしくは原文をご参照ください。
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Ｇ４ガイドラインの全体構成

ＧＲＩサステナビリティ報告ガイドラインは、報告原則、開示基準、および組織がサステナビ

リティ報告書を作成するための実践的なマニュアルを提供し、それは組織の規模、セクタ

ーあるいは場所にかかわりません。このガイドラインは２つのパートで構成されています。

・Reporting Principles and Standard Disclosures（報告原則および標準開示）

報告原則、標準開示およびこのガイドラインに準拠したサステナビリティ報告書を作成す

る組織が適用すべきクライテリアを格納しています。

・Implementation Manual（実践マニュアル）

報告原則の適用方法、開示される情報の作成方法およびガイドラインにおける種々のコ

ンセプトの解釈に関する説明のほか、他ソースへのリファレンスや一般的な報告注記を含

んでいます。

なお、G3 および G3.1 ガイドラインと整合する 10 の Sector Supplements のコンテンツは、

G4 とともに利用するために再整理され、GRI Sector Disclosures として再タイトル化されて

います。

Ｇ４ガイドライン「Reporting Principles and Standard

Disclosures（報告原則および標準開示）」の目次構成

報告原則および標準開示のパートは、その導入部分において、序文と目的に続いて 2．

でボリュームのあるガイドラインの使い方の具体的な手順が示されています。

続く 3．と 4．では、報告組織がＧ４ガイドラインに準拠した報告を行うために適用すべきク

ライテリアと報告内容を規定する報告原則が示されており、ガイドラインに準拠しようとする

組織が従うべき基本的な事柄とその考え方が示されています。

5．は、Ｇ４ガイドラインの中心で、具体的に開示すべきコンテンツが一般的な標準開示と

特定の標準開示という 2 種類の標準開示として記載されており、最もボリュームのある部

分となっています。

終盤の 6.以降では、近時注目されている統合報告との関係を説明し、さらにはＧ４ガイド

ラインのコンテンツと、国際連合やＯＥＣＤによるイニシアティブとのリファレンスを提供する

など、組織がガイドラインをできるだけ使いやすくする工夫がなされています。



序文

1.ＧＲＩサステナビリティ報告ガイドラインの目的

2.本ガイドラインの使い

方

2.1 ガイドライン

2.2 サステナビリティ報告書作成のための本ガイドライン使用

に当たって従うべきステップ

2.3 使用通知の要請
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3.1 クライテリア
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3.3 本ガイドラインに準拠した報告書に関する注記

3.4 本ガイドラインに準拠しない報告書に関する注記

3.5Ｇ４ガイドラインへの移行

4.報告原則 4.1 報告書の内容を定義するための原則

4.2 報告書の品質を定義するための原則

5.標準開示 5.1 一般的な標準

開示

戦略と分析

組織プロフィール

識別された重要側面とバウンダリー

ステークホルダーエンゲージメント

報告書のプロフィール

ガバナンス

倫理と誠実性

5.2 特定の標準開

示

マネジメントアプローチの開示

指標

・ カテゴリー：経済

・ カテゴリー：環境

・ カテゴリー：社会

－サブカテゴリー：労働慣行と公正な

労働条件

－サブカテゴリー：人権

－サブカテゴリー：社会

－サブカテゴリー：製品責任

6.クイックリンク 6.1 統合報告とサステナビリティ報告の関係

6.2 外部者による保証

6.3 開示基準に関連するサプライチェーン

6.4 戦略、リスクおよび機会に関連する標準開示

6.5 セクター開示

6.6 国連「グローバルコンパクト 10 原則」（2000）とのリンク

6.7ＯＥＣＤ「多国籍企業ガイドライン」（2011）とのリンク

6.8 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011）との

リンク

6.9 レポート内容の定義プロセス（サマリー）

7.用語の定義



ガイドラインに準拠する際に適用すべきクライテリア

ガイドラインは、それへの準拠について、「Core」および「Comprehensive」の 2 つのオプシ

ョンを用意しています。いずれも組織の規模、セクターあるいは立地にかかわらず適用で

きます。

Core オプションは、サステナビリティ報告書のエッセンシャルな要素で構成されています。

一方、Comprehensive オプションは、Core に加えて組織の戦略と分析、ガバナンス、倫理

性と誠実性に関する追加的な標準開示が要求され、重要な側面に関連したすべての指

標を報告する必要があります。なお、これらのオプションは、報告の品質や組織のパフォ

ーマンスとは関係しません。

各準拠性オプションでセクションごとに要求される標準開示の具体的な内容（G4-1～の

番号で示されている）は下表のとおりです。表内で(*)を付された標準開示を除外する場

合は、省略の理由を説明する必要があります。

（各準拠性オプションに要求される一般的な標準開示）（Ｇ４ガイドラン Table 3 より作成）

Core への準拠 Comprehensive への準拠

戦略と分析 G4-1 G4-1

G4-2

組織プロフィール G4-3~16 同左

識別された重要な側面とバ

ウンダリー

G4-17~23 同左

ステークホルダー参画 G4-24~27 同左

報告書のプロフィール G4-28~33 同左

ガバナンス G4-34 G4-34

G4-35~55(*)

倫理と誠実性 G4-56 G4-56

G4-57~58(*)

セクターごとの一般的な標

準開示

適用可能であれば必要(*) 同左

（各準拠性オプションに要求される特定の標準開示）（Ｇ４ガイドラン Table 4 より作成）

Core への準拠 Comprehensive への準拠

一般的な DMA

（Generic Disclosure on

Management Approach）

重要な側面についてのみ

(*)

同左

指標 識別された重要な側面に

関する少なくとも 1 つの指

標を開示(*)

識別された重要な側面に

関する全ての指標を開示

(*)

セクターごとの特定の標準

開示

適用可能であれば必要(*) 同左

注）組織セクターごとの標準開示は下記で検索できる。

www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance

http://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance


ガイドラインへの準拠を主張する報告書は、GRI Content Index（G4‐32）を示す必要があ

り、もし、報告書が外部の保証を受けている場合、当該 Index において外部保証報告書

へのリファレンスを含めます。

一方、ガイドラインの標準開示を含む報告書がどちらの準拠性オプションの要求事項も満

たさない場合、この報告書が GRI サステナビリティ報告ガイドラインからの標準開示を含

んでいる旨を注記するなどの必要があります。

なお、G3 あるいは G3.1 ガイドラインを使用している報告書については移行時期を検討

する必要があります。2015 年 12 月 31 日以後に発行される報告書はG4 ガイドラインに

準拠して作成されなければなりません。

報告原則

報告原則は、すべての作成組織が適用すべき基本的要件であり、報告書の内容に関す

るものと品質に関するするものとに区分されています。

報告書の内容を定義するための原則は、組織の活動やインパクト、およびステークホルダ

ーの利害関係に関する考慮によってカバーすべき報告書の内容を識別するためのプロ

セスを記述しています。

一方、報告書の品質を定義するための原則は、組織固有の表現を含む、報告書におけ

る情報の品質確保に関する方法を示しており、選択された情報の作成プロセスは原則と

首尾一貫することが求められます。

（報告書の内容を定義するための原則）（G4 ガイドライン pp.16-18 より作成）

Stakeholder Inclusiveness

組織は、ステークホルダーを識別し、彼らの合理的な期待や利害に対してどのように対応

するかを説明しなければならない。

Sustainability Context

報告書は、幅広いサステナビリティの文脈において組織のパフォーマンスを表現しなけ

ればならない。

Materiality

組織は以下の側面をカバーしなければならない。

・組織の重要な経済的、環境的および社会的な影響を反映する

・ステークホルダーの分析と決定に本質的に影響する

Completeness

報告書は、ステークホルダーが報告期間に関する組織パフォーマンスの分析を可能とな

るよう、重要な経済、環境および社会的インパクトを十分に反映する重要な側面のカバレ

ッジとバウンダリーを含まなければならない。



（報告書の品質を定義するための原則）

Balance

報告書は、総合的なパフォーマンスに関する合理的な分析を可能とするために、ポジテ

ィブおよびネガティブな側面を反映しなければならない。

Comparability

組織は、首尾一貫した情報の選択、編集および報告を行わなければならない。報告され

る情報は、時間の経過による組織パフォーマンスの変化に関するステークホルダーの分

析を可能にし、また他組織に関係する分析をサポートし得るやり方で表現されなければ

ならない。

Accuracy

報告情報は、ステークホルダーが組織のパフォーマンスを調べるために十分で正確かつ

詳細でなければならない。

Timeliness

組織は、ステークホルダーが情報に基づいた決定をするために時間的な利用可能性を

確保するよう、定期的に報告しなければならない。

Clarity

組織は、ステークホルダーが報告書を利用するに当たり、情報が理解可能でアクセス可

能な状態にしなければならない。

Reliability

報告組織は、チェックに従いまた情報の品質とマテリアリティを確立するような報告プロセ

スによって情報を収集、記録し、編集、分析し、開示しなければならない。

以上、今回は、Ｇ４の全体的なイメージおよびその基本的な考え方について、ガイドライン

から読み取れる主要な事項についてまとめてみました。

最終回となる第２回では、Ｇ４が具体的な報告内容を示している標準開示および統合報

告との関係含めた今後の企業報告の方向性などについて述べる予定です。

関連ページ

G4 (GRI ウェブページ) [英語]
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
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