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10 SDGs スタートアップ方法論の開発：
SDGs 達成を目指して
高橋 正憲※1 稲葉 涼太※1
※1 PMI 日本支部 SDGs スタートアップ研究分科会
概要： 国連が提唱する SDGs 事業に地方自治体または企業が取り組むとき、プロジェクトを立ち上げたが円滑に
推進できないケースがよく見られる。その主要な原因は、SDGs 事業の計画がトップダウンで論理的に進まないこ
とにある。この点について我々はすでに開発してきた「ソーシャル・プロジェクトマネジメント手法」をベースに
して、2 つのメソッドを提案する。一つはリーンスタートアップのアプローチの応用により仮説検証を繰り返して
事業計画の最適化を進めるプロセス、もう一つはロジックモデルを活用して多様なステークホルダーの合意形成
を図るフレームワークである。
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Development of SDGs Start-up Methods:
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Abstract: When local governments or companies work on SDGs business advocated by the United Nations, it is often the case
that the project is launched but cannot be promoted smoothly. The main reason for this is that plans for the SDGs business do
not proceed logically from the top down.
In this regard, we propose two methods based on the "social project management method" that we have already developed. One
is the process to optimize the business plan by repeating hypothesis verification by applying the lean startup approach, and the
other is the framework for forming consensus among various stakeholders by utilizing the logic model.
Keywords: SDGs, Start-up, Lean Canvas, Logic Model, Benefit List

1. はじめに
2015 年 9 月 に 国 連 が 採 択 し た SDGs(Sustainable
Development Goals：持続可能な開発目標)（図1） は、
2030 年に向けた持続可能な開発に関する地球規模の
優先課題や世界のあるべき姿を明らかにし、一連の共
通の目標やターゲットを軸に、地球規模の取組みを動
員しようとするものである[1]。

その達成に向けて、すべての企業に対し、明確に、
その創造性及びイノベーションを活用して、持続的発
展のための課題を解決するよう求めている。
企業は戦略としてこれらの課題に取り組むことによ
り、「将来のビジネスチャンスの見極め」、「企業の持
続可能性に関わる価値の向上」、「ステークホルダー
との関係の強化」などのメリットを受けることが出来
る。
日本においても、SDGsを経営に取り込もうとする動
きが活発になっているが、SDGs事業化のプロジェクト
を組成したところで様々な阻害要因で円滑に推進でき
ないケースも多く見られる。
そこで、SDGs事業の特質を把握し困難さを理解して、
それを解決する手法の開発を行った経緯を報告する。
なお、この研究は2018年8月に設立された内閣府の
「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」にPMI日本

図1 SDGs（持続可能な開発目標）
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3. SDGs事業化の課題

支部として入会し、SDGs事業の立上げに適するプロジ
ェクトマネジメント手法を開発してきた成果である。
支部メンバーが分担して複数の「分科会」に参加し
て情報収集するとともに、2019年9月に我々自身が主宰
して「SDGsスタートアップ研究分科会」を設立しワー
クショップを重ねてきた。

しかしながら、実際に SDGs 事業に取り組むとき大き
な壁にぶつかる。SDGs 推進組織を作り、プロジェクト
を開始したが具体的な活動がなかなか進まない。その
大きな原因が 2 つある。
3.1 課題①：SDGs 事業計画プロセスの課題

2. SDGs達成を目指して

新規事業（プロジェクト）を立ち上げるとき、

国連は、
「SDGs が対象とするのは主に政府だが、重要
な特徴として、SDGs 達成に企業が果たし得る、あるい
は、果たすべき役割がある」と明言している。そして、
企業は SDGs 達成のために様々な方策を考え、実行する
ことにより、新たな事業成長の機会を見出し、リスク
全体を下げることが出来るとしている。
すなわち、国連自体が SDGs の達成には企業の協力が
不可欠であるとしている。そこで企業としての SDGs 事
業の特質を検討し、その実現に向けての課題を考える。
2.1 SDGs 事業は CSV の実現
企業が継続的に SDGs に取り組むためには、その活
動がビジネスとして成り立つことが必要である。それ
は取りも直さず CSV（Creating Shared Value：共有価値
の創造）の実行に他ならない。
CSVは、ポーターとクラマー[2]が提唱した概念で、
21世紀の資本主義において持続可能な成長のためには、
経済価値と社会価値を同時に創出することが不可欠と
強調している。従来のCSR（企業の社会的責任）と異な
り、社会課題の解決をビジネスとして行う点がSDGs達
成と軌を一にするものである。
2.2 SDGs 事業と ESG 投資の関係
SDGs に先駆けて 2006 年に国連のアナン事務総長
（ 当 時 ） が 提 唱 し た PRI （ Principles for Responsible
Investment：責任投資原則）で機関投資家に呼び掛けた
のが ESG 投資である。投資の原則として、
Environmental
（環境）
、Social（社会）
、Governance（企業統治）の課
題に配慮した企業活動に注目する投資プロセスをコミ
ットするものである。
現時点で世界中の主要な投資家が署名しており、企
業としては ESG 課題に取り組むことが今後の投資を受
けやすくする重要要件となる。世界最大の機関投資家
と さ れ る 日 本 の 年 金 積 立金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人
（Government Pension Investment Fund, GPIF）もこ
れに署名している[3]。
ESG 投資の対象範囲が SDGs のスコープとほぼ一致す
るので、ESG 課題への取組みを SDGs 事業の中核課題と
見做すことが出来る。

 顧客は誰か？
 顧客にとっての価値は何か？
と問われる。
しかし、新規に SDGs に取り組もうとするとき、ま
だ顧客が不確定であることが多い。企業にとって社会
課題の解決というテーマはあまり経験がなく、その領
域での顧客を特定することが難しい。通常の事業計画
のように前提としてマーケティングによって市場ニー
ズを把握するようなアプローチが出来ないことが多い。
また、社会価値と経済価値を同時に創出するという
けれど、まだ提供するべきソリューションが不明確で
ある。既存の製品・サービスの延長で社会課題の解決
を発想しても必ずしも成果が上がらない。
何らかの仮定を置いて開始して試行錯誤で解を求め
ていくアプローチが必要と思われる。
3.2 課題②：SDGs 事業合意形成の課題
もう一つの課題は、SDGs 事業の内容についての合意
形成である。社会課題に取り組むときステークホルダ
ーが多様で、その立場により要求事項や評価基準がま
ちまちであるため、SDGs 事業としての目標設定が困難
である。一方的にトップダウンで計画しても効果的で
はない。
そのため的を絞って賛同者を得ることが難しく、実
行段階でのリソースの確保が出来ないという問題もあ
る。合意形成ためのフレームワークが望まれる。

4. SDGsスタートアップ方法論の全体図
SDGs 事業の立上げ・推進時の課題を解決する「SDGs
スタートアップ方法論」について記載する。
SDGs スタートアップ方法論は PMI グローバルのプロ
ジェクトマネジメント標準及び、PMI 日本支部のソー
シャル・プロジェクトマネジメント研究会が開発した
「ソーシャル PM プラットフォーム」と呼ばれる社会課
題解決のための手法群をベースにして作成した方法論
であり、大きくは「SDGs スタートアップ・プロセス」
と「SDGs スタートアップ・フレームワーク」の 2 つの
メソッドから構成されている(図 2)。
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SDGs スタートアップ・プロセスは大きく 3 つのフェ
ーズに分かれている。

5.1 フェーズ 1：アイデア/仮説のフィット



まず、顧客と課題を想定した、解決策のアイデ
アとビジョンを可視化する。
可視化したアイデアとビジョンを組織内で共有
し合意形成を行うことで、SDGs 事業の立上げ時
の壁である、組織の協力を得られないことやリ
ソース不足の課題を解消する。

図 2 SDGs スタートアップ方法論全体図

5.2 フェーズ 2：課題/解決のフィット


5. メソッド①：SDGsスタートアップ・プロセス
SDGs のような社会課題解決を事業として行う際に大
きく 3 つの困難なポイントがある。
 問題は見えていても解決する課題が分からない
 課題を解決するソリューションが分からない
 誰に対してどうソリューションを提供すべきか
分からない
ステークホルダーが多様で「答」や要件が初めから
明確ではないため従来の長期計画遵守型の事業モデル
やプロセスの進め方では SDGs 事業の立上げ・推進は困
難である。





ステークホルダーの声を聴き、フェーズ 1 でス
コープとした課題は、解決すべき価値がある課
題なのかを検証する。
併せて、課題の解決策を検証可能な最小限の構
成要素(MVP)にし、解決策(ソリューション)の妥
当性を検証する。
また、課題解決の評価基準を考えておくことで、
活動が目的に対して順調なのか改善や軌道修正
が必要なのか判定可能な状況の準備をする。

5.3 フェーズ 3：製品/市場のフィット


そこで私たちはリーンスタートアップ[4]をベースに
して、SDGs 事業に即したプロセスである「SDGs スター
トアップ・プロセス」を提唱した(図 3)。

ソリューションの初期バージョンを市場にリリ
ースし、市場の反応からフィードバックを受け
て改善や軌道修正を行う。

図 3 SDGs スタートアップ・プロセス概要
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ーリーアダプターの支持を得て、図 6 に示すようにキ
ャズムを越えて社会に浸透し、社会に価値をもたらす
拡大ステージへと移行する[5]。

自分たちのソリューションは誰に必要とされる
のか、そしてどのようにして必要とする人に届
けられるのかを検証する。
後の拡大ステージに向けた初期顧客(アーリー
アダプター)を獲得する。

このフェーズ 1 から 3 はウォーターフォール型の不
可逆な一方向のフェーズではなく、行きつ戻りつ何度
も試行錯誤をして事業モデルの完成度を高めていく考
え方である。
各フェーズで「リーンキャンバス」[4]と呼ばれる、
クイックに事業を可視化するツールを素早く（アジャ
イルに）ブラッシュアップする(図 4)。
図 6 キャズム理論

前述の通り SDGs 事業の立上げは、課題を解決するソ
リューション(製品・サービス)と、誰に対して価値を
どのように提供するか（顧客）の両方が分からないた
め、円滑に進まないと考えられる。
リーンスタートアップを活用することで、図 7 に示
すように製品と顧客を同時に探索しながら仮説検証を
行い、事業を前進させることが可能になる[6]。

図 4 リーンキャンバス

各フェーズでリーンキャンバスを作成し関係者から
のフィードバックを得て評価・分析をし、リーンキャ
ンバスを修正して自分たちの事業を改善していくこと
を繰り返し行う。
この繰り返しを「学習ループ」[4]と呼ぶ(図 5)。

図 7 製品と顧客の探索

6. メソッド②：SDGsスタートアップ・フレーム
ワーク
SDGs スタートアップ方法論は「SDGs スタートアッ
プ・プロセス」と「SDGs スタートアップ・フレームワ
ーク」で構成されている。
SDGs スタートアップ・フレームワークは、SDG コン
パス[1]と呼ばれる SDGs 事業推進の指針（図 8）をベ
ースに、実際の事業に適用して実行計画を策定するこ
とを目的とする。

図 5 学習ループ

フェーズ 3 が完了した先には、ソリューションがア
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6.2 Step2：優先課題決定（ロジックモデル作成）


限られた人・資源・予算・時間の中で何を優先し
て取り組むかを決定する。この STEP は更に 3 つ
のサブ STEP に分解される。


図 8 SDG コンパス


SDG コンパスはグローバルスタンダードの指針であ
り、5 つの Step で構成されている。
SDGs スタートアップ・フレームワークは、図 9 に示
すように SDG コンパスに対応して、Step 1 から Step 3
に適したツールと技法を提供し、指針に沿った計画策
定を効果的に行うことを可能にする。


ゴールマッピング
リーンキャンバスを基に自分たちの事業が
SDGs の 17 ゴールでいうどの領域に影響を及
ぼすかを特定する。ESG 分析を行い、活動の
正の影響ばかりでなく負の影響に関しても
検証することが望ましい。
ターゲット設定
自分たちの活動が目指すキーワードを洗い
出し、短期・中期・長期のターゲット候補を
展開する。複数の活動を行おうとする場合は、
ここで優先課題を決定するとともに、主とし
て長期ターゲットにフォーカスしてこの事
業のミッション、ビジョンの再確認を行う
実現計画策定
ここで使われるツールがロジックモデルで
ある（図 10）。優先課題解決に向けた活動計
画のアウトプット、アウトカムを短期・中期・
長期で可視化し、実現計画のロジック整合性
を検証する。

図 9 SDG コンパスと SDGs スタートアップの対応

以下に各 Step の概要と適用するツールを記述する。
図 10 ロジックモデル

6.1 Step1：SDGs の理解（リーンキャンバス作成）




6.3 Step3：目標設定（ベネフィットリスト作成）

ここで使われるのが前述のリーンキャンバスで、
アイデアとビジョンを 1 枚のキャンバスに可視
化し、ソリューション開発と顧客開発を同時に行
うためのツールである。
この STEP で重要なのは、単に「SDGs とは何か」
を理解するだけではなく、リーンキャンバスで可
視化することで自分たちの SDGs 事業は何かを組
織として理解することである。

 ロジックモデルを基に、アウトカムの受益者とそ
のベネフィット及び、ベネフィットの評価基準と
測定方法を可視化し検証する（図 11）。
 短期・中期・長期で目標を設定することで目標未
達の場合に素早く改善するための見直しが行える。
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図 11 ベネフィットリスト

本稿では記載の対象外とするが、このあと Step4 で
SDGs 事業を経営に適用し、Step5 でステークホルダー
に報告とコミュニケーションを行えるようになること
で、実際の事業モデルに SDGs スタートアップ手法が適
用された状態が実現される。

図 12 SDGs マネジメント・サイクル

7. まとめ
リーンスタートアップのアプローチをベースに、
SDGs 新規事業構築の方法論を開発した。事業構想のア
イデアから仮説検証を繰り返して製品/サービスが市
場に受け入れられるまでのプロセスと、ソリューショ
ンについて合意形成を図るフレームワークを提供する。
これらのコンポーネントをつないで図 12 のように
SDGs マネジメント・サイクルを構成することが出来る。
このサイクルは事業立上げの段階だけでなく、事業が
拡大していくステージにおいても、環境の変化や戦略
変更に伴うチェンジマネジメントの仕組みとしても応
用することが出来る。
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