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２０１５年に国連で採択された SDGsは，そ
の進展のスピードを速めながらグローバル経

済にも大きな影響をもたらしています。それ

は社会の変容とともに大手企業のみならず，

地域の中小企業も事業環境に影響を受けるこ

とになります。貴社が策定に取り組まれてい

る社会問題解決型ビジネスへの新たな事業構

想も SDGsの目指す１７目標のいずれか又は
複数に合致している可能性があります。その

普及がもたらす事業環境の変化，チャンスと

リスクについて考察します。

日本企業のSDGs取り組み状況

SDGsの取り組み状況について，２０１８年
に行った GPIF（年金積立金管理運用独立行
政法人）の大企業向け調査によると，認知度

で９６．７％，取り組み企業で４４．７％となって

います。また，ほぼ同時期に関東経済産業局

が中小企業５００社に行った調査によると，

SDGs認知度は１５．８％で浸透は限定的と言

えます。一方，SDGsについての対応を検討
していない企業（知らないを含む）へ，SDGs
の印象について尋ねたところ「取り組む」と

「必要性を理解する」が５６．１％と半数以上

が前向きな回答となっています。また，既に

取り組んでいる企業の２割が SDGsを新規
事業の立ち上げや新商品・新サービス開発等

に活用する段階と回答しており，中小企業の

中でも積極的に取り組む先行企業の姿も見ら

れます。SDGsに取り組む際の課題は，図表
－１の通り，多い回答（複数回答）が「社会

的な認知度が高まっていない」（４６．０％），「資
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第 3 回

●図表－１ SDGsに取り組む際の課題

社会的な認知度が高まっていない ４６．０％

資金の不足 ３９．０％

マンパワーの不足 ３３．６％

何から取り組んでいいのかわからない ３０．２％

出所：平成３０年１２月関東経済産業局
一般財団法人日本立地センター
中小企業のSDGs 認知度・実態等調査結果

SDGs普及による中小企業の環境変化
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金の不足」（３９．０％），「マンパワーの不足」

（３３．６％），「何から取り組んでいいかわか

らない」（３０．２％）の順に多い結果となって

います。この調査から，実際には SDGsに
貢献する企業活動を行っているにも関わらず

自社の取組と SDGsとの関係に気付いてい
ない中小企業も多いと見られます。

国際社会からの働きかけ

世界的な社会問題に

対して，国際社会から

企業に向けて強い働き

かけがあります。環境

問題を一例にとれば，

地球温暖化に対して，

温室効果ガスの二酸化炭素排出を抑える動き

が強まっています。化石燃料に依存するビジ

ネスは中長期的に持続可能では無いと判断さ

れ，この利用を前提としたビジネスは成立し

にくくなります。また，一企業の取り組みに

とどまらずサプライチェーン全体を通じて排

出量削減に取り組めば各サプライヤーからの

調達も見直されることになります。

人権と労働問題から

みると，発展途上国の

貧困層では，劣悪な環

境で低賃金を強いられ

るケースがみられます。

貧困の解消は，長年世

界が最優先で取り組んできた課題でもあり，

相対的貧困が社会問題化している日本の問題

でもあります。国際分業が進む現在，自社ブ

ランドの製造やサプライチェーンのどこかに

労働問題を抱える等，これに関わる企業に日

本を含む国際社会から厳しい目が注がれるこ

とになります。

ステークホルダーからの働きかけ

SDGsの進展は，貴社を取り巻く取引先や
従業員，地域住民など様々なステークホルダ

ーからの影響を受けることになります。

１）投資家が動かすESG

GPIFによる ESG投資など SDGsへの対
応を評価し投資判断に加える動きが顕著に見

られます。投資家が ESG投資する際に，企
業の価値を測る材料として，従来の財務情報

に加え，環境（Environment），社会（Social），
ガバナンス（Governance）等の非財務情報
を重要視して投資判断をすることになります。

この動きは中小企業にとっても，大手企業か

らの間接的な影響を受けるだけでなく，今後

は地域金融機関の与信判断材料など直接的な

影響にも考慮する必要があります。

２）エシカル消費からの影響

社会の重要課題に対する関心が高まるなか

で，消費者の意識も大きく変化しています。

世界的に見て持続可能性に配慮した商品を選

好する消費者は多く，社会や環境に対して十

分配慮された商品やサービスを選択して買い

求めるエシカル（ethical：倫理的な）消費が
進展しています。一人一人の買い物を通じて，

世界が抱えている問題を解決に導く一端とな

ることから企業規模の大小を問わず，エシカ

ルな消費行動に影響を受けることになります。



288 税理●２０２１．３

4

●図表－２ サプライチェーン概念図
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●図表－３ バリューチェーン概念図

SDGsがもたらすチャンスとリ
スク

自社ビジネスを持続可能な社会課題へ対応

させる取り組みは，経営リスクの回避ととも

に社会への貢献や地域での信頼獲得にもつな

がります。SDGsへの対応は，サプライチェ
ーンのなかでビジネスにおける取引条件にな

る一方，その取り組みをきっかけに，新しい

取引先や事業パートナーの獲得，新たな事業

の創出など，今までになかったイノベーショ

ンやパートナーシップにつながるチャンスに

もなります。

１）ビジネス機会の増大

SDGsへの対応は，社会課題解決型の新商
品・新サービスの開発等を実現する旗印にな

ります。SDGsを意識し，既存の取り組みの
棚卸や効果的な発信を行うことは，取引先の

拡大や新たなファン層を獲得することにもな

ります。SDGsの活用は，自社の経営資源を
見つめ直し，持続可能な経営を行うための生

存戦略を未来志向型で考えるチャンスと捉え

ることができます。

２）リスク管理と組織力強化

親会社など影響力の強い取引先から要請が

あった際に，先んじて対応できるよう，SDGs
への取り組みを進めておく必要があります。

これにより取引上のリスク低減を図り，持続

可能な経営を行う戦略として活用できます。

また，SDGsへの取り組みは，人材確保面で
もアドバンテージを得ることができ，それを

人材育成へ更に活用することで組織力強化に

もつながります。

３）サプライチェーンからの排除リスク

サプライチェーンは，競争力強化を背景に

常に見直しが行われています。また，持続可

能なサプライチェーンの構築および強靭化は，

リスクマネジメントの一環であるとも認識さ

れています。このような取り組みが加速する

なか，サプライチェーンのどこかに位置する

中小企業は，市場や取引先から SDGsへの
対応が求められることになり，その対応の可

否によっては排除されるリスクを負うことに

なります。

バリューチェーンと重要課題

貴社の事業活動を機能分類したバリューチ

ェーンを見ると，１７の目標に対して何らかの

プラスの影響とマイナスの影響を及ぼしてい

ることに気づきます。

その影響を把握することで，プラスの影響

を強化する活動分野と，マイナスの影響を低

減もしくは回避できる活動分野を探索できる
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ようになります。貴社にとって SDGsの１７
目標すべてが等しく重要であるわけではあり

ません。社会課題へ貢献できる程度も多くの

要因に左右されることになります。リスクも

考慮しながら，バリューチェーンの中から重

要課題となる活動領域を定めて戦略的に取り

組む必要があります。

SDGs浸透への社内コミュニケ
ーション

企業が SDGsを戦略的に取り組む際の行
動指針について，国際組織によって作成され

た“SDGsコンパス”で示されており，以下
の５つのステップで行うとしています。

この SDGsコンパスには
�の SDGsの理解から�の
報告とコミュニケーションま

での推進・浸透のステップが

描かれていま

す。SDGsの
取り組みに向

けて，行動変

革の重要性を

理解してもら

うためには，

経営トップの

リーダーシップと共に社内コミュニケーショ

ンが欠かせません。SDGsが企業にとって新
たなビジネスチャンスにつながることや，企

業の持続可能性に関わる重要課題であること，

もはや取り組まないことがリスクでしかない

ことなどを，企業内で発信し続けることが重

要です。SDGsへの取り組みは，短期的に成
果が出るものではなく，コミュニケーション

を続けながら着実に浸透させる必要がありま

す。

注意したいSDGsウォッシュ

SDGsウォッシュとは，上辺だけ SDGs
に取り組んでいるように見せることで，メリ

ットを得ようとする行動を指します。SDGs
への配慮の事実がないにも関わらず，例えば，

関係しない環境や貧困などの写真を広報に利

用したりする行為は，信頼失墜につながって

しまいます。また，貴社がこのような行動を

取っていないにもかかわらず，その国や地域

の環境意識の違いにより，SDGsウォッシュ
に堕ちいってしまうことがあるので注意が必

要です。SDGsウォッシュに取り込まれない
ためには，SDGsの十分な理解と実行が重要
となります。

SDGsは持続可能な経営への羅
針盤

中小企業にとって SDGsは，大企業だけ
の遠い世界のことではありません。SDGsを
知り，環境変化に気づくことで，新しいビジ

ネスのヒントにもなり，それは貴社が取り組

まれている事業構想にも役立ちます。

取り組みにあたっては，長期的視点に立ち自

社の技術だけでは超えられない大きな社会課

題に対しては，他社をも巻き込みながらオー

プンイノベーションで推進することが大事と

なります。経営リスクの回避と新たなビジネ

スチャンスを獲得するために，持続可能な経

営への羅針盤として SDGsを活用されるこ
とを提案します。

� 国際社会とステークホルダーからの要請

� SDGs進展のチャンスとリスク

� コミュニケーションによる社内浸透が重

要

� 意図しないSDGsウォッシュに注意

� SDGsは持続可能な経営への羅針盤
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