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これで
万全！

1

●図表－１ 環境と開発関連の議論

企業は，取引先を含むステークホルダーの

課題を解決することに存在価値があります。

経営者の役割は，長期的視点で経営ビジョン

を作成し，グランドデザイン（全体構想）の

完成に向けて経営戦略を作成し，全従業員に

長期的目標を与えることです。SDGs（持続
可能な開発目標）は，長期的目標の課題探索

の１つの指標です。中小企業であっても，

SDGs経営を推進する企業が主導するサプラ
イチェーンの構成企業であれば，自らも

SDGs経営への転換は必須です。

SDGsの背景

持続可能な開発目標（SDGs）は，２０１２年
の国連持続可能な開発会議で議論が始まりま

した。その目的は，世界が直面する緊急な環

境，政治，経済の課題に取り組む一連の普遍

的目標を策定することにありました。

SDGsは，２０００年にスタートしたMDGs
（ミレニアム開発目標）の後継となる目標で

す。MDGsは，発展途上国の極度の貧困

と飢餓への対策，致命的な病気の予防，子ど

もへの初等教育の普及などの開発優先課題に

関し，普遍的な合意に基づく測定可能な目標

を定め，多くの成果をあげましたが，新たな

課題も見つかりました。

SDGsは，MDGsの教訓と経験を活かし，
新たな課題を包含し，「開発目標」を「持続

可能な開発目標」に変え，世界をより持続可

能な道へと導く呼びかけです。

２０１５年に SDGsは国連で採択され，時を
同じくして COP２１パリ気候変動会議で温室

経営承継研究会
中小企業診断士 長谷川 勇

私は３６歳の中堅企業の後継予定者です。社長より，２年後の経営承継に向けて，１０年後の経営

ビジョンの作成を命じられました。社長から与えられたヒントは，１０年後を見据えて外部環境の

変化を予測して，当社の成長を図るようにとのことだけです。当社は，有力企業３社と取引関係

にある独立系企業ですが，SDGs経営のビジョン作成のヒントをご教示ください。

第 1 回

今，なぜ企業経営にとりSDGsか
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効果ガス削減のパリ協定も成立しました。パ

リ協定は，気候変動と自然災害のリスクを管

理する共通の基準と達成可能なターゲットを

定め，SDGsと補完関係にあります。
SDGsは，人類すべてに影響する課題を対
象に，持続可能かつ安全で豊かな地球環境を

作り上げる目標の実現に向け，私たち全員に

取り組みを求めています。

SDGs採択に至る経緯

国連における SDGs採択への道のりは，
先進国による発展途上国への ODAによる開
発支援から，発展途上国と先進国を含めた持

続可能な開発目標へと変化しています。その

理由は，開発一辺倒による気候変動で，地球・

人類の持続可能性に黄色信号が燈りかけてい

ることにあります。

・１９６０年：「第１次国連開発の１０年」

発展途上国経済成長率５％の開発支援

インフラ（電源開発・道路整備）中心

・１９７０年：「第２次国連開発の１０年」

発展途上国経済成長率６％の開発支援

経済成長より持続可能な環境適合意識へ

・１９８０年：「第３次国連開発の１０年」

発展途上国経済成長率７％

財政赤字・輸入代替化失敗・腐敗発生

古典的構造調整政策意識へ

・１９９０年：「第４次国連開発の１０年」

国際社会の平和と安定

開発目的の主体が発展途上国の責任へ

・２０００年：MDGs（ミレニアム開発目標）
経済発展目標削除，広範な目標設定

脆弱国の達成状況は良くない

・２０１５年：SDGs採択へ
これらの一連の流れは，先進国の ODAに
よる発展途上国への経済発展支援から，国・

民間企業・NPOによる社会課題解決へと変
化しています。

SDGsに至る民間活動

SDGsは，先進国による発展途上国への経
済支援・社会課題解決支援の流れの到達点で

す。一方，民間（企業）活動からの SDGs
への流れを検証します。

� ノブレス・オブリージュ：社会的地位

（財産・権力）を有する者は，それ相応の

社会的・道義的義務を負わなければならな

いとの発想による，貴族や富裕層による社

会貢献活動です。

� フィランソロピー（人間愛）：個人・企

業による寄付・ボランティア活動で，公共

性のための自主的な社会支援活動です。

� メセナ：企業による公益性のための芸

術・文化支援の社会貢献活動です。

� CSR（企業の社会的責任）：企業は利益
を追うだけでなく，社会に対して責任を負

う存在であるとする考えです。

� CSV（共有価値の創造）：ポーター教授
の提唱する CSVは，企業の経営資源と専
門性を活かした社会問題解決で，社会価値

と経済価値の同時実現を提唱しています。

CSRによる社会的課題の解決

CSRは，社会的課題の解決を本業化（ア
ウトサイド・イン）する分野と，企業市民の

立場で企業倫理の思考による社会的課題に取

り込む２面性があります。

社会的課題は，基本的には行政による解決

や課題の緩和が基本的なテーマです。しかし，

社会の複雑化に伴い，行政による解決と企業

による事業の狭間に取り残される社会的課題

が歴史的に増加傾向にあります。

一方，企業の存在感の増加に伴い，利益を

追求するだけでなく，企業市民として社会的

課題への取組の期待が高まり，CSRの概念
が定着しました。CSR（Corporate Social
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Responsibility）は「企業の社会的責任」と
訳され，企業倫理の視点から事業活動として

自発的な社会に貢献する責任があるとされて

います。

事業活動に起因する外部不経済の発生は，

企業に対する不信感を増大させ，企業として

の信頼性構築・維持に配慮した CSR活動が
重視されています。CSR活動として，「法令
順守」，「環境への配慮」，「地域社会への貢献」，

「人権の尊重」等が社会的責任として挙げら

れますが，それらに限定されません。

現代社会では，「株主第一主義」や「利益

第一主義」の企業に対し，消費者や市民団体，

学術団体などが企業活動への監視を強めてお

り，企業のブランド価値の維持・向上のため

にも，CSR活動の強化が求められています。

CSVによる社会的課題の解決

CSVは，ポーター教授が提唱する社会的
課題を解決する経営戦略です。社会的課題を

事業を本業に取り込み（アウトサイド・イン），

事業として継続的な解決を志向します。

社会全体の課題の解決を，自社のビジネス

の収益機会として捉え，自社の本業の強みを

活かして「事業の開発」に取り組みます。CSV
は，社会的課題の解決により「経済価値」を

生み出そうとする経営戦略です。

CSRとCSV，SDGsの違い

CSRと CSV，SDGsの共通点は，社会的
課題を解決する事にあります。しかし，社会

的課題を解決しようとする発想と解決する主

体が異なります。

CSRは，文字どおり企業市民として社会
的課題の解決に責任を果たすことです。企業

には，企業活動によって発生した外部不経済

に起因する社会的課題（例：大気汚染）に関

する責任感があります。同時に，企業の社会

的存在感の増加により，ノブレス・オブリー

ジュ的発想で社会に貢献する企業市民的な責

任感です。

日本の伝統的発想の「論語とそろばん」や

「三方良し」のように，企業は社会的課題の

解決に貢献すべきとする企業倫理感が原点に

あります。

CSVは，社会的課題の事業化が発想の原
点にあります。社会的課題の事業化により，

課題が解決する分には前進です。しかし，事

業化できない課題は，そのまま取り残されま

す。CSR・SDGsとの最大の違いは，CSV
では企業の「倫理観」が問われないことです。

SDGsは，行政・企業・NPOによる社会
的課題の解決で「誰一人残さない」ためには，

NPO活動や CSR活動が不可欠です。SDGs
と CSRとの違いは，１７のゴールと１６９のタ

●図表－２ 企業・顧客・社会・行政の位置
づけ

●図表－３ CSR・CSV・SDGsの違い
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●図表－４ SDGs活動の促進・監視機能

ーゲットが明確に規定されていることです。

SDGsは，CSR（企業の社会的責任）の一
環として広く認識されています。東京財団政

策研究所の「CSR白書」と（公社）企業市
民協議会の「CSR実態調査」では，SDGs
を CSRの範疇に含めています。多くの企業
も CSRを同様に理解しています。

SDGsの登場

SDGs発想の原点は，４０年にわたる「国連
開発の１０年」（第１次～第４次）の経験を踏

まえて，SDGsへと進化しました。国連開発
の１０年 は，ODA（Official Development
Assistance，政府開発援助）中心の持てる国
（先進国）から持たざる国（発展途上国）へ

の，インフラ開発援助が中心活動でした。

SDGsは，政府間のインフラ開発援助から，
経済・社会・環境などの社会的課題解決に目

標が変わりました。

７－１ SDGsは，政府に加えて地方自治
体・民間企業・NPOなど，幅広い関係者
の取組を期待しています。

７－２ SDGsの目標が目指すものは，
� 普遍性：先進国・発展途上国ともに国内

外で目標に向けた行動をとること。

� 包摂性：「人間の安全保障」の理念のも

と，SDGsの理念「誰一人取り残さない」
に向けて取り組むこと。

� 参画性：目標達成に向けて，政府・企

業・NPOなどがその役割を果たすこと。
� 統合性：社会・経済・環境を，目標達成

のため統合的に取り組むこと。

� 透明性：指標を定め第３者の評価により

定期的に取組内容を公表すること。

７－３ 持続可能な開発目標（SDGs）報告
国際連合広報センターは，２０１８年以降に

１７の目標単位に達成状況と残されている課題

について評価報告書を公表しています。

７－４ 第３者機関の SDGs評価として，
ドイツ最大財団のベルテルスマン財団と

「持続可能な開発ソリューション・ネット

ワーク」は，共同で国別に実施状況を検証

し，共同報告書（SDG Index and Dash-
board）を発表しています。日本は世界全
体で，２０１７年の１１位から２０１９年は１５位に

後退しています。

７－５ 日本政府の SDGsの取組
� 政府は，SDGs推進本部と SDGs推進
円卓会議を設置し実施指針を作成しました。

� SDGs未来都市として，SDGsの達成に
向けた取組を積極的に進める自治体を認定

し，補助金で支援しています。

７－６ 経済界の SDGsの取組
日本経済団体連合会は，Society５．０の実現
を通じた SDGs達成を柱にして，企業行動
憲章を改定し，参加企業の SDGs経営を促
進しています。

金融機関は，ESG投資に比重を移してい
ます。ESGは，環境（Environment），社会
（Social），ガバナンス（Governance）の略
称で，ESGの視点で企業を分析し投資する
責任投資原則（PRI）が急速に普及していま
す。日本の ESG投資額は，２０１６年の５６兆円
から２０１８年に２３２兆円と急増していますが，

国際比較では発展途上です。ESG投資をと
おして，企業の SDGs経営を促進していま
す。欧州連合は，ESG関連の非財務情報の
開示を企業に義務付けています。

SDGs経営を標榜する企業が主導するサプ
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ライチェーンでは，トレーサビリティの観点

から構成企業に SDGs経営が求められます。

今，なぜ企業経営にとりSDGsか

８－１ 日本の SDGs実施状況の評価は低
い。ベルテルスマン財団の報告書では１５位

であり，世界で尊敬される国家として名誉

ある位置を占めるには，官民挙げての

SDGs推進が急がれます。
８－２ ESG投資額が急伸している。ESG
評価基準に満たない企業は，企業の存続危

機に陥る恐れがあり，SDGs経営を導入す
ることが，経営戦略の基軸になります。

８－３ SDGs経営は，サプライチェーンを
構成する企業との共同作業です。SDGsの
理解を怠ることなく，実施することが必要

です。

８－４ SDGsの１７の目標は，世界の識者が
選びだした解決すべき社会的課題です。企

業経営の存在価値は，社会的課題に解決策

を提供することにあります。SDGsの１７目
標は，企業にとり経営戦略・新規事業開発

目標の宝庫です。企業は SDGsに明記さ
れた社会的課題に取り組むことがイノベー

ションの機会となり，新サービス・新商品

開発・社会的評価の向上・消費者の信頼向

上でブランド強化に繋がります。

SDGs経営ビジョン作成の留意点

アメリカの主要企業の経営者団体であるビ

ジネスラウンドテーブルは，株主第一主義を

見直し，従業員や地域社会などのステークホ

ルダーに配慮して，長期的な企業価値向上に

取り組むと宣言しました。アメリカ的経営を

SDGs経営・日本的経営に近づく宣言です。
このように，貴社を取り巻く外部環境は大

きく変わろうとしています。SDGs経営を取
り入れた１０年後の経営ビジョンを作成し，経

営幹部や従業員とビジョンを共有し，持続的

な企業価値向上を図ることが重要です。

まとめ

SDGs経営は，世界の新たな規範です。
SDGs経営も，CSRと同様に企業倫理の順
守，論語とそろばんの発想，三方よしの精神

を基盤にした，日本的経営と親和性のある宣

言です。「誰一人取り残さない」人道的宣言

に全員参加が期待されています。

� SDGs経営は，世界的な流れです。

� 中小企業もサプライチェーンの一員とし

て積極的な参加が必須です。

� SDGsは，日本的経営と親和性があり

ます。

� SDGsは，行政・企業・NPO等全員参

加型です。

●図表－５ 持続可能社会とESGの位置づけ

●図表－６ 世界のESG投資額の推移

出典：SMBC日興証券




