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これで
万全！
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●図表－１ ESGの主な内容

SDGsへの取組が急速に進展している中で
SDGsとともに ESGも注目されています。
ESGとは，E（Environment環境），S（Social
社会），G（Governanceガバナンス）の頭
文字をとった用語です。本稿では，SDGsと
の関連性と ESGへの取組について考察しま
す。

ESGとは

E環境・S社会・Gガバナンスの三つの側
面に配慮した企業経営を「ESG経営」と呼
び，ESGへの取組を企業の評価基準として
投資することを「ESG投資」と呼んでいま
す。

CO２排出量の削減をはじめ世界規模での環
境問題や社会問題が顕在化する中で，２００６

年，国連は「PRI（Principal for Responsible
Investment）」（責任投資原則）を起草・公
表しました。主に機関投資家に対して ESG
の観点から投資するように求めたことに端を

発し，投資額が急速に拡大しつつあります。

日本においても，２０１５年に年金積立金管理

運用独立行政法人（GPIF）が責任投資原則
に署名してから ESG投資額が拡大していま
す。

【国連での流れ】

２０００年 ミレニアム開発目標（MDGs）
２００６年 責任投資原則（PRI）

経営承継研究会
中小企業診断士 三嶋 弘幸

私は，東北で産業廃棄物処理事業を行っている会社の代表者です。昨年，創業者である父から

事業承継したばかりです。

SDGsの急速な普及に環境関連の会社として，今後に向けて，どう取り組んでいくか検討し

ているところです。最新の処理施設・設備の導入にあたり，金融機関からは，ESG経営への転

換を図ることが，事業性評価のプラス要因になることを知りました。

ESGとSDGsの関連性および中小企業の取り組むメリット等を教えていただきたい。

第 1 1 回

ESGと SDGs経営
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２０１５年 持続可能な開発目標（SDGs）

ESGと SDGsの関連性

SDGsは，経済，環境，社会の３要素の調
和が重要となります。ESGとの比較では，
環境と社会が共通要素となります。ESGの
ガバナンスも，SDGsの１７目標に該当するも
のも多く，両者の関連性は深いといえます。

関連性が深い SDGsと ESGですが，そ
の違いについて，年金積立金管理運用独立行

政法人（GPIF）は，図表－４のように説明
しています。「社会的課題の解決」が，投資

家においては投資機会の増加となり，企業に

おいては事業機会の増加に繋がり，相乗効果

として持続可能な社会に寄与することになり

ます。

この流れを整理してみると，ESG投資が
拡大し，ESGを経営に取り込む ESG経営
に転換することで，新たな事業機会が増加し，

結果として SDGsの目標が達成されるとい

●図表－４ ESG投資とSDGsの関係

（出典） GPIFweb サイト

●図表－２ ESGとSDGsの関係（要素）

●図表－３ ESGとSDGsの関連性（目標）
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●図表－５ ESGの流れ

事業拡大・成長
企業評価の向上

ESG経営への転換
（ESGへの取組の強化）

ESG投資の普及

SDGsの目標達成

3

4

う循環が生まれることになります。

環境，社会，ガバナンスに配慮した ESG
経営へ転換することが SDGsに取組んでい
る企業として高い評価を受けることになりま

す。

SDGsと ESGの大きな違いは見い出しに
くいといえますが，ESGは投資家の視点で
の投資基準で，SDGsは，政府，企業，消費
者と幅広い主体が取り組む目標となります。

SDGsの目標に対して，ESGはその達成に
向けての手段ともいえます。両者の関係を簡

単に整理してみると，

SDGsの普及・浸透 ⇒ ESGへの取組 ⇒
SDGs目標達成 という流れになります。

ESG投資の状況

GSIA（ESG投資額の統計を公表している
国際団体）の２０２０年統計報告書によると，

２０２０年の ESG投資額は３５兆３，０１０億ドル（約
３，９００兆円）となっています。日本では，２

兆８，７４０億ドル（約３１６兆円）で，２０１８年か

らの２年間で３１．８％増加しています。

運用資産全体に占める ESG投資の割合で

は，日本は２４．３％と急速に伸長しています。

カナダは，６１．８％と投資の過半が ESG投資
となっています。

責任投資原則に賛同する投資家が世界的に

増加しており，上記のように急速に ESG市
場が拡大していることが明らかになっていま

す。（ヨーロッパ，オーストラリア・ニュー

ジーランドは減少していますが，これは統計

の定義が修正されたことによるものです。）

ESG経営の重要性

ESG投資の急速な拡大という潮流の中で，

●図表－６ ESG投資額（単位：１０億ドル）

（出典） GSIR（Global Sustainable investment
Review）２０２０年

●図表－７ 運用資産に占めるESG投資割
合（％）

（出典） GSIR ２０２０年
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●図表－８ 商品の選択基準
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ESG視点での企業経営が求められています。
SDGsの急速な普及・進展を背景に，企業
を取り巻く環境が急速に変化しています。こ

の変化は，経営上のリスクになり得るととも

に新たな事業機会の創出にも繋がることから，

ESGへの対応力が最大の経営課題となりま
す。

消費者の購買動向の変化を例にとると，商

品の選択基準は，価格，品質，機能，安全性

という従来の基準から，「エシカル消費」「グ

リーン消費」という新たな基準が重視される

ようになっています。

環境配慮をはじめ社会的課題解決への貢献

という消費者意識が醸成されつつあり，消費

者動向の変化に対応した取組が企業経営にお

いて要求されています。

金融機関の動向

金融機関においては，自ら SDGs・ESG
に積極的に取り組むことで，取引先である中

小企業の SDGs・ESGの普及・進展を間接
的に支援しています。

金融機関では，事業の将来性をはじめ中小

企業のポテンシャルを評価する事業性評価を

強化している状況にあります。すでに

SDGs・ESGへの取組を評価した融資商品
（環境に配慮した設備投資，エコアクション

２１認証等）も登場しています。今後は事業性

評価の評価基準に SDGs・ESGへの取組が
組み込まれ，ESG融資の普及・拡大が予想
されます。

行政による ESG融資の普及を目指した取
組施策も講じられています。環境省では，

“ESG事業性評価融資の支援事業”，“地域
の ESG融資への利子補給事業”により，特
に地域金融機関への ESG融資普及の後押し
を実施しています。

他方で，ESGの潮流を受けて，金融機関
をはじめ投資家のダイベストメントの動きも

顕著になっています。ダイベストメントとは，

投融資資金を引き揚げることで，インベスト

メントの反意語です。特に環境面への配慮か

ら化石燃料業界においては新規の投融資が抑

制されています。

日本の金融機関は世界で最も化石燃料への

投融資額が高く，ESG投資の取り組みが遅
れていると言われています。近時は，メガバ

ンクグループをはじめ ESGに配慮した投融

●図表－９ メガバンクの投資指針

（出典） 経済産業省「世界的な石油・天然ガ
ス・石炭関連企業の気候変動対策への
投資動向等調査」
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資方針に転換を図っています。メガバンクグ

ループの石炭投融資指針では，石炭火力発電

への新規の投融資は原則実施しない方針にな

っています。

化石燃料業界では，この流れに対応し，生

き残りをかけて，バイオエネルギーや CCUS
への取り組みを加速させています。CCUS
（Carbon dioxide Capture Utlization and
Storage）は，二酸化炭素を抑制するだけで
なく，それを回収して利用できる技術で，環

境対応のみならず，新たなビジネス機会が生

まれる可能性が高いといえます。

今後は，化石燃料に限らず ESGに配慮し
た投融資が加速することが予想されます。

ESG経営のメリット

企業経営において，単に自社の利益の追求

だけではなく，環境問題はじめ社会的課題の

解決への貢献が求められています。中小企業

においても他人事ではなく，ESG経営への
転換を考える必要があります。

ESG経営への転換は，どのようなメリッ
トを享受できるのか整理してみます。

� 企業イメージの向上

ESGは世界的な潮流となっており，積極
的な取組は，ステークホルダーからの信頼性

を高めることになります。

ESGに関する情報開示を積極的に実施す
ることで，企業価値評価にもプラスとして機

能します。

� 経営リスクの回避

エシカル消費はじめ消費者の購買行動の変

化やサプライチェーンにおける中核企業から

の ESGの要求等への対応による経営リスク
（サプライチェーンからの排除）の回避が可

能となります。

金融機関から高い事業性評価を受け，円滑

な資金調達が可能となります。

� 新たな事業機会の創出

企業イメージやブランド力の向上により，

新たなビジネスパートナーとの出会い，新分

野への進出，新規顧客の獲得，既存取引先と

の更なる取引深耕に繋がります。

� 人材確保・従業員のモチベーション

ESGへの積極的な取組は，“社会への貢献
企業”として，新規採用でプラス面に機能し

●図表－１０ SDGsの ESG取組への影響
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7 � ESGはSDGsとの関連性深い

� ESG経営がSDGs目標達成に

� 社会的責任・役割への対応手段

� 金融機関の事業性評価基準

ます。また同様に従業員のモチベーション向

上にもつながります。

� SDGs の目標達成への寄与

社会的課題への取組を通じて，環境配慮，

社会貢献，地域貢献による SDGsの目標達
成に繋がります。

おわりに

２０３０年の SDGsの目標達成においては，
ESGへの積極的な取組が必要です。SDGs
の目標達成に向けて，どのように実施してい

くかをバックキャスティング思考で検討する

というステップそのものが，ESG経営と考
えられます。

この時流への即応力が持続的な成長の実現

につながることとなります。


