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特集

はじめに

　SDGs（Sustainable Development Goals＝持続
可能な開発目標）について、当初は「国連で採択され
た目標群のひとつに過ぎず、日本政府としての取り組
みは必要であるにせよ、地方自治体や企業・団体経営
に必ずしも大きく影響するものではなかろう」と受け
止める向きもありました。
　しかしいまや地方自治体はもとより、企業・団体経
営の拠りどころのひとつとして重視されるだけでな
く、社会生活のありとあらゆる場面で意識されるまで
になり、「SDGsへの具体的コミットメントなしに市
場や生活者・消費者の信認を確保し続けることは不可
能」といわれるまでの重要な存在となっています。
　そこで本稿では、SDGsとは何か、そしてSDGsが
地方創生や金融とどのように関わっているかについ
て、できるだけわかりやすく解説いたします。

SDGsとは？

　そもそもSDGsは突如として姿を現した目標群では
なく、その前身として設定されていたMDGs（ミレニ
アム開発目標）の後継目標という位置づけです。
　MDGsは、1990年代の主要国際会議で採択された
国際開発目標と、2000年に採択された「国連ミレニ
アム宣言」とを統合したうえで、2001年に国連で専
門家間の議論を経て策定された国際目標です。
　MDGsの特徴は（1）開発途上国向けの開発目標であ

ること、（2）目標は8項目（①貧困・飢餓、②初等教育、
③女性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連
帯）からなること、（3）期限は2015年、の3点でした。
　期限であった2015年にはレビューが実施され、
MDGsは15年かけて一定の成果（極度の貧困の半減
やHIV・マラリア対策等）を挙げることはできたもの
の、なお未達成の課題（乳幼児・妊産婦死亡率削減等）
も残されたとして、次なる目標を策定しこれに取り組
む必要性が共有されたのです。
　こうした経緯を踏まえ、2015年9月の国連サミット
において全会一致でSDGsが採択され、「誰一人取り
残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実
現のため、2030年を期限とする17項目の国際目標に
向かい、開発途上国のみならず国連加盟国全体で、す
べてのステークホルダー（関係者）が参画して、社会・
経済・環境課題に統合的に取り組みを進め、定期的に
フォローアップを行って進捗を確認する枠組みができ
あがったのです（図1）。
　SDGsの構造的特徴は、2030年という明確な期限
設定とともに、17の目標（ゴール）の下に169のター
ゲットがあり、さらに232の指標を置くという「三層
構造」（図2）をとっていることにあります。単なる
スローガンや抽象的な目標を掲げるのではなく、期限
や具体的なターゲットや指標を伴い、取り組みのプロ
セスや成果が可視化されているのです。
　こうなると、この決議に賛成した各国は「賛成した
だけで後は何もしない」わけにはいきませんので、各々
の政府が民間にも呼び掛けて取り組みを始めることと
なりました。
　この間、わが国でも当初多くあった、SDGsという
とイコール「省エネへの取り組みですか？」とか「ジェ
ンダー平等問題ですよね？」といった類の誤解（厳密
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にはSDGsのきわめて狭い部分のみの理解）は未だ完
全には払拭されていないものの、17個の幅広い数値
つきの具体的目標に向かって、世界中あらゆる国の
人々が一緒に取り組むことにより、誰一人取り残さな
い世界をつくる活動であることが次第に理解されるよ
うになってきました。

SDGsの17目標

　SDGsに対し各国政府が達成にコミットしたからと
いって、政府部門だけが旗振り役となって取り組めば
この目標をクリアできるだろう、といった生易しいも
のではないことはお気づきの通りです。
　SDGsは、各国において皆が一緒に取り組むもので
あり、政府が強力なコミットメントをしたうえで、自
国においては官民がまさにパートナーシップを発揮
し、さまざまな当事者が連携して取り組みを進めなけ
れば、2030年の達成などおぼつかないでしょう。
　ここで、SDGs達成に向けた留意点としてしばしば
とりあげられる、「５つのP」で始まるキーワードをご
紹介します。
● 人間（People）：SDGsは自然に成し遂げられるもの

ではなく、あくまで人間が主体的に判断し行動する

ものである
● 地球（Planet)：地球全体を意識した、全体最適を考

えることが大切である
● 豊かさ(Prosperity)：貧困は持続可能性を損なう原

因であり、豊かさの実現がSDGs達成には不可欠
● 平和(Peace)：平和なしには持続可能性など望むべ

くもない
● パートナーシップ(Partnership)：人間は独りでは生

きられないのだから互いに協働することが大切
　これら５つのうち、どれ1つが欠けても、SDGsへの
アプローチは難しくなることから、この5点をしっか
りと踏まえながら、SDGs達成に向けた取り組みを進
めることが求められています。
　それとともに、上記を踏まえた、各人の意識改革（皆
がSDGsを他人事ではなく、自分ごとと認識する）お
よびその後の行動や、その活動の継承も重要となって
きます。
　すなわち、「知る→考える→行動する→次世代に受
け継ぐ」というプロセスをしっかりと意識しながら、
SDGsの達成に向けた努力を続ける必要があるという
ことになります。

SDGsへの取り組みで
留意したいこと

　国連の場で全会一致をもって採択された国際目標が
SDGsですが、その後の取り組み方や進捗状況は当然

世界各国での取り組みと
日本の状況

 1.  貧困をなくそう
 2. 飢餓をゼロに
 3. すべての人に健康と福祉を
 4. 質の高い教育をみんなに
 5. ジェンダー平等を実現しよう
 6. 安全な水とトイレを世界中に
 7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
 8. 働きがいも経済成長も
 9. 産業と技術革新の基礎をつくろう
 10. 人や国の不平等をなくそう
 11. 住み続けられるまちづくりを
 12. つくる責任つかう責任
 13. 気候変動に具体的な対策を
 14. 海の豊かさを守ろう
 15. 陸の豊かさも守ろう
 16. 平和と公正をすべての人に
 17. パートナーシップで目標を達成しよう

【図1】SDGsの概要と17の目標

【図2】SDGsの
　　　三層構造

■  2015年9月の国連サミットで全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある
社会の実現のため、2030年を期限とする17の国際目標。(その下に、169のターゲット、 232の指標が決められている。)

①貧困 ②飢餓

⑰実施手段⑮陸上資源⑭海洋資源⑬気候変動

⑦エネルギー ⑧成長・雇用 ⑫生産・消費

⑥水・衛生④教育③保健 ⑤ジェンダー

⑩不平等 ⑪都市⑨イノベーション

⑯平和

普遍性

参画型

統合性

透明性

包摂性

先進国を含め、すべての国が行動

すべてのステークホルダーが役割を

社会・経済・環境に総合的に取り組む

定期的にフォローアップ

人間の安全保障の理念を反映し
誰一人取り残さない

前身 : ミレニアム開発目標 (Millennium Development Goals: MDGs)
▶ 2001年に国連で専門家間の議論を経て策定。2000年に採択された「国連ミレニアム宣言」と、
　 1990年代の主要な国際会議で採択された国際開発目標を統合したもの。
▶ 発展途上国向けの開発目標として、2015年を期限とする8つの目標を設定。
　 （①貧困・飢餓、②初等教育、③女性、④乳幼児、⑤妊産婦、⑥疾病、⑦環境、⑧連帯）

✓　 MDGsは一定の成果を達成。一方で、未達成の課題も残された。 
　⃝ 極度の貧困半減（目標①）やHIV・マラリア対策（同⑥）等を達成。 
　× 乳幼児や妊産婦の死亡率削減（同④.⑤）は未達成。サブサハラ・アフリカ等で達成に遅れ。

（リオ＋20）
環境

人権

平和

17の目標（ゴール）

169のターゲット

232の指標
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ながら国毎にバラツキがあり、地域的な偏りや、目標
毎に濃淡があることも事実です。
　例えば、欧州諸国は、「SDGsといえばグリーン（環
境関連）」という傾向が強く、17項目のうち、環境に
係る分野に軸足を置いた取り組みが目立ちます。
　他方で米国などは、「SDGsといえばジェンダー平
等問題」と考える人が多いともいわれます。
　これに対し日本は、「SDGsといえば○○」といっ
た固定観念がなく、17項目に満遍なく取り組もうと
する傾向があると指摘されています。これは今後、「日
本はSDGsに総合的・包括的に取り組んでいる」とし
て、国際比較において少なからずメリットになってい
くものと筆者は期待しています。
　因みに、2020年時点でのSDGsへの取り組み度ランキ
ングをみると、順位は以下の通りとなっています（表1）。

国際機関、自治体等の関係者が集まり意見交換を行う
こととしました。続く同年12月には「SDGs実施指針」
を策定、2018年から毎年「SDGs アクションプラン」
をつくり、レビューを実施しながら進行しています。
　最近の動向をみると、2021年については「SDGs
アクションプラン2021」に基づいて政府の取り組み

（例えば、「2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼ
ロとする、カーボンニュートラルの実現を目指す」な
ど）を実施しつつ、民間とも連携を続けています。

　日本はSDGsチャレンジを世界的に牽引すべき先進
諸国の一員として、SDGs採択時点から政府部内にお
ける取り組み体制を整備するとともに、官民連携の枠
組みづくりにも着手して、政府部門と民間部門が強力
なパートナーシップの下でSDGsに協働してチャレン
ジしていく体制を構築しました。
　具体的には、2016年5月に総理大臣を長とし各府省
大臣からなる「SDGs推進本部」を設置し、同年9月
には官民連携を図るための「SDGs推進円卓会議」を
立ち上げ、行政、NGO、NPO、有識者、民間セクター、

日本政府の取り組み

【表1】 2020年におけるSDGs取り組み度ランキング
順位 国名
１ スウェーデン
２ デンマーク
３ フィンランド
４ フランス

順位 国名
５ ドイツ
17 日本
31 米国
48 中国

　SDGsチャレンジは、東京で中央政府だけが取り組
むものではなく、全国の自治体と連携して地域に根差
した取り組みを進めることが地方創生のためにも重要
なのはいうまでもありません。
　しかし現実には、自治体毎に個別事情があり、職員
や住民の理解にも差異があるのは当然のことです。そ
の点、いかに皆の理解を深めて全体を底上げし、個別
の組織や住民の具体的行動を促すかが、SDGs達成の
成否を握る重要な要素となっています。
　そこで政府は、優れた取り組みを体現する都市を

「SDGs未来都市」として選定し、自治体SDGs推進関係
省庁タスクフォースにより強力に支援しています。その
中で先導的取り組みを行う都市を「自治体SDGs モデ
ル事業」に選定して資金面での支援も実施しています。
　こうした活動を通じて、ローカルな成功事例を広く
皆で共有し、取り組みを加速させることを目指してい
ます（2024年度の地方自治体におけるSDGs達成に
向けた取り組み割合＝目標60％）。

　地球環境問題への取り組みに積極的な北欧諸国が
リードしているほか、西欧諸国もこれに続いており、
日本はやや後塵を拝している状況です。米国や中国は
まだ取り組みが本格化していない印象です。もっとも、
目標達成を見込む年は2030年であり、現状はあくま
で中間地点での評価に過ぎません。今後の動向は流動
的でしょう。

地方創生とSDGs

（出所：SDSN 2020年調査）

　上述のように、日本におけるSDGsチャレンジは、
特定目標への偏りが少なく、官民協働はもとより国と
地方が連携してバランスよく進められていますが、今
後さらにその取り組みを効果的に行うにはどうすれば
よいでしょうか。

SDGsチャレンジは
経済成長から
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【図3】企業部門の経済活動とSDGs

【図5】CSRとCSV

　筆者は、「目標8」（働きがいも経済成長も）および「目
標9」（産業と技術革新の基礎をつくろう）に軸足を置き、
まずは現実の経済活動の果実を着実に獲得したうえで、
目標8および9を牽引役として、その他の目標にも力を
入れていく手法が現実的かつ最良と考えています。その
根拠は「どんなに素晴らしい目標を掲げても、経済的
な持続可能性なしにはチャレンジできないから」であ
り、たとえ素晴らしい考えと行動力の持ち主であって
も、自身の経済基盤なしに、例えば他人の貧困救済や
教育向上に注力するといった「持続可能性を高める活
動」への積極的な参画は難しい可能性が高いからです。
　こうしたスタンスを踏まえ、経済成長や産業・技術
革新基盤整備にまず着手したうえで、他の15目標に
もアプローチする手法を考えてみたいと思います。

　図3は、企業部門の経済活動とSDGsの関係性を示
したものです。
　経済活動はすなわち価値のやり取りであり、これが
持続可能性を高めるような正当な文脈で活発になれば
なるほど、SDGs達成に貢献することを示しています。
　では「正当な」経済活動とは何かというと、企業部
門における資金の「出し手」は、「責任ある投資」を
行う必要がある一方、この投資（資金）を受けて価値
創造の活動を行う企業側は、「適正な企業統治」が必
須となっており、この両者が同時に満たされることに
より、持続可能性が高まる、と理解できます。
　前者の「責任ある投資」の考え方は、「スチュワー
ドシップ・コード」（機関投資家の行動規範を明文化
したガイダンス）に基づく「ESG」（環境・社会・統
治を向上させる投資）であり、後者の「適正な企業統
治」は「コーポレートガバナンス・コード」（上場企
業が守るべき企業統治の行動規範）をベースにしてお
り、それにより「CSV」（共通価値の創造）を実現し
ようとするものです。つまり、ESGを活用してCSVを
実現する、その活動を活発化させることが企業部門の
役割であることを示しています。

　図4の左は、SDGsの考え方の基本にある「環境・
社会・経済」の調和という関係を示すものですが、右
は、左の「経済」部分を「統治（ガバナンス）」に置
き換えています。経済を正当な形で回していくには、
適切なガバナンスが必須であるという考えに基づくも
ので、「環境・社会・統治」の頭文字をとってESGと
呼ばれており、ESGがきちんと備わった対象（企業や
プロジェクト案件）のみに投資資金を振り向けるのが

「ESG投資」です。
　ESGはいまや企業行動の事実上の指針として極めて
重要な課題となっており、これに反する投資はできる
限り排除しようという動きになっています。
　その典型例は、世界最大の機関投資家として巨額の
投資資金を運用する、わが国のGPIF（年金積立金管
理運用独立行政法人）です。GPIFの扱う資金は、国
民から徴収した年金積立金であり、「公金のなかの公
金」ゆえに、「環境・社会・統治」の向上に資するも
の以外には投資しないという原則を堅持しているので
す。この考え方は民間における投資の考え方にも重大
な影響を及ぼしており、資金移動に多大な影響を与え、
企業の資本政策や資金繰りを左右することから当然、
株価にも影響があるものとされ、企業自身の持続可能
性との連関性が日々高まっています。

　CSV（Creating Shared Value: 共通価値の創造＝
競争戦略論の第一人者であるマイケル・ポーター 米
ハーバード大教授が2011年に提唱）は、従来のCSR

（Corporate Social Responsibility: 企業の社会的責

【図4】3要素の調和とESG投資の考え方

責任ある投資 適正な企業統治

SDG s

ESG投資 CSV(CSR)

企業部門の経済活動

スチュワードシップ・
コード

コーポレート
ガバナンス・コード

社会
Social

環境
Environment

経済
Economy

社会
Social

環境
Environment

統治
Governance

CSR CSV 

CSR （企業の社会的責任）から
CSV （経済的価値と社会的価値を同時実現する共通価値づくり）へ

●価値：善行
●シチズンシップ、フィラン
ソロピー、持続可能性
●行動：任意、あるいは外圧
によって
●利益：最大化とは別モノ
●テーマ：外部の報告書や個
人の嗜好により決定
●企業業績やCSR 予算の制約
を受ける
【例】材料をフェア・トレー
ドで調達

●価値：コスト見合いで経済
的・社会的便益が向上
●企業と地域社会が共同で価
値を創出
●行動：競争に不可欠
●利益：最大化に不可欠
●テーマ：企業毎に異なり、
内発的
●企業の予算全体を再構成す
る
【例】調達方法を変え品質と
収穫量を同時に向上
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任）から進化した考え方といわれ、図5に示す通り、
企業と社会との新たな関係を示唆するものとして話題
となりました。
　CSVは、企業の競争力強化と社会的課題の解決を同
時に実現させ、社会と企業の両方に価値を生み出すビ
ジネスを意味し、「社会的課題の解決をビジネスに内
包させたもの」です。従来の社会貢献活動（本業で得
た利益を自社のビジネスと無関係な社会貢献にも使
う）ではなく、企業としての合理的行動すなわち競争
力向上や収益拡大を実現しつつ、より重要な価値創造
や社会変革を起こすことを目指すものとされます。一
例として、わが国の近江商人の「三方良し」（売り手
良し・買い手良し・世間良し）の概念に近いとしばし
ばいわれています。
　以上を踏まえて、図3を再度参照いただくと、企業
部門がいかに正当な資金を獲得しながらSDGs達成に
資する良い活動ができるか、という仕組みがご理解い
ただけると思います。ただ、この図はあくまで企業セ
クター内部の関連性を提示したに過ぎず、経済活動上
の重要なステークホルダーである投資家や顧客、ある
いは政策当局などは示されていません。この点につい
ては後述いたします。

自らの行動によってのみ得られることがわかります。
　また、右下には「政治・行政」を追加し、国民（主
権者）統治の下で企業セクターに対しては、適正な制
度の設計・運用や監督が実施されるべきことを書き込
みました。
　これら各セクターが適切にその役割を果たすことに
より、SDGsの目標8と9が達成に近づいていき、そ
れに牽引される形で他の目標達成も可能性が向上する
という仕組みを提示しています。
　さらには、企業部門の活動をより活発にする可能性
がある要素として、「金融」（金融機関）と「DX」（デ
ジタルトランスフォーメーション）を追加しました。
　企業活動の活発化のためには、金融機能を欠かすこ
とはできませんし、最新のデジタル技術を企業活動に
採り入れて生産性向上を実現することは、企業のSDGs
チャレンジを加速させ、目標到達を促進すること間違
いないと考えます。
　そして改めてこの図を眺めると、企業部門がSDGs
達成に果たす機能の大きさが実感できると同時に、右
上の国民、すなわち我々一人ひとりの役割と責任が極
めて重大であることにも気付かされることでしょう。
主権者として、消費者として、投資家として、責任あ
る判断と行動することなしに、私たち自身の持続可能
性も確保しえないという現実が、ここからも確認され
るのです。

　図6は、企業セクター内部のみを示した図3にステー
クホルダーや政府部門を追加してSDGsを取り巻く全
体像を示したもので「SDGsと金融を取り巻くエコシ
ステム」の俯瞰図ともいえるものです。
　この図の特徴として、まず図3に対し、右上に企業
部門にとって最重要ステークホルダーである国民（消
費者・投資家・主権者）を加え、企業セクターが適切
なPRおよびIRを通じて情報を受発信することで、消
費者・投資家は、醸成された信頼関係をベースに企業
側と適正かつ合理的な取引が可能となることが示され
ています。
　次にSDGs達成が国民に長期的な全体最適をもたら
すことを表示したうえで、国民側もSDGsに関心を持ち
参画することが重要であることを表わしています。SDGs
達成の恩恵は決して天から降ってくるものはなく、人間

　以上ご説明してきたように、わが国におけるSDGs
達成に向け、まずはその目標の成り立ちなど基本事項
を知っていただいたうえで、SDGsを取り巻く社会環
境の全体像をしっかりと認識することは大切です。そ
れがわかれば、後は一人ひとりの「行動あるのみ」です。

SDGsと金融を取り巻く
エコシステム

むすびにかえて

【図6】SDGsと金融を取り巻くエコシステム
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