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1．本日の構成（はじめに） 

まず、ESG 金融・投資とはなにかを考えます。そのために、ESG 金融や投資の背景、目的、

施策についてお話します。ESG 金融の中で、特に ESG 投資を中心に見ていきましょう。 

次に、ESG 投資に関わる取り組み等を ESG 投資と社会との関係について見ていきます。 

最後に、環境カウンセラーとして ESG 投資に関連することについてどのようなことができる

のかを考えてみましょう。私もみなさんと同じ環境カウンセラーとしていろいろ考えてみました。 

 

  なお、ESG 金融や ESG 投資の基礎的な知識について知ることを重点に置いています。そのた

め、具体的に ESG 領域の情報を開示するのか、その情報を評価するのかについては今回対象と

していません。 

  公開情報を活用しています。本資料の最後に主な参考文献を載せています。 

 

・持続可能性と経済環境 

 SDGs・パリ協定への対応や ESG 投資・ダイベストメント（投資撤退）が行われるなど社会

において持続可能な開発の概念が実装されてきている。社会環境と自然環境と経済環境との両

立を志向する重要性が増してきている。 

 

 ・環境サステナビリティ（鈴木幸毅、2006） 

「自然環境を人類生活の基盤として認識し、環境（Ecology）、経済（Economy）、倫理（Ethics）

の 3 つの E の視点を協和させ環境保全に当たる。それにより、環境汚染、アメニティ破壊、

自然破壊の進行を防ぎ、持続可能な社会を目指す」 

 

 ・戦略的環境経営と理念的環境経営 

   環境経営は、市場における競争優位獲得を志向した競争重視の経営であり戦略的環境経営の

側面がある。戦略的環境経営は、従来の競争戦略のパラダイムの延長である。 

 持続可能な社会が構築されるためには、持続可能性の理念にもとづいた経営を推進し、持続

可能性を企業倫理に据えた理念重視の経営である理念的環境経営が重要である。 

 

 ・ESG 投資と合理性 

ESG 投資という制度に対する行為としての経営行動は目的合理性か価値合理性か？ 

ESG 情報の開示を求める側は価値合理性 

情報開示への対応・手段は目的合理性 

しかし、情報開示をする側も価値的な基準での開示を行うことが考えられるため、価値合理

性の側面もある。 
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 ・事業リスクと信頼性 

事業リスクへの対応は信頼性の獲得につながる 

利潤は、経営の結果であり、未来志向的活動に対する準備でもある。 

「未来費用」に対する準備が必要である。 

ゴーイングコンサーン（going concern）、継続企業の前提（ going concern assumption ） に

もとづいて企業も投資家も活動を行っている。 

 

 ・環境問題に関わる制度化と不確実性への対処 

  環境配慮社会と制度化。 

環境問題が企業に対してどの様な影響を与えているのか。 

利潤追求を目的とする企業がなぜ環境に対して配慮する必要があるのか。 

環境問題解決への取り組みの過程が、企業の利潤追求の過程そのもの。 

 

 ・経営行動と正当性とステークホルダー 

  企業は社会からの正当性の獲得をステークホルダーへの対応という形で行う。 

  すなわち、企業がステークホルダーから正当性を得るために行う働きかけが、企業の経営戦略

であり、経営行動である。 

ステークホルダー・エンゲージメント、CSV、コレクティブインパクト等が考えられる。 

 

2．ESG 金融・投資とはなにか：ESG 投資について知る（背景、目的、施策） 

 ・ESG 投資の背景 

  投資のリスク（投資先企業のリスク） 

価値観の変化 

どのような社会を作るのか？ 

すべての企業が潜在的には対象となる。 

E は進んでいる。S、G はあまり進んでいない。S は評価の基準に統合された指標がないか

ら、G はこれまでの統治への反省が少ないこともある。 

   E：定量化してきている。 S・G は定性的データがまだ多い。 

 

 ・責任投資原則（PRI）（国連環境計画・金融イニシアチブおよび国連グローバル・コンパクト 

とのパートナーシップによる投資家イニシアチブ） 

   PRI は、署名機関による国際的ネットワークと協力し、責任投資原則の 6 つの原則を実践に

移すこと目的としています。PRI は、環境・社会・ガバナンス（ESG）課題の投資への影響を

理解し、署名機関が ESG 要因を投資及び所有者の意思決定に組み込むための支援を提供して

います。 

 

  6 つの原則 

私たちは投資分析と意思決定のプロセスに ESG 課題を組み込みます。 

私たちは活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣に ESG 問題を組入れます。 

私たちは、投資対象の企業に対して ESG 課題についての適切な開示を求めます。 
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私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行い

ます。 

私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。 

私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。 

 

 ・ESG 情報（環境省、2018a） 

   事業者の環境・社会・ガバナンス情報。機関投資家を中心とする金融セクターが、投融資先

の事業者の中長期的な価値向上を図るために企業の状況を把握するに当たり想定し得る着眼

点として、事業者の環境・社会課題に関連するリスク及びガバナンスがある。こうした中、2015 

年 9 月、世界最大の年金資産規模を持つ年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が、国連

が支持する責任投資原則（PRI）に署名し、これを一つの契機として我が国でも、環境

（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に関する情報を考慮した投資、

いわゆる「ESG 投資」に対する認知度や関心は高まる方向にある。 

 

 ・主な企業の報告書 

財務情報に関する報告書：有価証券報告書、四半期報告書、アニュアルレポート等 

非財務情報に関する報告書：環境報告書、CSR レポート、知的財産報告書、内部統制報告書等 

  法律等で決められている報告書：有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書等  

自主的な報告書：環境報告書、CSR レポート、知的財産報告書、アニュアルレポート等 

 

 ・（ESG 金融に関連する）主なガイドライン等 

  環境報告ガイドライン（環境省） 

Sustainability Reporting Guidelines（GRI） 

ISO26000（ISO） 

コーポレートガバナンス・コード（日本取引所グループ） 

気候関連財務情報開示に関するガイダンス（TCFD ガイダンス） 

価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス - ESG・非財務情報と無形資産投資 -（価値協

創ガイダンス）（経済産業省） 

企業内容等開示ガイドライン（金融庁） 

「責任ある機関投資家」の諸原則（スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会） 

 

3．ESG 投資に関わる取り組み等：ESG 投資と社会との関係について知る 

 環境省では、ESG 金融については、第五次環境基本計画の６つの重点戦略の一つとして「持続可

能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築」を設定し、ESG 投資、 グリーンボン

ド等の普及・拡大に取り組んでいる。「環境情報開示基盤整備事業 ~ESG 対話プラットフォーム~」、

「ESG 地域金融」、「インパクトファイナンス」等の事業を推進している。 

 

・令和３年度環境省重点施策～ ｢３つの移行｣による経済社会の ｢リデザイン(再設計)｣ ～ 

（環境省、2020b） 

  ３つの移行（「脱炭素社会への移行」「循環経済への移行」「分散型社会 への移行」 ）を加速す



令和 2 年度環境カウンセラー研修 

2021 年 2 月 27 日（土） 

るために、ESG 金融 やナッジなどを活用した社会変革を行う。 

 「経済を動かす資金の流れを変革を加速化する方向へ誘導し、さらにその流れを太くしていく。

また、あらゆる手段を活用して個人や企業の行動変容、イノベーション創出 を促していく。 

  こうした観点から、ESG 金融やその発展形である インパクトファイナンス （環境・社会・

経済へのポジティブなインパクトを追求する投融資）を強力に後押しする とともに、分散型

の持続可能な社会づくりに向けて 地域における ESG 金融の普及展開 を図る 。 

「（1）ESG 金融やその発展形であるインパクトファイナンスの後押し 

・金融のグリーン化推進事業 

・グリーンボンド等促進体制整備支援事業【エネ特】 

・地域脱炭素投資促進ファンド事業【エネ特】  

・脱炭素社会の構築に向けた ESG リース促進事業【エネ特】 」 

 

・「選択と集中」～社会変革のための環境省改革～（環境省「選択と集中」実行本部、2020） 

 「（4）ESG 金融やナッジを活用した社会変革」 

脱炭素社会、循環経済、分散型社会への３つの移行を加速するために、「従来の ESG 金融の

促進からさらに踏み込んで、ESG 金融の発展形である“インパクトファイナンス”（環境・社会・

経済へのポジティブなインパクトを追求する投融資）を強力に後押しするための新たな取組を

開始する」 

 

・インパクトファイナンスの基本的考え方（ESG 金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクト

ファイナンスタスクフォース、2020） 

 「インパクトファイナンス」とは、投融資において環境・社会・経済へのインパクトを追求する

多様な動きのうち、ESG 金融の発展形として適切なリスク・リターンを追求するもの。 

 「中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リターンを確保し

ようとする」ものを「インパクトファイナンス」と位置づけ、ている。 

 インパクトファイナンスは、従来の ESG 投融資と比較すると、明確にインパクトを意図する点

及びインパクトの測定を行う点がその特徴である。 

 

・インパクトファイナンスの意義（ESG 金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクトファイ 

ナンスタスクフォース、2020） 

  投融資や企業の事業活動におけるポジティブなインパクトへの意図やコミットメントが可視

化されることにより、投融資先企業や金融機関/投資家自身の価値・競争力の維持・向上につな

がるとともに、それらが両輪となって拡大することで、アフターコロナの社会づくりの軸となる

社会全体のサステナビリティ向上を支えるものとなる。 

 

4．おわりに：環境カウンセラーとしてなにができるのか 

 環境カウンセラーとして現在を未来につなげる、あるいは、未来を現在につなぐために、「社会

を変える（社会変革）」という文脈の中で何ができるのかを考えるのもよいかもしれないですね。

そのために、環境カウンセラーとしてできること、できたらうれしいことを以下にあげます。 
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ESG 金融・投資についての正しい知識や最新の情報をもとに ESG 投資を推進することができる

プロデューサーになる（ESG コミュニケーションの推進）。 

ESG、特に E（環境）について定量的データと定性的データを用いて説明ができ、長期的および

短期的な社会的影響を企業活動の視点から説明ができる。 

未来への希望に満ちた言葉で説明ができる。 

「環境起業家（企業家）」としての視点で考え、行動できる。 
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