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◆2000年 国連ミレニアム・サミットで「国連ミレニアム宣言」を採択
ミレニアム開発目標（Millenniun Development Goals:MDGs)

8つの目標を2015年までに達成することを宣言した。

◆2002年 持続可能な開発に関する世界首脳サミット
（環境開発サミット）開催

➡日本政府及びＮＧＯが「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」を提唱

◆2002年 第57回 国連総会本会議で、
2005年から2014年まで10年間を「持続可能な開発の為の教育
（ＥＳＤ）」の10年とすることを採択。

◆1992年 国連環境開発会議（地球サミット）開催：リオデジャネイロ
「持続可能な開発」の実現に向けた話し合いにより、
「リオ宣言・アジェンダ２１・生物多様性条約・気候変動枠組み条約
を採択

持続可能な開発（ＳＤ）と
持続可能な開発のための教育（ESD)

（ESD：Education for Sustainable Development）
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◆2015年 国連サミットにおいて、
持続可能な開発の為の2030年アジェンダを採択
（MDGS：ミレニアム開発目標最終報告）

◆2016年1月1日 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が正式発効
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MDGｓ ミレニアム開発目標
（Millenniun Development Goals）

2000年 国連ミレニアム・サミットで、
「国連ミレニアム宣言」を採択

ミレニアム開発目標（Millenniun Development Goals:MDGs)

8つの目標を2015年までに達成することを宣言した。



目標1 極度の貧困と飢餓の撲滅
1日1.25ドル未満で生活する人口の割合を半滅させる
飢餓に苦しむ人口の割合を半滅させる

目標2 普遍的初等教育の達成
すべての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を
修了できるようにする

目標3 ジェンダー平等の推進と女性の地位向上
すべての教育レベルにおける男女格差を解消する

目標4 乳幼児死亡率の削減
5歳未満児の死亡率を3分の1に削減する

目標5 妊産婦の健康の改善
妊産婦の死亡率を4分の1に削減する

目標6 HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止
HIV/エイズの蔓延を阻止し、その後減少させる

目標7 環境の持続可能性の確保
安全な飲料水と衛生施設を利用できない人口の割合を
半滅させる

目標8 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進
民間部門と協力し、情報・通信分野の新技術による
利益が得られるようにする
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ＭＤＧｓから ＳＤＧｓへ
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日本における持続可能な開発のための教育
（ESD：Education for Sustainable Development）

ユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和
や国際的な連携を実践する学校です。
文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクールをESDの推進拠点
として位置付けています。現在、世界180か国以上の国・地域で11,000校以上のユネ

スコスクールがあります。日本国内の加盟校数は、「国連持続可能な開発のための教
育の10年（DESD）」が始まった平成17年から飛躍的に増加しており、平成30年10月
時点で1,116校となり、1か国当たりの加盟校数としては、世界最大となっています。

ESDは持続可能な社会づくりの担い手を育む教育
今、世界には環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題があります。

ESDとは、これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取
り組む（think globally, act locally）ことにより、それらの課題の解決につながる新
たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造し
ていくことを目指す学習や活動です。（文部科学省HPより）

＜ユネスコスクール＞

➡注意：日本の学校数 56096校（2014）で1116校は約2％に
すぎない
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ドイツ連邦共和国でのESDの実践

＜ESDの国家プロジェクトを実践＞

特徴：連邦政府と16州の州政府：教育の権限は州政府

出典：21世紀型スキルと諸外国の教育的実践 2015 田中義隆著 明石書店

● 「BLKプログラム２１」 1999～2004年
連邦・諸州教育計画研究助成委員会（BLK)が中心に展開

◆重視した視点： 「持続可能性 ＝環境論争の破壊的シナリオを乗り越える
ための近代化のシナリオ」

➡持続可能な行動を教えるのではなく、生徒が自ら判断し、持続可能性
という意味において革新的に行動できるようにする。

◆５６のワークショップの教材開発

◆教員研修と ESDコーディネーター（指導者）養成

◆ESDコンセプトによるカリキュラムの改善
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「BLKプログラム２１」＝「未来をつくる力」

①将来のシナリオと構想における先を見通した思考と知識

②問題解決と工夫において教科間の枠を超えて取り組む力

③ネットワーク力と計画力

④文化の違いを超えた意思の疎通と協力

⑤相手の立場に立って考える力、相手を思いやる力

⑥意思疎通能力と協調性

⑦自己や他者を動機づけられる力

⑧個人の思想や文化的な理想に対して謙虚に熟慮する力
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目的：各州の一般学校教育にESDを制度的に導入する

半日制学校➡全日制への移行期：午後の時間にESD授業実践

「トランスファー２１（Transfer21) 」2004～2008年

教育目標：「創造的コンピテンシー」

Ⅰ．専門的・手法的能力
①世界へ目を向け、新しい視点を組み入れて知識を構築する力
②先を見通して考え、行動する力
③横断的な知識を得て、行動する力
Ⅱ．社会的能力
④他者と共に計画し、行動できる力
⑤決定プロセスに関わることができる力
⑥積極的になれるよう他者の意欲を高められる力
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Ⅲ．自己の能力
⑦自己と他者の理想像を照らして合わせることができる力
⑧自分で計画し、行動できる力
⑨不利な人や貧しい人、弱者、抑圧された人に対して、
思いやる気持ちや連帯感を示すことができる力

⑩積極的になれるよう自己の意欲を高められる力

■ ESD実践 授業例 （公立の中等学校：第５～１２学年）

学年：第12学年 教科；地理 生徒数：17名 教師：ESDコーディネーター
単元： 地球はどこまで耐えられるか？

内容： 一人が一日に消費するもの（データ）を話し合う。
「エネルギー」「食物」「交通機関」「消費」の４つのテーマについて、
協働学習 と意見発表

■ESDコーディネーター養成
「マルチプリケーター研修プログラム」 15か月間 10回の宿泊を伴う
大型研修を実施し、コーディネーター（マルチプリケーター）養成を実施
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良い習慣からネットワークが出現する:ほぼ2000の優れたプロジェクト
約2000のプロジェクト、49の措置と21の自治体は、ドイツユネスコ委員会によって彼
らの良い実践のために授与され、オンラインデータベースに入力されました。
連邦教育研究省とドイツユネスコ委員会は、2016年以来、持続可能な開発のための
教育を構造的に固定する学習場所、ネットワーク、自治体を授与しています。
国連の10年のプロジェクトは、とりわけ、より広い社会にGNIを固定する若者や自治
体の重要性を強調しました。

また、世界行動計画では、「若者の強化と動員」と「地域レベルでの持続可能な開
発の推進」を、行動の優先分野の5つのうち2つとして特定しています。

持続可能な開発は、気候変動、貧困、自然の過剰利用などの世界的な問題を解決
できるように、教育のすべての分野でモデルとして固定されるべきであり、これは
2005年から2014年までの国連教育の10年によって追求された目標です。

ドイツや世界中の人々は、この野心的なプロジェクトをどのように実践できるかを探
求するために長い間関わってきました。これは、持続可能な開発のための教育のた
めの世界行動計画の枠組みの中で、新旧のBNEアクターが今後数年間で構築し続
けることができるネットワークと知識を生み出しました。

www.bne-portal.de/un-dekade. より国家行動計画（BNE)

http://www.bne-portal.de/un-dekade
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ＳＤＧＳ（持続可能な開発目標：１７の目標）



SDGsの基盤となる価値観
– 5つのP

国際連合広報局 16
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TED: An economic case for Protecting the planet / Naoko ishi

地球を守るための経済的考察 TED日本語ー非営利活動ー持続性
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TED: An economic case for Protecting the planet / Naoko ishi

講演の要旨

●The Local Commons (地域の共有資源）
➡地域の社会的契約によって、共有資源を大切に守ってきた。

地球の温暖化/ マイクロプラスチック問題/ CO2を吸収する森林
の破壊 etc

➡地球の自己修復力の限界に達している

●The Global Commons (地球の共有資源）の認識を持つ

➡ 人類＆地球環境は、海や森林、生物の多様性に依存している。
グローバルコモンズを管理する新しい社会契約を作り管理する
ことが必要
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グローバル・コモンズを守るために変革が必要な４つのシステム

◆都市を変える：2050年には、世界人口の２/3は都市で
生活する（予測） ➡ Green Cityへ

◆脱炭素化 ： 地球の温暖化阻止

◆生産消費システム
取って・作って・捨てる➡持続可能な消費と生産

◆食料システム

〇温室効果ガスの1/4は食料生産に起因し
ている。
〇水の使用の約70％は作物栽培の為
〇広大な森林が農地へ

森林が崩壊・生物種の絶滅
〇世界で生産される食糧の1/3が廃棄され
ている
栄養不足・飢餓の人達は8億人
毎年１３億トンの食糧が廃棄
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国連投資原則
（Principles for Responsible Investment : PRI）
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ESG：
企業や機関投資家が持続可能な社会の形成に寄与するため
に配慮すべき3つの要素

https://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E9%96%A2%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6-2616#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E7%A4%BE%E4%BC%9A-1740052#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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ESG
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2. 国際規範スクリーニング
特定の業界を除外するネガティブ・スクリーニングに対し、国際規範スクリーニ
ングは業界横断で、環境破壊や人権侵害など国際的な規範を基に、最低限の基
準を達していない企業の株や債券を投資対象から除外する。

参照される国際規範は、国際労働機関（ILO）が定める児童労働や強制労働など
の規範、OECDが定める規範、国連機関が定める環境ルール違反など多岐に渡
り、どれを採用するかは機関投資家それぞれの判断となります。最近では、国際
規範スクリーニングは、北欧の機関投資家に多いのが特徴

ESG 投資

世界のESG投資の統計を発表しているGSIA（Global Sustainable Investment 

Alliance）は、ESG投資の種類を7つに分類しています。

1. ネガティブ・スクリーニング
特定の業界の株式や債券を投資対象から除外する投資手法。
除外される業界の例としては、武器、たばこ、原子力発電、ポルノ、ギャン
ブル、アルコール製品、動物実験、化石燃料などがあります。

ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会
（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資
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4. サステナビリティ・テーマ投資
社会や環境に関する特定のテーマを設定し、それに関連する企業の株式
や債券に限定した投資を行う手法。
「エコファンド」「水ファンド」「再生可能絵エネルギー投資ファンド」などは、サ
ステナビリティ・テーマ投資の一例です。

5. インパクト・コミュニティ投資
社会的インパクトや環境インパクトを重視した投資手法です。

コミュニティの発展を目指すためのコミュニティ投資もインパクト投資の一
分野と定義されています。社会や環境へのインパクトを行う企業には、社
会企業（ソーシャル・エンタープライズ）と呼称するものが多く、上場してい
ない企業が多い領域です。

3. ポジティブ・スクリーニング/ベスト・イン・クラス
ESGに優れた銘柄のみを選抜して投資する手法。
銘柄のESG評価では、国際規範スクリーニングと同様に、人権、環境、従業員
対応、ダイバーシティなどESGテーマごとに基準を設け、総合ESGスコアをもと
にスコアが高いものを選抜する。
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7. エンゲージメント/議決権行使
上記6つの手法が、投資先選択に関するものであったのに対し、エンゲージ
メント/議決権行使は投資先との関わり方に関するもの。
エンゲージメントとは、投資先企業や投資を検討している企業に対し、株主
（もしくは将来株主）の立場から企業に対して特定のアクションやポリシーを採
るよう働きかけることを言います

6. ESGインテグレーション
既存の投資先判断の中に、財務情報だけでなく、ESG情報をともに織り込ん
で判断してゆく。
特定のものだけを除外したり、特定のものだけを選抜するのでもなく、全体的
な銘柄評価の中でESG観点が考慮する。一方、どのような非財務情報をどれ
だけ重視するかは個々の機関投資家の判断となるため、ESGインテグレー
ションの中身は千差万別と言えます。ESGインテグレーションは、現在急成長
しており、ESG投資全体の中でも、ネガティブ・スクリーニングに次いで2番目
に大きな運用額となっています。
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『ＳＤＧｓアクションプラン２０１９
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13.1

すべての国々において、気候変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよ
び適応力を強化する。
13.2

気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む。
13.3

気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓発、人的能力およ
び制度機能を改善する。
13.a

重要な緩和行動や実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するた
め、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同動員するという、UNFCCC

の先進締約国によりコミットメントを実施し、可能な限り速やかに資本を投下してグリーン気
候基金を本格始動させる。
13.b

女性、若者、および社会的弱者コミュニティの重点化などを通じて、後発開発途上国にお
ける気候変動関連の効果的な計画策定や管理の能力を向上するためのメカニズムを推
進する。
※国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が、気候変動への世界的対応について交渉を行う
一義的な国際的、政府間対話の場であると認識している。
（出典：国際開発センター公式サイト）

気候変動 ターゲット
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パリ協定（ Paris Agreement）は、第21回気候変動枠組条約締約国会議
（COP21）が開催されたパリにて、2015年12月12日に採択された、気候変動抑
制に関する多国間の国際的な協定

目的
産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑える。加えて、平均気
温上昇「1.5度未満」を目指す（第2条1項）

パリ協定の最大の特徴は、各国が、削減目標（「各国が決めた貢献」（英：
Nationally Determined Contribution、略称：NDC））を作成・提出・維持す
る義務と、当該削減目標の目的を達成するための国内対策をとる義務を
負っていることである（第4条2項）。
なお、目標の達成自体は、義務とはされていない

＜日本＞
2030年までに、2013年比で、温室効果ガス排出量を26％削減する（2005年比では、
25.4％削減）。

• 森林・土地利用部門での吸収量を3700万トン（2013年度排出量の2.6％相当）見
込んでいる。京都議定書と同じ方式で算定する。

• JCM（二国間クレジット制度）については、削減目標の試算には含まれていない
が、JCMの下での削減量や吸収量は、適切な方法でカウントする。

2020年までに自然エネルギーの発電量を8パーセントに引き上げる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC21%E5%9B%9E%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E6%9E%A0%E7%B5%84%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B4%84%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/2015%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%8812%E6%97%A5
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