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本日は「うさんくさいSDGsをどう腹落ちさせるか」というお話です

また、ことしに入って日本橋界隈の老舗企業の代表にインタビュー

する機会が何度もあり、数百年続いている企業にある共通の考え方が

いくつか浮き彫りになってきました。そのあたりのこととSDGsの

関連性などにも触れてみたいとおもいます。

わたしたちが、どのようにSDGsを受け入れればいいのか。

そのヒントをお送りします

さいしょに



SDGsはなぜ胡散臭いのか？



たとえば温暖化



真実がわからない！

これはコロナのワクチンでも、なんでもそう。

なかなか真実って、一般の我々にはわから

ない。わたしにもわからない。おまけに、おも

しろおかしくアンチの人はあおるので、ます

ますそれに乗っかる人がでてくる。



ウォッシュ企業が目立ってしまう
ファーストリテーリング

ファーストリテーリングは、株式会社ユニクロや株式会社 GUなどの衣料品会社を展開している

企業です。そして誰もが知るユニクロは、 2014年に下請け企業の過酷な労働環境が SDGs
ウォッシュに当たるのではないかと指摘されました。内容としては、ユニクロでは新疆ウイグル

自治区での綿を使用していることからウイグル人の強制労働に繋がっているのではないかと

いうものです。このように意図せず SDGsウォッシュに繋がってしまっているケースがあります。

HIS

HISは近年大手旅行代理店だけではなく、テーマパーク事業やホテル事業といった多岐に渡

る事業展開している会社です。未来創造企業を目指している反面、パーム油発電のバイオマ

ス発電事業を始めたことが環境保護団体から SDGsウォッシュであると批判を浴びました。バ

イオマス発電と聞くと環境や資源に優しいそんなイメージを持たれるかもしれませんが、パー

ム油を採取するには多くの森林を伐採する必要があり、二酸化炭素の吸収が阻害される他、

動物たちの住処がなくなるなど環境破壊だけでなく生態系の多様性まで失われてしまう可能

性があったのです。

三井住友フィナンシャルグループ

三井住友フィナンシャルグループは、新規の石炭火力発電所向け融資を原則として中止する

ことを公表しましたが、これが SDGsウォッシュに当たると批判の声が上がりました。石炭火力

発電所の新規稼働がなくなれば二酸化炭素の排出が軽減され地球温暖化防止に繋がるとさ

れたのですが、現段階では投融資中の石炭火力発電所については投融資を中止しないとしま

した。これが、地球温暖化防止を目指したパリ協定への取り組みに適切ではないと考えられ

SDGsウォッシュであることが指摘されたのです。



テーマが壮大すぎる

例えば、SDGs目標2の「飢餓をゼロに」、「食べものを環境に配慮して持続可

能な方法で生産する」ことを目指していますが、現実的には飢餓をゼロにする

ことは困難であると考えられます。目標の具体的なターゲットとしても、「2030
年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な

立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料 を十分得られるようにす

る」など達成するまでの期限やすべての人々など難易度が非常に高いことが

わかります。

このように、SDGsの目標は理想を掲げるだけで現実的に見て達成できない

ような目標であることを疑問視する人々も少なくありません。



谷村 研人

国内航空会社  気象予報士

2021年12月12日

地球は過去に全体が凍りついたスノーボール・アースの時代もありましたし、一方で CO2濃度も高く温暖だった白亜紀に

は北極や南極の氷が無かった時代もあります。また、ここ 300万年ほどは氷河期とその間で割と温暖な間氷期を定期的に

繰り返す時代になっています。現在は氷河期が 1万2千年前に終わり、間氷期に位置しています。昨今の CO2濃度や平均

気温の上昇も、こうした間氷期がもつ本質的な変動なのではないかという意見も根強くあります。

実は私は究極にはCO2がどうなろうとあまり関係ないという立場ですが、人類の社会基盤の脆弱さが問題だと考えていま

す。例えば海面が 1m上昇したり、平均気温が 5℃上昇したりしたら世界中の大都市が水害リスクにさらされ、世界の穀倉

地帯はその生産力を失い食糧危機と隣り合わせになります。これは再び氷河期が始まると考えても同様なのですが、地

球の気候などというものは長い目で見ればいくらでも変化しうるのに、人類の社会基盤がそれを全く想定していないことが

真の問題であると考えています。

それであれば、せめて自らの手で自らを苦しめるような行為として自覚しているものがあるのであれば、社会基盤をより柔

軟にする作業と共に真面目に取り組むべきではないかと考えています。

論点を人類の社会基盤を柔軟にし存続しやすくすることにフォーカスしているのが、まさに SDGsとして取り組まれているも

のになります。斜に構えて環境利権が云々などと言うのではなく、偽善でもいいからと素直に取り組みたいところです。

温暖化については

https://newspicks.com/user/253512?ref=news-summary_6446545


論点を人類の社会基盤を柔軟にし、
存続しやすくすることにフォーカスしているのが、

まさにSDGsとして取り組まれているもの。

斜に構えて環境利権が云々などと言うのではなく、
偽善でもいいからと素直に取り組みたいところです。

温暖化については



SDGs は未来への道しるべ、原点に立ち返りイノベーションを起こせ

  

――企業の寿命は30年などといわれます。産業構造がめまぐるしく変化するなか、次の 100年を生き抜くために、企業に

は何が求められるのでしょうか。

池上　30年説がささやかれるのは、創業者が経営しているうちはいいのだけれど、 2代目、3代目になると業績が悪くなるこ

とが多いことを意味しています。なぜ、代替わりするとうまくいかなくなるのか。時代の変化も要因の一つですが、実際に

は、この会社は何のために興されたのか、存在意義が薄れてしまっていることが多いのではないでしょうか。

迷ったときは、原点に立ち返ることです。創業者の起業時の思いを改めて調べてみるのです。そうすることで創業者の志を

再発見し、今の時代でいえばこういうことだなと咀嚼できれば、 2代目、3代目は身上をつぶすどころか、中興の祖になれる

かもしれません。

そうしたときにも、SDGsは実に心強い存在です。今の事業が SDGsの17のゴールのうちどれに合致しているかを確かめる

ことは、アピールポイントを探すだけでなく、現状とあるべき未来とのギャップを埋めようと奮闘した創業者の思い、企業の

原点に立ち返る行為だからです。こうした作業の時間を惜しんではいけません。 SDGsは、一度目先の利益を横に置いて、

「礼節」について考えるチャンスを与えているのです。



意識の改革こそが
SDGｓ



たとえば、エシカルな考え方



だれひとり悲しませないように

そんな金額でできるわけない！みたいな商品は、だれかがし
わ寄せをくってる。
いままでは、それを後進国におしつけていたところがある。
安くすませるために  →  児童労働、人権差別、自然破壊、動
物虐待、、、先日のカタールでも、外国労働者の不当な...

児童労働は、はたらくことがわるいのではなく、教育を受け
る機会を奪っていることが問題

弱い立場のひとや、声を出せない自然や生物に、しわ寄せを
させない世界



オスヒヨコの殺処分とは？

　卵用の鶏＝採卵鶏は、肉用の鶏とは全く異なる品種だ。採卵

鶏は通常の15倍もの卵を産むように品種改変され、肉用の鶏

は通常の4倍早く太るように品種改変されているからだ。

　そのため、採卵鶏のオスは不要なものとして、生後１日目に

殺されている。世界では 65億羽以上のオスヒヨコが毎年毎年、

殺されていっている。もちろん日本でも行われている。国内で

は殺されるオスヒヨコの数は毎年約１億羽にのぼる。

毎年1億羽、殺処分されるヒヨコたち



　殺処分は、ゴミ袋やゴミ箱に入れて窒息または圧死させる、

生きたままシュレッダーに入れて粉砕するといった方法がとら

れている。海外ではガスで窒息死させる方法もあるが、日本で

は聞いたことがない。

　この中で最も衝撃的に見えるのは、生きたままシュレッダーで

粉砕する方法であるが、実際に最も長く、ひどく苦しむ方法は、

ゴミ袋やゴミ箱に入れて窒息または圧死させるものだ。



卵の段階でオスを判別する

　ドイツやオランダ、イスラエルなどの企業が開発しているの

が、卵の段階でオスを判別する方法だ。すでに実用化してお

り、オスを殺さない卵ももう出回っている。例えば、フランスの大

手スーパーであるカルフールは 2020年からオスを殺さない卵

を販売している。

　この画期的で多くの動物の苦しみを減らす流れは、世界に広

がっている。米国の卵の 90％を占めているアメリカ鶏卵生産者

団体（UEP）は、2016年にオスの殺処分の廃止に取り組み、研

究に資金提供をしている。南米の大手鶏卵生産者２社も今年７

月にオスを殺さない卵生産に切り替えることを発表した。



日本がエシカル後進国といわれる所以は、しら
ないということと、相対的な貧困に原因がある
（出典 : 2022 一般社団法人エシカル協会）



わからないから、、という理由がとてもおおい
だからこそ、意識改革が必要
世界をもっといいものにしていくためにね
（出典 : 2022 一般社団法人エシカル協会）



人間によかれと考えたことが、動物たちによいとは限らない。

日本にとってよいと思ったことが、

地球の裏側の途上国の人たちにとってよいとは限らない。

エシカルやサステナブルな生き方をするには、まず知ることが大事



ILO/UNICEFの資料より

児童労働とは、子どもが働くことをすべてを指すのではあり
ません。

18歳未満の労働の中で、国際条約で子どもがするのを禁じら
れている労働を、指します。

図の黄色い部分の労働は、OKなわけです。日本でいう高校生
のアルバイトなんかはこの黄色い部分の合法的な労働になり
ます。



ILO/UNICEFの資料より

世界に児童労働をしている子どもたちは何人？

さて、今回、児童労働者は何人になったのでしょうか。

世界の児童労働者は、 1億6000万人というのが新しい推計で

す。数年前の数字と比べて、残念ながら増加してしまっていま

す。

そもそも働いている子どもの数(上の図の”就労している子ど
も”）は世界全体で増えています。そうなると、あれ、そも
そも世界の子どもの人数も増えているんじゃ？ そうなんで
す。ユニセフの子ども白書2019の数字が入手可能な最新の
数字でしたので、みてみますと18歳未満は23億3077万人、
5歳～17歳は16億5449万人で、2016年の22億9516万人
（18歳未満）、16億2084万人（5歳～17歳）と比べ増加し
ています。

 しかしその増加率は世界の人口増加率より児童労働の増加
率のほうが高い。人口増加は102%、就労している子どもの
増加率は102％、それに対し児童労働は106%、危険有害労
働は109%となっています。 世界で子どもの人数は増えてい
る。働く子どももそれに応じて増えている。しかしその中
で、児童労働と呼ばれる、違法な労働、危険有害労働が増え
てしまっている。

2000年から推計を発表しはじめて、ずっと減少傾向にあっ
た児童労働が増えてしまった。しかも、コロナ禍の影響が出
る前の2020年初頭の時点で。



児童労働の推移



2016年

2020年

じゃあ、どこが特に増えているんだろう？と思い
ますよね。

実は今回のレポートでは、地域別、年齢別で顕著
な傾向が報告されています。

 地域別にみると、サハラ以南アフリカが、世界の
児童労働の半数以上を占めるという衝撃的な構図
になっていました。5人にひとりが児童労働をし
ている計算に！



SGDsドミノ



様々な要素がポジティブに作用しあうことで、
社会全体の安定・発展までつながっていく







学校給食支援を起点として、左
に向かうループでは、子どもの
栄養改善、教育の普及、子ども
たちの将来の可能性を伸ばす
ことにつながっています。右に
向かうループでは、給食提供に
伴って、地域の農業の活性化、
地域経済の活性化につながり
ます。真ん中のループでは、給
食提供のプロセスに地域の人
びとを巻き込むことで、学校制
度への信頼の高まり、子どもの
通学の継続がかなえられます。
様々な要素がポジティブに作用
しあうことで、社会全体の安定・
発展がもたらされることが分か
ると思います。まさに、システム
的な社会課題解決です 。最終
的には、国連WFPの支援なし
に、学校給食制度が維持され
ていきます。



SDGsドミノ
SDGsの17目標、169ターゲットはバラバラのものではなく、どこか1つを実現しようとすると他の目標が達成しにくく
なったり、あるいは2つ3つ同時のほうが実現しやすかったりという、いわばSDGsには目標を実現するための
「梃子の力点（レバレッジポイント）」というものが存在します。

国連世界食糧計画（WFP）は、途上国の村全体の状況を改善するために「学校給食プログラム」を実施しています。

小学校で給食を提供することは、

　(1) 子どもを物理的に学校に連れてくる

　(2) 子どもが食事をするので飢餓や栄養失調から救済される

　(3) 学校にいれば勉強するかもしれない

　(4) 給食の材料は近隣の農家から買うため地域経済が活性化する

というように、一気に様々な状況の改善につながるのです。

このように、SDG目標を起点に他の目標が「ドミノ倒し」のように動いていくことを「SDGドミノ」といいます。
企業・組織が自らの強みで変化を起こせるレバレッジポイントを見つけ出し、そこから起きる連鎖により、
いっそう大きな社会的インパクトを創出できるのです。また、自分のできるところから始めるということでも、
結果的にポジティブな連鎖を引き起こし、たくさんの目標を実現することが可能になります。



100年企業について





私は東京日本橋ロータリーというグループに所属しており、その
メンバーは日本橋界隈の会社の代表が200名ほど。日本橋には三
井関連をはじめ長寿な企業が大小たくさんあり、このロータリー
クラブという友愛団体の中で、100年企業の特徴をテーマとして
調べることになった。

100年企業にはどんな特徴があるのか。SDGsを肯定する会社ば
かりなのかどうなのか。。直接代表にきいてみる機会が多々あっ
たのでそれを紹介してみたい



オオバの社長

「SDGsとか言ってるから
日本が弱体化するんだよ！」





（先日の飲み会のときに）

SDGsをクソくらえと言っておりましたが、

どういう考えで SDGs を捉えていますか？



辻本さんいわく... SDGsについては、

　・「金科玉条」のように言葉だけがひとりあるきしているように感じる
　・普遍的に一つの考えに押し込んで、まるで天から降ってきたことを
　　言われていると感じる

　　　　> そんな単純なことじゃない
　　　　> 企業はもっと個性的に考えていい
　　　　> あくまでも SDGs は欧米からの発信じゃないか



１００年企業は世界中に７４０００社ありその半分は日本にある

なぜ日本なのか？？

それぞれの企業が独自の「理念」を持っている

株式会社オオバはあくまでも「理念」を前面に出している

　　⇒ それが結果 SDGｓの考えにつながっている
　　⇒ SDGｓは企業として当然のこと。あたりまえのこと



■ オオバさんについて

・創業  
大正11年（1922年）10月1日 

・社是

　　　「誠」「積極進取」「和」の精神

・経営理念

優れた技術と豊富な経験を活かし、

高品質のサービスを提供することによ

り社会の発展に貢献するとともに、顧

客・株主・社員の期待に応えることを

経営理念とする

　











山本海苔店

180年続く
老舗店はどう考えている？















100年企業へのヒアリングは現在も進行中で、
帝国ホテルさん、虎屋さん、資生堂さん、

昭和西川さん、高島屋さん、、、

みなさんともに、SDGsについては
「当たり前のことでしょ」「特には...」と

いう反応ばかり

100年企業ヒアリング



しかしながら、SDGsを否定しているのではなく、当然のこ
とと、コンプラも絡むし...という受け止め方でした

長寿会社のほうが、SDGsを強く推進していない印象。逆に
自分の会社理念に誇りを持って経営を続けてきている

そして共通する概念は...

100年企業ヒアリング



三方よし



http://sanpoyoshi.net/







SDGsは『三方よし』を進化させた発信型『六方よし』

「三方よし」から「六方よし」へ



小林孝嗣さんのコラムより

https://bunkashihon.jp/column/939/ 

「三方よし」から「六方よし」へ

『三方よし』に付け加える視点 

①　作り手よし　
　　～社員・サプライチェーンの永続的繁栄・幸せも～

②　未来よし　
　　～気候変動問題など将来の世代に負の遺産を
　　　残さないように～

③　地球よし
　　～気候変動問題など、地球の健康にも配慮して～　





まとめ



1. 「SDGs」はあらためて、実によくできた概念である

2. 胡散臭い！利権の温床！温暖化はフェイク！とかの
　議論に入っていくのではなく、そこは専門家にまかせて、
　我々はひとつ上のレイヤーから俯瞰で SDGs をみていきたい

3. 人類の社会基盤を柔軟にし、存続しやすくすることに
　フォーカスしているのが SDGs。
　SDGsドミノという連鎖で社会をよくしていくという概念。
　その視点で捉えることが大切



4. まずは「意識の変革」。そのためにはまず、今ある
　「社会問題」について知っていくこと

5. 日本人には理解しやすい「三方よし」を基本にして、
　その考え方に「時間的」・「距離的」というグローバルな
　視点を付加してみるのがベスト

6. 社会貢献とビジネスは対局にあるものではなく両立できるもの



本日はご静聴ありがとうございました


