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宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 シニアリサーチフェロー MOTチーフディレクター
ミヤキ（株） 代表取締役社長、元 東京農工大学大学院 技術経営研究科 非常勤講師
1968年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。合繊原料工場において設備の計画・管理、
特に省エネルギープロジェクトを数多く手がける。1981年より全社のエネルギー政策、R＆D戦略、新事業開発、
経営企画、情報化・EC推進など企画業務を担当。2002年 12月退社し、ミヤキ（株）（家業）を継承。2003年よ
り東レ経営研究所特別研究員。MOT人材育成プログラム開発を担当の後、「戦略的技術マネジメント研修」「MOT名
古屋経営塾」を立ち上げ、企画・運営を担当。2006～ 12年東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師。2007
～ 19年国立音楽大学評議員。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究委員
会委員長、同中国委員会副委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員、工学院大学孔子学院中国・アジア
研究センター客員研究員　など

異文化コミュニケーター、　元国連ハビタット親善大使
マリ・クリスティーヌ
父親の仕事に伴い4歳まで日本で暮らし、その後ドイツ、アメリカ、イラン、タイ等諸外国で生活。単身帰国後、上
智大学国際学部比較文化学科卒業。この頃スカウトがきっかけで芸能界へ。1994年東京工業大学大学院理工学研究
科社会工学専攻修士課程修了。生まれながらの環境から学んだ幅広い視点から国際会議・式典等の司会、講演活動な
ど多方面にわたる活動をこなす。最近では乳がんの予防、早期発見のため、企業のCSRアドバイザーとしても活動
している。1996年 AWC（アジアの女性と子どものネットワーク）代表、2000年国連ハビタット親善大使、2005
年愛・地球博広報プロデューサー、2006年あいち海上の森名誉センター長、2010年横浜シルク博物館名誉館長、
2013年九州大学大学院工学府客員教授、2015年東京オリンピック・パラリンピック競技大会「街づくり・持続可
能性」専門委員、東京オリンピック・パラリンピック競技大会エンブレム委員会、2017年第 70回全国植樹祭あいち
2019広報大使、2018年東京女子大学特任教授、その他政府委員会委員などを多く務める。

東レ経営研究所MOT研修シリーズ（第30回）
「T-MOTエグゼクティブフォーラム（宮木塾）」例会
企業と持続可能な開発目標（SDGs）

異文化コミュニケーター、元国連ハビタット親善大使
マリ・クリスティーヌ 氏　講演抄録

企画・編集：（株）東レ経営研究所 MOTチーフディレクター　宮木 宏尚

Point
❶   国連は、2000年 9月に発展途上国を先進国のレベルに引き上げるため、2015年までのMDGs
（ミレニアム開発目標）を制定し、この結果、多くの命が守られ、生活環境も改善される一方、こ
の間に国・地域・性別・年齢などさまざまな格差が浮き彫りになり、“取り残された人々” の存在が
明らかなった。

❷   この結果を踏まえ、2015年 9月、2030年までの国際目標SDGs（持続可能な開発目標）、17
の目標と169のターゲットが制定された。これは、開発途上国だけでなく先進国も含めた開発目
標になっている。

❸   貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、水、エネルギー、働きがいなどの目標は、各国それぞれに
状況に応じた対応は必要である。対応は必ずしも新しく開発を必要としないものもあり、日本語訳
は「開発目標」より「発展目標」が適当である。
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　2004年以来開講しているMOT研修 「戦略的技
術マネジメント研修」および「MOT名古屋経営塾」
の修了生約600名を対象に、これからグローバル
に活躍する企業経営者として必要な政治・経済・
社会・国際関係・文化・歴史など幅広い教養を身
につける目的で、2013年からは「T-MOTエグゼ
クティブフォーラム（宮木塾）」と称して、各界の
キーパーソンをお招きして、講演会等を開催して
います。
　今回は、異文化コミュニケーターとして世界で
幅広く活躍されているマリ・クリスティーヌさん
をお迎えし、2015年 9月に国連で採択された
SDGs（持続可能な開発目標）の活動についてお
話しいただきました（2018年 10月27日　於：東
レ（株）本社）。
　SDGsは、わが国でも、経団連等の団体や各企
業にCSRの一環としてとして取り上げられてい
るものの、まだ経営層のポリシーレベルにとどまっ
ている感もあります。
　今回はSDGsが真に目指すところをお話しいた
だき、第一線の企業人が今後取り組む姿勢を考え
る、有意義な機会となりました。

（チーフディレクター　宮木宏尚）

1．異文化コミュニケーターへの道のり
アイドルからコミュニケーターへ
　私は4歳から海外で生活をして、17歳で日本に
戻ってきましたが、その時代日本ではインターナ
ショナルなものに関心が高まっていて、ハーフで
少し目立ったことから、大学時代にモデルとして
スカウトされました。それで東レの水着モデルに
もなりました。
　その後アイドル歌手としてデビューし、レコー
ドを3枚出しました。LPを作る段になりテレビ
局に売り込みに行くと、7カ国語ができるという
ことから、海外から来るタレントさんへのインタ
ビューを依頼されたり、当時人気番組の兼高かお
るさんの世界の旅のような感じで、TVリポーター
の仕事を依頼されるようになりました。

　TV東京の『世界ビックリアワー』という番組も、
いろいろな国の言葉を使いながらアシスタントを
つとめました。
　そんな時期に、山本直純さんの『オーケストラ
がやって来た』という番組で小澤征爾さんや世界
でもトップの音楽家の方々ともご一緒させていた
だきました。
　このように、歌手なのかタレントなのか司会者
なのか、よく分からないような状況で、「文化人」
という肩書きで紹介されたりもしましたが、自分
は何をしているのかを考えたときに、大学で学ん
だ比較文化の分野も、インタビューも、色々な情
報の紹介・解説も「コミュニケーション」だと思
うようになり、「コミュニケーター」という肩書き
で仕事をし始めました。
　ある日、NTTの 104番の電話の対応をする人を
「コミュニケーター」呼んでいることを知り、それ
と間違えられないように、「異文化コミュニケー
ター」という肩書きで仕事を始め、商標を登録し
ました。

社会工学への関心
　大学で勉強し直したいと思っていた時期に、国
土交通省などの省庁から、公共施設の在り方や海
外のまちづくりについて、知見を話してほしいと
頼まれました。

企業と持続可能な開発目標（SDGs）
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　私が幼児期を過ごしたドイツや、イラン、タイ
の話等々、一つの文化じゃないのです。
　ドイツはキリスト教に根差した西洋の歴史があ
る文化、一方アメリカは自然を非常に大切にした
新しい国ですから電信柱が立っていないとか、法
律からしても非常にまちづくりがしやすい環境に
あります。自分が幼児期に体験したことを、少し
本を読んだりすれば、その裏付けもありますから
イランやタイのことも話せましたが、次第に燃え
尽き症候群になりました。
　そんなときに、国土交通省で一緒に委員をやっ
てくださっていた東京工業大学の先生に、「マリさ
んがいつも話されているのは社会工学ですね」と
言われ、社会工学の講座がある東京工業大学の修
士課程に入学することになりました。
　社会工学は、英語では social engineering ですが、
この言葉はあまり良い意味では使われません。一
種の和製英語でしょうか。皆さんも企業でネーミ
ングを考えるときに、これは果たして海外に出し
たときに大丈夫なのかよく注意してください。
　そんなことも含めて、自分の持っている知識を
社会工学の中に活用できるようになりました。従っ
て、私の仕事は自分自身が探して作ってきたとい
うよりは、頼まれたことをこなす中で積み重ね、
構築してきたというわけです。
　
国連ハビタット親善大使として
　このように都市計画やまちづくりに関わってい
ましたので、2000年から 2015年まで 15年間、「国
連ハビタット親善大使」を委嘱され、日本での
PR活動に携わりました。国連ハビタット「人間
居住計画」は、下水道やトイレを作ったり、飲み
水をどのように人々のところに届けたりするかを
考えるとても地味な国連機関です。ユニセフ、
WHO、UNESCOとは違い、あまり知られていま
せんが、ハビタットの活動がとても重要だという
ことを分かっていただくと、かなり厚くて長い支
援をいただくようになりました。
　人間の活力を生んでくれる一番の源は、「安心し

て戻れる住居があること」であり、都市とかまち
がそれによって活性化していくわけですので、基
本中の基本なのです。
　都会で生活している私たちは、あまり考えもし
ませんが、発展途上国では電気をつけるために、
ソーラーパネルや風力発電装置、車のバッテリー
を持ってきてテレビを見ている家族もいます。す
るとその電気の発生源が分かりますので、発展途
上国では、そういう電気を作り出すものを大切に
してくれています。
　水もそうです。水汲みの仕事は女性たちがする
ものという国が非常に多く、そのために女性たち
は、自分たちの仕事や勉強する機会を失っていて
大変な思いをしています。1996年から活動をはじ
めた「アジアの女性と子どもネットワーク」の資
料をご覧下さい。
　私は子どものころにタイで生活していましたの
で、タイの支援をしています。タイでは子どもた
ちが “売られる” というとっても許しがたいこと
があります。生活ができなくて子どもが3～ 4人
もいたりすると、親たちは結局子どもを売るしか
ない。子どもたちは売春や労働に使われたりして
体がボロボロになり、それこそ勉強する機会もな
くなってしまいます。
　この対応として、22年間この活動で作った学校
は今も健在で、そこから卒業した子どもたちが
3,500人以上います。

2．SDGs（持続可能な開発目標）
　今日は「企業と持続可能な開発目標（SDGs）」
というお話しをさせていただきますが、国連の仕
事をずっとしていると、やはり継続性っていうも
のがすごく大事なことだなぁと思います。
　
MDGs（ミレニアム開発目標）
　国連は2000年になる前にMDGs（ミレニアム
開発目標）というものを作りました。このミレニ
アム開発目標を作った理由は、発展途上国を私た
ち先進国のレベルに引っ張り上げないと、私たち
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も困るのではないかということでした。2000年 9
月国連ミレニアムサミットで、国際社会が2015
年までに達成するべき8つの目標と 21のター
ゲットが設定されました。
　「平和と安全」「開発と貧困」「環境」「人権とグッ
ドガバナンス」「アフリカの特別なニーズ」など課
題を掲げ、21世紀の国連の役割について明確な方
向性を提示して、市場経済の発展に向けた改革が
開発途上国の経済を発展させ、貧困の削減につな
がるという考え方を基に、目標を設定してきたわ
けです。
 
MDGsからSDGsへ
　このMDGsは、特に、途上国の人々が直面して
いる多くの問題を解決する原動力となりました。
具体的な目標を掲げて、15年間の月日をかけて、
世界一丸となって取り組んだ結果、多くの命が守
られ、人々の生活環境も改善されました。
　その一方で、MDGsの達成状況を国・地域・性
別・年齢・経済状況などから見ると、さまざまな
格差が浮き彫りになり、“取り残された人々” の存
在が明らかになりました。こうした反省を基に、「人
間中心の社会開発」を目指して、世界の絶対的貧
困を削減しようという目標が示されるようになっ
たわけです。

　2015年までずっと頑張ってきた結果、貧富の格
差や先進国と発展途上国とのより大きな格差が生
まれてきてしまったのです。
　
SDGs（持続可能な開発目標）へ
　そこで2015年 9月に、MDGsの結果を踏まえた
上で、国連サミットで2016年から 2030年までの
国際目標SDGs（Sustainable Development Goals）
が採択されました。これは、持続可能な世界を実
現するための17の目標と 169のターゲットで構
成され、「地球上の誰一人取り残さない」ことを誓っ
ています。
　今までは対象はずっと発展途上国で、MDGsは
発展途上国向けの開発目標でしたが、環境問題な
ども含めて先進国も一緒に行動する形となりまし
た。
　岸田外務大臣（当時）も17年 7月、国連のハ
イレベルフォーラムで、人気のピコ太郎さんを起
用しSDGsの PRをしたりしました。

　経団連は、2017年 11月、企業行動憲章を改定
して、SDGs達成への貢献を柱に据え、多くの企業、
大学、自治体がこの課題に取り組み始めました。
　経団連のSociety5.0 for SDGsのチャートをご
覧ください。これは、社員の方々にSDGsに取り

図表 1　SDGs ロゴ

出所：国連広報センターHP

企業と持続可能な開発目標（SDGs）
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組まなければならないことをPRするために作ら
れたのですが、少し分かりにくいですね。基本が
分かっていない段階で、最初から複雑にするので
はなく、一目で分かるものであることがとても大
事だと思います。

SDGsの 17の目標
　次に、順番に17の目標についてお話しします。
 
（1）貧困をなくそう　  

　貧困問題はもちろん発展途
上国では大きな問題です。1
日 2ドル未満で生活している
人々が世界中にたくさんいる
ことを考えると、非常に複雑
な話になるのですが、最初に掲げたこの目標は、
先進国も含めた問題として取り上げています。
　今、発展途上国だけではなく、先進国も同じよ
うな問題を抱えており、アメリカでも日本でも、
子どもの貧困が問題にされています。ですから、
先進国もあなたたちの問題はどうしていくんです
かということを問いかけています。
　発展途上国について考えれば、耕せる畑が増え、
食糧生産が増え、輸送用の道路が整備されれば、

作った食べ物を farm to mouth と言われるように
なるのです。畑からの食物を口に入れるだけの生
活をしている人々が、畑から産物を市場に持って
いく車も道路ができていないという状況なので
す。　
　ですから、同じ問題であってもアプローチが違
うわけで、「それぞれの国で考えてください」とい
うことなのです。
　
（2）飢餓をゼロに　 

　皆さんはきっとテレビや雑
誌のニュースで顔中にハエが
たかって餓死寸前の子どもを
見られたことがあると思いま
す。本当にひどい飢餓の国が
今でもたくさんあります。特に、サブサハラ地域（サ
ハラ砂漠より南の地域）だと、もっとひどいのです。
　一方、都会で生活している私たちも、餓死して
亡くなったおじいちゃんやおばあちゃんの話を聞
くことがありますね。年金がなく、福祉の援助を
頼めることを知らず、またはプライドが高くて、
そんなことを人に頼んではいけないと思っている
人たちがいて、そういう飢餓が私たちの周りにも
あるのです。

図表 2　経団連　Society5.0 for SDGs

出所：日本経済団体連合会HP
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　アメリカでも、子どもたちの中には、親が虐待
をして、ものを食べさせないで死んでしまったと
か、南部の非常に貧しい地域では飢餓があるとい
うことですから、この「飢餓をゼロに」というア
プローチは、どの国も自分たちのこの問題を手が
けなければならないのです。
　これには、環境問題も絡んできますから、ゼロ
飢餓の問題と、環境問題、さらには地球温暖化の
問題をつなげてセットで考えなければなりません。
　ですから、企業としては、この課題に対し自分
たちの企業の何を関連付けることが一番自分たち
を represent するものなのかということを考える
ことが重要です。　
　食料廃棄も大きな課題です。先進国で私たちが
食べるもののおおよそ3割は捨てられています。
フランスでは、スーパーマーケットは食べ物を一
切捨ててはいけないことになっています。賞味期
限が切れる少し前に、契約している福祉団体に渡
し、福祉団体は、それを食べ物のないご家族に配っ
たり、取りにきてもらったりするシステムを作っ
ています。罰金も科せられるわけですから、食料
を無駄にしないためには、自分たちに何ができる
かということを、深刻な問題にしているので、み
んなが意識を持って何とかしようとしています。
 
（3）すべての人に健康と福祉を

　この課題は食べ物ともつな
がります。食べ過ぎで病気に
なる国もあれば、食べ物がな
くて病気になっている国もあ
るという、矛盾というか、ブ
ラックユーモアのようなこともあります。
　パンデミックや色々なことがあるわけですから、
医療や製薬関係の企業の皆さんは、使用期限寸前
の薬をどうするのかなど「これならうちの会社が
できそうだな」など考えながら聞いていただきた
いと思います。
　また医師の数を増やすということはすごく大事
なことです。今、先進国では医師の数が減少傾向

にあります。その一番の理由は、訴訟問題です。
今後は、若者が訴訟が起きにくい職に就く傾向が
高まり、本当に必要とされている医師がいなくなっ
てしまうのではないかと心配です。テレビを見て
いてもゴッドハンドと言われている先生方は、朝
から晩まで働いて、この方々が亡くなってしまっ
たら、もう誰も助からなくなってしまうのではな
いかと思って見ていると、大変お気の毒だと思い
ます。妊産婦死率の削減、薬物乱用や交通事故を
なくしていこうというのも、この目標の課題です。
　
（4）質の高い教育をみんなに　

　「質の高い教育」のために
は、やはりアクセスができる
ことがすごく大事なのです。
　優秀な子どもであっても、
教育費が払えなかったり、学
校費用のために借金したりして、卒業後何年もそ
れを返済しなければいけないと思うと、そこで大
体終わってしまいます。
　ですから、先進国はもっと奨学金制度をきちっ
と作るとか、あまりうれしくはありませんが、税
金を上げていかなければいけないと思います。
　たとえば北欧では、50％以上の税金を納めてい
ますが、生まれたときから大学を卒業して、働いて、
リタイアして死ぬまでの間、福祉できちんと面倒
を見てもらえます。ですから老後の心配もまった
くなく、子どもを5人も 10人も産んでも、産ん
でくれたほうが良いという状況になっています。
　今、私たち日本の生活の中では、若い人たちが
「もう子ども一人でいいわ」っていう理由は、二人
目とか三人目とかだったら、その子に本当にクオ
リティの高い人生を送らせてあげることができな
いから、一人の子だけに集中してあげようという
ふうに思っているからです。するとその子どもも
かわいそうですね。期待が全部その子に行ってし
まうわけで、そこでまた、社会問題を生んでしま
うということです。ですからこのQUALITY 
EDUCATIONというものは、先進国にとっても発
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展途上国にとっても大きな課題となります。

（5）ジェンダー平等を実現しよう　

　これは、私が一番力を入れ
ているテーマです。
　今日は女性の参加者も多
く、とてもうれしいのですけ
れども、女性たちもすごく大
変なのですね。先進国の大変さと、発展途上国の
大変さというのは、まったく変わらないのです。
　たとえば、アフリカでは、児童婚があります。
子どもたちも、5歳、6歳で結婚させられ、12歳
で結婚した相手との間に子どもが生まれ、未熟な
体なので、出産時に体を壊してしまって、死んで
しまう。本当に、ひどいのです。
　イスラム教では、子どもと結婚してよいことに
なっています。イスラム教徒に対してはテロとか
過激派などで、怖がる人もいますが、ちゃんとし
たイスラム教徒のほうが多いのです。イスラム教
徒の間では、なぜ未成年の子どもと結婚していい
かというと、戦争で親を亡くしたり、とても貧し
い生活をしたりしていて、誰かが面倒を見なけれ
ばいけないとか、そういうときにイスラムの教え
では結婚というイスラム法の法的形がとれるので
す。結婚はしても、良識あるイスラム教徒の人た
ちは、12歳で子どもをつくるというようなことは
しません。
　私たちの常識で見てしまうと、間違える見え方
というのがたくさんあります。
　このジェンダー問題では、日本の女性たちには、
企業に入って子どもを産みたいと思ったときに、
暗黙の了解で順番制になっていたりすることもあ
ります。こんなことがあるのかって思いますが、
マタハラというハラスメントがあります。
　男性もそうです。奥さんに子どもが生まれて、
育児休暇を取ってあげたいと思っていても、周り
の男性の目があるから、休めなくなってしまう。
これはパタハラ問題です。やはり健全な社会の中
には、バランスの取れた男女の心と支えがあって、

初めて子どもが健全に育つわけですから、お父さ
んもちゃんと休んでお母さんを支える、それでお
母さんも安心して産育休が取れるような状況にす
るということが大事です。　
　ジェンダー平等指数ランキング1位から 6位ま
では、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド
など全部北欧なのです。なぜか4位だけがルワン
ダなのです。ルワンダは男の人たちはほとんど戦
争で死んでしまうわけですから、女性たちが国の
仕事をするしかなくて、それでランキングが上位
にあるのです。北欧のスウェーデン、ノルウェー、
フィンランド、アイスランドはみんな競り合って
います。男の人たちも、一定の期間、既定の時期
の中で全部休まないと、その間の給料が全部没収
されてしまうのです。それは社会的な常識として
作ったものですから、男の人たちも、休まざるを
得ないというような状況を作れば、男性も休むの
です。だから、日本政府もそういうことを少しやっ
ていただけたらいいなと思うのです。けれども、
日本ではまだまだ文化にこだわるわけですから難
しそうですね。
　都市づくり、まちづくりを見ても、都市はその
設計が男性のためにできているのです。男性は家
から出て、会社に行って、帰る。ですから、イン
フラ整備もそのようにできているのです。
　これに対し、女性たちは、色々なことを同時進
行で片付けることができますから、子どもを幼稚
園に送る、その途中でお買い物に行く、またおじ
いちゃんやおばあちゃんを病院に連れて行く、な
ど一日に何度も出たり入ったりするのです。今ま
でそういう女性たちの動きを想定せず、21世紀ま
でずっと都市計画やまちづくりをしてきたもので
すから、外で女性のための授乳室などほとんどな
いような状況でした。
　これからの都市計画やまちづくりとか新しい商
品づくりにおいては、女性たちの生活を主体とし
て考えたときの新商品、新製品、新サービスが、もっ
ともっと創造できるはずです。ですから、この
GENDER EQUALITYというのは、ほとんどすべ
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てのSDGsの目標に関わるわけです。
　
（6）安全な水とトイレを世界中に

　日本であまり水が目立って
いない理由の一つには、どこ
でも蛇口をひねればおいしい
安全な水が飲めるからです。
でも、海外に行きますと、皆
さんも経験されたと思いますが、ペットボトルの
水で歯磨きする地域もあるように、本当に水道水
の質が悪いのです。
　安全なトイレと安全な水、世界中で3人に 1人
はトイレがない生活をしているのです。日本はト
イレが1軒に 2つも 3つもあるようなおうちもあ
りますが、本当に、外で排泄するような状況の国々
がまだたくさんあって、国連ハビタットでも、ど
うすればみんなで共同トイレを作れるかとか、と
いうことをずっとやってきています。良い水がな
くて、死んでしまう子どもたち、安全でない水を
飲まざるを得なくなって、それで亡くなってしま
う子どもたちもどれだけ多いかということなので
す。
　
（7）エネルギーをみんなに　そしてクリーンに

　日本でもエネルギーは高い
ですが、エネルギーがないと
ころもある。
　私はよくモンゴルにも植林
のボランティアで出かけて
行ったりしますが、ゲルに行くと、ソーラーパネ
ルがあって、これで彼らはテレビを見たり、電化
製品を使ったりしているんです。電線を引かなく
て済む点、費用はかかりませんし、クリーンで安
全だと思うのですが、今度ソーラーパネルを捨て
る段階ではどうなってしまうのかと心配にもなり
ます。
　エネルギー問題は私たちにとってとても重要で、
このエネルギーの中では原子力発電の話もあり、
これには色々な意見があるので、私はそこまで踏

み込むつもりはありませんが、原子力が本当に安
全なのか、安全じゃないのかという議論をもっと
きちんとしなければいけないと思います。
　また日本は、太陽光、風力や海洋エネルギーな
ど代替エネルギーを考えられる国なのです。これ
らをなるべく早くに実現する新たな技術が生まれ
てくれるのをすごく楽しみにしています。そのた
めの研究費は惜しまずに、もっと使っていくべき
ではないかと思っています。
 
（8）働きがいも経済成長も　 

　これはすごく大きな課題
で、どこの国にでも当てはま
るものです。
　先月、サンフランシスコに
行きウェスティンホテルに泊
まったときのことです。ユニオンステーションの
周りでホテルの人たちがプラカードを持って、み
んなストライキをしているんです。問題は失業問
題です。それに家賃が高くなりすぎて、自分の職
場の近くで生活もできなくなっているのです。
　サンフランシスコの町も、昔ホテルだったとこ
ろは、小さなワンルームに作り替えて、そこでも
月15万円ぐらい。日本だったら月5～ 6万円で
なければ入らないような小さなところでも、1,500
ドルも払って職場の近くに住んで、物を買わず、
ただ、そういう生活をしている若者がすごく多く
なってきています。今までちゃんとした家に住ん
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でいた人たちは、毎月のローンの返済ができなく
て、住めなくなってしまいます。職場の近くに住
めなくなり遠くへ行ことになると、子どもの学校
や奥さまが仕事に通うのに困るので、近くの公園
にテントを張って生活しているのです。そして、
そこからちゃんとスーツを着て出かけていくので
す。だからホームレスなのです。私たちが想像す
るホームレスという感じではないのです。きちん
としている人たちがテントで生活しないと、生活
していけないっていう状況に先進国がなっている
ということに対する自覚を、もっと早くに受け止
めて、それに関わっていかないとだめなのです。
　何年か前に、パリでものすごく土地が高騰した
ときに、パリ市が「これ以上土地の値段を上げて
はいけない」ということで、ストップをかけたの
です。ですから、いずれ東京もそういうことにな
るのではないかと思うのですが。そうでもしない
と、ほとんど外資系が投資物件として買っている
というふうになってしまいますから、少し気を付
けなければいけない。サンフランシスコはまさに
石を投げれば中国か中東の方、どちらかが持って
いる物件ばかりなのですね。
　ですからDECENT WORK AND ECONOMIC 
GROWTH、は、ちゃんとした働きがいのある、自
分ができる仕事の中には、尊厳が守られていたり、
ブラック企業ではない、ということがとても大事
なのです。
　私はこの英語の日本語訳「働きがいも経済成長

も」というのについて、少し異議ありなのです。
英語の「DECENT WORK」というのは、「恥ずか
しくない仕事」「きちんとした仕事」なのです。自
分が働いた分相応の報酬が得られて、人にも尊敬
されるような仕事であって、自分の人権というも
のがそこに守られているのですよ、という意味も
含まれているので、この「働きがい」と日本語で言っ
てしまうと、少しニュアンスが違うと思うのです。
　そして、もちろん経済成長。きちんとした仕事
があれば、経済も成長していきますよね、という
ことなのです。それとやはり equal pay（同一賃金）
も重要です。アメリカでも女性の給料はだいたい
男性の8割くらいです。日本はもう少し低いと言
われていますけれども、給与面でも、本当に対等
にしようということなのです。
　
（9）産業と技術革新の基盤をつくろう

　infrastructure。私たちの社
会がもっともっと成長できる
ようなインフラ整備になって
いかなければいけないので
す。必要とされる technical
で financial、科学的なサポートできちっと支えな
がら仕事ができる環境を整備しなければいけない
わけなのです。そのためには、本当に最先端の
knowledge をきちんと含むような形で作っていか
ないと、新しいイノベーションは起こらないので
す。
　私が今客員教授をやらせていただいている九州
大学に新しくできた「科学者のリーダーシップ」
という大学院の6年間の授業では、生徒たちは、
留学先を自分で選んで欧米に行き、そこで他の国
の科学者たちと一緒に仕事することになっていま
す。そこで、色々な文化の人々と話したり、ブレー
ンストーミングしたりすることによって、今まで
になかった発想が生まれ出てくるのではないかと
いう九大の試みです。私の役割は、どうやって科
学者同士が会話できるかという「異文化コミュニ
ケーション」を教えることです。面白いのは、日
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本の非常に優秀で頭の良い男の子、女の子たちが、
自分のことを何も伝えることができず、すべてに
おいて受け身なことです。「それは違うよ」とすご
く言いたいのだけど、その言い方とかも含めて言
いづらいのでしょうか。ですから、それを後ろか
ら押して、もう「答えなきゃだめでしょう」と言っ
て指導しています。
　私は皇宮警察で22年間ずっと英会話を教えて
います。最近、海外からのお客様がたくさん来ら
れますから、もちろん英語で「ここは入ってはい
けません」とか「もし入るならばこういうペーパー
を書かなきゃいけない」とか、いろんなことを会
話できるようにするのです。強引な外国人もいま
すので、皇居の中に入ろうとする人に「No, No, 
No, No」「ここからはプライベートだからだめです
よ」などと言って、ストップさせなければならな
いのですが、説明ができないのです。皇宮護衛官
はある意味では日本を代表する天皇皇后両陛下の
家を守っていて、一番初めに出会う人々で、あな
たたちの印象で日本の皇室の印象も変わるわけで
すから、強引な人たちがいたときには、最初はニ
コニコしてNoと言っても構わないが、あまりに
も強引だったら、「怖い顔をしなさい」と言ってプ
ラクティスしてもなかなか怖い顔ができない。だ
から、色々な国の人たちが来たときに、どうやっ
てコミュニケーションし、どうやって新しいプラッ
トフォームを作っていくかっていうことが大変重
要なのです。イノベーションということの中に、
そういうものも入ってくるのかなと思います。

（10）人や国の不平等をなくそう

　日本の中では、不平等とい
うのはそれほど感じません
が、それでも不平等と感じる
ことはまだまだあると思いま
す。
　インドなどでは、カースト制度があって、自分
の属している社会の層の上に上がれないとか、一
番下の層の劣悪な状況の中で働く人たちとは一切

口も利かない、同じ空気も吸ってはいけないとい
うような人たちもいるわけで、人権の不平等、給
与の不平等、働く時間の不平等とかということも
含めて不平等の問題があります。
　サウジは、今度、女性たちに運転許可を与えた
と言うのですけど、それは嘘なのです。王様が与
えたものであって、いつでも取り上げることがで
きるのです。私たち民主主義国に住んでいる者に
は、「もう、そこまで進んだね」という見え方をし
ていますが、それは、間違った見え方なのです。
本当に民衆が大きく自分たちで革命を起こさない
限りは、与えられた民主主義では難しいだろうと
思います。そういう国が、まだたくさんたくさん
あるので、この10番は非常に重要なのです。
　この中には、障害者、ジェンダー、女性の問題、
LGBT等の他、日本では外国人労働者の受け入れ
をどうするのかという議論もすべてこの中に入っ
てくるわけなのです。ですから、INEQUALITY
というのは非常に大きな課題の一つだと思います。
　
（11）住み続けられるまちづくりを

　日本の大きな問題は、地震
とか自然災害ですね。
　これは、本当に大事なこと
で、先進国が取り組まなけれ
ばいけない問題です。
　ミャンマーとかメキシコで地震や災害で亡くな
る人々もいたりします。
　アメリカでは、移民問題があります。彼らはな
ぜ自分たちのコミュニティから逃げ、大変な思い
をしてまでアメリカの国境を越えようとするのか
ということを考えると、彼らが生活しているとこ
ろは、安全ではない地域だからです。私たちも、
国連の会議でよく色々な発展途上国に出かけます
が、海外からきた人たちには「私たちの国は安全
です」と一時的に見せます。けれど、実際には大
変なことがたくさんあります。そういう点で、私
たちの町がインクルーシブで、大勢の人が来られ、
安全で持続可能なまちづくりというのがとっても
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重要なのです。
　日本の場合、持続できないまちづくりで一番象
徴的なのは、空き家問題です。地方に行きますと、
本当に素晴らしい村々があちこちにあります。私
もよく、「私たちの地域の活性化を手伝ってくださ
い」と言われて、そういう空き家をきれいにして
観光者に1カ月でも滞在してもらうというのは、
地域にとっては大切なことなんですと申し上げま
す。すると「私たちもやりたいのですけれども、
空き家になっているところは代々先祖の土地で仏
壇があり、年に1回お墓参りに帰ってくる」と言
うんです。でも次の世代の子どもにとっては、今
度は迷惑です。ですから、このメンタリティを変
えていかないといけないのです。最近、特に都会
の方々は、非常にドライで、「ビルの中の最先端の
お墓でもいい」という方がいます。日本には、そ
ういう最先端でありながら、一方すごく古い面が
あり、この話は両極端です。やはり地域やまちづ
くりの中でどんどんどんどん廃墟になっているよ
うなまちをどうしていくのか、どうやって持続可
能な地域にしていくのかという問題が日本にはあ
ります。
　一方、発展途上国では戦争で町がどんどん破壊
されて、難民キャンプでの生活に慣れてしまった
人々は、もう自分たちの地域に戻れなくなってし
まう。そうすると、そこもまた廃墟になってしま
うという問題も起きます。

（12）つくる責任　つかう責任

　これはすごく大事で、企業
さんに申し上げたいことがた
くさんあります。
　私たち消費者が必要として
いるものというのは、中身な
のです。でも、つくる側ではパッケージングでア
ピールして人に買ってもらおうとします。過剰パッ
ケージングは、やめていただきたいと思っていま
す。
　例えば牛乳パック。牛乳、ジュースやお酒が紙
パックに変わり、今度は紙のカートンにプラスチッ
クの注ぎ口が付けられます。「注ぎやすい」ためだ
ということです。でも、私から見れば、これをご
みとして捨てるたびに、刃物でプラスチックの部
分を切り取って、分別する手間がかかります。東
京などでは全部一緒で構いませんが、神奈川県葉
山に住んでいる私たちは、全部分別が必要です。
紙だけであれば、そのまま開いてリサイクルされ
ると思うのですが。もう少しリサイクルという観
点から使いやすいものを作ってくれたら、どんな
にいいかと、いつも思います。
　買う側の意識について。今、アメリカ、特にカ
リフォルニアは、「環境の問題は、カリフォルニア
さえ見ていればアメリカの次が分かる」と言われ
るくらいものすごく早く進んでいます。今は「パッ
ケージレスショッピング」というのがあります。
例えば、朝のコーンフレークなどを買いに行くの
に、自分で容器を持って行き、それで量り売りで
持って帰るから、袋などを捨てなくて済みます。
このようなパッケージレスショッピングっていう
のが、今、すごい早さで流行り始めて、特に若い
子たち、環境問題に関心のある子たちは、皆そこ
に買いに行くというような状況です。日本も早く
そのようになるとうれしいと思います。
　この項目の中には、生物多様性も入っています。
　また、私たちが海外から資源などを輸入する場
合、相手国の一部や外国企業だけが利益を独り占
めしてしまい、地元の住民のところにはお金が行
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かず、彼らはずっと貧困のままのことがあります。
RESPONSIBLEであるっていうことは、そうい
う資源を買うときに、実際にそのお金がどこに行っ
ているのかということにも関心を持ってほしいと
思います。これもSDGsに入ります。
　
（13）気候変動に具体的な対策を

　もう皆さんに言わなくて
も、分かっておられますので、
どんなことを皆さんやってい
らっしゃるのかということを
ここで強調すればいいわけで
すし、教育をしていくことだと思います。
　
（14）海の豊かさを守ろう　   

　これは私たちにとってとっ
ても大事で、私たちが魚を食
べている以上は、みんなで考
えなければいけないことで
す。最近、オーストリアの科
学者たちが、人間の体のいろんな細胞を分析した
結果、マイクロプラスチックが、みんなの体に入っ
ているっていう研究報告を発表し話題になってい
ます。これを止めるということも考えていかなけ
ればなりません。
　
（15）陸の豊かさも守ろう　   

　これはやはり環境を含め
て、畑のことでものすごく重
要なことです。
　日本の考え方はちょっと違
うと思いますが、カリフォル
ニア州は、モンサントのラウンドアップという雑
草を取る農薬の使用を一切禁止しました。それと
GMO（遺伝子組み換え作物）の使用禁止も。スロ
ベニア、セルビアなど旧ユーゴスラビアの国々の
多くでも、一切GMOは使わせないっていうこと
になっています。ロシアのプーチン大統領の野菜
は毎週セルビアから送られてきていると、セルビ

アに行ったときに聞きました。なぜかと言うと、
自分の国のものは食べずに、きれいなところで作
られたものを買うからですね。ちょっと笑ってし
まいます。北京政府もそうです。ウムルチの地域
とか、ウイグル族が住んでいる高原で作られる無
農薬の野菜を、空輸しているのです。ですから、
何でお金がある人たちだけがこうやって自分たち
の健康を保てて、一般の人たちは、嫌でも農薬を
使っているものを食べなければいけないのか。こ
れも、先進国と発展途上国双方の問題です。
　
（16）平和と公正をすべての人に

　これは他のすべてのゴール
のために確保されなければな
らないことなのです。
　児童虐待問題などもこの
ゴールの課題の一つです。

（17）パートナーシップで目標を達成しよう

　この17番はきっと皆さま
方にとって一番のポイントに
なるところなのです。
　このパートナーシップとい
うのは、この一つひとつの目
標を、上手に組み合わせながら、自分の企業は
SDGsのこれとこれというように進めることです。
　私はこのSDGsの日本語の訳はあんまり好き
じゃないのです。日本語訳は「持続可能な開発目標」
となっていますが、私は「開発目標」ではなく「発
展目標」だと思うのです。なぜかと言いますと、
持続可能に発展していくわけであって、例えば
infrastructure も、新しく開発する必要がなく、今
あるものを発展させて上手に利用するとか、もう
少しだけ手を加えてこれを再利用するとかが大事
だと思います。ですからイメージは「発展」で、「発
展」に変えてほしいと思っています。
　もし、ものづくりをされている会社なら、9番
と 10番とか、女性たちもいらっしゃるわけでしょ
うからジェンダーをどうするかとか。水に関する
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仕事をされているならば6番と環境問題ですから
14番の海は切り離すことはできないわけですね。
ですからこういう組み合わせ、セッティングの仕
方で、「このSDGs目標を私たちの企業がやって
います」ということが、いくらでも言えるのです。
ぜひ取り組んでください。もちろん言うだけでは
なく、きちっと実行していただけると、2030年ま
でに、私たちの生活しているこの地球環境と、私
たちが住んでいる地域っていうものは、もっともっ
と良くなっていくのではないかと思います。
　最後に一つだけ。東レの製品ではありませんが、
家に浄水器があります。1年に 1回取り換える仕
組みになっていて、3年ぐらい貯めていた使用済
みのフィルターをメーカーに「送り返したい」と
連絡したら、「普通のゴミとして捨てて構いません」
という答えでした。鉄やプラスチックでできてい
ますから、普通に捨てたら、これはランドフィル（埋
め立て処分）になります。このフィルターが、何
十万個っていう単位でランドフィルになったなら
ば、私たちの環境はすごく大変です。　
　ですからそれこそ「つくる責任、つかう責任」
の中で、そういうものは回収することを前提とし
て作ってほしいと思います。そんな会社の製品で
したら、私はすぐに買います。一消費者として、
それがSDGsなのです。
　今日は、色々な話があちこち飛んでしまいまし
たが、ぜひ皆さま方の普段されている仕事に役に
立てていただければ幸いだと思います。
　長い時間、ご清聴ありがとうございました。

［チーフディレクターより］
　SDGsについては、最近話を聞く機会も多くなり
ましたが、今回の講師のマリ・クリスティーヌさん
からは、長年にわたり先進国から発展途上国に至る
まで幅広く世界を見てこられた豊富な経験を基に、
開発途上国だけでなく先進国それぞれが抱える課題
を、豊富な事例を交えながらお話しいただきまし
た。
　消費者・市民目線からのお話には、普段企業人と
しては気が付かない点も多く、大いに参考になりま
した。
　また、7カ国語に堪能なクリスティーヌさんから
は、国際人として活動するに当たっての「コミュニ
ケーション」に関するアドバイスなどもいただくこ
とができました。　
　SDGsは、既に多くの大手企業でそれぞれに目標
が掲げられていますが、これをきちんとアクション
プランに落とし込み、企業全体に浸透した活動にな
るのは、まだこれからではないでしょうか。
　2030年を目標達成時期に掲げるSDGsは、企業
活動に大きな影響を及ぼす可能性があると同時に、
大きなビジネスチャンスも含んでいると思います。
　今後、企業人としては、真のSDGs目標達成に向
けて活動していきたいものです。
　国内外を飛び回られているお忙しい合間を縫っ
て、若い企業人に刺激を与えていただきましたマ
リ・クリスティーヌさんに厚くお礼申し上げます。

　（MOTチーフディレクター　宮木　記）

MOT研修修了生がマリ・クリスティーヌさんを囲んで
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