
. '5022000の新版が発行された!

食品取引のグローバル化がすすみ、食品安全が
複雑化するととに対応して、食品安全マネジメント
システム規格IS022000が改訂された。世界中にフ
ードチェーンが延びる中、世界にまん延する食品起
因の疾病数は200を超え、安全で持続可能な食糧

生産が私達の生活の最大の課題の一つになってい
る。食品安全は、生産現場から消費地までの食品
由来のハザード(危険源) を防止し、ハザードを除
去しコントロールすることが重要になっている。食
品安全に関するハザードは、食品に関するプロセス
のすべての段階に存在するので、食品サプライ・チ
ェーンに関わる全ての組織は適切なハザードコント
ロールを実行しなければならない。食品安全は、 政
府、生産者、小売店、及び最終消費者などすべての
利害関係者が協力してはじめて維持していくことが
できる課題である。

IS022000:2018 r食品安全マネジメントシステム
ー食品チェーン内のあらゆる組織に関する要求事
項」は、規模またはセクタを問わず食品及び飼料産
業のすべての組織を対象にしており、食品安全マネ

ジメシトを継続的に改善するプロセスを要求してい
る。新しい規格は、すでにこの規格を用いている世
界中の何千もの組織の理解を更に向上させる。新

版における変更には以下のことが含まれる。
-共通テキスト(附属書SL) の採用。とれにより
IS022000は他のマネジメントシステム規格
(IS09001やIS014001など)と整合を取ると

とができる。

・業務レベルとビジネスレベルのリスクを区別す
る新しいリスクへのアプローチ。
・国連食品グjレープであるコーデックス・アリメン
タリウス (Codex Alimentarius) との関連の

強化。

新規格は、次の要素により食品安全ハザードを
動的にコントロールするための規格である。

-双方向コミュニケーション
.システムの管理

・前提条件プログラム (PRPs)
-危害要因分析重要管理点 (HACC刊の原則
本規格を開発した専門委員会ISO/TC34の議長

であるJacob Faergemand氏は次のように述べて
いる。「食品安全に対する市場ニーズを満たすため
に、 IS022000には、政府、 消費者、コンサルタン

ト、 産業界、及び調査機関などの食品安全に関わる
すべてのステークホルダーの関与が必要である。
IS022000のユーザが食品安全マネジメントシステ
ムを展開し、市場からの要求に確実に応えていくこ

とが期待される。 J
IS022000:2018はIS022000:2005に取って替

わる。 IS022000:2005の認証を取得している組織

には、発行の日付から3年間の移行期間が与えられ
る。
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・食品の安全性のレベルを上げること

現在の食料安全保障システムを信頼できます
か?それらは持続可能ですか?IS022000の新版が

食品安全に対するグローバル課題へタイムリーな対

応であることの理由を、 IS022000の改訂に携わっ
た何人かの専門家に聞いた。
テクノロジーは私達の生活を、生活様式から食べ

物まで一変させた。更に言えば、テクノロジーはグロ
ーパルな食糧生産を一変させ二世界中の人々を貧乏
と飢餓から救った。 それはすばらしいことである
が、肥料、 農薬、高度な潅概技術を用いることによ
り小麦、トウモロコシ、米などの多収穫作物に世界
が依存する結果となり、サプライ・チェーン内のちょ

っとした失敗(不具合)が我々に大きな影響を与え
ることになっている。

現在、 70億人を超える人々がこれらの作物に頼っ

ているが、 2050年には98億人に達することになる

と国連は予想しており、私達の食品システムへのプ
レッシャーは増加すること必須である。 Crops for 
the FutureのCEOであるSayed Azam-Ali教授
によると、食品及び動物飼料に対する需要は、これ
から先30年間少なく見積もっても2倍になる。いわ



「

ゆる第4次産業革命の時代に入るにつれて、世界中

の人々の食料を持続的に手ごろな価格で供給しつ
つ、地球の天然資源を保護するためには、私達は新

しいテクノロジー、例えばドローλ 人工知能、ロボ
ット工学などを活用する必要がある。

.予断を許さない食品安全

この問題はダボス会議のメニューにまで上った。
世界経済フォーラム年次総会2018の特別会合にお
いて、食農産業、政府、市民社会、及び食肉技術企

業のリーダーたちは、中流階級の需要の高まり、世

界中の肉とタンパク質の過少消費及び過剰消費に
関連する健康問題、及び環境の持続可能性の3つが
切迫しており、肉とたんぱく質の生産のグローバル

なシステムの変更が必要だと認めた。
こうした経緯から、将来の需要を満たすために広

く入手可能で、安全で、手ごろで、持続可能な肉とタ

ンパク質を確実に選ぶことができるようにグローバ
ルな肉やたんぱく質の生産に向けた(のための)計

画を練るための新しいイニシアチブが開始された。
大企業が注目しているのは、例えば1KEAは将来

の持続可能な食物としてある虫を試している。コベ
ンハーゲ、ンにあるフラットパックジャイアントのテス

トキッチンでは、ビートの根とアメリカボウフウ(の
根)とチャイロコメノゴミムシダマシを混ぜ合わせ
たバーガや藻をベースにしたホットドッグを作ってい
る。こうした事実には説得力がある。つまり昆虫は、

乱用されてきた食品システムへの負担を軽減するこ
とに立つ。そして、動物飼料産業もまた利益を得る

ことができる。欧州連合は、来年家禽とブタの家畜

飼料に見虫を原料にする許可を出すはずである。
食料安全保障の必要性はこれまでより高くなって

いる。例えば、米国の主要衛生研究所であるアメリ

カ疾病管理予防センターによると、今年4月の米国
での大腸菌の発生は、ロメイン・レタスを詰めた袋
と関係していた。不運にも感染してしまった人々の

約70%が、大腸菌の毒素産生菌で入院し、数人が腎

不全を発症したとニューヨーク・タイムズ紙は報じ
た。また、クイーンズ大学ベルファストの最近の研究
によると、加工肉を保存処理するプロセスで使われ
る硝酸エステル(硝酸塩)により大腸がんのリスク
が増している。

このほかにも、より複雑な食品のサプライ・チェ
ーン、急増する世界人口、そしてその結果生じる資源

の枯渇化などを加味すれば、すべてのセクタのリー
ダーたちが世界的な食品安全保障に対する課題を
今後の世界の不安材料と見なし、解決策を必死に
なって模索していることはよく理解できる。

.要求事項を満たすこと

食品メーカーは、人と動物に安全な食品を生産す
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るための体系的な方法をどのように保証できます

か?
解決策の1つは1S022000である。 2005年に国

際規格IS022000が初めて発行されて以来、食品サ
プライ・チェーン内のユーザ、が対処すべき食品安全
の課題は、すでにお分かりのように、世界中で多く

の変化が起きているため改訂が必要となった。
専門委員会1SO/TC34の議長でありBureau

Veritas Nordic の CEOである Jacob

Faergemand氏は、市場ニーズを満たす重要な例と
して、各国政府のために食品安全ガイドラインを開
発する国連食品グループであるコーデックス・アリメ
ンタリウス (Codex Alimentarius) と

1S022000:2018 のつながりを取り上げる。

日S022000:2018はCodex規格との強いつながり
を維持しており、これにより世界のあらゆる国の政

府は、政府検査において、国の要求事項として
1S022000:2018を引用することができる。」彼は、

Codexとの整合'性を維持するに必須である定義、
すなわち重要管理点 (CCPs) 及び前提条件プログ
ラム (OPRPs) について、規格ユーザである食品組
織からいろいろ説明を求められたと述べている。

.リスクへの備え

今回の改訂で重大なことは、 1SO発行のマネジメ

ントシステム規格すべてに適用される共通テキスト

の導入である。 Faergemand氏が説明するように、
「これは、複数のマネジメントシステムを用いている

組織のためになる。リスクを異なるアプローチによ
って運用している組織のためにもなる。リスクは

様々な方法で使われるが、従来のハザードと起こる
可能性の評価とは別のビジネスリスクの概念(機会
も概念の一部を形成する〉は食品企業にとって重要
である。 J

1S022000:2018では、同時に機能する2重の
Plan-Do-Check-Act (PDCA) サイクルを明確にし

ている。「この2重のPDCAサークルは、一つの円が
もう一つの円の中で機能する。外側の円はマネジメ

ントシステムを扱い、内側の円は業務を扱う。しかも
2つの円は同時にCodexにより定義されたHACCP
の原則を扱う」とFaergemand氏は言う。

先に言及したHACCP (危害分析重要管理点)
は、食品業者が食品を取り扱う場合に生産される食

品が安全であることを確実にするための原則を決め
ている。食品産業、栄養産業、製薬産業及び農産業
の(ための)自然の解決策を開発しているである、

Chr. Hansen A/S社(グローバルなバイオサイエ
ンス企業)の品質システム部長Hanne Benn 
Thomsen氏によると、最新の1S022000規格は、
「洗練されたJ HACCPの原則の範囲を超えて「食

品を生産する際のリスク要素をさらに重視してより
広くサプライ・チェーンをカバーしている。」



被女はIS022000の強みは、それが世界的に認
められていることだと考える。「直接的であれ間接

的であれフードチェーンに関わるすべての会社は、
この規格に対する認証を取得することができるが、
証明書は私達に共通で話せる食品安全の言語とな
り、これにより世界中の人々に食品安全が認められ
る。」

@食品におけるパートナー

15022000:2018の新版は、食品安全を保障する
ために実行しなければならないシステムの枠組を構
築する「非常に包括的な規格」であるとBenn
Thomsen氏は言う。さらに重要なことに、「食品安
全ハザードを評価、特定、判断するためのツールを、
そして万が一思いも寄らないハザードが起これば影
響を受けた製品をコントロールでさることにより消
費者への影響をできるだけ減らす方法を食品組織
に与えている。 」と彼女は続けた。

先進国市場並びに発展途上市場において、 国連
の持続可能な開発目標 (SDGs) に沿って、将来の
需要を満たすようにタンパク質の解決策のポートフ
ォリオ構築に関する官民の協力を推進するために、
政府の政策及び国際的な協力が極めて重要である
ことは明らかである。 IS0220 00:2018は、 SDG 17 
を満たすことを助ける上で極めて重要な役割を果た
している。 Codex Alimentariusの公式渉外係で
あり、 SC17のPrécon Food Management社の
Paul Besseling氏は言う。 『消費者と社会全体にと

って、当局及び企業が食品安全に向けて同じ原則と
アプローチを用いていることが非常に重要である。
食品安全方針において、法律と企業基準との整合
性は最優先でなければならない。欧州連合は
lS022000の開発(進展)を支持している。 j

彼は、それらは本来役割が異なるにもかかわら

求 IS022000がCodex Alimentariusの食品衛
生の一般原則 CGPFH) と整合していることの重要
性を強調する。彼は言う。 rGPFHの目的は、世界中
の食品安全当局が独自の法律やそれに続く公式な
管理または検査を生み出す際に、それら(法律やそ
れに続く公式な管理)を統一させることである。
IS022000:2018の目的は、食品業者がこれらの法

律を遵守し、顧客要求事項を満たし、事業を継続・
改善するのを支援することである。」

@信頼を築くこと

Besseling氏は言う。 15022000:2018は食品企
業外部のステークホルダーにさらにうまく焦点を合
わせている。「新版は、業者が自身のビジネスリスク

の観点から安全でない食品のリスクを理解する助け
となり、食品のサプライ・チェーンでの彼らの立場を
強める。そして、食品安全当局にとってこの整合性
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は、彼らの仕事を支援し作業をより容易にするため
に重要である。」

最後に食品業者にとって、 「彼らが、自分たちの食
品安全マネジメントシステムが関連法規に従ってい
ると信じることができることがとても重要であり、
理想としては、立法当局は、食品業者が自分たちの

マネジメントシステムとしてお022000:2018を使え
ば彼らが法的要求事項に従っていると確信すること
である。 J と彼は言う。
hl /W、・ Q.or' ，ews/:児f2299.html

顧客満足シリーズ15010001--1 0004が
改正される

IS010001品質マネジメント一顧客満足一組織のた
めの行動規範に関する指針。

IS010002品質マネジメント一顧客満足一組織にお
げる苦情処理に関する指針。
IS010003品質マネジメント一顧客満足一組織外部
の紛争解決に関する指針。

IS010004品質マネジメント一顧客満足一監視及び
測定に関する指針。
乙れら一連の顧客満足に関する指針が改訂され

た。

顧客満足は成功するためにはどの会社にも極め
て重要なことだとわかっているが、気まぐれな消費
者を喜ばせるのは必ずしも容易ではない。顧客満足
に関する国際的なベストプラクティスをまとめた一
連のガイドラインが最新化された。
苦情への対応から笑顔のサービスまでL 顧客の

世話をすることは、社員の士気と最終収益の両方に
劇的な効果を及ぼし得るので、それ自体が技術であ
り軽視できない。 顧客満足でよい結果を出す会社の
収益が高いことを示す研究はたくさんある。ほとん
どの顧客が、嫌な経験をすれば会社に戻ってこない
乙とは言うまでもない。

従って、 顧客に満足のいく経験をしてもらうこと
が不可欠である。 IS09001:2018の新版に盛られた
概念と整合するために、顧客満足の改善に特化した
一連の国際規格が最新のものにされたわけであ
る。改訂作業グループの議長であるオランダのStan
Karapetrovic，氏は、顧客満足を改善するための効
果的なシステムの実行について、一連の規格は組織
を正しい方向に導くと述べている。「これらのガイド
ラインは4規格同時に改訂され、 IS09001と整合し
ている。規格はそれぞれ単体で効率的に実行でき
るが、まとめて適用しても非常に効果的である。 J
このー連の規格は、 ISO/TC176、品質マネジメ

ント及び品質保証(幹事国はオランダのNEN) の分
科委員会SC3により開発された。

各国の標準化団体またはISOストアから入手でき
る。

https://www.ÍSO.org/news/ref2312.htr叫



ESG投資のメジャー(モノサシ〉
としてのSDGs概説

側テクノファ技術顧問/講師

はじめに
読者のみなさん。環境プランナーEROの平田耕

ーですー 弊職は、エコシス・コンサルティング株式
会社の代表取締役でしたが、定款規定任期をプラ

ス2年オーバーの12年で退任。この8月 1日からテク

ノファの技術顧問/講師として、みなさんにおめに

かかるカタチとなりました。どうぞよろしくお願い

致します二

で、とのととろ毎日のように rSDGsJ 、厄SG投

資j 、町S026000J という用語見出しを目にしませ

んか・・・それも金融新聞や経済専門誌のみならず一

般紙面の一面で。 またちょっと前からだと rCSRJ 、

rcs町、 rSRIJ …ググればワカルとはいえ、 相関

はイマイチ置いてきぼり。企業人として少し突っ込

んで勉強すると「マテリアリテイ J 、 rKPIJ 、

ruNGCJ 、 rGRIJ 、 rCSOJ 、 IIS020400J ・・・と

新語のオンパレーに弊職も主幹講師で登壇して

いる環境プランナー講座やおなじみのエコ検定の

テキストでも全部を網羅的に、ましてや相関理解で

スッキリするまでは教えてはくれません。

ということで、それら最新用語の相関理解の一

助として、コラムを執筆することになりました。で

は、今回は rESG投資とSDG剖の相関を独特なス

タイルで解説していきますユ

ESG投資とは、
rEnvironment: 環境」、 rSocial: 社会」、

rGovernance :ガバナンスー企業統治I 三単語の

最初の一文字を合わせた言葉でホこれまで投資

家が企業価値を測る情報項目は、キャッシュフロ

ーや利益率などの 「財務情報」 が大半でした。な

ぜならそれらの情報は「極めて定量的で比較対象

が容易j だったからです二対して、 CSRで標梼され

る企業の社会貢献度や環境配慮貢献度という「非

財務情報J は、その企業の累年の経過を把握する

相対的な単位はつけられでも、絶対的な定量的情

報になりにくいので競合他社との比較対象性に乏

しく、なかなか投資判断材料になりませんでした。

これまでも、環境保全や社会性を投資の成果物

環境プランナーERO 平田 耕一

として得たい一部の機関投資家にては、 SRI(社会

的責任投資 : Socially Responsible 

Investment) というネガティヴ・スクリーニング

の手法で、つまりはその対象企業の収益力や発展

性よりも、倫理性を重視する「定性的な項目をなん

とか定量的に読み替えてJ 投資判断材料にする手

法はとられていましたが・・・誤解を恐れず言え怯・

EやS、ましてやGは投資判断には不向きな企業情

報だったのです二そんな流れのなかで、わが国で様

子が変わったのは、環境の世紀と呼ばれる21世紀

を干支一回りしたあたりからで、 2006年に始動し

た国連アナン事務総長の提唱するPRI(責任投資

原則: Principles for Responsible 

Investment) への署名の波が日本にも押し寄せ

てきたこと。なんとか定量的っぽく読み替えるしか

なかったESG関連のd情報項目に、スコアがつけら

れるような(例えば環境格付け:日本政策投資銀

行)情報処理の仕組みゃ、 物差し(メジャー)の当

て方などのコツが整理できてきたことが加速にな

りました。

なんと2015年9月には日本にある世界最大の機

関投資家 (GPIF) が、 このPRIに署名し、それに呼

応した運用取組方針を策定。いよいよ2017年10月

には自らの投資原則も改定し、 "ESGの適切な考

慮"とか“ESGの課題への対応"というESGを判

きっかけ:

世界最大の横網 1 ・ ..'~ r~ '......叫
投資家GPIF"lll\ ..::_ー ー一
抽c!p附α) I 回・~1掴司 直竺]
R時間s!凶.e I ""畑 山明市 ....,.-: 

Inves回ent ' I!! 

『責任投資原則~ ,:PRI :::~:;: 
に署名(2015年9
月28 日付) I 刷嶋胤1 出'"叫州付岨.υ袖川困山4岨山且副，川“..，.，山d止"，九.併，

H日1材吋刊 ::ご" : 
1'0肘T :
失敗の許きれな

い年金運用で
SDG岳スヨアが判

断材料に...sRIの
時代よりわかり
易いメルクマー
ルではあります

「責任銭減原則J とl草笛還の提唱
するもので，PRIJ と昭称され、
単に 「役員屈刻」 と日本語で昭称
された揖合はGPIFが2017年10
月2日付に改正レた 「年金積立金
管理運用組立行政法人の没資原

則」をF冒すと頭の中で切り替えて
!!Il8tレましょう

園1 年金積立金腎理運用強立行政法人が考案するESG投資とSDGs遺関出典図版
htゆ:I/www.gpif.gojp/operation/esg.html#b
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断材料として、その指標化をもシツラエています。

結果として rESG投資は長期的にリスク調整後の

リターンを改善する効果がある (GPIFコメント)J 

というところまでステージをあげてきました。 倫理

的かつ投資回収効率も特筆ものって感じで、す・・・。

SDGsとは、
rSustainable Development GoalsJ の三単

語の最初の一文字をとって rSDGJ …その複数形

なので最後に小文字の rSJ をつけた略語でホと

のSDGsは“新しい地球規模の開発目標"を17の

目標パネルにて構成、次世代のために足掛け15年

間を要して解決すべき課題と到達すべき目標を表

したものとなります二

2015年9月、世界193の固と地域の指導者はニ

ューヨーク国連本部にてこの「新しい持続可能な

開発目標J を採択。それは膨大な議論の末に行き

着いた“われわれ人類が理想とする世界の姿"を

示していますユこの開発目標には「イママデ」と「コ

レカラ」があることが特徴です二国連は2000年か

らの15年間、「ミレニアム開発目標:MDG剖として

貧困と飢餓の半減を目指して成果を挙げてきまし

た。これがイママデの開発目標。そして「持続可能

な開発目標:SDGsJ がコレカラの“地球規模の開

発目標"となるわけです二

イママデのグローパル・ゴールズ
「イママデ」の-MDGsーミレニアム開発目標と

は、二十世紀の終末から議論がはじまり、 2000年

9月に189の加盟国代表が、 議論した 「ミレニアム

宣言」を開発目標に落とし込み、採択したもの。平

和と安全、開発と貧困、 環境、 人権、グッドガパナン

ス(良い政治)、 アフリカの特別なニーズを解決すべ

き課題として掲吠 8つの目標パネルで構成したゴ

ールズでした。

そして国際社会は、結果として8つの目標パネル

によって、 貧困と飢餓の半減を達成という大きな

成果を得ることができました。 具体的数値をみる

と、 基準年となる1990年の貧困率36%を半減させ

る、つまりは18%にまで改善することを目指したと

ころ、結果はそれを大きく上回って12%まで削減

できました。 貧困と飢餓に苦しむ人が、二分のーど

ころか三分のーにまで減ったのだから“驚樗の成

果"と喧伝されるのもうなづけます二しかしながら、

MDGsは189の加盟国がサインアップしたにもか

かわらず実際に行動したのはその一部で、それも

途上国にての行動が主体であったので“全員参

加"には程遠いとも評されていました。

5 

とはいえ、成果を上げたことは紛れもない事実。

そこで、勢いづいた国連は、さらなる課題解決へ向

けて、あらたなグローバル・ゴールを提示して、その

勢いそのままに第二幕を切って落とそうということ

となったわけです二それが SDGs …。

E~~cilF.j~~~ 宗 l 霊 長 証言 ・

(m附s]
と 2015-… 〆_.... ~ .. !J'..A内 .r・~，

占J

憧学嶋
17パネル
先進国主体

スコク国雄!?
κ 己ム;，.'G-ë'ALS
~--=.<:.:!J> 

:55Z 前糊 y 嗣姐l I凪品
一一民事-=-.: 8パネル ( 1 

E Z鷺諒， l fI岨阿SDGsl
図2 国連開発自律(-DGs)イママデまでとコレカラ

コレカラのグローバル・ゴールズ
貧困、飢餓、健康、 人権、平等は引き続き根本的

な大きな課題と位置付けられていますが、新たに

資糠循環利用の効率化、持続可能な都市やコミュ

ニティ構築、 再生可能エネルギーの低廉化普及、

海洋や陸上生物多様性の保護、 具体的で積極的

な気候変動に対する行動要求など…先進国が自国

での取り組みを求められる目標が多く盛り込まれ

ました。 17のパネルで示されるすべての課題が持

続可能な開発、 民主的なガパナンスと平和の構築、

気候変動と災害に対する社会インフラの強じん化

につながっています三 連関性の確保…これを“全体

的なアプローチ"と“相互依存性"の確保といいま

すユ 満遍なく、そして取りこぼしなく“誰も置き去り

にしない"…ということです二

SDGsにては、企業の果たすべき役割がとても

おおきくなっています。(というより、もっと積極的

に言えば企業以外の組織体や消費者の役割も)…

つまり課題解決を担う主体は、コレマデとは全く違

い、領域も広く、 ビジネスや消費者の生活スタイル

との連携も強くなっていますユその分、成功したと

きのベネフィット(利益)もおおきく、そして失敗し

たときのリスクもよりおおきなものと想定するべき

でしょう。

ESG投資の判断材料にSDGsスコアが
ビルトイン・..
そんな鳴り物入りで始動したSDGsも3年を経

て、欧米では様々な取組に発展しています二一方わ



が国は、国民や企業が国連の施策には少し鈍感な

部分…国連の分担金 (要は負担金が)高順位な割

に無頓着…があるとはいえ、ことCSRに関わるこ

とですから放ってはおきません.流通最大手の

7&i.HLDGSが自社のサプライ・チェーンにむけ

て、 rSDGs各パネルを経営計画と照らしあわせ、

本業にピルトインする」と発表したのを境に、 2016

年夏から急速に認知度があがり、名だたる企業が

サインアップを表明しました。

最近のトピックスは、世界最大の機関投資家で

あるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)

が、 2018年1月から2月にかけて東証一部上場企業

を対象にアンケート調査を実施。その結果を公表

していますユそれによると“ rSOGsへの取り組みを

始めている」と回答した企業が24%、 rSDGsへの

取り組みを検討中J と答えた企業は40%を占めま

した。"とありますL

機は熟したとの判断でしょう・・.GPIFはホームペ

ージに“ESG投資とSDGsの連関性を理解できる

よう陪・・そしてなによりも国民の老後を支える虎の

子を預かる役割分担から… “年金事業の運営の安

定に資するよう、専ら被保険者の利益のため、長

期的な観点から、年金財政上必要な利回りを最低
限のリスクで確保するととを目標とする。"と投資

原則に明記。あわせて図表も公表しました。(この

図表は、様々な金融系セミナーで紹介されていま

すので相当な肝いりかと・・・)

その解説にはこんな記述もあります…“SDGs

に賛同する企業が17の項目のうち自社にふさわし

いものを事業活動として取り込むことで、企業と社

会の「共通価値の創造J (CSV;:;Creating 
Shared Value) が生まれます。その取り組みによ
って企業価値が持続的に向上すれば、 GPIFにとっ

ては長期的な投資リターンの拡大につながりま

'まず事ø...・ : 、
...tlðl..・1 t:I~t~I~I~ .t.(. ".明、e・

PRIへの署名に. '，'.. “日 11' 1 þ~ .， ・ . .げ'40 皐 噂 崎刊
して.-蛍暴最大@ い叫同4 ・ t ! }_ ， .γc " 

事匝関投資事でa凶 ' uhAPLL Z211)イ "~， ，，'， ~.. II叫 ・
Gav世田nent 山町叫 リ H

P巳!lIIIan
b:M:ISbt鴎m

. ‘ ' ‘... J ""M・<L‘ ・1!.. T ~忌" ...唱.，.・・ "" I ')J;" ・ ・4・綱同拠 r 8"..:1'・ , . 
ず'， ，，. μ '・・圏 、." ・ ..・. ，ε..命綱園、v ・，.町・ .1'" .........崎

R血d~_.~'" '~~，~':よt・I:!，_;"_:';" ニヤErttヤ14F13111てFaztL l.L??
との錆総量公耳障 1 ...円."

~ ~ 6 &計Hj : Tilt?と:?:::::!??;;コfvl
，"''''''“"個" ・I!!! .'~ ~ .. ・

回2 園連責任銀資原則{開。署名時のG開F取組方針@遣周出典園飯
枇旬:lIwww.g凶G吋plもopi四12015/pdf/09泊I_signa町y_UN_P問.凶f
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廷に泊均L.":...... ~... 
PR1への.~t ..^帽...制"削'lrll& a..1:・

車損:;.u...... .・2t:::?L21;f九二J?・“二??:::TJ:::ー;:J::: ! .a
方針婚，.e-ら.z t.l.' 

..山

GP.IP¥t ra.. 
'削 を2J早半ぶ 。
にuιk l.~ I /GJ司ドのmごòペ-9に201 BJl 1用

裏目白のアンケート仁ついての恨述が
ありま~.一部を転思します
~G円Fが車1[-官官上届企鍵を対.. 
に2018f引用から2用にかけて実
施しだアジゲート調査で国 rSDGs
への取り組みを凶めている」と固筈
レ定企重量が24%、 rS03sへの取
り飽みを償制申」と答えだ企.t.t
40%を占lItJましだ. B ~きとさ.当
と冒えは当前ですが.

圃4ESG投資への..寓まりをふまえたGPIF綾資原則 改定版出典図版
ht旬以://WWW.g凶f.gojp/about/philo田phy.htrnl

す。 GPIFによるESG投資と、投資先企業のSDGs

への取り組みは、表裏の関係にあるといえるでしょ

うo " (原文ママ)

約めて言えば、 ESG投資の投資機会増が、

SOGsが掲げる社会的な課題解決にむけた企業の

事業機会増になる…と。“SOGs'でWin-Win" とい

うことです。世界最大の機関投資家が動けば、業

界も動きます…日本証券業協会が rSDGs宣言」

を実施。 全国の会員企業267社10，000人の証券マ

ンにSDGsピンバッジを支給、あわせてSOGs、

PRI, ESG投資指標の研修促進とあります二「証券
業界SDGs推進中! J のホームページ・キャンペーン
も好評の様子でホ

企業幹部の皆さん!もうSOGsへの取組に蹟膳し

ている理由は無さそうです。すでにスタートから3

年経ったとはいえ、ゴールイヤーの2030年までに

は丁度干支が一回りありますLすぐにでもSOGsを

(未公開非上場会社であっても…)学び、どの業務

にピルトイン可能か考えてみてください(英語でい

えばインプリメント:lmplement:実装する)…。そ

してSOGsとの表裏一体性を理解するうえでの

ESG投資を理解し、納得のうえ、 CSRの報告項目

にアウトプットしてみてください。

さてもうそろそろ、紙幅が僅かになってきまし

た。 SOGs始動のはずみ車になるような資料を提供

しますのでぜひご活用ください。法政大学大学院

環境経営専攻の教員兼任講師の時代包016年12月

10日に考案)の弊職のオリジナルではありますが…

17の目槙パネルの右肩にチェックボックスを付けた

だけですが、利活用されている企業人には大変好

評です。なぜならSDGs (THE GLOBAL 
GOALS) は、目標となる17パネル全てに対して“全

体的なアプローチ"と“相互依存性"を確保してい



かねばなりません。よしゃるぞ!となったら…まず

は、 SDGsと自社の強みと弱みを右肩のチェックボ

ックスにチェックマークを入れて相性(相容性:

Com:oatibility) を確認してみてください。自分の得

新しい商晶&:ttーヴィスの相容性確認シート
白m問tibilitv_Checlt..Sh田t 2016年版

園5 平田耕一考案 SDGs相密性Compatibility:磁駆シート
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園6GC礼J&IGESによるSDGsの17目榎定義(和訳)出典図版
出p:/，ハ附w.un阿n.org/sdgs/pdf/elements_fi陶!_2966.pdf
GCNJ一般社団}グロ-J(}J，.コユ'Jtクト・ネットワーク・ジャJt"/
IGES'公財}地慧謝樹嶋崎研究捜闘

S克置は圏直の錆舗司鰐な・・長ーい20お年までの・・・関発目橿ですが・..
企重量の社会的責任を鐸点す§スコア刀ード凪鍋表江南笹しE活用されは
じゅましだ刀

ポイントは得蔵なパネルからはじめて全音Eに連1ft住をもたぜること.

それと貢献できなくとも…少なくとち箇琶をするような企績行勘を慎み
餌判を婚とさないことデス.
欧朱に比べ日本企費量は国連関与が不得溜でvが - 個持の自慢 (17のパネ
ルと1E泡のターゲット&2300.>1笥事〉をみていけば特筆を活かぜる筈…
頑彊れ l ニッポン l

国7 平田勝一考露経営聞に対するSOOsJI手雄温への進言周セリフ
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意分野の目標パネルだけではなく、不得意な分野の

目標パネルを常に意識して、得意分野を深掘りして

いく…12年後は全部やりこなしてみせる勢いで・・・。

参考までに政府機開発行のSDGs各ゴールの

定義をスライドにて示しますL 詳しくは当該ホーム
ページを閲覧ください.

それと…みなさんが、一念発起して自社や関係

各社への…特にマネジメントレビューを書く「経営

者の方々へ話す1分間の台詞(セリフ) J をカンニン

グペーパーとして用意しました。

スライドにも入れましたが、この本文にも転載し

ておきます二

(転載ここから→-) SDGsは国連の持続可能な…

長一い2030年までの・・・開発目標ですが・・・企業の

社会的責任を採点するスコアカード成績表の物差

しに活用されはじめました刀ポイントは得意なパ

ネルからはじめて全部に連携性をもたせるとと.そ

れと貢献できなくとも…少なくとも妨害をするよう

な企業行動を慎み評判を落とさないととデス。欧

米に比べ日本企業は国連闘与が不得意ですが…

個々の目標 (17のパネルと169のターゲット&230

の指標)をみていけば特技を活かせる筈…頑強

れlニッポン 1 (:←ここまで転載)頑強れわが社!

最後の最後になりました。最後までお付き合い

頂きありがとうございますL

国連SDGs提唱の最終ページには次のフレーズ

があります.これを「むすびの言葉」としてコラムを

終えます二

rLET'S FINISH THE JOB 
自分たちの仕事(役割)をやりとげよう」

-筆者紹介・
平田 耕一民 G環境プランナーERO)
様式会社テクノファ 技術顧問/講師甥聡
エコシス・コンサルティング棒式会社代表取締役(前駒

・テクノファ担当セミナー
・廃棄物処理法行主77)

-環境省登録人材認定等事業環境プランニング学会認定

環境プランナーコース(通信+スクーリング2 日) [リク
エスト開催] (TC81) 等

・主な著.、間潰活動
廃棄物処理法、各種リサイクル法などの解り易い解説には
定評があり、環境ビジネスシーズの視点からみた3R/
CSR&CSV • BCP ・ SDGsに関する記事執筆及び連議コラ
ム、官尊演多数.政府及び行政庁への意見書提出は100を越
え、リサイクル業界で最も発言力があると言われているコ

ンサルタシト.

一世社団法人、公益法人等業団体の理事藤、特別招へい
参与も多数拝命、国土吏通省/経済産業省/農林水産省/

環境省・企業持株会社などへのロビー活動ではタフ・ネゴ
シエーターとして名高い.



「

テクノフア最新ニュース

テクノファ会員様、優先受付中

叩 T四ns臼r'~2018年テクノファ年次フォーラム

(テーマ:改めて考える品質問題(仮題) ] 

-大阪開催(大阪科学技術センター)
2018年12月14日(金)13:00-17:00 

・東京開催(きゅりあん/大井町)
2018年12月26日(水)13: 00-17: 00 

***詳レ<Iâ:HPをと覧ください本**
https://www.technofer.co.jp/convini/frlB.php 

@申込み:
会員:受付中 (9月下旬より)

一般: 10月中旬開始予定

※受付Id:先着順のためで、定員|ζ怠り次第締め切り

とさせていただきままあ申込みはお早めにお願い
いたレまま

霊壇予定

。棟近雄彦氏(大阪・東京)

早稲田大学理工学術院創造理工学部

経営システむ工学科教授

。村川賢司氏(大阪)

前田建設工業椋式会祉顧問

一般財団法人日本科学按術連盟ISO膏

宣量録包ンター辞書員

。井上久男氏(東京)

ジャーナリスト

。平林良人(大阪・東京)

(椋)テクノフア取締役会長

探査壇者は東京と大阪で一部交代|ζ

起ります

企画・編集/株式会社テクノフア
干210-0006 川崎市川崎区砂子 1-10- 2 ソシオ砂子ピル

TEL:044-246-0910 FAX:044-221-1331 

ホームページキht句://www.technoferぬjp/
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