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ＳＤＧｓを経営戦略の根幹に
据えることで企業は成長する

ＳＤＧｓへの取り組みが

ビジネスにつながる

はいませんでしたし、現在でも認識

率は 〜 ％程度にとどまっていま

︱︱ ＳＤＧｓには 項目のゴール

にしたのです。

べきと位置付け中計に盛り込むこと

ます。そこで、これは真剣に考える

ＳＤＧｓに類する諸問題を抱えてい

う現実があるように、実は日本でも

どもの７人に１人が相対的貧困とい

れません。しかし足元を見ると、子

切迫感があまりなかったからかもし

も安定しており、ＳＤＧｓに対する

す。日本の場合、比較的政治も経済
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が設定されています。これをクリア
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︱︱ 大和証券グループ本社は２０

１８年５月に 年度を最終年度とす

年に国連がＳＤＧｓを採択しま

位置付けています。

経営戦略の根幹をなすべきものだと

中田 当社ではＳＤＧｓを長期的な

ｓ」が盛り込まれています。

）を策定しましたが、
Best"2020
この中に「経営戦略としてのＳＤＧ

る中期経営計画（ "Passion for the

20

したが、日本ではそれほど浸透して

15

15

大和証券グループ本社社長

中田誠司
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環境 が
経済 を動かす
２０１８年を振り返ると洪水、台風、山火事など国内、海外とも
に災害が多かった。災害をもたらす異常気象はここ数年続いており、
保険金の支払いや観光への影響など経済にも深刻なダメージを及
ぼしはじめている。最 近でも、飲 食 業 界は海 洋プラスチックの問 題
から植 物 由 来の素 材でつくられたストローへの転 換を迫られ、化石
燃料に関連する企業に対しては投資の引き上げを行う金融機関
もではじめている。いまや環境が経済を動かしているのだ。
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総論

災い転じて福となせるか、
持続可能な社会の成長戦略

地球の危機が

に、気象災害も激化傾向にある。日

本国内でも、国土交通省の資料によ

といった気象災害は増加しており、

れば、１９８０年代以降、洪水や嵐

ダボス会議の名で知られる世界経

日本国内の土砂災害発生件数は 年、

既存経済を揺さぶる

済フォーラム。毎年、１月末に開か

年とも１４００件以上となってい

極端な所得格差。そして２位が長期

いる。例えば、２０１２年の１位は

グローバルリスクが毎年発表されて

の会議のなかで、発現可能性の高い

もちろん、この状況に国際社会も

上回るのではないかと予想される。

ため、件数、被害額ともに 年度を

台風襲来など数多くの災害があった

る。 年も西日本豪雨災害や大型の

れている世界のリーダーが集まるこ

16

間にわたる財政不均衡、そして３位

17

それが、２年後の 年から３年連続

が温室効果ガス排出量の増大だった。

で
「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）
」

動き出している。 年９月には国連

17
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で「極端な異常気象」が２位に入り、

は、第 回気候変動枠組条約締約国

が採択され、その３カ月後の 月に

15
翌 年からは２年連続でトップのグ

14

ローバルリスクであると考えられて

会議（ＣＯＰ ）が開催。全体目標

12

として産業革命前からの気温上昇を

21
いる。 年は２位にも「大規模な自

17

通のリスクとなった。その原因とい

気候変動は世界最大、そして世界共

然災害」が入ってきており、いまや

に抑える努力を追求する、通称パリ

全体の長期目標としつつ、１・５℃

２℃よりも下方に抑えることを世界

とはいえ、平均気温がわずか２℃

均気温も上昇し続けている。また、

量の急増が原因であり、その結果平

活動を通じた人為起源のＣＯ ２排出

地球温暖化は産業革命以降、経済

米国のトランプ大統領のようにパリ

いう意見もあるだろう。さらには、

自然災害と結び付けるのは早計だと

た、近年、災害が多いからといって、

とこない、という方も多いはず。ま

上昇するということにいささかピン

グローバルリスクの発表にあるよう

危機になっている。

言葉ではあるが、いまや差し迫った

協定が結ばれた。

21
うのが地球温暖化。既に聞きなれた
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