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学習塾やピコ太郎さん，キティーちゃん，女性誌や万博，
オリンピックに阪急電車，さまざまな研修機会……しかし，
日本におけるSDGs理解は，

という特徴を有し，市民社会団体等からは諦観・嫌悪すら
出てきている。

より包括的で正確な理解が必要である

①個人ベース
②経済開発ベース
③非人権ベース

狭い
浅い



MDGsの後継として，2015年9月，第70回国連総会で採択された
国際目標「Sustainable Development Goals」の略

【When】
【Where】

特徴１= 性

SDGsーその概要と特徴



第1特徴： 普遍性
第2特徴： 統合性
第3特徴： 変革性
第4特徴： 連携性
第5特徴： モニタリング可能性
第6特徴： 正当性
第7特徴： 人権重視性

時間の関係からすべてを丁寧
にお話することができない。
ぜひご了承ください。

SDGsーその概要と特徴



地球規模課題
越境課題
気候変動や感染症等，国境をまたぐ課題
共通課題
ジェンダーや格差等，各国が共有する課題

格差拡大のように，共通課題であると伝統的に考えられているもののなか
にも，（経済のグローバル化という越境的な性質をもつものもあり，
「越境課題」「共通課題」の区別はあくまでも便宜的なものである。

SDGsーその概要と特徴



【What】開発の３局面に関する取組
SDGsーその概要と特徴



たくさんの目標，覚えられない……

SDGsとは，
①貧困をなくす，
②つづかない地球をつづかせる ために，

開発の①社会，②経済，③環境の3局面，
これらを支える④基盤づくりに，

バランスよく取り組もうという計画

SDGsーその概要と特徴



出典： SDGs市民社会ネットワーク (2016）『SDGs市民社会ネット
ワークHP』https://www.sdgs-japan.net （2018年５月８日閲覧）

社会的側面

経済的側面

環境的側面

社会的側面

経済的側面

環境的側面

開発
基盤

SDGsーその概要と特徴
特徴２= 性



「持続可能な開発」概念
「将来世代がそのニーズを満たす能力を損なうことなく
現在世代のニーズを満たす開発」

出典：World Commission on 
Environment and Development（1987）
Our Common Future.  Oxford University 
Press.

世代内公正

世代間公正

SDGsの概要と特徴

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「持続可能な開発」という考え方の起源やその内容について，ご説明することが一般的でありますので，この講演でも，簡単にふれておきたいと思います。1980年代と1990年代，合計10年程，ノルウェーの首相をつとめたブルントラントさんという方がおられます。この人はのちにWHOの事務局長をつとめたりもした小児科医ですが，1980年代後半，世界環境開発委員会，別名ブルントラント委員会の委員長として，地球環境に関して議論し，報告書を出しています。それが「われら共有の未来」という報告書ですが，そこで「SDGs」「持続可能な開発目標」にある「持続可能な開発」ということばをつかって，問題提起を行っています。同委員会は「持続可能な開発」に２つの意味をもたせています。①　世代内公正・・・つまり，現世代内で，大きな格差・貧困があり，これの公正をはかること②　世代間公正・・・つまり，現世代が次世代を犠牲にしないことということです。



SDGsの概要・特徴

出典： Pimentel, Diego et al. （2018）Reward Work, Not Wealth. Oxfam GB.

★アメリカでは下位1億6000万人の富の総和は上位3人の富の総和に等しい。
★バングラデシュのトップ5に属する縫製企業のCEO1人の給与4日分は女性
縫製工場労働者の一生分の賃金に等しい。

★インドネシアでは，最も富裕な4名の富の総和が下位1億人の富の総和と等しい。
「このように稼げるのは，通常は，努力や才能だと信じられてきたからである。
これを重視することが技術革新や投資を伸ばすことにつながると考えられてき
た。実際には，相続や独占，クロニズム（crony connections）による収入で
あることを示すエヴィデンスが多く出てきている」

金融危機 financial crisis
格差危機 inequality crisis ウォール街を

占拠せよ運動



あんな顔をして，なんか嫌だな…

そんなふうに感じた方もいるかもしれないが，重要なことは，
「なぜ彼女が怒る必要があるのか？」
「怒っているのは彼女だけなのか？」
「なぜ彼女の憤慨を共有する人が少ないのか？」
「なぜ気候変動へのキャンペーンはセクシーである必要があるのか？」

と問うことではないか。

石炭火力発電がないと困るしなあ…

実に残念なことにあまり報道されなかったが，グレタさんのスピーチや
小泉さんの「セクシー発言」の裏側で・・・

SDGsーその概要と特徴



政府に対する，気候変動に関する
グローバル投資家表明

515の機関投資家（運用額の合計35兆ドル）が，
2020年までにCO2削減目標をパリ協定よりも
引き上げること，石炭火力発電を漸次的に
全廃すること，化石燃料の消費量削減を目指
し炭素税を導入することを政府に求めた。

国連責任銀行原則

世界で131の銀行が署名したもので，
署名銀行は社会・環境に関する６原
則を完全に順守することが求められ
ている。

これに署名した日本のメガバンクも
気候変動に貢献してしまう事業案件
への融資ができなくなる。

SDGsーその概要と特徴



コロナ禍で，あれだけの犠牲をはらってロックダウンしてはじめ
て，温暖化の勢いを止められるということには大いに注目してお
きたい。

SDGsーその概要と特徴



「脱・石炭火力加速へ
旧式発電所１００基休廃
止―エネルギー政策見直
し・30年度」2020年7月3
日付

SDGsーその概要と特徴



「（略）SDGsを含む成果文書の「我々の世界を変革する」というタイトルに象
徴的なように，SDGsは一応，「変革モデル」を志向しているからです。逆に，
MDGsの発想は「投入モデル」でした」
出典：稲場雅紀（2016）「SDGsの「達成」ってなに？－NGOに期待されること」『シナジー(No.166)』国際協力NGOセンター

transformation change≠
いずれも「変化」という訳語があるが，この２つはイコールではない。
トランスフォーメーションとは「変革」とくに「構造的変革」という
意味をもつ。

「誰も取り残さない」というSDGsのスローガンは，
トランスフォーメーションなしには達成できない。

SDGsーその概要と特徴 特徴３= 性



少子高齢化

労働力不足
出展：内閣府（2017）「経済諮問会議資料」

644万人
出典：パーソル総合研究所・中央大学 (2018 )『労働市場の未来推計 2030』

の必要性

SDGsーその概要と特徴



【Who】政府＋非政府の多様なアクター
「国連の2030アジェンダが示すように，グローバル価値観，多
元・共生時代の個人の生き方転換とコミュニティ，企業，国家
システムの再編成に進みだすことが課題」

出展： 西川潤（2018）『2030年 未来への選択』日本経済新聞出版社

SDGsは，その前身となるMDGsと異なり，すべての企業に対
し，明確に，その創造性及びイノベーションを活用して，持続
的発展のための課題を解決するようにもとめている
出展：GRI/UNGC/WBCSD(2016)『SDGsの企業行動指針ーSDGsを企業はどう活用するか―』IGES・GCNJ共同翻訳

SDGsーその概要と特徴 特徴４= 性



アメリカGallup社が行う『世界世論調査
World Poll』から「与えるGiving」に
関する３つの質問をとりあげ，126か国
をランキングしたもの。

出典： Charities Aid Foundatin（2019）CAF World Giving
Index: Ten Years of Giving Trend.

過去1か月のあいだに…
★助けが必要な，あなたの知らない人を
助けたか？

★どこかの団体に寄付をしたか？
★自分の時間を使ってボランティアを
したか？

SDGsーその概要と特徴



出典：藤田千枝編（2005）「みんな
仲よく」『くらべてわかる世界地図②
学校の世界地図』大月書店

SDGsが言う「パートナーシップ」「連携」，
西川が言う「グローバル価値観，多元・共生時
代の個人の生き方転換とコミュニティ，
企業，国家システムの再編成」とは…

個人と個人，個人と地域コミュニティ，国，
地球とのつながり方をもう一度これでいいのか，

と問うことなのではないか？

SDGsは，「他人事」であったことを「自分事」にするだけではなく，
さらにどう他者とつながり，「公助」「共助」の強化につなげていく
のかを問うきっかけも提供してくれるのではないか？

SDGsーその概要と特徴



【How】ゴール（17）→ターゲット（169）という
ふうに目標を分け，指標（232）を設定

特徴５= 性

SDGsーその概要と特徴



★ゴール８のターゲット・指標の例
8.1 経済成長の維持（とくにLDCsの年7%の成長）

SDGsーその概要と特徴

8.1.1 一人当たりの実質GDPの年間成長率）

8.2.1 労働者一人当たりの実質GDPの年間成長率
8.2 多様化・イノベーションをつうじた生産性の向上

8.5.1 女性および男性労働者の平均時
給（職業,  年齢, 障害者別）

8.5 ディーセント・ワーク，同一労働同一賃金の達成

8.5.2 失業率（性別,  年齢, 障害者別）



日本の失業率はそれほど
高くない

出典： 独立行政法人労働政策研究・研修機構，2017,「4. 
失業・失業保険・雇用調整」『データブック国際労働比
較』

失業率

日本における「働く」は，
量的にはそれほど悪くな
い。では，質的にはどう
か？

SDGsーその概要と特徴



労働時間

出典： 独立行政法人労働政策研究・研修機構，
2017,「6. 労働時間・労働時間制度」『データブック国
際労働比較』

日本の労働時間は以前に比べ
ると減っているが，先進国の
なかではアメリカ・イタリア
等とともに労働時間が長い
グループに属する

日本の労働時間
1990年…2031時間
2016年…1713時間

労働時間の比較
日本…1713時間
ドイツ…1363時間
フランス…1472時間

SDGsーその概要と特徴

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




出典：全労連（2018）「資料２ フルタイム就労の賃金年収推計」（2019年4月20日取得，
http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/data/2018/180221_02.pdf）

賃金
1997年は先進国
中位であったが，
最近は先進国の
なかで下位に属
する。

SDGsーその概要と特徴

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




雇用形態

出典：厚生労働省（2018）「「非正規雇用」の現状と課題」

SDGsーその概要と特徴



出典：厚生労働省（2018）「知ることからはじめよう みんなのメ
ンタルヘルス」（2019年4月20日取得，
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/data.html）

「働く」ということの持続可能性もすでに黄色信号が
ともっているのではないか？

SDGsーその概要と特徴



★ディーセント・ワークの定義

「8.5 2030年までに，若者や障害者を含む全ての男性及び
女性の，完全かつ生産的な雇用及びディーセント・ワーク，
並びに同一労働同一賃金を達成する。」

出典：ILO駐日事務所（2018）「ディーセント・ワークとは」『ILO駐日事務所HP』
https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/decent-work/lang--ja/index.htm （2019年２月７日閲覧）

「働きがいのある人間らしい仕事」「権利，社会保障，社会
対話が確保されていて，自由と平等が保障され，働く人々の
生活が安定する，すなわち，人間としての尊厳を保つことが
できる生産的な仕事」

出典：国連（2015）『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』

SDGsーその概要と特徴



1999年 ILO年次総会 Decent work決議

1999年 EU 正規・非正規間の待遇均等化勧告

1996年 オランダ 正規雇用者と平等に処遇する
条文を労働法に追加

2001年 ドイツ・イギリス パート労働者らへの差別扱い禁止

ヨーロッパのいくつかの国の動きを受け，
SDGsにも盛り込まれるようになった

SDGsーその概要と特徴



そして，その動きはようやく日本にも・・・

働き方改革
大企業……2019年4月1日から
中小企業…2020年4月1日から

SDGsーその概要と特徴



★「改革」の具体的内容

①労働時間の短縮
(a) 残業時間の上限規制（原則，月45時間・年360時間，特例として，月100時間・
年720時間（複数月平均80時間）という制限を設ける）
(b) 勤務間インターバル制度の導入（生活時間・睡眠時間確保のための勤務終了時
間と翌日の出勤時間とのあいだに時間をおく）
(c) 年次有給休暇取得の義務化（時季を指定し，5日間は有休をとらせる）
(d) 労働時間の把握義務化（管理職・裁量労働制適用者を含めて，健康状態を管理
するため，全員の労働時間の記録を義務化する）
(e) フレックスタイム制の拡充（清算期間を1か月から3か月に延長する）

SDGsーその概要と特徴



②正規・非正規間の平等

(f) 高度プロフェッショナル制度の導入（労使委員会の5分の4以上の賛同・本人から
の書面での同意，1075万以上の年収，年間104日以上かつ4週4日以上の休日等の条
件のもとで実施できる）
(g) 産業医の介入拡大（事業主から産業医へ提供する情報を拡充し，産業医からの
勧告があれば衛生委員会への報告を義務づける。労働者の健康関連個人情報の収
集・管理に関する規程を設けなければいけない）

(a) 均等・均衡待遇規定の明確化と範囲拡大（条文の明確化や指針の策定をつうじ
て，「均等」「均衡」とは何か，よりくわしく明文化するとともに，有期雇用労働
者にも均等待遇規定を適用する）
(b) 派遣労働者・派遣先労働者間の待遇格差解消（基本給・通勤手当のみならず，
賞与や家族手当，住宅手当なども同一労働同一賃金の範囲内にする）
(c) 事業主の説明責任（雇用時に賃金や教育訓練，福利厚生施設の利用等，説明す
る）

SDGsーその概要と特徴



【How】3年間かけた策定プロセス
特徴６=

出展：古沢広祐（2014）「持続可能な開発・発展目標」(SDGs)の動向と展望～ポスト2015年開発枠組みと地球市民社
会の将来～」『国際開発研究』 Vol.23（2）(pp 79-94) 

「マイ・ワールド」調査

Beyond MDGs Japan

SDGsーその概要と特徴



SDGsに関係するこの数字は何か？

特徴７= 性

「われわれは，世界人権宣言及びその他の人権に関する国際文書ならび
に国際法の重要性を確認する。われわれは，すべての国が国連憲章に則
り，人種，肌の色，性別，言語，宗教，政治もしくは信条，国籍もしく
は社会的出自，貧富，出生，障害等の違いに関係なく，すべての人の人
権と基本的自由の尊重，保護および促進責任を有することを強調する」

出展： 国連（2015）『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』パラ19

SDGsーその概要と特徴



持続可能な開発目標（SDGs）

持続可能な開発のための2030アジェンダ

基 本 理 念

出展：松岡秀紀（ヒューライツ大阪）作成のパワーポイント資料からご本人の了承を得て掲載

SDGsーその概要と特徴



「人権の重要性，「2030アジェンダ」は人権ベースであることが強調
されている。」

出展： 高柳彰夫・大橋正明（2018）「SDGsとは何かー市民社会の視点から」『SDGsを学ぶー国際開発・
国際協力入門』法律文化社

【理由1】政治的な背景があること
現在，世界は，①新興国の台頭，②伝統的先進国にお
ける反知性主義と排他主義の２つに特徴づけられ，
その結果，「普遍的価値」の急速な非普遍化に遭遇
している。

【参考】こうした主張はほかの研究者も共有

【理由2】技術的な背景があること（「開発」概念の変遷）
1980年代まで分離していたが，1990年代以降，「開発」

「人権」は一体であるものとしてとらえられている。

SDGsーその概要と特徴

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
開発の目的は人権を尊重・保護・充足するということ



権利保有者 責務履行者

権利要求

尊重・保護・促進

エンパワーメント 能力向上

「開発協力，開発政策および技術的援助に関わるあらゆるプログラムに
おいて，世界人権宣言をはじめとする国際人権文書に掲げられた人権の
一層の実現がめざされるべきである」

詳しくは，岡島克樹（2008）「人権アプローチに関する文献案内ーこれから人権基盤型アプローチを学ぶ人へ」
『新たな国際開発の潮流―人権基盤型開発の射程』現代人文社 等

出典： UNDG（2003) The Human Rights Based Approach to Development Cooperation: Towards a 
Common Understanding among UN Agencies.

開発の人権基盤型アプローチの具体的プロセス

SDGsーその概要と特徴
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