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SDGｓをアヘンに終わらせないため
に…濁世の現実を直視すべし
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坂本正典

東京理科大学経営学部 (3/31迄)
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クイズ

フランクフルトの金曜日

帰宅ラッシュアワーは？
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～15時！



グローバル市場で本格普及が始まると日本は撤退・・・

日本の電子産業の凋落
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研究部門の設置 学内の研究拠点：ものこと双発研究部門
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TUSMOT   M.Sakamoto 2014
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それでは…と 日本も～20年、悪戦苦闘するうちに
時計の針が また進んで… 悪魔がやってきた！
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怪物の名前は
気候危機
格差拡大
➔ 戦争



皆さん よく聞きませんか…

”SDGｓでサステナブルグロースを”

No！ だったら SGGｓ でしょ

だから 斎藤幸平氏いわく
SDGｓは 民衆のアヘンである
（危機の目くらまし）
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SDGs アヘン説

環境問題にも Green Washという似非
SDGｓ活動にも似非が
SDGｓの登場で 何か問題が既に解決したような
楽観的気分がないか？

気を緩めて油断すると すぐ時間が無駄に過ぎて

ＩＰＣＣのレポートもそうです
言い回しを変えるのに10年 とか

チンタラ感が否めない！
■グレタさん “おじさんたち！パニックになれっ！”
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企業に高収益をもたらす
「環境マネジメント」戦略

How Smart Companies Use 
Environmental Strategy to 

Innovate, Create Value, and 
Build Competitive Advantage



今となっては
人食い巨人は

われわれ人類の化身

永年の放縦の祟り
欲望の開放ばかりやってきたツケ
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おカネは 今や 人類の 大好物に！

≪ ディスカッション１ ≫

何故ですか？

私たちの前に立ちはだかるモンスター

一例ですが 「拝金教」



おカネが嫌いな人手を挙げてください

≪ ディスカッション２ ≫

• 金銀財宝に対する ネガティブな感情 例えば
怯み うしろめたさ うさんくささ 不快感 など
ある人 どうぞ ご意見を （プロ倫の背景にも）

「NY市郊外に プール付きの five bed-rooms’ 
house ご用意しましたので どうぞ使ってくだ
さい。家具付きで、週２回掃除にメードが入ります。
家賃は要りません。」 と言われたら？
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際限なき欲望（モンスター） その１

「鶴の恩返し」（「夕鶴」木下順二）

≪ ディスカッション３ ≫

何故 「与ひょう」さん は
また「織ってくれ」また織って
くれと頼みまくり 覗くな
と言われているのに織部屋を
覗き、愛妻「つう」 を 失う愚
をおかしたのでしょうか？

何故 年に一反くらいにとどめ
サステナブルにできなかったのか？



際限なき欲望（モンスター） その２

「人ひとりに どれほどの 土地が必要か」
（ 寓話 トルストイ）

≪ ディスカッション４ ≫

どんなお話ですか？

主人公のパホームさんも
与ひょうさん同様に 欲の沼に
はまっていきます。
似ている点は？

何故 途中でやめられないの？



≪ 大切な 希 望 ≫

際限ない欲望が、身を亡ぼしたり、幸せを遠ざけた
りする物語 他にもありませんか？ 「金の斧・鉄の
斧」 「正直爺さん・欲張り爺さん」 他

この手の物語（民話）が永い年月、消えずに伝承さ
れている
➔ 民衆に共感をもって支持されてきた

ということは・・・

人間あるいは 人類の中に ほどほど を大切にと
いう ブレーキ装置がビルトインされている？
（小野塚知二 経済史（2018）)    つまり

際限ない欲望にかられずに 目を覚ま
すことも可能なのでは？



≪ ディスカッション 最後 ≫

かつて あんなに流行っていて なく
すことは不可能！
と思われたが でも
現在 すっかり人気がなくなってし
まったもの ありませんか？

欲望に手綱を付けるヒントはないで
すか？
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自分のおカネ増やしは 楽しくほどほどに

酒 タバコの 警告文

何事も節度が！
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動物園の変貌

動物園はコロナ禍をど
う乗り越え、どう進化す
るのか？
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コリーヌ・ルパージュさん

2012年刊

2021年
日本でも脱炭素に乗じて
再び頭をもたげる
再稼働待望論！💀
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一回袖を通しただけで 雑巾になってしまう Tシャツ
それでいいのか？ 資源は枯渇しつつあるのに…
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戦争がなければ平和もないと言う人もいるが、平和だ
けの世の中が来ればいいなと思う。

同感です。
「戦争がなければ平和もない」とは

死の商人 の詭弁だと思います。

1873 Colt Peace Maker Pistol replica

銃を”ピースメーカー“
と呼ぶ神経が…
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ドキュメンタリーフィルム

花はどこへ行った
Agent Orange

- A Personal Requiem

「本作の監督・坂田雅子さんが、フ
ォト・ジャーナリストだった夫のグ
レッグ・デイビスさんを肝臓がんで
亡くしたのは、彼が入院してわずか
2週間後のことだった。彼の死は、
米軍兵士として送られたベトナムの
戦場で浴びた枯葉剤が原因ではない
かと友人に示唆された彼女は、夫へ
の追悼と枯葉剤への疑問から、ベト
ナムへ行くことを決意する」

ベトナム戦争
1965-1973

戦死者 150万人
行方不明者 200万人
民間人死者 450万人
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戦火のあるところ 環境汚染あり

枯れ葉剤 劣化ウラン弾
生物化学兵器 核爆弾 等々

人類は自らバラまいた汚染物質によって
地球から消えさるのだろうか？

なんと愚かな…
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どうしたら 利他の
論理・倫理を社会に
組み込めるのか？？

利己主義は個人の幸せを熱
望しますが、実際には悪魔
が巧妙にわたしたちを不幸
な奴隷にしてしまいます。

• トルストイ民話

貧乏な人とは、少ししか物
を持っていない人ではなく、
無限の欲があり、いくら
あっても満足しない人のこ
とです

• ムヒカ大統領
https://www.youtube.com/watch?v=m_v7zxdmpbw

https://www.youtube.com/watch?v=m_v7zxdmpbw
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どうもお疲れ様でした


