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vol.50

題字＝興膳慶三

今はもう名前も思いだせないが、
ある日突然、東洋経済新報社の編集
者がやってきて、「ビルメテナンス
関連の本を出したい」と相談を受け
た。出版社の性格から当然ながら経
済関連の書棚に並ぶような書籍であ
り、業の内容と業界の紹介あたりに
なろうと想定された。当時一般媒体
だけにとどまらず、経済専門誌や銀
行・経済シンクタンクの機関誌など
に、急速な成長とビッグビジネスに
向けてすでに転換点を迎えているビ
ルメンテナンス業の分析が盛んに掲
載されていた。東洋経済新報社が食
指を伸ばしてきたのはある意味必然
だったような気がする。私は先年の
学会発表を思い起こし八木祐四郎さ
んに話を持ち掛けた。八木さんが社
長を務める東京美装興業の豊富な識
見も期待された。� （文：興膳慶三）

これまでのビルメンテナンスに関
連する本は、電気設備や設備管理な
ど専門書・技術書に類するものばか
りであった。「誰にでもわかるビル
メンテナンスの本を書く！」という
八木さんの発想のもと、坪川泰次
（社長室長）、前川甲陽（博士）、筆
者の３人をはじめ社内のブレーンが
結集し、終業後のミーティングが開
始された。八木さんの描く全体構想
を具現化するため、細部の専門的な

知識や情報・データは社外のブレー
ンの支援も仰いだ。誰にでもわかる
ようにビルメンテナンスを書くこと
は容易ではなかったが、試案の作
成、八木さんの素読・修正の繰り返
しが続いた。
昭和59年（1984年）10月、『ビル

メンテナンスのすべて』が出版を迎
えた。この本は事業の経営問題から
従事者の教育問題、見積・積算、品
質管理あるいは将来への問題提起な
ど文字通り〝ビルメンテナンスのす
べて〟を網羅した最初の本である。
これまでの産業の成長とともに制度
的整備を進め、一定の産業としての
姿をなしてきた当時のビルメンテナ
ンス業を総合的にまとめ、次の時代

への折り返し点を印してくれた一冊
になったのではないかと思っている。
八木さんは続けて、昭和61年７
月に『目でみるビルメンテナンスの
すべて』を彰国社から出版した。「一
般の方にもビルメンテナンスについ
て一層の理解を深めてもらいたい」
との強い想いから制作された。誰に
でも容易に理解できるようにと、全
編イラストで表現するための工夫を
重ねた力作である。
売上の増大、企業サイズの拡大が
進み社会的な注目度が増してきたな
か、東洋経済新報社の狙いどおりや
がてビルメンテナンス業にも上場企
業が続々と現れることになる。

（文：古橋秀夫）

『ビルメンテナンスのすべて』世に出る！
―築いてきた産業の姿を著し、次の時代へ―

昭和59年（1984年）10月、１冊の本が注目を集めた。新聞の書評には「現代
のサラリーマンは自分の日常空間の快適さに馴れ切り、この空間を作りだして
いる人工のシステムに気づかない。ビル管理が清掃職人集団だけのものだった
時代は去り、メンテナンス業はビルの新陳代謝機能と安全性の自律神経までつ
かさどるに至った」と記された（11月19日付毎日新聞「新刊の窓」から）。

『ビルメンテナンスのすべて』は同業者からの「社員教育に……」
という大量購入の事例を含め、問い合わせが殺到。初版5,000冊
は全国の書店で１週間で売り切れたという。「目で見るビルメン
テナンス」は主人公〝祐ちゃん〟の父親の職場である〝現場〟に
焦点を当てた八木さんの思考が解かるような気がする。

出版当時の八木祐四郎氏
「八木さんの仕事はスキー、
趣味（あこがれ）は先生、
じゃあビルメンテナンス
は？となるのですが、これ
は生活そのものですね」。
八木さんを評したある人の
名言である。
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SDGsSDGsととビルメンテナンスビルメンテナンス
《《前編前編》～》～戦略戦略とと方向性方向性をを考考えるえる～～

　私たちの日常に少しずつ変化が表れている。ストローが紙製になったり、レ
ジ袋が有料になったり、ラベルレスの飲料水が発売されたり、カップヌード
ルがフタ止めシールを廃止してＷタブを採用したり……。そうした流れから、
ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）＝持続可能な開発目標というものも
よく聞くようになった。
　単にプラスチックごみを削減すればいいのね？　と思うことなかれ。
　ＳＤＧｓには17の目標と169のターゲットから構成され、2030年に目標達成す
ることが求められている。そして、持続可能で多様性のある社会に向けて「誰
ひとり取り残さない」が最大のテーマとなっている。
　「私には関係ない」や「意識高い系の活動でしょう？」と思っていたら、今
後の社会を生き抜くことが難しくなってしまう。
　今回から２号にわたり「ＳＤＧｓとビルメンテナンス」をテーマに、前編は
ＳＤＧｓの基礎を中心に取り上げる。なぜ、ＳＤＧｓが重要なのか──。ここを
深掘りしていく。そして、次号は後編として業界内ですでにＳＤＧｓのアクショ
ンプランを掲げ、実践している企業を取材し、その実例を見ていく。
　本特集を通じて、私たちが、いまできること、やらなければならないことを
一緒に考えていけたら幸いだ。

外務省「JAPAN SDGs Action Platform」https://webmo.co.jp/cl2011e/
経済産業省「SDGs」https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/sdgs/index.html
国際連合広報センター「SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン」https://www.unic.or.jp/activities/
economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/
笹谷秀光『ＳＤＧｓ見るだけノート 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり！』宝島社

参考URL／文献

特集
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持続可能な開発とは？

　最近、メディアなどで「ＳＤＧｓ」
をたくさん見るようになりました。
ただ、なぜいまこれほどＳＤＧｓとい
うものが叫ばれているのか。いま私
たちがなぜＳＤＧｓにしっかりと向き
合わなければいけないのか。そこを
理解いただける講演になればいいな
と思っております。

◉なぜ持続可能な開発なのか？
　 持 続 可 能 な 開 発、“Sustainable 
Development”の定義についてです。
　実は、このＳＤＧｓの“ＳＤ”という
考え方は、1970年代までさかのぼ
り、その概念が言われだしたのが
1980年代です。
　持続可能な開発を目指さなければ
いけない理由。それは、いまのまま
では持続不可能だからです。
　それでは、持続可能な開発という
のはどう意味なのでしょうか。

をともに実現させようという概念と
なります。

経済成長が抱えた課題

　ＳＤＧｓでは17のゴールが定められ
ていまして、そのジャンルは、開発
経済から社会、教育、人権、ジェン
ダー、そして環境と多岐にわたりま
す（資料１）。

◉ＳＤＧｓはどこからきた？ 
　では、ＳＤＧｓはどこからきたので
しょうか？　すべての始まりは、18
世紀に起きた産業革命です。数々の
技術、テクノロジーが発明され、特
に、蒸気機関車や蒸気船の実用化に
より、人類はいままでにない距離を
速く移動できるようになりました。
　いわゆる、グローバリゼーション
の始まりです。

◉産業革命によって起こった変化
　1870年の産業革命を境に、世界

　“Sustainable”の“Sustain”は、維持
するという意味で、そこに“able”が
加わり可能なという意味になりま
す。これが〝持続可能〟と日本語で
は訳されております。
　“Development”は、開発という概
念です。もともとは、経済発展とイ
コールの意味で使われてきました。

◉国際連合が定めた定義
　1987年、「環境と開発に関する
世界委員会」で公表された『Our 
Common Future（われらの共有の
未来）』という報告書のなかに、は
じめてSustainable Development＝持
続可能な開発がきっちり定義されま
した。
　「将来の世代の欲求を満たしつつ、
現在の世代の欲求も満足させるよう
な開発」
　未来のために、私たちが我慢しな
ければならないとしたら、それは果
たして持続するでしょうか？　サス
テナブルというのは、世代内の平等

資料１ 資料２

※ ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2021における講演「なぜ今、ＳＤＧｓなのか
〜ビルメンテナンス企業が今すぐSDGsに取り組むべき理由とその意義〜」より

世界総生産（ＧＷＰ）の推移ＳＤＧｓポスター

ＳＤＧｓにいますぐ取り組む意義
関係ないでは済まされない、資本主義のゲームチェンジ！！

有限会社豊商事 代表取締役　澤田未貴

ＳＤＧｓとビルメンテナンス特集
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2015年までに達成すべき８項目の
目標が2000年の時点で決められた
のです（資料３）。
　地球上のみんなで解決すべき問題
というのがあるという共通認識がこ
こで生まれていきました。
　この認識が世界中でシェアされた
というのは、ものすごく重要なこと
です。共通のビジョンを持つことで
解決が必要な壁がはっきりしてきま
すし、地球が一つなんだという一体
感も生まれていたわけなんです。

◉ＭＤＧｓとＳＤＧｓの違い
　ＭＤＧｓのゴールの年である2015
年に改めて採択されたのがＳＤＧｓで

総生産（資料２）と世界の人口推移
グラフは同じような曲線を描き、急
成長を遂げていきます。
　ただ、この急激な変化は、人類に
富と繁栄そして成長・開発をもたら
したと同時に、負の遺産ももちろん
もたらしていったわけです。
◦地域格差（都市部と農村部）
◦国と国の格差（南北問題）
◦環境問題（気候変動、大気汚染、
温暖化など）
◦人口増加
◦極度の貧困　など
　いまもこれらが人類にとって喫緊
の課題と言っていいと思います。

他人事では済まない

　1972年に民間のシンクタンクで
あるローマクラブが、「成長の限界」
という報告書のなかで、人類への警
告を記しました。
　「人口増加や環境汚染などの現在
の傾向が続けば、100年以内に地球
上の成長は限界に達する」という内
容です。つまり、このままでは地球
はもたないということが初めて明言
されたわけなんですね。
　ようやく人類は、危機感をもって
これらの問いに真剣に向き合いはじ
めます。そして、冒頭にお話をした
1987年の「環境と開発に関する世
界委員会」の開催へとつながってい
くのです。

◉ＭＤＧｓの策定
　経済成長さえすれば、いずれ貧困
も解消すると楽観的な見方をしてい
ましたが、それが間違いであること
が少しずつわかってきました。世界
一発展している国にも格差とか貧困
が存在しますよね。しかも、大きな
格差が存在しています。格差は、国
にとっても不利益で、教育が十分に
いきわたらないせいで犯罪が増えて
しまう。
　では、どうすればその格差や貧困
をなくせるのか。
　2000年９月、国連はいまのＳＤＧｓ
の前身にあたるＭＤＧｓ（ミレニアム
開発目標）というのを策定します。

極度の貧困と飢餓の撲滅

普遍的な初等教育の達成

ジェンダーの平等の推進と
女性の地位向上

幼児死亡率の引き下げ

妊産婦の健康状態の改善

HIV/エイズ、マラリア、
その他の疫病の蔓延防止

環境の持続可能性の確保

開発のためのグローバル・
パートナーシップの構築

資料３

資料４ ＭＤＧｓとＳＤＧｓの違い

ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の目標とターゲット

有限会社豊商事 代表取締役　澤田未貴
18歳で渡英し、ロンドン大学東洋アフリカ学院に入学。開発・政治学を学び、
2002年ロンドン大学ＢＡ（Honours）in Politics and Development Studies（開発・
政治学）を取得。帰国後、大学講師を経て、祖父が経営していた豊商事の代表取締
役に。Bonaによるフロアリノベーション事業を中心に、Bona認定クラフトマンと
してサービスを展開。

312022.02


	202202_p26-27
	202202_p28_wadachi
	202202_p29-31

