国連がＳＤＧｓ
︵持続可能な開発目標︶
の達成期限とする２０３０年
まで︑
あと 年︒
ＳＤＧｓ研究の第一人者である慶應義塾大学大学院の
蟹江憲史教授は︑ の目 標の中でも 私たち 生 活 者が始めやすいのは
﹁目標
つくる責任つかう責任﹂だと言う︒今回︑
その蟹江教授と︑
廃 棄 する花の再 利 用に取 り 組むフラワーアーティストの前田有 紀さ
んの対談が実現︒環境に配慮した寝具の素材で知られるマニフレック
スのショールームを訪れ︑
つくる・つかう 責任への向き合い方︑
そして廃
棄問題が起こりやすい寝具の環境配慮について語り合った︒

もののストーリーを知り
持 続 可 能 性を考える

の枕を購入しました︒使ってみると︑
肩の方 までサポートしてくれて︑快
適にぐっすり眠れたんです ︒結 婚 後
も持ってきて︑
今は息子と取り合いな
がら
︵笑︶
使っています︒
私 も︑今 月に完 成 する新 居

に︑
マニフレックスのマットレスを入れた

蟹江
︱︱ＳＤＧｓの目標の中で︑
企業の
﹁つ
んです ︒実は若い頃の運動で腰を痛
ていました︒睡眠って大事ですよね︒

めたので︑
昔から寝心地にはこだわっ

過剰生産によるフードロスや

蟹江

成先取りを目指して建てた﹁ＳＤＧｓ

族にもいいなと︒新居はＳＤＧｓの達

ら︑
すごく気持ちよくて︑
これなら家

先日そのマットレスで試しに寝てみた

あげられますか︒

くる責任﹂について︑
今どんな課題が

身近なものを買うときにも
少し立ち止まって考える

洋服ロスなどの問題が大きいですね︒
必要なところに行き渡らないのに︑
一
方では大量に捨てられ︑
それによって
経済が維持されている︒また︑
海を汚

ハウス﹂なので︑そこで使 う 寝 具の素

ているのに︑
売れ残ると当たり前のよ

の時間と労力︑
輸送エネルギーも使っ

すが︑
花は店頭に並ぶまでに年単位

フラワーブランドを運営しているので

前田 〝ロス〟といえ ば︑私 は自 分の

でいません︒

はむき出しの状態で渡されますし︑

直売している野菜や果物を買うとき

よね︒私の住む地域では︑
農家の人が

ちが身近でできることもあるんです

い
﹁人ごと﹂となりがちですが︑私た

造というと︑
消費者からはちょっと遠

前田

創業以来の姿勢だったんですね︒

ずに使っていたんです ︒１９６２年の

配慮をしている企業のものだと知ら

きに有毒ガスが出ないという環境への

プリングを使わない︑
しかも処分のと

前田

は︑
重要な要素でもありました︒

染するプラスチックごみの削減も進ん

うに廃 棄されています ︒そこに疑 問

魚 屋 さんでは新 聞 紙で包んでく れ

蟹江

材にプラスチックを 使っていないこと

を感じ︑
私たちの会社で販売すると

る︒街 全 体でプラスチックバッグをな

企 業 側の取り組みや経 済 構

きには︑
産地など花の背景を知ってい

くす活動をしているので︑
買い物をし

年︑ 年後の世界で﹁良い﹂といわ

企業が何かをつくるときは︑

私は︑
プラスチックや金属のス

ただく︒そして売れ残った花は︑
近し

います︒

毎日ペットボトルでお水を飲んでいた

蟹江

まず身の回りから見直して︑

いなかった 年以上前に︑
マットレスの

るんです︒そうした概念が普及して

に必要とされる商品を生むことにな

れるものにすることが重要です︒
ＳＤ

蟹 江 いいですね︒持続可能な事業

ら︑それを２日に１本にしてみると

スプリングが廃棄困難なことを認識

ていて前向きな︑
明るい気持ちになれ

に大切なのは︑﹁ストーリー﹂
です︒も

か︒また︑
何かを選ぶ基準として︑
安

し︑
プラスチックを使わずに済む技術

い人に配ったり︑
ドライフラワーを使っ

のがどういう風に作られ育てられて

いけれどすぐダメになってしまうもの

を開発したマニフレックスには︑
先見の

Ｇｓの目標に沿った技術開発は︑
未来

きたか︑
そのストーリーを消費者に伝

と︑高いけれどずっと使えるものを︑

るんです︒

えることで︑価値を理解してもらえ

明があったんですね︒世の中は︑
ちゃん

業の商 品を選ぶ︑
という 行 動ができ

任﹂を考え︑
ＳＤＧｓを掲げている企

消 費 者 としては﹁つか う 責

づきを与えるツールでもあるんです︒

れていま す ︒ＳＤＧｓはそ ういう 気

用するベンチャービジネスも 期 待さ

なります︒使われなくなったものを利

と使えるもの︑
ストーリーのあるもの

て︑選んでみる︒手入れしながらずっ

なってくるので︑ちょっと立 ち 止 まっ

と︑流されるとその視点が持てなく

ら﹂
﹁今だけ便利だから﹂
﹁安いから﹂

前田

ものを買うときに﹁忙しいか

しれませんよ︒

と今高いもののほうが安くつくかも

して︑
そして経営者としても念頭に

とは︑
生き方に関わること︒消費者と

責任 つかう責任﹂を常に考えるこ

前田

にもなるんです︒

は︑
企業自体が持続可能︑
ということ

ルな取り組みをしているということ

な方向に向かっています︒サステナブ

と行動している企業が選ばれるよう

前田

ますね︒

を持つことは︑
長い目で見ると快適な

感 銘を受けました︒
﹁つくる

蟹江 そう︑
ＳＤＧｓは世界のルール

おいていこうと思います︒

る︒たやす く 捨てられることもなく

年のスパンで比べてみる︒そうする

たアクセサリーにしたり︑
再利用して

30

暮らしにつながるんですよね︒

50

ＳＤＧｓを見据えて開発した技術は

今の時代に選ばれる寝具になる

花一輪にも生産者のストーリーがある
使い終わった後までを考えたい

全3段広告枠

通気性
枕 芯材
ショールームで、
プラスチックを使わないマットレスの芯材や枕の構造を確認

20

ではありますが︑
強制ではないので︑
やるかやらないかは自由です︒
でも︑

ヘア＆メイクアップ：山下光理

17

だからこそ環境に留意している企業

未来の常識となる技術に
着眼し︑
実現する力を

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科教授
同大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

まえだ・ゆき／10年間テレビ局に勤務した後、
イギリス、東京で修業を積み、2018年花屋ブ
ランド「gui」
を設立。
イベントやウェディングの
装花や作品制作など、
さまざまな空間での花
のあり方を提案。

かにえ・のりちか／国連持続可能な開発会議
（リオ＋20）」に日本政府代表団顧問として参
加後、
数々の委員を歴任。SDGsの検討・推進
メンバーとして国内外で活躍し、企業との共
同研究や学生の指導にも力を入れている。

蟹江憲史さん

前田有紀さん

10

と︑
何も気をつけていない企業とでは

SDGsに貢献する、
マニフレックスの3つのゼロ

12

どんどん差がついてしまいます︒

︱︱ 前田さんは︑
ずっとマニフレックス
の枕を愛用されているそうですね︒
前田 そうなんです︒前職のとき︑
ア
ナウンサーの仕事上寝る時間が不規
則になってしまい︑﹁ 質の良い睡 眠 を
取 り たい﹂と 思って ︑アスリ ー トの
方々が愛 用されているマニフレックス

フラワーアーティスト
オリジナルブランド
「gui」代表

影響を与えることが問題視されて
います。
マニフレックスは、芯材フォーム
に、水を基に生成したエリオセル
を使用し、製造過程にも、廃棄の
際にも地球環境や人の健康を脅
かしません。
「 眠り」
という、健康に
直結するものを扱う企業だからこ
そ、優れた品質を追求し、地球環
境を守る持続可能な商品を提供
しています。

住まいの中の、大きな家具のひ
とつである寝具。そのマットレスに
ついては、世界中で廃棄が問題
になっています。芯材に使われる
プラスチック、金属製のスプリング
は分解が困難で、環境に配慮し
た捨て方をするにはかなりの労力
を必要とします。
また、それらを焼
却すると、大気中に有毒ガスが放
出されることもあります。
プラスチッ
クについては、海の生 態 系に悪

一般的 枕 芯材 使
困難 金属製

有毒ガスゼロ
スプリングゼロ
プラスチックゼロ

10

広告特集
企画・制作
朝日新聞社メディアビジネス局

誰もが使う寝具の「つくる責任」
「つかう責任」について考える

