
MONTHLY BULLETIN | JANUARY 2021

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

国連グローバル・コンパクトは今年、20 周年キャンペーンの成功、円滑なリーダーシップの移行、そしてコロナ
禍対応としてのデジタル・コミュニケーションとデジタル・イベントの重視により、さらに幅広く熱心なオーディ
エンスへの働きかけで成果を上げました。6 月の 20 周年記念リーダーズ・サミットと、9 月の国連総会ハイレベ
ルウィークに開催された Uniting Business LIVE が対面式からオンラインのイベントへと変更になったことで、国
連グローバル・コンパクトとしてはこれまでで最大の参加者数、メディア報道とソーシャルメディア・リーチを達
成しました。2020 年版「コミュニケーション・インパクト・レポート」では、この特別な年の総括として、一流
メディアによる報道記事や私たちの主な刊行物、大成功を収めたイベントをご紹介しています。報告書はこちらか
らご覧になれます。
グローバル・ゴールズをアフリカのローカル・ビジネスへ

12 月初め、アフリカ全域のビジネス界と市民社会の幹部は国連のリーダーとともに、国連グローバル・コンパクト・
バーチャル会議に参集し、コロナ禍で生まれた課題への対応として、持続可能な開発目標（SDGs）へのコミット
メント強化を求めました。アフリカ 35 カ国から 2,000 人を超える幹部と専門家が、オンラインで開催された会議

「グローバル・ゴールズをアフリカのローカル・ビジネスへ（Making Global Goals Local Business in Africa）」
に出席しました。会議では、サプライチェーンの課題や、ビジネスのあらゆる段階でジェンダーの平等を推進する
機会など、幅広い議題が取り上げられました。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/page-biFvesL8ZRqaG-/3k6fv3/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/page-biFvesL8ZRqaG-/3k6fv3/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4644-12-03-2020/3k6fv5/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
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Caring for Climate

12 月 9 日、第 8 回 Caring for Climate 年次ハイレベル会合が開催されました。パリ協定 5 周年の前夜に開かれ
たこの会議には、ビジネス、金融、地方自治体、市民社会と国連のリーダーが参集しました。このオンライン・イ
ベントの 4 日後に開催された「気候野心サミット（Climate Ambition Summit）」では、各国政府が気候変動対
策の強化を発表しました。国連環境計画（UNEP）および国連気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局と共同で、
COP 25 および COP 26 気候行動ハイレベル・チャンピオンとの連携により開催された Caring for Climate ハイ
レベル会合では、ビジネスが気温上昇を 1.5˚C に抑え、最終的には 2050 年までにゼロカーボンの未来を実現すべ
く、その対策を再調整するために実施できる行動やパートナーシップを明らかにしました。詳しくは、こちらをご
覧ください。

国際人権デー
国連グローバル・コンパクトは、第 9 回国連ビジネスと人権フォーラムで、人権デュー・ディ
リジェンスの義務化に対する強い支持を表明しました。サンダ・オジャンボ CEO 兼事務局長は、
企業が人権擁護を重視すれば、その継続的成長とソーシャルライセンスの確保に役立つ可能性
があると語りました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

国際腐敗防止デー
全世界のグローバル・コンパクト・ネットワークは、12 月 9 日の「国際腐敗防止デー」記念
行事を開催しました。サンダ・オジャンボ CEO 兼事務局長はすべてのリーダーに対し、腐敗
がこれ以上、持続可能な開発目標の達成に向けた前進を妨げることがないよう、この不確実な
時代における腐敗の危険性に特に関心を払うよう強く促しました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

新着情報をすべて見る

新着情報

applewebdata://E1BC4474-1161-4C8D-A5AB-9933B85D5588/www.unglobalcompact.org/news/4645-12-09-2020
applewebdata://E1BC4474-1161-4C8D-A5AB-9933B85D5588/www.unglobalcompact.org/news/4645-12-09-2020
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4638-11-16-2020/3k6fv9/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4638-11-16-2020/3k6fv9/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/governance-anti-corruption-day/3k6fvc/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/governance-anti-corruption-day/3k6fvc/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3gvst4/775105523?h=Qcygl4rqL6Kk71qHkNlIkdUkTdef6m1RYlMj6fXCDag
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WOMENpreneurs：起業に向けた「リブート」
国連グローバル・コンパクトは、国際経営者団体連盟（IOE）およびコンラート・アデナウアー
財団と共同で 12 月 4 日、オンライン・イベント「WOMENpreneurs：スタートアップからス
ターへ」を開催しました。イベントには、アミーナ・J・モハメッド国連副事務総長が基調演説
者として参加しました。このイベントには、IOE と国連グローバル・コンパクトの参加企業とロー
カル・ネットワークに加え、全世界の女性主導中小企業からも代表が参集しています。

イベントの様子はこちらからご覧になれます。

新着情報をすべて見る

世界の主な動き

インドネシア、独立75周年にあたりSDGsへのコミットメントを要請
インドネシア共和国独立 75周年、その国連との関係および国連グローバル・コンパクト発足 20
周年を記念し、グローバル・コンパクト・ネットワーク・インドネシアは 12月 8日、国内に事務所
を置く国連機関との連携で、オンライン・ハイレベル・フォーラムを開催しました。「行動の 10年
にさらに強力なパートナーシップの構築を（Building Stronger Partnerships in the Decade of 
Action）」というテーマのもと、このイベントに参集した専門家は SDGsのほか、コロナ禍対策の
効果的な連携や連合、アライアンスで得られた教訓について話し合いました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

グローバル・コンパクト・ネットワーク、国際腐敗防止デーを記念
国際腐敗防止デーのテーマ「誠実性で復興を（Recover with Integrity）」に沿い、コロンビア、
グアテマラ、ウクライナをはじめとする全世界のグローバル・コンパクト・ネットワークは、
この重要な国際デーを記念するイベントを開催しました。サンダ・オジャンボ CEO兼事務局
長はリーダーに対し、コロナ禍時代の腐敗の危険性に特に関心を払うよう呼びかけました。 

詳しくは、こちらをご覧ください。

ローカル・ネットワークからの新着情報を全てみる

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-yd33p0-oGPU/3k6fvh/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-yd33p0-oGPU/3k6fvh/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/3k6fvk/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4647-12-18-2020/3k6fvm/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4648-12-18-2020/3k6fvp/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/3j9rcj/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
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今すぐ取れる行動

サプライチェーンでディーセント・
ワークの前進を図ることを約束する
企業は、多くの人々の生活を大幅に
改善し、数百万人を貧困から脱出さ
せることができます。詳しくは、こ
ちらをご覧ください。

グローバル・サプライチェーンにおける
ディーセント・ワークにコミット

SDG Ambition の ア ク セ ラ レ ー
ター・プログラムは、野心的な
企業目標を定め、事業運営への
SDGs の統合を加速するよう各社
に働きかけるとともに、これを支
援しています。今すぐご参加くだ
さい。

SDG Ambition に参加しよう

ローカル・ネットワークでは、各国
の国情に合わせ、責任あるビジネス
とは何かに対する企業の理解を助け
ることにより、草の根レベルで企業
のサステナビリティを推進していま
す。詳しくは、こちらをご覧ください。

国内でネットワークを見つけよう

国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット（2021年 6月15~16日）

2021 年 6 月 15~16 日に開催決定 2021 年のリーダーズ・サミットには、世界の先端を行く
コーポレート・サステナビリティのリーダーが参集し、国連の価値、マルチラテラリズムの将
来、原則主義のビジネスがグローバル・ゴールズの達成推進に果たせる役割について話し合い、
議論を交わします。

ご登録はこちらから

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/orms-decent-work-supply-chains/3j9rcn/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/orms-decent-work-supply-chains/3j9rcn/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3k6fvy/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3k6fvy/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3j9rcs/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/website-7341-home-/3k6fw5/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
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今月の注目リソース

リソースをすべて見る

https://unglobalcompact.org/library/5790
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5831/3j9rbl/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5788/3k6fwf/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5791/3j9rcx/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library/3j9rd2/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
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国連グローバル・コンパクト・アカデミーで学ぼう

国連グローバル・コンパクト参加企業が利
用できる UNGC アカデミーは、各社がサス
テナビリティ目標を達成するために必要な
知識とスキルを得ることを目的としていま
す。現在、英語、フランス語、標準中国語、
ポルトガル語、スペイン語でオンライン学
習ツールを提供しています。

最近のオンデマンド講義には、こちらからアクセスできます
•	 家族に優しい政策：共働き世帯と子どものために、より良いビジネス実践を導入する
にはどうすればよいか（Family-Friendly	Policies:	How	to	Implement	Better	
Business	Practices	for	Working	Parents	and	Children）

国連グローバル・コンパクトには、新たに 302社と企業
以外のステークホルダー 51団体が加わりました。先月中
に署名した企業のうち、最大のもの（従業員数で）は下記
のとおりです：

• Accenture Pte Ltd.（シンガポール）
• Schlumberger（米国）
• Avery Dennison Corporation（米国）
• Marfrig Global Foods S/A（ブラジル）
• KBR, Inc.（米国）
• TPV Technology Limited（中国）
• Nemak SAB de CV（メキシコ）
• Williams-Sonoma, Inc.（米国）
• Metro Pacific Investments Corporation（フィリピン）
• Grupo Traxion S.A.B. de C.V.（メキシコ）

国連グローバル・コンパクトへようこそ！

6月
17-18日

2021年責任経営教育原則（PRME）グローバル・フォーラム

Target Gender Equality LIVE：行動の 10 年と女性の
エンパワーメント

イベント予定

3月
16日

•	 役員レベルの女性リーダーの数を増やすにはどうすればよいか（How	to	Increase	
the	Number	of	Women	Leaders	In	Boardrooms）

イベント予定をすべて見る。

受講を始める

新規Eラーニング・コースは、こちらからアクセスできます
•	 ネットゼロ達成に向けた科学に基づくターゲットの設定（Setting	Science-Based	
Targets	to	Achieve	Net-Zero）

国連女性の地位委員会年次会合と並行して開催されるこ
のオンライン・イベントでは、ビジネスリーダーがジェ
ンダーと企業、リーダーシップへの女性の参加を阻む障
壁の除去について話し合います。

グローバル・フォーラムは、コミュニティ内部の成果を
祝い、ベストプラクティスを披露するとともに、新たな
ガバナンス構造と戦略的方向性の必要性に取り組み、行
動の 10 年で高等教育が果たすべき役割を模索するための
協働プラットフォームと行動志向の場を提供します。

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/6fb31f39706-generated-by-13039/3k6fwr/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/6fb31f39706-generated-by-13039/3k6fwr/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/6fb31f39706-generated-by-13039/3k6fwr/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/391a75e51296c7ea5c60082bc12aa3/3k6fwt/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/391a75e51296c7ea5c60082bc12aa3/3k6fwt/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3j9rc4/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2020-11-28/3j9rdg/789595787?h=dOwkxPrszmdpn-xQy5uWoZSaYji97b6rLR9iG1u5JSY
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/01b64a21483-generated-by-13039/3k6fww/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/01b64a21483-generated-by-13039/3k6fww/802843178?h=Lp9B2h7XPvm-8MWj6oBhBZF1P8YZcjz6N5B4jnWRf_c
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コフィー・アナン国連事務総長が 2000 年に立ち上げた国連グロー
バル・コンパクトは、世界各地の企業に対し、事業運営と戦略を人権、
労働、環境、腐敗防止の 4 分野 10 原則と整合させ、国連の目標達
成のための行動を起こすよう呼びかけています。

20 年間に渡り世界のビジネス界を結集し、持続可能な社会の実現に
向けて活動してきた国連グローバル・コンパクトと共に、よりよき
世界を築いていきましょう。

•	 国連グローバル・コンパクトの取り組みについて
•	 ソーシャルメディアを通じて支援の声を発信

国連グローバル・コンパクト発足20周年

12,354社
参加企業

158カ国
から

75,799件
レポート

国連グローバル・コンパクト GCNJ

国連グローバル・コンパクトと GCNJの SNSアカウントをフォロー！

著者：国連グローバル・コンパクト　（United Nations Global Compact）
和訳・編集：（一社）グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン　事務局
お問合せ先：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン　事務局
土井　a.doi@ungcjn.org
アネッタ　p.aneta@ungcjn.org
王　　y.wang@ungcjn.org

http://:https://bit.ly/2FHwTAn
https://bit.ly/31EOktp
https://www.facebook.com/UNGlobalCompact/
https://twitter.com/globalcompact
https://www.linkedin.com/company/united-nations-global-compact
https://www.instagram.com/globalcompact/
https://www.youtube.com/channel/UCvGxh25-RUvCcZJXHj32Zzg
https://www.facebook.com/ungcnj
https://twitter.com/GlobalCompactJP

