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Uniting Business LIVE より、資金拠出その他の最新情報
9/20～9/22 に開催された、国連グローバル・コンパクト Uniting Business LIVE では、7 か国の首
脳、30 社超の最高責任者、国連事務総長、各機関と市民社会のリーダーのほか、7,000 人を超える
参加者が出席し、企業がコロナ復興を進める中で、気候変動や持続可能な開発にどのような行動と野
心で取り組むべきかについて話し合いました。今回の会合では、持続可能性のための強力なビジネスケー
スを作ること、企業支援の在り方を改善すること、最も必要とされる場所に資金を充てること、特定の課
題に合わせて資金調整をすることなどが議論されました。また、国連グローバル・コンパクトの CFO タスクフ
ォースは、持続可能性の目標に向けて 5,000 億ドル以上を投資し、企業の資金調達を持続可能性の
パフォーマンスに結びつけることを約束。持続可能性リンク債などの新しいツールの発行も計画しています。
続きを読む »

◆新着情報
アフリカ新戦略
「UN Global Compact Africa Strategy 2021-2023」は、
アフリカ大陸の民間企業におけるサステナビリティ目標の推進を
目的としたもので、Uniting Business LIVE で発表されました。
グローバル・コンパクトは、ナイジェリアのアブジャに拠点を置き、ア
フリカ上位 100 社の参加を最大限に促していくことで存在感を
高め、各社のエンゲージメントと成果を促進していきます。
また、売上高 2,500 万ドル以上のアフリカ企業の 3 分の 1 にリ
ーチし、中小企業の会員数を 50％増加させることを目標として
います。続きを読む »
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海洋管理連合が出帆
生物多様性と気候変動の危機に取り組むため、新たに発足した
海洋管理連合（Ocean Stewardship Coalition）は、国
連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP 26）に先
駆け、野心的な目標の設定を多く求めています。具体的には、政
治プロセスで海洋と気候の結びつきに配慮すること、海洋を基礎と
するソリューションに対する認識を高めること、民間セクターの海洋
管理への参画を促すこと、ブルーファイナンスを活用して海洋管理
計画と強靭な沿岸インフラの整備を図ること、そして、データ収集
関連の産学連携促進によってリスクアセスメントを容易にし、海洋
生態系を監視することが挙げられます。詳しく見る »

CEO が語る「ジェンダー平等、ダイバーシティ、インクルージョン」
持続可能な開発目標への企業の貢献に関する新しい調査、「ジ
ェンダー平等、多様性とインクルージョンのスポットライト」では、
1,100 人以上の CEO と 1,300 人のビジネス実務者が対話を
行いました。平等、多様性、インクルージョンを促進する企業努力
が、コロナ禍の悪影響を受けたことや、企業がその取り組みをさら
に強化するために創造的なアプローチをとっていることなどについて
話し合われました。グローバル・コンパクトでは、差別に対処し、公
平性と包括性を構築する企業のために、「LGBTIQ+基準ギャッ
プ分析ツール」を導入しました。詳しく見る »

◆世界のローカル・ネットワークより
【サウジアラビア】 サウジアラビアにもローカル・ネットワーク発足
国連グローバル・コンパクト・ローカル・ネットワークは新たにサウジアラビアにも開設され、すでに 30 社を
超える大手サウジ企業が経済、社会、環境の持続可能な開発への取り組みに加わっています。これによ
り、全世界で活動するローカル・ネットワークの数は 69 となりました。オンラインで行われた発表会には 200
社以上の企業や関係者が参加し、サウジアラビアの取り組みのリーダーたちは、企業が持続可能性の必
要性を認識することで、会員数は急速に増加するだろうと期待しています。詳しく見る »
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【ジョージア ＆ 東欧】 事例集 – 環境に優しくインクルーシブな東欧の未来
「グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに（ジョージア会
合）」の成功を受け、東欧各国のローカル・ネットワークは、
民間セクターによる炭素排出量削減への取り組みとクリー
ン・エネルギーへの移行に関するケーススタディを取りまとめ
ました。この事例集「環境に優しくインクルーシブな東欧の
未来」はジョージア、ウクライナ、セルビア、北マケドニア、ク
ロアチア、ロシア、ポーランドおよびトルコのローカル・ネットワ
ークが共同で作成したものです。また、ジョージアでは企業
のサステナビリティを専門に取り扱う初の雑誌
『Sustainability Spotlight』も新たに発行され、今後は
企業によるベストプラクティスが紹介されることになっていま
す。もっと読む »

【シンガポール】 シンガポール・バーチャル・サミットで、ポストコロナ期の SDGs を再検討
グローバル・コンパクト・ネットワーク・シンガポールは 10 月
26~27 日、企業がコロナ禍からの復興を図る中で、持続
可能な開発目標（SDGs）に対するアプローチを再考、
再設計することを狙いとしたバーチャル・サミットを開催します。
シンガポールのグレース・フー持続可能性・環境大臣との対
談をはじめ、長期的な成長を促しながら SDGs を達成する
方法についての洞察や、志を同じくするプロフェッショナルとの
交流の機会が提供されます。おもなトピックとしては、脱炭
素化におけるイノベーション、職場のリーダーシップ、新しい資
金調達手段などです。詳しく見る »

UNGC ローカル・ネットワークからの新着情報をもっと読む »
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◆すぐに起こせる行動
国連 LGBTIQ+標準ギャップ分析ツール
無料で使いやすい秘密厳守のオンライン評価プラットフォームで、企
業が職場の内外で LGBTIQ+のインクルージョンを確保するための
お手伝いをします。ツールを使ってみる »

ローカル活動 — 国内でネットワークを見つけよう
グローバル・コンパクトのローカル・ネットワークでは、各国の国情に
合わせ、企業が国内での責任あるビジネスとは何かを理解する手
助けをすることで、草の根レベルで企業の持続可能性を促進しま
す。詳しく見る »

Water Resilience Coalition への参加しよう！
Water Resilience Coalition（資源保全に取り組む団体）
は、産業界と CEO が主導するイニシアチブで、水ストレスの高い
流域でのコレクティブ・アクションと、野心的で定量的なコミットメン
トを通じて、世界の淡水資源を保全することを目的としています。
今すぐ参加する »

COP 26 での国連グローバル・コンパクトの活動
11 月 9 日に開催される「Business Ambition for Climate Action」の
日程をご確認の上、予定を空けておいてください。この会合では、ビジネス、金
融、市民社会、政府、国連のリーダーたちが一堂に会し、炭素排出量の即
時削減を推進し、気候災害を回避するために断固とした行動をとることを目
指します。また、ネット・ゼロのビジネス実現に向けたグローバル標準の導入と、
科学的根拠に基づく信頼性の高い目標の有効性を示し、持続可能な未来
のために財政的、技術的、社会的な変革を迅速に行うことを支援します。
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◆注目のリソース
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

すべてのリソースを見る »

◆国連グローバル・コンパクト・アカデミーで学ぶ
国連グローバル・コンパクト参加企業が利用できるアカデミーでは、各社の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身に着けることができます。
国連グローバル・コンパクト・アカデミーは英語、フランス語、中国語、ポルトガル語、スペイン語で下記の
学習ツールとリソースを提供しています。
● 講座
・

モジュール 2 ビジネスと人権 「企業はいかにして国連の指導原理を実行に移せるか」

● ライブ・バーチャル・セッション （＊ニューヨーク時間）
・

気候変動対策における女性のリーダーシップを促進する方法（10/14 AM9:00）

・

成長と回復力のためのネット・ポジティブ・ウォーター・インパクトの実現（10/26 AM10:30）

● MOOC
ビジネスと国際労働基準および企業の社会的責任： 労働面からみた人権デューデリジェンス
（10/18～21）
受講を始める »
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◆UNGC へようこそ
国連グローバル・コンパクトには、新たに 325 社の企業と企業以外のステークホルダー29 名が加わりまし
た。一方、コミュニケーション・オン・プログレス未提出の 79 社は除名されました。
先月中に加入した企業のうち、（従業員数で）最も規模が大きい企業は下記のとおりです。
•

Salesforce Brasil（ブラジル）

•

SONEPAR（フランス）

•

Kerry Logistics Network Limited（中国）

•

AmerisourceBergen（米国）

•

PT Pertamina (Persero)（インドネシア）

•

AO ALFA-BANK（ロシア）

•

Artistic Fabric & Garment Industries (Pvt) Ltd (AGI Denim)（パキスタン）

•

TÜV NORD GROUP（ドイツ）

•

株式会社安川電機（日本）

•

STADA Arzneimittel AG（ドイツ）

◆イベント予定
10 月 5~6 日
カナダ会合：「グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに」
「行動の 10 年」の間に前進を牽引し、強靭性を高め、グローバルな課題についてインパクトの大きいソリ
ューションを作り出すため、カナダの野心的で責任ある企業の結集を図ります。参加登録はこちらから »
10 月 13~14 日
ブルガリア会合：「グローバル・ゴールズをローカル・ビジネスに」
この 2 日間のバーチャル会議には、実業界や市民社会、政府、グローバル・コンパクト・ローカル・ネットワ
ーク、国連から国内と世界のリーダーが参集し、ブルガリアで集団的アプローチを採用するための情報や着
想、触媒作用の提供を図ります。参加登録はこちらから »
イベント予定を全て見る »
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＊＊＊＊＊＊＊

国連グローバル・コンパクトについて ＊＊＊＊＊＊＊

元国連事務総長の特別イニシアチブとして、国連グローバル・コンパクトは世界各地
の企業に対し、その事業運営と戦略を人権、労働、環境、腐敗対策の分野で普遍
的に受け入れられた 10 原則と整合させ、国連の目標達成を支援する行動を起こ
すよう呼びかけています。
署名企業

： 14,351 社

参加国

: 162 カ国

公的報告書 :

本件に関するお問合せ先：
土井

a.doi@ungcjn.org

アネッタ p.aneta@ungcjn.org
斧田

h.onoda@ungcjn.org

84,831 件

