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インパクト強化の 1 年：国連グローバル・コンパクト加盟企業は 1 万 5,000 社超に 

発足 21 年目を迎えた国連グローバル・コンパクトは、コロナ禍によって生じた課題と変化に立ち向かいま

した。強力なリーダーシップとバーチャル・イベントの円滑な実施、デジタル・コミュニケーション強化の甲斐も

あり、私たちは 10 原則を促進し、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向けた前進を加速するため

の取り組みに、ますます多くのビジネス専門家を巻き込むことができました。我々のイニシアチブには現在、

1 万 5,000 社を超える企業が加わっています。2021 年の主な動きについては、ぜひコミュニケーション・

インパクト報告書をご覧ください » 

 

◆新着情報 

人権に関する新たな国連ロードマップ、「UNGPs 10+」 

「国連ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）」の策定から 10

周年を記念し、新たに発行された UNGPs 10+ロードマップは、緊急

行動の必要性に取り組むため、より迅速に、かつ、より大きな野心をも

って素早く行動するための来志向の提言を行っています。このロードマッ

プでは、とくに社会から最も隔絶された最弱者層に関心を向けながら、

今後 10 年間で UNGPs の統合と実施のスケールを拡大するために

必要なことは何かを定めています。 

この刊行物へのアクセスはこちら » 
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ニジェール大統領、国連グローバル・コンパクトを訪問 

サンダ・オジャンボ国連グローバル・コンパクト事務局長は 12

月上旬、ニューヨークのグローバル・コンパクト・オフィスにニジェ

ールのモハメド・バズム大統領をお迎えしました。会談では、

SDGs に関する行動にアフリカの企業を動員する際、協力と

シナジーが期待できる分野について話し合いが行われました。 

 

 

故ジョン・ラギー氏を偲ぶ 

私たちは国際人権デーにちなみ、国連グローバル・コンパク

ト創設者の一人であり、UNGPs の主な起草者でもある故

ジョン・ラギー氏の功績を称えました。同氏の活動は今でも、

ビジネスと人権の全体像を変容させつつあり、その遺産はし

っかりと引き継がれています。追悼動画はこちら » 

 

新着情報を全て見る » 

 

 

◆世界のローカル・ネットワークより 

●エジプト、ヨルダン、レバノン、UAE がドバイ国際博覧会に結集 

アラブ首長国連邦（UAE）、レバノン、ヨルダンのグローバ 

ル・コンパクト・ネットワークは、ドバイ国際博覧会（Expo  

2020）の国連ハブに結集し、アラブ世界におけるジェンダ 

ー平等と、女性のエンパワーメントを擁護する必要性に 

関するセッションを開催しました。この国連ハブでは、UAE、 

レバノン、エジプトのローカル・ネットワークが連携し、SDGs 

達成における若者の役割を中心に話し合うパネルディスカッ 

ションも主催しています。詳しく見る » 
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●メキシコで気候変動対策に関する TEDｘ 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・メキシコは「Detonating 

Climate Action（気候変動対策の起爆）」と題する TED

ｘプレゼンテーションを企画しました。多数の講演者や参加者

が、気候変動対策を始動させるための変革をもたらすアイディ

アやソリューションを披露しました。「Join the Roar! Don’t 

Choose Extinction（一緒に吠えよう！絶滅を選ぶな）」

と「The Clock is Ticking（時は過ぎゆく）」というタイトル

で、テーマ別イベントも開催されています。 

TEDｘの視聴はこちら » 

 

●ギリシャがローカル・ネットワークに仲間入り 

新たに発足したグローバル・コンパクト・ネットワーク・ギリシャは

初 の イ ベ ン ト と し て 「 Connecting the dots for 

Sustainable Development Goals（SDGs の点を線で

結ぼう）」を開催し、SDGs 達成に向けたグローバル、ローカル

でのそれぞれの優先分野と、気候変動や公正な移行に取り

組む際の課題と機会について検討しました。 続きはこちら » 

 

◆すぐに起こせる行動 

国連 LGBTIQ+標準ギャップ分析ツール 

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

お手伝いをするツールです。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となっています。 

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、草の根レベルから企業の持続可能性を促進します。 
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Water Resilience Coalition へ参加しよう！ 

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 » 

 ローカル・ネットワークからの最新情報の続きを読む » 

 

TARGET GENDER EQUALITY LIVE 

2022 年 3 月 15 日 

 

ジェンダー平等は、経済や国家、コミュニティを変容させる力を持つ、持続

可能な開発に欠かせない解決策 です。双方向型の TARGET 

GENDER EQUALITY のイベントでは、全世界の企業代表と、政府や

市民社会、学界、国連のリーダーが一堂に会し、民間セクターがどのよう

にしてバイアスを退け、女性のイノベーションや起業家精神、リーダーシッ

プの発揮を可能にできるかについて話し合います。  詳しく見る » 

 

 

 

 

◆注目のリソース  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

       

すべてのリソースを見る » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/3y24fw/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/48r2jc/965044678?h=JYM_k5CJLJRXlMaduWazHV823MKtIlASBBTgx_ZKyGc
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/getGenderEqualityLive22Updates/48r2lk/965044678?h=JYM_k5CJLJRXlMaduWazHV823MKtIlASBBTgx_ZKyGc
https://unglobalcompact.org/library
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◆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付けることができます。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。  

 

●e ラーニング・ツール： 

ビジネスと人権：企業はどのようにして国連指導原則を実行に移せるか 

●オンデマンド・セッション： 

世界的、地域的に生活賃金を全従業員に確保するには、どうしたらよいか 

受講を始める » 

◆UNGC へようこそ 

国連グローバル・コンパクトには、新たに 346 社の企業とノンビジネス 14 名が加わりました。 

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。 

 

• A.S. Watson Group（中国） 

• Bidvest（南アフリカ） 

• WILKES PARTICIPACOES S.A.（ブラジル） 

• ANTA Sports Products Limited（中国） 

• China Mengniu Dairy Company Limited（中国） 

• ICON plc（アイルランド） 

• Xignux（メキシコ） 

• Aegon N.V.（オランダ） 

• Avis Budget Group（米国） 

• McCann Worldgroup（米国） 

 

◆イベント予定 

●1 月 18 日： Expo 2020／SDGs ビジネスフォーラム 

ドバイ（アラブ首長国連邦） 

Expo 2020 Dubai（ドバイ国際博覧会）と国連グローバル・コンパクトは、博覧会のグローバル・ゴ 

ールズ週間にちなみ、SDGs ビジネスフォーラムを開催します。 

●2 月 15~17 日: 国連グローバル・コンパクト、GreenBiz 22 に参加 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24gc/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/humanrights/48r2lp/965044678?h=JYM_k5CJLJRXlMaduWazHV823MKtIlASBBTgx_ZKyGc
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-living-wage-for-all-employees/48r2lr/965044678?h=JYM_k5CJLJRXlMaduWazHV823MKtIlASBBTgx_ZKyGc
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-12-30/48r2k7/965044678?h=JYM_k5CJLJRXlMaduWazHV823MKtIlASBBTgx_ZKyGc
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国連グローバル・コンパクトとともに、是非とも GreenBiz 22 にご参加ください。最新の持続可能なビジネ

ス・トレンドや、課題と機会を探り、他社やソートリーダーとの貴重な新しいつながりを作りましょう。コード

GB22PARTNER を利用し、15%の割引で今すぐ参加登録する» 

 

イベント予定を全て見る » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

＊＊＊＊＊＊＊   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   ： 15,268 社 

参加国      :  163 カ国 

公的報告書  :  87,530 件 
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