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ゴール！国連グローバル・コンパクト、コパ・アメリカで CONMEBOL と連携 

国連グローバル・コンパクトは、サッカー大陸選手権大会、コパ・アメリカの開催期間中、持続可能な開発

目標（SDGs）への意識を高めるという貴重な得点を挙げました。 

このキャンペーン企画は、パラグアイのローカル・ネットワークが地域ローカル・ネットワークとのパートナーシップ

により進められたものです。7 月に開催された、南米サッカー協会（CONMEBOL）主催のコパ・アメリカ大会

の７試合の競技会場内の広告エリアに、国連グローバル・コンパクトのロゴを１週間にわたって掲載し、

SDGs の達成に向けた Uniting Business（ビジネスの結束）キャンペーンに関する情報発信が行われまし

た。 

国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・パラグアイのクリスティーナ・カノ代表理事は、「スポーツは、我々が

社会課題に取り組むうえで、重要な役割を果たすだけでなく、より良い世界を作るための頼もしい味方に

もなっています。」と述べています。もっと読む » 

 

新着情報 

○ SBTi、温暖化目標を 1.5°C に引き下げ 

 Science Based Targets（科学的根拠に基づく目標）イニシアチブ

（SBTi）は、企業による最低限の温室効果ガス排出量削減目標

を 1.5°C へと引き下げる新戦略を発表しました。当初、「2°C を

大きく下回る」としていた目標を、さらに引き下げた今回の決定は、

気候変動対策が緊急性を帯びる中で下されたものです。国連グロ

ーバル・コンパクトでプログラム責任者も務めるリラ・カルバッシ SBTi

理事長は次のように語っています。「努力次第で地球温暖化を

1.5°C に抑えられる可能性を残すためには、1.5℃目標への対応

を早急に展開し、主流化していく必要があります。」詳しく見る » 

 

 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/908251418/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-fr-u-0View-Online/3y24df/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-es-u-0View-Online/3y24dh/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/3y24dk/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/3y24dk/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/3y24dm/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/3y24dm/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ru-u-0View-Online/3y24dp/908251418/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F908251418%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=V953CH_yT5bc1mEKYqXHqZ2lrqfSKJ0aswyOSLQNFkU
https://www.unglobalcompact.org/news/4745-07-16-2021
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4745-07-16-2021/3y24f5/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4746-07-16-2021/3y24f7/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4746-07-16-2021/3y24f7/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4745-07-16-2021/3y24f5/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4746-07-16-2021/3y24f7/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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○ グローバル・コンパクト、独シーメンス社の腐敗防止キャンペーン パートナーに 

国連グローバル・コンパクトは、独シーメンス社が実施する、汚職撲

滅のための国際的な「インテグリティ・イニシアチブ」において、インテ

グリティ・パートナーに選ばれました。2010 年に開始されたこのイニシ

アチブは、コレクティブ・アクションで汚職と戦うプロジェクトを支援して

います。シーメンスの最新かつ最終ラウンドの資金提供により、クリ

ーンで公正な市場、ビジネス、競争を推進、支援するための総額

は 2,050 万ドルに上ります。国連グローバル・コンパクトの腐敗防止

活動について、さらに詳しく見る » 

 

○ Global Citizen LIVE で情報の発信を 

 9 月 25 日開催の Global Citizen LIVE（世界市民ライブ）キャン

ペーンの一環として、企業や慈善団体、財団のリーダーの皆さん

に、ご登壇のチャンスとコミットメントを発表して頂く機会をご用意し

ました。貧困問題や環境問題に向き合い、誰一人取り残さないた

めの取り組みを加速されている皆さまの発表の場としてご活用くだ

さい。また、Race to Zero（ゼロへのレース）に参画して 1.5°C 目

標の達成を約束する企業様にも、多くのコミットメントの機会が提

供されます。詳細は、 sarah.acer@globalcitizen.org までお問い

合わせください。 

 

世界のローカル・ネットワークより 

＜スペイン＞  

スペイン企業と政府がハイレベル政治フォーラムに登壇 

50 か国以上が参集し、SDGs 達成に向けた進捗状況を共有した国連「持続可能な開発に関するハイ

レベル政治フォーラム」（HLPF）で開催されたサイドイベントで、グローバル・コンパクト・ネットワーク・スペイン

は、企業と政府による連携の重要性を強調しました。 

 スペインのエンリケ・サンティアゴ 2030 アジェンダ担当国務大臣は、「我が国の企業がエコロジー・エネルギ

ーへの移行をリードする立場になるためには、重要なステップを踏むことが不可欠であり、そのためには、ス

ペイン政府の支援が必要です。」と語っています。もっと読む » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5896/3y24f9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5896/3y24f9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5896/3y24f9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/en-live-/3y24fc/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/en-live-/3y24fc/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
mailto:sarah.acer@globalcitizen.org
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/el-high-level-political-forum-/3y24fh/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/el-high-level-political-forum-/3y24fh/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5896/3y24f9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/en-live-/3y24fc/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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＜オーストラリア＞ 

総収賄・汚職防止（ABC）対話シリーズ 
グローバル・コンパクト・ネットワーク・オーストラリアは、8 月 9 日～10 日に開催される贈収賄・汚職防止

（ABC）対話を通じて、贈収賄や汚職をコンプライアンスやリスク管理の問題としてだけでなく、人権や環境

問題など他の問題との接点を探っていくことを目指しています。このような取り組みは、企業が様々なコン

プライアンス分野において、説得力のある手続きを首尾一貫して実行していくために、非常に重要性を増

しています。もっと読む » 

 

＜ケニア＞  
サステナビリティを製造業の主流に 
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ケニアは、ケニア製造業協会とのパートナーシップにより、CEO フォーラ

ム「原則ベースのアプローチによる製造業におけるサステナビリティの主流化」を開催しました。このフォーラ

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/logue-anti-bribery-corruption-/3y24fk/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/el-high-level-political-forum-/3y24fh/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/logue-anti-bribery-corruption-/3y24fk/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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ムでは、原則ベースのアプローチを採用することがなぜビジネスにとって良いことなのか、国連グローバル・コ

ンパクトを通じた持続可能性の主流化のための支援に焦点を当て、認識を高めることを目的としました。

フォーラムの様子はこちらから » 

 

 

UNGC ローカル・ネットワークからの新着情報をもっと読む» 

 

すぐに起こせる行動 

 

 

SDG Ambition Accelerator に加わろう！ 

SDG Ambition Accelerator プログラムは、企業が野心的な社内目標を定め、コアビジネスの中に SDGs

を組み込み、加速するための働きかけと支援を行っています。 

今すぐ参加する » 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-W9Zj9phvaHE-t-2314s/3y24fm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://www.unglobalcompact.org/news/press-releases?utf8=%E2%9C%93&search%5Btopics%5D%5B%5D=111&search%5Bstart_date%5D=&search%5Bend_date%5D=
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3y24fr/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3y24fr/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-W9Zj9phvaHE-t-2314s/3y24fm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-sdg-ambition/3y24fr/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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各国のローカル活動に参加しよう！ 

私たちのローカル・ネットワークは、各国の状況に応じて、企業が責任あるビジネスの意味を理解するため

の支援を行うことにより、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。 

詳しく見る » 

 

 

 

 

Water Resilience Coalition に加わろう！ 

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 » 

さらに行動を起こす» 

 

Uniting Business LIVE（9/20～22） 

   

9 月 20 日～22 日、Uniting Business LIVE が開催されます。国連総会ハイレベル週間に並行して行

われるイベントとなっており、9 月 20 日（月）の民間セクター・フォーラム、9 月 21 日（火）のグローバル・イン

パクト・フォーラム、そして 9 月 22 日（水）の SDG ビジネス・フォーラム（国際商業会議所および国連経済

https://www.unglobalcompact.org/engage-locally
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3y24ft/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://ceowatermandate.org/resilience/covid-wash-cta/
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/3y24fw/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/3y24ft/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/3y24fw/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nts-1920-uniting-business-live/3y24g1/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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社会局の共催）の 3 部構成となっています。Uniting Business LIVE は、国連総会のテーマに沿って、

SDGs に関するグローバルアクションを加速させます。また、9 月 21 日（火）にはグローバル・インパクト・フォ

ーラムの一環として、若き企業リーダーと起業家を称える Young SDG Innovators サミットも初開催の予

定です。詳しく見る » 

             

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。 

 

・ 新規 E ラーニング・コース： 

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 

 

・ 全員が利用できる E ラーニング・コース： 

調達決定はサプライチェーンのディーセント・ワークをいかに前進させることができるか（英語、スペイン語、ポ

ルトガル語、フランス語、中国語） 

 

・ 新規 E ラーニング翻訳版： 

科学的根拠に基づく目標決定でネットゼロを達成する方法（英語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、

中国語、ドイツ語） 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nts-1920-uniting-business-live/3y24g1/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://unglobalcompact.org/library
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/3y24hf/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/decentwork/3y24hh/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/decentwork/3y24hh/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sciencebasedtargetsinitiative/3y24hk/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/sciencebasedtargetsinitiative/3y24hk/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g3/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5896/3y24f9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0Global20Synthesis20Report-pdf/3y24g5/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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・ 大規模公開オンライン講座（MOOC）： 

ビジネスとディーセント・ワーク：企業はあらゆる人のディーセント・ワーク達成にいかに貢献すべきか（SDGs

目標 8） 2021 年 9 月 6 日–10 月 8 日 

受講を始める » 

 

 

UNGC へようこそ 

 

国連グローバル・コンパクトは新たに企業 337 社と非企業ステークホルダー15 団体の加入を受け入れまし

た。一方、コミュニケーション・オン・プログレス未提出の 51 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。 

• Tata Consultancy Services Asia Pacific Pte Ltd（シンガポール） 

• CK Hutchison（中国） 

• Cognizant Technology Solutions India Private Limited（インド） 

• Agile Group Holdings Limited（中国） 

• DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . – DASA（ブラジル） 

• United Overseas Bank Limited（シンガポール） 

• TBL Plc（タンザニア） 

• Corteva Agriscience（米国） 

• Verisure Sàrl（スイス） 

• Fortive Corporation（米国） 

 

 

イベント予定 

○ Uniting Business LIVE（9/20～22） 

 国連総会ハイレベル週間の並行イベント Uniting Business LIVE は、民間セクター・フォーラム、グロー

バ ル・インパクト・フォーラム、SDG ビジネス・フォーラムの 3 部構成となっています。  

○Young SDG Innovators （9/21） 

サミット 第 1 回ヤング・リーダーズ・サミットは、若き企業リーダーと起業家を称え、持続可能なビジネスの

未来に向けたソリューションの創造を働きかける初のサミットとなります。 

イベント予定をすべて見る » 

 

 

 

 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-decent-work-all-sdg-8-massive/3y24gm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-decent-work-all-sdg-8-massive/3y24gm/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24gp/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/3y24gr/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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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。 

 

1 万 3,832 社 

 

162 カ国 

 

8 万 2,875 件の公的報告書 

 

 

 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! 

               

https://www.facebook.com/ungcnj 

https://twitter.com/GlobalCompactJP 

#UnitingBusiness 

 

 

 

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 

斧田   h.onoda@ungcjn.org 

王     y.wang@ungcjn.org 
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