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野心的な企業が気候変動対策に参画 

国連グローバル・コンパクトは国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（COP 26）で、

Accenture とのパートナーシップにより、気候変動対対策に関する CEO 意識調査の結果を発表しまし

た。グローバル・コンパクトは Caring for Climate のハイレベル会合も共催し、不平等と気候変動などの

問題に取り組む公正な移行に関する思考ラボ（Think Lab on Just Transition）の設置を発表し

ました。また、企業が設定した目標を評価するためのネット・ゼロ・ビジネスのためのグローバル・スタンダード

（Global Standard for Net-Zero Business）も導入されました。オンラインで開催され、COP 26

から生中継された Business Ambition for Climate Action には、4,000 人以上が参加し、現状

報告書：気候危機に立ち向かう Business Ambition for 1.5°C では、Business Ambition for 

1.5°C キャンペーンの影響力が実証されました。国連グローバル・コンパクトはさらに、海洋再生可能エネ

ルギーの推進に向けたロードマップも発表しています。 

 

◆新着情報 

共に前進を — Uniting Business Africa 

国連グローバル・コンパクトは 12 月 2 日、企業のサステナビリティを重

視しながら、豊かで持続可能かつ強靭なアフリカという私たちが共有す

る夢の実現を目指す 1 日限りのバーチャル・フォーラム「Uniting 

Business Africa」を開催します。ボツワナ大統領と国連副事務総

長が登壇するこのイベントでは、地域全体へのインパクトをさらに強め

るために策定された「2021~2023 年国連グローバル・コンパクト・ア

フリカ戦略」が紹介される予定です。今すぐ登録する » 

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/957328601/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/957328601/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/957328601/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/957328601/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-fr-u-0View-Online/4129j5/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-es-u-0View-Online/4129j7/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/4129j9/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/l-auto-tl-zh-CN-u-0View-Online/4129j9/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/4129jc/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ar-u-0View-Online/4129jc/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/n-sl-auto-tl-ru-u-0View-Online/4129jf/919785180/https%3A%2F%2Finfo.unglobalcompact.org%2Fwebmail%2F591891%2F919785180%2Fe056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f?h=NUdSpjFEymkdK9cl5pFHM5SB88Dmb0vdiC5Z7Doybr8
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/957328601/e056ad8dd677e5d96ce2e546b0fe17e47b2e67c61cd382c10779e94de69e2f5f
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5976/475fm4/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/watch-v-xj3iLYGTJC8/475fm6/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ion-think-labs-just-transition/475fm8/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/net-zero/475fmb/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/net-zero/475fmb/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/5PYhQ4902GK33tsB4L2d-6E6m8HLIF/475fmd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/5PYhQ4902GK33tsB4L2d-6E6m8HLIF/475fmd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/Ambition-for-1-5C-campaign-pdf/475fmg/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/Ambition-for-1-5C-campaign-pdf/475fmg/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/business-ambition-for-1-5c/475fmj/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/business-ambition-for-1-5c/475fmj/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5977/475fml/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-5977/475fml/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ingbusinessafrica-registration/475fmn/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ingbusinessafrica-registration/475fmn/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
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ビジネスと人権に関する課題への取り組み 

毎年恒例のビジネスと人権国連フォーラムはこれまでも、政府や国際

機関、企業、労働組合、コミュニティ、学界など幅広い参加者が参集

し、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」実施の動向と課題につ

いて話し合う機会となってきました。コロナ禍と気候変動その他の危機

が重なり合う中で、人権に対するビジネス関連の影響を阻止し、これ

に取り組むための枠組みとして、フォーラムの重要性はさらに大きくなっ

ています。登録はこちらから » 

 

ジェンダー平等を擁護する男性像を紹介 

11 月 19 日の国際男性デーにちなみ、自社のサステナビリティ活動に

ジェンダー平等の達成を取り入れたリーダーをジェンダー平等の男性チ

ャンピオンとして紹介する一連のプロフィールを作成しました。この推進

プログラム「Target Gender Equality（ジェンダー平等に照準を）」

では、それぞれの現場とビジネスで女性の参画とリーダーシップの促進

に全力を尽くしてきたブラジル、エクアドル、シンガポール、スペイン、英

国の企業幹部が紹介されています。 

ストーリーの内容はこちらから » 

新着情報を全て見る » 

 

◆世界のローカル・ネットワークより 

【パナマ】 ローカル・ネットワーク、女性障害者の現状を明らかに  

グローバル・コンパクト・ネットワーク・パナマはこのたび、障害を持つ

女性に関する詳細な報告書を発表しました。今回の調査では、

特別な課題を抱えた女性のインクルージョン、保護、就業機会、

権利平等、経済的前進とともに、民間セクターがその実現に向け

て果たせる役割についても取り上げています。この報告書は、12

月 3 日の国際障害者デーに先駆けて発表されたものです。 

報告書の内容はこちらから » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/m-on-business-and-human-rights/475fmq/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/m-on-business-and-human-rights/475fmq/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/m-on-business-and-human-rights/475fmq/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-target-gender-equality-impact/475fms/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/et-gender-equality-impact-goto/475fmv/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/gender-equality-impact-rosillo/475fmx/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ender-equality-impact-sabourin/475fmz/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/t-gender-equality-impact-conde/475fn2/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/gender-equality-impact-wassell/475fn4/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/gender-equality-impact-wassell/475fn4/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-target-gender-equality-impact/475fms/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news/475fn6/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0para20PcD20e2809320Genero-pdf/475fn8/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/0para20PcD20e2809320Genero-pdf/475fn8/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
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【ポルトガル】 国内ジェンダー平等目標を発表 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ポルトガルは「Target Gender 

Equality」イニシアチブの一環として、国内ジェンダー平等目標を発表し、

2030 年までに意思決定権のあるポストの 40%を女性とするよう、ポルト

ガルの企業に働きかけました。この取り組みには Accenture Portugal、

Altice Portugal、Aguas de Portugal、Energias de Portugal、

Grupo Bel、Lidl Portugal といった有力企業が参加を表明しています。

この国内目標は、ポルトガル政府の支援を受けて発表されたものです。 

詳しくはこちらから » 

 

【中国】CIIE のイベントで中国 MIIT とフォーラムを共催 

国連グローバル・コンパクトと中国工業情報化部（MIIT）は 11 月 7

日、上海の中国国際輸入博覧会（CIIE）で「CSR 国際フォーラム」を

共催しました。フォーラムの目玉として、中国企業 1,000 社の CSR 報

告書も発表されています。当日はサンダ・オジアンボ国連グローバル・コン

パクト CEO 兼事務局長のほか、王志軍（ワン・ジジュン）MIIT 副部

長、張為（ウェイ・チャン）上海市副市長も登壇しました。 

詳しくはこちらから » 

 

ローカル・ネットワークからの最新情報の続きを読む » 

 

◆すぐに起こせる行動 

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 » 

 

 

 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nal-para-a-igualdade-de-genero/475fnb/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nal-para-a-igualdade-de-genero/475fnb/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/s-M0-rwcb44RzCsgWcTaE4lw/475fnd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/s-M0-rwcb44RzCsgWcTaE4lw/475fnd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/rt-date5D--search5Bend-date5D-/475fng/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/resilience-covid-wash-cta-/3y24fw/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
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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、草の根レベルで企業の持続可能性を促進します。 

詳しく見る » 

 

 

UNITING BUSINESS AFRICA 

2021 年 12 月 2 日 

Uniting Business Africa では、持続可能で責任あるビジネス実践の柱

となるようアフリカ企業に呼びかけることをねらいとして、持続可能な開発目

標（SDGs）の推進と擁護における進捗状況やサプライチェーン戦略、果

たすべき役割に関するケーススタディを検討します。この 1 日限りのオンライン

イベントでは、国連や国連グローバル・コンパクトのほか、アフリカの各国、ビ

ジネス界、金融界、非政府組織（NGO）からもリーダーが登壇する予定

です。今すぐ登録する » 

 

◆注目のリソース  

 

すべてのリソースを見る » 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/436ztv/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/436ztv/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/436zvb/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/436zvb/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ingbusinessafrica-registration/475fmn/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/ingbusinessafrica-registration/475fmn/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://unglobalcompact.org/library
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/436ztv/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/engage-locally/436zvb/933820241?h=qkmXQTKFcb96oNRi4NWhv9hqvh3bjtpbHVyRloFFrB4
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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。  

 

●2021 年 12 月２日 AM11:00（ニューヨーク時間）PM1:00（ブエノスアイレス時間） 

働く貧困に対処し、ディーセント・ワークを促進するためのビジネスの役割。 

ラテンアメリカにおける生活賃金の理解と促進 

● 2021 年 12 月 7 日 AM9:30 (ニューヨーク時間) | PM5:30 (ナイロビ時間) 

「生活賃金をすべての従業員へ」 

受講する » 

◆UNGC へようこそ 

国連グローバル・コンパクトには、新たに 306 社の企業とノンビジネス 22 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。 

 

• TRATON SE（ドイツ） 

• LG Electronics USA（米国） 

• Fortenova Grupa d.d.（クロアチア） 

• Sigma Alimentos（メキシコ） 

• GRUPO MODELO（メキシコ） 

• テクノプロ・ホールディングス株式会社（日本） 

• Singapore Technologies Engineering Ltd（シンガポール） 

• MANN+HUMMEL（ドイツ） 

• International Automotive Components Group, S.A.（ルクセンブルク） 

• Yapi ve Kredi Bankasi A.S.（トルコ） 

◆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。 

 

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/591891/2021-12-02/475fpd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-12-02/475fpd/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
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3 月 15 日 

TARGET GENDER EQUALITY LIVE 

国際女性デーと女性の地位委員会のイベントに並行して開催される TARGET GENDER EQUALITY 

LIVE では、ジェンダー平等に関する国連グローバル・コンパクトのリーダーシップが実証されることになります。

最新情報を受け取る » 

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   ： 14,969 社 

参加国      :  162 カ国 

公的報告書  :  86,653 件 

 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/getGenderEqualityLive22Updates/475fpg/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/475fpj/957328601?h=NuqflLAubKECGii2YTU_xwgC1QadAp_oGAhXLBDhiN4

