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国連グローバル・コンパクト、COP27で企業と政府の意見交換を促進 
国連グローバル・コンパクトは国連気候変動枠組条約第 27 回締約国会議（COP27）で、ネットゼロ
のレジリエントな世界への転換に向けた気候変動関連目標と実践の評価、加速、実現を図るため、民
間企業と政府、国連の代表が参集するフォーラムを主催しました。「気候変動の現状を見れば、私たちに
時間が無くなっていることはこれまで以上に明らかです。民間セクターがその大胆な約束を具体的なソリュ
ーションへと移す時は、今しかありません。」サンダ・オジャンボ国連事務次長補 兼 国連グローバル・コン
パクト事務局長・CEO はこのように語っています。会議では、50 人を超える CEO が気候変動対策強化
のために企業ができる約束を取りまとめたアフリカ・ビジネスリーダー気候声明（Africa Business 
Leadersʼ Climate Statement）を発表し、気候変動対策資金の供与と融資可能プロジェクトへの
投資を求めました。3 日間にわたって開催されたこのフォーラムでは、民間セクターの声が一つにまとまり、
志がさらに高まったほか、企業がサステナブルな実践を採用することの利点もさらに大きくなりました。さらに
詳しい情報はこちらから » 
 
◆新着情報 
新たなアクションプランで、2030年半ばまでに船員 80万人をスキルアップ 
 

 
COP27 では、船員が代替燃料を取り扱い、海
運業の脱炭素化目標達成に寄与できるよう追
加的な訓練を施すためのアクションプラン「船員向
け海運の公正な移行マッピング（Mapping a 
Maritime Just Transition for 
Seafarers）」が発足しました。業界や政府、労
働者、学界および訓練実施機関を対象に、実
践的な提言を行っています。 
詳しくはこちらから » 

 

  

https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1101481713/4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e
https://info.unglobalcompact.org/webmail/591891/1101481713/4ffd386d6b5136791d69d0ac8cdff46be4174566bb65351df568b96faea3179e
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4962-11-10-2022/53w5f1/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6098/53w5f4/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6098/53w5f4/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4962-11-10-2022/53w5f1/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4962-11-10-2022/53w5f1/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4959-11-09-2022/53w5f7/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6100/53w5ff/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6100/53w5ff/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6100/53w5ff/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6100/53w5ff/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/news-4959-11-09-2022/53w5f7/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
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相互学習でサステナビリティ・ジャーニーを一歩進めよう 
 

 サステナビリティ課題への取り組みに関するフィード
バックをお望みですか。国連グローバル・コンパクト
の「ピア・ラーニンググループ」は、業界や部門を超
えたサステナビリティ専門家とのつながりを作り、共
有と学習を行うための安全な空間です。ぜひご活
用ください。お申込みはこちらから » 
 

 
◆世界のローカル・ネットワークより 
【ラテン・アメリカ/カリブ地域】 
グローバル・コンパクト・アカデミーのスペイン語版プラットフォームを実現 
 

 ラテンアメリカ・カリブ地域のローカル・ネットワーク
は、双方向研修会やオンライン学習コース、サス
テナブル企業がサクセスストーリーを共有する世界
的コミュニティに企業がアクセスできるよう、国連グ
ローバル・コンパクト・アカデミーのスペイン語版プラ
ットフォームを立ち上げました。このプラットフォーム
には、域内企業向けに特別に設けられた新コース
も盛り込まれています。 
詳しくはこちらから » 

 

【ドイツ】年次会議で、企業が模範を示せる方法を検討 
 

 グローバル・コンパクト・ネットワーク・ドイツは、ベ
ルリンでオンライン年次会議を開催しました。数
百人の参加者は、保護主義やインフレ、権威
主義、地政学的緊張が高まる現状の中で、責
任ある企業がグローバルな経済活動を通じ、い
かにしてプラスの価値を推進するための模範を示
し、サステナブルな実践を共有できるかという問
題に取り組みました。続きはこちらから » 

 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-peerlearning/53w5fb/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-peerlearning/53w5fb/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/plataforma-academy-en-espanol-/53w5fj/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/plataforma-academy-en-espanol-/53w5fj/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/cht-zur-un-gcd-jahreskonferenz/53w5fq/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/cht-zur-un-gcd-jahreskonferenz/53w5fq/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
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◆すぐに起こせる行動 
ビジネスと人権アクセラレーター 
 

 新たな「ビジネスと人権アクセラレーター」で、人権
と労働者の権利に対するコミットメントを行動へと
移してください。応募は 12 月 16 日が締め切りで
す。 
今すぐ応募する » 
 

 
サステナブルな調達のためのディーセント・ワーク・ツールキット 

 このツールキットは、購買決定や全世界の生活
改善に向けた取り組みの拡充を通じてディーセン
ト・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を
前進させる方法に関し、企業が理解を深めるた
めのお手伝いをするものです。 
ツールキットを使ってみる » 
 

 

国連 LGBTIQ+基準ギャップ分析ツール 
 無料で使いやすく、秘密厳守のオンライン評価プ

ラットフォームで、企業による職場その他での
LGBTIQ+のインクルージョン確保を支援します。
ツールを使ってみる » 
 
 

 

◆CoP関連リソース︓新規ガイドブックなど 
 
2023 年には強化型のコミュニケーション・オン・プログレス（新CoP）が導入されます。CoP の質問書
を記入する際に参考となる新 CoP ガイドブックと、昨夏の説明会の録画をご覧になり、今からこの変更に
備えましょう。動画はこちら » 
 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/tion-business-and-human-rights/53w5ft/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/tion-business-and-human-rights/53w5ft/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6095/53w5fx/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/library-6095/53w5fx/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/53w5jm/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/accounts-login--next--/53w5jm/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw2w9ZNenCc4Ivr3ZZj7L9cH/53w5jq/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/g-AOvVaw2w9ZNenCc4Ivr3ZZj7L9cH/53w5jq/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/53w5gb/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
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◆注目のリソース  
   

 

   
 
◆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・コンパクトでは、参加企業向けに、各社のサステナビリティ目標達成に必要な知識とスキ
ルを提供するアカデミーを設けています。国連グローバル・コンパクト・アカデミーは現在、英語、フランス語、
標準中国語、ポルトガル語、スペイン語で下記の学習ツールとリソースを提供しています。 
 
アカデミー変革者セッション | 12月 14日 
Neoenergia 社の副 CEO ソランジュ・リベイロ氏に、イノベーションとインパクト、インクルージョンについてお
話を伺います。登録はこちらから » 
 
アカデミー学習新プラン 
国際労働機関（ILO）と共同開発した新規学習プラン「国連グローバル・コンパクト労働原則を通じた
ビジネスにおけるディーセント・ワーク推進」では、参加者に労働原則をひとつずつ説明し、企業の対策に
役立つ実践的ステップをご紹介します。アクセスはこちらから » 
 
◆UNGCへようこそ 
国連グローバル・コンパクトには、新たに 310 社の企業と企業以外のステークホルダー20 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 56 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。 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2021-07-31/3y24g9/908261390?h=sMAQOF-1yA4E0xiYtBZKvzHDDLgt6W_KmbvEnjBu9V8
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2022-01-31/4bvj55/974205062?h=1A-uzkzXDhbpSXFksVtwa-mZCoOfneFujEY8ZeiSoFg
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nnovation-impact-and-inclusion/53w5h1/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/nnovation-impact-and-inclusion/53w5h1/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/d9241b65f9fb9749038effaf8e31a4/53w5jx/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/learn-signin/53w5gb/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://www.linkedin.com/pulse/top-3-online-courses-help-your-company-take-/?trackingId=eaSuJ1HnQc6GTxRqmUBBVw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/top-3-online-courses-help-your-company-take-/?trackingId=eaSuJ1HnQc6GTxRqmUBBVw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/top-3-online-courses-help-your-company-take-/?trackingId=eaSuJ1HnQc6GTxRqmUBBVw%3D%3D
https://www.unglobalcompact.org/news/4964-11-21-2022
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/2022-03-01%20ukr_business_guide.pdf
https://www.unglobalcompact.org/news/4960-11-08-2022
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• Linde plc（米国） 
• RSM（英国） 
• Absa Group Limited（南アフリカ） 
• Autogrill（イタリア） 
• Mahindra & Mahindra Financial Services Limited（インド） 
• Macropay（メキシコ） 
• EXL SERVICE INDIA PVT LTD（インド） 
• Kantar（英国） 
• Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL)（インド） 
• Xiamen Airlines（中国） 

 
◆イベント予定 
COP27報告会︓民間セクターのこれからの役割 | 2022年 12月 6日（開催終了） 
気候変動対策の担い手と、事務総長の気候変動対策チームの上級顧問からお話を伺います。報告会
では、COP27 の主なニュースの経緯を紹介するとともに、ドバイで開催予定の COP28 に向けて、前進を
牽引するための企業行動に向けた優先課題を共有します。登録はこちらから » 
 
世界経済フォーラム | 2023年 1月 17日 | ダボス 
ダボスでは、国連グローバル・コンパクトと Accenture が共同行う CEO 調査を発表し、従来のビジネス
の領域に収まらない部門横断的問題に取り組むことで、サステナビリティの機会と課題について、率直な
見通しを提示します。イベント最新情報を受け取る » 

イベント予定を全て見る » 
 

＊＊＊＊＊＊＊ 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 ︓ 20,969社 
参加国 : 162カ国 
公的報告書 : 95,567件 

 
 

 
本件に関するお問合せ先︓ 
斧田 ︓ h.onoda@ungcjn.org 
阿部 ︓ y.abe@ungcjn.org 
石田 ︓ h.ishida@ungcjn.org 

https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-s-next-for-the-private-sector/53w5h4/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/-s-next-for-the-private-sector/53w5h4/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/DavosUpdates/53w5h7/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/DavosUpdates/53w5h7/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/take-action-events/53w5hf/1101603429?h=rvhWW0F6oz8lOtjHKyHp7ECnB9TAP0mWnWwAh9pyF9c
mailto:h.onoda@ungcjn.org
mailto:y.abe@ungcjn.org
mailto:h.ishida@ungcjn.org

