
 国連大学ゼロエミッションフォーラム第三回総会記念講演会 
（17/5/2002 於：UN ハウス ウ･タント国際会議場）  

 
講演：グローバル・コンパクト～持続可能な地球社会のために 

フレデリック・ドゥビー 国連本部グローバル・コンパクト事務局次席 
ヨハネスブルグ・サミットへの国連の取り組み 

高島 肇久 国連広報センター 所長  
 
【高島】  皆様、こんにちは。ご紹介いただきました、国連広報センターの高

島です。本日は、このゼロ・エミッションフォーラムの貴重なお時間を国連のた

めに割いていただき有難うございます。事務局をはじめ、皆様のご好意に深く感

謝を申し上げます。 
 ご紹介がありましたように、国連では、ヨハネスブルグ・サミットに向けて、

今いろいろな取り組みをしています。中でも、最近、特に際立って国連が力を入

れていることに、民間企業も地球市民の一員として、21 世紀の新しい社会をつく

る上でぜひ積極的な参加、取り組みをしていただきたいという呼びかけでござい

ます。その民間企業に対して国連が何を期待し、またどんなプログラムを用意し

ているかを、ご説明をさせていただきたいと思います。 
 まず最初に、国連が、環境、人権、労働基準の３つの分野で、企業と国連との

新しい関係を築こうとしているプログラム、グローバル・コンパクトについて、

ニューヨーク国連本部のグローバル・コンパクト事務局のシニアオフィサーであ

ります、フレデリック・ドゥビーからご説明を申し上げます。その後、私のほう

から、ヨハネスブルグ・サミットについてさらに細かい点をご説明して、ぜひ日

本の、企業、NGO、学者、地方自治体の皆様に、こうした点に関心を持っていた

だきたいと願っております。それでは、最初に、まずフレデリック・ドゥビーか

ら、グローバル・コンパクトについてお話を申し上げます。 
 
【ドゥビー】  ゼロエミッション会長の山地様、そしてご来席の皆様、また中

国からのゲストの方々。少しここで話を戻して、なぜ国連のコフィー・アナン事

務総長がこのグローバル・コンパクトを提唱したかというお話をしたいと思いま

す。 
 90 年代半ば、彼、そして多くの指導者や産業界の人々は、富とチャンスがグロ

ーバリゼーションによってもたらされているものの、国家間、あるいは国家内で

公平に配分されていないという認識を持っていました。もしこの状況が続けば、

それは社会によって容認されないものになると理解していました。国境が閉鎖さ
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れ、企業は苦境に陥り、そして最貧困国は今よりもさらに苦境に立つという結果

を招きます。我々の世界、生活は人間、そして環境のさまざまな課題の影響を受

けます。こういったことに対応できなければ、産業界にとってはもちろん、人類

にとっても非常に悪いことになります。 
 アナン事務総長は非常にユニークな役割をこの中で果たし、世界じゅうの多く

の産業界のリーダーが彼の見方を分かち合うことになりました。企業の役割とい

うのは、NGO や学会、そういった役割とは異なります。企業は、企業に特有の役

割を持っているという認識です。その役割の１つがリーダーシップであります。

今日、ここゼロ・エミッションフォーラムにおいて、このリーダーの集まりある

フォーラムにおいてこのお話ができることを光栄に思います。 
 アナン事務総長は、企業の創造力を、弱者のニーズ、未来世代のニーズに結び

つけようと試みました。2000 年 9 月の国連ミレニアム総会で採択されたミレニア

ム宣言は世界の極めて貧しい人々の数と飢えに苦しむ人の数を半減しようという

目標を設定しました。また、すべての人が安全な飲み水を得られるようにしよう

という目標を掲げました。こういったことはすべて環境に大きな影響をもたらし

ます。ミレニアム宣言の目標の１つは、特に環境問題を取り上げています。各国

が、持続可能な成長に向けての国家的な戦略を 2005 年までに設定し、2015 年まで

に資源枯渇を防ぐというものであります。こういったことに対して皆様、懸命な

取り組みをなされていると思います。 
 グローバル・コンパクトというのは、アナン事務総長が産業界に戦略的なビジ

ョンを導入し、経営手法において普遍的な価値観を導入し、原則を設定するよう

求めたものであります。彼が求めたのは、企業が経済に加えて、社会、人類、環

境的な側面の判断を加えるということであります。 
環境に関する原則をご紹介したいと思います。企業は、環境に対して予防的な

アプローチを支持し、環境に関する課題に取り組む。環境に対して、より多くの

責任を果たすためのイニシアチブをとる。そして最後に、企業は環境に優しい技

術の開発、普及の奨励をするということです。 
こういった課題は、企業に対してフィランソロフィーを求めるものではありま

せん。慈善事業ではありません。非常によいビジネスケースであると思います。

グローバル・コンパクトが世界に広がっていくにつれ、現在 40 カ国以上が参加し

ていますが、世界じゅうの人々がこういったビジネスケースをつくり上げるのに

協力していくと思います。こういったビジネスケースは、実際に企業が関係を持

っている人たち、従業員であり、顧客であり、株主であり、投資家であり、債権

者であり、そしてその企業があるコミュニティーであり、政府であり、そして最

も重要なものに、メディアがあります。例えば、世界の金融業界は、ビジネスの
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パフォーマンスが持続可能なものであるかどうかを気にかけるようになっていま

す。そうしないことのリスクが余りにも大きいからです。 
こういったビジネスケースを見ていて、もう一つの側面があります。企業経営

者の間には二つのグループが存在します。一つは、10 億人の世界を考えている

人々です。その 10 億人は地球上に住む豊かな人々で、このグループの経営者は、

その中からできるだけ多くの利益を得ようと考えています。その一方で、新しい

ビジネスリーダーが生まれてきています。地球上に住む全人類、60 億人の世界の

中に生きている人たちです。この例を１つ挙げてみましょう。 
今日、この地球上では、20 億人以上が原始的なエネルギーに依存しています。

原始的なエネルギーというのは、単純で、葉っぱ、草、そして木などです。もち

ろん、一見したところ無料です。しかしながら、非常に大きなコストがかかって

います。まず第１に、人々が草や葉、そして木を伐採することによって地球の砂

漠化が進みます。20 億人がそれをすれば、非常に大きな砂漠となるわけです。そ

して、こういった草や木が燃やされたとき、肺、そして目に非常に大きな障害を

もたらします。こういった人々は、往々にして医療的なケアを受けるアクセスが

ありません。それに加えて、こういった原始的なエネルギーを得るためには、

人々は自分たちの家から遠くまで出かけて行かなければなりません。一部の国で

は主に女性、そして子供が、１日４時間も、こういった原始的エネルギー源を求

めるために時間を費やしているのです。10 億人もの人々が教育、あるいは雇用を

受けられないでいます。私がこのことを最高裁の判事に説明したところ、こうお

っしゃいました。「女性や子供が、自分たちの家から遠く離れて１日３時間も４

時間もかけて移動しなければならないとすれば、その間には、乱用、虐待、ある

いはレイプのおそれがある」というのです。これが４つ目のリスクです。また、

こういった原始的エネルギーでは、コンピュータや通信システムを動かすことも

できず、医薬品を冷却することもできません。 
多くの企業人は、20 億人というのは大きな市場じゃないか、何かやれることが

あるのではないか、と考えるはずです。このコストを価値のあるものに変える。

ほかのエネルギーシステム、例えば、太陽光であったり、風力であったり、ある

いはガスであったり、こういったものに変えられないかと考える人がいてもおか

しくないわけです。この面だけを見ても、この世界の 20 億人を含むことで非常に

大きなチャンスが生まれてくるのです。また、そうすることによって、私たちが

直面している大きな環境面の課題の一つに取り組むことにもなるのです。 
それでは、次にグローバル・コンパクトについてご説明したいと思います。こ

れは組織でもなければ、協会でもありません。メンバーシップもありませんし、

負担金もありません。モニターもなければ、報告もなければ、ディスクロージャ
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ーの義務もありません。これは何なのかと言えば、これは行動志向の学習フォー

ラムです。企業に求められているのは、行動すること、そしてその行動から学ぶ

ことです。 
実際の動きにはいくつかの分野があります。第１に広く働きかけていく。これ

は企業のクリティカルマスをつくり、このアプローチを信じる企業、そしてその

ために取り組もうという企業のクリティカルマスをつくることです。次が学習。

というのも、グローバル・コンパクトに参加する各企業は、自分たちが実際に原

則を実践していく上で学んだことを共有することを求められるわけです。次に対

話。グローバル・コンパクトは、企業の要請に応じてダイアローグ、対話のフォ

ーラムを設定します。企業が直面するさまざまな、主要な問題が議論されます。

理論的な議論にとどまることなく、真に実践的な答えを見出すためのものです。 
こういった対話フォーラムの最初のものは、「紛争地域におけるビジネス・企

業」というタイトルで行われました。爆弾が飛び交い、手榴弾が爆発するような

地域に 10 億人の人々がいます。ここに大きなジレンマがあります。こういったと

ころでビジネスをする人たちはどうすればいいのか、どのような行動をとればい

いのか、企業の役割は何なのか、こういったところに和平を回復するには何がで

きるのかといったことが話し合われました。 
次にグローバル・コンパクトに参加するための要件ですが、それは、企業の大

きさや規模、範囲とは関係なく、すべてリーダーシップによります。我々が求め

ているのは、行動する準備ができている企業、そして学び、その学んだことを分

かち合う用意がある企業です。 
どのようにして関与をすればいいのか、それは非常にシンプルです。最高経営

者、あるいは会長が国連事務総長あてに書簡を出すのです。以下のことを約束し

ます。グローバル・コンパクトを支持するということを明確に声明として出す。

そして、年に１回、最低１つ、この原則を実践するために具体的に行った努力を

報告することです。 
今年、グローバル・コンパクトは、ヨハネスブルグ・サミットに参加します。

世界じゅうの企業が３つのワークショップに参加するのです。目的はヨハネスブ

ルグのフォーラムに、持続可能な、とても大きな提案を提出することです。その

１番目は、持続可能な投資と基本的なサービスを開発途上国にもたらすというこ

とです。20 億人の人が、きれいな真水へのアクセスがありません。また、適切な

エネルギーへのアクセスがない人も 20 億人います。通信手段にアクセスのない人

も 20 億人。こういった問題を解決することは人類全体にとっての挑戦であります。

本当に大きく変えていくことができるのです。今日の世界と、私たちが求める世
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界。そして同時に、もし適切にアプローチをすれば、これは非常にすばらしいビ

ジネスのチャンスをもたらすものであります。 
２点目は、持続可能な企業家のための融資、資金供与であります。どのように

してパラダイムを変えていけるか、基準を変えていけるか。持続可能なビジネス

を開発しようとする人々を支援するために。特にこの分野では、マイクロファイ

ナンス、そして中小企業などが対象となっています。 
最後に、３番目の分野としては、世界じゅうの企業がとらなくてはいけないス

テップの１つです。持続可能性を自分たちの内部の経営手法に統合していく。世

界中で沢山の企業がヨハネスブルグ・サミットに向けて準備を進めています。非

常に大きな、そして有意義な議論、提案が行われるものと期待しています。 
これをもちまして私のプレゼンテーションを終わります。皆様、十分な情報を

得られたことと願います。グローバル・コンパクトについてご検討いただければ

と思います。そして、もちろんご質問があれば、喜んでお受けいたします。ご清

聴ありがとうございました。（拍手） 
 
【高島】  それでは、引き続き、私がお話をさせていただきます。 
 ただいま国連本部グローバル・コンパクト事務局のフレデレック・ドゥビーか

ら、国際連合が世界の民間企業の皆様に参加を呼びかけているグローバル・コン

パクトについてご説明しました。お聞きいただきましたように、このプログラム

は、グローバリゼーションが進展していく中で、持続可能な地球環境と地球社会

をつくるために、各企業に率先して行動していただくということを目的としてい

るものです。この「持続可能」“sustainable”、もしくは“sustainability”という言

葉こそ、国連のアナン事務総長が今年の国連活動の中心的なテーマとしているも

のです。 
中でも、今年８月 26 日から９月４日にかけて開かれる、南アフリカのヨハネス

ブルグでの「持続可能な開発に関するサミット」、WSSD というふうに略称で言

っておりますけれども、このヨハネスブルグ・サミットは、国連はもちろん、国

際社会全体にとって今年最も重要なイベントです。特にここにお集まりいただい

ておりますゼロ・エミッションフォーラムの皆様には、ぜひその内容を知ってい

ただき、ご理解とご支援をいただきたいと願っております。 
ここで一言おわびを申し上げます。お配りしている資料の内、英文のほうは、

表紙に書いてある日付が９月 11 日までとなっております。実は、このヨハネスブ

ルグ・サミット。当初の予定では８月の末から９月の 11 日まで開かれることにな

っていました。ところが、ご承知のように９月 11 日は、アメリカでの同時多発テ

ロのちょうど１年目に当たります。そこで国連は、この９月 11 日を外しまして、
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９月４日までということで日程を組みかえました。日本語のパンフレットを作り

ました時には、その新しい日程が決まっておりましたので、正しく８月 26 日から

９月４日と印刷をすることができましたけれども、英語のほうはそこのところが

未訂正のままですので、ご注意下さい。 
さて、皆様ご承知のように、国際社会が最初に環境問題を取り上げたのは今か

ら 30 年前の 1972 年、ストックホルムで開かれた国連人間環境会議でした。その

20 年後の 1992 年、リオデジャネイロで、国連環境開発会議、いわゆる「地球サミ

ット」で、持続可能な開発を基本理念とするリオ宣言と、その宣言を実現してい

くためのアジェンダ 21 が採択されたわけです。フレッド・ドゥビーがご説明した

グローバル・コンパクトの環境に関する３つの原則は、このリオ宣言とアジェン

ダ 21 に盛り込まれた原則を採用したものです。 
このリオの会議から 10 年たって、国際社会は、ストックホルムとリオデジャネ

イロで各国が交わした約束が実は達成されていないという現実に気づき、リオか

ら 10 年たった今年、これまでの歩みを振り返り、今後にとるべき具体的なアクシ

ョンを考えるための国際会議を開くことにしたものです。それがヨハネスブル

グ・サミットです。 
国連のアナン事務総長はこの会議を成功させるために、地球温暖化防止のため

の国際会議で大活躍したオランダのプロンク環境大臣を、ヨハネスブルグ・サミ

ットのための事務総長特使に任命し、各国との調整に当たってもらっていま 
す。プロンク特使は、５月９日、日本を訪れて、大木環境大臣、川口外務大臣と

会談し、サミットにはぜひ小泉総理大臣自身が出席していただきたい。また、日

本はできる限りの資金提供をしてほしいと強く要請しました。このプロンク特 
使。大変忙しい日程だったのですが、マスコミ各社とのインタビューに応じまし

た。その中で特に強調しておりましたのが、ヨハネスブルグ・サミット成功と、

持続可能な開発という目標達成に向けての民間企業の参加と協力がいかに重要で

あるかという点でした。 
プロンク特使は、ヨハネスブルグ・サミットについて、「その目的は、アジェ

ンダ 21 と国連が西暦 2000 年のミレニアムサミットで採択したミレニアム宣言を

実行に移すための具体的な行動計画をつくることだ」と述べていました。先程フ

レッド・ドゥビーが申しましたように、このミレニアム宣言には、世界の貧困層

を西暦 2015 年までに半分に減らすといった具体的な数値目標が掲げられておりま

す。このことについて、プロンク特使は、「既に政府レベルでは具体的な動きが

始まっている。例えば、京都議定書の批准には、日本とヨーロッパ諸国が既に動

き始めていて、これにカナダとロシアが加われば発効が可能になる。また、最近

アメリカと EU ヨーロッパ連合諸国が途上国支援のための ODA を大幅に増やすと
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約束している。今必要なことはあと２つある。持続性という言葉の意味するとこ

ろを、生産から消費に至るすべての経済的な過程で、例えば、資源の浪費をとめ

るといったようなことに限らないでほしい。それよりも、サステイナビリティー

がカバーする分野を、貧困の撲滅とか、疫病を治療し予防する。そういった地球

社会が抱えるさまざまな問題にまで広げてほしい。そのためには各国政府が民間

企業と一緒になって、水資源の問題から、農業、エネルギーの開発など、あらゆ

る分野でサステイナビリティーという新たな価値を付加した具体的な取り組みを

開始してほしいのだ。」と語っておりました。 
国際連合は、発足以来、加盟各国の政府とのおつき合いを中心にし、近年、よ

うやく NGO との関係強化を進めてまいりました。しかしここ２､３年、グローバ

ル化が進む中で、グローバル化の中心である民間企業と関係を結ばない限り、世

界の諸問題を解決することは不可能だということに気づいて、さまざまな形で世

界の経済界、ビジネスリーダーの方々とのパートナーシップ樹立に向けて具体的

に動いています。 
その中心にあるのが、先ほどご紹介したグローバル・コンパクトです。アナン

事務総長は、今年の２月の初めに、世界経済フォーラムで行った演説の中でこん

なふうに述べています。「グローバル・コンパクトは、世界の有力企業の皆さん

に人権、労働、環境の９つの原則を守っていただくことが出発点になっている。

しかし、進むべき道は、こうした企業の行動規範にとどまらない。各企業に貧 
困、疫病、教育など、世界が抱える諸問題の解決に向けての積極的な取り組み、

参加をお願いすることである。我々は皆、地球という小さな船に乗り合わせた乗

客であって、だれかが病気になれば全員が感染の危険にさらされるし、だれかが

怒り、暴れ出せば、全員が傷つく可能性があることを忘れてはならないのだ」。 
つまり、アナン事務総長と国連が求めているのは、チャリティー、フィランソ

ロフィー、慈善事業、博愛事業を越えた、企業のより直接的に社会に役立つ活動。

例えば、途上国に対する投資とか、貿易、物の売り買い、技術移転、さらに、例

えば、熱帯地方にさまざま発生している感染症に効く薬の開発に力を入れるとい

ったような、そういう具体的な企業活動です。去年９月 11 日のあの同時多発テロ

は、恨み、ねたみ、怒りといったものが、我々の予想を越えてはるかに大きな事

態を引き起こし得ることを具体的に示してしまいました。 
アナン事務総長は。「我々は今こそ手を携えて、世界中の人々に希望を与える

べく努力しなければならない。グローバリゼーションの進展の中で、『企業が問

題だ。企業に原因がある』などと企業が問題視されるような事態は許されること

ではない。世界の企業は、政府や、社会の他のアクターと一緒になって問題解決

に取り組むべき時を迎えているのだ」と言っています。 
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また、アナン事務総長はこうも述べておりました。「ビジネスリーダーの中に

は、自分たちは損益計算書の帳尻と、株主の利益だけを考えていれば良いのであ

って、社会政策などというものは、そもそも政府の責任の仕事だ。また、より多

くの人々に資本主義の恩恵が行き渡るようにしたり、ビジネスがしやすい環境を

作ったりすることも政府の仕事なのだ。こう主張するビジネスリーダーが何人も

いらっしゃるかもしれない。もちろん政府がすべき仕事はたくさんあるだろう。

しかし、最近はより多くのビジネスリーダーの方々が、政府を待ってはいられな

い。ビジネスがリードするべき時を迎えている、と考えるようになっていて、そ

うした先進的なビジネスリーダーが国連のグローバル・コンパクトに参加して、

毎日の企業活動の中にグローバル・コンパクトの精神を生かし始めてくださって

いる。この輪が広がることを期待したい」。このように述べておりました。 
そのアナン事務総長。５月 14 日に、ニューヨークで、ヨハネスブルグ・サミッ

トで目指すべき具体的なターゲットを示しています。その内容は５つで、頭文字

を合わせますと WEHAB、「ウイハブ」と言っていました。これは、“we habit”、

「我々は生活している」とか、 “we rehabilitate” 「環境などいろいろ傷んでいる

ものをもう一度よみがえらせる」、そういう言葉につながる WEHAB なのだと説

明していました。 
まず、最初の文字 W ですが、water and sanitation, 水と衛生です。この地球上で

は、10 億人を超える人々が安全な水を飲むことができません。そのために死んで

いく人もたくさんいます。その２倍の 20 億人以上が、どぶもなければごみ捨て場

もない、極めて非衛生的な生活条件の中で暮らしています。このまま手をこまね

いていますと、西暦 2025 年には、全人類の３分の２が水不足に苦しむだろうとい

う推計もあります。いかにして安全な水を確保し、人々が衛生的な暮らしをでき

るようにするか、その取り組みが求められている。そのための具体的なアクショ

ンプログラムをヨハネスブルグ・サミットでつくり上げてほしいというのが、ア

ナン事務総長の求めでございました。 
２番目は、Ｅ、energy です。エネルギーは、開発に欠かせないものではありま

すけれども、実際には 20 億人もの人々がエネルギーを得ることができずに、貧困

の罠にとらわれています。先ほどフレッド・ドゥビーがご紹介したように、世界

の多くの人々が、燃料を手に入れるために１日何時間も歩いて木を採りにいかな

ければならないといったような暮らしを続けています。木だけではありません。

水を得るために、子供たちが学校にも行かずに、家族を助けなければいけないと

いうケースがよくあります。今日本のユニセフ協会がユニセスキャラバンという

プログラムを実施いますが、これはボランティアの方々が小中学校を回って、そ

うした貧しい地域に住む子供たちの暮らしの実態を日本の子供たちに体験しても
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らおうというものです。子供たちに 15 キロの水が入ったバケツを実際に持って歩

いてもらう。これを経験しますと、日本の子供たちが、世界の貧しい地域に住ん

でいる子供たちのつらい毎日を実際に体験します。そんなプログラムがあるとい

う話を聞いてまいりました。エネルギーをどう人々に分かち合えるようにするか

が２番目の目標です。 
３番目はＨ、health、健康です。環境と健康は極めて密接に結びついています。

世界では 10 億人が汚れた空気を吸って、そのうち 300 万人は大気汚染が原因で死

んでいっています。その３分の２が貧しい地域に住む女性や子供です。もちろん、

汚れた水で死んでいく人もたくさんいるということは先ほど申し上げました。ど

のようにしてこうした人々の健康を守るか、これもやはり、究極の目標はこの人

たちをいかにして貧困状態から少しでも良い状態にしてあげるか、そのために

我々がどのような支えができるかということにつながってまいります。 
WEHAB の４番目は、Ａ、agriculture、農業です。世界各国で農業用地の劣化が

進んでいます。このため、農業生産性が現在急激に低下しているという統計が出

ています。食糧不足はますます深刻化する傾向にあります。農業生産性をいかに

高めるか。砂漠化の問題も含めて、研究の取り組みが求められております。 
最後の５番目はＢ、bio-diversity と ecosystem management のＢでございます。生

物多様性とエコシステムの管理です。人間のさまざまな活動の結果、今、生物の

多様性がかつてないほどの速さで失われています。熱帯雨林、マングローブ、海

の魚、珊瑚礁。減少傾向をストップして回復に向かわせる必要が出ています。も

ちろん、漁をなりわいとする漁業者の人々が魚を取り過ぎないでも済むようにす

る、そうした社会的な取り組みも求められてまいります。 
WEHAB、ウイハブ、この５つの分野は、我々が今持っている技術とリソースを

うまく組み合わせて取り組むことによって、目標達成は可能だと国連は考えてお

ります。そのためにヨハネスブルグ・サミットでは、各国政府が具体的な行動計

画を話し合い、合意文書をまとめる予定です。しかしその合意を実際の行動に当

てはめて世界に変化をもたらすのは、パートナーシップ。つまり政府と民間企業、

非営利組織、学者、関心を持つ一般市民の方々。そうした人々のパートナーシッ

プによる協同行動なのだとアナン事務総長は言っております。 
環境問題でスタートを切られたこのゼロ・エミッション・フォーラムに参加さ

れておられる企業の方々、自治体の方々、学者の方々、そして関心を持つ一般市

民の方々、市民団体の皆様、こうした方々が是非、地球環境と地球社会を真に持

続可能なものにすべく、先頭を切って邁進していっていただきたい。そんな願い

を持ちつつ、国連からの報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございま

した。（拍手） 
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質疑応答 
【質問】 ジュネーブに本拠地のあります WBCSD とグローバル・コンパクトの

現在の関係を教えていただきたい。 
 
【ドゥビー】  ご質問、ありがとうございます。WBCSD というのは、グローバ

ル・コンパクト創設に参加した組織の１つであります。ご質問いただいたおかげ

で、少し詳しくお話ができます。 
 アナン事務総長は、1999 年にダボスの世界経済フォーラムでグローバル・コン

パクトを提唱しました。このときは構想のみでした。そのときは、グローバル・

コンパクトを構想以上に広げていくという動きはなかったわけですが、多くの企

業の指導者がアナン事務総長に対して、これはぜひやらなくてはいけないと言っ

てきたのです。そこで、世界中の企業グループ、そして WBCSD のような組織、

それから ICC、そして大きな NGO、アムネスティー・インターナショナル、グリ

ーンピースなどが何度か会合を持ちまして、グローバル・コンパクト創設、そし

て今日の構造を話し合ったわけです。これは非常に価値あるインプットでありま

した。ニーズにこたえ、そしてリーダーシップを奨励するということが我々の世

界を変えるキーであるというふうに考えております。WBCSD はグローバル・コン

パクトの中のパートナーとなっています。創設期メンバーの組織すべてがそうで

あるように、パートナーであります。 
 
【質問】  途上国を見ますと、グローバル化が起きる前、人々は環境とバラン

スのとれた生活をしています。ところがグローバル化がやってくると問題が出て

きます。グローバル化によって私たちは持続可能な状態をつくりたいと願い、パ

ートナーシップをつくりたいと思っていますが、コントロールなしで企業が入れ

ば、むしろ問題が出てくるのではないか、解決にはならないのではないかと思い

ます。 
 
【ドゥビー】  質問というよりはステートメント、ご意見ではないかと思いま

すけれども、アナン事務総長の考えを見ますと、彼は企業に対して、さまざまな

価値観を自分たちの戦略的なビジョンの中に統合せよと言っているわけです。そ

して、人間的、社会的、環境的な価値を経済と同じようなもの、同等にしようと

しているわけです。こういったアプローチです。そして、このことは多くの企業

で見られるようになってきています。すべて、何が何でも収益というのではなく、

付加価値というものを見るようになってきています。私は実業界出身であります
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けれども、ビジネスは付加価値があってのみ生き残れるわけです。そうでなけれ

ば破綻してしまいます。問題はどのような付加価値であるべきかということです。

すべてのステークホルダー、利害関係者を見ますと、持続可能という言葉の意味

がわかります。日本企業の中には何十年も続いているものが多数あります。それ

らの会社について、一体何が秘訣なのか、なぜ持続可能だったのかと、いろいろ

研究されてきましたけれども、それは彼らが考えたからであります。全体的な地

域のことを考えたからです。収益は、付加価値の中の１つにすぎません。それが

アナン事務総長が世界じゅうの企業に提唱しようとしていることです。 
 
【高島】  一言付け加えさせていただきます。私が最初にグローバル・コンパ

クトという言葉を聞いた 1999 年。世界中で反グローバリゼーション、anti-
globalization movement の動きが高まっていました。シアトルの WTO、世界貿易機

関の閣僚会議で初めて反グローバリゼーションのデモがありました。そのとき以

来、「グローバリゼーションは本当に人類にとって良いものなのだろうか、それ

とも害悪をもたらすものなのだろうか」という議論が大変高まって、NGO の間に

はグローバリゼーションは決して人類にとってプラスのものではないという否定

的な見方が広まっていました。その時に、国連のアナン事務総長が、いや、グロ

ーバリゼーションは決して害をもたらしたりマイナスの効果をもたらしたりする

ものではなく、正しくマネージすれば、全人類にとってプラスになるものだと主

張したことを記憶しております。つまり、グローバリゼーションをいかにして人

間の顔を持った、全人類に役に立つものにしていくのか。そのことを考える１つ

の手段、ツールとして考えられたのが、企業の皆様に対するグローバル・コンパ

クトの呼びかけです。「環境でも、人権の問題でも、労働基準の問題でも、ぜひ

国際的に定められたさまざまなルールを守り、それをさらに高めるように、それ

ぞれが努力をしていただきたい。その努力をすることを国連との間で約束を交わ

していただきたい。そして、その努力の内容を毎年１回、どんなことをしたかと

いうことを報告していただきたい」というグローバル・コンパクトのコンセプト

です。つまり、そういうプラクティスを続けるうちに、その考え方が世界じゅう

に広まって行く。そうなれば「企業はグローバリゼーションの悪役」という考え

方ではなく、「企業が、グローバリゼーションを全人類に役に立つ、人間の顔を

したものに昇華させて行く」という考え方が広まって行くはずだ。そうした思い

が基礎にあったように思います。 


