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2020年の最大の教訓の1つは、急速な進化の時代には、団結すれば力を発揮
できるということです。ULはお客様と協力し、規制当局と連携しながら、重要
な医療および安全に関するソリューションを世界中の市場、病院、臨時医療施
設、小売業者に迅速に提供することに貢献しました。リモートによる監査など
のデジタルソリューションを開発し、リスクを軽減しながら、業務を遂行しまし
た。変化し続ける世界において、お客様から信頼される忠実なパートナーであ
り続けました。 

進化
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ULの進化は、パンデミックを超えて、人間
として、そして企業としてのコアバリューにま
で及んでいます。ULは社会正義や公平性、
環境問題を社内および地域社会でサポー
トする方法を継続して向上させました。私
たちは、今後も新しい課題や成功が待って
いることを理解しています。様変わりした
時代において、ULはお客様と連携して安全
性、セキュリティ、サステナビリティを向上さ
せながら、引き続きイノベーションを助長し
てプラスの変化を促進し、ともに信頼性を
高めてまいります。 

No
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従業員、お客様、 
ステークホルダーの皆様に 
お礼を申し上げます
すべてのUL従業員に、本年度の優れた実績に対してお礼を申し
上げます。お客様の変わらぬご愛顧に感謝申し上げます。ステ
ークホルダーの皆様には、ULのミッション遂行のためにご支援
およびご尽力いただきました。ここにお礼を申し上げます。 

パンデミック発生の当初から、UL
は 現 場 でお 客 様 を支 援してきま
した。お客様のニーズを満たすた
め、ULが業務を迅速に調整できた
ことを私は誇らしく思っています。 

ULが行った活動のインパクトは非常に大
きく、すべてを詳しく列挙することはでき
ませんが、以下にそのハイライトを紹介し
ます。

• 人工呼吸器や集中治療向け製品の安
全性を確保するため、医療機器メー 
カーをサポートしました。

• 医療施設で機器の殺菌に使用する紫
外線殺菌装置を認証しました。

• 病院や介護施設向けの新しい新型コ
ロナウイルスろ過システムの試験と認
証を迅速に行いました。

• バーチャルでの食品安全監査手法を
開発し、食料品店やレストランの食品
供給の安全性を強化しました。 

• ラボグレードの冷蔵機器メーカーと連
携し、生物学的製剤を処理し、ワクチ
ン開発を進めるために摂氏マイナス70
度の貯蔵システムを認証しました。

• UL Verified Healthy Buildingマーク
を推進し、実証済みの室内環境品質
（IEQ）試験および検証を提供し、企
業が従 業 員に安心 感を提供しなが
ら、安全に業務を継続できるように支
援しました。

• 広範なビジネスコミュニティにおいて
従業員が安全にオフィスに戻ること
ができるように支援するため、安全
性、環境、公衆衛生対策に関する一連
の業界ベストプラクティスをまとめた
「Start Safe Playbook」を作成し、配
布しました。

新型コロナウイルスとUL

2020年、全世界を麻痺させた致死性の微小病原体は、ビジネス活動
を停止させ、従来の日常生活を制限し、多くの人命そして生計手段を奪
いました。新型コロナウイルスの世界的流行は、この100年間で最大の
健康および経済危機であり、私たちの生活、仕事、余暇の過ごし方を
今もなお変化させ続けています。 

ULの業務は必要不可欠なものであり、従業員の献身のおかげで、UL
は業務を停止することはありませんでした。「必要不可欠」であるため
のULの取り組みには、一連の責任が伴います。医療従事者や患者、消
防署や警察署、エネルギー供給網、公共サービスの安全のために、UL
は必要不可欠な役割を果たしています。ULは、グローバルサプライチ
ェーンの安全のために、必要不可欠な役割を果たしています。ULマー

クは、お客様の製品およびサービスの信頼性を促進し、世界中の消費
者に安心感を提供しています。ウイルスに対抗する方法が不確かで、相
反する議論さえある中で、安全性および安全科学はかつてないほど重
要になっています。 

ULの従業員は安全というミッションを堅持し、一丸となってパンデミ
ックという巨大な課題に立ち向かいました。ULは、勤務スケジュール
や勤務場所を調整し、ラボやフィールドサービスが業務を継続できる
ようにしました。また、サービス提供の革新的な方法を開発し、お客様
が必要不可欠なビジネスを継続し、新製品を迅速に市場に投入できる
ようにしました。
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https://www.ul.com/expand#1615240112
https://www.ul.com/transform#1615228013
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https://www.ul.com/transform#1615228013


ULの戦略と目標

126年の歴史を持つ企業として、ULはその伝統に誇りを持つだ
けでなく、ULが次の世紀にわたって引き続き繁栄できるよう、
お客様および従業員に対する責任も果たしてまいります。この
ため、ULはパンデミックが始まった際には、すでに戦略の見直
しに着手していました。 

私たちは選択を行い、前進し続けました。私たちは、この危機
を無駄にしてはならないという決意を持っていました。この低
迷期からより強くなって復活し、ULのポートフォリオの重点領
域を絞り、専門家としての存在感を維持するために進化する必
要がありました。ULでは、その進化を「アルファ戦略」と呼んで
います。調査や分析を行った結果、ULは卓越したコア機能を有
しており、お客様が直面している現代の安全性の課題をお客様
と連携して解決することで、お客様にとってのULの価値を拡大
できる、大きな可能性を秘めていることが確認されています。 

ULでは、火災、電気、エネルギーの安全性など、安全科学にお
けるコア機能が最重要資産であると考えています。コア機能は
ULの最大の競争優位性であり、90,000社ものULのお客様の
大半は、これによってULを知るようになったのです。 

ULのコア機能はまた、新規市場や魅力的な隣接市場に進出す
るための基盤を提供します。世界がますます相互につながる中
で、ULはお客様と連携して、お客様がULのサポートを必要とす
る新しいリスクに対処するためのソリューションを提供してい
きます。 

ULのアルファ戦略の最優先事項は、私たちが目指す姿を明確
に示した「目標」です。「お客様にとって最も信頼できる、科

学に基づいた安全性、セキュリティ、サステナビリティにおけ
るパートナーとなる。」 

ULの目標は、世界をより安全な場所にするというミッション
に基づいています。わたしたちのミッションの対象はお客様で
す。お客様は、コンポーネント、製品、システム、アセット間の
相互作用に関する理解を深め、これに対処し、より安全なソリ
ューションを生み出すために、ULのサポートを必要としていま
す。お客様は、科学と技術に関するULの専門知識をこれまで
以上に求めています。また、イノベーションにおける最大の課題
を解決してくれるパートナーを求めています。 

ULの目標において同様に重要なのは、自分のパフォーマンス
に誇りを持ち、それを見事に発揮する従業員です。ある従業員
は、メールで次のように述べていました。「私たちは、世界をよ
り安全にするというULのミッションを実際に実行しています。
これが、危機を乗り越えるための青写真であるのなら、私たち
は、卓越した真の姿を示していることになります。」

ULの目標は、すべての事業においてリーダーシップを発揮し、
継続的な成長と優れた経営を通して最高クラスの利益をステ
ークホルダーに提供することで完結します。 

パンデミックとそれに伴う経済危機に加えて、2020年には、長
年にわたる人種および社会的不公正に対する抗議が全米に
広がり、誰にとっても困難な年となりました。ULでは、世界中
の全従業員に対し、互いに意見を交換するよう呼びかけたと
ころ、およそ1,000名の従業員がインクルージョンに関する話
し合いに参加しました。私たちは、同僚の多くが生涯を通じて
経験してきた不正義に対して抱いている感情に耳を傾け、熟考
しました。このようなインクルージョンに関する話し合いをも

とに、ULは「ULダイバーシティ+インクルージョン」アクティベ
ーションプランを策定し、行動に移すことを確約しました。UL
は、すべての従業員の貢献が認められ、報われ、すべての従業
員が学び、成長できる、身体的および心理的に安全な職場を
提供することに尽力しています。 

結論 

要約すると、2020年、数多くの課題があったにもかかわら
ず、ULはサービスの提供方法を向上する新しいイノベーション
を実現し、コストを管理し、業界をリードする数多くのサービ
スで市場シェアを獲得することで、収益の増大を達成しまし
た。さらに、ULは、アルファ戦略を強化するために経営モデル
を精査し、進化し続けました。 

私は、世界で最も重要な組織の1つであるULを率いることがで
きることを大変な栄誉であると感じています。ULのミッション
と事業は有意義なものです。私たちはミッションを日々体現し
ています。 

ULは、目標達成のために進化しています。ご期待ください。

ジェニファー・スカンロン
代名詞：she、her、hers
UL Inc. 社長兼CEO（最高経営責任者）
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ノースカロライナ州のリサーチ・
トライアングル・パークにスモー
ルアプライアンスパフォーマン
ス試験ラボを設立 

メキシコ進出25周年 

イノベー ター の インド
お よ び 世 界 市 場 へ の
進出をサポートするIoT 
Center of Excellenceを
設立 

新型コロナウイ
ルス対策のため
の「Start Safe 
Playbook」を発
行

お客様および従業員を安全にサ
ポートするため、デジタルおよび
リモートサービスに移行 

NFPA 1851試験用の化学および生物学ラボを新
設。汚染化学物質への長時間暴露から第一対応
者を保護する取り組みを支援

イリノイ州のノー
スブルックにあ
るHVACR試験ラ
ボの600万米ド
ル規模の改修工
事を完了

シリコンバレー 
5G試 験 施 設を
拡張 

欧州におけるコンシュ
ーマーテクノロジー向
け主要ラボである、ポ
ーランドのワルシャワ
ラボおよび施設を大幅
に拡大

アブダビに光ファイバ
ー試験および調査ラ
ボを開設

拡大しつつあるPV（太
陽光）業界をサポート
するため、インドに試
験施設を新設 

中国進出
40周年 

カナダ進出
100周年 

電気自動車の充電安全性を推
進するため、フランクフルトラ
ボを拡大 

UL Verified Healthy 
Buildingsプログラ
ムを開始 

ISAグローバルセキ
ュリティアライアン
スに参加

中国の常州で電気自動
車バッテリー試験およ
び検査ラボを開設 

上海CRS施設およびラ
ボを4,828平方メートル
拡大

日本の伊勢市に大型
モビリティ試験棟を
開設 

カナダで
「Great Place 
to Work」 
認証を取得 

SPIRE™スマートビルデ
ィング評価プログラム
を開始 

一年の総括
1月～6月 7月～12月

2020
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変化し続ける世界で 
お客様のニーズに 
応える 
イノベーションを加速する 

あらゆる業界は、イノベーションによって活力
を得ています。ULは安全科学のグローバルリ
ーダーとして、お客様があらゆる可能性を探
り、自信を持って新製品を市場に投入できる
ように支援するため、独自の地位を確立して
います。 

実績
実績



超小型モビリティの安全性強化
パナソニックは、GXOおよびGXLモデル、BEP-NUA251F、BEP-NUA252Fシリーズ
において、電動自転車の電気系統に対する規格であるUL 2849に基づく認証を受
けた初の企業です。UL 2849規格は、リチウムイオン電池の熱暴走や感電など、電
動自転車システムの火災や爆発のリスクを最小限に抑えることを目的としていま
す。この認証により、ULはイノベーターがより安全かつ持続可能な電動モビリティ
製品を迅速に市場に投入できるように引き続き支援します。 

歴史的な安全第一の概念を達成

火災リスクの低減
自動検知および警報機、排煙システム、水抑制、避雷
針、防火ドアなどの防火システムにはすべて、メンテナ
ンスおよび定期点検に関する特定の要件があります。
建築物の所有者や管理者が、これらの重要なタスクす
べてを正確に把握し管理するのは困難な場合がありま
す。ULのソフトウェアプラットフォームであるUL Built 
InForm™を使用すると、火災などの安全上のリスクから
居住者を積極的に保護することが容易になります。UL
は、グレンフェル・タワー火災を受け、このソリューショ
ンを開発しました。この火災は依然として調査中であ
り、より包括的な建築物管理ソリューションの必要性
を浮き彫りにしました。 
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https://www.UL.com/news/panasonic-receives-ul%27s-first-e-bike-electrical-system-safety-certification
https://www.ul.com/resources/apps/built-inform-software-building-safety-and-governance


歴史的な安全第一の概念を達成

革新的なエネルギーオプション
双方向充電器は、EVを充電すると同時に、電力網に電力を還元することが
できます。この技術により、EVオーナーは駐車中に電力網の安定化に貢献し
ながら、収入を得ることができます。Fermata Energyの双方向電気自動車充
電システムは、UL 9741「双方向電気自動車（EV）充電システム機器の規格」
に基づいた世界初の認証を受けました。 

コードレスEV充電 
Lumen Groupは、ULのエンジニアやラボ技術者と協力し、ワイヤレス電力伝送充電装置の安全性と性
能向上に向けて、世界規模で取り組みました。この技術を使用すると、電気自動車（EV）を指定の場所
に駐車するだけで、コードや直接接触を必要とすることなく、EVを充電できます。この革新的な発明に
より、ドライブスルーや料金所、信号待ちなど、あらゆる場所で停止中のEVを充電するといった、さらな
るイノベーションが可能になります。Lumen Freedomワイヤレス電力伝送システムは、UL 2750「電気
自動車向けワイヤレス給電器の評価アウトライン」に基づく初の認証を受けました。 
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https://www.UL.com/news/lumen-group-receives-ul%27s-first-wireless-electric-vehicle-charging-certification
https://www.UL.com/news/fermata-energy-receives-first-ul-certification-vehicle-grid-electric-vehicle-charging-system


モバイル決済セキュリ
ティの強化
モ バイル 決 済 ソリュー ション の た め
の 安 全 な 個 人 認 証 プ ロ バ イダ ーで 
あるMYPINPADは、Payment Card Industry 
（PCI）Security Standards Council の 
Contactless Payments on COTS（CPoC™）
に基づいて認証を受けた世界初の企業で
す。これは、MYPINPAD SoftPOSが、決済
プロセスを確実に保護するための主要な
セキュリティ要件を満たしていることを意
味します。この認証により、ULは、従来の
クレジットカード端末や外付けハードウェ
アを使用せず、スマートフォンやタブレッ
トで非接触型取引が可能となった加盟店
に、新たな顧客体験と経済的機会を提供
します。 

「当社は、ULとのコラボレーションに胸を躍らせています。ULは
決済業界における豊富な経験を活かして、MYPINPADがパートナ
ーと顧客の両方において信頼を確立するために支援してくれまし
た。また、カード決済取引スキームを一変させる可能性のある革
新的な技術の大幅な導入に向けた道も切り開いてくれました。」 

	— MYPINPAD、会長兼創業者、Justin	Pike氏

コネクテッドホームの保護
GE Appliancesは、消費者向けIoT（Internet of Things）製品のセキ
ュリティ検証・ラベリングソリューションであるULのIoTセキュリティ
レーティングアセスメントに基づいてコネクテッド製品を試験した
世界初の家電ブランドです。製品ラベルに分かりやすい評価システ
ムを使用することで、製造者や開発者は製品のセキュリティ機能を
明確に伝えることができ、消費者は十分な情報を得たうえで購入を
決定することができます。 

新しいコネクテッド業界で 
セキュリティを強化

10  

実績

https://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/ul-announces-ge-appliances-first-household-appliance-brand-test-connected-devices-new-iot


将来のサステナビリティへの挑戦	

責任のあるイノベーション 
HPでは、革新的な製品に持続可能な材料を使用することに重点をおいてい
ると同時に、十分なサービスを受けていない地域社会に対して優れた経済
的機会を創造しています。HPは、UL 2809「再生材料の環境に関する主張の
検証手順（ECVP）」規格に基づいた認証を受けた初の企業です。この規格
には現在、社会的責任に関する手続きの監査も含まれています。HPは、再生
オーシャンバウンド・プラスチックを含有するレジン5種について、ULによる
再生材料の認証を受けました。 

海洋汚染の軽減
毎年、1,100万メートルトン以上のプラスチックが海洋に流れ込んで
おり、Ocean ConservancyおよびPew Research Centerによると、
この数字は2040年までに3倍に増大すると予想されています。ULと
OceanCycleは連携して、海洋に流れ込む前にプラスチックごみを回
収し、リサイクルする活動をサポートすることで、海洋プラスチックご
みの削減に取り組んでいます。これらの材料の使用に対する、製造
者や購入者の信頼を構築するため、この2社は連携して、市場アクセス
を拡大し、再生プラスチックの規格に対する認知度を高めています。 

「HPでは、環境に良いことは、ビ
ジネスや社会にとっても良いこと
であると考えます。当社では、再
生材料に関するコンテンツを市
場に出す際に、第三機関による
検証が重要であることを認識し
ています。ULの再生材料に関す
る規格に対する検証を受けたこ
とは、プラスチック収集コミュニ
ティにプラスの社会的影響をも
たらしながら、確実かつ透明性
の高い循環型経済への移行を確
実にするのに役 立ちました。」 

	— HP	 Inc.、サステナビリティおよび
ソーシャルインパクト最高責任
者、Ellen	Jackowski氏	
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https://www.UL.com/news/ul-and-oceancycle-collaborate-strengthen-ocean-bound-plastics-standards-and-markethttps://www.UL.com/news/mypinpad-receives-world%27s-first-certification-contactless-card-payments-mobile-devices
https://www.UL.com/news/hp-receives-first-recycled-content-validation-ocean-bound-plastics-ul


将来のサステナビリティへの挑戦	

安全上のリスクを管理する
ULフィールドエバリュエーションは、全米で事業を展開しているウェルネス小
売業者がサステナビリティの目標を達成し、従業員および職場の安全上のリ
スクを管理する取り組みを支援しました。この小売業者はエネルギー管理シ
ステム（EMS）を導入し、サステナビリティおよびコスト管理の活動に役立て
ています。機器のコンプライアンスを確保するため、この小売業者はULと提
携し、NECの要求事項に基づいて、オンサイトとバーチャルの両方でEMSの
安全評価を実施しました。 

「フィールドエンジニアにとって、
ビジネスリソースグループの最大
のメリットの1つは、物理的な距離
を超えてスタッフが連携し、企業
全体でコミュニティ意識や帰属意
識を構築できるという点です。」 

	— ULフィールドオペレーション担当
プログラム/プロジェクトマネージ
ャー、Sherrie	Matterness

ULサービスを向上する 
ULでは、すべての業務でお客様を中心に据えています。私たち
は、お客様のニーズを理解し、ULとのやり取りをできるだけシー
ムレスにしていただけるよう取り組んでいます。お客様からのフ
ィードバックに応えて、ULフォローアップサービスプログラムが
向上され、お客様とやり取りする方法を合理化するための複数
のプログラムが開始されました。エンハンスト・パートナーシッ
プ・モデルでは、お客様に向けて予測可能で簡素化された請求
手続きを導入し、ULサービスの今後の向上を可能にします。UL
のField Servicesアプリでは、お客様は操作が簡単なeコマース
ソリューションを利用して、容易にラベルを購入したり再注文す
ることができます。 
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将来のサステナビリティへの挑戦	

新たな可能性をサポートする 
国連のSDGsに向けた取り組みの一環として、ULでは、世界の最貧国に安
全かつ環境に優しい照明を提供する非営利団体Watts of Loveが開発し
た再生可能な太陽光発電ライトに対し、無償での認証と資金を提供しま
した。Watts of Love太陽光発電ライトでは、光源として危険で有害な灯
油を使用する必要がなく、これを使用するすべての人およびその家族の
健康と幸福を向上させます。各ライトを配布する際には、このライトによ
って節約される灯油の費用（家計の15%以上）を持続可能な収入に転換
する方法について参加者に説明する、財務能力プログラムが合わせて実
施されます。 

サステナビリティに向けたULの取り組み 
ULは、世界をより安全で持続可能にするというミッションをお客様やステークホルダ
ーの皆様と共有しています。ULは国連グローバル・コンパクトに加盟しており、ビジネ
スを行うにあたっては、地球、人類とその繁栄のサステナビリティを優先し、お客様や
ステークホルダーの皆様にとってプラスとなることを達成しようとするアプローチを維持
しています。 

ULでは、「2020サステナビリティレポート」でサステナビリテ
ィのための戦略と取り組みについて詳しく説明しています。 

目標3 
すべての人に健康と福祉を—あらゆる年齢のすべての人々の健康的
な生活を確保し、福祉を促進する

目標11 
住み続けられるまちづくりを—包摂的で安全かつ強靱（レジリエン
ト）で持続可能な都市および人間居住を実現する

目標12 
つくる責任つかう責任—持続可能な消費生産形態を確保する

ULの提供するソリューションがお客様のサステナビリティ目標をサポートすること
で、ULは国連の持続可能な開発目標（SDGs）すべての達成を推進しています。ULは、事
業や社内のサステナビリティイニシアティブを通して、以下のSDGsに注力しています。 
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http://www.wattsoflove.org/
https://ul.com/sustainability-report
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Fppkzr4x55k&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178429941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=R94OAYSGUzw4j0rPps%2FNED89F%2Bpn3Xjjavl%2Fyf7ztCU%3D&reserved=0


ULのミッションを 
体現する：より安全な
世界を目指して 
課題に対処し、プラスの変化を促進する 

2020年、世界は科学のスピードで転換する必要に
迫られました。ULでは、パンデミックが始まる前か
ら業務戦略を見直すための取り組みを開始してい
ました。ULは安全科学の専門知識を活用し、お客
様やステークホルダーの皆様と連携することで、新
型コロナウイルスとの世界的な闘いで重要な役割
を果たすことができました。 

ULは、医療機器、設備、必需品の安全試験および認証を迅速化す
ることでお客様を支援し、バーチャル監査プロセスを開発したほ
か、適切なタイミングで企業が業務を安全に再開できるようにサポ
ートしました。ULはまた、偏見や不正義に対処する取り組みとして、
インクルージョンに関する話し合いの場を世界中で設け、個々の体
験を共有し、測定可能な新しい取り組みを策定して、ULおよびコミ
ュニティでより公平な未来を創造する働きかけを行いました。

変	 革
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2020年、ULはお客様とともに
重要な役割を果たしました。
多くのお客様が、コロナウイルスとの闘いで非常に重要
な役割を果たしています。この重要な業務をサポートす
るためのパートナーとしてお客様に選ばれたことに、UL
は誇りを持っています。この動画では、その一部を紹介
しています。
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Fw2d1dui6k5&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178429941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2BuCCh%2FO3YkCYFFkO4BDV%2F9B1Qhv%2BNeYp1EusAgpZOC4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Fw2d1dui6k5&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178429941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2BuCCh%2FO3YkCYFFkO4BDV%2F9B1Qhv%2BNeYp1EusAgpZOC4%3D&reserved=0


お客様のイノベーションを 
サポートする 
新型コロナウイルス検査を容易にすることが、ウイルスの蔓延を
制御するために不可欠です。ULのお客様であるDnaNudgeは、
ラボ環境の外部でわずか1時間でウイルスの有無を確認可能な
革新的な個人向け新型コロナウイルス検査ソリューションを開
発しました。英国、ポーランド、デンマークのULチームメンバー
が国境や部門を超えて連携し、この画期的なソリューションに
対する適切な試験手順を迅速に開発し、実施しました。画期的
なテクノロジーの安全性を評価するULの能力が、お客様の成功
に大きく貢献しました。 

お客様と連携して、新型コロナウイルスを克服する	

「このチームのおかげで、必要
不可欠な製造ラインの稼働
を継続できました。ULが迅速
に試験を完了していなければ、
お客様は製造を停止しなけれ
ばならなかったでしょう。」

	— ULライフサイエンス/ヘル	
スサイエンス担当エンジニ	
アリン グ マ ネー ジャー 、	
Paul	Hilgeman

安全科学における 
専門知識を活用する 
広範囲にわたるサプライチェーンの不足により、医
療機器および設備の構成が変更を余儀なくされま
した。ULのチームはこれらの製品を市場に投入す
るために必要な認証プロセスを迅速化しました。
これにより、臨時緊急医療施設、病院、緊急医療
センター、医療従事者が、生命を救うために必要な
テクノロジーを利用できるようになりました。サプ
ライチェーンの問題に対してULが迅速に対応でき
たことで、お客様は多大な損失が生じる製造停止
を回避できました。 
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お客様と連携して、新型コロナウイルスを克服する	

2メートル/ 
6フィート

品質の確約を実証する 
パンデミックの最中も、一部の必要不可欠なプロセスは停止できま
せん。ULでは、監査官がライブストリームビデオを使用して、業務の
詳細を審査することで、リモートでの監査および検査を可能にするプ
ロセスを開発することを優先させました。ULのフィールドエンジニア
はまた、リモートでの検査を実施し、製造業のお客様が需要に対応
し、多大な損失を生じる生産停止を回避できるように支援しました。

ULの専門知識を共有する
ULは世界規模で事業を展開しており、従業員の健康と安全を確保しながら、経
済を再開することの複雑さを理解しています。世界中の同僚が職場におけるニュ
ーノーマルを受け入れやすくするため、ULは会社全体の専門知識と、主要医療組
織からのガイダンスをまとめた「Start Safe Playbook」を作成しました。このプレ
イブックは、世界中のUL施設で職場に戻る際に活用されたベストプラクティスを
詳述しており、他の企業が独自の安全性ポリシーおよび手続きを策定する際の指
針となることを意図しています。 
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https://collateral-library-production.s3.amazonaws.com/uploads/asset_file/attachment/27900/UL_Start_Safe_Playbook.pdf


お客様と連携して、新型コロナウイルスを克服する	

公衆安全を確保する 
パンデミックの発生から数か月が経った頃、ULの照
明チームは、ポータブルのハンドヘルド除菌バー、ボッ
クス、除菌用バルブなど、自宅、レストラン、学校で使
用できる深紫外線UVCを用いた殺菌機器について製
造者から問い合わせを受けるようになりました。この
ような機器は、UVCが適切に格納されていない場合、
健康リスクを生じる可能性があるという懸念が生まれ
ました。ULはAmerican Lighting Association（ALA）
およびNational Electrical Manufacturers Association 
（NEMA）と連携して、UVC技術とその使用について消
費者が知るべき内容を概説した、方針説明書を作成し
ました。 
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ダイバーシティとインクルージョン 
ダイバーシティとインクルージョンは、「より安全な世界を目
指して」というULのミッションにおいて、不可欠な要素です。 
2020年、社会正義を求める運動が拡大する最中、ULは世界中
の従業員が意見、疑問点、懸念を同僚とオープンに共有するた
めの機会を設けました。 

ULはまた、これを受けて、企業内の公正さを確立するために使
用するブループリントである、ULダイバーシティおよびインクル
ージョンアクティベーションプランを策定しました。ULは「ダイバ
ーシティおよびインクルージョン」レポートの初版で、よりインク
ルーシブなULを構築するための意図的なステップに取り組むこ
とを公にしています。  

ULには現在、世界中の2,500名以上が参加する7つの 
ビジネスリソースグループ（BRG）が設置されています。 
すべての従業員が、どのBRGにも自由に参加できます。 

• Black BRG

• Military BRG

• PRIDE UL BRG

• UL Latino BRG

• UL Parents BRG

• UL Parents BRG

• Young Professionals BRG
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https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1610745520
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1611077540
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report


お客様のニーズに 
合わせて、専門知識や 
施設を拡大する 
チャンスを見出し、成長をサポートする 

お客様は、最大の課題を解決するためにクリエイテ
ィブな方法で支援することをULに期待しており、こ
れを迅速かつ効率的に行うことを必要としていま
す。これを実現するため、ULはイノベーションの展
望に加え、お客様の将来のニーズをサポートするた
めに必要なものを理解するために取り組んでいま
す。ULは、お客様のイノベーションに歩調を合わせ
ながら、科学を前提とするという確約に常に忠実に
従っています。 

 拡大
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イノベーションのニーズに対応する 
自動車業界では、今まさにパラダイムシフトが起きています。接続性、相互運用性、透明性、安全性に対す
る消費者の期待が増す中、電気自動車や自動運転車の急速な進歩により、製造者はブランドの信頼を構
築及び維持しながら、イノベーションを加速させる必要に迫られています。この結果、日本の自動車市場に
おいてEMC試験の需要が継続的に増加しています。この市場ニーズに対処するため、ULは鹿島EMC試験所
を拡張して、変革期にある自動車業界をサポートしています。鹿島EMC試験所の拡張により、ULは電動化
された自動車の高電圧部品に対するEMC試験を実行する能力を追加できたほか、OEMで指定される耐久
性および環境に関する試験にも対応することができるようになりました。 

新規テクノロジーの育成 
Thunderbolt™ 4は、データ転送、ディスプレイ出力、電力
供給に対応した次世代の接続性ソリューションです。ULは
Thunderbolt 4ホスト製品の認証試験を実施する認可を取
得しました。これにより製造者およびブランド所有者が関連
する相互運用性の要件を満たし、市場におけるコンプライ
アンスに準拠する支援を行うことが可能になりました。 
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https://www.ul.com/news/uls-taiwan-laboratory-approved-thunderbolt-4-host-product-certification-testing


IoTの卓越性をサポートする
インドのベンガルールにある新しいIoT Center of 
Excellenceは、お客様のビジネスニーズに合わせた
ULの専門知識を提供することで、コネクテッドデバ
イス業界のコンプライアンスと市場アクセスの複雑
な課題に対処する製品イノベーターを支援していま
す。お客様は、コンポーネントや製品サイクル全体
にわたる相互運用性に関するUL専門家のIoT専門
知識を活用できます。これは、グローバルな市場で
法令に準拠した製品を提供するために役立ちます。
ラボには12,000平方フィートのスペースが追加され
ており、さらなる拡張が可能です。 

サプライチェーンのセキュリティを 
確保する 
ULのサプライヤー・サイバートラストレベルは、企業がサプライヤーのセ
キュリティ対策の信頼性に注力し、サプライチェーンのサイバーセキュリ
ティのリスクを最小限に抑えることを支援するソリューションです。この
業界初のソリューションは、ソフトウェアおよびハードウェアの開発ライ
フサイクル、ホストされるシステム、情報管理システム、第三者機関管理
など、複数の信頼性カテゴリを分析します。その結果、サプライヤーのセ
キュリティ対策の信頼性を明確に見通すことが可能となり、企業はこれ
を使用して、サプライチェーンやデジタル経済のセキュリティ強化を進め
ることができます。 
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https://www.ul.com/news/ul-launches-iot-center-excellence-help-innovators-access-india-and-global-markets
https://www.ul.com/news/ul-announces-industry-first-comprehensive-supply-chain-cybersecurity-solution


デジタルソリューションの構築 
シリコンバレーにあるULの拡張された電磁両立性（EMC）およびワイヤレ
ス試験ラボは、現在、北米最大の5G試験施設の1つとなっています。数百万
ドル規模の拡張により、既存の施設に39,000平方フィートの建物が追加さ
れ、この施設の敷地面積は合計178,900平方フィートに及んでいます。このラ
ボは、5Gワイヤレス試験および認証サービスに対する増大する需要に対処
し、新興企業、中小企業、大企業に最新テクノロジーと包括的なサービスソ
リューションへのアクセスを提供しています。これには、世界中の市場規制要
件を満たすための認証も含まれます。 
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https://www.ul.com/services/5g-compliance-testing


Verified Healthy Buildings 
Irvine Companyは、Verified Healthy Buildingsとして職場コミュニティが認証された米国初の企
業です。ULのVerified Healthy Buildingsプログラムでは、室内の空気、水、環境品質の包括的な試
験により、建築物の所有者および管理者が、より安全かつ健全な室内環境の維持のために取り組
んでいることを訴求できます。Irvine Companyは、海岸線にある企業のカリフォルニアおよびシカ
ゴのポートフォリオ全体にわたり、2,500万平方フィートのオフィススペースでUL Verified Healthy 
Buildingsマークを獲得しました。 

お客様のイノベーションを 
促進する  
UL独自のモデリングおよびシミュレーションベースのサービ
スでは、お客様は認証プロセスのサポートのためにデジタ
ルモデリングツールを活用できます。このサービスは、製品
に関するより詳細な洞察を提供し、より革新的な設計、市
場投入時間の短縮に役立ちます。このモデリングおよびシ
ミュレーションサービスではまた、ULの長年にわたるモデル
確認および検証の慣行が活用されています。ULの厳格なプ
ロセスにより、計算モデルの信頼性が確立され、自信を持
って意思決定を行うことができるようになります。 

「ULは信頼されるパートナーと
して、イノベーションをより迅
速 か つ 効 率 的 に 、さら に 安
全に市 場に投 入できるように
お 客 様 を 支 援して います。」	

	— UL予測モデリングおよびアナリ
ティクスチーム担当マネージャ
ー、Mahmood	Tabaddor

「この 検 証プ ロセスにより、I r v i n e 
Companyの健全な作業環境を提供する
という取り組みが強化されます。クラス
最高のプロバイダーと連携して、実証済
みの室内環境品質について安心感を提
供することで、当社の顧客は自信を持
って、適切なタイミングでチームを職場
に戻すことに注力することができます。」 

	— Irvine	Company	Office	Industry	
Association、上級副社長、	
Mike	Bennett氏
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https://www.ul.com/services/verified-healthy-buildings
https://www.ul.com/about/global-impact-reports/annual-report/expand#1615240112
https://www.ul.com/news/uls-modeling-and-simulation-services-certification-advance-product-safety-industrial


経営チーム ULの経営チームは、すべてのお客様、ステークホルダーの皆様、従業員に優れたエクスペ
リエンスを提供するために取り組んでいます。経営チームのメンバーの拠点はグローバル
に広がっており、その豊富な経験と「より安全な世界のために」取り組むというミッション
実現に向けた熱意は、優れたイノベーションを促進し、お客様と連携しながら、すべての人
にとって、より安全で持続可能、かつ公正な未来を創造するため、引き続き私たちにインス
ピレーションを与えています。 

Linda Chapin
Executive Vice President 
and Chief Human 
Resources Officer

UL Inc.社長兼CEO（最高経営責任者）、ジェニファー・スカンロン

Jason Fischer
Executive Vice 
President and 
President, Enterprise 
and Advisory

Jackie McLaughlin
Executive Vice 
President and Chief 
Legal Officer

Ryan Robinson
Executive Vice 
President and Chief 
Financial Officer

Lynn Hancock
Executive Vice 
President and Chief 
Transformation Officer

Sajeev Jesudas
Executive Vice 
President and Chief 
Commercial Officer

Gitte Schjøtz
Executive Vice President 
and Chief Technical and 
Operations Officer

Weifang Zhou
Executive Vice President 
and President, TIC

経営チーム
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https://www.ul.com/about/leadership
https://www.ul.com/about/leadership


Ghislain Devouge
Senior Vice President, 
TIC Consumer

Jeff Smidt
Senior Vice President, 
TIC Industrial

Konrad Pienaar
Senior Vice President, 
Accounting and Financial 
Reporting

Upayan Sangupta
Senior Vice President, 
Field Engineering Services

Mette Pedersen
Senior Vice President, 
Labs and Operations

Alberto Uggetti
Senior Vice President, 
Global and Strategic 
Accounts

Senior leadership

Tom Blewitt
Senior Vice Presidentand 
Chief Scientist

Morten Claudi Lassen
Vice President,  
Europe region

Karriem Shakoor
Senior Vice President 
and Chief Information 
Officer

Dominick Danessa
Head of Operational 
Excellence and Innovation

Erik Palm
Senior Vice President, 
Corporate Finance

Sreelatha 
Surendranathan
Chief Digital Officer

Todd Denison
Senior Vice President, 
Americas region

Kathy Seegebrecht
Senior Vice President and 
Chief Marketing Officer
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ULの名称およびロゴはUL LLCの商標です。© 2021。
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