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MICHAEL DELLからのメッセージ

私たちが作るのは未来である
デル・テクノロジーズが見据えているのは、人類の進歩
を後押しし、あらゆる人々のビジネスや社会的活動に
影響を与える未来です。当社はイノベーション、パート
ナーシップ、テクノロジーの促進によって人々をさまざま
な機会に結び付け、環境に与える影響を減らし、信
頼を築いています。

18年連続
Human Rights Campaign Foundationの
Corporate Equality Indexで満点の評価を 
獲得

お客様とパートナー様のご協力のおかげで、この1年は
Dellの歴史の中でも最高の1年になりました。環境、社
会、ガバナンス(ESG)対策への重点的な取り組みによ
り、ビジネス目標を達成しながら、当社の全ステークホ
ルダーにとってプラスの結果をもたらすことができました。

このレポートでは、2030年の目標達成に向けた当社
の意欲的な取り組みの進行状況を、詳しく紹介して
いきます。取り組むべきことはたくさんありますが、当社
はイノベーションの精神とパーパス ドリブンの文化を活
かしてそうした課題に対処しており、特に以下のような
点を誇りに思っています。

• Business Roundtableおよび米国情報技術工業協
議会の他のメンバーとともに、パリ協定への再加盟を
支持しました。

• 温室効果ガス(GHG)排出量のネット ゼロを達成
するという当社のコミットメントを、2050年までにバ
リュー チェーン全体にわたって達成する予定です。 

• Ethisphere®によってデル・テクノロジーズが10度目の
World's Most Ethical Companies®に選出されま 
した。

• さらにHuman Rights Campaign Foundationの
Corporate Equality Indexでは、18年連続で満点の
評価を獲得し、Best Places to Work for LGBTQ+ 
Equalityに認定されています。

しかし、当社の取り組みは、ここでとどまることはありま
せん。当社は人の持つインスピレーションとテクノロジー
のイノベーションという2つのエンジンによって、地球とそ
こに暮らすあらゆる人々に好影響をもたらすことに、重
点を置いて取り組んでいます。 

このレポートで当社の取り組みの進行状況や活動目
的をお伝えできることを、嬉しく思います。

Michael Dell
デル・テクノロジーズ 
会長兼CEO
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「環境、社会、ガバナンス(ESG)対策へ
の重点的な取り組みにより、ビジネス
目標を達成しながら、当社の全ステー
クホルダーにとってプラスの結果をもた
らすことができました」
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数字で見るハイライト

 1億 ,980万 
キログラム（

7
3億9,650万ポンド）。デル・テクノロ

ジーズの製品と梱包材に含まれる持続可能な素材
の重量

 82%

オンサイトの太陽電池パネル設備による発電量の2020年度か
らの増加率 

 55%

再生可能資源からデル・テクノロジーズの全施設に調達してい
る電力の割合

 90.2% 

デル・テクノロジーズの製品ポートフォリオ全体で、リサイクル素
材または再生可能な素材から作られている梱包材の割合

 26% 

リユースまたはリサイクルのために回収された販売済み製品の割
合の前年比増加率

 33.9% 

のチーム メンバーと28.2%の管理職を女性と自認す
る人が担う（全世界）

 15.4%

のチーム メンバーと12.2%の管理職を黒人/アフリカ系アメリカ 
人またはヒスパニック/ラテン系アメリカ人と自認する人が担う 
（米国）

 99.6%

インクルージョン関連トピックの理解に重点を置いたBe the 
Changeを修了したチーム メンバーの割合

 47%

少なくとも1つのEmployee Resource Groups (ERGs)に所属し
ているチーム メンバーの割合

 159,742,242 

デル・テクノロジーズの戦略的寄付およびボランティア 
プログラムの恩恵を受けた人の数

18,000  

寄付およびボランティアを通じて支援を受けた非営利団体の数

以上
 

 222 

デジタル トランスフォーメーションの取り組みで支援を受けた非
営利団体の数

1億3,500万 

インドでDigital LifeCareに登録した個人の数

10回 

Ethisphere® InstituteによってWorld's Most Ethical 
Companies®に認定された回数

1 

デル・テクノロジーズのプライバシー対策についてお客様 
向けの情報が集約されている場所の数

3 

誰もが懸念について率直に話したり報告したりできる 
仕組みの数

 100%

デル・テクノロジーズの行動規範に合意した従業員の割合
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主な事例

循環型イノベーションへの投資
資源の使用量の削減と拡大する電子ごみ関連の懸
念への対処は、当社のステークホルダーにとっても、当
社の今後のビジネスにとっても重要な課題です。2022
年度にデル・テクノロジーズは、将来の持続可能な
ノートパソコン設計のヒントとなるプロトタイプとして、コ
ンポーネントを容易に入手、交換、再利用できるよう
にする画期的なアイデアを探る、Concept Lunaを発
表しました。どのようなことが可能かをテストする目的
で作られたConcept Lunaですが、その設計案がすべ
て実現した場合、現在のポートフォリオに含まれるDell
のノートパソコンの同等品と比べ、推定で製品全体の
二酸化炭素排出量が50%減少することが期待でき 
ます。 

新しい働き方の支持
Dellは、10年以上前から柔軟な働き方で業界をリード
しています。成果とつながりを優先している当社では、
チーム メンバーがより良い結果を出し、さまざまな機
会を得ることができます。2022年度には、リモート ワー
クが勤務条件の公平化に役立ち、チーム メンバーの
90%が今後もハイブリッドまたは完全リモートで働きた
いと考えていることがわかりました。当社が思い描くハイ
ブリッド環境での働き方には、文化、帰属意識、キャリ
アアップが不可欠となります。仕事とは成果であり、時
間や場所ではないというのが、当社の考え方です。テ
クノロジーはチーム メンバーのコラボレーション、つなが
り、生産性向上に役立ち、文化とガイダンスは従業員
と会社がともに成長していく助けになっています。

デジタル インクルージョンの促進
デジタル インクルージョンの推進力のひとつとなるのが、
Solar Learning Labです。これまでに34,000人を超
える生徒を支援し、科学、テクノロジー、工学、数学
(STEM)、およびテクノロジーによってもたらされる経済
的機会を紹介してきました。Dellでは今年、学習ラボ
をSolar Community Hubへと移行し、教育の域を越
えたコミュニティー サポートを提供しています。コミュニ
ティーのニーズに応じ、当社は現地のパートナーと連携
して水道と電気、医療サービス、生物多様性保全へ
のアクセスを提供しており、その一例がアマゾン熱帯雨
林で2021年7月に開設されたSolar Community Hub 
です。

革新的なツールの活用
規制当局から倫理およびコンプライアンス チームに向
けられるデータ分析活用への期待は、増加の一途を
たどっています。そのニーズに対処する方法の1つが、
画像を分析して改ざんをメタデータ レベルで検出する
詐欺防止ツール、Dell Image Analysis (DIA)です。
当社のチームはDIAを使用して、サード パーティーか
ら送信される、プロモーションなどのマーケティング イ
ベントの写真に実際のイベント内容が描写されてい
ることを、日付、場所、費用の正確さも含めて確認
しています。DIAには、時間の経過とともに精度が向
上するように、プログラマーのフィードバックと機械学
習が利用されています。DellではDIAを導入して以来 
年間数百万ドルもの詐欺による損失を回避してい 
ます。

https://www.dell.com/ja-jp/dt/corporate/social-impact/transforming-lives/education/solar-community-hubs.htm
https://www.dell.com/ja-jp/perspectives/solar-community-hubs/
https://www.dell.com/ja-jp/perspectives/solar-community-hubs/
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2030年、またそれ以降に向けた
当社の目標

計画に従い、当社は人と地球にプラスの影響をもたらす取り組みへの、次の大胆な一歩を踏み出しています。当社は、これらの目標に基づい
てこの先10年間の社会的影響に関する戦略を策定します。

  サステナビリティーを推進する

ムーンショットゴール
2030年までに、お客様が購入するすべての製品につい
て、同等の製品を再利用またはリサイクルします。梱包
材の100%をリサイクル素材または再生可能な素材から
作成します。また、製品内容の半分以上を、リサイクル
または再利用可能な材料から作ります。

その他の影響に関する目標 

• 2050年までにScope 1、2、3において温室効果ガス排出ネット 
ゼロを実現します。

• 2030年までにScope 1、2の温室効果ガス排出量を50%削減
します。 • 2030年まで毎年、社員の90%が自身の仕事を意義あるもの

と評価できるようにします。• デル・テクノロジーズのすべての施設において、2030年までに電
力調達の75%を、2040年までに100%を再生可能エネルギー
にします。

• ダイレクト資材サプライヤーと連携し、2030年までに、科学的
根拠に基づく温室効果ガス排出量の削減目標である売上高
あたり60%の削減を実現します。

• 2030年までに、当社の世界中の職場でサステナビリティーの向
上を推進します。

• 2030年まで毎年、人々が生き生きと働ける健康的な職場環
境を提供する取り組みを継続します。

• 2030年まで毎年、サプライ チェーンの社員向けに未来志向の
スキル開発を実施します。

• 2030年まで毎年、製品の生産にあたる人々とのエンゲージメ
ントを継続します。

  インクルージョンを醸成する

ムーンショットゴール
2030年までに、当社は、世界中の社員の50%および
世界中の管理職の40%を女性と自認する人にします。

その他の影響に関する目標 

• 2030年までに、米国の社員の25%と、米国の管理職の15%
が自らを黒人/アフリカ系アメリカ人またはヒスパニック/ラテン系
と考える人で構成されるようにします。

• 2030年までに、従業員の50%がEmployee Resource Group
（多様性従業員グループ）に参加し、ソーシャル インパクト
（社会的影響力）を促進できるようにします。

• 2030年まで毎年、社員の75%が自身のリーダーについて、意
欲をかき立てるリーダーと評価できるようにします。

• 2030年までに、社員の95%が毎年実施される基礎学習プロ
グラムに参加し、無意識の偏見、ハラスメント、マイクロアグレッ
ション、基本的人権といった主要なトピックについて学べるよう
にします。

  人々の生活に変革をもたらす

ムーンショットゴール
当社のテクノロジーと規模を活用し、デジタル インク
ルージョンの取り組みを通じて医療と教育を進歩させ、
2030年までに10億人の人々に永続的な成果をもたら
します。

その他の影響に関する目標 

• 2030年まで毎年、当社の社会貢献/教育イニシアティブの対
象者の50%を、未成年女性、成人女性、または少数派グ
ループに属すると自認している人にします。

• 2030年までに、当社が持つ専門技術とテクノロジーを使用し
て、非営利団体パートナー1,000団体のデジタル トランスフォー
メーションを支援することで、地域社会にいっそう貢献できるよう
にします。

• 2030年まで毎年、社員の75%が地域社会において寄付をす
るか、ボランティア活動に参加します。

倫理とプライバシーを守る

ムーンショットゴール
2030年までにデータ制御プロセスを完全に自動化し、
お客様が自分の個人データを簡単に管理できるように
します。

その他の影響に関する目標
• 2030年まで毎年、社員の100%が当社の価値観への支持を
行動によって示せるようにします。

• 2030年までに、ともに事業を行っているパートナーの100%が、
当社の価値観への支持を行動によって示せるようにします。



サステナビリティー
を推進する
私たちの地球を守るという当
社の責任
当社は最も差し迫った環境問題に影
響を与えられるよう、お客様、パート
ナー様、サプライヤー、地域社会と連
携しています。当社のビジネスの中核
であるグローバル サプライ チェーンの能
力と規模を活用することで、サステナビリ
ティーと倫理の水準を最大限に押し上
げ、自社の活動に対する説明責任を
果たしつつ、可能な限り改善を進めるこ
とができます。

当社の実績
• 2022年度（当社会計年度）に製造した当社の
製品には、5,600万ポンドの持続可能な素材が使
用されています。サプライ チェーンの革新的な能力
の調査、活用に投資することで、当社は再生カーボ
ン ファイバーや再生バイオプラスチックなど、リサイクル
素材と再生可能な素材の利用を拡大しました。 

• 2022年度（当社会計年度）には、当社の製品
ポートフォリオ全体で、90.2%の梱包材がリサイク
ル素材または再生可能な素材から作られました。
22万7,000ポンドのオーシャンバウンド プラスチック
が梱包材に使用されました。その結果、国連の
Sustainable Development Goal 14を支援し、オー
シャンバウンド プラスチックの年間使用量を2025年
までに10倍に増やすという当社のコミットメントを、4
年前倒しで達成できました。

• 2022年度（当社会計年度）には、当社の全世
界の施設で使用する電力の55%超を、再生可能
エネルギーから調達しました。オンサイトの太陽電池
パネル設備での発電量が、2020年度と比較して
82%増加しました。  

• リユースまたはリサイクルのために回収された販売済
み製品の割合が、前年比で26%増加しました。リ
ユースまたはリサイクル量を生産量と同等にすると
いう当社の目標を達成できるように、個人、パート
ナー、企業と連携し、使用しなくなったテクノロジーを
回収する新たな手法に着手しました。

今後の展望

• 販売済み製品の使用に関連する二酸化炭素排
出量の削減という、新たな2030年度目標を発表す
るために、当社の最大のScope 3排出量カテゴリー
の1つに引き続き取り組んでいきます。

• 回収サービスの拡大によって使用しなくなったテクノロ
ジーの回収を迅速化し、修理再生とリユースを促進
します。製品と素材の寿命を延ばすことが、当社の
主な優先事項の1つです。

イノベーションの境界線を押し広げる
気候変動と循環型経済に対して大きな行動を起こすに
は、イノベーションの限界を押し広げることが必要です。当
社のExperience Innovation Groupは、当社とそのお客様
にとって、環境に与える影響を最小限に抑え、排出量を
大規模に削減できる可能性のある、新しく画期的な設計
案とユーザー エクスペリエンスを発見してテストするという、
意欲的なワークストリームを推進しています。
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インクルージョン
を醸成する
多様な考え方と経験を尊重
するデル・テクノロジーズ
デル・テクノロジーズの多様性に富んだ
チームは、多様な考え方と経験を尊重
することにより、人類の進歩を促す革
新的なテクノロジーを生み出します。互
いの公平性、信頼、擁護という当社の
コミットメントが揺らぐことはありません。
それは当社が、機会へのアクセス、バラ
ンスと充足感、周りの世界とのつなが
り、そして何より参加する権利は全員
に与えられるべきであると考えているから 
です。

当社の実績

• 過小評価グループに焦点を絞った採用および教育
プログラム、革新的な雇用プログラム、パートナー
シップを通じて範囲を拡大しました。範囲の拡大に
重点的に取り組むことで、どこにいる人材にも働き掛
けることができるようにしています。 

• エンゲージメントとコラボレーションを促進するため、
チーム メンバーのコミュニティーを強化しました。当社
はEmployee Resource Groups (ERGs)、企業文
化、ダイバーシティー&インクルージョン(CD&I)支持
者、CD&I委員会を通じてグローバルなつながりを築
いています。

• 教育と啓発によってインクルージョンを促進し、チーム 
メンバー全員にインクルーシブの原則と実践に関す
る毎年の基礎学習プログラムを提供してきました。ま
た、チーム メンバーとリーダーにインクルーシブな会話
を促すための機会、ツール、リソースの提供も行って
います。

• 従業員がバランス感覚を身に付け、周りの人たちと
のつながりを築き、誰でもありのままに受け入れること
ができると感じられる文化を育むようリーダーを支援
しました。当社のリーダーシップ原則で求められてい
るのは、公平性を擁護し、異なる背景を尊重し、独
自の視点を称賛することです。

今後の展望

• 当社は独自の目標に向かって前進していますが、
現在のグローバル環境では、インクルーシブな文化
の育成にも引き続き重点を置かなければなりませ
ん。業界全体で起きている「大改造」は、当社にとっ
て、既存の人材の維持に重点的に取り組みながら
新しい人材を引き寄せる良い機会となっています。 

チーム メンバーこそが当社の最大
の強み
「私たちが目指しているのは、従業員の独自性を受け
入れ、その能力を最大限に発揮できるよう支援するこ
とで、従業員が自分らしく働ける文化を促進することで
す。それが誰であっても、見た目や素性がどのようなも
のでも関係ありません」– 最高文化ダイバーシティー&
インクルージョン責任者、Vanice Hayes
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人々の生活に変
革をもたらす
テクノロジーには社会が直面
する最も大きな課題を解決す
る力があると常に信じてきた
デル・テクノロジーズ
当社は設立時から、テクノロジーを手頃
な費用で誰でも利用できるようにするこ
とに重点を置いて取り組んできました。
グローバル リーダーである当社は、その
規模、ポートフォリオ、パートナーシップを
活用し、誰もが最大限に能力を発揮
できるデジタル インクルーシブな未来を
作ることにより、人々の生活に変革をも
たらす無限の可能性を秘めています。

当社の実績

• 2013年以来、当社は戦略的寄付およびボランティ
ア活動と、社会変革の取り組みを通じて、約1億
6,000万人もの人々を支援してきました。非営利団
体と提携してデジタル アクセスを最も必要とする地
域に対象を絞り、チーム メンバーが自らの時間、専
門技術、情熱を注いで、非営利団体の変革と地
域社会の発展を手助けすることで、そうした実績を
積み重ねてきました。 

• 非感染性疾患(NCDs)のスクリーニングと管理を目
的としたインド政府のプログラムの支援に利用され
ている、当社のDigital LifeCareテクノロジー ソリュー
ションのシステム上には、2021年12月時点で1億
3,500万人を超える個人が登録されています。さら
に、9万4,000人を超える医療従事者が、当社の
パートナーであるTata Trustsによるトレーニングを受
けました。 

• 2021年に、当社はSolar Learning Labを、提供エ
リアを倍増させて各ハブで利用できるサービスを拡
大した、Solar Community Hubへと移行しました。
現在までに、このプロジェクトの恩恵を受けた人は11
万4,000人を超えており、デジタル テクノロジーとそ
のサービスへのアクセスを提供することに役立ってい 
ます。

今後の展望

• グローバルに展開するTech Pro Bonoの範囲を拡大
することにより、世界中の非営利団体のデジタル ト
ランスフォーメーションを支援できるようにします。

• チーム メンバーのボランティア活動の能力を、働く場
所を問わずに向上させます。

• デジタル インクルージョンを促進し、地域社会の支
援に取り組んでいる他の組織と提携します。

提携による影響力の拡大 
当社はUNICEF USAと提携して、UNICEFと国際電気通
信連合(ITU)の共同イニシアティブであるGigaに取り組み、
すべての学校のインターネット アクセスをリアルタイムに把握
できるグローバル マップを作成して、革新的な資金調達の
モデルとインターネット接続の機会を作り出しました。
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倫理とプライバ
シーを守る
倫理とプライバシーは信頼の
構築、誠実性の維持、基盤
の確立によってプラスのソー
シャル インパクト（社会的影
響力）を確保するために不
可欠な要素
当社は自社の倫理文化と価値観をビ
ジネスの手法に組み込んでいますが、そ
れは必要なことだからではなく、行うべき
正しいことだからです。

当社の実績

• QRコードを利用したSpeak Up機能により、倫理的
な懸念を内密に報告するための仕組みを強化しま
した。懸念を報告するときは、チーム メンバー、請
負業者、サード パーティー、その他の関係者が複
数の言語から選択でき、匿名で提出することもでき 
ます。 

• パンデミック下の企業と政府機関は、公衆衛生を守
りながら個人データも保護しなければなりませんでし
た。ServiceNowと連携し、Dellの施設でのワクチン
接種の追跡に関する、プライバシー要件とセキュリ
ティ要件に対処しました。また、インテルとLeidos®と
も提携し、米国疾病管理予防センター向けに安全
な接触者追跡ソリューションを構築しました。

• お客様が当社のプライバシー対策とデータ ライフ サ
イクルに関する詳細情報を入手し、プライバシー ダッ
シュボードを確認し、プライバシー要求を送信するこ
とのできる一元化された場所として、新しくPrivacy 
Trust Centerをリリースしました。Privacy Trust 
Centerにアクセスして、詳しい情報とビデオ ツアーを
ご覧ください。

今後の展望

• デジタル分野の専門技術を生かして他の組織のト
レーニングを行い、革新的な手法が倫理およびプラ
イバシー機能の強化にどれほど役立つのかを実証し
ます。

• 当社の直接パートナーを継続的に評価することによ
り、倫理およびプライバシー領域で潜在的な問題が
見つかったら、予防的かつタイムリーな方法で照会
できるようにします。

倫理ツールやトレーニングへのモバイ
ル アクセスの提供
当社のデジタル スイートの中核となるMy Ethicsアプリで
は、デル・テクノロジーズのチーム メンバーが場所を選ば
ず任意のモバイル デバイスで、割り当てられたトレーニン
グの実施、デル・テクノロジーズ行動規範の閲覧、効率
化されたSpeak Up機能の操作を行えます。受賞歴の
ある「Standing Strong Together:  Confronting Racial 
Inequity（強力な連携︓人種による不平等に立ち向か
う）」コースは、このMy Ethicsアプリで受講できます。 

デル・テクノロジーズ 
2022年度ESGレポート - 概要レポート 

9



このレポートとその他の資料で、当社のESG戦略および 
イニシアティブの実行に関する説明責任を果たすという、
長期にわたるコミットメントを継続していきます。
私たちが目の前の課題に対応するためには、革新と進化を遂げることが不可欠ですが、それは単独の取り組
みではありません。アイデアの提供やパートナーシップを通じ、あらゆる人に向けて社会的影響力を高める当
社の取り組みに、皆さんもご参加いただけることを願っています。

詳細については、Dell.com/ESGをご覧ください。

http://dell.com/ESG
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