HPサステナブルインパクトレポート
2021 エグゼクティブサマリー

社長兼CEOからのメッセージ
HPは創業当初から、
イノベーションによ
り人類へ多大な貢献
を行っています。

私たちは今、一連の地球規模の課題に直面しており、ま
さに社会を支える土台そのものが試されています。今な
お続く新型コロナウイルス感染症の世界的大流行から、
加速する気候変動危機、根強い不平等まで、これらの課
題は私たち皆にインパクトを与えています。そして、私
たちの対応次第で未来は大きくかつ永続的に変わってい
きます。
HPのような企業は、これらの課題解決を目指す支援にお
いて極めて重要な役割を担っています。このため私たちは
、2021年に気候変動対策、人権、デジタルエクイティに重
点を置いた積極的な目標を掲げ、業界で最高水準の包括的
な環境・社会的インパクトに関する目標を発表し、目標達
成のために効果的な対策を講じています。
今年で21年目となるHPのサステナブルインパクトレポー
トでは、私たちの取り組みの進捗状況を報告していま
す。HPが先頭に立っている分野もありますが、強化が必
要な分野もあります。私たちのチームは、継続的な改善
を目指して強い危機感を持って活動すると同時に、最大
の効果を引き出すためにさまざまなパートナーシップを
築いています。企業や産業、あるいは国家でさえ、目の
前にある地球規模の大きな課題を単独で解決することは
できませんが、連携することでより良い未来を創造でき
ることを私たちは知っています。

表紙写真: 少女たちのエンパワーメント

HPのパートナーであるGirlRisingは、物語を伝える力を
利用して、女子教育と気候変動の関係にスポットを当
てています。
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気候変動対策
世界が直面しているあらゆる課題のなかで、気候変動危機
ほど重大なものはなく、私たちは意欲的な気候変動対策目
標を設定しました。2040年までにHPのバリューチェーン
全体 (スコープ1、2、3) で温室効果ガス排出量ネットゼロ
の達成を目標とし、2030年末までに絶対排出量の50%削
減を計画しています。2019年以来、私たちは9%の絶対的
削減をすでに達成していますが、さらなる加速が必要であ
ると確信しています。そこで私たちは、製品の原材料を見

直すとともに、原材料の循環利用や、フットプリントの削
減方法についても見直しています。
HPは、プラスチック廃棄物の削減と再生プラスチックの
使用促進において大きな進歩を遂げました。私たちは、使
い捨てプラスチック梱包材を2018年比で44%削減するとと
もに、HPのパーソナルシステムズおよびプリンティング製
品ポートフォリオ全体で使用される使用済み再生プラスチ
ックの割合を2025年までに30%とする目標を設定してす
でに13%にまで増やしました。
また、HPは3Dプリンティング対応のHPパルプモールド・
アドバンスドツーリング・ソリューションと、世界で唯一
市販されているプラスチックフリー紙ボトルを開発した
Choose Packagingの買収により、100億米ドル規模の持続
可能なパルプ製梱包材市場を変革しています。
私たちは、世界自然保護基金、コンサベーション・イン
ターナショナル、アーバーデイ財団、ジェーン・グドー
ル・インスティテュートなどの主要な環境保護団体と連
携し、HPのプリンターとプリントサービスで使用され
る HP以外の用紙による森林破壊を抑制するために、森
林の再生と責任ある管理に投資しています。2020年以来
、家庭およびオフィス用のプリンターとサプライ品、
PC、ディスプレイに使用されるHPブランド用紙・紙製
梱包材はすべて、再生材料または認証取得済み材料から
製造されています。
最後に、HPでは数百社の生産サプライヤーと数千社の非
生産サプライヤーがサステナビリティプログラムに参加す
ることでインパクトを拡大し続けています。2022年の初
めにはAmplify Impactチャネルパートナープログラムを拡
大し、40か国以上の1万社を超えるパートナーが独自のサ
ステナブルインパクトを推進できる仕組みを整えました。
続き

詳細は 2021 HPサステナブルインパクトレポート

社長兼CEOからのメッセージ
人権
インパクト強化の取り組みにおいて、HPは社員のダイバー
シティの拡大に力を注いでいます。多様でインクルーシブ
な人員構成を築くことは正しい行動であるだけでなく、ビ
ジネスの成功にも貢献します。多様なチームは常に市場よ
りも革新的で、高いパフォーマンスを発揮します。
HPは、 2025年までに黒人/アフリカ系アメリカ人のHPエ
グゼクティブの人数を2倍にし、2030年までに幹部職の
男女比率50%のジェンダー平等達成を目指しています。
また、HPは幹部職に占める女性の比率についてもテクノ
ロジー企業でトップレベルであり、2021年の米国での採
用の45%近くが人種/民族的マイノリティでした。私たち
は、あらゆるレベルでインクルーシブな構成への改善策
を模索しています。
デジタルエクイティ
HPはまた、多くの人々のデジタル経済への参加を阻む障
壁を打ち破るための支援にも取り組んでいます。世界中
で30億近い人々が、アクセスや費用面の問題、あるいは
使いにくさによりインターネットに接続できないままで
す。新型コロナウイルス感染症の大流行は、この問題の
深刻さを表面化させただけでなく、さらに悪化させまし
た。これは、多くの学校や企業がリモート運用を開始し
たためです。
このため、2021年に私たちは10年後までに1億5,000万人の
デジタルエクイティ推進を約束しました。2022年2月に開
始したDigital Equity Acceleratorプログラムを通じて、Girl
Rising、NABU、MIT Solve、Aspen Digitalなどの主要なパー
トナーと協力し、支援することで達成を目指しています。
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さらに強いHPへ
創業当初から、HPはイノベーションにより人類への多大
な貢献活動を推進してきました。HPの社員は常に、私た
ちが世界で果たすことのできる役割について全く新しい
可能性を見出し、創意工夫をもって意欲的な進歩を実現
するテクノロジーを創造するというビジョンを持ってき
ました。
そのビジョンと創意工夫は、HPのサステナブルインパ
クトの目標に対する進捗に反映されています。そして、
世界と私たちのビジネスにもたらされる効果は明らかで
す。実際、HPはサステナブルインパクトの取り組みによ
り、2021年度に35億米ドルを超える新規売上を獲得しま
した。これは前年度比3倍の増加です。つまり、私たちが
目的を持って革新することで、ビジネスと社会の双方が
発展できる環境が作り出されます。
私は、世界で最も持続可能かつ公正なテクノロジー企業
となるための進歩に刺激を受けています。そして、私た
ちの成功がきっかけとなり、私たちの会社、家族、そし
て地域社会のために私たちの望む未来を創造する取り組
みに加わる企業が増えることを願っています。

エンリケ・ロレス
社長兼CEO

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

サステナブルインパクト戦略
HPは、世界で最も
持続可能かつ公正な
テクノロジー企業
になることを
目指しています。
HPは、科学的根拠に基づき、
国連の持続可能な開発目標
（SDGs）に沿った意欲的なア
ジェンダを策定しました。ブ
ランドとして最大のインパク
トを与えることができる、現
在最も明確で緊急な課題、気
候変動対策、人権、デジタル
エクイティに取り組みます。
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炭素排出量

循環性

森林

Climate Action
気候変動対策

労働者の
エンパワー
メント

インクルー
ジョンと
帰属意識の
文化

社会的公正、
人種および
ジェンダーの平等

Human Rights
人権

教育

ヘルスケア

経済的機会

Digital Equity
デジタルエクイティ

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

ビジネスインパクトの拡大
ビジネスバリュー

35億
ドル

2021年、HPのサステナビリティへの
取り組みが影響した新規売上 。
1

サステナビリティボンド
10億米ドルの純資金が適格プロジェクト
に割り当てられています (2021年10月31
日現在)。

2

環境ラベル
お客様の要件に、ENERGY STAR®、
EPEAT®、Blue Angelなどの製品の環境ラ
ベル取得が含まれる新規売上は70億米ド
ル以上。
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ドル

70億
ドル

Amplify Impact
HP Amplify Impactパートナー全
体で、サステナビリティトレー
ニングコースを1万回以上受講
(2022年4月現在)。

5

10億

表彰

10,000回
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

気候変動対策

100万本の木

HPは、Jane Goodall博士とジェーン
・グドール・インスティテュートの
Jane’s Green Hopeキャンペーン、
およびアーバーデイ財団と共同
で、2022年に100万本の植樹を行い
ます。
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詳細はこちら Jane’s Green Hopeキャンペーン

目標と進捗
私たちの気候変動対策戦略は、業界で最も持続
可能な製品とソリューションのポートフォリオ
を構築しながら、炭素排出量ネットゼロの完全
再生型経済の実現に向けて取り組むことです。

HPプラネット・パートナーズ

2021年には、1,500トンの純正HPインク
カートリッジがリサイクルされました。
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目標

進捗

達成状況

2030年までにHPのバリューチェーンの
温室効果ガス排出量を50%削減し (2019
年比)、2040年までに排出量ネットゼロ
を達成。3

HPの2021年のカーボンフットプリントは
28,459,500トンのCO2eであり、2019年よ
り
9%減少しました。これは主に、エネルギ
ー効率の向上と販売製品の構成の変化に起
因する、製品使用に関連する削減によるも
のです。

2030年までに製品と梱包材の循環利用
率75%を達成。4

循環利用率39% (重量比)。5

2030年までにHPの製品とプリントサ
ービスで使用されるHP以外の用紙によ
る森林破壊を抑制6。家庭およびオフ
ィス用のプリンターとサプライ品、
PC、ディスプレイに使用されるHPブ
ランドの用紙と紙製梱包材をすべて、
持続可能な繊維のみから調達するこ
とを継続。7

2021年に、HPの製品とプリントサービスで
使用される用紙の総繊維フットプリントの
23%に対処しました。HPのプログラムによ
り、総フットプリントの19%を占めるHP以
外の用紙による森林破壊を抑制しまし た
。8 2020年以来、家庭およびオフィス用の
プリンターとサプライ品、PC、ディスプ
レイに使用されるHPブランド用紙・紙製
梱包材はすべて、再生材料または認証取得
済み材料から製造されています。9 2021年
、これらの用紙・梱包材は総フットプリン
トの4%に相当しました。
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

炭素排出量
成長とともにカーボンフットプリントを削減

68%
サプライチェーン

146万
39%

31%
製品およびソリューション

1% 業務

59%

環境ラベル

2021年までに、HPとパートナー
のエネルギー効率プログラムの参
加サプライヤーによって、2010年
以来146万トンのCO2e排出11が回
避され、累積9億9,200万kWh (1億
1,900万米ドル) の電力が節約され
ました。

2021年までに、製品使用中の
CO2e排出原単位が2015年比で
39%削減され、2025年までに
30%削
減するという目標を達成しまし
た。12

658にのぼるENERGY
STAR
認証取得済みのHPパーソ
ナルシステムズとプリン
ティング製品は、全メー
カーのなかで最多の認定
数です。13

スコープ1、2、3の温室効果ガス
総排出量
10

2019
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2021

グローバルの業務におけるス
コープ1とスコープ2のCO2e
排出量を2015年比で59%削減
しました。
31,385,800
トンのCO2e

8

2020

29,191,000
トンのCO2e

28,459,500
トンのCO2e

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

循環利用
循環型ビジネスへの変革

300
製品

梱包材

再利用
および
リサイクル

9

2017年以来、HPはオーシャン
バウンド・プラスチックを使用し
た新製品を世界中で300以上発売
しています。
14

13%
44%
38.9万

2021 HPサステナブルインパクトレポート エグゼクティブサマリー

HP製品は使用済み再生プラ
スチックを13%使用してお
り15、2016年以来、1,200
トン以上のオーシャンバ
ウンド・プラスチックを
使用しています。
2018年以来、梱包材に使
用される使い捨てプラス
チックを44%削減しまし
た16。2020年は19%の削減
でした。

2019年以来、38.9万トン
のハードウェアとサプラ
イ品を再利用またはリサ
イクルしています。
資材の回収

リサイクルに向けてHPハードウェアを分解す
る米国カリフォルニア州ローズビルのリサイ
クルパートナーの従業員。
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

森林
森林の保護と再生
2020年以来、家庭およびオフィス
用のプリンターとサプライ品、
PC、ディスプレイに使用されるHP
ブランド用紙・紙製梱包材はすべ
て、再生材料または認証取得済み材
料から製造されています。
17

14,420
8,000万
14,420ヘクタール (35,633エーカー) の森林が再生
または責任ある管理を行われています。18

ドル

HPプリンターを活用した印刷による森林
への潜在的な影響に取り組むため、WWF
に 8,000万ドルの支援を約束しました。
10
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フォレストポジティブ

ブラジルの大西洋岸森
林に植樹する苗木を積
み込むREGUA苗木園の
従業員。
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

人権

尊厳と敬意
リサイクルに向けてHPインクカート
リッジを処理する米国テネシー州ナッ
シュビルのサプライチェーンの従業員。
11
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HPの取り組みの詳細はこちら

サプライチェーンの責任

中国の工場で組立工程を支える
サプライチェーンの従業員。

目標と進捗
HPは、強力なダイバーシティ、エクイティ、イン
クルージョンの文化を創造するとともに、私たちの
エコシステム全体で人権、社会的公正、人種とジェ
ンダーの平等を推進して、あらゆる人々の水準の引
き上げに努めています。
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目標

進捗

達成状況

2015年初めから2030年までに、労働者エンパワーメン
トプログラムを通じて100万人の労働者を支援。19

2021年までに、34万9,000人の労働者がプログラ
ムに参加しました。

2030年までに、主要な契約製造サプライヤーとリス
クが懸念される二次サプライヤーすべてに対して労
働関連の人権20尊重を保証。

2021年も引き続き主要な契約メーカーの人権評
価を実施しました。2022年の保証の算定結果を
報告する予定です。

2030年までにHPの幹部職において男女比率50%
のジェンダー平等を達成。21

世界全体で取締役以上の職位の32.5%を女性が占
めています (2021年10月31日現在)。

2030年までに、技術職およびエンジニア職における
女性の割合30%以上を達成。

世界全体で技術職およびエンジニア職の22.7%を
女性が占めています (2021年10月31日現在)。

2020年を基準として、2025年までに黒人/アフリカ
系アメリカ人のエグゼクティブの人数を2倍に。22

2020年比で、黒人/アフリカ系アメリカ人のエグ
ゼクティブの人数が33%増加。

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

インクルージョンと帰属意識の文化
取締役会

23

エグゼクティブ
(取締役以上)

技術職

94%の社員がHPは多様
性を尊重していると感
じています。
24

46%

33%

23%

32% 2020年 | 31% 2019年

22% 2020年 | 22% 2019年

女性 (2021年)

45% 2020年 | 42% 2019
年

46%
マイノリティ
(2021年)

女性 (2021年)

33%

黒人/アフリカ系アメリカ
人のエグゼクティブの人
数が増加した割合 (2020
年比)。

女性 (2021年)

87%の社員が職場で
自分らしくいること
ができると回答して
います。

多様な視点

ワシントンD.C.でHP SLED
、セールスマネージャー、
エグゼクティブを統括する
米国および中部大西洋沿岸
地域ゼネラルマネージャー
を努めるMalinda。

2.6%

米国内の技術者に占める
黒人/アフリカ系アメリカ
人の割合 (2020年の2.3%
から上昇)

45% 2020年 | 58% 2019年
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詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

社会的公正、人種およびジェンダーの平等
サプライヤーの
ダイバーシティを促進

将来の人材への投資

1,200

2021年、3億6,200万米ドルが
多様な小規模サプライヤーに
支出されました。
25

歴史的黒人大学70校から1,200人の学生と教職員
が、2021年にHPが立ち上げた初のHBCU
Technology Conferenceに参加しました。

2021年、米国での多様なサプ
ライヤーへの支出の4.5%が黒
人/アフリカ系アメリカ人のサ
プライヤーに対するものでし
た。目標は、2022年に10%を
達成することです。

国政へのインパクト

50

6.5億ドル
多様なサプライヤーへの支出に
より、全体として6億5,000万米
ドルの経済効果がもたらされま
した。
26

14

デジタルエクイティに対する州および連邦政府の
補助金を増額するために、50の法案を検討して5
つの法案を支持しました。

変化に向けた取り組み

HPの従業員であるKevinは、HP Racial Equality
and Social Justice Task ForceとBlack Employee
Impact Networkの活動に積極的に取り組んでい
ます。
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詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

労働者のエンパワーメント

114%

HPのサプライチェーンサステナビリティプログ
ラムへ参加した工場27 の増加率 (2015年比)。

37,000人
2021年に能力強化プログラムを通じて教育を
受けた人数。

95%

HPの製造サプライヤー総支出に占める、社会的・
環境的評価を実施したサプライヤーの割合。

サプライチェーンの責任

2021年には、売上 (維持、既存、お
よび新規) のうち20億米ドルがサプ
ライチェーンの責任を考慮に入れて
いました。28
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詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

デジタルエクイティ

格差の解消

Parents Supporting Parentsの
創設者であるTanesha Grant氏は、
近隣地域の家庭にHPのノートパソ
コンを 配布しています。
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詳細はこちら Parents Supporting Parents

母語の本

家族にNABUアプリを紹介する
NABUのアンバサダー。

目標と進捗
HPは、人々がより豊かな暮らしを送るうえで必要な教育、雇
用、ヘルスケアへのアクセスを妨げるデジタル格差を解消する
総合的なソリューションの始動と革新を主導することを目指す
とともに、デジタルインクルージョンを推進して、暮らしと地
域社会を変革しています。
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目標

進捗

達成状況

2015年初めから2025年までに、1億人により良い
学習の機会を提供29。

2015年初めから、7,430万人以上の学生と成
人学習者に対し、HPの教育プログラムとソ
リューションを通じて、より良い学習の機会
を提供しました (2021年の2,400万人を含む)。

2021年初めから2030年までに、1億5,000万人の
デジタルエクイティを推進30。

2021年に430万人のデジタルエクイティを推
進しました。

2016年から2030年の間に、HP LIFEの登録ユーザ
ーを150万人に。

2016年以来、53万3,000人のユーザーが登録
しました。

2025年までに、社員によるボランティア時間を
150万時間提供（2016年初めからの累計）。

2016年以来、社員によるボランティア時間は
69万2,000時間に達しました。

2025年までに、HP財団および社員による寄付1億
米ドルを提供31 (2016年初めからの累計)。

2016年以来、HP財団および社員による寄付は
7,340万米ドルに達しました。

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

教育と雇用の機会
障がいを持つ人々

成人女性や女児

教育者

Governor Morehead School
HPはGirl Risingと共同で、2019年から2022
年までの間に、米国、インド、ナイジェリ
アの最大1,000万人の生徒と教師に新たなイ
ンクルーシブカリキュラムとテクノロジー
ソリューションを提供することを目指して
います。2021年までに、700万人以上の教
育を支援しました。

196万人
にインパクト
(2021年)

HPは、1 Million TeachersとGirl Risingと共同で
HP Mentor a Teacher Programを立ち上げ、教
育に必要なスキルやリソース、メンターを提供
することで、ナイジェリアの教師が女児をサポ
ート し、質の高い教育を受ける権利を強化で
きるよう支援しています。2021年までに、この
プログラムを通じて58万5,000人近くの教師と
生徒を支援しました。

58.4万人超
にインパクト
(2021年)

歴史的に排除され疎外さ
れた地域社会
利用しやすいテクノロジー

Governor Morehead School
の HP Computer Learning
Labで学習する生徒

米国ノースカロライナ州ローリーにあるGovernor Morehead
Schoolとのインクルーシブ教育パートナーシップを通じて、HP
は教職員にオンライン授業用の機材と継続的なトレーニングを
提供しました。ノートPCとドッキングステーション、大型モニ
ター、外付けキーボード、ノイズキャンセリングヘッドホンな
どの機材により、自宅とキャンパスのHP Computer Learning Lab
での学習をサポートし、視覚障がいを持つ生徒が重要なデジタ
ルスキルを継続的に伸ばせるよう支援しています。
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HPはNABUと共同で、「Go Stella Go!」や
「I Love Being Me」などの社会的・文化的
意義のある本を母語で提供し、子供たちの
読み書き能力を向上させています。 HPは
また、ルワンダのキガリ公立図書館に
NABU HP Creative Lab を設立中です。ここ
では、子供向けの本を毎年数百冊出版でき
るように
NABUが200人以上のアフリカの作家やイラ
ストレーターをトレーニングしており、HP
はその活動を支援しています。

67.4万人
にインパクト
(2021年)

リモート学習

Girl Risingが提供する自宅学習ガイドは、新型コ
ロナウイルス感染症が大流行した際のデジタル
格差の軽減に役立ちました。
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

ヘルスケア
医薬品研究の加速

ヘルスケアの変革

ワクチンと医薬品の研究開発に関する国連SDGsの3.bをサポ
ートするバイオプリンタープラットフォームであるHP D300e
デジタルディスペンサーにより、研究者は医薬品やワクチン
の研究に必要な極少量 (ピコリットル) の液体を数秒で分注ま
たはプリントできます。これにより、手動によるピペット操
作に関連する時間を節約し、プラスチック廃棄物を減らすこ
とができます。

2021年に提供が開始されたHPの3D Arize Orthotic Solutionを使
用している医療提供者は、患者をスキャンしてからわずか5分
でカスタム仕様の足用装具を処方できます。処方の際には、
業界標準の変更を正確かつ一貫して適用できます。HPの3D
Arize
Solutionは、生産工程の簡素化、および炭素排出量と廃棄物の
削減の支援も目的としています。患者にとっては、個人の健康
とウェルビーイングのニーズに対応する、カスタム仕様の矯正
装具が適切に提供されるというメリットがもたらされます。

がん研究の推進
HPのMicrofluidics and Systems Technology Labチームは、研究目的
で微量のがん細胞を分離する新手法の開発に取り組んでいます。こ
れにより研究者は、リキッドバイオプシーを通じて個別治療と治
療後のがん細胞検出のサポートができるようになる可能性がありま
す。
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詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

HP財団
HP LIFE

Imagine Grants

40 Days of Doing Good

HP LIFEを通じてHP財団は、スタートアップ企業、学生、中
小企業を対象に、ビジネスとITの主要なスキルを得られる研
修コースを無料で提供しています。2021年には、2020年比
で5%増の16万3,000人の新規ユーザーがHP LIFEに登録しま
した。HP LIFEのすべてのコースは、Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1に準拠しています。

HP財団のImagine Grantsを通じてHPのリーダ
ーとカントリーマネージャーは、地域の非営利
団体に助成金を割り当てます。2021年には、テ
クノロジーまたはテクノロジー関連の教育リソ
ースの購入を可能にするために、世界中で124
万米ドルのImagine Grantsを遂行しました。

2021年には51か国の約3,700人の社員が、HPで毎年行われる
「40 Days of Doing Good」キャンペーンに参加しました。HP
の社員は、2万6,150時間のボランティア時間を提供し、171もの
プロジェクトをサポートしました。HP財団は、社員が推薦した
教育慈善団体やテクノロジー関連の学習慈善団体の活動を支援
するために、総額49万4,000米ドルの助成金でこれらの取り組
みを補完しました。

16万
3,000人

の新規ユーザー
(2021年)

世界中での
Imagine
Grants拠出額

+5%
2021年の参
加人数増加
率

3,700人の
社員

災害からの復旧と
回復力
2021年にHP財団は、山火事や洪水、爆撃テ
ロ、地震、大雪、新型コロナウイルス感染症
の救済など、世界中の人道的危機への取り組
みを支援するため、184万米ドル近くを拠出
しました。HP財団は、2021年に総額696万米
ドルの現金拠出を行いました。

無料スキルトレーニング

チュニジアの起業家Baya
Charaabi氏は、HP LIFEと
Mashrou3iプログラムを通じて
学んだスキルを活用してHaute
Couture Lella Bayaを設立しま
した。
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51か国

171
プロジェクト

184万ドル
災害等に対す
る取り組みへ
の拠出額

696万ドル
2021年の現金
拠出額

ボランティア時間

HPのボランティアイベントに
参加するHP Canadaの社員
TerriとKin。

詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

巻末脚注
1

2021年、HPのサステナビリティおよびコンプ
ライアンス組織ならびにコマーシャル組織から
の積極的サポートにより、新たな売上 (合計契
約額) 中35億ドル超が、サステナビリティ要件
を満たすことが顧客の検討事項の1つであった
ことを確認しました。

2

2021年10月31日現在、HP Inc. のサステナビリテ
ィボンドフレームワークに従って、2019年5月1
日から2021年10月31日までの期間に、サステナ
ビリティボンドから約10億ドルの純資金を適格
プロジェクトに割り当てました。未割り当ての
資金はありません。

3

2019年比のスコープ1、2、3の温室効果ガス排
出量の絶対的な削減。製品の使用中に消費され
たHP以外の用紙を除きます。

4

2030年までに達成予定の、HPが1年間に製造す
る製品および梱包材の総重量に占める、リサイ
クル素材や再生可能素材および再利用された製
品や部品に由来する材料の割合。

5

6

HPが1年間に製造する製品および梱包材の総重
量に占める、リサイクル素材や再生可能素材
および再利用された製品や部品に由来する材
料の割合。2021年のデータには、次の製品ま
たはこれらの製品の梱包材は含まれていませ
ん。PageWide産業用および3Dプリンティング
製品、または別売のパーソナルシステムズのア
クセサリとプリントアクセサリ。
繊維 (重量) は、1) 厳格なサードパーティの基
準により認定され、2) リサイクルされ、3) HP
のForest Positive Frameworkを通じて、森林の
再生、保護、およびその他の取り組みによって
調整されます。
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7

家庭およびオフィス用のプリンターとサプライ
品、PC、ディスプレイに使用されるHPブラン
ドの用紙および紙製梱包材は、再生材料または
認証取得済み材料から製造されており、Forest
Stewardship Council® (FSC®) 認証を優先してい
ます。梱包材とは製品に付属する箱と箱の中に
あるすべての紙製の原材料を指します。

8

HPの製品とプリントサービスで使用される用
紙のうち、森林破壊の可能性を抑制するための
市民森林団体とのプロジェクトを通じて対処さ
れる予定の年間トン数の計算は、HPのプリン
ティング製品の使用とプリントサービスに消費
される用紙の推定年間総トン数から、HPの責
任ある調達プログラムを通じて社内で軽減する
用紙の重量を差し引いたもので行います。HP
以外の用紙は、2021年、HPの総繊維フットプ
リントの96%でした。詳細はHP Forest positive
accounting manualを参照してください。

9

HPブランドの用紙はすべて認証取得済み材料由
来です。PC、ディスプレイ、家庭およびオフィ
ス用のプリンターとサプライ品に使用される紙
製梱包材は、HPが検証済みの体積比97%以上が
再生材料または認証取得済み材料由来とサプラ
イヤーから報告されています。梱包材とは製品
に付属する箱と箱の中にあるすべての紙製の原材
料を指します。商用、産業用、および3D製品、
スキャナー、パーソナルシステムズのアクセサ
リ、スペアパーツの梱包材は含まれません。

10

2021年のサステナブルインパクトレポートで
は、HPのカーボンフットプリントの計算精度を
向上させ、2030年の温室効果ガス排出量削減目
標に整合させるため、いくつかの算出方法の改
定が反映されています。詳細はこちらを参照し
てください。
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11

12

HPは、サプライヤーから報告された特定のエ
ネルギー効率プロジェクトによるエネルギー削
減量 (これらのプロジェクトがなかった場合に
予測されるエネルギー利用量と比較して) と、
サプライヤーによる排出ゼロエネルギーの利用
量に基づいて、回避されたサプライヤーの温室
効果ガス排出量を推定しています。これらのエ
ネルギーデータは、電気・燃料エネルギーの排
出係数を使用して、回避された温室効果ガス排
出量に変換されます。このデータには、製品輸
送効率を改善するための特定の取り組みに関連
して回避された製品輸送関連の温室効果ガス排
出量の推定値も含まれています。
HP製品の使用による温室効果ガス排出原単位
は、製品構成の変化とビジネスの成長を考慮
に入れた、ポートフォリオのパフォーマンス
を表します。HP製品使用時の温室効果ガス排
出量は、予想される製品寿命までの使用の際
に、排出原単位で測定します。この値は、次
に、本年度の全体的な売上高に対するパーソ
ナルシステムズとプリンティング製品の比重
で計算されます。この排出量は、ノートパソ
コン、タブレット、デスクトップ、モバイル
コンピューティングデバイス、ワークステー
ション、ディスプレイ、およびHPインクジェ
ット、LaserJet、DesignJet、Indigo、Scitex
、Jet Fusion 3Dプリンター、およびスキャナ
ーを含む、毎年出荷されるHP製品ユニットの
99%以上です。HPは2021年にカーボンフット
プリントの算出方法を改定しましたが (2021
HPサステナブルインパクトレポートの15ペー
ジに掲載の算出方法の改定についての欄はこ
ちらで参照)、これまでとの比較のため、引き
続き元の算出方法を使用して排出量を計算し
ています。
13
2021年10月31日現在

14

2021年12月31日現在。すべての国ですべての
製品が利用できるとは限りません。2016年以
来、HPは増大するオーシャンバウンド・プラス
チック (OBP) の問題と戦うために懸命に取り組
んできました。ハイチで堅固なローカルOBPサ
プライチェーンの構築をサポートし、300を超
えるHP製品の設計と製造に少量のOBPを使用し
ています。現在までに、合計1,290トンのOBPを
使用しています。

15

報告年に出荷されたHPのすべてのパーソナル
システムズ、プリンターハードウェア、およ
びプリントカートリッジに使用されたプラス
チック全体の割合としての再生含有プラスチッ
ク (RCP)。総量に、ブランドライセンス製品と
別売のハードウェアアクセサリーは含まれま
せん。総RCPには、HP製品で使用される、消
費者使用済み再生プラスチック、クローズドル
ーププラスチック、オーシャンバウンド・プラ
スチックが含まれます。パーソナルシステムズ
のプラスチックは、EPEAT®環境ラベル基準で
定義されています。リサイクルを見越した材料
またはリサイクルされた原料を素材とした材料
の使用と流通の関連制限の対象です。

16

出荷されたユニット当たりの1次プラスチック
梱包材の減少率 (重量) として計算されます。2
次および3次梱包材料成分を除いています。HP
パーソナルシステムズおよびプリンターハード
ウェアの梱包材が含まれます。以下の梱包材を
除いています。PageWide XLおよびDesignJet
プリンター以外のグラフィックソリューション
ビジネス(GSB)ハードウェア、3Dプリントハー
ドウェア、印刷用サプライ品、再生品、および
サードパーティオプション、ドロップインボッ
クス、アフターマーケットオプションなどの付
属品。
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

巻末脚注
17

18

19

HPブランドの用紙はすべて認証取得済み材料
由来です。PC、ディスプレイ、家庭およびオ
フィス用のプリンターとサプライ品に使用され
る紙製梱包材は、HPが検証済みの体積比97%以
上が再生材料または認証取得済み材料由来とサ
プライヤーから報告されています。梱包材とは
製品に付属する箱と箱の中にあるすべての紙製
の原材料を指します。商用製品、工業製品、
3D製品、スキャナー、パーソナルシステムズの
アクセサリー、およびスペアパーツの梱包材は
含まれません。

労働関連の人権は、現代の奴隷制、労働時間、
賃金、安全と定義されています。公開された開
示情報、義務付けられたデータ提出、認証、監
査などの証拠と分析に基づく主要業績評価指標
に基づいて保証します。

20

21

「幹部職」とは、HPでの取締役以上を指します。

22

エグゼクティブ (以前の呼称はバイスプレジデ
ント) の肩書を持つ米国での社員の割合を指し
ます。

23

2020年10月1日～2021年9月30日。HPのプロ
グラム、算出方法、および定義の詳細は、HP
Forest positive accounting manualを参照して
ください。
この目標は、2015年初めから2025年までに、50
万人の工場の労働者のスキルを向上し、 ウェル
ビーイングを改善するという以前の目標を拡大
し、新しく設定されたものです。この目標に対
する2021年までの進捗には、合計34万9,000人
の工場労働者が含まれます。内訳は、2015年の
7万7,800人、2016年の4万5,700人、2017年の 11
万9,900人、2018年の1万2,000人、2019年の1万
1,000人、2020年の4万6,000人、2021年の3万
7,000人の工場労働者が含まれます。2019年以前
のデータには、生産サプライヤーの労働者のみ
が含まれています。2020年には、プログラムの
範囲を拡大して、非生産サプライヤーの労働者
とHPが管理する製造施設の労働者も対象としま
した。四捨五入のため、総計は各年のデータの
合計と等しくありません。
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2021年の取締役会データは、2022年4月19日の
2022年定時株主総会終了時のものです。2020
年の取締役会データは、2021年4月13日の2021
年定時株主総会終了時のものです。2019年の取
締役会データは2019年11月1日時点のものです。
その他のデータは、記載されている年の10月31
日時点のものです。社員データは、正規のフル
タイムおよびパートタイムの社員に関するもの
です。

HPの多様なサプライヤーとそのサプライ
チェーンによって生産された商品とサービス。
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売上 (維持、既存、および新規) は、サステナビ
リティとサプライチェーンの責任に関連する顧
客の要求を特定する社内HPプロセスを通じて追
跡されます。売上高は、総契約額を考慮に入れ
ています。
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HPは、学習とデジタルリテラシーのプログラ
ムとソリューションの提供を通じて教育をサ
ポートすることにより、より良い学習の機会
を提供します。
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データは、各記述に強く同意または同意した
HP 2021ボイスインサイトアクション (VIA) 社員
アンケートの回答者の割合を示します。
データは2021年9月30日までの12か月間のデー
タです。数値は、米国を拠点とする企業から
の、米国とプエルトリコでの購入に関するもの
です。サプライヤーは、マイノリティ所有また
は女性所有に分類され、両方ではありません。
多様な企業とは、女性、マイノリティ、退役軍
人、傷痍退役軍人、LGBTQ+の個人、および先
住民が所有する企業です。

このデータはRBA監査への参加を除いています。
サプライチェーンサステナビリティプログラム
への参加は、監査にとどまらず、HPの基準を
満たすサプライヤーの能力を構築するプログラ
ムによって数値化されます。これには、詳細な
査定、労働指標の週次報告、HPのサプライヤ
ーステナビリティスコアカードによる調達エ
ンゲージメント、サプライヤーのリスクに合わ
せた詳細なコーチングとワークショップが含ま
れます。

HPのプログラムは、ハードウェアの利用、イ
ンターネットなどへの接続、質の高い適切なコ
ンテンツへのアクセス、またはデジタルリテ
ラシーの習得のうち、少なくとも1つを提供し
てデジタルエクイティの推進を目指しています
。
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社員のボランティア時間の評価、社員の寄付、
HP財団によるマッチング、およびHP財団の
援助資金が含まれます。
裏表紙写真: 循環モデル

2021年には、1万300トンのHPとSamsungの純正トナ
ーカートリッジがリサイクルされました。
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将来の見通しに関する記述
この文書には、リスクと不確実性を含む現在の予想と仮
定に基づく将来の見通しに関する記述が記載されていま
す。 リスクや不確実性が現実のものとなった場合または
仮定が正しくないと判明した場合、HP Inc.およびその連
結子会社の業績は、そのような将来の見通しに関する記
述および仮定によって明示あるいは黙示されたものとは
大きく異なる場合があります。歴史的事実に関する記述
以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述とみ
なされる可能性があります。これには、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行の潜在的な影響およびこの状況
に対する政府、企業および個人の行動に関する記述が含
まれますが、これらに限定されません。これには、純売
上高、マージン、費用、実効税率、純利益、1株当たり純
収益、キャッシュフロー、福利厚生制度の資金調達、繰
延税金、株式買戻し、外国為替レートまたはその他の財
務項目に関する予測、コスト削減または構造改革その他
の費用、計画された構造的コスト削減および生産性向上
策の金額、時期または影響に関する予測が含まれますが
、これらに限定されません。将来の事業に関する経営陣
の計画、戦略、目標に関する記述（ビジネスモデルと変
革、持続可能性に関する目標、市場参入戦略、事業再編
計画の実行とその結果としてのコスト削減、純売上高ま
たは収益性の改善、その他の財務的影響が含まれますが
これらに限定されません）。潜在的な供給の制約、部品
不足、製造中断、またはロジスティクスの問題に関する
記述、現在または将来のマクロ経済の動向や事象、それ
らの動向や事象がHPおよびその財務実績に与える影響に
関する記述、係争中の調査、請求、紛争またはその他の
訴訟問題に関する記述、買収やその他の企業結合、投資
取引の時期や期待される利益に関するものを含む期待や
信念に関する記述、および前述のいずれかの基礎となる
仮定に関する記述。将来の見通しに関する記述は、一般
的に、「将来」、「予想」、「確信」、「推定」、
「予期」、「意図」、「計画」、「予測」、「企画」、
「予定」、「だろう」、「かもしれない」、「可能性」、
「できる」、「ことがある」などの語句で識別すること
もできます。リスク、不確実性、および仮定には、新型
コロナウイルス感染症の世界的流行の影響とそれに対応
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する政府、企業、個人の行動に関する要因が内在し、そ
の影響により、以下に記載される要因の多くに関連する
リスクを付与または増幅させる可能性があります。部品
不足に関するものを含むサードパーティサプライヤーを
管理 (および依存) する必要性、HPのグローバルなマルチ
ティア流通ネットワークを管理する必要性、HPのチャネ
ルパートナーによる価格設定プログラムの潜在的な誤用
を制限する必要性、新規または変化する市場に適応する
必要性、HPのサービスを効果的に提供する必要性。以前
に発表されたイニシアチブ、ビジネスモデルの変更、変
革、計画された構造的コスト削減および生産性イニシア
チブの実行を含む戦略的計画を実行するHPの能力。企図
された株式の買戻し、その他の資本還元プログラム、ま
たはその他の戦略的取引を完了するHPの能力。HPのビ
ジネスが直面する競争圧力。HPの戦略およびビジネスモ
デルの変更と変革の実施に関連するリスク。進化する流
通、再販業者、顧客の状況において、オンライン、オム
ニチャネル、契約販売を含むHPの市場参入戦略の成功裏
の革新、開発、実施。進化する顧客のニーズを満たし、
新たな技術トレンドに対応するための新しい製品および
サービスの開発と移行および既存の製品とサービスの強
化。消耗品を含むHP製品の価値提案の成功裏の競合と維
持。 HPのマルチティアチャネル、HP製品の無許可の再
販業者への販売、またはHP製品の無許可の再販、または
不均等な販売サイクルなどが原因となる在庫、需要、価
格を正確に予測するHPの能力への課題。企業合併および
投資取引に関連する統合およびその他のリスク。コスト
に関連する見積もりと仮定(HPのビジネスの途絶の可能
性を含む)と、構造改革計画の予想される利益を含む、構
造改革計画の結果。第三者からライセンス供与された知
的財産を含む、HPの知的財産資産の保護。主要な社員の
雇用と保持。ウクライナの現在の状況とその地域的およ
び世界的な影響、インフレの影響を含む、マクロ経済お
よび地政学的な動向や事象の影響。HPの国際事業に関連
するリスク。HPおよびそのサプライヤー、顧客、クライ
アント、パートナーによる契約の履行 (かかる履行に関す
るロジスティクス上の問題を含む)。HPが財務諸表の作
成に関連して行う見積もりおよび前提の変化。システム
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セキュリティリスク、データ保護違反、サイバー攻撃、
異常気象またはその他の気候変動の影響、新型コロナウ
イルス感染症のような伝染病または世界的大流行、およ
びその他の自然災害または人為的災害または壊滅的な出
来事による業務の中断。環境規制および税法を含む、連
邦、州、現地および外国の法律および規制の変更の影
響。係争中の調査、請求、紛争による潜在的な影響と責
任と費用。その他、HPの2021年10月31日締めの会計年度
のフォーム10-K年次報告、またはHPの他の米国証券取引
委員会への報告に随時記載または更新されるリスク。

hp.comには、投資家向けの財務情報やその他の情報
を含む、HPに関する詳細な情報が掲載されています
。情報が更新されたり、新しい情報が掲載されたりす
るため、投資家の方々には、随時、このWebサイト
にアクセスすることを推奨しています。HPのWebサ
イトの内容は、参照としてこの文書に組み込まれてお
らず、他のレポートやSECのHPファイルの文書にも
組み込まれていません。HPのWebサイトの参照は、
消極的な文章の参考のみを目的としています。

過去の期間と同様、税務関連の項目を含め、この文書に
記載されている財務情報は、本書の作成時に入手可能
な情報に基づく推定を反映しています。HPはこの推定
を妥当だと信じている一方で、この金額が、HPの2022
年7月31日締めの会計四半期のフォーム10-Q四半期報
告、HPの2022年10月31日締めの会計年度のフォーム
10-K年次報告、およびHPの他の米国証券取引委員会へ
の報告と大きく異なる可能性があります。この文書の
将来の見通しに関する記述は、この文書の日付の時点
で行われたものであり、HPは義務を負わず、この将来
の見通しに関する記述を更新する意向もありません。
本文書全体を通して、GRI (Global Reporting Initiative) 基
準の「重要性 (materiality)」の定義を使用します。この
定義は、米国その他の司法管轄区域の証券法またはその
他の法律によって定義または解釈された用語とは異なり
ます。また、HPの財務諸表および財務報告、または米
国証券取引委員会に提出されたHPの報告書の文脈で使
用される用語とも異なります。本文書の目的でESGマテ
リアリティ (重要課題) として特定された題目は、米国証
券取引委員会またはその他の財務報告の目的で重要課
題であると解釈されるべきではありません。さらに、
過去、現在、および将来的なサステナビリティ関連の
記述は、まだ発展途上にある進捗状況の測定基準、進
化し続ける内部統制とプロセス、および将来変更され
る可能性のある前提に基づいている場合があります。
HPのインベスターリレーションズのWebサイト、
investor.
詳細はこちら 2021 HPサステナブルインパクトレポート

