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概要編
IBMコーポレーション 会長、社長兼CEOであるGinni Rometty（ジニー・ロメッ
ティ）からのメッセージをご紹介します。このメッセージでは、ビジネス戦略と企業
市民としての活動の戦略の融合というIBMの目標がどのように体現されるかに
ついて述べられています。また、私たちはIBMのCSR活動と企業市民としての
活動に対して、熟慮を重ねた包括的な取り組みを行い、それを社内のさまざまな
局面で取り入れています。ここでは、IBMが実施する主な活動の概要についても
紹介しています。
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A Letter from Virginia M. Rometty
Chairman, President and Chief Executive Officer

価値あるイノベーション

5年前、私たちはSmarter Planetのビジョンを打ち立て、
世界とのディスカッションを始めました。テクノロジーとグロー
バル統合の新たな時代の幕開けにより、かつてない量と
種類のデータが今までにない速度で急増する中、お客様や
関係者と共に経験したことを基に、Smart Planetのビジョン
は構築されました。
このいわゆる「ビッグ・データ」は、新たな天然資源にほかならないと私たちは考えました。過去の時代において蒸気動力や電磁
気力、化石燃料がそうであったように、データによって新しい何かがもたらされると考えられました。データは、新たなレベルの
繁栄と社会的発展を生み出す可能性を秘めていました。

私たちはお客様やパートナー、学識者、政府指導者、その他の支援者と連携してデータという資源を採掘し、活用してきました。
そして、より利用されやすい医療、より効率的な教育、さらに安全な食糧、住みやすい都市、信頼できる交通機関の確立に役立
ててきました。また、私たちは分析やソーシャル・ネットワーク、クラウド・インフラストラクチャーを社内に導入し、IBMの価値や
透明性の向上、エネルギー消費の削減、お客様と世界のために革新を起こす力の向上につなげています。

これらは会社にとって重要な目標です。この報告書に目を通していただくと、IBMがこうした目標の進捗をどのように測定して
いるのかお分かりいただけるはずです。しかし、Smarter Planetの実現に対するIBMのコミットメントは、主要業績の評価指
標以上のものを生み出しました。Smarter Planetを構築するには、そしてよりスマートな企業となるためには、ビジネス戦略と
CSR戦略を連携させるだけでは十分ではないことが判明しました。2つの戦略をひとつにする必要があります。

これは、ビジネスの観点や企業の社会的責任の観点から見ると、かなり目新しい方法です。金銭的な慈善活動や、「還元」、つ
まり従来のCSRという概念とはかけ離れています。IBMの社員の立場から言わせていただくと、これはIBMという企業の中核
となっている文化、価値、目標により生まれたものです。私たちは、お客様や世界にとってなくてはならない、不可欠な存在であ
りたいと考えています。
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これはIBMの2代目会長であり、創立者の息子であるThomas Watson, Jr.（トーマス・ワトソン Jr.）の、「企業の成功度合
いは、どれだけ人間の要求を満たせたかに比例します。利益は評価システムに過ぎません。最終的な目標は、私たち皆がより良
い生活を送ることです」という言葉に表れています。

このCRレポートに目を通していただきながら、CSRのモデルが、具体的かつ測定可能なやり方で、どのように形となって現れ
ているかを考えていただきたいと思います。以下は、その一例です。

　　●  予測分析による意思決定の向上：お客様のビジネスや自身の戦略に関する判断にだけでなく、企業市民としての取り組み
にも分析を活用しています。例えば、2013年で3年目を迎えるSmarter Cities Challengeという社会貢献プログラム
では、課題解決の専門知識を持つIBM社員を世界中の100都市に派遣して、複雑な都市システムから収集するデータを
分析し、コスト削減、インフラストラクチャーや都市居住性の向上に役立て、重大な課題を解決する都市の首長を支援します。

　　●  ソーシャル・ネットワークによる優れた価値実現：ソーシャル環境は、IBMの社員やお客様だけでなく、協業相手であるす
べての関係者のメリットを増幅させます。グローバル企業のネットワークであるSupplier Connectionというプログラムで
は、中堅企業が大企業のサプライヤーになれる場を提供できるようにグローバル企業が取り組み、雇用の拡大を支援して
います。また、IBMオンデマンド・コミュニティーという仕組みでは、IBM社員が社会貢献活動の機会やリソースを共有して、
非営利団体の生産性向上を実現しています。このプログラムを通して、IBM社員は10年間で1,500万時間を超える社会
貢献活動を行いました。

　　●  サービス提供方法の再考：Smarter Planetでは、業界というレベルだけでなく、顧客、学生、患者、一般市民といった個
人に対してもさらに価値を提供することができます。ひとつの顕著な例としては、学生がIBM社員の指導を受ける、ニュー
ヨーク州ブルックリンのPathways in Technology Early College High School（P-TECH）があります。P-TECHは、
米国のBarack Obama（バラク・オバマ）大統領の2013年一般教書演説でも引用されました。9年生から14年生を対
象としたこの急進的な新しい教育モデルでは、応用科学の準学士号が取得可能で、優秀な学生に就職や大学卒業の機会
を提供することができます。このP-TECHモデルは、ニューヨーク州全体やシカゴ、そして全米のその他の都市で展開さ
れています。

このような例は、リーダーシップ開発（IBMのCorporate Service Corpsなど）、サプライ・チェーン、環境維持、市民参画、
起業等への支援などの新しい取り組みなどにもあります。これらは政府と市民社会の強力な連携によって構築さています。この
戦略は成果を上げたイノベーションを拡大していき、持続的なイノベーションへとにつなげています。このCRレポートでは、多
くの例を取り上げ、成果の定量化を行っています。

Smarter Planetの追求と、その結果として生じたビジネス戦略とCSR戦略の統合は、IBM内外で共感を生んできています。
社員を刺激するだけでなく、他社でも同様の取り組みが検討されるようになっています。新しい世代のイノベーターやリーダー
が、地域レベルや都市レベル、そして世界レベルで地球のスマート化を実践しており、43万人を超える世界中のIBM社員にとっ
て、その活動を支援することは一生に一度のチャンスです。皆様と共にこのチャンスをつかんでいくことを願っています。

バージニア・M・ロメッティ
IBM会長、社長兼CEO
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コーポレート・レスポンシビリティー
に対するIBMの取り組み
IBMは最高水準の社会的責任を追い求めます。それは、社員を支援し、力をつけ
させることから、お客様との連携や組織の運営支援にまで及びます。IBMは常に
この水準を超えることを目標とします。このセクションでは、企業の社会的責任と
企業市民活動に対するIBMの取り組みについて詳しく説明します。

IBMは43万人を超える社員を抱え、約170カ国で事業を展開する企業であり、2万を超えるサプライヤーのサプライ・チェー
ンを管理しており、その中で最高水準の企業の社会的責任従った事業展開に努めています。IBMは、これこそが企業が存在し、
持続するのにあるべき姿だと考えており、企業の社会的責任（CSR）に対するコミットメントを社内の多くの局面に組み入れてい
ます。
IBMは、お客様から社員、ビジネス・パートナーや投資家といったさまざまな関係者をつなぐ巨大なネットワークを活用していま
す。さらにIBMが行う業務は、各企業のビジネスの成功に影響を及ぼしているだけでなく、さまざまな国や都市、政府、コミュニ
ティー、世界に存在する重要なインフラストラクチャーの効率や革新にも影響を与えます。
IBMは設立以来、CSRに対して、熟慮を重ねた包括的な取り組みを行ってきました。この取り組みについては、IBMの価値観
と一致し、グローバル企業としての影響力を最大限に引き出すものだと自負しています。これらすべての取り組みにおいて、以
下の原則に従って行動しています。

企業価値との一致
企業は、社内外の活動において企業価値に忠実である必要があります。戦略や環境は変化しますが、IBMの掲げる価値は変わ
ることなく、すべてのCSR活動に組み込まれます。

　　●  お客様の成功に全力で尽くす
　　●  私たち、そして世界に価値あるイノベーション
　　●  あらゆる関係における信頼と一人ひとりの責任

IBMは高い倫理に基づいた実践を求めています。社会貢献活動は販売取引とは関係がありません。私たちの社会貢献活動はビ
ジネスに合わせて調整され、最良のビジネス資産を活用しますが、受益者とその管理者や監督者から直接恩恵を得たり、彼ら
の購買意思決定に影響を与えたりすることを目的に行うわけではありません。

このコミットメントは企業全体で推進されており、上級管理職によって指導され、最終的にはIBMの財務、環境、社会的な業績
に加え、法律、規制、およびさまざまな行動規範に対するコンプライアンスを左右します。IBMの取締役会と役員が実績とコン
プライアンスを定期的に確認しています。

IBMのCSR活動は、IBMの全関連部門の幹部で構成される運営委員会によって調整されます。議長はIBM コーポレーション、
社会貢献部門のバイス・プレジデント兼IBM International Foundation理事長が務めます。
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業界間の連携
経済を担う業界は、単独では世界が直面する課題を解決することはできません。私たちは公共セクター、都市や地方自治体、
政府、および非営利団体、学校組織等と綿密に連携しています。私たちは、解決策を見つけ出して適用することに尽力する優
れた公共組織や市民組織とも連携しています。

重要なのは、協力相手としてふさわしい組織を見極めることです。「最大の価値と影響力を引き出すのに不可欠なのは、イノベー
ションであり、マネジメント経験とその能力であり、専門分野に関する深い専門知識であり、持続可能性やスケーラビリティー
への取り組みである」という私たちの考えを共有する組織が最善のパートナーです。さらにIBMは、卓越性と説明責任のどちら
にもこだわっています。

企業価値に従って、私たちは協力者や助成対象者をビジネス上のお客様と同じように敬意を払い、支援しています。IBMでは
関係の深さが重視されます。私たちは、すべてのお客様の成功のために全力を尽くします。テクノロジー・ソリューションを組織
に適切に実装するには時間と労力がかかることを私たちは理解しています。そのため、協力者や助成対象者とより継続的な深
い関係を築くようにしています。

すべての企業資産の調整と統合
IBMが世界に提供できる最大の価値は、私たちの革新性や専門知識を適用して社会的課題に対応できる能力です。私たちは、
そのような課題に対する解決策を見極め実行に移していく際に積極的に関与する必要があると考えています。そのためには、
IBMのテクノロジーを最大限に活用する必要があり、特にIBM社員のスキルの活用が必要であり、私たちは、単なる寄付金で
はなく、さまざまな業界のパートナーと積極的に強く連携することを選択しています。さらに、スキルを高め、革新的なオンライン・
ツールを介してコミュニティーに貢献することにより、社員やその他の関係者に支援をしていきます。

考えと実行のリーダーシップ
外部の企業、組織、団体と強力に連携し合い、最新のテクノロジーを活用していくIBMの取り組みは、長期的な変革につなが
るとともに、IBMの本質を体現しています。私たちは早くからこのような考えを表明し、実行し、推進してきました。また、このよ
うな機会を見つけ、実用的な解決策の提示に努めています。事業としてのコミュニティーへの取り組みのすべてにおいて、解決
策を見つけ出して適用し、維持できるようにすることに真のリーダーシップを発揮することを目標としています。

本質的な課題への重点的な取り組み
私たちは、社会やIBMにとって重要な課題への取り組みに役立つ、より包括的な限られた数のプログラムに重点的に取り組む
ことが重要であると考えています。つまり、課題に優先順位を付け、その優先度に合致するプロジェクトを支援し、優先度に沿
わなくなったプロジェクトからは撤退していくことが重要と考えています。
その結果、IBMは、世界中で生活や福祉の質に影響を与える重要な社会的および教育的課題を改善するのに役立つプロジェク
トや、IBMの専門知識やソリューションが特に適用できる分野に重点的に取り組んでいます。主なサポート対象分野には次のよ
うなものがあります。

　　●  教育、特に科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学分野（プログラムとしてはP-TECH）
　　●  都市の課題解決（プログラムとしてはSmarter Cities Challenge）
　　●  起業、職業訓練、地域のコミュニティーおよび経済の発展（プログラムとしてはSupplier Connection、SME Toolkit）
　　●  災害支援、防災
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　　●  ソーシャル・セーフティー・ネットと医療・福祉サービス（プログラムとしてはSafetyNet）
　　●  非営利団体や学校へのサービス、ソフトウェア、およびテクノロジーの提供による、能力およびスキルの構築

これらのプログラムと併行して、IBM社員がコミュニティー・サービスやボランティアを行う環境を整えるという企業規模でのコ
ミットメントとしてIBMオンデマンド・コミュニティーという仕組みがあります。IBMオンデマンド・コミュニティーは、IBM社員の
スキルと、IBM社員が居住、勤務するコミュニティーのニーズとを結びつける場です。

影響と評価
世界の都市に関わる複雑な課題の解決、学生に就職準備をさせる学校の開発といった活動内容にかかわらず、IBMはその支
援活動が広範囲にわたるものであり、また、影響が測定できるようなものであることを求めています。投資を最大限に活用する
ために、IBMと支援先との関係には、課題解決を横展開できるように、さまざまな解決策を発展させてより適切なものに変えて
いく方策を一緒にさぐり、まとめていくことが求められています。その結果、解決策が長期的に持続していくこが可能になります。

ビジネスと同様に、成果を評価し、常に最大の効果が得られるよう見直し行っています。IBMが支援をするプログラムには、プ
ロセス・プランと累積的な評価プランの両方が含まれています。大規模な新規の取り組みの開始に際しては、最初から評価プラ
ンが組み込まれています。現行のプログラムでは、社会へのインパクトと価値が持続されているか定期的に評価を行い、その効
果と効率を確保するために必要に応じた変更を行っています。

ビジネスでの有効性
優れた社会貢献活動はビジネスにも関連があります。優れたミュニティー、学校が、そして企業が連携すると、雇用や経済の発
展に直接つながっていきます。IBMの社会貢献活動は、社会およびIBMのすべての関係者に真の価値をもたらすことを目指し
ています。

お客様も堅固たる価値を持ち、コミュニティーと深く関わっている企業とビジネス関係を結ぶようになり、人々は優れた企業市
民である会社に勤務し、働き続けたいと思うようになることを願っています。
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2012年を振り返って
IBMでは、CSR活動がビジネス・モデルに完全に統合されています。これは、私
たちが策定する戦略、確立する協力関係、構築する周辺コミュニティーとの関係
に現れています。IBMのCSR活動には、関係者の興味を特に引く以下の4つの
局面があります。

1. 社員およびコミュニティーのサポート
2. IBMの製品と事業による環境への影響
3. グローバル・サプライ・チェーンの管理
4. IBMのガバナンス、倫理、およびインテグリティー

ここでは、CSR活動の主な4つの局面に関連する、2012年のIBMの活動の概要をご説明します。また、業務におけるIBMの
価値に関するいくつかの例もご紹介します。詳細については、IBMのコーポレート・レスポンシビリティー Webサイトをご覧くだ
さい。
ibm.com/ibm/responsibility/2012

社員とコミュニティー
世界中の43万名のIBM社員は、IBMを体現しています。IBMのブランドを代表し、IBMの価値を具体化し、成功に向けてま
い進します。そのためIBMは、社員の成長、能力開発、満足度を向上するための新たな方法を見つけ出せるよう絶えず努力し
ています。2012年も、社員の採用、教育、維持を優先して行ってきました。昨年1年間、私たちは社員とお客様のIBMとの経
験との関わり方について取り組みました。能力を最大限に発揮できるように社員の意欲をかき立て、支援すればするほど、業務
において社員は力を発揮し満足度は高まり、その結果、お客様との関係性やお客様満足度が上がります。この目的を達成する
ために、インドでの新規マネージャー・トレーニング、英国での「IBM University」、米国やその他の国での仮想ジョブ・フェア
等、地域やビジネス・グループにまたがる広範な活動を実施してきました。また、2012年はソーシャル・メディアの活用を強化し、
専門知識の習得、健康や福利厚生情報の共有、社員の感情の把握、相互連携の促進、新規採用への取り組み、学習機会の拡
大といった取り組みに努めました。IBMの2012年の活動の中で、アナリティクス、分析を利用した活動は、人事部門の専門家
を育成し、業績優秀者や優秀なマネージャーを見いだすのに役立つ重要なものでした。さらに私たちは、Corporate Service 
Corps、Executive Service Corps、Smarter Cities Challengeといった先駆的な社会貢献プログラムを通じて、社員の
スキルと経験の向上を引き続き支援しました。

経験や専門知識の共有による都市の変革
都市をよりスマートに住みやすくするための地方自治体の首長の取り組みを支援するために、2012年、173名のIBM社員が
世界中の31都市に派遣されました。彼らは都市における効率の向上、経済成長の促進、市民との取り組みといった課題に対
する戦略を策定しました。3年間に100都市に対して行われるSmarter Cities Challengeという社会貢献プログラムの満2
年目の一環として派遣されたIBM社員は、業務を通して習得した経験と知識を利用し、医療、教育、治安、社会サービス、交通、
通信、持続可能性、予算管理、雇用機会や経済的機会、エネルギーと公益事業といった各都市の重要な問題に対応しました。
Smarter Cities Challengeはおそらく、社会貢献活動としてIBMの統合された取り組みが最もよく分かる例です。これは、3
年間に世界中の100都市に、各都市固有の課題の解決に向け総額5,000万ドル相当のコンサルティング・サービスを無償で
提供するプログラムです。この活動は社会貢献活動ですが、私たちがビジネスを通して習得した専門的知見や知識を活用して、
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重要なデータの収集と分析、複雑な自治体システムの機能の明確な把握、そしてそれらをより適切に機能させる方法の特定と
いった都市の活動を支援します。

「実際のところ、大変な作業を完ぺきにやり遂げてくれました」と語るのは、スペイン・マラガ市のフランシスコ・デ・ラ・トレ市長
です。同市では、Smarter Cities Challengeの支援を受け、起業文化の拡張をベースとする持続可能な統合経済プランを作
成しました。「多くの人たちに対してインタビューが行われ、マラガの現状を調査するために長い時間が費やされました。彼らは
私たちの技術開発を前進させ、起業を促進し、それに伴って雇用を創出する一連の重要な提言を行ってくれました。」

IBMは2012 年 11月、ニューヨーク州パリセーズでSmarter Cities Challenge Summitを開催し、Smarter Cities 
Challengeの対象となった都市の150名の首長（各大陸を代表する約20名の首長を含む）と、都市のオピニオン・リーダーお
よびIBMのSmarter Cities Challengeプログラムの関係者、参加者を迎えました。このサミットの後、IBM の社会貢献部門
は “How to Reinvent a City: Mayors’ lessons from the Smarter Cities Challenge”という白書を発行し、IBMの社
会貢献活動から各首長が得た洞察を共有しました。

Smarter Cities ChallengeではIBMの中でも特に優秀な人材に声をかけ、都市問題への対処や有意義なソリューションの
開発、IBM社員内での専門知識の蓄積、そして長期的な結果を生み出すためのその専門知識の市職員への伝達などに直接あ
たってもらっています。

その他の社員の取り組み
2012年の社員の福利厚生面において、IBMのIntegrated Health Services（IHS）チームは総合的な健康に特に重点を
置きました。多くの国のIBM社員にメンタルヘルス・ケアが提供されるようになり、IHSチームはストレスがもたらす悪影響の軽
減を支援するプログラムを立ち上げました。職場および通勤時における安全管理が2012年、福祉プログラムの対象となりま
した。また、禁煙の指針や職場での栄養ある食品の選択、運動、体重管理、感染予防、健康診断などのその他の活動を通して
健康的な習慣を促進するプログラムの基盤も作成しました。その一方で、プライマリー・ケアの拡張を引き続き進めています。
IBMは2年前、IBMの自家保険ヘルス・プランに登録している米国のIBM社員に対するプライマリー・ヘルスケアの適用率を
100%にするという特別な対応を実施しました。2012年には、プライマリー・ケアの100%適用がメキシコ、フィリピン、トルコ
などその他の多くの国に拡張されました。

また、私たちは引き続き、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの方々の職場での平等と、女性や障がい者
の昇進機会の支援についても積極的に取り組んでいきます。IBMは、IBM社員が文化的知識や洞察を深められるように開発さ
れたプログラム、活動、およびリソースに注目を集めることを目的として、2012 Cultural Adaptability Awareness Week
に協賛しました。

IBMが長年続けているリーダー育成への投資は、2012年も最重要課題となりました。特有の経験を積み、とリーダー職位へ
の昇進を促す中核社員向けプログラムの刷新に焦点を当てました。これらはJoint Leadership Development Program、
Integration and Values TeamおよびClient Experience Teamと呼ばれています。

IBMは、立法機関、規制機関、公務員、市民リーダーといった市民社会全体で連携する重要性を認識しており、今日世界が直面
する最も切迫した問題に対してIBMの専門知識、経験、知見を提供しています。2012年にIBMが重点的に取り組んだ最も重要
な事項は、科学、エンジニアリング、テクノロジー、数学（STEM）分野における新卒者を対象とした就職機会の世界的な不足と
いう点でした。IBMは一部の州や地方、および米国議会に働きかけて、この問題への対応に努めています。IBMは、教育改革の
促進、社員教育、入植・移住に関する法律や指針の促進に努力しており、局所的な取り組み（例えばPathways in Technology 
Early College High School、略称P-TECH）を活用して、提言の作成や革新的な教育方法の実証を行っています。
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学生に対する有望なキャリアの準備
バラク・オバマ大統領は2013年の一般教書演説で、適切な就職機会の提供を目的に作成された高等教育の新しい取り組み
について取り上げました。大統領は、9年生から14年生向けの革新的な学校モデルの開発における、IBM、教育機関、企業間
の協力的な取り組みについて言及しました。このモデルでは、大学卒業の資格や、コンピューター・サイエンス・テクノロジー、
エレクトロメカニカル・エンジニアリング・テクノロジーの分野での就職機会が学生に対して用意されます。また大統領は、その
ような機会はすべての学生に対して提供されるべきであるとも述べました。

このモデルを導入した最初の学校はPathways in Technology Early College High School（P-TECH）で、2011年9
月、ニューヨーク州ブルックリンで開校しました。P-TECHはニューヨーク市の教育省、ニューヨーク市立大学、ニューヨーク技
術大学、およびIBMの提携により設立されました。2012年、P-TECHモデルはシカゴの4つの学校に展開され、この革新的
なモデルを別の場所でも展開する計画がなされました。IBMはシカゴの各公立学校、シカゴ市立大学、リチャード・ジェイ・デイ
リー大学と共に、そのような学校のひとつであるSarah E. Goode STEM Academyに出資しています。ニューヨーク州知
事クオモ氏のリーダーシップにより、P-TECHモデルはニューヨーク州全体と全米のその他の都市にも広がっています。

公立学校に革新をもたらすこの新しいモデルは、高校、大学、および企業の一番優れた要素を結びつけています。体系化され、
統合された6年という期間で、学生は高校を卒業するだけでなく、応用科学の準学士号を取得できます。また、学業を継続した
り、情報テクノロジー業界の就職で優位に立つためのスキルと知識を習得することもできます。このモデルは、キャリア開発や
技術教育を向上させる国家的取り組みの一部として広く展開し、持続できるように作成されました。

このP-TECHモデルは、若年層に21世紀の仕事を用意するだけでなく、主要ポジションを担う働き手のスキル不足に対応す
ることも目的としています。モデルは拡張しており、IBMは他の組織と連携してより多くの学生を支援し、適切に教育と仕事を
結びつけ、地方の経済的発展を促進することができることを願っています。

コミュニティー、社員、および企業の支援
2008年、IBMは今までに類のないサービス・プログラムを初めて立ち上げました。それは米国平和部隊 (ピース・コー )に倣っ
てモデル化されたプログラムで、個人、企業、およびコミュニティーに大きなメリットが得られるようにデザインされ、Corporate 
Service Corps（CSC）と名付けられました。CSCでは、政府、教育機関、非営利団体と連携して地方におけるテクノロジーと
社会の間の課題に対応し、持続可能な経済的解決策を策定するため、約2,000名のIBM社員を、30を超えるさまざまな国に
派遣しました。CSCチームは8名から15名のIBM社員で構成され、約6カ月間、つまり準備に3カ月、地域のコミュニティー
での活動に1カ月、事後のサービス活動に2カ月を費やし活動に従事します。この社会的責任とビジネス専門知識の一体化によ
り、公共心のある個人育成のためには最善のリーダーシップ開発プログラムであること、困窮するコミュニティーのためのプロボ
ノとしての効果があること、そしてIBMにとっては新しい市場に対する理解が深まる、という3つのメリットが生み出されます。

2012年、20カ国の32のコミュニティーに対してCSCが提供され、極めて重要な100のプロジェクトに携わりました。その
ひとつに、ケニア政府、米国政府、および米大統領エイズ救済緊急計画(Presidents Emergency Fund for AIDS Relief, 
PEPFAR)と共に子宮頸がんと闘ったCSCチームの例があります。このグループは、1,500万人の女性にサービスを提供する
広大な地域にまたがる4,000を超えるクリニックと6つのレベルの医療機関の間でのデータ収集により発生した情報管理の課
題を解決するために連携しました。過去5年間で受診率は既にほぼ0%から70%に飛躍的に向上していましたが、CSCチーム
の支援を受けて、さらに受診率を向上させるために、より信頼性の高いデータを収集するものです。このような活動により、IBM
は2012年11月、Businessweek 誌の発表するThe Civic 50、つまり「米国で最もコミュニティー意識の高い企業」のラ
ンキングでトップを獲得しました。The Civic 50は、コミュニティーの向上に対して企業がどのように時間や能力、財源を投資
しているかについて評価するものです。これにより、継続的な、そして徐々に大きくなってきているコミュニティーに対するイン
パクトと、IBMの世界的な企業としてのサービス活動を展開するという点でのリーダーシップについての評価がされました。
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環境
IBMは、1971年に発行したIBM環境ポリシーに基づき、環境保護に対する確固たるコミットメントを長年にわたり維持してい
ます。IBMポリシーでは、研究開発、オペレーション、製品設計から、お客様に提供するサービスやソリューションにわたるあら
ゆるビジネス活動において、IBMの環境リーダーシップを追求しています。

IBMの包括的な環境プログラムは、エネルギー、気候変動防止から、汚染予防、化学物質・廃棄物管理、資源保護、環境配慮
製品プログラムにまで及びます。ここでは世界的に関心の高いテーマである、エネルギーと気候変動防止に関するプログラム
について取り上げます。2012年、IBMは自身のオペレーションにおいて優れた成果を収めると共に、よりエネルギー効率よく
地球環境に配慮した方法でお客様や世界が成長するための支援も、IBMの研究開発、テクノロジー、ソリューションを活用して
実施してきました。

全社的な省エネルギー活動
IBMは2012年、省エネルギー・プロジェクトを通じて、全エネルギー利用の6.5%の削減を達成しました。これは毎年の削減
目標である3.5%を大幅に上回る数値です。これらのプロジェクトでは、電力消費を33万6,000MWh、燃料油と天然ガスの
消費を2,150億Btu削減し、CO2排出量を15万5,000トン削減しました。また、エネルギー費用も3,500万ドル削減しまし
た。1990年から2012年にかけて、毎年の省エネ活動により、電力消費を61億kWh、CO2排出量を390万トン削減し（IBM
の1990年の全世界での排出量の57%に相当）、エネルギー費用を4億7,700万ドル削減しました。

2009年には、ビジネスの成長と世界規模でのエネルギー価格の高騰が続く中、IBMは2012年末までに110万MWhのエ
ネルギー利用を削減するという積極的な戦略を策定しました。110万MWhの削減、これはつまりIBMが2008年に消費した
全エネルギーの20%相当以上を削減するという壮大な計画でした。IBMの環境部門や財務部門、不動産関連の組織や部門で
構成される統合チームが4年にわたり活動を行い、省エネと効率化により目標を13.3%上回る124万6,000 MWh削減しま
した。56カ国の500を超える施設で、6,000以上ものプロジェクトが実施されました。

データ・センターのエネルギー効率
IBMは、世界各国でさまざまなポートフォリオのデータ・センターを管理しています。2012年には、EU域内の19カ国、43の
IBMデータ・センターにおけるEU Code Of Conduct for Data Center （EUのデータ・センター規定）に基づくエネルギー
効率化への取り組み状況が評価され、欧州連合（EU）の執行機関である欧州委員会より表彰されました。登録されているデー
タ・センターは、EU域内にあるIBMの戦略的アウトソーシング・データ・センター・スペースの70%以上を占めます。これは、今
までにこのような評価を受けた単一企業のデータ・センターの中では最大のポートフォリオです。

第2世代気候変動防止目標に対する実績
IBMは、再生可能エネルギーの購入及び省エネ活動を通して、自社のCO2排出量を、2005年を基準年として2012年末ま
でに12%削減するという目標を掲げていました。2012年末には、これを大幅に上回る15.7%の削減を達成しました。IBMは
省エネ活動を通じて、1990年から2005年までに、1990年の40%に相当するCO2排出量を既に削減していることを考慮
すると、これは特に注目すべき実績といえます。

再生可能エネルギー推進のための研究
IBM基礎研究所の科学者は、他の組織と連携して、入射した太陽光の80%を有効なエネルギーに変換できる、手頃な価格の
太陽光発電システムを開発しています。それは、低価格の皿型集光器と、大量生産可能なマイクロチャネル冷却型の高性能な
太陽光発電チップを基に設計されています。成功すれば、南欧、アフリカ、米国南西部、南米、オーストラリアなどの世界中の
地域に、持続可能なエネルギーと飲料水を提供できるようになると考えられています。
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サプライ・チェーン
IBMは、約100カ国のサプライヤーと取引を行っており、社会的責任や環境的責任はビジネス関係における重大な局面となって
います。私たちはサプライヤーと密に連携し、サプライヤーがさまざまな企業責任において、広くグローバル・サプライ・チェーンに
わたり向上できるように支援しています。この活動として、まずはSocial and Environmental Management System
をサプライヤーに対して実施・維持することを必須とさせて頂いたことから始めました。これにより、サプライヤーはサプライ・
チェーン全体の透明性を高めるために、自主的に目標を定め、自身のパフォーマンスを測定し、公開するようになります。

2012年、IBMはサプライ・チェーンの評価を行いました。377社に対して初の監査を実施し、29カ国に及ぶサプライヤーの
再監査を実施しました。これらは第三者監査によるもので、電子業界CSRアライアンス（EICC）行動規範またはIBM のサプ
ライヤーに求める行動規範に対するコンプライアンスを評価します。やるべきことはまだありますが、グローバル・サプライ・
チェーン全体において規範に対して継続的に改善が見られることを確認することができました。

IBMとEICCのその他のメンバー、Global e-Sustainability Initiative（GeSI）、および他のセクターの企業は2012年、ス
ズ、タンタル、タングステン、および金を提供する、社会的責任のある提供元とのサプライ・チェーンを完成させる目標に向けた
活動を引き続き実施しました。EICC/GeSIは、Webベースの紛争フリー精錬業者のリストを更新し、厳格な評価を問題なく完
了した企業を強調しました。CFSの評価は、拡張するサプライ・チェーンの中で重要な役割を果たす精錬業者や精製業者に対
して直接行われます。それは彼らが、濃縮された鉱石をテクノロジー製品で使用するような、より高濃度の原料に変換するため
の中継点として機能しているためです。また、2012年には、更新されたEICC/GeSI紛争鉱物報告テンプレートおよびダッシュ
ボードのリリースもありました。この調査では、フォーカスする4つの原料の使用、利用した精錬業者、（分かる場合は）原料の
採取国を記入する、上流サプライヤー向けの共通フォーマットを企業に提供します。IBMはこの調査の後続バージョンを作成し
て4つの原料の使用を把握し、まとめた結果をお客様に提供しています。

IBMはまた、さまざまなサプライヤーの基盤が継続的に成長していることを確認しました。最上位の企業、二番手の企業からの
購入は3億3,000万ドルに及びます。同時に、このサプライ・チェーン拡張の重要な要素の成長と発展に力を注ぐ世界の組織
に対するサポートと関係性を維持しています。

ガバナンス、倫理、およびインテグリティー
IBMでは、厳格な企業ガバナンス・システムが最高水準の倫理、透明性、およびインテグリティーの達成を促進しています。
そのようなシステムのひとつにコーポレート・レスポンシビリティー運営委員会があります。この委員会はCSRの主要な問題
に対するリーダーシップを示し、方向性を決定する上級役員で構成されており、定期的に開催されています。運営委員会は
Corporate Responsibility Working Groupの支援を受けています。Corporate Responsibility Working Groupは
10の分野の代表者で構成されており、月例会議を行い、IBMのCSR活動の管理および社内の関係者との調整を行っています。
IBMはコミュニティーや官公庁、社会セクターと協力しながら、関係者とつながりを持ち、協業を行うべく取り組んでいます。

IBMのビジネス・コンダクト・ガイドラインには、倫理的行動と意思決定に対するIBMの長年にわたるコミットメントが反映されて
います。業務における最高の倫理水準を促進するために、すべてのIBM社員がこのガイドラインのトレーニングを毎年受講して
います。

IBMは、企業全体で重大なリスクを特定し、管理し、その影響を最小限に軽減するための最善の方法を判別するのに役立つ、
一貫性のある、体系的な統合リスク管理方式を開発しました。2012年、IBMは引き続きリスクに関する教育とトレーニングを
実施し、テクノロジー、ツール、分析を適用したリスク管理にフォーカスしました。
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IBMはプライバシーとセキュリティーに関する問題を非常に重視し、すべての活動でこれらを考慮しています。私たちは、あら
ゆる分野の機関がその情報管理能力に対して市民から信頼を得る必要があると考えており、また一消費者としては、自身や家
族を保護するために知識に基づいた手段を講じる必要があると認識しています。2012年には、IBMはプライバシーに関する
多数の取り組みを立ち上げ、すでに進行中の他の取り組みとともに展開してきました。例えば、Future of Privacy Forumと
連携してコンシューマー・トラスト・シールを開発し、Pro Bono Privacy Initiativeに引き続き参加して福祉施設でのプライ
バシーやデータ保護問題の管理を支援したほか、プライバシー・バイ・デザインの問題への対応を推進しました。
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本報告書について
IBMのコーポレート・レスポンシビリティー・レポートは毎年発行され、その発行
時期は対象年の翌年第2四半期です。本報告書では、2012年のIBMの実績と
2013年前期の注目すべき活動を取り上げています。

IBMコーポレート・レスポンシビリティー・レポート2012の内容を選択するにあたり、グローバル・レポーティング・イニシアチ
ブ（Global Reporting Initiative: GRI）レポートの指針における重要性、持続可能性の流れ、関係者の関与と完全性の部分
を利用しました。またIBMは、コーポレート・レスポンシビリティーのWebサイトで、自己宣言GRI Applicant Level AのGRI 
G3 Sustainability Guidelinesを活用した包括的なGRI報告書も提供しています。

特に明記されていない限り、本報告書のデータはグローバル・オペレーションに関するものです。本報告書では、IBMのコー
ポレート・レスポンシビリティーの活動と実績の詳細について説明しています。業務上および財務上の実績については、2012
年の年次報告書で提供しています。IBMは、外部の機関や組織を利用したIBMコーポレート・レスポンシビリティー・レポート
2012の監査は行っていません。



IBMコーポレート・レスポンシビリティー・レポート2012の全文は、以下のWebサイトをご覧ください。
ibm.com/ibm/responsibility/2012
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