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気候変動は社会にとって最大の脅威の1つであり、世界経済、国際関係、食料と水

の安全保障、自然の生態系に甚大な影響を与えています。 
ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、グローバルな温暖化を防ぎ、国

連の持続可能な開発目標を推進して気候変動の最も深刻な被害を避けるためにビジ

ネスが責任を負わなければならないことを認識しています。

HPEでは、社会が低炭素経済に移行し、産業革命以前からの気温上昇を1.5°C未満に

抑えるためにテクノロジーが貢献できると考えています。2018年、気候変動に関す

る政府間パネル (IPCC) は、工業化以前と比較して1.5°Cを超える地球温暖化の影響を

示す特別報告書を公開しました。この報告書では、経済成長と炭素の排出を切り離

すために、根本的なイノベーションと社会技術の変更が必要であることが強調され

ています。低炭素排出テクノロジーに移行するには、行動を基準とした価格ポリ

シーや融資オプションが不可欠となる場合もあります。

テクノロジー企業であるHPEは、気候変動対策を道徳的要請としてだけでなく、お

客様が炭素制約の世界で成功できるようテクノロジーを変革する機会だと捉えてい

ます。2018年、HPEは、G20の金融安定理事会による気候変動関連財務情報開示タ

スクフォース (TCFD) が規定する推奨事項に沿った外部レポートを公開した初めて

のIT企業となりました。このレポートでは、気候変動関連のリスクと機会をHPEの

財務的安定と結び付けて報告しています。

分析によって分かったのは、低炭素経済への移行を推進するテクノロジーソリュー

ションを開発することによる利点は財務的なリスクを上回り、HPEとそのお客様に

とって数えきれないほどのビジネスの機会を提供するということです。 

HPEは引き続き気候シナリオモデルと財務的評価を戦略開発に取り入れ、その戦略

に沿って可能な限り迅速に行動していきます。 

基本理念 

以下は、気候変動に関するHPEの理念です。 

1. HPEは、サプライチェーン全体のゴール、目的、戦略を最新の気候科学に基づい

て決定します。速やかに行動し、努力を怠りません。

2. HPEは、自社の戦略と能力に応じた気候変動対策イニシアチブを模索します。自

社のビジネス能力の範囲外にある気候変動問題には、パートナーシップとコラボ

レーションによって対応します。

3. HPEは、産業革命以前からの気温上昇を1.5°C未満に抑えるという一見達成が困難

な目標にも気後れしません。課題は革新の入口に過ぎないと捉えています。

4. HPEは、透明性と一貫性を持って気候変動対策イニシアチブに取り組んでいきま

す。地球の気候の未来に確かな変化を及ぼすアクションを優先します。

5. HPEは、お客様、サプライヤー、HPEがビジネスを行う社会やコミュニティの

パートナーとなります。低炭素排出企業になるという目標を促進することは、単

独ではできません。
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https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.hpe.com/us/en/pdfViewer.html?docId=a00069386&parentPage=/us/en/living-progress/report&resourceTitle=Living%2BProgress%2BReport%2B2018
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気候変動対策戦略 
HPEは、パリ協定の目標を目指すためのビジネス主導の気候変動対策を強く支持し

ています。HPEのアプローチは、バリューチェーン全体を対象としています。HPE
の気候変動対策は、主に3つの信条で構成されています。すなわち、データに基づ

いて行動する、気候科学に沿った意欲的な目標を設定する、表明した目標を達成す
るために階層的な投資を実施するという信条です。 

HPEは、世界の平均気温の上昇を工業化以前と比較して1.5°C未満に抑えるために、

遅くとも2050年までにカーボンニュートラルな企業となれるように取り組んでい

ます。このネットゼロへの取り組みは、スコープ1、スコープ2、スコープ3の排出

量を対象としています。 

データ主導のアクション 

HPEのデータ主導のアプローチは、最も影響が大きい材料分野を特定し、投資によ

る気候変動の緩和効果を最大限に高めるように努力することです。第三者による検
証を経てLiving Progressレポートで公開されているHPEの年間カーボンフットプリン

トの結果は、優先順位を決定し、気候科学に従ってビジネス、サプライチェーン、

製品の意欲的な目標を設定するために役立ちます。

意欲的な目標を設定する 

HPEは、バリューチェーン全体で科学に基づいた目標を立て、Science-Based Targets
イニシアチブ (SBTイニシアチブ) によってパリ協定の炭素削減工程に沿っていると

承認された初めてのIT企業です。2019年、地球温暖化を1.5°C未満に抑えるという気

候変動に関する政府間パネル (IPCC) の推奨に基づいた「Business Ambition for 1.5°C」

誓約の最初の署名企業の1つとなることで、HPEは取り組みへの姿勢を強めました。

また、カーボンニュートラルを目指す過程の一環として、2025年までに達成するこ

とを目指す炭素削減に関する一連の意欲的な中間目標を設定しました。HPEの目標

に照らした年間パフォーマンスはLiving Progressレポートで公開され、第三者によっ

て別途検証されています。

HPEの気候変動に関する投資階層 

一連の目標を達成するために、HPEはバリューチェーン全体で炭素排出量を削減す

ることを目的とした投資階層を定義しました。 

• 効率性: ACEEE (米国エネルギー効率経済協議会) の調査によれば、エネルギーの

効率化によって2050年までにエネルギーの消費と温室効果ガスの排出を大幅に

削減できます。HPEは、自社のビジネスによる炭素排出量 (スコープ1および2) と、

より重要なことに、お客様による炭素の排出量 (スコープ3) を削減するためにエ

ネルギー効率が鍵となることを認識しています。

https://www.aceee.org/press/2019/09/energy-efficiency-can-slash#%3A%7E%3Atext%3D%E2%80%9CEnergy%20efficiency%20is%20an%20urgently%2Cdeliver%20swift%2C%20robust%20emissions%20cuts.%26text%3DTo%20avoid%20a%20climate%20change%2C80%E2%80%93100%25%20by%202050
https://www.hpe.com/jp/ja/living-progress/report.html


リファレンスガイド 5ページ 

• 再生可能エネルギー: HPEの次の優先事項は、再生可能エネルギーなどのクリーン

な代替エネルギーに移行すると同時に、再生可能エネルギー供給の幅をさらに広

げることです。HPEは再生可能エネルギー戦略に対してハイブリッドなアプロー

チを取っており、一括販売と単品のグリーン電力証書 (REC)、所有している再生

可能資産、オンサイトとオフサイトの電力購入契約 (PPA)、グリーン契約などの

財務的なメカニズムを評価しています。HPEはRenewable Energy Buyers Alliance (再生

可能エネルギー購入者同盟) の創立メンバー兼取締役員です。この同盟のミッ

ションは、すべての非家庭用エネルギー購入者に向けた市場を解放することで、

炭素排出量ゼロエネルギーの未来への速やかな移行を促進することです。

• EV: HPEでは定期的に社用車をより優れた燃料効率とエンジンを搭載した車両に

入れ替えています。たとえば、成熟したEVインフラ市場の選択肢であるハイブ

リッド自動車や電気自動車を導入しています。

• ロジスティクス: 炭素排出量の削減は、HPEの製品輸送プロバイダーの基準であ

り続けています。HPEは、空輸から海運へと移行することで、また主要な陸路に

おけるトラックの空荷走行距離を管理することで、大規模な炭素排出量の削減を

達成しています。

• オフセット: HPEの階層の最後はカーボンオフセットの購入です。HPEは、現在エ

ネルギーポートフォリオにカーボンオフセットを取り入れていません。

ガバナンス 
HPEの取締役会指名、ガバナンス、社会的責任委員会 (NGSRC) は、コーポレートシ

チズンシップに関連するHPEのポリシーとプログラムを評価およびガイドすること

に責任を負います。これには気候変動に関連するリスクも含まれます。たとえば、

環境に対する一般規定やサプライヤー行動規範などの主要なHPEポリシーを監督し

ます。

NGSRCの責任には、戦略の監督、気候変動に対する目標の設定、ビジネスとサプラ

イヤーに関連する気候変動に対する弾力的対応などが含まれます。HPEの取締役会

員の数人は、環境と持続可能性の分野のスキルと資格を有しています。そのため、

信頼できるビジネスモデルによって長期的な価値創造を達成できます。

NGSRCによって作成される戦略は、関連する法律、条令、条約とのコンプライアン

スも強化します。

ポリシーとアドボカシー 
HPEは、政府による気候変動対策とグローバルな低炭素経済への移行のためのポリ

シーを支援します。政府による気候変動対策への取り組みはグローバルな視点を持

つ必要がありますが、特に発展途上国に対しては個別対応も必要です。HPEは、以

下の原則に該当するポリシーを支援します。

• 目標が気候科学に基づいており、将来の気温上昇を1.5°C未満に抑えるために不可

欠で実現可能な手段への技術的および経済的な予測に従っている必要があります。

• 炭素に対する価格などの明確で、透過的で、一貫した価格シグナルを伴う市場に

基づくメカニズムよって、長期的なイノベーションと競合が期待できます。

• 政府と企業は温室効果ガス排出の追跡と報告に対する透明性を向上し、進捗状況

を測定できるようにし、必要な是正措置を取り、気候変動に対する共有責任にお

いてより大きなアカウンタビリティを促進する必要があります。

• 電力のインフラストラクチャは、市場における再生可能エネルギーの浸透を促す

ものに変更する必要があります。電池貯蔵や需要応答プログラムなどを含むがこ

れに限定されないソリューションを支援し、再生可能エネルギーによる電力を安

定した安価なものとする必要があります。

• テクノロジーとデータは、世界中の政府と企業が持続可能な未来へと進むための

鍵となります。急速な経済成長と化石燃料への依存度の低下を同時に実現するた

めに、情報テクノロジーソリューションを産業と国の基盤とする必要があります。

• 調達時の選択とコスト効率の高いオプションの利用を促進するポリシー、柔軟な

融資と契約条件、簡素化されたポリシー、通常のビジネス活動時よりも炭素を削

減するプロジェクトの実施によって、ソリューションの重要な要素として再生可

能なエネルギー源を支援する必要があります。

• エネルギーの利用、清浄な水の供給拡大、貧困の緩和、世界経済の成長などの非

常に重要な他の課題と気候変動の緩和策を切り離して考えることはできません。
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• 生産サイクルの初期からユーザーおよび使用終了まで、課題に対して包括的なア

プローチを取る必要があります。

カーボンプライシング
HPEは低炭素経済への迅速な、経済的に円滑な移行を支援し、カーボンプライシン

グの導入などのグローバルアクションを支持します。カリフォルニア州サンノゼに

本社を置く (2019年時点) HPEは、米国全体に適用される超党派的なカーボンプライ

シング規制を促進する業界全体のワーキンググループに参加しています。

米国のカーボンプライシングポリシーには以下の原則が含まれます。 

1. 経済全体: 炭素排出に価格を設定するために経済全体規模のシステムを確立する。

2. 競争力: 企業のグルーバルな競争力を支援する。

3. 他の規制の必要性を軽減: 強力な価格シグナルを提供することで複数の規制の必要

性を軽減しながら、米国環境保護庁 (EPA) などの、あらゆる汚染物質を規制する既

存の管理機関の権威を維持する。

4. 予測可能: 企業が最初の価格に対して準備し、定期的な増額を予測して計画を立て

られるようにする。

5. 効果的: 炭素に対する最初の価格を設定し、定期的な増額を実施することで、米国

がパリ協定で規定された気候変動への取り組みを実践し、グローバルな気温上昇

を1.5°C未満に抑えるという気候変動に対する目標と整合性を取りながら取り組め

るようにする。

6. 柔軟性:必要に応じてポリシーを修正し、他の規制に従うことで炭素排出量の目標

を満たせるように、柔軟性を提供する。

7. エネルギーの信頼性: 個人と企業が、信頼性に優れた安価でクリーンなエネルギー

を利用できるようにする。

8. 公正:影響を受ける労働者、家族、コミュニティに向けて、公正で平等なクリーン

エネルギーへの移行に貢献する。

9. グローバルな影響: 他の国に匹敵するアクションに対してインセンティブを与える。

10. 耐久性: 超党派的なスポンサーシップとサポートを取り入れることで、低炭素経済

への移行過程全体を通して耐久性を保証する。

11. 移行: 既存の地方レベルのシステムからの円滑な移行を実現する。例えばカリフォ

ルニア州の排出権取引や、北東部の地域温室効果ガスイニシアチブなど。

関連情報 
気候変動に対する目標に向けたHPEの進捗状況について詳しくは、HPEの環境
ページをご覧ください。 

詳細情報 
https://www.hpe.com/jp/ja/about/governance/policies.html 

© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。

ヒューレット・パッカード エンタープライズ製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサー

ビスの保証規定書にのみ記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責

任を負いかねますのでご了承ください。 

a50001298JPN、2020年9月 

https://www.hpe.com/jp/ja/living-progress/carbon-footprint.html
https://www.hpe.com/jp/ja/about/governance/policies.html
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