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新しいコミュニケーションのツールとしてブログや
ソーシャル・ネットワーキング・サービスが多くの利
用者を獲得しています。オンライン・バンキングや
オンライン・ショッピングは今や生活の一部として
定着し、感性を表現する動画や写真といったリッチ
コンテンツの普及が余暇の過ごし方にも変化を与
えています。今や当たり前となったこのようなライフ
スタイルの変革は、小さなマイクロプロセッサーか
ら始まります。

インテルは、インテル® Core ™ プロセッサー・ファミ
リーで、ライフスタイルの変革を一層、推し進め、よ
り快適で便利なパーソナル・コンピューティングの
世界を実現します。21 世紀に入り、医療、教育、
環境といった領域でもパーソナル・コンピューティン
グの利用が一層進み、社会全般で新しい価値が醸
成されました。インテルは、今後もこれら最新 ICT

技術の開発と普及に貢献し、人びとの生活やビジ
ネスの変革を支援してまいります。

会社概要
インテル株式会社

商号： インテル株式会社

本店所在地： 東京都千代田区丸の内 3 丁目1 番 1 号

設立： 1976年 4月28日

資本金： 4億 8千万円

株主： インテル コーポレーション

代表取締役社長： 吉田 和正

事業所： 東京本社 
  （東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル5階）

 筑波本社 
  （茨城県つくば市東光台 5-6） など

従業員数： 約 580名

事業内容：  半導体を通じて、人々の仕事と生活をさらに豊
かにする先進的な技術と製品を開発、提供。主
要製品としてインテル® Core™ i7 プロセッサー、
インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® 
Xeon® プロセッサー、インテル® Atom™ プロセッ
サーなどのマイクロプロセッサー製品、および 
フラッシュメモリー製品などを販売。

*2012年 12月末現在

Intel Corporation （インテル コーポレーション）

会社名： Intel Corporation

設立： 1968年 7月18日

設立者： ロバート・N・ノイス（故人）

 ゴードン・E・ムーア 
  （インテル コーポレーション 名誉会長）

代表者： ブライアン・クルザニッチ 
   インテル コーポレーション最高経営責任者（CEO）

事業所： 米国カリフォルニア州サンタクララ（本社）など

決算期： 12月

従業員数： 約 10万 5,000人

海外事業所： 60カ国以上
*2013年 7月現在
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CSR（企業の社会的責任）
インテルは 40年余にわたる歴史を通じて、技術を革新し続け、生活の質や仕事の生産性を向上するコンピューティング技術を世に送
り出してきました。しかし、インテルが社会に貢献しているのは、製品開発だけではありません。多くの人々の協力のもと、テクノロジー
や専門知識を生かしながら、教育、ヘルスケア、地域貢献・ボランティア、環境を改善するためのさまざまな活動を展開しています。

企業責任に対するインテルの取り組みは、いつの時代も揺らぐことはありません。環境、教育など社会が抱える課題の早期解決に取
り組むことが社会の健全な発展を促し、結果的にインテルの事業の成長にもつながると考えています。企業責任をインテルの戦略の
必須要素と位置付けることで、リスクの低減、利害関係者との信頼関係の構築、市場での事業機会の拡大が実現します。

教  育
今日のグローバル化した知識経済で活躍できる人材の育成に向け、インテルは「21世紀型スキル」（コミュニケー
ション力、問題解決力、思考・判断力、ICT活用力、協働力など）の推進に世界各国で積極的に取り組み、 教育振
興に日本を含む世界全体で年間 1 億ドルを超える投資を行っています。
その活動の一環として、インテルは Inte l ® Teachプログラムという、教員向け研修プログラムを世界規模で実施
し、2000 年の開始以来、世界 70 カ国で 1,000 万人を超える教員が受講しています。日本でも約 4 万人が受
講しています。2012 年はオンライン研修を開始し、埼玉県教育委員会の「21 世紀型スキル育成研修会」にも協
力しました。
またインテルは、高校生以下の生徒を対象とした世界最大規模の科学コンテスト「インテル国際学生科学技術フェ
ア」（Intel ISEF: Intel International Science and Engineering Fair）のメイン・スポンサーも務めており、生徒
の科学的発見と革新を促し、理系人材の育成に貢献しています。インテル株式会社は、Intel ISEF 出場経験者と
協力して、ファイナリスト研修や夏休みの科学自由研究イベントを行い、日本における科学教育の進展を支援してい
ます。

ヘルスケア
生活が豊かになり高齢化が進むなか、日本の社会では生活習慣病の予防、慢性疾患の管理、そして高齢者の自立
した生活の実現という課題が顕在化してきました。インテルは、これらの課題解決には ICTの有効利用がますます
重要な役割を果たすと考えています。インテルが従来、提案している ICTを利用した日々の健康管理を社会に普及
させていきます。これによって、消費者の健康増進や疾病予防を推進する一方、社会的課題である医療費の削減に
も寄与する仕組み作りを支援していきます。
インテルは健康管理機器と ICT機器の相互接続を推進する NPO法人、コンティニュア・ヘルス・アライアンスの代
表企業として、パソコンや携帯端末を利用した手軽な健康管理の環境づくりに貢献しています。例えば、幅広い消
費者の健康ニーズに対応できるよう、コンティニュア規格に対応した健康管理機器の製品化や、消費者向け健康
サービスの実用化を強力に支援しています。

地域貢献・ボランティア
「団塊の世代」の方々を対象としたパソコン教室の開講など、ICTの活用を促進し社会の活性化を支援していま
す。また、つくば市の清掃活動に継続的に参加したり、日本救援衣料センターを通じたリサイクル用衣料の寄付や、
シャンティ国際ボランティア会の「絵本を届ける運動」への参加など、地域や国際社会へのボランティア活動にも積
極的に取り組んでいます。

環  境
インテルは、より持続性の高い未来を実現するための取り組みを続けています。インテルは環境に配慮した材料を用
いながら、高い処理性能と優れた電力効率を両立させるマイクロプロセッサーを開発し、製品の省電力化に努めてい
ます。これらのプロセッサーは、環境に負荷を与える鉛とハロゲン物質も排除されています。また、IT製品を利用する
際のエネルギー消費の低減を目指す、グリーン ITの実現にも積極的に取り組んでいます。一例として、インテルは、
2007年に設立された「クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアチブ」や「グリーン・グリッド」などの業
界コンソーシアムで中心的な役割を果たし、電力効率に優れたコンピューティングやデータセンターの実現を推進し
ています。
加えて、環境負荷を軽減する取り組みとして、2008年から再生可能エネルギーの証書を購入しています。米国環境
保護局（EPA）によると、インテルは 2008年から 2012年まで 5年連続して、単一の民間企業として米国で最大の
グリーン電力購入者になりました。グリーン電力の購入を通じて、グリーン電力の市場活性化にも貢献しています。

写真提供：NPO法人日本サイエンスサービス

www.intel.com/go/responsibility
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インテルの 2012年 CSR活動報告書の完全版を表示またはダウンロードするには、 
http://www.intel.com/go/responsibility/（英語） にアクセスしてください。

企業責任とは第一に優れた事業を行うことであると、インテルは考えています。適切なことを適
切な方法で行うことで、インテルの価値が生み出され、テクノロジーとビジネスの両面において世
界的リーダーとしてのインテルの地位が高められます。企業責任と倫理的な行動を尊重する姿
勢はインテルのあらゆる事業に深く根づいており、このことがインテルのリスク管理、コスト削減、
ブランド価値の維持、そして新しい市場機会の創出に大きな役割を果たしています。

エネルギーや水資源の保全管理、医療、教育など、あ
らゆる分野において最も困難とされている環境的、社
会的課題の解決には、今後もテクノロジーが基本的な
役割を果たすとインテルは確信しています。インテル
は、コンピューティング技術の革新を通してあらゆる

人々の絆を深め、より豊かな社会を実現するという意
欲的なビジョンを掲げています。このビジョンを実現す
るための戦略的な目標の 1つとして、「従業員への配
慮、地球への配慮、革新的な次世代の育成」を目指し
ています。

http://www.intel.com/go/responsibility/
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従業員への配慮：インテルの成功は、従業員の創造
する能力、革新する能力にかかっています。これは、テ
クノロジーの世界でも、ビジネスの世界でも、そして地
域社会においても同じです。インテルでは、従業員の
トレーニングと育成、働きがいのある職場環境と多様
性の実現を目指したイニシアチブ、また地域の学校や
非営利団体での従業員によるボランティア活動を促
進するプログラムに多くの投資を行っています。例え
ば、インテルの従業員は、Inte l Involvedプログラム
を通じて世界各地で過去 5年間に 500万時間を超え
るボランティア活動を行いました。インテルでは、毎年
Organizational Health Survey（組織健全度調査）
を通じて従業員のフィードバックを求め、その年の達
成度を測定しています。2012年の調査では、従業員
の 88%がインテルで働くことに誇りを持っていると回
答し、2011年の 87%を上回りました。

地球への配慮：インテルは、自社の運営においてはも
ちろん、インテルの製品やサプライチェーン全体にお
いて、環境面のリーダーとなるよう努めています。米
国環境保護庁によると、2008年以降、再生可能エネ
ルギーが生み出した「グリーン電力」を米国内で最も
多く自発的に購入した企業はインテルです。2008 年
から 2012 年にかけての省エネルギー対策の結果、
12億キロワット時以上の電力消費が削減されました。
この削減量は、米国の 12 万 6,000 世帯の電力消
費量に相当します。インテルの推定では、2007 年か
ら 2014年の間に設置される 10億台の PCは、電力
効率の高いインテル ® テクノロジーを利用することによ
り、1980 年から 2007 年に世界で設置された最初
の 10億台の PCの半分の消費電力で、17倍の計算
能力を提供できます。また、インテルはサプライヤーの

説明責任の遂行と透明性の向上にも努めています。
サプライヤーの管理や評価の制度でインテルが使用し
ているスコアカードには、環境指標が正式に取り入れ
られています。

革新的な次世代の育成：今日のイノベーション経済に
おける成功には、テクノロジーと良質な教育の存在が
不可欠であるとインテルは確信しています。インテル
とインテル基金は、教員研修から、生徒向けの優れ
た科学フェアに至るまで、世界各地の教育プログラム
に年間およそ 1億ドルを提供しています。2012年、
インテルは Stay With It™ キャンペーンの起ち上げを
支援しました。これは、エンジニアリング分野の学生の
相互交流を促進すると同時に、学生が、経験を積んだ
エンジニアやモデルとなる人物、影響力のある人物と
交流を深められるようにすることを目的としています。ま
た、インテルは、映画『Girl Rising - 少女たちの挑戦 -』 
の公開と社会活動キャンペーン「10x10」をパートナー
として協賛しています。このキャンペーンでは、経済的
機会の創出に向けて、少女や女性に対する教育活動
への投資の重要性を訴えています。

インテルは自らの事業の継続的な向上に努めると共
に、他の組織とも協力して、グローバル企業として責
任を果たすためのベスト・プラクティスの開発にも取
り組んでいます。国連グローバルコンパクトの LEAD
メンバーとして、インテルはこれまでに達成した企業責
任の実績や活動の報告において透明性を高める努力
をしています。Global Report ing In it iat ive* G3.1 
Sustainabi l i ty Report ing Guidel inesに従って作
成されているこの報告書について、是非、お読みになっ
たご感想、ご意見をお聞かせください。

はじめに

※インテル コーポレーションの情報は、2012年 CSR活動報告書に基づく

www.intel.com/go/responsibility
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価値の統合を図る

企業責任目標と事業戦略の
方向性を一致させるため、
インテルでは全従業員の給与
の一部に環境的指標を反映さ
せています。

インテルは、企業責任における
リーダーシップを高く評価され、
D ow J o n e s S u st a i n a b i l i t y 
Indexesに 14年間連続で取り
上げられています。

2012年、中国において、環境、
社会、ガバナンスの指標におけ
る実績向上の機会を検討する
会議「Supplier Sustainability 
Leadership Summit」が初めて
開催されました。
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インテルは世界中の人々のより良い未来を作り出すことを追求し、電力効率の高い製品および
テクノロジーの応用やさまざまな活動に取り組んでいます。インテルは、会社のビジョンにも、戦
略にも、管理システムにも、そして長期的目標にも、企業責任を組み込んでいます。こうした総合
的なアプローチによって、インテルにとっての価値だけでなく、株主、お客様、社会にとっての価
値を創出しています。

エグゼクティブ・サマリー

倫理的文化の育成：インテルは、強い
企業倫理と説明責任の文化を育む体
制作りに長期にわたって取り組んでい
ます。こうした努力が評価され、2012

年、インテルは Ethisphereにより「World’s Most 
Ethica l Companies」（世界で最も倫理的な企業）に
選定されました。全従業員は、インテルの行動規範に
ついて定期的にトレーニングを受けています。行動規
範は、従業員がビジネス上の意思決定を行う際に、社
会と環境への短期的および長期的影響を考慮し、倫
理的な問題の可能性がある場合には迅速に報告する
ことを求めています。

給与への反映：インテルでは、2008 以来、現場の第
一線に立つ社員から CEOに至るまで、すべての社員
の変動報酬の一部を環境サステナビリティー（持続可
能性）の指標の達成度にリンクさせています。このよう
な制度は、環境的目標の達成こそ会社の戦略的重要
事項であるという意識を全従業員が持つ上で、非常に
役立っていると考えています。2012 年の指標では、
インテルの事業運営における二酸化炭素排出量の削
減と、新製品の電力効率目標に重点を置いていました
が、2013 年の指標では、インテルの事業運営におけ
る固形廃棄物のリサイクルに重点を置いています。

透明性向上への取り組み：内部、外部
を問わず関係者にはオープンに接し、
直接的なコミュニケーションを図ること
によって、信頼関係を構築、維持してい

くことに努めています。例えば、Explore Inte lの
Webサイトでは、5カ国のインテル施設周辺の各コ
ミュニティーに対してリアルタイムで情報を公開してい
ます。また問い合わせ先の情報も掲載しています。
インテルは、サプライチェーンにおける透明性の向上に
も努めています。2012 年には、当社のサプライヤー

上位 75社に対して、Global Reporting Init iat ive*
（GRI）に基づく持続可能性に関する報告書を 2013
年末までに公開するよう求めました。

価値の共有：インテルでは以前から、企業責任とは
「価値の共有」を実現するための管理手法であると定
義してきました。インテルの資産は、ビジネス価値の創
出やインテルの競争力強化のためだけに使うのでは
なく、社会的課題や環境的課題への対策にも活用す
るよう努めています。2012年、インテルは、ハーバー
ド・ビジネス・スクールの Michael Porter 教授と非
営利コンサルティング団体である FSGが起ち上げた
価値共有のための新たな取り組み、Shared Value 
In it iat iveに参加しました。インテルはホワイトペー
パーを作成し、価値共有戦略の数値化や実行のため
の詳細なプロセスと実践的アプローチを企業向けに
提供しています。

サプライチェーンの責任：インテルは、
サプライチェーン管理の優秀さを評価
する「2 0 1 2 G a r t n e r S u p p l y C h a i n 
To p 2 5」で第 7 位にランキングされま

した。インテルでは、明確な目標値を設定し、社会的
成果や環境的成果の測定、向上を目指すサプライヤー
を支援するトレーニングとツールを提供し、インテルの
ベスト・プラクティスの業界全体での共有にも取り組ん
でいます。監査と評価を通じて、インテルは何が問題と
なっているのかを特定し、適切な教育と体系的なソ
リューションを提供しています。エレクトロニクス・サプ
ライチェーンにおける「紛争鉱物」問題については、
2012 年も引き続き業界のリーダーとして対策に取り
組んでいます。2012 年には、タンタルを対象とした
「紛争鉱物を含まない」という証明済みのマイクロプロ
セッサーを製造するという目標を達成しました。

www.intel.com/go/responsibility
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84%
2012年には従業員の約半
数がボランティア活動に参加
し、各地域社会において合計
120万時間の活動を行いま
した。

毎年行っているOrganizational 
Health Survey（組織健全度調
査）では、インテルを「素晴らし
い職場」として推薦したいと考
える従業員の割合が、この 5年
間で 73%から 84%に増加し
ました。

インテルは、2012年も引き続
き、『Fortune』誌の「100 Best 
Companies to Work For」の
1社に選出されました。

従業員への配慮
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エグゼクティブ・サマリー

インテルの成功は、従業員の資質とイノベーションへのたゆまぬ情熱に支えられています。
インテルは、常にイノベーションの先頭に立つべく、強力な技術系人材の育成や採用ネットワー
クの構築、最高の人材の採用に努めています。また、働く人たちから選ばれる企業となるよう、
キャリア開発プログラムや仕事と生活の両面を支えるプログラムの提供にも取り組んでいます。

キャリア開発：2012年、インテルはお
よそ 2億 9,900万ドルを従業員のト
レーニングと能力開発に投資しました。
この中には、講師による直接的な講習や

Eラーニングなどのほか、仕事に関連する学位課程や
コースワークを修了した従業員に授業料を補てん、返還
する制度も含まれています。社内の Intel University
には、リーダーシップ養成、プロジェクト管理、問題解決、
効果的な意思決定、異文化トレーニング、さまざまな技
術的テーマを対象とした、多岐にわたるコースが用意
されています。インテルには、オープンで誠実なコミュニ
ケーションという文化があり、従業員は同僚同士に限ら
ず、マネージャーやシニアリーダーとも積極的に関係を
築いています。そのための場として、オープンフォーラ
ム、四半期ごとのイベント、メンタリングやコーチング、
従業員グループ、オンラインおよびソーシャルメディアな
どの手段が用意されています。また、職務のローテー
ションや一時的な職務によるスキルの拡張なども積極
的に行われています。毎年、数千人の従業員が、8週
間の長期有給休暇を取る他の従業員の職務を代行す
ることで、有意義な経験を積んでいます。

多様性の促進：多様性は、競争力ある戦略やビジョン
には欠かせない要素です。世界中から多様な人々を
雇用し、多様な視点や考え方を獲得することで、お
客様、サプライヤー、地域社会のニーズを的確に理
解することが可能になります。2012 年、インテルが
実践してきた多様性の取り組みは数々の組織から評
価を受け、雑誌『Working Mother』の「100 Best 
Companies」や、雑誌『Divers ity Employer』の
「Top 100 Divers ity Employers」などに選出され
ています。

医療、健康、安全：インテルでは、従業員とその家族
が自身の健康状態を知り、健康を増進、維持できるよ
う、各種の医療補助と健康増進プログラムを作り上げ
てきました。2012 年には、社内の Health for L ife 
Wel lness Checkに半数近くの従業員が参加しまし
た。この健診では、コレステロールと糖の検査、血圧と
肥満度指数の測定、健康危険度評価、健康指導など
を実施しています。社内フィットネス・センターや、体重
管理、ストレス管理などの健康促進プログラムは、世
界各地のインテルの拠点で利用可能です。2012 年、
米国労働安全衛生局（OSHA）の記録可能傷病発生
率は 0.58でしたが、これは米国半導体業界の平均値
に比べて2倍も良好な結果です。

ボランティア活動の推進：Intel Involved
プログラムを通じて、インテルの従業員
は、2012年に 42カ国の 5,400を超
える学校および非営利団体で 120 万

時間のボランティア活動を行いました。2012 年の調
査では、インテルの従業員の 62%が、ボランティア活
動は全体的な仕事満足度の「主要な構成要素」だっ
たと回答しています。また、46%の従業員が、ボラン
ティア活動は新しい分野の専門的知識の習得に役
立ったと回答しています。Inte l Involved Matching 
Grantプログラムを通じて、2012年、インテル基金は
従業員がボランティア活動を行った学校および非営利
団体に 990 万ドル以上を寄付しました。過去 4 年間
で、Inte l Educat ion Service Corpsに参加してい
る従業員チームが発展途上国 16カ国の学校や児童
養護施設などを訪れ、インテル® プロセッサーが搭載
されたクラスメイトPCの導入を支援し、67,000人以
上の生徒に ICT 活用力向上のためのトレーニングを
実施しました。

www.intel.com/go/responsibility
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#7
インテルの Sustainability in 
Action Grantプログラムを通
じて、従業員の画期的な環境
プロジェクトに対して資金が
提供されています。

インテルは『Newsweek』誌の
2012年米国グリーン企業ラン
キングで第 7位に選ばれました。

米国環境保護庁によると、2008
年以降、再生可能エネルギーが
生み出す電力である「グリーン
電力」を米国で最も多く、かつ自
発的に購入した企業はインテル
です。

地球への配慮
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エグゼクティブ・サマリー

インテルは、環境に関する実績目標を事業全般に組み込むことで、電力効率、排出量削減、資
源保全などの各分野における継続的な改善を目指しています。また、インテル製品の電力効率
性の向上に注力するだけでなく、長期の持続可能性の課題に対応するため、他社と協力してテ
クノロジーの革新的な応用方法の開発にも取り組んでいます。

再生可能エネルギー：米国環境保護庁
によると、インテルは、5年間連続で、再
生可能エネルギーが生み出した「グ
リーン電力」を米国内で最も多く自発的

に購入した企業です。さらに、インテルは、2013年の
グリーン電力の購入量をほぼ 31億キロワット時（kWh）
に増やすことを発表しています。これは、インテルの米
国での年間推定使用量に相当します。2009年から
2013年 4月にかけて、インテルは第三者と提携し、米
国、イスラエル、ベトナムにあるインテルの 9つの拠点
に 18の太陽光発電設備を設置しました。これらは合
計で年間 1,000万 kWh以上を発電しています。これ
らの設備を設置した結果として発行された再生可能エ
ネルギー証書は、通常、規制義務および規制プログラ
ムを支援する地方公共事業に譲渡されます。インテル
の再生可能エネルギーに向けた取り組みは、市場の需
要を喚起し、再生可能エネルギーの低価格化と長期的
利用を促すためにリーダーシップを発揮することを目指
しています。

従業員の積極的な関与：2012年には、Sustainability 
in Action Grantプログラムを通じ、9組の従業員チー
ムが、提供された助成金を使って、インテルおよび地域
社会での画期的な環境プロジェクトの実施を支援しま
した。これらのプロジェクトには、シンガポールの児童
養護施設での菜園作り、インドの農村における浄水装
置の開発、コスタリカおよび米国の従業員向けの持続
可能性に関する講演の開催、マサチューセッツでの食
品廃棄物の堆肥化実験などがあります。また、12組の
従業員チームのプロジェクトが Intel Environmental 
Excellence Awards（EEA）を受賞しています。これら
のプロジェクトには、世界各地のインテル工場の冷却設
備が使用する水の量を削減するもの、エネルギー保全
についてアイルランドの地域社会で啓発活動を行うも
のなどがあります。2012年に EEAを受賞したプロジェ

クトは、環境的効果に加えて、4,000万ドル以上のコス
ト削減を実現できると予想されています。過去 3年間
での EEAプロジェクトによるコスト削減は総額で 2億ド
ル以上に上ります。

電力効率の高い製品：インテルでは、開
発から、製造、使用、最終的な廃棄に至
るまで、インテル製品のライフサイクル
の全段階において、製品が及ぼす環境

的影響を最小限に抑える取り組みを行っています。
2012年には、インテルの革新的な 3-Dトライゲート・
トランジスターを搭載したプロセッサーの出荷量が増
加しました。この新しいトランジスターにより、リーク電
流は減少し、チップはより低電圧で稼動できるため、前
世代のトランジスターに比べて、パフォーマンスと電力
効率が大幅に向上しています。インテルの 22nm 3-D
トランジスター・テクノロジーは、インテルの 32nm平
面型トランジスターに比べ、低電圧でのパフォーマンス
を最大 37%増大できます。つまり、新しいトランジス
ターは、32nmチップ上の 2-Dトランジスターの半分
以下の電力消費で同等のパフォーマンスを発揮できる
ということです。

環境のためのテクノロジー：インテルは、エネルギー生
産、輸送、天然資源の管理などの分野においても、持
続可能性に関する課題の解決にテクノロジーを役立て
る機会について検証してきました。例えば、アイルランド
を拠点とする、インテルのエネルギーと持続可能性に関
する研究所（Intel ESL）では、高度なテクノロジーに支
えられた低炭素社会を実現するための情報技術の活
用について研究を進めています。また、2012年、Intel 
ESLはロンドンの 2大学と共同で、コンピューティング・
テクノロジーを応用して都市の社会的、経済的、環境的
な健全性を高める研究を開始しています。

www.intel.com/go/responsibility
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1.9M>
Intel® Learnプログラムを通
じて、恵まれない地域に暮ら
す 190万人の人々が、テクノ
ロジーの活用、問題解決、起
業のためのスキルを習得しま
した。

インテルは、女性の教育の重
要性を世界に訴え、そのための
行動の促進を目指す社会活動
キャンペーン「10x10」の戦略
的パートナーになっています。

インテルは、数百万人の生徒た
ちの教育を変革する 200以上
のプログラムを 70カ国以上の
国々で実施しています。

革新的な次世代の育成
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エグゼクティブ・サマリー

インテルの成功の基盤には、高度なスキルを持った従業員、強力なテクノロジー・エコシステム、
そして顧客の存在があります。インテルは、経済の成長には教育とイノベーションが不可欠であ
ると考えています。つまり、インテルの従業員が生活したり働いている場所も含めて地域経済を
健全に保てるかどうかは、テクノロジーの利用と良質な教育の機会をいかに拡大できるかにか
かっているということです。

教育改革：インテルの教育改革モデルでは、教育改革
政策と教育課程基準の必要性を強く支持し、継続的な
教員の専門能力の開発と情報通信テクノロジー（ICT）
の提供、そして研究と評価のための支援が組み合わさ
れています。インテルの教育への取り組みの 1つとし
て重要な役割を果たしているのが Intel® Teachプロ
グラムです。このプログラムを通じて、70カ国以上の
数百万人の教師が、テクノロジーと実践的なプロジェ
クトを効果的に授業に採り入れる方法について学んで
います。現在では、世界の多くの地域で、教育者向け
の主要な ICTトレーニング・プログラムとして Intel® 
Teachプログラムが使われています。

若いイノベーターの意欲増進：調査によ
ると、科学コンテストは教育改善の契機
となり、研究に携わった生徒の間では、
科学、テクノロジー、エンジニアリング、

数学などの分野で高い学位やキャリアを求める割合が
高まります。Society for Science & the Publicのプ
ログラムである、毎年恒例の Intel Science Talent 
Search（Intel STS）とインテル国際学生科学技術フェ
ア（Inte l ISEF：Inte l Internat ional Sc ience and 
Engineering Fair）を通じて、2012年には全世界の
700万人を超える高校生が、価値ある研究スキルを身
につけながら、何百万ドルもの賞金と奨学金の獲得を
目指して競い合いました。2012年の優勝者である米
国メリーランド州の Jack Andrakaさん（15歳）とミシ
ガン州の Nithin Tummaさん（17歳）は、がんの診断
と治療に関する独自の研究プロジェクトを行いました。

社会的起業家への支援：毎年行われている Intel Global 
Challengeでは、各地域の優勝者が集まり、テクノロ
ジーのアイデアをビジネス機会に変える計画について
話し合っています。インテル基金では、生活に良い影響

を与える可能性を秘めたアイデアを持つチームに賞金
を提供しています。2012年にはインドのチームが最高
賞を受賞しました。このチームは木などのバイオ燃料を
クリーンかつ効率的に燃やすストーブを開発し、利用
者の燃料費削減と有害汚染物質の排出削減を実現し
ました。2012年、インテル基金は、社会的起業家のサ
ポートを専門とする組織であるアショカと協力し「She 
Will Innovate」コンペティションを開始しました。また、
テクノロジーの使用を通じて社会的課題の解決に取り
組む 4人の新しいアショカフェローを後援しています。

少女および女性への機会提供：インテル
は、経済的機会の創出に向けて、少女
や女性の教育およびテクノロジー利用へ
の投資増大の必要性に応えるいくつか

のイニシアチブに取り組んでいます。より多くの少女が
教育を受けられるようにすることを目指す社会活動
キャンペーン「10x10」の戦略的パートナーとして、
インテルは誇りを持って活動しています。現在このキャン
ペーンの中心となっているのは、2013年 3月に公開
された映画『Girl Rising - 少女たちの挑戦 -』です。こ
の映画では、世界各地の少女たちの驚くべき物語が語
られ、彼女たちの人生を変えた教育の大きな力が紹介
されています。2013年の前半、インテルは非常に重要
なレポート「Women and the Web」に協力しました。
このレポートは、発展途上国でインターネットに関する
男女の格差が非常に大きいことを明らかにすると共に、
インターネットの利用を女性に広げることによる経済的
効果や社会的効果を説明しています。このような格差
への対策として、インテルは Intel® Learn Easy Steps
コースを開発しました。これは、ケニアやフィリピンなど
の国々の恵まれない女性に ICT活用スキルを教えるこ
とを目的としています。

www.intel.com/go/responsibility
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2012年度パフォーマンス・サマリー・データ
以下の表は、財政 / 環境 / 社会面におけるインテルの主要な指標の概要を示しています。ここに掲載した指標やそ
の他の指標の詳細、およびインテルの環境データに関する標準化された生産統計情報については、http://www.
intel.com/go/responsibility/（英語）にあるインテルの CSR活動報告書を参照してください。

 
主要な指標（2012年度の数値に基づく）
財務結果と経済的影響 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

純収入（10億ドル） $53.3 $54.0 $43.6 $35.1 $37.6

純利益（10億ドル） $11.0 $12.9 $11.5 $4.4 $5.3

法人税引当金（10億ドル） $3.9 $4.8 $4.6 $1.3 $2.4

研究開発費（10億ドル） $10.1 $8.4 $6.6 $5.7 $5.7

資本投資（10億ドル） $11.0 $10.8 $5.2 $4.5 $5.2

顧客調査におけるDelighted（満足）のスコア 92% 93% 91% 86% 87%

地球への配慮

温室効果ガス排出量（CO2 換算：100万メートルトン）1 1.85 1.40 2.12 2.05 2.75

エネルギー消費（10億kWh：電気、ガス、ディーゼルを含む） 5.5 5.3 5.2 5.1 5.6

回収された水の総量（10億ガロン） 9.0 8.3 8.2 7.9 7.7

化学廃棄物の発生量（1,000トン）/ 
リサイクルされた化学廃棄物の割合（%）

47.3 / 
75%

35.3 / 
81%

31.3 / 
75%

24.7 / 
71%

28.5 / 
84%

固形廃棄物の発生量（1,000トン）2 / 
リサイクルされた固形廃棄物の割合（%）

137.12 /  
88%

70.4 / 
85%

46.9 /  
84%

42.7 /  
79%

80.5 /  
88%

従業員への配慮

年度末従業員数 105,000 100,100 82,500 79,800 83,900

従業員全体における女性の割合 26% 26% 28% 28% 29%

取締役会における年度末の女性の割合 20% 27% 30% 27% 36%

トレーニングへの投資（100万ドル） $299 $299 $254 $267 $314

安全性：記録可能傷病の発生率3 / 
複数日にわたる離職が生じた傷病の発生率3

0.58 /  
0.12

0.66 /  
0.12

0.59 /  
0.11

0.49 /  
0.11

0.45 /  
0.11

Organizational Health Survey（組織健全度調査）スコア： 
インテルで働くことを誇りに思う

88% 87% 85% 82% 83%

革新的な次世代の育成

従業員のボランティア活動参加率 47% 50% 48% 38% 54%

全世界における慈善事業への寄付（100万ドル）4 $106 $93 $126 $100 $102

税引前純利益に占める慈善事業への寄付金の割合 0.7% 0.5% 0.8% 1.8% 1.3%

将来性のあるサプライチェーンの構築

サプライヤーの現地監査 
 （第三者機関およびインテルによる監査）

106 49 8 0 9

1 再生可能エネルギー証書の購入を含む。
2 この合計のうち推定47%は、新しい2つの製造工場の建設に関連する建設廃棄物。
3 フルタイムで1年間勤務した従業員100人に基づく発生率。
4 インテル コーポレーションおよびインテル基金による寄付（現金および現物寄付）を含む。

http://www.intel.com/go/responsibility/
http://www.intel.com/go/responsibility/
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今後の目標：企業責任目標
企業責任の主要分野で公開目標を設定することにより、インテルの継続的な向上を促進し、自社の業績に対する説明
責任を果たしています。以下は、特に記載のない限り、すべて2013年の目標です。

 
 

2013年以降の目標
地球への配慮

•  2020年までに、チップ当たりの直接温室効果ガス排出量を2010年のレベルから10%削減する。
•  2012年から2015年までの間に、エネルギー消費をさらに14億kWh削減する。2013年末までに、2016年から2020年にかけてのエネルギー 
保全の追加目標を公表する。

•  2020年までに、チップ当たりの水使用量 1 を2010年のレベル未満に削減する。
•  廃棄物の削減とリサイクル：
  –  2020年までに、埋め立て処理する化学廃棄物ゼロを達成する。
  –  2020年までに、固形廃棄物のリサイクル率90%を達成する。
  –  2020年までに、チップ当たりの化学廃棄物の発生量を2010年のレベルから10%削減する。
•  2020年までに、新しい化学物質およびガスの100%まで拡張した「環境に優しい」化学スクリーニングと選定プロセスを実施する。
•  2010年から2020年までの間に、すべての新しいビルについて、最低でもLEEDのSilver認証レベルを維持できるように設計する。
•  2020年までに、ノートブックPCおよびデータセンター製品の電力効率を2010年のレベルから25倍向上させる。2

従業員への配慮

•  技術部門において少数であるマイノリティーおよび女性の積極的な雇用に取り組む。
•  毎年行っているOrganizational Health Survey（組織健全度調査）への70%以上の参加を目指す。95%以上の質問においてスコアの維持
または向上を達成する。

•  現時点ですでにトップレベルにある安全性実績を維持し、安全性に関する記録可能傷病発生率の目標値0.40を達成する。疾病度数に対す
る初期治療率9:1という目標達成を目指し、特に累積外傷性障害など、人間工学的に予防が可能な健康障害の早期報告を推進する。

革新的な次世代の育成

•  2014年までに、インテルの教育プログラムを100カ国で確立し、教育市場セグメント（PC、タブレット、スマートフォンを含む）の規模を1億
台まで拡大する。

•  従業員のボランティア活動参加率40%以上を維持し、スキルを持った従業員のボランティア活動への参加を引き続き奨励する。
•  2015年末までに、Intel World Ahead 1Mx15 Healthプログラムを通じて、ICTトレーニングを発展途上国の100万人の医療従事者に提供する。
•  映画『Girl Rising - 少女たちの挑戦 -』の公開の成功を支援し、社会活動キャンペーン「10x10」を支える。

将来性のあるサプライチェーンの構築

•  サプライヤー75社の現地監査を実施またはレビューし、優先および重要な結果の削減と期間の短縮に役立てる。
•  サプライヤーの持続可能性を促進するための新しいプログラム、Program to Accelerate Supplier Sustainability（PASS）を、2013年末まで
にサプライヤーの最初のグループに対して実施する。

•  2013年末までに、4種類の鉱物（タンタル、錫、タングステン、金）に関して、紛争鉱物が一切含まれていないことが完全に証明された、世界
初のマイクロプロセッサーを製造する。

•  上位75社のサプライヤーの中で、透明性を高めるためのインテルの正式な依頼に応じ、Global Reporting Initiative*（GRI）に基づいて持続
可能性に関するレポートを公開した企業の割合を追跡管理する。

•  2016年までに、インテルの陸上輸送車両の100%グリーン化を達成する。
•  すべての適格な入札機会の100%において、これまであまり参加していなかった企業を含める。

人権の尊重

•  インテルのソフトウェア・ビジネスに関して、目標として設定された人権への影響評価を実施する。苦情処理および改善プロセスを強化す
る。子会社と協力して、人権に関する方針や管理プロセスについて方向性を一致させる。

1  標準的なチップサイズを約1cm2とする（チップサイズは製品によって異なる）。
2  データセンターの電力効率は、サーバーの電力効率（SPECpower_ssj*2008または同等の公表文献によって測定、E56xxシリーズのプロセッサーを搭載したサーバー・
プラットフォームの2010年ベースラインを使用）と、データセンター作業量全体を増やすテクノロジーの採用（仮想化テクノロジーなど）によって決定されます。ノートブ
ックPCの電力効率は、そのモデル年度の多数のノートブックPCの平均バッテリー持続時間、バッテリー容量、および再充電サイクル回数によって決定されます。

エグゼクティブ・サマリー

www.intel.com/go/responsibility
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このエグゼクティブ・サマリーに記載されている内容の詳細については、http : //www. inte l .

com/go/respons ib i l i ty/ （英語） で表示およびダウンロード可能な「2012 Corporate 

Responsibility Report（2012年版 CSR活動報告書）」の完全版を参照してください。この報
告書は、Global Reporting Initiative* G3.1 Sustainability Reporting Guidelinesに従っ
て作成されています。

インテルの目標は、世界のデジタル社会を支える卓越したコンピュー
ティング・ソリューション・カンパニーとなることです。ここ数年の間
に、インターネットや他のデバイスと接続されるデバイスの数は数億
の単位から数千億の単位まで増大しました。また、デバイスの種類
も増え続けています。インターネットに接続するモバイルデバイスの
急増と、それを支えるクラウド・インフラストラクチャーの出現により、
コンピューティング業界は大きな変革の時期を迎えています。このよ
うな変化を受け、インテルの主眼は、PCやサーバー向けの半導体
チップを設計、製造することから、サービスを支える、ハードウェアと
ソフトウェアのプラットフォームから成るソリューションを提供すること
へと移りつつあります。インテルは今後の 10年に向けて、コンピュー
ティング技術の革新を通してあらゆる人々の絆を深め、より豊かな社
会を実現するというビジョンを掲げています。
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