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ESG レポート 2022

行動の加速

VMware の 2030 アジェンダは 10 年間にわたる環境、社会、ガバナンス（ESG）
への取り組みであるとともに、より公平、安全で持続可能な世界を実現する
ための行動指針です。今年の ESG レポートのテーマは、「行動の加速」です。 

私たちは、将来に向けた計画を立てると同時に、今すぐ行動を起こす 
ことが重要であると考えています。また、私たちの取り組み全体で
透明性を確保し、その過程において成果を把握し、改善の機会を
特定することにも力を注いでいます。 

以下で紹介する事例や進捗状況に関する最新情報は、
VMware がどのようにイノベーションを加速させ、 
環境、社会、世界経済から得たものより多くの 
ものを還元し、より良い未来を次の世代に 
残していくのか、そしてどのようにこの 
ビジョンをすべてのステークホルダー 
と共有しようとしているのかを 
示しています。
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このレポートについて
報告期間
このレポートは、2022 年度（2021 年 1 月 30 日 ～ 2022 年 1 月 28 日）
の VMware とその子会社を対象としています。このレポート内の「2021 
年」という表現は、暦年の 2021 年を指しており、ほぼ 2022 年度（以下
「2022 年度」）と重なります。

保証
このレポートに記載されている情報の準備と整合性については、
VMware が責任を負います。VMware は、2022 年度における弊社の温
室効果ガス（GHG）インベントリおよびエネルギー消費量の審査を独立
した第三者である Apex Companies LLC（Apex）に依頼し、その正確性
と完全性について限定的な保証を受けました。このレポートのなかで、
当審査の対象となっているのは、VMware の全世界の事業拠点における
スコープ 1 とスコープ 2 の温室効果ガス排出量、スコープ 1 とスコープ 2 
のエネルギー消費量、出張や従業員の通勤に関連するスコープ 3 の温室
効果ガス排出量です。このレポートのその他の項目については、独立し
た第三者による外部保証を受けていません。詳細については、Apex に
よる第三者機関の保証文書をご覧ください。

VMware について
VMware は、あらゆるアプリケーションに対応したマルチクラウド サー
ビスを提供するリーディング プロバイダーであり、企業によるコント
ロール下でのデジタル イノベーションを実現します。イノベーションを
加速させるための信頼できる基盤としての VMware のソフトウェアは、
未来を築くのに必要な柔軟性と幅広い選択肢をビジネスに提供します。
カリフォルニア州パロアルトに本社を置く VMware は、同社の 2030 
アジェンダを通じて、より良い未来を築く取り組みを進めるよう努めて
います。 

ESG データのフレームワーク
このレポートは、Global Reporting Initiative（GRI）2016、Sustainability 
Accounting Standards Board（SASB）、温室効果ガス プロトコル（GHG 
プロトコル）、国連グローバル コンパクトの原則、国連の持続可能な開発
目標（UN SDGs）、気候関連財務情報開示タスク フォース（TCFD）など
の ESG データのフレームワークや基準を考慮して作成されています。
私たちは、透明性の確保と目標に対する年次報告の一環として、今後も
レポートの充実化を図っていきます。一般公開されている VMware か
らの報告資料における開示事項の掲載場所については、巻末の「ESG 
データ」セクションをご覧ください。

ESG マテリアリティ評価
前回の VMware の ESG マテリアリティ（重要課題）評価は、ダブル マテ
リアリティ評価の最新の手法を用いて、2020 年度に実施されました。
ESG 活動レポート作成のフレームワークや同業他社が重要と見なす 
ESG に関する項目を考慮し、環境と社会への影響および企業価値への影
響に基づいて、各項目が評価されました。この評価には、経営陣、従業員、
お客様など、社内外の主要なステークホルダーが参加しました。この評
価に基づいて、私たちは 2030 アジェンダを策定し、まとめました。

カバー ストーリー： 
VMware のカメ、ロージー 

2006 年に偶然にも最初のカメ「ロージー」（表紙写真）を飼い始
めてから、私たちはこの非公式のマスコットに特別な愛情を注
いできました。ロージーと 15 匹の保護カメの仲間たち（それぞ
れに VMware の一員となった経緯があります）は、暖かい季節
にはパロアルト本社にある「カメの池」で過ごしています。 

毎年、VMware の社員は、カメが冬眠から池に戻る春と暖かい
場所に移る冬の「カメの日」（そうです、カメには自分たちの日が
あるのです）に集まって、カメを祝福します。 

私たちのカメに対する愛情は単なるパロアルト本社の伝統の域
を超えて、アースデイと並ぶ世界的な祝事に発展しており、
VMware ではカメをサステナビリティとコミュニティの象徴
としています。

ロージーが保護されるまでの詳細： 

blogs.vmware.com/vsphere/2019/12/vmware-turtles.html

http://blogs.vmware.com/vsphere/2019/12/vmware-turtles.html
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ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況ESG 戦略

VMware は、仮想化のリーダーとして、ま
たプライベートクラウドのパイオニアと
しても認められています。分散コンピュー
ティングが普及した現在、サステナビリ
ティと公平性を推進する、信頼できる
マルチクラウドのリーダーとして、
VMware には大きな可能性と責任があり
ます。 

VMware が自らの変革を進めるなか、私たちを取り巻く世界
も大きく変わりつつあります。環境、社会、ガバナンス（ESG）
に関するさまざまな課題が顕在化しており、世界規模のパン
デミック、地政学的な混乱、気候変動の影響がある状況で、企
業は難しい舵取りを迫られています。VMware では ESG へ
の取り組みにより、将来を見据えたビジネスを推進する一方で、
ESG 目標の達成を目指すお客様を支援しています。ESG に対
して戦略的な取り組みを展開することは、正しい行為である
というだけでなく、企業としての競争力の強化、そして大きな
チャンスの獲得にもつながると私は考えます。 

VMware は、長年にわたりイノベーションを推進してきました。
現在も、マルチクラウドのリーダーとして邁進するために、
次の 3 つの抜本的な変革を遂行しています。 

• まず、ポートフォリオの変革です。マルチクラウド環境でお客様が
求めているものを、多彩な VMware Cross-Cloud Services によっ
て提供できるようにします。 

• 次に、ビジネス モデル、市場開拓、事業運営の方法の変革です。
クラウドベースの SaaS とサブスクリプション ビジネスを目指し
ます。

• 最後に、行動の変革です。これまで以上にお客様中心の行動を実践
します。 

さらに、お客様の ESG への取り組みを支援するために、
VMware の 2030 アジェンダに沿ったポートフォリオの実現
も推進しています。ESG への戦略的な取り組みを通じて、
私たちはお客様を支援し、デジタル インフラストラクチャの
脱炭素化、分散型の業務環境を実現するテクノロジーによる
公平な機会提供の促進、およびデータ プライバシーとセキュ
リティの強化による信頼の獲得を達成できるようにすることで、
お客様に価値を提供していきます。 

私の座右の銘は、Stephen Covey の「一番大切なことは、一番
大切なことを、一番大切にすることである」という言葉です。
これこそが ESG に対する私の思いです。長期的な価値を創造
するためには、事業運営と製品革新の枠組みに具体的な目標
を組み込む必要があります。そうすることで、2030 アジェン
ダが掲げるサステナビリティ、公平性、信頼という成果を具現
化できるのです。気候変動の影響からの回復力、ダイバーシ
ティ、エクイティ、インクルージョン、サイバーセキュリティ
といった問題については、全社を挙げて対応が進められてい
ます。実際に、VMware の社員、サプライ チェーン、お客様の
間でこれらの取り組みが形となり、共同イノベーションの
道標になりつつあります。 

イノベーションとデジタル トランスフォーメーションは、こ
の決定的な「行動の 10 年」において重要な役割を果たさなけ
ればなりません。重要な問題に力を注ぎ、「一番大切なことを、
一番大切にする」という姿勢を保つことで、私たちはチャンス
をつかみ、目標達成までの時間を短縮できます。VMware は、
だれにとってもより公平、安全で持続可能な未来のデジタル
社会を築くという使命の達成に全力を注いでいます。

最高経営責任者 
ラグー・ラグラム（Raghu Raghuram）からのメッセージ

2015

1998

2006

2010

2018

2019

2020

2022

VMware の設立

100% 再生可能エネルギーの
目標達成（現在まで継続中）

2030 アジェンダを正式決定

2021

VMware のソリューションにより 
12 億トン以上の二酸化炭素の排出を回避

5
名の従業員

1,500
名の従業員

9,000
名の従業員

19,000
名の従業員

22,099
名の従業員

37,500
名の従業員

CarbonNeutral® 企業に
認定（現在まで継続中）

VMware Foundation を開始

VMinclusion を開始

パロアルト本社を
サステナビリティに

配慮して設計

VMware Responsible Sourcing™ 
プログラムを開始

VMware の ESG に関する
イノベーションの軌跡
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ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況ESG 戦略

企業の社会的責任を単に望ましいものと
見る考え方は、すでに過去の遺物です。今
日では、ESG を通じたイノベーションの
推進が、世界中の企業にとって競争優位性
を確保するうえで極めて重要になってい
ます。特に、気候変動、不平等、サイバー
セキュリティなどの複雑で相互に関連し
たグローバルな問題に対処するためには、

業界を超えたビジネス リーダーたちの関与が求められます。 

ESG の成果実現に積極的に取り組んでいる企業は、将来の
戦略を支える重要なステップを踏んでおり、このことは優秀な
人材の確保のほか、顧客やその他のステークホルダーにとって
の価値の向上にもつながります。成功をもたらすすべての戦略
と同様、私たちの ESG への取り組みも、その道程を明確に示し
進捗状況を一貫性のある方法で測定するためのフレームワーク
に従っています。VMware でこのフレームワークにあたるのが
「2030 アジェンダ」です。 

2030 アジェンダは、上級管理者から世界中の VMware の社
員までを含む、部門横断型の全社的な計画です。VMware では、
ESG は業務上のパフォーマンスや影響と結び付けられている
ため、これを推進することで、お客様やパートナー様と共同で
イノベーションを進め、単に望むだけでなく行動に移してあら
ゆるステークホルダーを牽引することができるようになります。 

すべての人にとってより公平、安全で持続可能な未来を築くと
いう VMware のビジョンは、一朝一夕には実現できません。
しかし、2022 年度の成果は、今後数年間でこの重要な活動を
加速させるための体制が十分整っていることを示しています。 

ここで、私たちの進捗状況を示す、昨年度に実行した多くの重
要なアクションのいくつかをご紹介します。 

• 1t.org とのパートナーシップのもと、2030 年までに 100 万本の木
を保護するという約束に向け、今までに 26 万本以上の植樹を行い
ました。 

• 世界有数の ESG ベンチマークであるダウ・ジョーンズ サステナビ
リティ インデックス（DJSI）のメンバーに 2 年連続選定され、業界
内で上位 3% 以内に入りました。 

• Zero Carbon Committed プログラムを開始し、Google、AWS、
Oracle、IBM など、再生可能エネルギーに取り組む VMware Cloud 
Provider™ パートナー 30 社の参加を得ました。

• 気候関連財務情報開示タスク フォース（TCFD）の提言に基づき、気
候変動に関する計画を推し進めました。 

• 採用活動も含めて、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン
（DEI）イニシアティブに投資し、その結果として、女性比率が 2021 
年度比で 2.1% 増加し、全世界の従業員に占める女性の割合が 
29.2% に達しました。 

• 経営陣の賞与制度に ESG のマイルストーンを盛り込み、シニア ディ
レクター以上の役職に対する賞与に会社の DEI 目標を連動させる
ことで、ガバナンスの実践を強化しました。 

このレポートでは、2030 アジェンダで掲げている 30 の目標
に関するお客様事例や進捗状況の最新情報を含む、このような
アクションを多数紹介しています。このような進展を実現し、
EPIC2 の文化を実践する素晴らしい VMware 従業員の皆様に
感謝申し上げます。 

2021 年には 
以下の新しい 
パートナーシップ
を獲得しました。

ESG 担当副社長 
ニコラ・アカット（Nicola Acutt）からのメッセージ

BARRON’S 誌により 
「もっとも持続可能な企業 100 社」に選出

JUST Capital と CNBC により 
「もっとも公正な企業 100 社」に選出

MSCI のESG 格付 AA 評価

Newsweek 誌により 
「米国でもっとも責任ある企業」に選出 

Newsweek 誌により 
「米国でもっとも信頼される企業」に選出

Forbes 誌により 
「ダイバーシティにもっとも優れた企業」に選出

Forbes 誌により 
「女性がもっとも働きやすい企業」に選出

Glassdoor により「もっとも働きやすい企業」に選出 

Corporate Knights により「Clean200 企業」に選出

ヒューマン ライツ キャンペーン財団の企業平等指数

ダウ・ジョーンズ サステナビリティ インデックス 

EcoVadis のサステナビリティ評価で「シルバー」

CDP により 
「サプライヤー エンゲージメント リーダー」に選出

S&P Global の『サステナビリティ イヤーブック』に掲載 

アワードと評価 
（2022 年度）

VMware における ESG の詳細： 

www.vmware.com/jp/company/esg

https://www.vmware.com/jp/company/esg.html
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ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況ESG 戦略

ESG は、私たちのあらゆる活動の根底にあります。私たちが設計するすべての製品、 
サポートするすべてのお客様、支えているすべての従業員が、より公平、安全で持続
可能な未来の構築を可能にするチャンスを提供してくれます。VMware の ESG 
戦略は、「2030 アジェンダ」という形で公表されています。2030 アジェンダは、
サステナビリティ、公平性、信頼の成果に沿う 30 の全社的な目標で構成さ
れており、その全体を通して、デジタル インフラストラクチャの脱炭素化、
分散型の業務環境を実現するテクノロジーの活用による機会への公
平なアクセスの促進、およびセキュリティと透明性の強化による
信頼の獲得を目指しています。

2030 アジェンダの目標を達成するためには、従業員、 
お客様、パートナー様、そして幅広いコミュニティと
協力しながらイノベーションを進めていく必要が
あります。そのためには、VMware の独創性の
文化を活かし、Execution（遂行）、Passion
（情熱）、Integrity（誠実）、Customers 
（お客様）、Community（コミュニティ）
の頭文字をとった EPIC2 の価値に
基づいて、ESG への取り組みを 
VMware 全体で運用するこ
とが不可欠です。単独で
はできませんが、全員
が力を合わせれば
必ず実現できます。 

ESG レポート 2022

2030 アジェンダ

8年次サミットで VMware の DEI リーダーに呼びかける上席副社長兼最高人材責任者のベツィー・サッター 
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ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況ESG 戦略

ワークロードの 
炭素効率

お客様のデジタル運用の生産性と炭素効率の向
上に向けた取り組みを進める

ゼロ カーボン  
クラウド

二酸化炭素排出量ゼロのクラウドの実現を促進
する

ビジネス  
レジリエンス

物理インフラストラクチャから分散型の業務環
境まで、環境全体のレジリエンス（回復力）を強
化する

分散型エネルギー 分散型の業務環境での分散型エネルギーの活用
を促進する

温室効果ガス排出 
実質ゼロ（ネット  
ゼロ エミッション）

VMware の事業活動やサプライ チェーンにお
ける二酸化炭素排出量実質ゼロを達成する

電子廃棄物の管理 あらゆる事業活動で電子廃棄物の管理を徹底する

温室効果ガス 
排出量の透明化

VMware のソリューションで実現可能な温室効
果ガス排出量の削減効果の透明性を高める

インパクト投資 経済的なリターンに加えて、社会および環境の
課題解決に貢献するイノベーションに投資する

水資源保全 国際社会における水資源保全の取り組みを支援
する

あらゆる人が 
クラウドを活用 
できる環境づくり

安全性、レジリエンス、サステナビリティに優れ
たマルチクラウド インフラストラクチャを推進
する公共政策を支援する

セキュリティ VMware のソリューションによりサイバー攻撃
に強い世界を実現

プライバシー  
バイ デザイン

VMware の製品、サービス、事業活動すべてに
プライバシーを組み込む

VMware on 
VMware：自社環境
における VMware 
製品の活用

VMware のソフトウェアを自社のインフラスト
ラクチャで使用し、信頼、セキュリティ、ユーザー
体験、サステナビリティに対する取り組みを強
化する

人材開発 すべての従業員のキャリア アップを支援する

公正かつ倫理的な 
行動 公正かつ倫理的なビジネスを推進する

だれもが安心して 
生活できる社会 
づくりへの貢献

IT を通じたより良い社会、環境を促進する公共
政策を支援する

デジタル倫理 デジタル倫理とスチュワードシップに対する取
り組みを強化する

統合レポート ESG 情報の開示基準を満たす統合レポート作成
に向けた取り組みを推進する

透明性 すべてのステークホルダーの利益を重視し、 
ガバナンスと説明責任を確立する

サステナブル  
ファイナンス

サステナビリティに関する指標を考慮して財務
上の意思決定を行う

2030 アジェンダの目標

サステナビリティ

サステナビリティ

物理的な制約のない
業務環境

分散した環境で働く従業員の生産性を高め、物理
的な制約に捉われることなく業務を行えるよう
支援する

ダイバーシティと 
インクルージョン

多様な人材の採用とインクルージョンの文化を積極
的に推進することで、公平な機会の提供を促進する

社会貢献の文化 私たちが生活するあらゆる地域社会に対して貢
献する文化を育む

デジタル スキルの 
習得支援

世界各地で技術スキルやデジタル スキルの習得
支援を行う

非営利組織の 
デジタル トランス
フォーメーション支援

非営利団体のデジタル化に向けた取り組みの加
速を支援する

サプライヤーの 
多様性

小規模企業やマイノリティ グループが運営する
企業を含む、多様なサプライヤーとの協業を積極
的に進める

公平な賃金体系 VMware の従業員全員に公平に賃金を支給する

テクノロジー  
アクセシビリティ

だれもが利用しやすいテクノロジーの開発に努
める

分散した業務環境
働く場所や働き方に対する従業員の希望を考慮
した、多様性に富む革新的で生産的な職場を実現
する

ウェルビーイング

だれにとっても便利で、お互いを尊重しあい、健
康とウェルネス（身体、精神、環境、社会的健康を
基盤に、より生き生きとした人生を送るための取
り組み）を推進する革新的な文化を育んでいくこ
とを通じて、組織と従業員の一体感を醸成し、従
業員を支援する

公平性 信頼

2030 アジェンダの進捗状況に関する最新情報： 
50 ページ



10ESG レポート 2022

ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況ESG 戦略

2022 年度の ESG に関する主な成果

12 億トン以上
2003 年以降に VMware のソリューションが 
貢献した温室効果ガス排出回避量

100%
再生可能エネルギーの使用率

29.2%
VMware の従業員に占める女性の割合 
（2021 年度比で 2.1% 増加）

100%
ヒューマン ・ライツ・キャンペーン財団の 
企業平等指数のスコア（5 回目の満点）

サステナビリティ 公平性 信頼

第 1 位
JUST 100（もっとも公正な企業 100 社） における、
ソフトウェア業界の環境カテゴリでのランキング

62,000 人以上
VMware IT Academy で VMware の 
テクノロジー ソリューションに関するスキルを 
向上させた学習者の数

第 4 位
Newsweek 誌が選定した、もっとも信頼される企業の
ソフトウェアおよび通信カテゴリでのランキング

100 万以上
VMware 社員に対する能力開発と 
トレーニングの時間数

VMware Responsible  
Sourcing™
サプライ チェーンのサステナビリティ、多様性、
アクセシビリティを強化するために開始された
プログラム 

37,500 人以上
全世界の従業員数

129 億ドル
売上高（米ドル）

2022 年度の ESG データ：
54 ページ
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サステナビリティ
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サステナビリティ

サステナビリティは、VMware の価値観と将来における成功の中核を
なすものです。このことは、私たちがテクノロジー ソリューションを
通じてより良い環境づくりに取り組んできた実績にも表れています。
世界が気候変動という現実に直面するなかで、私たちはお客様のエコ
システム、バリュー チェーン、自社の事業全体で、継続的にデジタル 
インフラストラクチャの脱炭素化に取り組んでいきます。一方、ステー
クホルダーも自らのサステナビリティ目標の達成に向けて加速しながら、
より高いレジリエンスを求めています。

私たちのアプローチは、現在の行動と将来に向けた計画を同時に行うこ
とです。つまり、現在はカーボン ニュートラル化に取り組み、将来は温室
効果ガス排出量を実質ゼロにするということです。VMware は 2018 年
以降、The CarbonNeutral Protocol に準拠する CarbonNeutral® 企業
に認定されており、2030 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを達成
するためにサステナビリティ戦略を遂行しています。私たちは温室効
果ガス排出量の削減に向けた指針として、科学的根拠に基づく目標を
設定しており、Clean Energy Buyers Alliance や、使用電力を 100% 
再生可能エネルギーでまかなうことを目指すグローバルな共同事業で
ある RE100 にも参加しています i。

ESG レポート 2022

サステナビリティの概要

CarbonNeutral 企業 として認定 
（2018 年から継続中） 

世界各地にある施設とコロケーション データセンター
の電力を 100% 再生可能なエネルギーでまかなう 
ことを達成（2019 年から継続中）ii 

JUST 100 でソフトウェア業界の環境カテゴリで 
第 1 位に認定 

EcoVadis によるサステナビリティ評価で「シルバー」
を獲得し、持続可能な調達に向けたデータ駆動型の
アプローチに関するケース スタディで紹介 

VMware Zero Carbon Committed ™ プログラムに、
Google、AWS、Oracle、IBM など、30 社のパート
ナーを追加

気候関連財務情報開示タスク フォース（TCFD）の 
提言に基づき、気候変動に関する計画を推進 

DRaaS を開始。お客様はこれによってオンプレミス
のバックアップ データセンターを廃止して、インフ
ラストラクチャの資源消費を最小限に抑えられるため、
エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を大幅に削減
可能 

2022 年度のサステナビリティ
に関する主な成果

VMware のアクション

デジタル インフラストラクチャの脱炭素化 

温室効果ガス排出実質ゼロに向けた計画の策定 

自然に根差した社会課題の解決策 

持続可能な開発の支援 

テレワークのカーボン インパクトの測定 

気候変動に関するリスクと機会の評価 

サプライヤーからの責任ある調達 

サステナビリティの文化の実践

共同での取り組み：ゼロ カーボン クラウド 

注目の成果：地域マイクログリッド 

未来に向けたサステナビリティの加速 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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サステナビリティ

VMware は、堅牢なデジタル インフラストラクチャの運用に
伴うエネルギー コストと二酸化炭素排出量を大幅に削減でき
るよう、お客様を支援しています。また、即応性の高いスケー
ラビリティとシンプルな管理機能も提供しています。IDC の
レポートによると、VMware の製品を導入したお客様全体で、
2003 年以降、二酸化炭素排出量が 12 億トン以上削減されま
した。VMware の仮想化テクノロジーは、IT ハードウェアや
データセンターの効率向上に加えて、ワークロードが急激に
増加するなか、データセンターにおける二酸化炭素排出量の
増加抑制にも効果的に貢献しています。

VMware にとって、サステナビリティは自社のビジネス モデル
の重要な要素であるだけでなく、お客様が弊社の革新的な
テクノロジー ソリューションから得ることができるメリット
でもあります。私たちは、使用する製品の二酸化炭素排出量
に関する詳細なインサイトなどの、お客様の進化し続けるニーズ
に合わせて、お客様のアプリケーション、インフラストラクチャ、
運用のデジタル トランスフォーメーションの実現を支援し
ます。 

VMware のアクション

デジタル インフラストラクチャの脱炭素化

VMware vRealize® Operations™ Green Data 
Center ダッシュボードでは、エネルギー使用
量と二酸化炭素排出量に関する進捗状況や
推奨事項を確認できます。

Virtual Machine Desired State Configuration
（VMDSC）では、利用を効率化することでワー
クロードとエネルギーを最大限に活用できる
仮想マシンを、リスクなしで簡単に特定し
適切なサイズに設定することができます。

DRaaS により、オンプレミスのバックアップ 
データセンターを排除し、クラウドベースの
オンデマンド モデルを導入して、インフラス
トラクチャの資源消費を最小限に抑えること
ができるため、エネルギー消費量と二酸化
炭素排出量を大幅に削減できます。

ヨーロッパの保険会社である Groupama は最近、
VMware vRealize Operations のライトサイジング レポー
トを強化するサステナビリティ最適化機能である、
VMDSC を導入しました。この取り組みにより、VMDSC 

は 10,000 台以上の仮
想マシンで構成された
お客様環境で、安全か
つ容易にライトサイジ
ングの自動化を実現し
ました。 

VMDSC の初期トライアルでは、割り当て済み仮想 CPU 
の 29% と割り当て済み RAM の 20% が解放されました。
これらのリソースを生産的に利用することで、ホストの使
用率を向上させ、サステナビリティ パフォーマンスを最適
化できます。

サステナビリティの最適化 

お客様事例
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サステナビリティ

VMware のアクション

気候変動への対処は急務です。だからこそ私たちは、今気候に与える影響を軽
減するための行動を起こして、カーボン ニュートラルを確保しながら、温室効
果ガス排出実質ゼロ（ネットゼロ）に向けて取り組み続けているのです。ネット
ゼロの目標を達成するためには、科学的知見に基づいて排出量を削減すると同
時に、カーボン プロジェクトで残りの排出量を相殺する必要があります。世界
の気温上昇を 1.5˚C に抑えることを目指す、科学的根拠に基づく目標は、私たち
の排出量削減の根幹をなしており、Science-Based Targets イニシアティブ
（SBTi）によって検証済みです。 

• 2030 年までにスコープ 1 とスコープ 2 の排出量を 50% 削減（基準年：2019 年度）

• 2030 年までにスコープ 3 の従業員の通勤および燃料/エネルギー関連の排出量を 50% 削減 
（基準年：2019 年度）

• 2025 年までに、弊社サプライヤーの 75%（支出額に基づき算出）が科学的根拠に基づく独自の
目標を設定

世界的な進展を加速させるために、私たちは Clean Energy Buyers Alliance や、
使用電力を 100% 再生可能エネルギーでまかなうことを目指すグローバルな共
同事業である RE100 などの、再生可能エネルギー イニシアティブに参加して
います。昨年は、業界の垣根を越えて世界中の企業とともにネットゼロをさら
に推進するために、The Climate Pledge に署名しました。 

私たちは会社全体でのサステナビリティ目標の運用最適化から得た知識を活かし、
また炭素市場の成熟に合わせて、気候変動に関する計画を進化させ続けています。

温室効果ガス排出実質ゼロに向けた
計画の策定

2,685 MT CO2e

スコープ 1

直接燃料ベース消費量

1,025 MT CO2e

スコープ 2
市場ベース消費量

スコープ 3

200,603 MT CO2e
購入した商品やサービス

81,341 MT CO2e
資本財

28,831 MT CO2e
従業員の通勤

3,131 MT CO2e
出張

29,779 MT CO2e
その他*

347,395
トン相当の二酸化炭素

（MT CO2e）

VMware の二酸化炭素排出量（2022 年度）

*  スコープ 3 の「その他」には、燃料/エネルギー関連活動、上流
の輸送と流通、上流のリース資産、事業活動で発生した廃棄物
が含まれます。
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サステナビリティ

VMware のアクション

自然に根差した社会課題の解決策

私たちはあらゆる対策を講じてネットゼロの未来を実現する必要があり、 
そのために自然を活用して取り組みを全力で促進していきます。VMware は 
多岐にわたる二酸化炭素の排出抑制/削減プロジェクトを推し進めており、
現在はネットゼロを達成するために非常に重要と考えられる、自然の
原理に基づくプロジェクトへと重点を移しています。 

昨年度は、1t.org とのパートナーシップ
のもと、2030 年までに 100 万本の
木を植えて保護することを約束し、
すでにその 4 分の 1 以上を達成
しています。今までに、26 万本
以上の植樹を行いました。

VMware は、3 年前から Million Mangroves（マング
ローブ植林）プロジェクトにも参加しており、ケニア
とメキシコでマングローブ林の再生を目的とする 
自然気候対策プロジェクトに取り組んでいます。 
マングローブは熱帯雨林の 4 倍もの二酸化炭素 
を蓄えることができるため、「驚異の木」とも 
呼ばれています。 

2030 年までに  
100 万本の植樹を約束

260,000 本以上
コミットメントの実現に向けて植樹された木

マングローブ林の再生
Million Mangroves プロジェクトの一環として 
ケニアとメキシコで進められているプロジェクト
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サステナビリティ

VMware のアクション 5/31 新コンテンツ

アフリカ：世界中で 20 億以上もの人々が、安全
に管理された飲料水を利用できない状況にあり
ます。そのため VMware は、ウガンダとマラウ
イの Gold Standard プロジェクトからカーボン 
クレジットを購入しました。このようなプロジェ
クトは、井戸を修理したり新たに掘削したりして
小さな農村社会に清潔な飲み水を提供して、二酸
化炭素排出量を削減しています。清潔な飲み水が
手に入ることで、煮沸による浄水が不要になり、
薪の主な調達元である地域の森林への負担が軽
減されるため、温室効果ガスの排出量も削減され
ます。

インド：公共交通機関は、インドの多くの人々に
とって主要な通勤手段であり、また世界でもっと
も利用されている交通機関のひとつでもあります。
大量高速輸送プロジェクト向けのクリーン開発
メカニズム（CDM）手法に基づき、VMware のカー
ボン ファイナンスは、Delhi Metro が 100 km 
を超える最新鋭の電気鉄道システムと新型車両
を導入して運用できるよう支援しました。輸送人
キロあたりの温室効果ガス排出量は、従来の交通
手段に比べてはるかに少なくなり、インドで危険な
レベルの大気汚染の原因となっている交通機関
の温室効果ガス排出量が削減されました。

持続可能な開発の支援

アフリカとインドにおける 
カーボン ファイナンス プロジェクト

VMware は、ネットゼロへの道を切り開いていくためには、断固とした行動
を今起こさなければならないことを理解しています。そのため、私たちは
低炭素の持続可能な開発プロジェクトを支援しています。私たちが購入
したカーボン クレジットは、CarbonNeutral 企業としての認定に役立つ
だけでなく、環境やコミュニティにもすぐにプラスの効果をもたらします。

ESG への取り組みを開始して以来、私たちは常に、
国連の持続可能な開発目標（VMware の 2030 ア
ジェンダに取り入れられているフレームワーク）に
沿った、有効性の高いプロジェクトの支援に重点を
置いてきました。これには、回復力のある強固な
コミュニティの構築に体系的なメリットをもたらす
プロジェクトに対する、カーボン ファイナンスも
含まれます。 

今までに、私たちのカーボン ファイナンス プロジェクトは、家庭向けの
支援、大規模な再生可能エネルギー プロジェクト、森林の再生、持続可能
な公共交通を実現する電気鉄道システムなどの資金調達に貢献してきま
した。
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サステナビリティ

テレワークのカーボン インパクトの測定

多くの VMware の従業員が、新しい機器や、生産性、業務活動、人間工学、アクセシビリティ、ウェルビーイングに関する専門家
とのオンライン コンサルティングの機会を獲得するために、Ultimate Workstation Makeover コンテストに参加しました。 
全世界の従業員から選ばれた 3 名の幸運な受賞者に、新しい機器、照明、スピーカー、Web カメラなどが贈られました。

2020 年初頭のパンデミック発生時に分散型の業務環境に移行したとき、私たちは二酸化炭素排出量の境界が
変化していることを認識しました。在宅勤務になったことで、従業員の通勤は減りましたが、家庭でのエネ
ルギー消費量は増加しました。VMware では自社による温室効果ガス排出のこのような変化を考慮に
入れるために、従業員の在宅勤務に伴うカーボン インパクトを初めて評価しました。その結果、 
世界中に分散した業務環境の地域差に対応する新しい手法の確立が必要になりました。私たち
はまず、一般的な在宅勤務における主な排出源の影響を検討しました。これには、コンピュー
ターやその他のデバイスを含む IT 機器、電気照明、空調設備（冷暖房）などが含まれます。 

分散型の業務環境モデルを採用する多くの企業と同様に、VMware の従業員が 
環境に与える影響は今や、会社のオフィス ビルに限定されなくなっています。 
私たちは自社の手法をさらに発展させるため、業界を超えた意見交換を開始
して、ほかの企業にもテレワーク従業員によるカーボン インパクトを 
測定するよう働きかけています。

ホワイトペーパー：『未来の働き方がもたらすカーボン インパクト』  
www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/
pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-
whitepaper-august-2021.pdf

VMware のアクション
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http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-whitepaper-august-2021.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-whitepaper-august-2021.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/sustainability/vmware-home-office-emissions-whitepaper-august-2021.pdf
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気候変動に関するリスクと機会の評価 

私たちは、事業活動全体でサステナビリティの実践を成熟さ
せると同時に、気候変動が進む世界という不確実な未来がも
たらすリスクや機会に対する理解を深めています。VMware 
は CDP を通じて、気候変動に関する戦略、目標、排出量、
リスク、機会を毎年詳細に報告しています。また、気候関連財
務情報開示タスク フォース（TCFD）の提言に基づいて、気候
変動に関するリスクと機会の評価を実施しました。TCFD の
目的は、企業が気候変動に関するリスクと機会を評価し、それ
らを長期的な戦略に組み込むためのフレームワークを提供す
ることです。 

VMware では段階的アプローチを使用して、潜在的な気候変
動に関するリスクと機会の性質や規模を特定し、評価してい
ます。 

まず、調査やその後のワークショップを通じて全社から集め
られたステークホルダーが参加する気候変動スクリーニング 
プロセスを実施し、さまざまなビジネス グループに大きな影
響を及ぼす可能性のある気候変動に関連する物理的、業務上、
規制上、その他のビジネス上のリスクを特定し優先順位を付
けました。次にシナリオ分析を実施して、さまざまな気候変動
を想定した世界における優先度の高いリスクをモデル化し、
そうした潜在的なリスクの可能性と重大度を定量化しました。
VMware は現在、収集した情報とデータを統合し、将来に向け
た緩和と適応戦略を策定しています。 

シナリオ分析：優先度の高い気候
変動に関するリスクと機会を定量
的にモデル化する

気候変動スクリーニング：潜在的
な気候変動に関するリスクと機会
に優先順位を付ける

緩和と適応：調査結果に対応する
ための戦略を策定する 

VMware の気候変動に関する 
計画の段階的アプローチ 

VMware のアクション
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VMware のアクション

VMware Responsible Sourcing™ プログラムにより、サプライ チェーンにおける VMware の影響力を高め、
サプライヤーの業務慣行を私たちの 2030 アジェンダと整合させて、ビジネス価値を引き出すことができます。
このプログラムには、現地調達品を優先し、無駄な購買を避けるための、責任ある購入イニシアティブのような
革新的な方針が含まれています。

VMware Responsible Sourcing プログラムには、次の 3 つの柱があり、それぞれに独自の目標があります。

サプライヤーからの責任ある調達 

サステナビリティ

年間支出額の  

75%  

を、2024 年までに 
科学的根拠に基づく目標を 
設定したサプライヤーからの
調達のために支出する

ダイバーシティ

2030 年までに  

15 億ドル 
を、小規模企業や 

マイノリティ グループが 
運営する企業を含む、 

多様なサプライヤーからの 
調達のために支出する

アクセシビリティ
基準 

の遵守をすべての新しい 
ソフトウェアやイベントの 
サプライヤーに課す

アクセシビリティ

サプライ チェーンの 
透明性の強化

VMware は、グローバルなサプライヤー評価プラット
フォームである EcoVadis と提携し、サプライヤー
との持続可能なビジネス慣行と ESG の進捗に関する
連携と透明性を強化しています。EcoVadis プラット
フォームは、VMware のサプライ チェーンの透明性
向上と、2030 アジェンダの目標に向けてさらに前進
するための機会の特定を可能にする効果的なツール
です。

EcoVadis は最近、IT 分野における科学的根拠に基づく
目標への取り組みを追跡するケース スタディで 
VMware を取り上げ、サプライヤーが二酸化炭素排
出量をどのように適切に管理しているかや、VMware 
のような企業がどのようにサプライヤーを支援して
そのサステナビリティ目標の達成に導いているかを
説明しました。 

VMware Responsible Sourcing™ プログラムの 

詳細情報：www.vmware.com/jp/company/

responsible-sourcing

https://www.vmware.com/jp/company/responsible-sourcing.html
https://www.vmware.com/jp/company/responsible-sourcing.html
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VMware のアクション

サステナビリティの文化の実践

サステナビリティは、製品ソリューションから企業文化に至るまで、VMware 
の DNA に組み込まれています。VMware の社員は多様なプログラムやイニシ
アティブの支援を受けて、職場や家庭で持続可能な生活を実践しています。
Sustainability Ambassador（サステナビリティ アンバサダー）プログラムは、
社内の熱心なボランティアによって構成され、VMware のさまざまなイニシア
ティブの推進をサポートしています。 

VMware の Sustainability@Home プログラムでは、各地域のサステナビリティ 
アンバサダーが中心となり、持続可能な製品を推進する企業や非営利団体と提
携してコミュニティとの関わりを深め、VMware の従業員がより持続可能なライ
フスタイルを送れるよう支援しています。こうした組織の一部は VMware の
従業員に割引を提供しており、またすべての組織がサステナビリティに関する
教育を継続的に提供しています。現在提供されているものには、再生可能エネ
ルギーと住宅用太陽光発電、コンポスト、プラスチック製品の代替品に対する割
引などがあります。 

Common Energy とのパートナーシップは、このようなプログラムがどのよう
に VMware の従業員や環境に役立っているかを示す好例です。VMware の従
業員は、地域の新しいクリーン エネルギー プロジェクトに無料で参加できます。
このプロジェクトで得られるエネルギーは、化石燃料による発電に代わるもの
であるため、コミュニティの二酸化炭素排出量の削減に役立ちます。さらに、参
加した全員が、確実に電気料金を節約できます。現在、このプロジェクトには
全米 9 州の従業員が参加でき、その結果として、VMware の従業員はこれまで
に 540 万ポンドの二酸化炭素排出を回避し、現在も継続中です。

一人ひとりの行動が重要であり、その貢献の積み
重ねが大きな効果をもたらします。私たちは毎年、
世界中でアースマンス（Earth Month）を祝して
意識の向上を図り、大小にかかわらず行動を起こ
すよう従業員に働きかけています。 

今年はゲーミフィケーションを通じて、従業員が
自らの二酸化炭素排出量を削減できるよう促す
新しい取り組みに挑戦しました。また、国連の 
Act Now キャンペーンを支援するために 
AWorld モバイル アプリケーションを活用して、

環境に良い変化を促進するためのさまざまな活
動を実施しました。 

VMware の社員は強固なサステナビリティの文
化を基盤としてこのチャレンジに取り組み、月間
の二酸化炭素排出量削減目標を 248% も上回る
ことができました。もっとも重要なのは、リジェ
ネラティブ農業から、電気自動車の導入、気候変
動への対策まで、さまざまなテーマに関する意見
交換が進んだことです。

VMware では毎日がアースデイ
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VMware Zero Carbon Committed プロ
グラムは、当社のエコシステムであるパブ
リック クラウド パートナーと協力する
ことで、サステナビリティを推進する大き
な機会が得られると考え、立ち上げたも
のです。この取り組みは、2030 年までに 
100% 再生可能エネルギーで電力をまか
なうデータセンターの実現を目指すパブ
リッククラウド プロバイダーを後押しし、
ネットゼロの目標を持つお客様とその
ようなプロバイダーを結び付けること
を目的としています。プログラムの開始
以来、Google、AWS、Oracle など、30 社の

パブリッククラウド プロバイダーと提携
関係を結んでいます。まだ再生可能エネ
ルギーに着手していないほかのクラウド 
パートナーについても、ネットゼロへの
取り組みが開始された際には協力し合い、
ベスト プラクティスを共有して、プログ
ラムを進化させていきます。

ゼロ カーボン クラウド

共同での取り組み

ESG レポート 2022

VMware Zero Carbon  
Committed のパートナーの視点

IBM は、IBM の残余排出量と同等以上に排出量を除去するのを可能にするテクノロジーを利用して、
2030 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目標に掲げています。この目標達成に
向け、IBM は温室効果ガス排出量の相殺ではなくまず削減に力を注ぎ、2030 年までに IBM が消費
する電力の 90% を再生可能エネルギーから調達し、温室効果ガスの残余排出量を 350,000 トン
相当の二酸化炭素に抑制することを目指しています。今後も VMware とのパートナーシップを継続
して、環境への影響を軽減しながら、お客様にサービスを提供していきたいと考えています」

「

Environmental, Energy and Chemical 
Management Programs、Vice President
Edan Dionne 氏

2030 年までにカーボン ネガティブになるという取り組みの一環として、Microsoft ではサステナ
ビリティを、データセンターの拡大と運用における最重要課題に掲げています。Zero Carbon 
Committed Initiative を推進する VMware のような先進的なパートナーと協力し、業界全体の変革
に貢献できることを誇りに思います」

「

Cloud Operations and Innovation、
CVP
Noelle Walsh 氏
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注目の成果：地域マイクログリッド
VMware は気象災害に対する地域の回復力を高めるというビジョンに基づいて、体系的な 
リスクを評価しました。その結果、私たちは系統電力に集団的に依存しているために停電 
に対して脆弱であるということに気付きました。VMware は、パロアルト市と共同で、 
信頼性が高く持続可能で回復力に優れた、再生可能電力とエネルギーを提供できる 
初の地域マイクログリッドを構築しました。

マイクログリッドのプロトタイプは、VMware のオフィス構内にある 2 つの 
建物で構成され、既存の屋上太陽光パネルや 100% 再生可能な系統電力と
連携する 1 MWh バッテリーを 2 基備えています。このマイクログリッド
は、地域の Mobile Emergency Operations Center（MEOC）を
サポートする能力を備えており、接続性と回復力のある電力を 
その車両に提供します。その結果、MEOC の車両は、長時間の
停電や燃料不足の際に VMware のマイクログリッドを利用
して、緊急時に重要な通信サービスを周辺地域に提供でき
ます。

VMware の地域マイクログリッド プロジェクトの詳細情報：
news.vmware.com/esg/climate-change-cant-
knock-lights-out

ESG レポート 2022
VMware とパロアルト市は、VMware の地域マイクログリッドの最初のテストで Mobile Emergency 
Operations Center（MEOC）の車両への給電に成功しました。

http://news.vmware.com/esg/climate-change-cant-knock-lights-out
http://news.vmware.com/esg/climate-change-cant-knock-lights-out
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VMware は、全米科学財団（NSF）と
のパートナーシップを通じて、次世代
の持続可能なデジタル インフラスト
ラクチャを推進するために、3 年間で
合計 600 万ドルの研究助成金を提供
しています。 

VMware は、パフォー
マンス、コスト、セキュ
リティ、アクセシビリ
ティと並んで、サステ
ナビリティをビジネス
の重要な優先事項とし

て推進するためのベスト プラクティス、ツール、メト
リック、基準を発展させるために、Green Software 
Foundation に加盟しました。

持続可能な IT インフラストラクチャへのグローバルな変革
を実現するためには、イノベーションが不可欠であり、世界の
テクノロジー リーダーたちは、将来の技術を採用する際に脱
炭素化を最優先に考えなければなりません。 

今後に備え、VMware は、お客様のマルチクラウド環境にお
ける脱炭素化を加速させるために、Project Blue Sky を開始
します。私たちはデジタル インフラストラクチャのリソース
使用率やエネルギー効率と炭素効率を高めて、お客様の温室
効果ガス排出実質ゼロ（ネットゼロ エミッション）への取り組
みを支援するために、二酸化炭素排出量の透明化と二酸化炭
素排出量の削減を実現するクラウド管理ツールを構築してい
ます。

また、VMware では、AI を導入する際に二酸化炭素排出量を
削減できるようお客様を支援する方法を研究しています。 
たとえば、一時的に利用可能なキャパシティでワークロード
を実行するテクノロジーにより、既存の二酸化炭素排出量の
少ないインフラストラクチャで AI をその進化に合わせて
サポートできるようにします。 

私たちのサステナビリティ プログラムの一つひとつが、イノ
ベーションの表れです。私たちのステークホルダーは、これ
らのイノベーションを組み合わせて活用して、重大な課題に
直面するなかでネットゼロ エミッション、脱炭素化、そして
グローバルなレジリエンスに向けて、大きな一歩を踏み出す
ことができます。また、私たちの行動により、今後のさらなる
テクノロジー ソリューションへの道が切り開かれます。

より持続可能な未来に向けた 
パートナーシップ

未来に向けたサステナビリティの加速
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公平性の概要
VMware では、人々がビジネスで中心的な役割を果たします。私たちは、
公平性を、すべてのステークホルダーのアクセス、機会、進歩といったさ
まざまな側面を網羅する幅広い意味でのビジネスの必須要素と捉えてい
ます。 

私たちの公平性への取り組みはまず、組織内のだれもが帰属意識やコミュ
ニティ意識を持てるような、多様で包括的な職場環境を作ることから始
まります。私たちは公平性の向上に努めており、その一環として、DEI、
専門能力の開発、社会貢献活動プログラムによる従業員の能力強化や、
多様なサプライヤーの支援を行っています。また、VMware の製品や
ソリューションを利用することで、お客様は自社の従業員に対し、より
高い柔軟性と多くの機会を提供することが可能になります。

私たちは、このような取り組みを通じて VMware とコミュニティの
健全性を高め、すべての人にとってより公平な未来を創造していきます。

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団の企業平等
指数で 5 度目のフルスコアを獲得 

連邦法で保護されているほかのグループと同じ基
本的な保護を LGBTQ の人々にも提供することを
提唱する Business Coalition for the Equality 
Act に署名

インド、カナダ、アイルランド、英国で、多様なサプ
ライヤーからの調達に対する支出を優先するために、
サプライヤー ダイバーシティ プログラムを拡大 

Disability Equality Index の「2021 Best Places 
to Work」に選出 

女性比率が 2021 年度比で 2.1% 増え、VMware の
世界中の従業員に占める女性の割合が 29.2% に増加

VMware Foundation を通じて VMware の社員
の 81% が任意の非営利団体を支援し、102 か国、
14,000 以上の組織に貢献 

62,000 人以上の学習者が、VMware IT Academy 
で VMware のテクノロジー ソリューションに関
するスキルを向上

2022 年度の公平性に 
関する主な成果VMware のアクション 

物理的な制約のない業務環境の提供による 
公平性の推進 

公平な未来に向けた計画の策定

ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの 
文化の醸成

インクルーシブな採用活動の実現 

人材の育成 

従業員のウェルビーイングへの優先的な取り組み 

社会貢献と社会的イノベーションの文化の育成 

デジタル スキルの習得支援 

共同での取り組み：The Valuable 500 

注目の成果：インドで在宅勤務する VMware の 
女性社員 

未来に向けた公平性の加速
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物理的な制約のない業務環境の提供による公平性の推進

テレワークなどの柔軟な働き方は、従業員にとって機会の拡
大につながるため、公平性を高めるための重要な手段となり
ました。また分散型の業務環境モデルによって、より多様で
有能な人材を地域横断的に採用できることがわかっています。 

私たちは、分散型の業務環境を採用して従業員を支援し、これ
まで手付かずだった人材市場への扉を開くことで、人的資源
の継続的な開発が可能になると考えています。VMware の
テクノロジーにより、テレワークなどの柔軟な働き方が採用
しやすくなるため、VMware 社内でもまたお客様にとっても、
より公平でアクセスしやすくインクルーシブなデジタルワー
クスペースの実現が可能になります。 

私たちは Anywhere Workspace ソリューションを通じて、
お客様が分散型の業務環境モデルに移行するのを支援してい
きます。それにより、全員が 1 か所を拠点とする必要のない
業務環境を実現する準備が整い、VMware のより安全でシー
ムレスな Anywhere Workspace テクノロジーに支えられて、
従業員は優れた柔軟性と公平な機会を利用できるようになり
ます。 

優れた柔軟性は、世界中で 10 億人を超える障がいを持つ人々
にとって特に重要です。私たちはだれもが利用できるテクノ
ロジーの開発から、利用しやすいインクルーシブなエンゲー
ジメントや福利厚生のプログラムを通じた VMware 社員の
支援に至るあらゆる活動を通じて、障がい者、ウェルネス、
ニューロダイバーシティのインクルージョンに有意義な影響
を及ぼそうと努力しています。

VMware の Anywhere Workspace ソリューションの詳細情報： 
www.vmware.com/jp/solutions/anywhere-workspace.html

VMware Tanzu Act™ は、非営利団体と協業し、VMware 

Tanzu Labs ™ の開発者、デザイナー、プロダクト マネー
ジャのリソースを活用するためのグローバル プログラム
です。2022 年度、VMware はお客様である 2 つの非営利
団体とともに Tanzu Act の取り組みを主導し、そのお客様
が支援するコミュニティの公平性を高めるソリューション
を構築しました。 

このような取り組みには、ほかにも Healthy Heads in 

Trucks and Sheds 向けの、オーストラリアのトラック 

ドライバーや倉庫作業員の精神衛生をサポートするモバ
イル アプリケーションの構築、また Massachusetts 

Consortium for Innovative Education Assessment 

向けの、学校の公平な教育の質を測定するためのダッシュ
ボードの構築があります。 

Tanzu Act の取り組みについての詳細情報： 

tanzu.vmware.com/jp/act

VMware Tanzu Act が非営利団体に 
公平性をもたらす

お客様事例

https://www.vmware.com/jp/solutions/anywhere-workspace.html
https://tanzu.vmware.com/jp/act
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公平性

VMware のアクション

2030 年までに、女性およびマイノリティを 
50% 以上含む経営陣を確立する 

公平な未来に向けた計画の策定

2030 年までに、男性 1 人を採用するごとに、
女性またはノンバイナリー ジェンダーの 
従業員を 1 人以上採用する 

目標を達成するためには、自分たちがどこに向かっているのかを把握し、その道程
での進捗を測定することが不可欠です。公平性に関しては、だれもが役割を担い
ます。そのため VMware では、DEI から、責任ある調達、コミュニティのスキル向
上、Citizen Philanthropy（社会貢献の精神）プログラムを通じた社会貢献活動へ
の従業員の参加に至るまで、組織全体で目標を設定しています。これらの分野は
それぞれ、VMware、サプライ チェーン、および幅広いコミュニティにおける公平
性を推進するうえで重要な役割を担っています。

私たちの公平性の目標は、VMware の社員がインクルーシブな文化と責任ある企
業を構築するために策定した、EPIC2 の価値観に基づいています。協力して公平
性の目標を達成することで、私たちは現在と将来のイノベーションを加速させて
いきます。

2030 年までに多様なサプライヤーからの 
調達に 15 億ドルを支出する

引き続き、VMware 従業員の少なくとも 
75% が地域社会の任意の非営利団体の 
支援に参加する

2023 年度に、IT Academy を通じて  
VMware のソリューションを中心とした 
デジタル スキル教育を学習者に提供し、 
そのうち 15,000 人の開発者に 
モダン アプリケーション教育を提供する

性別や人種を問わず、公平な賃金体系を 
実現する 

2030 アジェンダの公平性の目標

ESG レポート 2022
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公平性

VMware のアクション

ダイバーシティ、エクイティ、 
インクルージョンの文化の醸成

多様性を尊重する、公平でインクルーシブな業務環境を構築してイノベー
ション、信頼、品質を推進することは、私たちのマルチクラウド ジャーニー
にとって非常に重要です。これを適切に実現するために、私たちはリーダー
シップ レベルで透明性と説明責任を確保しつつ、DEI 目標を会社全体に
浸透させています。VMware では過去 4 年間、DEI 目標を経営陣の賞与
決定に結び付けてきました。また、多様性を反映した従業員構成を実現
するために、採用のプロセス、チャネル、パートナーシップを強化し、さ
まざまな経歴や経験を持つ人材とのつながりを確保しながら、その過程
でより多くの機会を提供しています。

VMware を従業員、お客様、コミュニティのために人間第一の企業にす
ることは、私たちの企業理念の根幹であり、私たちのマルチクラウド 
ジャーニーにとっても不可欠です。人材への継続的な投資の一環として、
今後の DEI 活動では個人の成長と説明責任に重点を置きながら、世界中
の VMware 社員のためにサポートとリソースへのアクセスを拡大して
いきます。 

VMware の最新の DEI レポートに関する詳細情報： 
www.vmware.com/jp/company/diversity

2022 年度の主な成果： 
VMware の多様性への取り組み

米国で採用した従業員のうち、自らを 
マイノリティであると認識している人の割合

15.7%
2020 年初頭からのテレワーク従業員の増加率
（2 年間で 6,019 人から 12,384 人に）。現在では 
VMware の従業員の 3 分の 1 を占める

完全なテレワーク勤務として採用された 
新しい従業員の割合

38%

2 倍

新たに採用された従業員の出身国の数 
（2021 年度から 7 か国増加）

58

詳細については、最新の EEO-1 レポートをご覧ください。 
www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf

https://www.vmware.com/jp/company/diversity.html
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公平性

インクルーシブな採用活動の実現
VMware のアクション

29ESG レポート 2022

優秀な人材を獲得するには、採用活動を進化させる必要があります。Guided by Outcomes（GO）
Hiring（成果重視の採用）は、創造性、独創性、問題解決能力を幅広く発揮できる優秀な人材を
確保するための VMware の革新的なアプローチです。GO Hiring では、望ましい性格や
資格を列挙するのではなく、パフォーマンスの成果に基づいて候補者を募って評価し
ます。経歴を問わず人材を募るために、VMware はさまざまな経験や見解を持つ方々
に、VMware でキャリアを開始、または再開していただけるよう、厳選された 
開発および雇用プログラムを展開しています。 

また私たちは、同一労働、同一賃金の考えを重視しています。VMware 
のデータ v によると、報酬に影響を与える要因（役職、職階、勤続年数、
勤務地、パフォーマンス）を調整した場合、VMware の女性
従業員は全世界の事業拠点において同職種の男性従業員の 
99% の給与を得ており vi、また米国におけるマイノリティ
の従業員は同職種の白人従業員と完全に同等の給与を
得ています vii。

VMware のインクルーシブな採用活動に関する詳細情報：
https://careers.vmware.com/japanese?lang=ja-JP

VMware が毎年開催する RADIO イベントでは、すべての従業員が対面形式と仮想形式で参加して、 
最新の研究開発イノベーションについて学ぶための平等な機会とアクセスが提供されます。

https://careers.vmware.com/japanese?lang=ja-JP
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公平性

数字で見る DEI トレーニング

16,000 人以上
の従業員が、Stanford VMware Women’s Leadership Innovation 
Lab との提携を通じて提供される「無意識の偏見」トレーニングを
修了しています。このコースは、職場における偏見を防ぐために意
識を高め、行動を促すものです。

49%

250 人以上
の世界中から集まった参加者が、新しい「インクルーシブな言葉遣い」
トレーニング コースを修了しました。このコースは、インクルーシブ
な言葉遣いの要素に焦点を当て、よりインクルーシブなコミュニケー
ションを実現するために具体的な行動を起こせるように従業員を支
援するものです。

のマネージャが、新しく始まった「インクルーシブ リーダーシップ
の実践」トレーニングを修了しました。 

VMware のアクション

人材の育成

VMware では、継続的な学習という考えが企業理念の中核にあります。VMware のイノ
ベーションの文化は、継続的な発展につながる純粋な好奇心を持つ人々によって支えら
れています。私たちは、すでに高い能力を持つ従業員が生涯を通じて学習を続け、自らの
可能性を広げることができるよう、充実したプログラムやトレーニングを提供しています。
VMware の従業員は、平均して年間 27 時間以上のトレーニングを受けています。2021 
年には、19,000 人の従業員が専門能力開発およびローテーション プログラムを修了し
ました。また、14,000 人以上の従業員が研究開発（R&D）技術コースを修了しました。

VMware では、自分自身やほかの人々の可能性を追求できるようにするための人材開発
イニシアティブを多数実施しています。これには、EPIC2 マネージャ プログラム、リーダー
シップ フォーラム、技術教育活動、販売支援プログラムなどが含まれます。もっとも人気
のある革新的なイニシアティブのひとつが、3 部構成のキャリア強化プログラムである
「Look Within」です。このプログラムは、VMware の一員としてさまざまな段階にある
従業員に考え方を刷新して気持ちや意欲を新たにするよう促し、社内の流動性を促進す
ることを目的としています。 

人は行動することによって、もっとも効果的に学習できます。そのため VMware 
Foundation では、プロボノのサービス ラーニングを通じて学び、成長するための Good 
Gigs プログラムを提供しています。VMware の社員は、多様性に富む部門横断型の
チームを結成し、任意の非営利団体と連携して、成功に必要な技術能力を高めています。
Good Gigs プロジェクトを通じて、VMware の社員は 7 か国の 30 以上の非営利団体と
ともに、デジタル トランスフォーメーション イニシアティブを牽引してきました。 
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公平性

VMware のアクション

従業員のウェルビーイングへの優先的な取り組み 

31ESG レポート 2022

人材こそが VMware の成功にとっての鍵であり、従業員のウェルビーイングを会社全体の最重
要事項にすることで、だれもが安心して生き生きと働ける環境を実現できます。メンタル 
ヘルスへの取り組みと意識向上から、今日の分散した環境で働く従業員の身体の健康や変化
するニーズへの優先的な取り組みまで、私たちはさまざまなリソースやプログラムを
通じて、社員のニーズに対応し続けています。VMware の包括的なアプローチでは、
ウェルビーイング プログラムを進化させ、それらのプログラムを組織、チーム、
個人の各レベルで業務に統合することに注力しています。

私たちはだれしもときどき休みを取る必要があります。そのため 
VMware では、有給休暇（PTO）に加えて毎年 4 日間の特別休暇を 
提供しています。この休暇は各自の裁量でいつでも自由に利用で
きます。また VMware の社員に年間を通じてリフレッシュし、
意欲を取り戻してもらうために、さらに 4 回の EPIC2 ホリ
デーが設けられています。この日は従業員全体のウェル
ビーイングを促進するために、会社全体が休みとな
ります。

VMware の従業員のウェルビーイングに関する 
詳細情報：wellbeing.vmware.com

VMware のアクション

VMware の従業員が EPIC2 ホリデーにブラジルの山をハイキングした様子を公開した写真

https://wellbeing.vmware.com/
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公平性

VMware の社員は、Citizen Philanthropy（社会貢献の精神）プログラムを通じて、
地域社会で自分が関心を持つ取り組みを年間を通して支援できます。2021 年
には、27,000 人以上の VMware 社員が、毎年年末に実施される慈善活動イニ
シアティブで一致団結し、世界中の 8,354 の非営利団体に資金援助を行いまし
た。こうした数字は、VMware の社員が日々体現している社会貢献の文化の深
さと広さを断片的に示すものに過ぎません。Citizen Philanthropy イニシア
ティブを通じて時間、能力、リソースを提供することで、VMware のだれもが、
個人として大切にしている分野に貢献することができ、それが人的資源開発の
重要な推進力ともなっています。 

また VMware は、2030 アジェンダを通じて、デジタル トランスフォーメーション
の必要性に取り組む非営利団体を積極的に支援しています。私たちは、非営利
団体のために独自にソリューションを設計するのではなく、VMware の Take 3 
や Good Gigs プロジェクトを通じて、また TechSoup による非営利団体向け
デジタル評価ツールのサポートを通じて、非営利団体と共同で有意義かつ長期
的なソリューションを開発することに重点を置いています。 

VMware Foundation と Citizen Philanthropy の実践に関する詳細情報： 
www.vmware.com/jp/company/foundation

VMware のアクション

社会貢献と社会的イノベーションの 
文化の育成

2022 年度の Citizen Philanthropy に
関する主な成果

の VMware 社員が参加

30,000 人以上 13,900 以上
の非営利団体を支援

100 以上
の国で役立つ

https://www.vmware.com/jp/company/foundation.html
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公平性

デジタル スキルの習得支援
VMware のアクション

お客様やパートナーが世界中でイノベーションを加速できる
ように、VMware はデジタル スキル開発に対する幅広いイン
クルーシブなアプローチにより、機会、教育、コミュニティへ
のアクセスを促進して、より公平な業務環境を実現しています。

私たちは 教育機関、行政機関、非営利団体と協力して、VMware 
IT Academy を通じて、グローバルなデジタル スキル教育
プログラムを提供しています。このプログラムは、多様な学
習者の VMware ソリューションに関するスキルを向上させて、
学習者のキャリアアップを支援するとともに、人材エコシス
テムの拡大に役立っています。 

2022 年度、VMware IT Academy はインドで VMware Tanzu® 
Build-A-Thon を共催し、的を絞った教育および学習と、独自
のモダン アプリケーションを作成してクラウドに展開するガ
イド付きの実習体験を組み合わせて提供しました。さらに 
VMware IT Academy は、サウスカロライナ大学、スタンリー・
コミュニティ大学、Network Development Group と提携し
て、教育機関のクラウド化を推進して、より公平なアクセスと
機会を世界中の学生、講師、研究者に提供しています。ラボ、
コンテンツ、リサーチなど、通常は高価で利用できないような
学習リソースのプラットフォームが提供されるため、学生た
ちはデータセンターの仮想化、クラウドの概念、モダン アプ
リケーションなどに関する貴重な職業スキルを習得できます。 62,000 人以上

の学習者が VMware IT Academy を通じて 
VMware のテクノロジー ソリューションに 
関するスキルを向上

VMware IT Academy に 
関する主な成果

ESG レポート 2022
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公平性

ESG レポート 2022

The Valuable 500

共同での取り組み

VMware は、どのような能力を持つ従業
員にとっても安心できるインクルーシブ
な職場づくりに努めています。私たちの
目標は、だれもが独自の才能をいかんな
く発揮できる文化を育むこと、そして障
がい者のインクルージョン、受容戦略、物
理的なアクセシビリティおよびテクノロ
ジーへのアクセシビリティに関する 
VMware の対話と進歩の促進に会社とし
て取り組むことです。 

2021 年、障がいを持つ米国人の失業率は 
80% という衝撃的な数字に達しました。
この公平性と雇用の危機に対応するために、

VMware は影響力を適切に行使してベン
ダーやサプライヤーにアクセシビリティ
を優先するよう働きかけるとともに、新
規の従業員にとっても既存の従業員にとっ
ても、より利用しやすい業務環境を実現
するために社内システムを変更しています。
VMware の社員が使用している社内ソフ
トウェア ソリューションは、アクセシビ
リティの観点から見直されており、従業
員はソフトウェアの調達プロセスにおい
てアクセシビリティを最優先するように
トレーニングを受けています。

CEO の視点

障がい者のインクルージョンをさらに推進するために、VMware は、さま
ざまな業界の他企業とともに The Valuable 500 に参加しています。
VMware の CEO であるラグー・ラグラム（Raghu Raghuram）は、
VMware のすべての社員にとって組織全体で公平性が確保されるよう、
この取り組みを特に重視しています。

「VMware にとって、The Valuable 500 の一員であることは大きな誇りです。私たちは
だれもが利用しやすいテクノロジーの開発から、革新的なエンゲージメントや福利厚生
プログラムを通じた従業員の支援まで、さまざまな面で組織的な改革を行い、障がい者
のインクルージョンを促進することに全力を注いでいます。私たちは 2030 アジェンダ
の一環として、障がい、ウェルネス、ニューロダイバーシティ インクルージョンの分野
で有意義な変化を推進しています」

VMware、CEO
ラグー・ラグラム（Raghu Raghuram）
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公平性
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注目の成果： 
インドで在宅勤務する VMware の女性社員

35ESG レポート 2022

パンデミックが始まって世界がロックダウンを余儀なくされたとき、オフィス ワーカーはテレワーク モデル
に適応し、ミーティングやコンサルティングも仮想形式で行うよう迫られました。インドでは、働く女性は 
1 日最大 352 分を家事にもあてる必要があるため、これは非常に影響の大きい変化でした。このような
女性の多くは、家事支援サービス、ベビー シッター、保育所、さらには親戚や近所の人々など、強固な
支援体制に大きく依存しています。パンデミックにより、この国の働く女性は重要な支援システム
から切り離され、当然ながら多くの女性が家庭と仕事の両立に苦心することになりました。

VMware の分散した業務環境テクノロジーのカスタマー ゼロ、つまり自社製品の最初の
顧客として、VMware は会社全体でテレワークへの移行をシームレスに遂行しました。
ただし、世界中の従業員が直面するそれぞれ固有の現実に対して、特別な注意を
払う必要がありました。VMware のテクノロジー インフラストラクチャと
事業継続プロトコルは、インドを拠点とする VMware の女性社員を含む、
すべてのチームにとって負担の軽減に役立ちましたが、私たちは従業員
のニーズに応えるために、フィードバックに耳を傾けてサポートの
改善に努めました。

インドの VMware 女性社員 5 人のストーリーと、VMware の 
テクノロジーによるシームレスな在宅勤務の実現に関する詳細情報：
news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-
home-seamlessly

Joy of Innovation LinkedIn Live シリーズでは、世界中の VMware 従業員がイノベーション
に関するストーリーをリモートで共有します。

https://news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-home-seamlessly
https://news.vmware.com/company/vmware-working-from-home-and-at-home-seamlessly
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私たちはステークホルダーにとっての公平性を追求するうえ
で大きな前進を遂げましたが、改善の余地は常にあることも
認識しています。ここでは、2023 年度以降に VMware が力を
入れていく取り組みの一部をご紹介します。 

今後も私たちは社員の声に耳を傾けながら、これまで以上に
思考のダイバーシティを生み、インクルーシブな行動を実践
して、あらゆる役割とレベルで多様性の反映を強化していき
ます。また、毎年複数の Citizen Philanthropy プログラムに
参加して社会への貢献を高めるよう促し、従業員にとって非常
に有意義な世界中の人道的活動を支援できるようにします。 

VMware のマルチクラウド SaaS 企業への転換に伴い、
VMware IT Academy では教育コンテンツの拡充を図って
おり、現在では世界中の学習者にモダン アプリケーション
関連のサービスも提供しています。VMware はテクノロジー 
ソリューションにより、今後も社会的イノベーションの取り
組みを推進し、世界中で公平性を高めていきます。 

未来に向けた公平性の加速
サプライ チェーンにおける 
多様性の拡大

VMware はグローバルな購買力を活用して、複雑な
サプライ チェーンの課題に取り組むと同時に、公平
なビジネス機会を増やすことに尽力しています。
VMware の Responsible Sourcing（責任ある調達）
プログラムは、サプライヤーに対するすべての ESG 
の取り組みを集約し、2030 年までに多様なサプラ
イヤーからの調達に 15 億ドル支出するという私た
ちの 2030 アジェンダの目標を支えています。 

2022 年度、VMware ではサプライヤー ダイバー
シティ プログラムをインド、カナダ、アイルランド、
英国に拡大しました。サプライ チェーンの公平性に
関する VMware の活動における次のステップは、認
定マイノリティ企業や、退役軍人、女性、障がいを持
つ人、LGBTQ+ コミュニティのメンバーなどが運営
する企業に対する具体的な支出目標を設定すること
です。

VMware Responsible Sourcing プログラムの詳細情報：
www.vmware.com/jp/company/responsible-
sourcing

https://www.vmware.com/jp/company/responsible-sourcing.html
https://www.vmware.com/jp/company/responsible-sourcing.html
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信頼の概要
VMware にとって信頼とは、お客様が自身のデータの機密性、安全性、
責任ある利用について自信を持つことができ、弊社の従業員が自社の透
明性と倫理性に自信を持つことができ、さらにすべてのステークホルダー
がサイバー攻撃から効果的に保護されることを意味します。信頼の獲得は、
より公平、安全かつ持続可能な未来を築くのに必要な関係を確立するう
えで不可欠です。 

私たちのアプローチでは、次のような側面での取り組みを根付かせるこ
とを目指しています。1）透明性：現在の状況と、目指す状態に向けた進捗
状況を把握する。2）責任：意図についてではなく、行動の結果について責
任を負う。3)イノベーション：お客様のために価値を生み出す際に用い
るのと同じ創造性を、ESG 目標の達成にも活用する。デジタル倫理およ
びスチュワードシップの観点からイノベーションを考え、セキュリティ、
プライバシー バイ デザイン、ガバナンス、透明性に焦点を当てることで、
VMware は日々従業員、お客様、パートナー企業、株主、地域社会と信頼
関係を築き、維持することに取り組んでいます。

VMware のアクション

セキュリティとプライバシーの確保による 
お客様からの信頼の獲得

説明可能なガバナンスの実践

透明性と報告による信頼の向上 

倫理と不正行為の防止

公共政策と政治的関与

データのプライバシーとセキュリティ

共同での取り組み：UNGC と SDGs 

注目の成果：Beyond Zero Trust 

未来に向けた信頼の加速 

Newsweek 誌が初めて公表した「米国でもっとも 
信頼される企業」のソフトウェアおよび通信カテゴリ
で 4 位に選出 

SE Labs による Network Detection and Response 
のテストで業界初の AAA 評価を獲得 

SE Labs の「Best Network Detection and Response 
Award」を受賞 

Forrester により、エンドポイント セキュリティ 
SaaS のリーダーに選出 

サプライ チェーンにおけるサステナビリティ、多様性、
アクセシビリティに重点を置くための VMware 
Responsible Sourcing プログラムを開始 

経営陣の賞与制度に ESG のマイルストーンを盛り
込み、シニア ディレクター以上の役職に対する賞与
に会社の DEI 目標を連動させることで、ガバナンス
の実践を強化

100 万時間を超えるトレーニングと能力開発の機会
を提供して VMware の従業員を支援（従業員 1 人
あたり平均 27 時間）iii

2022 年度の信頼に関する 
主な成果

39 
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VMware のアクション

セキュリティとプライバシーの確保による 
お客様からの信頼の獲得

プライバシーに関する対策と管理体制

VMware ではプライバシーに関するトレーニングを会
社として実施し、包括的なプライバシーに関する手順と
管理体制を構築して、お客様とそのインフラストラクチャ
を保護しています。2022 年度も引き続き、プライバシー
関連の義務を従業員が果たすうえで役に立つ現実的か
つ日常的なシナリオを使用して、プライバシーに関する
トレーニングを会社全体で実施しました。また、透明性
を高めるために、VMware Cloud™ Trust Center でお
客様向けリソースを整備しました。このようなリソース
には、VMware の主要な 5 つのサービスがお客様によ
る個人情報の処理にどのように役立つかを説明したデー
タシートや、お客様からもっともよく受ける問い合わせ
への対応に役立つよくある質問集などがあります。 

さらに、VMware では新しい法的要件や規制ガイダンス
に照らしてプライバシー戦略を定期的に見直して、お客
様の期待に応えられるプライバシー管理策を定義して
組み込み、クラス最高レベルの越境データ移転メカニ
ズムを実装しています。

増加するサイバー脅威に直面するセキュリティ

デジタル セキュリティは、あらゆる組織にとって絶え
間なく変化する、複雑で厄介な問題です。VMware は私
たちのサービスや対策の安全性、透明性、信頼性が、お
客様やその他のステークホルダーにとって最優先事項
であることを理解しています。急速に進化するサイバー
攻撃の脅威は、重要なインフラストラクチャ、知的財産、
機密情報だけでなく、企業の信頼、とりわけ顧客からの
信頼に深刻なリスクをもたらします。 

私たちはこの課題に正面から取り組み、サイバー脅威の
動向を先取りする革新的なプログラムを設計しています。
VMware はステークホルダーとの明確なミュニケー
ションや、パートナーからも信頼されているお客様との
率直な意見交換を通じて、セキュリティ プログラムと
対策の推進に努めています。

セキュリティが命を救う

お客様事例

赤十字国際委員会（ICRC）は、紛争地域に
暮らす人々を支援するために世界中で活
動しており、人々が抱える苦しみの軽減や、
生命と健康の保護、人間の尊厳維持に尽力
しています。デジタル トランスフォーメー
ションを推進する ICRC では現在、デジタル 

アジェンダの導入中です。世界各地で活動
する職員は、互いに迅速かつ容易に連絡を取り合う必要があ
るため、グローバル規模のセキュアな接続が求められ、この
ような接続を確保できないと、人命を危険にさらす恐れが
あります。 

VMware NSX® により、ICRC は、世界中の任務に参加する
すべての職員間でより安全にデータを転送できるようにな
りました。これにより、危機的な地域で収集された機密デー
タが悪用されるのを防ぐとともに、分散した環境で働く職員
との IT コミュニケーションが円滑になります。 
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VMware は、ESG を VMware の業務や目標達成状況の管理に統合するために、
社内のリーダーと経営陣のメンバーで構成されるガバナンス構造を導入してい
ます。VMware のガバナンス構造には、取締役会全体による年間を通しての 
ESG 目標達成状況の監視が含まれ、2022 年度には ESG に関する進捗状況の
主な監督を正式に行えるように、ガバナンス委員会の憲章が修正されました。
監査委員会はサイバーセキュリティとデータ プライバシーに関する事項を監
督し、報酬委員会は役員の年次目標管理（MBO）を監督します。

運営面では ESG オフィスが、全社的な連携を推進して戦略的重点事項を定め、
ESG 目標の進捗状況の評価と追跡を行います。ESG の進展を促進するために、
経営陣の報酬制度には、報酬委員会による年次役員賞与プログラムでの総合的
な業績評価の一環として、ESG 目標が組み込まれています。

VMware のコーポレート ガバナンスを実践することで、ステークホルダーの
利益を最優先し、適用される法的要件を順守してビジネスを行うためのフレーム
ワークを確立していくことができます。私たちは企業倫理と優れたガバナンス
を実践する最高クラスの指針に則ってビジネスを進め、これらの指針を取り入
れて社内ポリシーを策定し、グローバルに実施していきます。

VMware のアクション

説明可能なガバナンスの実践

ESG ガバナンス構造

取締役会委員会

ESG  エグゼクティブ  
 スポンサー

ESG  リーダーシップ 
 評議会

ESG  オフィス

ガバナンス：ESG の正式な監督責任を担い、戦略やプログラム
の進捗状況を確認するため年に 3 回会合を開催

監査：サイバーセキュリティとデータ プライバシーに関する 
四半期ごとの監督

報酬：ESG 目標を組み込んだ、役員の年次 MBO の監督

四半期ごとに会合を開催して ESG 戦略の方向性を提示

最高経営責任者 
最高財務責任者 
最高人材責任者 

ゼネラル カウンセル（法務部長） 
上席副社長 
最高技術責任者

業務およびビジネス部門の上級管理職が年次の OKR を設定し、
四半期ごとに会合を開催して、実施目標に対する進捗状況を監視

ESG 担当副社長が主導

サステナビリティ イノベーション 
ソーシャル イノベーション 
環境サステナビリティ

ESG 活動レポート作成 
戦略的オペレーション 
ESG ファイナンス
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ESG 活動レポート作成の 
フレームワークおよび基準

VMware のアクション

透明性と報告による信頼の向上

株主およびその他のステークホルダーの皆様は、VMware が 
ESG に関する取り組みの進捗状況について説明責任を果た
すよう望まれているはずです。そのため VMware では毎年、
透明性の高い ESG の進捗状況に関する最新情報を、ESG 
レポートと DEI レポートによって自主的に提供しています。
また、Form 10-K の年次報告書や株主総会招集通知などの財
務報告書で、VMware の ESG 戦略の重要項目と進捗状況を
まとめています。

ESG データの開示は、ステークホルダーの信頼を得るのに不
可欠な要素であるため、私たちは主要な ESG 活動レポート作
成のフレームワークおよび基準を順守しています。こうした
フレームワークは VMware の 2030 アジェンダの策定にも
活かされています。以下に例をいくつか示します。

• Sustainable Accounting Standards Board（SASB）

• 温室効果ガス プロトコル（GHG プロトコル）

• Global Reporting Initiative（GRI）

• 気候関連財務情報開示タスク フォース（TCFD）

• 国連の持続可能な開発目標（UN SDGs）

• 国連グローバル コンパクト（UNGC）の原則 

私たちはベスト プラクティスに従うとともに、Accounting 
for Sustainability（A4S）などの組織とも提携しながら、今後
も ESG 関連の開示を強化していきます。A4S の目的は、金融

機関のリーダーに働きかけ、レジリ
エンスの高いビジネス モデルや持
続可能な経済への転換を推進するこ
とです。VMware の最高財務責任者
（CFO）は、2019 年から弊社を代表
して A4S CFO Leadership Network 

の米国支部の一員となり、VMware のビジネス プロセスに 
ESG を組み込むよう努めています。

Form 10-K の年次報告書、株主総会招集通知、および米国証券取引委員会
に提出したその他の書類：ir.vmware.com 

https://ir.vmware.com
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VMware のアクション

VMware の公開されたポリシー

ガバナンスに関するドキュメント

法人設立許可証

細則

コーポレート ガバナンス ガイドライン

VMware 税務戦略

企業倫理とコンプライアンス

サプライヤー行動規範

VMware Commitment Against Slavery and  
Human Trafficking（奴隷制度と人身売買に反対する 
VMware の取り組み）

パートナーの行動規範

ビジネス コンダクト ガイドライン（行動規範）

VMware 環境ポリシー

委員会憲章

監査委員会

報酬委員会

企業合併および買収委員会

指名、ガバナンス、および関係者との取引委員会

ガバナンスに関する詳細なドキュメントが用意されている 

VMware の投資家向け情報リソース：ir.vmware.com

不正行為の防止
私たちのだれもが、贈収賄と汚職の防止に対する共通の
責務を担っています。このような脅威から私たち一人ひ
とりを守るために、VMware は、ポリシー、プログラム、
トレーニング、リスクとコントロールの評価をまとめた
不正行為防止プログラムを設け、VMware のビジネス
のあらゆる側面に贈収賄防止の仕組みを取り入れてい
ます。たとえば、私たちはリスク評価を行って、プロセス
やコントロールを見直し、トレーニング機会を特定し、
プログラムの内容を改善しています。 

倫理
倫理的な行動とコンプライアンスの文化は、持続可能で
責任あるビジネスを維持するためのカギとなります。こ
の文化は、VMware のビジネス コンダクト ガイドライン
（行動規範）を支える、VMware が重視している価値の
一つ「Integrity（誠実）」への取り組みの中核をなすもの
です。このガイドラインには、法律の順守にとどまらな
い行動規範が定められています。VMware とその子会
社のすべての従業員、取締役、経営幹部には、「すべての
ステークホルダーとの信頼関係を構築し、維持する」と
いう企業価値を共有し、守っていくことが求められます。
VMware の「We All Own It」コンプライアンス キャン
ペーンでは、従業員一人ひとりが倫理やコンプライアンス
にまつわる問題の説明責任を果たせるように取り組ん
でいます。VMware の従業員が EPIC2 の価値観を守り、
説明責任を果たせるように、外部ベンダーが管理する
秘密厳守の倫理ヘルプラインが、24 時間、多言語で提供
されており、匿名で報告できるオプションも用意されて
います。

https://ir.vmware.com
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VMware は、ヨーロッパのコンピューティング需要に関する将来のシナリオと、それがヨーロッパの
電力消費量および温室効果ガス排出量に与える影響を検証する、Aurora Energy Research のホワイト
ペーパーに寄稿しました。この寄稿は、合理的なトレンドを適用した継続的な改善シナリオを策定して、
ヨーロッパのコンピューティング需要により発生する将来の温室効果ガス排出量の抑制に対する、仮
想化の潜在的な影響を評価するものでした。この調査結果は、EU を拠点とする最大の事業者団体であ
る Digital Europe の最新の気候変動対策レポートで取り上げられました。その後、ヨーロッパでのデ
ジタル トランスフォーメーションとネット ゼロ エミッションに関する議論を深めるために、
VMware の公共政策担当部門が以下の参加者を招いてイベントを開催しました。

Karl Falkenberg 氏    元欧州委員会環境総局長

Daniel Mes 氏    欧州グリーンディールの執行副委員長顧問委員会メンバー

ジョー・バグリー（Joe Baguley） VMware、副社長兼 CTO EMEA

ニコラ・アカット（Nicola Acutt） VMware、ESG 担当副社長

ヨーロッパにおける電力部門の温室効果ガス排出削減を達成するためにクラウド テクノロジーがいかに重要な
役割を果たせるかを説明した、Aurora Energy Research のホワイトペーパー：www.vmware.com/content/
dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-esg-aurora-energy-research-report.pdf

VMware のアクション

公共政策と政治的関与

VMware のガバメント リレーションズおよび公共政策担当部門は、政府や行政
機関と連携し、VMware のテクノロジー、製品、サービスの活用促進や、お客様、
従業員、全世界の地域社会の支援に努めています。VMware の中核をなすビジ
ネスと価値に関連する公共政策について、さまざまな行政機関と協業するとと
もに、私たちのビジョンと政策目標を共有する業界団体や事業者と協力関係を
結んでいます。 

2022 年の選挙年、VMware の政治活動委員会（VMware PAC）は、特定の議員
を ESG と DEI に関するリーダーシップおよび活動に基づいて支援しました。
私たちは、弊社の 7 つの Power of Difference（POD）従業員リソース グループ
と環境サステナビリティの推進を支持する連邦議会の「推進者」を数人特定しま
した。また VMware PAC は、推進者と POD リーダーを対象とした公共政策
イベントを開催し、ほかの企業の代表者や従業員リソース グループのリーダー
も招待しました。VMware が主導するこれらのイベントの参加者は、ESG と 
DEI に関する重要な課題について建設的な意見の交換を行って、企業リーダー
としての VMware の取り組みや貢献を示す好例となりました。 

ヨーロッパにおけるデジタル トランスフォー 
メーションとネット ゼロ エミッション

http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-esg-aurora-energy-research-report.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-esg-aurora-energy-research-report.pdf
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データのプライバシーとセキュリティ

プライバシーとセキュリティに関する新たな法律が制定され、
組織に規制上の義務が課せられる一方、サイバー攻撃は急速
に巧妙化し、攻撃範囲を広げています。VMware では、プラ
イバシーとデータ セキュリティを重視しており、包括的な手
順と管理体制を構築して、自社の IT インフラストラクチャを
保護しています。

私たちは VMware の情報および情報システムの整合性、機密
性、信頼性を、不正な開示、削除、取得、変更、破壊から保護す
ることに尽力しています。私たちは国際規格 ISO/IEC 27001 
に準拠し、ビジネス上の要求事項、契約、関連法規に合致した
業界で認められている慣行に従ってポリシーを確立するなど、
高度な情報保護基準の達成に努めています。これらのポリシー
は、VMware の情報資産を管理、使用する、または情報資産に
アクセスするすべての人員、および VMware Cloud Services 
をサポートするために使用されるインフラストラクチャやサー
ビスを含むすべての VMware の情報資産と情報処理環境に
対して適用されます。

また VMware は、お客様の信頼を確保するための包括的な
コンプライアンス プログラムも実施しており、既存および新
規のセキュリティ規格を継続的に監視し、該当する要件を
クラウドサービス コンプライアンス プログラムに統合して
います。

VMware Cloud™ Trust Center に関する詳細情報： 
www.vmware.com/jp/products/trust-center 

VMware on VMware

VMware のテクノロジーを最初に採用する弊社の
グローバル IT SME（対象分野の専門家）は、VMware 
製品をグローバルかつ大規模に使用した場合の
メリットや課題など、運用体験に関するフィード
バックを提供してお客様とストーリーを共有できる
という特別な立場にあります。私たちはこれを、
VMware on VMware（自社環境における VMware 
製品の活用）プログラムと呼んでいます。 

私たちはフィールド セールス部門やテクニカル 
アカウント部門と連携して、Zoom の Web セミ
ナー、1 対 1 のミーティング、少人数のラウンドテー
ブル ディスカッションなどを通じて、豊富な知識や
ベスト プラクティスをお客様と共有しています。IT 
プロフェッショナルにとって、購入と実装を計画し
ている製品やサービスをすでに使用している同業者、
たとえば弊社の SME の信頼性と経験は重要です。
これにより、お客様は安心して VMware の製品を
使用し、導入に関する不安を解消して、実装方法を
より深く理解することができます。 

多くの社内活用事例を紹介する VMware on VMware 

ブログ：blogs.vmware.com/vov/

VMware のアクション

https://www.vmware.com/jp/products/trust-center.html
https://blogs.vmware.com/vov/
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国連グローバル コンパクトと 
持続可能な開発目標

国連は、国や組織が協力して戦略や事業を調整し、社会目標を
達成するために早急に行動するよう働きかける目的で、グロー
バル コンパクト（UNGC）と持続可能な開発目標（SDGs）を策
定しました。VMware は 2019 年から UNGC に参加し、人権、
労働、環境、不正行為防止に関する普遍的な原則を取り入れて
います。 

VMware の ESG 戦略は、部分的に UNGC の原則と SDGs に
基づいています。VMware の 2030 アジェンダの成果である
サステナビリティ、公平性、信頼は、VMware が大きなプラス
効果をもたらす特定の SDGs に対応しています。あらゆる業界
の企業や世界中のさまざまな組織と共同で取り組むことで、
私たちは力を合わせて変化を生み出すことができます。

共同での取り組み

信頼

公平性

VMware の 2030 アジェンダと SDGs との対応

サステナビリティ
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注目の成果：Beyond Zero Trust

何千ものお客様の重要なワークロード、デバイス、インフラストラクチャが VMware のソリューションに
依存しているということは、栄誉であると同時に責任でもあります。特に、経済的、政治的安定を脅かす
サイバー攻撃が世界的に増加している現状では、信頼できる安全な機能をお客様に提供することが、
これまで以上に重要な課題となっています。 

Beyond Zero Trust は、2021 年に開始された全社的な取り組みであり、部門横断的なチー
ムと VMware 独自のテクノロジーによって内部からの脅威を適切に検知し、その影響を
制限して、VMware の製品、システム、および社員の保護を強化することを目的とし
ています。このような取り組みは、新しいポリシーやセキュリティ プロトコルの導
入から、より堅牢な認証フレームワークの策定まで多岐にわたります。Beyond 
Zero Trust イニシアティブを活用し、以下のような目標をサポートすること
で、VMware はお客様の信頼を獲得し維持し続けます。

• 高品質のソフトウェア：チームが信頼性、完全性、操作性の面でお客様に貢献できる
製品やサービスを生み出せるようにする。

• 社内のセキュリティ：変革を加速させつつ、レガシー環境を置き換えな
がら、自社の環境やプラットフォームの保護に継続的に取り組む。

• 検知と阻止：悪意のある活動を適切に検知して阻止できるよう、
セキュリティ サービスを拡張する。

VMware が毎年開催する R&D Innovation Offsite（RADIO）では、世界中で働く VMware のエンジニアが集い、交流を深め、
アイデアを共有して、Beyond Zero Trust イニシアティブなどの会社全体の新しいイノベーションから着想を得ています。 
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私たちは、マルチクラウド時代におけるお客様の取り組みを導く信頼されるアドバイザーとしてこれからも認めて
いただけるよう、実績を積み上げていかなければなりません。VMware はテクノロジー ソリューションの開発に
おいてセキュリティとレジリエンスに重点を置く必要があるだけでなく、お客様は現在も将来も、VMware が責任
と透明性のある行動をとるよう求めています。 

VMware は今後も、TCFD との連携を深め、ESG データに対する第三者による保証を強化して、ESG レポートの
作成方法をさらに成熟させていきます。引き続き自主的な報告においてはベスト プラクティスに従うとともに、
ESG 開示の要件や要望が高まり続ける状況に合わせて、世界中の規制に対応していきます。 

また、時代に即した革新的な製品を提供し続けるためには、研究開発への投資に加えて、業界のソート リーダーと
の提携が不可欠です。そのため VMware では、ソブリン クラウドに関する Gaia-X の原則に取り組み、可搬性、
可逆性、相互運用性を備えた安全な統合データ インフラストラクチャを構築しています。Gaia-X は、世界中の企業、
科学界、行政機関の代表者が共同で立ち上げたプロジェクトであり、信頼できる環境でデータやサービスを利用、
集約、共有できる、オープンで透明性の高い安全なデジタル エコシステムを構築することを目的としています。

Gaia-X の詳細情報： 
www.gaia-x.eu

未来に向けた信頼の加速

Gaia-X と VMware

「Gaia-X は、既存のものを再構築するのではなく、
ハードウェアから OS、データベース、仮想化機能、
コンテナに至るテクノロジー上にレイヤーを構築
することを目指しています。VMware のテクノ
ロジーは、マルチクラウドやハイブリッドクラウ
ドの必要性、ワークロードをノード間で移動させ
る必要性を早くから理解していたテクノロジーの
一つであるため、Gaia-X の基礎でもある相互運
用性と可搬性の概念を市場で最初に解明したのは 
VMware であるといえます」

Gaia-X、CEO

Francesco Bonfiglio 氏

https://gaia-x.eu/
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i  RE100 は、電力を 100% 再生可能エネルギーでまかなうことを目指す世界の
有力企業による、グローバルな共同イニシアティブです。

ii  この割合では、RE100 ガイダンスに沿って、VMware が購入した再生可能
エネルギー機器が考慮されています。

iii  このトレーニング データには、外部のカンファレンス、学位プログラム、ワー
クショップ、トレーニングに費やされた時間は含まれておらず、VMware が
社内で提供または推進したトレーニングの時間のみが含まれています。

iv  VMware の委託による IDC ホワイトペーパー『Enabling More Agile and 
Sustainable Business Through Carbon-Efficient Digital Transformations』：
vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/
vmware-idc-whitepaper-2020.pdf

v 2021 年時点のデータ分析

vi 総計、および対象となる特定の現金報酬

vii 対象となる特定の現金報酬

文末脚注

48ESG レポート 2022
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2030 アジェンダの進捗状況

私たちは、意欲的な 2030 アジェンダの目標を達成し、説明責任を果たし
続けるには、透明性が極めて重要であると考えています。この 10 年に
わたる取り組みは、このような目標を達成するための長い道のりであり、
それを成し遂げるにはすべてのステークホルダーの支援と参加が必要です。

VMware では全社的な 30 の ESG 目標のそれぞれについて、進捗状況の
情報を共有しており、今後も定期的に、進捗状況についての最新情報を
ステークホルダーの皆様にお知らせしていきます。 

50
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目標 説明 最新の進捗状況

ワークロードの 
炭素効率

お客様のデジタル業務の生産性と炭素効率を高めるために、抜本的な効率改革
に優先的に取り組みます。

VMware では、ワークロードの炭素効率向上によるメリットの実現に向け、VMware on VMware（自社製品の最初の顧客となる）の原則を実践しています。  
またこうした取り組みを通じて、高い炭素効率を達成しているお客様の認定基準も定めています。

ゼロ カーボン  
クラウド

パブリッククラウド パートナー各社と協力して、100% 再生可能エネルギーの
採用によるゼロ カーボン クラウドへの移行を促進していきます。 2022 年 6 月までに、30 社のパートナー企業が VMware の Zero Carbon Committed™ プログラムに参加しています。 

ビジネス  
レジリエンス

物理インフラストラクチャから分散型の業務環境まで、環境全体のビジネス  
レジリエンス（回復力）の強化を支援します。

VMware では新型コロナウイルス感染症への対応によって、弊社の高度かつ堅固なテレワーク能力を確認することができましたが、現在さらにマネージャの対応
を強化するために、Resiliency Assessment ツールの開発を進めています。たとえば、2021 年 2 月のテキサス州の大寒波の際に、従業員の自宅の場所も分析して
おく必要があることがわかりました。そのため現在、複数のチームと協力しながら、従業員を自宅の所在地によってフィルタリングする機能を緊急通報（EN）シス
テムに組み込んでいます。

分散型エネルギー 再生可能エネルギーの技術に投資することで、分散型エネルギーを利用した 
業務環境への移行を加速させます。

VMware はカリフォルニア州パロアルトにある本社の敷地内に地域マイクログリッドを設置しました。この設備は、クリーンで信頼性の高いエネルギーを弊社に
提供するとともに、停電や自然災害などの緊急時にはコミュニティが利用できるバックアップ用エネルギー源としての役割を果たす予定です。

温室効果ガス排出
実質ゼロ（ネット 
ゼロ エミッション）

2030 年までに、事業活動とサプライ チェーンにおける温室効果ガス排出 
実質ゼロを達成し、排出量を 2019 年度のベースラインから 50% 削減します。

VMware では 2022 年度、スコープ 1 と 2 の排出量を 2019 年の基準値から 84% 削減し、従業員の通勤による排出量も基準値から 44% 削減しました。また、
VMware のサプライヤーの 55%（支出額に基づき算出）が、科学的根拠に基づく目標の設定を表明、またはすでに設定しています。2021 年、VMware は 4 年連続で 
CarbonNeutral® Company として認定されたほか、3 年連続で電力の 100% を再生可能エネルギー源から調達しました。 

電子廃棄物の管理 電子廃棄物はすべて、できる限り社会的、環境的責任のある方法で処理して 
いきます。

VMware は分散した環境で働く従業員向けに、電子廃棄物の調達とサステナビリティに関する包括的なガイダンスを発行しています。 
VMware の「フォロー ザ サン」サポート モデルは、世界のどこに住んでいるかにかかわらず、従業員により効率的で優れた電子廃棄物管理プロセスを提供します。 

温室効果ガス 
排出量の透明化

VMware のソリューションがもたらす二酸化炭素削減効果についての透明性
を高めることで、お客様を強力にサポートしていきます。

VMware では vROps サステナビリティ ダッシュボードや、お客様向けの脱炭素化評価ツールなどを利用できるようにしています。また、データの精度向上や新機
能の追加に加え、温室効果ガス排出量の透明性を高めるツールによって機能を強化できる製品の特定にも力を入れています。

インパクト投資 経済的なリターンに加えて、社会および環境の課題解決に貢献する 
イノベーションへの投資を行っていきます。

VMware は 2 つの分野で、自社のテクノロジー ロードマップに沿ったインパクト投資を行っています。1 つ目は、企業のお客様が環境や社会に対する影響を特定し、
優先順位を付け、監視できるようにするための地理空間データの取得、処理、分析であり、2 つ目はエネルギー企業による安全な AI 活用とデータ分析を可能にする
ことで、クリーン エネルギーへの移行を加速させることに焦点をあてたソフトウェアです。

水資源保全 VMware が事業所を設置している水不足地域において、積極的な節水対策を
実施していきます。 

VMware はインド国内に保有する施設のすべてに水道メーターを設置し、ビル管理システムに統合しています。  
インドにおける水資源保全プロジェクトを引き続き推進していくために、VMware のオフィス敷地構内の 90% 以上で、雨水貯留による雨水の利用を実践しています。

あらゆる人が 
クラウドを活用 
できる環境づくり

世界各国の政府と協力して、IT インフラストラクチャの信頼性、拡張性、 
柔軟性、安全性、コスト効率、サステナビリティを高めるための IT 政策を 
推進していきます。

VMware が支持した法案の例には、1）特に公共施設の耐障害性に加え、気候変動の影響からの回復力などのレジリエンスを高めるための対策に、数十億ドルの資金
を投入することなどを定めた Infrastructure Investment and Jobs Act（インフラ投資および雇用法）、別名 Bipartisan Infrastructure Law（超党派インフラ法）、 
2）国防省に対し組織内のもっとも効率の悪いデータセンター 50 か所を特定するよう求めた規定を含む National Defense Authorization Act（国防権限法）、 
3）エネルギー効率の良いデータセンターに関する規定を盛り込んだ Federal 2021 Appropriations Act（2021 年度連邦歳出予算法）などがあります。

2030 アジェンダの進捗状況 | サステナビリティ
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2030 アジェンダの進捗状況 | 公平性

目標 説明 最新の進捗状況

物理的な制約の 
ない業務環境

セキュリティと卓越したエンドユーザー体験を兼ね備えた、ゼロトラストに 
基づく統合インテリジェント プラットフォームにより、お客様企業の分散した
環境で働く従業員がどこにいても生産的に働けるようサポートします。

VMware の Anywhere Workspace ソリューションでは、Mobile Threat Defense によってモバイル プラットフォームが強化されるため、お客様の分散した業
務環境のセキュリティを向上させることができます。また認証オプションも追加されたため、エンドユーザー体験が向上すると同時に、エンドユーザーはどこにい
ても企業のリソースに安全にアクセスできるようになりました。

ダイバーシティと
インクルージョン

多様な人材の採用を重視し、インクルージョンの文化を実践することで、 
公平な機会の提供を推進していきます。 

2022 年度、全世界の VMware の被雇用者に占める女性の比率は 29% となり、2021 年度の 27% よりも増加しました。2022 年度には、全世界の VMware 従業員
のうち 34% が女性であり、米国における従業員の 16% がマイノリティ グループ（認定は自己申告）に属しています。また、シニア ディレクター以上の役職におい
ては、会社の DEI 目標と賞与が連動するようになりました。

社会貢献の文化
世界各地のコミュニティで、個々の従業員が任意に選択した非営利団体に対し、
時間、能力、リソースをさらに提供することで、引き続き社会貢献の文化を 
育んでいきます。

2022 年度には、VMware の従業員の 81% が少なくとも 1 つの VMware Foundation プログラムに参加しました。さらに 19% は、2 つ以上の VMware 
Foundation プログラムに参加しています。2022 年度には、3 万人を超える VMware 従業員（81%）が、VMware Foundation プログラムを通じて 102 か国 
14,000 以上の非営利団体を支援しました。

デジタル スキル
の習得支援

デジタル スキルの教育を通じて、VMware のソリューションを理解する、 
多様性に富む人材を育成します。

2022 年度、VMware IT Academy では 62,000 人以上の学習者が、VMware のソリューションに関するスキルを向上させました。VMware IT Academy では、
VMware のマルチクラウド SaaS 戦略に沿って教育コンテンツの拡充を図っており、現在では世界中の学習者に対し、モダン アプリケーション関連のサービスも
提供しています。

非営利団体の 
デジタル トランス
フォーメーション
支援

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することで、 
世界中の非営利団体が影響力を拡大していけるよう支援します。

2022 年度には、VMware の Take 3、Good Gigs プロジェクト、Nonprofit Pricing のようなプログラムのほか、TechSoup による非営利団体向けデジタル評価
ツールのサポートを通じて、1,005 の非営利団体にサービスを提供しました。 

サプライヤーの 
多様性

小規模企業、女性が経営する企業、その他のマイノリティが運営する企業など、
多様なバックグラウンドを持つ代表者が運営するサプライヤーを支援するため、
そうしたサプライヤーに対する支出を増やしていきます。

インド、カナダ、アイルランド、英国において、多様なサプライヤーとの取引に 1 億 2,700 万ドルを支出し、そうした多様なサプライヤーからの調達を優先する
プログラムを拡充しました。

公平な賃金体系 公平な賃金体系へのコミットメントを通じて、女性やマイノリティ コミュニティ
出身者の雇用の公平性と定着を促します。

年に 2 度、役職、職階、勤続年数、在職期間、勤務地、パフォーマンスなど給与に影響を与える各種要因を考慮しつつ、グローバルな報酬分析を行っています。サード
パーティが実施した最新のデータ分析によると、VMware の女性従業員は全世界の事業拠点において同職種の男性従業員の 99% の給与を得ており、また米国にお
ける人種および民族的マイノリティの従業員は、白人従業員と完全に同等の給与を得ています。

だれもがテクノロ
ジーを利用できる
製品づくり（アク
セシビリティ）

すべての人が利用できるテクノロジーの開発と販売に務めています。
VMware は毎年すべての製品のアクセシビリティを調査してスコア付けを行っており、サポート チケット システムや EAS（Embedded Accessibility Strategist）
プログラムを通じて、シフトレフトのアクセシビリティ コンサルティング、教育、サポートを提供しています。また、VMware 製品のユーザー ガイドやマーケ
ティング資料を利用しやすくするための取り組みも行っています。

分散した業務環境
選択肢と柔軟性を基盤とする、活動的で多様性に富むグローバルな職場環境を
実現します。適切なコラボレーション機能、テクノロジー、業務手法を提供する
ことで、従業員が最高の仕事をし、制限や境界を超えてキャリアを高められる
ようサポートします。

最新の従業員アンケートでは、回答者の 93% が、VMware は従業員に働く場所についての選択肢と柔軟性を与えるという公約を果たしていると答えました。

ウェルビーイング EPIC2 の価値観に基づいて、利用しやすく包括的で革新的な福利厚生プログラム
や能力向上プログラムを提供していきます。

VMware では従業員のウェルビーイング手当を追加し、従業員が自己管理を行ってウェルビーイング、すなわち快適で満足かつ健康な状態を得られるよう支援す
るための、包括的な福利厚生のポートフォリオを提供するなどして、福利厚生プログラムの改善を続けています。
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2030 アジェンダの進捗状況 | 信頼

目標 説明 最新の進捗状況

セキュリティ
デジタル インフラストラクチャ全体に本質的なセキュリティを組み込む最新
のセキュリティ技術により、お客様がアプリケーションやデータを保護できる
ようにします。

VMware は、セキュリティ研究者のコミュニティと密接に協力しながらセキュリティ問題を追跡し、特定された悪用可能な脆弱性を VMware Security Advisory
（VMSA）で定期的に公開しています（www.vmware.com/jp/security/advisories.html）。

プライバシー  
バイ デザイン

製品やサービスおよび該当する事業活動を設計、構築、展開する方法の中核に
プライバシー バイ デザインを組み込むことで、お客様と従業員の信頼を獲得
します。

グローバル プライバシー チームでは、プライバシー関連の問題を事前に特定し軽減するために、プライバシー レビューのプロセスを導入しました。このプロセスは、
個人データを処理するビジネス プロセス、アプリケーション、サービスを導入または更新する際に実施されます。VMware はデータ処理者に対する拘束的企業準
則（BCR-P）の承認を受けており、VMware が処理者として処理する EEA からの個人データの国家間移転について、EU の一般データ保護規制の基準を引き続き満
たしていることが認められています。弊社のプライバシー通知は、www.vmware.com/jp/help/privacy.html で確認していただけます。VMware のプライバシー 
プログラムの詳細については、cloud.vmware.com/jp/trust-center/privacy をご覧ください。

VMware on 
VMware

VMware on VMware（自社環境における VMware 製品の活用）の取り組みに
より、自社のインフラストラクチャに最高レベルのセキュリティ、信頼性、効率
性を組み込んで運用していきます。

フィールド セールス部門やテクニカル アカウント部門と連携しながら、Zoom の Web セミナー、1 対 1 のミーティング、少人数のラウンドテーブル ディスカッション
などを通じて、豊富な知識と VMware テクノロジーのベスト プラクティスをお客様と共有しています。

人材開発 あらゆる役職の従業員が前進を遂げ、キャリア全体を通じて成長を続けられる
よう支援していきます。

2022 年度には新しい学習体験プラットフォームである VMware Learning Hub を立ち上げ、キャリア ツールやリソースへのアクセスをシンプル化および一元化
しました。この一元化されたエクスペリエンスは学習者向けにパーソナライズされており、ユーザーにとってもっとも関連性が高く、タイムリーで、役割に応じた
コンテンツを提示できるように設計されています。

公正かつ倫理的な 
行動

予測テクノロジーの機能を活用し、全世界でのコラボレーションを強化する 
ことで、バリュー チェーン全体で公正かつ倫理的なビジネス手法を推進して 
いきます。

VMware ではビジネス コンダクト ガイドライン（行動規範）の復習コースに、より親しみやすい実例を取り入れた、従業員にとってより魅力のある新しい形式を導
入しました。この必須の年次トレーニング コースの 2022 年度における修了率は、100% に達しました。

だれもが安心して 
生活できる社会 
づくりへの貢献

気候変動に配慮した IT ソリューションの利用を促す政策や、公平性と 
インクルージョンを支える社会的インパクトのある政策を支援していきます。

2021 ～ 2022 年の選挙年、VMware の政治活動委員会（「VMware PAC」）は、特定の議員を ESG と DEI に関するリーダーシップおよび活動のみに基づいて支援
しました。VMware では、弊社の 7 つの Power of Difference（POD）従業員リソース グループおよび環境サステナビリティの推進を指示する、連邦議会の「推進者」
を数名特定しました。また VMware PAC は、推進者や POD のリーダーを対象に、インパクトのある公共政策に関連するイベントを開催して、ほかの企業の代表
者やその企業の従業員リソース グループのリーダーなども招待しています。VMware が主導するこれらのイベントの参加者は、ESG と DEI に関連する重要な課
題について建設的な意見交換を行って、ESG/DEI の先駆的な企業リーダーとしての VMware の取り組みと貢献を示す好例となっています。

デジタル倫理 社内のデジタル倫理とスチュワードシップの規範に沿った製品を開発、構築、
リリースできるよう、エンジニアおよび組織をサポートしていきます。

VMware の機械学習プログラム オフィスでは、AI 倫理規定を策定することで、社内の製品開発やビジネス運用全般において AI の倫理的な利用を促すための、
業界や学会のベスト プラクティスを採用する道筋を特定し提案しようと努めています。 

統合レポート SASB と TCFD のフレームワークに従い、財務データと非財務データを 
組み合わせた統合レポートに移行します。 

VMware は 2022 年度の年次報告書および株主総会招集通知で、ESG や DEI に関する情報開示を拡大しました。また、TCFD の正式な気候リスク評価や、将来の
シナリオに対する気候モデリングも実施しました。さらに、ESG 活動レポートを SASB の要件に合わせるための調整を引き続き進めています。

透明性
経営陣と取締役会レベルでの関与と監視を含むガバナンス、レポート作成、 
コミュニケーションを通じて、組織全体で運用効率の向上と透明性の確保を 
推し進めていきます。

VMware は社内の経営幹部と役員からなる ESG ガバナンス構造を確立することで、VMware の業務とパフォーマンス管理に ESG の理念を統合しています。弊社
のガバナンス体制には、取締役会全体による年間を通しての ESG テーマの監視が含まれています。2022 年度にはガバナンス委員会の設立趣旨を修正し、同委員会
に、VMware の ESG に関する取り組みの進捗状況を監督する主要かつ正式な機関としての権限を与えました。また、監査委員会はサイバーセキュリティとデータ 
プライバシーに関する事項を監督し、報酬委員会は経営陣の賞与支給に影響を与える要素として ESG に関する取り組みの進捗を審査します。

サステナブル  
ファイナンス

持続可能なメトリックを作成し導入することで、財務上の意思決定プロセスに 
サステナビリティを組み込んでいきます。

VMware では、財務的な意思決定と並行して IMM（Impact Multiple of Money）モデルを採用し、VMware の短期的および長期的なビジネス戦略にとって重要性
の高い、環境問題や社会問題から生じる機会やリスクを意思決定に反映させています。

http://www.vmware.com/jp/security/advisories.html
http://www.vmware.com/jp/help/privacy.html
http://cloud.vmware.com/jp/trust-center/privacy
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ESG データ

VMware はかねてより、データを活用して、意思決定プロセスの改善や
イノベーションの創出に取り組んできました。2015 年に初の ESG 活動
レポートを発行して以来、VMware は ESG の達成状況を公開してい
ます。弊社では温室効果ガス プロトコル（GHG プロトコル）、Global 
Reporting Initiative（GRI）、Sustainable Accounting Standards 
Board（SASB）、国連グローバル コンパクト（UNGC）の原則などの、
主要な ESG フレームワークに基づいて、自社による活動の影響を測定
しています。
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ESG Data | Fiscal Year 2022 (FY22)

ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

企業概要

組織名 VMware, Inc. GRI 102-1

総収益（単位：百万） 12,851 ドル 

主要なブランド、製品、サービス VMware の 2022 年度年次報告書：ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=ht
ml&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-2

特許件数および特許出願件数（全世界）1 9,443

本社の所在地 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304 USA GRI 102-3

事業所の所在地 VMware のオフィス所在地：www.vmware.com/jp/company/office_locations.html GRI 102-4

所有形態および法⼈格 VMware の 2022 年度年次報告書：ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=ht
ml&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-5

参入市場 VMware の 2022 年度年次報告書：ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=ht
ml&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-6

組織の規模 VMware の 2022 年度年次報告書：ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=ht
ml&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 102-7

報告期間 2021 年 1 月 30 日 ～ 2022 年 1 月 28 日 GRI 
102-50

報告サイクル 年単位 GRI 
102-52

報告書に関する問い合わせ先 E メール：ESG@vmware.com GRI 
102-53

創出、分配した直接的経済価値 VMware の 2022 年度年次報告書：ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=ht
ml&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60

GRI 201-1

団体の会員資格 2022 年度の CDP 気候変動質問書に対する VMware の回答 GRI 102-13

ステークホルダー グループのリスト 株主、顧客、パートナー、従業員、地域社会、環境 GRI 
102-40

上級意思決定者の声明 VMware ESG レポート（2022 年度）、経営陣のメッセージ（6 ページ） GRI 102-14

従業員およびその他の作業従事者に関する情報 VMware DEI レポート（2022 年度）：www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-annual-report-2022.pdf GRI 102-8

外部イニシアティブ
RE100、CEBA、UNGC、Valuable 500、1t.org、The Climate Pledge、世界経済フォーラムなどの、社外のイニシアティブに参画しています。VMware がサポー
トしている低炭素の持続可能な開発プロジェクトは、次のような数多くの持続可能な開発目標（SDGs）の達成を目指しています。SDG 3、SDG 4、SDG 5、
SDG 6、SDG 7、SDG 8、SDG 9、SDG 12、SDG 13、SDG 15、SDG 16、SDG 17。これらのプロジェクトの詳細は、2022 年度の CDP 気候変動質問書に対する 
VMware の回答に記載されています。これらのイニシアティブはすべて自発的な取り組みです。

GRI 102-12

http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
https://www.vmware.com/jp/company/office_locations.html
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
mailto:mailto:ESG%40vmware.com?subject=Re%3A%20ESG%20Report%202022
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://ir.vmware.com/websites/vmware/English/5010/us-sec-filing.html?shortDesc=Annual%20Report&format=html&secFilingId=a2cc9d22-7367-4548-a985-cf96d6feae60
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-annual-report-2022.pdf
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説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

ガバナンス

コーポレート ガバナンス

ガバナンス構造 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-18

経済、環境、社会に関する取り組みにおける経営陣の責任 VMware の環境、社会、ガバナンス戦略は、環境、社会、ガバナンス担当副社長が主導しており、ESG エグゼクティブ スポンサー（最高経営責任者、最高財務責
任者、最高人材責任者、ゼネラル カウンセル（法務部長）、最高技術責任者兼上席副社長）の管理下にあります。 GRI 102-20

取締役および社外取締役の合計人数 10 GRI 102-22

役員に占める女性の比率 30% GRI 102-22、
405-1

最高ガバナンス機関とその委員会の構成 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-22

最高ガバナンス機関の議長 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-23

最高ガバナンス機関の指名と選出 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-24

利益相反 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-25

目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-26

最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-28

重大な懸念事項の伝達 コーポレート ガバナンス ガイドライン：ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20
Guidelines%20(4.29.22).pdf

GRI 102-33

ESG のマテリアルな項目のリスト 
データのプライバシーとセキュリティ、デジタル倫理、製品のスチュワードシップと設計、気候変動の影響からの回復力と適応力、エネルギー消費量および温
室効果ガス排出量、市民参加と公共政策、コミュニティとの連携、デジタル スキルとトレーニング、人材、インクルージョンと公平な機会、サプライ チェーン
に対する責任、事業の監視と透明性

GRI 102-47

外部保証 

VMware は、2022 年度における弊社の温室効果ガス（GHG）インベントリおよびエネルギー消費量の審査を、独立した第三者である Apex Companies LLC
（Apex）に依頼し、その正確性と完全性について限定的な保証を受けました。この報告書のなかで、当審査の対象となっているのは、VMware の全世界の事業
拠点におけるスコープ 1 とスコープ 2 の温室効果ガス排出量、スコープ 1 とスコープ 2 のエネルギー消費量、出張や通勤に関連するスコープ 3 の温室効果ガス
排出量です。この報告書のその他の項目については、独立した第三者による外部保証を受けていません。詳細については、Apex による第三者機関の保証文書
をご覧ください。

GRI 102-56

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/CorporateGovernance/Corporate%20Governance%20Guidelines%20(4.29.22).pdf
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説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

ガバナンス

コーポレート ガバナンス（続き）

行動規範 ビジネス コンダクト ガイドライン（行動規範）：ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20
PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf

GRI 102-16 原則 10

ビジネス コンダクト ガイドライン（行動規範）のトレーニングを 
完了した従業員の比率

100% GRI 102-16 原則 10

倫理に関する助言および懸念のための制度 VMware 企業倫理ヘルプライン：secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/24401/index.html GRI 102-17

データのプライバシーとセキュリティ

システムのパフォーマンスとセキュリティ VMware Cloud Trust Center：www.vmware.com/jp/products/trust-center.html#privacy GRI 418-1 TC-SI-
220a.1 原則 1

行動ターゲティング広告とユーザーのプライバシーに関する方針 
および取り組みの説明

VMware では、お客様および従業員との信頼関係を築くうえでも、イノベーションを推進するうえでも、個人データの保護は極めて重要であると考えています。
VMware では専任のグローバル プライバシー チームが組織全体で活動し、実用的かつ創造的でスケーラブルなプライバシー ソリューションを提供して、お
客様とそのインフラストラクチャだけでなく自社のインフラストラクチャも保護しています。グローバル プライバシー チームでは、プライバシー関連の問題
を事前に特定し軽減するために、プライバシー レビューのプロセスを導入しました。このプロセスは、個人データを処理するビジネス プロセス、アプリケーショ
ン、サービスを導入または更新する際に実施されます。 
また、VMware では新しい法的要件や規制ガイダンスに照らしてプライバシー戦略を定期的に見直すことで、お客様と社内ステークホルダーの双方の期待に
応えられるようなプライバシー管理策を定義して組み込み、クラス最高レベルの越境データ移転メカニズムを実装しています。VMware はデータ処理者に対
する拘束的企業準則（BCR-P）の承認を受けており、VMware が処理者として処理する EEA からの個人データの国家間移転について、EU の一般データ保護
規制の基準を引き続き満たしていることが認められています。また、英国における BCR-P 申請についても承認の審査を受けているところです。VMware の
プライバシー通知は、www.vmware.com/jp/help/privacy.html でご確認いただけます。また VMware のプライバシー プログラムの詳細については、
cloud.vmware.com/jp/trust-center/privacy をご覧ください。

GRI 418-1 TC-SI-
220a.1

サードパーティのサイバーセキュリティ基準を含む、データ セキュリティ 
リスクの特定と対処に関するアプローチの説明

VMware は、1 つまたは複数のサポート対象製品で悪用される可能性がある、重要度が「重大」または「重要」の、一般に知られている脆弱性を、迅速かつ定期的
に開示しています。また、セキュリティ上の脅威を積極的に特定し対処する厳格なプログラムを導入しています。製品ポートフォリオのいずれかの製品に脆弱
性が確認されると、弊社のチームがその修正にあたります。VMware では社内のセキュリティを運用するだけでなく、セキュリティ研究者のコミュニティと
密接に協力してセキュリティ問題の追跡も行っており、特定された悪用可能な脆弱性を VMware Security Advisory（VMSA）で定期的に公開しています（www.
vmware.com/jp/security/advisories.html）。
VMware はソフトウェア業界の幅広いセキュリティ コミュニティで積極的に活動しており、2009 年に BSIMM の初期メンバーとなったほか、2014 年には
ソフトウェア製品やソリューションのセキュリティと整合性を推進する組織である SAFECode のメンバーにも就任しています。VMware はオープンソース 
ソフトウェア（OSS）のセキュリティに深く関与しており、世界でもっとも重要な OSS プロジェクトのいくつかに参加しているだけでなく、Open Source 
Security Foundation（OpenSSF）のほか Linux Foundation による Cloud Native Computing Foundation（CNCF）のような組織にも参加するなど、さま
ざまな形でコミュニティに貢献しています。

TC-SI-
230a.2

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/ja/gui/24401/index.html
http://www.vmware.com/jp/help/privacy.html
https://www.vmware.com/jp/products/trust-center.html#privacy
http://www.vmware.com/jp/security/advisories.html
http://www.vmware.com/jp/security/advisories.html
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説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

ガバナンス

データのプライバシーとセキュリティ（続き）

業務の中断に関連する事業継続性リスクの説明

異常気象、海面上昇、干ばつ、洪水、山火事などの急速な気候変動に関連するリスクは、長期的に弊社の事業や、お客様、パートナー企業、ベンダーの事業にもいっ
そうの悪影響を及ぼす可能性があります。VMware にとって、事業を行う地域内の弊社のオフィス、データセンター、ベンダー、お客様、その他のステークホル
ダーのすべてで、きれいな水と信頼性の高いエネルギーを利用できるようにすることが最優先事項です。 
VMware の主要拠点はいずれも、気候変動による悪影響や異常気象の影響を受ける可能性があり、米国などでは地域によってすでに短期的なシステム障害が
発生しています。たとえばカリフォルニア州の本社は、将来の気候変動による水不足の影響を受けることが予想されており、米国の多くの従業員が勤務するテ
キサス州では、予期しない寒波によって電力網の停止が発生しています。この危険性は現在のところ、短期的な通常の事業運営を阻害するリスクとしては低い
ものと評価されていますが、従業員の通勤や在宅勤務における効果的な通信にも影響を与える可能性があります。 
弊社や弊社のお客様、パートナー企業、ベンダーなどが業務を行う地域における、気候変動関連の事象やそれによって起こりうる政情不安の増大は、VMware 
やサードパーティ サプライヤーのほかお客様やパートナー企業の事業も中断させる可能性があり、事業の維持または再開のために追加的な人員削減やコスト
が必要になる恐れもあります。

TC-SI-
550a.2

公共政策の支援

企業による政治献金 0 GRI 415-1

VMware PAC による献金2 31,000 ドル GRI 415-1
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説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

社会

従業員に関する基本情報

全従業員数 37,500 GRI 102-7

正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 VMware の福利厚生：benefits.vmware.com/ja GRI 401-2

ダイバーシティとインクルージョンへの取り組み VMware のダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン：www.vmware.com/jp/company/diversity.html 原則 1、6

地域別従業員の比率（北中南米） 47.3% GRI 102-7

地域別従業員の比率（アジア パシフィック地域） 33.7% GRI 102-7

地域別従業員の比率（ヨーロッパ、中東、アフリカ） 18.9% GRI 102-7

全世界の事業拠点におけるジェンダー ダイバーシティ 29.2% GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

地域別ジェンダー ダイバーシティ（北中南米） 29.5% GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

地域別ジェンダー ダイバーシティ（アジア パシフィックおよび日本） 29.2% GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

地域別ジェンダー ダイバーシティ（ヨーロッパ、中東、アフリカ） 28.3% GRI 102-8 TC-SI-
330a.3

31 歳未満の正社員 21.9% GRI 405-1

31 歳 ～ 50 歳の正社員 64.6% GRI 405-1

51 歳以上の正社員 13.4% GRI 405-1

全新入社員：31 歳未満 36.9% GRI 401-1

全新入社員：31 歳 ～ 50 歳 55.1% GRI 401-1

全新入社員：51 歳以上 8.0% GRI 401-1

米国：アフリカ系米国人/黒人 4.4% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

米国：アジア系 32.0% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

米国：白人系 53.9% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

http://benefits.vmware.com/ja
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説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

社会

従業員に関する基本情報（続き）

米国：ヒスパニック系/ラテンアメリカ系 7.1% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

米国：多民族 2.1% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

米国：その他 0.6% GRI 405-1 TC-SI-
330a.3

身体障がい者（米国） 3.2%

LGBTQ（全世界） 9.4%

兵役経験者（米国） 5.7%

（1）管理職、（2）技術職、（3）その他の従業員の 
性別および人種/民族の比率

従業員タイプ別の性別および人種/民族グループの比率（インターセクショナリティを反映した指標を含む）は、『2022 年度ダイバーシティ、エクイティ、イン
クルージョン（DEI）レポート』の 26 ～ 31 ページに記載されています（www.vmware.com/jp/company/diversity.html）。
VMware では主要な人口統計学的属性を持つさまざまなグループのデータを調査し、多数派と少数派の間のギャップを解消するよう取り組んでいます。私た
ちは従業員の多様性を高め、米国においてはマイノリティ グループに属する従業員の比率も高めるために、具体的かつ測定可能な年次目標を設定しています。
また、新しい体験を創造するためのイノベーションにより、テクノロジー業界全体でマイノリティ グループの人材プールを特定、拡大、支援するための取り組
みも行っています。公平な従業員構成を実現するための関連ポリシーやプログラムの詳細については、『2022 年度ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョ
ン（DEI）レポート』をご覧ください。最新の EEO-1 レポートはこちらでご覧いただけます：www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/
ja/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf

TC-SI-
330a.3

基本給と報酬総額の男女比 VMware の全世界の事業拠点において、女性従業員は男性従業員の 99% の報酬を得ています。 GRI 405-2

報酬決定のプロセス 

VMware では、勤続年数、勤務地、パフォーマンスなど給与に影響を与える各種要因を考慮しつつ、グローバルな報酬分析を継続的に行っています。サードパー
ティが実施した最新のデータ分析によると、VMware の女性従業員は全世界の事業拠点において同職種の男性従業員の 99% の給与を得ており、また米国に
おける人種および民族的マイノリティの従業員は、白人従業員と完全に同等の給与を得ています。弊社ではこのような結果を喜ばしく思うとともに、今後も性
別や人種の違いを超えた賃金の平等と機会均等を強力に推進していきます。

GRI 405-2

人材育成

プロフェッショナル育成プログラムに参加した従業員の合計数 18,998 GRI 404-2 原則 6

研究開発トレーニングに参加した従業員の合計数 14,323 GRI 404-2 原則 6

http://www.vmware.com/jp/company/diversity.html
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf
http://vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmw-eeo-report-2021.pdf
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ESG 戦略 サステナビリティ 公平性 信頼 ESG 目標達成状況

ESG Data | Fiscal Year 2022 (FY22)

ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

社会

人材育成（続き）

業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている 
従業員の比率

VMware は、新しいパフォーマンス基準を取り入れることで、より強い人間関係を築き、従業員とマネージャ間のコミュニケーションを改善できるだけでなく、
ビジネス環境で自然に発生する変化にも機敏に対応できるようになると考えています。そのため、キャリア開発目標の設定と、その実現へ向けた話し合いを年
間を通じて行うよう奨励しています。 

GRI 404-3

従業員エンゲージメント3 50% TC-SI-
330a.2

従業員のネット プロモーター スコア（NPS） 44

コミュニティとの連携

VMware Foundation の助成金合計額 11,137,000 ドル

VMware マッチング ギフト 7,576,000 ドル

従業員がサービス ラーニング（社会貢献活動を通じた学習）に 
投じた時間

79,040

慈善活動に参加した従業員の数 30,070

慈善活動に参加した従業員の比率 81%

VMware が支援している世界の非営利団体の数 13,907

VMware University Research Fund（VMURF）の助成金総額 9,374,068 ドル

人権

倫理的行動への取り組み ビジネス コンダクト ガイドライン（行動規範）：ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20
PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf

GRI 412-1 原則 1、4、5、6

サプライヤーの多様性への取り組み VMware Responsible Sourcing：www.vmware.com/jp/company/responsible-sourcing.html GRI 414-1 原則 6

サプライヤーのダイバーシティのための費用（米国） 126,000,000 ドル

サプライヤーの行動規範 VMware サプライヤー行動規範：ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf GRI 414-1 原則  
1、3、4、5、6

パートナーの行動規範 VMware サプライヤー行動規範：ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf GRI 414-1 原則  
1、3、4、5、6

http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/VMware%20Code%20PDF_4.28.2021_INVESTOR_final.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
http://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Corporate%20Policies/Supplier-Code-of-Conduct.pdf
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ESG Data | Fiscal Year 2022 (FY22)

ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

環境

戦略と経営

VMware の製品が環境に与える影響 VMware の委託による IDC ホワイトペーパー『Enabling More Agile and Sustainable Business Through Carbon-Efficient Digital Transformations』 
（2020 年 8 月）www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf

原則 8、9 

VMware の製品が貢献した温室効果ガス排出回避量 152,000,000 トン以上 原則 8、9 

気候変動に関する戦略、対策、リスク、機会 2022 年度の CDP 気候変動質問書に対する VMware の回答（モジュール 1：ガバナンス、モジュール 2：リスクと機会、モジュール 3：事業戦略） GRI 102-15、
201-2 原則 7

データセンターのニーズに関する戦略的計画に環境面での配慮を 
統合するための議論

VMware のコロケーション データセンター拠点に関する戦略の評価マトリックスには、クリーン エネルギー、水、電子廃棄物を対象としたサステナビリティ
基準が含まれています。さらに VMware の RE100 コミットメントには、コロケーション施設の資源消費も含まれています。

TC-SI-
130a.3

温室効果ガス排出量

温室効果ガス総排出量4 347,395 トン GRI 305

• スコープ 1：VMware による直接的な温室効果ガス排出量 2,685 トン GRI 305-1

• スコープ 2：購入した電力の使用に伴う間接的な温室効果ガス排出量
（市場ベース）5 0 トン GRI 305-2

• スコープ 2：購入した電力の使用に伴う間接的な温室効果ガス排出量
（拠点ベース）

66,884 トン GRI 305-2

• スコープ 2：購入した冷却システムの使用に伴う間接的な温室効果 
ガス排出量（市場ベース）

1,025 トン GRI 305-2

• スコープ 3：飛行機での出張6 3,131 トン GRI 305-3

• スコープ 3：従業員の通勤7 28,831 トン GRI 305-3

• スコープ 3：購入した商品やサービス 200,603 トン GRI 305-3

• スコープ 3：資本財 81,341 トン GRI 305-3

• スコープ 3：その他8 29,779 トン GRI 305-3

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/company/vmware-idc-whitepaper-2020.pdf
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ESG Data | Fiscal Year 2022 (FY22)

ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

環境

温室効果ガス排出量（続き）

温室効果ガス排出原単位（収益）9 0.08 トン/収益（単位：百万米ドル） GRI 305-4

温室効果ガス排出原単位（従業員）10 1.73 トン/従業員 GRI 305-4

温室効果ガス排出原単位（面積）11 0.55 トン/1,000 平方フィート GRI 305-4

科学的根拠に基づく排出量削減目標の達成状況 GRI 305-5 原則 8

2030 年へ向けた VMware の取り組み：

• スコープ 1 とスコープ 2 の排出量を 2019 年度時点から  
50% 削減する

基準年と比較した目標達成率：169%

• 燃料/エネルギー関連の活動によるスコープ 3 温室効果ガス排出の
絶対量を 2019 年度時点から 50% 削減する

基準年と比較した目標達成率：75%

• 従業員の通勤によるスコープ 3 温室効果ガス排出の絶対量を  
2019 年度時点から 50% 削減する

基準年と比較した目標達成率：88%

電気設備

購入した電力12 190,901 MWh GRI 302-1 TC-SI-
130a.1

購入した再生可能エネルギーの総量 190,901 MWh GRI 302-1 原則 8

• 購入した Energy Attribute Credits（EACs）の総量 79,984 MWh GRI 302-1 原則 8

• 購入した再生可能エネルギー（EACs を除く） 111,007 MWh GRI 302-1 原則 8

VMware の全世界の事業拠点における再生可能エネルギーの使用率 100.00% GRI 302-1 TC-SI-
130a.1 原則 8

電力原単位（設置面積） 29 kWh/平方フィート GRI 302-3

エネルギー消費量の削減 2022 年度の CDP 気候変動質問書に対する VMware の回答：セクション C4.4 GRI 302-4 原則 8

系統電力の比率 12.42% GRI 302-1 TC-SI-
130a.1 原則 8
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ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

環境

廃棄物

廃棄物の量（トン） 331 GRI 306-2

リサイクル（トン） 261 GRI 306-2

堆肥化（トン） 16 GRI 306-2

埋め立て（トン） 54 GRI 306-2

埋め立て転用率 84% 原則 8

廃棄物量の計測カバー率 
（全世界の事業拠点の敷地面積に占める比率）

56%

電子廃棄物

全世界の事業拠点で発生した電子廃棄物の総量（MT） 119 MT GRI 306-2

R2 認定施設で処理された電子廃棄物の総量 
（発生した全電子廃棄物に占める比率）

96% GRI 306-2 原則 8

電子廃棄物処理の地域別比率

• AMER（北中南米） 66%

• アジア パシフィックおよび日本地域（インドを含む） 25%

• EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ地域） 9%

水資源

水消費量 143,451,942（ガロン） GRI 303-5 TC-SI-
130a.2

水消費量の計測カバー率 
（全世界の事業拠点の敷地面積に占める比率）

64%

総取水量（m3） VMware は淡水源からの大規模な取水は行っていません。 TC-SI-
130a.2
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ESG Data | Fiscal Year 2022 (FY22)

ESG 目標達成状況

説明 2022 年度 GRI SASB UNGC

環境

建物環境

取得した LEED 認証 20

グリーン ビルディング認証を受けたスペース（面積）の比率13 39% 原則 8

ワナッチー データセンターの Power Usage Effectiveness（PUE） 1.29 GRI 302-3 TC-SI-
130a.1

ポートフォリオの総面積 6,665（単位：千）

サプライ チェーン

気候変動の問題におけるサプライ チェーンとのかかわり VMware は毎年、CDP サプライ チェーン プラットフォームを介して、約 250 社のサプライヤーを対象に、気候変動に対する基本的な取り組みの成熟度を調
査しています。2022 年度には、これらのサプライヤーは VMware 製品の全購入額のおよそ 75%、スコープ 3 の合計排出量の 71% を占めています。

GRI 102-9、
308-1 原則 8

科学的根拠に基づく目標：VMware は、サプライヤーの 75%（支出額に
基づき算出。企業数としては約 250 社）に、2025 年度までに科学的根
拠に基づく目標を設定するよう要請しています。対象サプライヤーの
業種には、購入した製品とサービス、資本財、上流のリース資産、上流の
輸送と流通が含まれます14。

2022 年度の時点で、これらのサプライヤーの 37% が科学的根拠に基づく目標をすでに設定しているか、設定することを表明しています。 GRI 102-9、
308-1 原則 8
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「ESG データ」セクションの文末脚注
1 2022 年度末時点

2 銀行手数料、および諸々の返金額は含まれません。

3  VMware におけるエンゲージメントは、従業員ネット プロモーター 
スコア（eNPS）（「友人や同僚に雇用者として VMware をどの程度
薦めたいと思いますか？」）を用いて測定しています。これは 0 ～ 
10 の段階評価で、0 ～ 6 = 批判者、7 ～ 8 = 中立者、9 ～ 10 = 推奨
者と分類し、推奨者の割合から批判者の割合を差し引いて eNPS を
算出します。

VMware は最新の従業員エンゲージメント調査において、44 とい
うネット プロモーター スコアを達成しました。この調査では従業
員の 50% を抽出し、うち 50% から回答を得ました。 

従業員エンゲージメントの調査モデルは 2021 年に採用されたもの
で、四半期に一度従業員の一部（25%）を対象に Pulse レポートを作
成する従来の形式から、年に 3 回（Q1、Q2、Q3）それぞれ 25%、
25%、50% の従業員を対象に Pulse レポートを作成する形式に変
更されました。各 Pulse レポートには、中核となるエンゲージメン
ト関連の質問（静的）に加え、ビジネスの優先事項（戦略的優先事項、
チームにとっての最優先課題、考え方の転換など）に基づく追加メ
トリック（動的）も含まれます。

4  総排出量には、スコープ 2 の購入した電力による市場ベース排出量
のみが含まれます。

5  購入した電力によるスコープ 2 の排出量には、VMware のオフィ
スと、VMware のコロケーション データセンターで使用される IT 
機器による排出量が含まれており、それらはいずれも弊社の RE100 
コミットメントの対象となっています。ベスト プラクティスに関す
る「Future of Internet Power」のドキュメント（https://www.bsr.
org/reports/BSR_Future_of_Internet_Power_GHG_
Emissions_Report.pdf）に準拠して測定されました。 

6  今年度は、放射強制力（高高度で排出される亜酸化窒素や水蒸気な
ど、航空機移動が環境に与える追加的な影響の指標）を考慮に入れ
るために、航空機による移動の影響を表す係数が 40% 高く設定さ
れています。 

7 テレワークによる排出量を含みます。

8  「その他」のカテゴリには、燃料およびエネルギー関連の活動、上流
の輸送と流通、事業活動で発生した廃棄物、上流のリース資産など
が含まれます。

9 収益原単位 = スコープ 2（市場ベース）/収益（単位：百万ドル）

10 従業員原単位 = スコープ 2（拠点ベース）/従業員数

11  フロアスペース原単位 = スコープ 1 および 2（市場ベース）/面積
（単位：千平方フィート）

12 VMware の施設およびコロケーション データセンターを含みます。 

13  他の機関による LEED/BREEAM 認証を受けた建物内の、VMware 
がリースするオフィス スペースを含みます。

14  2022 年度末時点で、サプライヤーの 21%（支出額に基づき算出）が
科学的根拠に基づく目標を設定済みであり、さらに 16% が 2 年 
以内にその目標を設定することを表明しています。
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2022 年 5 月 26 日、VMware は Broadcom Inc. との間で、Broadcom 
による VMware の買収を規定した契約および合併計画に合意しました。
本合併は、Broadcom の 2023 会計年度中に完了する予定であり、株主
と規制当局による承認を受け、完了条件を充足することが条件となります。
VMware は、本合併が完了するまでは引き続き独立した公開会社として
事業を継続します。本レポートにおける将来の見通しに関する表明は、独
立した公開会社としての VMware の経営陣による、VMware の事業に関
する現在の見解を反映したものであり、合併完了後の VMware のビジネ
スや運営の変化を考慮したものではありません。

これらの将来の見通しに関する声明には、VMware の支配が及ばない、
かつ将来の見通しに関する声明の内容と大きく異なる現実の結果を招く
原因となる可能性のあるリスクと不確実性が含まれます。そのようなリ
スクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されるものでは
ありません。弊社のお客様、サプライヤーおよびその他のビジネス パー
トナーとの関係を維持していく能力や業績とビジネスに対する、計画さ
れている買収による影響。計画されている買収が完了する前後のビジネ
スに関する計画、予測、およびその他の期待されていることを実施する能力。
計画されている買収の後に起こるビジネスの中断。計画されている買収
およびビジネスの統合によって重要な人員や従業員の引き留めと新規雇
用が困難になる事態。期待する条件で完全に、または適時に規制当局の承
認を確実に取得する能力を含む、計画されている買収を完了するための
停止条件の充足。計画されている買収に関連して発生する負債、および
かかる負債の利子の支払と返済のための十分なキャッシュフロー創出の

必要性を含む多大な負債。現在の計画と業務の中断。本買収に関連するあ
らゆる法的手続の結果。計画されている買収を適時に、または完全に完了
させる能力。VMware の業務をビジネスに成功裏に統合する能力。計画
されている買収が完了した後のビジネスに関する計画、予測、およびその他
の期待されていることを実施し、相乗効果を実現する能力。パンデミック
（新型コロナウイルス感染症を含む）およびエピデミックなどの公衆衛生
の危機、ならびにそれに関連する個人の健康と安全の保護を目的とした
企業もしくは行政機関のポリシーもしくは活動、または国家もしくは全
世界の経済と市場の機能維持を目的とする行政機関のポリシーもしくは
活動による影響。金利の上昇、インフレーションの影響、および製造業界
の課題や世界的サプライチェーンの問題を含む、全世界の政治状況と経
済状況。ならびに政治的な、経済的な、ビジネス上の、競争上の、規制上の
ものを含む、その他の国家的、地域的、および世界的規模の事象や動向。

将来の見通しに関する声明の内容と大きく相違する現実の結果を招く原
因となる可能性のある、その他の要因に関するさらなる情報は、
Broadcom および VMware それぞれの定期的な報告書とその他の SEC 
への提出書類をご参照ください。これには、Broadcom および VMware 
の最新の Form 10-Q による四半期報告書と Form 10-K による年次報告
書で特定されるリスク要因が含まれます。このレポートに記載されてい
る将来の見通しに関する声明は、このレポートに記載されている日付の
時点で作成されたものです。法律で求められる場合を除き、Broadcom 
も VMware も、その後の事象や状況を反映するために、将来の見通しに
関する声明を更新するいかなる義務も負いません。

Broadcom との合併計画/将来の見通しに関する声明

その他の情報
オンライン コンテンツ
VMware の ESG への取り組みに関するその他のオンライン 
コンテンツは、www.vmware.com/jp/company/esg で
ご覧いただけます。

お問い合わせ
VMware では、本レポートや弊社 Web サイトで取り上げ
たトピックについて、ステークホルダーの皆様からのご意
見をお待ちしております。ご質問やご意見は、ESG オフィス
（ESG@vmware.com）までお寄せください。

商標
米国およびその他の国々における、VMware またはその
子会社の商標または登録商標は、www.vmware.com/jp/
trademarks に記載されています。

その他の名称や商標は、それぞれの所有者に帰属します。

https://www.vmware.com/jp/company/esg.html
mailto:ESG%40vmware.com
https://www.vmware.com/jp/trademarks
https://www.vmware.com/jp/trademarks
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なにかを、それが見つかったときよりも良い
状態で残すこと、「恩送り」をすること、得た
ものよりも多くを戻すこと 
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