
実質ゼロを達成

前年に続き2021年も、工場など
の施設でCO2排出量
　　　　　　　　　　

※ボーイングの事業活動に伴う温室効果ガス（GHG）排出量は、ボーイングの主要事業拠点におけるエネルギー（電力、天然ガス）消費からのGHG排出量をもとに算出しています。
　主要事業拠点はボーイングの事業活動に伴うGHG排出量の大きな割合（70％）を示しています。

Copyright © 2022 Boeing. All rights reserved.

ボーイングの使命は、地球を守り、人々をつなぎ、世界そして宇宙を探究していくことにあります。私たちのサステナビリティ（持続
可能性）への取り組みは、ボーイングの価値観とステークホルダーからの期待が根幹となっています。私たちはステークホルダーと
連携しながら、持続可能な航空宇宙とその社会的、経済的利益について絶えず学び、改善し、実現していくことを目指しています。

2022年サステナビリティレポート概要

ボーイング初の「Global Equity, 
Diversity & Inclusion（GEDI）
レポート」で、公平性やダイバー
シティ＆インクルージョンの促進
を目指すことを公表

製品とサービス : 安全性と持続可能性の追求

事業活動 : 責任と回復力

従業員 : 健康の促進と能力の活用

地域社会 : 目標を定めた投資

90%の従業員が、
総合的な健康や幸福について上司
からのサポートがあると回答

社内調査において、 従業員トレーニングは
累計 360万時間

200万ガロン
（約757万リットル）のSAFを購入

持続可能な航空燃料
(SAF)の供給と活
用を拡大するために
SkyNRGと提携

25%削減※

自律型電動航空機を促進する
ため、Wiskに

ドルを投資
4億5,000万

648

ともにつくる、持続可能な世界

2017年以降、ボーイングは事業活動に
伴う温室効果ガス排出量を
　　　　        

2021年に、STEM教育や労働
力開発を支援する目的で

の組織に寄付 20億ドル

過去10年間におけるボーイング
の地域社会への投資総額は
約

2022年の民間航空機の
運航用に

2021年のエコデモンストレーターでは、
より安全で持続可能な飛行を可能にする

           種類の新たな技術を試験20

小規模で多様なサプライヤー
との取引額は

40億ドル超

1億8,700万ドル超

2021年の地域社会への
投資額は



Partnered with SkyNRG 
to scale up the availability 
and use of sustainable 
aviation fuel

People: Healthy and Empowered
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Boeing’s purpose is to protect, connect and explore our world and beyond. Sustainability is rooted in our 
values and our stakeholder expectations. We aspire to partner with these stakeholders to continually 
learn, improve and enable sustainable aerospace and its societal and economic benefits.

2022 Sustainability Report Brief

Sustainable Aerospace Together

1.  Greenhouse gas (GHG) emissions from our operations is calculated using GHG emissions from the energy (electricity and natural gas) consumption at Boeing’s Core Metric Sites.  
Core Metric Sites represent the majority (70%) of Boeing’s GHG footprint from operations. This is an absolute reduction in GHG emissions; no normalization has been applied.

Published aspirations for 
advancing equity, diversity  
& inclusion in our first Global 
Equity, Diversity & Inclusion  
(GEDI) report

3.6M
total hours  
of employee 
training

20
2021 ecoDemonstrator tested 

new technologies that 
can make flying safer 
and more sustainable

2M
Purchased

gallons (7.6M liters)  
of SAF for 2022  
commercial operations

25%

Since 2017 Boeing has reduced  
greenhouse gas emissions from 
our operations1 by $4B+

Boeing spent

with small and  
diverse suppliers

$2B in Boeing community 
investments over the 
last 10 years

Approx.

$187M
in community  
investments in 2021

More than

$450M
Invested

in Wisk to advance 
autonomous  
electric flight

Products & Services: Safe and Sustainable

Operations: Responsible and Resilient

Community: Purposeful Investments

In 2021, 

648 organizations
received contributions supporting 
STEM education and workforce 
development

NET-ZERO

Manufacturing and other 
facilities achieved

CO2 emissions again in 2021

90%
of employees surveyed 
say their manager supports 
their overall well-being


