
サステナビリティ経営の進化
- 事業を通じた価値創出に向けた取り組み -

2021年9月15日

ソニーグループ株式会社 専務
神戸司郎

ソニーグループ ESG説明会

• 皆さま、こんにちは。神戸でございます。
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社会と地球環境に対する
「責任」と「貢献」

• 冒頭に吉田からありましたように、ソニーが持続的に社会価値を創出
し、進化していくためには、我々が存在する社会、そして地球環境が
健全であることが大前提です。

• 昨年から続いている新型コロナウイルス感染症の拡大、世界各地で起
こっている異常気象は、まさにこうした前提が、決して不変のもので
はないことを、私たちに再認識させました。

• ソニーが、グローバル企業として、社会と地球環境に対して、どのよ
うに「責任」を果たし、そして「貢献」していくか、その重要性がま
すます高まっていると感じています。
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1. サステナビリティ経営の進化

2. 環境に関する取り組み
インテリジェントビジョンセンサー「IMX500」による環境・社会への貢献
─ ソニーセミコンダクタソリューションズ 柳沢英太

3. 人・社会に関する取り組み
─ サステナビリティ推進部 シッピー光

Sony Music GroupによるSocial JusticeとDE&I活動
─ Sony Music Group Towalame Austin

4. サステナビリティ活動を支えるガバナンス

• この後、こちらの内容で、ご説明いたします。
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サステナビリティ経営の進化
ステークホルダーとの対話

ESG説明会 第1回（2018年） 第2回（2019年） 第3回（2020年）
・環境、社会、ガバナンスに関する基本的な考え方と
取り組みを紹介

・ソニーの価値創造モデルを説明
・価値創造を支える二つの重要な基盤の一つである
「人材」の取り組みを紹介

・ESG/テクノロジー説明会として開催
・価値創造のもう一つの重要な基盤「テクノロジー」
に焦点をあてて説明

サステナビリティの取り組みを事業活動に統合し、事業を通じた価値創出の強化に注力

• ソニーは、創業以来、社会にとって意義のある会社であり続けるという理念を大事にして
きましたが、2018年に吉田がＣＥＯに就任して以降、特に、サステナビリティを経営の重
要な要素として位置づけ、取り組みを強化してきました。

• ステークホルダーの皆さまとの対話とそこからの学びを重視し、このESG説明会も2018年
に第１回を開催して以降、毎年開催し、今年で４回目となります。

• 第１回では、ソニーのESG、つまり、環境、社会、そしてガバナンスに関する基本的な考
え方と取り組みについて紹介しました。

• 第２回では、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」という
Purpose と「人に近づく」という経営の方向性を中心とした、ソニーとしての価値創造モ
デル、そして、価値創造を支える二つの重要な基盤の一つである「人材」に焦点を当てた
説明を行いました。

• 昨年の第３回は、ESGとテクノロジーを統合し、ESG/テクノロジー説明会として開催しま
した。価値創造のもう一つの重要な基盤である「テクノロジー」に焦点を当て、テクノロ
ジーによるサステナビリティ貢献というチャレンジについてお話しました。
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G&NS 音楽 映画

EP&S I&SS 金融

• ESGに関する取り組みは多岐にわたっていますが、この３年間、我々が特に注力してきた
ことは、サステナビリティの取り組みを本社中心の活動から事業に統合し、事業を通じた
価値創出を強化していくことです。

• グループ全体の最重要のマテリアリティ項目は、「テクノロジー」と「人材」と定めまし
たが、多様な事業が創出する社会価値と、そのために重要となるマテリアリティ項目は事
業毎に異なっています。

• 今年５月に開催したIR Dayでは、主要６事業の責任者が、このスライドにあるように、そ
れぞれ重視しているサステナビリティの課題と創出価値を紹介しました。

• サステナビリティへの取り組みは、本社の一部の部門だけで行うものではなく、ソニーグ
ループの多様な事業、さらには社員一人一人が自分事として取り組んでいくもの、そうし
た企業文化が醸成されつつあるという手応えを感じています。

• ここからは、事業での取り組み事例も交えながら、ソニーのサステナビリティ、環境、
人・社会に対する取り組みの進化についてお話させていただきます。
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2015 2020 2025 2030 2035 2040

2010年
Road to Zero制定

ソニーの環境施策

環境負荷ゼロ
2050年

2025年度目標

• まず、環境です。
• ソニーの環境施策の基本となっているのが、2010年に策定した長期環
境計画「Road to Zero」です。
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気候変動 資源

生物多様性 化学物質

環境に関する4つの視点での取り組み

• 2050年までに、環境負荷をゼロにすることを目指し、ご覧の４つの視
点での取り組みをグループ各社、製造事業所、さらにはサプライ
チェーン、製品のライフサイクル全体において進めています。

• これは、吉田が述べた、「責任」としての活動です。
• 本日は環境への直接的なインパクトが比較的大きいイメージング＆セ
ンシング・ソリューション事業、I&SS事業における取り組みを中心に
紹介します。
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長崎テクノロジーセンター

省エネの取り組み

Responsibility

責任
2015年度比▲30%を実現
（2021年度見込み）

2015年度 長崎Fab5

年間削減量

CO2：5900トン 電力：17GWh

クリーンルームの年間エネルギー消費量低減

（2.2億円相当）

• I&SS事業では、イメージセンサーを主力とする半導体の開発・製造の
大半を自社で行っているため、自社サイトでの電力・水の消費がソ
ニーグループの中では最も大きく、このためソニーグループ全体の事
業所での温室効果ガス排出量の約８割をこの事業が占めています。

• 事業所での温室効果ガスの排出量を削減するための取り組みとして、
先ずは省エネ、エネルギー効率の改善に取り組んでいます。４月に稼
働開始した長崎のFab5は、最新の省エネ技術を取り入れた環境に配慮
した製造事業所であり、高効率機器の導入やエネルギーの循環利用を
推進する事で、クリーンルームのエネルギー消費効率を2015年度比で
30％改善しています。加えて、生産ラインで使用する水のうち７割を
回収し、再利用をするなど水資源の保全に努めています。
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熊本テクノロジーセンター Sony Device Technology (タイ)

再エネの取り組み

太陽光パネル設置のさらなる拡大 グループ最大規模の太陽光パネルを設置し、
再エネ100%を今年度中に達成
(再生エネルギー証書の購入を含む)

Responsibility

責任

• 次に再生可能エネルギーの導入も強化しています。
• ソニーグループ全体では2040年までに再エネ電力100％を目指してい
ますが、I&SS事業においては、熊本の製造事業所において太陽光パネ
ルの導入拡大を進めており、大分の製造事業所及び長崎のFab5におい
ても新たな導入を検討しています。

• また、タイのSony Device Technologyでは、ソニーグループ最大規
模の太陽光パネルを設置し、「再生可能エネルギー証書」の購入と合
わせることで、今年度中には再エネ電力100％を達成する見込みで
す。
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インテリジェントビジョンセンサー

Contribution

貢献 負荷 小

テキスト化されたメタデータ
AI

IMX500

メタデータ出力 データ量削減 システム内の消費電力削減

• このようにI&SS事業では、「責任」として環境負荷の低減に全力で取
り組んでいますが、一方で、ソニーのイメージセンサーは、今後急速
な発展が見込まれるIoT、自動運転といった領域において、社会課題や
環境課題の解決に「貢献」するデバイスと考えています。

• その一つが、先ほど吉田が紹介した、世界初となるAI処理機能を搭載
したインテリジェントビジョンセンサーであり、詳細は後ほど事業責
任者から説明いたします。
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継続的な省エネ化

2013年度比約▲54%を達成
（2020年度）

FY13 FY20

製品1台あたりの年間消費電力量

• I&SS以外の事業においても環境の取り組みを加速しています。

• テレビやゲーム機などのソニー製品は、ライフサイクルを通して見た場
合、累積の電力消費量が大きくなりますが、これらについては継続的に省
エネ化を進めており、製品1台あたりの年間消費電力量は2020年度に2013
年度比マイナス54％を達成しています。
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プレイステーション®5の
パッケージにおけるプラスチック包装材
使用量の大幅な削減

  新開発の素材
「オリジナルブレンドマテリアル」を
  ヘッドホン製品のパッケージに導入

 再生プラスチック素材
「SORPLAS™」をブラビア®に導入

Xperia™のパッケージにおける
プラスチック包装材使用量の削減

バージンプラスチック使用量の削減

• また、2025年までに小型製品のプラスチック包装材を全廃することを目標と
し、新開発の素材「オリジナルブレンドマテリアル」をヘッドホン製品のパッ
ケージに導入、Xperiaのパッケージにおけるプラスチック削減などを進めてい
ます。さらに、プレイステーション🄬５のパッケージでもプラスチック包装材
の使用を大幅に削減しています。

• 製品本体においても、大型化に伴いプラスチックの使用量が増大するテレビで
は、独自の難燃剤技術を採用した再生プラスチック素材「SORPLASTM (ソープ
ラス)」の導入も強化しています。これらの取り組みは、環境負荷の低減とい
う観点だけでなく、お客様に対する商品の付加価値向上にもつながると考えて
います。
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マイクログリッドを核とする分散型電力システム
（OES「オープンエネルギーシステム」）

人間による生態系の多様性や機能性の拡張
（協生農法™をはじめとする拡張生態系）

環境テクノロジーの社会実装へのチャレンジ

• 加えて、ソニーで開発した環境技術をオープンソース化し、あるいは
他社との協業を通して、社会実装していくという取り組みも、長期視
点で進めています。吉田のスピーチにもあったソニーコンピュータサ
イエンス研究所の分散型のマイクログリッドシステム「OES」もこの
一つです。また、４月に「Sony Innovation Fund: Environment」
の投資１号案件として設立したSynecOは、協生農法をはじめとする
拡張生態系の知見や支援技術をもとに、生物多様性、そして気候変動
への貢献を目指しています。

• 実はここにあるのも拡張生態系の一部を取り出したものです。50種類
ほどの種や苗が植えてあり、人が周囲の環境との交流を体験したり学
ぶためにデザインされています。
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外部パートナーへのライセンスを提供しており、
様々な製品に導入されている

もみ殻を再利用して開発した素材「トリポーラス」

• そして、先ほど吉田が着ていたジャケットとポロシャツにも、ソニー
の環境技術が使われています。「トリポーラス」という、余剰バイオ
マスである米のもみ殻を再利用して開発した素材です。「トリポーラ
ス」は、独特の微細構造により、水や空気の浄化機能を有し、また、
余剰な資源を再活用することで、循環型社会、環境負荷の低減にも貢
献すると期待しています。様々な外部パートナーにライセンスを提供
しており、トイレタリー、化粧品、衣料などの製品に導入されていま
す。

• この他にも様々な地球環境に関する取り組みをソニーグループの多様
な事業と社員が推進しており、その一部をビデオでまとめております
ので、この後ご覧ください。

• ビデオに続いて、インテリジェントビジョンセンサーIMX500の開
発・事業責任者である柳沢英太から、IMX500を通じた環境・社会へ
の貢献について説明をします。
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インテリジェントビジョンセンサー
「IMX500」による環境・社会への貢献

2021年9月15日

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
システムソリューション事業部 副事業部長

柳沢英太

ソニーグループ ESG説明会

• 皆様、こんにちは。ソニーセミコンダクタソリューションズの柳沢で
す。

• 私からは、事業や技術を通じて社会と地球環境に「貢献」していく、
具体的な取組みについて、お話いたします。

15



多種多様なIoTデバイスがクラウドにつながる世界
様々なデバイスから膨大な情報とデータがクラウドに流れ、データ爆発が起こる

Data Explosion
Data communication limit

Cloud

• 最初に我々の事業を取り巻く環境認識からお話させて頂きます。
• IoTの普及により、様々なデバイスがクラウドに繋がり、デバイスから
取得したデータをクラウドにて処理して活用するクラウドシステムが
一般的になりつつあります。

• しかし、スマートフォン、家電、車などの、ネットワークに接続され
るIoTデバイスは今後急拡大すると予想されており、ネットワークを介
してクラウドに流れ込むデータ量は物理的に送信が困難な量に到達す
ると考えられます。すなわち、通信の限界をも超えた「データ爆発」
が起こります。

• それに伴い、IPトラフィック及びデータセンターでの電力消費量も激
増し、このまま省エネルギー対策を取らないと、2030年にはデバイス
やデータセンター、ネットワークに関わる電力量だけで現在の世界の
消費電力量を大きく上回るという試算もあります。これは近年世界的
な関心事項となっているCO2排出量の大幅な増加を意味します。

• このようなクラウドシステムのさまざまな課題を解決するために、ク
ラウドに上げずにエッジ側にてデータ処理をするエッジシステムが注
目を集めています。
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エッジシステムで目指す世界 : 6つの挑戦

1. データ量の抑制 2. プライバシーへの配慮 3. 消費電力の削減

4. レイテンシーの改善 5. サービスコンティニュイティ 6. セキュリティ強化

証明書/暗号化 デバイス認証

• エッジシステムが注目されている背景は、消費電力の削減を含め
6つの要素があります。
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インテリジェントビジョンセンサー
世界初のAI処理機能を搭載したインテリジェントビジョンセンサー IMX500

画素チップ

ロジックチップ
AI

ロジックチップの主な搭載機能

- 通常のイメージセンサー信号処理
- 画像処理を行うISP
- AI処理に特化した独自のDSP
- AIモデルを保持するメモリー

→高性能プロセッサ不要、周辺部品点数削減可能

• 我々は、これら6つの要素をふまえて、エッジシステムの世界を
センサーで実現する強力な第一歩として、インテリジェントビ
ジョンセンサーIMX500の開発をいたしました。

• IMX500は、ソニーのイメージセンサーのコア技術である画素
チップにロジックチップを重ね合わせた積層構造を用いており、
そのロジックチップにAIによる画像解析処理を可能とする機能を
搭載したものです。
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画像(個人情報)をゲートウェイ/クラウドに出力しない
ことで個人情報に配慮が可能

インテリジェントビジョンセンサー ゲートウェイ クラウド

メタデータ

AI処理

メタデータ

画像出力なし

エッジシステムによるプライバシー配慮

インテリジェントビジョンセンサーIMX500の利点

• イメージセンサー内でデータ処理を行うことで、センサーからは
意味情報であるメタデータのみを出力をすることが可能となりま
すし、そのため、プライバシーへの配慮やレイテンシの改善だけ
でなく、クラウドに流れ込むデータ量の大幅な削減を実現する事
ができます。

• データ量を削減することは、IPトラフィック及びデータセンター
の負荷を低減することに繋がり、すなわちCO2の排出抑制に貢献
することを意味します。
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インテリジェントビジョンセンサーIMX500の利点
データ量を最小限に抑えることにより消費電力を削減

データセンターの電力消費減 IPトラフィックの電力消費減 積層技術による電力効率向上
データ量(トラフィック量)を削減 (1/7400)

できることにより、処理/保存、
および施設維持にかかる電力消費を削減

メタデータのみの送信で、ネットワークプロセス
でのトラフィック量を削減(1/7400)

伝送線の距離が短くなることによる電力削減

インテリジェントビジョンセンサー

Pixel ISP

• 「社会課題の解決」という側面での例もご紹介いたします。
• イタリアのローマ市が、本年6月より、IMX500を搭載したス
マートカメラで市が抱える社会課題の解決を目指し、実証実験を
開始いたしました。

• 以前からローマ市は市街地における交通渋滞や事故が深刻な問題
となっており、問題解決のためにIMX500を搭載したスマートカ
メラに大きな期待が寄せられています。
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スマートパーキング

バス停の混雑検知による
最適運行

信号無視人物の検知による
ライト照射

IMX500 商談事例─ローマ市─
ローマ市の社会課題を解決するためのスマートカメラ（IMX500）PoCを2021年6月より開始

プライバシーの観点から、
市街地へのカメラ設置はハードルが高い

メタデータ出力により個人の
プライバシーに配慮しながら運用可能

問題点 IMX500のメリット

街灯に設置された様子

駐車場所を探すことによる
渋滞発生および大気汚染

バスの過剰乗員による密発生

歩行者の信号無視による
交通事故発生

IMX500

• ソニーとマイクロソフトの協業を進める中で立ち上げた共同イノ
ベーションラボでは、米国Nomad Go社によるビル内の空調シ
ステムのインテリジェント化に伴う電力消費抑制ソリューション
の開発支援を行いました。

• IMX500とマイクロソフトのAzureを用いたNomad Go社のソ
リューションは、商業施設やオフィスビルなどの会議室や共有ス
ペースなどの人の占有率を検出し、必要に応じて正確に部屋を暖
めたり、冷やしたり、換気したりします。従来は人の有無に関係
なく空調システムが稼働し続けるようタイマー制御されていたの
に対し、IMX500は、よりインテリジェントなソリューションに
より、エネルギー使用量の抑制と、それに伴うCO2排出抑制に貢
献します。
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Nomad Goのシステムにスマートカメラを導入することで、
高速なセンサー内AI処理で必要なデータのみを抽出するとともに

市場参入への障壁を下げることが可能

マイクロソフトと協業したイノベーションラボの取り組み
気候変動課題に対応するNomad Go社へのソリューション支援

商業ビルの二酸化炭素(CO2)排出量は、
地球上における全排出量の39％

Nomad Goのシステムによって、
消費エネルギーの無駄とCO2排出量を38%以上削減

IMX500を搭載した
スマートカメラ

センサーが部屋にいる人の人数、滞在時間等を検出。
AIが様々な学習データを基に最適な室温管理や換気を行う。

Nomad Goのシステム

Intelligent Vision Sensor

• 事業を通じて社会や地球環境に貢献していくには、長期視点で事
業を育て、その事業が社会課題や環境問題の解決にいかに貢献で
きるかを考え抜くことが必要です。

• ソニーの技術が、地球や都市が抱える課題に対する「スマートソ
リューション」として提供可能であることが示せれば、ソリュー
ションサービスの活用機会は拡がり、事業を通じた貢献の広がり
も期待できます。

• 課題解決の様々な可能性をもつインテリジェントビジョンセン
サーの事業経営を担う我々の責任は大きいと認識しており、その
技術を最大限活用して持続可能な社会と地球環境に貢献していき
たいと考えています。

• ご清聴ありがとうございました。
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人・社会に関する取り組み

2021年9月15日

ソニーグループ株式会社
サステナビリティ推進部 シニアゼネラルマネジャー

シッピー光

ソニーグループ ESG説明会

• 皆様、こんにちは。シッピーでございます。私からは人・社会への取
り組みについてお話いたします。
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ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン

• ソニーは、Purposeに基づき、「人」を軸とした多様な事業を通じて、
人々が存在する「社会」に価値を創出することをめざしています。

• 多様なバックグラウンド、ジェンダー、障がいのある方など、さまざ
まな個を強みとする、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョ
ン（DE&I）をソニーグループ全体として推進するとともに、社会との
関わりのなかでも多様性や社会正義に関する取り組みを進めています。
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多様な社員やユーザーの声を取り入れる
インクルーシブデザインを実践

アクセシビリティを高める取り組み

• テクノロジーとクリエイティビティを活かして製品・ユーザーイン
ターフェース（UI）・サービスのアクセシビリティを高める活動がそ
の一例です。

• ソニーは、製品の企画、開発過程において障がいのある社員やユー
ザーへのインタビュー、ユーザビリティテストを実施し、そのフィー
ドバックを改善につなげ、多様なお客様のニーズに応える製品・ユー
ザーインターフェース・サービスを提供しています。
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多様な社員の個性が生きるインクルーシブな職場環境づくり

画像認識などAI機能の精度を左右する画像アノテーションの業務に
精神・知的障がいのある社員がメンバーとして参画

• またソニーでは、障がいの有無に関わらずキャリアの構築ができるイ
ンクルーシブな職場環境づくりを進めています。

• 「障がい者だからという特権なしの厳しさで、健丈者の仕事よりも優
れたものを」という創業者の信念を継承し、社員一人ひとりが成長や
貢献意欲を持てるような働き方や環境づくりをソニーの各事業におい
て取り組んでいます。

• 例えば、ミラーレス一眼カメラαTM（AlphaTM）などのソフトウェア
や製品開発のメンバーとして、画像認識などAI機能の精度を左右する
画像アノテーションの業務にソニー希望・光の社員が携わっています。

• 精神・知的障がいのある社員が個人の特性を生かし、チャレンジの場
を広げながら、高品質な製品づくりに参加しています。
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国際イニシアティブValuable500におけるIconic Leadersに選定

社会全体でのインクルージョンをリード

• 2019年12月には障がいのある方のインクルージョンに焦点を当てた世
界経済フォーラムのイニシアティブ「The Valuable 500」にも署名し
ました。さらに、ソニーは署名する500社から推進役として国や地域、
業界をリードする13社のIconic Leadersの１社として選定されていま
す。

• ソニーは、自社において障がいのある社員の活躍や製品・サービスの
アクセシビリティを考えることにとどまらず、グローバルな社会全体
に対して障がいのある方のインクルージョンをリードしていきます。
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市民の社会参画、
刑事司法改革、教育の分野で
垣根を超えた問題解決を
推進し、平等な権利を
促進する反人種差別的

イニシアティブへの支援を展開

人種平等とインクルージョンを
目的とした「Sony Pictures 

Action」というイニシアティブを
立ち上げ、社会正義、本物の
ストーリーテリングや改革を
推進する活動を展開

機会の不十分なコミュニティに
おける次世代の人材が
ゲーム業界でキャリアを
積むための機会提供を支援

テクノロジーや
マーケティングのノウハウを
活用した支援、STEM領域での
教育機会の提供などを展開

グループ各社の支援活動

• 全ての人に尊厳と敬意をもって接することはソニーの最も大事な行
動規範の一つであり、ソニーはこれまで多様性を強みとする文化を
築いてきました。

• 昨年6月には、米国における人種差別に対する抗議活動や変革を求め
る動きを発端として、社会正義が大きなムーブメントとなったこと
を受け、総額1億USドルの「Global Social Justice Fund」を設立し
ました。

• ソニーグループ各社は、このファンドを通じ、人権保護や人種差別
の是正、社会で活躍の機会が十分に得られていない人々への教育や
育成などに取り組んでいる団体への支援や、外部イニシアティブと
共同での取り組みを進めています。

• 現在の進捗としては、1億ドルのうち約7割の使途が決定しており、
今後もファンドを通じた取り組みを継続していきます。

• 具体的な取り組みについては、後ほど、ソニー・ミュージックグ
ループのTowalame Austinより紹介いたします。
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クリエイター支援

社会に感動をもたらすクリエイターを心と身体の両面でサポート

• 次に、ソニーのエンタテインメント事業が生み出す「感動」の源泉で
ある、クリエイターを支援する活動をご紹介いたします。

• 新型コロナウイルス感染症の拡大などを背景に社会の不安定さが増す
中、クリエイターが心身ともに健康な状態で作品づくりに没頭できる
環境を作ることの重要性が高まっています。

• 一例として、海外のソニー・ミュージックグループでは米国や英国を
中心に、NPO団体などと連携しアーティストをサポートする取り組み
を既に実施しています。

• 国内においても、専属マネジメント契約をしているアーティストやク
リエイター、またそのサポートをするスタッフを、心と身体の両面か
らサポートするプロジェクトを発足させています。

• こうした活動については、今後も適宜アップデートしていきます。

• ソニーは今後も、多様な人材がクリエイティビティを最大限に発揮す
ることを持続的にサポートしていきます。
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新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

外部団体への寄付や寄贈、
テクノロジーを生かした支援

学習機会に制限が生じている
子どもたちへの教育支援

クリエイターの継続的な
創作活動を支援

医療 教育 クリエイティブ
コミュニティ

• 続いて、2020年度に設立したもう一つのグローバル基金についてご説
明いたします。

• 世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会環境は急激に
変化し、人々の行動も制限され、生活やビジネスに大きな影響を及ぼ
しました。

• ソニーとしても、新型コロナウイルスとの戦いの最前線にいらっしゃ
る皆様、未来を担う子どもたち、そして、クリエイティブコミュニ
ティで大きな影響を受けている方々などへの支援をするため、2020年
4月に、総額1億USドルの支援ファンド「新型コロナウイルス・ソニー
グローバル支援基金」を設立しました。

• 現在の進捗としては、1億ドルのうち約８割は使途が決定しています。
カテゴリー別では、クリエイティブコミュニティへの支援が約６割、
医療関連が約３割を占めています。

• 基金を通じた支援活動により、医療、教育、クリエイティブコミュニ
ティの幅広い領域において、直接・間接的な貢献につなげられたと考
えています。

• 直接的な支援としては、各グループ会社から国際組織やNPOなどへの
寄付、及び医療機関へのフェイスシールドや自律型エンタテインメン
トロボット”aibo”の 寄贈、日本、米国、中国の学校などへのロボット
プログラミング教材「KOOV™」の寄贈などを通じ、約5,500の団体
に支援を届けました。

• また、これらの支援活動の多くは、社員が自らアイデアを出して実現
したもので、ソニーグループの約50の組織が関わっています。このよ
うに、事業を通じた社会貢献の促進だけでなく社員のエンゲージメン
ト向上にもつながっています。
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Sony Music Group

Towalame Austin
Executive Vice President, 
Philanthropy and Social Impact

• では、先ほどご説明した「Global Social Justice Fund」について、
ソニー・ミュージックグループ Philanthropy and Social Impact、
EVPのAustinのメッセージと、ファンドの概要をビデオで紹介し、私
の説明を終わります。それではご覧ください。
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※以下、 Sony Music Group Towalame Austinより；

本日はありがとうございます。ソニー・ミュージックグループ（SMG）の慈
善・社会貢献活動を担当するエグゼクティブバイスプレジデントとして、当社
の最近の支援プログラムや取り組みについてご説明いたします。

ご存じの通り、人種差別は、当社の社員、アーティスト、ソングライター、お
客さま、そして社会全体に影響を及ぼす世界的な問題です。そこで私たちは、
資金援助だけでなく、真のパートナーシップや地域社会への参画を通じた働き
かけを行うことによって、確固たる姿勢でサポートを推進しています。

そのため、これから、Global Social Justice Fundの概要を短くまとめたビデオ
を皆様にご覧いただき、この基金が300以上のコミュニティパートナーにもたら
したインパクトをご紹介します。例えば、Sony Music UKとの連携により、同
社所属アーティストのNao（ネイオ）が設立した「3T」コースでは、ライブ
ミュージックのスタッフを目指す10人の黒人女性にトレーニングを実施しまし
た。また、National Museum of African American Musicでは、当社との
パートナーシップにより、ブラックミュージックの文化やビジネスに特化した
カリキュラムやコース、認定プログラムを提供しています。さらにはSilence
the Shameも同様に、アーティスト、ソングライター、社員、そして広く音楽
業界を対象とした職場・コミュニティのウェルネストレーニングプログラムを
展開しています。

ソニーミュージックは、音楽業界の内外を問わず、世界中で支援を最も必要と
しているコミュニティを、これまで以上に支援していきます。加えて、ヘイト
クライムや人種差別によって不当に苦しめられてきたマイノリティやコミュニ
ティに対する暴力の撲滅を目指す組織もサポートしています。他にも、新型コ
ロナウイルス感染症がさらに拡大する中で、ホームレスの方、食べ物を満足に
買えない方や音楽業界を対象とした新型コロナウイルス関連の支援活動も継続
します。

グループ内では引き続き、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの
重要性を認識し、尊重することによって、事業目標の達成、継続的な取り組み
による従業員の成長のサポート、素晴らしい職場としての評判の強化に努めま
す。

今後、私たちの部門は、環境保全プログラム策定のため新設した委員会を活用
し、SMGの環境サステナビリティに関する取り組みを推し進めていきます。

では、ここで少々お時間を頂戴し、Global Social Justice Fundの概要をまとめ
たビデオをご覧ください。
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強固なガバナンス(G)を基盤として、事業活動及び環境(E)、
人・社会(S)に関する取り組みを推進し、長期的な企業価値向上を目指す

サステナビリティ活動を支えるガバナンス

多様な事業の展開

環境(E) 人・社会(S)

ガバナンス(G)

• ここまで、ＥとＳ、地球環境、人・社会に関する取り組みを中心に説
明してきましたが、最後にＧ、ガバナンスについても触れさせていた
だきます。

• コーポレート・ガバナンスは、経営の透明性の確保や中長期的な企業
価値の向上のための基盤として不可欠なものですが、近年、環境や社
会に関する取り組みを支え、促進するための期待がより高まっている
と感じています。

33



サステナビリティ活動を支えるガバナンス

上級役員の業績連動報酬の評価指標の一部に、
社会価値創出およびサステナビリティに関する
取り組みの評価指標を導入

各事業のサステナビリティ課題への取り組みについて
KPIを設定し、事業の業績評価の一部に組み込み

役員評価・報酬制度 事業評価・KPI

18% 18% 64%

24% 14% 62%

28% 17% 55%

32% 19% 49%

■定額報酬 ■業績連動報酬 ■株価連動報酬

CEO

CFO

CTO

その他の
執行役

＋
戦略KPI

財務KPI

サステナビリティKPI

• ソニーにおいても、サステナビリティ視点でのガバナンスを強化すべく、2020年度から
は、上級役員の業績連動報酬の一部に、サステナビリティに関する取り組みについての
評価指標を導入しています。

• また、2021年度からは、各事業が重視している人材や環境などのサステナビリティ課題
への取り組みについて、それぞれの中期計画に含めるとともに、KPIを設定し、事業の業
績評価の一部にも組み込んでいます。

• そして、グループにおける多様なサステナビリティの取り組みの進捗は、取締役会に定
期的に報告し、活発な議論を行っています。

• 今後もガバナンスを継続的に強化し、グループ全体及び各事業において、地球環境、社
会への取り組みを推進していきます。
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• 「長期視点」と「多様性」

• 多様なステークホルダーとの「対話」と「学び」

• 環境領域における「責任」と「貢献」

• 「人」を軸とした経営とDE&I

• サステナビリティの事業活動への統合

• 本日は、ソニーの「サステナビリティ経営の進化」として、こち
らにあるようなテーマを中心にお話しました。

• 「長期視点」と「多様性」、ステークホルダーとの「対話」と
「学び」、環境領域における「責任」と「貢献」、「人」を軸と
した経営とダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン
（DE&I）、そしてサステナビリティの事業活動への統合、です。
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■ Corporate Report 2021 統合報告書
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/

■サステナビリティレポート 2021
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/

• 時間の関係でカバーできなかった項目も多くありますが、詳しく
は、「Corporate Report」、「サステナビリティレポート」を
ご覧くださいますようお願いします。

• ステークホルダーの皆様とは、本日の説明会へのフィードバック
も含め、継続して対話を深めていきたいと考えております。

• ご清聴ありがとうございました。
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SONYはソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

各ソニー製品の商品名・サービス名はソニーグループ株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。
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将来に関する記述等についてのご注意
このスライドに記載されている、ソニーの現在の計画、⾒通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しです。将来の業績に関する⾒通しは、将来の営業活動や業
績、出来事・状況に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「⾒込み」、「想定」、「予測」、「予想」、「⽬的」、「意図」、「可能性」やその類義語を⽤いたものには限定されません。⼝頭
⼜は書⾯による⾒通し情報は、広く⼀般に開⽰される他の媒体にも度々含まれる可能性があります。これらの情報は、現在⼊⼿可能な情報から得られたソニーの経営陣の仮定、決定ならびに判断にも
とづいています。実際の業績は、多くの重要なリスクや不確実な要素により、これら業績⾒通しと⼤きく異なる結果となりうるため、これら業績⾒通しのみに全⾯的に依拠することは控えるようお願いします。
なお、2021年度の連結財務諸表及び通期の連結業績の⾒通しは、国際財務報告基準（IFRS）にもとづき作成していますので、ご留意ください。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にか
かわらず、常にソニーが将来の⾒通しを⾒直して改訂するとは限りません。ソニーはそのような義務を負いません。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

（１） ソニーが製品品質を維持し、その製品及びサービスについて顧客満⾜を維持できること
（２）激しい価格競争、継続的な新製品や新サービスの導⼊、急速な技術⾰新、ならびに主観的で変わりやすい顧客嗜好などを特徴とする激しい市場競争の中で、⼗分なコスト削減

を達成しつつ顧客に受け⼊れられる製品やサービス（イメージセンサー、ゲーム及びネットワークのプラットフォーム、スマートフォンならびにテレビを含む）をソニーが設計・開発し続けていく
能⼒

（３） ソニーがハードウェア、ソフトウェア及びコンテンツの融合戦略を成功させられること、新しい技術や配信プラットフォームを考慮に⼊れた販売戦略を⽴案し遂⾏できること
（４） ソニーと他社との買収、合弁、投資、資本的⽀出、構造改⾰その他戦略的施策の成否を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）ソニーの戦略及びその実⾏の効果
（５） ソニーや外部の供給業者、サービスプロバイダやビジネスパートナーが事業を営む市場における法規制及び政策の変化（課税、及び消費者の関⼼が⾼まっている企業の社会的責任に

関連するものを含む）
（６） ソニーが継続的に、⼤きな成⻑可能性を持つ製品、サービス、及び市場動向を⾒極め、研究開発に⼗分な資源を投⼊し、投資及び資本的⽀出の優先順位を正しくつけて⾏い、

技術開発や⽣産能⼒のために必要なものも含め、これらの投資及び資本的⽀出を回収することができること
（７） ソニーの製品及びサービスに使⽤される部品、ソフトウェア、ネットワークサービス等の調達、ソニーの製品の製造、マーケティング及び販売、ならびにその他ソニーの各種事業活動における

外部ビジネスパートナーへの依存
（８） ソニーの事業領域を取り巻くグローバルな経済・政治情勢、特に消費動向
（９）国際⾦融市場における深刻かつ不安定な混乱状況や格付け低下の状況下においても、ソニーが事業運営及び流動性の必要条件を充⾜させられること
（10）ソニーが、需要を予測し、適切な調達及び在庫管理ができること
（11）為替レート、特にソニーが極めて⼤きな売上や⽣産コストを計上し、⼜は資産・負債及び業績を表⽰する際に使⽤する⽶ドル、ユーロ⼜はその他の通貨と円との為替レート
（12）ソニーが、⾼い能⼒を持った⼈材を採⽤、確保できるとともに、それらの⼈材と良好な関係を維持できること
（13）ソニーが、知的財産の不正利⽤や窃取を防⽌し、知的財産に関するライセンス取得や更新を⾏い、第三者が保有する知的財産をソニーの製品やサービスが侵害しているという主張か

ら防御できること
（14）⾦利の変動及び⽇本の株式市場における好ましくない状況や動向（市場の変動⼜はボラティリティを含む）が⾦融分野の収⼊及び営業利益に与える悪影響
（15）⽣命保険など⾦融商品における顧客需要の変化、及び⾦融分野における適切なアセット・ライアビリティー・マネージメント遂⾏の成否
（16）⼤規模な災害、感染症などに関するリスク
（17）ソニーあるいは外部のサービスプロバイダやビジネスパートナーがサイバーセキュリティに関するリスク（ソニーのビジネス情報や従業員や顧客の個⼈を特定できる情報への不正なアクセスや

事業活動の混乱、財務上の損失の発⽣を含む）を予測・管理できること
（18）係争中⼜は将来発⽣しうる法的⼿続き⼜は⾏政⼿続きの結果

ただし、業績に不利な影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。新型コロナウイルス感染拡⼤は、上記のリスク及び不確実な要素の多くに悪影響を与える可能性があります。重要な
リスク及び不確実な要素については、ソニーの最新の有価証券報告書（その後に提出される四半期報告書を含む）⼜は⽶国証券取引委員会に提出された最新の年次報告書（Form 20-F）も
合わせてご参照ください
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