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・皆様、こんにちは。神戸でございます。
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本⽇のアジェンダ

・経営⽅針「持続的な社会価値と⾼収益の創出を⽬指す」

・創業者理念とサステナビリティに関する基本的な考え⽅

・環境（E) 再⽣可能エネルギー導⼊加速の取り組み

・社会（S） 次世代のための取り組み

・ガバナンス（G）

・本日はこちらの内容で、30分程、ソニーの「持続的な社会価値の創出に向けた取り組
み」についてご説明します。どうぞよろしくお願いいたします。
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経営⽅針（2018/5/22発表)

・こちらは、5月に開催した経営方針説明会において、社長の吉田がスピーチの最後に
示したチャートです。

・ソニーが、より「人に近づく」ことで感動を生み出し、長期視点で持続的な社会価値と
高収益を創出する企業となるよう取り組むことを経営方針として述べました。
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ソニーが⻑期視点で⽣み出す社会価値

感動

・ソニーがもたらす最大の社会価値は、ユーザーとクリエイターを結び付け、共通の興
味や感動体験を共有する人々のコミュニティ「Community of Interest」を創ることで、
人々の心を豊かにすることです。

・同時に、ソニーの事業は、人々が平和で安心して暮らせる地球環境や人間社会が
あってはじめて成り立つという認識のもと、環境や人権に対する取り組みを、サプライ
チェーン全体に亘り継続しています。

・また、来るべき自動運転時代において、ソニーはイメージングとセンシング技術により、
モビリティの安全、そして環境負荷の低減へ貢献すべく、事業の育成に取り組んでいま
す。

・加えて、広義な意味での教育の領域においても、社会に貢献していくことを目指して
います。
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創業者理念

設⽴趣意書

・ソニーの創業者は、70年以上前に「日本の戦後の復興に寄与し、社会にとって意味

のある会社になる」という理念のもとこの会社を設立し、以来革新的な製品や事業を通
じて、新しい文化やライフスタイルの創造に寄与してきました。
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サステナビリティに関する基本的な考え⽅
「イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な
社会の発展に貢献することが、 ソニーの企業としての社会的責任の基本をなすものです。
私たちソニー社員は、ソニーの事業活動が、 株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパート
ナー、地域社会、その他機関などのソニーのステークホルダーに与える影響に⼗分配慮し
て⾏動します。」（ソニーグループ⾏動規範より）

・また現在のソニーグループの行動規範には、「イノベーションと健全な事業活動を通じ
て企業価値の向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献することが、ソニーの企業
としての社会に対する責任である」と明記しており、この創業者理念と基本方針が、当
社のサステナビリティに関する基本的な考え方です。
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ソニーのCSR

・多様性の尊重（事業のダイバーシティ、世界中で活躍する多様な⼈材）
・イノベーション
・ステークホルダーとの対話と連携

・ソニーのCSRは、当社が長い期間をかけて育んできた3つの要素を基盤として成り立っ
ています。
一つ目が、多様性‐ダイバーシティ、の尊重
二つ目がイノベーション、そして
三つ目がステークホルダーとの対話と連携、です。

・ソニーは、エレクトロニクス、エンタテインメント、金融を中心とする多様な事業を、全
世界約12万人の社員が地球規模で営み、世界中のお客様に感動をもたらすことを目
指しています。

・このような事業及び人材の多様性は、イノベーション、そして競争力の源泉であり、ソ
ニーグループにおいては多様性を尊重し、受け入れる文化が自然と醸成されてきたと
考えています。

・また、当社の事業は、多くの株主や投資家の皆様、事業パートナー、地域社会、そし
て世界中のお客様にも支えられており、ステークホルダーとの対話が大変重要である
という認識のもと経営を行ってまいりました。
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SDGs（持続可能な開発⽬標）への貢献
SDGsへの貢献に取り組むため、サプライチェーンを含むビジネスとの関連性を整理

イノベーションと健全な事業活動を通じて
社会に貢献することを⽬指す

「9．産業と技術⾰新の基盤をつくろう」を
最も関連性の⾼い⽬標と認識。
また、以下の観点でその他関連性の⾼い⽬標
を整理。

• 事業活動の過程で貢献:
⽬標3、5、8、17

• 事業活動の過程で影響を管理:
⽬標5、8、12、13

• 事業と連携して貢献:
⽬標4、5、9、17

・2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」SDGsについても、グローバル企

業としてその重要性を認識しており、当社のビジネスと関連性の高い項目を整理しまし
た。

・ソニーはイノベーションを通して社会に貢献することを目指しており、最も関連性が高
いのは、目標9「産業と技術革新の基盤を作ろう」、であると認識しています。
・また、17の目標それぞれを検証し、ソニーが事業活動そのもので貢献できる目標、事

業オペレーションの過程で生じうるネガティブなインパクトを最小限に管理する目標、社
会貢献活動等、事業と連携して貢献していく目標、の3項目に整理しています。
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ESGの捉え⽅

強固なガバナンス（G）を基盤として、事業活動及び環境（E）、
社会（S）に関わる取り組みを推進し、⻑期的な企業価値向上を⽬指す

強固なガバナンス（G）

持続可能な社会の構築に
向けた環境保全（E）

ステークホルダーと社会に
与える影響への配慮（S）

多様な事業の展開

・昨今、企業のESG側面への注目が高まっていますが、当社は、中長期的な企業価値

向上を目指した経営を推進するため、強固なガバナンスを基盤として、事業活動及び
環境、社会に関わる取り組みを推進しています。
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Environment / 環境

・それでは、まず「環境」からご説明させていただきます。
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ソニーの環境計画「Road to Zero」
• 2050年に「環境負荷ゼロ」を達成することを⽬的とした計画
• 達成年（2050年）からバックキャスティング（逆算）で５年毎の中期⽬標を策定
• 現在の中期⽬標は2020年度を達成年とした「Green Management 2020」
• 気候変動に関する⽬標は、⽇本企業として初めて「Science-Based Target」として認定*

*企業の排出量削減⽬標が、パリ協定の「2℃⽬標」と合致していることを認定する
Science-Based Targets Initiativeにより2015年10⽉に認定

・環境に関する取り組みの基盤となっているのは、2050年までにソニーグループの事
業活動及び製品のライフサイクルを通じた「環境負荷」をゼロにする、という目標です。
・「Road to Zero」と名付けたこの長期の環境計画は、2010年に策定しており、その後は
2050年の目標実現に向けてどのような取り組みをすべきかを、バックキャスティングの
考え方で5年毎の中期目標に落とし込み、活動を行っています。
・現在は2020年度を達成年とした環境中期目標「Green Management 2020」を進めてい
ます。この中の気候変動に関する目標については、パリ協定の2度目標、即ち世界の
平均気温の上昇幅を、今世紀末時点で産業革命前から2度未満に抑えるという世界共
通の長期目標に合致した目標であるとして、日本企業において初めて「Science Based 
Target」に認定されました。
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社会価値創出と環境配慮の両⽴

• 半導体事業を通じた社会価値の創出
→ イメージングとセンシング技術による環境負荷低減やモビリティの安全への貢献

• 事業活動に伴う温室効果ガス排出量の管理
→省エネ施策の着実な実施、再⽣可能エネルギーの導⼊加速により対応

・ソニーグループの事業活動の中で最も温室効果ガスの排出量が大きいのが、大規模
な生産工程を擁する、CMOSイメージセンサーを中心とした半導体事業です。
・5月の経営方針説明会において、社長の吉田は「CMOSイメージセンサーの領域で、イ
メージングNo.1を維持し、センシングでもグローバルNo.1を目指す」という目標を掲げま
した。またソニーの2020年代における社会への貢献の柱としては、「イメージングとセン
シング技術により自動運転時代の安全への貢献」を掲げています。
・この方針を実現するため、2020年度までの中期経営計画の期間中、CMOSイメージセ
ンサー事業には、ソニーグループとして最も大きな設備投資を行う計画です。

・自動運転時代の到来は、環境負荷の低減にも寄与することが期待されています。車
載CMOSイメージセンサー事業を拡大し、社会全体の環境負荷の低減やモビリティの安

全への貢献をはじめとする社会への価値を創出する一方で、その事業運営そのもの
に伴う環境負荷を削減するための施策にも取り組んでまいります。

・生産事業所における省エネ施策を着実に実施することに加え、今後、再生可能エネ
ルギーの導入を加速していく計画です。
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RE100※への加盟:
環境負荷ゼロに向けた再⽣可能エネルギー導⼊の加速

• ソニーのRE100⽬標︓
全世界の⾃社オペレーションで使⽤する電⼒を
2040年度までに100％ 再⽣可能エネルギーにする

• 他企業・団体とも協⼒し、再⽣可能エネルギー市場拡⼤を呼びかけていく

※RE100︓事業運営に使⽤する電⼒を100%再⽣可能エネルギーで調達することを⽬標に掲げる企業が参加するイニシアチブ

・このような考えのもと、本日、ソニーは「RE100」（アール・イー・100）に加盟し、2040年
度までに、全世界の自社オペレーションで使用する電力の100％を再生可能エネル
ギーとする、という目標を発表いたしました。
・「RE100」は、事業運営に使用する電力を100％再生可能エネルギー、通称再エネで調
達することを目標に掲げる企業が参加するイニシアティブです。全世界で140社が加盟

していますが、イメージセンサーのリーディングカンパニーであり、その生産拠点の多く
を日本に有するソニーの加盟は大きな意義があると、「RE100」からも期待を寄せられて
おります。

・現在日本においては、欧米と比較して、再エネ電力の調達コストが非常に高く、数倍
から数十倍に及ぶのが現状です。このような課題がある中で、当社がRE100に加盟し、
再エネ100％をコミットすることで、日本の再エネ市場の拡大や低コスト化の一助にもな
れば幸いと考えています。
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RE100達成への道筋
再エネ電⼒⽐率

〜2030年度
・⽇・⽶・中で導⼊拡⼤
・他地域での導⼊推進

30%

• 省エネ活動の継続実施
• ⾃社拠点への太陽光発電設備の導⼊
• 国内⾃社拠点間での電⼒融通など新しい仕組みの導⼊検討

2030年度〜
⽇本での導⼊加速

2020年度 2030年度 2040年度

100％

80％

60％

40％

20％

・こちらが100％再エネ導入を達成するために描いている道筋です。
・2017年度のソニーグループ合計の再エネ導入量は約5%でした。これを2030年度に
30％、2040年度に100％にしていくため、まず継続して実施していくのが省エネ活動で
す。可能な限り使用エネルギーの効率化を図ります。
・その上で、2030年度までの期間は、現時点で100％再エネを達成している欧州に加え
て、日本、北米、中国において再エネ使用量の拡大を図っていきます。
・2030年度以降は特に日本での導入を加速する計画です。

・そのための施策として、自社拠点への太陽光発電設備の導入に加え、導入した太陽
光発電による再エネを自社拠点間で融通しあうなど、新しい再エネ活用の仕組みも現
在検討しているところです。
・また2032年度以降は、日本において固定買取制度の対象外となった再エネが、豊富
に市場に出てくることも想定しております。
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国内⾃社拠点間での電⼒融通の仕組み

⾃⼰託送制度を活⽤した再⽣可能エネルギーの導⼊可能性を検討

⾃家発電設備を設置する会社が、その発電設備
による電気を「送配電ネットワーク」経由で
同会社の別拠点に送電する

発電した再エネを⾃社拠点間で融通することを
⽬指す

太陽光発電所

送配電
ネットワーク

実現に向けて関係する電⼒会社や拠点等と協議中

A拠点

B拠点 C拠点

・ここで、まだ検討段階ではありますが、国内自社拠点間での電力融通の仕組みに関
する構想の一部を紹介します。

・再エネは、発電の仕方によっては供給に不安定な面があります。また、発電量と発電
した拠点での需要量は必ずしも一致しない場合もあります。

・そこで当社は、自家発電設備を設置する会社が、その発電設備による電気を同じ会
社の別拠点に送電できるという「自己託送制度」を利用して自家発電した再エネを余す
ことなく使用することを構想しています。

・再生可能エネルギーを自己託送するのは、新しくユニークな取組みだと認識していま
す。

・この制度を実現するためには、社内の給電システムを送配電ネットワークに接続する
ことが必要となるため、現在、関係する電力会社や拠点等と協議を進めています。
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ソニーの再⽣可能エネルギー導⼊の取り組み

○2000年度 グリーン電⼒証書システム創設に参加
⽇本最⼤規模の証書導⼊企業に

○2008年度 欧州⾃社オペレーションで再エネ100%化達成

○2040年度⽬標
⾃社オペレーション 再エネ電⼒100%

○2015年度 Green Management 2020 策定
再エネ導⼊によるCO2削減貢献量30万トン⽬標設定

○2030年度⽬標
⾃社オペレーション 再エネ電⼒30%

○2050年 「環境負荷ゼロ」

2018年9⽉ RE100加盟

・当社は、2000年に「グリーン電力証書システム」の創設に参加して以降、再エネ導入
に積極的に取り組んでまいりましたが、2050年までに「環境負荷ゼロ」を実現するため
には、2040年度には自社で使用する電力を100％再エネとする必要があり、それに向

けて今の段階からマイルストーンを明確にし、取り組みを加速していくことは大変重要
であると考えています。
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Social / 社会

・続いて「社会」の分野における取り組みをご説明します。

・本日は数ある話題の中から、人権と次世代を担う子どもたちの育成の取り組みを中
心にお話させて頂きます。

17
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社会（ソーシャル）に関する取り組み

事業活動、製品、サービス、ビジネス上の関係における全ての⼈権の尊重
⼈権の尊重、イノベーションの源泉となる多様性

2017年度︓事業に関わる⼈権リスク分析を実施
・継続的な課題︓ サプライチェーンにおける雇⽤、労働に関わる課題
・新たな課題︓ AI等の新しい技術に関わる課題

・ソニーは、事業活動を行う中で様々なステークホルダーの皆さまと関わりを持っており、
すべての人の人権の尊重はソニーが企業活動を行う上での大原則です。

・またイノベーションの源泉となるダイバーシティの尊重は、人材に関わる取り組みの
他にも、製品・サービスを全ての人にとって使いやすくすることを目指すアクセシビリ
ティの推進などにも繋がっています。
・国際的にもステークホルダーの関心が高い「人権」については、2017年度に、ソニー

グループ全体の事業活動及びサプライチェーンの中で、どのような潜在的なリスクがあ
るかを見る、人権リスク分析を実施しました。当社の事業の中では、エレクトロニクス製
品のサプライチェーンにおける労働環境に関わるリスクが相対的に高いと分析してい
ますが、AIなど新たな技術と人権との関わりについても、昨今関心が高まっておおり、
今後より重要になってくると認識しています。ソニーとしても、AI領域における先端的企
業や研究者、NGO等から成る国際的な非営利団体、「パートナーシップ・オン・AI」に日

本企業として初めて参画するなど、社内外の関係者の方々との対話を通じて、この課
題への取り組みを進めています。
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サプライチェーンマネジメント︓
・2004年にResponsible Business Alliance（RBA、旧称EICC）の設⽴に参画
・⾃社エレクトロニクス製造事業所及びサプライヤーの製造プロセスにRBA⾏動規範を適⽤する

「ソニーサプライチェーン⾏動規範」を制定
リスクに応じ、セルフアセスメント 、訪問調査、または第三者監査など継続的なアセスメントを実施

責任ある原材料調達︓
・⽶国法対応として、対象4鉱物に関する使⽤状況調査を継続的に実施し、⽶国証券取引委員会（SEC）に報告書を提出
・RBA、Responsible Minerals Initiative (RMI）のメンバー企業として、業界活動や、官⺠連携アライアンスに参画
・2017年「ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン⽅針」を制定
・コバルト採掘に関わる児童労働問題等、新たな課題への対応を強化

責任あるサプライチェーン

サプライチェーン
の概念図

・サプライチェーンにおける人権については、昨今、一次調達先だけでなく、直接の取
引関係のない二次、三次調達先まで遡って労働環境などの確認を求められるケース
が増えていますが、当社はグローバル企業として、早くからこの課題に取り組んでいま
す。また、業界を超えたアライアンスにも積極的に参加し、1社だけでは解決することが
困難な課題にも効果的に対処する努力を継続しています。
・最近では、エレクトロニクス、自動車、IoTテクノロジー企業などグローバルで120を超
える企業が加盟するResponsible Business Allianceという団体を活用して活動を推進し

ており、業界共通のサプライチェーン行動規範を用いてサプライチェーン上の労働、環
境、人権などに関する管理を行っています。

・また製品に含まれる鉱物に関しては別途方針を設け、米国法で規制されている紛争
鉱物に加え、自主的にコバルトを管理対象鉱物に指定し、サプライチェーン管理を進め
ています。
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1959年
⼩学校の理科教育の
助成を開始

ソニー創業者
故・井深⼤

技術者がその技能を最⼤限に発揮できる
“⾃由闊達にして愉快なる理想⼯場“を建設し、
技術を通じて⽇本の⽂化に貢献すること、
そして国⺠科学知識の実際的啓発を
会社設⽴の⽬的のひとつに位置づけた。

1972年
ソニー教育財団を設⽴

1946年 ソニー設⽴

2014年〜 教育事業
ロボット・プログラミング
学習キット「KOOVTM」

ミュージアム ワークショップ

科学教育プログラムの展開

IoTプログラミング
キット「MESHTM」

⼦どもたちの好奇⼼と創造性を育む

次世代のための取り組み

未来のエンジニアを育てる

・次に、次世代を担う子どもたちをサポートするソニーの取り組みについて紹介します。

・子どもたちは、未来を創る人材であり、その子どもたちの好奇心や創造性を育む教育
は、持続可能な社会の発展のための重要な要素だと考えています。

・ソニーの設立趣意書には「国民科学知識の実際的啓発」が会社設立の目的のひとつ
として記されていますが、ソニーは長年にわたり、理科、科学教育の支援活動を行って
きており、ソニー教育財団は設立45年を迎えました。
・現在も「For the Next Generation」を方針として、様々な国や地域で科学教育プログラ
ムを展開しており、年間約27万人の子どもたちに体験型の科学学習を提供しています。
・また近年は、ロボット・プログラミング学習キット「KOOV」やIoTプログラミングキット
「MESH」などを事業展開し、未来のエンジニアを育てる教育ツールを提供しています。
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「感動体験プログラム」

〜創造性や好奇⼼を育む「感動体験プログラム」の提供開始〜
⼦どもの「教育格差」の縮⼩に向けた取り組み

・そして、これまで行ってきた教育支援を、「子どもの教育格差」という社会課題への取
り組みに発展させたいと考え、新たな取組みとして「感動体験プログラム」を今月より開
始いたします。

21
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教育格差
・

体験機会の差

⼦どもの「教育格差」

社会課題への新しいアプローチ

⼦どもの貧困

地⽅や離島 学校外の時間

家庭/学校環境
７⼈に１⼈の⼦どもが

相対的貧困※

⼤都市に⽐べて
多様な機会の不⾜

放課後や休⽇における
教育や体験に⼤きな差

児童虐待や育児放棄
不登校・いじめ

様々な社会背景により
教育格差・体験機会の差が⽣じている

※厚⽣労働省「平成28年国⺠⽣活基礎調査」より

・いま日本では、7人に1人といわれる子どもの貧困、家庭や学校環境、居住地域の違
いなど、様々な社会背景により教育格差が広がっています。

・基礎学力を身につける学習機会だけでなく、創造性や好奇心を育むため体験機会の
差も生じています。

・ソニーは、そのような子どもたちにも、体験の機会を届けることで、教育格差の縮小に
貢献していきたいと考えています。
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「プロフェッショナルを
全ての学校に」(⼀般社団法⼈)

 学校外教育として教育格差が
⽣じやすい⼩学校の放課後

パートナー 展開場所

 都市部との体験機会の差がある
地⽅や離島の⼩学校

 経済的困難な⼦どもを含む
地域の⼈々が集う⼦ども⾷堂

「感動体験プログラム」開始
次世代を担う⼦どもたちへ「感動体験」の機会を提供し、未来をつくる⼒を育む

※STEAM: Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(⼯学)、Art(芸術)、Math(数学)

「⼦ども⾷堂」運営主体

内容︓ソニーのアセットを活⽤したSTEAM領域のコンテンツ

対象︓NPO等とのパートナーシップにより、体験機会が⼗分ではない⼦どもにも届ける

・具体的には、製品やコンテンツ、技術など、ソニーグループの様々なアセットの活用と、
NPO等の外部団体とのパートナーシップを通じて、体験機会が十分でない子どもたち
へ、多様な感動体験を提供していきます。

・「感動体験プログラム」の内容としては、これまでの科学教育にくわえ、最新技術やコ
ンテンツを活用した科学、技術、工学、芸術、数学、いわゆるSTEAMの要素が含まれま
す。
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つくろう 旅しよう 描こう 踊ろう

MESHで⼼を動かす
装置をつくろう

VRでワープ︕
世界を冒険しよう

アニメ制作
セミナー

キッズ
ミュージカル

スケジュール︓ 2018年9⽉より開始

学校外教育として教育格差・体験機会の差が⽣じやすい⼩学校の放課後の時間に、
プログラミング、VR技術、アニメ、ミュージカルなど、「感動体験プログラム」を提供

学ぼう

サイエンス
ショー

事例:「放課後ＮＰＯアフタースクール」とのパートナーシップ

展開場所︓ 関東圏の公⽴⼩学校のアフタースクール (2019年度以降は実施エリア拡⼤予定)

・事例として、「放課後NPOアフタースクール」とのパートナーシップを紹介します。
・小学校低学年の場合、学校で過ごす時間は年平均1200時間であるのに対し、放課
後や長期休暇などの学校外の時間は平均1600時間あり、学校外の時間をどう過ごす
かが「教育格差」となり、子どもたちの成長に大きな影響を与えるといわれています。
・そこでソニーは、小学校の放課後にアフタースクールを運営する「放課後NPOアフター
スクール」と連携し、「MESH」を使ったプログラミング体験、VR空間で異文化を体験する

ワークショップ、ソニーミュージックのノウハウを活用したアニメ制作セミナーやキッズ
ミュージカル体験など、放課後の「感動体験プログラム」を提供していきます。

・今後、展開場所を増やし、小学校の放課後以外でもプログラムを提供していくとともに、
内容についてもグループの多様なアセットを活用して一層の充実を図ってまいります。
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Governance / ガバナンス

・最後に、ソニーの「ガバナンス」の特徴について説明させて頂きます。

・ガバナンスは、ソニーが中長期的な企業価値向上を目指した経営を推進するための
基盤、つまり経営のインフラですので、具体的な取り組みを中心にお話してきた環境や
社会と少しタイプが異なった話になります。

・ガバナンスの基本的な仕組みは、会社法に規定されていますが、創業後比較的早い
時期から多様な事業をグローバルに展開してきたソニーにとっては、日本の法律への
準拠だけでは不十分であり、長年、独自の工夫や試行錯誤を繰り返し、ガバナンスの
強化に努めてまいりました。
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事業領域の拡⼤と資⾦調達の多様化に伴うガバナンスの進化

1946 創業

1959 東京証券取引所 上場
1960 ⽶国Sony Corporation of America 設⽴

1961 ⽶国預託証券（ADR） 発⾏（※）、US-GAAPベースの連結決算 導⼊（※）

1968 国内⾳楽事業 参⼊ 1970 ニューヨーク証券取引所 上場（※）、四半期決算 導⼊

1979 ⽣命保険事業 参⼊

1989 映画事業 参⼊
1988 海外⾳楽事業 参⼊

1993 ゲーム事業 参⼊ 1997 執⾏役員制 導⼊（※）

1998 損害保険事業 参⼊
2001 銀⾏事業 参⼊

2003 委員会等設置会社 移⾏（※）

2004 ⾦融持株会社 設⽴ （2007年上場） 2005 取締役会の過半数を
社外取締役に

2013 ネットワーク事業⼦会社の完全⼦会社化、医療機器事業への参⼊ 2015 分社化
の推進

※⽇本企業として初

1998 報酬、指名委員会 （任意）設置

1971 社外取締役 選任開始

・こちらは、ソニーのガバナンス体制の進化を時系列で示したチャートです。

・矢印の上側には事業領域の変化を、下側にはガバナンスや資本市場との関わりの
変化を示しています。
・1970年に日本企業で初めてニューヨーク証券取引所へ上場したことをきっかけに、社

外取締役の選任を開始し、生命保険や音楽、映画、ゲーム事業への参入を経て「執行
役員制度」を導入するなど、日本企業としては、さきがけとなる取組みを続けてまいり
ました。

・その後も、委員会等設置会社、現在の指名委員会等設置会社への移行や、取締役
会の過半数を社外取締役とする、また、分社化の実施とそれに伴う役員体制の変更な
ど、継続的にガバナンスの強化に取り組んでまいりました。

・事業領域の拡大とグローバル化、そして資金調達の多様化といった経営の変化に伴
い、株主をはじめ多様なステークホルダーの皆様の期待に応えるべく、意思をもって、
変革してきたものと言えます。
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ソニーのガバナンスに関する３つの基本的な考え⽅

株主視点での
企業価値の向上

取締役会と経営陣の
適切な相互関係/作⽤ 継続的な実効性の向上

・ソニーのガバナンスに関する基本的な考え方は次の3つです。

・まず、中長期的な企業価値の向上に資すること、取締役会と経営陣の適切なチェック
＆バランスを構築すること、そして、その実効性について継続的なレビューと改善を行
うことです。

・特に二点目と三点目について、取締役会と経営陣は、経営の目的とそれぞれの役割
を共有した上で、協調すべきところは協調し、規律を効かせるべきところは規律を効か
せる。オープンでありつつもバランスのとれた関係が維持されるよう、工夫しています。
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重視すべきテーマとその施策

経営の
健全性と透明性

⇒監督と執⾏の
分離

経営のスピード
⇒ 権限委譲

指名委員会等設置会社制度を採⽤

取締役会において、12名中10名が社外/⾮業務執⾏取締役

取締役会議⻑及び各委員会議⻑は社外取締役が務める

社外取締役に対して独⾃の独⽴性要件と再任回数制限
（最⻑任期︓9年）を設けている

取締役会は経営の基本⽅針を決定する権限を有しつつ、
業務執⾏に関しては経営陣に対して⼤幅に権限委譲

・この３つの基本的な考え方を踏まえて、現在は、特に2つのテーマを重視した制度設

計を行っています。一つ目は経営の健全性と透明性の確保、これは主には監督と執行
の分離と置き換えることが出来ます。二つ目が経営のスピードの確保、こちらは取締役
会から経営陣への権限委譲となります。

・ソニーのガバナンスは、基本的な仕組みとして「指名委員会等設置会社」制度を採用
し、社外取締役を中心とした取締役会の監督のもと、経営は、CEOを中心とした経営陣
に委嘱されています。

・この監督と執行の分離と権限委譲について、主にこちらのスライドにあるような制度を
設けています。

・取締役会は、経営陣に成長戦略や経営計画を策定させ、それらを株主の代表として
吟味し、承認する、その上で、戦略や計画の進捗をチェックし、問題があれば是正させ、
さらには結果を踏まえて適切に人事権を行使する、という監督機関としての役割を果た
しています。また、個別案件については、責任を明確にした上で経営陣に大幅に権限
委譲することにより、経営のスピードも確保するよう努めています。
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取締役会における資質・スキル （社外／⾮業務執⾏取締役）

政府機関

エンジニアリング/テクノロジー

財務／経理

リスクマネジメント

多様性（性別/国籍）

CEO・経営トップ

関連業界／事業

グローバルビジネス 10
9

6

4

4

4

2

2

・現在、取締役12名のうち、10名が社外取締役或いは非業務執行取締役であります。
・最近、日本では社長やCEOのサクセション・プランがガバナンスにおける重要テーマと

して取り上げられていますが、ソニーでは、同様に、経営陣の監督と人事を担う社外取
締役の選任も、大変大事なテーマです。

・ご覧のとおり、当社の取締役は、グローバルな業務経験を重視し、かつ、財務・会計
や渉外、関連事業領域の経験もバランスよく確保することを意識し、選任されています。
そして、「経営に対する監督」という役割に照らして、経営者やリーダーシップ経験を比
較的重視しています。

29
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最近の取締役会の実効性とガバナンス強化に向けた取り組み

 取締役会構成の多様化
 取締役会によるサイバーセキュリティリスク管理のモニタリング
 取締役ワークショップでの中⻑期事業戦略に関する検討・議論
 ⼤型投資・M&A案件に関する実施後の継続的な投資効果・リターンの

取締役会における検証

 サクセッションプランの指名委員会によるモニタリング
 報酬体系の変更（譲渡制限付株式報酬制度の導⼊など）
 分社化の推進

・また、先ほどお話ししたように、ガバナンスの実効性向上には継続的に取り組んでい
ます。

・その一環として毎年第三者機関による実効性評価を行っていますが、その評価結果
なども踏まえて、近年では、主にこちらに記載のような新たな取り組みを実施していま
す。

・引き続き、中長期的な企業価値向上を目指した経営を推進するための重要なインフ
ラとして、ガバナンスの強化に努めてまいります。
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ソニーが⻑期視点で⽣み出す社会価値

感動

・ここまで、ソニーの環境、社会、ガバナンスに関わる主だった取り組みについて説明
致しました。

・「社会にとって意味のある会社になる」という創業者の理念のもと生まれたソニーは、
我々の製品や事業を通じて、多くの人達に感動を提供し、人々の心を豊かにするとい
う社会価値を創出してまいりました。そして、私たちのビジネスは、人々が平和で安心
して暮らせる地球環境や人間社会があってはじめて成り立つ、という認識のもと、環境
や人権に対する取り組みを自社のみならず、サプライチェーン全体に拡げるべく努力し
てきました。

・これからも「人に近づく」という経営の方向性のもと、高収益を持続させるとともに、こ
れらの取組みを中長期的な社会価値創出の基盤として、長期視点の経営を通じて、持
続可能な社会への貢献をめざして参ります。
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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。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。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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