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サステナビリティ経営の浸透

2022年9月15日

ソニーグループ株式会社
専務

神戸司郎

• 皆さま、こんにちは。神戸でございます。

• ESG・サステナビリティに関する説明会は、吉田が社長に就任した2018年に第１回
を開催して以降、今年で５回目となります。冒頭に吉田からありましたように、多
様な「学び」を大切にする中で、ステークホルダーの皆さまからの「学び」も重要
と考えており、継続して説明会を開催しています。

• 今回は、特に、人材に関する取り組み、そして、気候変動に関する取り組みを中心
にお話しします。また、社会や技術の変化に伴い新たに生じる社会課題への取り組
みとして、近年特に重要となっているAI倫理に関する取り組みについてもご紹介し
ます。
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• ソニーには多様な事業があり、事業ごとにサステナビリティに関する課題も異
なります。グループ全体で重要となる課題を明確にした上で、各事業がそれぞ
れの特性を生かし、関係する課題に取り組んでいます。

• 今年５月に開催した事業説明会においても、各事業トップからそれぞれが注力
しているサステナビリティへの取り組みを紹介しました。

• また、上級役員の報酬の一部にサステナビリティ評価指標を導入したことに加
え、事業ごとにKPIを設定し、業績評価にも組み込んでいます。

• 取締役会においても、サステナビリティは重要テーマと位置づけており、四半
期に一度、課題や活動を報告し、定期的にレビューを受けています。
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多様な事業の
サステナビリティ
の取り組み

Game & Network 
Services

Music 

Pictures

Financial 
Services

Entertainment, 
Technology & 
Services

Imaging & 
Sensing 
Solutions

DE&I
アクセシビリティ
ハードウェアとネット
ワークサービスでの
環境対応

DE&Iと社会正義
アーティスト・
クリエイター支援

コンテンツや人材
の多様性

映画製作における
環境負荷削減

 IPを活用した
環境啓発活動

製品ライフサイクルで
の環境対応

アクセシビリティ
DE&I 

半導体製造プロセス
の環境負荷削減

製品による環境貢献

気候変動問題への
対応

 ESG投資の推進
DE&I （アクセシビリ
ティを含む）



ソ ニーグループのマテリ アリ ティ

Step1 Step2 Step3

マテリ アリ ティ 項目の

抽出・ 整理

自社視点および

ステーク ホルダー

視点での評価

最も 重要な

マテリ アリ ティ 項目

の特定

AI倫理

情報セキュ リ ティ

プラ イ バシー

サーキュ ラ ーエコ ノ ミ ー

など

中長期的な社会の変化および多様なステーク ホルダーのニーズを踏まえた、
ソ ニーの価値創造に影響を与えるサステナビリ ティ に関する重要項目

人権の
尊重

サステナビリ
ティ に貢献する

技術

ダイ バーシティ 、
エク イ ティ ＆

イ ンク ルージョ ン

気候変動

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
視
点
で
の
重
要
性

自社視点での重要性

■最も重要
■重要高

高

ソ ニーグループのマテリ アリ ティ 項目

• 一方で、サステナビリティに関する課題は、多岐にわたるとともに、社会や技
術の変化に伴い新しい課題も生じています。また、ソニー自身の事業の状況に
よって、重要度が変わることもあり得ます。サステナビリティへの取り組みを
進めるにあたっては、自社の視点、そしてステークホルダーの視点で、サステ
ナビリティ課題を定期的にレビューし、アップデートしていくことが重要と考
えています。いわゆるマテリアリティ分析です。

• ソニーが前回マテリアリティ分析を実施したのが2018年でした。この４年間で、
ソニーを取り巻く環境も大きく変化しました。気候変動による自然災害の多発、
新型コロナウイルス感染症の流行、人権リスクの拡大と社会の分断、新たな地
政学リスクの発生など。また、AI、センシングなど新しい技術がこうした社会
課題の解決に寄与する側面をもつ反面、従来は存在しなかった新たな社会課題
を生みだすことにもつながっています。
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• こうした変化を踏まえ、今年、ソニーグループ全社視点で改めてマテリ
アリティ分析を実施しました。

• 約６か月間かけて評価した結果、グループとして最も重要なマテリアリ
ティ項目を「気候変動」、「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルー
ジョン（DE&I）」、「人権の尊重」、「サステナビリティに貢献する
技術」の４つとしました。また、近年特に重要度が高まっている項目と
して、AI倫理、情報セキュリティ、プライバシー、サーキュラーエコノ
ミーといった項目が抽出されています。これらは、特にソニーが「テク
ノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパ
ニー」として、新しい感動空間を創出し、成長していくために、今後ま
すます重要になっていくと考えています。

• それでは、この後、最も重要なマテリアリティ項目の一つでもある、
「DE&I」を含む「人材」への取り組みについて、人事担当役員の安部
より話をします。
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多様な「個」の成長によるソニーの
持続的な成長の実現

2022年9月15日

ソニーグループ株式会社
専務

安部和志

• こんにちは、人事、総務を担当する安部でございます。
• 私から、ソニーグループを構成する一人ひとりの多様な個性を解放し、
その成長の支援を通して、ソニーの成長を実現する取り組みをご説明い
たします。
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8,100名

中国大陸・
香港地区

アジア・太平洋地域

その他地域

108,900名

事業別
人員構成比

ソニーグループを構成する約11万人の多様な「個」

地域別
人員構成比

［2022年3月31日現在］

ゲーム＆
ネットワークサービス

10,200名

10,800名
音楽

映画

エンタテインメント・
テクノロジー＆
サービス

40,200名

イメージング＆
センシング・
ソリューション

18,100名

金融

13,200名

その他

全社（共通）

55,100名
日本

米国
13,500名

欧州

12,300名

7,100名

17,300名

［2022年3月31日現在］

108,900名

6,000名

2,300名

3,600名

• ソニーの多様な事業は、約11万人の多様な社員によって支えられていま
す。地域別にみても約半分が日本以外となっており、こうした人材の多
様性こそ、ソニーが持続的な成長を実現していく上での大きな強みと捉
えています。
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多様な個の成長＝グループ全体の成長

• 突き詰めると、企業の成長は、多様な「個」の成長の総和であると考え
ています。

• 先ほどの吉田の言葉でも触れたとおり、企業が成長し続けるためには、
社員が意欲的に学び続け、成長を実現することが不可欠です。

• ソニーでは創業来、社員一人ひとりの考えや個性を尊重し、個の挑戦を
支援しています。その結果、社員自らが学ぶカルチャーが定着し、自律
的な成長を実現してきました。

• 個を尊重すると、それら多様な個性や想いを、経営戦略と整合を取るこ
とが困難となりますが、「成長」が、両者をつなぐ共通のアジェンダと
なると考えます。

• この成長を軸とする会社と社員の関係性を支え、守り、育み続けてきた、
もう一つのソニーの競争力と言える、企業文化、経営者の人材に対する
理念について、創業者の井深、盛田そして現CEOの吉田のメッセージを
ご覧下さい。
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• 吉田が語ったように、ソニーにおいて人は価値創造を支える最も重要な
基盤です。そして個性豊かで多様な11万人の社員を束ね、価値創造に向
けて同じベクトルで進んでいけるように定められたものが
「Purpose」です。
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Special You, Diverse Sony
Sony’s People Philosophy

• Purposeは社員との「約束」であり、明確に定義された役割に対し個
の成長の場をマッチングさせる「ジョブ型」雇用制度の本質は、社員と
の「対話」です。

• Purposeに共感し、価値創造に取り組む多様な個の挑戦を支援してい
く上で、人材に対する理念についても、わかりやすく再定義することが
必要と考え、”Special You, Diverse Sony”と整理しました。この言葉
には、異なる個性を持つ一人ひとりと、多様な個を受け入れるソニーと
がPurposeを中心に共に成長をする、というメッセージが込められて
います。
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多様な個を軸とする人事戦略

• この人材理念を実現していくための人事の取り組みを、「個を求む・伸
ばす・活かす」と整理し、それぞれに紐づく施策によって具体化すべく
取り組んでいます。
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多様性に富んだリーダーシップチームで人事戦略を推進

各事業
人事責任者

各事業で
最適な

人事施策を
立案・実行

人材理念
共通施策

G&NS SME SMP SMEJ Pictures ET&S FinanceI&SS

ソニーグループ
人事責任者

Special You, Diverse Sony
理念浸透、経営者サクセッション・次世代経営者育成
戦略的人材交流・エンゲージメント施策、 等

Develop

Engage

9名のうち女性4名・外国籍4名

Develop

Engage

Develop

Engage

Develop

Engage

Develop

Engage

Develop

Engage

Develop

Engage

Develop

Engage

Attract Attract Attract Attract Attract Attract Attract Attract

• ソニーグループを構成する多様な事業が、それぞれの特性を踏まえて成
長するためには、求められる人事施策も異なります。

• 事業に最も適した取り組みによって、個を「求め、伸ばし、活かす」支
援を、ご覧のような多様な人事のリーダーシップチームを構成して推進
しています。

• 異なる事業を束ねる共通の価値創造の基盤としてPurposeがあるのと
同様、人材理念を共通の軸として、次世代人材の育成や事業横断での人
材活用、エンゲージメント向上といった、グループの多様性から価値を
創造する施策については、グループ全体で取り組んでいます。その際、
基本とするのは、人材を「管理」するのでなく、解き放たれた個性を発
揮し、挑戦によって成長することを「支援」するアプローチです。

• これまでのソニーグループの人材に関する具体的な施策や進化の歩みと、
今後の注力テーマについてご紹介いたします。
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個を求む

社外経験を持つ多様な人材を重要ポジションに登用

SME

Pictures

Finance

HQ

Anthony 
Vinciquerra

Jon Platt

岡 昌志

樋田真

松岡直美

早川禎彦

氏名 現在の役職

上席事業役員 映画事業担当
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
会長兼 CEO

上席事業役員 音楽出版事業担当（グローバル）
ソニー・ミュージックパブリッシング
会長兼 CEO

上席事業役員
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

執行役員
CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー）

執行役員
経営企画管理担当、金融事業・エンタテインメント
領域補佐

執行役員
財務・IR担当

社外経験

メディア、エンタテインメント

音楽出版

金融、光学機器

コンサルティング、アパレル

金融

金融、精密機器

• こちらは、知や経験の多様性の活用の一例です。
• 社内人材の成長支援、活躍の場の提供だけでなく、各事業や本社機能の
中枢を担う責任者に、社外で豊富な経験をもつ人材を登用しています。
社外で得た優れた知見、経験と、高い専門性を有する人材が加わること
で、新たな視点による気づきと学び、組織における創発を活発化させ、
激しい経営環境の変化にも対応し、進化し続けることを目指しています。
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事業／地域の文化・社会環境に応じたDE&Iの重点領域を実行

Pictures

ET&S I&SS Finance

PEOPLE CONTENT PARTNERS COMMUNITY

G&NS Music

北米

日本

個を求む

• DE&Iの領域においても、事業や地域、社会環境に応じた重点施策を実
行しています。

• 例えば北米に本社を置くエンタテインメント事業においては、公正な機
会が得られていない方々もその業界で活躍できるよう社内外パートナー
シップを通じてメンタリングやインターンシップなど早期育成や教育支
援を活発に行っています。

• また日本においては、育児や介護だけではなく、がん治療や不妊治療に
も幅を広げたSymphony Plan（シンフォニー・プラン）や、特例子会
社の障がい者雇用ノウハウをグループ内で共有することはもとより、障
がいのある社員も製品やサービスの企画段階から参画してもらうことで
インクルーシブデザインを取り入れるなどの取り組みも行っています。

• 働きやすさに加えて働きがいのある環境醸成に取り組み、誰もがソニー
という場で活躍できる文化を築いています。
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32%

11%
11%9%

16%

12%

6%

3%

ET&S
G&NS
I&SS
SFG
SGC
SMG
SPE
Others

73%
5%

13%

2%
7%

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

ゲーム

HQ

映画

Others

個を伸ばす

学長 勝本徹
現ソニーグループ株式会社
シニアアドバイザー

1. 経営ビジョンと戦略を描きリードする人材の創出
2. ソニースピリッツの継承
3. グループ経営を行うための人的ネットワークの形成

Sony University Mission
設立年：2000年
累計参加人数：約1,200名

Sony University

将来のリーダーを育成する Sony University の進化（多様化の推進）

女性参加者比率 5%→約3割

5%

95%

F

M

FY2011

28%

72%

FY2021

エレクトロニクス中心→多様な事業からの参加

FY2011 FY2021

提携先育成機関（一部）：

• 「個を伸ばす」施策についても、多様性を重視し、進化を実現してきま
した。

• ソニーユニバーシティは、2000年に設立したソニーグループにおける
将来のリーダー育成の取り組みです。現在、階層別に部長・課長・リー
ダーの3つのコースを設け、リーダーシップについてのレクチャーや参
加者同士のディスカッションを中心としたプログラムを実施しています。

• 参加者の属性も、担当事業、国籍、性別、あらゆる面で進化を続け、バ
ランス良い構成になっています。より一層の多様化の推進により、人材
の活発な交錯と交流を促すとともに、バルセロナのIESE Business 
Schoolや、シリコンバレーのSingularity Universityといった、外部の
先進的な育成機関との提携を探索し続けています。
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個を伸ばす

技術戦略コミッティ
ソニーの各事業を横断する、技術の横串活動。技術領域別に10のコミッティがあり、事業の垣根を超え、最先端の技術情報を共有するとともに技術力を高
める場となっている。後進の育成にも注力しており、若手の成長を促し、目指す姿への道のりをサポートする場でもある。

年間約1,500名のエンジニアが活動に参加

各技術領域に適した多様な活動
継続的に情報や意見を交換する「コミュニティ活動」
社内外の著名な教授/技術者を招聘した最先端技術の「講演会」
社内の有識者から基盤技術を学ぶ「勉強会/技術研修」
社員のスキルレベルを把握する「スキルテスト」
社員間の技術交流を促進する「展示会/フォーラム」
他組織の訪問、短期間の社内留学、ジョブローテーション等による
「異なる業務の経験機会」

G&NS 音楽 映画 ET&S I&SS 金融

メカ戦略コミッティ

光学戦略コミッティ

ソフトウェア戦略コミッティ

LSI戦略コミッティ

情報処理戦略コミッティ

デバイス・材料戦略コミッティ

電気戦略コミッティ

生産技術戦略コミッティ

設計プロセス戦略コミッティ

コンテンツ技術戦略コミッティ

• ソニーの価値創造のドライバーである「テクノロジー」も人に宿るもの
です。

• テクノロジーが、グループ内の全事業で横断的に活用されることを支援
し、進化させる核となっているのが「技術戦略コミッティ」で、社員の
自主的な学びと成長を支えています。技術の領域別に10のコミッティ
が存在し、事業の垣根を超え、最先端の技術を共有することや、広く学
ぶ機会を提供し、技術力の向上を支援しています。

• これらのコミッティでは、エンジニアの育成やキャリア形成、ローテー
ションをサポートする活動も行っています。
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個を活かす

役員報酬との連動
（2020年度～）

エンゲージメントデータに
関する相関分析
（2021年度）

社員エンゲージメント
調査の結果

参加率

エンゲー
ジメント
指標

2019年 2020年 2021年

88% 91% 91%

85% 88% 89%

社員エンゲージメント設問4問において、
非好意的以外の回答をしている社員の割合

学習や成長の機会が「ある」と答えた人の
エンゲージメントは”26pt”高い

平均

+8

▲18

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

エンゲージメント

まったくそう思わない とてもそう思う

CEO

CFO

CTO

その他の
執行役

13% 13% 74%

14% 72%

71%

27% 16% 57%

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬

14%

18% 11%

2021年度役員報酬構成

• 社員の成長を支援するさまざまな人事施策は、最終的には社員エンゲー
ジメントにその結果が集約されると考えています。

• 経営にとって重要な指標として定期的な社員意識調査を実施し、早くか
らサステナビリティに関する取り組みの一部として、役員報酬に連動さ
せています。

• こういったエンゲージメント調査の結果を分析し、学習や成長の機会と
の相関を定量的に把握することで、人事の施策に生かすことにも取り組
み始めています。
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人材に関する今後の取り組み

• 多様な個の成長を支援するこれまでの代表的な取り組みを紹介してきま
した。

• 企業のサステナブルな成長のために、より積極的に人的資本への投資を
行っていく上でのキーワードの一つは、「中長期視点」と考えています。
重要な経営資本である人材からの価値創出は、組織文化や各人の意識に
よるところが大きく、その現在価値の定量化は非常に難しいと同時に、
未知の発展性・成長性が極めて高い特性を有していると考えています。

• 文化や意識は、すぐに変えられるものではなく、他のサステナビリティ
のテーマと同様、一つの企業だけでは本質的な解決が難しい課題もあり
ます。

• だからこそ、人的資本の活用・投資においては、短期視点ではなく、中
長期視点での取り組みが重要であると考えており、ソニーにおける今後
の注力テーマをいくつかご紹介したいと思います。
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産学連携の強化

• 一つ目は産学連携による、企業の枠を超えた中長期視点での人材育成の
支援です。

• グローバルに事業を展開するソニーでは、人材獲得や育成も、各事業・
各地域で進めていますが、日本国内では、毎年1,000名以上の新卒、
500名近い経験者を採用しており、特にエンジニアの職種は、大きな割
合を占めています。

• 東京大学の工学系研究科との「国際卓越大学院教育プログラム」への参
画、同研究科においてAIの最先端のトピックを提供する寄付講座に参加
する等の取り組みを実施しています。

• また、東京工業大学とは、「未来デバイス・システム共同研究講座」を
設置し、安全・安心で持続可能な社会に貢献する研究開発の促進、およ
び次世代人材の育成を目指すと共に、女子中高生等も広く対象とした
「女性理工系人材応援プログラム」にも参画しています。

• このように、工学系の女性が少ない現状は、エンジニアが多く在籍する
ソニーの多様性の確保において大きな課題の一つであり、10月から新
設される東京大学のメタバース工学部や、今春から開講している奈良女
子大学工学部に、エンジニアのキャリアに対する具体的なイメージと関
心を持ってもらえるよう、ソニーとして講師派遣やワークショップ開催
などの活動を通じて支援を行う予定です。

• 日本におけるイノベーション人材育成の支援もクリエイティビティを経
営のキーワードに掲げる当社にとって重要な取り組みです。その一環と
して、「神山まるごと高専」にスカラーシップパートナーとして、学生
の奨学金の無償化を支援する出資を行っています。
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株式報酬を用いた人的資本への投資

FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

発行上限275万株

発行上限500万株

発行上限350万株

企業価値向上のインセンティブとして
グループ全体に付与を拡大
（2021年度実績 3,500名以上に付与）

2002年～
ストック・オプション

ストック・オプションの活用 譲渡制限付株式ユニット（RSU）制度の導入

欧米でより一般的なRSU制度の導入により、
さらなる企業価値の向上と人材競争力の向上を目指す

2017年～
譲渡制限付株式（RS）

2022年～
譲渡制限付株式
ユニット（RSU）

• 次に株式を用いた報酬による人的資本への投資の拡大についてご説明い
たします。

• 中長期的な企業価値向上に向け、株主と価値共有を促す株式報酬につい
て、ソニーグループでは、約20年前からストック・オプションを中心
にこれまで積極的に活用し、現在ではグループ全体へ付与対象層を拡大
しています。

• 人事の施策の集大成がエンゲージメント指標だとすると、事業活動の集
約が企業価値といえます。

• ソニーのように多様な事業を有する企業において、多様な事業と社員の
価値創造のベクトルを一つにあわせるために株式報酬は極めて有効な手
段です。また、激しさを増す人材獲得競争の中、株式報酬はタレントを
惹きつける要素としても、なくてはならないものの一つとなっています。

• 法改正の動向などを注視しながら、2017年には譲渡制限付株式報酬制
度（RS）を導入しましたが、本年6月には、さらなる進化としてグロー
バルでより一般的な、譲渡制限付株式ユニット(RSU)による事後交付型
株式報酬制度の導入を決議しました。このRSU制度は、役員のみならず
社員も対象者に含んでおり、株式を用いた人材への投資を加速していき
ます。
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人材データの活用・DXとの連携強化

グローバル人材データ管理
システム（Workday）導入

社内アセットの把握
とデータ連携

社内ニーズとのマッチング
コミュニティの形成

Platform & Services Technology

Know-how/Expertise Property

Accelerate creativity
for new business with
strong community and
smart common tools

People, community

PSN, SDO, etc.

Competitive IPs

Unique technologies

• 人材データの把握・管理をする取り組みやDX領域との連携を強化し、
プラットフォームサービスや、テクノロジー、ノウハウや知見、知財と
いった、ソニーグループ内の豊富な経営資産のさらなる有効活用を行っ
ていきます。

• 事業の枠を超え、こうした経営資源を活用していくためには、アセット
の把握に加え、技術やノウハウの触媒となるような人材や人的ネット
ワーク構築がキーとなってきます。

• その際大事になるのは、どこに、どんな専門性をもった人材がいるか、
といった人的データの蓄積と見える化です。グローバル人材データ管理
システムのWorkdayの情報をさらに充実させ顕在化させていくことに
加え、DXを推進するチームと密に連携して、ソニーグループの持つポ
テンシャルを最大限に引き出す仕組みを構築していきます。
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多様な知見・経験の継承
“Mentorship Program”

G&NS PicturesMusic I&SS FinanceET&S HQ

Sony Group Leadership Team

Mentees in all Sony Group Companies

経営の経験値を事業や地域の枠を超え、継承することによる人材育成・新たな価値創造

• 知と経験の多様性の活用において、各事業や各機能において中核的な役
割を担う経営人材の豊富な知見・経験は、ソニーグループの重要な資産
の一つです。

• 異なる事業の経営責任者と、将来の期待人材との戦略的なつながりの創
出のために、メンター・メンティーとしての関係性を構築することで、
グループ内に蓄積されている豊富な経験値が次世代に継承され、新たな
価値創造や人材育成につながることを目指しています。
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多様な個の成長＝グループ全体の成長

• 最後にもう一度、ソニーが成長し続けるために重要な考え方について、
触れさせていただきます。

• ソニーの成長のキーワードは、個と多様性です。
• 両者をより一層解き放ちつつ、経営戦略と同期させながら、中長期的な
視点で、多様な個が学び続け、その成長を支援していくことが、ソニー
の持続的な成長にとって、ますます重要であると考えています。ご清聴、
ありがとうございました。
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人・社会への取り組み

Global Social Justice Fund 
Impact Reportの発行

（英語のみ）

インクルーシブデザインを取り入れた
商品・サービスの開発

Sony Music Groupによる
奨学金プログラムの設立

Global Social Justice Fundを通じた取り組みアクセシビリティの取り組み

• 安部より説明のあった通り、ソニーは社員の多様性を大きな強みとしてさまざ
まな施策を実施しています。加えて、社会との関わりの中でもDE&Iに関する取
り組みを進めています。

• ソニーのテクノロジーにより、製品やサービスの「アクセシビリティ」を高め
る活動がその一例です。米国市場に向けて、WS Audiology社と提携し補聴器
を導入することを9月13日に発表しました。インクルーシブデザインの手法を取
り入れ、企画段階から聴覚障がいのある社員やユーザーへのインタビューやテ
ストを重ねています。そこからの学びをデザインや着け心地に反映し、ユー
ザーが装着する際の心理的ハードルを低減することなどで、より多くの方の感
動体験に貢献することを目指していきます。

• また、ソニーは2020年に設立した「Global Social Justice Fund」を通じて、
社会正義や人権保護に取り組む団体への支援、DE&Iの推進を世界各地で進めて
います。世界中のコミュニティへの支援実績をまとめたGlobal Social Justice 
Fund Impact Reportを、エンタテインメントを中心とした米国ソニーグループ
より本日発行予定です。
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• 続いて、AIの活用と責任についてご説明します。ソニーの成長、チャレンジを
支えるテクノロジーとして、特に重視しているのがセンシングとAIです。

• AIは、モビリティやエンタテインメントの進化を支えるテクノロジーと捉えて
います。我々が取り組んできた音と映像の領域においても、Deep Learningや
AIの重要度は増しています。

• 一方で、これらのテクノロジーは強力であるがゆえに、社会に与える影響も大
きく、その開発・使用には責任が伴います。

• 責任あるAIの利活用を進めるため、ソニーは、2018年に「ソニーグループAI倫
理ガイドライン」を策定し、2019年には「ソニーグループAI倫理委員会」を発
足させました。AI倫理委員会は私が委員長を務めていますが、多様な専門性と
バックグランドをもったメンバーで構成され、グループ各社へAI倫理の教育・
啓発を行うとともに、ソニーグループにおける適切なAIの利活用をサポートし
ています。

• ここからは、AI倫理室のグローバル・ヘッドであるアリス・シャンより、ソ
ニーのAI倫理の取り組みについて説明をします。
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AI 倫理の取り組み

2022年9月15日

ソニーグループ株式会社
Global Head of AI Ethics

Alice Xiang

• 皆さんこんにちは。私は、ソニーグループでAI倫理担当グローバルヘッドを務
めるアリス・シャンです。私が担当するチームでは、ソニーの各組織における
AIの開発および利用に関して倫理的な評価を行うと同時に、AIにおける公平性、
透明性、およびアカウンタビリティに関する最先端のリサーチなどを行ってい
ます。
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AIは、私たちが世界をどのように理解し関わっていくのかを、大きく変えている

• AIは、私たちが世界をどのように理解し、関わっていくのかを変え、社会に革
命を起こしています。ソニーは、AIの利活用を通じて、世界中に感動を提供す
るとともに、平和で持続可能な社会の構築に貢献することを目指しています。

27



ソニーグループAI倫理ガイドライン

1. 豊かな生活とより良い社会の実現

2. ステークホルダーとの対話

3. 安心して使える商品・サービスの提供

4. プライバシーの保護

5. 公平性の尊重

6. 透明性の追求

7. AIの発展と人材の育成

• そしてソニーは、AIの開発および利用を一層拡大していくにあたり、多様性お
よび人権の尊重、差別の防止、透明性の追求および信頼性の向上を担保するこ
とを規定したソニーグループAI倫理ガイドラインの遵守を徹底しています。
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ソニーが目指すAI倫理の方向性

責任ある
AIによる
競争優位性の

確立

AIリスクの
評価と低減

すべての人に
配慮した
製品づくり

AI倫理における
グローバル
リーダー

• ソニーでは、AI倫理に関して4つの目標を掲げています。第一に、ソニーにおけ
るAI倫理の取り組みは、ソニーのグローバルな競争力の維持、強化に貢献する
ものでなければなりません。AIをソニーの持続可能な競争優位性として推進・
加速するためには、AIを倫理的な方法で利活用するための能力に投資する必要
があります。

• AIは新しいテクノロジーであり、予測できない影響が発生しうることを考える
と、この点を軽視することはできません。

• これにもとづく第二の目標は、AIの利活用に伴う法律、ブランドイメージ、お
よび倫理上のリスクを評価し、低減することです。AIの倫理に関する懸念に対
し、事後的ではなく、事前に対処する姿勢が必要であると考えます。

• 第三に、ソニーがグローバルに業界をリードするテクノロジー企業であること
に鑑み、ソニーのAI搭載製品およびサービスは、国籍、ジェンダー、および他
の属性を問わずすべてのお客さまにとって適切なものでなければなりません。
最後に、ソニーの目標は単に社会における最新のAI倫理の実践に対応するだけ
でなく、責任あるAIの実現に向けたリーダーになることです。
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ソニーのAI倫理に関するあゆみ

Title etc.
AI倫理

ガイドライン策定

AI倫理委員会設置 AI倫理室設置 100件以上の
評価を実施

全てのAI製品
について評価実施の
方向性を決定

エレクトロニクス
製品開発における

AI倫理アセスメントの開始

2018 2019 2021 2022

• ソニーは、これらの目標を実現するため、2018年に多くの企業に先がけてAI倫
理ガイドラインを策定しました。さらに2019年12月には、ソニーグループAI倫
理委員会を設置しました。役員レベルのマネジメントにより構成される同委員
会は、リスクが大きいAIの利活用事例について検討し、是正あるいは中止に関
する勧告を行う意思決定を下す役割を担っています。

• また、ソニーにおけるすべてのAI製品に対して、倫理上の懸念について評価を
行う方向性を定めました。2021年には、ソニーの各組織にAI倫理に関する専門
知識とサポートを提供するための組織として、AI倫理室を設置しました。さら
に、数か月にわたる試行・準備期間を経て、2021年7月にはエレクトロニクス製
品を対象とする品質マネジメントシステムにAI倫理アセスメントを必須の遵守
事項として規定・施行しました。
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AI Ethics By Design

製品開発ライフサイクルの各フェーズにおいて確認

ソニーグループAI倫理ガイドラインの遵守

企画 設計 製造 出荷

• AI倫理アセスメントの主なコンセプトとして、「AI Ethics By Design」が挙げ
られます。倫理的な問題は、AIを搭載する製品の開発ライフサイクル終盤に
至ってから検討されるのではなく、開発ライフサイクルの各段階、すなわちプ
ログラムのコードの冒頭の1行を書き出す前の企画段階から、設計、製造、およ
び出荷を通じて評価する必要があるものです。

• このアセスメントを導入して以来、AI倫理室では100件以上の事例を確認してき
ました。具体的には、ソニーのイメージセンサー技術を搭載したスマートカメ
ラソリューション、ビデオ制作ソリューション、およびその他のエレクトロニ
クス製品といった事例です。人々の健康や生活に影響を及ぼしうる高リスクの
使用事例については、AI倫理委員会に報告を行っています。特定のAI利活用事
例について開発が中止された事例もあります。
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研究と実践の融合

人類の想像力と創造性を
解き放つAIの創出

• ソニーのAI倫理の戦略におけるもう一つの重要な構成要素は、研究と実践の融
合です。ソニーはこの戦略に基づき2021年にAI倫理に関する研究のフラッグ
シッププロジェクトを立ち上げました。同プロジェクトはソニーAIの中核とし
て、AI関連の製品／サービス開発において発生しうる課題について最先端の研
究を進めています。具体的には、倫理的なデータ収集や、アルゴリズムにおけ
るバイアスの検知や軽減等に取り組んでいます。

• ソニーではさらに、AI倫理に関する問題に取り組む他の企業、組織、および学
術機関との積極的な対話を進めています。ソニーは、さまざまなステークホル
ダーが参加する「Partnership on AI」や「Global Partnership on AI」をはじ
めとする関連団体のメンバーであり、世界各国におけるAI関連の政策イニシア
チブに対して知見を提供しています。

• 私たちは、倫理的なAIを実現する上で、ソニーがリーダー企業となる資格を十
分に持つと確信しています。米国に拠点を置くテクノロジー企業や欧州の法規
制・基準が大きな影響力を持つこの領域において、エンタテインメント、エレ
クトロニクス、および金融サービスといったさまざまな事業を持つソニーは、
多様性のある、グローバルかつユニークな視点を提供することができます。

32



• エンタテインメントとテクノロジーが交差する製品やサービスを提供す
る、というソニーの価値創造は、AI倫理と密接に結びついています。私
たちは、人間のクリエイティビティや好奇心をAIに置き換えるのではな
く、むしろAIを活用してそれを拡張したいと考えています。ソニーは、
専門研究機関であるEthisphere Instituteにより、World’s Most 
Ethical Companies（世界で最も倫理的な企業）の一社に継続して選
定されてきました。AI倫理室およびソニーAIにおける取り組みを通じて、
私たちはこれらの価値を実践し、さらに充実したAI倫理の実現を目指し
ています。
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ソニーグループの環境活動

貢献

技術や事業で地球環境の
向上に寄与する

責任

自社の環境負荷削減

気候変動 資源

化学物質生物多様性

• ここからは、最も重要なマテリアリティ項目の一つに特定された、「気候変
動」を中心に、環境への取り組みの進捗についてお話しします。

• ソニーの環境への取り組みは、「責任」と「貢献」の二軸で整理しています。

• 「責任」の象徴ともいえるのが、2010年に策定した長期環境計画「Road to 
Zero」です。これは、長期ゴールとして、環境負荷ゼロを目指すもので、「気
候変動」「資源」「化学物質」「生物多様性」の４つの視点で推進しています。
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気候変動関連達成目標年の10 年前倒し

気候変動領域においてスコ ープ３ までを含む

ネッ ト ゼロの達成年を20 40 年へ

• 現在、気候変動への対応が喫緊の課題となっていること、またこれまでの我々
の実績も踏まえて、本年５月の経営方針説明会において、温室効果ガス排出量
ネットゼロの達成目標年を10年前倒しし、2040年とすることを発表しました。
また、その一環で、自社サイトで使用する電力を100％再エネとするRE100の達
成目標年も10年前倒ししました。
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Ro ad  to  Ze ro 気候変動達成目標年の前倒し

2025 2030 2035 2040 2050

ソ ニーグループ環境計画Ro ad  to  Ze ro

資源

化学物質

生物多様性

気候変動

環
境
負
荷
ゼ
ロ

スコ ープ1,2のネッ ト ゼロ
（ RE10 0 も 達成）

実排出量を

更に削減

スコ ープ1,2 ,3で
ネッ ト ゼロ

• 具体的には、まず自社サイトのオペレーションに起因するスコープ１、２の温
室効果ガス排出量を、2030年にネットゼロにします。さらに、間接的にバ
リューチェーンで発生するスコープ３を含めて、2040年にネットゼロにします。

36



＜SBTi（ サイ エンス・ ベースド ・ タ ーゲッ ト ・ イ ニシアティ ブ） ネッ ト ゼロ基準の主要な要件＞
バリ ュ ーチェ ーン全体、 すなわちスコ ープ１ ， ２ ， ３ の合計で、 世界の気温上昇を1.5℃に抑える排出経路に準拠し たスピード で、

20 50 年までに排出量を90 ～95％削減し 、 削減不可能な残渣排出量を10 ％以下に炭素除去により 中和する

出典 SBTI CORPORATE NETZERO STANDARD ver.1.0

SBTiネッ ト ゼロ目標の要件

N ear-te rm  SBT

Lo n g -te rm  SBT

Ca rb o n  Rem o va lBeyo n d  Va lu e  Ch a in  
M itig a tio n

• このたび、ソニーのこの計画が、サイエンス・ベースド・ターゲット・イニシ
アティブ、SBTiのネットゼロ目標の認定を取得しました。計画のポイントは、
バリューチェーン全体、すなわちスコープ１，２，３の合計で、世界の気温上
昇を1.5℃に抑える、排出経路に準拠したスピードで、排出量を90％削減し、最
終的に残る10％以内の排出量を、炭素除去によりゼロとすることです。これは、
耐久消費財・家庭用品・パーソナルケア製品（Consumer Durables, 
Household and Personal Products）セクターの大手企業では世界で初めてと
認識しています。
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自社サイ ト 領域
省エネ、 再エネ利用の加速

サプラ イ チェ ーン領域
省エネ、 再エネ利用に向けたパート ナーへの

働き かけ・ パート ナーと の協働

低炭素、 カ ーボンニュ ート ラ ルな製品・

サービスの選択

製品・ サービス領域
省エネ製品の開発の継続

ユーザーに省エネ機能の利用を促す

ソ ニーグループの温室効果ガス（ GHG） 排出量の全体像と 削減施策

FY2 0 2 1
約1 , 7 3 5 . 5
万ト ン-CO2

全体比
約7%

全体比
約6 2%

全体比
約22%

削減施策

• こちらが、ソニーグループの温室効果ガス排出量の全体像と削減施策です。

• 自社サイトのオペレーションに起因する排出量であるスコープ１，２のネット
ゼロ化は、我々の重要な責務だと考えていますが、直接的に自社サイトから発
生するスコープ１は比較的小さく、また自社サイトが使うエネルギーとして発
電所等で発生するスコープ２を合わせても、全体の７％程度です。

• ソニーグループとしてより大きな排出量は、バリューチェーンでの間接排出で
あるスコープ３です。最も大きいのは、ソニーが「販売した製品」がそのライ
フサイクルにおいて使用する電力に由来するもので、約62％、続いて原材料や
部品の製造過程などで発生するもので、約22％です。ソニー製品の消費電力低
減は引き続き行っていきますが、これらは、お客さまや、サプライヤーが使用
する電力がどういったエネルギーでつくられたか、で大きく変わるため、サプ
ライチェーンを巻き込んだ取り組み、そして社会全体での脱炭素化が不可欠で
す。
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ネッ ト ゼロ
達成に向けた

取り 組み

自社サイ ト の

再生可能エネルギー導入

サプラ イ チェ ーンでの

排出量削減

• この後、自社サイトの再生可能エネルギーの導入と、サプライチェーンの取り
組みについて、少しお話します。
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• ソニーでは「RE100」加盟以前より、世界の各地域で再エネの導入を進めてお
り、欧州地域では2008年度に、中国地域では2020年度に100%再エネ電力化を
実現しています。

• さらに、RE100の達成目標年を10年前倒ししたことに伴い、ソニーは2025年度
に達成すべき、再エネ使用率の目標を、従来の15％から35%以上に引き上げま
した。

• 昨年度は、ご覧の緑枠に示した事業所に太陽光発電設備を設置しました。目標
達成に向けて、太陽光発電設備の導入拡大や、電力会社からの再エネ由来電力
の購入、再エネ証書の利用など、全世界の事業所において地域に応じた最適な
再エネの導入を一層進めてまいります。
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太陽光発電設備を設置している主な事業所



日本初のFIP制度を活用し たバーチャ ルPPA

2022/9/1214

・ 発電設備の再エネ電力を「 電力」 と 「 環境価値」 に分離

・ 「 電力」 は市場へ売電し 、 「 環境価値」 のみを相対取引

ソ ニー

合同会社OTS

電力 電力

市場
価格

契約
価格

環境価値（ 証書）

市場価格に基づく 環境価値の精算

需要家

発電事業者
卸電力
市場

小売
電気

事業者

• さらに新しい取り組みとして、フィードインプレミアム、FIP制度を活用した
バーチャルPPAを実行すべく、発電事業者と契約を締結しました。これは日本
では初となります。これにより、追加性のある再エネ導入の加速を期待してい
ます。

• 今後、ご覧の各社と協業し、2022年度に新設された約2.0メガワットの太陽光発
電施設から、年間約240万kWh分の再エネ価値の供給を受ける予定です。

• なお、ソニーではこれまでも周辺環境に配慮した再エネ導入を行ってきました
が、今年５月に再エネの調達方針を改定し、発電設備導入時や運転時の環境配
慮項目を追加しました。今回の調達においても、これらの項目の現場確認や地
域とのコミュニケーション状況の確認などを行っています。
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サプライチェーンでの取り組み

• GHG排出量の把握、排出削減目標設定・管理の要請

• GHG排出量の年次調査

• 省エネ活動やSBT目標設定の支援

• 次にサプライチェーンでの温室効果ガス排出量の削減です。

• サプライチェーンにおける環境負荷削減の一環として、ソニーは原材料・部品
サプライヤー、製造委託先に対して、「温室効果ガス排出量の把握と、排出削
減に関する長期・中期目標の設定と進捗管理」を求めています。併せて、ソ
ニーに納入される原材料・部品・製品の製造にかかわる排出量の把握のために、
環境負荷低減に関する取り組みの調査も実施しています。

• サプライヤーに対して、ソニーの環境に関する考え方を動画等で伝え、さらに
SBTに関するガイダンスや排出量の算出の支援を行うなど、サプライチェーンに
おける知識の底上げを図っています。今年からは、一部のサプライヤーに対し
て、実際に工場を訪問し、省エネ活動の支援やSBT相当の目標設定の方法、また
SBTiによる認定の取得サポート を開始しました。
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PLANET

SOCIETY

PEOPLE

高音質再生プラスチック 紙発泡材 オリジナルブレンドマテリアルTriporous™SORPLAS™

オープンエネルギーシステム VISION-S インテリジェントビジョン
センサー「IMX500」

バーチャルプロダクション

地球みまもりプラットフォーム STAR SPHERE

環境ソリューションの事例

• さて、これまでは「責任」の話をしてきましたが、ソニーは、技術や事業で地
球環境そのものの向上に寄与する「貢献」においても、ご覧のようなさまざま
な取り組みを開始しています。

• 本日は、この中のいくつかの事例を、ここソニー本社の１階と２階に展示して
います。お帰りの際にぜひお立ち寄りください。

• 今回の展示は、「地球」「社会」「人」という３つの視点と、ソニーが現在取
り組んでいるテクノロジーの「兆し」から構成しています。さまざまな視点で、
この守るべき地球を捉え、そこに暮らす私たちが、共にどのように責任を果た
し、地球に貢献していけるのか、皆さまと一緒に考える機会になればと思いま
す。

• 例えば、バーチャルプロダクションは、現場に出向くロケーション撮影の代わ
りに、スタジオ内で再現されるバーチャルなセットで撮影する技術です。現地
での発電機の使用や、撮影のためのスタッフやセットの移動が不要となるため、
環境負荷削減にもなると考えています。弊社による試算では、ロケ撮影と比較
して75％から80％の温室効果ガスの削減になるという結果も出ています。
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多様な「学び」の重要性

マテリアリティ分析

人材 多様な「個」の成長によるソニーの持続的な成長の実現

気候変動 2040年ネットゼロに向けた取り組み

AI倫理 AIの活用と責任

• 本日は、1) 多様な「学び」の重要性、2) マテリアリティ分析、に加え、3) 「多
様な個の成長を支援する人材戦略」、４) 「2040年ネットゼロ」、そして５) 
「AIの活用と責任」に関する取り組みを中心にお話ししました。
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• 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。

• 本日の説明会へのフィードバックも含め、ステークホルダーの皆さまとの対話
を継続し、学び続けることによって、サステナビリティへの取り組みをさらに
進化させ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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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、大きな成長可能性を持つ製品、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、紛争、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やウクライナ・ロシア情勢に関する変化は、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）も併せてご参照ください。
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