
ソニーは「感動」、「人」を軸とした経営を行っており、人々が感動で繋が

るためには、私たちが安心して暮らせる社会や健全な地球環境があって

初めて成り立つという認識のもと、技術や事業によって社会や環境の課題

解決へ貢献することを重視しています。

技術開発による貢献

インテリジェントビジョンセンサー「IMX500」：  
エッジAIソリューションによる社会課題解決への貢献

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (以下、SSS) は、2020

年5月に世界初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」の商品化を発表しました。SSSのイメージセンサーのキーテクノ

ロジーである、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、AIに特化した信号処理を担う独自のDSP (Digital Signal Processor) 

およびAIモデルを保持するメモリーを搭載しています。

IoTの普及により、クラウド側でAI処理を行うシステムが一般的になって

いますが、IoTデバイスの増加とともにデータ量が増加し、IPトラフィックや

データセンターでの電力消費量も激増し、これにともなうCO2排出量の大

幅な増加が懸念されます。こういった課題を解決する手段として、IoT端

末などデバイスそのものでデータ処理・分析を行うエッジAI処理が注目さ

れています。

SSSが開発した「IMX500」は、対象物を意味情報であるメタデータで出力

することが可能です。必要なデータのみを抽出できるため、データ転送遅延

時間の低減、消費電力や通信コストの削減のほか、個人が特定できる情報

をセンサー外に出力しないため、プライバシーの配慮にもつながります。

この「IMX500」を活用した次世代ソリューションのひとつとして、気候

変動問題に対する取り組みを進めています。現在、商業ビルの多くは、人

がいるかどうかに関係なく暖房や換気、空調システムを稼働させ、エネル

ギーを使用し続けるという課題があります。コンピュータビジョンのソ

リューション開発を行う米国Nomad Go社は、この課題の解決を目指し、

「IMX500」とマイクロソフト社のAzure AIを使い、インテリジェントビル

ディングのソリューションを効率的に開発しました。これは空間における

人の占有状況、人数や滞在時間を検出し、必要に応じて正確に部屋の空

調を調整し、エネルギー使用量とそれにともなう温室効果ガスの排出量を

削減するものです。さらに、SSSは2021年10月にエッジAIセンシングプラッ

トフォーム「AITRIOS™」※の提供開始を発表しました。AITRIOSは、開発の

担い手となるさまざまなパートナー企業に対して、ソリューションの効率

的な開発・導入を支援するために必要な機能などをワンストップで提供し

ます。本プラットフォームは、エッジとクラウドが共働し、地球環境に配慮し

た最適なシステム構築を支援することで、クラウドシステムが抱える課題

解決を後押しします。

※  AITRIOS、およびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商

標または商標です。

ニュースリリース：世界初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 2タイプを商品化

マイクロソフト社と協業したイノベーションラボの取り組み：気候変動
問題に対応するインテリジェントビルディング

AITRIOS (アイトリオス) ｜エッジAIセンシングプラットフォーム

サステナブル社会の実現へ向けたIoT技術：  
ソニーの地球みまもりプラットフォーム

サステナブルな社会の実現には、環境問題が発生してから対処するの

ではなく、山林や里山、河川、海岸といったさまざまな地点を絶えず見守

ることで、異変の予兆を察知し、問題を未然に防ぐことが重要です。しか

し、そのような仕組みを実現するには、従来の携帯通信網がカバーしてい

ない山間部や沿岸部などでもデータ取得・伝送を可能とし、かつ電源供給

が難しいエリアであっても機能する地球規模のセンサーネットワークが必

要となります。

ソニーは、この仕組みを実現する多様な技術を有します。
●  AI処理機能をセンサー内に搭載したインテリジェントビジョンセンサー

「IMX500」

エッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS」

社会・環境課題
解決への貢献
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協生農法®※をはじめとする拡張生態系

従来の多くの農法は単一作物の生産性を追い求め、作物に合わせて表

土を耕起し、肥料を撒き、農薬を投入するため、生態系の破壊などの環境

問題を引き起こしています。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究

所は、持続可能性に向けた新農法として生産性と生物多様性を両立できる

「協生農法」の実証実験に取り組んできました。協生農法はすでにアフリ

カ・サヘル地域に導入され、砂漠緑化や地域経済に貢献するなど、グロー

バルに大きな影響を与えうるポテンシャルを示しています。

協生農法は多種多様な植物を混生・密生させ、豊かな生態系をつくりだ

し、もともと生態系に備わる物質循環機能を最大限利用するもので、環境

負荷を生む耕起・施肥・農薬を必要としません。気候変動や食料危機・パ

ンデミックの流行など全球的な課題に対して、大きな生物学的多様性と機

能性を実現する生態系を構築することの重要性が増している現在、協生

農法はその根本的な解決策になり得ます。

また現在、協生農法を食料生産だけにとどまらず、多様な機能の生態系

の構築にまで拡張し、都市・生活空間の基礎的なインフラや自然環境への

理解を深める教育活動などにおいても「拡張生態系」としての新たな価値

を提供する活動をしています。本プロジェクトをもとに新設した株式会社

SynecO (シネコ) では、社会と自然が共通して根差すべき再生可能な資

本に基づく、持続可能な環境と産業の創出に取り組んでいます。

※ 「協生農法」は株式会社 桜自然塾の登録商標です。

STAR SPHERE

2020年8月、ソニーは東京大学および宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

との共同開発・技術実証契約の締結とともに、ソニーのカメラ機器を搭載

し、ユーザーによる操作・撮影を可能とする超小型人工衛星の開発を発表

しました。

これまでの宇宙利用は、惑星探査、宇宙通信・観測などの産業目的が

一般的であり、有人飛行も宇宙飛行士など一部の人しか体験できません

でした。一般の人々が宇宙を身近に体験し、「宇宙の中の地球」という観

点で、地球を再認識することが持続可能な社会・環境の課題を解決する

上で大切だと考え、「宇宙を解放する」ことをテーマに、ソニー、東京大学

とJAXAの3者は「STAR SPHERE」プロジェクトを発足し、人工衛星を2022

年度に打上げることを目指しています。

STAR SPHEREの衛星は360度の自由度の高い姿勢制御を可能とし、

表情豊かなオーロラの色彩など、一般の人々が地球や星の新たな姿をカ

メラを通して探索・発見することができる予定です。衛星周回の半分は夜

間となるため、ソニー製の高感度イメージセンサーを搭載することにより、

夜の経済活動の可視化など、環境効率の高い衛星運用にも寄与します。

衛星が地上アンテナの上空を通過するタイミングでは、カメラからのライ

ブ映像を確認しながら、リアルタイム操作撮影により、“宇宙とリアルにつ

ながる体験”を提供することを目指していきます。

協生農法®

壊れゆく地球環境を農業から立て直す［動画］

ニュースリリース：新会社 株式会社SynecOを設立

生態系の仕組みを生かしながら有用植物を育てる協生農法・拡張生態系

●  バッテリー駆動でありながら高度な認識を可能とする「SPRESENSE™」

に代表される超低消費電力エッジAIデバイス
●  低ビットレートながらも省電力で1,000kmを超える長距離伝送を可能

とする無線信号処理技術
●集められたデータから有用な予測を行う「Prediction One」など

これらを組み合わせることで、人の活動範囲を超えた地球上のあらゆ

る場所をセンシングし、それらのデータを低軌道衛星で収集、AI処理を通

じて必要な情報を人類社会に伝えます。このコンセプトを、ソニーでは

「MIMAMORI」と呼び、人々の行動変容を促す仕組みとして、その実現の

ための研究開発に取り組んでいます。現在、独立行政法人国際協力機構 

(JICA) との包括的業務提携・協力や、北海道大学内に設立した「ソーシャ

ル・イノベーション部門 for プラネタリーバウンダリー」などの枠組みのも

と、社外のパートナーとも協業しながら、地球のさまざまな場所で共同研

究や実証実験を行っています。ソニーはそれらのプロジェクトを通じて、環

境破壊の未然防止はもとより、河川の氾濫、山火事など災害の予兆検知、

農業・畜産業の生産性向上などにも貢献していきます。

地球上のあらゆる場所をセンシングし、異変の予兆を察知して問題を未然に防ぐ、
MIMAMORIのイメージ

ソニーの地球みまもりプラットフォーム

ELTRES

ソニー独自の低消費電力広域 (LPWA) 通信規格ELTRES™に対応した
無線実験装置が宇宙での信号受信に成功

Prediction One

従来の衛星操作は専門技術者が行っていましたが、一般の人々が簡

単・快適に操作できるよう、ソニーの3次元ウェブマップ「Mapray」技術を

活用し、美しい表現力 (地図データを3次元用に最適化) とウェブコンテン

ツによる直観的な操作性を備えた、撮影シーケンス設定や撮影予約を行

う撮影シミュレータのプロトタイプを、2022年1月に公開しました。
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事業支援による貢献

新規事業支援プログラム

Sony Startup Acceleration Program (SSAP) は、ソニーのスタート

アップの創出と事業運営を支援するプログラムとして2014年に開始しま

した。アイデア創出から可視化、事業検証、社会実装、拡大に至るまで総

合的に支援する仕組みを整備しています。これまで社内外・国内外で培っ

てきた新規事業育成や事業立ち上げの経験とノウハウを、スタートアップ

支援サービスとして、ソニーグループ社内、大企業内新規事業、ベンチャー

企業や中小企業、NPOや教育／人材開発機関、事業／研究開発機関など

に提供しています。SSAPではあらゆる人の発想を実現させ豊かで持続可

能な社会を創り出すことを目指し、各社・機関とのオープンイノベーション

に取り組んでいます。

コーポレートベンチャーキャピタル

ソニーは長期にわたり、世界各国で新事業創生のエコシステムに参加

し、ベンチャー企業の事業成長支援に貢献してきました。そして、2016年

に設立した「Sony Innovation Fund」や2019年の「Innovation Growth 

Fund」、2020年に設立した地球環境問題へ取り組む企業を支援する

「Sony Innovation Fund : Environment」に加え、2021年には業界に先

んじて投資先各社のESG取り組み支援プログラムを導入しました。また、

2021年7月に「ソニーベンチャーズ株式会社」を設立し、今後大きな成長

が期待できる産業分野のベンチャー企業を対象とした新規投資ファンド

「Sony Innovation Fund 3 L.P.」の運営を2022年2月に開始しました。

「Sony Innovation Fund 3 L.P.」は、ESGをより重視して投資およびベン

チャー企業の支援を行うことで、社会の進歩発展および持続可能な社会

の実現に貢献することを目指しています。

ブルかつスピーディーに英知を結集して活動を推進しています。

なお、より広い視野でクリエイターやユーザーの動機を収集し、事業の

可能性を広げる活動として、大学や研究機関との連携をはじめとするオー

プンイノベーションにも積極的に取り組んでいます。

R&Dセンター

ソニーコンピュータサイエンス研究所 (ソニーCSL)

ソニーCSLは、新たな研究領域や研究パラダイム、新技術や新事業を創

出し、人類・社会に貢献することを目的として1988年に設立されました。

現在は惑星規模の課題もスコープに入れ、活動しています。研究者の自

由意思を尊重し、創造性と創意工夫を駆使した研究活動を通じて、より良

い未来を創り出すことに注力しています。

2022年現在、ソニーCSLは、東京・パリ・京都・ローマを活動拠点に、生

態系、都市計画、エネルギーなどの社会課題から人間の能力や創造性の

拡張、そしてAIやデータ解析まで多様なテーマの研究と研究成果の社会

還元・実装に取り組んでいます。

また、宇宙は地球について学ぶ「場」でもあり、エンタテインメントの力

で宇宙視点を人々に広めていくため、学校・教育機関との「宇宙感動体験

コンペティション」の取り組みを開始しました。

今後も宇宙からの視点を人々に提供することで、人々が地球を大切に

する心を育み、世界中でその価値観が共有される、持続可能な社会の実

現に貢献することを目指します。

STAR SPHERE-Space Inspiration Project

【連載】宇宙を解放！「STAR SPHERE」プロジェクトの裏側

関連情報
環境問題解決への貢献

テクノロジー

Sony Startup Acceleration Program

Sony Innovation Fund

ニュースリリース：ソニーベンチャーズ株式会社　新規投資ファンド
「Sony Innovation Fund 3 L.P.」を設立

研究開発体制

R&D

ソニーの研究開発組織 (コーポレートR&D) では、将来のグループ全体の

事業ポートフォリオを想定しながら、一定の財務規律のもとで資源を投下して

います。多様な事業で活用が期待できる技術を優先し、「リアリティ／Reality」

「リアルタイム／Real-time」「リモート／Remote」の3Rテクノロジーをはじ

め、AIやセンシング、セキュリティなどの技術テーマにも注力していきます。

コーポレートR&Dは、日本、中国、インド、欧米にある複数の拠点と連携

し、それぞれの地域の特徴や強みを生かした研究開発活動を行っていま

す。現地の優秀な研究人材の獲得を目指すとともに、ソニーグループの持

つ各事業のさらなる連携を進めていきます。また、各研究開発拠点間のマ

ネジメントや人材の流動性を高め、より多様な視点での研究開発の強化

を継続していきます。エンタテインメントや金融などソニーグループを横断

するプロジェクトでは、実組織の枠組みを超えたチームを編成し、フレキシ

Sony CSL

ソニーAI

ソニーAIは、「AIで人類の想像力とクリエイティビティを解き放つこと」と

いうミッションのもと設立されました。ソニーAIは、AIの研究開発を加速し、

ソニーグループの擁するイメージング&センシング技術、ロボティクス技術

や、映画・音楽・ゲームなどのエンタテインメントの資産を掛け合わせ、全

ての事業領域における変革と、新たな事業分野の創出に貢献することを

目標としています。将来的にはソニーの事業ドメインの枠を超えて、世界

規模の課題解決に対する貢献へとつなげていくことも目指していきます。

また、AIの強力な影響力を理解し、公平で透明性があり、責任あるAIの開

発で社会に貢献していきます。

Sony AI (一部英語のみ)
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サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022
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https://www.sony.com/ja/SonyInfo/research/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/research/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/starsphere/
https://sony-startup-acceleration-program.com/article544.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/starsphere/
https://sony-startup-acceleration-program.com/article544.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202202/22-0217/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202202/22-0217/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202202/22-0217/
https://www.sonycsl.co.jp/
https://www.sonycsl.co.jp/
https://ai.sony/
https://ai.sony/

	ボタン66: 
	ボタン67: 
	ボタン68: 
	ボタン69: 
	ボタン70: 
	ボタン71: 
	ボタン72: 
	ボタン73: 
	ボタン74: 


