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キヤノンの事 業と
サステナビリティ

第三者保証
コメンテーターとの討議内容

CSR マネジメント

活動ハイライト

CSR 活動報告

マネジメント体 制

第 三 者 意 見・保 証

当社は、直接的な GHG の排出量（スコープ 1）
、エネルギー起源の間接的な GHG の排出量（スコープ 2）
およびその他の間接的な GHG の排出量（スコープ 3）
を算出し、ロイド レジスター クオリティ アシュア
ランス リミテッド
（ LRQA ）
による第三者保証を受けています。

下記に加えて、言語、写真、およびグラフィカルな要素

キヤノンとフォン・ゲイブラー氏はテレビ会議や書面を

への
を通じて、キヤノンの
「持続可能な開発目標（ SDGs ）」

通して、レポートへの期待や主な関心分野、レポートに対

寄与や複雑なアイデアをどうよりよく表現するかについ

する印象などについて討議しました。

ての広い議論がなされました。

主な議題は、以下の通りです。キヤノン側の討議参加者
の回答や見解もあわせて示しています。

フォン・ゲイブラー氏の意見全文は、
「第三者意見書」
に掲載しています。
（→ P141 〜 142）

議題

第三者意見

キヤノンの見解

レポートの枠組みと
なるマテリアリティ
テーマの検証と改善

マテリアリティ分析を改善し、持続可能性と事業
との関連性を明確化しようというキヤノンの取り
組みは注目に値する。
「グローバル優良企業グル
ープ構想」、
「 共生」の企業理念、および国連の
SDGsとより強く関連づけて目標や活動を規定し
ていけば、マテリアリティテーマを一層明確にす
ることができる。

コメンテーターの助言に対応し、
「事業戦略とマテリアリティ」の
図にて、経営計画や企業理念と、
マテリアリティの関連性の表現
を見直した。
SDGsについては、各 CSR 活動の詳細報告で関連性に言及した
マテリアリティに沿って
ほか、
「SDGsとの関わり」のページにて、
進める活動事例（ハイライト）
とSDGsの各目標の関係性の図式
化や、ステークホルダーがキヤノンの貢献を期待するゴールと、
キヤノンの活動実績の合致についても記述した。

キヤノンの
サステナビリティ
戦略とSDGs

キヤノンは「共生」の理念に基づき、人権や地域社会への配慮と
いった企業市民として果たすべきCSR活動を進めている。
SDGsは社会の期待の表れと考えられがちだが、 一方で、2016年からはビジネスポートフォリオの戦略的大転換
事業機会をも提示している。SDGsを機会ととら を図っている。
この中でも重点的に推し進めるネットワークカメラ
えれば、マテリアリティ分析におけるSDGs の位 やヘルスケアといった新規事業は、安心・安全な社会の実現とい
置づけも変わってくる。
うSDGsで掲げられる社会課題の解決にも直接寄与している。
今後は、自社のビジネスの成長とサステナビリティの観点での
情報開示の充実に努める。

サプライチェーンで
のCSR活動について

サプライチェーンの管理に関する簡明な情報開
示はよい。

環境問題や人権・労務問題への注目が高まる中、さまざまなス
テークホルダーから自社のみならず、
サプライチェーン全体で社
会的責任の取り組みを問われる機会が増えていることに対応
し、開示した。

戦略、事業活動、
パフォーマンスと、
マテリアリティとの
関連性

今後のレポートでは、マテリアリティテーマとと
もに、マネジメントアプローチ、イノベーションに
およびパフォー
向けた取り組み、SDGsへの貢献、
マンスを提示することで、持続可能性とキヤノン
の事業をより強く関連づけることが期待される。

今年新たにマテリアリティとして設定した「人と社会への配慮」
については、関連する活動の範囲が非常に広いため、本年度は
個々の活動の詳細を別項目で紹介した。
今後は、
コメンテーターのアドバイスを参考に、
より包括的な記
述を模索し、読者にとって分かりやすい開示を実現したい。

サンクロフト・インターナショナルについて
サンクロフト・インターナショナルは、ジュディ・クチェウスキ氏がチーフ・エグゼクティブを務める、環境および社会
的パフォーマンス改善のための世界最大のサステナビリティコンサルタント会社です。サンクロフト・インターナショナル
は、サステナビリティ戦略、リソースマネジメント、倫理的貿易、人権、サステナビリティレポート、およびステークホルダー
エンゲージメントなどについて助言しています。またクチェウスキ氏は、サステナビリティレポートに関する国際イニシア
ティブの GRI が設立した独立基準設定機関、グローバル・サステナビリティ基準審議会（ GSSB ）
の議長も務めています。
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主な受賞・評価・会員資格一覧ほか
キヤノングループは、製品や企業活動について国内外の各種団体からさまざま
な評価をいただいています。
主な受賞や評価一覧
受賞年月

地域

2017 年 3 月

日本

「青少年の体験活動推進企業表彰」
文部科学大臣賞

キヤノンマーケティングジャパンとぺんてるの
合同企画「校舎の思い出プロジェクト」

2017 年 4 月

欧州

「 TIPA アワード 2017」
（23 年連続）

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 5D Mark IV 」、
Technical Image Press
交換レンズ
「 EF 24-105mm F4L IS II USM 」、
Association
デジタルビデオカメラ
「 XC15」

日本

2017 年 7 月
日本

2017 年 8 月

受賞・評価名

MSCI 日本株女性活躍指数への
組み入れ
「第 47 回機械工業デザイン賞」

欧州 「 EISA アワード2017-2018」

主催

文部科学省

性別多様性に優れた企業活動

MSCI

大判インクジェットプリンター
「 imagePROGRAF PRO-2000/PRO-4000」

日刊工業新聞社

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 5D Mark IV 」、
（国内名称：EOS 9000D ）
、超広角 EISA (European Imaging and
「 EOS 77D 」
ズームレンズ
「 EF16-35mm f/2.8L III USM 」 Sound Association)
（国内名称：EF16-35mm F2.8L III USM ）

日本

「 2017 年度グッドデザイン賞」

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 5D Mark IV 」、
超小型人工衛星「 CE-SAT-I 」、カットシートプ 公益財団法人
リンター「 Océ VarioPrint 6330」シリーズな 日本デザイン振興会
ど計 13 件

米州

「テクノロジー＆エンジニアリング
エミー ® 賞」

大判（スーパー 35mm 相当）センサーを搭載
した4Kカメラに対応する映像制作用ズームレ
ンズの開発

米国テレビ
芸術科学アカデミー

ミラーレスカメラ
「 EOS M5」

香港デザインセンター

2017 年 10 月

2017 年 11 月

対象製品または特徴

アジア 「 2017 年 アジアデザイン賞」銅賞

2017 年 12 月

日本

「いきものにぎわい企業活動
コンテスト」環境大臣賞

生物多様性の啓発・保全活動
「未来につなぐふるさとプロジェクト」

いきものにぎわい 企 業 活 動
コンテスト実行委員会

2018 年 1 月

日本

「環境経営度調査」製造業
総合ランキング 1 位

の資源循環の取り組みなど
「製品 to 製品」

日本経済新聞社

欧州

「 iF デザインアワード」
（24 年連続）

デジタル一眼レフカメラ
「 EOS 5D Mark Ⅳ」、 iF インターナショナル
など計 6 件
ミラーレスカメラ
「 EOS M5」
フォーラムデザイン

5 ゲン主義※による攻めの省エネ施策の全社
2018 年 2 月

2018 年 4 月
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日本

「平成 29 年度 省エネ大賞」
資源エネルギー庁長官賞
（ CGO・企業等分野）

米州

「 2018 年最優秀コピア MFP
ラインアップ賞」

ENERGY STAR®アワード2018
米州 「 Partner of the Year – Product
Brand Owner Award 」
（3 年連続）

展開
※ 5 ゲン主義とは 、
「現場」へ行って、
「現物」を通して、
「現実」を見て考える三現主義に、意思決定の基準と
なる
「原理」
「 原則」を用いて、問題解決を行う業務改
善手法のこと

オフィス向け複合機
「 imageRUNNER ADVANCE 」
シリーズ

省エネルギー化推進への貢献

一般財団法人
省エネルギーセンター

Keypoint Inteligence

米国環境保護庁
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