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キヤノンでは世界各国・地域の課題やニーズに応じた社会貢献活動を、次の 6 つの分野を中心に展開しています。

共同リーダー

（ 2018 年末現在）

フィル・ユストゥス・
フォン・ゲイブラー氏

活動名称

概要

備考

活動を実施。2018 年は、西日本豪雨、北海道地震、
台湾地震など、総額約3,100万円を寄付しました
東日本大震災の被災地におけるコミュニティの活性

各種復興支援活動
人道・災害支援

化を目的としたプログラム
「福島コミュニティサポー
ト」
や
「みんなの笑顔プロジェクト」
を実施しました
国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所および国

国連の支援活動
への協力

URL：
https://cweb.canon.jp/csr/social/
recovery/index.html
1 UNHCRの日本の公式支援

※

連UNHCR協会※1が主催する
「UNHCR難民映画祭」
に
特別協賛するほか、国連WFP協会※2主催のチャリティ
ウォークイベント
「WFPウォーク・ザ・ワールド」
への参

窓口

2 WFP国連世界食糧計画の

※

日本の公式支援窓口

加などを行っています
モノの特徴を利用した分別実験を通じて、環境問題
に対する理解を深め、
リサイクルの大切さを学ぶプロ
環境保全活動

環境出前授業

グラム。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組

URL：
https://cweb.canon.jp/ecology/
delivery-class/

織委員会により
「東京 2020 公認プログラム（持続可
能性）」認証を受けています

1998年から、キヤノンUSAが支援するアメリカ癌学会
社会福祉活動

American Cancer
Society

（ ACS ）への寄 付を目的としたプログラム。
「 ACS
乳がん撲滅ウォークラリー」への参加や募金活動を
継続して実施しました
アジア各地の子どもたちが、撮影した写真と感想文を

地域社会活動

Canon Image Bridge

添えた
「交流カード」
を通じて異文化交流を図るプロ

プロジェクト

グラム。
日中平和友好条約締結40周年を迎えた2018
年には、
中国と日本の小学生の間でも実施しました

キヤノン ジュニア
フォトグラファーズ

自然をテーマとした写真撮影会を通じて、子どもたち
の環境に対する意識を高め、豊かな感性を育むこと
を目的としたプロジェクト

URL：
https://global.canon/ja/jrphotographers/

教育・学術支援
インターンシップ
受け入れ

芸術・文化・
スポーツ支援
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写真新世紀

計約1,700人をキヤノン
（株）
で受け入れました
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成・支援を目的としたプロジェクト

サステナビリティ報告に対する投資家の関心の高まり

者はキヤノンのコアビジネスと具体的な意思決定の背
景について、より深く理解することができるからです。
その一方で 、事業戦略に関する情報は 、過去や近い将

URL：
https://global.canon/ja/
newcosmos/

な目標の詳 細が 提 示されることを期 待します。2019
年のレポ ートは 、昨年版よりも報告内容が凝縮され 、

「サステナビリティは社会にとって望ましい成果であり、

全体のボリュームが減っていますが 、今後のレポ ート

経済的に長期にわたって価値をもたらす強力な枠組み

では 、詳細な情報を別途提供することで内容が一層強

である」という認 識 を強 めつつあります。例えば 過 去

化されると思います。

10 年間において、責任ある投資に対する関心は高まっ
ていますが 、この傾向は 、世界の資産が ESG（環境、社

より強まった情報の相関性

会、ガバナンス）の基準に従って管理されるようになっ

財務、経済、社会、環境といった側面をコアビジネス

てきていること、また ESG 関連の決議に対する株主の

に統合し関連づける企業ほど、イノベーティブで競争力

支持が高まっていることと一致します。その結果、投資

が高く、新たな事業機会を捉えやすい傾向にあります。

家およびその他のステークホルダー の間では 、グロー

2019 年のレポートでは 、そうした関連性がより強く打

バル企業のサステナビリティ報告に対する関心が高まっ

ち出されており、その点は高く評価できます。
「キヤノン

ています。

の価値創造プロセス」
（ → P15 〜 16 ）や「 SDGsとの関わ

キヤノンはこうした流れに対応して、より統合された

り」
（ → P17 〜 18 ）で示された図はその好例です。ただ

報告を行う方向へと向かいつつあります。そうするこ

し優先順位をより明確にし、環境セクションのマテリア

とによって、財務情報およびその他の価値関連情報の

リティマトリックス
（→ P62 ）のように 、重要なテーマに

点から、業績についてより一貫性のある説明を行える

選んだ根拠を示す分かりやすい図があれば、なおよかっ

ようになります。これに伴う変化は本レポートの副題

たと思います。すべての重要なテーマが等しく重要だ

や編集方針（ → P1 ）に表れているだけではありません 。

というわけではないからです。価値創造とサステナビ

昨年版と比較して、2019 年のレポートには 2 つの重要

リティの目標（気候保護やサーキュラーエコノミーなど）

な変化が認められます。1 つ目はキヤノンの事業戦略に

に貢献するイノベ ーションの力をさらに向上させるた

関する情報が増えていること、2 つ目は ESGファクター

めの研究開発活動に対する戦略とマネジメントアプロー

と事業戦略の相関性が強まっていることです。本第三

チに関する情報も、もっと必要です。

者意見書では 、この 2 つの主要な変更点について述べ

私はキヤノンのサステナビリティレポートが進化する

るとともに 、なぜこれらの情報が責任ある投資家のみ

プロセスに関与できることを大変うれしく思っています。

ならず、利害関係のあるすべてのステークホルダー に

喜ばしいことに 、今年の討議にはキヤノンの IR 部門が

関連のあるものでなければならないのかについて、説

初めて参加し、昨年以上に双方向の討議となりました。

明したいと思います。

キヤノンとのエンゲージメントおよび 2019 年のレポー
トのドラフトに基づき、今年もまたキヤノンおよびレポー

事業戦略に関する情報の増加

学生へのキャリア形成支援を目的としたインターンシ
ッププログラム。2018年は事務系・技術系・高専で合

写真表現の可能性に挑戦する新人写真家の発掘・育

ポ ートフォリオの転換に関する情報があることで 、読

経済、社会、環境といっ たテーマについての中長期的
企業、投資家およびその他のステークホルダー は 、

世界各地で発生する自然災害の被災地に対し、募金
災害募金

略に関するセクション
（→ P19 〜 22 ）なども同様です。
こうした変化は大いに賛成できます。事業戦略や事業

来に焦点が当てられていました。今後のレポートでは、

主な社会貢献活動一覧（ P122 〜 124 で紹介した事例は除く）
分野

た財 務ハイライト
（→ P13 ）や各ビジネスユニットの戦

ト制作チームはサステナビリティレポートの品質と信

2019 年のレポ ートでは 、財 務 面と事 業 戦 略により

頼性を著しく向上させ 、投資家およびその他のステー

重点が置かれています。最も顕著な例は「グロー バル

クホルダー に貢献したと私は考えます。そして、引き続

優良企業グル ープ構想フェーズ V 」の進捗状況と事業

きキヤノンが透明性を向上させ 、サステナビリティに寄

ポ ートフォリオの転換について詳細に述べた CEO メッ

与していくことを期待します。

セージ
（→ P4 〜 5 ）
です。主要な財務指標の概観を示し
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コメンテーターとの討議内容

フィル・ユストゥス・フォン・ゲイブラー氏について
フィル・ユストゥス・フォン・ゲイブラー氏は、優れた国際的サステナビリティ調査組織であるヴッパータール研究所に
所属し、持続可能な生産・消費部門の研究ユニット
「イノベーションラボ」
の共同リーダーを務めています。サステナビリティ
評価とサステナビリティイノベーションの分野での20 年以上にわたる経験に基づき、サステナビリティ基準、バリューチェー
ンにおけるサステナビリティイノベーション、ステークホルダーエンゲージメント、企業とリビングラボでのオープンイノベー
ションに焦点を当てた研究を行っています。著書は数冊、執筆した科学的な出版物は 100 以上に上ります。

第三者意見書のプロセス
はじめに

• 重要性：レポートは、キヤノンにとって重要な経済的、
環境的、社会的な課題を反映しているか

キヤノンは 、ステークホルダー の皆さまに向けてサス

• ステークホルダー の包含性：レポートは 、キヤノンが

テナビリティレポートを長年にわたって発行し続け、報

ステークホルダー の期待、関心にどのように応えて

告のアプローチやステークホルダーとの関係を向上さ

いるかを説明しているか

せてきました。2003 年からは 、外部のコメンテーター

• 持続可能性の状況：レポートは 、広範なサステナビリ

にサステナビリティレポートの評価ならびに第三者意

ティ課題・影響から見たキヤノンのパフォーマンスを

見の提供をお願いしています。このプロセスは、信頼性

説明しているか

の高い第三者から有意義なフィードバックを提供して

• 網羅性：レポートは 、キヤノンのサステナビリティ面

いただくことによって、キヤノンが国際水準の活動がで

への影響を反映し、読者が同社のパフォーマンスを

きるようになることをめざしています。

評価するのに十分な内容を網羅しているか

キヤノンとフォン・ゲイブラー氏はテレビ会議や書面

フォン・ゲイブラー氏はこれらの原則に従い 、キヤノ

を担当していただき、報告書を作成するプロセスにお

ンのレポートが彼らの期待にどの程度応えているかを、

いて、テレビ会議や意見書などを通して、アドバイスを

以下の点から評価しました。

いただいています。情報開示や企業パフォーマンス、ス

•「キヤノンサステナビリティレポート2019 」に掲載さ

テークホルダーとの関係について討議する本ダイアロ
グは 、キヤノンのステークホルダーエンゲ ージメントの
基盤となっています。

コメンテーター意見の基準

れている項目の妥当性

に対する印象などについて討議しました。
議題

第三者意見

キヤノンの見解

長期的な価値創造へ
のサステナビリティ
の統合

統合報告をめざすことにより、価値創造に対するキヤノンの
考え方の強化が促進される。財務面、経済面、社会面、環境面
で成果を生むためのキヤノンの意思決定についてより詳しく
提示すれば、一層強化される。価値創造プロセスについてキ
ヤノンが議論を行っていることは前向きな動きである。引き
続き
「グローバル優良企業グループ構想」およびその他の事
業戦略について言及するとともに、
サステナビリティとそれに
関連する目標をめぐる投資家とのエンゲージメントを強化す
ることにより、
この方向性は一層強化されるだろう。

キヤノンはこのダイアログを含め、
ステークホルダーの声に耳
を傾け、ニーズに合致した情報開示に取り組んでいる。統合
報告の枠組みに沿った報告書の作成についても、
アンケート
調査を通じてステークホルダーの関心度を確認したほか、社
内検討を重ね、
「キヤノンの価値創造プロセス」
「キヤノンの価
値創造の歩み」
など、新たな情報を開示した。

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

マテリアリティは、
これまでキヤノンが取り組んできた活動の
マテリアリティの説明については有益な改善がなされている。 ほか、中長期経営計画など今後の事業の方向性や社会状況
重要課題のすべてが等しく重要なわけではない。内容を改善
など、さまざまな要素を考慮し、毎年レビューを実施してい
し、優先順位を決め、
自らの事業活動と関連づけることにより、 る。
その結果を、
「マテリアリティ
（重要課題）
の特定と再確認」
重要なテーマの意義を向上させることができる。統合報告を （→P43）
に記載した。
めざすには、
マテリアリティと事業との関連性がより明確でな
また、マテリアリティと事業活動の関連性を価値創造の観
ければならない。
点から整理し直し、
「キヤノンの価値創造プロセス」図にま
とめた。

て、長年グローバル・レポーティング・イニシアティブ

を求める統合報告の枠組みに沿った報告書の作成に取
り組み始めました。

らは 、2016 年発行の「 GRI スタンダード」に準拠してお
り、この第三者意見プロセスも以下の 4 つの「報告書内

マネジメントアプロ
ーチに関する記述内
容の深さと詳しさ

キヤノンのマネジメントアプローチについて述べているセクシ
ョンは、個々の具体的な分野に関連するリスクについての議論
を記述することにより強化される。
マネジメントアプローチに
関連するすべてのセクションにおいて、経済面、社会面、環境
面における目標、具体的なリソースと責任、業績を評価する手
法についてのより詳細な説明がなされるべきである。

またキヤノンは 、長期的な視点に立った思考とマネジ
メントを促すために、財務・非財務情報を組み込むこと

（ GRI ）のガイドラインを用いてきました。2018 年版か

持続可能な開発目標
との関連性
（SDGs）

サステナビリティへのグローバルな対応を示すことで、
引き続
きSDGsへの貢献を強調している。政府、市民社会、企業と協
働し、短期から中長期にわたってSDGsの達成を支援するとい
うキヤノンの役割について、
引き続きステークホルダーの意見
に耳を傾けるべきである。営利組織が SDGs の達成において
果たす役割を理解する上で答えは 1つとは限らないが、自社
の考え方を早い段階からステークホルダーと共有していく必
要がある。

• レポートにある個々の掲載内容の質
• レポート全体の質、バランス、関連性

キヤノンはサステナビリティレポートの作成にあたっ

キヤノンは、自社の活動が社会や地球環境に対して及ぼす
影響とSDGsとの関連度合いを、
自社の活動の変化にあわせ、
毎年レビューを実施している。例えば、技術開発分野におい
て、最先端技術を有する教育・研究機関と共同プロジェクト
を実施しているほか、他企業と連携した共同開発なども展開
していることから、SDGs17を関連性が最も高いカテゴリに位
置づけた。
また、
キヤノンとの関連性が強いSDGsアイコンを一目で確認
できるようページデザインを刷新したほか、
マテリアリティに
関連するSDGsや、
ステークホルダーがキヤノンに貢献を期待
するSDGsについての紹介を行っている。

昨年までは、
「環境」に関する
「リスクと機会」のみの言及にと
どまっていたが、今年はすべてのマテリアリティについてキヤ
ノンの考えを紹介した。今回のご意見を踏まえ、
さらなる改
善を図る。

サンクロフト・インターナショナルとそのチーフ・エ

容の確定に関する報告原則」※に従っています。

グゼクティブであるジュディ・クチェウスキ氏がファシ

加えて、キヤノンと統合報告の関連性について、また

※ より詳しい説明とガイダンスは、以下のサイトから入手できます。

リテーター を務めています。クチェウスキ氏は 、コメン

統合された思考、マネジメントおよび業績の原則を価

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gristandards-japanese-translations-download-center/gri-101-foundationjapanese-translation/

者の回答や見解もあわせて示しています。

を通して、レポートへの期待や主な関心分野、レポート

2008 年よりヴッパ ータール 研 究 所に所 属するフィ
ル・ユストゥス・フォン・ゲイブラー氏にコメンテーター

主な議題は 、以下の通りです。キヤノン側の討議参加

テーター への委託条件の確認やキヤノンとコメンテー

値創造への長期的視点とともにどのように掲げていく

ターとの間のコミュニケーションの仲介、第三者意見

かについて、幅広い議論がなされました。

フォン・ゲイブラー氏の意見全文は、
「第三者意見書」
（→ P126 ）
に掲載しています。

のレポートでの記載方法などの点で 、キヤノンに助言
や支援を提供しています。クチェウスキ氏および外部
のコメンテーター は 、見識ある独立したサステナビリ
ティの専門家としてキヤノンの活動に強い関心をもち、
レポートの透明性、説明責任向上への支援を行うもの
であり、レポートに掲載された内容の「保証」を行う立
場にはない点をご了承ください。
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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。

Canon Sustainability Report 2019

128

