IBM と国連の持続可能な開発目標
（SDGs）
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IBM の継続的なコ
ミットメント

IBM が誇れるものの 1 つに、
ビジネスを展開している地域や世界中の地域
社会との
「関わりの歴史」があります。
私たちは、国連の持続可能な開発目標
（SDGs）の17 項目で設定された、社会の進歩に向けた優先事項の推進に参
加します。
また、IBM は以前から社会的課題に取り組む際にコラボレーション
という手法を採用しており、SDGs が呼びかけるパートナーシップ戦略を支持
しています。
こうした目標実現のためにIBM が尽力しているのは、環境プログラムや責任
あるサプライチェーン、企業の社会的責任に関わる取り組みに加え、
グローバ
ルで展開しているダイバーシティーとインクルージョンの推進などです。
また、
さまざまな課題にテクノロジーを応用する企業として、
イノベーションや専門
知識を活用し、SDGsの17の目標全体にわたる取り組みに参加しています。
一
例を挙げると、IBM では、医療や教育、農業、省エネなどの領域で革新的なソ
リューションを考案するために、
クラウドや人工知能 (AI)、
ブロックチェーンな
どのテクノロジーを使用しています。
社会組織や政府機関、民間のお客様と協
力して、
こうしたソリューションを数多く開発しています。
本レポートでは、SDGs
それぞれの目標達成に貢献するイニシアチブの一部をご紹介しています。
そ
の他のプロジェクトや社会貢に貢献する活動の詳細は、ibm.org でご確認く
ださい。
IBM Research® は、
エネルギー貯蔵の効率化から、大気中の二酸化炭素の除
去や持続可能性につながる食物栽培まで、社会活動に関わる緊急の課題に
対処できる新しい素材の設計を、先陣を切って行っています。
素材の設計や発
見は複雑で時間を要し、所定の特性や機能を持つ新素材を 1 つ発見するの
に、一般的に10 年の期間と最大 1 億ドルもの費用がかかります。
しかし、IBM
Research の予測では、AI や量子計算などのテクノロジーを活用することで
時間や費用を 90% 削減できます。
私たちは、
「発見の加速化」
という新たな
時代を迎え、5 年以内にかなりの進展を遂げられると見込んでいます。
詳しく
は、research.ibm.com/5-in-5 をご覧ください。
今日の人々は、
より持続可能な世界をつくるための共同作業への、企業の参
画に大きく期待しています。
IBM は、
お客様やパートナー様、
そしてIBMの取り
組みやイノベーションが生活を豊かにしてきた地域社会との間に築いてきた
信頼を成功の糧として、今後も過去数十年と同様に取り組みを進めてまいり
ます。

貧困をなくそう
IBM Research のあるチームはオハイオ州シンシナティ
の非営利団体「CityLink Center」
と協力して、
さまざまな
ソーシャル・サービスが雇用や健康、教育、住居などの
成果にどのようにつながるかを分析し、貧困から抜け出
す道をモデル化しました。
詳しくは、ibm.com をご覧くだ
さい。
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Plastic Bank は IBM Blockchain Platform をベースに
構築したソリューションを利用して、貧困率が高く、
プラス
チックによる汚染のひどい地域に住む 10 億人以上の人
々を支援しています。
このソリューションのおかげで、人々
はプラスチックのごみを集めて、自分たちに必要な物品
と交換できるようになりました。
詳しくは、ibm.com をご
覧ください。

飢餓をゼロに
IBM Food Trust™ はブロックチェーンを活用したネット
ワークです。権限管理され、改ざんのできない食品システ
ムのデータを通じて、食品サプライチェーンの関係者をつ
なぎます。
食品エコシステムの安全性向上、
スマート化、
持続可能性の強化を実現できるよう設計されています。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。

IBM は、社会の課題に対応するソリューション構築を開
発者に促すグローバル・イニシアチブ、
「Call for Code 」の
創設パートナーです。
2020 年の優勝作品は、小規模の農
業経営者とつながり、場所、農産物の種類、栽培段階でカ
スタマイズされた農業情報を提供するアプリです。
詳しく
は、ibm.com をご覧ください。

IBM と Yara International は世界をリードするデジタ
ル・ファーミング・プラットフォームを構築するために協業
しています。
農場や田畑のデータを使用し、世界の食糧生
産の効率性、透明性、持続可能性を高めています。
詳しく
は、ibm.com をご覧ください。

すべての人に健康と福祉を
新型コロナウイルス感染症に関して IBM が実践した対
応の 1 つが、
ホワイトハウスや米国エネルギー省と共に
設立したコンソーシアムです。
その目的は、600 ペタフロ
ップスを超える演算能力へのアクセスを研究者に無償
提供することでした。
IBM Research もクラウド・ベース
の AI サービスを無償で提供しました。
このサービスを利
用することで、科学者や学者は専門家が審査済みの論文
や使用許諾が必要なデータベースに照会して 新型コロ
ナウイルス感染症の情報を得ることができます。
IBM の
パンデミック対応について詳しくは、ibm.com をご覧く
ださい。

Allied Against Cancer は、
サブサハラ・アフリカで治療ガ
イドラインと安全な化学療法を広められるよう設計され
たデジタル・ツールを導入しました。
IBM は、American
Cancer Society、National Comprehensive Cancer
Network、Clinton Health Access Initiative、African
Cancer Coalition と共に創設パートナーとして参画し
ています。
詳しくは、alliedagainstcancer.org をご覧くだ
さい。

テクノロジー分野のキャリア
のためのスキル構築
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質の高い教育をみんなに

IBM は民間セクターと公共セクタ
ーの専門家と組んで、
ホワイトカラ
ーでもブルーカラーでもない今日の
「ニュー・カラー（New Collar）」職
に必要なスキルを世界中の人々が
習得できるようにサポートしていま
す。
IBM が提供する教育プログラム
は、広く長期的な変化をもたらし、
誰もが高い品質の教育が受けられ
るよう設計されています。

P-TECH® は STEM スキルを重視し、高等学校、
カレッジ、
職場体験を統合した公教育モデルです。
学校と企業リー
ダーが提携し、
スキルや学位の習得に必要なサポートを
学生に提供します。
学生はメンターとペアを組み、職場
訪問や有給インターンシップに参加し、企業パートナーか
らの就労機会が提供されます。
高等学校を卒業後、2 年
間のカレッジ教育を無償で受け、必要な業界スキルと一
致する学位を得て卒業となります。
この P-TECH モデル
は世界 27 カ国 260 校で導入され、600 社のビジネス・
パートナーと 15 万人の学生が参加する予定です。
詳しく
は、ptech.org をご覧ください。
Open P-TECH は、
ニューエコノミーで促進されるキャリ
アでの成功に必要な、業界をリードするテクノロジーと
専門スキルについて無償のオンライン学習を提供してい
ます。
高等学校や卒業後の教育に携わる教師とその学生
を対象に設計された Open P-TECH は、
マーケットで学
生について情報を提供し、学生を差別化するための
デジタル・バッジへのアクセスを学生に提供します。
教
師は、各自の授業に取り入れることができる専門のコ
ンテンツや機能にアクセスすることができます。
詳しく
は、ptech.org をご覧ください。
SkillsBuild® は、退役軍人、移民や難民、新たなキャリア
を見つけたい成人など、就職や再就職を希望する成人
をサポートしています。
無償のオンライン学習と、
コミュ
ニティー・カレッジや NGO とのパートナーシップを組み
合わせ、IBM のオファリング、教育、
およびプロジェクト
へのサポート対象アクセスを提供して、専門家が業界公
認デジタル・バッジを獲得し、
「ニュー・カラー」職の役割
を担うのに必要なスキルを身につけられるようにしま
す。
SkillsBuild ではフランス、
アイルランド、
スペイン、
トル
コ、英国、米国で 7,000 のオンライン・コースを提供して
います。
詳しくは、skillsbuild.org をご覧ください。

Teacher Advisor With Watson® は AI を活用して、教師
が学生一人ひとりの学習ニーズに応えられるようサポー
トしています。
この無償の Web ベース・リソースは数学
教育に重点を置いており、教師は、総計 10,000 個の授
業プランや学生用アクティビティー、授業戦略をまとめた
ライブラリーから質の高いコンテンツを効率的に見つけ
出すことができます。
ライブラリーのコンテンツは元教師
や UnboundEd の数学講師による妥当性審査に合格し
たものばかりです。
また、National Center for Learning
Disabilities との提携を通じて、Teacher Advisor は学習
や成績の問題に関して学生をサポートする的を絞った戦
略を教師に提供することができます。
NWEA とのパート
ナーシップでは、学生の評価に応じた対象コンテンツを
教師に推奨します。
詳しくは、teacheradvisor.org をご覧
ください。
IBM は、初めて技術専門職への就職を希望する人を対
象とした実習プログラム、ならびに IT 業界の職を一度離
れた人を対象とした「リターンシップ」制度を用意してい
ます。
参加者は、企業側が重視するニュー・カラーのスキ
ル習得につながる学習パスに沿って研修を受けます。
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ジェンダー平等を実現しよう
世界中のさまざまなイニシアチブを通じて、IBM は業界
内で活躍する女性の増加に取り組んでいます。
その 1 つ
が STEM for Girls India です。
この 3 年プログラムは、
デ
ジタル・リテラシー、
コーディングやハイテク・スキル、
キャ
リア形成、女子学生のエンパワーメントを促進して、
イン
ド全土の女子高校生をサポートします。
最終目標は、20
万人の女子学生と 10 万人の男子学生について STEM
スキルを向上させ、雇用状況を改善することです。
詳しく
は、ibm.org をご覧ください。

IBM の
「Be Equal」は、
あらゆる人のダイバーシティー と
インクルージョンを支持するイニシアチブです。
当初はジ
ェンダーの平等に重点を置き、最終的には、
すべてのコミ
ュニティーに属する人々にとって体系的で持続可能な改
善を促し、
さらに多方面にわたる変化を広める代弁者の
ような役割を果たすことが目標です。
詳しくは、ibm.com/
impact/be-equal をご覧ください。

安全な水とトイレを世界中に
IBM の業務において、水源を維持し、河川の流域を保護
することは重要です。
私たちの最終目標は、水が不足して
いる地域にある IBM の大規模な事業所やデータ・セン
ターでの水使用量を毎年削減することです。
2019 年は
2018 年比で 2% の使用量削減を達成しました。
詳しく
は、ibm.com をご覧ください。
Forecast: Change は、The Weather Company®
(IBM グループ企業) と 2 つの非営利パートナーが
世界のさまざまなコミュニティーで真水不足を撲滅
するために取り組んでいるイニシアチブです。
詳しく
は、forecastchange.weather.com をご覧ください。

Upper Tana-Nairobi Water Fund は、The Nature
Conservancy が進めるイニシアチブの 1 つで、
ケニア
のタナ川の上流域で数千の農業経営者が水を節約し、
汚染を減らす方法を活用できるようサポートすることを
目的としています。
2020年、IBM Service Corps チーム
は、900万人の市民のために水の可用性と品質維持を目
指すこの継続的な取り組みを通じ、収集した大量のデー
タを管理、分析するデータ管理プロトタイプを開発しまし
た。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。

エネルギーをみんなに そしてクリーンに
IBM Research は 2019 年に、
ニッケルやコバルト、鉛、
カ
ドミウムなどの重金属を必要としない新しい電池向けの
化学作用を発表し、
より持続可能で低コストのソーシン
グが期待されています。
初期テストでは、
この電池を最適
化すると多数のテスト項目でリチウムイオン電池をしのぐ
ことが判明しました。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。
電力系統に接続されたリソースの数が増加しているた
め、
システムの運用と、
システム内のユーティリティーの
役割を根本的に見直す必要があります。
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IBM が世界規模で展開する新しいイニシアチブは、3 段
階戦略で進める
「クリーンな電化 (Clean Electrification)
」により、経済圏の大規模な脱炭素化をサポートします。
この戦略には、
ネットワークのレジリエンシーと運用品
質の向上、再生可能エネルギーの統合、産業の電化の
推進の 3 つの段階が設定されています。
IBM の
「Green
Light」
レポートでは、TenneT やコペンハーゲン市な
どの組織がどのように
「エネルギー・インテグレーター
(Energy Integrator)」
という新しい役割を実現しているの
かについて詳しく説明しています。
詳しくは、ibm.com を
ご覧ください。

働きがいも経済成長も
IBM Service Corps Reignite は、求職者がテクノロジー
業界で新しいキャリアを見つけられるように、
またビジネ
ス・オーナーが経済的に厳しい時期にビジネスを再スタ
ートさせるスキルを身につけられるようにサポートする
目的で考案されたものです。
2020 年に立ち上げたこの
プログラムでは、SkillsBuild を通じて世界のどこからで
も利用できるオンライン・コースや、米国の複数の都市に
おけるさまざまな非営利パートナーや業界パートナーと
のコラボレーションを通じてパーソナライズやカスタマイ
ズされたサービスを提供しています。
詳しくは、ibm.org を
ご覧ください。

Farmer Connect は IBM ブロックチェーンを搭載したプ
ラットフォームで、
コーヒー・サプライ・チェーンの追跡可
能性や効率、公平性を高められるように設計されていま
す。
2020 年に IBM と Farmer Connect は「Thank My
Farmer」
アプリを公開しました。
このアプリは、
コーヒー
農園から始まるコーヒーの生産工程を示すインタラクテ
ィブ・マップを使って、消費者と、農業経営者や取引業者、
焙煎機メーカー、
ブランドとをつなぐものです。
またのア
プリは、
コーヒー生産コミュニティーにおける持続可能
性プロジェクトや消費者がそうしたコミュニティーを支
援する機会についても伝えます。
詳しくは、ibm.com をご
覧ください。

産業と技術革新の基盤をつくろう
IBM は 2019 年に 9,262 件という記録的な数の米国特
許を取得し、27 年連続で特許取得数 1 位となっていま
す。
新型コロナウイルス感染症対応の一環として、IBM
は、新型コロナウイルスの診断、予防、封じ込めや治療に
役立つテクノロジーの開発に取り組む人々に、8 万件以
上の特許をまとめたポートフォリオへの無償アクセスを
付与しました。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。

IBM Research は、商業施設の空調システム運用に関連
するエネルギー消費量を抑えるために、AI 対応のソリュ
ーションを開発しました。
初期の結果から、
このソリュー
ションを使用した場合、冷房時のエネルギー消費量を最
大 15% 削減できることが明らかになっています。
詳しく
は、ibm.com をご覧ください。

ダイバーシティー と インクル
ージョンを広めるための取り
組み
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人や国の不平等をなくそう
IBM では、
すべての IBM社員 が成功や成長できる社風
を醸成するプログラムやポリシーを維持し、継続的に開
発しています。
IBM の歴史を振り返ると、多種多様な人
々が集まる職場はイノベーションや俊敏性、
パフォーマン
ス、
エンゲージメントの促進や向上につながることがわ
かります。
これは、
ビジネスの成長を実現するだけでなく、
社会の不平等の削減に貢献する機会を生みます。
IBM のインクルージョンの文化は 1
世紀にわたり、現在も続いています。
たとえば、IBM は 1935 年に男性と
同じ給与で女性の専門職登用を行
っています。1953 年には、人種や
肌の色、宗教上の信条に関係なく、
有能な人材を雇用することを定め
た史上初の機会均等に関する企業
ポリシーを制定し、
その後も、性的
志向 (1984 年)、性同一性と性別の
表現 (2002 年)、遺伝的要因 (2005
年) をポリシーに追加し、適用範囲
を広げています。

私たちは、
より多くの女性やマイノリティー・グループに属
する人々がこの業界で活躍できると考えています。
IBM の人財については、社会的少数者とされているグル
ープ、
そして社内のあらゆるレベルで、市場で必要とされ
るスキルを持った人財のダイバーシティー目標を達成ま
たは上回ることが重要なマイルストーンです。
IBM は、業界で必要とされるスキルの育成を目的として
社外の人々を支援する活動に投資しています。
例えば 2020 年 9 月には、HBCU (Historically Black
Colleges and Universities) 13 校との提携による
IBM Quantum チームの教育研究イニシアチブ
を発表しました。
IBM Skills Academy のアカデミック・
イニシアチブを通じたHBCU への新たな 1 億ドルの投
資とともに、
より多様性に富む将来の労働力育成を後
押しすべく、学術研究、教育、
コミュニティーにおける各
支援プログラムで連携しています。
また、IBM の
「Open
Source Community Grants」
では、アフリカ系アメリカ
人の女子 20,000 人以上を対象に技術教育の機会を提
供することを目的とした Black Girls Code をはじめ、不
平等解消に取り組む NPO の認定を行っています。
(その
他の教育イニシアチブに関する情報は 3 ページを参照
してください)。
IBM の成功は高いスキルを持つ社員にかかっているた
め、新たな人財プールを継続的に開拓しています。
2019
年には、米国の IBM社員 の 15% が従来とは異なるバッ
クグラウンドを持ち、学位だけでなくスキルも考慮した上
で採用されました。
IBM では自閉症の人を対象とするイ
ンターンシップやワークプレースメント制度を提供してお

り、現在 1,400 人の IBM社員 がニューロダイバーシティ
ー・コミュニティーのメンバーです。
また、退役軍人の職業
訓練や採用も積極的に行っており、2019 年には 700 人
を採用しました。
全社で様々な属性を持つ社員の公平な比率を促進する
ため、IBM では能力開発・キャリアアップ促進プログラ
ムを設けています。
その中には以下のような。
女性や社
会的少数者とされるグループに焦点を当てたものも含
まれます。
—

—

—

—

「Pathways to Technical Leadership」(技術管理
職へのキャリア・パス) では、女性の中堅技術者の
昇進を後押ししています。
「Elevate and Building Relationships
andInfluence」(関係および影響力の向上と構築)
の各プログラムでは、管理職候補として有望な女
性の育成を支援しています。
「Hispanics@IBM Influence」
では、
ヒスパニック
系IBM社員 の対外的地位向上をサポートしてい
ます。
メンタリングおよびスポンサーシップの各プログラ
ムでは、
アフリカ系アメリカ人、
ヒスパニック系アメ
リカ人、先住アメリカ人の IBM 社員に、
キャリア・ア
ドボケートやキャリア・リソースを組み合わせ、昇進
の可能性を高めています。

IBM は、世界規模で幅広い問題にわたって、平等とイン
クルージョンの価値向上を目的とした法律や公共政策も
支持しています。
例えば直近では、汎用的な顔認識ソフト
ウェア製品を廃止し、IBM の CEO であるアービンド・クリ
シュナが、人種間の平等を促すための詳細な政策提案に
言及した書簡を米国連邦議会に送付しました。
IBM は、
あらゆる人々の機会を拡大することによって、IBM の地
位がより強固なものとなるだけでなく、私たち全員の生
活の場であり働く場であるコミュニティーでの公平性と
平等の促進につながるということを知っています。
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住み続けられるまちづくりを
IBM Service Corp では、IBM社員 によるチームを世界中
に配置し、社会的企業や NPO、自治体などと連携して、
教育、健康、持続可能性、経済開発におけるさまざまな
問題に取り組んでいます。
2008 年以降、40 か国近くのコ
ミュニティーを支援するために 4,000 人の IBM社員 を
派遣し、1,500 の社会貢献プロジェクトで 1 億ドルを超
える商業的価値を生み出してきました。
詳しくは、ibm.org
をご覧ください。

The Weather Company の IBM GRAF (グローバル高解
像度大気予測システム) は、全世界の気象予報を毎時3
キロメートル四方の解像度で更新し、ほぼあらゆる場所
の人々、企業、政府のより良い意思決定に役立つ情報へ
のアクセスを提供しています。
詳しくは、ibm.com をご覧
ください。

つくる責任 つかう責任
IBM の社会および環境マネージメント・システムでは、当
社の一次サプライヤーに対し、社会的責任と環境責任を
果たすための独自の仕組みを構築するよう求めています
これには、廃棄物処理、
エネルギーの節約、温室効果ガ
スの放出に関する自発的な環境目標を設定して実績を
評価し、
それらの目標と結果を公開する仕組みが含まれ
ます。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。
IBM は、1988 年に無害廃棄物のリサイクルに向けた最
初の自発的な環境目標を設定し、2019 年には、重量に
して 89% 近くをリサイクルに回しました。
また、寿命がき
た製品や生産廃棄物の回収とリサイクルにも力を入れ
ており、1995 年以降、
およそ 24 億ポンドもの回収・処
理を行ってきました。
2019 年には、
その材料の重量にし

て 95% 以上の再使用、再販売、
リサイクルを果たしてい
ます。
詳しくは、
「IBM and the Environment Report」をご
覧ください。
IBM の研究員は、
ある種のプラスチック (ポリエステル)
を再生製品用プラスチック製造機械に直接送り込むこと
ができる物質へと分解する、触媒化学処理プロセスを発
見しました。
このような進歩によってプラスチック・リサイ
クルの効率が高まり、用途が広がることが期待されてい
ます。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。

省エネルギーによる気候変
動への対応
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気候変動に具体的な対策を
IBM は、10 年以上にわたり、気候変動がグローバル規
模での意義ある行動を必要とする深刻な問題だと述べ
てきましたが、
その考えは今でも変わりません。
そのため
IBM では、炭素排出に課税する責任ある計画やパリ協定
を支持し、
エネルギー消費量やエネルギー消費に関連す
る二酸化炭素排出量の削減に向けて、製品とオペレーシ
ョンの効率化に継続的に取り組んでいます。
IBM があらゆる事業活動を通じて
環境保護のリーダーシップを発揮す
ることを公約に掲げてから、50 年近
くが経ちます。
1971 年に IBM の環
境ポリシーを初めて発行した後、
エ
ネルギー使用量 (1975 年) や二酸
化炭素排出量 (2000 年) の削減に
向けた目標を設定し、2001 年には
再生可能エネルギーによる発電電
力の調達を開始しました。

IBM の目標は、省エネルギープロジェクトを通じて年間
消費量の 3% に相当するエネルギーを毎年節約すること
です。
2019 年には、世界中で 1,600 を超えるプロジェク
トが実施され、当社の総エネルギー使用量の 3.2% に相
当する年間節減を達成し、目標を超える成果を収めまし
た。
1990 年から 2019 年にかけて 770 万メガワット時
の電力を節約したことで、450 万メートルトンに上る二酸
化炭素の排出 (米国の平均的な家庭 52 万世帯分の年
間二酸化炭素排出量に相当) を防ぎ、6 億 4,600 万ドル
のコスト削減を達成しています。

また IBM では、再生可能エネルギーによる発電電力の
調達量も増やしてきました。
目標は、2025 年までに IBM
が全世界で消費する電力の 55% を再生可能エネルギ
ーから調達することです。
2019 年には、再生可能電力の
消費量を 18% 増やし、総消費量における再生可能電力
の割合を 47% にまで引き上げました。
さらに、
コロラド
州ボールダー (米国)、
バストーニュ (ベルギー)、
ヴォー・シ
ュル・シュール (ベルギー) にある IBM のデータ・センタ
ーでは、各地域のエネルギー供給業者と提携してソーラ
ー・パネルを設置しました。
目標は、IBM のエネルギー消費に関連する業務上の二
酸化炭素排出量を、2005 年を基準年として 2025 年
までに 40% 削減することにあります。
これは IBM の第
4 世代の目標であり、第 3 世代までの目標は達成済み
です。
2019 年には、基準年に対し二酸化炭素排出量を
39.7% 削減したことから、ほぼ目標を達成しているとい
えます。
IBM のすべての環境プログラムと実績について詳し
くは、当社が 30 年間毎年発表してきた「IBM and the
Environment Report」
でご確認いただけます。

次世代のIBM POWER10プロセッサーは、POWER10搭載製品のエネルギー効率を向上させ、
お客様の省エネに貢献します。

海の豊かさを守ろう
「Jefferson Project at Lake George」(ジョージ湖にお
けるジェファーソン・プロジェクト) では、ジョージ湖およ
びその流域で物理的、化学的、生物学的指標を監視する
ための世界最先端の環境モニタリング・システムを構築
しました。
IBM、
レンセラー工科大学、
および The FUND
for Lake George によって 2013 年に立ち上げられたこ
の共同プロジェクトは、持続的な生態系の理解と保護
を実現するためのグローバル・モデルとなることを目指
しています。詳しくは、jeffersonproject.rpi.edu をご覧く
ださい。
IBM、Global Partnership on Marine Litter、国連環境計
画、
および その関係者 (ウィルソン・センターなど) による
概念実証プロジェクトでは、
デジタル技術がいかに海洋
汚染を監視して、
データ、分析、洞察へのアクセス方法を
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根本から変え、
より多くの情報に基づく意思決定を実現
する上で役立つかを実証しました。
詳しくは、ibm.com を
ご覧ください。
IBM は、海洋研究組織 Promare へのサポートとして、完
全自動航行船「メイフラワー号」に先進技術を提供して
います。
自動航行するメイフラワー号は、太陽光エネルギ
ーを動力として機械学習により完全無人航海に挑む予
定で、地球温暖化、海洋プラスチック汚染、海洋ほ乳類
の保護などの問題に対する私たちの理解を広げるため
の重要なデータを収集・送信する役割を担います。
詳しく
は、ibm.com をご覧ください。

陸の豊かさも守ろう
IBM は、紙および紙・木製の梱包材の責任ある調達に向
けた自発的な目標を設定しており、2019 年には、IBM
が世界中で直接調達した紙・木製製品の 99% 以上が、
持続可能な方法で管理された森林から生産されたもの
であることがサプライヤーによって保証されました。
詳
しくは、
「IBM and the Environment Report」をご覧くだ
さい。

完全自動航行船「メイフラワー号」が海洋データを収集します。

IBM は、Wildlife Habitat Council (野生生物生息地審議
会) の長年のメンバーであり、野生生物の生息地管理保
全教育プログラムが評価された 5 つの IBM 拠点が、同
審議会から保全認定を受けています。
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平和と公正をすべての人に
IBM と STOP THE TRAFFIK は、
すべての業界および業
種にまたがる人身売買の情報共有を促進するため、史上
初のグローバル・データ・ハブを構築しました。
IBM の AI
とクラウド技術を利用した「Traffik Analysis Hub」によっ
て、金融サービス企業、NGO、NPO、法執行機関は、
パタ
ーンや傾向、密輸ルートを検証してマップを作成できるよ
うになるため、
より体系的に連携することが可能になり
ます。
詳しくは、ibm.org をご覧ください。

IBMは、大量監視や人種的分析、基本的人権や自由の
侵害、
さらに当社の価値観や
「信頼性と透明性に関する
IBM の基本理念」に合致しない目的の場合、
それがどの
ようなテクノロジーでも使用することに断固として反対し
ています。
そのため、汎用的な顔認識ソフトウェア製品の
廃止を発表しました。
米国の法執行機関が顔認識技術を
使用すべきか否か、
そしてもし使用するならどのように使
用すればよいのかについて、国民的議論をスタートさせ
る時期に来ていると IBM は考えています。

パートナーシップで目標を達成しよう
IBM の
「Science for Social Good」(社会的利益のた
めの科学) では、IBM Research の科学者やエンジニア
が、NGO、公的機関、社会的企業の研究者や専門家と協
力して、新たな社会的課題に取り組んでいます。
2016 年
に立ち上げられたこのプログラムは、応用科学や応用技
術が科学的手法によって解決のスピードとペースを加速
することができるという前提に基づくものです。
国際連合

開発計画と現在進めているプロジェクトでは、政府機関
が各自の開発計画や開発戦略が SDGs の 169 のターゲ
ットに沿っているかどうかを評価したり、
グローバルな開
発アジェンダの実現に向けた国の準備態勢を確認したり
するためのプロセスを AI によって自動化することを目指
しています。
詳しくは、ibm.com をご覧ください。

YouTube で
「IBM Science for Social Good: Giving
Back – with Science」をご覧ください。
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