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　新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの暮らしや経済は大きな影響を受けています。世界の人々から最も必要とされる企業グループを目指すソフトバンクグループは、 
グループ各社の強みを生かした取り組みを推進するとともに、変化する状況に応じて、各種支援を実施しています。

新型コロナウイルス感染症への取り組み ─変化する状況にあわせた迅速な支援で社会に貢献─

1月2020年

未知のウイルスに対し情報が錯綜 臨時休校・
休講措置 感染拡大防止策の模索 検査体制の整備日本社会の状況

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

日本国内における当社グループの主な取り組み※1

※1 月の記載は、各施策を開始したタイミングを示しています

Yahoo!ニュース 
「新型コロナウイルス感染症まとめ」ページ開設
首相官邸や厚生労働省などから
公式に発表される最新情報や、
各メディアの報道など、信頼性
の高い情報をまとめ、逐次アッ
プデート。

ヤフー株式会社

個人用防護具（PPE）の無利益提供
政府・地方自治体・医療機関・民間企業などに対して個人用防護具
（PPE）を無利益で提供。
提供物資 （2021年3月末までの累計）

・ マスク：約3.5億枚　・ フェイスシールド：約41万枚
・ ガウン：約1,000万着　・ 防護服：約100万着
・ ニトリルゴム手袋：約200万枚　・ ゴーグル：約8.5万個

ソフトバンクグループ株式会社

人流変化の解析データ無償公開
全国の主要な駅や繁華街、観光地における人の流れを捉
えた「新型コロナウイルス拡散における人流変化の解析」
の無償公開を開始（毎日更新）。また、クラスター対策に
資する情報提供などについて厚生労働省と協定を締結。

株式会社Agoop

オンライン教育プラットフォーム無償提供
大学および短期大学に
統合型オンライン教育
プラットフォーム「Cloud 

Campus（クラウドキャ
ンパス）」を1年間無償  

提供。

株式会社サイバー大学

学校休業中の学生・子どもたちへの支援
・ オンライン学習を支援するため、25歳以下のスマホ利用者へ50GBの 

追加データを無償提供。
・ 学校、学習塾などにオンラインレッスンサービス「スマートコーチ」を無償
提供。
・ 子どもたちの居場所づくりや配食活動などのための「臨時休校中の子ども
と家族を支えよう 緊急支援募金プロジェクト」を実施。

ソフトバンク株式会社

Yahoo!MAP 
「混雑レーダー」提供再開※２

主要な駅周辺や商業施設などの混雑度
を色で段階的にヒートマップで表示する
「混雑レーダー」の提供を再開※２。

※ 2  2020年1月末に提供終了したサービスを新型 
コロナウイルス感染症の拡大を受けて再開

ヤフー株式会社

010_0339814182109.indd   13010_0339814182109.indd   13 2021/10/01   19:54:472021/10/01   19:54:47

14Sustainability Report 202113

ガバナンス社　会
ソフトバンクグループのサステナビリティ

環　境

新型コロナウイルス感染症への取り組み

ワクチン接種の促進・変異株への対応

11月 12月 1月 2月 3月 4月9月 5月10月 6月

ロボットによる 
宿泊療養施設支援
軽症者・無症状者のための東
京都の宿泊療養施設に、人型
ロボット「Pepper」と除菌清掃
ロボット「Whiz」を提供。宿泊
者への情報提供や声かけ、施
設内の清掃などに活用。

ソフトバンクロボティクス株式会社

Yahoo! JAPANアプリ「ワクチントピックス」提供
ワクチンに特化したコンテンツを配信する
「ワクチントピックス」をYahoo! JAPANア
プリにて提供開始。

ヤフー株式会社

抗体検査キット無償提供と結果公表
国内の感染状況を早期に把握するため、約33万個※3の抗体検査 キ ッ
キットを医療機関などに無償提供。検査結果をもとに、抗体保有 率や
感染拡大防止戦略を発表。 

※3 2021年7月末までの累計

ソフトバンクグループ株式会社

PCR検査を行う子会社設立
高頻度の検査提供による感染拡大の防止と経
済活動の早期正常化を目指して、PCR検査を行
う子会社「新型コロナウイルス検査センター株
式会社」※4を設立、検査を開始。高品質で安全
な唾液PCR検査を地方自治体や民間企業など
に対し実費負担のみの低価格で提供。2021

年7月末時点の検査数累計は約200万件。
※4 現SB新型コロナウイルス検査センター

ソフトバンクグループ株式会社

ワクチン接種会場設置
WeWork乃木坂を皮切りに、竹芝
本社や福岡PayPayドームなど全
国にワクチン接種会場を設置。SB

新型コロナウイルス検査センター
株式会社を通じ、医療従事者や当
社グループ従業員およびその家
族、取引先などを対象とした、新型
コロナウイルスのワクチン接種を
実施。

ソフトバンクグループ株式会社

北海道PCR検査センター開設

新型コロナウイルス検査センター株式会社※4

福岡PCR検査センター開設

SB新型コロナウイルス検査センター株式会社

ゲノム解析事業開始
変異株監視体制の強化や感染経路の把握、ワクチン開発などへの貢献を
目指して、新型コロナウイルスの変異を特定するゲノム解析事業を開始。

SB新型コロナウイルス検査センター株式会社

個人向けPCR検査提供開始
ヘルスケアテクノロジーズ株式会社のヘルスケアアプリ「HELPO」を 

通じて、個人向けにPCR検査の提供を開始。

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社SB新型コロナウイルス検査センター株式会社

 詳細は当社ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症への取り組み」をご覧ください

2021年

※4 現SB新型コロナウイルス検査センター
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お問い合わせ先
ソフトバンクグループ株式会社
https://group.softbank/contact

免責事項
　本レポートは、当社グループに関する関連情報を提供するものであり、全ての法域において、いかなる証券の購入または応募の申込みを
含む、いかなる投資勧誘を構成、または形成するものでもありません。
　本レポートには、当社グループの推定、予測、目標および計画を含む当社グループの将来の事業、将来のポジションに関する記述など、当
社グループの将来の見通しに関する記述、見解または意見が含まれています。当社グループおよびその経営陣は、これら将来の見通しに
関する記述に明示されている予想が正しいものであることを保証するものではなく、実績や成果は、予想と著しく異なる可能性があります。
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