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サステナビリティ
レポートについて

  サステナビリティレポートに 
ついて

 財務・非財務情報の開示・コミュニケーション
ソニーは、ステークホルダーの皆様への適切な情報開示とコミュ

ニケーションが大切であると考えています。ソニーでは、中長期の価

値創造に向けた経営方針、事業戦略など、財務情報と非財務情報を

統合的に報告する「Corporate Report」を2019年から発行してい

ます。また、主に投資家・株主の皆様に向けに、事業の概況および財

務・非財務情報をウェブサイト「投資家情報」で開示しています。

さらに、「サステナビリティレポート2021」 (以下、本レポート) は、

幅広いステークホルダーの皆様向けに、非財務情報を網羅的かつ

詳細に報告するために発行しています。ソニーの長期的な価値創造

を支える基盤となるマテリアリティ (重要課題) で構成し、2020年

度の活動を中心に掲載しています。

 統合報告書

 投資家情報

 サステナビリティ

財務・非財務情報の開示媒体

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
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サステナビリティ
レポートについて

 編集方針
ソニーは、1994年に初めて環境報告書を発行し、2003年からは

企業の社会的責任にかかわる情報を充実させ「CSRレポート」とし

て発行しました。2014年より、事業活動の変化や、目まぐるしく変化

する環境や社会情勢に対して、開示内容の更新に迅速に対応する

ため、ウェブサイトを中心に情報開示を行っています。2018年から

は、レポート名称を「サステナビリティレポート」と変更しました。

2020年より、読みやすさの向上のためにPDF版レポートを主媒体

として編集・発行しています。ソニーのサステナビリティ活動の詳細

については、本レポートをご覧ください。また、ソニーグループのポー

タルサイト内「サステナビリティ」では、本レポートに加えて、環境、社

会貢献活動、ダイバーシティ&インクルージョン、アクセシビリティな

どのコンテンツをご覧いただけます。本レポートはサステナビリティ

担当執行役の承認により発行しています。

 サステナビリティ

 対象範囲：
ソニーグループ株式会社および連結子会社・連結対象会社

 対象期間：2020年度 (2020年4月1日～2021年3月31日)  

ただし、組織体制などに関する重要な報告については、2021年8

月17日までの情報も含んでいます。

文中では「ソニー」はソニーグループ全体を指し、ソニーグループ

会社およびソニー株式会社と区別しています。また、「本社」とはソ

ニーグループ株式会社を指します。

ソニーグループとは、ソニーグループ株式会社および、ソニーグ

ループ株式会社の出資比率が50%を超える連結対象会社を指し

ます。連結子会社については当社のウェブサイト「関連会社一覧 

(連結子会社) 」をご参照ください。

 関連会社一覧

 参考ガイドライン：
本レポートは、「GRIスタンダード」を参考に情報が記載されてい

ます。また、環境省発行の「環境報告ガイドライン (2018年度版)」

を参照しています。「GRIスタンダード」との対照表については、グ

ローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI) スタンダード対

照表をご参照ください。

 グローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI) スタンダード

対照表

 報告原則として重要性に対する考え方：
ソニーグループが事業を通じて長期的に価値を創造していく基

盤となるマテリアリティ (重要課題) を特定するため、ステークホ

ルダーの視点を取り入れた「マテリアリティ分析」を実施していま

す。詳しくはソニーグループのマテリアリティをご参照ください。

 ソニーグループのマテリアリティ

 環境データについては、第三者検証を受けています。詳しくは独

立保証報告書をご参照ください。

 独立保証報告書

 お問い合わせ：
ソニーグループ株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

電話番号：03-6748-2111 (代表) 

 発行：2021年8月 (前回発行日：2020年8月、年1回発行) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
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サステナビリティ
の考え方

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsとソニーのかかわり　│　外部評価、外部表彰

 サステナビリティの考え方
ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感

動で満たす」というPurpose (存在意義) のもと、「人に近づく」と

いう経営の方向性を掲げています。そして、人々が感動で繋がる

ためには、人、社会、地球が健全であることが前提となります。

「ソニーグループ行動規範」においても、「イノベーションと健全

な事業活動を通じて、企業価値の向上を追求し、持続可能な社会

の発展に貢献することが、ソニーの企業としての社会的責任の基

本をなす」ものであるとうたっています。

またソニーは、その事業活動が株主、顧客、社員、調達先、ビジネ

スパートナー、地域社会、その他機関などのソニーのステークホル

ダーや地球環境に与える影響に十分配慮して行動するとともに、

対話を通じてステークホルダーとの信頼を築くよう努めています。

これらの考え方のもとで、長期的な視点で持続的に社会価値と

経済価値を創出できるよう、人々に感動を届け続けるとともに、

環境や人権などのサステナビリティに関する取り組みを、ステーク

ホルダーとともに全ての事業で横断的に継続しています。

 ソニーグループのマテリアリティ

 マテリアリティ分析の目的と全体像
ソニーグループは、エレクトロニクス機器とデバイス、家庭用

ゲーム機とネットワークサービス、映画・音楽などのコンテンツ制

作、金融・保険サービスなど、多岐にわたる事業を国内外で展開

しています。これらの事業を通じて感動を生み出すとともに、社会

と地球環境が抱える課題に対応していく明確な姿勢と行動がス

テークホルダーから求められていると認識しています。

そこで、2019年にこれまでのCSRマテリアリティ項目を見直し、

ソニーグループが事業を通じて長期的に価値を創造していく基盤

となるマテリアリティ (重要課題) を特定するため、ステークホル

ダーの視点を取り入れた分析を実施しました。

マテリアリティ分析は、1. マテリアリティ候補項目の抽出・整理、

2. 自社視点およびステークホルダー視点での評価の実施、3. マテ

リアリティ項目の特定、のプロセスで行いました。

CSRマテリアリティ分析の全体像

Step 1: マテリアリティ候補項目の抽出・整理
社内外の情報や文献をもとに、ソニーにとって関連性が高いマテ

リアリティ候補項目を選定しました。これらの候補項目の選定にあ

たっては、サステナビリティ報告に関するグローバルな標準である、

GRIの「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」やSASBの

「サステナビリティ会計基準」、社会的責任に関する国際規格であ

る「ISO26000」、持続可能な社会に向けた世界共通のゴールである

「SDGs (持続可能な開発目標) 」などを参考にしています。

Step 2:  自社視点およびステークホルダー視点での 
評価の実施

「Step1」で抽出・整理した項目について、自社およびステークホル

ダー視点での評価を以下の観点から実施しました。

 各マテリアリティ候補項目に責任を持つ執行役員が、中長期視点

での社会や技術の変化や、あるべき姿へ向けたさらなる施策強

化の必要性の観点から、各項目の自社にとっての重要性を評価。

 NGO、投資家、ESG評価機関、メディアなどが公表している情報

に基づき、各項目のステークホルダー視点での重要性を評価。

 投資家やCSRに関する社外専門家との意見交換を通じたステー

クホルダー視点での評価。

Step 3: マテリアリティ項目の特定
「Step2」で実施した評価結果に基づき、経営層の承認を得て、マ

テリアリティ項目を特定しました。



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

5

サステナビリティ
の考え方

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsとソニーのかかわり　│　外部評価、外部表彰

 分析の結果と 
ソニーグループのマテリアリティ項目

前述のプロセスを通じた多面的な評価の結果、ソニーの多様な事

業ポートフォリオを支える共通の軸である「テクノロジー」と「人材」

を、ソニーの長期的な価値創造を支える最も重要なマテリアリティ

項目として特定しました。

サステナビリティレポート2021においては、特定したマテリアリ

ティ項目について、コーポレート・ガバナンス、企業倫理とコンプラ

イアンス、人権の尊重、テクノロジー、人材、責任あるサプライチェー

ン、品質・カスタマーサービス、環境、コミュニティとのかかわり、の9

つの活動領域に分類して報告しています。

今後、長期的な価値の創造に向けて、マテリアリティ項目に関する

取り組みを強化していきます。

ソニーグループのマテリアリティ項目 

マテリアリティ分析結果 マテリアリティ項目 サステナビリティレポート掲載箇所

最も重要
テクノロジー  テクノロジー

人材  人材

重要

コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

情報セキュリティ

税務戦略

 コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

プライバシー

腐敗防止

 企業倫理とコンプライアンス

人権の尊重  人権の尊重

責任あるサプライチェーン  責任あるサプライチェーン

製品品質

人間中心設計 (HCD) ・アクセシビリティ

カスタマーサービス

 品質・カスタマーサービス

資源循環

気候変動

化学物質

生物多様性

 環境

社会貢献活動  コミュニティとのかかわり
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 ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー
活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目

基本方針 2020年度実績※1 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所
重要性 活動領域 マテリアリティ項目

最も重要

テクノロジー テクノロジー

 グループ全体を技術でつなぎ、各
事業の進化を支える
 事業横断でエンジニアの協働・連
携・成長を促進する
 外部環境変化を取り込み、社外連
携を推進する

 インド・中国などグローバルでの研究開発拠点の設立と強化
 次世代モビリティの進化への貢献を目指したVISION-S試作車の開発
を進め、技術検証用公道走行と5Gネットワーク対応走行試験を開始
 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『IMX500/501』
を商品化。消費電力削減やプライバシーへの配慮を実現
 次世代の宇宙通信インフラ構築への貢献を見据え開発した、小型光通
信装置SOLISSを用いた実証実験で、国際宇宙ステーションと光地上局
間との双方向通信に成功
 コーポレートベンチャーキャピタルSony Innovation Fund： 
Environmentの第一号案件として拡張生態系関連境技術に特化した
事業を推進する株式会社SynecOを設立
  「ソニーグループAI倫理ガイドライン」の実践体制と活動の進展

 ユーザーやクリエイターに近づきそ
の動機を深く理解することで、経営
の方向性に沿った研究開発に継続
的に取り組み、多様な事業をテクノ
ロジーで貫くことで新たな価値を創
造する

  統合報告書「Corporate Report 2021」：
18ページ

 本レポート  「テクノロジー」
 ソニーグループ ポータルサイト

 テクノロジー
 投資家情報 

 ソニーESG/テクノロジー説明会
 ブランド  CES 2021

人材 人材

 社員一人ひとりの挑戦心と成長意
欲を支援し、多様な個性やスキル・
能力・クリエイティビティを最大限
に発揮できる活躍の場や成長機
会の提供

  「The Valuable 500」の署名500社のうち、13社のIconic Leadersに
選出
 女性管理職比率10.2％ (日本国内ソニーグループで2020年度末まで
の目標：10％) 
 障がい者雇用率2.82％ (ソニー株式会社・2021年3月末時点) 
 人材育成コンセプトを体現する場「PORT」のオンライン化推進 (イベン
ト、セミナー、自主コミュニティ活動)、PORTみなとみらいのオープン
 社員意識調査参加率91％、エンゲージメント指標88%※2

 ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した安全衛生施策の実施
 日本・東アジア地域※3休業災害度数率：0.10 (前年比45%の減少) 
 海外 (日本・東アジア地域以外) 休業災害度数率：0.55 (前年比3%の
増加) 
 ISO45001認証取得推進：全世界で12拠点にて認証取得

 人に近づき、個と事業の持続的な成
長を実現する仕組みと環境を提供
する
 ゼロ災害・ゼロ疾病に向けた「安全
と心身の健康の確保」へのさらなる
取り組み強化
 健康リスク低減に向けた対策実施

  統合報告書「Corporate Report 2021」：
20ページ

 本レポート  「人材」
 ソニーグループ ポータルサイト

 ダイバーシティ&インクルージョン
 投資家情報  

 ESG説明会/テクノロジー説明会

重要
コーポレート・

ガバナンス
コーポレート・

ガバナンス

 中長期的な企業価値の向上を目
指した経営を推進するための基
盤として、ソニーグループに適した
コーポレート・ガバナンス体制の
構築とさらなる強化

 ESGに関する取締役会への定期的な報告を継続実施
 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置
 社外取締役会のさらなる活用
 社外取締役を含む非業務執行取締役の経験・専門性に関するスキルマ
トリックスの開示
 取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充
 監査委員による事業所に対する往査を継続実施

 継続的なコーポレート・ガバナンス
体制の強化

 取締役会の多様性確保を継続
 実効性評価の結果を踏まえた 
施策

 長期視点での経営に資する役員
報酬制度の設計と開示の拡充

  統合報告書「Corporate Report 2021」：
58ページ

 本レポート  「コーポレート・ガバナンス」
 有価証券報告書
 コーポレートガバナンス報告書
 ソニーグループ ポータルサイト

 投資家情報  
 ESG説明会/テクノロジー説明会

※1 2021年6月までの重要な情報を含みます。　　※2 社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合　　※3 日本、韓国、台湾地区

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://square.sony.com/ja/ces2021/
https://square.sony.com/ja/ces2021/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
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サステナビリティ
の考え方

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsとソニーのかかわり　│　外部評価、外部表彰

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目
基本方針 2020年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

重要性 活動領域 マテリアリティ項目

重要

コーポレート・
ガバナンス

リスク
マネジメント

 ソニーグループに損失を与えうる
リスクの管理
 事故や災害等による事業中断リス
クを低減するため、サプライチェー
ン全体にわたるリスクマネジメン
トの強化

 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 流行によるソニーグ
ループ危機管理体制下での社員等の安全確保および事業への
影響最小化のための施策の実施
 危機管理体制の機能維持および強化のための基本行動マニュ
アルの見直しおよび訓練等の実施
 火災リスク低減等を定めたソニーグループ指針に則った国内外
製造事業所の適合性確認

 危機管理・事業継続計画の実効性を高める
ために、ソニーグループ各社のBCPにおける
連携の強化、実践的訓練の実施および継続
的改善
 各国の貿易制限、経済制裁措置などによる
グローバルな事業展開への影響への対応
 設備更新・修繕計画の適正化などを通じた
建物のリスク低減
 ソニーグループ指針に基づく、製造事業所等
の火災リスク低減

  統合報告書「Corporate Report 2021」：
58ページ

 本レポート  「コーポレート・ガバナンス」
 有価証券報告書
 コーポレートガバナンス報告書
 ソニーグループ ポータルサイト

 投資家情報  
 ESG説明会/テクノロジー説明会

情報
セキュリティ

 情報セキュリティ管理に関する活
動の改善、管理およびセキュリティ
の強化を通じ、ソニーに託される
情報を保護し、お客様、社員、ビジ
ネスパートナーを守ることで信頼
に応え続ける

 情報セキュリティプログラムの継続的な強化
 全従業員への情報セキュリティ研修の実施
 24時間365日体制のグローバルセキュリティオペレーションセ
ンターによる継続的なモニタリングと対応
 新型コロナ禍における情報セキュリティへの対応と強化

 業界のベストプラクティス等を基にグループ
共通の情報セキュリティ基準を定期的に検
証・改訂するとともに、セキュリティリスクの
評価、改善活動を通じて、セキュリティガバナ
ンスを継続的に強化
 高度化するサイバー攻撃の脅威に対して
日々検証し、対策の改善を行い、新しい脅威
を可視化し、迅速かつ的確な対応を継続
 高度なセキュリティ人材の確保、育成の継続

税務戦略

 ソニーが事業を行う国や地域に適
用される税法ならびに国際課税に
関する共通の規則およびガイダン
スの遵守

 事業を行う国・地域における税法や納税義務の確認と、重要な
税務事項や税務リスクについてCFOおよびマネジメント層への
定期的な報告・意見交換を継続

 税法と関連規則の遵守を継続

企業倫理と
コンプライ 

アンス

企業倫理と
コンプライ

アンス

ソニーの倫理的で責任ある事業活
動を主に以下の取り組みを通じて支
える

 ソニーのValuesおよびソニーグ
ループ行動規範を指針とした倫理
的な企業文化の醸成
 コンプライアンスプログラムの着
実な実行
 ソニーの事業活動にかかわるリス
クの継続的評価とその結果に基づ
くコンプライアンスプログラムの見
直し

 グローバル・エシックス&コンプライアンス・ネットワークを通
じ、企業倫理およびコンプライアンスに関する研修の実施や
メッセージの発信
 コンプライアンスモニタリング：コンプライアンスアセスメント
実施結果に基づき作成したアクションプランのフォローアップ
 内部通報制度“ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットラ
イン”の運用 (内部通報件数：2020年度約370件) 

 トップマネジメントによる率先垂範、研修の
充実などを通じ、倫理的な企業文化の醸成
に向けた継続的な取り組み
 グローバル・エシックス&コンプライアンス
ネットワークを通じたコンプライアンスプロ
グラムの着実な実行
 ソニーの事業活動にかかわるリスク評価の
継続実施と、その結果に基づいたコンプライ
アンスプログラムの見直し

 本レポート 
  「企業倫理とコンプライアンス」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
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https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
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サステナビリティ
の考え方

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsとソニーのかかわり　│　外部評価、外部表彰

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目
基本方針 2020年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

重要性 活動領域 マテリアリティ項目

重要

企業倫理と
コンプライ 

アンス

腐敗防止
 贈収賄等のあらゆる腐敗行為の
防止

 ソニーグループ贈賄防止規程に基づく腐敗防止プログラムの維持・推進
 リスクに応じた内容・頻度での社員研修の継続的な実施

 腐敗防止プログラムの継続運用

 本レポート 
  「企業倫理とコンプライアンス」

プライバシー

 プライバシーをめぐる環境の変化
や技術の発展に対応し、お客様や
社員、その他ステークホルダーの
個人情報を保護することで信頼に
応え続ける

 プライバシープログラムの継続的な強化
 プライバシー管理ソフトウェアの利用によるプライバシープロセスの効率化
 当年度中のプライバシーをめぐる環境の主要な変化に対応するためのグ
ローバルコンプライアンスプログラムの実施
 プライバシー関連事故対応に関するグローバルなサポート体制の拡充
 全従業員へのプライバシー研修の実施

 外部環境変化のモニタリングと迅速な
対応を継続
 テクノロジーやプロセスの改善によるさ
らなるオペレーションの効率化
 プライバシーコンプライアンスのモニタ
リングおよび研修の確実な実施と啓発
活動の強化

人権の尊重 人権の尊重

 ソニーの事業活動、製品、サービス
またはビジネス上の関係が、人権
への負の影響を与えないための
合理的な努力の継続

 エレクトロニクス事業のサプライチェーンにおける労働者の人権の尊重など
への継続的な取り組みと、AIなどの新しい技術に関する人権リスクへの対応
 人権リスク評価を通じ潜在的な人権リスクを特定し、必要な措置の検討と継
続的なモニタリングを実施
 各地域で時流に合わせた人権に関する研修をオンラインで継続
  「Global Social Justice Fund」を通じた社会正義や人権保護に関する取り
組み支援

 ソニーグループ全体の事業活動および
サプライチェーンにおける人権リスク分
析およびモニタリングの継続

 本レポート  「人権の尊重」

責任ある
サプライ
チェーン

責任ある
サプライ
チェーン

 エレクトロニクス製品のサプライ
チェーンにおける、人権、労働環
境、安全衛生や環境などに関する
リスクへの対応

 自社エレクトロニクス製造事業所13社、サプライヤー564工場に対するCSR
アセスメントの実施
 日本の一部の自社製造事業所の構内業務委託先事業者に対し、技能実習生
の雇用プロセスや労務状況に関するヒアリングを実施
 既存サプライヤーに対する定期評価活動の強化
 国内サプライヤー工場に対して、技能実習生の雇用プロセスや労務状況を含
む労働・安全衛生を向上することを目的とした現場訪問を実施
 コバルト精製所への監査プログラムへの参加を働きかけ、参加費用を補助す
るファンドへ寄付

 ソニーサプライチェーン行動規範、ソ
ニーグループ責任ある鉱物サプライ
チェーン方針の運用の継続的な改善・
強化

 本レポート  
 「責任あるサプライチェーン」

品質・
カスタマー
サービス

製品品質
 お客様の期待を超える品質の製
品とカスタマーサービスの提供、
製品の安全性の追求、使いやすさ
とアクセシビリティの向上に努め
ることで、「お客様から最も信頼さ
れるパートナー」であり続ける

 品質マネジメント体制の維持・運用と製品品質の継続的改善
 製品の安全性、長期信頼性、製品セキュリティ向上を図る取り組みの継続
実施
 エレクトロニクス事業における商品化プロセスへのAI倫理に関する要求事項
の組み込み

 未然防止型活動、製品コンプライアンス
体制、製品セキュリティ規制対応のさら
なる強化。また、これらを通じたお客様
視点での品質改善の取り組みにより、顧
客からの期待を超える品質を目指す

 本レポート  
 「品質・カスタマーサービス」

 ソニーグループ ポータルサイト
 人間中心設計 (HCD) の 
取り組み

 アクセシビリティ

人間中心設計 
(HCD) ・

アクセシビリ
ティ

 人間中心設計（HCD）のプロセスを取り入れ、製品・サービス開発の各過程で
お客様視点に立った活動を継続
 人間中心設計 (HCD) のスキルを持つ人材の採用と、スキル習得のための社
内研修の拡充
 アクセシビリティに十分配慮した製品やサービスの企画、開発を全社で推進
 アクセシビリティを高めるための統一した達成基準と体制を定め、ソニーグ
ループ横断で運用

 人間中心設計（HCD）のプロセス強化と
HCDスキルを持つ人材育成
 The Valuable 500のIconic Leaders
として、アクセシビリティ、 
インクルーシブデザインの社内推進

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
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サステナビリティ
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活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目
基本方針 2020年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

重要性 活動領域 マテリアリティ項目

重要

品質・
カスタマー
サービス

カスタマー
サービス

 お客様の期待を超える品質の製
品とカスタマーサービスの提供、
製品の安全性の追求、使いやすさ
とアクセシビリティの向上に努め
ることで、「お客様から最も信頼さ
れるパートナー」であり続ける

 ご相談窓口、カスタマーサービスの向上改善によるお客様満足度向上
に向けた取り組みを継続
 継続的な修理環境の整備、また、修理情報を製品品質にフィードバック
する体制の強化

 顧客ロイヤリティ維持活動の推進
 製品品質向上へのフィードバック強
化
 最新技術の活用によるCSイノベー
ションの追求

 本レポート  
 「品質・カスタマーサービス」

 ソニーグループ ポータルサイト
 人間中心設計 (HCD) の 
取り組み

 アクセシビリティ

環境

気候変動

 持続可能な社会を実現するため
に、自らの事業活動および製品の
ライフサイクルを通して、環境負荷
をゼロにすることを目指す

 AC機器の年間消費電力量 (平均削減率)：54％削減 (2020年度目標：
30％削減) 
 事業所の温室効果ガス排出量：11％削減 (2020年度目標：5％削減)
 再生可能エネルギーの導入による温室効果ガス削減貢献量：45.6万ト
ン(2020年度目標：30万トン) 
 国際間・域内における物流CO2排出量：39％削減 (2020年度目標：
10％削減) 

 2050年の“環境負荷ゼロ”に向け
て、さらなる取り組みの強化

 地球環境保全に貢献する技術の
開発と活用

 サプライチェーンエンゲージメン
トの強化
 エンタテインメント事業を中心と
した啓発活動の強化
 2040年度に再生可能エネルギー
電力100％達成に向け、事業所で
の太陽光パネル設置などを通じた
再生可能エネルギー導入量の拡大

 SBT「1.5℃目標」に認定された
2035年度を達成年とした気候変
動目標の達成に向けて、さらなる
取り組みの強化

 製品のプラスチック包装材削減と
石油由来バージンプラスチック削
減の強化

 本レポート  「環境」
 ソニーグループ ポータルサイト

 環境
 投資家情報  

 ESG説明会/テクノロジー説明会

資源循環

 製品1台あたりのバージンプラスチック使用量 (平均削減率)：30％増加
(2020年度目標：10％削減) 
 事業所の廃棄物発生量：15％減少 (2020年度目標：5％) 
 One Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) を全
世界で展開し、事業所内での使い捨てプラスチックの削減を推進

化学物質
 ソニー独自の化学物質管理基準に基づきPVC、BFR等の代替を推進
 事業所にてVOCの大気中への排出量：約65％削減 (2020年度目標：
50％削減) 

生物多様性

 地域貢献活動の一環として、全サイトで生物多様性の保全や教育・啓
発活動を実施
 One Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) を全
世界で展開し、地域のプラスチックごみの清掃活動を実施

コミュニティ 
とのかかわり

社会貢献活動

  「For the Next Generation」の
スローガンのもと、事業活動を行
う世界の各地域において、ソニー
の強みである製品・コンテンツ、テ
クノロジーを用いてさまざまなグ
ローバル課題の解決に貢献する

 コミュニティ活動支出 約20億円
 子ども向け教育プログラムの実施 (約140回のワークショップ開催、約
6,100人参加) 
 4月に総額1億USドルの「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基
金」を設立し、医療、教育、クリエイティブコミュニティの領域で支援活動
を実施 (2020年度支出:約53億円) 
 6月に総額1億USドルの「Global Social Justice Fund」を設立し、社会
正義や人権保護に関する取り組みを支援 (2020年度支出:約16億円) 

 ２つのグローバル基金を通じて、ソ
ニーグループのアセット、ノウハウを
活かした支援活動を継続
 グローバルな社会課題に対する社
内外の幅広い層への意識啓発活動
や社員エンゲージメントの強化
 社会課題解決に向けた技術の応用

 本レポート 
  「コミュニティとのかかわり」
 ソニーグループ ポータルサイト

 社会貢献活動
 投資家情報  

 ESG説明会/テクノロジー説明会

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/humancentereddesign/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#
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 推進体制と啓発活動

 推進体制
サステナビリティを推進する社内体制としては、取締役会によっ

て選任されたサステナビリティ担当の執行役による管轄のもと、ソ

ニーグループ株式会社の本社機能組織としてサステナビリティ担

当部署を設置しています。

サステナビリティ担当部署は、サステナビリティに関わる活動方

針の立案や、ソニーグループ全体への活動方針等の浸透、活動の

推進状況をモニタリングするとともに、サステナビリティレポート

等の各種報告書の情報発信などの対外的なコミュニケーションを

行います。さらに情報開示以外にもステークホルダーとの対話を

実施し、外部より受けたさまざまな意見や活動を通じて特定され

た課題を担当執行役に報告するとともに、経営層と本社関連部署 

(法務、コンプライアンス、広報、環境、品質、調達、IR、人事、マーケ

ティングなど) にフィードバックしています。そしてこれらに基づき

ソニーグループとしての対応方針を策定するなど、経営施策に適

宜反映しています。サステナビリティ担当部署と本社関連部署は、

反映された方針や活動を国内外のビジネスユニットやグループ会

社等に展開していくことによって活動を推進していきます。

サステナビリティ担当部署は、原則として年に一度、取締役会

においてソニーのサステナビリティ全般に関する活動状況を報告

し、レビューを受けています。さらに、重要性の高い案件に関して

は、その案件を担当する上級役員および担当部署より取締役会へ

定期的に報告が行われ、取締役会のレビューを受けます。

サステナビリティ推進体制  啓発活動
ソニーでは、サステナビリティを推進していく上で社員一人ひと

りの意識を向上させることが重要と考え、さまざまな啓発活動を

行っています。

例えば、ソニーグループ株式会社をはじめとした多くのグルー

プ会社では、一般的なサステナビリティの知識とソニーのサステ

ナビリティに関する取り組み全般を紹介し、サステナビリティ全般

への基礎的な理解を促すため、全社員向けにe-ラーニング研修を

実施しています。

また、ソニーの主なサステナビリティに関する取り組みや、外部

評価、外部動向などを中心にグループ社員向けに月次のニュース

レターを配信し、社員の理解促進に努めています。

さらに、「サステナビリティフォーラム」という名称で、国内ソニー

グループ会社社員を対象とし、外部講師による講演会や映画上

映、社員が積極的にアイデアを創出するワークショップなどを行っ

ています。テーマは、災害支援、環境、人権、貧困、国際理解、障が

い者雇用、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ、ソーシャルイ

ノベーション、SDGs (持続可能な開発目標) 、AIと倫理など多岐

にわたっています。

 社員参画のための諸制度
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 ステークホルダーとのかかわり

“私たちソニー社員は、ソニーの事業活動が株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、

地域社会、その他機関などのソニーのステークホルダーに与える影響に十分配慮して行動

します。” 「 (ソニーグループ行動規範」より) 

 ステークホルダーとのコミュニケーション
ソニーは、多くのステークホルダーから関心を寄せられる課題を、自らの事業活動と持続的な成長に

必要な、グループ経営の基盤強化につながる課題分野として捉え、事業活動そのものや対話を通して、

ステークホルダーの信頼を得られるよう努めています。

ステークホルダー 主なかかわり コミュニケーション方法

お客様

 お客様の視線に立った「満足」「信頼」
「安心」の製品・サービスの提供
 より満足してご使用いただくためのカ
スタマーサービスの提供

 使いやすさとアクセシビリティ向上へ
の取り組み

 カスタマーセンター (お問い合わせ窓口) 
 製品・サービスに関する重要なお知らせ
 購入者アンケート
 展示会
 セミナーの開催
  「アクセシビリティ」ウェブサイト
 各種ソーシャルメディア 
など

株主
 適時、適切な会社情報の開示

 企業価値の継続的な向上

 株主総会/業績説明会
 IR Day/個人投資家向け会社説明会
 ESG説明会/テクノロジー説明会
 投資家情報のウェブサイト
 統合報告書「Corporate Report」の発行 
など

ビジネス 
パートナー

  「ソニーグループ行動規範」および「ソ
ニーサプライチェーン行動規範」に則っ
た「公正・公明・公平」な資材調達

 原材料調達過程における環境問題や
社会課題 (労働、人権、紛争課題など) 
への取り組み

 取引先向けの説明会
 CSR調達に関する監査、調査
 取引先専用ウェブサイトおよび相談窓口の設置
 取引先との定期的な協議
 ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン
方針に関するホットライン 
など

ステークホルダー 主なかかわり コミュニケーション方法

社員

 多様な社員の活躍を支える取り組み
 多様な人材の採用
 ビジネス成長をけん引するグローバル
リーダーや技術者の育成・登用
 社員各自のキャリア形成をサポートす
るキャリア開発支援

 社員意識調査やタウンホールミーティ
ングを通した対話

 タウンホールミーティング
 キャリアカウンセリング
 社員意識調査
 ソニー・エシックス&コンプライアンスホットライン
 労使交渉
 安全衛生委員会
 社内報、イントラネット 
など

地域社会

 ソニーの得意とする分野で、時代や社
会のニーズに応える社会貢献活動

 緊急災害支援
 NGO/NPOとの協働による社会課題
解決に向けた取り組み

 地域でのボランティア活動
 地域自治体イベントへの参画
 社会貢献活動 
など

地球環境

自らの事業活動および製品のライフサイ
クルを通して、環境負荷をゼロにするこ
とを目指す取り組み。具体的には下記。
 事業活動ならびに製品・サービスのラ
イフサイクル全体を通しての温室効果
ガス削減

 再生資源の活用等による天然資源の
使用量削減。水資源保全や製品回収
リサイクルの推進
 環境汚染の防止のための使用する化
学物質の管理

 生物多様性の維持・回復の推進と、生
態系サービスの持続的な利用

 各事業所における環境負荷の削減および地域
貢献活動

 製品・サービスのライフサイクルを通じた環境
配慮

 各ステークホルダーとのコミュニケーションに
おける環境情報の発信

 ソニーグループ ポータルサイト「環境」からの
情報発信 
など

NGO/NPO、
各種関連団体

 NGO/NPOとの協働による社会課題
解決に向けた取り組み

 グローバルなフレームワークへの参画
 CSR関連団体・プロジェクトへの参画

 NGO/NPOと協働した活動の展開 
など
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 パートナーシップとフレームワークへの参画
サステナビリティに関する取り組みには、さまざまなステークホル

ダーとのパートナーシップやエンゲージメントが不可欠です。ソニー

は、自らの活動においてステークホルダーとのエンゲージメントを

推進するだけではなく、マルチステークホルダーによるグローバルな

フレームワーク形成にも参画しています。

環境NGOとのパートナーシップ
ソニーは、世界的環境NGOであるWWF (世界自然保護基金)が

企業とパートナーシップを結びさまざまな温室効果ガス削減施策を

実行していく「クライメート・セイバーズ・プログラム」に2006年7月

から参加しています。これは企業がWWFと協定を結び、CO2をはじ

めとする温室効果ガスの排出量を科学的知見に基づいて減らす目

標を掲げて、第三者機関の検証のもとに実施していくプログラムで

す。2021年4月現在、グローバルで13社が参加しています。

ソニーはこのプログラムにおいて、温室効果ガスの削減対象

範囲を段階的に拡大しながら推進し、自社の環境目標に反映し

てきました。2016年以降2020年度までの環境中期目標「Green 

Management 2020」で定めた温室効果ガス排出量について、グ

ループ全体の事業所から排出される温室効果ガスの絶対量、製品

の消費電力の削減に加え、委託先オペレーション、サプライヤー、物

流に関する目標の進捗状況について毎年WWFによるレビューを行

いました。さらにその先にあたる2021年度から2025年度までの新

たな目標として「Green Management 2025」を設定し、この目標

についても2021年7月に「クライメート・セイバーズ・プログラム」の

更新目標としてWWFと合意しています。

また、2021年4月には連携をさらに強化する目的で3年間のWWF

コーポレート・パートナーシップ契約を締結しました。特に気候変動

と森林保全を通じた生物多様性保全の分野において、持続可能な

地球環境の実現に向けたさらなる協働を促進します。これにより、ソ

ニーの長期環境計画「Road to Zero」の達成に向けた活動を加速

させ、より包括的で実効性の高い取り組みへと昇華していくことを

目指します。

この目的達成のため、ソニーはWWFジャパンに対して2023年ま

での3年間に計9,000万円を寄付します。さらに、ソニーは自社の技

術や人材を活用した社会課題解決に取り組むべく、社員の現地派

遣などの検討や、現地派遣などを通じた社員のサステナビリティに

対する意識の醸成を目指します。

 クライメート・セイバーズ (英語のみ)

 環境中期目標 Green Management 2020

 環境中期目標 Green Management 2025

子ども支援NGOとのパートナーシップ
ソニーと子ども支援を行う国際NGOであるセーブ・ザ・チルドレ

ンは、2011年に東日本大震災復興支援として「RESTART JAPAN 支

援プロジェクト※1」を立ち上げ、2016年には国内外における自然災

害の被災地を支援する「子どものための災害時緊急・復興支援ファ

ンド※2」を共同設立するなど、継続的に次世代を担う子どもたちへ

の支援活動を行ってきました。

2021年3月には、ソニーはセーブ・ザ・チルドレンとの連携をさら

に強化し、災害に強いレジリエントなコミュニティづくりを共同で推

進していく新たなパートナーシップを締結しました。

このパートナーシップのもと、これまでの災害発生後の緊急・復興

支援に加え、地域や学校における災害などに対する備えを強化し、

子どもたちの安心・安全を確保するレジリエントなコミュニティづく

りを進めていきます。この目的のため、今後ソニーはセーブ・ザ・チル

ドレンに対して2023年までの3年間に計4,500万円を寄付します。

※1 2011年から2016年にかけて「RESTART JAPAN支援プロジェクト」を通じ、東日本大震災
の被災地の子どもたちの保護とケア、教育、創造的活動を重点とした様々なプログラム
を実施しました。

※2  「子どものための災害時緊急・復興支援ファンド」を通じ、2016年以降の国内外の災害に
おいて約1億円を拠出し、支援物資の配布、「こどもひろば」の開設などの支援活動を行っ
てきました。

 災害・人道支援の取り組みについて

 セーブ・ザ・チルドレン

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/?
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/climatebusiness/climate_business_network/?
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.savechildren.or.jp/
https://www.savechildren.or.jp/
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UNOPSとイノベーション領域における協業
ソニーは、国連プロジェクト・サービス機関 (UNOPS) と、2020

年2月にイノベーション領域における協業契約を締結した世界初と

なる企業です。取り組みの第一弾として、2020年4月から、UNOPS

が開催するSDGsに取り組むスタートアップやテクノロジー企業

を支援するプログラム「S3i Innovation Challenge (旧Global 

Innovation Challenge) 」にソニーも参画し、「テクノロジーを用

いた強靭なインフラを作り、気候変動への対処を強化する」をテー

マとしたアイデアの募集を行いました。選定されたスタートアップ

や企業は、兵庫県神戸市に開設されたUNOPSのS3i Innovation 

Centre in Japan (旧グローバル・イノベーション・センター) に入居

し、「Sony Startup Acceleration Program (ソニー・スタートアッ

プ・アクセラレーション・プログラム、以下SSAP) 」の育成プログラム

を含むUNOPSの「S3i Innovation Accelerator Program」に参

加することが可能で、アイデアの実現に向けたさまざまな支援を得

られます。

ソニーは、UNOPSとの協業を通じて、互いのアセットや知見、ノウ

ハウを活用し、世の中に新たな価値を生み出すスタートアップの創

出と事業運営を支援することで、さまざまなSDGs上の課題解決に

継続的に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

関連情報
 ソニーとUNOPSの協業契約締結について

  S3i Innovation Challenge  

(Global Innovation Challenge)

 SSAP

CSR関連団体・プロジェクトへの参画
ソニーは、CSR団体であるBSR、公益社団法人 企業市民協議会 

(CBCC) などの会員です。

BSRは1992年に設立されたCSRに関する専門知識を有するグ

ローバルな非営利団体で、持続可能なビジネス戦略とソリューショ

ンの開発に取り組んでいます。ソニーはBSRの主催する人権分科会

およびサステナビリティ戦略分科会のメンバーとして、活動に参画

しています。

 BSR

CBCCは、経団連のイニシアチブにより1989年に設立された団

体※1で、海外で事業活動を行う日系企業が、進出先社会から「良き

企業市民」として受け入れられるように、地域社会、従業員を始め企

業を取り巻くさまざまなステークホルダーと良好な関係を築くこと

を支援する活動を行っています。CBCCの設立にあたっては、ソニー

の創業者のひとりである盛田昭夫が初代会長を務めました。ソニー

は、現在も継続して積極的に参画しています。

※1 1989年設立時の名称は「海外事業活動関連協議会」。2010年6月に現在の「公益社団法
人 企業市民協議会」へ移行。

 CBCC

また、サプライチェーンにおける人権への配慮、労働環境、安全衛生

や環境保全を含めた責任ある調達を実現するためのアライアンスで

ある、Responsible Business Alliance (RBA) に加盟しています。

 Responsible Business Alliance

関連情報
 責任あるサプライチェーン

https://sony-startup-acceleration-program.com/article178.html　
https://sony-startup-acceleration-program.com/article178.html　
https://sony-startup-acceleration-program.com/article206.html
https://sony-startup-acceleration-program.com/article206.html
https://sony-startup-acceleration-program.com/article206.html
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://www.bsr.org/jp/
https://www.bsr.org/jp/
http://www.keidanren.or.jp/CBCC/index.html
http://www.keidanren.or.jp/CBCC/index.html
http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblebusiness.org/
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  SDGs (持続可能な開発目標) と
ソニーのかかわり
2015年、国連総会において「持続可能な開発目標 (Sustainable 

Development Goals: SDGs) が採択されました。2030年を達成

期限とするSDGsは、よりよい国際社会の実現を目指して2000年

に採択されたミレニアム開発目標 (Millennium Development 

Goals: MDGs) の成果を土台としながら、新興国だけではなく先進

国などあらゆる国と地域が、貧困や不平等、教育、環境などに関す

る17の目標と169のターゲット達成を目指すものです。

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動

で満たす」ことをPurpose (存在意義) としてグループ全体で掲げ

ています。お客様に感動をもたらす製品とサービス、コンテンツを通

じたイノベーションの創出と健全な事業活動の遂行が社会的責任

の基本をなすものとして捉え推進しています。同時に、ソニーの事業

は、人々が平和で安心して暮らせる地球環境や人間社会があって

初めて成り立つという認識のもと、環境や人権に対する取り組みを

サプライチェーン全体にわたって展開しています。こうした認識と、

教育・医療・スタートアップ支援なども包含するソニーの多様な事業

内容は、SDGsの掲げる17の目標にも深く関係しており、事業活動を

行う過程でSDGsの達成に貢献できると考えています。

また、ソニーの事業活動が地球環境と人間社会にもたらすさまざ

まな影響とリスクを継続的に評価し、影響をマネジメントするととも

に、適切な情報開示を行います。

このほか、ソニーの技術、製品、サービス、コンテンツの活用や、

さまざまなパートナーシップを通じ、SDGsへの貢献を目指してい

ます。

関連情報
 Sony’s Purpose & Values

 サステナビリティへの取り組みとSDGs
SDGsのそれぞれの目標は相互にかかわっていると理解してお

り、多様な事業を展開するソニーは、クリエイティビティとテクノロ

ジーの力で、SDGsに掲げられるさまざまな目標の達成に向けて、

直接的、間接的に貢献していくことを重要なチャレンジと捉えて

います。

サプライチェーン全体を通じた取り組み
自社のみならずサプライヤーや生産委託先を含むサプライチェー

ンにおける人権、労働環境、安全衛生や環境などの課題に、「ソニー

サプライチェーン行動規範」や「ソニーグループ責任ある鉱物サプラ

イチェーン方針」の運用を通じてサプライヤーとともに取り組んでい

ます。

こうした取り組みを通して、サプライチェーンを含めた多様な人々

にとってSDGsのゴール8「働きがいも、経済成長も」で提唱されるよ

うな安全で働きがいのある人間らしい仕事を提供し、ゴール10「人

や国の不平等をなくそう」で目指す適切で平等な能力強化や経済活

動に貢献しています。これらの活動をサプライチェーン全体で推進

することは、ゴール16「平和と公正をすべての人に」で掲げられる平

和で包摂的な社会を目指すことにつながっていきます。

関連情報
 責任あるサプライチェーン

地球環境への責任と貢献
自らの事業活動、および製品のライフサイクル全体を通して環境

負荷を確実に減らすとともに、汚染の防止に努めています。

例えば、ゴール13「気候変動に具体的な対策を」への対策として、

事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエネ

ルギーの使用を削減し、2050年までに温室効果ガスの排出ゼロを

目指しています。また、「RE100」に加盟し、2040年までに自社の事

業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーとする具体的

な目標も掲げていることは、ゴール７「エネルギーをみんなに、そし

てクリーンに」の持続可能なエネルギーの確保と合致しています。

さらに、事業活動における新規の資源投入量を最小化するため

に、重視する資源を特定し、その新規材料の利用量ゼロを目指して

います。また、水の適正な利用、事業所における廃棄物の最小化、市

場からの製品の回収とリサイクルの推進といった活動により、ゴー

ル12「つくる責任、つかう責任」にも貢献しています。

関連情報
 環境

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/purpose_and_values/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/purpose_and_values/
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人権と多様性
従業員や取引先の労働者をはじめ事業活動に関わる全てのス

テークホルダーは、ソニーを支える重要な存在であると同時に、

SDGs達成に向けた社会変革を実現するための推進力でもあります。

全てのソニーグループ社員が遵守すべき「ソニーグループ行動規

範」には、ソニーの人権の尊重に関する基本的な方針が定められて

おり、行動規範の周知徹底を通じてゴール10「人や国の不平等をな

くそう」で目指す差別的な慣行の撤廃と、適切な行動促進を通じた

機会均等の確保、また成果の不平等の是正につなげています。 な

お、2020年6月に設立した「Global Social Justice Fund」を通し

た多様性の推進や社会正義および人権保護を目的とするさまざま

な取り組みは、このゴール達成への貢献も担っています。

関連情報
 人権の尊重

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン
事業と社員のダイバーシティ（多様性）は、ソニーの経営戦略上の

強みです。これを重要な経営課題のひとつとして捉え、より一層推進

していくために、グループ共通の「ダイバーシティステートメント」を

制定しています。多様な事業と地域を越えた社員の活躍、多様な人

材の採用に加え、「ダイバーシティーウィーク」というイベントを通し

人種、国籍、障がい、性別、性的指向や価値観、働き方といったさま

ざまな多様性について深く考える機会を、社内にとどまらず他企業

や社外団体などにも提供しています。さらに社会への発信も行うこ

とで、ゴール8「働きがいも、経済成長も」に掲げられるような、全て

の人々のための包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用およびディー

セント・ワークを推進しています。

また、ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」で目指すジェンダー

の平等や女性のエンパワーメントに関しては、女性活躍推進の行動

計画を策定しグループ各社において取り組みを継続しています。

関連情報
 ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

コミュニティとのかかわり
「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、各国・地域で

の教育支援活動、大規模災害における緊急支援活動、社会課題解

決に向けた技術の応用、エンタテインメントの力を生かした啓発活

動を重点領域として、各地のニーズにこたえる活動を行っています。

特に教育支援活動は中心的な取り組みのひとつであり、例えば

国内における教育格差縮小に向けて、放課後の学童、地方や離島の

小学校などにおいて、「感動体験プログラム」を実施しています。本

プログラムでは、NPOやNGO等の外部団体とのパートナーシップ

のもと、ソニーグループの製品やコンテンツ、技術などを活用した多

様なワークショップを開催することで、子どもたちに感動体験を提

供し、好奇心や創造性などの向上をサポートしています。また、2017

年から、Boys & Girls Club of San Marcosと協力し、十分な支援

を受けられない地域の若者にクリエイティビティやテクノロジーに

関する無料の放課後プログラムを提供する、Best Buy Teen Tech 

Centerの活動をサポートしています。学生はソニーのテクノロジー

を活用し、アート、音楽、アニメーション、科学シミュレーション、ロ

ボット工学、映画、3Dモデリングなどを学ぶことができます。こうし

た活動はゴール4「質の高い教育をみんなに」への貢献に加え、ゴー

ル17「パートナーシップで目標を達成しよう」にあるように外部セク

ターとの連携をはかりながら、社会的なインパクトを生み出すことを

目指しています。

関連情報
 コミュニティとのかかわり
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 外部評価、外部表彰
※組織名称などは当時のものをそのまま掲載しており、現在はその限りではありません。

 ESGに関する外部評価・ 
インデックス組み入れ状況

ソニーは、継続したサステナビリティ推進への取り組みが評価さ

れ、世界有数のESG※1評価機関からの高評価を維持し、さまざまな

ESGインデックスの構成銘柄に選定されています。

※1 ESGとは環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略。企業の
長期的な成長において、財務面だけでなくこの3つの観点が重要と考えられ、投資決定に
おいても判断の指標となります。

ESGに関する外部評価
 CDP
2020年12月の格付け見直しにより、CDP「水」の分野において最

高評価の「Aリスト企業」に選定されました。なお 「気候変動」におい

てはA と評価されています。

※CDP (シーディーピー) は、2000年に英国で発足した非営利団体 (NPO) で、各国投資家
等の支援を受けて運営されており、民間企業を対象とした気候変動や水資源管理の調査を
実施し、5段階 (A、A 、B、B 、C、C 、D、D 、F) で評価しその結果を公表しています。本年度
の調査は、運用資産総額が106兆USドルに達する515社を超える機関投資家を代表して実
施され、全世界で9,600社以上が対象になっています。また、サプライチェーンと協力した気
候変動対策の取り組みにより、2020 CDPサプライヤーエンゲージメント評価においてリー
ダーボードに選出されました。

 World’s Most Ethical Companies  
(世界で最も倫理的な企業) 
2021年2月、企業倫理の研究と推進を行う米国の専門機関である

「Ethisphere Institute (エシスフィア・インスティテュート) 」より、

3年連続で「2021 World’s Most Ethical Companies (世界で最

も倫理的な企業) 」に選定されました。

※「World’s Most Ethical Companies」は、透明性、誠実さ、倫理、コンプライアンスに関す
る優れた成果を挙げる企業を表彰する賞です。1.企業倫理とコンプライアンスに関する取り
組み、2.企業市民としての責任ある行動、3.倫理的企業文化、4.ガバナンス、5.リーダーシッ
プ・外部評価、の5つの項目に基づいて評価が行なわれ、優れた企業として、今年度は世界
22カ国・47の業種から、135社が選定されました。

 MSCI
2020年12月の見直しにより、2年連続で最高評価のAAAと格付

けされました。

THE USE BY SONY GROUP CORPORATION OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) 
DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT 
CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF SONY GROUP 
CORPORATION BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION 
PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE 
TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

インデックス組み入れ状況
 FTSE4Good Index Series、FTSE Blossom Japan Index
2021年6月の格付け見直しにより、FTSE4Good Index Series、 

FTSE Blossom Japan Indexの構成銘柄に選定されました。

FTSE Russell (the trading name of FTSE International Limited and Frank Russell Company) confirms that Sony 
Group Corporation has been independently assessed according to the FTSE4Good criteria, and has satisfied 
the requirements to become a constituent of the FTSE4Good Index Series. Created by the global index provider 
FTSE Russell, the FTSE4Good Index Series is designed to measure the performance of companies demonstrating 
strong Environmental, Social and Governance (ESG) practices. The FTSE4Good indices are used by a wide variety 
of market participants to create and assess responsible investment funds and other products.

 MSCI ESG Leaders Indexes
2020年12月の格付け見直しにより、MSCIジャパンセレクト・リー

ダーズ指数、MSCI ESG LEADERS INDEXESの2つの指数の組み入

れ企業として選定されました。

THE INCLUSION OF SONY GROUP CORPORATION IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT 
OR PROMOTION OF SONY GROUP CORPORATION BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE 
THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

関連情報
 社外からの評価 (人材) 
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サステナビリティ
の考え方

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2020年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsとソニーのかかわり　│　外部評価、外部表彰

 サステナビリティに関する主な外部表彰一覧 (2020年度) 
※組織名称などは当時のものをそのまま掲載しており、現在はその限りではありません。主催において国名記載のないものは日本です。

2020年度 (受賞順) 

表彰名称 対象 主催 取得年月

Sustainable Materials Management Electronics Challenge Awards
ソニー・エレクトロニクスの認証事業者を通じた 
責任ある電子機器廃棄物リサイクル

環境保護庁 (米国) 2021年3月

2021 World’s Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) ソニー株式会社 エシスフィア・インスティテュート (米国) 2021年2月

The Game Awards (TGA) 2020「Innovation in Accessibility Award」
PlayStation®4 （PS4®） 向けソフトウェアタイトル  

『The Last of Us Part Ⅱ』
The Game Awards 2020年12月

IAUD国際デザイン賞2020 プロダクトデザイン部門銅賞 お手元テレビスピーカー『SRS-LSR200』
一般財団法人 国際ユニヴァーサル 
デザイン協議会 (IAUD) 

2020年12月

2020年度冬季HCD研究発表会 最優秀ビデオ賞受賞 toio™ (トイオ) 人間中心設計推進機構 (HCD-Net) 2020年11月

第8回 Webグランプリ 「アクセシビリティ賞」優秀賞 ソニー生命保険株式会社 公式サイト
公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 
Web広告研究会

2020年11月

PRIDE指標ゴールド認定
ソニー株式会社、 
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社など17社

work with Pride (日本) 2020年10月

優秀労働慣行認定 ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) 労働省 (タイ) 2020年9月

環境賞「Umweltblatt Salzburg 2020」 ソニーDADCヨーロッパ umwelt service salzburg (オーストリア) 2020年9月

ゼロ・アクシデント・アワード2020 ソニ・テクノロジー（タイ） 労働省 (タイ) 2020年8月

2020年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」インクルージョン企業賞 ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
ナショナル・ビジネス・インクルージョン協会 
および、ナショナル・LGBT商工会議所 (米国) 

2020年4月

 サステナビリティに関する外部表彰一覧 (2000年度以降) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/awards/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/awards/
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ハイライト

新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応　│　社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに関する取り組み　│　ソニーの気候変動への取り組み

ハイライト  新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応
2020年に始まった世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、社会環境は急激に変化し、行動も制限され、生活やビジネスに大きな影響を及ぼしました。
困難な状況は続いていますが、ソニーではこれまでのやり方や働き方にとらわれず、変化・進化を追求し、新しい価値の創出に取り組んでいきます。

新型コロナウイルスへの対応
ソニーは、新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、社員と社員の家族、そしてお客様をはじめとするステークホルダーの安全確保、感染拡大の防止を最優先に取り組んでいます。 2020年度はさまざまな国・地域におけ

るオフィスの閉鎖、中国・マレーシアの自社製造事業所および顧客の稼働停止、映像作品の制作や納入の停止、音楽イベントの延期・中止など、多くの制約がありましたが、ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス等の各事業は、

それぞれが工夫を施すことでオペレーションを継続しました。

2020年2月、CFOが統括する「ソニーグループ危機管理体制」を立ち上げました。未知の新型コロナウイルス感染症に対して、信頼できる情報をもとにタイムリーに意思決定するため、CEOを初めとする本社トップマネジメ

ントに加え、各事業部門のトップマネジメント等も参加しました。こうした体制を基礎に、全世界の感染状況を迅速に情報収集し、各国のグループ会社との連携・支援を行いました。また、社会やお客様からの要請にできるだけ

応えるとともに、事業への影響を最小限に抑えるべく、必要な対応を迅速に行っています。さらに、2020年4月には「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を立ち上げ、世界各地で影響を受けている人々に対する

支援を実施するなど、引き続きグローバルカンパニーとしての社会的責任を果たしていきます。

 コンテンツ制作における対応
映画館やテレビ番組の制作スタジオにおける活動は、一旦中断

したものの、感染防止に努めながら、順次再開しました。一方で、

制作活動はリモートソリューションへも注力し、ソニーが長年培っ

てきたバーチャルサウンド技術や立体音響技術を活用した360 

Virtual Mixing Environment (360 VME) を制作作業に取り入

れた作業が行われました。

 製品の製造現場での対応
製品の製造現場においても、断続的に部品サプライチェーンに

供給制約が起き、大きな影響を受けました。工場におけるパーティ

ション設置、レイアウト変更、勤務シフトの工夫などによる感染対

策や、全社的な部品調達戦略を通じて、オペレーションを継続する

ための施策に取り組みました。

  新型コロナウイルス感染症対策と 
新しい働き方への取り組み

ソニーでは社員と社員の家族、お客様をはじめとするステーク

ホルダーの安全確保を最優先に考え、感染拡大防止のため各種

施策に取り組んできました。世界中の多くの拠点で在宅勤務が働

き方の中心となる中、コロナ禍の終息後も見据え、社員一人ひと

りが最大限に力を発揮することのできる新しい働き方や環境の構

築もスタートしています。 

詳細は、本レポートの「新型コロナウイルス感染症対応施策と新

たな働き方に向けた取り組み」をご覧ください。

  新型コロナウイルス感染症対応施策と新たな働き方に向けた 

取り組み

 新型コロナウイルスに関するソニーグループの取り組み

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/covid_19_response/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/covid_19_response/
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ハイライト

新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応　│　社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに関する取り組み　│　ソニーの気候変動への取り組み

社会への支援活動

 新型コロナウイルス・グローバル支援基金
ソニーは、新型コロナウイルス感染症により世界各地で影響を受けている人々を支援するため、2020年4月2日に、総額1億USドル (約108億円) の支援ファンド「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を

設立しました。主に「医療関連」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の3つの領域において、支援活動を実施しています。

詳細は、本レポートの「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」をご覧ください。

  新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金
　　

 新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

医療

 外部団体への寄付や寄贈、 
テクノロジーを生かした支援

教育

 学習機会に制限が生じている 
子どもたちへの教育支援

クリエイティブコミュニティ

 クリエイターやアーティスト、 
エンタテインメント業界を支える人々の支援

 人工呼吸器の生産支援
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペ

レーションズは社会貢献の一環として、日本政府か

らの「人工呼吸器の生産支援」要請に協力し、アコマ

医科工業が20年前に設計・開発した人工呼吸器の生

産を受託しました。部品の供給状況や現在の医療法

規制への適合などの多くの課題がありましたが、多く

の関係者の協力を得て解決し、2020年9月までに約

500台を生産しました。長年エレクトロニクスの製品の製造で培った「ものづくり」の経験・実績も生かすこ

とによって、高いレベルでの生産協力を可能にしました。

 音楽を軸とした支援施策
ソニー音楽財団は2020年「新型コロナウイルス

対策特別支援プロジェクト」を立ち上げ、子どもの

感性を育むために欠かせない「音楽」を軸とした緊

急支援施策を実施しました。このプロジェクトを通

して、新型コロナウイルス感染症の影響により活動

が困難となっている、音楽を通じた教育活動に取り

組んでいる団体および表現の場を失い経済的にも影響を受けている若手演奏家に対して、総額5,000万

円規模の支援を行いました。このプロジェクトは2021年度も継続しています。

 ソニー音楽財団 新型コロナウイルス対策特別支援プロジェクト

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
https://www.smf.or.jp/covid_19_project/
https://www.smf.or.jp/covid_19_project/
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ハイライト

新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応　│　社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに関する取り組み　│　ソニーの気候変動への取り組み

ハイライト   社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆ 
インクルージョンに関する取り組み

ソニーは、人権の尊重および社会正義やダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン (DE&I) の推進にコミットしています。全ての人に尊厳と敬意をもって接することはソニーの最も大事な行動規範の
一つであり、これまで事業と社員の多様性を強みとする文化を築いてきました。
ソニーの人権の尊重に関する基本的な方針は、ソニーグループの全ての取締役、役員および社員一人ひとりが遵守すべき規範である「ソニーグループ行動規範」において次のように定められています。

「ソニーは、全ての人は尊厳と敬意をもって処遇されなければならないと考えています。ソニーは、全ての人の、国際的に認識されている人権を尊重し、支持します。私たちソニー社員は、私たちの事業活動、商品、
サービスまたはビジネス上の関係が、人権への負の影響を引き起こしたり、助長したりすることがないよう、合理的な努力をし、また万一そのような影響が生じた場合には、解消に向けて真摯に行動します。」

2020年、米国における人種差別に対する抗議活動や変革を求める動きを発端として大きなムーブメントとなった社会正義に関して、ソニーとして以下の取り組みを行っています。

 「Global Social Justice Fund」の設立
ソニーグループは1億USドルの「Global Social Justice Fund」を2020年6月に設立しました。

ファンドを通じて、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体への支援、DE&Iの推進を世界各地で行っています。

2021年6月時点で、1億USドルのうち約70％の使途が確定しており、このうち2020年度は約16億円を支出しました。今後、4-5年かけて取り組みを実施していきます。

 Global Social Justice Fund

外部団体／イニシアティブとの連携
ソニーグループ各社は、人権保護や人種差別是正、DE&Iの推進、社会で活躍の機会が十分に得られていない人々への教育や育成などに取り組んでいる団体への寄付や外部イニ

シアティブとの共同での取り組みを進めています。

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン
社内タスクフォースの設立や社員同士の座談会の開催、また、業界内でのマイノリティへの機会提供や、多様なバックグラウンドを持つ人々のキャリアパス形成を目的としたインター

ンシップやメンタリングの提供、奨学金制度の構築など、社内外でのDE&Iの推進を行っています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/social_justice_fund/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/social_justice_fund/
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ハイライト

新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応　│　社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに関する取り組み　│　ソニーの気候変動への取り組み

  ソニーグループ各社の社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに関する取り組み事例

ソニー・ミュージックグループ
市民の社会参画、刑事司法改革、教育などの分野で活動を行う外部団体/イニシアティブへの支援を幅広く展開しています。

［活動事例］  アフリカ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ラテンアメリカ地域における、300以上の外部団体/イニシアティブへの支援
 詳細はこちら (英語のみ)

 National Museum of African American Musicとのパートナーシップ 
アフリカ系アメリカ人の歴史と文化を切り口とした音楽教育の推進を目的とする認証制度の設立

 詳細はこちら (英語のみ)
 3Tコースの設立 
Sony Music Entertainment UKによる、ライブツアー業界への就業を希望する黒人女性向けに幅広いスキルを提供するテクニカルトレーニングコース

 詳細はこちら (英語のみ)
 社会貢献・ソーシャルインパクト担当EVPおよび世界中の拠点の400人以上のメンバーで構成される社内タスクフォースの設置
 ダイバーシティ＆インクルージョン担当EVPおよびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン推進室の設置
 社員とのダイアログやワークショップ、社会正義の分野における有識者による講演などの開催
 サプライヤーやベンダーの多様化を推進し、リソースが不十分なビジネスパートナーへの支援を強化
 投票キャンペーン「Your Voice, Your Power, Your Vote」を実施し、80人以上のソニー・ミュージックグループ所属アーティストが参加して約4,500万のメディアイ
ンプレッション（表示回数）を獲得

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
「Sony Pictures Action」という独自のイニシアティブを立ち上げ、主に映画・テレビ業界における社会正義やDE&I推進の活動を4つの軸 (People/Community/

Partners/Content) で展開しています。

 「Sony Pictures Action」について詳細はこちら (英語のみ)　　  「Sony Pictures Action」開始から1年間における成果についてはこちら (英語のみ)

［活動事例］   「Diverse Writers & Directors Program」の活動拡大 
テレビドラマのディレクターを目指す多様なバックグラウンドを持つ人々の人材育成支援

 詳細はこちら (英語のみ)
 英国における「Creative Diversity Fund」の設立 
国際的なプロダクションによる、機会の不十分なコミュニティにおける脚本家、プロデューサー、監督などの人材発掘や育成活動の支援
 American Black Film Festivalが新設するプロダクションとのパートナーシップ 
人種的平等を目的とした新進脚本家や監督へのスタジオ映画製作の機会提供

 詳細はこちら (英語のみ)
 無意識バイアスに関する研修の実施 
「NeuroLeadership Institute」とのパートナーシップによる、重要な意思決定を行う際の偏見をなくすためのグローバルな社員研修

https://giving-back.sonymusic.com/
https://giving-back.sonymusic.com/
https://www.sonymusic.com/sonymusic/national-museum-of-african-american-music-partnership-sony-music-group/
https://www.sonymusic.com/sonymusic/national-museum-of-african-american-music-partnership-sony-music-group/
https://www.nativemgmt.co.uk/3t
https://www.nativemgmt.co.uk/3t
https://flash.sonypictures.com/corp/speaction/SPEAction_SpotlightOn_GFXOpen_210127.mp4
https://flash.sonypictures.com/corp/speaction/SPEAction_SpotlightOn_GFXOpen_210127.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=V4zZWBMsWeE
https://www.youtube.com/watch?v=V4zZWBMsWeE
https://www.sptdiversedirectors.com/
https://www.sptdiversedirectors.com/
https://www.sonypictures.com/corp/press_releases/2020/1019
https://www.sonypictures.com/corp/press_releases/2020/1019
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ソニー・インタラクティブエンタテインメント
ゲーム業界、テクノロジー領域のDE&Iを推進し、機会の不十分なコミュニティにおける次世代の人材がゲーム業界でキャリアを積むための機会提供支援を行って

います。

［活動事例］  米国および欧州における大学/NGO等と連携した奨学金制度の構築
 米国におけるBlack Girls CODEとのパートナーシップ 
人種およびジェンダー平等に配慮した7～17歳の女性のSTEM分野業界への参入支援
 米国におけるThe Hidden Genius Projectとのパートナーシップ 
若年層アフリカ系アメリカ人男性のテクノロジー分野での専門的キャリア形成を目指す機会提供支援

 詳細はこちら (英語のみ)
 DE&Iへのコミットメントについての社員に対するメッセージ発信

ソニー・エレクトロニクス
外部団体／イニシアティブへの寄付、テクノロジーやマーケティングのノウハウを活用した支援、STEM領域での教育機会の提供などを展開しています。

［活動事例］   「Create Action Program」の展開 
基金の趣旨に沿った草の根活動に対して、寄付および製品寄贈などを通じて機会の不十分なコミュニティへの支援を実施

 詳細はこちら (英語のみ)
 National Society of Black Engineersとのパートナーシップ 
アフリカ系アメリカ人エンジニアの増加を目指す教育機会提供の支援
 インクルーシブな社内環境を推進するためのベストプラクティスの文書化

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ
社会正義や人権保護に取り組む外部団体／イニシアティブへの寄付やパートナーシップを幅広く展開しています。

［活動事例］  International African American Museumへの製品寄贈 
アフリカ系アメリカ人の文化の広がりや、社会正義と平等のための活動などをテーマとした展示紹介へのCrystal LED等の活用

 詳細はこちら (英語のみ)
 Black Information Networkへの協賛 (米国内ソニーグループとしての協賛) 
アフリカ系アメリカ人コミュニティ向けラジオの設立支援
 アジア系アメリカ人へのヘイトクライム解決に取り組む人権団体への寄付 (米国内ソニーグループとしての寄付)

 詳細はこちら (英語のみ)
 貿易職の職業訓練支援によって逮捕率の低下に向けた支援を行うDoe Fundや、機会が不十分な学生を対象とした3年間のインターンシップや奨学金の提供を行う
Youth About Businessへの寄付

https://www.sie.com/en/blog/sony-interactive-entertainment-announces-strategic-partnerships-to-support-black-communities/
https://www.sie.com/en/blog/sony-interactive-entertainment-announces-strategic-partnerships-to-support-black-communities/
https://alphauniverse.com/createaction/
https://alphauniverse.com/createaction/
https://www.sony.com/content/sony/en/en_us/SCA/company-news/press-releases/sony-corporation-of-america/2021/sony-corporation-of-america-announces-17-million-donation-to-the-international-african-american-museum.html
https://www.sony.com/content/sony/en/en_us/SCA/company-news/press-releases/sony-corporation-of-america/2021/sony-corporation-of-america-announces-17-million-donation-to-the-international-african-american-museum.html
https://www.sony.com/content/sony/en/en_us/SCA/company-news/press-releases/sony-corporation-of-america/2021/sony-corporation-of-america-announces-two-donations-to-combat-asianamerican-hate.html
https://www.sony.com/content/sony/en/en_us/SCA/company-news/press-releases/sony-corporation-of-america/2021/sony-corporation-of-america-announces-two-donations-to-combat-asianamerican-hate.html
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ハイライト  ソニーの気候変動への取り組み
ソニーの企業活動は、あらゆる生命の生存基盤である地球環境が健全であってこそ成り立ちます。特に、世界的に気候変動の脅威が顕在化・深刻化している現在、脱炭素化社会への移行は、喫緊の課題となっています。
2010年にソニーが策定した環境計画「Road to Zero」では、2050年に環境負荷ゼロとすることを目指しており、気候変動に対しても事業と製品ライフサイクル全体での温室効果ガス (GHG) 排出量ゼロを目標としています。

 2050年、環境負荷ゼロに向けて
2050年までの計画を実現するためには、少なくとも2040年には

電力由来による自社オペレーションのGHG排出をゼロにしていく

必要があります。そのため、2018年にはRE100※1に加盟し、2040年

に自社オペレーションで使用する電力の再生可能エネルギー (再エ

ネ) 比率を100%とする目標を掲げました。

中期的な観点では、「Road to Zero」実現に向け、気候変動、資

源、化学物質、生物多様性に対し、2050年からのバックキャスティン

グで5年ごとに環境中期目標を設定しています。2015年に策定した

「Green Management (GM) 2020」の気候変動目標では、国際

的なイニシアチブであるScience Based Targets (SBT) の「2℃目

標」に日本企業として初めて認定されました。2025年度までの目標

である「GM2025」の策定においては、より長期的な視野から、達成

を2035年度とした気候変動目標も設定しており、この新たな目標

はSBTの「1.5℃目標」に認定されています。

※1 事業運営に使用する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企
業が参加するグローバルなイニシアチブ。国際的NGOのThe Climate GroupがCDPと
のパートナーシップの下で運営。

 課題認識と取り組みの方向性
これらの目標とロードマップを描く中、自社内外の多くの課題

を解決していくことが必要となります。現在のソニーの事業所か

らのGHG排出量を地域別でみると、イメージング＆センシング・ソ

リューション (I&SS) 事業の生産拠点が多い日本が約92％を占め

ています。ソニーの各事業所において省エネルギーと再エネ導入を

進めていくことは必須ですが、日本では再エネ導入コストが高く、

需要家が安価に再エネを調達することが難しい状況であることか

ら、産業界全体での再エネ普及の取り組みが不可欠です。一方、製

品ライフサイクル全体ではお客様の製品使用時の電力消費による

GHG排出量の割合が多く、そのうちの約93％がテレビとゲーム機

によるものです。この数年、テレビやゲーム機の製品設計では、大幅

な消費電力削減に寄与する技術を取り入れてきましたが、今後も

テクノロジー面でのイノベーションを追求していきます。加えて、製

品ライフサイクルにおいては、GHG排出をせざるを得ない分野も残

ると想定され、ここにはCO2回収などの新たな取り組みが必要であ

り、その技術的進化、インフラ整備といった社会基盤全体での取り

組みが欠かせません。

2050年に向けたロードマップ
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ソニーは、2021年4月より、2025年度までの環境中期目標「Green Management 2025」 (GM2025) を設定し、さらに「環境負荷ゼロ」に近づくために環境活動を加速させています。気候変動に対しても、製品のライフサ

イクルのステージごとに目標を設定し、環境負荷低減に取り組んでいます。さらに、GM2025の策定に際し、さらに長期的な視野から検討し、達成を2035年度とした気候変動目標も設定しています。また、ソニーは自社の環境

活動にとどまらず、ビジネスパートナーや消費者などのステークホルダーにも行動を働きかけ、持続可能な社会を共創していくことが重要だと考えています。

自社オペレーション (SCOPE 1、SCOPE 2) 

 2025年度までに自社オペレーションにおける、
 GHG総排出量5％削減 (2020年度比) 
 電力使用のうち再エネ由来電力 
15％以上使用 (再エネ電力率) 

 2035年度までにGHG排出量を72％削減 (2018年度比) 

製品 (SCOPE 3) 

 2025年までに 
製品1台あたりの年間消費電力量 
5％削減 (2018年度比) 

 2035年までに 
製品使用時におけるGHG排出量 
45％削減 (2018年度比) 

サプライチェーン (SCOPE 3) 

 2025年までにサプライチェーンにおける 
GHG排出量の10％相当の 
原材料・部品サプライヤーおよび製造委託先が 
SBT相当の目標を設定

物流 (SCOPE 3) 

 2025年までに国際間・域内の物流における 
GHG総排出量10％削減 (2018年度比) 

持続可能性の課題に関する啓発活動

 エンタテインメント事業を中心に、グループ全体で20億人以上に 
持続可能性の課題について啓発し、250万人以上の参画を促す

イノベーション

 エッジ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
 オープンエネルギーシステム

パートナーシップ

 WWF クライメートセイバーズプログラム
 国連環境計画 Playing for the Planet Alliance

情報開示／コミュニケーション

 TCFD提言に沿った気候変動関連の情報開示
 CDPが主催する気候変動調査において最高評価を5年連続獲得



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

25

ハイライト
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 企業の「責任」側面での取り組み
ソニーは、バリューチェーン全体において、企業の「責任」側面での

取り組みを進めています。事業所に関しては、再エネ導入の加速を

目指し、自社内での太陽光発電設備の導入や電力会社等からの再

エネの直接購入、グリーン電力証書等による環境価値の購入といっ

た手法に注力し、全世界で合計約9.9MW※2の太陽光発電設備が稼

働しています。I&SS事業では、熊本拠点での太陽光発電設備の導

入のほか、海外製造拠点での2021年度再エネ100％達成を目指し

ています。日本においては、事業所間あるいはグループ敷地外から

の電力を融通する自己託送を活用した取り組みなどを進めていま

す。2020年度には、愛知県にある牛舎の屋根に太陽光発電を設置

し、2021年4月より、そこで発電した電力を電力会社の送配電ネット

ワークを介して事業所に供給しています。

製品に関しては、省エネ技術を進化させながら、各製品において

省エネの余地がないか検証し、さまざまな消費電力削減施策を実施

しています。例えば、テレビカテゴリーでは、周辺環境に応じて画面

の明るさをコントロールする独自機能を搭載することで、画質の向

上と消費電力の低下を両立しています。

また、TCFD提言※3に対応した情報開示を拡大し、ステークホル

ダーとの対話を促進します。

※2 2021年3月31日時点
※3 気候関連財務情報開示タスクフォースが公表した最終報告書

 社会全体への「貢献」側面での取り組み
「貢献」の側面では、ソニーの経営資源を活用し、先進事例の開発

や技術進化、各種提言などを行い、業界や社会のイノベーションを

支援していく方針です。例えば、エッジ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の活用により、画像情報を出力しないメ

タデータの出力によって、扱うデータ量が削減でき、消費電力削減が

期待されます。また、株式会社ソニー・コンピュータサイエンス研究所

では、自然エネルギーをベースに超分散型でボトムアップにシステ

ム構築可能な新しい電力システム「オープンエネルギーシステム」の

研究に取り組んでいます。これによって再生可能エネルギーで発電

した電力をコミュニティ内で共有し活用することが可能です。

また、2020年9月には、コーポレートベンチャーキャピタルSony 

Innovation Fund: Environmentを創設しました。これは、環境問

題を解決する新技術の開発に取り組む世界中のスタートアップ企業

を対象に、ファンド規模10億円で開始し、投資資金の提供や事業化

に向けた支援を行っています。

ソニーでは、環境負荷の低減は、将来への重要な投資ととらえて

おり、「責任」と「貢献」の両面で新たな取り組みを積み重ねること

で、業界・経済界をけん引していきます。

関連情報
  ソニーの環境計画「Road to Zero」

  Green Management 2025

 ソニーグループ ポータルサイト「環境」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
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コーポレート・ 
ガバナンス

マネジメントアプローチ　│　経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針　│　経営機構の概要　│　内部統制体制　│　株主その他ステークホルダーとの関係

コーポレート・ 
ガバナンス
継続的に行ってきた取り組み
1961年 米国預託証券 (ADR) 発行、US-GAAPベースの連

結決算導入 

1970年 ニューヨーク証券取引所上場、四半期決算導入

197 1年 社外取締役選任開始

1997年 執行役員制導入

2003年 委員会等設置会社移行

2005年 取締役会の過半数を社外取締役に

2015年 分社化の推進

2021年 ソニーグループ株式会社の発足

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
ソニーグループ株式会社 (以下、「当社」) の歴史は、 展開する事

業や地域、さらには資金調逹の方法が多様化していく中、いかに効

果的にグループを経営していくかを考え続け、ガパナンスを進化さ

せてきた歴史でもあります。その経緯から、当社にとってのコーポ

レートガバナンスは、単に法律上の要詰や社会のトレンドに対応す

るものではなく、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進

するための基盤であり、極めて重要なものととらえています。

ソニーグループのPurpose（存在意義）を実現し、企業としてサス

テナブルな成長を果たしていくために、現在は、「経営の客観性と透

明性・健全性の確保」と「迅速な意思決定の実現」をテーマに効果的

なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。

基本的な考え方
当社は、企業としての社会的責任を果たし、かつ、中長期的な企

業価値の向上を目指した経営を推進するための基盤として、コーポ

レート・ガバナンス体制の構築とそのさらなる強化に取り組んでい

ます。具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経

営の実現に継続的に取り組んでいます。

(i ) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会

が、指名、監査および報酬の各委員会を活用しながら、経営に対

する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の

仕組みを構築・維持する。

(ii) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項に

ついて決定するとともに、執行役を含む上級役員 (ソニーグルー

プの経営において重要な役割を担う者) に対して、それぞれの

責任範囲を明確にした上で業務執行に関する決定権限を大幅

に委譲することにより迅速な意思決定を可能にする。

体制
前述に照らして、当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を

経営の機関設計として採用するとともに、業務執行の監督機関であ

る取締役会の執行側からの独立性の確保、取締役会での活発な議

論を可能にするための適正な規模の維持、各委員会のより適切な

機能の発揮等に関する独自の工夫を追加しています。

2020年度の主な活動実績
2020年度の取り組みについて主な実績を抜粋し、ご紹介します。

 ESG (環境・社会・ガバナンス) に関する取締役会に対する定期的

な報告を継続して実施

 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置

 社外取締役会のさらなる活用

 社外取締役を含む非業務執行取締役の経験・専門性に関するス

キルマトリックスの開示

 取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充

  監査委員による事業所に対する往査を継続して実施
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  経営方針、経営戦略等 
その他事業運営にかかる方針

当社の中期経営計画や年度事業計画を含むソニーグループの経

営の基本方針は、当社取締役会規定にもとづき、CEOを中心とする

経営陣の考えを踏まえて取締役会にてさまざまな観点から十分に

審議した上で決定しています。ソニーのPurpose & Values (存在

意義と価値観) 、グループ中期経営方針、各セグメントの事業戦略、

創業者の理念その他関連情報については、以下のページをご参照く

ださい。

 ソニーについて

 経営方針

 Sony IR Day

 創業者理念とCSRに対する考え方

 設立趣意書

また、環境 (サステナビリティ) に関する計画や理念、ダイバーシ

ティに関する方針や取り組み等については、以下のページをご参照

ください。

 環境

 ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

 経営機構の概要
当社は、法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、および取締役会に選定された取締役からなる指名・監査および報酬

の各委員会、ならびに取締役会で選任された執行役を設置しています。なお、当社では、グループ全体を統括するCEO (最高経営責任者) 、および

ソニーグループの経営において重要かつ広範な本社機能を所管する者を執行役としています。また、CEOを含む執行役およびソニーグループの経

営において重要な役割を担う者を上級役員としています。なお、当社の経営陣につき、経営における役割や責任の大きさに応じて上席事業役員、

専務、常務、執行役員等の職位を付与しています。

コーポレートガバナンス機構

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/strategy/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/strategy/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/irday/archive.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/irday/archive.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/vision/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/vision/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html
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 2021年6月に選任された取締役および 
上級役員

取締役
 議長：隅 修三※1

東京海上日動火災保険株式会社 相談役

元 東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長

 吉田 憲一郎
ソニーグループ株式会社 代表執行役 会長 兼 社長 CEO

 十時 裕樹
ソニーグループ株式会社 代表執行役 副社長 兼 CFO

 ティム・シャーフ
Intertrust Technologies Corporation  

チーフ・プロダクト・オフィサー

元 Sony Network Entertainment International LLC  

プレジデント

 岡 俊子※1

株式会社岡＆カンパニー 代表取締役

明治大学 グローバル・ビジネス研究科 専任教授

 秋山 咲恵※1

株式会社サキコーポレーション ファウンダー

 ウェンディ・ベッカー※1

Logitech International SA 取締役会議長

Great Portland Estates plc 社外取締役

 畑中 好彦※1

アステラス製薬株式会社 代表取締役会長

 アダム・クロージア※1 ※2

Whitbread plc 取締役会議長

元 ITV plc CEO

元 Royal Mail Group Ltd CEO

 岸上 恵子※1

公認会計士

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 理事

元 EY新日本有限責任監査法人 シニアパートナー

 ジョセフ・クラフト※1

Rorschach Advisory Inc. CEO

元 Bank of America Merrill Lynch Japan 副支店長 兼  

マネージングダイレクター

元 Morgan Stanley Inc. マネージングダイレクター

〈委員会構成〉
 指名委員会
議長：隅 修三※1

委員：畑中 好彦※1

委員：アダム・クロージア※1 ※2

 監査委員会
議長：岡 俊子※1

委員：岸上 恵子※1

委員：ジョセフ・クラフト※1

 報酬委員会
議長：ウェンディ・ベッカー※1

委員：秋山 咲恵※1

委員：畑中 好彦※1

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。
※2 当社は2021年8月17日、アダム・クロージア氏が、2021年12月31日付で当社取締役を退

任することを発表いたしました。

 会議体の開催状況

上級役員
 吉田 憲一郎
代表執行役 会長 兼 社長 CEO

 十時 裕樹
代表執行役 副社長 兼 CFO

 石塚 茂樹
代表執行役 副会長

エレクトロニクス領域補佐

ディスク製造事業担当、ストレージメディア事業担当

品質マネジメント担当

 勝本 徹
執行役 副社長 兼 CTO

R&D担当

メディカル事業担当補佐

R&Dセンター長
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 清水 照士
上席事業役員

イメージング&センシング・ソリューション事業担当

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  

代表取締役社長 兼 CEO

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社  

代表取締役社長

ソニーLSIデザイン株式会社 代表取締役社長

 ロブ・ストリンガー
上席事業役員

音楽事業担当 (グローバル) 

ソニー・ミュージックグループ チェアマン

ソニー・ミュージックエンタテインメント CEO

 アンソニー・ヴィンシクエラ
上席事業役員

映画事業担当

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 会長 兼 CEO

 ジム・ライアン
上席事業役員

ゲーム＆ネットワークサービス事業担当

ソニー・インタラクティブエンタテインメント 社長 兼 CEO

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント  

代表取締役社長

 村松 俊亮
上席事業役員

音楽事業担当 (国内) 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント  

代表取締役社長 CEO

 ジョン・プラット
上席事業役員

音楽出版事業担当 (グローバル) 

ソニー・ミュージックパブリッシング 会長 兼 CEO

 岡 昌志
上席事業役員

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社  

代表取締役社長 兼 CEO

 槙 公雄
上席事業役員

エレクトロニクス・プロダクツ＆ソリューション事業担当

ソニー株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

 神戸 司郎
執行役 専務

法務、コンプライアンス、プライバシー、広報、ブランド戦略、 

サステナビリティ、渉外担当

※ブランド戦略は、2021年7月1日より担当

 安部 和志
執行役 専務

人事、総務担当

 小寺 剛
常務 CDO (チーフ・デジタル・オフィサー) 

デジタルトランスフォーメーション戦略、情報システム、 

情報セキュリティ担当

 御供 俊元
常務

知的財産、事業開発プラットフォーム担当

中国総代表

Startup Acceleration部門長

 北野 宏明
常務

AIコラボレーション担当

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長

株式会社ソニーAI 代表取締役 CEO

 武井 奈津子
常務

法務、コンプライアンス、プライバシー担当

法務部 シニアゼネラルマネジャー

 川西 泉
常務

AIロボティクスビジネス担当

AIロボティクスビジネスグループ 部門長

 (上記は、2021年6月22日現在の情報) 
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 取締役会

構成員：11名 (うち社外取締役8名) 

氏名 役職

吉田 憲一郎 取締役

十時 裕樹 取締役

隅 修三 取締役会議長・社外取締役

ティム・シャーフ 非業務執行取締役

岡 俊子 社外取締役

秋山 咲恵 社外取締役

ウェンディ・ベッカー 社外取締役

畑中 好彦 社外取締役

アダム・クロージア 社外取締役

岸上 恵子 社外取締役

ジョセフ・クラフト 社外取締役

目的・権限
 ソニーグループの経営の基本方針等の決定

 当社の経営陣から独立した立場でのソニーグループの業務執行

の監督

 各委員会メンバーの選定・解職

 執行役の選解任および執行役以外の上級役員の選解任状況の

監督

 代表執行役の選定・解職

なお、取締役会における決議事項や報告事項については、当社取

締役会規定に定めているとおりです (取締役会規定の別表ご参照) 。

 ソニーグループ株式会社取締役会規定［PDF:254KB］

取締役会の構成に関する方針
当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現

するために、取締役会の相当割合を、法令および取締役会規定に定

める資格要件を満たす社外取締役が構成するよう、指名委員会に

おいて取締役会の構成に関する検討を重ねています。その上で、指

名委員会において、各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門

性といった個人の資質や取締役として確保できる時間の有無、当

社からの独立性に加え、取締役会におけるジェンダーや国際性を含

む多様性の確保、取締役会の適正規模、取締役会に必要な知識・経

験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上を

目指した経営を推進するという目的に照らして適任と考えられる候

補者を選定しています。

取締役の員数は、当社取締役会規定において8名以上14名以下

としており、2005年以降、取締役会の過半数は社外取締役により構

成されています。

取締役の資格要件および再選回数制限
当社が取締役に関して、取締役会規定に定める資格要件は次の

とおりです。2021年6月22日時点での在任取締役は、いずれも同日

時点において以下の取締役共通の資格要件を満たしており、また、

社外取締役については、社外取締役の追加資格要件を満たすとと

もに、東京証券取引所有価証券上場規程の定める独立役員として

の届出を同取引所に対して行っています。

取締役会における経験・専門性 (社外／非業務執行取締役) (2021年7月31日現在)

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/governance/J_20200701_BoardChater.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/governance/J_20200701_BoardChater.pdf
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 取締役共通の資格要件
 ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと競合

関係にある会社 (以下「競合会社」) の取締役、監査役、執行役、

支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の3%以上の株

式を保有していないこと。

 取締役候補に指名される前の過去3年間、ソニーグループの会計

監査人の代表社員、社員であったことがないこと。

 そのほか、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反

を生じさせるような事項がないこと。

 社外取締役の追加資格要件
 取締役もしくは委員として受領する報酬・年金または選任前に提

供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報酬以外に、

過去3年間のいずれかの連続する12カ月間において12万米ドルに

相当する金額を超える報酬をソニーグループより直接に受領して

いないこと。

 ソニーグループとの取引額が、過去3年間の各事業年度におい

て、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の2%または

100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超え

る会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人でない

こと。

なお、再選のための社外取締役の指名委員会による指名は5回を

上限とし、それ以降の指名は指名委員会の決議に加えて取締役全

員の同意が必要です。さらに、取締役全員の同意がある場合であっ

ても、社外取締役の再選回数は8回までを限度としています。

社外取締役に関する事項
当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様か

つ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経営に関する

活発な意見交換および議論を通じて、経営判断に至る過程におい

て重要な役割を果たすとともに、取締役会による経営に対する実効

性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。かかる期待

を踏まえた独立社外取締役を含む取締役候補の選任方針・手続に

ついては、上記のとおりです。なお、2021年6月22日現在、取締役会

は11名の取締役で構成されており、そのうち8名が社外取締役です。

また、取締役会議長は社外取締役が務めており、指名委員会、監査

委員会および報酬委員会、監査委員会はいずれも、委員全員が社外

取締役です。

上級役員の選解任方針・手続
当社では、CEOを含む執行役およびソニーグループの経営におい

て重要な役割を担う者を上級役員としています。

経営陣から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会は、

CEOを含む上級役員の選解任および担当領域を決定する権限また

はそれらに関する報告を求める権限を有しており、それらの権限を

必要に応じて随時行使するものとしています。

CEOを含む上級役員の選任にあたって、取締役会は、指名委員会

が策定するCEOに求められる要件やCEO以外の執行役候補が当

社の業務執行において期待される役割等に照らして望ましい資質

や経験、実績を有しているかの議論、検討を行った上で、適任と考え

られる者を選任しており、また、執行役以外の上級役員については、

その選解任状況に関する報告を受けています。

また、CEOを含む上級役員の任期は1年としており、その再任にあ

たっても直近の実績も踏まえて同様の議論、検討を行います。なお、

任期途中であっても、取締役会や指名委員会において必要と認め

る場合、執行役の職務継続の適否について検討を開始し、不適格と

認めた場合には、随時、交代、解任を行います。

 指名委員会

構成員：3名 （うち社外取締役3名）

氏名 役職

隅 修三 指名委員会議長 (社外取締役)

畑中 好彦 指名委員 (社外取締役)

アダム・クロージア 指名委員 (社外取締役)

目的・権限
 株主総会に提出する取締役の選解任議案の決定

 CEOが策定する、CEOおよび指名委員会が指定するその他の役

員の後継者計画の評価

なお、取締役の選解任議案については、取締役会の構成に関する

方針や取締役としての資格要件および再選回数制限を踏まえて決

定しています。これらの詳細については、以下のページをご参照くだ

さい。

 取締役会

指名委員会の構成に関する方針
指名委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取

締役とともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとして

います。なお、指名委員の選定および解職については、指名委員会

の継続性にも配慮して行っています。2021年6月22日現在、3名の

委員全員が社外取締役です。
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後継者計画について
指名委員会は、取締役会からの委任を受けて、CEOおよび指名委

員会が指定するその他の役員の後継者計画の内容および運用状況

について評価し、適宜、取締役会にその評価結果を報告しています。

かかる評価の実施にあたっては、指名委員会は、CEOから定期的

に後継者計画案について報告を受け、その内容を踏まえて評価を実

施しています。当該評価を実施するうえで、指名委員会は、次世代経

営人材の育成や登用の状況を適切に把握し、策定された計画案が、

ソニーグループにとって持続的な社会価値の創造および中長期的

な企業価値の向上という目的に照らして妥当であるかどうかにつ

いて検討を実施しています。

 監査委員会

構成員：3名 (うち社外取締役3名) 

氏名 役職

岡 俊子 監査委員会議長 (社外取締役)

岸上 恵子 監査委員 (社外取締役)

ジョセフ・クラフト 監査委員 (社外取締役)

目的・権限
 取締役・執行役の職務執行の監査

 会計監査人の監督

監査委員会の構成に関する方針・ 
監査委員の資格要件

監査委員会は、右記の要件を全て満たす取締役3名以上で構成さ

れ、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取

締役から選定されることとします。また、監査委員は、適切な経験・

能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者より選

定するものとしています。なお、監査委員の選定および解職は、監査

委員会の継続性にも配慮して行っています。

 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役、会計参与、支

配人またはその他の使用人でないこと。

 当社に適用される米国証券関連諸法令に定める“Independence”

要件またはこれに相当する要件を充足すること。

また、監査委員のうち少なくとも1名は、当社に適用される米国証

券関連諸法令に定める“Audit Committee Financial Expert”要

件またはこれに相当する要件を充足しなければならないとし、当該

要件を充足するか否かは取締役会が判断しています。2021年6月

22日現在、3名の委員全員が社外取締役であり、うち岡俊子および

岸上恵子の2名は米国証券取引所法に定める“Audit Committee 

Financial Expert”に相当する者です。また、岡俊子は企業経営およ

び会計に関する幅広い見識を、岸上恵子は国内外の多様な企業で

の監査実務経験と内部統制に関する専門性を有しており、2名とも

財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。

会計監査人の選解任議案の決定・ 
会計監査人の独立性・適格性に関する考え方

監査委員会は、CEOその他執行役から推薦される会計監査人候

補について、推薦理由の妥当性を評価したうえで、候補の決定を

行っています。また、監査委員会は、選任された会計監査人の業務、

独立性、資格要件および適正性、ならびに業務内容について継続的

に評価を行っています。監査委員会の活動に関する詳細については

以下のページをご参照ください。

 監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および状況

 報酬委員会

構成員：3名 (うち社外取締役3名) 

氏名 役職

ウェンディ・ベッカー 報酬委員会議長 (社外取締役)

秋山 咲恵　 報酬委員 (社外取締役)

畑中 好彦 報酬委員 (社外取締役)

目的・権限
 取締役、執行役その他の役員の個人別報酬の方針の決定

 報酬方針にもとづく取締役および執行役の個人別報酬の額およ

び内容の決定ならびに執行役以外の上級役員の個別報酬の額お

よび内容の決定状況の監督

報酬委員会の構成に関する方針
報酬委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取

締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選定されること

としています。また、CEO (最高経営責任者) 、COO (最高業務執行

責任者) およびCFO (最高財務責任者) ならびにこれに準ずる地位

を兼務する取締役は報酬委員となることができないものとしてい

ます。なお、報酬委員の選定および解職は、報酬委員会の継続性に

も配慮して行っています。2021年6月22日現在、3名の委員全員が

社外取締役です。



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

33

コーポレート・ 
ガバナンス

マネジメントアプローチ　│　経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針　│　経営機構の概要　│　内部統制体制　│　株主その他ステークホルダーとの関係

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に 
関する方針

上述のとおり、取締役および上級役員の個人別の報酬等の内容

の決定に関する方針は、報酬委員会が決定することとされており、

報酬委員会によって定められた当該方針は次のとおりです。

取締役報酬について (2020年度) 
取締役の主な職務がソニーグループ全体の経営に対する監督で

あることに鑑み、グローバル企業であるソニーグループの経営に対

する監督機能の向上を図るため、グローバルな観点で優秀な人材

を当社の取締役として確保するとともに、その監督機能を有効に機

能させることを取締役の報酬決定に関する基本方針としています。

なお、執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支

給していません。

この基本方針を踏まえて、取締役の報酬の構成を下表のとおりと

しています。各報酬項目の水準および構成比については、第三者に

よる国内外企業経営者の報酬に関する調査に基づき、前述の方針

に沿って適切に設定しています。

報酬の種類 概要

定額報酬
 第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査
等を参考に、職責および人材確保のための処遇競争
力の観点から適切な報酬となるよう設定

株価連動報酬

(譲渡制限付
株式　  )

 株主との価値共有を一層促進することおよび健全か
つ透明性のある経営の仕組みの構築・維持に対する
インセンティブとして、譲渡制限株式を付与
 譲渡制限期間は取締役在任期間中とし、原則として、
退任時に譲渡制限を解除

株式退職金

 在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイント
を取締役に付与し、退任時にその累積数に当社普通
株式の株価 (終値) を乗じて算出される金額を支給

※2017年度以降については、取締役向けの株式退職金を譲渡制限付
株式に置き換えており、2020年度は新規のポイント付与を実施せず

上級役員の報酬について (2020年度) 
上級役員がソニーグループまたは各事業の業務執行の中核を担

う経営層であることにかんがみ、会社業績の一層の向上を図るた

め、グローバルな観点で優秀な人材を当社の経営層として確保する

とともに、短期および中長期の業績向上に対するインセンティブと

して有効に機能させることを上級役員の報酬決定に関する基本方

針としています。

この基本方針を踏まえて、上級役員の報酬の基本的な構成を下

表のとおりとしています。各報酬項目の水準および構成比について

は、業績および株主価値への連動を重視し、第三者による国内外企

業経営者の報酬に関する調査にもとづき、担っている職責に応じて

適切に設定しています。

報酬の種類 概要

定額報酬
 第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査等を参考に、職責および人材確保のための処遇競争力の観点から
適切な報酬となるよう設定

業績連動報酬

 中長期および支給対象事業年度の経営数値目標の達成を目指すインセンティブとして有効に機能するよう適切な仕組み
や指標を設定
 具体的には、以下の (1) および (2) それぞれの指標の達成度を支給額決定の基礎とし、その達成度を踏まえて、標準支給
額に対し、原則0％から200％の範囲で支給額を変動させる

(1) 支給対象年度における、ROE (株主資本利益率) 、当社株主に帰属する当期純利益および営業活動によるキャッシュ・
フロー等の連結または各事業の業績に関する指標 (以下「業績関連指標」) のうち、担当領域に応じて設定された指
標の達成度

(2) 担当領域に関する個人業績の達成度

 上記 (2) の個人業績の評価指標の一部には、One Sonyでの価値創出という観点からの事業間でのコラボレーションを
加速するための取り組みや、社会価値創出およびESG (環境・社会・ガバナンス) の観点からのサステナビリティに関する
取り組みを含む
 業績連動報酬の標準支給額は、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) 全
体の内、適切な割合となるように設定

株価連動報酬

(ストック・オプションおよび
譲渡制限付株式　　 )

 中長期的な株主価値向上を目指すインセンティブとして、ストック・オプションおよび譲渡制限付株式を付与
 ストック・オプションは、原則として、割当日から１年経過後より、毎年3分の1ずつ行使可能数の制限を解除 (割当日から3
年後に全付与数が行使可能) 
 譲渡制限付株式は、原則として、対象者に株式を付与した事業年度に係る株主総会日から３年後に、譲渡制限を解除
 基本的な方針として、グループ全体への経営責任・影響度がより大きい上級役員ほど、個人別報酬に占める株価連動報酬
の比率が高くなるよう設定 (「ご参考：長期視点を促す役員報酬構成」参照) 
 株価連動報酬は、それぞれの職責に応じ、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) と株価連動報酬額の
合計額に対して適切な割合となるように設定

株式退職金
 在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを対象となる上級役員に付与し、退任時にその累積数に当社普通株
式の株価（終値）を乗じて算出される金額を支給
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(ご参考：譲渡制限付株式報酬制度について  
(2020年度) )

当社は、2017年度より当社の執行役およびその他経営幹部、なら

びに当社の非業務執行取締役を対象として譲渡制限付株式報酬制

度を導入しています。

この制度は、当社の執行役およびその他経営幹部については、株

主との価値共有を一層促進すること、ならびに、中長期の業績およ

び株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させ

ることを目的とするものです。また、非業務執行取締役については、

株主との価値共有を一層促進することおよび健全かつ透明性のあ

る経営の仕組みの構築・維持に対するインセンティブとして機能さ

せることを目的としています。

具体的には、一定期間、割り当てられた当社普通株式を自由に譲

渡その他の処分をすることができないこと (以下「譲渡制限」とい

う) および一定の事由が生じた場合には当社が当該割り当てられ

た当社普通株式を無償取得することを条件に、当社普通株式を執

行役およびその他経営幹部、ならびに非業務執行取締役に付与しま

す。譲渡制限の期間および譲渡制限が解除される要件や付与対象

者、ならびに付与数等の同制度の具体的内容については、報酬委員

会が決定しています。

(ご参考：長期視点を促す役員報酬構成)
2020年度の執行役の報酬構成は以下のとおりです。業績連動報

酬については、標準支給額を用いています。株価連動報酬について

は、ストック・オプションの2020年度の付与日時点の１株当たりの

公正価値および譲渡制限付株式の2020年度の発行価額を用いて

算出しています。そのため、実際の支給額を反映した報酬構成は、右

記のグラフとは異なります。

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方法
上記報酬方針にもとづいた、取締役および上級役員の個人別報

酬支給額および内容は報酬委員会により、またはその監督のもとで

決定されています。

具体的には、原則、毎年、定時株主総会開催日後に開催される報

酬委員会において、取締役および執行役の各個人の当該事業年度に

おける報酬の基本支給額および内容を決定し、対象事業年度終了

後に開催される報酬委員会において、取締役および執行役について

最終的な報酬支給額を決定しています。また、執行役以外の上級役

員については、報酬委員会による監督のもとで決定されています。

なお、業績連動報酬については、各上級役員について、業績連動

報酬の標準支給額ならびに業績関連指標 (各指標の配分含む) お

よび個人業績の目標が設定され、執行役については対象事業年度

終了後に開催される報酬委員会において、また執行役以外の上級

役員については報酬委員会による監督のもとで、それぞれ当該目標

の達成度に応じて支給額を決定しています。

2020年度も同様の手続にもとづき、取締役および上級役員の個

人別報酬支給額は報酬委員会により、またはその監督のもとで決定

されています。

 2020年度における執行役に対する業績連動報酬にかかる
指標の目標および実績
2020年度における執行役の業績連動報酬の標準支給額は、定

額報酬に対して60％～100％の範囲で各執行役の職責に応じ設定

しました。執行役の業績連動報酬支給額の算定式は以下のとおり

です。

執行役の
業績連動報酬

支給額
標準支給額※1

業績連動報酬
支給率※2

0〜200%

※1 標準支給額：定額報酬の60%～100%の範囲で設定
※2 業績連動報酬支給率：担当領域に応じて設定された業績関連指標の達成度および担当

領域に関する個人業績の達成度により、原則0～200%の範囲で決定

また、2020年度において執行役に主に適用された業績関連指標、

配分、目標値および実績は以下のとおりです。

ソニーの第三次中期経営計画において営業活動によるキャッシュ・

フローが最も重視される経営指標として設定されたことに伴い、金

融分野を除いたベースでの営業活動によるキャッシュ・フロー(以下

「営業CF」) の配分を最も高く設定したことに加え、当該第三次中期

経営計画の数値目標に含まれるROE (株主資本利益率) も指標とし

て設定しました。また、当該事業年度の経営数値目標の達成を目指す

インセンティブとして機能させるべく、当社株主に帰属する当期純利

益も指標として設定しました。

業績関連指標のうち、2020年度の営業CFの目標値は、2020年度

期初時点における、第三次中期経営計画の目標数値である、2018

年度からの3年間において2.2兆円以上の営業CFの創出を目指すべ

く、報酬委員会がインセンティブとして有効に機能すると判断した数

値が設定されました。業績関連指標のうち、2020年度の当社株主に

帰属する当期純利益については、2020年度通期の連結業績見通し

として、2020年5月に公表された数値である5,100億円、2020年度

のROEについては11.4％が目標値としてそれぞれ設定されました。な

お、2020年度の業績関連指標の実績は、営業CFが1兆1,222億円、当

社株主に帰属する当期純利益が1兆1,718億円、およびROEが24.2％

であり、それぞれ目標値を上回る結果となりました。
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2020年度の執行役の業績連動報酬は、上記の「役員の報酬等の

額またはその算定方法の決定に関する方針」に記載のとおり、担当

領域に応じて設定された業績関連指標の達成度、および担当領域に

関する個人業績の達成度を支給額決定の基礎とし、それぞれの達成

度を踏まえ、標準支給額に対し、原則0％から200％の範囲で決定さ

れました。その結果、2020年度において、各執行役に対する業績連

動報酬の支給率は、標準支給額に対して、166.9％～175.1％の範囲

でした。

評価指標
評価

ウェイト
2020年度 

目標値 (連結)
2020年度 
実績 (連結)

営業CF 50％

2018年度からの3年間に
おいて2.2兆円以上の
営業CF (下記に定義す

る。) の創出を達成すべく
設定された数値

1兆1,222億円

当社株主に
帰属する

当期純利益
40％ 5,100億円 1兆1,718億円

ROE 10％ 11.4％ 24.2％

 取締役、取締役会および各委員会の活動を
支える活動・施策

当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現

を担保するために、さまざまな活動を行い、施策を講じています。主

な活動・施策等は以下のとおりです。

 独立社外取締役による活動
代表執行役を兼務しない取締役から選任された取締役会議長

が、取締役会の運営を主導するとともに、上級役員とのコミュニ

ケーションや社外取締役間の連携を図っています。その具体的な取

り組みの一つとして、社外取締役間の情報交換、認識共有を目的と

した社外取締役会を原則として取締役会の開催日と同日に開催し

ています。

また、社外取締役による事業内容や経営課題の理解の促進、戦略

議論の充実等を目的として、経営陣との戦略ワークショップ、社外取

締役による事業所訪問、取締役会議長とCEOとの打合せ等を複数

回実施しています。

 事務局等の設置
取締役会における建設的な議論、活発な意見交換や各取締役の

活動を支援するため、取締役会事務局および各委員会事務局を設

置しています。

各事務局は、取締役会や各委員会における議論に必要な資料を

各取締役に対して事前に配布するとともに、経理情報、組織図、プ

レスリリース、外部のアナリストレポートや格付けレポート等の情報

についても随時提供しています。取締役会・各委員会の前には、資

料の事前配布および議案の事前説明を行うとともに、案件によって

は、臨時の説明会を開催し、取締役に詳細を説明しています。また、

当日欠席した社外取締役に対して、後日、取締役会において決議さ

れた内容等の説明を適宜行うこととしています。さらに、各事務局

は、会議の開催頻度や各回における議題数が適切に設定されるよ

う、年間の開催スケジュールや想定される審議項目を事前に各取

締役に共有しています。

 必要な情報の提供等
取締役から必要な情報の提供を求められた場合には、各事務局

がその提供に努めるとともに、円滑な情報提供が実施できているか

どうか適宜確認しています。なお、取締役の役割・責務 (委員として

の役割・責務を含む) を果たすために必要な費用 (外部専門家の助

言を受けることや、各種セミナーへの参加費用等) については社内

規程に基づき当社が負担することとしています。

 監査委員会補佐役の設置
監査委員会の職務執行を補佐するため、監査委員会の同意のも

と、取締役会決議により監査委員会補佐役を置いています。監査委

員会補佐役は、ソニーグループの業務の執行に関わる役職を兼務せ

ず、各監査委員の指示・監督のもと、自ら、あるいは関連部門と連携

して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必

要に応じて監査委員会を補佐して実査・往査を行っています。

 取締役に対するトレーニング
当社は、新任取締役に対して、就任後速やかに、担当の上級役員

または外部専門家により、取締役や委員として求められる役割と責

務 (法的責任を含む) を主軸に置いたオリエンテーションを実施し、

さらに、当社の事業・財務・組織・体制等に関するオリエンテーション

を実施しています。また、就任後においても、社内規程に基づきコン

プライアンスに関する研修を行うとともに、会社の事業等に関する

状況を含め、その役割と責務を果たすために必要な知識について、

適宜、提供し、更新する機会を設けています。

 取締役会・各委員会の実効性評価

実効性評価に関する当社の考え方
当社は、ソニーグループの企業価値向上を目指した経営を推進す

べく、継続的に取締役会および各委員会の機能および実効性の向

上に取り組むことが重要であると考えています。この取り組みの一

環として、当社は、原則として年に1回以上、かかる実効性評価を実

施しています。
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直近の実効性評価
取締役会は、前回の実効性評価の結果を踏まえた対応が適切にな

されていることを確認したうえで、主に2020年度の活動を対象とし

た実効性評価を2021年2月から4月にかけて実施しました。なお、今

回の実効性評価は、取締役会議長による主導のもと、前回と同様に、

評価自体の透明性や客観性を確保することと専門的な視点からの

アドバイスを得ることを目的として、国内外のコーポレート・ガバナ

ンスに高い知見を持つ外部専門家による第三者評価も取得したう

えで、実施しました。

評価プロセス
まず、取締役会において、前回の実効性評価を踏まえた対応状況

および今回の実効性評価の進め方について審議・確認しました。

そのうえで、外部専門家による第三者評価を実施しました。その評

価手法は以下のとおりです。

 取締役会議事録等の資料の閲覧および取締役会への陪席

 取締役会・各委員会の開催・運営実務等に関する各事務局との

確認

 取締役会の構成、運営、取締役自身のコミットメント、各委員会の

活動、実効性評価の手法そのもの等に関する全取締役に対するア

ンケートの実施

 取締役会議長、新任取締役、執行役を兼務する取締役その他一部

の取締役に対するインタビューの実施

 日本および欧米のグローバル企業との比較等

その後、取締役会が、当該外部専門家より第三者評価の結果につ

いての報告を受け、その内容を分析・審議し、取締役会・委員会の実

効性確保の状況を確認しました。

評価結果の概要
外部専門家による第三者評価の結果として、取締役会は、取締役

の自己評価、日本・欧米のグローバル企業との比較等の諸点から、高

く評価されるべき構成および運営がなされている旨の報告を受けま

した。取締役会としては、その報告内容を踏まえて実効性確保の状

況について分析・審議した結果、2021年4月時点において取締役会

および各委員会の実効性は十分に確保されていることを改めて確

認しました。

なお、当該外部専門家から、取締役会・各委員会の実効性をさらに

高めるために、他社事例を踏まえて検討対象となりうる選択肢とし

て、昨今の経営環境に応じた任意委員会の設置もしくは既存委員会

のタスク追加の可能性、監査委員会と内部監査部門の関係の進化、

オンラインでの開催を考慮したより効果的な取締役会の開催方法の

検討等に関する案が例示されました。

評価結果等を踏まえた取り組み
当社は、ソニーグループの企業価値向上を目指した経営をさらに

推進すべく、今回の取締役会および各委員会の実効性評価の結果、

ならびにかかるプロセスの中で各取締役から提示された多様な意

見や外部専門家から提示された視点等を踏まえて、継続的に取締

役会および各委員会の機能向上に取り組んでいきます。

なお、2020年2月から4月にかけて実施した前回の実効性評価以

降、取締役会の実効性向上につながる取り組みとして主に以下を実

施しています。

 ESG (環境・社会・ガバナンス) に関する取締役会に対する定期的

な報告を継続して実施

 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置

 社外取締役会のさらなる活用

 社外取締役を含む非業務執行取締役の経験・専門性に関するス

キルマトリックスの開示

 取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充

 監査委員による事業所に対する往査を継続して実施

 上級役員・その他の役員

上級役員 (当社においては執行役、上席事業役員、
専務および常務が相当)

員数：19名 (執行役6名を含む) 

 経営機構の概要 - 上級役員

 目的・権限
 取締役会が定める職務分掌に従ったソニーグループの業務執行

の決定および実行

 取締役会からの権限委譲
取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他経営上特に

重要な事項について決定するとともに、グループ経営に関する迅速

な意思決定を可能にすべく、CEOを含む上級役員の担当領域を設

定したうえで、CEOに対して、業務執行に関する決定および実行に

かかる権限を大幅に委譲しています。CEOはさらに、当該権限の一

部を他の上級役員に対して委譲しています。

その他の役員 (当社においては執行役員が相当)
員数：7名

 目的・権限
 取締役会および上級役員が決定する基本方針にもとづく、本社機

能、研究開発等の特定領域における担当業務の実行
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 会議体の開催状況
2020年度の1年間 (2020年4月1日～2021年3月31日) において、取締役会は8回、指名委員会は5回、監査委員会は6回、報酬委員会は5回開催されました。

取締役会への出席状況については、2020年度に在籍した社外取締役13名 (2020年6月に退任した宮田孝一氏、John V. Roos氏、桜井恵理子氏および皆川邦仁氏を含む。) は、在任期間中に開催された2020年度の取締

役会の全てに出席しています。また、委員会に所属する2020年度に在籍した社外取締役は、在任期間中に開催された当年度の各委員会の全てに出席しています。

取締役会・委員会の1年間の流れ (2020年度)
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 内部統制体制
当社は、2006年4月26日開催の取締役会において、会社法第

416条第1項第1号ロおよびホに掲げる当社およびソニーグループの

内部統制およびガバナンスの枠組みに関する事項 (損失の危険の

管理に関する規程その他の体制およびソニーグループの業務の適

正を確保するための体制を含む) につき、現体制を確認のうえ、か

かる体制を継続的に評価し、適宜改善することを決議しました。ま

た、2009年5月13日および2015年4月30日開催の取締役会におい

て、かかる体制を改定・更新し、2021年5月10日付の取締役会書面

決議により、現体制がかかる体制に沿っていることを確認のうえ、引

き続き継続的に評価し、適宜改善することを確認しました。2021年

5月10日付の取締役会決議によって確認された内容およびその運用

状況の概要については、以下のウェブサイトで公開しています。

  内部統制およびガバナンスの枠組みに関する取締役会決議 

およびその運用状況の概要

上記取締役会決議等を踏まえた主な体制の概要についてはそれ

ぞれ以下をご参照ください。

 財務報告に係る内部統制
当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および米

国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

た対外的な報告目的の財務諸表の作成に関する合理的な保証を提

供するために整備および運用されています。

また、当社は、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責

任者により構成される組織横断的な運営委員会を設置しており、

当該運営委員会は、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・

評価等のグローバルな活動を監督・評価しております。そして、評価

の結果、CEOおよびCFOは、2021年3月31日時点におけるソニーグ

ループにおける財務報告に係る内部統制は有効であるとの結論に

至っております。

 情報開示体制
当社は、公開会社であり、その株式は、日本および米国の証券取

引市場に上場されています。そのため、ソニーグループは、これらの

国の証券関連諸法・規則に従い、さまざまな情報を公開する義務を

有しており、ソニーグループは情報開示に関する全ての法令・規則を

遵守していきます。また、当社は、株主や投資家との信頼関係を醸成

し、企業価値の最大化を図るために、適時かつ公正な情報開示を行

うこと、正確な情報を分かりやすく表現すること、開示情報の充実

を図ることをIR活動の基本方針としています。これらを担保するた

め、「情報開示に関する統制と手続き」を実施しています。東京証券

取引所、米国証券取引委員会、その他の管轄機関への提出や届出、

あるいはソニーグループとして行うその他の情報公開に携わるソ

ニー役員・社員は、情報開示を、十分な内容で、公正、正確、適時か

つ理解しやすく、また「情報開示に関する統制と手続き」に準拠した

ものにする必要があります。かかる情報開示の過程において情報を

提供するソニーの役員・従業員も自己の提供する情報について同様

の責任があります。

上記「情報開示に関する統制と手続き」の一部として、主要なビジ

ネスユニット、子会社、関連会社および社内部署から潜在的重要事

項の報告を受け、ソニーグループにとっての重要性に照らして開示

を検討する仕組みを構築しています。この仕組みの設計・運営と適

正な財務報告の担保に関し、ソニーグループ本社機能の関連する主

要部門を所管する責任者により構成される「ディスクロージャーコ

ミッティ」という諮問機関が設置されており、CEOおよびCFOを補佐

しています。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況については、

当社のコーポレートガバナンス報告書「Vその他2.その他コーポレー

ト・ガバナンス体制等に関する事項」もあわせてご参照ください。

  コーポレートガバナンス報告書

 リスク管理体制
ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部

署は、それぞれの担当領域において定期的にリスクを検討・評価し、

損失のリスクの発見・情報伝達・評価・対応に取り組んでいます。

当社の執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、ソ

ニーグループに損失を与えうるリスクを管理するために必要な体制

の整備・運用を推進しています。

また、グループリスク管理を担当する執行役は、関連部門による

活動を通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整備・強化に取り

組んでいます。

投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクとして

は、例えば、「競合他社との競争激化による優位性および収益力の

低下」「各国の法規制を遵守するための新たなコストの発生」「各

国の貿易制限、経済制裁措置などによるグローバルな事業展開へ

の影響」「長期性資産の減損損失の計上」「新技術や配信プラット

フォームの普及による消費行動の変化」などがあると考えています。

 危機管理体制
リスク管理の一つの側面は、危機が起こった際に適切に対応する

こと、またそのような危機に対する適切な準備をすることにありま

す。ソニーグループでは、ソニーグループが直面する問題に最も近

いビジネスレベルや事業レベルでの危機管理や事業継続活動が必

要となります。いくつかの問題は、ソニーグループ全体に大きな影響

を及ぼす可能性があるため、多様化するリスクに対して、当社は、ソ

ニーグループ全体での横断的な対応を必要に応じて実行できるよ

う、グループ・クライシス・マネジメント体制を敷き、ソニーグループ

として迅速かつ適切な危機管理を行える仕組みを構築しています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
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 事業継続計画 (BCP : Business 
Continuity Plan) にかかる体制

ソニーグループでは、地震等の自然災害だけでなく、さまざまな

事故や災害等による事業中断リスクを低減するため、各事業におい

て、リスクを特定・分析・評価し、サプライチェーン全体にわたるリス

クマネジメント強化の視点から事業継続計画の強化に取り組んでき

ました。

2011年の東日本大震災やタイの洪水、2016年に発生した熊本地

震において、エレクトロニクス事業にも大きな影響が発生しました。

しかしながら、これまでの事業継続対策を推進してきた経験を生か

し、トップマネジメントをはじめ全社一丸となって対応することがで

き、生産中断の影響を最小限に止めることができました。熊本地震

の復旧活動で得た知見については、日本の産業界全体の競争力強

化とサプライチェーン強化に貢献するため、業界団体を通じて関連

企業や地元企業などと共有しました。また、これまでの教訓を踏ま

え、防災や減災および事業継続の観点から、各拠点において事業中

断リスクを低減するための取り組みを継続的に推進しています。

ソニーグループ株式会社では、ソニーグループの各事業の危機管

理・事業継続計画のレビューやソニーグループに重大な影響を及ぼ

すインシデント・事業中断に備えた危機管理・事業継続の体制を整

えており、その実効性を高めるため経営層の訓練も実施していま

す。2019年から世界中に感染拡大し、大きな影響を与えている新型

コロナウイルス感染症に対しても、ソニーグループ危機管理体制を

立ち上げ、社員等の安全確保や感染拡大防止を最優先にした上で、

事業への影響を最小限にとどめるための対応を迅速に行っていま

す。一例として、国内をはじめとするアジア、ヨーロッパ、アメリカの

グループ各社に120万枚以上のマスクを輸送・支援しました。独自の

ガイドラインに沿った対策の実施および備蓄品の支援等による国内

外での連携が事業継続につながっています。

さらに各事業においても、事業中断によるビジネスへの影響を極

小化するために、危機管理・事業継続計画を策定・管理しています。

その実効性を高めるため、関連する会社、組織等が連携を図り、実

践的な訓練を実施するなど、事業継続および早期復旧の強化につ

ながる取り組みを行っています。

ソニーグループでは、事業継続計画を経営上の重要な施策と位置

づけ、今まで経験した大規模災害の対応も踏まえ、サプライチェーン

のリスクマネジメント強化等、有効かつ実践的な対応策を継続的に

全社で取り組んでいきます。

建物・設備に関する事業中断リスク低減の 
主な取り組み
 地震への対策
熊本地震の教訓を踏まえ、従業員の安全確保に不可欠な耐震対

策について、国内ソニーグループ会社を対象とした指針を定めまし

た。指針策定にあたっては、立地毎に想定される地震波を見直した

上で、シミュレーションに基づくリスク評価を改めて実施していま

す。指針で定める耐震対策の対象には、建築躯体やユーティリティ

設備だけでなく、天井材等の非構造部材も含めることで、地震時の

安全性向上を図っています。特に優先度の高い安全対策について

は2020年度までに実施完了しています。

 火災への対策
建物や設備の火災早期発見・延焼拡大防止等の仕様について、

法令より厳しいグローバル指針を定めています。この指針に基づ

き、国内外の製造事業所等では毎年セルフチェックを行うととも

に、定期的に本社組織からの現地調査を受けることで、適合性確

認を実施しています。これらを通じた課題抽出・改善計画立案等の

PDCAサイクルを確立することで、リスク低減を実現しています。

 水害への対策
近年は気候変動の影響等から水害が増加傾向にあるため、事業

拠点の洪水リスク調査をあらためて実施し、被害軽減および早期復

旧のための事前対策を講じています。

事業中断リスク低減の推進事例
 半導体製造事業所：免震構造の導入・火災リスク低減の 
取り組み
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノ

ロジーセンターでは、2021年に竣工した増設棟において、ソニーグ

ループの製造事業所としては初めて、免震構造を採用しました。こ

の免震システムは、複数の免震装置を組み合わせたハイブリッド免

震構造で、地震動対策と半導体工場に必要不可欠な微振動制御を

同時に実現しています。 

また、同増設棟においては、建物・設備の仕様をソニーグループの

グローバル指針に適合させることで、火災リスク低減を実現してい

ます。例えば、火災の早期検知や火災の延焼防止として、NFPA規格※1

等に準拠した超高感度煙検知システムの設置や外壁・排気ダクトの

不燃化・特高受電変圧器間の耐火壁設置等を行いました。

※1 NFPA規格: NFPA (National Fire Protection Association: 全米防火教会) が策定し
ている防火に関する規格

ハイブリッド免震構造
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 半導体製造事業所：地震動予測システムの導入
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社では、2018

年までに、主要な事業所への地震動予測システム設置を完了しまし

た。このシステムは、地震の初期微動（P波）を検知し、主要動（S波）

の大きさを予測することで、主要動到達前に重要な半導体生産装

置を安全に停止させ、装置や製品を保護することを可能にします。

直下型地震にも対応可能なシステムとするため、自社の事業所を中

心とする観測点と周辺観測点をネットワークで接続することで、より

早く・より精度の高い震度予測を実現しています。

 情報セキュリティ
多くの企業と同様、ソニーグループは急速に巧妙化するサイバー

セキュリティ上の脅威に直面しており、情報セキュリティの重要性は

増し続けています。近年、グローバル企業が保有する情報の侵害を

狙う悪意のある第三者は、その数が増えているだけでなく、攻撃方

法はより高度になってきています。こうした現状に対応し、お客様の

信頼に応え続けるため、ソニーグループは強固な情報セキュリティ

プログラムの維持および継続的な強化に取り組んでいます。また、

チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー (CISO) が主導

し、グループ全体のガバナンス体制のもと、情報セキュリティに対す

る取り組みを行っています。具体的には、潜在的リスクの効果的な

管理、情報保護のためのシステムや製品へのセキュリティ管理の組

み入れおよび役員・従業員やビジネスパートナーへの情報セキュリ

ティについての研修を実施している他、攻撃に速やかに対応できる

よう24時間365日体制でモニタリングおよび対応を行う専門チーム

の設置をしています。

情報セキュリティのガバナンス
ソニーグループの情報セキュリティに対する取り組みは、国際的

に認められた業界のベストプラクティスに基づく、グローバルな規

定や基準に則って実施されています。これらの規定は、情報セキュリ

ティに対するソニーグループの責任を明示し、役員および従業員が

遵守すべき行動および手順を定義するもので、情報システムへの不

正アクセス、情報の漏えい、改ざん、消失、破壊やその他のセキュリ

ティリスクを防ぐことを目的としています。さらに当社は、リスク、脅

威および規制の変化に対応できるよう、定期的にこれらの規定およ

び基準の見直しと改訂を行っています。CISOは、規定が世界中で適

切に実施および遵守されているかをモニタリングしています。

CISOを長とする組織は、ソニーグループ各社の情報セキュリティ

の責任者であるエグゼクティブ・インフォメーション・セキュリティ・オ

フィサー (EISO) と連携し、ソニーグループ全体の情報セキュリティ

管理の整備を進めています。EISOは、こうした規定および基準が効

果的に実施されるよう努めています。

情報セキュリティを強化するには、取締役会および役員レベルで

の強力なサポートとガバナンスが欠かせません。当社の取締役会お

よび上級役員は、サイバーセキュリティ上のリスクおよび情報セキュ

リティプログラムについて定期的に報告を受けています。当社の情

報セキュリティ担当の取締役が情報セキュリティ活動のレビューを

頻繁に実施するとともに、CISOは取締役会全体にも定期的に状況

報告を行っています。当社の上級役員および各グループ会社の役

員もセキュリティ活動を定期的に確認し、各組織内のリスク管理に

積極的に取り組み、全ての社員が情報セキュリティへの高い意識を

持った企業文化を確立する責任があります。ソニーグループ各社は

情報セキュリティ管理委員会を設置し、これらの責任を果たしてい

ます。

情報セキュリティの要となる従業員研修
ソニーグループは機密情報の保護に際して、従業員の役割を非常

に重視しています。情報セキュリティの脅威に対する従業員の意識

を高めるため、全従業員に対して情報セキュリティをテーマとする

年一回の研修を義務付け、インシデント報告の方法や、リスク低減

のために避けるべき行動を学べるようにしています。また、フィッシ

ング詐欺に関する研修も定期的に実施し、電子メールを起因とする

サイバー攻撃の特定および回避方法について従業員の理解度を確

認しています。

モニタリングと対応措置
ソニーグループは、最先端の技術を備えた24時間365日体制のグ

ローバルセキュリティオペレーションセンターを設置し、情報セキュ

リティインシデントの防止と管理を行っています。インシデント対応

チームは、脅威に関する情報の活用と分析、悪意ある行為のモニタ

リングと検知、速やかな対応と対策、高度なフォレンジック (デジタ

ル鑑識) などを通じて、ソニーグループの情報インフラを防御してい

ます。

新たな脅威に対する対策の強化
ソニーグループは、お客様、従業員、ビジネスパートナーを情報セ

キュリティ上の脅威から守ることに全力を尽くしています。個人情

報や、ソニーグループ各社に託される情報を保護するため、新たな

脅威に対する活動の改善、コントロールおよびセキュリティの強化

に継続的に取り組んでいます。そのため、情報セキュリティのプロ

フェッショナルや関連領域の専門家を採用し、それらの人材に投資

しています。新型コロナウイルス禍への対応で、ソニーグループ従業

員の多くがテレワークへ移行したため、適切なレベルのセキュリティ

を維持するための必要な対策を講じました。
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 監査委員会監査、内部監査、会計監査の 
体制および状況

監査委員会監査体制・状況
監査委員会は、法令および取締役会の制定による監査委員会規

定にもとづき、当年度に6回開催した監査委員会での審議、ならび

に、各監査委員の活動 (当社の執行役および使用人あるいは主要

子会社の取締役・監査役・使用人の職務執行についての確認もしく

は報告の受領、事業所往査等) および監査委員会の職務を補助す

べき使用人 (補佐役) に行わせる活動 (重要な経営執行にかかる会

議への陪席、執行役の決裁書類等の閲覧等) を通じて、執行役およ

び取締役の職務執行の監査を行いました。

監査委員会は、上記に加えて、内部監査部門およびソニーグルー

プの内部統制を担当する各部門と連携して行う「組織監査」を行っ

ており、監査委員会または適宜開催するその他の会議等を通じて上

記各部門より定期的に報告を受け、また必要に応じて調査の依頼を

し、その経過および結果について報告を受けています。

監査委員会はまた、会計監査人から当該会計監査人の品質管理

体制、独立性、職業倫理、専門性、監査の有効性および効率性等につ

き報告を受け、期初に監査計画の説明を受けた上でその内容を確

認し、その報酬等に同意をし、四半期財務報告のレビューを含む期

中および年度末の監査の手続と結果についての報告を受け、その内

容を評価する等の方法により、会計監査人の適格性および独立性を

評価し会計監査人が行う監査の相当性の評価を行いました。

内部監査体制・状況
当社の内部監査を行う組織としてリスク&コントロール部が設置

されています。リスク&コントロール部は、ソニーグループの主要関

係会社に設置された内部監査部門と連携の上、グローバルに統制

の取れた内部監査活動の遂行を目的として、ソニーグループとして

の内部監査方針を定め、グループの内部監査体制の整備・拡充に

努めています。リスク&コントロール部および各内部監査部門は、ソ

ニーグループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観

性を保持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制シ

ステムやリスクマネジメントの有効性などの評価を行い、ソニーグ

ループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重

要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄与しています。

リスク&コントロール部および各内部監査部門は、それぞれ担当

する部署・関係会社を対象に、年度初めに行われるリスク評価を

ベースに、当社のマネジメントあるいは監査委員会からの特命事項

も含め、年間の監査計画を立案し、内部監査を実施しています。個

別の内部監査は、予め定めた監査手続に則り実施され、監査報告書

発行後も、監査結果にもとづく改善計画が完了するまでフォローさ

れます。

また、執行側の一機能でありながらも、客観的かつ公正不偏な内

部監査を遂行するため、その独立性を担保する仕組みとして、当社

のリスク&コントロール部の責任者の任免について、監査委員会の

事前同意を要件としています。

その上で、主要関係会社の内部監査部門の責任者の任免につい

ては、リスク&コントロール部の責任者による事前同意を要求して

います。

主要関係会社の内部監査部門には、リスク&コントロール部に対

して重要事項の報告と発行した監査報告書の写しの提出が義務付

けられており、リスク&コントロール部は、これらの監査報告書をまと

め、定期的に、監査委員会、および担当上級役員に報告しています。

また、リスク&コントロール部は、会計監査人に内部監査活動 (計

画と実績) の状況説明と監査結果の報告を定期的に行っており、内

部監査計画の立案時および内部監査を実施する際に適宜、会計監

査人が発行した監査報告書を活用しています。

会計監査の状況
当社は、2007年以降、PwCあらた有限責任監査法人との間で監

査契約を締結し、会計監査を受けています。当年度において当社の

会計監査業務を執行した、PwCあらた有限責任監査法人の公認会

計士の氏名は以下のとおりです。

 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員

木内仁志※、井野貴章※、宍戸賢市※

※連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載していません。

 ソニーの会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 82名、会計士試験合格者等 81名、その他 262名



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

42

コーポレート・ 
ガバナンス

マネジメントアプローチ　│　経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針　│　経営機構の概要　│　内部統制体制　│　株主その他ステークホルダーとの関係

 税務戦略の方針とガバナンス体制

税務方針
ソニーグループは、高い規範を持って、倫理的かつ誠実に事業活

動を行い、納税義務を果たしています。ソニーグループ行動規範は、

事業活動を行う各国・地域で適用される税法や関連規則および国

際税務に関する一般的に認められたルールやガイダンスを遵守す

ることがソニーの基本方針であることを定めています。ソニーは、そ

の業務に関連するこれらの税法と関連規則を理解し、遵守します。

税務ガバナンス体制
このグローバルな税務方針に基づき、ソニーグループ各社は、ソ

ニーグループ全体の税務を統轄するGlobal Tax Office (GTO) の

サポートのもと、各社の事業に適用される税法や関連規制を理解

し、遵守する責任があります。GTOのグローバル統括責任者は、ソ

ニーグループ株式会社の税務担当執行役員であり、同社のCFOに

直接報告しています。

GTOは、税務リスクを適切に認識し、管理し、報告するための一連

のプロセスおよび統制を導入しています。これには、各社の経理・財

務チームとの定期的な情報共有、文書化された業務レビューのプロ

セス、税務申告書作成およびレビューに携わる社員のための定期的

な研修、GTOのグローバル統括責任者への定期的な報告が含まれ

ます。

付加価値税、物品税などの取引税、関税、個人所得税およびその

他の税金は、各事業に関連する部門の財務責任者が最終的な責任

を負っています。GTOは、これらの部門の財務責任者と密接に連携

し、重要な税務リスクまたは誤りを認識した場合には、必要に応じて

関連する税務当局とも確認しながら、サポートを提供します。

税務プランニングに対する姿勢
ソニーグループは、複雑かつグローバルな環境において多様な事

業活動を行っており、税務マネジメントは一つの重要な要素です。ソ

ニーグループは、事業目的に沿って、納税者としての責任を踏まえた

適切な税務運営を行っています。税務担当は、事業提案の承認プロ

セスにおいて、税務面での影響が明確に理解されるよう適切な助言

を行います。適用される税法を遵守し、ソニーグループのブランド価

値を守るという義務を果たしていきます。

ソニーグループが事業活動を行う国や地域では、その地域への投

資の招致などの政策を目的として、一定の所得や費用に対して、特

別な所得控除、税額控除、免税などのさまざまな優遇税制が導入さ

れることがあります。当社は、その優遇税制が、関連する基準を満た

す全ての納税者にとって幅広く利用可能であり、そのための要件が

多様な事業目的と相反しない場合には、株主に対する義務としてそ

のような優遇税制を活用すべきと考えています。

税務リスク
ソニーグループは、事業の意思決定プロセスを支援するために、

専門的かつ入念な分析と判断をもって税務リスクを評価します。ま

た、必要に応じて第三者の専門家の助言を求め、適切と判断される

場合には関連する税務当局へ相談し、解釈を求めることがありま

す。しかし、税法は必ずしもその解釈が明確であるとは限らず、相違

が生じることがあります。ソニーグループは、税務処理の妥当性を

注視し、事実関係や税法の検討結果に基づき、その処理の妥当性が

認められない可能性がより高いと考えられる場合には、然るべき会

計基準に則り税金費用を計上しています。

税務当局との関係
ソニーグループは、税務当局に対し真摯に対応し、良好な関係の

維持に努めています。税務当局の質問に対する回答の全てにおい

て、ソニーグループが理解している事実を誠実かつ正確に説明して

います。

透明性
当社は、日本の税法に従って国別報告事項を毎年作成・提出する

とともに、ソニーグループが事業活動を行う国や地域の税法に従っ

て事業概況報告事項を作成・提出しています。
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  株主その他 
ステークホルダーとの関係

イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の向上を

追求することが、ソニーグループの企業としての社会に対する責任

の基本をなすものです。ソニーグループは、その事業活動が、直接、

間接を問わず、さまざまな形で社会に影響を与えており、そのため

健全な事業活動を営むためには、株主、顧客、社員、調達先、ビジネ

スパートナー、地域社会、その他の機関を含むソニーグループのス

テークホルダーの関心に配慮して経営上の意思決定を行う必要が

あると認識しています。ソニーグループ役員・社員は、このことを踏

まえて、ソニーグループの事業を遂行するよう努力するものとしてい

ます。

 株主との対話方針について
当社は、株主や投資家の皆様との信頼関係を醸成し、企業価値の

最大化を図るために、適時かつ公正な情報開示を行うこと、正確な

情報を分かりやすく表現すること、開示情報の充実を図ることをIR

活動の基本方針としています。

かかる基本方針の下、IR活動を担当する執行役として、取締役会

の決議によりCFOを指定し、CFOの下、IR担当部署が株主および投

資家の皆様との建設的な対話の促進に取り組んでいます。IR担当

部署では、その取り組みの一環として、投資家説明会、経営方針説

明会、IR Dayをはじめとする事業説明会など個別面談以外の対話

の手段・機会の充実に向けた施策の実施、株主や投資家の皆様と

の対話を補助するために必要な情報を当社内で収集するための連

携の実現、対話において把握した株主や投資家の皆様の意見・懸念

の検討、ならびにそれらに関する担当執行役・取締役会への適切な

フィードバックの実施等を行います。

また、株主や投資家の皆様との対話にあたっては、インサイダー情

報を伝達しないことをその方針とし、伝達する内容については、IR

担当部署が、事前に法務等の関連部署や外部専門家と適宜確認す

ることとしています。

当社の「情報開示に関する統制と手続き」やIR活動の詳細につい

ては、以下のウェブサイトをご参照ください。

 情報開示体制

 投資家情報

 株主総会の運営
株主総会の運営に関する当社の考え方は以下のとおりです。

株主総会の基本方針
当社は以下二つの株主総会の基本方針を掲げ、株主が発言しや

すい環境作りに努めています。

 総会当日に出席できない株主が、できる限り多く議決権を行使で

きるようにする。

 総会当日に出席した株主と経営陣との直接のコミュニケーション

を図る。

株主総会日については、会場確保の都合により変動しますが、集

中日の1週間前を目処に設定しています。また、2003年からは、総

会前日までの議決権行使における賛否の内訳を当日の議案採決

の際にスクリーンに表示するなど、透明性の高い総会運営に努めて

います。さらに、2020年からはインターネットによる意見・質問の事

前受付を実施しており、また、2021年には株主総会ライブ中継 (ハ

イブリッド参加型バーチャル株主総会) も実施しています。

株主総会における権利確保のための取り組み
四半期ごとに株主構造を把握することにより、株主の権利の適切

な行使に関する環境整備、平等性の確保、少数株主や外国人株主

に対する十分な配慮を行い、信託銀行等の名義で株式を保有され

ている機関投資家を含む株主の皆様の実質的な権利確保に努めて

います。その一環として、株主総会の招集通知に関しては、株主の皆

様の適切な判断に資する情報を提供できるよう正確性を担保しつ

つも、わかりやすい内容とすることに努めています。招集通知は日

本語・英語にて作成するとともに、早期発送 (株主総会日の3週間前

を目処としています) およびウェブサイト上での事前公表を行って

います。また、議決権行使に際しては電子行使 (パソコン、スマート

フォンおよび携帯電話によるインターネットを通じた議決権行使の

導入、議決権電子行使プラットフォームの利用) が可能な環境を整

え、株主の皆様にご案内しています。

当社の株主総会については以下をご参照ください。

  株主総会

株主総会後の対応について
議案ごとの議決権行使結果およびその分析については適宜、取

締役会に対して報告を行い、その内容の検討を行っています。この

検討結果を踏まえて株主との対話その他の必要な対応を行います。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/
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 その他ステークホルダーとの関係について
当社の社会的責任やステークホルダーとの関係については、ソ

ニーグループ行動規範の一部として、CEOによりソニーグループ内

に周知徹底されています。また、取締役会はその行動規範の周知徹

底や遵守状況について定期的に報告を受け、レビューを行います。

 ソニーグループ行動規範

 ステークホルダーとのかかわり

また、当社は、持続可能な開発目標 (SDGs) をはじめ、さまざまな

社会課題があることを認識し、マテリアリティ分析を通じて、環境問

題、ダイバーシティの確保など、当社の事業活動に関連性の高い重

要なサステナビリティ課題を特定したうえで、その重要性を再認識

しさらなる取り組みを進めていきます。

 サステナビリティの考え方

 マテリアリティ項目の特定

 環境に関する計画や理念

 ダイバーシティに関する方針や取り組み等

 多様な社員が活躍する職場環境：女性活躍推進の取り組み

当社の取締役会は、かかる重要課題への対応状況や、ソニーグ

ループ行動規範の遵守状況などについて定期的に報告を受け、レ

ビューを行います。また、取締役会は、リスク管理体制が適切に構築

されているかを適宜確認し、その中でサステナビリティがひとつの

課題として認識され、必要な取り組みが検討・実施されていること

についても確認します。

 政策保有株式
当社および当社の子会社は、ソニーグループの事業ポートフォリ

オの拡充およびソニーグループにおける関連事業推進・関係強化等

を目的として上場会社の株式を取得または保有する場合がありま

す。このうち、子会社を除く上場会社株式の保有に関する方針およ

び議決権行使の基準は以下のとおりです。

上場株式の政策保有に関する方針
 保有方針
当社は、当社または当社の子会社による上場会社株式の取得ま

たは継続保有 (当社の上場子会社による取得および継続保有、なら

びに当社が保有する当社の上場子会社株式を除く) にあたっては、

適切な手続きを経て十分に検討した上で、保有意義および経済合

理性が十分認められるものに限り、取得または継続保有することに

しており、保有意義および経済合理性が十分であると認められな

かった銘柄については縮減するものとしています。

 保有の合理性の検証方法
当社および当社の子会社が純投資目的以外の目的で保有する全

ての上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式および当社

が保有する当該上場子会社株式を除く) については、保有目的の適

切さ、取引上の重要性 (見込んでいた協業の進捗や今後の見通しを

含む) と株式保有がかかる取引に与える影響をレビューするととも

に、株式保有にかかる利回りおよび資本コストの精査を通じて、当

社グループの中長期的な企業価値の向上に資するかどうかという

観点に照らして、年に一度保有の適否の検証を行っています。なお、

全ての上場会社株式の銘柄について、まず執行側において検証が

行われ、その結果を踏まえて、業務執行の監督機関である当社取締

役会において保有の適否の検証が行われています。

 個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における 
検証の内容
2021年3月末時点において当社および当社の子会社が保有する

全ての上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式および当

社が保有する当該上場子会社株式を除く) につき、前述の方法によ

り、2021年6月22日に開催された取締役会にて保有の合理性の検

証を行いました。その結果、縮減を検討すべきと判断された株式に

ついては、縮減に向けて検討を進めます。

政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、議決権行使を通じて、当該上場会社の企業価値、ひいて

は当社の企業価値を向上させることが重要であるとの認識の下、

当該上場会社の株式に係る議決権の行使にあたり、当該株式の保

有意義・経済合理性等とあわせて、各議案の内容を十分に検討した

上で、当該上場会社の中長期的な企業価値向上に資するような議

決権行使を行うべく、たとえば、剰余金の処分、取締役・監査役・会

計監査人の選任、株主提案等の議案についての議決権行使時の考

慮要素を社内ルール化することを通じて、適切に行使の内容を決定

することとしています。

政策保有株主との関係について
当社の株式を保有している会社からその株式の売却等の意向が

示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより売却を妨

げることせず、当該会社との間で会社や株主共同の利益を害するよ

うな取引は行いません。



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

45

コーポレート・ 
ガバナンス

マネジメントアプローチ　│　経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針　│　経営機構の概要　│　内部統制体制　│　株主その他ステークホルダーとの関係

 買収防衛策等
当社は現時点においていわゆる買収防衛策を導入していません

が、買収防衛策の導入、当社株式が公開買付けに付された場合の

対応、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策の実施

等、株主の皆様の利益に重大な影響を与えうる施策に関しては、取

締役会 (必要に応じて監査委員会) 等の適切な機関においてその必

要性や合理性等について十分に検討を行うものとし、株主の皆様に

対しても十分にご説明します。

 関連当事者間取引
当社は、取締役会決議により、当社の役員・社員がソニーグループ

との利益相反を生じる、あるいは生じるおそれのある行為を行うこ

とを禁止する旨をその行動規範の一つとして定めています。その遵

守に向けた一環として、当社の役員に対して、当社またはソニーグ

ループ会社との間の取引または金銭債務 (いわゆる関連当事者間

取引) の有無について、本人だけでなくその親族等にかかるものも

含め、定期的に確認しています。また、当社による当社役員との取引

については、法令や取締役会規定その他社内規程に則り、取締役会

における承認を得ることとしています。その承認にあたり、取締役会

は、それらの取引が当社自身や株主共同の利益を害することのない

よう、取引の重要性やその性質とともに法令や取締役会規定その他

社内規程における要請事項について必要な確認を行った上で承認

するものとしています。

 株主への利益の還元等に関する考え方
当社は、株主の皆様への利益還元は、継続的な企業価値の増大

および配当を通じて実施していくことを基本と考えています。安定

的な配当の継続に努めたうえで、内部留保資金については、成長力

の維持および競争力強化など、企業価値向上に資するさまざまな投

資に活用していく方針です。なお、配当金額については、連結業績の

動向、財務状況ならびに今後の事業展開等を総合的に勘案し、決定

していきます。

 企業年金のアセットオーナーとしての 
機能発揮

当社は国内の企業年金制度として閉鎖型確定給付付企業年金 

(以下「本年金制度」) を有しています。本年金制度は、受給者の受給

権を保全し、給付等の福利を増大させることを目的に定められた運

用基本方針等 (以下「運用基本方針等」) に則り資産運用を行って

います。

資産運用について、当社は、財務部シニアゼネラルマネジャーが

専門知識・資質を有した人材を任命し、運用管理担当として業務に

従事させるとともに、外部アドバイザーを採用し専門性を補完する

ことにより、健全かつ適切な運用体制の実現に努めています。

なお、資産運用に係る意思決定は、運用基本方針等にもとづき、

本年金制度の運営に係る関連部署である、人事・経理・財務各部門

の責任者・担当者によって構成される年金委員会での審議等を経

て、最終決裁権者の承認により決定することで、本年金制度と当社

の間で生じ得る利益相反を適切に管理しています。また、運用受託

機関に対しては、運用開始時に資産構成や運用方針等において遵

守すべき事項を示した運用ガイドラインを交付し、その遵守状況等

について定期的に確認・評価を行っています。
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企業倫理と
コンプライアンス

マネジメントアプローチ　│　ソニーグループ行動規範　│　ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラム　│　グローバル・エシックス＆コンプライアンス・ネットワーク　│　第三者管理 ― 倫理的で責任ある事業活動のために ―　│　プライバシー・個人情報保護

企業倫理と
コンプライアンス
継続的に行ってきた取り組み
2001年 ソニー株式会社にコンプライアンス統括部門を設置 

(現在のコンプライアンス・プライバシー部) 

2003年 ソニーグループ行動規範を採択

 コンプライアンス・ホットライン (現在のソニー・エ

シックス&コンプライアンス・ホットライン) を設置

 グローバル・エンタテインメントおよび米州、欧州、

日本、東アジアおよびパンアジアの各地域オフィス

から成るグローバル・コンプライアンス・ネットワー

クを構築

2008年 コンプライアンス・モニタリング・チームを設置

2009年 コンプライアンス・リーダーシップ・チームを設置

2018年 ソニーグループ行動規範を改訂

2020年度活動実績ハイライト

ソニーグループ行動規範再研修を
全社員向けに実施

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
高潔さと誠実さはソニーのPurposeを実現するための鍵となる

Valuesのひとつです。ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラ

ムは、ソニーがお客様に感動をお届けしていくために、多種多様な

事業に従事するソニーグループ社員一人ひとりが倫理的で責任あ

る行動を通じてソニーブランドへの信頼に応えていくための基盤と

して、ソニーの価値創造を支えています。

基本的な考え方
ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムは、ソニーが倫理

的で責任ある事業活動を遂行できるよう、法令遵守はもちろんのこ

と、ソニーグループ全体に関わる重要なリスクへの対応と、誠実さを

大切にする企業文化の醸成を目的として設計されています。日々進

化するベストプラクティスやグローバルな法規制の要請を踏まえて

継続的にプログラムの見直しを行っています。「ソニーグループ行動

規範」では、ソニーの倫理的行動の指針に沿って、倫理的で責任あ

る事業活動に関する基本的な規範を定めています。「ソニーグルー

プ行動規範」は、ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムの

基礎をなすものであり、ソニーの多様性と社会価値創出への取り組

みを支えています。加えて、ソニーでは、独占禁止法、腐敗防止、プラ

イバシー・個人情報の保護などの重要なリスク領域について、より

詳細なソニーグループポリシーをそれぞれ策定しています。ソニーの

トップマネジメントは、率先垂範して倫理的で責任ある行動を実践

し、ソニーグループ社員に対して行動規範に忠実であることの大切

さを継続的かつ繰り返し伝えています。

体制
ソニーは、企業倫理・コンプライアンスプログラムの効果的な実践

および監督のため、ソニーグループ全体をカバーするグローバルお

よび地域のネットワークと体制を構築しています。

2020年度の主な活動実績
 ソニーグループ行動規範再研修を全社員向けに実施。

  「World’s Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な

企業) 」に3年連続で選定。

※「World’s Most Ethical Companies」、「Ethisphere」の名称およびロゴは、
Ethisphere LLCの商標です。

今後に向けて
ソニーは、誠実さを大切にする企業文化のさらなる醸成と社員一

人ひとりによる倫理的で責任ある行動を確保していくために、今後

も継続してソニーの事業活動にかかわるリスクとプログラムの評価

を行い、その結果に基づきプログラムを見直していきます。ソニーの

トップマネジメントは、適用される各種法令・規則を遵守し、倫理的

で責任ある事業活動を遂行していくために、引き続き必要な経営資

源をプログラムに割り当てていきます。



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

47

企業倫理と
コンプライアンス

マネジメントアプローチ　│　ソニーグループ行動規範　│　ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラム　│　グローバル・エシックス＆コンプライアンス・ネットワーク　│　第三者管理 ― 倫理的で責任ある事業活動のために ―　│　プライバシー・個人情報保護

 ソニーグループ行動規範
「ソニーグループ行動規範」 (「行動規範」) は、ソニーの企業倫理・

コンプライアンスプログラムの基礎であり、ソニーグループ全体で

誠実さを大切にする企業文化を醸成し、ソニーへの信頼を維持して

いくことを明示しています。行動規範は、ソニーの全ての取締役、役

員、従業員 (「ソニー社員」) に適用されます。

 倫理的行動の核となる指針

ソニーは 、倫 理 的 で 責 任 あ る 事 業 活 動 を通じて、ソニーの

Purpose & Values (存在意義と価値観) の実現にコミットしてい

ます。「公正である」「誠実である」「正直である」「尊重する」「責任を

持つ」といったソニーの倫理的行動の核となる指針に忠実であるこ

とが、ソニーの誠実さを大切にする企業文化を形作っています。ソ

ニーは、この倫理的行動の核となる指針に基づき、社員、ビジネス

パートナー、事業活動を行うコミュニティと協働します。

 行動規範の定期的な見直し
ソニーは、行動規範が、重要事項についてのソニーの方針を明確

に示し、実効性を保ち続けるよう、定期的に行動規範を見直してい

ます。

行動規範は、ソニーのあらゆる事業活動において、ソニーの倫理

的行動の核となる指針を遵守しなければならないことを明記する

とともに、以下の重要なリスク領域に関するソニーの基本方針を定

めています。

 正確な記録保管

 腐敗防止／贈賄防止

 独占禁止／公正な競争

 利益相反の防止

 多様性の尊重／差別の禁止／雇用の機会均等／公正な雇用・

労働／職場における適切な行動

 誠実なビジネス慣行

 プライバシー保護（お客様、取引先、社員の個人情報の保護）お

よびサイバーセキュリティ

 人権の保護

 財務の健全性および不正防止

 問題提起のための制度／報復の禁止

 税務コンプライアンス

 職場の安全衛生

また、ソニーは、グローバルな社会の一員としての責務を自覚して

おり、行動規範には、以下のようなさまざまな国際的な指針に定め

られている倫理的な原理／原則を反映しています。さらに、日本の

代表的な企業によって構成される日本経済団体連合会の「企業行

動憲章」の策定にも参画しており、メンバー企業としてその内容を尊

重し、行動規範に反映しています。

 OECD多国籍企業行動指針

 国連グローバル・コンパクト

 世界人権宣言

 持続可能な開発目標 (SDGs)

 行動規範の周知徹底
行動規範は、ソニーグループ株式会社取締役会によって承認さ

れ、また、ソニーグループ各社の意思決定機関によって、各社の行動

規範としても採択されています。ソニーグループ各社のトップマネジ

メントは、誠実さを大切にする文化を醸成し、倫理的で責任ある事

業活動を遂行していくために、行動規範の周知徹底を行う責務を

負っています。

行動規範は、ソニーのウェブサイトやソニーグループ各社のイント

ラネットで閲覧可能です。ソニー社員や関連する第三者が正確に内

容を理解できるように、行動規範は現在23の言語に翻訳されていま

す。グループ全体の人員の構成の変化を踏まえて、他の言語への翻

訳にも随時対応していきます。

全てのソニー社員と関連する第三者は、その雇用または業務の

開始日から90日以内に、行動規範の包括的な研修を履修する必要

があります。また、その後も、行動規範の包括的な内容の再研修を

定期的に履修する必要があります。加えて、重要なリスク領域に関

する詳細な内容の研修を少なくとも1年に一度履修する必要があ

ります。全てのソニー社員と関連する第三者に対して周知を徹底す

るための取り組みとして、重要なリスク領域および関連する社内規

則、行動規範の個別項目に関連するメッセージを繰り返し発信して

います。

 ソニーグループ行動規範［PDF:2.78MB］

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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  ソニーの企業倫理・ 
コンプライアンスプログラム

 基本的な考え方
ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムの一番の特徴は、

「トップマネジメントによる率先垂範」です。ソニーのトップマネジメ

ントは、行動規範に定める倫理的行動の指針に忠実であることの

大切さを継続的に伝えています。こうしたトップマネジメントの率先

する活動は、社内規則・手続き、研修・メッセージング、継続的なリス

クアセスメント、プログラムのアセスメント・調査、第三者管理、通報

制度、モニタリング・監査といった業務プロセスと連携して実施され

ている堅固な企業倫理・コンプライアンスプログラムによって支えら

れています。

ソニーは、各種規制のガイダンスや他社の優れたプラクティスを

参考にしながら、継続的にソニーの企業倫理・コンプライアンスプロ

グラムをより良いものとしていくよう取り組んでいます。

なお、ソニーグループ株式会社の監査委員会は、ソニーの企業倫

理・コンプライアンスプログラムに関する監督責任を負っており、毎

月のレポートや対面での定期的な報告を通じて、コンプライアンス

活動の成果や通報制度の運用状況、研修の実施状況、新たなプログ

ラムや周知活動の提案、国内外の法規制の動向等、コンプライアン

スに関する最新状況の報告を受けています。

また、ソニーグループ株式会社の取締役会も、年に一度、コンプラ

イアンス関連リスクや企業倫理・コンプライアンスプログラムに関す

る活動報告を受けています。

社内規則・手続き
ソニーは、適用される各種法令を遵守し、倫理的で責任ある事業

活動を遂行するため、必要な遵守事項や精査手続き等を定めたグ

ローバルポリシーを策定しています。例えば、主なリスク重点領域に

関するものとして、以下のグローバルポリシーがあります。

 ソニーグループ贈賄防止規程

 ソニーグループ記録保管規則

 ソニーグループ経済制裁遵守規程

 ソニーグループ顧客精査規程

 ソニーグループ独占禁止法／競争法遵守グローバルポリシー

 グローバルインサイダー取引防止ポリシー

これらのポリシーについて、ソニー社員と関連する第三者への継

続的な周知を行っています。

研修・メッセージ
ソニーには、全てのソニー社員と関連する第三者が必ず受けなけ

ればならない企業倫理とコンプライアンスに関する研修やメッセー

ジングなどを、特定のリスク領域ごとに定めた、「コンプライアンス教

育プロトコル」があります。例えば、全てのソニー社員と関連する第

三者は、雇用または業務開始の日から90日以内に、行動規範および

職場での適切な行動に関する研修の履修が求められます。さらに、

各人の役割と責任やリスクアセスメントの結果に基づき、追加でコ

ンプライアンス研修を履修することを義務付けています。

主な研修コース (リスクアセスメントの結果に基づいて実施) ：
 贈賄防止

 経済制裁遵守

 顧客精査

 独占禁止法と公正な競争

 輸出入コンプライアンス

 情報セキュリティとプライバシー

 マネジャー研修

企業倫理・コンプライアンスプログラムにおける 
リスクアセスメント

ソニーは、より効果的に企業倫理・コンプライアンスプログラムを

実施し、リスクの緩和および管理を行うため、継続的にリスクアセス

メントを実施しています。アセスメントの対象としている、主なリス

ク重点領域には以下のような領域があります。

 贈賄防止

 独占禁止法と公正な競争

 金融規制

 不正・利益相反

 環境保全

 サプライチェーン (例：紛争鉱物) 

 第三者の知的財産権あるいは機密情報の侵害

 ソニーの知的財産権  

(例：商標権、特許権、著作権) あるいは機密情報の保護

 輸出入コンプライアンス

 労働・雇用関係法 (下請法、労働基準法を含む)

 製品安全／製品コンプライアンス

 マネーロンダリング防止／顧客精査

 プライバシー・個人情報管理／情報セキュリティ

 経済制裁
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第三者管理
ソニーは、信頼できる取引先とのみ事業活動を行うことを確保す

るため取引先に対して、リスクの度合いに応じたデューデリジェンス 

(精査) を行っています。この精査は、ソニーが取引を通じて犯罪行

為に加担してしまうことや、経済制裁あるいは貿易管理法制の下で

制裁対象に指定されている団体または個人と取引を行うことを防

止しています。

 第三者管理

通報制度
ソニーは、企業倫理・コンプライアンスプログラムが有効に機能す

ることを担保するため、ソニー社員が問題を報告するために利用で

きるさまざまな報告窓口を用意しています。詳細は「ソニー・エシッ

クス＆コンプライアンス・ホットライン」をご参照ください。

モニタリング・監査
ソニーでは、コンプライアンス・モニタリング・チームを設置し、プロ

グラムの設計や実施状況についてグローバルベースでの定期的な

アセスメントにより、ソニー全体における企業倫理・コンプライアン

スプログラムの有効性や浸透度合いを評価しており、リスクに応じ

たコンプライアンスの監査と統制の検証も行っています。

 ソニー・エシックス＆コンプライアンス・ 
ホットライン

ソニーは、「問題が提起され、受け止められる」企業文化 ― 懸念

を抱いた場合に、報復される心配なく問題を提起できる企業文化 

― は、不適切な行為や法令違反の恐れを早期に発見し、予防する

ために必要不可欠であると考えています。

問題を報告できる多様な窓口
ソニーは、ソニー・エシックス＆コンプライアンス・ホットライン 

(「ホットライン」) を含め、ソニー社員が問題を報告するために利用

できるさまざまな報告窓口を用意しています。

ホットラインのウェブサイトは27の言語に対応しているほか、電話

での報告も受け付けており、いずれも24時間365日利用可能です。

ホットラインの電話は、専門の教育を受けた第三者機関のオペレー

ターが対応し、通訳のサポートにより52の言語での報告が可能に

なっています。ホットラインに寄せられた全ての情報は秘密に扱わ

れます。ホットラインへの電話は録音されず、また追跡されることは

なく、法律上の要請がない限り、匿名で通報することができます。

ホットラインの調査体制と運用状況

ホットラインに寄せられた指摘は、通常の指揮命令系統から独立

した体制で調査されます。第三者機関は、指摘を受領した後、通報

対象者との利益相反の確認を経て、適切な地域コンプライアンス

オフィスに必要な情報を提供します。地域コンプライアンスオフィス

は、当該情報を精査の上、適切な初動対応を決定し、地域コンプライ

アンスオフィサーの監督の下で、寄せられた指摘について調査を行い

（あるいは別の適切な部署に調査を依頼し）、さらなる情報収集や

その他適切なアクションをとります。その上で、法務担当部署やその

他の専門部署と連携して、その案件を調査し、解決する最適な方法

を探ります。指摘どおりの事実が確認された場合、マネジメントは、

従来の業務システムの改善や、法令や社内規則違反を行った社員

への懲戒対応などの是正措置を講じます。
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地域コンプライアンスオフィサーは、十分かつ公平な対応が確保

されるように、全ての通報内容および対応状況について確認します。

また、それぞれのホットライン案件の状況は、毎月ソニーグループ

株式会社コンプライアンス・プライバシー部に報告され、同部からソ

ニーグループ株式会社監査委員会に報告されます。

2020年度は、ソニーグループ全体で約370件の通報をホットライ

ンで受け付けました。このうち、約76%が雇用、労働、職場環境に関

するもの、約20％がビジネス倫理に関するもの、その他は環境等に

関するものでした。

2020年度に事実であることが裏付けられた案件は110件で、多く

の改善措置が取られました (事例：職場におけるハラスメントに関

する指摘を調査し、通報内容が事実であることが判明。不適切な言

動が確認された社員に対して社内規則に基づき懲戒処分) 。

ホットラインの周知
ソニーは、懸念を抱いた際に問題を提起することの大切さと、問

題を報告するために利用可能な窓口の周知を継続的に行っていま

す。ソニーグループ行動規範は、気づいた問題を見てみぬふりをせ

ず報告することは、ソニーや自分たちの同僚を守るために、ソニー社

員一人ひとりが果たすべき責任であることを明記しています。また、

行動規範の研修や継続的に発信しているメッセージにおいて、問題

を報告することの大切さを伝えるとともに、ソニー・エシックス＆コ

ンプライアンス・ホットラインのみならず、自らの上司、人事担当、法

務・コンプライアンス担当にも問題の報告ができることを周知して

います。

また、最初に上長に対して問題が報告されることが多いことか

ら、マネジメントに対して、どうすればソニー社員が非倫理的な行為

を見かけた際に安心して問題を報告できる環境を作ることができ

るか、また、どうすれば報復を未然に防ぎながら部下からの報告に

適切に対応できるかについて、マネジャー研修の実施により周知し

ています。

報復禁止の徹底
ソニーは、通報者に対する報復禁止の方針を周知し、徹底して実

施しています。ソニーは、誠実に報告を行った社員や問題の調査に

協力した社員に対するいかなる報復行為も許しません。
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  グローバル・エシックス＆ 
コンプライアンス・ネットワーク

概要：
ソニーのグローバルな企業倫理・コンプライアンスプログラムは、

ソニーが倫理的で責任ある事業活動を遂行できるよう設計されて

おり、ソニーグループの取締役から役員、従業員まで一人ひとりがあ

らゆる場面における法令遵守について主体的に責任をもち、全員

が一体となって企業倫理とコンプライアンスに取り組むことを求め

ています。

ソニーは、ソニーグループにおいて企業倫理・コンプライアンス

プログラムをより効果的に実施するため、経験豊富なコンプライア

ンス関係者で構成されるグループ全体のグローバル・エシックス＆

コンプライアンス・ネットワーク (「グローバル・ネットワーク」) を構

築しています。グローバル・ネットワークを通じて、 (1) ベストプラク

ティスに沿った一元的なリスク管理体制の構築、 (2) コンプライアン

ス担当者へのビジネスに即した必要な支援の提供、 (3) 効果的に

モニタリングを行い、ギャップを解消し、ソニーグループ全体で一貫

性のある改善を継続的に行っていくための情報収集および分析を

行っています。

主な役割：
 コンプライアンス担当上級役員：グローバル・ネットワークを統括

し、ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラム全体を監督し

ています。

 ソニーグループ株式会社コンプライアンス・プライバシー部：コン

プライアンス・リーダーシップ・チームの協力を得ながら、グロー

バル・ネットワークおよびグループ全体の企業倫理・コンプライア

ンスプログラムの構築、監督を行っています。また、コンプライア

ンス・リーダーシップ・チームのメンバーやグループ各社のマネジ

メントやコンプライアンス担当者と協力して、包括的なリスクアセ

スメントの実施や、非倫理的な行動の予防と発見のためのコンプ

ライアンスに関する規程や手続き、内部統制の導入を行い、社内

規則違反や法令違反の疑いの調査や事後の対応についても監

督しています。さらに、コンプライアンス・モニタリング・チームを

設置し、プログラムの設計や実施状況、リスクに応じたコンプライ

アンス監査、統制の有効性などについて、グローバルで定期的に

アセスメントを実施することにより、ソニー全体における企業倫

理・コンプライアンスプログラムの有効性や浸透度合いを評価し

ています。

 コンプライアンスリーダーシップチーム：コンプライアンス担当上

級役員、地域コンプライアンスオフィサー、コンプライアンス・モニ

タリング・チームの統括者およびその他の専門家で構成され、コン

プライアンス関連戦略や対策におけるベストプラクティスの導入

を支援しています。

 地域コンプライアンスオフィサー：コンプライアンス担当上級役員

によって任命され、それぞれの担当地域において、倫理的で責任

ある事業活動を推進し、法令違反や社内規則違反を予防・発見す

るために、企業倫理・コンプライアンスプログラムの実施確保およ

び監督する役割を担っています。また、各地域コンプライアンスオ

フィサーは、担当地域のソニーグループ各社においてソニーのグ

ローバルな企業倫理・コンプライアンスプログラムが効果的に実

施されることを確保するため、適切なコンプライアンス担当者が

配置され、必要なリソースが確保される体制を構築しています。
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  第三者管理  
― 倫理的で責任ある事業活動のために ―

ソニーは、法令を遵守し、誠実かつ公正に、倫理的で責任ある事

業活動を行うことに確固として取り組んでいます。倫理的で責任あ

る事業活動を遂行するため、ソニーは、信頼できる相手とのみ取引

を行います。これらの取り組みの例として、腐敗防止、独占禁止、反

マネーロンダリング、経済制裁、貿易管理、税や金融に関する法令

など、潜在的な第三者リスクにかかる適用法令遵守のための社内

規則や運用体制を整備しています。そして、法規制の動向やソニー

の事業に鑑み、特にリスクが高いと考えられる取引の類型を特定し

たうえで、違法な取引や制裁が科されうる取引を未然に防ぐため、

デューデリジェンス (精査) を実施し、適切な措置を講じています。

この精査は、ソニーが取引を通じて犯罪行為に加担してしまうこと

や、経済制裁あるいは貿易管理法制の下で制裁対象に指定されて

いる団体または個人と取引を行うことを防止しています。さらに、ソ

ニーは、取引先などの第三者 (代理店などの中間業者も含む) によ

る違法行為を防ぐためグローバル・ネットワークを通じて、第三者管

理に関連する社内規則の周知、取引に携わるソニー社員が、ソニー

が独自に定めるレッドフラグ (疑わしい兆候) を事前に把握し、必要

な精査やモニタリングを継続して行えるように、定期的に研修を実

施しています。また、懸念が生じた場合には、その内容を踏まえてグ

ローバル・ネットワークや各社の法務部門を通じて、事実確認および

調査を実施の上、処分、改善措置、再発防止策などについて検討し、

適切な措置を講じます。

 腐敗防止への取り組み
腐敗行為は、私たちが事業活動を行うコミュニティや自由な経済

活動に対して悪影響を及ぼし、持続可能で透明性の高い社会を実

現するために撲滅しなければならないものです。

ソニーグループ行動規範では、ソニーのステークホルダーに与え

る影響に十分配慮して行動することの必要性について、ソニー社員

の基本姿勢のひとつとして位置づけ、そのうえで、あらゆる腐敗行

為を禁止しています。加えて、政府関係者を含む腐敗行為を未然に

防ぐために必要な遵守事項や手続きを定めたグローバルな贈賄防

止方針 (ソニーグループ贈賄防止規程) を策定しています。全てのソ

ニー社員は、ソニーグループ行動規範およびソニーグループ贈賄防

止規程を理解し、腐敗防止に関するソニーの方針を遵守することが

求められています。

ソニーは、各国の腐敗防止法制の制定状況や当局による執行状

況といったグローバルな腐敗防止の取り組みの最新状況を注意深

くモニタリングし、ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムと

内部統制が新たなリスクにも適切に機能するようアップデートして

います。

ソニーの腐敗防止プログラム

方針
 ソニーグループ行動規範において、相手が政府関係者であるか

私人であるかを問わず、あらゆる取引において不適切な金品の

支払を禁止しています。

 上記の方針を踏まえ、ソニー社員が国内外の政府関係者に応対

する際の遵守事項や手続きを定めたソニーグループ贈賄防止規

程 (直近では2021年に改定) を策定しています。同規程は、法規

制の動向やソニーの事業に鑑み、特にリスクが高いと考えられる

取引の類型を特定したうえで、特に、政府関係者に対して行うこ

とができる支払形態を厳格に制限するとともに、政府関係者に応

対する全てのソニー社員に対して、デューデリジェンス（精査）の

実施と事前の承認を得ることを義務付けています。

研修を通じた周知徹底
 ソニーは、グループ各社のマネジメントによる腐敗防止の取り組

みを支えるため、詳細な研修の実施やさまざまなサポートの提供

を行っています。研修については、それぞれの社員が担当する業

務を踏まえて、研修の内容や実施方法を以下のように工夫してい

ます。

全てのソニー社員： 腐敗防止の方針を含むソニーグループ行動

規範の研修を雇用時に実施。また、再研修を少なくとも4年に一

度実施。

政府関係者との応対の機会が多く見込まれる高リスクの職種  

(トップマネジメント、財務・経理、法務、マーケティング、営業、不

動産、経営企画、税務、監査、調達部門、その他政府関係者に応対

する部門の社員)： 上記のソニーグループ行動規範研修に加え、

事前承認手続きやデューデリジェンス (精査) に関する要請事項

を含む、より腐敗防止に特化した研修を雇用時に実施。また、再研

修を少なくとも2年に一度、またはリスクアセスメントの結果に応

じてより頻繁に実施。

ソニーにおける専門機能部署：法務、財務、その他管理部門：  

上記に加え、必要に応じて、対面での研修を実施。
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企業倫理と
コンプライアンス

マネジメントアプローチ　│　ソニーグループ行動規範　│　ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラム　│　グローバル・エシックス＆コンプライアンス・ネットワーク　│　第三者管理 ― 倫理的で責任ある事業活動のために ―　│　プライバシー・個人情報保護

厳格な手続き&内部統制
 政府関係者への不適切な支払を事前に察知し、予防するために、

強固な内部統制システムと経理手続きを設けています。また、帳

簿や関連する記録の正確性の確保および記録の保管を徹底して

行っています。

 ソニー社員が直接応対する政府関係者に加え、ソニーを代理して

政府関係者に応対する第三者 (代理店や復代理人などの中間業

者も含む) や、合弁事業のパートナー、買収先企業および特定の

投資先企業を対象として、デューデリジェンス（精査）を実施して

います。ソニーが独自に定めるレッドフラグ (疑わしい兆候) や高

リスク地域への該当性、取引の類型、代理店や復代理人などの中

間業者の有無をはじめとするリスクの度合いに応じた精査の手

続きに従い、取引に携わるソニー社員、各社の法務部門や財務部

門などの専門部署が適宜連携しながら事前精査を行います。製

品の販売といったその性質上継続的な取引に関しては、取引開始

後も定期的に精査を実施しています。リスクの高い取引先 (代理

店や復代理人などの中間業者も含む) には、腐敗防止に関する適

用法令およびソニーグループ贈賄防止規程を遵守することにつ

いて同意を求めています。

 懸念が生じた場合には、その内容を踏まえてグローバル・ネットワー

クや各社の法務部門を通じて、事実確認および調査を実施の上、

処分、改善措置、再発防止策などについて検討し、適切な措置を講

じます。また、懸念が解消されるまで、適切な監督が行われます。

リスクアセスメント&規程の更新
 ソニーは、腐敗防止に関する社員の意識を向上させ、不正行為を

未然に防ぎ、腐敗防止に関する法令や社内規則の遵守状況を監

督するために、腐敗防止に関する定期的なアセスメントと監査を

行っています。

ソニーは引き続き、グループ内で腐敗防止に関する知見を共有

し、より強固な腐敗防止プログラムの維持推進に努めます。※

 公正な競争に関する法令 (独占禁止等) の遵守
ソニーは、不公正な事業活動によってではなく、公正に競争し、優

れた製品やサービスを提供することによって競争力を保ち、企業価

値を向上させていきたいと考えています。ソニーは、独占禁止法等

の公正競争に関する法令を遵守し、公正で自由な市場競争を促進

するよう、事業活動に取り組んでいます。

ソニーは、ソニー社員が独占禁止法や競争法の目的や趣旨を理

解し、これらの法令を遵守するための指標として、ソニーグループ

独占禁止法／競争法遵守グローバルポリシーを策定しています。

また、競争法に関する意識を高め、このポリシーの要請をより確実

に実施できるよう研修を行っています。さらに、ソニーの法務担当者

は、競争法の動向を注視し、競争法遵守のポリシーや手続きを常に

最新の状態に保っています。※

 経済制裁・貿易管理・マネーロンダリング 
防止、その他の取引先の精査への取り組み

ソニーは、経済制裁、貿易管理、マネーロンダリング防止等の法令

を遵守するため、ソニーグループ経済制裁遵守規程、貿易管理に関

するグループ規模の各種規則、およびソニーグループ顧客精査規程

を策定しています。そして、常に実効性のある社内規則とすべく、法

規制の動向に応じて継続的に見直しています。これらの社内規則

では、関連する法規制の動向やソニーの事業に鑑み、特にリスクが

高いと考えられる取引の類型を特定したうえで、必要なデューデリ

ジェンス（精査）、事前承認手続き、研修の実施などについて定めて

います。ソニーが独自に定めるレッドフラグ (疑わしい兆候) や高リ

スク地域への該当性、取引の類型、代理店などの中間業者の有無を

はじめとするリスクの度合いに応じた精査の手続きに従い、取引に

携わるソニー社員、各社の法務部門や財務部門などの専門部署が

適宜連携しながら事前精査を行います。その結果に応じて、取引を

進められるか、または追加の措置を施すことで取引を進められるか

を判断します。取引の開始後も、定期的に精査を実施しています。ま

た、取引に携わるソニー社員、財務、経理、貿易管理、および法務に

携わる社員が取引先にかかる精査を適切に行えるよう、これらの規

程に関する研修の受講を必須としています。

 反社会的勢力との関係排除への取り組み
ソニーは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し

ては断固とした姿勢で臨み、関係排除に取り組んでいます。反社会

的勢力とは関係を持たず、反社会的勢力への利益供与や不法な要

求にも応じません。取引先のデューデリジェンス (精査) とソニー社

員への研修を通じて、ソニー社員が犯罪組織や反社会的勢力のメ

ンバーと取引関係を持たないことを確保しています。

※なお、2020年度におけるソニーの重要な訴訟その他の法的手続きについては、有価証券報告書にて開示している通りです。2020年度有価証券報告書「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (3) その他 27 
コミットメント、偶発債務およびその他 （3） 訴訟」200頁。
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企業倫理と
コンプライアンス
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 プライバシー・個人情報保護
ソニーは、お客様や社員、その他のステークホルダーのプライバ

シー・個人情報を保護し、ステークホルダーからの確かな信頼を得

ることが非常に重要だと考えています。

また、新しいデジタルの時代を迎え、かつてないほど急速な勢い

でプライバシーを巡る環境の変化や情報通信技術の発展が起こり

つつあります。世界中で新たなプライバシー法が制定され、プライ

バシーに関するコンプライアンスの基準が引き上げられ続けていま

す。加えて、クラウドベースのサービスおよびソーシャルメディアサー

ビス、スマートフォンやその他のデバイス、ビッグデータ、AIのような

革新的な技術が急速に進展していくと同時に、ソニーも日々新たな

プライバシーの課題とリスクに直面しています。

こうした変化に対応し、ステークホルダーからの信頼に応え続け

るため、ソニーはグローバルでのプライバシープログラムの継続的

な強化に取り組んでいます。ソニーはまた、ステークホルダーのプラ

イバシー・個人情報を保護するために、効果的に潜在リスクを管理

し、プライバシー上の対応策をシステムや製品に組み入れることが

できるよう、グループ全体のガバナンス体制のもとで継続的な活動

を行っています。

 プライバシーガバナンス
ソニーでは、プライバシー担当常務の責任のもと、ソニーグルー

プ全体をカバーするプライバシー・個人情報保護体制を敷いていま

す。ソニーのプライバシー対応は、関連する法令、原則およびベスト

プラクティスに基づくグローバルな規定や基準に則って実施されて

います。これらの規定は、プライバシーに対するソニーグループ全体

での取り組み姿勢を明示し、ソニーが取得、保有、処理している個人

情報を適切に取り扱い、保護していくことを確保するために、役員

および社員が遵守すべき行動および手順を定義するものとなってい

ます。さらにソニーは、リスク環境、脅威および規制環境の変化に対

応できるよう、定期的にこれらの規定および基準の見直しと改訂を

行っています。

ソニーのプライバシー担当常務は、規定がグループ全体で適切

に実施、遵守されているかをモニタリングしています。ソニーのプラ

イバシー担当常務の監督のもと、プライバシー・個人情報保護に責

任を負うグループ各社のプライバシーオフィサーと法務部門は連携

し、それぞれの組織内でこうした規定および基準が効果的に実施さ

れるよう努めています。

プライバシー・個人情報保護を推進していくためには、役員レベ

ルでの強力なサポートとガバナンスが欠かせません。ソニーグルー

プ本社および各社の役員は、組織内のプライバシーリスク管理に積

極的に取り組み、プライバシーを尊重する企業文化を確立し、信頼

を獲得することに努めています。

 プライバシー・個人情報の保護
ソニーでは、ソニーグループ共通のプライバシー管理フレームワー

クを定め、プライバシーに関する原則および要件をソニーによる

データの取り扱いに組み込ませ、プライバシーリスクの評価、対処を

行うことでプライバシー・個人情報保護を継続的に強化しています。

また、ソニーは、お客様、社員、ビジネスパートナーからの信頼を維

持していくため、個人情報を含めたソニーに託される情報を保護す

べく、活動の改善、管理およびセキュリティの強化に継続的に取り組

んでいます。

 従業員研修
ソニーでは、一人ひとりの社員がプライバシー・個人情報を守って

いく役割を担っていると考え、全ての社員に情報セキュリティ・プラ

イバシー研修を受講することを義務づけています。加えて、社内でプ

ライバシーを担当する社員に対し、プライバシーに関する新たな規

制や注目すべき動向について年2回の研修や情報提供を行ってい

る他、適宜プライバシーに関するワーキンググループやグループ全

体のプロジェクトを通じた研修や情報提供を行っています。
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人権の尊重

マネジメントアプローチ　│　人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

人権の尊重
継続的に行ってきた取り組み
1987年 人権擁護室を設置

1991年 社員向けの人権講演会等で社員教育を開始

1995年 ソニーグループ人権委員会を設置

1998年 人権・機会均等に関する社員相談窓口を設置

2000年  「人権尊重理念」および「人権基本姿勢」を策定

2003年 ソニーグループ行動規範を策定

2011年 ダイバーシティ推進委員会を設置  

(人権委員会から改称) 

2012年 人権インパクト評価

2018年 ソニーグループ行動規範を改訂

 ソニーグループAI倫理ガイドラインを策定

 人権インパクト評価アップデート

2019年 ソニーグループAI倫理委員会を設置

2020年度活動実績ハイライト

人権インパクト評価を通じ
潜在的な人権リスクを特定

人権の尊重に関する研修を継続実施

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
ソニーはそのグローバルな事業活動において、潜在的な人権への

影響があることを認識しています。ソニーは社員や取引先をはじめ

とした事業活動にかかわるすべてのステークホルダーの人権を尊

重しており、人権侵害を防ぎ低減するため適正な労働慣行を確保す

る責任があると考えています。

基本的な考え方
ソニーは、国連人権理事会によって発行された、「ビジネスと人権

に関する指導原則」に基づき、あらゆる事業運営において人権を尊

重します。

ソニーの人権の尊重に関する方針はソニーグループ行動規範に

て定められており、全てのグループ会社に対し、この方針および関連

する法令に従って人権を尊重し、誠実な事業活動を行うことを求め

ています。

体制
サステナビリティ担当執行役が管轄するソニーグループ (株) の

サステナビリティ担当部署において、ソニーグループ全体の事業活

動およびサプライチェーンにおける人権インパクト評価およびモニタ

リングを実施しています。

社員に対しては国内ソニーグループ各社にダイバーシティ推進委

員会を配置し、その組織体制のもとで、人権、ダイバーシティに関す

る勉強会などを実施しています。また、人権課題や人権リスクにつ

いてガイダンスを受けられる体制や仕組みを構築し、問題があれば

早期に対応するようにしています。

2020年度の主な活動実績
以下、2020年度の取り組みについて主な実績をご紹介します。

 人権の尊重に関する社員研修を時流を交え継続実施

 エレクトロニクス製品のサプライチェーンにおける人権リスクの

マネジメントと軽減を継続

  「ソニーグループAI倫理ガイドライン」の実践体制と活動を進展

  「Global Social Justice Fund」を通じ、世界各地のダイバーシ

ティ、エクイティ&インクルージョン推進を目指した社会正義や人

権保護に関する取り組みを支援

 人権インパクト評価を通じ潜在的な人権リスクを特定し、必要な

措置の検討と継続的なモニタリングを実施

今後に向けて
ソニーの事業活動、製品、サービスまたはビジネス上の関係が、人

権への負の影響を引き起こしたり、助長することがないよう、合理

的な努力を続けていきます。

関連情報
 ソニーグループ行動規範［PDF:2.78MB］

 ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF:103KB］

 ソニーグループ Modern Slavery Actステートメント

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/library/msa/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/library/msa/
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人権の尊重

マネジメントアプローチ　│　人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

 人権への取り組み
企業の事業運営のグローバル化にともなう、人権への影響に対す

る関心の高まりを背景に、2011年に国連人権理事会によって発行さ

れた、「ビジネスと人権に関する指導原則」 (UNGP) では、企業がそ

の事業活動やサプライチェーンにおける人権への悪影響を未然に

防止あるいは軽減するために実施すべきステップが示されていま

す。ソニーはこの指導原則に基づき、ソニーの事業活動およびサプラ

イチェーンにかかわるすべてのステークホルダーの人権を尊重し、

適正な労働慣行を確保することを通じて、潜在的な人権への悪影

響の防止と軽減に取り組んでいます。

 人権に関する方針
ソニーの事業活動、サプライチェーンおよび製品における人権の

尊重に関するソニーの基本的な方針は、ソニーグループのすべて

の取締役、役員および社員一人ひとりが遵守すべき規範である「ソ

ニーグループ行動規範」において次のように定められています。

「ソニーは、全ての人は尊厳と敬意をもって処遇されなければな

らないと考えています。ソニーは、全ての人の、国際的に認識されて

いる人権を尊重し、支持します。私たちソニー社員は、私たちの事業

活動、商品、サービスまたはビジネス上の関係が、人権への負の影

響を引き起こしたり、助長したりすることがないよう、合理的な努力

をし、また万一そのような影響が生じた場合には、解消に向けて真

摯に行動します。」

 ソニーグループ行動規範［PDF:2.78MB］

 人権の尊重のための体制
人権に関する基本的方針を定めた「ソニーグループ行動規範」は

取締役会の承認により制定されています。この方針のもと、サステナ

ビリティ担当執行役が管轄する本社サステナビリティ担当部署にお

いて、ソニーグループ全体の事業活動およびサプライチェーンにおけ

る人権リスク分析およびモニタリングを実施しています。

また、ソニーの事業活動およびサプライチェーンを通じて関連しう

るさまざまな人権課題については、サステナビリティ担当部署、調達

関連部署、コンプライアンス関連部署、人事関連部署等が協力して

対応しています。これらの人権を含むサステナビリティ領域の取り

組みに関しては、定期的に取締役会に報告を行っています。

 人権インパクト評価およびモニタリング
人権への対応を改善する継続的な取り組みの一環として、ソニー

のサステナビリティ担当部署は、サステナビリティに関する専門知

識を有するグローバルな非営利団体であるBSRとともに、ソニーグ

ループ全体の事業活動およびサプライチェーンの中で、どのような

潜在的な人権リスクがあるかの分析を2012年に行いました。ソニー

グループは、エレクトロニクス、エンタテインメント、金融等多岐にわ

たる事業を展開しており、それぞれの事業特性により着目すべき人

権課題や重要度も異なります。例えば、エレクトロニクス事業にお

いては、原材料調達を含むサプライチェーンにおける労働者への人

権配慮を最も潜在的なリスクが大きい領域として認識し、ソニーグ

ループ行動規範と整合するとともに、レスポンシブル・ビジネス・ア

ライアンス (Responsible Business Alliance, RBA) の行動規範

を適用した「ソニーサプライチェーン行動規範」を制定し、ソニーの

製造事業所とサプライヤーに適用しています。ソニーはRBAの設立

メンバーとして、業界全体の取り組みのもと、サプライヤーのアセス

メントや継続的なモニタリングを行うなどの取り組みを強化してい

ます。

また、人権に関するグローバル課題や関連法規制、ステークホル

ダーの関心、およびソニーのビジネス活動の変化を反映するため、

2018年にソニーのすべての事業分野を対象に、人権インパクト評価

のレビューとアップデートをBSRとともに行いました。人権インパク

ト評価のアップデートにあたっては、まずソニーのビジネス活動に関

連しうる人権項目を選定しました。選定にあたっては国連世界人権

宣言や、人権に関する国際条約等を参照しています。また、これら選

定された人権項目について、メディアやNGOのレポート等の文献よ

り、どのような人権リスクが存在するかを確認しました。これらの調

査結果と、昨今のソニーのビジネス活動領域を照らし合わせること

により、ソニーにとってより関連の大きい、潜在的な人権リスクを特

定しました。結果として、エレクトロニクス事業のサプライチェーンに

おける労働者への人権配慮など、以前より主要テーマとして取り組

みを進めていたものや、AIなどの新しい技術に関する潜在的な人権

リスクが特定されました。

2020年には、BSRとともにバリューチェーンにわたって人権イン

パクト評価のアップデートを行いました。その結果、上述の既に特定

されている潜在的な人権リスクと同様に、ソニーと直接的もしくは

間接的に取引関係にある顧客が人権侵害に加担する潜在的リスク

についても、新たに取り組みの強化が見込めるとしてBSRより提言

がありました。

特定した潜在的な人権リスクへの軽減のため、継続的なモニタリ

ングと必要な措置を講じていきます。加えて、UNGPやOECD多国

籍企業行動指針、これらに基づくステークホルダーの期待に応える

ため、ソニーグループとして、より包括的な人権リスクへの取り組み

の強化可能性について検討していきます。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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人権の尊重

マネジメントアプローチ　│　人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

 人権に関わる啓発・教育研修
すべてのソニーグループ社員は「ソニーグループ行動規範」の研

修を受けることが義務付けられており、人権の尊重を含む法令を遵

守した誠実で倫理的な事業活動を推進しています。

また関係する部門の社員に対し、さらに専門的な研修を実施す

ることで、早期に人権リスクを察知し、対応できるよう取り組んでい

ます。

 ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラム

 職場における人権

 人権に関する通報や相談の窓口
ソニーは、ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットラインを含

め、法令や「ソニーグループ行動規範」その他の社内規則の違反のお

それがある場合に、社員が報告し、相談できる複数の窓口を設置し

ています。また、ビジネスパートナーを対象としたサプライヤー・ホッ

トラインや、ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針の

違反のおそれがある場合に報告できるホットラインを設置し、人権

侵害のリスクに早期に対応することができるよう取り組んでいます。

 ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン

 職場における人権

  ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーンに関する 

ホットライン

 社会正義と人権保護の取り組みを支援する
グローバル基金

ソニーは、人権の尊重および社会正義とダイバーシティ、エクイ

ティ&インクルージョン (DE&I) の推進にコミットしています。全て

の人に尊厳と敬意をもって接することはソニーの最も大事な行動

規範の一つであり、これまで事業と社員の多様性を強みとする文

化を築いてきました。

さらにこの取り組みを推進するため、ソニーグループは2020年6

月に、1億USドルの「Global Social Justice Fund」を設立しました。

ファンドを通じて、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体

への支援、DE&Iの推進を世界各地で行っています。

  ハイライト：社会正義およびダイバーシティ、エクイティ& 

インクルージョンに関する取り組み

 2つのグローバル基金の設立

  「Global Social Justice Fund」ページ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/social_justice_fund/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/social_justice_fund/
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人権の尊重

マネジメントアプローチ　│　人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

 製品・サービスに関連する人権
ソニーは、ソニーグループ行動規範に則り、製品、サービスが、人

権への負の影響を引き起こしたり、助長したりすることがないよう、

合理的な努力をし、また万一そのような影響が生じた場合には、解

消に向けて真摯に行動していきます。

 製品・サービスの安全性とアクセシビリティ
ソニーは創業以来、お客様の視点に立った高い品質の製品・サー

ビスの提供を最優先事項としてきました。ソニーの製品およびサー

ビスを利用するお客様の安全を保つため、事業活動のどの段階にお

いても、法令に定める基準を満たす、またはそれを上回るための手

だてを継続的に追求し、安全性を確保しています。またアクセシビリ

ティ (年齢や障がいによる制約にかかわらない使いやすさ) に十分

配慮した製品やサービスの企画、設計を推進しています。

 製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み

 アクセシビリティ

 情報セキュリティとプライバシー
ソニーは、お客様、社員、ビジネスパートナー、その他のステークホ

ルダーからソニーに託される、プライバシーやさまざまな情報を保

護するため、活動の改善、管理およびセキュリティの強化に継続的に

取り組んでいます。

 情報セキュリティ

 プライバシー・個人情報保護

 責任あるAIの取り組み
ソニーは、 AIテクノロジーを、人々の生活をより豊かにし社会を発

展させるために活用することをめざして、ステークホルダーと積極

的に対話を進めながら透明性を追求しアカウンタビリティを果たし

ていきます。ステークホルダーからの信頼に応える製品サービスを

提供しつづけるため、「責任あるAI」を推進していきます。

 責任あるAIの取り組み

  ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF:103KB］

 広告・表現および 
コンテンツサービスにおける取り組み

ソニーは、多様な事業を多くの国や地域において展開しているこ

とを踏まえ、ある文化や地域において社会的に、また職務上許容さ

れる行為が、ほかの文化や地域においては異なった受け止め方をさ

れうることに十分に配慮して業務を遂行することとしています。

国内ソニーグループにおいては、広告・表現にかかわる担当者で

構成する人権・表現問題情報交換会を設置し、定期的に情報交換お

よび勉強会を開催しています。

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は、プ

レイステーションのゲームソフトにおいて、日米欧各地域の業界団

体 (CERO/ESRB/PEGI) の年齢別レーティング制度を導入してい

ます。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (SPE) は、コンテンツ

にかかわるものを含むさまざまなDE&Iに関するイニシアチブを事

業活動のあらゆる領域で実施しています。例えば、SPEのモーショ

ン・ピクチャーグループは、映画におけるポジティブで多様なジェ

ンダー表現を増やすために、NPOの「Geena Davis Institute on 

Gender in Media」と協同しています。また、ソニー・ピクチャーズ 

アニメーションは多様性を持つキャラクターが登場するコンテンツ

の製作で評価されており、アフリカ系アメリカ人とラテンアメリカ系

の両親を持つ「マイルス・モラレス」を主役としたアカデミー賞受賞策

「スパイダーマン：スパイダーバース」はその一例です。

 職場における人権

 アクセシビリティ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
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人権の尊重

マネジメントアプローチ　│　人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

 職場における人権
ソニーは、雇用の機会均等を旨とし、互いの人権が尊重され、個

人の能力が最大限発揮できる職場づくりを進めています。各地域

においてそれぞれの地域の法令や規範を遵守し、さまざまな人権

課題に取り組んでいます。

「ソニーグループ行動規範」は「人権の尊重」に関するソニーの

基本方針をグローバルに定めています。その中の「雇用における

機会均等／差別の禁止」の項目では、「ソニーは、多様性を推進

し、全てのソニー社員が、それぞれの才能やスキルを活かして、お

客様に最高の商品やサービスをお届けすることに貢献できる企業

風土の醸成に取り組みます。ソニーは、求人、雇用、研修、昇進、そ

の他の応募者または従業員の処遇において、ソニーのビジネス上

の正当な利益と関係しない要素に基づく差別をしません」と謳っ

ています。

人権に関する企業の課題が多様化するなかで、それぞれの課題

に全社員が高い意識・関心を持ち、取り組むことが重要であると

考えています。

 ソニーグループ行動規範［PDF:2.78MB］

 人権の尊重のための推進体制
ソニーグループ株式会社の人事・総務担当役員が議長を務め、広

報、サステナビリティ、総務、人事のメンバーがグループ全体の活動

を所管するダイバーシティ推進会議を設置しています。国内ソニーグ

ループ各社においては、それぞれダイバーシティ推進委員会を配置

し、人権やダイバーシティに関する勉強会などを実施しています。そ

れらの取り組みを集約し、ベストプラクティスの共有や最新の情報

を学ぶダイバーシティ連絡会において、横の連携も図っています。ハ

ラスメントに関する重要な案件や表現に関する課題についても、全

体の体制の中で議論や対応について考えていくことにしています。

また、国内においては、東京人権啓発企業連絡会と連携し様々な情

報収集やリテラシーの向上を図っています。その他の海外ソニーグ

ループ各社においても、職場における人権の尊重を推進するための

プログラムを展開しています。

国内ソニーグループ ダイバーシティ推進体制

 相談に関する窓口
倫理およびコンプライアンスに関する内部通報窓口に加え、ハラ

スメントなどの人権課題や人権リスクへの早期対応を行うことがで

きるよう、国内ソニーグループ各社ではEEO※1相談窓口を設置して

います。グループ全体としてもソニーグループEEO相談窓口を設置

し、ハラスメント全般の相談 (セクシャルハラスメント、パワーハラ

スメント、マタニティハラスメントなど) 、両立支援に関する相談、育

児や介護に関する相談、LGBTQ＋社員の働き方に関する相談など、

幅広く機会均等に関する相談を受け付け、必要に応じて関係部署と

連携しています。また、ハラスメント相談に特化した社外相談窓口を

設置し社内では伝えにくい内容などの相談も受け付けています。グ

ループ全体の対応担当者に向け適切な教育を実施し、社員が相談

しやすい仕組みを整え、プライバシーに十分配慮した迅速かつ適切

な対応を行い、守秘義務の徹底や相談者に不利益な取り扱いをす

ることを禁止しています。2020年度にこれらの相談窓口に寄せら

れた相談は、ハラスメントの相談が6割、両立支援、LGBTQ＋社員

の働き方などその他相談が4割でした。

※1 EEO (Equal Employee Opportunity) ：雇用機会均等

 啓発・研修活動
ソニーでは、新たに雇用されたグループ全社員を対象としたソ

ニーグループ行動規範に関する研修を実施し、その内容には人権の

尊重やハラスメントに関する研修が含まれます。

国内において、新入社員を対象とした人権やダイバーシティの基

本となるプログラム、管理職を対象としたさまざまなプログラムを定

期的に実施しています。またソニーグループ株式会社をはじめとし

た多くのグループ会社を対象に人権に特化したe-ラーニング研修を

実施しました。2020年度は対象となる全社員のうち約90％の社員

がe-ラーニング研修を受講しました。

啓発活動としては、例年開催しているダイバーシティフォーラムに

おいて、マジョリティ側にあるバイアスの排除をテーマにした講演会

を実施し人権意識の高揚を図りました (約170名の参加) 。

 活動の共有
日本において、毎年12月の「人権週間」にあわせ、ソニーグループ

各社におけるダイバーシティ推進活動の優秀な取り組みに対する表

彰を行っています。

また、国内ソニーグループにおいては、広告・表現に関わる担当者

で構成する人権・表現問題情報交換会を設置し、定期的に情報交換

および勉強会を開催しています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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テクノロジー

2020年度活動実績ハイライト

AI処理機能搭載
インテリジェントビジョンセンサー 

「IMX500/501」 商品化

ソニーグループAI倫理ガイドラインの
取り組み推進と体制強化

 マネジメントアプローチ

基本的な考え方
ソニーは「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテイン

メントカンパニー」として、「テクノロジーを通じて世界を感動で満た

す」というPurposeにもとづいて研究開発を推進しています。経営

の方向性としての「人に近づく」をテクノロジーの力で実現するため

に、ソニーは、クリエイター、ユーザーの「人の動機」に近づくことが

必要不可欠だと考えています。ソニーは、「人の心を動かす」「人と人

を繋ぐ」「人を支える」を目的とした幅広い事業ポートフォリオを有

しています。これらの「人」を軸に構成された事業の社会的意義は高

まっており、テクノロジーを通じて、「人」「社会」「地球」が抱える課題

の解決へ貢献することを目指しています。

体制
ソニーの研究開発組織 (コーポレートR&D) では「ソニーグループ

全体への貢献」「中長期的な骨太の技術テーマ設定」「オープンイノ

ベーションの強化」を実行しています。各事業の研究開発をサポート

するのと同時に、ソニーグループの多様な事業によってテクノロジー

の進化を加速させ、グループ内でシナジーを生み出しています。ま

た、コーポレートR＆Dは、主に3年から10年先の時間軸を意識した

研究開発を実施していますが、当該費用のうち5％以内を、将来を

見据えた技術のシーズ探索に配分し、中長期的な潮流の変化にも

柔軟に対応できるようにしています。

コーポレートR&Dは、日本、中国、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。さらなる海外拠点の強化を目的に、2020年7月にはインド

のベンガルール・ムンバイの2拠点に、9月には中国の深圳に研究所

を設立しました。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。

 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に、1988年に設立さ

れました。研究者の自由意思を尊重し、単なる模倣や改良に終わら

ない、真に創造性にあふれた研究活動を行っています。

研究領域は発足当初のテーマである次世代のコンピュータシステ

ムから、システムバイオロジー、経済物理学、インタラクションへと拡

張。現在はさらに、生態系、都市計画、エネルギーなどの社会課題、

人間の能力や創造性の拡張、そしてAIやデータ解析にも取り組んで

います。2020年には東京、パリに続く3つ目の拠点となる京都研究

室を新たに開設し、さらなる価値創造を目指しています。

 テクノロジー  About
 Sony CSL

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/about/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/about/
https://www.sonycsl.co.jp/
https://www.sonycsl.co.jp/
https://www.sonycsl.co.jp/sp/7339/
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 ソニーAI
Sony AI (株式会社ソニー 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。

Sony 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・ゲーム等

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することを目指します。 

 Sony AI (英語のみ) 

 Sony Startup Acceleration Program (SSAP) 
2014年、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

ログラムとして開始しました。アイデア創りから商品化、事業運営、

販売、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。

これまで社内で培ってきた国内外での新規事業育成や事業立ち上

げの経験やノウハウを、スタートアップ支援サービスとして、大企業

内新規事業、ベンチャー企業やNPO、行政／地方自治体、教育／研

究開発機関等の社外にも提供しています。2020年2月には国連プ

ロジェクト・サービス機関 (UNOPS) とイノベーション領域における

協業契約を締結しています。

 Sony Startup Acceleration Program

 Sony Innovation Fund
2016年7月に創設されたソニーイノベーションファンド（SIF）はス

タートアップ企業を対象としたコーポレートベンチャーキャピタルで

す。日本と北米、欧州、インドを拠点として、AIやロボティクスからモ

ビリティ、IoT、医療、フィンテック、エンタテインメントなど幅広い事

業領域において投資活動を展開しています。

2020年9月にこの活動の一環として新しい環境技術の育成に特

化したSony Innovation Fund Environment (SIF: E)を創設し

ました。さらに、2021年6月に投資先各社に対するESG評価プロセ

スを導入し、各社のESGへの取り組みを支援するプログラムを開始

しました。社会課題の解決に役立つ技術とそれらを保有するベン

チャーの支援を通じて、持続可能なより良い社会の実現に向けた活

動を推進していきます。

 Sony Innovation Fund

  ニュースリリース：Sony Innovation Fund 投資先のESG取組

支援プログラムを開始

2020年度の主な活動実績
 インド・中国などグローバルでの研究開発拠点の設立と強化

 次世代モビリティの進化への貢献を目指したVISION-S試作車の

開発を進め、技術検証用公道走行と5Gネットワーク対応走行試験

を開始

  A I 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

「IMX500/501」を商品化。消費電力削減やプライバシーへの

配慮を実現

  次世代の宇宙通信インフラ構築への貢献を見据え、開発した

小型光通信装置SOLISSを用いた実証実験で、国際宇宙ステー

ションと光地上局間との双方向通信に成功

  コーポレートベンチャーキャピタルSony Innovation Fund： 

Environmentの第一号案件として拡張生態系関連技術に特化

した事業を推進する株式会社SynecOを設立

  「ソニーグループAI倫理ガイドライン」の実践体制と活動の進展

今後に向けて
ユーザーやクリエイターに近づきその動機を深く理解することで、

経営の方向性に沿った研究開発に継続的に取り組み、多様な事業

をテクノロジーで貫くことで新たな価値を創造していきます。

関連情報
 環境技術

 テクノロジー

 Corporate Report 2021 (統合報告書) 

https://ai.sony/
https://ai.sony/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202106/21-037/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202106/21-037/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202106/21-037/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
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 持続可能な次世代に向けて

 VISION-S: モビリティの進化への貢献
2020年1月、ソニーはモビリティの進化への貢献を目指し、ソニー

のテクノロジーを結集した新たな取り組み 「VISION-S」とその試作

車を発表しました。

VISION-Sは、ソニーのPurposeに加え、メガトレンド、サステナビ

リティの3つを象徴的に捉えるソニー全体の探索事例と位置づけて

います。サステナビリティの観点から、電動化や移動の最適化等に

よる環境への負荷低減を推進していきます。また将来本格化する自

動運転の根幹である、安全・安心を支えるセンシングは、ソニーの車

載向けCMOSイメージセンサーを中心に構成されています。車内外

の状況を注意深く見守り、さらにセンシングした情報をリアルタイム

でドライバーにフィードバックすることで、安心・快適な移動空間を

もたらし、エコロジカルな運転にも寄与することを目指します。通信

やクラウド技術を用いて車自体が環境に合わせて進化し、サービス

を継続的に提供してくことは、ソニーがこれまでさまざまな商品や

サービスで蓄積した経験を生かしていきます。

そして、VISION-Sの試作車の開発は新たなステージに移行し、

2020年12月に技術検証のための公道走行をオーストリアで開始しま

した。2021年4月には次世代移動通信システム5Gにも対応したネッ

トワーク通信の走行試験をドイツのテストコースで開始しました。

これらの走行試験を通じて、搭載されている技術や機能の検証を

加速度的に進めていきます。

より安心で、いっそう豊かな社会の創造のために、ソニーはクリエ

イティビティとテクノロジーの力で、モビリティのさらなる進化への

貢献を目指します。

VISION-S試作車

 VISION-Sウェブサイト

 ニュースリリース：VISION-S 公道走行テストを開始

  ニュースリリース：ソニーグループとVodafone Germany 

VISION-S Prototypeの5G走行試験を開始

 インテリジェントビジョンセンサー 
「IMX500/501」： 
エッジソリューションによる 
社会課題解決への貢献

ソニーは、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「IMX500/501」の商品化を発表しまし

た。ソニー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

信号処理を担うソニー独自の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コンピューティングシステムが一般的に

なりつつありますが、IoTデバイスの増加と共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・

分析を行うエッジコンピューティングが注目されています。

ソニーが開発したインテリジェントビジョンセンサー「IMX500/ 

501」は、イメージセンサーにAI処理機能を搭載し、対象物をメタ

データ (撮像データに属する意味情報) 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。

このインテリジェントビジョンセンサーをコアとした次世代ソ

リューションのさまざまな展開が期待されています。イタリアのロー

マ市では、駐車場所を探すことにより発生している渋滞とそれによ

る大気汚染、バスの過剰な乗車率、歩行者の信号無視による交通事

故の多発などの問題を抱えています。ローマ市はこれらの社会課題

の解決を目指し、現地のアプリケーション開発パートナー等ととも

に、インテリジェントビジョンセンサー「IMX500」搭載のスマートカ

メラを用いた実証実験を2021年6月に開始しています。

ソニーは今後もイメージングおよびセンシングテクノロジーを活

用してさまざまな社会課題の解決に貢献していきます。

インテリジェントビジョンセンサー

  ニュースリリース：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

  ニュースリリース：Sony cooperates in smart city trial 

project in Rome using intelligent vision sensors to 

reduce traffic, optimise public transportation and 

support pedestrian safety (英語のみ) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/vision-s/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/vision-s/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202101/21-0112/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202101/21-0112/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-033/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-033/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-033/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202005/20-037/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202005/20-037/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202005/20-037/
https://www.sony.eu/presscentre/news/sony-cooperates-in-smart-city-trial-project-in-rome-using-intelligent-vision-sensors-to-reduce-traffic-optimise-public-transportation-and-support-pedestrian-safety
https://www.sony.eu/presscentre/news/sony-cooperates-in-smart-city-trial-project-in-rome-using-intelligent-vision-sensors-to-reduce-traffic-optimise-public-transportation-and-support-pedestrian-safety
https://www.sony.eu/presscentre/news/sony-cooperates-in-smart-city-trial-project-in-rome-using-intelligent-vision-sensors-to-reduce-traffic-optimise-public-transportation-and-support-pedestrian-safety
https://www.sony.eu/presscentre/news/sony-cooperates-in-smart-city-trial-project-in-rome-using-intelligent-vision-sensors-to-reduce-traffic-optimise-public-transportation-and-support-pedestrian-safety
https://www.sony.eu/presscentre/news/sony-cooperates-in-smart-city-trial-project-in-rome-using-intelligent-vision-sensors-to-reduce-traffic-optimise-public-transportation-and-support-pedestrian-safety
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 SOLISS: 宇宙通信インフラ構築への貢献
ソニーCSLは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

と共同で、将来の衛星間や地上との大容量リアルタイムデータ通

信の実現を目指して、光ディスク技術を利用した小型光通信装

置「SOLISS」 (Small Optical Link for International Space 

Station) を開発しました。

多くの衛星による、衛星間および衛星と地上間における通信機能

搭載を実現するためには、2つの課題があります。 1つは、宇宙にお

いても電波が誰でも使えるものではなくなり、チャンネルが逼迫す

ること。もう1つは、 打ち上げコストの観点から衛星自体の小型化が

必要であることです。このためソニーでは、電波のように広がって伝

播しないレーザーを用いて、小型で低消費電力の宇宙用通信ターミ

ナルを実現することを目指しました。

この宇宙光通信ターミナルの実現には、ソニーが1970年代に開

発し、以来培ってきた光ディスク技術が貢献できると考えました。光

ディスクにおける1mmにも満たない距離での光信号のやり取りを

約1,000kmに伸ばして、宇宙空間で通信を行うイメージです。これ

を宇宙で実証することは大きなチャレンジでした。この実証をJAXA

および国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT) との共同研究

で行い、2020年3月に国際宇宙ステーション (ISS) と光地上局間の

双方向通信が成功しました。小型衛星搭載用の光通信機器として

Ethernetによる宇宙と地上の間で光通信を行ったのは世界で初め

ての成果です。

「SOLISS」から光通信で伝送されたHD画像

現在は実験結果の詳細な解析および評価を実施するとともに、

通信の安定性の向上などを目指した実験をISSにおいて継続して

います。

 なぜソニーのテクノロジーが宇宙に向かうのか - SOLISS -

 協生農法™※1：豊かな生態系への貢献
協生農法とは、地球の生態系が元々持っている自己組織化能力

を多面的・総合的に活用しながら有用植物を生産する手法です。ソ

ニーCSLでは2010年から協生農法プロジェクトをスタートさせてお

り、既に国内外の実証実験からさまざまな成果が生まれています。

協生農法では多種多様な植物を一つの農地に混生・密生させ、豊

かな生態系をつくりだし、元々生態系に備わる物質循環機能を最

大限利用します。また、無数の植物と昆虫の生態を学び、膨大な数

の植物の組み合わせやその後の植生遷移などを確認していく必要

があります。これら人間の力だけでは解明が難しい複雑な生態系を

理解・管理するために、ビッグデータ解析やAIの支援が有効です。環

境や多様な生き物たちを人が観察するだけでなく、さまざまなセン

サーを通じて計測することで、生態系がいまどういう状況になって

いるのか、解像度や集約度の高い情報を得ることができるので、そ

れを情報処理することで、多様性を高めながらマネジメントするこ

とが可能だと考えています。

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はじめています。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。

※1  「協生農法」は株式会社 桜自然塾の商標または登録商標です。

協生農法により収穫された多種多様な有用植物

 環境技術

 協生農法™

 壊れゆく地球環境を農業から立て直す

  ニュースリリース：新会社  株式会社SynecOを設立：協生農法™

など拡張生態系に関連した環境技術に特化した事業を推進

https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/soliss/
https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/soliss/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-029/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-029/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-029/
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 責任あるAIの取り組み

 AI倫理に取り組む体制と運用
ソニーは、AIを活用することにより、平和で持続可能な社会の発

展に貢献し、人々に感動を提供することを目指しています。同時に、

ソニーはAIが社会に与える影響についてさまざまな議論が行われ

ていることを認識しています。

ソニーは2018年9月に「ソニーグループAI倫理ガイドライン」を策

定しました。このガイドラインはソニーの全ての役員および従業員

が、社会と調和したAIの活用や研究開発を行う際の指針を定めて

います。その後、2019年1月に定められた「クリエイティビティとテク

ノロジーの力で、世界を感動で満たす」というソニーのPurpose (存

在意義) に合わせて、ガイドラインの一部を改訂しました。

さらに、2019年12月に「ソニーグループAI倫理委員会」の設置に

加えて、AI倫理領域の専門家を採用するなど、AI倫理に関する活動

および体制の強化をすすめています。具体的にはソニーグループ各

ビジネスユニットにおけるAIを利用した商品・サービスあるいは社

内業務に関して、連絡体制を構築しAI倫理リスクの情報共有を行っ

てきました。2021年3月にはエレクトロニクス製品サービスの商品化

プロセスにおいて、ソニーグループAI倫理ガイドラインに基づいて遵

守すべき要求事項を定めた社内文書を整備しました。

また、社員へAI倫理に関する理解を促す啓発活動としてe-ラーニ

ングを活用した教育を実施するとともに、社外から講師を招いた講

演会やシンポジウムを開催し議論を行っています。

 ステークホルダーとの対話と外部協業
ソニーは、AIの利用による倫理的な課題に関して、お客様やクリ

エーターの方々をはじめ多様なステークホルダーの関心に配慮し、

関連する企業、団体および学術コミュニティ等と積極的に対話を進

めています。

例えば、2017年5月、AI技術の啓発と倫理面を含む人間社会の課

題解決に共同で取り組み、人間社会に貢献することを目的として設

立された非営利団体である「パートナーシップ・オン・AI (PAI）」に日

本企業として初めて参画しました。AI倫理の観点では、「Fairness, 

Transparency, Accountability」 (公平性、透明性、アカウンタビリ

ティ) が代表的なイシューであり、「FTA」と総称されます。ソニーは

AIやロボティクスにかかる研究開発や事業活動を通じて得られた

知見を生かし、このようなイシューに関する複数のワーキンググルー

プで貢献してきました。ソニーは、「AIの社会的影響」をテーマとした

ワーキンググループ「Social and Societal Influences of AI」では

チェアマンを務め、現在はエキスパート・アドバイザーとしてPAIの戦

略計画にアドバイスを行うとともに、機械学習の透明性を向上させ

る“ABOUT ML※1”という活動のステアリングコミッティも務めてい

ます。また、「Explainability Research Project」および「Diversity 

and Inclusion Research Project」のエキスパート・アドバイザー

も務めています。

日本においては、2019年2月に公表された日本経済団体連合会

「AI活用戦略」や、2019年3月に公表された内閣府「人間中心の

AI社会原則」など、AIをより良い形で社会実装していくための原則

や指針づくりにも参画しています。また、社会全体におけるAIネッ

トワーク化の推進に向けた社会的・経済的・倫理的・法的課題を総

合的に検討することを目的として開催されている、総務省「AIネッ

トワーク社会推進会議」に構成員として参画しています。さらに、ソ

ニーは、2020年6月に設立された、人間中心の考えに基づく責任

あるAIの開発と使用に取り組むイニシアチブである「AIに関するグ

ローバルパートナーシップ (Global Partnership on AI） 」にも参

加し、新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症の流行に対し

て責任あるAIのソリューション開発を支援するためのワーキンググ

ループである、「AI and Pandemic Response」の構成員も務めて

います。

※1 Machine Learning (機械学習) の略

 信頼されるAIの研究開発
ソニーは、テクノロジーに裏打ちされた信頼されるAIの研究開

発を進めています。FTAを担保するためのソリューションとして、

ソニーが提供するAI開発ツール「Neural Network Console」

へ説明可能なAI (eXplainable AI) を実装しました。説明可能な

AI  (eXplainable AI) とは、ブラックボックスといわれるAIの判断

根拠を説明するもので、画像分類における判断根拠を可視化する

「Grad-CAM」、同様の機能を持つ「LIME」、「SHAP」、さらに、各

データがディープニューラルネットワークへ及ぼす影響度を求める

「SGD Influence」も実装しました。また、オープンな開発者コミュ

ニティを支援するため、ソフトウェア開発のプラットフォームである

GitHubに「Responsible AI」としていくつかのコードを公開してい

ます。加えて、ソニーが提供する予測分析ツール「Prediction One」

に予測理由を可視化する機能も実装しました。

 ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF:103KB］

 コーポレートサイト  Responsible AI

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/sony_ai/responsible_ai.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/sony_ai/responsible_ai.html
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人材
継続的に行ってきた取り組み
1966年 社内募集制度開始

1973年 Sony Technology Exchange Fair開始

1978年 ソニー・太陽株式会社設立

1988年 フレックスタイム制度導入 

ソニーグループ安全衛生基本方針制定

1990年 育児休業制度を導入 

フレックスホリデー制度導入

2000年 Sony University設立

2008年 フレキシブルワーク (旧 テレワーク) 制度導入

2011年 ダイバーシティ推進委員会を設置

2015年 フレキシブルキャリア休職制度導入 

社内フリーエージェント制度導入

2017年 国内エレクトロニクスグループ各社で働き方改革 

プロジェクトを実施

2018年 新人材育成コンセプトを体現する場として本社に

PORTを設立

2020年度活動実績ハイライト

人材理念・人材戦略を再定義

国際イニシアティブValuable500における
Iconic Leadersに選定

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
創立以来、常に最先端の技術開発に取り組み、世の中に新しい価

値を提供し続けきたソニーにとって、「人」は最も重要な経営資産で

す。多様なビジネスをグローバルに展開し、持続的な成長と社会価

値創出を実現する企業となるためにも、社員は重要なステークホ

ルダーです。多様な社員の個性、スキル、能力、クリエイティビティを

最大限に生かし、一人ひとりのエンゲージメントを高めることが、人

材・組織力を持続的に高め、経営全体のパフォーマンスを上げるも

のと考えます。

基本的な考え方
ソニーでは創業以来、人材を“群”ではなく“個”と捉えています。個

の自律性と挑戦を尊重し、会社と社員が対等な関係を前提に、「都

度、お互いに選び合い、応え合う」企業文化を大切にしてきました。

新たな経営機構の発足にともない、ソニーグループの人材理念を

“Special You, Diverse Sony”に、人事戦略のフレームワークを「個

を求む」「個を伸ばす」「個を活かす」に再定義しました。個性あふれ

る多様な社員一人ひとりの生み出す価値を最大化し、ソニーグルー

プの持続的な価値創出につなげていくことを目指します。

2020年度の主な活動実績
2020年度の取り組みについて主な実績を抜粋し、ご紹介します。

 ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン
 障がい者がビジネス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発

揮できるような活躍推進に取り組む国際イニシアティブ「The 

Valuable 500」において、 署名する500社から推進役として

国や地域、業界をリードする13社のIconic Leadersのうちの 

1社へ選定

 社員の成長と活躍
 人材育成のコンセプトを実現する場であるPORTにおいて、活

動の多くがオンラインへシフトし、社員の自発的な学びの活動

には年間でのべ15,000名以上が参加、さまざまな国や地域で

働くソニーグループの社員が地理的な制約を越えてつながり、

成長の機会を共有

 新たにPORTみなとみらいを設立し、社員の自主的な学びを支

援するコンテンツ制作環境を提供

 社員エンゲージメント
 社員のライフイベントに応じて、さまざまなキャリアステージ

段階でライフイベントと仕事を調和させ、仕事を継続しなが

ら力を発揮できる環境を整えるための両立支援制度である

Symphony Planを推進

 安全衛生
 2019年度から2021年度のグローバル共通の中期指標である

「安全衛生中期目標 (ISO45001※1外部認証取得、健康リスク

低減活動実施等) 」を掲げ、グローバルガバナンスを強化

 労働安全衛生に関する監査やリスクアセスメントの継続実施

今後に向けて
今後もソニーグループの持続的な成長と社会価値創出のため、

「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」「社員の成長と活躍」

「エンゲージメント」に注力し、安全で健康に働ける環境の整備を進

めていきます。社員一人ひとりが働きやすく、新しいチャレンジを創

発し、個性、スキル、能力、クリエイティビティを最大限発揮できる環

境を提供していきます。

※1 ISO45001：労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格
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 人材理念と体制

 ソニーの人材理念 
Special You, Diverse Sony

創業75周年にあたる2021年、ソニーグループ株式会社 (SGC) が

発足し、新たな経営機構がスタートしました。これにともない、多様

な人材の生み出す価値を最大化し、ソニーグループのさらなる進化

を実現するため、長期視点の価値創出に向けて11万人の社員を束

ねるPurposeと同様、人材に対する理念についても”Special You, 

Diverse Sony”に再定義しました。 “Special You”は、自らの意志

で独自のキャリアを築きながら、自由闊達な未来を切り拓く自立し

た“個”を表現しています。そして”Diverse Sony”は、社員一人ひと

りの個性、思い、夢、挑戦を受け入れ、その成長を支援し実現させる

“場”であるソニーを表しており、異なる個性を持つ一人ひとりと、多

様な“個”を受け入れるソニーとがPurposeを中心にともに成長し

ていく、というメッセージが込められています。

ソニーは創業以来、個の自主性と挑戦心を尊重し、会社と社員が

「都度、お互いに選び合い、応え合う」企業文化を大切にしてきま

した。これは、創業者の一人である井深大が1946年に起草した「設

立趣意書」に記した「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せ

しむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」「一切の秩序を

実力本位、人格主義の上に置き、個人の技能を最大限に発揮せし

む」や、もう一人の創業者である盛田昭夫が入社式で贈り続けた「ソ

ニーに入ったことを後悔したら、すぐに辞めなさい。そしてソニーで

働くと決めた以上は、お互いに責任がある。人生の最後に、ソニーで

過ごして悔いは無かったと思って欲しい。」という言葉に象徴されて

います。会社が社員にさまざまな成長の場を提示し続け、社員が多

様な選択肢の中から自らの意志でキャリアを選び取るという対等な

関係を前提として、覚悟と緊張感を持って真剣に向き合ってきたこ

とにより、多様な“個”の成長がソニーの成長につながるというポジ

ティブな成長のサイクルが生まれています。

人材理念の再定義にともない、グループ共通の人事戦略のフレー

ムワークを多様な”個”を軸に「個を求む」、「個を伸ばす」、「個を活か

す」と整理しました。多様な事業を展開するソニーグループにおいて

は、事業ごとに価値創出に必要な人材・専門性・マネジメント方法が

異なるため、人材理念を共有しつつ、各事業会社で最適な人事戦略

を立案・実行しています。SGCでは、各事業を管理するのではなく、

各事業の進化をリードし支援するとともに、グループ全体の持続的

な成長を実現する共通テーマに注力していきます。

 人材

 体制
ソニーグループの人材に関わる重要事項について、2020年度ま

では主にエレクトロニクス領域のトップマネジメントが集う人事検

討会で議論・審議を行っていました。新経営機構がスタートした今

年度からは、SGCとグループの主要事業のトップマネジメントが出

席するグループレベルの会議体と各事業で開催する個社人事委員

会に再編し、それぞれでグループと各事業の成長につながる人事戦

略や施策についての議論・審議を行っています。また人事内の相互

理解と連携強化を目的として、SGCの人事担当役員と6事業セグメ

ントの人事責任者が集まる会議を定期的に開催しています。会議で

は、ソニーグループ共通で取り組む人事戦略に関する議論を行うと

ともに、SGCのCEO、CFO、CTOと直接対話するセッションを設ける

など人事外の視点も入れながら活発な意見交換を行っています。

またダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを重要な経営

課題の一つとして捉え、CEO直轄のダイバーシティ委員会を設置

し、各種施策を推進しています。また、人権課題や人権リスク、両立

支援、育児や介護、LGBTQ＋社員の働きかたなど幅広く相談できる

体制や仕組みを構築しています。

安 全 衛 生 活 動 の 推 進 につ い ては 、全 世 界 で 事 業 所 ごとに 

ISO45001に基づく「ソニー安全衛生マネジメントシステム」の活動

を実施しており、製造拠点および物流拠点を中心に、順次、外部認

証取得を推進しています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/Employee/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/Employee/
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  新型コロナウイルス感染症対策と 
新たな働き方に向けた取り組み

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大をうけ、ソニーでは社

員と社員の家族、お客様をはじめとするステークホルダーの安全確

保を最優先に考え、感染拡大防止のため各種施策に取り組んできま

した。世界中の多くの拠点で在宅勤務が働き方の中心となる中、コ

ロナ禍の終息後も見据え、社員一人ひとりが最大限に力を発揮する

ことのできる新しい働き方や環境の構築もスタートしています。

 新型コロナウイルス感染症危機への初動と
取り組み体制

過去に経験したことがない未知の新型コロナウイルス感染症に

対して、ソニーでは、BCPの一環として様々な事業中断リスクに対応

するために従来より制定されている「グループ危機管理・事業継続

計画規定」のもと、2020年2 月、CFOが統括する「ソニーグループ危

機管理体制」をいち早く立ち上げました。CEOをはじめとする本社

トップマネジメントに加えて各事業部門のトップが参加するクライシ

スマネジメントチームが、全世界から収集される感染状況や事業関

連情報を迅速に把握するとともに、対応策についてその場で意思決

定を行う体制を整え、刻々と変化する状況に対応しています。日本

国内においては、人事・総務・産業保健による部署を横断した専門

チームが、産業医の専門的な意見も取り入れながら社員・職場の感

染対策を検討し、在宅勤務制度の拡充や勤務制度の柔軟化、オフィ

スでの検温・消毒といった感染防止対策施策を速やかに実行に移し

ました。こうした体制を基礎に、各国のグループ会社との連携・相互

支援も行いながら、今後も新型コロナウイルス感染症への適切な対

応を講じていきます。

ソニーグループ危機管理体制

 社員と家族の健康と安全を最優先した 
取り組み

ソニーグループでは、各国政府の指導や多様な事業ごとの特性に

応じた働き方に配慮し、出社が可能な場合も各社・組織毎の出社計

画に基づき全体としての出社人数を限定することで、構内のフィジ

カルディスタンスが十分に保てるように安全な勤務環境を維持した

うえで事業を継続しています。そのため、国内のグループ各社の出

社率は、ソニーグループ株式会社で8割減、エレ クトロニクス、エンタ

テインメント、金融事業などの国内グループ会社で7割減、製造事業

所などの国内グループ会社で4割減となっています (2021年5月第3

週目時点) 。さらに、こうした在宅勤務が続く環境下では、社員一人

ひとりのメンタルケアが重要であると捉え、国内のグループ 43社の

社員を対象として「在宅勤務下での健康管理」に関する調査を実施

しました。その結果、在宅勤務中心の働き方について、多くの社員が

運動不足に加えて不安や孤立を感じているなど、心身両面における

課題を早期に把握できたことで、従来の社員向け健康支援プログラ

ムの拡充・充実を速やかに行いました。さらに、医療職が作成した在

宅勤務下でのセルフケア・部下へのケアのヒント集の提供、マインド

フルネスや職場環境改善のワークショップ開催を通じ、不安感や孤

立感を低減するためのセルフコントロール力の強化や職場コミュニ

ケーションの活性化に取り組んでいます。

また、国内グループ各社共通の取り組みとして、ウェルビーイング

に関する情報を毎月発信するとともに、外出自粛や在宅勤務が続く

中にあっても健康に過ごせるよう、自宅での作業環境や生活習慣、

ストレス対処法などについて相談窓口も設置し、医療職からのアド

バイスを随時発信しています。

国内における主な取り組み

 海外出張／国内出張の原則禁止

 在宅勤務制度の拡充

 月間フレックスタイム制度のコアタイムの撤廃

 臨時休校／休園、登園自粛に伴う特別休暇付与

 自家用車、自転車等の通勤手段の緩和

 在宅勤務／新型コロナウイルス感染予防支援手当の支給

 会食の自粛

 多様な働き方を支援するサテライトオフィスの開設

 新型コロナワクチン職域接種の実施

 ワクチン接種に伴う特別休暇付与

 ワクチン接種に関するハラスメント防止研修の実施

フィジカルディスタンスと感染予防に配慮した社員食堂
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 新たな働き方に向けたチャレンジ 
～日本国内の取り組み～

採用活動のリモート実施
2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、

5,000名以上の来場を予定していたソニーグループの合同イベン

ト「Sony Group Career Forum 2021」を始め、各大学や就職情

報サイト主催の就職活動イベントなどが次々と中止になりました。

こうした環境下で、リモートであっても社風や社員の雰囲気といっ

た生の情報を学生に届け、ソニーの魅力を発信することを目指し、

事業紹介動画や社員座談会を複数言語でライブ配信すると同時に

チャットで学生と社員がリアルタイムでコミュニケーションできるオ

ンラインイベントを開催しました。また、説明会だけでなく、1次面接

から最終面接まで全てオンラインで面接を実施し、2020年7月には

国内外約450名の内々定者を対象とした懇親会や、夏のインターン

シップもリモートで実施しました。経験者採用やグローバル採用に

おける面接やインターンシップも同様にすべてオンラインで実施し

ています。

今後も「対面の代替手段」としてではなく、「リモートだからできる

こと」「リモートでしかできないこと」を追求することで、ソニーだか

らこそ成しえる新しい採用の実現へ挑戦していきます。

研修のオンライン化による、 
物理的な制約を越えた学びと成長の機会の拡充

在宅勤務の拡大を受け、これまでの集合型を中心とした研修を 

e-ラーニングやライブ配信型に移行させ、物理的な制約を越えた学

びと成長の機会の拡充を図りました。ソニーでは、エンジニア向けを

始め年間300講座以上の研修があり、2020年度はその80%以上を

オンラインで実施し、のべ約83,000名が受講しました。講義内容に

ついても、それまでの内容をただリモート化するのではなく、学習効

果を維持・向上するために、研修の実施形態に合わせて内容や進め

方の見直しを実施。例えば、e-ラーニング化する場合はより手軽に

学習できるよう単元を細かく分け、また、ライブ講義の場合はリモー

ト環境に合わせたグループワークを実施するなど、ツールの活用や

進行方法の工夫を行いました。

社員同士の学び合いの場「PORT (ポート) 」活動の
オンライン化、コンテンツ制作・発信環境の強化

多様なバックグラウンドや価値観を持つ社員が事業や地域を越え

て有機的につながり、学びあう活動である「PORT」では、2018年の

活動開始以来、社員が自発的に企画した講演会やワークショップ等

を数多く実施しています。2020年度は、新型コロナウイルス感染拡

大の状況下でも社員の学びを継続して支援するため、活動のリモー

ト化を進めました。2021年3月開設の「PORTみなとみらい」は社員

の自主的な学びを支援するコンテンツ制作環境を提供しています。

ソニーは、社員の安全と安心にも配慮しながら、変化を続ける社会・

働き方の中、引き続き社員が自主的にチャレンジし、成長する環境を

整備・支援し、「個」の成長とソニーの価値創造を進化させ続けます。

社員のエンゲージメント向上のための 
オンラインの取り組み

社員が直接コミュニケーションを取りにくい在宅勤務の環境下で

は、エンゲージメント向上のための取り組みが一層重要だと考えま

す。従来行ってきた取り組みを柔軟にオンラインへ移行させ、新たな

社員エンゲージメントを実現しています。

創業者の一人である井深が発案した「ランドセル贈呈式」は、小

学校に入学するグループ社員の子どもに特製のランドセルや文具

を贈呈するイベントです。60年以上継続して国内ソニーグループ各

社で贈呈式典を行ってきましたが、2020年は新型コロナウイルス感

染症への対応としてオンラインに切り替えて開催しました。

同様に、例年夏季に開催する社員の家族に向けた職場開放イベン

ト「ファミリーデー」も初めてオンラインのみで開催しました。映画、

アニメ、AI技術など、ソニーグループの多様な事業に関わるコンテン

ツをオンラインで提供し、国内グループ66社の社員とその家族が約

2万回アクセスしました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応

 事業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan) にかかる体制

ファミリーデー

ランドセル贈呈式
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 新たな働き方に向けたチャレンジ 
～海外の取り組み～

国内と同様に海外のソニーグループでも、新型コロナウイルスの

感染症対策として、在宅勤務の推進、社員の心身のケアに関する情

報提供などを実施しているほか、新たな働き方に向けたさまざまな

チャレンジが行われています。

多くの地域で研修や社内イベント、採用活動をオンラインへ切り

替えており、また、在宅勤務環境の整備に必要な費用を負担する、父

の日や母の日といった特別な日にオンラインイベントを開催し社員

にプレゼントを贈るなど、独自の取り組みを行っているケースもあ

ります。

各国のグループ各社の主な取り組み

ソニーミュージックエンタテインメント 

 リモートでの採用活動を実施。2,500回以上オンライン面接を実施し、1,000人以上に音楽業界での
キャリアについてアドバイスを実施 (北米・南米、欧州、アジア)
 複数地域にて、夏季は金曜日の午後を休みとする「Summer Friday」、金曜日の午後に会議を設定
せず他業務にあてる「Refresh Friday」など、柔軟な働き方を目指す施策を実施
 コロナ禍下での新たな働き方について研修を実施 (フランス) 
 社員の家族も参加可能なオンラインイベントを実施/週ごとのオンライン瞑想プログラムを開催・健
康に関する情報を定期的に発信 (メキシコ) 

ソニー・ノースアメリカ

 管理職養成プログラムのオンライン化
 トップマネジメントと社員がオンラインで対話する機会を創出
 マスクや消毒液の配布、出社時の健康チェック、オフィス内でのフィジカルディスタンスの確保や感染
予防策を実施

 オンラインの採用活動を実施
 ワーク・ライフ・バランスに配慮した柔軟な働き方の施策を実施 (夏季の業務時間短縮など)

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. 
(SOEM)

 従業員へのマスク・消毒液の配布、入構時の検温や操業中のフィジカルディスタンスの確保を実施
 社内オンラインイベントの開催、e-ラーニングの拡充

ソニーDADC

 各国拠点のディスク製造の事業所にて、感染予防策を実施
 製造ラインの社員のシフト勤務化や管理部門社員の在宅勤務への移行によりフィジカルディスタンス
を確保

 従業員向けのホットラインを設置し、事業所での従業員同士の距離を記録するレコーダーを導入 
(DADC Austria)

 従業員へのマスク配布・マスクデザインコンテストの開催 (米国/DADC Bolingbrook) 

DADC配送センターでのフィジカルディスタンス確保の様子

マスクコンテスト (DADC Bolingbrook) フィジカルディスタンスを取った出社時の検温 (SOEM)
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 人員情報
2020年度末の従業員数は、イメージング&センシング・ソリュー

ション、金融分野において人員増加がありましたが、エレクトロニク

ス・プロダクツ&ソリューション、映画、その他の分野において人員が

減少した結果、前年度末に比べ約2,000名減少し、約109,700名と

なりました。このうちエレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション分

野における人員減少は、主にマレーシアおよびブラジルの拠点閉鎖

によるものです。なお、ソニーグループ株式会社の社員数は、2020

年度末は約3,000名となっています。

ソニーグループにおける総社員数

ソニーグループにおけるビジネスセグメント別人員数

2020年度末のセグメント別の社員数は、ゲーム&ネットワーク

サービス、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、イメージン

グ&センシング・ソリューションが最も多く、約71,100名と全体の約

65%を占めています。続いて、金融事業が約12,900名、音楽事業が

約9,900名、映画事業が約8,000名となっています。

エリア別人員構成

2020年度末のエリア別の社員数は、日本国内が約50%、海外が

約50%となっており、海外における地域別の比率は、アジア・太平洋 

地域が19%、米国が12%、欧州が10%、中国大陸・香港地区が6%、そ

の他地域が3%となっています。

ソニーグループ株式会社における役員構成 (2021年6月22日現在) 

総数 (名) 内、女性 (名) 内、外国人 (名) 

取締役 11 4 36.4%) 4 36.4%) 

会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員 26  2) ※1 3 11.5%) 6 23.1%) 

※1     ) 内の数は、取締役兼任者数

取締役会の詳細は、取締役会のページをご覧ください。

 取締役会
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以下は2021年3月31日時点の情報です。日本  ) 内は、ソニーグループ株式会社の数値です。

社員数

日本 海外 全世界

総数  54,600 2,973) 55,100 109,700

社員  54,600 2,973) 55,100 109,700

内、契約)  6,600 97) 7,800 14,400

男性  40,700 2,226) 30,000※2 70,700※2

女性  13,900 747) 25,000※2 38,900※2

女性社員比率  25.5% 25.1%) 45.4% 35.4%

女性管理職比率  10.2% 15.2%) 37.4% 28.4%

※2 性別の申請があった社員のデータを集計しており、男女社員の合計と社員総数は一致していません。

平均勤続年数

日本 海外 全世界

総数 15.3 16.5) 8.7 12.0

男性 15.3 16.3) 8.8 12.6

女性 15.1 16.8) 8.6 10.7

採用数

日本 海外 全世界

採用数※3  4,292 709) 8,185 12,477

男性  2,758 588) 4,774 7,532

女性  1,534 121) 3,411 4,945

新卒採用競争倍率※4 男性 全体  - 13.4倍) - -

女性 全体  - 19.0倍) - -

男性 事務系  - 42.6倍) - -

女性 事務系  - 36.8倍) - -

男性 技術系  - 10.2倍) - -

女性 技術系  - 9.4倍) - -

※3 ソニーグループ (株) についてはソニーグループ (株) 本籍社員として一括採用した合計値。入社後、グループ会社へ出向した社員を含む
※4 ソニーグループ (株) のジェネラル・エンプロイメント・コントラクト (正社員) のみ

離職率※5

日本 海外 全世界

総数 2.9% 1.7%) 12.3% 7.2%

男性 2.7% 2.0%) 13.1% 6.6%

女性 3.7% 0.7%) 11.3% 8.6%

※5 正規社員、自己都合退職のみ

障がい者雇用率※6

日本

障がい者雇用率 2.48% 2.83%)

※6 社員数101名以上のみ、特例子会社含む。2021年3月時点。

年次有給休暇

日本

平均年次有給休暇取得日数 11.8 11.9)

平均年次有給休暇取得率 54.8% 52.6%)
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育児休業※7

日本

育児休職取得率  25.3% 12.1%)

男性  6.6% 2.5%)

女性  98.9% 96.3%)

育児休暇取得率  45.1% 45.5%)

男性  47.8% 59.0%)

女性  34.8% 0.0%)

育児短時間取得率  8.3% 7.9%)

男性  0.3% 0.0%)

女性  38.2% 34.8%)

育児休職復職率※8  97.0% 97.4%)

男性  96.4% 90.9%)

女性  97.3% 98.5%)

※7 2019年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、2020年度に制度利用した社員比率　
※8 育児休職復職率は、2020年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率

年齢構成別人員 (日本)

男性 女性

総数  74.8% 74.9%)  25.2% 25.1%)

30歳未満  8.8% 10.0%)  4.7% 3.7%)

30～39歳  16.5% 19.0%)  5.4% 6.9%)

40～49歳  24.3% 25.1%)  8.3% 8.3%)

50～59歳  21.7% 18.8%)  5.9% 6.0%)

60歳以上  3.4% 1.9%)  0.8% 0.3%)

職位別人員 (ソニーグループ株式会社) 

男性 女性 総数 女性比率

総数 2,265 752 3,017 24.9%

取締役※9 6 4 10 40.0%

社内取締役 2 0 2 0.0%

執行役員※10 37 3 40 7.5%

部長相当職以上 144 26 170 15.3%

課長相当職以上 227 44 271 16.2%

係長相当職 683 115 798 14.4%

その他 1,166 560 1,726 32.4%

うち、管理職総数 408 73 481 15.2%

うち、新規管理職登用数 30 4 34 11.8%

※9 最新の数値は上記ソニーグループ株式会社における役員構成 (2021年6月22日時点) 参照
※10 取締役兼務者含まず

管理職報酬の男女比※11 (ソニーグループ株式会社)

男性 女性

基本給の男女比 100 100

報酬総額の男女比 100 100

※11 役員を除く管理職の報酬平均の比較
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  ダイバーシティ、エクイティ& 
インクルージョン

 ダイバーシティステートメント
多様なビジネスをグローバルに展開しているソニーでは、多岐に

わたるバックグラウンドを持つ社員が働いています。事業と社員のダ

イバーシティ (多様性) は、ソニーの経営戦略上の強みであり、より

一層推進していくために、グループ共通の「ダイバーシティステート

メント」 (2013年) を制定しました。人材に対する理念にある、自立

した“個”の成長を支援し実現させる“場”であるソニーが、Purpose

を中心にともに成長していくためには、エクイティ(公平性）の観点を

大切にし、真のインクルージョンを実現させていく必要があります。

DE&Iを経営課題として捉え、さらなる進化に取り組んでいきます。

ダイバーシティステートメント
さまざまなビジネス分野での活動において多様な価

値観を尊重し、新たにチャレンジすることは、グローバ

ル企業としてのソニーのDNAでありイノベーションの

源泉です。ソニーは、その経営方針の一環として、健全

な職場環境の整備と多様な人材の採用・育成・登用に

より、グループ全体でダイバーシティを推進します。

 ダイバーシティ&インクルージョン

 ダイバーシティウィーク
ダイバーシティウィークは、ダイバーシティに関するイベントを世

界中のソニーグループ各社で集中的に行うことにより、ダイバーシ

ティの意義について「社員の認知・理解を高め、意識・行動変革へつ

なげる」ことを目的に開催しています。各イベントでは、これまでと

異なるものの捉え方や積極的なコミュニケーションを促し、人種、国

籍、障がい、性別、性的指向や価値観、働き方といったさまざまな多

様性について深く考える機会を提供し、社内にとどまらず他企業や

社外団体などにも参加を呼びかけ、社会への発信も行っています。

 多様な事業と地域を越えた社員の活躍

事業を越えた社員の活躍
幅広く事業を展開するソニーでは、商品・サービス・コンテンツの開

発やマーケティングにおいて、事業を横断して多様な社員が協業し、新

しい挑戦を続けています。2020年度は、ソニーグループ全体で、2,100

人が法人を越えて異動しました。こうしたさまざまに広がるキャリアの

機会と事業を越えた人脈を通して、より多くの協業が生まれています。

地域を越えた社員の活躍
2021年3月末現在、ソニーでは、グローバルな人材活用、技術や

知識の移管、新しいビジネスの立ち上げなどを目的とし、約980名

の社員が世界各国・地域での業務に派遣されています。そのうち海

外グループ各社からの異動者は約100名おり、また43％が上級管理

職として、世界中のさまざまな事業領域で活躍しています。また、国

を越えたグローバルな人材の異動を、さらに円滑かつ効率良く実現

するために、各国人事の専門家を集め、多様な海外アサインメント

形態に対応できるソニーグループ共通のポリシーやガイドラインを

整備し、常に改良を加えながら今に至っています。2020年度は、世

界的な新型コロナウィルスの感染拡大にともない、人材の異動が困

難な状況にありましたが、各国の入国規制や方針をふまえ、慎重に

状況を見極めながら柔軟な対応を行ってきました。

また、国内ソニーグループでは、国籍・言語に関係なく社員がより

働きやすい環境づくりを目指して、入社後のフォローアップや社員

間ネットワークの構築、キャリア支援など、あらゆる角度からさらな

るサポートの充実に取り組んできました。例えば、日本語を母国語と

しない外国籍社員が英語で社内生活を送ることができるよう、既存

の社内ウェブサイトやシステムのバイリンガル化など、社内インフラ

の整備を継続して推進しています。

さらに、ダイバーシティ推進に取り組んでいるDIVI@Sony※1のプ

ロジェクトメンバーと協働で、外国籍社員と彼らの上司、同僚に対し

アンケートやインタビューを実施し、外国籍社員の活躍推進のため

の課題を洗い出し、必要な施策の検討・実施に取り組んでいます。

具体的には、外国籍社員同士のネットワーキングを目的としたイベ

ント”Sony Happy Hour”の定期開催や、ロールモデルとしての外

国籍社員マネジメントへのインタビュー、異文化コミュニケーション

イベントの開催、社外のグローバルに活躍している方を招いたダイ

バーシティ講演会等、外国籍社員が自身のキャリアについて考えた

り、ヒントを得られたりする機会を提供するとともに多様性を尊重

するカルチャーの醸成に継続的に取り組んでいます。

※1 Diversity Initiative for Value Innovation at Sonyの略

多様な人材の採用
ソニーは世界のさまざまな国／地域に製造、設計、販売、サービ

ス、そしてR&Dの拠点を有し、国／地域・拠点ごとのニーズに合わ

せて優秀な人材を獲得しています。各国／地域での採用活動では、

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの考えを徹底し、多様

な人材の採用につなげています。また、外部団体と連携し、マイノリ

ティの採用も積極的に行っています。

日本においては、グローバルに展開するR&DやSony AIでは先端

技術開発や、ビジネスを推進できる人材として、国籍を問わず海外

の人材を採用する活動を強化しており、世界から優秀な学生や経験

者の採用を積極的に推進しています。

また、重点領域を中心に世界中の優秀な学生を対象とするイン

ターンシッププログラムを実施し、日本・欧米諸国・アジア諸国等、幅

広い国／地域の学生を受け入れています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/
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 多様な社員が活躍する職場環境

女性活躍推進の取り組み
ソニーでは、ダイバーシティ推進の一環としてグローバルに女

性活躍を推進しております。2020年度末時点の女性社員比率は

35.4%、女性管理職比率は28.4%です。

国内では、2020年度末までに女性管理職比率をソニーグループ

10%、ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) 15%とすること

を目標とし、さまざまな施策を展開してきました。取り組みの結果、

国内ソニーグループは10.2%、ソニー株式会社 (現ソニーグループ株

式会社) は15.2%と双方目標を達成しました。ソニーグループ株式

会社は、①2025年度に向けては女性管理職比率20%以上 ②男女

とも育児休業・休暇をあわせた取得率100%、男性は平均10日以上

の２つの目標を掲げています。他のグループ各社もそれぞれで目標

を設定し、主体的に取り組みを進めます。厚生労働省の「女性の活

躍推進企業データベース」にて女性活躍推進法に基づき、グループ

各社が情報公表や行動計画の公表を行っています。

国内外の具体的な取り組みとしては、リーダーとしてのスキルと

意識づけ、ネットワーク形成を支援するため女性リーダー育成プロ

グラムなどを実施し、育成機会を提供しながら成長を支援していま

す。2021年3月には国際女性デーを祝し、「多様なキャリア・自分らし

いリーダーシップ」と題し、R&Dの女性デピュティシニアゼネラルマ

ネジャーより、自らキャリアを築いていくためのヒントを得ることを

目的とした講演会を開催しました。

 次世代育成支援対策推進法 ソニーグループ株式会社 行動計画

  女性活躍推進法 ソニーグループ株式会社 女性活躍推進に

 関する行動計画

  ソニーグループ株式会社 女性活躍の優良企業として

 厚生労働大臣認定「えるぼし」最上位認定を2016年に取得

国内主要会社の女性管理職比率目標 (2025年度末)

社名
2025年度末

女性管理職比率
目標

ソニーグループ株式会社 20%

ソニー株式会社 7%

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 4.7%※1

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 15%※2

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント (日本) 28%

ソニーフィナンシャルグループ 15%※3

※1 女性活躍推進法に基づく行動計画において定めた2025年度末女性管理職目標人数の対2020年度
末管理職数における比率

※2 ソニー・インタラクティブエンタテインメント日本法人の目標数値
※3 ソニーフィナンシャルグループ各社において定めた女性活躍推進法に基づく行動計画目標数値から

女性管理職比率を算定、合算した数字
ソニーグループにおける女性社員および女性管理職比率  (年度) 

単位 2015 2016 2017 2018 2019 2020

全グループ※1 ※2
女性社員比率 ％ 29.5 29.3 33.6 34.3 35.6 35.4

女性管理職比率 ％ 22.2 23.9 25.3 27.3 28.3 28.4

日本※1 ※2
女性社員比率 ％ 21.3 21.0 22.1 22.7 23.3 25.5

女性管理職比率 ％ 6.5 7.0 8.4 9.0 9.3 10.2

米国
女性社員比率 ％ 37.5 38.1 38.7 37.8 36.8 38.2

女性管理職比率 ％ 33.0 35.5 37.4 40.0 40.0 40.7

中国大陸、香港地区
女性社員比率 ％ 43.8 55.5 56.6 48.9 54.7 53.8

女性管理職比率 ％ 31.6 40.1 40.1 32.2 34.9 38.8

 アジア・太平洋地域※3
女性社員比率 ％ 43.8 37.2 49.4 46.2 57.6 53.4

女性管理職比率 ％ 33.7 34.5 29.1 32.8 31.8 29.4

欧州
女性社員比率 ％ 34.5 36.9 35.9 37.2 37.0 36.3

女性管理職比率 ％ 33.6 34.9 37.5 35.3 36.7 37.7

その他※4
女性社員比率 ％ 41.4 41.5 38.5 36.4 38.1 37.8

女性管理職比率 ％ 28.1 37.4 37.9 34.2 36.6 37.4

※1 いずれも各年度末3月31日時点のデータに基づく集計。なお、国・地域・法人により「管理職」の定義が異なる場合がある
※2 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) (2021年3月末時点) 女性職位者比率15.2％ (社外取締役は除く) 
※3 該当地域：東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区
※4 該当地域：中近東、中南米、アフリカ、カナダ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/japan/jisedai_action_plan/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/japan/jisedai_action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/jisedai_action_plan/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
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ソニーグループ各国・地域における女性の活躍推進の
主な取り組み

ソニーグループ
 (日本) 

国際女性デーを記念し、ソニーグループ (株) 
(旧ソニー (株) ) R&Dセンターの女性シニア
マネジメントによるオンライントークイベント
を開催しました。キャリアについて、またリー
ダーとして大切にしていること、困難とその
乗り越え方についての話に続く、Q&Aには多
くの質問が寄せられ、インタラクティブなセッ
ションとなりました。

ソニーグループ
 (北米) 

ソニーミュージックグループでは 、音 楽コ
ンテンツのディストリビューターの「 T h e 
Orchard」の技術部門が、女性のSTEM領域
での活躍推進に取り組むNPOである Black 
Girls Codeと#BuiltByGirlsの双方と提携
して、プログラミングを通じて若い女性が
STEM領域に触れ、継続的に学べるように情
報提供するイベントを開催しました。

ソニーグループ
(中国)

10人を超える女性リーダーにインタビューを
行い、それぞれのリーダーシップ、強みやチャ
レンジ、ワークライフバランスなどの考えを記
事と動画にし、社内外に公開しました。多様
なリーダー像の紹介として取り組みを継続し
ていきます。

※STEM：「Science (科学) 、Technology (技術) 、Engineering (工学) 、Mathematics 
(数学) 」の教育分野を総称する言葉。

障がいのある社員の活躍推進の取り組み
ソニーでは、障がいのある社員の雇用や支援についても、それぞ

れの国や地域の法令や規範を遵守し、障がいの有無に関わらずキャ

リア構築ができるインクルーシブな職場環境づくりを進めています。

創業者の一人である井深大の「仕事は、障がい者だからという特

権なしの厳しさで、健丈者※1の仕事よりも優れたものを、という信念

と自律の精神を持ってのスタートでした」という言葉にもあるよう

に、トップマネジメントが障がいの有無に関わらない働き方や環境

づくりを推進し、ひとりの社員として活躍できるように取り組んでき

ました。

国内ソニーグループの障がい者雇用においては、ソニー人事内の

専門組織を中心に、特例子会社制度が法制化される前の1978年に

設立されたソニー・太陽株式会社※2と、知的障がい者・精神障がい

者に就労機会を広げているソニー希望・光株式会社の2社で培った

雇用ノウハウやグループ各社の実例を集約し、合理的配慮の共有化

や雇用環境整備を行っています。またグループメリットを生かした

合同の採用活動も10年以上継続しており、グループ一体となった活

動をしています。2019年には、ソニー生命保険株式会社がソニーグ

ループとして3社目の特例子会社「ソニー生命ビジネスパートナーズ

株式会社」を設立。国内各グループ会社それぞれでもインクルーシ

ブな環境づくりを推進し積極的な雇用を行っていきながら、自分ら

しく働ける環境も用意しています。配属職場に対しては、受け入れ

環境整備や社員の意識向上を目的としたガイダンスを実施し現場

への雇用ノウハウの浸透を図り、特例子会社の障がいのある社員が

プログラムした意識啓発研修なども開催しています。2016年の法令

改正以前に合理的配慮のグループガイドラインを作成するなど、働

く障がいのある社員と個別に十分な話し合いの上で配慮を行える

環境も整ってきました。

海外グループ会社においても、国や地域の専門機関との連携や

地域の特性に合った障がい者雇用を実践しており、外部の評価やそ

の地域での障がい者雇用を代表する会社となる事例も出てきてい

ます。日本の特例子会社や障がい者雇用の考え方を学んだりノウハ

ウを相互で共有する機会なども設け、日本だけでなくグローバルに

井深の考え方を実践したソニーらしい障がい者雇用を推進してい

ます。

その他、地域社会へ影響のある取り組みとして、コロナ禍下で社

会との接点が少なくなっている障がいのある学生に対し、オンライ

ン開催で働くことやキャリア構築のための意識啓発を行うイベント

を実施しました。ソニー・太陽株式会社では、小中学生に向けた「イ

ンクルージョンワークショップ」をオンラインなどで開催し、障がいの

ある人もない人も、ともに科学の面白さを体験できる機会を提供し

ました。ソニー希望・光では、ソニー内のソフトウェアや開発に関わる

ような業務を受託し障がいの特性や個人の特性を生かし幅広い人

材の採用が可能となり、精神・知的障がいのある社員のチャレンジ

の場を広げています。

このように、グループ全体で障がいのある方の活躍をバックアッ

プし、法令遵守にとどまらず、働く環境への配慮やダイバーシティ、

エクイティ＆インクルージョンの意識向上を積極的に推進している

中、2019年12月には障がいのある人のインクルージョンに焦点を当

てた世界経済フォーラムのイニシアティブ「The Valuable 500」に

署名しました。2021年5月には、同イニシアティブに署名する500社

から、ほか12社とともにIconic Leadersに選ばれました。自社の障

がいのある人の雇用や製品・サービスのアクセシビリティを考える

ことにとどまらず、グローバルな社会全体に対して障がいのある人

のインクルージョンをリードしていきます。これまでのファウンダー

の思いやソニーのさまざまな取り組みを広げることは、ソニーの存

在価値とリンクする内容だと考えています。

なお、ソニー株式会社 (2021年3月末時点) の2020年度の障が

い者雇用率は2.83%、国内ソニーグループ (社員数101名以上・連

結) の平均雇用率 (2020年3月) は2.48%となり、日本の法定雇用

率 (2.3%) を上回る雇用を実現しています。

※1 障がいがなく「丈夫」な人はいるが「常に」健康な人はいないという、創業者の一人である
井深大の考え方を踏まえて表記したもの。

※2 ソニー・太陽株式会社は、工場設備から各種制度まで幅広くユニバーサルデザインの思
想を取り入れており、現在はインクルーシブデザイン (製品の使いやすさ、作業環境、教育
など、あらゆる面で万人のニーズに対応するようさまざまな人が企画構想、設計段階から
参画し包括的にデザインすること) という考え方に発展させています。障がいの有無にか
かわらず、誰もが同じように働ける環境づくりを推進した工場運営を行っています。
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ソニーグループ各国・地域における障がいのある社員の
活躍推進の主な取り組み

ソニーグループ 
 (グローバル) 

障がい者がビジネス、社会、経済にもたらす潜
在的な価値を発揮できるような活躍推進に取り
組む国際イニシアティブ「The Valuable 500」
において、推進役として国や地域、業界をリード
するIconic Leadersとして選ばれました。

ソニーグループ 
(米国) 

ビジネスにおける障がい者インクルージョン
とエクイティ (公平性) を推進するグローバ
ル組織であるDisabil i ty: IN の活動に賛同
し、ソニーインタラクティブエンタテインメント 
(米) が各社CEO、投資家などが参加するCEO 
Letter on Disability Inclusionに署名。ソ
ニー・コーポレーション・オブ・アメリカなどもコ
ミットしているDisability:INおよびAmerican 
Association of People with Disabilities
が制定した障がい者インクルージョンの包括
的なベンチマークツールDisability Equality 
Index (DEI) も活用していく。

エレクトロニク
スビジネス
 (アジア) 

Sony Digital Products (Wuxi) の取り組
みは政府からの評価も高く、中国障がい者連
盟全国大会で模範企業として紹介されまし
た。また、グループ会社を巻き込んで障がい
者雇用を共に推進し、中国ソニーグループの
代表として、国連労働機構の下部組織である
Global Business and Disability Network 
(GBDN) に加盟し、障がい者雇用推進に尽力
しています。

ソニーグループ 
(日本) 

国内ソニーグループでは、障がいのある方の採
用をグループ全体で取り組んでいます。
例年開催しているグループ合同採用面談会を
オンライン化し、12社合同で実施しました。イン
タラクティブに参加者と企業が交流できるイベ
ントとなるようなインフラを用い、障がいのあ
る方のより幅広い参加を実現しソニーグルー
プと接点確保を実現しました。

LBGTQ＋社員に配慮した職場環境の整備
ソニーでは、LBGTQ＋※1の社員が、自分らしく、安心して働ける職

場づくりを国や地域の実情に合わせて推進しています。

日本では、具体的取り組みとして、配偶者にも適用される人事関

連制度の一部※2を同性パートナーにも適用、全社員を対象としたe-

ラーニング研修の実施、ワークショップの開催などを行っています。

その他、社内での通称名の使用、多目的トイレの設置、男女兼用

のユニホーム、採用時における性別欄の任意記入、個室 (トイレ・浴

室付) 社員寮の準備など、多様な社員をサポートするインフラの整

備を行っています。

このように、環境面や制度面の整備の他にも、誰もが自分らしく

働けるための意識啓発イベントを社内外に発信したり、採用活動で

の応募書類では性別欄の記載を任意とするなど、安心して働いてい

ける環境整備に取り組んでいます。

※1 LGBTQ＋とは、レズビアン (Lesbian) 、ゲイ (Gay) 、バイセクシュアル (Bisexuality) 、トラン
スジェンダー (Transgender) 、クィア (Queer) 、クエスチョニング (Questioning) の頭文
字に、その他のセクシュアリティーの人 (＋) を加えた総称。ストレート (異性愛者) およびシ
スジェンダー (出生時の性と性自認が一致している人) ではないと自認する人々の総称と
して広く使用されている表現。

※2 人事関連制度の一部とは、結婚祝い金や忌引、家賃補助、社員家族イベントへの参加など。

ソニーグループ各国・地域における 
LGBTQ＋啓発活動の取り組み

ソニーグループ 
 (日本) 

LBGTQ＋当事者を招いた社内講演会をオン
ラインで実施し、これまでは会場に来ること
が難しかった遠方の事業所の社員も参加し
やすくすることで、国内ソニーグループ社員
がLBGTQ＋についての情報に触れる機会を
広げました。また、NPO法人ReBitが開催し
たRainbowCrossing2020に協賛・参加し、
ソニーグループのLBGTQ＋施策をはじめと
したダイバーシティの取り組みを社外にも広
く発信しました。このような社内外における
LBGTQ＋の理解を促進する活動が評価さ
れ、任意団体work with PrideによるPRIDE
指標において、ゴールドを獲得しました。

ソニーグループ 
 (米国) 

米国では、ソニー・ピクチャーズ エンタテイ ン
メント、ソニー・コーポレーション・オブ・アメ
リカ、ソニー・インタラクティブエンタテインメ
ント、ソニー・ノースアメリカが、LBGTQ＋の
社員が働きやすい企業を表彰するHuman 
Rights Campaign Foundationが定める 
Corporate Equality Indexで最高の100%
という評価を得ました。この得点は、LBGTQ＋
の社員を支援するための会社の規則や、施
策を通じて実現される、組織の中での公平性
を表したものです。その他、LBGTQ＋プライ
ドパレード活動へマネジメントや社員が参加
し啓発活動を推進しています。

ソニーグループ 
 (欧州) 

LBGTQ＋プライドパレード活動にマネジメント
や社員が参加し、啓発活動を推進しています。
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 社員の成長と活躍

～ソニーが個の成長を支援し、 
個のチャレンジがソニーを成長させる～
ソニーにおいて「人」は最も重要な財産であり、「人」の

成長こそが最も重要な経営基盤のひとつであると考え

ています。社員のさらなる意欲向上と成長促進のため

に、職場における日々の業務を通じた育成に加え、個人

の能力・専門性を高めるための教育を世界各国・地域

のニーズに沿って幅広く展開しています。また、世界各

国・地域でビジネスを展開しているソニーにとって、グ

ローバルな視点でビジネスをリードできる人材は必要

不可欠であり、そうした人材を積極的に育成、認知、登

用するとともに、彼らが活躍できるよう、さまざまな取り

組みを行っています。

 社員のスキルアップとキャリア

社員のスキルアップ
ソニーは、求める人材像の共通要素を「人間力」「仕事力」「志・変

革力」と整理し、それぞれ役割に応じて求められる能力を体系化し、

集合研修やe-ラーニングなど、目的に沿った学習形態で全社的に強

化を図っています。

特に、会社の成長・社員の成長にはマネジメントの役割が大きい

と考え、国内ソニーグループでは、組織力を最大化するための実践

的ピープルマネジメントを身に付ける「マネジメントオリエンテー

ション」を立ち上げ実施しています。エレクトロニクス各地域 (北米、

南米、欧州、アジア) 、エンタテインメント (音楽、映画) においても、

リーダーシップ開発やコーチングなどさまざまな施策で、ソニー全体

のマネジメント力強化を図っています。

また、必須研修のみならず、社員の自発的な学習を促す施策にも

注力しており、講演会の実施、社外研修機関との提携、オンライン

学習の拡充など、社員のニーズに沿った学習スタイルを提供してい

ます。例えば、ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは幅広いト

ピックを網羅したオンラインコース：LinkedIn Learningを社員へ

提供、ソニー・ミュージックエンタテインメントでは「My Learning」

という学習管理システムを立ち上げ、各社員の状況に基づき、多様

かつパーソナライズされたコンテンツを持つ学習ライブラリを提供

しています。

2020年度の研修実施状況は、以下の通りです。

人材育成

日本 海外 全世界

プログラム数 1,300 8,700 10,000

実施総回数 (回) 3,200 16,000 19,200

受講者総数 (延べ人数) 105,500 210,200 315,700

延べ受講総時間（時間） 499,400 762,600 1,262,000

社員のキャリア開発支援
ソニーでは、従来から社員のチャレンジマインドを尊重し、それを

積極的に引き出すことにより、社員一人ひとりとビジネス双方の成

長につなげてきました。

国内ソニーグループでは、社内人材を公募する「社内募集」制度を

他社に先駆け1966年に開始し、55年にわたって運用してきました。

これは社員の新たな職務へのチャレンジをベースに、適材適所の人

材配置と重要ビジネス強化についても同時に実現することを狙い

としたもので、これまでに延べ7,500名以上の異動実績をあげるな

ど、ソニーのDNAである“チャレンジ”を人事制度の面から推進する

欠かすことのできない仕組みとして定着しています。

2011年度には、「グローバル・ジョブ・ポスティングシステム」を全

世界に展開し、そこに掲載された求人にはどの国からでも応募が可

能となりました。

さらに、2015年度には、現在の仕事を継続したままで公募した仕

事やプロジェクトに参画することにより、専門性・知見を幅広く活用

し、社内ネットワーク拡大にも寄与する「キャリアプラス」という社員

の社内“兼業／副業”を推進する制度を導入しました。

また、より個人にフォーカスしたキャリア開発の仕組みとして、優

秀な社員に「フリーエージェント (FA) 権」を付与、権利行使者の情

報をグループ内で広く共有することにより、新たなフィールドに活

躍の場を広げていくことのできる、“プロ野球型”の「社内FA制度」

や、社員自ら自身のプロフィールを登録することで、スキルや経験

に合致する求人がある場合、求人中の職場や人事から声がかかる

「Sony CAREER LINK」など、従来の公募制度に新たな仕組みを加

え大幅に拡充しています。

毎年秋には“キャリア月間”と名づけた、社員の成長の機会を作り

出す取り組みを行っており、キャリア・育成意識啓発の講演会やキャ

リア相談窓口を活用できる他、社員が自分のキャリアと成長につい

て上司と直接話し合いを行い、それぞれの社員固有のキャリアの形

成を実現しています。現業務を通じた成長支援の観点では、2016

年度よりソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) をはじめと

したグループ各社にて評価制度を刷新し、上司・部下間の年間を通

じたコミュニケーションを通して、個々人の掲げた高い目標の達成

に向けた進捗のみならず、社員の日々の行動といった側面からも

フィードバックすることで、より一層本人の気づきや成長につなげる

取り組みを行っています。

このように社員のチャレンジマインドを引き出す取り組みをこれま

で以上に充実させ、ソニーグループ内での経験値の向上を通じた社

員のキャリアアップを全社で積極的に支援していくことにより、ソニー

のPurpose (存在意義) である「クリエイティビティとテクノロジーの

力で、世界を感動で満たす」ための大きな原動力としています。
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人材育成コンセプトを体現する場「PORT」
ソニーが持続的にPurposeを実現し、社会に価値を提供していくた

めには、ソニーグループの多様な事業とその事業を動かしている多様

な社員が、学びあい、成長し続けるカルチャーを育み、環境を充実させ

ていくことが重要であると考えています。PORTとは、高い志と多彩

な専門性、多様なバックグラウンドや価値観を持つ社員が事業や地

域を越えて有機的に接することができる場であり、ソニーグループ社

員が集まり、つながり、シナジーを起こすことで、個人としても成長し、

ソニーの新しい未来を創造するための人材育成のコンセプトです。

そのコンセプトに基づき、PORTでは、社員が自発的に企画した講

演会・勉強会・ワークショップ・ブレインストーミングなどを数多く実施

しています。2020年度、オンラインの勉強会が100回以上開催され、

年間でのべ15,000名以上が参加しました。内容は、リモート環境での

業務を支援するオンライン会議ツールや動画作成ツールの活用セミ

ナー、AI関連のワークショップやキャリア開発の講演会、話題の書籍

の読書会など多岐に渡っています。イベント後の登壇者とのオンライ

ンQ&A会や、学び合うコミュニティづくり支援など、学びのテーマと

共に学びのスタイルについても常に探索しています。さまざまな国や

地域で働くソニーグループの社員が、地理的な制約を越えてつなが

り、成長の機会を共有しています。

活動を支える場である「PORT 品川」「PORT みなとみらい」では、

オンラインでの活動を支援する環境を整備しました。社員は、ソニー

のカメラを中心とした機材を活用し、専属スタッフの支援を受けなが

ら研修や学びの活動の収録・配信、コンテンツ制作を行うことができ

るようになりました。

このような取り組みにより、さまざまな国や地域で活躍するソニー

グループ社員がつながり、自主的に学びあい続けることを実現して

います。

リアル／リモートで社員の自発的な学びの活動を支援するPORT みなとみらい

PORT みなとみらいに設置された、学びのコンテンツを制作・発信を支援するスタジオ

ベテラン・シニア社員のキャリア支援施策
人生100年とも言われる時代にあって、働くことと、そして、人生

の将来設計については、決して一律・一様ではなく、個人個人によっ

てさまざまなニーズと価値観が存在し、多様化しています。こうした

中、ソニーでは、経験豊富なベテラン・シニア社員にフォーカスし、ソ

ニーの中でいきいきと働きながら、ライフプランを主体的に考え、設

計し、実行に移していくためのキャリア支援施策「キャリア・カンバ

ス・プログラム」に取り組んでいます。創業以来の理念である「自分

のキャリアは自分で築く」に即した内容として、キャリア形成に関す

るワークショップや、さらなる自己成長に向けた学び直しへの費用

支援など、さまざまな施策を行っています。

 技術者の育成・活躍
ソニーのPurpose (存在意義) である「クリエイティビティとテク

ノロジーの力で、世界を感動で満たす」ために、新たな顧客創造へと

つながるイノベーションを起こすことが不可欠です。技術者が、機能

価値と感性価値を提供し、感動を生み出す商品を創り出すため、ソ

ニーは技術を追求し続けています。

領域別の技術戦略コミッティによる組織間連携
ソニーは、持続的な高収益の実現に加えて、長期視点での社会価

値創出を目指しています。持続的に価値を創出し成長を続けるため

には、事業と人材の多様性を生かし、さらに進化させていく必要が

あります。多様なバックグラウンドや価値観を持つ社員一人ひとり

が有機的に交わり、持続的に成長していくことこそが、ソニーの成長

そのものであると考えています。組織横断でさまざまな分野の知を

共有し、体系的に技術を進化させ、人材の成長を促進するという技

術戦略コミッティが果たす役割は、ソニーが持続的に価値を創出し

成長を続けるために大きな意義を持っています。事業本部・グルー

プ会社を横断した領域別の技術戦略コミッティを2015年度に設立

し、約1,300人が活動に参画し、交流しています。
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領域ごとに各グループ会社から選出された専門家によって技術

戦略コミッティが構成され、領域代表のもとに技術革新と組織的な

技術の横展開をしています。また、技術は人によって培われますの

で、技術戦略コミッティでは、人材に関する施策も併せて実行してい

ます。基幹技術研 修のような人材育成の施策、さらには人材の獲得

といった施策まで、技術領域ごとの特徴にあわせて、グループ会社

の垣根を越えて取り組んでいます。

技術研修
国内ソニーグループでは、各技術領域の第一線の専門性を有する

約300名の技術者が講師となり、「基幹技術研修」のカリキュラム・テ

キストを開発し、技術者の専門性向上に寄与しています。技術力の基

盤となるこの研修は、1980年代から培われ、各技術分野の高度な専

門性を保有し代表となる社員が、各事業領域の現在やソニーの方向

性から需要のあるテーマを選定し企画しています。ひとつの専門性を

深めるだけではなく、横への展開、学び直し等、保有技術のブラッシュ

アップに活用されています。

新入社員の育成は、社内有識者のもとに企画された共通技術研修

と、各ビジネス組織が企画するビジネス固有の技術領域に特化した研

修により、基礎力を養成しています。

関連領域の最先端技術について学ぶ機会は、寄付講座、社外専門

家を招いた講演会・研修、社内オープンハウスなどさまざまな形態で

提供され、技術者としてのさらなる向上へつながっています。

2020年度は、研修の実施形態のオンライン比率を20%から80%に

高め、AI系の学習コンテンツの充実に取り組みました。その結果、のべ

23,000名の社員が受講しました。受講者の評価も2019年度から大き

な変化はなく、技術者の成長機会を継続的に提供しています。

Sony Outstanding Engineer Award
Sony Outstanding Engineer Awardは、エンジニアの新たな

挑戦を加速させるために設立した、ソニーグループにおけるエンジ

ニア個人に与えられる最も価値の高い賞です。ソニーがお客様の感

性に訴える商品・サービスを開発するためにチャレンジすべき技術

課題は、要素技術開発に加えて、独創的な技術の融合や複雑なシス

テムの最適化など、多様な範囲に及んでいます。この制度により、社

員一人ひとりがチャレンジングな課題に積極的に取り組み、さらに

大きな価値創造に取り組む風土の醸成と、技術者のモチベーション

向上を図っています。

Corporate Distinguished Engineer制度
Corporate Distinguished Engineer 制度は、「クリエイティビ

ティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というソニーの

Purpose (存在意義) のもと、持続的な成長を支える技術戦略の策

定および推進と人材の成長支援を加速していくことを目的とするも

のです。重要な技術領域において高度な専門性と技術的見識を有

し、下記「DEのミッション」を担い遂行することができる技術者を全

社から選任し、Distinguished Engineer (DE) の称号を付与する

制度です。当制度によって、「ソニーの技術の顔」として技術戦略策

定や人材成長支援をリードする役割がソニーにとって重要であるこ

とを示し、社内に公開することで、後進の技術者へのロールモデル

の提示につなげています。

「DEのミッション」
変化の兆しを捉え、ソニーの持続的な成長のために、技

術戦略の策定および推進と人材の成長支援を行う

 既存の枠組みを超えて経営戦略の元となる技術戦略を

策定する

 世界の人々と繋がり変化の兆しを捉え、経営戦略の実行

を技術で後押しする

 ポテンシャルをもつ技術者を発掘し、成長支援を行う

Sony Technology Exchange Fair
STEF (Sony Technology Exchange Fair) は、ソニーの技術

者が日ごろの研究開発テーマを社内に向けて発信し、多くの社員

と意見交換を行うことで新たな価値創造を目指すソニーグループ

全体の技術交換会です。グループ各事業にわたる技術展示を中心

とした場であるとともに、社内外講師を招いた講演会やセミナー、

Distinguished Engineer (DE) を座長としたパネルディスカッ

ション、Sony Innovation Fundの投資先を中心としたオープンイ

ノベーションショーケースも併設し、専門性と知識に磨きをかけて

います。1973年から毎年開催されており、この場をきっかけとした

事業展開は数多くあります。2020年度は新型コロナウイルス感染

症の影響を踏まえ、初のオンライン開催となりましたが、国内外の

ソニーグループ各社から12,000人を超える社員が参加しました。
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ソニーがこれまで顧客価値として提供してきたリアリティ (Reality) 、

リアルタイム (Real-time) に加えて、リモート (Remote) を追求す

る「3Rテクノロジー」の切り口でテーマを集め、オンライン上で技術

者がそれぞれのテーマ説明やデモンストレーションを実施すること

で、これまで同様の活発な意見交換が行われました。また社内外講

師やDE等によるオンラインセミナーも37セッション開催しました。

今後も、「人」を軸としたソニーの幅広い事業ポートフォリオをテクノ

ロジーで進化させ、製品やサービスなど組織の枠を超えた社員同士

の意見交換を推進し、テクノロジーの融合を通して、「人」「社会」「地

球」が抱える課題の解決に貢献するイノベーションを目指していき

ます。

発明考案報奨制度
ソニーでは、従業員の発明に対し、特許法における職務発明の規

定に従い、報奨制度を定めています。発明に対する従業員のモチ

ベーションを高め、より優れた特許の創出を促進することで、事業の

強化に貢献することを目的として、公平で適切な報奨制度を設けて

います。

 経営人材・将来のリーダー育成
ソニーは、グローバルに活躍できる基幹人材の育成に取り組んで

います。

“ソニーユニバーシティ (Sony University) ”は、グループ経営を

リードする人材の育成を目的として2000年に設立され、1.経営ビ

ジョンと戦略を描きリードする人材の創出、2.ソニースピリッツの継

承、3.グループ経営を行うための人的ネットワークの形成をミッショ

ンに掲げ、ソニーの経営者およびビジネスをけん引するグローバル

リーダーを育成する場として、教育プログラムを実施しています。

例えば、全世界の多様なビジネス組織を代表するリーダーが各地

から集まってイノベーションマインドやスキルを磨くプログラムや、

国内ソニーグループの現部長、課長、若手リーダークラスの中から将

来の経営者として期待される選抜メンバーが、経営リテラシーや人

間力を培う約半年間のプログラムなどを実施し、活発な人的交流や

相互啓発により、切磋琢磨する場を設けています。2020年度は、新

型コロナウイルス感染拡大により一部セッションをオンラインに変

更しましたが、部長、課長、若手リーダーそれぞれのコースをまたい

だチーム編成によるトライアングルメンター制度を新たに導入する

など、受講生同士のネットワーキング形成の機会を多く設けました。

また、持続的に将来のリーダー・経営人材を輩出するために、ソ

ニーグループ横断的なサクセッションプランの策定や、定期的なタレ

ントレビューを行っています。そして、包括的なローテーションを事

業領域や地域を越えて行うことで、優秀な人材を将来のグローバル

リーダーに育てています。

ソニーグループ各国・地域における経営人材・将来のリーダー育成の主な施策

エレクトロニクス
ビジネス

(日本)

ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社では、社員が能動的に学習し、ノウハウを蓄積しなが
ら人間力と専門性を高め、真のプロフェッショナルとなることを趣旨に2018年に「ものづくり総合大学」　(企業内人材育
成機関)　を設立しました。2020年度は、優れた技術、技能の保有者を認定する制度の導入、中期的な技術力強化と、技術
伝承の観点から「ものづくり技術」に関する幅広い内製プログラムを提供し、2020年度は約1,060名の社員が利用していま
す。また、女性リーダー、基幹人材、グローバル人材の育成に注力し、視点や視座を高める学びの場を提供しています。

エレクトロニクス
ビジネス
 (北米) 

ソニー・ノースアメリカの起業家精神やリスクを取る意欲などのミッション・ビジョン・バリューズは、人材育成でも体現さ
れています。“LEAD”プログラムでは、Purposeを基軸としたマネジメント、他者への影響力など、個々の状況に応じたリー
ダーシッププログラムを用意しています。
“Development Studio“プログラムでは、リーダーシップの研鑽とビジネス課題に取り組むリサーチプロジェクトを組み合
わせているほか、"EMERGE"プログラムでは、ビジネス洞察力やリーダーシップを養い、新たな職への登用へとつなげてい
ます。これらのプログラムは、さらなる成長を期待される社員が、エンゲージメントやダイバーシティの重要性、自社ビジネス
への理解を深め、ソニー社員として求められる行動を実践することにつなげています。

音楽ビジネス

ソニー・ミュージックエンタテインメントでは、社員の能力開発とビジネス・イノベーションを融合させる”Amplify”プログラ
ムを開始しました。豊富な内容によって構成された7カ月間のプログラムで、意欲と能力の高い社員を真のイノベーターにす
ること、そして人材の競争戦略として将来の基幹人材候補により早期に投資することを目的にしています。参加者からのさ
まざまな提案や新たな試みを通して実際のビジネス成果も出しています。

映画ビジネス

ソニー・ピクチャーズエンタテインメントでは、優秀な基幹人材の育成を支援するため、社員のキャリアにおける重要な段階
で、リーダーシップと業界特有の経営力を養うための3つのプログラムを実施しています。“Take the Lead”プログラムは、
マネジャーが効果的にチームを導き、エンゲージメントを高めることを目的としています。”Take The Lead”プログラムは、
マネジャー1人1人に認定コーチが付くことで、個々の課題に沿った能力開発を図ることのできるプログラムです。“Business 
of Entertainment 101”プログラムは、将来を担う基幹人材に、エンタテインメントビジネス業界の幅広い知識や必要とな
る経営力を養うことを目的としています。“Business of Entertainment 201”プログラムでは、業界のトレンドと研究を深
く掘り下げることで、新しいアイデアを刺激し、会社全体のリーダー間の協力関係を深めます。
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 社員エンゲージメント
ソニーの設立趣意書には、経営方針として「個人の技能を最大限

に発揮せしむ」と謳っています。また、創業者の一人である盛田昭夫

は、入社式で常々以下のように伝えていました。

「君たち、ソニーに入ったことをもし後悔することがあったら、す

ぐに会社を辞めたまえ。人生は一度しかないんだ。そして、本当にソ

ニーで働くと決めた以上は、お互いに責任がある。あなたがたもい

つか人生が終わるそのときに、ソニーで過ごして悔いはなかったと

してほしい」

こうした創業時からの考えに基づき、ソニーでは、多様な個性やラ

イフスタイル・ワークスタイルを持つ社員がお互いに刺激し合いなが

ら、会社や経営者を信頼し、事業における価値創造に共感し、働き

やすい環境で、働きがいを感じられるような施策を実施しています。

社員一人ひとりが、ソニーとともに成長することで、高い意欲と自

主性をもって価値創造に挑戦し続けられるように、制度・環境・カル

チャーなど多岐にわたる取り組みを実施しています。

 ワーク・ライフ・バランス
ソニーでは、「高収益のサステナビリティを支えるのは社員一人ひ

とりのサステナビリティである」という考えのもと、イノベーションを

創出しながら持続的に高収益を上げられる企業となるためには、社

員の健康維持と、仕事とプライベート双方の充実が欠かせないと捉

えています。この考えに基づき、各国・地域の慣習や法律を踏まえた

上で、「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向け、柔軟な勤務制度・環

境を整備しています。

持続的な会社の成長のためには、社員一人ひとりの活躍が欠か

せません。そのためにダイバーシティ&インクルージョンという観点

からも、誰もが働きやすい職場環境をつくり、育児、介護、治療など

のライフイベントと仕事を両立して能力を最大限に発揮できる働き

方を広げることが重要になります。社員の健康と仕事のやりがいを

維持するためにも、メリハリのある多様な働き方を一層推進する必

要があると考えています。

国内ソニーグループ各社では、2017年より、働き方改革推進プロ

ジェクトを実行しています。具体的には、ノー残業デーの実施や年次

有給休暇の取得促進といった既存の制度を改めて周知・徹底に努

めています。また、各職場で創意工夫した業務プロセス改善や効率

的な会議のやり方など成果のあった取り組みを表彰し、ベストプラ

クティスとしてグループ内で共有することで、グループ全体で働き方

改革を促進しています。

ソニーでは、「フレックスタイム制」「裁量労働制」「高度プロフェッ

ショナル制度」の導入により柔軟な勤務を可能としています。ソニー

では毎年高い年次有給休暇の取得日数を維持してきましたが、去

年はソニーグループ (株) で11.9日、国内グループで11.8日と、一般

企業平均と同等程度の数値となりました。コロナ禍下で移動を伴う

長期休暇の利用が減ったことがおもな原因と捉えており、この改善

のために有給取得を積極的に働きかける情報発信を頻繁に行うな

ど、改善のための施策に取り組んでいます。

ソニーグループ各国・地域における 
ワーク・ライフ・バランス推進の主な取り組み

ゲーム＆ 
ネットワーク 

サービスビジネス
(全拠点)

オンラインのセラピーやフィットネスクラス、
無料の遠隔医療サービスを提供しています。
また、毎週金曜の午後には社員全員が打ち
合わせを行わずに集中して作業する“Reset 
Friday”という取り組みを行い、ワーク・ライ
フ・バランスを推進しています。

音楽ビジネス
(欧州)

心理学者によるワーク・ライフ・バランスの講
義や、精神科医による脳とストレスレベルと
エクササイズへの影響に関する講義などを実
施しました。

映画ビジネス
(北米)

社員や家族の療養など、さまざまなライフス
テージの変化に応じた休暇制度を導入して
います。また、健康に関するプログラムや医
師の紹介、社員の家族への支援に関する福
利厚生を提供しています。

エレクトロニクス
ビジネス
 (日本) 

一部のグループ会社では、授乳中の母親の
ためのプライベート空間の提供や、緊急保
育サービスの提供、保育所の設置など、育児
中の社員または今後親となる社員のための
サービスを提供しています。また、親同士で
子どもの教育等の情報を共有できるコミュ
ニティを作るなど、育児支援の活動も実施し
ています。
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ライフスタイルに応じた柔軟な働き方の提供
国内ソニーグループでは、社員それぞれのライフスタイルに応じて

能力を最大限に発揮するために各種人事制度を導入しています。

ソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) では、2015年には

配偶者の海外赴任や留学への同行で知見や語学・コミュニケーショ

ン能力の向上により、キャリアの継続を図る休職 (最長5年) や、専

門性を深化・拡大させるための私費就学のための休職 (最長2年) 

を可能にする「フレキシブルキャリア休職」制度を導入しました。

2018年には、従来のテレワーク制度を全社員に拡大、また利用可

能日数も拡充し、「フレキシブルワーク制度」として刷新しました。新

型コロナウイルスの感染拡大予防を目的とした特別対応として、フ

レキシブルワーク制度では終日利用の上限回数を撤廃し、フレック

スタイム制度では、2020年6月からコアタイムを廃止することで、社

員の健康安全を最優先に、感染リスクを回避するとともに、より柔軟

で 効率的な働き方を実施できる環境整備を行いました。また、これ

まで同様、組織の業務効率向上、アイデアが創発される組織風土の

醸成、社員個人の生産性・アウトプット向上を狙い、多くの社員がよ

り柔軟で効率的に働ける制度拡充を進めています。

育児・介護・治療と仕事の両立支援制度
国内ソニーグループの両立支援制度では、育児・介護・治療の3つ

を軸にしたサポートを行い、Symphony Plan (シンフォニー・プラ

ン) として推進しています。Symphony Planとは、社員のライフイ

ベントに応じて、さまざまなキャリアステージでライフイベントと仕

事を調和させ、仕事を継続しながら力を発揮できる環境を整えるた

めのソニーの両立支援制度です。

「育児休職」との併用も一部可能な育児休暇制度 (20日間の有給

休暇) 、安心して休職を取得するための「育児・介護休職支援金」、

妊娠・出産・子育て・不妊治療・介護・治療等の目的で取得できる

「積立休暇」などの休暇制度があり、社員に広く活用されています。

また、勤務面でも子育てや不妊治療、介護、がん治療にあたる社

員を対象に、「短時間勤務」や「年次有給休暇の時間単位使用」を可

能にしています。

2017年度からは、休職期間中の在宅勤務、語学研修等の費用を

提供する「休職キャリアプラス」制度を導入しました。育休期間など

の休職期間を育児だけでなく、キャリア形成のために有効活用して

もらい、社員のキャリア形成のフレキシビリティをさらに高める環境

整備に取り組んでいます。

Symphony Plan (シンフォニー・プラン) 

ソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) および
ソニーグループ (日本) における
2020年度育児休職取得状況※1 ※2　

国内

育児休職取得率  25.3% 12.1%)

男性  6.6% 2.5%)

女性  98.9% 96.3%)

育児休暇取得率  45.1% 45.5%)

男性  47.8% 59.0%)

女性  34.8% 0.0%)

育児短時間取得率  8.3% 7.9%)

男性  0.3% 0.0%)

女性  38.2% 34.8%)

育児休職復職率※3  97.0% 97.4%)

男性  96.4% 90.9%)

女性  97.3% 98.5%)

※1 　) 内は、ソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) の数値。
※2 2019年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、2019、2020年度に

制度利用した社員比率
※3 育児休職復職率は、2020年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

83

人材

マネジメントアプローチ　│　人材理念と体制　│　新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み　│　人員情報　│　ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン　│　社員の成長と活躍　│　社員エンゲージメント　│　安全衛生　│　社外からの評価

ソニーグループ株式会社における主な育児・介護・治療関連両立支援制度

制度 導入 
(年度) 内容

育児休職 1990
 子の満1歳到達後の4月15日まで
 子の出生後8週間を境に、育児休暇との併用が可能 男性) 

育児短時間勤務 1995
 小学校6年生3月末まで
 短時間月間フレックスタイムの選択が可能

育児休職支援金 2007  育児休職期間中に月額5万円の育児支援金を支給

育児休暇 2007
 20日間の有給休暇を付与
 子の出生後8週間を境に、育児休職との併用が可能

フレキシブルワーク
 旧テレワーク) 

2008

 全社員を対象とした在宅・サテライトオフィス・モバイル勤務
 終日利用は月10回まで、時間単位利用は原則制限なし※

※2020年度は新型コロナウイルスの感染拡大予防を目的とした特別対応として
回数制限を撤廃

年次有給休暇の時間単位使用 2008  子育て・介護のための年次有給休暇の時間単位使用

育児期フレックスタイム制度 2013
 小学校6年生3月末まで
 勤務時間帯を変更することが可能

ベビーシッター費用補助 2015
 小学校3年生3月末まで
 ベビーシッター利用時の費用を補助
 頻度や補助額を2017年拡大

休職キャリアプラス 2017

 育児／介護／フレキシブルキャリア (配偶者同行) 休職中の
社員の継続的なキャリア形成を支援

 休職中の在宅勤務
 休職中の研修費用を補助

不妊治療関連制度 2020

 チャイルドプラン休職
 チャイルドプラン短時間勤務
 チャイルドプランフレックスタイム勤務
 ライフ休暇
 チャイルドプラン費用補助

介護休職支援金 2020
 月額20万円を上限に、標準報酬月額の50%を休職期間中に
毎月支給

特定治療関連制度 2020

 特定治療短時間勤務
 特定治療フレックスタイム勤務
 ライフ休暇
 年次有給休暇の時間使用

ソニーグループ株式会社における育児関連両立支援制度一覧
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両立支援の促進
国内ソニーグループでは、両立支援制度の拡充だけでなく、育児

や介護などをしている社員がキャリア構築できる職場風土醸成を

推進しています。産前休暇に入る方を対象に、育児休職中の期間に

必要な知識・情報を提供し、これまでのキャリアの振り返りを行いな

がら、復帰後のキャリア形成を支援する「育休前セミナー」、また復

職した社員を対象に「復職後セミナー」を上司とともに参加してもら

う形式で開催しています。また、男性社員の育児休業取得促進のた

め、より育児との両立をしやすい環境構築のサポートを目的に、休

暇・休職制度を理解し、経験者の話を聞くことができる「ちちおや育

休セミナー」を開催しています。

2018年からは、保育所に入園できないことにより復帰が難しかっ

た社員の、仕事と育児の両立を支援するために、ソニーは保育事業

者と提携を行いました。これにより、社員は保育事業者が全国に設置

する企業主導型保育施設 (保育所) ※1を利用できるようにしました。

また、介護については、今後直面する人が増えるといわれる中、どう

すれば仕事と両立しながら能力を発揮できる環境を整えられるかと

いうテーマでセミナーや講演会を開催し、介護の基礎知識やキャリ

アとの両立についての情報提供を行っています。育児・介護ともに両

立しながらキャリアを構築できるようにサポートしています。

※1 企業主導型保育施設 (保育所) とは、内閣府が、待機児童解消と仕事と子育ての両立を
目的として、2016年4月施行の「子育て支援法の一部改正」により実現した、企業主導に
よる保育所を設置、運営する保育事業

 ダイバーシティウィーク

 社外からの評価

 組織活性化・社内コミュニケーション

コミュニケーションに対する考え方

ソニーでは、社員との透明で双方向のコミュニケーショ

ンを大切にしています。職場内、職場を越えて多様な意

見を自由に交わし、創業期から受け継ぐ自由闊達な風

土のもと、新たな価値創造を目指しています。

トップマネジメントとの対話
ソニーは、CEOをはじめとするトップマネジメントと社員のコミュ

ニケーションを活発に行っています。イントラネットによる頻繁な情

報発信や、電子メールを活用した相互コミュニケーションにとどまら

ず、トップマネジメントと社員が直接対話する機会を多く設けていま

す。例えば、社員との交流会やタウンホールミーティングを定期的に 

開催しており、技術や経営など多岐にわたるテーマについて、双方

向に意見交換することによって、経営陣をより身近に感じてもらうだ

けでなく、社員の声を経営に生かすことを目的としています。

社員エンゲージメント調査
社員一人ひとりのエンゲージメントを高め組織の活性化を図る起

点として、エレクトロニクス事業をはじめとするグローバル共通で社

員エンゲージメント調査を実施しています。会社への信頼、価値創

造、仕事の効率・効果、働きやすさ・働きがい、キャリア・成長といっ

た、社員のエンゲージメントを持続的に高めるための重要な要素に

ついて社員の声を収集・分析し、さらなる向上を目指した重点領域

の特定とアクションにつなげています。

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、外部環境や働

き方が大きく変化した中で調査を実施した2020年の結果では、全

体的に改善傾向となりました。特に会社への信頼が大幅に上昇しま

したが、ワーク・ライフ・バランスは微増にとどまりました。この調査

結果に基づき、事業セグメント毎に詳細分析し、シニアマネジメント

を中心に改善アクションについて議論しました。その内容を、各社イ

ントラネットや全体会同等で社員とも共有し、定期的に振り返るこ

とで進捗を確認しています。また、調査結果は即日マネジャーにも

開示されることから、マネジャー自身も、自社や自組織の調査結果

とメンバーから寄せられたコメントを踏まえて、各組織の課題に応

じて組織内での社員との対話と改善活動を推進しました。

このように、社員エンゲージメント調査を通じて現状を把握し、そ

の結果を各組織における対話とアクションの実行にいちはやくつな

げることを重視しています。

社員エンゲージメント調査の結果

社員同士のコミュニケーション
コミュニケーションの活性化のために、新しい手法の試みを始め

ています。映画事業、エレクトロニクス事業の北米、欧州、アジアパシ

フィックでは、優れた活動を行った社員を社員同士が相互に認知・

褒賞する仕組みを導入しています。

また、社員同士が事業や組織の枠を越えてさまざまなコミュニ

ティを作り、情報交換、勉強会や新規アイデア創出など、企画から運

営まで自主的に行っています。世界各地で約1,000の社員コミュニ

ティが活動しています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/diversity/program/
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ソニーでは、それらの活動する場所を提供するだけなく経営陣が

スポンサーとなり、マネジメントもさまざまな活動に参画するなど、

積極的に支援しています。

労働組合
ソニーの労働組合員数は全社員数の約10％であり、労使関係は

良好です。

 魅力的なワークプレイスの創造
ソニーは、「ソニーらしい企業文化の醸成」、「多様なワークスタイ

ルの確立」、「新しいチャレンジの支援」、「社員のエンゲージメント

向上」を目的とした、魅力的なワークプレイスの創造に取り組んで

います。

ソニーらしい企業文化の醸成
ソニーでは、ソニーの未来を育む企業文化の醸成の場として、魅

力的なワークプレイスの創造を推進しています。本社であるソニー

シティでは、ソニーグループ本社ならではのワークプレイスの創造を

推進し、コラボレーションやイベントなどのさまざまな“ソニー体験”

を通じた、ソニーらしい企業文化の活性化に取り組んでいます。ま

た、1階エントランスホールには、ソニーの歴史や創業者のメッセー

ジを体験できるヒストリーウォールやラウンジがあり、ソニーの理念

や企業文化を伝えることに役立てています。

また、ソニーグループ各社では、それぞれの個性が表れたワークプ

レイスの創造を推進し、多彩な企業文化の醸成に取り組んでいます。

本社エントランスホールのヒストリーウォールやラウンジ

多様なワークスタイルの確立
ソニーのオフィスは、多様な社員の創造性、コラボレーションと生

産性を高められるように設計された、オープンフロアプランデザイン

を推進しています。また、多様な社員が、ワーク・ライフ・バランスを

保ちフレキシブルに働けるように、仕事の目的や状況に応じて最適

な働き方や環境を選べるアクティビティベースドワークスタイルのコ

ンセプトに基づいた、機能的なワークプレイスの創造を推進してい

ます。

コラボラティブな環境を設けたソニーシティみなとみらいのオフィス

新しいチャレンジの支援
ソニーでは、創造と挑戦の理念のもと、社員の新しいチャレンジを

支援しており、その場創りも推進しています。本社 (ソニーシティ) の

「Creative Lounge」、ソニーシティ大崎の「Bridge Terminal」、

厚木テクノロジーセンターの「コミチカ※1」と共創空間があり、オー

プンなコミュニケーションと創発の場として、社員の新しいチャレ

ンジを支援しています。また、ソニーには、このような場から創出

されたアイデアを、新しい事業につなげる仕組み「Sony Startup 

Acceleration Program」もあります。

※1 コミュニケーションプラザの地下に新設した共創空間の愛称

厚木テクノロジーセンター「コミチカ」

社員のエンゲージメント向上
ソニーでは、魅力的なワークプレイスの創造を通じて、社員のエン

ゲージメント向上を行っています。

新型コロナウイルスの影響により、食を楽しみながらコミュニケー

ションをとる機会が減少していますが、社員食堂ではフィジカルディ

スタンスや感染予防策をとりながら、安全にコミュニケーションをと

ることができる空間を設けています。

 新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み
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 安全衛生

ソニーでは、世界中のソニーグループの会社を対象に、

「安全と心身の健康の確保を最も重要な課題のひとつ

と位置づけ、ゼロ災害、ゼロ疾病を目指し、すべての事

業活動において、安全で働きやすい職場環境を確保す

る」という理念を掲げ、ソニーで働く人が安全で健康的

に働くことのできる職場環境の整備に努めています。

 グローバルな安全衛生活動

ソニーグループ安全衛生ビジョン
ソニーでは、ゼロ災害・ゼロ疾病を究極の目標とするソニーグルー

プ安全衛生ビジョン「Vision Zero」を掲げて活動しています。

安全衛生中期目標
ソニーでは、「Vision Zero」を達成するために、グローバル共通の

中期指標である「安全衛生中期目標」を設定の上、活動を行ってい

ます。

2019年度から2021年度の「安全衛生中期目標」を設定しており

ますが、ISO45001規格への移行が完了しているため、目標の一部

見直しを行いました。

［全事業所共通］
  ISO45001規格に基づく労働安全衛生マネジメントシステム 

(OHSMS) のさらなる向上

 人の不安全行動に起因する災害低減活動実施

 健康リスク低減活動実施

［製造事業所］
 化学物質管理の強化

 機械設備起因による災害低減活動実施

 ISO45001規格に基づく労働安全衛生マネジメントシステム 
(OHSMS) のさらなる向上
ソニーでは、世界中のソニーグループで働く人を対象に、2019年

度より国際標準規格ISO45001に基づく安全衛生マネジメントシ

ステムの運用を開始しました。さらに、2020年度より世界中の製造

拠点および物流拠点を中心に、順次、ISO45001の外部認証取得を

推進しています。日本・東アジア地域の1事業所、中国地域の1組織、

3事業所、パンアジア地域の6事業所、および欧州地域の1事業所で

ISO45001の外部認証を取得済みです。
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 人の不安全行動に起因する災害低減活動
グローバルでの災害発生は件数・休業日数ともに年々減少傾向

ですが、さらなるリスク低減活動により継続的な改善を目指してい

ます。全地域の災害を分析した結果、特に人の不安全行動による衝

突や転倒災害発生件数が多いため、グローバルな共通課題として

認識し、2021年度に2018年度比で半減を目指しています。

 健康リスク低減活動
社員が心身ともに健康で最大のパフォーマンスを発揮し、イノ

ベーションを創発するには、「いきいきと働ける職場環境」が必須

と考えます。その実現のため、メンタルヘルスを含む職場の有害因

子のリスクアセスメントを行い、結果に基づいた健康リスク低減や

健康増進活動の実施を推進し、社員エンゲージメントを高めること

で、社員が健康でいきいきと仕事をして成長していくことを目標と

しています。また、新型コロナウイルス感染症の発生は、新たな健康

リスクと捉え、各事業所にて対策を実施しています。

 新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み

 化学物質管理の強化／機械設備起因による災害低減活動
ソニーの研究開発・製造事業所では、多様な化学物質や機械設備

を使用しており、そのリスク低減が安全衛生上の重要な要件と認識

しています。化学物質、機械設備、作業態様の3つの観点からハザー

ドのみならず、該当する法的要求事項を特定するリスクアセスメン

トシステムを構築し、グローバルに展開しています。

グローバル安全衛生体制
ソニーでは、グループ全社がひとつのマネジメント体制で活動で

きるよう、経営層※1をトップとしたグローバルにおける安全衛生活

動体制として、6つの「セーフティオフィス※2」 (日本・東アジア地域

セーフティオフィス※3、中国地域セーフティオフィス※4、パンアジア地

域セーフティオフィス※5、中南米地域セーフティオフィス、北米地域

セーフティオフィス、欧州地域セーフティオフィス※6) を設置し、「地

域セーフティオフィサー※7」を任命し、地域横断的な活動を展開して

います。経営層のスタッフ部門として、本社安全衛生部門を設置し、

ソニーグループの安全衛生に関する本社機能として、安全衛生に関

する法令の遵守、ソニーグループの目標の設定と達成のために必要

な実務を担っています。

※1 経営層は、ソニーグループ安全衛生方針、目標の確立をし、労働安全衛生マネジメントシ
ステムを推進する組織の構築、地域セーフティオフィサーの選解任および指揮命令を行
う役割を担っています。

※2 セーフティオフィスは、地域セーフティオフィサーのスタッフ部門として、担当地域におい
て、ソニーグループ各社が安全衛生に関する法令などを遵守し、ソニーグループの目標を
達成するために必要な実務を担っています。

※3 日本・東アジア地域セーフティオフィスは、日本、韓国、台湾地区を担当しています。
※4 中国地域セーフティオフィスは、中国大陸、香港地区を担当しています。
※5 パンアジア地域セーフティオフィスは、モンゴルおよび上記を除くアジア、中近東、オセア

ニア、アフリカを担当しています。
※6 欧州地域セーフティオフィスは、欧州、トルコ、イスラエル、ロシア、旧ソビエト連邦の国々

を担当しています。
※7 地域セーフティオフィサーは、担当地域のセーフティオフィスを構築し、指揮するととも

に、安全衛生に関する地域目標および計画の確立および実行、地域内の法令およびソ
ニーグループ規則の遵守を指示し、違反があった場合に是正命令を発する役割を担って
います。

グローバル安全衛生体制
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本社安全衛生部門の取り組み
 モニタリング
本社安全衛生部門は、「Vision Zero」の達成を目指し、グループ

各社・各事業所内で発生した労働災害・疾病状況や安全衛生活動

の情報を定期的に収集しています。情報収集は、各地域セーフティ

オフィサーと定期的に会議を設け、地域内の活動好事例や起きて

いる事象の共有を行い、課題解決につなげています。各地域では、

セーフティオフィサーが主催し、地域内の事業所が参加する会議体

を設け、事業所からの意見の収集、課題共有等を行っています。ま

た、本社安全衛生部門で収集した活動好事例は社内広報誌にて定

期的に共有するとともに、重大事故・災害情報は発生の都度、本社

安全衛生部門より再発防止を指示しています。

 グローバル監査体制
ソニーでは、事業所の安全衛生マネジメントシステムの有効性を

検証する仕組みとして内部監査、コーポレート監査、外部監査の体

制を構築しています。「内部監査」では、事業所における安全衛生マ

ネジメントシステムの継続的な改善、および労働災害の未然防止

等の確認を目的として、事業所が自らの安全衛生マネジメントシス

テムの有効性を確認します。「コーポレート監査」では、本社や地域

セーフティオフィスがコーポレートルールの遵守状況を確認します。

「外部監査」では、外部の認証機関による安全衛生マネジメントシ

ステムの有効性を確認します。これら3種類の監査を組み合わせ、グ

ループ全体の安全衛生マネジメントシステムの有効性を検証してい

ます。

本社安全衛生部門は、コーポレート監査員の育成や地域で実施

する監査の有効性を検証する役割を担っています。社内監査員制

度を定め、監査員資格要件を定義した上で監査スキルの向上を目

的とした定期監査トレーニングを実施しています。

 マネジメントレビュー
本社安全衛生部門は、各地域における安全衛生活動ならびに災

害・疾病発生状況、活動目標に対する達成度等のレビュー報告を

基に、毎年経営層 (人事、総務担当役員) に対してマネジメントレ

ビューを実施しています。

マネジメントレビューにおける経営層のコメントは、確実に「安全

衛生中期目標」へ反映され、各地域セーフティオフィス、地域内事業

所にフィードバックしています。

 安全衛生教育
ソニーでは、各国の事業内容に応じた教育を各地域で実施してい

ます。また、各地域における内部監査員の監査スキル向上を目的と

した内部監査員教育を、本社安全衛生部門主催で実施しています。

日本・東アジア地域では、日本・東アジア地域セーフティオフィス

が主催する集合教育も実施し、各事業所の安全衛生担当者や、社員

が業務で必要なスキルの確保を行っています。

北 米 地 域 で は 、北 米 地 域 セ ーフ ティオフィス が 主 催 す る

ISO45001規格に対応した内部監査員養成講習を2020年度に実施

しました。

2020年度は新型コロナウイルス感染防止のため、本社安全衛生部

門、日本・東アジア地域セーフティオフィス、北米地域セーフティオフィ

ス主催の安全衛生教育は、全てオンライン形式で実施しました。

2020年度本社安全衛生部門主催の安全衛生教育実績

研修名 対象者
受講者数

 (名) 

Global Auditors 
Training

各地域セーフティオフィサー
および担当者

32

2020年度日本・東アジア地域セーフティオフィス主催の 
安全衛生教育実績

研修名 対象者
受講者数

 (名) 

安全衛生担当者基礎講習
各事業所新任安全衛生担
当者

46

防災担当者基礎講習 各事業所新任防災担当者 26

労災保険基礎講習 各事業所安全衛生担当者 28

レーザ安全管理講習
各事業所設備取り扱い責
任者

122

化学物質取り扱い・ 
リスクアセスメント教育

各事業所化学物質管理者 21

機械設備取り扱い・ 
リスクアセスメント教育

各事業所設備取り扱い責
任者

20

内部監査員養成講習 各事業所安全衛生担当者 20

2020年度北米地域セーフティオフィス主催の 
安全衛生教育実績

研修名 対象者
受講者数

 (名) 

ISO45001内部監査員 
養成講習

各事業所安全衛生担当者 18
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 各地域・事業における安全衛生活動

日本・東アジアでの安全衛生活動
日本・東アジア地域では、2019年度より「安全衛生中期目標」に基

づき活動しています。

日本・東アジア地域では、2019年度に国際標準規格ISO45001に

基づく安全衛生マネジメントシステムへの移行を行い、2020年度よ

り製造事業所を中心にISO45001認証取得を推進しています。

Vision Zero達成に向けて、「人の不安全行動に起因する災害低減

（当該の休業災害を2021年度に2018年度比半減）活動実施」を中

期目標に掲げて取り組んでいますが、2020年度は直雇用社員の休

業災害は減少したものの、事業所で働く請負会社社員の休業災害

が増加しました。これは非定常作業における災害や再発防止策の

横展開不足による類似災害の発生等が原因となっていました。その

ため、事業所にて安全パトロールの強化、請負会社へ継続した安全

活動への協力要請の実施、再発防止策の横展開等、休業災害低減

への取り組みをより一層強化しています。

また、健康リスクの低減活動として、継続してノー残業デーの実施

や長時間勤務者対策に加えて、メンタルヘルスの保持増進としてス

トレスチェック等による職場環境改善施策の実施率向上、好事例の

共有などを行っています。また、受動喫煙のない職場環境に向けて

目標を定めて取り組み、喫煙者への禁煙サポートと啓発による禁煙

も推進しています。

2020年度は、新型コロナウイルス感染症を新たな健康リスクと

捉え、各事業所にて入構時の体温測定、消毒などの対策を実施して

います。

 新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み

中国での安全衛生活動
中国地域では、2020年度にISO45001認証への移行が完了し、

中国地域として中国地域セーフティオフィスおよび製造3事業所の

ISO45001の統合認証を取得しました。

ゼロ災害達成に向けて、中国地域では2015年度より各事業所に

てヒヤリハット啓発活動、安全スローガン活動、電動バイク安全体

験活動、安全ビデオ撮影などさまざまな活動を継続してきました。

2020年度は、新たに自動車の交通安全に関して、AI技術を活用して

運転リスク評価活動を実施しました。この活動では、累計15,200回

以上の運転データの分析、分析結果に基づく交通安全教育の実施

を行い、ドライバーの安全運転意識が向上しました。その結果、「急

アクセル」、「急ブレーキ」などの危険運転の回数が半減しました。

中国地域　ISO45001統合認証

北米での安全衛生活動
北米地域では、多様なビジネスを展開しています。コーポレートオ

フィス機能、営業・マーケティング、倉庫・物流、ゲームおよびネット

ワークサービス、音楽・映画、バイオテクノロジーの研究開発のほか、

限定的ではありますが製造業も事業内容に含まれます。事業所の規

模は1,000人を超えるものから10人未満のものまでさまざまです。

各事業所では、「ソニーグループ安全衛生基本方針」に基づき活動し

ています。各事業所が事業内容と規模に合わせ、安全、健康および

健康増進活動をバランスよく組み合わせたプログラムに取り組んで

います。ソニーDADCのテレホート事業所では製造および倉庫施設

として、ISO45001の外部認証の準備を進めています。

 緊急事態への備え
2020年、Sony Electronics Inc. (SEL) の人事部とセキュリティー

部門は、「緊急事態対策フェア」（Emergency Preparedness Fair）

を初めてオンラインで開催しました。このイベントには、120名以上

の社員が参加し、ソニーのセキュリティー対策、災害時の救援物資、

銃乱射への対処などのテーマについて、双方向のディスカッション

を行いました。2回目となる2021年は、カナダも含めSEL全体に規

模を拡大して開催されました。

「緊急事態対策フェア」 (SEL) 
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中南米での安全衛生活動
中南米地域では、安全衛生キャンペーンや、安全衛生と環境に関

する内部監査の確立に取り組むとともに、積極的にイベントを開催

してきました。ソニーの各事業所は、事業所で発生する可能性があ

る緊急事態に備え、それぞれに合った危機対応計画を作成してい

ます。

 防災訓練
防災訓練において、３つのプログラム（医療班による応急処置、新

型コロナウイルス対策啓発キャンペーン、セキュリティー班による消

火器の取り扱い）を行いました。

防災訓練の様子

欧州での安全衛生活動
欧州地域では、安全衛生マネジメントを最優先課題に位置付け、

リスク低減プログラムを実施しています。このプログラムでは、労働

災害の防止と社員の健康増進を通じ、安全衛生リスクの低減を目

指しています。

 ソニーヨーロッパ  
―職場向けメンタルヘルスプラットフォームの導入―
メンタルヘルスに対して予防的かつ積極的なアプローチが採用

された職場向けメンタルヘルスプラットフォームを導入しました。こ

れにより、社員はストレス管理、睡眠改善、パフォーマンスや集中力

の向上などにつながるテクニックやツールについて学ぶことができ

ます。

 シュトゥットガルト・テクノロジーセンター (R＆D)  
―ヘルス・デー―
2日間のイベントでは、ストレス、レジリエンスなどメンタルヘルス

に関するさまざまな講義が行われました。さらに、希望者には心機能

検査や医師による個別相談なども行われました。

パンアジアでの安全衛生活動
全ての製造、物流、研究開発拠点が、ISO45001に基づく労働安

全衛生マネジメントシステムを導入しています。研修や教育および

プロモーションキャンペーンなどの取り組みを通じた安全意識向上

により、従業員や外部委託業者に影響を及ぼすあらゆる業務上の

負傷や疾病問題を防止・低減することを目指しています。2020年

度は、5つの製造拠点と1つの物流拠点でISO45001の外部認証を

取得しました。

 労働安全衛生活動に対する外部表彰
2020年度は、パンアジア地域において、ソニー・テクノロジー・タ

イランドのチョンブリ工場 (STT-C) とソニーデバイステクノロジー 

(タイランド) (SDT) がタイ政府より労働安全衛生に関する賞を受賞

しました。これらの賞をさらなるモチベーションとし、今後も賞の安

全基準を満たす操業を続け、社員や関係者がソニーで安全に働ける

よう取り組んでいきます。

タイのゼロ・アクシデント・アワードを受賞 (STT-C) 

タイの優秀労働慣行賞2020 (Good Labor Practice Award 2020) を受賞 (SDT) 
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 労働災害統計
グローバルな労働災害統計データ収集システムを構築し、地域な

らびに国ごとのデータを四半期ごとに収集しています。この統計を

もとに、地域別、災害の型別ごとにソニーの活動状況を把握し、リス

ク分析や再発防止のための資料としています。

労働災害発生率の推移※1 (度数率) 

※1 ソニー数値は日本・東アジア地域事業所 (製造・非製造・物流・R&D) における請負社員を
含む休業1日以上の休業災害発生率。 
製造業、電気機器の数値は各年度の厚生労働省「労働災害動向調査」より収集

 (年度)

2016 2017 2018 2019 2020

製造業 1.15 1.02 1.20 1.20 1.21

電気機器 0.51 0.45 0.58 0.54 0.52

ソニー  
(日本・東アジア地域) 

0.26 0.15 0.14 0.18 0.10

日本・東アジア地域における災害データ※1 ※2  (年度) 

2016 2017 2018 2019 2020

休業災害件数
 請負社員) 

16
 (‐) 

17
 (‐) 

16
 6) 

20
 2) 

12
 4) 

休業日数
 請負社員) 

191
 (‐) 

446
 (‐) 

360
 100) 

695
 88) 

352
 245) 

度数率 0.26 0.15 0.14 0.18 0.10

強度率 0.0025 0.0038 0.0033 0.0061 0.0031

死亡者数 0 0 0 0 0

2020年 対象事業所数：62事業所 (製造・物流事業所、販売会社を含む非製造系事業所) 　
※1 日本、韓国、台湾地区
※2 請負社員も含む総計。   ) 内は請負社員の災害データ。2017年度以前は請負社員の災害

データを収集していないためデータなし。
(ご参考)
2020年度指標
度数率：全国全産業平均 1.95 全製造業平均 1.21 全国電気機械器具製造業平均 0.52
強度率：全国全産業平均 0.09 全製造業平均 0.07 全国電気機械器具製造業平均 0.05
(出所：厚生労働省 令和2年 労働災害動向調査)

海外 (日本・東アジア地域以外) における災害データ※3 
 (年度) 

2016 2017 2018 2019 2020

休業災害件数
 請負社員) 

79
 (‐) 

96
 (‐) 

89
 24) 

54
 9) 

59
 14) 

休業日数
 請負社員) 

1,496
 (‐) 

1,166
 (‐) 

1,649
 200) 

831
 49) 

859
 218) 

度数率 0.67 0.88 0.71 0.53 0.54

強度率 0.0127 0.0107 0.0132 0.0081 0.0079

死亡者数 0 0 0 0 0

2020年 対象事業所数：124事業所 (製造・物流事業所、販売会社を含む非製造系事業所)
 (定義)
度数率 = 休業1日以上の労働災害の発生件数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000,000
強度率 = 休業日数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000
※3 請負社員も含む総計。   ) 内は請負社員の災害データ。2017年度以前は請負社員の災害

データを収集していないためデータなし。



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

92

人材

マネジメントアプローチ　│　人材理念と体制　│　新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み　│　人員情報　│　ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン　│　社員の成長と活躍　│　社員エンゲージメント　│　安全衛生　│　社外からの評価

 健康管理・健康づくり

健康経営への取り組み
社員が最大のパフォーマンスを発揮し、イノベーションを創発する

には、心身ともに健康であることが必要不可欠です。ソニーでは、心

と体を大切にする風土づくりを通して、組織と個人のウェルビーイン

グ (健康度・幸福度) を高め、社員と会社の持続的成長につなげる

ことを目指しています。

健康診断やストレスチェックなどのデータを生かしながら、メンタ

ルヘルス、治療と仕事の両立、生活習慣病といった社員の健康課題

と向き合い、その解決のためにさまざまな取り組みを行っています。

一人ひとりに寄り添う丁寧な支援、ラインマネジャーに対する教育

研修、各種媒体を用いた情報発信や啓発活動などにより、不調の早

期発見と未然防止、職場環境の改善、社員の健康リテラシー向上に

力を入れています。

メンタルヘルス
ソニーでは、社員が能力を最大限に発揮できるよう、総合的なメ

ンタルヘルス支援を推進しています。とくに、不調の予防と社員・組

織の活性化に力を入れて取り組んでいます。

疲労感や不安感などのストレス反応が少ないほど、社員のエン

ゲージメントは高くなる傾向が伺えます。組織活性化の鍵は、ストレ

スに対する一人ひとりのセルフコントロール力を高めることにある

と考え、マインドフルネスワークショップなどを開催しています。

社員個人への支援も重要です。相談窓口を設け、臨床心理士や

産業医、保健師が随時対面やオンラインで面談を行うなど、「個」に

寄り添ったサポートを行っています。不調により休養中の社員が仕

事に復帰する際には、社外の専門機関とも連携を図りながら、EAP 

(従業員支援プログラム) を活用した職場復帰プログラムを作成し、

職場への適応を支援しています。災害などの発生時には、心の支援

プログラムを用意し、社員の心のケアを行っています。

治療と仕事の両立支援
ソニーでは、がんなどの治療のため通院しながら働く社員には、

産業医や保健師が面談を行い、一人ひとりの事情に配慮しながら

適切な就業措置を講じることにより、健康リスクの低減を図ってい

ます。また、多様で柔軟な働き方を社員自身が選択できるよう、ライ

ンマネジャー、人事部門、産業保健部門が連携して最適な就業を支

援しています。治療と職業生活を両立できることで、社員が生きが

いやモチベーションを持って働けるよう積極的なサポートを行って

います。2020年度には両立支援制度「Symphony Plan (シンフォ

ニー・プラン) 」を導入。治療計画に応じた就業条件を整えるにあた

り、これまで以上に医療職の関わりを高め、専門的見地から社内外

関係者間の調整を図るなど、制度面の充実にも力を入れています。

また、がん予防・早期発見支援の一環として、社員へのがん教育や若

年層への子宮頸がん検診の導入など、支援の拡充を図っています。

長時間勤務者の健康管理
長時間勤務者には、産業医や保健師が面談を行い、健康確保と

健康障害防止の徹底を図っています。また、長時間勤務が健康に与

える影響についてラインマネジャー向けに教育研修を実施し、部下

の勤務管理・健康管理に対する理解やスキルの向上を促していま

す。過度な長時間勤務は、心身の不調だけではなく働きがいの低下

や組織の健康リスクをもたらすという観点から、より良い職場環境

づくりに積極的に取り組んでいます。ラインマネジャーと人事部門、

産業保健部門が話し合いながら、特定の社員だけに負担が偏らな

い職場体制づくり、部下が上司に相談しやすい雰囲気づくりなど、

社員の働く環境を充実させることに力を入れています。

女性の健康
女性がいきいきと活躍できる環境づくりとして、女性特有の健康

課題への取り組みが重要と考えています。女性が自らの心身を整

え、さらに能力を発揮できるよう、女性の健康に関する知識やヘルス

リテラシーの向上を支援しています。社外の専門家を招いてオンラ

インセミナーを開催するなど、女性のライフステージ別の健康課題

について男女問わず多くの社員に正しく理解してもらえるよう、学

びの機会、情報を提供しています。また、専用の相談窓口を開設し、

女性社員の抱えるさまざまな健康課題に丁寧に耳を傾け、一人ひと

りに寄り添ったサポートを行っています。

生活習慣病対策
企業で働く社員にとって、睡眠不足や偏った食事、運動不足と

いった不規則な生活習慣により発症する生活習慣病の予防は、大き

な課題の一つです。健康診断や人間ドックの受診を徹底し、産業医

や保健師が保健指導や医療機関受診支援を確実に行うことはもち

ろん、メタボリック症候群対策の特定保健指導にも力を入れていま

す。また、健診結果の組織集計とその分析結果からわかった社員の

健康課題も踏まえ、各種媒体による健康や運動に関する情報の発

信、睡眠改善セミナーの開催など、生活習慣改善に向けた環境整備

とヘルスリテラシー向上に取り組んでいます。
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禁煙推進と受動喫煙防止
禁煙推進と受動喫煙防止にも積極的に取り組んでいます。2020

年4月に日本で全面施行された、改正健康増進法の趣旨である「望

まない受動喫煙」をなくすため、建物内喫煙室を屋外化するなど、働

く環境の中からタバコや喫煙場所をなくすことはもちろんですが、

それだけにとどまりません。喫煙者が自らの健康リスクと受動喫煙

による周囲の健康リスクを正しく理解し、主体的に禁煙を選択する

よう動機づけを図ることで、職場環境での全面禁煙を実現していき

たいと考えています。そのため産業医や保健師が、喫煙習慣のある

社員一人ひとりと向き合い、寄り添った指導・支援を行うことに力を

入れています。ほかにも、禁煙プログラム参加への費用補助、禁煙外

来受診サポート、各種媒体による情報提供・啓発など、禁煙支援施

策の充実を図っています。喫煙率は年々着実に下がってきており、ソ

ニーグループ株式会社の喫煙率は10%を下回っています。

感染症対策
グローバルに活躍する社員を感染症の脅威から守るため、海外

赴任者とその帯同家族や海外出張者に必要なワクチン接種を行っ

ているほか、各国の安全情報や感染症情報を提供して注意を喚起

し、状況により出張制限などの安全対策を実施しています。また、マ

ラリア、肝炎、HIVなどの感染症について適時情報を提供していま

す。国内においても、新型インフルエンザ、結核、風疹、麻疹 (はしか) 

などの発生時には、行政とも連携を図り、BCPを見据えた対応を

行っています。過去に公的な風疹予防接種が行われていない年代

の男性を対象に、定期健康診断などの際に風疹抗体検査を受ける

ことができるような機会も提供しています。

 新型コロナウイルス感染症対策
社員とその家族の安全と健康を最優先に考え、感染予防策の周

知徹底を図るとともに、社員の不安やストレスへの対処をサポート

しています。産業保健部門にはメール・電話の窓口を設置し、社員

から寄せられた相談に対応を行いました。万一新型コロナウイルス

に感染した場合には重症化するリスクが高いとされる糖尿病、心不

全、呼吸器疾患などの基礎疾患をもつ社員や、妊娠中の社員に対し

ては医療職が個別にフォローを行い、適切に就業上の配慮をする体

制を整えています。 

 新型コロナウイルス感染症対策と新たな働き方に向けた取り組み

海外勤務者の健康管理
現在ソニーグループでは、社員と帯同家族が海外約40カ国に赴

任しています。これらの社員と家族が、海外にいても安全で健康に

暮らし、働けるよう、健康管理の仕組みを構築しています。赴任前に

は、健康教育や健康診断、予防接種の機会、各国の医療衛生状況や

医療機関情報を提供し、赴任中も、オンラインによる保健指導や健

康相談、定期的な健康情報発信などを行っています。コロナ禍下に

おいては、在宅勤務における生活習慣の工夫、ストレス対処などに

ついて、より多くの情報を提供しています。一時帰国ができない場

合でも、赴任地健康診断を受診できる仕組みを構築しています。

また、国内と同様にストレスチェックを実施し、赴任先の職場環境

改善やメンタルヘルス支援にも力を入れています。さらに産業医が

海外事業所・医療機関の状況を把握し、安心して医療にアクセスで

きるようサポートするなど、疾病の予防とリスク対策に取り組んでい

ます。
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 社外からの評価
ソニーグループ各国・地域の取り組みは、国内外の各種機関から

高い評価を受けています。

 ソニーグループ (日本) 
 ソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) は、2016年から

LGBTQについての取り組み指標「PRIDE指標」において5年連続

でゴールドの認定を取得。ソニーグループ各社においてもそれぞ

れ指標認定されており、取り組みが広がっています。人事制度、福

利厚生※1などにおいて、同性パートナーも配偶者と同等の扱いを

受けられるようにしている点や社外への影響のある活動が高く

評価されています。

※1 人事制度、福利厚生：転勤時の単身赴任判定や別居手当、慶弔金、慶弔休暇、ランドセ
ル贈呈式、ファミリーデー (職場見学会) 、ベビーシッター補助、育児休職、育児短時間勤
務、介護関連諸制度の被介護者の条件、ソニーファミリーカードの適用など

 ソニーグループ株式会社 (旧ソニー株式会社) 
 2017年厚生労働省が実施するイクメン企業アワードでグランプリ

受賞。

 2016年「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に

基づく厚生労働大臣認定のうち、 (1) 採用、 (2) 継続就業、 (3) 労

働時間等の働き方、 (4) 管理職比率、 (5) 多様なキャリアコース、

以上の5つの評価項目すべての要件を満たし、女性の活躍推進が

優良な企業として、厚生労働大臣認定「えるぼし」最上位認定を

取得。

 2007年、2010年、2013年、2015年に東京労働局長より、次世代

育成支援対策推進法に則したさまざまな子育て支援策に積極的

に取り組んでいる企業として「子育てサポート認定事業主」の認

定取得。

 ソニーグループ (海外) 
 ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニー・コーポレー

ション・オブ・アメリカ、ソニー・インタラクティブエンタテインメン

ト、ソニー・ノースアメリカは、Human Rights Campaignより

Corporate Equality Index (Rating Workplaces on LGBTQ 

Equality) で100%の評価を獲得。

 ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、ナショナル・ビジネ

ス・インクルージョン協会および、ナショナル・LGBT商工会議所

より、2019年より2年連続で「ベスト・オブ・ザ・ベスト」インクルー

ジョン企業賞を受賞しました。

今後も、ダイバーシティ方針に基づき、社員一人ひとりの個性・能

力が十分に発揮でき、多様な人材が活躍できる職場環境の構築を

推進していきます。

 ソニーグループ各国・地域における女性の活躍推進の

 主な取り組み

 ソニーグループ各国・地域における障がいのある社員の

 活躍推進の主な取り組み

 ソニーグループ各国・地域におけるLGBTQ＋啓発活動の取り組み

 ソニーグループ各国・地域におけるワーク・ライフ・バランス推進の

主な取り組み

Corporate Equality Index (企業平等指数) 
で最高スコア100％獲得

 (ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ、 
ソニー・インタラクティブエンタテインメント、 

ソニー・ノースアメリカ、 
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)

「ベスト・オブ・ザ・ベスト」
インクルージョン企業賞受賞

 (ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)

Disability Equality Indexで
最高スコア100％獲得

 (ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ)

ソニーグループ17社
PRIDE指標ゴールド認定

イクメン企業アワード
グランプリ受賞

厚生労働大臣認定
「えるぼし」最上位認定

次世代育成支援認定 
(くるみんマーク) 
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責任ある
サプライチェーン
継続的に行ってきた取り組み
2004年 EICCに設立メンバーとして加盟  

(現：Responsible Business Alliance)

2005年 ソニーサプライヤー行動規範制定

2006年 エレクトロニクス事業所においてEICCセルフアセス

メント実施開始

2012年 ソニーサプライヤー行動規範 第2版へ改定

2014年 ソニーグループ紛争鉱物方針制定、紛争鉱物の 

使用状況調査を開始

2016年 ソニーサプライチェーン行動規範制定、コバルト 

サプライチェーンのアセスメントを開始

2017年 ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針

の策定

2021年 ソニーサプライチェーン行動規範第3.0版へ改定

2020年度活動実績ハイライト

コバルト：
サプライチェーン調査を継続実施・
採掘地域の支援活動に寄付

アセスメント実施 
サプライヤー数 564工場

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
近年、製品のサプライチェーン (調達・生産) に対する企業の社会

的責任に関するステークホルダーの関心が高まっています。ソニー

では、こうした関心に配慮し、自社のみならずサプライヤーや生産委

託先を含む生産現場、鉱物採掘現場などサプライチェーンにおける

人権、労働環境、安全衛生や環境などの課題に、サプライヤーととも

に取り組むことが求められていると考えます。

基本的な考え方
「ソニーグループ行動規範」をソニーすべての取締役、役員、およ

び従業員一人ひとりが遵守し、倫理的な事業活動を行うことが基本

です。その上で、「サプライチェーンマネジメント」「責任ある鉱物調

達」に注力し、サプライヤーや生産委託先とともに、「ソニーサプライ

チェーン行動規範」や「ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェー

ン方針」への遵守活動を通じて「責任あるサプライチェーン」を推進

し、関連業界団体などのステークホルダーと協働した活動を展開し

ます。

2020年度の主な活動実績
2020年度の取り組みについて主な活動実績を抜粋し、ご紹介し

ます。

 日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、ブラジルの自社製

造事業所13社を対象にCSRセルフアセスメント調査を実施

 日本の一部の自社製造事業所の構内業務委託先事業者に対

し、技能実習生の雇用プロセスや労務状況に関するヒアリング

を実施

 サプライヤー564工場に対してアセスメントを実施

 既存サプライヤーに対する定期評価を強化

 国内サプライヤー工場に対して、技能実習生の雇用プロセスや

労務状況を含む労働・安全衛生を向上することを目的とした現

場訪問を実施

 コバルト精製所への監査プログラムへの参加を働きかけ、参加

費用を補助するファンドへ寄付

今後に向けて
責任あるサプライチェーンの実現を目指し、一次サプライヤーを

通じて二次以降のサプライヤーにも「ソニーサプライチェーン行動

規範」の遵守を要請するなど、自社およびサプライヤーへのアセスメ

ントをより徹底していきます。さらに、ソニーの社員への研修に加え

て、サプライヤーに対しての意識や対応能力を向上させるため、サプ

ライヤーとのコミュニケーションを通じて啓発活動を実施します。ま

た、高リスク鉱物の調達についてもさまざまなステークホルダーと

協働しながら引き続き対応を強化していきます。

 ソニーサプライチェーン行動規範 ［PDF:612KB］

  ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針［PDF:282KB］

  ソニーグループ 責任ある鉱物サプライチェーン方針に関する

ホットライン

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_3.0_J.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_3.0_J.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
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 サプライチェーンマネジメント
ソニーでは、ソニー社内のみならずサプライヤーや生産委託先

の生産現場も含めたサプライチェーンマネジメントに取り組んで

います。

 ソニーサプライチェーン行動規範制定と 
推進体制

基本的な考え方
ソニーは、グローバル企業が社会の一員としてサプライチェーン

マネジメントに対して果たすべき責任の重要性が高まっているこ

とを認識し、責任あるサプライチェーンの実現を目指してさまざま

な活動を推進しています。ソニーはサプライヤーとともに、サプライ

チェーンにおける人権、労働環境、安全衛生、環境などに関する課題

に取り組んでいます。

サプライチェーンのイメージ図
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ソニーのサプライチェーン
ソニーのサプライチェーンは、全世界に広がっています。自社エレ

クトロニクス製造事業所拠点は、2021年6月時点で、日本、中国、韓

国、タイ、マレーシア、イギリスにあります。

2020年度の金額ベースでの部品及びOEM／ODMサプライヤー

との地域別取引比率は、中国大陸・香港地区47.3%、日本20.5%、ア

ジア・太平洋地域15.4%、欧州8.5%、およびその他が7.8%でした。

自社エレクトロニクス製造拠点 (製造事業所の所在国および事業所名) (2021年6月時点)
【イギリス】

 Sony Europe B.V. UK Technology Centre
【日本】

 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ (株) 
 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング (株)
 ソニーストレージメディアマニュファクチャリング (株)
 ソニー・太陽 (株)

【タイ】
 Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 
 Sony Device Technology (Thailand) 
Co., Ltd.

【韓国】
 Sony Electronics of Korea Corp.

【マレーシア】
 Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.

【中国】
 Sony Precision Devices (Huizhou) Co., Ltd.
 Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd.
 Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd.
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ソニーサプライチェーン行動規範の制定
近年、自社の生産現場のみならず部品調達先や設計・生産委託

先の生産現場における人権・労働・環境などを含めた総合的な「製

品サプライチェーンに対する責任」について、ステークホルダーの関

心が高まっています。自社の生産現場について、ソニーは、2004年

の設立当初からResponsible Business Alliance, RBA※1に参加

し、自社エレクトロニクス全製造事業所において業界のベスト・プラ

クティスであるRBAの行動規範遵守のための取り組みを継続的に

実施しています。また、部品調達先や設計・生産委託先などサプライ

ヤーに対しては、ソニー製品の製造にかかわるという観点から、ソ

ニーに準ずる取り組みをもってこれらの問題にご対応いただく必要

があると考え、2005年、RBAの行動規範にもとづいて「ソニーサプ

ライヤー行動規範」を制定しました。

2016年には、サプライチェーンにおけるCSR推進の強化を目的

に、「ソニーサプライヤー行動規範」を置き換える形で、自社エレクト

ロニクス製造事業所も含めすべてのサプライチェーンの製造プロセ

スにRBA行動規範を適用する「ソニーサプライチェーン行動規範」

として制定しました。RBA行動規範は、英語、中国語、日本語、タイ

語、マレーシア語など26言語に翻訳されています。2021年1月1日付

でRBA行動規範が7版に改定されたことを受け、当該7版を適用する

「ソニーサプライチェーン行動規範3.0版」へ改定しています。

ソニーサプライチェーン行動規範の遵守は取引を開始する際に締

結する契約書に盛り込まれており、サプライヤーに対しては、本行動

規範における顧客要件として、グリーンパートナー環境品質認定制

度およびソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針に定め

る要請事項を遵守することを要請しています。

※1 旧称は電子業界CSRアライアンス (EICC) 。2017年10月にResponsible Business 
Alliance (RBA) に名称が変更になりました。

 ソニーサプライチェーン行動規範 ［PDF:612KB］

 RBA行動規範

行動規範項目

A.労働

1 ) 雇用の自由選択
2 ) 若年労働者
3 ) 労働時間
4 ) 賃金および福利厚生
5 ) 人道的待遇
6 ) 差別／ハラスメント

の排除
7 ) 結社の自由

B.安全衛生

1 ) 職務上の安全
2 ) 緊急時への備え
3 ) 労働災害および疾病
4 ) 産業衛生
5 ) 身体に負荷のかかる

作業
6 ) 機械の安全対策
7 ) 衛生設備、食事、およ

び住居
8 ) 安全衛生のコミュニ

ケーション

C.環境

1 ) 環境許可と報告
2 ) 汚染防止と資源削減
3 ) 有害物質
4 ) 固形廃棄物
5 ) 大気への排出
6 ) 物質の制限
7 ) 水の管理
8 ) エネルギー消費および

温室効果ガスの排出

D.倫理

1 ) ビジネスインテグリ
ティ

2 ) 不適切な利益の排除
3 ) 情報の開示
4 ) 知的財産
5 ) 公正なビジネス、広

告、および競争
6 ) 身元の保護と報復の

禁止
7 ) 責任ある鉱物調達
8 ) プライバシー

E.マネジメントシステム

1 ) 企業のコミットメント
2 ) 経営者の説明責任と責任
3 ) 法的要件および顧客の要

求事項
4 ) リスク評価とリスク管理
5 ) 改善目標
6 ) トレーニング
7 ) コミュニケーション
8 ) 労働者のフィードバック、

参加、苦情
9 ) 監査および評価
10 ) 是正措置プロセス
11 ) 文書化と記録
12 ) サプライヤーの責任

推進体制
ソニーでは、本社のサステナビリティ部門、コンプライアンス部門

が中心となり、ソニー株式会社の関連部門や各ビジネス部門、各製

造事業所の管理・調達部門等と協力して、活動を推進しています。

本社サステナビリティ担当上級役員の指示の下、本社サステナビリ

ティ部門が外部動向の把握やステークホルダーとのコミュニケー

ションをもとに全社的な基本方針を定め、運用については、生産・調

達担当上級役員および各事業ユニット担当上級役員それぞれが、担

当する領域について運用責任者を定めるとともに運用事務局を設

置しています。

運用事務局は、ソニーサプライチェーン行動規範運用規則に従っ

て運用を行っており、自社エレクトロニクス製造事業所、製造委託

先、および部品サプライヤーに対する「ソニーサプライチェーン行動

規範」の遵守要請、リスクアセスメントおよび継続的なモニタリング、

改善措置にわたる全般的な遂行役を担っています。また、自社のバ

イヤーに対して、関連スキルの向上を目指した研修等を適宜実施し

ています。

アセスメント実施の結果や外部からの指摘により、「ソニーサプラ

イチェーン行動規範」違反のおそれがあることを認識した場合や、

法令に関する重大な違反が判明した場合、または、調査や監査の実

施に対してサプライヤーから十分な協力が得られない等の場合は、

本社のコンプライアンス部門およびサステナビリティ部門とも連携

の上、運用責任者により事実確認を踏まえた必要な措置がとられ、

速やかに関連する事業所またはサプライヤーを担当する事業担当

上級役員に報告される体制としています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_3.0_J.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_3.0_J.pdf
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
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 自社エレクトロニクス製造事業所に対する
取り組み

継続的なアセスメントの実施
自社の生産現場における「ソニーサプライチェーン行動規範」へ

の遵守状況を把握する取り組みの一環として、RBAの標準ツールを

活用し、遵守チェックや改善実施等のアセスメントおよび継続的モ

ニタリング活動に取り組んでいます。

具体的には、国内外の全エレクトロニクス製造事業所を対象に、

RBAの調査票によるCSRセルフアセスメント調査を年に一度実施

し、ソニーサプライチェーン行動規範において規定される「労働、

安全衛生、倫理、環境保全、管理システム」の5カテゴリーに関する

チェックを行っています。調査の結果、遵守状況に課題があり、当該

課題に対する改善の検討と実施が必要と判断された製造事業所に

ついては、改善策の検討・実施を行っています。

2020年度は、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、ブラジ

ルの製造事業所13社を対象にセルフアセスメント調査を実施し、全

製造事業所でリスクは低いという結果が得られました。

そして近年、エレクトロニクス製品や部品の製造工場で働く外国

人労働者や移民労働者に対する強制労働が国際的な問題となって

います。日本国内においても、製造業だけでなく農林水産業、建設

及び介護など多くの産業において、海外からの技能実習生を含む多

くの外国人労働者が働いており、一部の外国人労働者が劣悪な環

境下での労働を強いられているという問題がメディア報道でクロー

ズアップされる機会が増え、日本における重要な社会課題の一つと

しての認知が高まっています。

こうした状況を受け、ソニーでは2017年度より、国内の自社製造

事業所を対象に、外国人労働者の雇用および労務状況に関する実

態調査およびリスク抽出を目的とするアセスメントを進めています。

アセスメントには、対象の製造事業所における外国人労働者 (直接

雇用及び間接雇用を含む) の有無の確認や、外国人労働者がいる

場合の雇用プロセスや労務状況の確認が含まれ、一部の製造事業

所を対象に、これらの実態調査を実施しています。2020年度には、

前年から継続している活動として、一部の製造事業所の構内業務

委託先事業者数社を対象に、日本及び技能実習生の採用国におけ

る技能実習生の雇用プロセスや労務状況に関する書面でのアセス

メント、およびヒアリングを実施しました。その結果、ソニーサプライ

チェーン行動規範における労働基準遵守への取り組みが進められ

ていることを確認しました。

また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に対する違反のおそれ

がNGOレポートやメディア報道等の外部より指摘された場合には、

当該指摘を受けた製造現場での事実確認を行っています。その結

果、指摘されたような事実が認識された場合には、第三者監査人に

よるRBA監査の実施を含め、速やかに是正措置をとることとしてい

ます。

調達業務に携わるソニー社員の意識向上
2019年度には、日本国内のすべての調達業務に携わる社員に

対して、責任あるサプライチェーンを実現するために、ソニーサプラ

イチェーン行動規範で要求する事項に関する集合研修を実施し、

2020年度は、新入社員および中途採用者に対して研修を実施しま

した。研修内容は、ソニーサプライチェーン行動規範を始め、各国法

規制・責任ある鉱物調達・環境保全・製品化学物質管理などが含ま

れます。研修では、責任ある調達活動の重要性および業務の関連性

を周知し、全般な内容の理解を確認しました。今後も、責任ある調

達活動の意識向上を推進していきます。
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 サプライヤーに対する取り組み

「ソニーサプライチェーン行動規範」への 
遵守状況の把握と、改善に向けたモニタリング活動

ソニーサプライチェーン行動規範は、ソニーとしてサプライヤーに

期待する事柄を定めており、行動規範の遵守は取引を開始する際

に締結する契約書に盛り込まれています。行動規範は、すべてのサ

プライヤーに対し、新規契約時に配布され、行動規範に改定があっ

た際には再度配布・周知されます。さらに、行動規範の遵守に関し、

サプライヤー側での取り組みを確実にしていただくために、定期的

に再周知を行っており、遵守確認書の取得も行っています。2019年

度には、すべてのサプライヤーに対して、雇用の自由選択や人道的

待遇、差別の排除など、ソニーサプライチェーン行動規範の要求事

項を再確認いただき、強制労働の防止に向けたサプライチェーン管

理の一層の強化を依頼しました。

この「ソニーサプライチェーン行動規範」への遵守状況を把握する

一環として、新規に取引を開始するすべてのサプライヤーとその製

造工場に対して、サプライヤーのリスクレベルに応じたアセスメント

を実施しています。ソニーと製造工場の間に直接の取引関係がない

場合は、直接サプライヤーの商社や製造会社を通じてアセスメント

を行っています。

まず、直接取引を行う全てのサプライヤーとその製造工場に対し

て、「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守を要請します。

さらに、当該サプライヤーとその製造工場の所在地域・国や規模、

業態・業容などの要素に基づきリスクレベルを区分し、対象先に対

してRBAの調査票を利用したCSRセルフアセスメントを実施しま

す。アセスメントでは、近年、国際的な問題となっている外国人労

働者、移民労働者や移住労働者に対する強制労働問題も含めたソ

ニーサプライチェーン行動規範の各項目が遵守されているかを評価

します。なお、近年の強制労働などのサプライチェーン上のリスクの

高まりに伴い、書面評価の対象を拡大し2020年より運用を開始し

ました。サプライヤーから回収された調査票に基づき、潜在リスクを

分析し特定します。これらの結果より、サプライヤーが行動規範を遵

守しているかどうかを製造工場ごとに評価します。

行動規範の遵守に疑義がある製造工場に対しては、訪問評価を

行い現場の管理状況について従業員またはマネジメントにヒアリン

グを実施し、指摘事項がある場合は改善指導を行い、改善結果を検

証し継続して評価します。

アセスメントにおいて行動規範への重大な違反があると判断し

た場合は、新規取引は開始しないこととします。重大な違反の例と

しては、次の事項が挙げられます。

 強制労働

 児童労働

 非人道的な処遇

 不当差別

 緊急災害時への対応計画不備

 労働者の生命を脅かす重大な人身事故を即座に引き起こす危険

性の存在

 深刻な環境汚染
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特に取引規模の大きい主要なOEM・ODMサプライヤーについて

は、取引開始以降もRBA Onlineで年に一度、セルフアセスメントを

実施しています。セルフアセスメントの結果、リスクが高いと判断さ

れたOEM・ODMサプライヤーについては、第三者監査の実施を含

む現場監査を実施します。

 サプライヤーの定期評価
2020年度は、エレクトロニクス産業全体のサプライチェーンに

おける強制労働問題についてステークホルダーの関心が高まっ

ていることを踏まえ、海外既存サプライヤーに対するソニーサプラ

イチェーン行動規範遵守状況の定期評価の活動を強化しました。

労働領域に特化し書面アセスメントを行い、2021年3月時点で約

500工場の評価を完了しました。いずれの工場においても重大な

違反がないことを確認しました。15％の工場で、労働時間の超過な

どの軽微な違反を特定しました。軽微な違反のあるサプライヤーに

対して改善を要請し、提出されたエビデンスを元に改善結果を確認

しています。

また、日本のサプライヤー3工場を対象に、技能実習生の雇用プロ

セスを含む労働・安全衛生・サプライチェーン管理に関する現地訪

問でのアセスメントおよびヒアリングを実施しました。その結果、ソ

ニーサプライチェーン行動規範における労働基準を遵守しているこ

とを確認しました。今後も、これらの活動を通じて、懸念のあるサプ

ライヤーには個別に改善を依頼するなど、責任あるサプライチェー

ンの実現に取り組んでいきます。

2020年度アセスメント実施結果
2020年度には、既存サプライヤーも含め全てのサプライヤー企

業に対してソニーサプライチェーン行動規範の遵守要請を行い、そ

のうち564工場に対して書類評価を実施しました。書類評価の結果

によりリスクありと判断されたサプライヤー86工場に対して改善指

導を行い、6工場に対して訪問評価を実施しました。3年間の累計

で、約819工場のサプライヤーに対しアセスメントを行いました。

アセスメント実施結果  (工場) 
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 訪問評価時の指摘事項における改善指導事例
 労働時間

(事例) 中国のサプライヤーにおける、超過労働時間 (週60時間超) 

(改善指導) 労働時間の計画改善要請 (週60時間以下) 、改善完

了まで継続的にモニタリング

 外国人雇用

(事例) マレーシアのサプライヤーにおける、外国人労働者のパス

ポート取り上げ

(改善指導) 自主保管もしくは労働者が常時アクセス可能な保管

状態とするよう要請し、改善結果を確認済み

 若年労働者、学生労働者

(事例) 中国のサプライヤーにおける、若年労働者および学生労働

者に対する長時間労働や深夜労働

(改善指導) 長時間労働や深夜労働が起こらないよう改善計画を

作成させ、改善結果を確認済み

 雇用に関わる手数料

(事例) 中国のサプライヤーにおける、労働者による健康診断料の

負担

(改善指導) 健康診断料の返金を指示し、返金記録を検証確認済み

また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に対する違反のおそれ

がNGOレポートやメディア報道等の外部より指摘された場合には、

第三者監査人によるRBA監査の実施を含め、当該指摘を受けた製

造現場での事実確認を行っています。その結果、指摘されたような

事実が認識された場合には、当該サプライヤーに対し、是正措置の

立案とその進捗についての報告も求め、必要に応じてフォローアッ

プ監査の実施による改善内容の確認を行うなど、速やかに是正措

置をとることとしています。さらに、指摘の対象が二次以降のサプ

ライヤーを含む場合には、一次サプライヤーと協力して、改善を促

すように努めています。また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に

対する重大な違反が確認された場合や、調査や監査の実施に際し

て十分な協力が得られない場合は、当該サプライヤーとの取引関

係を見直すことを基本方針としています。

二次以降のサプライヤーに対する取り組み
「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守要請は、新規取引開始

時に、一次サプライヤーだけでなく、供給部品の製造工場に対して

行っています。例えば、一次サプライヤーが商社の場合は、供給部品

の製造会社およびその工場に対し、「ソニーサプライチェーン行動規

範」の遵守要請を行います。遵守要請を確実に実施するため、一次

サプライヤーを通して供給部品の製造会社およびその工場から遵

守確認書を入手しています。また、二次以降のサプライチェーンに対

しても一次サプライヤーを通じて遵守を要請しています。具体的に

は、一次サプライヤーにおける「ソニーサプライチェーン行動規範」

の理解と社内周知、遵守チェックのための自己評価の実施に加え、

自身のサプライチェーンに対する「ソニーサプライチェーン行動規

範」の配布および遵守要請などを行っています。

サプライヤーとのコミュニケーションおよび支援
ソニーは、サプライヤーの取り組み改善に向けた支援を行ってい

ます。サプライヤーと直接コミュニケーションを行う担当者を任命

し、教育・研修機会を設け、CSRスペシャリストを育成しています。当

該CSRスペシャリストがサプライヤーに対して直接的な改善指導や

コミュニケーションを行うことで、サプライヤーのマネジメントシス

テムの改善など、持続的なものとなるよう努めています。

ソニーにおいて部品調達に携わる実務担当者は、調達の社会的

責任および「ソニーサプライチェーン行動規範」の教育を受け、「ソ

ニーサプライチェーン行動規範」遵守の視点をサプライヤー選定に

取り入れ、人権・倫理・環境・安全衛生への取り組みをサプライヤー

選定の重要な判断材料の１つとしています。

2019年度は、強制労働の防止に向けて、人権に関する最新の法

規制や業界で指摘された事例をサプライヤーポータルサイトでサプ

ライヤーに共有し、行動規範および評価ツールを提供するなど、サプ

ライチェーン管理の一層の強化を行いました。2020年度は、ステー

クホルダーからの関心の高まりに対応し、既存サプライヤーにおけ

る定期評価を強化するなど、より積極的にサプライヤーとコミュニ

ケーションを実施しています。

今後も、サプライヤー会合などの場を通じて、労働・安全衛生や

環境を始めとするCSR観点からの教育と支援を引き続き行ってい

きます。

サプライヤー・ホットラインの設置
ソニーは、ソニーグループ各社の役員・従業員による、法令・規

則、「ソニーグループ行動規範」、「ソニーサプライチェーン行動規

範」に対する違反行為、およびサプライヤーとの契約に違反する行

為について、サプライヤーからの通報を受けつける窓口「サプライ

ヤー・ホットライン」を設置し、具体的な情報が寄せられる仕組み

を構築しています。

 サプライヤー様との関係 (日本語のみ) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/fair.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/fair.html
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 業界団体との連携

Responsible Business Alliance (責任ある企
業同盟、RBA) との協業

エレクトロニクス業界においては、複数の最終製品メーカーが、同

じ生産委託先や部品等のサプライヤーと取引を行うことが多くなっ

ています。そのため、それぞれのメーカーが、独自の基準を導入する

ことで、サプライチェーンに大きな混乱と過剰な負荷がかかること

が懸念されています。

そこで、エレクトロニクス業界のサプライチェーンの状況を改善

することを目的としてソニーを含む企業複数社によって2004年に

RBA (旧名EICC) が発足し、業界のベスト・プラクティスにもとづく

RBAの行動規範が策定されました。

RBAは、行動規範の策定と管理に必要なツール、ウェブシステム

やサプライヤーの能力開発プログラムを共同で開発しています。

RBAの会員企業は、ソニーを含む欧州、米州、アジア、日本の170社

以上 (2021年6月時点) で、メーカー、生産受託企業などから構成さ

れています。RBAでは活動状況に応じた会員カテゴリーが設定され

ており、現在ソニーは最上位である「フルメンバー」のステータスを

取得しています。またソニーは、2020年よりRBA取締役会メンバー

の一員として活動しています。

また、RBAは、鉱物調達に関わる問題に取り組むResponsible 

Minerals Initiative (責任ある鉱物イニシアチブ、RMI) や、強

制労働を始めとする人権問題に取り組むResponsible Labor 

Initiative (責任ある労働イニシアチブ、RLI) などを通じて、サプラ

イチェーンにおけるCSRマネジメントを推進しています。

 Responsible Business Alliance

 RBA Board of Directors 

 ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの
サプライヤー行動規範

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、エンタテインメント業

界におけるソニーグループの責任あるサプライチェーン活動の拡充

に取り組んでいます。2021年3月、人権、倫理的商慣行、安全および

環境の基準に関連するサプライヤープログラムを強化するため、ソ

ニーサプライチェーン行動規範と同様の原則に基づくソニー・ピク

チャーズサプライヤー行動規範を制定しました。

  SPE Supplier Code of Conduct (英語のみ) 

http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblebusiness.org/about/board-advisers/
http://www.responsiblebusiness.org/about/board-advisers/
https://supplier.sonypictures.com/codeofconduct.php
https://supplier.sonypictures.com/codeofconduct.php
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マネジメントアプローチ　│　サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

 責任ある鉱物調達
近年、エレクトロニクス製品の製造に欠かせない資源である鉱

物を調達する過程における労働者への人権侵害や、環境への配

慮に対するステークホルダーの関心が高まっています。ソニーはサ

プライヤーとともに、鉱物の調達過程における人権、労働環境、安

全衛生、環境保護に関する問題に取り組んでいます。

 責任ある鉱物サプライチェーン方針の制定
ソニーの製品に含まれるさまざまな鉱物の中には、その採掘過程

において人権や環境に関するリスクが懸念されるものがあります。

ソニーはソニーグループ行動規範において、倫理的な事業活動に

取り組み、全ての人の人権を尊重することを明示しているほか、あ

らゆる形態の強制労働、特に児童労働の禁止を含む基本方針を定

めています。さらにソニーは自社製造事業所を含むエレクトロニクス

製品のサプライチェーンを通じて同じ規範を遵守してもらうため、ソ

ニーサプライチェーン行動規範を制定しています。サプライヤー契

約を通じて、全てのサプライヤーはこの行動規範を完全に理解し遵

守するよう求められます。

以上に加え、責任ある鉱物サプライチェーンの実現を目指す取り

組みの一環として、2014年に制定されたソニーグループ紛争鉱物

方針を置き換える形で、2017年10月に「ソニーグループ責任ある鉱

物サプライチェーン方針」を制定しました。

同方針でソニーは、調達活動を通して紛争や人権侵害を助長する

ことのないよう、紛争地域または高リスク地域を原産国とし、企業の

社会的責任の観点からソニーにとってリスクの高い鉱物を「高リス

ク鉱物」として特定し、流通過程において紛争への加担や深刻な人

権侵害が行われていることを認識しながら、高リスク鉱物を使用す

る製品、部品および材料の調達を行わないことを基本方針としてい

ます。同時に、方針の実行にあたって当該地域からの輸出を制限す

ることにつながらないよう留意します。現在、高リスク鉱物としてタ

ンタル、スズ、金、タングステンおよびコバルトを特定しています。

この 方 針 の 遵 守 を徹 底 するた め 、サプライヤ ーに 対して、

Responsible Business Alliance (RBA) が立ち上げたResponsible 

Minerals Initiative (RMI) が確立したResponsible Minerals 

Assurance Process (RMAP) ※1に準拠した製錬所、または、London 

Bullion Market Association (LBMA) によるGood Delivery List

などその他の信頼のおけるトレーサビリティプロジェクトにおいて紛

争に加担していない、または深刻な人権侵害が行われていないと

認定された製錬所からの調達を要請しています。

またソニーは、サプライチェーン上の高リスク鉱物の原産国および

流通過程に関するデュー・デリジェンスの実行において「OECD紛争

地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンの

ためのデュー・デリジェンスガイダンス (OECDガイダンス) 」に従っ

て取り組みを進めています。

※1 Responsible Minerals Assurance Process：製錬所が扱う鉱物が紛争や人権侵害に
加担していない調達源であることを第三者が認定するプログラム。

  ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針［PDF:282KB］

 紛争鉱物への対応

米国紛争鉱物条項への対応
中央アフリカのコンゴ民主共和国およびその隣接国 (DRC諸国) 

において、当該地域で採掘される鉱物の一部が武装集団の資金源

となり、武装集団による人権侵害や紛争を助長している可能性があ

ることが懸念されています。タンタル、スズ、金、タングステンの4鉱

物 (以下、4鉱物) は宝石類から電子機器、航空機部品まで幅広く、

多くの製品に使用されています。2013年1月に施行された米国金融

改革法1502条においては、これらの4鉱物は「紛争鉱物」と定義され

ます。同法ではこうした「紛争鉱物」の課題改善に向け、米国に上場

している対象企業に対し、当該地域で採掘されたこれらの4鉱物の

使用状況について、2014年より毎年開示することを義務付けてい

ます。ソニーも本法の対象企業として、法施行後8回目の報告書を

2021年5月28日に米国証券取引委員会 (SEC) に提出しました。

  ソニーのSEC提出報告書 

 (Form SD & Conflict Minerals Report)［PDF：605KB］

4鉱物の使用状況調査と結果
4鉱物は、さまざまな国や地域からグローバルなサプライチェーン

に流通しています。これらの鉱物の調達源を特定するためにはサプ

ライチェーン上のさまざまなアクター間の協力が不可欠です。ソニー

は、サプライヤーと協力しながらサプライチェーンの透明性向上とリ

スク低減を継続的に行っていきたいと考えています。

4鉱物の使用状況に関するソニーグループ全体の調査では、まず

特定の4鉱物がソニーの製品に含有されているかどうか自らの事業

を精査し、その結果、調査対象年に自身が製造または製造委託した

製品について、製品の機能上または製造上、4鉱物が必要であると

特定されたエレクトロニクス製品 (ゲーム製品を含む) を対象に、こ

れらの鉱物の調達源である製錬所および原産国の調査を行ってい

ます。調査にあたっては、業界標準となっているRMIの紛争鉱物回

答テンプレート (CMRT) を活用し、調査対象となるサプライヤーに

協力を依頼するとともに、製品ごとの回答を要請しています。さら

に、回収した回答により確認された製錬所については、RMIの製錬

所リストとの突き合わせにより精査しています。

2020年SEC報告のために2020年度に実施した調査の結果、エ

レクトロニクス製品に含まれる全ての4鉱物の原産国は確認できな

かったものの、サプライヤーから報告されたものについては、紛争に

加担しているとみなされるようなDRC諸国からの4鉱物は確認され

ませんでした。なお2020年調査で特定された305カ所の製錬所の

うち、252カ所がRMAP準拠またはLBMA認証※2であることが確認

されています。このうち、75カ所がDRC諸国から調達している製錬

所です※3。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2020.pdf
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2020.pdf
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2020.pdf
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※2 RMAPアセスメント進行中の製錬所も含む
※3 ソニーの調査プログラムで確認された製錬所を含むリストは、上記のSEC提出報告書内

の製錬所リストをご参照ください。

4鉱物を使用するサプライヤーに対する期待
ソニーは、特定の4鉱物が製品の製造に使用されていると判断さ

れた場合には、関係するサプライヤーに対して「ソニーグループ責任

ある鉱物サプライチェーン方針」を遵守すること、4鉱物の原産国に

関するソニーのデュー・デリジェンスに対応することを要請してい

ます。また、当該サプライヤーはソニーに納入するあらゆる製品、部

品および材料に紛争鉱物が含まれていないことを保証するため、

OECDガイダンスに基づく方針、デュー・デリジェンスフレームワー

ク、マネジメント体制を持つことが期待されています。

サプライチェーンのリスク低減に向けた取り組み
ソニーは、ソニーの製品、部品、および原材料のいずれかに紛争鉱

物が含まれているおそれがあると認識した場合、関係サプライヤー

と協力の上、当該製品、部品および原材料のサプライチェーンから

当該鉱物を排除するために必要な措置を講じるとともに、当該製

品、部品および原材料のサプライヤーの調達活動に対して必要な改

善要求を行っています。具体的には、サプライヤーに対して、紛争鉱

物方針の制定、紛争鉱物調査への回答精度の向上、RMAPに準拠

した製錬所からの調達を要請しています。さらに、サプライヤーが

デュー・デリジェンスに対して十分な協力を行っていない、ソニーの

改善要求に従わない、または本方針に反する行為を行っていると認

識した場合、新規発注の停止による段階的な取引終了等、必要な措

置をとります。またソニーは、製錬所に対してRMAPへの準拠を促す

取り組みへの貢献の一環として、自社の調査で特定した製錬所のう

ちRMAPに準拠しない製錬所に対して認証取得に向けた働きかけ

を行っています。2020年には、サプライチェーン上にRMAPに準拠

しない製錬所、または準拠予定のない製錬所が存在するとCMRT

で回答のあったサプライヤー45社に対し、改善要求を行いました。

その結果、26社から、精査の結果、該当する製錬所はサプライチェー

ン上には存在しなかったこと、また、9社からは改善対策を行うとの

回答を得られました。

さらに、ソニーは国内外のあらゆるステークホルダーが紛争地域

および高リスク地域における鉱石の採掘、取引、取り扱いおよび輸

出をめぐる環境について懸念を申し立てることのできる仕組みとし

てホットラインを設置しています。この仕組みにより、ソニーは社内

でのリスク評価に加え、サプライチェーン上のリスクに迅速に対処す

ることができます。

  ソニーグループ 責任ある鉱物サプライチェーン方針に関する
ホットライン

 コバルトサプライチェーンの管理
コバルトは、電気自動車やスマートフォンなど幅広い製品のリチ

ウムイオンバッテリー使用される重要な鉱物です。世界最大のコバ

ルト埋蔵国として知られるコンゴ民主共和国の採掘現場では、以

前から児童労働や劣悪な労働環境についての懸念が指摘されてい

ます。

ソニーは、コバルトの採掘現場における人権リスクを認識し、

2016年度に全てのリチウムイオンバッテリーおよびその部品サプラ

イヤーを対象に、ソニーサプライチェーン行動規範の遵守状況につ

いて評価を行うとともに、コバルトのサプライチェーンにおける流通

過程の調査を実施しました。その結果、ソニーが調達するバッテリー

部品にコンゴ民主共和国を産出国とするコバルトが含まれていたと

報告がありました。ソニーサプライチェーン行動規範の遵守を確実

にするため、ソニーは全ての調査対象サプライヤーに対し、さらに上

流のサプライヤーに対しても遵守を徹底するよう求めました。

これらの結果を踏まえて、ソニーは2017年10月に「ソニーグルー

プ責任ある鉱物サプライチェーン方針」を制定しました。同方針は、

4鉱物を対象としていた「ソニーグループ紛争鉱物方針」を改定した

もので、4鉱物に加えてコバルトを「高リスク鉱物」と特定し、責任あ

るサプライチェーンの実現に向けた取り組みを進めることとしてい

ます。

その後、RMIによるコバルト調査テンプレート (Cobalt Reporting 

Template) の開発や、RMAPにおけるコバルト精製所の第三者監

査の進展など、業界標準ツールの運用状況を踏まえたコバルトサプ

ライチェーンの管理を継続しています。

2020年度は、リチウムイオンバッテリーのサプライヤー9社に対

し、改めてCRTを用いた調査を行い、サプライチェーン上に21のコバ

ルト精製所があることを特定しました。特定した精製所のうち、18

社はRMAP準拠もしくはRMAPに基づく第三者監査が進行中であ

ることを確認しました※4。残りの3社について、RMAPに基づく第三

者監査を実施するように直接要請するとともに、これらの3社をサ

プライチェーン上に持つ2社のバッテリーサプライヤーに対しても、

3社の精製所に向けて第三者監査の実施を働きかけるよう依頼し

ました。また、ソニーは2016年度から2019年度にかけ、RMIの「The 

Initial Audit Fund」へ寄付を行いました。同ファンドでは、コバル

ト精製所がRMAPに基づく第三者監査を受けるための費用の補

助を行っています。さらに2020年度は、RMIがNGO団体のPactと

の協働のもと進める、コンゴ民主共和国のコバルト採掘地域の若

者に職業支援を行う「RMI-Pact partnership for supporting 

Alternative Livelihoods through a Vocational training 

program」に対し寄付を行いました。

また、同じくRMIがRCS Global Groupと結ぶパートナーシップ

の下で、コンゴ民主共和国の小規模採掘地域における鉱山の安全

衛生向上をめざす「Better Mining」プロジェクトにも寄付を行いま

した。

※4 2021年3月時点。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
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責任ある
サプライチェーン

マネジメントアプローチ　│　サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

 マルチステークホルダーとの協働
ソニーは、高リスク地域の鉱物採掘における人権への悪影響を

特定し、低減するためには、マルチステークホルダーとの協働が必

要だと考えます。具体的には、デュー・ディリジェンス・プロセスの策

定に参加し、サプライチェーンにおける人権リスクを低減するため、

RMIをはじめとするマルチステークホルダーとの協働に継続的に

取り組んできました。

業界団体の取り組みや官民連携アライアンスへの 
参加を通じた支援

ソニーは、高リスク地域における鉱物の採掘にともなう悪影響を

特定し、その防止または軽減に向けた取り組みを行う業界団体や

アライアンスに対して積極的な協力および支援を行っています。例

えば、エレクトロニクス業界のサプライチェーンにおける、社会的お

よび環境的観点の状況改善のための組織であるRBA (旧名EICC) 

は、2011年、業界を主導する取り組みである紛争フリー製錬所プロ

グラム (CFSP、現RMAP) を開始しました。当時のEICC/GeSIは、さ

らにエレクトロニクス以外の業界やさまざまなステークホルダーと

の連携を深めるため、2013年8月にRMI (旧名CFSI) を立ち上げま

した。ソニーはRBA設立メンバーの一社であり、このような業界団

体やアライアンスが開発したフレームワークを活用し、特定の鉱物

に対する責任ある原材料調達に取り組んでいます。また、2016年度

より2019年度にかけ、サプライチェーン上の全ての製錬所の認証取

得に向けたRMIの取り組みである「The Initial Audit Fund」に対

して、寄付による支援を行いました。このファンドは、RMAPの認証

監査を受ける製錬所に対してRMIが初期監査費用を負担すること

で、製錬所のRMAP参加を促す取り組みです。

その他の業界団体の取り組みに対する支援として、ソニーは、アフ

リカの太湖地域における責任ある鉱物調達を支援するために米国

政府が提唱し、政府、産業界、非政府組織 (NGO) が協力する「責任

ある鉱物取引に関する官民連携アライアンス (PPA) 」に参画してい

ます。PPAは、監査を受け紛争に加担していないと認定された鉱山

からの調達を可能とする、パイロット的なサプライチェーンシステム

の開発に早くから取り組んでいます。またPPAは、DRCおよび大湖

地域からの紛争に加担しない調達および自立的取引を支援する政

府、産業界、NGOが協力するためのプラットホームの提供や、企業

向けに責任ある調達に関する有益な情報を提供するウェブサイトの

構築も行っています。

さらに、ソニーは紛争に加担しないサプライチェーンの実現に向

けた活動の一環として、NGO、業界団体およびその他外部ステー

クホルダーとの積極的な対話を継続的に推進しています。例えば、

RMIはサプライチェーン上の紛争鉱物課題への取り組みにおいて、

NGOや社会的責任投資団体、各国の政府関係者などのステークホ

ルダーと意見交換を行っており、ソニーもこうした場に参加してい

ます。また、ソニーは、JEITA (一般社団法人電子情報技術産業協会) 

での業界団体の取り組みにも参画しています。

  Responsible Minerals Initiative

  ソニー、米国政府が提唱する「責任ある鉱物取引に関する

 官民連携アライアンス」に参画

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/news/20111116.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/news/20111116.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/news/20111116.html
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品質・
カスタマー
サービス

マネジメントアプローチ　│　製品品質・サービスの理念・基本方針　│　製品品質・品質マネジメント　│　製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み　│　カスタマーサービス　│　人間中心設計 (HCD) の取り組み　│　アクセシビリティ

品質・
カスタマーサービス
継続的に行ってきた取り組み
2001年 ソニーCS憲章を制定

2004年 顧客視点でのコーポレート品質基準を新たに制定

2006年 製品安全・品質担当の専任役員の新設、製品事故

情報の経営層への迅速報告ルールの強化

2007年 ソニー品質憲章制定 (2012年改定) 、エレクトロニク

ス関連会社および地域ごとに品質オフィサーを設置

2009年  製品セキュリティ体制強化、「品質信頼性ラボ」発足

2014年 ソニーの製品、サービス、またはウェブサイトのセ

キュリティ問題報告窓口「Secure@Sony」の設置

2017年 ソニーPSIRT (製品セキュリティインシデントレスポ

ンスチーム) の運用と対外活動の強化

2020年度活動実績ハイライト

人間中心設計 (HCD) のスキルを持つ 
人材の採用・育成強化

エレクトロニクス事業における
商品化プロセスへのAI倫理に関する
要求事項の組み込み

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
近年、製品の安全性やセキュリティ、アクセシビリティの確保と

いった消費者の権利保護などに対して、お客様をはじめとしたス

テークホルダーの関心が高まっています。ソニーは、製品の安全性等

はもちろんのこと、その品質とカスタマーサービスについても、お客

様の視点に立った高い品質の製品とカスタマーサービスをお届けす

ることが求められていると考えます。

基本的な考え方
ソニーは、製品の品質とカスタマーサービスの理念・基本方針と

して、お客様に「満足感」「信頼感」「安心感」を提供できるよう、お客

様の視点から、品質とカスタマーサービスのさらなる向上を目指し

ています。特に、製品の安全性の追求や、使いやすさとアクセシビリ

ティの向上に努めることでお客様の期待に応え、「お客様から最も

信頼されるパートナー」であり続けることは、ソニーにとって最大の

目標であり使命です。

2020年度の主な活動実績
2020年度の取り組みについて主な活動実績を抜粋し、ご紹介し

ます。

 期待を超える品質とカスタマーサービスをお客様にお届けする

ために、必要なさまざまな社内基準の継続的な運用

 各国および地域におけるIoTセキュリティ法規制制定の動きに呼

応した規制情報収集および規制準拠に向けた体制の継続的運用

 製品の接続や準備から基本的な機能を使うまでの情報に特化し

たスタートガイドの展開

 お客様応対業務に携わるスタッフを対象に、新技術の習得や解

決策の共有を含む継続的な研修・教育を実施することにより、的

確なサポート情報を提供

 SNSの分析を含め、「お客様の声」の分析による品質改善・商品

力向上の実施

 検索性・利便性を高めたウェブサイト版取扱説明書の提供とサ

ポートウェブサイトの充実

 人間中心設計 (Human-Centered Design : HCD) のスキル

を持つ人材の採用と、スキル習得のための社内研修の拡充

 人間中心設計 (HCD) やアクセシビリティに対する社員の理解を

深めるため、社内外の専門家による講演会やイベントの実施

 アクセシビリティに配慮した「お手元テレビスピーカー」が昨年に

続きIAUD国際デザイン賞2020銅賞を受賞

 ソニー生命保険株式会社の公式サイトが「第8回 Webグランプ

リ」の「アクセシビリティ賞」優秀賞を受賞

 PlayStation®4向けソフトウェアタイトル『The Last of Us 

Part II』がThe Game Awards (TGA) 2020「Innovation in 

Accessibility Award」を受賞

  「CSUN Assistive Technology Conference」や「TechShare Pro」

など世界各地のアクセシビリティ関連イベントにオンラインで出展     

 ブラビア®をはじめとした製品・サービスにおいて、障がいがあ

る方によるユーザビリティテストや体験会を実施

 エレクトロニクス関連会社におけるソニー製品の商品化プロセ

スにおいて、ソニーグループAI倫理ガイドラインに基づいて遵守

すべき要求事項を定めた社内文書を整備

 アクセシビリティを高めるための統一した達成基準と体制を定

め、ソニーグループ横断で運用

今後に向けて
今後も製品の安全性やセキュリティ、アクセシビリティを確保する

ことを基本とし、お客様の視点に立って考え、期待を超える品質とカ

スタマーサービスを提供し続けていきます。そのためにも、世界中に

展開されているネットワークを活用し、収集した情報を分析し、新た

な製品・サービスに取り入れるサイクルを継続していきます。
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品質・
カスタマー
サービス

マネジメントアプローチ　│　製品品質・サービスの理念・基本方針　│　製品品質・品質マネジメント　│　製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み　│　カスタマーサービス　│　人間中心設計 (HCD) の取り組み　│　アクセシビリティ

 製品品質・サービスの理念・基本方針

ソニーは、お客様に「満足感」「信頼感」「安心感」を提供できるよう、お客様の視点から、品質とサービスのさらなる向上を目指し

ています。「お客様から最も信頼されるパートナー」であり続けることは、ソニーにとって最大の目標であり使命です。

 理念・基本方針
ソニーは創業以来、お客様の視点に立った高い品質の製品・サービスの提供を最優先事項としてきました。その理念は、設立趣意書 (1946年、ソ

ニーの創業者、井深大、起草) にも記されています。

また、「ソニーグループ行動規範」でも、ソニーの製品およびサービスを利用するお客様の安全を保つため、事業活動のどの段階においても、法

令に定める基準を満たす、またはそれを上回るための手だてを継続的に追求し、安全性を確保していくことを定めています。

ソニーが製品をお届けしているすべての国や地域のお客様に、お客様の期待を超える品質の製品とカスタマーサービスをお届けすることを社

員一人ひとりに徹底するため、ソニーの製品およびカスタマーサービスの品質に関する基本的な考え方を示す「ソニー品質憲章」を定めています。
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品質・
カスタマー
サービス

マネジメントアプローチ　│　製品品質・サービスの理念・基本方針　│　製品品質・品質マネジメント　│　製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み　│　カスタマーサービス　│　人間中心設計 (HCD) の取り組み　│　アクセシビリティ

 製品品質・品質マネジメント

ソニーは、「ソニー品質憲章」で掲げている「社員一人一

人が、お客様の視点に立って考え、期待を超える品質と

カスタマーサービス」をお届けするために、品質最優先

を徹底し、製品品質のさらなる向上と品質マネジメント

体制の強化に継続的に取り組んでいます。

 品質マネジメント体制
ソニーは、製品の企画・開発・設計・製造から販売・カスタマーサー

ビスまでのプロセス全体で、品質マネジメント体制の枠組みの定

義、製品やカスタマーサービスの品質に対する役割・責任・権限の定

義、品質に関して必要な社内ルールの整備などを行い、品質マネジ

メント体制を構築し維持・向上しています。

この品質マネジメント体制に基づき、次のような仕組みや活動を

通じて、製品品質・カスタマーサービス品質の改善に継続的に取り

組んでいます。

 品質担当の役員を任命し、製品品質・カスタマーサービス品質の

向上や問題発生時の適切な対応を統括。

 ビジネスユニットごとに品質向上活動の推進責任者 (品質オフィ

サー) を任命し、品質担当役員および事業責任者の指揮・監督の

もと、それぞれの事業分野における製品やサービスの品質向上へ

の取り組みを推進。

 製品をお届けしている世界各地域にカスタマーサービス品質向

上活動の推進責任者 (CSオフィサー) を任命し、品質担当役員お

よび地域本部責任者の指揮・監督のもと、グローバルレベルでカ

スタマーサービスの品質を向上させていくネットワークを構築し

取り組みを推進。

 ビジネスユニットおよび地域ごとにソニー製品に適用される法令

や規制要求への適合を保証するための組織を構築し活動を推進。

 エレクトロニクス製 品 を製 造してい る 事 業 所にお い ては 、

ISO9001の認証を取得。

  「ソニー品質憲章」を実現するため、ソニー製品の品質とカスタ

マーサービスの取り組みに関する中期指針や年度の目標および

事業計画の指針を策定。この品質とカスタマーサービスの目標や

事業計画の指針を受けて、各ビジネスユニットと地域本部は、年

度の品質とカスタマーサービスの目標や事業計画を策定し、品質

向上活動を推進。

 ソニーのエレクトロニクスビジネス領域のトップマネジメントによ

る会議にて、製品の品質とカスタマーサービスに関する重要施策

などを確認・決定。

 ビジネスユニットの品質オフィサーによる品質オフィサー会議を

定期的に開催し、品質事業計画の進捗確認と目標達成に向けた

活動の促進、品質問題の共有および共通課題に対する具体的な

活動・対応などを協議。

 ビジネスユニットの品質オフィサーと世界各地域のCSオフィサー

による品質・CSオフィサー会議を開催し、品質とカスタマーサービ

スの事業計画の進捗確認と目標達成に向けた活動の促進、なら

びに世界各地域における製品品質とカスタマーサービス品質向

上の施策、共通課題や取り組みを共有し、全世界で品質とカスタ

マーサービスの改善活動を推進。

 エレクトロニクス製品やそのカスタマーサービスが満たすべき品

質要求事項 (製品の安全性と性能、表示、カスタマーサービスな

どを含む) を定めたソニーの品質基準を制定し、技術の進歩、法

規制や社会の変化にあわせて継続的な見直しの実施をはじめ、

期待を超える品質とカスタマーサービスをお届けするために必要

な、さまざまな社内の自主基準を制定・運用。

 お客様の安全に影響を及ぼす、またその可能性のある製品事故

の発生についてソニーに情報が入った場合、迅速に品質担当役

員に報告が入るよう、全世界でルールを強化。品質担当役員は、

受領した報告にもとづいて、必要な検証と対応を関連部署に指示

し、お客様への適切な対応の実行を徹底。また、製品に関係する

セキュリティ問題、またはその可能性についての情報に関しても

同様の体制で運用を徹底。

 エレクトロニクス関連会社におけるソニー製品の商品化プロセ

スにおいて、ソニーグループAI倫理ガイドラインに基づいて遵守

すべき要求事項を定めた社内文書を整備。

 責任あるAIの取り組み



目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

110

品質・
カスタマー
サービス

マネジメントアプローチ　│　製品品質・サービスの理念・基本方針　│　製品品質・品質マネジメント　│　製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み　│　カスタマーサービス　│　人間中心設計 (HCD) の取り組み　│　アクセシビリティ

 お客様の声の社内フィードバック
ソニーでは、お客様の声を積極的に製品やカスタマーサービスの

改善に生かす取り組みを行っています。製品をお使いいただいたお

客様やカスタマーサービスをご利用いただいたお客様から寄せられ

るご意見や不具合情報、使い方のご相談・ご質問などを、ご相談窓

口でいち早く正確に把握し、データベースに集約したうえでご意見

を分析し、商品企画や設計部門などが品質関連部門と連携して、随

時経営層にも報告しながら早期に品質改善・商品力向上に結びつ

ける活動を展開しています。

近年、お客様が利用するコミュニケーションツールが多様化し

ています。より広くお客様の期待にお応えするためSNS (Social 

Networking Service) 上のお客様の声の分析にも取り組み始めて

います。

 社内の品質情報窓口
品質問題は早期発見が重要です。ソニーは、品質に関する問題、

情報、意見などをグループ社員から幅広く収集するための品質情報

窓口 (Quality Hot Line) を設置しています。

グループ社員は、職場での解決や判断が難しい製品品質問題、ま

たお客様の立場でソニー製品やカスタマーサービスを利用して気づ

いた点などについて、品質情報窓口の社内専用ウェブサイトから投

稿することができます。提供された情報は、すべて事実確認が行わ

れ、それぞれの製品やサービスの品質改善や品質問題の再発防止・

未然防止策の立案・導入に活用されています。

 市場品質監視
ソニーでは、事業領域ごとに品質保証の組織を持ち、管轄する製

品の市場品質の改善に取り組んでいます。

また、本社には、市場で発生している品質問題を国内、海外のさま

ざまな情報源から幅広くかつ迅速に収集し、週次で本社の品質マネ

ジメントおよび技術専門家に対して報告、共有する機能を備えてい

ます。ここで報告された情報を元に市場対応が適切に実施されてい

るかどうかを確認し、その対応を徹底するとともに、品質問題に対す

る再発防止策および未然防止策の確実な導入実施を推進すること

で、ソニーの品質改善を加速しています。

 品質問題とその対応
ソニーは、品質こそお客様にソニー製品を満足・信頼・安心してお

使いいただくための最重要事項であると認識し、前述のような体制

や取り組みを通じ品質問題の再発防止・未然防止に努めています。

品質問題発生の際には事実調査や不具合改善対応を、グローバ

ルな視点で関係組織が連携し迅速に実行しています。品質問題が

発生した場合のお客様対応に関しては、品質問題を認識して以降、

さまざまな検討を行い、お客様に対する告知、市場対応の判断とそ

の実行までを、すべてのソニー製品の共通プロセスとして策定し運

用しています。

まず、発生した品質問題に関して、世界各地域のカスタマーサービ

スの拠点から品質情報を収集・確認し、現地と連携して問題の内容

を正しく把握します。それに基づき、問題の原因と対策、その効果を

迅速に検証し、問題をお客様の視点で捉え直し、問題に対する対応

を決定します。その上で、各地域のすべてのお客様に同じカスタマー

サービスが提供できるよう地域のCSオフィサーと協力して対応方法

を決定しています。

また、品質問題を伝える告知の方法は、お客様に対して問題の内

容に応じて最適となる情報伝達方法を検討し、ウェブサイト、電子

メール、アプリを通じた通知などの媒体を利用しています。

  重要なお知らせ

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
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  製品の品質・安全性・ 
長期信頼性への取り組み

 製品の品質向上の取り組み
ソニーは、設計、製造、部品のそれぞれの業務領域で、以下のよう

な製品品質向上の取り組みを行っています。

 設計品質の取り組み：
ビジネスユニットの責任者は、設計開始時には新規技術/新規部

品やユーザー視点での使い方などを、また設計完了時には、予定さ

れていた品質レベルとその信頼性の実現状況を確認しています。

加えて、ソニーブランドにふさわしい品質を備えた製品をお客様へ

お届けするために、OEM/ODM※1を含めたソニー全体の品質基準

を設け、設計完了時に遵守確認を行っています。これらの取り組み

により、新規技術/新規部品からの品質問題の発生を防止し、かつ

ユーザーの利便性を考えた設計が行われるようにしています。

 製造品質の取り組み：
すべての製造事業所において、不良を「入れない」「つくらない」

「出さない」管理に注力して、お客様に安心してお使いいただける

ものづくりを行っています。取り組みの事例としては、製造事業所ご

とに品質に対し重要な目標を設定して、PDCA (Plan / Do / Check / 

Action) の活動サイクルを回すことで目標を達成させて、製品品質

の改善を進めています。OEM/ODMでの製造に対しても、ソニーの

製造事業所と同じ製造品質を確保すべくソニーとしての製造品質管

理に関する標準ルールを設けて品質確保を行っております。

 部品品質の取り組み：
製品に組み込まれる部品においては、長期使用を前提とし信頼

性が求められる重要な部品を製品カテゴリーごとに見極め、関係組

織が協力して、新規の信頼性評価技術を開発するなど、部品信頼性

向上の取り組みを進めています。

※1 OEM/ODM：製造を委託したメーカー (OEM) 、および設計・製造を委託したメーカー 
(ODM) のこと。

 製品の安全性向上の取り組み
お客様に安全に安心してお使いいただける製品を提供すること

は、ソニーにとっての最重要事項の一つです。ソニーは、すべての製

品・サービスにおいて、企画、開発、設計、製造、販売、アフターサービ

ス等、事業活動のどの段階においても、製品の安全性を保つため、

法令に定める基準を満たす、またはそれを上回るための手だてを継

続的に追求し、実施しています。その一環として、医学的な観点から

安全性を検討するチームを組織し、新しい技術を用いた製品の開発

やイベントでの利用においては、お客様の健康に影響を及ぼすこと

がないよう、社外の専門家による医学的な観点からの助言も得なが

ら、技術の検証および製品の開発・設計に取り組んでいます。専門家

の助言を踏まえ必要と判断した場合には、専門機関の協力も得なが

ら、安全性を検証する評価試験を実施しています。

また、お客様への安全に関する説明や情報提供は、正確で、理解

しやすく、見やすいものを目指します。ソニーの製品に関して、安全

に関する問題等が報告された場合は、ソニーは、速やかに事実調査

を行い、適切な処置を実施します。

 製品の長期信頼性向上の取り組み
ソニーでは、長期信頼性の向上に積極的に取り組むために「品質

信頼性ラボ」を設置し、お客様に安心して長くお使いいただける製

品の提供を目指しています。

品質信頼性ラボでは、信頼性技術の向上に専任で取り組む技術

者を配し、長期信頼性の向上に向け材料や部品の経時劣化や腐食

などにかかわる要素技術、新規技術や新規製品に求められる機能

に即した新たな信頼性技術や評価・解析技術の研究開発に取り組

んでいます。開発した技術と得られた知見等を設計や部品選定に生

かすことで、製品の信頼性を高めています。さらに、一部の評価手法

については、ソニー内の共有にとどめることなく学会や工業会でも

公開し、情報共有も行っています。

 製品セキュリティの取り組み
製品のネットワーク化が進み個人情報などの漏えいやデータの改

ざんまたは破壊、および製品への乗っ取りなどが生じる危険性が増

しており、製品・サービスのセキュリティ強化が重要視されています。

ソニーは、外部専門機関や研究者、個人等から広くセキュリティ情

報を収集することに加え、製品セキュリティに関する責任者を配し、

対応組織を設けるとともに、各ビジネスユニットと連携し対応して

いく体制を構築しています。入手した情報をもとに責任者が中心と

なり該当製品の調査を行うとともに、製品セキュリティの観点から

お客様に与える影響に応じた適切な対策を講じています。

また、お客様に安心してお使いいただける製品をお届けできるよ

う、製品のリスクアセスメントや製品セキュリティ脆弱性検出ツール

による出荷前検査を実施するなど、製品の企画から出荷、廃棄まで

を含む一連のライフサイクルを考慮したセキュリティ設計・対応の仕

組みを導入しています。さらに、製品セキュリティ確保に関する社内

ルールの制定と継続的な社内教育を実施することで、製品セキュリ

ティを一層強化しています。

一方、IoT (Internet of Things、インターネットにつながる機器

の総称) 機器のセキュリティ問題に関する関心の高まりを受け、各

国および地域において新たなIoTセキュリティの法規制の整備が進

む中、法規制情報の収集・対応の体制を整えて、確実な法令対応を

進めています。
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 カスタマーサービス

ソニーは、製品品質のさらなる向上に取り組むとともに、

「ソニー品質憲章」で掲げている「社員一人一人がお客

様の視点に立って考え、期待を超える品質とカスタマー

サービス」をお届けし続けるために、お客様応対におい

ては、時代の変化とともに変わるお客様のニーズに対応

し、修理サービスにおいては、よりよい修理品質を提供

できるサービス体制の構築などさまざまな活動を行い、

お客様満足の向上に努めています。

 体制
ソニーは、製品をお届けしている世界各地域にカスタマーサービ

ス品質向上活動の推進責任者 (CSオフィサー) を任命し、品質担当

役員および地域本部責任者の指揮・監督のもと、ソニーの全世界共

通のKPIを掲げ、グローバルレベルでカスタマーサービスの品質を向

上させていくネットワークを構築し、それぞれの地域のお客様のご

要望に添ったカスタマーサービスを提供できるよう取り組みを推進

しています。

 お客様対応サービススタッフの育成
ソニーは、グローバルに質の高いカスタマーサービスを提供でき

るよう、お客様応対業務に携わる社員、およびパートナーのスタッフ

を対象に、特にお客様がお困りの問題に迅速に対応できるよう、新

技術の習得や解決策の共有に加え、ソニー製品をお客様がより快適

にお楽しみいただけるよう、継続的な研修・教育の実施を徹底して

います。

 ご相談窓口、カスタマーサービス向上
ソニーは、ソニー製品やカスタマーサポートに関するお客様から

のお問い合わせに対応するための窓口として、1963年に「お客様ご

相談センター」を国内に開設しました。以来、その機能を全世界に展

開するとともに、お客様重視の応対とさらなるお客様応対業務の品

質向上に努めています。

既存の電話やメールによるサポートに加え、地域によっては、お

客様がリアルタイムでオペレーターとチャットできるサポート、SNS 

(Social Network Service) やメッセンジャーアプリを利用したサ

ポート、フォーラムの開設によるお客様同士による相互解決の場の

提供など、それぞれの地域ごとに多様化するお客様のニーズに合わ

せたサポートを提供しています。

さらにお問い合わせ窓口に対する満足度調査を行い、改善を実

施することにより、常にお客様満足度の向上に努めています。

 使い方説明の利便性向上と 
地球環境保全の両立

製品の使い方説明に関して、知りたいことがすぐに見つかるな

ど、検索性、利便性を高めるため、ウェブサイト版取扱説明書の提

供、サポートウェブサイトのさらなる充実化を進めています。

ウェブサイトにおいては、製品そのものに加え、ソフトウェアやネッ

トワークサービスのアップデートなどに追従したサポート情報を充実

させることにより、ソニー製品、ソフトウェア、サービスへのお客様の

理解を深めていただくとともに、トラブルを迅速に解決できるよう努

めています。また、お客様の利用環境に合わせ、モバイル端末にも対

応したサポート情報を提供しており、利便性の向上を図っています。

紙の取扱説明書に関しては、「スタートガイド」と位置づけて、製品

の接続や設定などの準備から基本的な機能を使っていただくまで

の情報に注力して提供しています。

また、ビジュアル表現を充実させ文章を最小化することで、複数

言語で書かれていた世界共通製品の取扱説明書の集約を可能に

し、さらに紙の使用量そのものの削減による地球環境の保全にも貢

献しています。

 修理サービス
ソニーは、全世界に3,862カ所の修理サービス拠点を擁していま

す。お客様の満足度向上に向け、受付窓口での故障診断、修理品質

の向上、修理日数の短縮などお客様のご要望にお応えできるよう取

り組んでいます。また、製品の特性に応じて各地域で適切な修理対

応ができるよう、継続的な修理環境の整備を進めています。さらに、

修理情報を製品品質にフィードバックする体制を強化することで、

製品品質改善を促進しています。

コンスーマーAV関連商品の修理サービス拠点数 (2020年度) 

地域 修理サービス拠点数

日本 464

米国、カナダ 781

欧州 923

中国大陸・香港地区 556

アジア・太平洋地域※1 580

その他地域※2 558

※1 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区
※2 中近東、中南米、アフリカ
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 人間中心設計 (HCD) の取り組み

私たちソニーは、「顧客体験」を品質の一要素としてとら

え、日々デザイン・開発に取り組んでいます。

多様化するお客様のニーズを的確に捉え、優れた顧

客体験を実現するために、人間中心設計 (Human-

Centered Design : HCD) のプロセスを取り入れ、お

客様の視点に立った活動を推進しています。

 体制
ソニーでは、品質担当執行役員のもと、グループ横断で活動を推

進するチームを中心に、関連部門やビジネス部門と連携して、人間

中心設計 (HCD) に取り組んでいます。横断的な協力体制のもと、

技術の進歩による製品の多機能化やUI (ユーザーインターフェース) 

の進化に応じて、できるだけ使いやすく、快適に利用できる製品や

サービスの提供を目指しています。

 人間中心設計 (HCD) に基づいた製品や
サービスの開発

使いやすさ (ユーザビリティ) の向上と、お客様の本質的なニーズ

をとらえた体験の実現に取り組んでいます。国内外でインタビュー

や家庭訪問などによるユーザーリサーチの実施や、設計の上流段階

からプロトタイピングやユーザビリティテストによる課題発見と改善

を繰り返し行っています。製品の発売前だけでなく、発売後におい

ても、お客様へのインタビューを含む長期的な利用状況調査を実施

しています。また、お客様がサービスを利用する際にどのように行動

し、どのような感情を抱くのかを分析し、関係者でお客様視点を共

有しながら顧客体験の向上に取り組んでいます。

 ユーザーリサーチ/テストを 
実施するための仕組み

ユーザーリサーチ/テストを迅速かつ効率的に行うため、日本、北

米、欧州、インド、中国など国内外の拠点と連携してユーザーリサー

チ/テストを実施できる体制と環境を整えています。さらに、社員や

社員のご家族がアンケート調査やインタビュー、ユーザビリティテス

トに協力する「社内モニター制度」を設けています。これらの体制や

制度により、優れた顧客体験と使いやすさの実現を支えています。

ユーザビリティテストの様子

 社内基準の策定とノウハウ継承への 
取り組み

ソニーグループの製品やサービスの設計代表者が集まり、機器や

画面上の言葉やアイコンの使い方、操作作法などの基準を定めてい

ます。さらに、ユーザーリサーチ/テストで得た知見や開発現場で蓄

積されたノウハウ、UX (ユーザーエクスペリエンス) デザイン手法の

活用事例などを、組織を越えて共有しています。

基準やノウハウは社内ポータルサイトでも公開され、ソニーグルー

プの誰もが参照できるようにしています。製品やサービスの開発現

場では、これらを活用しながら、お客様にとっての使いやすさを追求

し続けています。

 人間中心設計 (HCD) の人材育成と 
社内啓発活動

人間中心設計 (HCD) の専門家のみならず開発現場の担当者や

リーダーが、お客様のニーズをとらえた体験を実現するためのスキ

ルを習得できるよう社内研修を行っています。また、高い専門性を

持ってお客様視点の活動をリードする人材を増やすため、人間中心

設計 (HCD) のスキルを持つ人材を積極的に採用しています。さら

に、人間中心設計 (HCD) への社員の理解を深めるため、社内外の

専門家による講演会やイベントなどを全社員に向けて適宜実施し

ています。これらの取り組みを通じて、さまざまな立場で製品・サー

ビスに関わる社員が人間中心設計 (HCD) に必要な知識の習得や

スキル向上に努めています。
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 アクセシビリティ

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世

界を感動で満たす」というPurpose (存在意義) のもと、

すべての人が感動を分かち合える未来を実現するため

にアクセシビリティを高める取り組みを進めています。

 体制
ソニーでは、品質担当執行役のもと、アクセシビリティ、インクルー

シブデザイン※1をグループ横断で推進するチームが中心となって、ビ

ジネス部門のアクセシビリティを推進する責任者と連携しています。

グローバルで統一した達成基準と体制を定め、それらに基づき持続

的にアクセシビリティの向上に取り組んでいます。社員研修や全社

に向けた講演会、アクセシビリティの向上を目的とした調査や評価

ツールの策定、インクルーシブデザインの導入など、ソニーグループ

のアクセシビリティ関連活動を包括的にサポートしています。

※1 多様なユーザーを包含・理解することで新たな気づきを得て、一緒にデザインする手法

 より多くのお客様に 
製品・サービスを使っていただくために

ソニーは、2019年12月に障がい者の活躍推進に取り組む国際イ

ニシアティブ「The Valuable 500」※2に加盟しました。そして2021

年、「The Valuable 500」の主旨である障がい者のインクルージョ

ンをリードする、「Iconic Leaders」の1社にも選ばれました。一人で

も多くのお客様にソニーの製品・サービスを楽しんでいただくため、

アクセシビリティ、インクルーシブデザインの取り組みを全社で推進

しています。アクセシビリティに配慮した製品・サービスは、ソニーグ

ループポータルサイトのアクセシビリティをご覧ください。

  アクセシビリティ

※2 障がい者がビジネス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるような改革をビジ
ネスリーダーが起こすことを目的として、2019年1月の世界経済フォーラム年次総会 (ダ
ボス会議) にて発足した組織。

社内啓発の取り組み
ソニーグループでは、アクセシビリティについて社員の理解を深

めるため、専門家 による講演会や研修講座を定期的に実施してい

ます。2020年10月には、アクセシビリティ、インクルーシブデザイン

の重要性について考える場として、専門家によるアクセシビリティ

講演会と障がいのある方を交えたパネルディスカッションを開催し

ました。

また、毎年Global Accessibility Awareness Day (GAAD) ※3

には、日米欧の各拠点が中心となり、この日に合わせてアクセシビリ

ティに関するイベントを開催しています。2021年のGAADでは、聴

覚障がいのある社員をはじめソニーグループの多様な社員が、製

品・サービスにおけるアクセシビリティの取り組みについて語り合う

座談会を開催するなど、ソニーグループ各社でアクセシビリティの啓

発活動を実施しています。

※3 アクセシビリティと、さまざまな障がいのあるユーザーについて全世界で語り、考え、学ぶ
日のこと。

インクルーシブデザインの取り組み
障がいのある方を含め、より多くのお客様に製品・サービスをお

使いいただけるように、インクルーシブデザインを推進しています。

企画、開発過程において障がいのある社員が関わったり、当事者へ

のインタビューやユーザビリティテストを実施したりして、その結果

を製品・サービスに反映するなどの活動をしています。

例えば、テレビ開発では、視覚障がいのあるユーザーに製品を

一定期間使っていただきフィードバックをもらう活動や体験会を

継続的に実施し、製品改善に役立てています。PlayStation®5や

PlayStation®4では、システムソフトウェア開発にあたって、ユーザ

ビリティテストを繰り返し行い、アクセシビリティ機能の精度を高め

られるよう推進しています。ウォークマン®やソニー製オーディオ機

器のアプリケーションなどの製品・サービスにおいても、障がいのあ

る社員が評価を行い、製品に反映する取り組みを行っています。特

に、お手元テレビスピーカーは、多様なお客様が簡単に使えるための

配慮がなされている製品として認められ、2019年に続きIAUD国際

デザイン賞2020のプロダクトデザイン部門で銅賞を受賞しました。

映画・アニメにおける取り組み
株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントやアニプレック

スでは、作品の劇場公開時およびDVD/Blue-ray発売時などにおい

て、バリアフリー音声ガイドやバリアフリー字幕への対応※4を進めて

います。バリアフリー音声ガイドとは、主に視覚に障がいがある方に

対して、人物の動作や映像の情景、字幕やテロップなどを音声で伝

えるものです。バリアフリー字幕とは、主に聴覚に障がいがある方に

対して、話している人の名前や台詞だけでなく、映像で流れる音楽

や効果音、環境音などの意味のある音情報を文字で表した字幕で

す。バリアフリー音声ガイドとバリアフリー字幕に対応することで、よ

り多くの人に映画を楽しんでいただくことができます。

※4 日本国内のみの実施

社員による主体的な取り組み
ソニーには、アクセシビリティの向上を目指して活動する社員グ

ループがあり、社員が主体的に活動しています。 

ソニー・ノースアメリカやソニー・インタラクティブエンタテインメ

ントでは、社員ネットワークが主体となり、障がいのある社員へのサ

ポートや、社内のアクセシビリティに対する意識向上のために定期

的な情報発信を行っています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/accessibility/
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多様なお客様の声を聞く取り組み
お客様の声を聞き製品・サービスの改善に役立てるため、アクセ

シビリティに関するイベントに出展しています。世界最大級のアクセ

シビリティに関する国際会議であるCSUN Assistive Technology 

Conference (CSUN) に2019年より出展しています。2021年3月の

出展では、ブラビア®、PlayStation®5、ウォークマン®などアクセシ

ビリティに配慮したソニーの製品紹介をオンラインで行いました。

2020年11月に開催されたアクセシビリティ有識者向けカンファレン

ス「TechShare Pro」では、ソニーがシルバースポンサーを務め、製

品のデモンストレーションをオンラインで実施しました。また、欧米

の各拠点においては、製品・サービスのさらなる使いやすさを目指

し、障がい者団体と定期的に対話する機会を設けています。

アクセシビリティ向上のための標準化活動
ソニーでは、業界全体のアクセシビリティ向上を牽引するため、標

準化活動※5にも積極的に取り組んでいます。

※5 IEC 62731 Text-to-speech for television・IEC 62944 Digital Television 
Accessibility・IEC TC 100/TA 16 (AAL (自立生活支援) 、アクセシビリティおよびユー
ザーインターフェース) 

 ウェブサイトにおけるアクセシビリティへの
取り組み

ソニーグループでは、グループ会社のウェブサイトのアクセシビリ

ティの基準と遵守事項を定めた「ソニーグループウェブアクセシビリ

ティポリシー」を制定しています。ソニーグループのウェブアクセシビ

リティの適応基準は、World Wide Web Consortium (W3C) 勧

告のWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG) に準拠し

ています。

「ソニーグループウェブアクセシビリティポリシー」は、ウェブサイト

やその他のデジタルプラットフォームの利用が増え続けている現況

において、グループ会社のウェブサイトが障がい者や高齢者を含む

すべての人にとって、アクセシブルである (アクセスできる、しやす

い) ことを目指しています。

例えば、ソニー生命保険株式会社では、すべての方にとって利便

性が高く、そして魅力的なコンテンツを提供するウェブサイトを目指

し、2019年11月に公式サイトをリニューアルしました。コントラスト

比の確保による読みやすさや手話・筆談サービスのご案内など、お

よそ24に渡るアクセシビリティの項目に対応しました。これらの対応

が評価され、2020年11月、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 

Web広告研究会が主催する「第8回 Webグランプリ」において、本

サイトは企業グランプリ部門「アクセシビリティ賞」優秀賞を受賞し

ています。

また、ソニーは組織内の役割や立場に応じたさまざまなウェブア

クセシビリティの研修を実施しており、今後も継続して行います。

 安心して利用していただくための環境づくり
ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は、ゲームを音

楽・映画・テレビと並ぶエンタテインメントのひとつに育てたいと考

え、幅広いユーザー層に向けてPlayStation®のビジネスを展開し

てきました。家庭用ゲーム業界では、ゲームソフトウェアのジャンル

の広がりに対応し、購入時にどのくらいの年齢層を対象としたソフ

トウェアであるかといった商品情報を提供するために、日米欧各地

域の業界団体 (CERO/ESRB/PEGI) の年齢別レーティング制度を

導入しています。また、年齢区分の表示だけでなく、ゲームの内容の

詳細な記載を最初に追加するなど、米国ESRBの制度は20年以上

の実績で社会的に高い評価を得ており、またPEGIはエンタテインメ

ント産業の自主規制の枠組みとして、欧州委員会から支持されて

います。日本においても、販売店の皆様の協力のもとCERO審査に

よる「Z：18歳以上のみ対象」ソフトウェアの18歳未満のお客様への

販売を自主的に規制するなど、レーティング制度の実効性を高める

ための施策を推進しています。

また、SIEは、PlayStation®5をはじめとした各種ハードウェアに、

視聴年齢制限に対応するペアレンタルコントロール機能を搭載し

ています。この機能は、お子様に安心・安全にPlayStation®をお楽

しみいただけるよう、保護者の方がお子様に適したゲームのみで遊

べるように設定したり、遊ぶ時間や他のユーザーとのチャット利用

などを管理したりすることができます。

PlayStation®5
©  Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.･  

Design and specifications are subject to change without notice.

ソニー生命保険株式会社やソニー損害保険株式会社では、耳や

言葉が不自由なお客様もスムーズにお問い合せいただけるように、

手話・筆談サービスを提供しています。テレビ電話を使い、手話・筆

談サービスオペレーターと手話または筆談でお話いただける環境

を整えています。

手話・筆談を使ったお問い合わせの流れ
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環境
継続的に行ってきた取り組み
1976年 全社的な環境会議を設立

1993年 ソニー環境基本方針、環境行動計画を策定

1995年 日本の製造事業所でISO14001認証取得を開始

2002年  「グリーンパートナー環境品質認定制度」を導入

2006年  全事業所の環境マネジメントシステムを統合

2009年 欧州事業所の電力を100％再生可能エネルギー化

2010年 環境計画「Road to Zero」を発表

2015年 Science Based Targets 2℃目標に認定

2018年 自社の事業活動で使用する電力を再生可能エネル

ギー100%にする国際的イニシアチブ「RE100」に加盟

2020年 Science Based Targets 1.5℃目標に認定

2020年度活動実績ハイライト
製品1台あたりの 
年間消費電力量 

54%
 (2013年度比) 

事業所の温室効果ガス排出量 
 

11%
 (2015年度比) 

イベントやソーシャルメディアを通じて、 

累計23億人以上に
啓発とアクションの促進を実施

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
ソニーの企業活動は、あらゆる生命の生存基盤である地球環境

が健全であってはじめて成り立ちます。したがって、ソニーは気候変

動対策や資源保全、化学物質の管理、生物多様性の保全など、環境

への対応が重要と考えています。

この認識のもと、ソニーは持続可能なビジネス活動を行い、環境

に配慮した製品やサービスを通し、ソニーらしい優れた技術やイノ

ベーション、さらに社会との共創によって持続可能な社会の実現に

貢献します。

基本的な考え方
ソニーは、1990年代初頭から環境活動方針と行動計画を掲げて

活動してきました。2010年4月には、自らの事業活動および製品のラ

イフサイクルを通して、2050年に環境負荷をゼロにすることを目指

す環境計画「Road to Zero (ロード・トゥ・ゼロ) 」を策定しました。

2050年の環境負荷ゼロに向け、5年ごとに設定している環境中

期目標では、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の4つの重要な

視点に対し、商品のライフサイクルのステージごとに具体的な目標

を定めています。

2020年度の主な活動実績
ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management 

(グリーンマネジメント) 2020」 (GM2020) において、商品のライフ

サイクルのステージごとに具体的な目標を掲げ活動を推進してきま

した。

以下、GM2020の主な達成結果を抜粋し、ご紹介します。

 製品1台あたりの年間消費電力量 ▲54% (2013年度比) 

 再生可能エネルギー導入によるCO2削減貢献量  

▲45.6万トン-CO2 (2016年度以降累計) 

 事業所の温室効果ガス排出量 ▲11% (2015年度比) 

 事業所の廃棄物発生量 ▲15% (2015年度比) 

 全事業所で生物多様性の保全や教育・啓発活動を実施

 製品物流のCO2排出量 ▲39% (2013年度比) 

 イベントやソーシャルメディアを通じて、累計23億人以上に啓発

とアクションの促進を実施

 One Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェク

ト) を全世界で展開し、事業所内での使い捨てプラスチックの削

減を推進、および地域のプラスチックごみの清掃活動を実施

今後に向けて
2 0 2 1 年 度 か ら 2 0 2 5 年 度 まで の 環 境 中 期 目 標「 G r e e n 

Management 2025」に基づいて、ソニーは自社の環境活動にと

どまらず、ビジネスパートナーや消費者などのステークホルダー

にも行動を働きかけ、持続可能な社会を共創していきます。また、

Science Based Targetsに認定された達成を2035年度とした製

品や事業所の気候変動目標や、2040年に自社の事業活動で使用

する電力を100％再生可能エネルギーにするという目標の達成に向

け、力を入れていきます。今後は一部の製品の大型化や増産による

環境負荷増大のリスクが見込まれていますが、2050年の“環境負荷

ゼロ”に向けて、さらなる取り組み強化を行っていきます。

関連情報
 環境データ

 ソニーの環境計画「Road to Zero」

 Green Management 2020

 Green Management 2025

 ソニーグループ ポータルサイト「環境」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
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 環境方針と目標

 ソニーグループ環境ビジョン
ソニーは、グループ全体のグローバルな環境方針として、「理念」

と「基本方針」からなる「ソニーグループ環境ビジョン」を制定し、持

続可能な社会の実現を目指しています。ソニーは1993年に「環境ビ

ジョン」の前身となる「ソニー環境基本方針」と、環境行動計画を制

定し、活動を続けてきました。2010年には環境計画「Road to Zero 

(ロード・トゥ・ゼロ) 」の策定に合わせ、「環境ビジョン」の内容を改定

しました。

理念
ソニーは、あらゆる生命の生存基盤である地球環境が保全され、

現在だけでなく将来にわたり、健全で心豊かな持続可能な社会を実

現するために、自らの事業活動および製品のライフサイクルを通し
て、環境負荷をゼロにすることを目指します。

基本方針
ソニーは、環境法規制を遵守し、グローバルな環境マネジメントシ

ステムを継続的に改善しながら、自らの事業活動、および製品のラ

イフサイクル全体を通して環境負荷を確実に減らすとともに、汚染

の防止に努めます。特に、重要な環境の4つの視点については、下記

のゴールを設定し、実現に向けて積極的に行動します。

ソニーが取り組む環境の4つの視点

気候変動　 資源　

生物多様性　 化学物質　

 気候変動について
事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエネ

ルギーの使用を削減し、温室効果ガス※1の排出ゼロを目指します。

‒ 資源について
事業活動における新規の資源投入量を最小化するために、重視

する資源を特定し、その新規材料の利用量ゼロを目指します。ま

た、水の適正な利用に努め、事業所における廃棄物を最小化する

とともに、市場からの製品の回収・リサイクルに最大限の努力をし

ます。

 化学物質について
使用する化学物質が人の健康と地球環境にもたらす著しい悪影

響のリスクを最小化します。使用する化学物質の確実な管理を行う

とともに、予防的措置の観点に立ち、科学的確証が十分に得られて

いない場合も考慮しつつ、環境に著しい影響を与える可能性のあ

る物質の継続的な削減・代替に努め、可能となり次第、その使用を

中止します。

 生物多様性について
事業活動や地域貢献活動を通して、生物多様性の維持、回復を積

極的に推進し、生態系サービスの保全と持続的な利用に努めます。

※1 温室効果ガスは、地表面から反射する太陽光の赤外線を吸収することで、地表の温度を
上昇させる効果があるガスです。代表的なものとして、二酸化炭素 (CO2) 、メタン、亜酸
化窒素、ハイドロフルオロカーボン (HFC) 類、パーフルオロカーボン (PFC) 類、六フッ化
硫黄 (SF6) 、三フッ化窒素 (NF3) の7つのガスがあります。

ソニーは、この環境ビジョンの実現に向けて、目標・計画を作成

し、行動します。また、社内外のさまざまなステークホルダーとの

パートナーシップやコミュニケーションを通して、より良い社会の実

現に貢献します。

 環境計画

環境計画「Road to Zero」
ソニーは、グループ環境ビジョンにおいて「自らの事業活動およ

び製品のライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることを目

指します」と宣言しています。この究極の目標を達成するために策

定されたものが、ソニーの環境計画「Road to Zero (ロード・トゥ・

ゼロ) 」です。この計画では、「環境負荷ゼロ」の達成年を2050年と

し、そこに向けて段階的に環境中期目標を設定しながら、行動して

いきます。

  ソニーの環境計画「Road to Zero」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
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「環境負荷ゼロ」へ向けた4つの視点でのアクション
ソニーは、「環境負荷ゼロ」を達成するために、気候変動、資源、化

学物質、生物多様性の4つの重要な視点に対して、以下のアクション

を進めています。

 気候変動に対するアクション
ソニーは、事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクル全体

で温室効果ガス排出量ゼロを目指します。それに向けて、使用する

エネルギーについて、徹底した省エネ化と可能な限りの再生可能エ

ネルギー導入が求められています。事業所における使用電力量の

削減と太陽光発電設備等の設置推進、および製品・サービスにおけ

るエネルギー利用効率の最大化とともに、製造委託先や原材料・部

品サプライヤーなどのサプライチェーンに対しても同様の取り組み

を働きかけ、直接的・間接的な温室効果ガスの排出量削減に努めま

す。なお、最終的に排出抑制が不可能な温室効果ガスについては、

排出量を相殺する方法も検討していきます。

‒ 資源に対するアクション
ソニーは、事業活動および商品・サービスのライフサイクルを通し

て資源を有効利用するために、投入資源の最小化、再資源化の最大

化を実行します。投入側については、製品の軽量化や包装材利用の

最小化、自社オペレーションの資源効率向上などを通じ、投入資源

の最小化を行います。また、品質や耐久性の向上などに取り組んで

製品の長寿命化を推進することや、易解体設計などの環境配慮設

計に取り組み、投入資源を間接的に抑制することを目指します。ま

た、資源の枯渇性・偏在性・採掘時の環境負荷、採掘による生物多

様性の損失や地域コミュニティへの影響などの観点から「重視する

資源※1」を特定します。特定した重視する資源については、バージン

資源由来の部材をゼロにすることを目指します。

一方、排出側については、自社オペレーションから発生する廃棄

物の再資源化を推進し、埋め立て量をゼロにすることを目指しま

す。また、製品においても、リサイクル容易性設計を推進し、地域社

会のニーズに適応した使用済み製品の回収・リサイクルを継続的に

実行するとともに、リサイクラーとの協業を通じてより高度な再資源

化に取り組みます。

※1 重視する資源とは、資源の枯渇性、遍在性、採掘時の環境負荷、採掘による生物多様性の
損失やコミュニティへの影響などの観点から、ソニーが重要なものとして特定する資源
を指します。

 水使用に関するアクション
水は地球全体を循環していますが、利用可能な量が少ないうえ

に、人口増加などの要因により、持続可能な利用が重要視される資

源です。一方で、異常気象により発生する洪水など、事業に大きな影

響を与えるリスクも存在しています。ソニーは、事業所の水使用状況

や、立地する地域の水リスクに応じて、水源の選定や保全、水使用量

削減・再利用の推進、排水時の周辺環境への影響の最小化などを

実施していきます。

 紙資源に関するアクション
ソニーは、紙資源が有限であることを認識し、継続的に紙使用量

の削減に取り組みます。また、紙を使用する場合には、紙・印刷物の

購入方針に沿って、森林認証紙や再生紙などの環境に配慮した紙

の優先的な購入を進めます。

  紙・印刷物の購入方針[PDF:427KB]

 化学物質に対するアクション
ソニーは、使用する化学物質が人の健康と地球環境にもたらす著

しい悪影響のリスクを最小化します。製品に使用する化学物質につ

いては、各国の規制、有害性や環境影響、用途や部品・製品中の含

有量などの情報をもとに適切に管理します。予防的措置の観点に基

づき、科学的確証が十分に得られていない場合でも、リスクが特に

懸念される物質については代替可能な用途を特定し全廃に努めて

いくことで、環境負荷低減を進めます。また、事業所で使用している

化学物質についても、種類と用途を特定し、リスクが高いと判断さ

れる物質についてそれぞれ管理基準を定めて使用の禁止や排出・

移動量の削減を推進します。さらに、ライフサイクルでの環境負荷を

鑑み、国際的な枠組みで制限された物質のうちソニーが指定する物

質をサプライチェーンの製造プロセスにおいて使用禁止にすること

を求めます。

 生物多様性に対するアクション
ソニーは、人類の生活の基盤である自然資本※2、およびそこから

供給される生態系サービス※3の重要性を認識し、自らの事業活動と

地域貢献活動の両面から、生物多様性の維持、回復を積極的に推

進します。例えば、原材料・部品調達、取水・排水、廃棄、物流、使用す

る紙・木材・食材の購入など、地球環境や生態系に直接的な影響を

与えうる事業活動においては、特に生物多様性に配慮しながら進め

ていきます。さらに、温室効果ガスの削減や省資源、使い捨てプラス

チックの使用量削減、化学物質管理の徹底などの環境負荷削減を

推進し、これらの環境側面の目標を達成することで、自然資本の持

続可能な利用や生物多様性の保全につなげていきます。また、事業

所の緑化活動や地域のニーズに応じた周辺地域の自然回復活動な

どの地域貢献活動を通じて、自然資本および生物多様性の保全に

も努めていきます。

※2 森林や河川、大気や土壌など自然を形成する要素、および生物を含む自然の財産のこ
と。生態系サービスや化石燃料、鉱物資源などの供給源となっている

※3 自然資本から生み出される地下水や木材、あるいは気候調整など人間が自然から享受
しているサービスのこと。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Paper_Policy_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Paper_Policy_JP.pdf
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 環境中期目標
ソニーは、環境中期目標を5年ごとに設定しながら、2050年の

「環境負荷ゼロ」を目指しています。環境中期目標の設定に際し

ては、2050年の達成年からバックキャスト (逆算) し、その時点で

環境負荷がどのレベルになっているべきかを考え、各年度の目標

内容に反映しています。これにより、「環境負荷ゼロ」に向けて、活

動の進捗から修正を加えながら、着実に行動することができます。

2011年には第1ステップとなる2011年度から2015年度までの環境

中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2015」、

2016年には第2ステップとなる2016年度から2020年度までの環

境中期目標「Green Management 2020」を設定し活動しまし

た。現在は2021年度から2025年度までの環境中期目標「Green 

Management 2025」の達成に向けて、活動を進めています。

環境負荷ゼロ
年2050

2025年度目標

2020
2030

2040

20152010

 Green Management 2020
ソニーは、2050年の「環境負荷ゼロ」に向け、段階的に中期目標

を設定しながら着実に活動しており、2016年度から2020年度まで

は環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 

2020」 (GM2020) を策定し、活動してきました。

「Green Management 2020」の考え方
ソニーは、GM2020を策定した際、それまでの環境活動を自己評

価するとともに、社外のステークホルダーの意見を反映するため、

環境に関するマテリアリティ分析※1などを実施しました。その結果

をもとに、2020年度までに取り組むべき重点領域として、原材料、

エネルギー、大気への排出、排水および廃棄物、製品およびサービ

スを特定し、次に重要なトピックスとして、水、生物多様性、サプライ

ヤーの環境評価などを挙げました。それらは、長年ソニーが取り組

んできた課題でしたが、GM2020においても重点目標として設定

しました。

さらに、GM2020では、製品の消費電力や事業所の温室効果ガス

排出量の削減をはじめ、ソニーグループ内の取り組みを強化する一

方、エンタテインメント事業を通じて全世界5億人以上に持続可能

性の課題を啓発し、社会や消費者にアクションを促したり、部品サプ

ライヤーや製造委託先に対して環境負荷低減を働きかけたりする

など、より広範囲な環境活動に取り組みました。GM2020の目標と

結果については次頁でご確認ください。

こうしたGM2020の目標設定および活動内容は、ステークホル

ダーから一定の評価を受けました。気候変動に関する目標につい

ては、国際イニシアチブの「Science Based Targets」に認定され

るほか、企業と投資家が協働する国際プラットフォーム「We Mean 

Business」の気候変動対応活動「Take Action」への参加にもつな

がりました。さらに、2017年の「We Mean Business」の水リスク削

減活動である「Improve Water Security」に参加するきっかけに

もなりました。

※1 マテリアリティ分析とは、企業とそのステークホルダーにとって、重要となる課題を抽出
し特定するための手法です。

  Science Based Targets (英語のみ) 

  We Mean Business (英語のみ) 

https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
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 「Green Management 2020」の結果
ソニーは、2016年度から2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」において、製品のライフサイクルのステージごとに目標を設定し、活動してきました。このたび2021年3月末で

活動期間を終了し、ほぼすべての目標を達成することができました。各ステージの目標と結果を報告します。

商品／サービスの企画および設計
ソニーは、すべての事業領域で環境負荷の少ない商品・サービスを提供しました。エレクトロニクス事業では、製品のライフサイクルを通じて環境負荷が低くなるような設計等を推進しました。製品1台あたりのバージンプラスチッ

ク使用量削減目標達成のために、2014年度から2020年度までの累計で約11.3万トンの再生プラスチックを製品に使用しましたが、テレビの平均画面サイズの大型化などによるプラスチック使用量の増加の影響により目標は未達と

なりました。2021年度以降は、再生プラスチックの利用のさらなる拡大を図るとともに製品1台あたりのプラスチック包装材使用量10％削減や新たに設計する小型製品のプラスチック包装材全廃に向けた取り組みを推進していきま

す。また、映画や音楽などのエンタテインメント事業においては、コンテンツを活用した環境活動を企画・展開しました。

目標内容 (基準年2013年度) 結果

全体

商品の環境配慮機能の導入を推進

ライフサイクル (製造時・使用時・廃棄時など) 
を通じた環境配慮設計を推進

主要な製品カテゴリーにおいて環境配慮製品
を創出

エンタテインメント事業において、全世界で5億
人以上に持続可能性の課題について啓発とア
クションを促す

イベントやソーシャルメディアを通じて、累計
23億人以上に啓発とアクションの促進を実施

気候変動

AC機器※1：消費電力量 30％削減 (平均削減率) 約54％削減

携帯電話、タブレット：充電器の無負荷時&メン
テナンス消費電力：0.03W以下

全てのスマートフォンで0.03W以下を達成

DC機器※2：機器の省エネと充電効率の向上
各モデルにて省エネおよび充電効率の向上を
推進

※1 AC機器とは、主機能が商用電源からのエネルギー入力で動作する機器のことです。
※2 DC機器とは、主機能がバッテリーからのエネルギー入力のみで動作する機器のことです。

目標内容 (基準年2013年度) 結果

資源

1台あたりのバージンプラスチック使用量 10％
削減 (平均削減率) 

約30％増加

石油以外の重視資源についても削減および代
替を推進

重視する鉱物資源の一部を削減

投入資源の最小化に努める
幅広い製品カテゴリーでの製品および包装の
小型軽量化への継続的取り組みや販売台数の
減少などの結果、2013年度比で約33%減

リサイクル配慮設計を推進
ソニーグループ環境配慮設計標準に基づきリ
サイクル配慮設計を推進。また、設計者向けリ
サイクル研修を定期的に開催

化学物質
懸念の高い環境管理物質※3 (ポリ塩化ビニル、
臭素系難燃剤などを含む) について、リスクの
高い用途において代替する※4

ソニー独自の化学物質管理基準に基づき代替
を推進
ポリ塩化ビニル、臭素系難燃剤の代替の詳細
については、こちらをご覧ください。

 ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化
 臭素系難燃剤 (BFR) の代替化

生物多様性 再生紙・認証紙使用の推進
紙・印刷物の購入方針に基づき再生紙や認証
紙の使用を推進

※3 環境管理物質は、部品・デバイスなどに含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい環境影響(側面)を持つとソニーが判断した物質を指
します。

※4 スマートフォンカテゴリーにおいては、(ポリ塩化ビニル、臭素系/塩素系化合物、フタル酸エステルなどの使用を制限) を適用します。
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オペレーション
ソニーは、グループ内の事業所において、再生可能エネルギーの導入をはじめ、環境負荷の低減に取り組みました。事業所の水使用量については、国内外の事業所で地域の水資源への影響を鑑み、水使用量の削減に取り組み

ましたが、主に半導体デバイスの増産により、目標未達となりました。2021年度以降は、水使用量の多い事業所では水使用量原単位の改善、水リスクの高い地域にある事業所では流域における水リスクの低減に向けた取り

組みを推進していきます。製造委託先においても目標を設定し、環境負荷低減の働きかけを強化しました。また、地域のニーズに応じた環境貢献活動も積極的に展開しました。

自社オペレーション

目標内容 (基準年2015年度) 結果

気候変動

サイトからの温室効果ガス (GHG) 排出量を総
量で5％削減

約11％削減

再生可能エネルギーの活用によるCO2削減貢
献量30万トン

約45.6万トン

資源

廃棄物発生量を総量で5％削減 約15％削減

埋め立て率1％以下 
 (ソニーがコントロール不可能なものを除く) 

約0.5％

水使用量を総量で5％削減 約26％増加

化学物質

別途定める化学物質について、 
管理基準 (クラス1～4) に従い対応

 クラス1物質：使用禁止
 クラス2物質：使用禁止 (除外用途あり) 
 クラス3物質：排出・移動量の削減を推進 

 VOC※1の大気中への排出量： 
総量で 50％削減 (2000年度比) を維持

 クラス4物質：関連法規を遵守するとともに、
充分な管理のもとに使用

 クラス1物質：使用禁止物質の使用なし
 クラス2物質：使用禁止物質の使用なし
 クラス3物質：排出・移動量の削減を継続 

VOCの大気中への排出量：約65％削減
 クラス4物質：関連法規を遵守するとともに、
充分な管理のもとに使用

生物多様性
地域のニーズに応じた環境地域貢献活動  
(サイト内保全活動含む) を積極展開

地域貢献活動の一環として、全サイトで地域の
ニーズに応じた生物多様性の保全や教育・啓発
活動を実施

※1 VOC (Volatile Organic Compounds) は、揮発性有機化合物の略称です。

委託先オペレーション

目標内容 結果

気候変動

取引額の大きい製造委託先に対し、GHG排出
量の把握と、1％／年の原単位削減を求める

該当する製造委託先に対し、実績把握と削減
を要請し、実績調査を実施。該当する全ての製
造委託先から回答を入手

取引額の大きい製造委託先に対し、再生可能
エネルギー導入とその継続を求める

該当する製造委託先に対し、再生可能エネル
ギーの利用推進を要請し、導入状況の調査を
実施

省エネ型のデータセンターを優先的に利用
社内ガイドラインに基づき、省エネ型データセ
ンターの優先的利用を推進

資源

取引額の大きい製造委託先に対し、水使用量
の把握と、1％／年の原単位削減を求める

取引額の大きい製造委託先に対し、廃棄物発
生量の把握と削減を求める

該当する製造委託先に対し、実績把握と削減
を要請し、実績調査を実施。該当する全ての製
造委託先から回答を入手

化学物質

製造委託先からソニーに納入される製品・半
製品に関して、各国の異なる化学物質の制限・
禁止の法規制に対してソニーが制定した基準
に基づいた対応を求める

ソニー独自の化学物質管理基準に基づいた対
応を要求

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソ
ニーが別途指定する物質の製造プロセスでの
使用禁止を求める

ソニーが指定した物質の製造プロセスでの使
用禁止を要請し、使用状況の調査を実施

生物多様性
地域のニーズに応じた環境地域貢献活動 (サ
イト内保全活動含む) の実施を製造委託先に
推奨

おもな製造委託先に対し、生物多様性への配
慮を要請し、活動状況の調査を実施
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原材料・部品調達
ソニーは、ライフサイクル全般を通した目標を達成するために、原材料・部品調達先に対し、環境負荷低

減の働きを強め、その低減を求めました。

目標内容 結果

気候変動

環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や
取引額の大きい取引先に対し、温室効果ガス 
(GHG) 排出量の把握と、自主的な目標設定・
削減施策実施を求める

該当するサプライヤーに対し、実績把握と自
主的な目標設定および削減施策の実施を要請
し、実績調査を実施。 
有効回答率約80％ (取引額ベース) 

資源
環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や取
引額の大きい取引先に対し、水使用量の把握
と、自主的な目標設定・削減施策実施を求める

該当するサプライヤーに対し、実績把握と自
主的な目標設定および削減施策の実施を要請
し、実績調査を実施。 
有効回答率約80％ (取引額ベース) 

化学物質

ソニーに納入される原材料・部品・製品に関し
て、各国の異なる化学物質の制限・禁止の法規
制に対してソニーが制定した基準に基づいた
対応を求める

ソニー独自の化学物質管理基準に基づいた対
応を要求

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソ
ニーが別途指定する物質の製造プロセスでの
使用禁止を求める

ソニーが指定した物質の製造プロセスでの使
用禁止を要請し、使用状況の調査を実施

生物多様性 生物多様性への配慮を求める
おもなサプライヤーに対し、生物多様性への配
慮を養成し、活動状況の調査を実施

物流
ソニーは、製品の小型・軽量化による輸送重量の削減に取り組むとともに、輸送効率の最適化や環境負

荷が低い輸送手段への切り替え (モーダルシフト等) などを進め、製品物流に関するCO2排出量を削減しま

した。

目標内容 (基準年2013年度) 結果

気候変動
国際間・域内における物流CO2排出量を総量
で10％削減

約39％削減

回収・リサイクル
ソニーは、製品のリサイクル配慮設計を進めるとともに、使用済み製品の回収・リサイクル処理を推進し

ました。さらに、現時点で再資源化できていないもののリサイクルを目指し、リサイクラーと協業し、重視す

る資源の再資源化実現の技術的検証を実施しました。

目標内容 結果

資源

地域社会のニーズに適応したリサイクルスキー
ムの構築と、効率的な運用を進める

回収・リサイクルの法規制が整備されている全
地域において、確実に各法規制要求に対応。法
規制が未整備の地域において、自主的な回収・
リサイクル活動を実施

重視する資源の再資源化の実態把握を通じ
て、高度な再資源化を目指す

重視する資源のうち、再資源化が現状充分に
されていないものを対象に、リサイクルプラン
トの協力のもと、再資源化実現の技術的検証
を実施

イノベーション
ソニーは、環境技術の開発を推進し、気候変動や資源に関する環境負荷低減につながる技術を確立しま

した。

目標内容 結果

気候変動／
資源／

化学物質／
生物多様性

環境技術の開発を推進し、環境負荷低減につ
ながる技術の確立に寄与

協生農法™、オープンエネルギーシステム、サス
テナブル社会の実現へ向けたIoT技術等の技
術開発

環境負荷低減に寄与するビジネスモデルの開
発を、各領域の商品・サービスにおいて推進

再生プラスチックSORPLAS™ (ソープラス) 
の外販、Triporous™ (トリポーラス™) の
ライセンス提供、ドローンによる環境連事
業のサポート等の事業化推進

※「協生農法」は株式会社 桜自然塾の商標または登録商標です。
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 Green Management 2025

2025年までに、ソニーはさらにゼロに近づく
ソニーは、2021年4月より、2025年度までの環境中期目標「Green 

Management (グリーンマネジメント) 2025」 (GM2025) を設定

し、活動しています。ソニーはさらに「環境負荷ゼロ」に近づくために

環境活動を加速させていきます。

社会的背景
喫緊の環境問題である気候変動において、2018年にIPCC※1総会

で承認された「1.5℃特別報告書」によると、世界の平均気温上昇を

1.5℃以下に保つためには2050年までに温室効果ガス (GHG) の

排出を実質ゼロにする必要があります。実質ゼロの脱炭素社会にす

るため、企業には省エネ製品の追求や再生可能エネルギーの導入、

サプライチェーン全体での排出量の削減が求められています。一

方、資源においても持続可能な資源利用に向けて、経済成長と環境

負荷低減の両立、資源が循環する経済 (サーキュラー・エコノミー) 

への転換、近年の海洋プラスチック汚染問題への対応などが要求さ

れています。

※1 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (気候変動に関する政府間パ
ネル) 

策定に際して
ソニーは自社の環境活動にとどまらず、ビジネスパートナーや消

費者などのステークホルダーにも行動を働きかけ、持続可能な社会

を共創していくことが重要だと考えています。そこで、これまでの環

境活動を自己評価しつつ、自社およびステークホルダーや一般社会

にとって何が重要なのかという視点から全社的にマテリアリティ分

析を実施しました。その結果や社会的背景を踏まえて、ソニーが従

来から取り組んでいる4つの視点である、気候変動、資源、化学物

質、生物多様性が重要であることを再確認し、GM2025の策定を行

いました。特に以下の3つを重点項目としています。

重点項目1：製品の省エネ化・省資源化
ソニーは、製品のライフサイクルにおけるGHG排出量の大半を占

める製品使用時の省エネ化を追求していきます。さらに、製品への

投入資源を最小化するとともに、近年深刻化している海洋プラス

チック汚染問題などに対応するため、製品および包装材にかかわる

プラスチック使用量の削減を積極的に進めます。

重点項目2：さらなる再生可能エネルギーの導入
ソニーは「RE100」に加盟し、2040年までにグループ全体の使用

電力の100%再生可能エネルギー化を目指していますが、全世界の

事業所における総電力使用量のうち再生可能エネルギー由来電力

の使用を15%以上に引き上げるなど、さらに活動を加速させます。

重点項目3： サプライチェーンとの環境負荷低減での
協力を強化

ソニーは、以前より原材料・部品サプライヤーおよび製造委託先に

協力を求めることで、サプライチェーンの環境負荷低減に取り組ん

できましたが、さらにGHG排出量削減目標や水使用量削減目標の

設定を働きかけ、その進捗を管理するなど、エンゲージメントを強化

していきます。

さらに、ソニーはこれまでも、全世界20億人以上に対して、エンタ

テインメント分野のコンテンツを活用し、環境を含む「持続可能な開

発目標 (SDGs) 」に関する啓発活動を実施してきました。GM2025

においても、こうした啓発活動を継続するとともに、250万人以上に

環境活動への参画を促すことを目指します。

Science Based Targets 1.5℃目標
GM2025策定に際し、さらに長期的な視野から検討し、

達成を2035年度とした気候変動目標が「Science-Based 

Targets (SBT) 」において科学的な根拠に基づいた「1.5度目

標」として認定されています。目標として認定された内容は以

下となります。

 2025年度までにサプライチェーンにおけるGHG排出量の

10％相当の原材料・部品サプライヤーおよび製造委託先が

SBT相当の目標を設定

 2035年度までにグローバルでのソニーの事業所における

GHG排出量を72％削減 (2018年度比) 

 2035年度までに製品使用時におけるGHG排出量を45％削

減 (2018年度比) 

「Green Management 2025」の具体的な目標
GM2025の目標一覧については、以下をご覧ください。

 Green Management 2025

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2025/


目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

124

環境

マネジメントアプローチ　│　環境方針と目標　│　環境技術　│　製品・サービス　│　調達先・委託先　│　事業所　│　物流　│　製品リサイクル　│　環境コミュニケーション

 環境マネジメント体制
ソニーは、「ソニーグループ環境ビジョン」の実現、環境中期目標

の達成、法規制やグループとして定めた規則類の遵守を徹底するた

めに、グローバルに統一した環境マネジメントシステムを構築し、継

続的に改善しています。

グローバルな環境マネジメントシステム
ソニーは、1990年代初頭より環境マネジメントシステムの国際

規格であるISO14001の認証取得を全世界の各事業所※1で進め、

2000年初めに完了しました。その後これを発展させ、これまでの

各事業所でのマネジメントシステムを生かしつつ、本社と各事業

部門、各事業所が一体となった、グループとしてグローバルに統一

した環境マネジメントシステムを構築し、ISO14001の統合認証を

2005年度に取得しました。2021年3月31日時点で、全世界合計94

拠点の事業部門・事業所が統合認証を取得しています※2。

※1 事業所とは、ソニーグループ全体の製造および非製造事業所を指します。
※2 ISO認証取得事業所の対象範囲は、すべての製造事業所、人員数100人以上の物流拠点

および1,000人以上の非製造事業所です。

環境専門機能の設置
ソニーでは、環境に配慮した製品の製造、販売や製品リサイクル

の実施、事業所における環境配慮など、多岐にわたる施策を推進

するため、ソニーの環境ビジョンに基づいてグループ全体の環境マ

ネジメントを統括する本社環境機能を有し、目標・規則の制定やパ

フォーマンスのモニタリングを行っています。さらに、本社環境機能

の中に事業所や製品のエネルギー、資源・リサイクル、化学物質管

理、生物多様性、資材調達、物流、コミュニケーションといった領域

ごとに専門機能を設置しており、各専門機能は品質やカスタマー

サービス、労働安全衛生や防災などの関連分野・組織とそれぞれ融

合・連携し、より実効性の高いマネジメント体制を構築しています。

本社環境機能はソニーの経営層が統括しており、その最高責任者は

ソニーグループ株式会社の執行役です。社長を含むマネジメント層

では定例会議において、環境に関する社内の重要課題を共有して

います。また、グローバルに環境マネジメントを展開するため、地域

内の法規制等の把握や、地域内の事業部門・事業所に対する本社規

則類の伝達や監査の実行など、地域横断的な活動を推進する機能と

して6つの地域環境オフィス (北米地域環境オフィス、中南米地域環

境オフィス、欧州地域環境オフィス※1、日本・東アジア地域環境オフィ

ス※2、中国地域環境オフィス※3、パンアジア地域環境オフィス※4) を

設置しています。

※1 欧州地域環境オフィスは、欧州各国、イスラエル、トルコ、ロシア、旧ソビエト連邦の国々 
(タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンを除く) の事業部門・事業所を管轄して
います。

※2 日本・東アジア地域環境オフィスは、日本、韓国、台湾地区の事業部門・事業所を管轄し
ています。

※3 中国地域環境オフィスは、中国大陸および香港地区の事業部門・事業所を管轄してい
ます。

※4 パンアジア地域環境オフィスは、モンゴルおよびその他アジア (欧州地域環境オフィス、日
本・東アジア地域環境オフィス、中国地域環境オフィスが管轄する事業部門・事業所を除
く) 、アフリカ、中近東、オセアニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの事
業部門・事業所を管轄しています。

PDCAサイクルによる継続的改善
PDCAサイクルを基礎としたISO14001の規格に基づき、本社におい

て、ソニーグループ全体にかかわる環境影響評価を毎年行い、リスク

や機会を特定のうえ、環境中期施策や年度計画に反映しています。本

社レベルの計画を受けて各事業部門・事業所は、それぞれの環境影響

評価とともに本社指針の要素を盛り込んだ年度事業計画を立案し、

実施しています。事業計画の実施状況は環境担当オフィサーを議長と

した会議体で定期的にレビューされ、継続的改善につなげています。

特に優秀な活動については、グローバルレベルで表彰制度を設け、社

内での認知向上や活動の横展開を図っています。また、金融など一部

の事業を除く、ソニーグループのすべての事業における環境活動の成

果は、年1回実施される事業業績評価の基準のひとつとなっており、

ここでの評価結果は主な事業部門の社員の賞与に反映されます。ま

た、ビジネスユニットを担当する上級役員および執行役員の業績連

動報酬の評価においては、環境に関する事項が考慮されています。 
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Plan

Do

Check

Act

ソニーグループ環境ビジョン、環境中期目標、
グループ全体の環境関連規則および年度事業計画の作成

年度事業計画にもとづいた環境マネジメントの実行

監査、年度事業計画および環境中期目標のレビュー、
業績評価、表彰

トップマネジメントによる見直し、継続的改善

ソニーグループ環境マネジメントシステムのPDCAサイクル

なお、これらの環境活動の実施状況を把握するため、製品の消費

電力や重量、事業所のエネルギー使用量や廃棄物量などの環境パ

フォーマンスデータを定期的に集計するオンラインデータシステム

をグローバルに構築しています。このようなPDCAサイクルを回す

ため、ISO14001の環境要求事項にもとづいた文書体系を構築して

います。内容は事業部門・事業所における環境マネジメント手順、

社内環境コミュニケーション、製品の環境配慮、内部監査など、環

境管理全般をカバーしています。また、環境活動を推進するための

仕組みとして、職場での社員の役割の中で有効な環境活動が推進

できるよう、目的や職務内容に応じたさまざまな環境教育を実施し

ています。

環境監査
ソニーでは、グループの環境マネジメントシステムの継続的な改

善、および事業所における環境事故・災害等の未然防止、開示する環

境データの信頼性向上を目的に、各事業部門と事業所が自らの環境

マネジメントシステムの有効性を確認する「内部監査」、本社や地域

の環境オフィスがコーポレートルールの遵守状況を確認する「コー

ポレート監査」、外部の認証機関がソニーグループ全体の環境マネ

ジメントシステムの有効性を確認する「外部監査」の3種類の監査を

組み合わせ、グループで統合した環境監査体制を構築しています。

 ソニーに関わる環境負荷の全体像

バリューチェーンの温室効果ガス排出量の把握
温室効果ガスについては、近年の気候変動問題の深刻化に伴

い、企業に対してバリューチェーン※1全体における排出量を把握・

管理することが求められています。ソニーでは、主要な部品サプラ

イヤーおよび製造委託先での温室効果ガス排出量を把握するとと

もに、バリューチェーン全体における温室効果ガス排出量を概算し

ています※2。2020年度のソニーのバリューチェーン全体における温

室効果ガス排出量は約1,847万トンでした。排出量が最も多かった

のは「製品使用時のエネルギー」に起因するもので約1,140万トン、

次に多かったのは材料や部品などの「購入した製品・サービス」で

約379万トンでした。今後も、ソニーではバリューチェーン全体の温

室効果ガス排出量の把握と管理に努めます。

※1 バリューチェーンとは、製品の素材調達、製造、使用、廃棄までの一連のプロセスのこと。
製品製造の上流と下流を含みます。

※2 温室効果ガス排出量の概算値は、GHGプロトコル「スコープ3基準」、環境省ガイドライン
などを参照して算出しています。

 環境データ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
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環境負荷の全体像
下記の図は、全世界のソニーの事業活動におけるエネルギーや資源の使用量、販売した製品がお客様のもとで消費するエネルギー量、使用後にどの程度リサイクル・廃棄されるかなど、環境に対する負荷をライフサイクル

の流れでとらえたものです。この図は、ソニーが直接的に把握かつ管理可能な項目に関する2020年度の主要な環境負荷を示しています。

 環境データ集計の方法および考え方

証書・クレジットによる
再生可能エネルギー導入量　0.16万TJ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/method/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/method/
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 海洋プラスチック汚染への対応
ソニーは、世界中で深刻化しているプラスチックごみによる海洋

汚染問題を重く受け止め、2019年より、製品や事業所におけるプ

ラスチック使用量削減や事業所によるプラスチックごみの回収・清

掃活動をさらに推進する海洋プラごみ対策アクション「One Blue 

Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) 」を開始しま

した。

2 0 2 1 年 度 か ら 2 0 2 5 年 度 まで の 環 境 中 期 目 標「 G r e e n 

Management (グリーンマネジメント) 2025」においても、製品に

使用するプラスチック包装材使用量の削減や、新たに設計する小型

製品のプラスチック包装材の全廃、オフィスでの使い捨てプラスチッ

ク使用量の削減、地域清掃活動の実施などを新たな目標として設定

し、海洋プラスチック汚染問題への対応を強化しています。

「One Blue Ocean Project」のロゴマーク

「One Blue Ocean Project」の活動内容と 
2020年度の実績

ソニーは、以下の4つの取り組み内容をもとに本プロジェクトを推

進しています。加えて、2020年度の主な実績も紹介します。

(1) 製品におけるプラスチック使用量の削減および 
再生材の積極利用

幅広い製品において、プラスチック部品の小型軽量化とプラス

チック包装の削減を進めるとともに、再生プラスチックの使用を拡

大します。

〈2020年度の実績〉

2020年度の実績については、135ページの「バージンプラスチッ

ク使用量の削減」および136ページの「プラスチック包装材使用量の

削減」を参照ください。

(2) 生産活動に伴うプラスチック使用量の削減
各事業所の生産活動で使用するプラスチックの削減をさらに推進

します。

〈2020年度の実績〉

2020年度は2019年度に比べて製品の増産の影響もあり、プラ

スチックの廃棄物発生量が346トン増加しましたが、2018年度から

は、1,110トンの削減となります。

(3) 会議室・売店等の使い捨てプラスチックの使用削減と中止
2020年度までに、会議室や応接室における、ペットボトルやスト

ロー、カップなどの使い捨てプラスチックの使用を廃止します。また、

社内の売店やカフェなどで提供するレジ袋の配布を原則中止し、ス

トロー、カップ等の使い捨てプラスチックの使用削減と中止を順次

進めます。同時に社員へのエコバッグ・マイカップの使用推奨の周

知・啓発を実施します。

〈2020年度の実績〉

2020年度末までに、43事業所において会議室でのペットボトル

などの使い捨てプラスチックの提供を中止しました。2021年度は全

事業所での中止を目指して活動を続けます。また、62事業所におい

て売店やコンビニエンスストアでのレジ袋の配布を中止、49事業所

において社内にあるカフェでのストローの配布を中止しました。

(4) 河川や海岸、地域での清掃活動の拡大
これまで世界各地の事業所やグループ会社で行ってきた河川や

海岸、地域での清掃活動を、他の事業所でも実施するよう順次拡大

するとともに、海洋プラスチック汚染問題の対策について社員への

周知・啓発を行います。

〈2020年度の実績〉

2020年度は、合計約2,280人のソニーグループの社員とその家

族が清掃活動に参加し、45リットルごみ袋約400個分のごみ、およ

び約5.7トンのごみを回収しました。

ソニーは今後も、この「One Blue Ocean Project」を通じて、環

境計画「Road to Zero」で掲げた「2050年までに環境負荷ゼロを

達成する」という目標に向けて活動を加速させていきます。

 One Blue Ocean Project

 One Blue Ocean Project開始以来1年間の成果

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#obop2020
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#obop2020
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 TCFD提言に沿った気候関連情報の開示
ソニーグループの各事業は、持続可能な地球環境や、人々が安心し

て暮らせる社会の上に成り立っているという認識のもと、環境や社会

にかかわる取り組みをバリューチェーン全体にわたって継続的に推

進しています。特に、気候変動への対応は重要課題のひとつです。

ソニーグループ株式会社（以下、「当社」）は、金融安定理事会によ

り設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース (以下、TCFD) 」 

が公表した最終報告書 (以下、TCFD提言) への賛同を2019年5

月27日に表明するとともに、TCFD提言に賛同する企業や金融機

関などが一体となって取り組みを推進・議論する場として設立さ

れた「TCFDコンソーシアム」にも参加しています。当社は、今後も、

TCFD提言に沿って気候関連情報の開示を進めていきます。

気候変動に関する方針
事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエ

ネルギーの使用を削減し、温室効果ガスの排出ゼロを目指します。

具体的には、環境中期目標として、下記の取り組みを定めています。

事業所においては、消費エネルギーの削減、エネルギー利用効率

の向上、温室効果ガス排出の少ないエネルギーへの転換、温室効

果ガスの排出削減、および再生可能エネルギーの利用の促進を主

要な取り組みとしています。事業所以外の取り組みとして、エネル

ギー効率に優れた環境配慮製品・サービスの開発・提供を行うとと

もに、製造の委託先や部品や原材料の調達先への関与も進め、直

接的・間接的な温室効果ガスの排出量削減に努めます。

 ソニーグループ環境ビジョン：基本方針

 環境計画

 環境中期目標

ガバナンス
当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を現時点において

最も適切な経営の機関設計として採用しており、その下で、取締役

会は、グループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定

するとともに、上級役員に対して、それぞれの責任範囲を明確にした

うえで業務執行に関する決定権限を大幅に委譲することにより、迅

速な意思決定を可能にしています。

取締役会は、中期経営計画および年度事業計画を定期的に審議・

決定しており、気候変動を含むさまざまなリスク・機会を踏まえてか

かる審議・決定を行っています。そのうえで、上級役員が、経営計画、

事業計画に沿った戦略の遂行、業務の執行を行い、適宜、その状況

について報告を受け、議論する体制となっています。

かかる取締役会からの権限委譲を受けて取締役会の一員でもあ

る当社のCEOは、ソニーグループ全体に対して適用される、地球環

境に関する当社の理念や気候変動に関する事項を含む基本方針

を定めた「ソニーグループ環境ビジョン」および中長期の環境目標 

(Green Management 20XX) を決定する責任と権限を有してい

ます。こちらは、気候変動を含む環境にかかる取り組みはソニーグ

ループ全社を挙げての取り組みであることによるものです。また、取

締役会により選任された環境に関する事項を担当する上級役員は、

ソニーグループのグローバル環境マネジメントの基本的な枠組み

を定めた社内規則である「ソニーグループ環境マネジメントストラ

クチャー」を制定し、環境担当部署を通じて、各ビジネスユニット・事

業所によるソニーグループ環境ビジョンの実現に向けた諸活動や、

ソニーグループ環境マネジメントストラクチャーの遵守・運用などを

監督しています。さらに、TCFD提言に対応するため、環境担当部署

が中心となり、シナリオ分析を通じた気候関連リスク・機会の分析と

把握、対応策の検討などを実施しています (詳細は、次ページの「戦

略」をご参照ください) 。これらの執行側での活動状況については、

定期的に取締役会に報告し、そのレビューを受けています。

なお、報酬委員会は、CEOを含む上級役員その他の役員の報酬

方針を決定し、上級役員の個別報酬額の内容を決定もしくは監督

する権限を有しています。ビジネスユニットを担当する上級役員お

よび執行役員の業績連動報酬の評価においては、環境に関する事

項が考慮されています。

 ソニーグループ環境ビジョン

 環境マネジメント体制
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戦略
 事業リスクの把握と対応
環境問題に取り組むことは、持続可能な社会の実現を目指すソ

ニーグループの信念であると同時に、事業の継続性の観点からも重

要です。ソニーグループは、炭素税の導入や排出量取引制度の対象

地域の拡大、製品に課せられる省エネ基準のさらなる厳格化などの

法規制の強化や消費者の認識の変化がもたらす市場の変動などの

移行リスク、さらに、気候変動による異常気象や海面上昇などの物

理リスクなど、環境に関連するさまざまなリスクの把握に努めるとと

もに、想定されるリスクへの対応を進めています。

 事業機会の創出と拡大
環境問題に取り組むことは、ソニーグループにとっての事業機会

の創出にもつながり得るとも考えています。例えば、気候変動問題

に関して、2015年12月に開催されたCOP21※1で「パリ協定」※2が採

択されました。これにともない、気候変動問題への社会的関心がま

すます高まっており、今後、製品の省エネルギー性能はいっそう重要

な消費者ニーズになると考えられます。ソニーグループでは以前よ

り、幅広い製品で省エネルギー化を進めていますが、このような社

会的時流のなかで、省エネ製品への需要はさらに増していく可能性

があると考えています。一例として、高機能と低消費電力を両立し

たソニーのイメージセンサーは、今後、車載向けなどへの用途の広

がりを見せる可能性があると考えています。

※1 COP21 (Conference of the Parties 21) とは、気候変動枠組条約第21回締約国会議
のことです。

※2 パリ協定とは、フランス・パリで開催されたCOP21において採択された、気候変動に関す
る2020年以降の国際的枠組みのことです。

 シナリオ分析
 分析の手法・前提
当社は、TCFD提言の要請に基づき、2019年9月から2020年7月

にかけて、外部専門家の助言も踏まえて、気候変動がソニーグルー

プ (金融分野を除きます。以下、本パート「シナリオ分析」において同

様です) 全体に及ぼす影響を評価しました。

まず、ソニーグループ全体における気候変動の影響を評価するた

め、グループの個々の事業が、産業として気候変動による影響をど

の程度受けるかを、投資家・ESG評価機関・投資家イニシアチブな

どのガイドラインや評価手法における気候変動影響の言及頻度に

基づき、「特大」「大」「中」「小」の4段階で評価しました。その結果、

イメージング&センシング・ソリューション (I&SS) 分野、エレクトロ

ニクス・プロダクツ&ソリューション分野およびゲーム&ネットワーク

サービス分野の影響度は「中」、音楽分野および映画分野の影響度は

「小」となりました。

その上で、影響度が「中」であった3分野のうち、最も温室効果ガ

ス排出量の多いI&SS分野について、気候変動に関する外部環境

が変化した場合のリスクと機会を把握することを目的として、複

数シナリオを用いたシナリオ分析を実施しました。なお、分析をシ

ンプルにするため、2018年度時点でのI&SS分野における事業内

容が2030年度まで大きな変更がないものと仮定し、2030年に

おける外部環境としては国際エネルギー機関 (IEA) が想定する

2℃シナリオ (IEA Sustainable Development Scenario, 2℃ 

Scenario,Beyond 2℃ Scenario) と4℃シナリオ (IEA Stated 

Policies Scenario, New Policies Scenario, Current Policies 

Scenario,Reference Technology Scenario) を使用しました。

 分析の結果・対応策
上記の前提に基づく分析の結果、2℃シナリオおよび4℃シナリオ

のもとで、それぞれ以下のリスクを認識しました。

脱炭素政策による各国の規制が厳しくなる2℃シナリオ下では、

移行リスクが発現し、炭素価格付けの導入や、その結果上昇する原

油や化石燃料由来電力のコストが増加する可能性を認識しました。

例えば、日本では2030年にCO2 1トンあたり100USドルの炭素価格

が予測されています。 (出典元 IEA World Energy Outlook 2019 

Sustainable Development Scenario)

一方、2℃・4℃両シナリオにおいて、温度上昇が進むにつれて異

常気象の激甚化・頻発化が進み、自社工場や調達先の被害や、納入

のためのサプライチェーンの乱れなどによる需要の減少などが発生

する可能性を認識しました。また、半導体製造に不可欠な水の渇水

リスクも認識されたものの、影響は限定的であると評価しました。

これらの認識されたリスクに関連し、当社は下記の取り組みを推

進しています。

当社が加盟している「RE100」※1達成に向けた取り組みの一環で、

I&SS分野においても、2040年までに自社事業所における操業を再

生可能エネルギー由来電力100%とする計画を推進しています。具

体的には、国内電力会社などからの再生可能エネルギー電力の直

接購入や、海外工場における再生可能エネルギー電力証書の購入

を検討しています。今後も再生可能エネルギーに関する動向を注視

しつつ、導入を推進していきます。

※1 事業運営に使用する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企
業が参加するグローバルなイニシアチブ。国際的NGOのThe Climate GroupがCDPと
のパートナーシップの下で運営しています。
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また、ソニーグループでは、各事業において、事業継続上の各種リ

スクを特定・分析・評価し、サプライチェーン全体にわたるリスクマネ

ジメント強化の視点から危機管理・事業継続計画の策定・強化に取

り組んでいます。近年は気候変動の影響などから水害が増加傾向

にあるため、国内の主要な製造事業所の洪水リスク調査をあらため

て実施し、被害軽減および早期復旧のための事前対策を講じていま

す。今後も、関連する会社、組織などが連携を図り、リスクが発現し

た場合を想定した実践的な訓練を実施するなど、事業継続および早

期復旧の強化につながる取り組みを行っていきます。

上記の分析結果や取り組みも踏まえ、今後もソニーグループは気

候変動に対するレジリエンス強化に努めていきます。

注記： 上記のシナリオ分析は、国際エネルギー機関が想定する2℃・4℃シナリオおよび複数の仮
定を前提として分析を行った結果であり、実際に発生する事象と異なる場合があります。

リスク管理
ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部

署は、それぞれの担当領域において定期的にリスクを検討・評価し、

損失のリスク管理のための必要な体制 (リスクの発見・情報伝達・評

価・対応の仕組みなど) の整備・運用に取り組んでいます。また、上

級役員は、自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与え

うるリスクを管理するために必要な体制の構築・維持を行う権限と

責任を持ち、かかるリスク管理体制の整備・運用を推進しています。

さらに、グループリスク管理を担当する執行役は、上記各担当にお

ける体制の構築・維持を総合的に推進し、管理しています。また、か

かる体制およびその運用状況については、定期的に取締役会が報

告を受け、その妥当性について確認しています。

気候関連リスクについても、かかる体制の下、各ビジネスユニッ

ト、子会社、関連会社、社内部署が、事業戦略・事業計画を策定する

際に、必要に応じて評価・分析を行っています。また、前述の通り、

2019年9月から2020年7月にかけて、TCFD提言に沿った形でのシ

ナリオ分析を行い、気候関連リスクについての評価・分析を実施し

ました。

指標・目標
ソニーグループは、「ソニーグループ行動規範」に基づき、ソニーグ

ループ各社の事業活動における、気候変動も含めた地球環境に与

える負荷を軽減するのが重要であるとの認識のもと、2050年までに

「環境負荷ゼロ」を実現するための環境計画「Road to Zero (ロー

ド・トゥ・ゼロ) 」を2010年に策定し、推進しています。気候変動の観

点では、事業所での生産活動だけでなく、製品のライフサイクル全般

で温室効果ガスの排出量を削減するため、環境配慮製品やサービ

スを開発・提供するとともに、事業所の省エネルギー化や再生可能

エネルギーの導入を推進しています。また、製造委託先や部品サプ

ライヤーにも温室効果ガス排出量の削減を働きかけることとしてい

ます。

2020年度までの環境中期目標である「Green Management 

(グリーンマネジメント) 2020」 (GM2020) では、製品のライフサイ

クル全般を6つのステージ (商品・サービスの企画および設計、オペ

レーション、原材料・部品調達、物流、回収・リサイクル、イノベーショ

ン) に分類し、それぞれのステージごとに４つの視点 (気候変動、

資源、化学物質、生物多様性) からの具体的な目標を設定し、活動

を推進しました。このうち、気候変動の目標は、日本企業で初となる

「Science-Based Targets（SBT）※1」に認定されました。さらに、当

社は2018年9月、国際的イニシアチブ「RE100」に加盟し、2040年ま

でに自社の事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギー

にすることを目指すことを宣言しています。GM2020の気候変動の

目標である、製品の年間消費電力の平均30%削減 (2013年度比) 

や、事業所での再生可能エネルギー活用によるCO2削減貢献量30

万トンなどは2020年度に計画どおりに達成しました。

2020年9月に、2025年度までの環境中期目標である「Green 

Management 2025」 (GM2025) を発表し、2021年4月から目標

達成に向けて活動を進めています。GM2025における気候変動の

視点では、製品1台あたりの年間消費電力量5%削減 (2018年度比) 

や、ソニーグループの事業所において再生可能エネルギー由来電力

を15%以上使用などの目標を設定しています。さらに、2035年まで

の気候変動の目標は、科学的な根拠に基づいた「1.5℃目標」として

2020年9月にSBTに再度認定されています。

※1 気候変動による世界の平均気温の上昇を、産業革命前と比べ1.5度に抑えるという目標
に向けて、科学的知見と整合した削減目標を企業が設定することを推進する国際イニシ
アチブ。

 「Green Management 2020」の結果

 Green Management 2025
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 環境技術

 将来に向けた環境技術開発

サステナブル社会の実現へ向けたIoT技術
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、河川や海岸といったさまざまな地点を

常に見守りつつ、異変の予兆を察知して問題を未然に防ぐことが重

要です。しかし、そういった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デバイ

スやネットワークが必要となります。

そこでソニーは、SPRESENSE™ (スプレッセンス) に代表される

バッテリー駆動でありながら高度な認識を可能とする超低消費電力

エッジAIデバイスと、Neural Network Console (ニューラルネット

ワークコンソール) に代表されるソニーが得意とする組み込み機器向

けエッジAI技術、省電力・低ビットレートで100km級の長距離伝送を

可能にするELTRES™ (エルトレス) IoTネットワークサービスを組み

合わせました。これにより、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、AI処理によって必要な情報を人類社会に伝え、

人々の行動変容を促すことが可能な仕組みの実現に取り組んでいま

す。このコンセプトをソニー内では「MIMAMORI」と呼び、地球のさま

ざまな場所で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防ぐ、
本プロジェクトのイメージ

 SPRESENSE

 Neural Network Console

 ELTRES

 ELTRES IoTネットワークサービス

協生農法™※1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、元々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・農薬を不要にできます。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はじめています。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。

※1 「協生農法」は株式会社 桜自然塾の商標または登録商標です。

 協生農法

 壊れゆく地球環境を農業から立て直す「協生農法」［動画］

 ニュースリリース：新会社 株式会社SynecOを設立

有用植物のさまざまな品種が混生している 、協生農法の圃場

https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/
https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/
https://dl.sony.com/ja/
https://dl.sony.com/ja/
https://www.sony-semicon.co.jp/products_ja/eltres/index.html
https://www.sony-semicon.co.jp/products_ja/eltres/index.html
https://eltres-iot.jp/
https://eltres-iot.jp/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
https://www.sony.com/ja/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-029/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202104/21-029/
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オープンエネルギーシステム
近年、太陽光や風力などの自然エネルギーが注目を集めています

が、薄く分散した自然エネルギーを有効利用するには課題もありま

す。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所では、自然エネル

ギーをベースに超分散型でボトムアップにシステム構築可能な新し

い電力システム「オープンエネルギーシステム (OES) 」の研究に取

り組んでいます。OESは、再生可能エネルギーで発電した電気をコ

ミュニティ内の住宅で共有し活用するシステムです。OESプロジェ

クトは、沖縄県から2013年度から2016年度まで亜熱帯・島しょ型エ

ネルギー基盤技術研究補助事業、2017年度から2019年度まで先端

技術活用によるエネルギー基盤研究事業の支援を受け、沖縄科学

技術大学院大学 (OIST) と共同研究を行いました。OISTキャンパス

内の教員住宅19棟に太陽光発電ならびに蓄電システムを設置し、

各棟を直流 (DC) 線で相互接続した「DC-based OES (DCOES) 」

を構築し、2014年度から2020年度まで住宅間での電力自動融通

実証を実施してきました。2020年度には、研究の成果である中核

モジュールの電力融通制御ソフトウェア「Autonomous Power 

Interchange System（APIS）」をオープンソース化し、無償提供を

開始しました。OESプロジェクトはSDGs17目標のうち7目標を直接

のターゲットに含み、日本の外務省が推進するジャパンSDGsアク

ション・プラットフォームの企業によるSDGs取組事例に登録されて

います。

 オープンエネルギーシステム (OES) プロジェクト

 オープンエネルギーシステムの詳細情報

  OESのOpen Source化 

 Autonomous Power Interchange System (APIS) 

OIST教員住宅19棟で稼働中のDCOES

住宅間をDC電力線と通信線で接続。
各住宅での発電および消費による過不足を電力自動融通により補う

Sony Innovation Fund: Environment
ソニーは、2016年にコーポレートベンチャーキャピタル Sony 

Innovation Fundを設立し、社会的に有用な事業や技術の創出に

取り組む多数のスタートアップ企業に投資してきましたが、2020

年、この活動の一環として新しい環境技術の育成に特化したSony 

Innovation Fund： Environment (SIF: E) を創設しました。SIF: 

Eは、気候変動、資源、化学物質、生物多様性などの環境問題を解決

する新技術の開発に取り組む世界中のスタートアップ企業を対象と

して、ファンド規模10億円で開始し、投資資金の提供や事業化に向

けた支援を行っています。ソニーは現在、2050年の「環境負荷ゼロ」

達成に向けて、多様な活動を進めていますが、SIF: Eを通じて、次世

代を担う技術や事業の育成を支援し、世界的な環境問題の解決に

も貢献していきます。なお、SIF: Eの第1号案件として、協生農法など

拡張生態系にかかわる環境技術に特化した事業を推進する株式会

社SynecOに投資し、その育成をサポート しています。

 Sony Innovation Fund

  ニュースリリース：Sony Innovation Fund： Environmentを

創設

https://www.sonycsl.co.jp/sp/287/
https://www.sonycsl.co.jp/sp/287/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/oes.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/oes.html
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/11481/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/11481/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/11481/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/about/
https://www.sonyinnovationfund.com/jp/about/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202009/20-078/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202009/20-078/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202009/20-078/
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 製品・サービス

 温室効果ガス排出量の削減

製品の使用にともなうCO2排出量の削減
ソニー製品がお客様のもとで使用される際に、電力が消費され、

間接的にCO2が排出されます。ソニーは「2020年度までに製品※1の

年間消費電力を平均30%削減 (2013年度比) 」という目標を掲げ、

製品カテゴリーごとに具体的な年度目標を設定し、省エネ技術を進

化させながら、各製品において省エネの余地がないか検証し、さま

ざまな消費電力削減施策を実施してきました。また、製品のエネル

ギー効率に関する規制は、2010年の欧州のErP (Energy-related 

Products) 指令を皮切りに世界中に広がっていますが、ソニーは各

国の法規制に準じた対応を施行前に完了させています。

このたび2020年度が終了し、製品の年間消費電力は2013年度

比で約54%減という結果になりました。例えば、テレビカテゴリーで

は、周辺環境に応じて画面の明るさを自動で調整する技術や、映像

のシーンに応じて画面内の明るさをコントロールする独自機能を搭

載することで、画質の向上と消費電力の低下を両立しました。これ

らの省エネ施策によって、ソニー製品の中でも特に使用にともなう

CO2排出量が多いテレビカテゴリーにおいても、年間消費電力量は

2013年度比で約58%減を達成しました。なお、2020年度に販売さ

れたソニー製品の生涯にわたる使用にともなうCO2排出量は、2019

年度比で約19%増の約1,140万トンとなりました※2。増加要因として

は、テレビカテゴリーにおいて平均画面サイズの大型化により消費

電力が大きいモデルの販売台数比率が上がったことや、新発売のプ

レイステーション®5の売れ行きが好調であることが挙げられます。

※1 対象製品は、主機能が商用電源からのエネルギー入力で動作する機器 (AC機器) です。
※2 今年度生じた使用時CO2排出量を算出するためには、過去に販売されて今年度も引き続

きお客様の元で使用されているソニー製品の全電力使用量から計算すべきですが、お客
様の元にどの程度残存しているかを過去の販売製品全てについて把握するのは困難で
す。そこでソニーでは、今年度発売した製品が廃棄されるまでの生涯で使用する電力量
を製品使用時CO2排出量の指標としています。

 ブラビア™の消費電力削減

 プレイステーション®の消費電力削減

 業務用液晶プロジェクターの消費電力削減

 資源使用量の削減

製品への資源使用量の削減
ソニーは「投入資源の最小化」という目標を掲げ、さまざまな製品

カテゴリーにおいて、製品重量の削減に取り組んでいます。2020年

度の製品への資源使用量※1は約44.9万トンとなりました。主にテレ

ビの平均画面サイズの大型化やプレイステーション®5の発売など

により2019年度比では約6%増となりましたが、幅広い製品カテゴ

リーでの製品および包装の小型軽量化への継続的取り組みや販売

台数の減少などの結果、2013年度比で約33%減となりました。

※1 製品への資源使用量とは、製品、アクセサリー、取扱説明書、包装材に用いられる資源の
総重量のことであり、製品の総出荷重量で代用しています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/projector.html?j-short=eco_projector#energy
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/projector.html?j-short=eco_projector#energy
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製品および包装の省資源化
ソニーは、資源使用量の削減を目指し、幅広い製品カテゴリーで

製品および包装の小型軽量化に取り組んでいます。

 プレイステーション®本体の省資源化

 サウンドバー／ホームシアターシステム本体の省資源化

 サウンドバー／ホームシアターシステムのパッケージの小型化

 レンズ製品の省資源化

取扱説明書の電子化
ソニーは、製品の取扱説明書の省資源化にも取り組んでいます。

近年、取扱説明書は製品の多機能化にともないページ数が増える

傾向にありますが、ソニーでは取扱説明書としての分かりやすさを

維持しながら電子化、ウェブ公開する活動に取り組んできました。こ

れにより、パソコン、タブレット、スマートフォンなどさまざまな端末で

取扱説明書が見やすくなったとともに、取扱説明書の紙使用量の大

幅な削減を実現しました。また、取扱説明書のページ削減は印刷や

製品輸送時にかかるCO2排出量削減にも貢献しています。

テキストレスQSG (Quick Start Guide)  
取扱説明書の導入

取扱説明書の省資源化の一環として、ウォークマン®、ヘッドホン、

ワイヤレススピーカー、ハイパワーオーディオシステムの海外モデル

では、文字を使わず、イラストで操作を説明する「テキストレスQSG」

取扱説明書を2015年度より順次導入しています。海外モデルは複

数国に出荷するため、従来は1製品の中に2言語から9言語分の取扱

説明書を同梱していました。必要のない言語の無駄を削減するた

め、文字ではなく直感的に理解できるイラスト中心の「テキストレス

QSG」を考案し、取扱説明書の一元化を実現しました。2015年度に

ウォークマンとヘッドホンから導入開始し、2017年度にワイヤレスス

ピーカー、そして2018年度にハイパワーオーディオシステムと展開

をしています。その結果、紙使用量を累計で約1,094トン削減し、同

時に、パッケージの小型・軽量化にもつながりました。また、2015年

度グッドデザイン賞を受賞しました。

ウォークマン海外モデルのテキストレスQSG

ソニーフィナンシャルグループのペーパーレスの 
取り組み

ソニーフィナンシャルグループでは、紙資源の節約、郵送にかかる

CO2排出量の削減に努めており、各種契約手続きや取引時のペー

パーレス化を推進しています。ソニー生命保険株式会社では、新契

約申込から契約後の各種手続、保険金・給付金の請求に至るまでの

一連のプロセスでペーパーレス化を行うとともに、パンフレット等の

閲覧が可能な専用ウェブサイトの構築を通じて、紙資源の大幅な削

減ならびに書類郵送にかかるCO2排出量を削減しています。また、リ

モートによる面談や手続きを推進することで、お客様訪問時の交通

利用にかかるCO2排出量の削減も実現しています。社内業務におい

ても電子ワークフローソフトを採用し、書類の回覧や押印、保管を廃

止することで紙資源の削減を進めています。ソニー損害保険株式会

社では、自動車保険、医療保険、火災保険、海外旅行保険においてイ

ンターネットによる契約申込を可能とし、紙の申込書などの作成・郵

送を省略しています。加えて、自動車保険、火災保険のお客様がウェ

ブサイトから契約される際に保険証券などの発行・郵送の省略を希

望された場合、保険料から最大500円を割り引く証券ペーパーレス

割引を適用し、紙資源の削減を進めています。また、ソニー銀行株式

会社では、お客様との取引において、取引伝票や通帳、商品説明資

料、お客様への交付帳票などはウェブ画面でのご案内、電子交付を

基本とし、ペーパーレス化を推進しています。

生命保険契約の申込手続きをペーパーレス化したソニー生命

 ソニー生命の取り組みについての詳細情報

 ソニー損保の取り組みについての詳細情報

 ソニー銀行の取り組みについての詳細情報

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/soundbar.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/soundbar.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html#Package
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html#Package
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/lens_eco.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/lens_eco.html
https://www.sonylife.co.jp/company/management/iso/
https://www.sonylife.co.jp/company/management/iso/
https://www.sonysonpo.co.jp/company/fr05090.html
https://www.sonysonpo.co.jp/company/fr05090.html
https://sonybank.net/eco/social_paperless.html
https://sonybank.net/eco/social_paperless.html
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 バージンプラスチック使用量の削減

製品1台あたりのバージンプラスチック使用量
ソニーは「2020年度までに製品1台あたりのバージンプラスチッ

ク使用量を平均10%削減 (2013年度比) 」という目標を掲げ、再

生プラスチックの使用拡大や筐体の小型・軽量化、プラスチック包

装材の削減に取り組んできました。このたび2020年度が終了し、

製品1台あたりのバージンプラスチック使用量は2013年度比で約

30%増という結果になりました。製品1台あたりのバージンプラス

チック使用量削減目標達成のために、2014年度から2020年度ま

での累計で約11.3万トン※1の再生プラスチックを製品に使用しまし

たが、テレビの平均画面サイズの大型化などによるプラスチック使

用量の増加の影響により目標は未達となりました。2021年度以降

は、再生プラスチックの利用のさらなる拡大を図ります。

※1 再生プラスチックの使用量は、混合するバージンプラスチックや添加剤なども含むグロス
値です。 

再生プラスチック導入の取り組み
ソニーは、バージンプラスチック使用量を削減するため、以前よ

り再生プラスチックの開発に取り組み、品質や製造コストなどを改

善しながら、幅広い製品カテゴリーへの使用拡大を進めています。

2021年発売の一部のテレビ ブラビア™では、製品に使用される最

も大きなプラスチック部品の1つである背面カバーにソニーが独自

開発した再生プラスチックのSORPLAS™を採用しました。質の高

い仕上がりを保ちつつ、バージンプラスチックの使用量を2018年モ

デル比で最大約50%削減しました※1。またオーディオ製品では、高

い再生材使用率を維持しながら、音質を向上させた良音質再生プ

ラスチックを開発し、2016年よりサウンドバー／ホームシアターシ

ステムの一部のモデルに導入しています。

2020年度のソニーグループ全体の製品への再生プラスチック使

用量は約1.8万トン※2となりました。このうち、ソニーグループや他

社の製造工程で発生する端材などを原料にした再生プラスチック

は約55%で、使用済みの製品や容器などを原料にした再生プラス

チックは約45%でした。

※1 包装を含む。SORPLAS使用時の最大値。数値はモデルおよび地域によって異なる場合
があります。

※2 再生プラスチックの使用量は、混合するバージンプラスチックや添加剤なども含むグロス
値です。

 ブラビアでの環境配慮の取り組み

 良音質再生プラスチックの詳細情報

 aiboのパッケージへの再生プラスチックの導入

  サウンドバー／ホームシアターシステムへの

 再生プラスチックの導入

 市場から回収した使用済みペットボトルをパッケージに再利用

ソニー独自開発の難燃性再生プラスチック
SORPLAS™

ソニーは 、2 0 1 1 年 に 難 燃 性 再 生プラスチックS O R P L A S 

(Sustainable Oriented Recycled Plastic、ソープラス) を実用

化しました。SORPLASを実現させたのは、製法から独自開発した

非ハロゲン・非リン系の難燃剤 (プラスチックを燃えにくくするた

めの添加剤) と、さまざまな廃プラスチック (ポリカーボネイト樹

脂) を最適にブレンドする配合技術です。一般的な難燃剤は10%

前後の添加量が必要ですが、ソニーが独自開発した難燃剤は、1%

未満という極微量の添加で難燃性を付与することができるため、

SORPLASは従来の難燃性プラスチックに比べて、耐久性や耐熱

性、リサイクル性に優れるとともに、最大で99%という高い廃プラ

スチック使用率を実現することが可能です。同時に、SORPLASを

有効活用することで、CO2発生量も最大で約80%まで削減するこ

とができます※1。さらに、各種廃プラスチックや添加剤の配合技術に

より、さまざまな製品の要求特性に合わせたSORPLASを作ること

ができます。ソニーは、2011年にSORPLASを実用化して以来、さま

ざまな自社製品に採用する一方、2014年より社外にも販売していま

ある一定の難燃性 (V-0@1.5mm) を
達成するための最適添加量

す。SORPLASをソニーグループ外にも広く提供することで、資源の

再利用を促進し、社会の環境負荷低減への貢献を目指しています。

※1 液晶テレビ ブラビア™ KDL-40EX52Hに採用されたSORPLASにおいて、プラスチックの
製造 (輸送含む) を条件とし、ソニーが試算した結果。

 再生プラスチックSORPLASの外販

 特集「再生プラスチック開発、その最先端へ」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/recycledplastics.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/recycledplastics.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/aibo.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/aibo.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PETBottles
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PETBottles
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
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 プラスチック包装材使用量の削減
ソニーは、世界中で深刻化するプラスチックごみによる海洋汚染

問題への対応策のひとつとして、さまざまな製品カテゴリーにおい

て、使い捨てプラスチックであるプラスチック包装材使用量の削減

を積極的に進めています。

2 0 2 1 年 度 か ら 2 0 2 5 年 度 まで の 環 境 中 期 目 標「 G r e e n 

Management (グリーンマネジメント) 2025」において、「製品1台

あたりのプラスチック包装材使用量10％削減」「新たに設計する小

型製品のプラスチック包装材全廃」という新たな目標を掲げ、活動

を推進しています。

個装内部のプラスチック削減
2021年発売の4K有機ELテレビ XRJ-55A80Jでは、梱包落下シ

ミュレーション技術の活用や過去のノウハウによって包装材を最小

化することで、プラスチック包装材を約32％削減※1しました。プレイ

ステーション®5 (PS5™) のパッケージでは、プラスチック製トレイ

からパルプクッショントレイに、プラスチック製のケーブルバンドを

紙製に変更するとともに、説明書などに使用されているプラスチッ

ク製の保護袋を可能な範囲で撤廃しました。これらの施策などによ

り、PS5とその周辺機器のパッケージにおけるプラスチックの使用

率は1～7％となっています (重量ベース、製品により異なります) 。

また、Xperia™の一部モデルでも以前より、本体用個装箱内のトレ

イ材についてプラスチック材からパルプモールド材への置き換えを

進めています。

※1 2018年モデル (KJ-55A8F) 比

 ブラビア™での環境配慮の取り組み

 さらなる改善を実現したプレイステーション®5のパッケージ

Xperiaで使用されているパルプモールド製のトレイ

個装箱の紙箱化
幅広い製品カテゴリーにおいて、個装箱の紙箱化も推進してい

ます。2020年度は、多くの国・地域で販売している8モデルのヘッ

ドホンの個装箱を紙箱へと変更しました。例えば、MDR-EX15AP

（日本販売モデル）では、紙箱化によって、包装材料中のプラスチッ

ク使用量を約96％から約3％にまで削減しました。さらに、デジタル

スチルカメラ・ビデオカメラ製品カテゴリーにおける100種以上の

アクセサリーのパッケージ、およびXperia™用のカバー包装材にお

いても紙箱化を実現しています。

 ヘッドホン製品におけるプラスチック包装材削減の取り組み

紙箱化したカメラアクセサリーのパッケージ

 化学物質の管理

ソニー独自の化学物質管理基準を全世界で展開
ソニーが製造・販売するエレクトロニクス製品は、一製品につき

数百から数千の部品で構成されており、さまざまな化学物質が含ま

れています。製品に含まれる化学物質の中でも、有害性が懸念され

る物質は、廃棄段階で適切に処理されないと、環境を汚染する可

能性があります。こうした環境の汚染を未然に防ぐため、各国・地

域でさまざまな法規制が設けられています。EUではRoHS指令※1や

REACH規則※2により特定の化学物質の製品への含有が禁止され

ています。また、日本では特定の化学物質を含有した製品に対する

J-Moss※3マークによる情報開示が義務づけられ、中国では電器電

子機器有害物質使用制限管理弁法※4による化学物質含有情報の

開示などが求められています。

ソニーでは、製品の市場とサプライチェーンのグローバル化にと

もない、全世界の関連法規制を考慮するとともに、ステークホル

ダーの声を反映した、ソニー独自の化学物質管理基準「部品・材料

における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 」※5を導入していま

す。この基準に従い、ソニーでは製品を構成する部品および材料に

対して、全世界で共通した化学物質管理を行っています。

※1 RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。
※2 REACH規則は、欧州連合 (EU) における化学物質の管理体系で、化学物質の登録・認可

申請・届出・使用制限・情報伝達などの義務を事業者に課しています。
※3 J-Mossとは、JIS規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の略称です。
※4  「電器電子機器有害物質使用制限管理弁法」とは、中国国内で販売する電器電子機器に 

含まれる鉛、水銀などの6物質の使用に関する規制です。
※5 部品・材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) は、サプライヤーに対する化学

物質についての納入基準です。詳細は「環境管理物質」をご覧ください。

 部品・材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/BRAVIA.html
https://www.sie.com/jp/blog/2021/04/14/our-improved-playstation-5-packaging/
https://www.sie.com/jp/blog/2021/04/14/our-improved-playstation-5-packaging/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/headphones.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/headphones.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
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製品中の化学物質に対する規制に対応
ソニーは、EUのREACH規則や改定されたEUのRoHS指令に対

応するための仕組みを構築しています。REACH規則の「情報伝達」

「届出」やRoHS指令のCEマーキングに対応するため、ソニーは

IEC62474※1に準拠したchemSHERPA (ケムシェルパ) ※2を採用し

ています。これにより、サプライヤーから購入した部品や材料中に含

まれる特定の化学物質含有データを収集し、データベースによる管

理を行っています。

※1 IEC62474は、電気電子業界の製品に含有される化学物質、および構成材料に関するサプ
ライチェーンにおける情報伝達に求められる手順や内容、フォーマットなどを規定した国
際規格です。

※2 chemSHERPAとは、サプライチェーン全体で利用可能な製品含有化学物質の情報伝達
のための共通スキームのことです。

製品に含まれる化学物質の管理に関する基本3原則
ソニー独自の化学物質管理基準「部品・材料における環境管理

物質管理規定 (SS-00259) 」を遵守するために、ソニーでは基本3

原則を定め、それにもとづいたマネジメントを実施しています。

 源流管理
ソニーは、2002年に「グリーンパートナー環境品質認定制度」を

設けました。化学物質管理に必要な「グリーンパートナー基準」を明

確化し、それにもとづき、サプライヤーの監査を実施しています。ソ

ニーは、監査に合格して「グリーンパートナー」と認定されたサプラ

イヤーからのみ部品の調達を行っています。また、製造委託先に関

しても同様の仕組みを導入し、管理の徹底を図っています。さらに、

より効率的に化学物質管理を運用するため、2003年からソニーと

直接取引のあるサプライヤー (一次サプライヤー) に対して、原材料

データベース「グリーンブック」を電子調達システム上で公開してい

ます。この「グリーンブック」にはソニーが指定原材料としているリサ

イクル樹脂、線材、および、複数の一次サプライヤーで共通して用い

られることの多い、成形用樹脂、塗料、インキなどの材料を対象とし

て、ソニーが確認測定を実施し、SS-00259への適合が確認された

もののみを登録しています。併せて、REACH対応で必要となる原材

料における化学物質含有量データについても、サプライヤーおよび

製造委託先へ公開しています。

 品質管理への組み込み
新規の部品・材料に対しては検定を行い、通常の品質基準に加

え、収集した化学物質含有量データなどを元に、SS-00259に準拠

しているか否かの確認を行います。ソニーでは、このような管理を全

世界で実施し、不適合品を市場に流出させないための管理を徹底

しています。

 化学分析の活用
禁止物質の不慮の混入を未然防止するため、サプライヤーに対し

て、特定の部品・原材料について、ICP分析を要請しています。また、

ソニーの内部管理においても、含有リスクの高い特定の物質につい

ては全世界の事業所に配備したXRF測定器などを用いて確認を行

い、禁止物質の混入防止に努めています。

製品に含まれる化学物質の管理

Xperia™スマートフォンでの取り組み
スマートフォンカテゴリーにおいては、2002年より業界に先駆け

て基板、筐体、ケーブルに使用される臭素系難燃剤の段階的廃止

を開始しました。以降、全ての部品中の臭素系難燃剤、塩素系難燃

剤、ポリ塩化ビニル、フタル酸エステル類、ベリリウムや、プラスチッ

クおよび樹脂中の三酸化アンチモンなどを製品中の規制物質に定

めています。

 ソニーモバイル規制物質の詳細情報［PDF:151KB］ (英語のみ) 

製品の包装材における化学物質管理
製品の包装材についても化学物質管理を行っています。具体的

には包装材の安全性を高め、重金属などの有害な物質が混入しな

いよう、「包装と包装廃棄物に関する欧州指令」などの関連法規制

を考慮したソニー独自の全世界共通の化学物質管理基準「部品・

材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 」にもとづいた

材料管理をしています。

 懸念の高い化学物質の使用量削減と代替化
ソニーは、法規制の対象になっていない物質を含めて、地球環境

と人体に著しい環境影響 (側面) を持つと判断した物質を「環境管

理物質」として定義しています (「部品・材料における環境管理物質 

管理規定 (SS-00259) 」を参照) 。これらの環境管理物質は、部品

に対し使用禁止となっているか、または、技術的・経済的に利用可

能で、品質的な問題が解決された材料がある場合は、順次代替化を

行っています。さらに、化学物質の有害性と曝露量を考慮したリスク

の考え方に基づき、収集した用途情報と含有情報からリスクの高い

用途を特定して、その用途における使用の全廃を進めています。

 部品・材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 

https://xperia.sony.jp/company/sustainability/SOMC-CSL.pdf
https://xperia.sony.jp/company/sustainability/SOMC-CSL.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
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ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化
ポリ塩化ビニルは、不適切な処分により有害な物質が生じるリス

クが指摘されており、例えば、有価物を回収するために小型電子機

器が集められて不適切な焼却・埋め立てをされた場合の環境影響

が懸念されています。また、ポリ塩化ビニルの可塑剤、安定剤として

使用される物質の一部には、環境面および人体への影響が懸念さ

れているものがあります。エレクトロニクス製品においてポリ塩化ビ

ニルは法規制の対象とはなっていませんが、ソニーは部品レベルで

の削減活動を進めてきました。

製品の包装材 (ただしデバイス、半導体、電池などの一部包装材

は除く) 、電子機器の筐体および筐体を覆う化粧板やスピーカー外

装に使用されるシート、ラミネート、非接触型ICカード、製品のバッ

グ・キャリングケース類 (業務用は除く) といった用途では代替して

います。

また、廃棄時に比較的取り外しが困難となる機内部品であり、代

替材が開発されているフレキシブルフラットケーブル、絶縁板、熱収

縮チューブ (電池用は除く) についても代替しています。さらに、小

型電子機器の筐体および機内配線におけるポリ塩化ビニルの代替

を進めています (ただし、品質、技術、および供給上の問題が解決さ

れた場合) 。

2021年7月末現在、下記のうち、新製品や新モデルでPVCを代替

しています。

PVC代替済み製品カテゴリー※1

Xperia™ スマートフォン

ポータブルオーディオプレーヤー・ウォークマン®メモリータイプ

ICレコーダー/ポータブルラジオレコーダー/サウンドモニタリング
レシーバー

ビデオカメラ・ハンディカム®

ビデオカメラ・アクションカム

デジタルスチルカメラ・サイバーショット™

デジタル一眼カメラ・α™

メモリースティック™

SxS™メモリーカード

※1 PVC代替対象部位は以下の通りになります (アクセサリー・付属品は除く) 。 
Xperiaスマートフォン：全てのプラスチック部位　 
Xperiaスマートフォン以外の製品：筺体と機内配線

 ポリ塩化ビニル (PVC) ・臭素系難燃剤 (BFR) 代替済み製品例

臭素系難燃剤 (BFR) の代替化
臭素系難燃剤の中には、人体への影響が懸念されているもの

や、環境中に残留したり、生体内に蓄積性を持ったりするものがあ

ります。また、ポリ塩化ビニルと同様に、不適切な焼却で有害な物

質が生じるリスクが指摘されています。ソニーは、臭素系難燃剤の

うち、ポリブロモジフェニルエーテル類、ポリブロモビフェニル類お

よびヘキサブロモシクロドデカンを使用した部品・材料を納入禁止

しており、さらに、臭素系難燃剤の代替を進めています (ただし、品

質、技術、および供給上の問題が解決された場合) 。

また、液晶テレビなど一部の製品カテゴリーでは、独自に開発し

た高難燃性高耐熱性ポリカーボネイト樹脂用の臭素を含まない環

境配慮型難燃剤の採用を進めています。

2021年7月末現在、下記のうち、新製品や新モデルでBFRを代替

しています。

BFR代替済み製品カテゴリー※1

Xperia™ スマートフォン

ポータブルオーディオプレーヤー・ウォークマン®メモリータイプ

ICレコーダー/メモリーカードレコーダー/ポータブルラジオレコー
ダー/リニアPCMレコーダー/サウンドモニタリングレシーバー

ビデオカメラ・ハンディカム®

ビデオカメラ・アクションカム

デジタルスチルカメラ・サイバーショット™

デジタル一眼カメラ・α™

メモリースティック™

SxS™メモリーカード

※1 BFR代替対象部位は以下の通りになります (アクセサリー・付属品は除く) 。 
Xperiaスマートフォン：全てのプラスチック部位　 
Xperiaスマートフォン以外の製品：筺体と主要基板

 ポリ塩化ビニル (PVC) ・臭素系難燃剤 (BFR) 代替済み製品例

臭素系難燃剤と同様のリスクが指摘されている塩素系難燃剤の

リン酸トリス (2-クロロエチル) 、リン酸トリス (1-メチル-2-クロロ

エチル) 、リン酸トリス (1,3-ジクロロ-2-プロピル) についても納入

禁止としています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
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 環境に配慮した製品づくり

環境配慮設計の推進
ソニーは、製品に関する環境中期目標として、年間消費電力量の

削減、省資源の推進、化学物質管理などを定めています。各事業部

門では、環境中期目標を踏まえた重点項目、および対象となる製品

カテゴリーのライフサイクルにおける環境負荷の特徴に合わせた部

門目標を策定します。

実際の製品設計では、部門目標および前モデルからのフィード

バックに準じて製品ごとの環境目標を設定し、環境配慮設計を実

行するとともに、量産前に製品環境アセスメントを行い、達成状況

を確認します。事業部門はその確認結果のフィードバックを受け、

個々の製品の環境目標に対する進捗レビューを行い、本社環境部

門に報告します。

本社環境部門は、各事業部門が設定した目標と進捗状況の評価

を行い、これをとりまとめて環境中期目標に対する進捗状況を総

合的にレビューし、その結果をもとに次年度の重点項目の決定を行

います。このように、ソニーは本社環境部門、事業部門、個々の製品

設計、それぞれにおいて環境配慮のプロセスを回し、環境配慮製品

の創出に努めています。

リサイクル配慮設計と修理容易性向上の推進
製品の環境配慮の取り組みの一つとして、リサイクル配慮設計と

修理容易性の向上を推進しています。例えば、使用済み製品から資

源を取り出してリサイクルしやすくするためにプラスチック部品の

種別表示をすることや、製品の修理を容易にするために製品を分

解するために必要なネジ本数を考慮することなど、具体的な環境

配慮項目をまとめ設計へ反映することで各製品のリサイクル性と

修理容易性の向上につなげています。テレビでは「テレビ環境設計

基準およびガイドライン」や「サービス性基準」を制定し、新製品の

企画・設計におけるガイドラインとして運用、進捗確認を実施して

います。「テレビ環境設計基準およびガイドライン」は、国内外の法

規制の動向やソニーの環境中期目標を反映させることに加え、ソ

ニーグループ内でリサイクル事業を行っているグリーンサイクル株

式会社との定期的な情報共有や意見交換を通じて最新のリサイク

ル情報や業界動向を収集・分析しながら、毎年見直しや改訂を実

施しています。また、欧州におけるサーキュラーエコノミーに関する

法規制への対応として、テレビや業務用モニター製品等に関して、

リサイクル事業者向けの解体情報、および一般の修理業者向けの

修理情報をサポートページで公開しています。

ライフサイクルアセスメント (LCA) の活用
ライフサイクルアセスメントは、製品に使用されている材料や部

品の製造時、製品の製造時および輸送時、お客様の使用時もしくは

製品待機時、製品の最終処分時 (廃棄もしくはリサイクル) などを

考慮し、製品のライフサイクルでの環境負荷を定量的に把握する手

法です。ソニーでは、主要な製品のライフサイクルアセスメントの結

果から、各製品カテゴリーの改善すべき重点課題を明らかにし、製

品の環境負荷削減に結びつけています。図「代表的なソニー製品の

ライフサイクルにおけるCO2排出量割合」を見ると、製品カテゴリー

によってライフサイクルの中でCO2排出量の多いステージが異な

ることが分かります。例えば、液晶テレビやブルーレイディスク™／

DVDプレーヤーなどでは、使用時の排出量の割合が大きいことが

分かります。そのため、これらの製品では使用時の消費電力を下げ

ることがより重要となります。また、スマートフォンやデジタルビデ

オカメラなどでは、使用時よりも製品の製造時、材料や部品の製造

時に占める割合が大きく製品の軽量化などによるCO2排出量削減

がより重要となります。ライフサイクルアセスメントの結果は、環境

中期目標に反映され、製品の環境配慮設計につなげています。
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代表的なソニー製品のライフサイクルにおけるCO2排出量割合

製品における環境配慮の事例
ソニーは、環境配慮設計やリサイクル配慮設計に取り組み、幅広

い製品カテゴリーにおいて、省エネや省資源などの環境性能を向

上させています。その代表的な製品をソニーグループ ポータルサイ

ト「環境」で紹介しています。

 ソニーグループ ポータルサイト「環境」

 環境・社会課題解決に貢献する 
製品・サービス

デジタルシネマシステム
ソニーは、2000年に世界初の映画制作用デジタルシネマカメラ

「HDW-F900」を開発、2007年よりプロジェクターなどを自社製

品で構成した4Kデジタルシネマ上映システムも発売し、省電力・省

資源のデジタルシネマを推進しています。このデジタルシネマの提

供によって、従来のフィルムおよびフィルム現像工程での水や薬品

を不要にし、省資源に貢献しています。2018年に発売したデジタル

シネマカメラ VENICE (ベニス) は、最大6K収録に対応しながら、

小型・軽量化も実現しています。

 VENICEの小型・軽量化についての詳細情報

CineAlta (シネアルタ) カメラ VENICE

新素材「Triporous™ (トリポーラス™) 」の 
ライセンス提供

ソニーは、優れた吸着特性を持つ植物由来多孔質炭素材料トリ

ポーラスを独自開発し、基礎から応用まで幅広い特許を取得後、

2019年よりライセンス提供を行っています。トリポーラスは米の籾

殻を原料にすることで独特の微細構造を有し、水質汚染の原因と

なる毒性の有機物をはじめ、アレルゲンやウイルス、細菌など従来

の活性炭では吸着しにくかった分子量の大きな物質を容易に吸着

できます。この特性をいかせば、水や空気に含まれる汚染物質を除

去する高機能な環境浄化フィルターや、工場排水の浄化設備や途

上国の浄水器などへの応用も期待できます。またトリポーラスは消

臭繊維などのアパレル分野や、洗浄剤などのヘルスケア分野にも

応用可能です。原料となる米の籾殻は日本で年間約200万トン、世

界中では年間約1億5,000万トン発生する余剰バイオマスです。ソ

ニーは、米の籾殻の新しい活用法としてのトリポーラスを世界に拡

げることで、環境に配慮した循環型社会の実現にも貢献します。

 トリポーラス公式ウェブサイト

 トリポーラスの環境性能についての詳細情報

  ニュースリリース：新素材「Triporous (トリポーラス) 」の

 ライセンスを開始

米の籾殻を原料とした新素材「トリポーラス」

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/triporous.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/triporous.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
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再生プラスチック SORPLAS™の外販
ソニーは、2014年より自社開発の再生プラスチックSORPLAS 

(Sustainable Oriented Recycled Plastic：ソープラス) の外販を

行っています。SORPLASは、最大99%の再生材使用率を可能にし、

耐熱性や耐久性、リサイクル性にも優れた難燃性再生プラスチック

で、2011年に実用化して以来、さまざまな自社製品に採用してきま

した。ソニーは、SORPLASを社外にも提供することで、資源の再利

用を促進し、社会全体の環境負荷低減に貢献していきます。現在、

多くの企業がSORPLASに関心を示し、テレビ、スマートフォン、パソ

コン、照明器具、文具などへの導入を開始しています。

 SORPLASの詳細情報

  ニュースリリース：最大99%の再生材使用率と

 高い耐久性・耐熱性を実現した難燃性再生プラスチック

SORPLAS (ソープラス) の外販を開始

SORPLASの樹脂ペレット2種 (右) とソニー独自の硫黄系難燃剤 (左) 

ドローンによる環境関連事業のサポート
ソニーグループのエアロセンス株式会社は、ドローン (自動飛行

の無人航空機) とクラウドサービスを組み合わせた産業用ソリュー

ションを構築し、高精度のドローン測量によって全国の土木工事現

場の省力化に寄与するとともに、近年は企業や自治体の環境関連

事業も幅広くサポートしています。2016年3月には福島第一原子力

発電所事故に伴う除染事業を実施している福島県南相馬市に協力

し、仮置き場で保管している汚染物を覆うシート上面の経年劣化を

確認するため、ドローンによる定期点検を3年間実施しました。2016 

年9月には日本全国で深刻化する「海岸保安林のマツ枯れ」対策プ

ロジェクトに参加し、ドローン搭載カメラによる高精度な被害木の

特定に取り組み、海岸保安林の新たな維持管理手法の確立に協力

しました。2018年には国土交通省主催のCO2排出削減プロジェクト

として過疎地域などにおける無人航空機を使用した配送実用化推

進調査に参加し、福岡県玄界島において目視外の物流配送実験を

行いました。

エアロセンス製ドローン

FeliCa™ (フェリカ) のICカード乗車システム
ソニーは、非接触ICカード技術「FeliCa」のICカード乗車券システ

ムの提供によって、バングラデシュの大気汚染の改善に貢献してい

ます。バングラデシュでは交通渋滞が深刻化し、大気汚染が環境問

題となっていました。バングラデシュの国営バス会社は市民のバス

利用を促進させるため、「FeliCa」のICカード乗車券システムを導入

しました。スムーズな乗降などバス利用の利便性の向上により、乗

客数が増加したことで、交通渋滞も緩和されています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
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 調達先・委託先

 調達先・委託先における環境負荷低減

原材料・部品サプライヤー・製造委託先への 
環境負荷低減の働きかけ

サプライチェーンにおける環境負荷削減の一環として、ソニーは

主な原材料・部品サプライヤーおよび製造委託先に対し、環境負荷

削減の働きかけを2016年度より実施しています。例えば、温室効果

ガス (GHG) 排出量および水使用量については、製造委託先には原

単位で年1%削減するよう要請し、また原材料・部品サプライヤーに

は自主的な削減目標の設定を要請しています。併せて、ソニーに納

入される製品・部品の製造・出荷に関わるGHG排出量・水使用量な

どのデータ収集も実施しています。2020年度は、ソニーの総取引額

のうち約80%を占める部品サプライヤーならびに総取引額のうち

約90%を占める製造委託先からデータ収集に関する回答が得られ

ました。化学物質についても、原材料・部品サプライヤーおよび製造

委託先に対し、ソニーに納入される原材料・部品・製品・半製品に関

して、各国の異なる化学物質の制限・禁止の法規制に対してソニー

独自の化学物質管理基準に基づいた対応を求めるとともに、国際

的な枠組みで制限された物質のうち、ソニーが別途指定する物質に

ついては、製造プロセスでの使用禁止を求め、使用状況の調査を継

続して行なっています。

  製造プロセスにおける使用禁止および適正管理を求める

 化学物質リスト (原材料・部品サプライヤーおよび製造委託先用) 

［PDF：46KB］

省エネ型データセンターの優先利用
ソニーは、ゲーム＆ネットワークサービスや映画・音楽のストリー

ミングサービスなど、さまざまなネットワークサービスを提供してい

ます。ネットワークサービスをストレスなくユーザーに利用してもら

うためには、大量のデータを常に送受信できる設備と機器を備えた

データセンターの利用が不可欠ですが、近年のネットワークビジネス

の拡大に伴い、データセンターにおける設備や機器の使用電力量が

増加する傾向にあります。ソニーは、省エネ型データセンターを優先

的に利用していくことを環境中期目標に掲げ、2016年度はこれを

実施するための社内ガイドラインを策定し、2017年度より運用して

います。

グリーン購入の推進
ソニーは、日本国内のコピー用紙・事務用品・OA機器などの非生

産材購入において、環境に配慮した製品を選択する「グリーン購入」

の基準を定めて運用しています。非生産材の購入にあたっては、そ

の必要性をよく吟味し、使用量、在庫水準を考慮したうえで適正な

数量を購入することを原則としています。また、製品の選択にあたっ

ては、資源採取から製造、流通、使用、廃棄までのすべてのライフサ

イクルにおける多様な環境負荷を考慮して選定された推奨製品を

非生産材の購買システムに掲載し、購買担当者が優先的に環境配

慮型製品を選択する仕組みになっています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Supplier_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Supplier_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Supplier_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Supplier_JP.pdf
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 事業所

 温室効果ガス総排出量の削減

事業所の温室効果ガス総排出量
ソニーは「2020年度までに事業所の温室効果ガス (GHG) 総排

出量を5%削減 (2015年度比) 」という目標を掲げ、エネルギー使

用に伴うCO2およびPFC (パーフルオロカーボン) などのGHGの削

減に取り組んできました。このたび2020年度が終了し、事業所の

GHG総排出量は約139万トンで、2019年度比で約1%増、2015年度

比で約11%減という結果になりました。主に半導体デバイスの増産

により2019年度比は増加しましたが、これまで事業所における省エ

ネの推進、再生可能エネルギーの導入拡大などのGHG排出削減施

策を積み重ねてきたことにより2015年度比では減少となりました。

事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量
2020年度の温室効果ガス (GHG) 総排出量約約139万トンのう

ち、事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量※1は約130万ト

ンで、2019年度比で約1.1万トンの増加、2015年度比で約12.1万トン

の減少となりました。上記のエネルギー使用にともなうCO2排出量

には社有車の車両燃料による排出量も含まれ、2020年度における

車両燃料にともなうCO2排出量は約0.6万トンでした。

ソニーでは今後も、高効率機器の導入やエネルギーの循環利用の

推進などハード面による施策に加え、省エネルギー推進者を育成す

るプログラムを導入するなどソフト面での施策も強化し、GHGの発

生を抑制する施策を実施していきます。

※1 事業所におけるエネルギー使用にともなうCO2排出量は、所有する車輌等の燃料使用に
ともなうCO2排出量を含みます。

PFC類などの温室効果ガス排出量について
PFC類などの温室効果ガス (GHG) は、主に半導体などを製造す

る際に、クリーニングやエッチングなどの工程で使用される温暖化

係数の高いガスです。2020年度のPFC類などのCO2換算GHG排出

量は約9万トンで、2019年度比で約0.5万トンの増加、2015年度比

で約5.0万トンの増加となりました。PFC除害装置の導入などによる

削減活動を行っていますが、半導体デバイスの増産により総量は増

加しました。引き続き、ソニーでは排出削減施策を継続して行ってい

きます。

省エネルギー推進の事例
2020年度までの温室効果ガスの削減目標に向け、ソニーは世界

各地の事業所で省エネルギー活動に取り組んでいます。

 省エネ型空調システムの導入
ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) (SDT) では、半導体製造用

クリーンルームの再構築において、省エネ型空調システムを導入し

ました。従来の空調システムよりも少ない風量で作業エリアを清浄

に保てる本システムにより、SDTは従来の空調システムに比べて約

67%減となる年間約2,700トンのCO2排出量を削減しました。

また、ソニーテクノロジータイランド チョンブリ工場 (STT-C) で

は、同地の関西エナジーソリューションズ (タイランド) (K-EST) か

ら今後17年間にわたり効率的な冷水供給を受け、冷房における

温室効果ガスの排出量を削減するプロジェクトを開始しました。

STT-CとK-ESTが共同でシステム設計から運用管理まで行うチラー

システム※1を工場内に設置することにより、年間約1,700トンのCO2

削減を実現します。また、本プロジェクトは優れた低炭素技術の活用

であると評価され、環境省の令和2年度「二国間クレジット制度資金

支援事業のうち設備補助事業」に選定されています。

※1 冷凍機により作った冷水を工場内に供給するシステム。

 工場の環境負荷を低減する取り組み

 STT-Cの温室効果ガスの排出量削減プロジェクト

STT-Cに設置されたチラーシステム

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/plant.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/plant.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#sttc_credit
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#sttc_credit
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 プラズマ除害設備の仕様改善による温室効果ガスの削減
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノ

ロジーセンター (長崎テック) では、半導体製造で排出されるPFCガ

スを処理するプラズマ除害設備の仕様を改善し、温室効果ガスを削

減しました。従来のプラズマ除害設備は常時2台を稼働させ、異常

時に互いをバックアップさせる仕様でしたが、長崎テックは設備メー

カーとの協業で上記設備に瞬時立ち上げ機能を付加し、通常は1台

を稼働させ、異常時にもう1台を瞬時に立ち上げてバックアップさせ

る仕様に変更しました。その結果、電力使用量の大幅な削減を通じ

て、年間約3,000トンのCO2排出量を削減しました。また、今回の施

策はグループの他の半導体製造事業所にも横展開されています。

2台のプラズマ除害設備 (手前：待機中、奥側：稼働中) 

 AIによるデータ解析を用いた熱源システムの効率改善
ソニー本社ビルでは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究

所が開発したAIによる大規模データ解析技術「CALC™ (カルク)」を

活用し、ビルの熱源システムのデータを分析することで、より高効率

にする要因を見つけ出し、その結果をもとにエネルギー効率の改善

に取り組みました。「CALC」は統計学、物理学などの理論や技術を

融合した独自のメソッドとアルゴリズムで、観測データを高精度に分

析し、隠れた要因を推測できる技術です。もともとソニー本社ビル

は、隣接する芝浦水処理センターの下水熱をビルの空調に有効利用

することで、電力量の削減を高いレベルで達成していましたが、今回

「CALC」によって下水排熱ポンプの運転に改善の余地があること

が示され、それをもとに運転制御の変更を行い、さらなる省エネル

ギー化を図りました。

 CALC 大規模解析ツール

「CALC」による因果分析のイメージ

 製造現場の社員が考え行動する省エネルギー活動
ソニーは、世界各地の事業所で省エネルギー活動に取り組んでい

ます。近年は建物設備の効率化に加え、製造現場の社員たちが主

体となった省エネルギー活動を積極的に実施しています。この活動

は、ソニーの生産業務の中で電力を最も消費する製造現場に着目

し、現場を熟知する製造部門の社員たちが主体となった省エネル

ギー施策を考案、実施します。まず社員たちは自ら厳しい削減目標

を掲げ、製造工程で使われるエネルギー量の見える化を行います。

そこから、製造工程での無駄に気づき、改善施策を考え、試行し、確

認した結果を踏まえ継続的改善につなげます。また、改善された優

良事例は他の事業所へ展開しています。これら社員主体の活動は、

2009年にソニーグループ株式会社 仙台テクノロジーセンター/ソ

ニーストレージメディアマニュファクチャリング株式会社 多賀城サイ

トが実施した「エコ・チャレンジ・プロジェクト」がきっかけとなり、そ

の実効性の高さから、今では世界各地の製造事業所に広がり、現場

の改善活動に組み込まれています。

ソニーイーエムシーエス (マレーシア) KLテクノロジーセンターで
実施されたエコ・チャレンジ・プロジェクト

https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/7593/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/7593/
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 再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入によるCO2排出削減貢献量
ソニーは「再生可能エネルギー※1の活用により2016年度から

2020年度までに累計でCO2削減貢献量30万トン」という目標を掲

げ、事業所への太陽光発電設備の導入や電力会社からの再生可能

エネルギー由来電気の購入、証書の利用など、全世界の事業所にお

いて地域に応じた最適な再生可能エネルギーの導入を進めてきま

した。このたび2020年度が終了し、5年間の累計でCO2削減貢献量

は45.6万トンという結果になりました。これは、欧州や中国地域で

の100%再生可能エネルギー化、その他の地域でも再生可能エネル

ギーの導入を拡大した結果によるものです。

2020年度の再生可能エネルギーの活用によるCO2排出削減貢

献量は全世界で約12.9万トン、地域別には日本・東アジアで約5.4

万トン、中国で約4.3万トン、北米で約2.2万トン、欧州で約0.9万ト

ン、パンアジアで約0.1万トンとなりました。ソニーが全世界で使用

している電力のうち、約7%を再生可能エネルギーによる電力で賄

いました。

ソニーは、2021年度から2025年度までの環境中期目標「Green 

Management (グリーンマネジメント) 2025」の気候変動目標で、

「事業所における電力使用のうち、再生可能エネルギー由来の電

力を15%以上にする (再エネ電力率) 」という新たな目標を掲げ、活

動を推進しています。

また、2018年に100%再生可能エネルギー利用を目指す国際的

イニシアチブ「RE100※2」に加盟し、2040年までに自社の事業活動

で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指し

ています。RE100加盟後、ソニーは各事業所に合計約4.3MWの太

陽光発電設備を新たに設置し、RE100加盟前と合わせた累計で約

9.92MWの太陽光発電設備が稼働しています。

※1 再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用でき
るエネルギーのことです。

※2 RE100は、全世界での事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすること
を目指す企業が参加しており、国際NPO団体であるThe Climate GroupがCDPとパー
トナーシップのもとで主導する国際的なイニシアチブです。

  ニュースリリース：ソニー、100%再生可能エネルギー利用を

 目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

中国：100%再生可能エネルギー化を達成
中国では、再生可能エネルギーの証書を利用し、2020年度に事

業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーに置き換えま

した。すでに100%再生可能エネルギー化を成し遂げた欧州地域に

続き、中国地域の達成によって、ソニーグループ全体の導入も大き

く進展します。これまでも中国地域内のソニーグループ各社は省エ

ネ活動を積極的に推進し、2019年度には1,346トンの温室効果ガ

ス排出量を削減しましたが、今回の100%再生可能エネルギー化は

4.3万トンの温室効果ガス排出量削減に相当します。 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201809/18-0910/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201809/18-0910/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/201809/18-0910/


目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

146

環境

マネジメントアプローチ　│　環境方針と目標　│　環境技術　│　製品・サービス　│　調達先・委託先　│　事業所　│　物流　│　製品リサイクル　│　環境コミュニケーション

日本：再生可能エネルギーの導入拡大を推進
 さまざまな手法による再生可能エネルギーの導入
日本では、2020年度にグリーンエネルギー証書※1により、グリー

ン電力証書300MWh、グリーン熱証書267,422GJを利用しまし

た。これは約1万5,393トンの温室効果ガス削減に相当します。グ

リーンエネルギー証書以外にも再生可能エネルギー由来のクレジッ

トを利用し、計約3万2,764トン分のCO2に相当する再生可能エネ

ルギーを導入しました。さらに、2017年度より電力会社から再生可

能エネルギー由来の電力を直接購入する契約を進めています。各

地域の電力会社との契約を進め、2020年度は約3,634トン分の

CO2に相当する再生可能エネルギーを導入しました。

また、事業所への太陽光発電設備導入も進めており、ソニーセミ

コンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テクノロジーセン

ターや、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ JARED大井

川センターでは1MWを超える大規模な太陽光発電設備を導入しま

した。これらの事業所では2020年度は約3,662MWhの電力を太

陽光発電により賄っています。

※1 グリーンエネルギー証書システムは、2001年にソニーと電力会社が共同開発したシステ
ムです。日本各地の発電所の電気や熱などの再生可能エネルギーの環境価値を証書化
し、グリーン電力証書、グリーン熱証書として取引することで、遠く離れた場所でもその
再生可能エネルギーを使用したとみなされます。

 自己託送の運用を拡大
ソニーは、太陽光発電設備で発電した余剰電力を事業所間で融通

する自己託送も積極的に推進しています。2019年度には、株式会社

ソニー・ミュージックソリューションズ (SMS) において、JARED大井

川センターに設置した太陽光発電設備の電力を同社の他の工場に

自己託送することで年間約1,000トン分のCO2削減を実現しました。

さらに2020年度には、愛知県東海市にある牛舎の屋根に太陽光発

電設備を設置し、2021年4月より、そこで発電した電力を電力会社

の送配電ネットワークを介して約30km離れた同県額田郡にあるソ

ニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 

幸田サイトに供給するなど、グループ敷地外からの自己託送を開始し

ています。これにより、年間約192トンのCO2削減を見込んでいます。

 SMSの自己託送についての詳細情報

 幸田サイトの自己託送についての詳細情報

牛舎の屋根に設置された太陽光パネル

欧州：100%再生可能エネルギー化を継続
欧州では、2002年度から再生可能エネルギーの導入を開始し、

2008年度以降、全電力使用量の100%再生可能エネルギー化を実

現しています (ISO14001認証取得の事業所において) 。各事業所

で太陽光発電設備の導入や再生可能エネルギーによる電力の直接

購入を進めるとともに、再生可能エネルギーの供給がなく直接購

入できない地域は、再生可能エネルギー証書の利用を推進してい

ます。2020年度の欧州における再生可能エネルギーの総使用量は

36,862MWhでした。

太陽光発電設備を導入し自家発電を行なっている事業所として

は、英国のソニーヨーロッパ UKテクノロジーセンター (UKテック) 

と、オーストリアのソニーDADCヨーロッパ タルガウ工場が挙げら

れます。UKテックは社屋に設置した897枚の太陽光パネルにより、

2020年度は約234MWhの電力を賄っています。タルガウ工場は

2019年8月に2,700枚 (約0.84MW) の太陽光パネルを設置し、

2020年度は約768MWhの電力を賄いつつ、太陽光発電で賄いき

れない電力については再生可能エネルギー証書を利用することで

100%再生可能エネルギー化を実現しています。

タルガウ工場の屋上に設置された太陽光パネル

北米：さまざまなグループ企業で 
再生可能エネルギー導入の推進

米国では2008年から、ソニーDADCピットマン工場 (当時) と

テレホート工場、ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ (SCA) 

ニューヨークオフィス、ソニー・エレクトロニクス (SEL) サンディエ

ゴの4つの事業所で、再生可能エネルギー証書の契約を行いまし

た。その後、参加対象を拡大し、2020年度には米国において、ソ

ニーDADCテレホート工場、物流拠点であるボーリングブルック、

SCAニューヨークオフィス、ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 

(SPE) 、ソニーインタラクティブエンタテインメントおよびSEL主要

事業所で、合計37,400MWh以上の再生可能エネルギー証書を利

用しました。これは、これらの企業の米国における電力使用量の約

51%に相当します。

また、SPE本社では1.83MWの太陽光発電設備を導入しており、

SPEの撮影スタジオ全体で使用する電力の約10%を賄っています。

2020年度は約2,055MWhの電力を自社の太陽光発電設備で賄

いました。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#REtransfer
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#REtransfer
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#OffSite
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#OffSite
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SPE本社の屋上に新たに設置された太陽光パネル

パンアジア：タイで太陽光発電設備を稼働
パンアジアでは、ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ工

場 (STT-C) において、工場の屋上に大量の太陽光パネルを敷設

した発電能力約1.8MWの太陽光発電設備が2019年より稼働を

開始し、2020年度は約2,255MWhの電力を賄いました。同時に、

STT-Cは工場全体の省エネルギー化も進め、エネルギー消費量の削

減も追求しています。

また、2020年度には、バンカディ工業団地のソニー・デバイス・テ

クノロジー (タイ) (SDT) が、3号棟の屋上に1.95MWの大規模な

太陽光発電システムを設置し、2021年3月より発電を開始していま

す。さらに、2021年度より再生可能エネルギー証書 (I-REC) を導入

し、パンアジア地域の半導体工場の電力において再生可能エネル

ギー比率を100%にする計画を進めています。

  コーポレートブログ：タイのイメージセンサーの生産拠点、

 再生可能エネルギー100%による稼働に向け前進中

SDTの屋上に設置された太陽光パネル

 廃棄物発生量の削減

事業所の廃棄物発生量
ソニーは「2020年度までに事業所の廃棄物発生量を5%削減 

(2015年度比) 」という目標を掲げ、廃棄物の削減、資源の有効利

用に取り組んできました。このたび2020年度が終了し、事業所の

廃棄物発生量は約5.1万トンで、2019年度比で約7%増、2015年度

比で約15%減という結果になりました。主に半導体デバイスの増産

により2019年度比は増加しましたが、これまで生産現場の工程等

の継続的な改善によるリデュース促進、部品輸送時の包装材等の

リユース促進、分別の徹底による有価での引き取りを促進し、廃棄

物の実質的な削減などを積み重ねてきたことにより2015年度比で

は減少となりました。今後も事業所ではリデュース、リユース、リサ

イクルに取り組みながら、資源の効率的な利用を推進していきま

す。

事業所の廃棄物埋め立て率
2020年度のグループ全体の事業所の廃棄物埋め立て率は約

0.5%、日本国内の廃棄物埋め立て率は約0.2%でした。なお、それぞ

れの地域の法律・行政指導などにより、やむを得ず埋め立て処分と

なる量などを含めた場合、廃棄物埋め立て率は約1.2%となります。

ソニーは、事業所から発生した廃棄物についてリサイクル利用を進

めることで、廃棄物埋め立て率の低減に取り組んでいます。

産業廃棄物の管理
ソニーは、産業廃棄物が不適切に処理されないように厳格な管

理を行っています。例えば、日本では廃棄物処理委託先の選定や継

続的な現地確認に関する社内基準を統一したり、現地確認担当者

の社内認定制度を設けたりすることで、廃棄物処理委託に関するリ

スクの低減に努めています。さらに、廃棄物処理委託先に対して現

地確認を定期的に行い、廃棄物管理の徹底を求めています。

産業廃棄物の削減
ソニーは、全事業所で廃棄物の削減を進めています。例えば、ソ

ニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社は、生産装置の

排水処理に使用する凝集剤を、より凝結・凝集性能が高い植物由来

の高分子凝集剤に変更することで、従来の一次凝集剤 (無機凝集

剤)および無機凝集剤由来の汚泥を削減しました。さらに、余剰汚泥

を脱水機で絞ることで、年間約1,200トンの汚泥削減を実現してい

ます。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/blog/2021/05/13/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/blog/2021/05/13/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/blog/2021/05/13/
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部品包装の改善
ソニーは、全事業所において購入する部品の包装を全体的に見

直し最適化することにより、事業所で発生する廃棄物の削減に努

めています。例えば、部品を入れる保護袋の全廃、部品を入れる箱

を工夫し部品の収納数を増加、使い捨ての箱から繰り返し使用で

きる通い箱への切り替えなどにより、部品の包装に使用する材料を

減らすことで廃棄物を抑制しています。特に、通い箱については、寸

法や材質などの標準化も行うとともに、利用する部品の拡大を図っ

ています。

 物流における環境負荷低減の実績

ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社で 
使用されている部品輸送用の通い箱

 水使用量の削減

事業所の水使用量
ソニーは「2020年度までに事業所の水総使用量を5%削減 

(2015年度比) 」という目標を掲げ、水使用量の削減に取り組んで

きました。このたび2020年度が終了し、事業所の水使用量は約

1,557万㎥で、2019年度比で約2%増、2015年度比で約26%増とい

う結果になりました。主に半導体デバイスの増産により、2019年度

比および2015年度比で増加となりました。

ソニーは、2021年度から2025年度までの環境中期目標「Green 

Management (グリーンマネジメント) 2025」の水目標で、水は循

環かつ偏在資源であり、水に関する問題は地域性が高いことから、

水使用量の多い事業所においては「事業所の水使用量原単位の改

善」、水リスクの高い地域にある事業所では「流域における水リスク

の低減」という目標を設定しています。

また、ソニーは事業所排水の水質にも配慮しています。世界中の

事業所でそれぞれの国と地域の法規制などを遵守するとともに、そ

の規制レベル以上の排水管理を行っています。例えば、高度水処理

施設の導入などにより、排水内のBOD、COD※1値の削減に努めて

います。

※1 BOD (Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量、COD (Chemical 
Oxygen Demand：化学的酸素要求量) は、水質汚濁の代表的な指標です。

  環境データ (環境データファイル：水質汚濁物質) 

地域環境に配慮した水の適正管理
水資源は、地域によって利用可能な水量や水質が大きく異なりま

す。事業においては、生産に使用する水の確保やレピュテーションの

維持という観点からも水資源に配慮することが必要です。ソニーで

は、WRI (世界資源研究所) やWWF (世界自然保護基金) が提供す

る水リスク評価ツールを用いて、事業所が立地する地域の水リスク

評価を行い、地域のステークホルダーと連携し、地域ごとの水リスク

に応じた活動を推進することで水の適正利用に努めています。特に

水使用量の多い事業所では、水使用量の削減、水の有効利用、排水

時における周辺環境への影響の最小化などを推進しています。

水使用量削減の事例
ソニーは、半導体の製造や電子機器の製造、さらに使用済み製品

のリサイクルにおいても大量の水を必要とします。ソニーの国内外

の事業所では、地域の水資源への影響を鑑み、排水リサイクルを推

進し、水使用量の削減に取り組んでいます。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
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 半導体製造における生産増強と水使用量抑制の両立
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 (SCK) で

は、半導体の生産能力を増強しつつ、その生産のために必要な水使

用量を削減するという課題に取り組んでいます。SCK長崎テクノロ

ジーセンターでは、半導体の製造工程で使用したガスを無害化する

ガス除害装置の排水再利用に取り組み、約80%の排水を再利用し

ています。SCK熊本テクノロジーセンター (熊本テック) では、半導体

の生産ラインで使用される燃焼用除害水の削減を目指し、循環利

用量を増加させる設備改善を行い、従来の補給水量の約50%を削

減しています。また、熊本テックは熊本地域の豊かな地下水源を保

全するため、休耕田に水を張り、浸透させて地下水に還元する「地下

水涵養 (かんよう) 」も長年にわたり行っています。2020年度は約

312万㎥を涵養しました。

熊本テックの燃焼除害用水の排水回収設備

 さまざまな手法による水使用量の削減
廃家電製品などのリサイクル事業を展開するグリーンサイクル株

式会社では2014年度より、水使用量の削減を目指し、雨水の回収

利用に取り組んでいます。雨水利用に際しては、水質分析をして工

程に影響を与えないことを確認し、破砕機などのリサイクル工程や

トイレの洗浄水などに活用しています。2018年には第二工場棟の

改築に伴い、屋根の全面である約2,500㎡を雨水回収エリアにす

るとともに、従来より大容量の80㎥の貯水槽を地下に埋設しまし

た。これにより、2020年度の雨水回収量は1,338㎥となり、工場全

体の水使用量の約40%を雨水で賄っています。現在、雨水回収エリ

アのある屋根には太陽光パネルも設置し、発電した電力の自家消

費を行っています。

また、ソニー本社ビルでは熱源の冷却に下水の処理水を利用し

ています。隣接する芝浦水再生センターで処理された下水処理水

を引込み、熱源機器の冷却に使用することで、通常冷却塔で補給水

として使用する上水を年間約30,000㎥削減しています。

グリーンサイクル第二工場棟の屋根全面に広がる雨水回収エリア

 排水リサイクルの推進
ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ工場 (STT-C) におい

ても、水道水の使用量を削減するため、排水リサイクルを推進して

います。STT-Cは水道水を多く使用している空調用の冷却塔に着目

し、その補給水として排水処理場からの排水を利用するため、必要

な水質レベルにろ過するリサイクルプラントを敷地内に設置しまし

た。これによって、リサイクル水を冷却塔の補給水に利用することが

可能となり、2020年度の水道水の使用量は2015年度比で約25%

削減しました。

STT-Cの敷地内に設置された排水のリサイクルプラント

 化学物質の管理
ソニーは、事業所で使用する化学物質について、原則、法律で規

制されている化学物質、地球規模や比較的広い地域での環境への

影響が指摘される化学物質、ソニーでの使用量が多い化学物質を

対象として、グループ共通で管理を行っています。

化学物質の管理基準を強化
ソニーは、化学物質をクラス1から4に分類し、使用量だけでなく、

大気・水域・土壌への排出量および廃棄物としての移動量も管理し

削減を推進しています。PRTR (環境汚染物質排出・移動登録) の

考え方に基づき、法的な報告義務がない国においても、独自に各事

業所で化学物質管理を行っています。化学物質のクラスについては

次ページのように定めています。
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クラス1物質：使用禁止

 人体や環境への影響が非常に高い (発がん性、変異原性、生殖
毒性、急性毒性、生態毒性など) とみなされた物質で、国際条約
や各国の法規制などで製造、使用などが禁止されている物質
 環境汚染 (土壌汚染など) のリスクが高いと判断された物質

  ソニーの事業所オペレーションにおけるクラス1物質
 (使用禁止) リスト［PDF:101KB］

クラス2物質：使用禁止 (除外用途あり) 

 人体や環境への影響が非常に高い (発がん性、変異原性、生
殖毒性、急性毒性、生態毒性など) とみなされた物質で、その
リスクの高さから、法規制などの届出対象物質や、排出・移動
量の管理対象物質
 法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、化学物質管理
のリスクが非常に高いと考えられ、使用全廃が必要と判断さ
れる物質

クラス3物質：排出・移動量の削減を推進

 人体や環境への影響が高く、法規制などの排出・移動量の管
理対象物質
 法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、排出・移動量
の削減が必要と判断される物質
 クラス1、クラス2以外の揮発性有機化合物 (VOC) 

クラス4物質： 関連法規を遵守するとともに、充分な管理のもと
使用

 クラス1、2、3を除いた物質。ただし、水、空気は化学物質として
管理しない。

VOCの大気排出量削減への取り組み
ソニーは「VOC (揮発性有機化合物) の大気排出量を50%削減 

(2000年度比) 」という目標を掲げ、削減に取り組んできました。

このたび2020年度が終了し、VOCの大気排出量は約641トンで、

2019年度比で約13%増、2000年度比で約65%減という結果にな

りました。主に半導体デバイスの増産により2019年度比は増加しま

したが、これまでVOCの代替物質への切り替えや製造工程におけ

るVOCの使用量削減施策などの対策を積み重ねてきたことにより

2000年度比では減少となりました。今後もこれらの施策を継続す

るとともに、コンパクトなVOC処理装置の開発・設置を順次推進し

ていきます。

ソニーは、2021年度から2025年度までの環境中期目標「Green 

Management (グリーンマネジメント) 2025」の化学物質目標で、

「VOCの大気排出量を2010年度以下にする」という新たな目標を

掲げ、活動を推進しています。

化学物質使用量の削減事例
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 (SCK) は、

装置メーカーと共同で独自のVOC (揮発性有機化合物) 処理装置

を開発し、VOC排出量の削減に取り組んでいます。通常のVOC処理

装置は排気配管の排出口付近に設置され、非常に希薄な有機物ま

で処理対象とするため、どうしても大型になり、設置スペースの確

保や導入コストなどの課題がありました。そこでSCKでは有機物の

濃度が高い生産設備を処理対象として、小型固定濃縮式VOC処理

装置を装置メーカーとともに開発しました。これにより、生産設備に

近接して設置でき、VOCを効率的に処理しています。

SCKが装置メーカーと共同開発した小型固定濃縮式VOC処理装置

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
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オゾン層破壊物質について
ソニーは、オゾン層破壊物質であるフロンについて、製造プロセ

スにおいて第1世代フロンCFC (クロロフルオロカーボン) の使用を

1993年に全廃し、さらに第2世代フロンHCFC (ハイドロクロロフル

オロカーボン) の使用を2000年度末に禁止しました。現在、ソニー

の事業所では、モントリオール議定書に規定されているオゾン層破

壊物質を使用することを禁止しています。フロン類は一部のビル空

調などの冷凍機用冷媒としてのみ使用していますが、各国法規制を

遵守するとともにメンテナンス時などにおいて漏洩がないよう厳重

に管理しています。

事業所における環境リスクマネジメント
ソニーは、事業所における化学物質管理や緊急時対応などに関

し、効果的なリスクマネジメントを遂行するために具体的な対策内

容を記載した、ソニーグループ共通の管理標準や改善事例集を策

定しています。これをもとに、各事業所では化学物質貯蔵タンクおよ

び配管の地中直埋設の禁止や、漏洩防護の実施などの事故防止対

応を行っています。さらに、ソニーは各事業所への定期的な監査や

事業所間の情報共有などによって継続的改善に取り組み、環境事故

防止の徹底に努めています。また、万一環境事故が発生した場合に

は、速やかに当局へ届け出るとともに適切な対策を講じられる体制

を構築しています。2020年度において、このような環境事故の発生

はありませんでした。

事業活動に起因する土壌・地下水汚染除去の取り組み
ソニーは、事業所での土壌・地下水の自主調査などで汚染が発見された場合は、事業所が立地する国・地域の法律などに準じた浄化プロセスで

対応しています。例えば、日本国内のソニーグループ内事業所で発生した土壌・地下水汚染については、国内の法律などに準拠した環境文書「ソ

ニーグループ土壌・地下水環境調査標準」に従って対応をとっています。この手順書では、以下の3段階 (フェーズ) に分けて対応することを定めて

います。

フェーズ1： 過去および現在の化学物質使用履歴、過去および現在の地下埋設タンク、地下埋設配管の有無、過去の事故履歴を調査して、 
敷地内の土壌・地下水に汚染が残留している可能性の有無の確認、およびその場所の推定を行う。

フェーズ2： フェーズ1での調査に基づき、汚染の可能性がある場所では土壌汚染対策法に準じた測定位置で測定を行う。

フェーズ3： 測定の結果、汚染が判明した場合は、拡散防止や浄化などの処置を行う。

これらの対応を経て、いままでに確認されている事業活動に起因する土壌・地下水汚染は、下記の事業所であり、定期的な行政への報告および

汚染の除去を継続しています。ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジーセンターでは「形質変更時要届出区域」と

して指定されていた区域面積 613.3㎡について汚染土壌の処理が完了し、2021年6月25日付けで区域指定が解除されました。

土壌・地下水汚染除去の状況 (2021年8月時点) 

サイト名 汚染確認時期 検出物質 原因 対策および現状

ソニーグローバルマニュファク
チャリング&オペレーションズ 
株式会社 
稲沢サイト (日本) 

2001年6月
 (自主調査) 

フッ素
排水系統での

亀裂による漏洩

汚染源施設を廃止、汚染地下水の浄化とモニタ
リングを継続中。地下水濃度は2020年度分析値
1.28mg/ℓ。

 最新の状況についてはこちらをご確認ください。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/soil_groundwater_remediation.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/soil_groundwater_remediation.html
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 生物多様性の保全活動の指針と事例

保全活動の指針
ソニーでは、生物多様性に対する方針を定め「ライフサイクル全

般を通した自然資本の保全活動および生物多様性の保全活動によ

り、生物多様性条約愛知目標 (20の個別目標) の達成に貢献する」

ことを目指しています。事業所は近隣の自然環境や地域の生態系

と密接に関係していることから、地域を含めた生物多様性の保全

活動を推進することで、愛知目標の達成に貢献しています。具体的

には、生物多様性の配慮項目と施策を下記の表のように分類し、各

取り組みを進めることが愛知目標の達成にも貢献すると社員に明

示し、取り組みの意義を共有しながら活動を進めています。

「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」の生物

多様性に関する目標である「地域のニーズに応じた環境地域貢献

活動 (サイト内保全活動含む) を積極展開」に対しては、期間を通

して全事業所にて、それぞれの事業所が位置する地域に応じた生

物多様性保全活動を展開しました。

 生物多様性に対するアクション

 生物多様性条約 愛知目標

生物多様性配慮項目と施策、および関連する愛知目標

配慮項目 関連する主な愛知目標

普及啓発
 生物多様性に関する教育、セミナーや講演会など
の実施
 自然観察会の実施

目標 1   「普及啓発」：人々が生物多様性の価値と行動を認識する

環境整備

 生きものが生息しやすい環境の整備
 エコロジカルネットワーク、緑の回廊への配慮
 立体的な植生の配慮
 在来種の採用

目標5  「生息地破壊の抑止」：森林を含む自然生息地の損失が少
なくとも半減、劣化・分断が顕著に減少する

目標10  「脆弱な生態系の保護」：サンゴ礁など、環境の変化に特に
弱い生態系を守る

悪影響への対策
 外来生物に対する対策
 排出物の生態系への悪影響への配慮

目標8  「化学物質などによる汚染の抑制」：化学物質・肥料・農薬
の汚染を有害でない範囲まで抑える

目標9  「外来種」：侵略的な外来種を制御し、または、根絶する

目標12  「種の保全」：絶滅危惧種を絶滅から防ぐ

保護・生態系
サービスの保全

 絶滅危惧種の把握と保護
 野生動植物の保護区域指定
 地下水涵養

目標11  「保護地域の保全」：少なくとも陸域の17％、海域の10％
を保護地域などにより保全する

目標14  「生態系サービス」：自然の恵みをもたらす生態系が回復・
保全される

管理事項
 化学物質使用の適切な管理
 有機資源の有効利用
 物品購入による生物多様性の配慮

目標4  「持続可能な生産と消費」：全ての関係者が持続可能な生
産・消費のための計画を実施する

外部との連携
 ステークホルダーとの連携 (団体支援含む) 
 生物多様性保全活動を行っている団体への支援

関連する目標項目は活動内容による

調査

 生きもの調査、モニタリングの実施
 享受している生態系サービスの把握と配慮
 土地利用状況の把握
 地域の生物多様性保全計画の把握

目標19  「知識・技術の向上と普及」：関連する知識・科学技術を改
善する

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html
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普及啓発
生物多様性の保全に向けた活動を広めるためには、さまざまな

立場の人が生物多様性の価値について理解を深め、認識すること

が必要です。ソニーでは「気づくことが、守ることに、つながる」を

キャッチコピーに、自然観察会、生きものをテーマにしたフォトコン

テスト、地域学生への環境教育、絵画コンテスト、SNSを利用した

生物多様性に関連する情報提供など、さまざまな生物多様性に関

する普及啓発活動を行っています。また、これらの活動を通して、生

物多様性条約 愛知目標の目標1「普及啓発」の達成に貢献していき

ます。

 「わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト」の展開
ソニーは2015年度より、一般参加型の自然体験イベントやフォ

トコンテスト、SNSによる生物多様性の情報提供を行う「わぉ！

わぉ！ 生物多様性プロジェクト」を公益財団法人 日本自然保護協

会と協働で推進しています。2016年度からは、ソニー中国も本プロ

ジェクトを導入し、同様の啓発活動を中国各地で行っています。自

然と触れあうなかで見つけた生きものの写真を対象に毎年開催さ

れるフォトコンテストは日本・中国ともに人気を集め、作品の応募

を通して自然の素晴らしさや生物多様性の重要性の気づきにつな

がっています。中国でのフォトコンテストでは2016年から2020年

まで累計で約6,200点もの作品が寄せられ、それらの作品を中国

各地の事業所の社員およびその友人を含む約33万人にSNSを使っ

て紹介しました。また、日本・中国ともに入選作品の写真展を開催

する一方、展示期間中に生物多様性のレクチャーやソニー製カメラ

を使った生きもの撮影体験講座を行うなど、より多くの人々に生物

多様性の重要性を考える機会を提供しています。

 わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト

日本で開催されたフォトコンテスト入選作品の写真展

 オンライン配信を活用した生物多様性に関する普及啓発活動
中国地域では、新型コロナウイルス感染症の拡大によって集合開

催が困難になった2020年度、オンライン配信を通じて生物多様性

に関する普及啓発活動を行いました。索尼精密部件 (惠州) 有限公

司 (SPDH) では、惠州市内のマングローブ林公園から、SPDHの社

員と自然観察指導員が園内に生息するさまざまな植物や生きもの

の生態などをライブ配信しました。上海索广映像有限公司 (SSVE) 

でも、オフラインの子ども参加者に向けて生物多様性講座を開催す

ると同時に、講座内容もオンライン配信で紹介。これらのライブ配

信の視聴者数は合わせて7.5万人以上を記録するなど、より多くの

人々に生物多様性の重要性を伝えることができました。

マングローブ林公園の生態系を紹介する生配信の様子

環境整備
各事業所では、生きものが継続的に生息・生育するために必要と

なる、隠れたり、産卵したりできる環境を整備することで事業所お

よび地域の生物多様性の保全を進めています。例えば、巣箱の設

置、落ち葉や剪定枝による腐葉土づくり、水辺の設置、植栽に在来

種を積極的に採用するなど、周辺地域の生態系にも配慮した自然

環境の保全活動を進めています。これらの活動を通して、生物多様

性 愛知目標5「生息地破壊の抑止」や愛知目標10「脆弱な生態系

の保護」の達成に貢献していきます。

 豊かな生態系を育む「ソニーの森」の保全活動
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株

式会社 幸田サイトは、1972年の創立当時から敷地内にあった自然

林を「ソニーの森」として保全してきました。2008年からは「フクロ

ウの棲む森づくり」として、フクロウが飛翔できる空間や餌場を整

備し、巣箱を取り付けるなどの活動を続けています。2011年からは

「地域の自然再生で必要とされる、在来種の苗木を確保・提供す

る活動」を企業、地域住民、行政などのコラボレーションにより行っ

ています。これらの「ソニーの森」活動が評価され、幸田サイトは

2015年に国連生物多様性の10年日本委員会認定事業第6弾に認

定されました。

ソニーの森で誕生したフクロウの雛

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/spotlight/waowao/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/spotlight/waowao/
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 その他の取り組み事例
 英国での自然保護区を守るボランティア活動

 大分県国東市での原生林の保全活動

 霧島市10万本植林プロジェクトへの参加

 インド国内の農林業プロジェクトのサポート

 「So-netの森」での森林整備活動

悪影響への対策
地域の生態系に悪影響を及ぼす外来生物の駆除活動や事業所

緑地における農薬や化学肥料の適正利用 (土壌汚染防止、過剰栄

養防止) により、生態系への悪影響の抑制に取り組んでいます。ま

た、廃棄された使用済みプラスチックによる海洋汚染問題に対して

2019年8月からはOne Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャ

ン・プロジェクト) として「製品および製品包装のバージンプラスチッ

ク量の削減や、自社内で社員が使用する使い捨てプラスチック (レ

ジ袋、ストローなど) の削減」と「事業所の近隣や河川、海岸での清

掃活動による汚染防止」の両面から活動しています。これらの活動

を通して、生物多様性 愛知目標8「化学物質などによる汚染の抑

制」、愛知目標9「外来種」や愛知目標12「種の保全」の達成に貢献し

ていきます。

 山形県での外来動植物の駆除活動
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 山形テクノ

ロジーセンター (山形テック) は、事業所がある鶴岡市内の都沢湿

地で外来動植物の駆除活動を行なっています。都沢湿地はラムサー

ル条約登録地である大山下池のほとりに広がり、多様な在来種が

生息する貴重な場所ですが、近年、アメリカザリガニやセイタカアワ

ダチソウなどの外来動植物の増加が問題となっています。そこで山

形テックでは毎年、鶴岡市や地域団体の指導のもと、在来種である

メダカの誤捕獲を避ける「ザリガニ釣り」や外来植物駆除の活動を

続けています。

社員による外来種のアメリカザリガニの捕獲活動

 その他の取り組み事例
 中国各地での海洋プラスチックごみの清掃活動

保護・生態系サービスの保全
地下水涵養 (かんよう) などの生態系サービスの保全、絶滅危惧

種の把握と保護、野生動植物の保護を推進しています。これらの活

動を通して、生物多様性 愛知目標11「保護地域の保全」や愛知目標

14「生態系サービス」の達成に貢献していきます。

 オーストリアでの生物多様性の保全活動
オーストリアにあるソニーDADCタルガウ工場は、地域の生物多

様性を保全する活動を積極的に推進しています。近年、気候変動

や宅地開発の影響を受け、この地域の花粉媒介者として生態系で

重要な役割を果たすハナバチの生息環境が悪化しているため、工

場敷地内に約40万匹が生息できる巣箱を設置するなど、ハナバチ

の保護活動を実施しています。また、工場敷地内の草地に息づく生

態系を守り、また、景観管理の一環として、土壌に負担を与えるト

ラクターを使わず、地元農家の羊の放牧による緑地管理を行って

います。

蜜源植物の植栽など、ハナバチの保護活動の様子

 タイでのマングローブ植林プロジェクト
ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) (SDT) は、タイランド湾の

マングローブ林を保全するため、1999年よりマングローブの植林

活動を継続的に行うとともに、2019年からはOne Blue Ocean 

Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) のもと、海岸や河岸

の清掃活動も合わせて実施しています。2020年度は、800本のマン

グローブを植林するとともに、タイランド湾に流入するKlong Cone 

Canal川において清掃活動を行い、廃プラスチックをはじめとする

約15kgの廃棄物を収集しました。

マングローブを植林する様子

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#UK_forest
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#UK_forest
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#kunisaki_midori
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#kunisaki_midori
https://www.sony-semicon.co.jp/csr/eco/
https://www.sony-semicon.co.jp/csr/eco/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#agroforestry
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#agroforestry
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#China_cleanup
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#China_cleanup
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 その他の取り組み事例
 絶滅危惧種であるアカウミガメの保護活動［動画］

 米国ニューヨーク市での環境保護活動

 「ほたるの里」の環境整備活動

 長崎県でのサンゴ保全活動

管理事項
化学物質使用の適切な管理や、落ち葉の堆肥化などの有機資源

の有効利用を行っています。また、生物多様性に配慮した物品の購

入を進めています。これらの活動を通して、生物多様性 愛知目標4 

「持続可能な生産と消費」の達成に貢献していきます。

 環境に配慮した紙資源の購入
ソニーは、紙資源が有限であることを認識し、より環境に配慮した

紙の使用を推進する、紙・印刷物に関する購入方針を策定していま

す。再生紙や森林認証紙など環境に配慮した紙を積極的に調達し

ています。

2020年度は、会社案内や株主総会招集通知などのコーポレート

刊行物、製品カタログ、カレンダー、名刺、封筒などでFSC認証紙※1を

合計約204トン使用しました。

※1 FSC認証紙とは、国際機関であるFSC (Forest Stewardship Council、森林管理協議
会) の認証を受け、森林保全に配慮した木材で生産した紙製品のことです。

 紙資源に関するアクション

外部との連携
生物多様性の保全活動をより実効性の高いものにするために、専

門家やNGOなどステークホルダーの意見を聞きながら、保全活動

を進めています。例えば、調査活動では専門の調査機関、保護活動

では自然保護団体、環境整備では行政やNGOなどと連携していま

す。また、生物多様性の保全活動を行っている団体への支援も実施

しています。

 取り組み事例
 スマトラ島森林保全プロジェクトへの参加

 パナマの生物多様性イベント「Festi Harpia 2019」への参加

調査
各事業所では、保全活動を行う緑地や周辺地域における生きも

の調査やモニタリング調査、定点観測などを行い、調査結果を保全

計画に反映することで、地域の生態系に配慮した保全活動を進めて

います。また、こうした調査結果を公開することにより、生物多様性

条約 愛知目標19「知識・技術の向上と普及」の達成に貢献していき

ます。

https://www.youtube.com/watch?v=S-CY2aux-P0
https://www.youtube.com/watch?v=S-CY2aux-P0
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SONY_VOL_DAY
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SONY_VOL_DAY
http://www.sony-global-mo.co.jp/csr/index.html
http://www.sony-global-mo.co.jp/csr/index.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#coral_inst
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#coral_inst
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/sumatraforest/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/sumatraforest/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#FestiHarpia2019
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#FestiHarpia2019
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 物流

 物流における環境負荷低減の実績

製品輸送時のCO2排出量
ソニーは「2020年度までに国際間・域内における物流CO2排出

量を総量で10%削減 (2013年度比) 」という目標を掲げ、製品の小

型・軽量化による輸送重量の削減に取り組むとともに、輸送効率の

最適化や、環境への負荷が低い輸送手段への切り替えなどを進め

てきました。このたび2020年度が終了し、製品輸送 (国際間および

域内※1) に伴うCO2排出量は約24.0万トンという結果になりました。

イレギュラーな航空機輸送があり、2019年度比では約68%増となり

ましたが、輸送量の変化のほか、CO2排出量の少ない輸送手段への

切り替え、輸送ルートの見直しによる輸送距離の短縮化、製品包装

の小型化や部品包装の改善などによる積載効率の向上といった活

動を継続的に行った効果により、2013年度比では約39%減となりま

した。

※1 域内は、一部の国・地域を除きます。

 物流における環境負荷低減の取り組み

モーダルシフトの推進
ソニーは、より環境負荷を軽減する製品輸送方法の一環として、

航空機による輸送から、海上輸送や鉄道輸送の利用を促進する

「モーダルシフト」を積極的に実行しています。

 テープメディア輸送におけるモーダルシフト
ソニーストレージメディアソリューションズ株式会社は2020年

度、テープメディア製品の生産工場がある日本から、米国・ベル

ギー・シンガポールの各拠点までの輸送を、航空機から船舶による

輸送に変更しました。これにより、2020年度で約1,683トンのCO2排

出量を削減しました。

航空機から船舶輸送へのモーダルシフト

米国日本

シンガポール

ベルギー

 米国内輸送におけるモーダルシフト
米国ではソニー・エレクトロニクス (SEL) が西海岸地域からの製品

輸送において、航空機やトラックを利用した輸送から鉄道による輸

送への変更を進め、輸送時CO2排出量の削減を実現しています。さら

に、積載効率を上げることによって、輸送回数を減らしています。これ

らの推進に加え、SELは米国環境保護庁のスマートウェイプログラム

に参加するとともに、環境に配慮した輸送業者の選定をしています。

米国での鉄道へのモーダルシフト

 日本国内輸送におけるモーダルシフト
日本国内においても、従来のトラック輸送から、CO2排出量の少な

い鉄道輸送へのモーダルシフトを推進しています。特に大型製品の

液晶テレビ・有機ELテレビ ブラビア™では、500km以上の長距離

輸送において、全体の15%以上を鉄道で輸送するなど積極的な鉄

道利用推進を行っています。こうした活動が認められ、2011年より

国土交通省の「エコレールマーク」の企業認定および、液晶テレビ・

有機ELテレビ ブラビアの商品認定を継続して受けています。

また、船舶を利用した輸送も推進しており、2020年度、日本国内

でのモーダルシフトによる効果は、トラックでの輸送に比べて約346

トンのCO2排出量削減となりました。

エコレールマークの企業認定ロゴ
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共同配送やミルクランによる輸送の効率化
1台の車両に多くの製品や部品を積み、効率的に輸送を行うこと

は、環境負荷の低減につながります。ソニーでは、輸送の効率化の

取り組みとして、他社と協力した共同配送やミルクラン※1も行って

います。例えば、日本国内の一部の地域においては、他社との共同

配送を実施しています。また、中国の上海近郊においては、部品調

達や製品出荷の輸送に対し、ミルクランや戻り便の活用を組み合

わせることで輸送の効率化を実現し、CO2排出量の削減にも貢献

しています。

※1 ミルクランは、あるトラックが調達先を巡回しながら集荷をする輸送方法で、各々の調達
先から個別に輸送するよりも効率がよくなります。

複数の発荷主を巡回して製品や部品を集荷するミルクラン

カートンの改善による輸送効率の向上
さまざまなメディア製品の保管、包装、返品処理、配送を行うソ

ニーDADC (米国) では、従来は規定サイズのカートンを使用してお

り、輸送物のサイズやオーダー数によっては、カートン内に無駄な隙

間ができることがありました。さらに、その隙間には輸送物を保護

するための緩衝材が必要になるため、その分の資源も消費してい

ました。そこで、ボーリングブルック配送センターでは、輸送物のサ

イズや量に合わせて、カートンを最適な形状に変形させるよう改善

しました。これにより、カートン内の無駄な隙間をなくし、輸送物の

収納率とともに、輸送効率を大幅に向上させました。また、緩衝材

の使用量削減にも貢献しています。

輸送物に合わせてカートンを最適な形状に変形

製造事業所内、倉庫内における荷崩れ防止バンドの
使用推進

製造事業所内や倉庫内での部品・製品の移動時の荷崩れ防止用

の資材として、繰り返し使用することのできる荷崩れ防止用梱包バ

ンドを使用しています。これにより、ストレッチフィルムなどの包装

資材の使用量と廃棄量の削減に貢献しています。

荷崩れ防止バンドの使用例
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 製品リサイクル

 製品リサイクルに対する方針と実績

製品リサイクルに対するソニーの方針
ソニーは、個別生産者責任 (IPR) の原則を支持し、生産者がライ

フサイクル全体に責任を持つという考え方に則り、製品のリサイクル

配慮設計、使用済み製品の回収・リサイクル、世界各国および地域に

合ったリサイクルシステムの構築に取り組んでいます。さらに、製造

者としての社会的責任を認識し、世界各国および地域のリサイクル

法規制を遵守することに加え、ソニー独自の回収・リサイクル活動を

積極的に推進しています。

製品リサイクルの取り組み
使用済み製品の処理に関しては、日本の家電リサイクル法、EUの

廃電気電子機器 (WEEE) 指令、米国における各州の廃電気電子機

器リサイクル法、中国の廃棄電器電子製品回収処理管理条例やイン

ドの廃電気電子機器リサイクル法など、世界各国および地域のリサ

イクル法規制を遵守しています。

製品リサイクルの実績
2020年度のソニーの使用済み製品の回収実績は約6.2万トン 

(2021年7月時点) でした。2016年度に欧州の回収実績が増加し、そ

れ以降、全体の回収実績は横ばいに推移していましたが、2020年

度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う都市封鎖の影響で、主

に欧州の回収実績が減少しています。

 製品のリサイクル性向上の取り組み

グループ内リサイクルプラントとの連携
ソニーは、資源循環の戦略の一つとして、製品のリサイクル性の向

上に取り組んでいます。さまざまな施策の検討にあたっては、ソニー

グループ内でリサイクル事業を行うグリーンサイクル株式会社から

のフィードバックが活用されています。使用済み家電のリサイクル工

程で得られた製品の解体性や資源の分別容易性などの改善提案や

意見から、実効性の高い施策を立案し、各製品カテゴリーの設計部

門に提供しています。また、製品の最新構造の情報を共有すること

でグリーンサイクルのリサイクル技術の向上をサポートしています。

近年、薄型テレビをはじめとした廃家電は増加傾向にあり、処理

能力の向上が課題となっています。グリーンサイクルでは2020年度

に第二工場棟を新設し、ソニーからの製品情報などを参考にして薄

型テレビの新しい処理プロセスを導入しました。これにより、解体作

業の効率化と大幅な処理能力向上を実現しています。

また、グリーンサイクルでは、家電リサイクルの意義と大切さを伝

えるため、一般のお客様向けの工場見学も積極的に実施していま

す。 (新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、見学受入を中止して

います。2021年8月時点) 

 グリーンサイクル工場見学のご案内

 グリーンサイクル工場見学の実績

愛知県名古屋市にあるグリーンサイクルでのリサイクルの様子

テレビリサイクル研修会の開催
ソニーは、グリーンサイクル株式会社においてテレビリサイクル研

修会を2006年から定期的に開催しています。この研修は、デザイ

ナーや機構設計者の他、幅広い職種の社員が参加し、リサイクル配

慮設計の必要性や重要性を再認識し、その後の製品づくりに生か

すことを目的としています。研修では、社員はまずサイト内のテレビ

解体ラインなどを見学した後、液晶テレビを自らの手で解体します。

その後、グリーンサイクルの現場担当者から現状の課題や要望が

フィードバックされ、意見交換を行います。参加者はこの研修会を通

じて得られた、解体作業の難しさや改善点、分別した資源を再利用

することの重要性などの認識を、全世界で販売される製品の設計に

生かしています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/greencycle.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/greencycle.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#GC20000
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#GC20000
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液晶テレビの解体実習の様子

 日本における製品リサイクル
ソニーは、日本におけるリサイクル関連法にもとづき、テレビ、パソ

コンのリサイクルを行っています。リチウムイオン電池などの小形二

次電池や包装材などについても、法律にもとづきリサイクル費用を

負担しています。

テレビのリサイクル
日本では2001年4月に、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4品

目を対象にした家電リサイクル法が施行されました。また、2009年

4月から新たに液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加され

ました。このうちソニーでは、テレビ※1 (ブラウン管式、液晶式、プラズ

マ式) が対象製品となっています。家電リサイクル法では、対象製品

の廃棄時に、排出者が収集・運搬料金、リサイクル料金の負担を、小

売業者が廃棄製品の引き取り・引き渡しを、製造業者などがリサイ

クルの実施を義務づけられています。

ソニーは、同業5社で連携を取りながら日本国内のリサイクル体

制を構築しています。現在、ソニー製テレビのリサイクルを行ってい

る事業所は全国に15カ所あり、そのうちの1つが、ソニーのグループ

会社としてリサイクル事業を行うグリーンサイクル株式会社です。

リサイクルを行う事業所では、手解体、各種設備による破砕・選別

を行い、鉄、銅、アルミニウム、プラスチックなど素材別に分別し、原

材料を製造する事業者へ売却し再利用されています。また、一部の

古い製品・部品に含まれる鉛や水銀などの特定の有害物質につい

ては、法令に従い適正な管理のもとで分別、処分されています。

グリーンサイクル株式会社におけるテレビの解体の様子

2020年度はブラウン管式テレビ約15.3万台、液晶・プラズマ式テ

レビ約40.0万台をリサイクルしました。家電リサイクル法ではテレビ

の再商品化率をブラウン管式テレビ55%以上、液晶・プラズマ式テ

レビ74%以上と義務づけていますが、ソニーは、2001年度以降、こ

の再商品化率の基準を上回る実績を上げています。2020年度の再

商品化率はブラウン管式テレビ74%、液晶・プラズマ式テレビ86%

となりました。

※1 ソニー製テレビには、2005年製以前のアイワブランドを含みます。

 家電リサイクル法への対応

 過去のリサイクル実績

パソコンのリサイクル
ソニーは、2014年7月にパソコン事業を譲渡しましたが、「資源

の有効な利用の促進に関する法律」にもとづき、引き続き法人ユー

ザーなどの事業者や一般家庭から出される使用済みパソコンの回

収・リサイクルを行っています。対象品目は、デスクトップパソコン本

体、ノートパソコン、ブラウン管ディスプレイ、液晶ディスプレイです。

ソニーは一般社団法人 パソコン3R推進協会 に加盟しており、同

協会が運営するパソコン業界共通の回収・リサイクルスキームで使

用済みパソコンの回収・リサイクルを実施しています。同協会におけ

る使用済みパソコンの回収・リサイクル実績は下記の同協会のウェ

ブサイトで公表されています。

2020年度に回収・リサイクルしたソニー製パソコンの合計は約

3.5万台 (183.7トン)となり、金属類、プラスチック類、ガラスなど約

130.6トンの資源を再利用しました。

  一般社団法人 パソコン3R推進協会の使用済みパソコンの

 回収および再資源化実績

 ソニーの使用済みパソコンのリサイクル情報

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/recycle/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/recycle/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.pc3r.jp/association/recycle_result.html
https://www.pc3r.jp/association/recycle_result.html
https://www.pc3r.jp/association/recycle_result.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/pcrecycle/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/pcrecycle/
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 欧州における製品リサイクル
欧州の主要なリサイクル規制としては、廃電気電子機器 (WEEE) ※1、

電池※2、包装材※3に関する三つのEU指令が挙げられます。これらの

規制は、製造業者が使用済み製品の回収・リサイクルの仕組みを構

築し、その費用を負担することを義務づけるものです。

ソニーでは、これらの指令が適用される欧州各国において、法的

に要求される回収義務を遂行しています。特にソニーは欧州におい

て競争原理が働くリサイクル市場の構築を目指して積極的な取り組

みを行っています。

この取り組みの一環として2002年にブラウン、エレクトロラック

ス、ヒューレット・パッカードと共同で「ヨーロピアン・リサイクリング・

プラットフォーム (ERP) 」を結成し、生産者として使用済みの電気・

電子機器のより効率的な回収とリサイクルを実行する体制を構築し

ました。欧州地域において、ソニーは継続的に最適なリサイクル管理

組織、業者と取引するよう努めています。

※1 廃電気電子機器 (WEEE) に関する指令 (2012/19/EU) 
※2 電池および廃電池に関する指令 (2006/66/EU) 
※3 包装および包装廃棄物に関する指令 (94/62/EC) 

リサイクルにおけるコンプライアンス体制
ソニーは欧州全域で、廃電気電子機器 (WEEE) 、電池および包装

材のリサイクルにおいて、各国で認可された回収・リサイクル管理組

織を活用しています。この管理組織は契約したリサイクル業者の全

てに定期的な現地監査を実施し、EU域外への違法な出荷の防止に

努めています。また、ソニーは製造者の代わりに回収義務を遂行す

る認可を受けたリサイクル管理組織、業者と協力し、EU指令や各国

の規則を遵守した方法でリサイクルを行っています。

2020年にソニーは欧州において、約37,944トン分※1の使用済み

製品の処理費用を負担しました。また、他のメーカーと共同で、欧州

で販売する製品カテゴリーにおけるリサイクル時に注意が必要な部

品に関する情報を、リサイクル業者に公開し、安全なリサイクルの推

進にも努めています。

※1 2020年の使用済み製品の重量には、ベルギーのWEEEと包装材、オランダの電池と包装
材の値を含みません。

 北米における製品リサイクル
米国ソニー・エレクトロニクスおよびソニー・オブ・カナダ (以下、ソ

ニー・カナダ) は、北米におけるリサイクルインフラの発展に継続的

に貢献しています。さまざまなリサイクル活動や支援活動により、各

州の規制や自主的イニシアチブに対応したリサイクルを実現してい

ます。

米国
 「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」の推進
ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、米国において自主的なリサ

イクルの取り組みや各州の使用済み電子機器の回収の法規制に

従ったリサイクルの取り組みを実施しています。2007年度には、環

境に配慮した電子機器のリサイクル・廃棄処理をさらに推進するた

め、「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」を導入しま

した。このプログラムは、SELが米国の廃棄物管理・リサイクル業者

と共同で実施しているもので、指定回収センターで全てのソニー

製品の回収を無料で受け付けています。2020年度は約5,808トン 

(1,278万ポンド) の廃家電を指定回収センターと法規制運用ルー

トを通して回収しました。これは、SELが販売した電子機器1kgに対

し、0.19kgがリサイクルされている計算となります。SELでは、この

数値の向上に取り組み、新規に販売した電子機器と同じ重量の回

収製品をリサイクルすることを目標としています。また、将来的に全

国民の95％の自宅から32km (20マイル) 圏内に回収センターを配

置することを目指しています。

使用済み電子機器の回収の様子

 「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」 
ウェブサイトによる情報提供
ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、使用済み電子製品 (ソニー製

品以外も含む) の引き取りまたはリサイクルにあたり、お客様が最

適な方法を検索できる、ウェブサイトを設置しています。このウェブ

サイトでは、本リサイクルプログラムの内容を分かりやすく伝える

とともに、最寄りのリサイクルセンターを検索できる「回収センター

案内機能」を設置するなど、リサイクル回収率を上げるさまざまな

工夫が施されています。なお、本リサイクルプログラムでは、回収セ

ンターから約40km (25マイル) 以上離れたお客様に対し、約11kg 

(25ポンド) 以下のソニー製品については送料無料で郵送回収し、

リサイクルを行っています。SELは、電子機器廃棄物を継続的に回

収し、省資源に貢献しており、今後も本ウェブサイトを通じて、使用

済み電化製品の回収率促進と、使用済み製品の適切なリサイクル

方法の啓発に取り組んでいきます。またSELは、二次電池については

「Call2Recycle (コールツーリサイクル) プログラム※1」に参加して

おり、同プログラムの回収スキームに則って無償でリサイクルしてい

ます。

※1 Call2Recycleプログラムは、米国とカナダにおいて二次電池のリサイクルプログラムの
実行や管理、コンサルティングを行う公益法人です。
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  ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム (英語のみ) 

  Call2Recycle (英語のみ) 

ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム・ウェブサイト

リサイクルの責任
S E Lは、リサイクル業者とその後段の処理業者につい

て 独自の監査を実施するとともに、SELと取引を行う全て

のリサイクル業者はレスポンシブル・リサイクル (R2) また 

はE-Steward (イースチュワード) 認証を取得しなければ

ならないというリサイクルポリシーを設けています。R2と

E-Steward認証は、いずれも米国の環境保護庁が作成に関

与したリサイクル業者の認証システムで、業者の環境管理状

況や労働環境などが検証されます。SELは、米国の環境保護

庁のサステナビリティ・マテリアル・マネージメント・プログラ

ム・エレクトロニクス・チャレンジにこのプログラム開始当初

から参加しています。

カナダ：電子機器のリサイクルプログラムを州政府と
共同推進

ソニー・カナダは、2004年より州政府と共同で使用済み電子機器

のリサイクルプログラムに取り組んでいます。2008年から2015年に 

かけて、カナダ国内のソニー製品販売店において、お客様から小型

のソニー製品を回収するリサイクルプログラムを導入し、拡大しまし

た。最近では、州政府との共同プロジェクトにおいて、エレクトロニッ

ク・プロダクツ・リサイクリング・アソシエーション (EPRA) を通じて

消費者に適切な回収の機会を伝えるなどの遵守義務を満たしてお

り、9つの州のEPRAが管轄する地区において、責任あるリサイクル

のもと、消費者および企業の使用済み電子機器を無料で回収して

います。またソニー・カナダは、エレクトロニクス・プロダクト・スチュ

ワードシップ (EPSC) を創設し、現在も正規会員となっています。

EPSCは廃電子機器のための持続可能なソリューションの設計、推

進および実装に取り組む大手エレクトロニクスメーカーで構成され

ています。

  Recycling your Sony products (英語のみ) 

  エレクトロニック・プロダクツ・リサイクリング・アソシエーション 

(英語のみ) 

 パンアジアにおける製品リサイクル
パンアジア地域におけるソニーの事業所は、中東からニュージー

ランドにおよぶ地域に立地し、それぞれの事業所や製造工場におい

て、現地社会の求めるリサイクル活動を継続的に推進しています。さ

らに、各国の廃電気電子機器リサイクルに関する法規制を遵守し、

現地基準を満たすために地元の事業者と積極的に提携しています。

インド：地元業者との提携による廃家電の回収と 
リサイクル

ソニー・インドは、現地の法規制を遵守するために、大手リサイク

ル事業者と提携して廃電気電子機器の回収・リサイクルサービスを

提供しています。2020年度は廃電気電子機器約2,927トンを社内

ネットワークまたは外部パートナーを通じて回収しました。また、お

客様がもっと簡単に廃電気電子機器を持ち込めるように、廃電気電

子機器回収拠点のネットワーク拡大にも注力し、2021年3月末時点

でインド全土の33カ所に回収拠点を設置しています。ソニー・インド

では回収結果を検討し、今後の計画に反映し続けています。

  Electronic Waste (“E-Waste”) Management (英語のみ) 

オーストラリア：政府認定パートナーとともに 
ナショナル・テレビジョン・アンド・コンピューター・ 
リサイクリング・スキームに参加

ソニー・オーストラリアは2012年以降、新しい家電リサイクル法に

従い、オーストラリア連邦政府から認定されたパートナーとともに

ナショナル・テレビジョン・アンド・コンピューター・リサイクリング・ス

キームに参加しています。このリサイクル制度のもと、ソニー・オース

トラリアは着実にリサイクル活動に取り組んでおり、2020年7月か

ら2021年6月までに約2,959トンの廃家電をソニーの割当分として

リサイクルしました。

https://www.sony.com/electronics/support/articles/00206411
https://www.sony.com/electronics/support/articles/00206411
https://www.call2recycle.org/
https://www.call2recycle.org/
https://www.sony.ca/en/electronics/electronics-recycling-program
https://www.sony.ca/en/electronics/electronics-recycling-program
https://epra.ca/
https://epra.ca/
https://epra.ca/
https://www.sony.co.in/microsite/environment-policy/ewaste/
https://www.sony.co.in/microsite/environment-policy/ewaste/
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韓国：「ART (Action Really Together) 」 
キャンペーン

韓国では2003年より、電子機器、バッテリー、梱包材を対象とす

るリサイクル法が施行されています。ソニー韓国は関連団体と協力

し、政府により割り当てられる年間回収量を達成してきました。さら

に2012年には、社員や地域住民に対し廃電気電子機器リサイクル

への参加を促すための教育プログラムとして「廃棄物ゼロ・キャン

ペーン」を開始し、その活動の幅をソニーのグループ会社、社員の友

人や知人、そして他の団体にも広げてきました。2016年には、ブラン

ドを問わず“みんなで行動を起こす”ことの重要性を呼びかけるた

め、キャンペーン名を「Action Really Together (ART) 」に改称し

ました。耐用年数を過ぎた製品を回収してリサイクルするだけでな

く、リユース可能な使用済み製品を回収し地元のNGOに寄付して

います。

  韓国での「ART」キャンペーンの詳細情報

ARTキャンペーンのロゴ

 中南米における製品リサイクル
ソニーの事業所は、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、チリ、 パナ

マ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコなど中南米各国に立地し、それ

ぞれの事業所は地域に合ったリサイクルプログラムを実施しています。

その代表事例として中南米全域にわたる共同プロジェクトなどの活動

を紹介します。

ソニー共同プロジェクト 
「グリーン・サービス・プログラム」

ソニー・アルゼンチン、ソニー・インター・アメリカン、ソニー・チ

リ、ソニー・ペルー、ソニー・メキシコおよびソニー・ボリビアなど

の中南米のソニーの販売会社は、2010年より「GREEN SERVICE 

Program (グリーン・サービス・プログラム) 」を段階的に開始してい

ます。このプログラムは、各国のサービスネットワークを通じ、保証期

間内の修理によって廃棄される製品や部品を適切に処理する活動

です。また、中南米の販売会社において発生した電気電子機器廃棄

物 (e-waste) は、このプログラムにより適切に処理しています。ソ

ニーはこの活動を通じて、単なる廃棄処分を適切な管理 による処

理へ移行することによって、製品の販売後においても環境に対する

責任を果たし、お客様の期待に応えています。 2020年度は約158ト

ンの廃棄物を回収し、適切に処理しました。ソニーは今後も「グリー

ン・サービス・プログラム」を推進していきます。

ラテンアメリカにおけるリサイクルプログラム
ソニーはお客様に対し、回収・リサイクルの法規制が存在している 

国々における各種リサイクルプログラムの下、製品をリサイクルする

ことを促進しています。メキシコとペルーにおいて、ソニーは生産者

責任に基づき、13ヵ所の回収場所を通じて個別の回収・リサイクル

スキームを運営し、リサイクルの法規制を遵守しています。コロンビ

アにおいても、ソニーは回収・リサイクルを推進する回収スキームに

参画し、リサイクルの法規制を遵守しています。また、共同回収プロ

グラム「Vision 30/30」に参加しています。このプログラムは、既存

の法規制の枠組みの中で容器・包装リサイクルへつなげることを目

指しています。 チリでは、電気・電子機器部門の自主回収プログラム

「Clean Production Agreement (クリーン・プロダクション・アグ

リーメント) 」に参加しています。このプログラムは、現行のリサイク

ル法に基づき、今後実施される可能性のある規制に対応することを

目的としています。

 中国における製品リサイクル

廃棄電器電子製品回収処理管理条例への対応
中国では2011年より、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコン

の5品目を対象とした廃棄電器電子製品回収処理管理条例が施行

されました。このうちソニーではテレビが対象製品となっています。

この条例では対象製品の生産者と輸入者に対して廃棄電器電子製

品処理専用基金への納付が義務づけられているため、ソニー中国

はこの法規制に従い基金への納付を行っています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#ART
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#ART
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 環境コミュニケーション

 国内外での環境啓発活動
ソニーは、主催するイベントを利用し、社会に向けて環境意識の

向上を呼びかけています。また、環境に関する情報を正確、迅速、か

つ継続的にお客様やステークホルダーに提供しています。

イベントを利用した環境啓発活動
米国ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、2015年よりPGAツアー※1 

「ソニーオープン・イン・ハワイ」において、地元の非営利団体とと

もに環境活動に取り組んでいます。2021年、同トーナメントは無観

客で開催されましたが、構造材の再利用、廃棄物のリサイクル、エ

ネルギーや水の使用量の削減など、サステナビリティへの取り組

みを続けました。また、2021年のトーナメントのウェブサイトでは、

環境に配慮した様々な取り組みを行っている箇所をゴルフコース

上に示すサステナビリティマップや、プロゴルファー自身がプロと

してのキャリアのなかで、どのようにサステナビリティ活動へ参加

しているかをコメントした『サステナビリティについてプロが語る

（Sustainability with the Pros）』の記事を掲載しました。

※1 PGAツアーとは、米国男子ゴルフツアーのことです。

 ソニーオープン・イン・ハワイでのサステナビリティ活動

ウェブサイトに掲載されたサステナビリティマップ
 (写真は過去のイベントで撮影されたものです) 

次世代に向けた環境啓発活動
ソニーでは、次世代を担う若者やクリエイターたちが想像力や

表現力を発揮できる環境作りを支援する「Sony Creators Gate」

のイベント等を通じて、より実践的な環境に関わる情報を提供し

ています。例えば、次世代クリエイターのアイデアを育てる「U24 

CO-CHALLENGE」のオンライントークイベントでは「世界を変え

るためのアクションとは？」というテーマを取り上げ、環境領域の

事業を立ち上げたソニー社員たちの対談を配信し、彼らの問題意

識やアクションの起こし方を紹介しました。また、次世代に向けた

実験的な三者対話プラットフォーム「trialog」のvol.11においては、

「SUSTAINABILITY｜社会のウェルネス」をテーマに、プレイステー

ション®における環境・サステナビリティを推進する担当者、エネル

ギーのオープンイノベーションプロジェクトを手掛ける担当者、余剰

バイオマス（米の籾殻）から生まれたサステナブル新素材「トリポー

ラス™」の事業開発を手掛ける担当者のトークセッションを公開す

るなど、若者たちに向けて有益となる情報を伝えています。

2021年2月27日に実施された「trialog」vol.11の告知バナー

音楽・アーティスト・イベントを通じての環境活動
ソニーミュージックグループは、所属アーティストの音楽活動を通

じて環境意識を向上させる啓発メッセージを発信したり、各種イベ

ントに対しても環境配慮に取り組んだりするなど、積極的に行動し

ています。その一例として、所属アーティストの西川貴教は2009年

より、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマにした滋賀県最大の音

楽イベント「イナズマロック フェス」を毎年開催しています。オンライ

ン開催となった2020年は、テーマに賛同した多くのアーティストが

出演し、「水の未来に、声を上げろ。」というスローガンのもと、約1.3

万人の視聴者にライブ演奏を届けました。また、イベントの収益金お

よびチャリティーオークションの売上金は公共団体などに寄付し、琵

琶湖の生態系・水環境の保全活動に活用されています。

一方、コンサート演出用の無線制御可能なペンライトシステム

「FreFlow® (フリフラ) 」において、旧型のLEDライトシリーズの

再使用、廃棄不要の近距離無線タグの開発、外装部品への再生材

使用などの改善を行いました。2020年はオンラインライブにおいて

「FreFlow® (フリフラ) 」が利用され、環境負荷を低減しながら、無

人の会場でも光あふれる演出を提供しました。

琵琶湖の環境保全のため「イナズマロック フェス」を主催する西川貴教

https://www.sonyopeninhawaii.com/jp/sustainability-jp
https://www.sonyopeninhawaii.com/jp/sustainability-jp
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社内における環境意識の啓発
ソニーは、全世界のグループ社員に向けた環境意識の啓発を行っ

ています。日本のソニーグループ社員に対しては、e-ラーニングなど

による環境教育を義務づけている一方、海外でも同様の教材を用

いた環境教育を各事業所で展開しています。また、ソニーの環境に

関する情報を社内向けのウェブサイトを通じて随時共有するなど、

全世界のグループ社員の環境意識の啓発に取り組んでいます。

さらに、環境問題やソニーの環境に関する取り組みを紹介する

社員向けイベントなどを世界各地の事業所で展開しています。例え

ば、日本国内では2020年に海洋プラスチック問題をテーマにした

全社員向けのオンラインセミナーを開催しました。中国の索尼数字

産品 (無錫) 有限公司 (SDPW)では、2016年に設立したEHS※1教育

体験館で、体験型の環境教育を継続的に実施しています。

※1 EHSとは、環境 (Environment) と労働安全衛生 (Health and Safety) の頭文字を
取った言葉のことです。

SDPWにあるEHS教育体験館で行われている体験型の環境教育

化学物質に関するリスクコミュニケーション
ソニーは、化学物質を扱う企業として、化学物質排出量などの情

報を公開し、安全面・環境面についても地域住民や行政の方々と意

見交換などを行うことにより、互いの理解を深める活動を行ってい

ます。

例えば、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社で

は、全ての事業所において、自主的にコミュニケーションイベントを

実施するとともに、地域イベントにも積極的に参加しています。ま

た、事業所見学会も開催し、環境関連施設による水処理などの現状

を説明しています。

 ステークホルダーエンゲージメント
ソニーは、幅広い領域で事業を営んでおり、ステークホルダーから

ソニーに寄せられる期待はさまざまです。ソニーは、健全で心豊かな

持続可能な社会を実現するために、ステークホルダーの皆様と高い

信頼関係を築き、協働で活動する「ステークホルダーエンゲージメン

ト」の考えを重視しています。その代表的な事例を紹介します。

S3i Innovation Challengeとの連携
ソニーは、2020年より国連プロジェクト・サービス機関（UNOPS）

とイノベーション領域における協業契約を締結し、UNOPSが主催

する持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むスタートアップや企業

を支援する「S3i Innovation Challenge (エススリーアイ・イノベー

ションチャレンジ) 」 (旧Global Innovation Challenge) を通じて

協業支援をしました。これにより、選定された企業に対し、UNOPS

がSDGs上の課題解決に継続的に取り組めるプラットフォームを提

供し、ソニーが技術開発や人材育成などの支援を「Sony Startup 

Acceleration Program（ソニー・スタートアップ・アクセラレーショ

ン・プログラム）」を通じて行うことで、持続可能な社会の発展に貢

献します。2020年度は「テクノロジーを用いた強靭なインフラを作

り、気候変動への対処を強化する」を募集テーマにし、98カ国から

624件の応募を受理し、選定されたスタートアップや企業に対して、

アイデアの実現に向けた事業支援を行いました。

  ニュースリリース：UNOPSとソニー イノベーション領域における

協業を開始

 「Sony Startup Acceleration Program」公式ウェブサイト

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202004/20-0421/
https://www.sony.com/ja/brand/campaign/co-challenge/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202004/20-0421/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202004/20-0421/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
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「Playing for the Planet Alliance」に参加
ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は2019年より、

国連環境計画 (UNEP) がゲーム業界に呼びかけて設立した気候

変動に関する国際的アライアンス「Playing for the Planet (プレ

イング・フォー・ザ・プラネット) 」に参画しています。SIEは、プレイス

テーション®4 (PS4®) のCO2総排出量を、2030年までに累積で約

3,000万トン削減するという目標に向けて、活動を順調に進めてい

ます。プレイステーション®5では、わずか0.5Wでゲームプレイの一

時停止と復帰を可能にする機能を実装し、この機能を有効にすれ

ば、PS4®よりも待機時消費電力を約72%削減できます。これに加

えて、ユーザーの皆様の環境意識を高めるため、UNEPと連携して

PS4®用ソフトウェアタイトル『Dreams Universe』を使用した気候

変動を仮想体験できる動画の制作と配信の支援や、ニュージーラン

ドの慈善団体Sustainable Coastlinesと協力してビーチの清掃活

動をテーマにしたゲーム『Pick Up Quick』を開発しました。

 SIEの「Playing for the Planet」2020年影響報告

「Playing for the Planet Alliance」のロゴ

国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟
ソニーは、2018年より「RE100※1」に加盟し、2040年までに自社

の事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすること

を目指しています。この目標達成に向けて、ソニーはすでに事業所

の電力を100%再生可能エネルギー化した欧州、中国に続き、他地

域の事業所においても太陽光発電設備の設置を推進するなど再生

可能エネルギーの導入を拡大しています。さらに、電力を多く使用す

る日本では主な事業所への太陽光発電設備の設置や、一部の事業

所やグループ敷地外の太陽光発電設備で発電した電力をソニーグ

ループの他事業所に供給する自己託送も積極的に推進しています。

また、ソニーは世界中で経済的かつ安定的に十分な量の再生可

能エネルギーが供給されるよう、RE100加盟の他企業とともに再生

可能エネルギー市場や各国政府への働きかけを積極的に行なって

います。

※1 RE100は、全世界での事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすること
を目指す企業が参加しており、国際NPO団体であるThe Climate GroupがCDPとパー
トナーシップのもとで主導する国際的なイニシアチブです。

「RE100」のロゴ

WWF「クライメート・セイバーズ・プログラム」への参加
ソニーは、世界各国で活動する環境NGOであるWWF (世界自

然保護基金) の「クライメート・セイバーズ・プログラム」に2006年7

月から参加しています。本プログラムは、企業とWWFがパートナー

シップを結び、さまざまな温室効果ガス削減計画を策定して実施

していく取り組みです。温室効果ガス排出量の削減目標は、科学

的知見を参照しながらWWFと対話した上で設定され、その実行状

況はWWFと第三者機関によって検証されます。このプログラムに

参加することで、ソニーは一歩進んだ削減目標に挑戦できるとと

もに、WWFと第三者機関の検証によって環境活動の透明性を向

上させています。ソニーは、2025年度までの環境中期目標「Green 

Management (グリーンマネジメント) 2025」の気候変動目標に

ついても、「クライメート・セイバーズ・プログラム」の更新目標として

WWFと合意しました。

また、「クライメート・セイバーズ・プログラム」に加えて、2021年4

月には連携をさらに強化する目的で3年間のWWFコーポレート・

パートナーシップ契約を締結しました。特に気候変動と森林保全を

通じた生物多様性保全の分野において、持続可能な地球環境の実

現に向けたさらなる協働を促進します。

 パートナーシップとフレームワークへの参画

「クライメート・セイバーズ」のロゴ

https://www.sie.com/jp/blog/2021/01/28/united-nations-playing-for-the-planet-alliance-annual-impact-report-2020/
https://www.sie.com/jp/blog/2021/01/28/united-nations-playing-for-the-planet-alliance-annual-impact-report-2020/
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コミュニティとの
かかわり
継続的に行ってきた取り組み
1959年  「ソニー小学校理科教育振興資金」を開始

1972年  「財団法人ソニー教育振興財団」設立  

(現、公益財団法人ソニー教育財団) 

1984年  「財団法人ソニー音楽芸術振興会」設立  

(現、公益財団法人ソニー音楽財団) 

2006年 国連UNHCR協会とのパートナーシップとして「難民

映画祭」の協賛を開始

2009年  「ソニー・サイエンスプログラム」開始

2010年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとの災害支援の

パートナーシップ開始

2012年 世界自然保護基金 (WWF) との「スマトラ島森林保

全プロジェクト」開始

2018年  「感動体験プログラム」開始

2020年  「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」設立

  「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」開始

  「Global Social Justice Fund」設立

2020年度活動実績ハイライト

1億USドル規模の
2つのグローバル基金の設立

子ども向け
教育プログラムの実施

約6,100人
参加

 マネジメントアプローチ

重要と考える理由
ソニーの創業者のひとりである井深大は、設立趣意書で「技術を

通じて日本の文化に貢献」すること、そして「国民科学知識の実際的

啓発」を創業の目的の一つと位置づけ、次世代を担う子どもたちの

理科教育に注力してきました。創業者の思いを引き継ぎ、ソニーは

社会貢献活動を続けています。

基本的な考え方
創業者の志を受け継ぎ、「For the Next Generation」をスロー

ガンに掲げ、事業活動を行う世界の各地域において、ソニーの強み

である製品・コンテンツ、テクノロジーを用いてさまざまなグローバ

ル課題の解決に貢献していきます。特に、各国・地域での教育支援

活動、大規模災害における緊急支援活動、社会課題解決に向けた技

術の応用、エンタテインメントの力を生かした啓発活動を重点領域

として取り組みます。

創業者の理念
ソニーの創業者のひとりである井深大は、設立趣意書で「国民科

学知識の実際的啓発」をソニー創業の目的の一つに位置づけ、社会

に対して価値ある存在の会社になることを目指しました。また、設

立から13年後の1959年に、理科教育において優れた教育を目指し

ている小学校を支援する「ソニー小学校理科教育振興資金」を設立

しました。戦後間もない日本において、科学技術の振興こそが社会

を立て直す、そのためには次世代を担う子どもたちの理科教育に注

力することが重要と考えたのです。

井深 大 ソニー小学校理科教育振興資金の受賞校連盟による研究会

2020年度の主な活動実績
以下、2020年度の取り組みについて主な活動実績を紹介します。

 コミュニティ活動支出 約20億円 (2020年度)

 子ども向け教育プログラムの実施 (約140回のワークショップ開

催、約6,100人参加) 

 災害被災地・被災者への支援 (日本、ベトナム、フィリピン、イン

ドネシア) 

 総額1億USドルの「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援

基金」を設立し、医療、教育、クリエイティブコミュニティの領域で

支援活動を実施 (2020年度支出:約53億円) 

 総額1億USドルの「Global Social Justice Fund」を設立し、社

会正義や人権保護に関する取り組みを支援 (2020年度支出:約

16億円) 

今後に向けて
持続可能な開発目標 (SDGs) を含めグローバル課題やさまざま

な地域社会のニーズに対して、引き続きソニーの製品・コンテンツ、

テクノロジーとソニーグループ社員の力、さらにはステークホルダー

とのパートナーシップを活用し、取り組んでいきます。

関連情報
 社会貢献活動

 社会貢献活動のあゆみ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/history_csr.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/history_csr.html
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  コミュニティ活動方針・ 
重点分野・体制

 コミュニティ活動の方針
創業者の志を受け継ぎ、「For the Next Generation」をスロー

ガンに掲げ、事業活動を行う世界の各地域において、ソニーグルー

プの製品、コンテンツ、技術、ソニーグループ社員の力、さらにはス

テークホルダーとのパートナーシップを活用して、コミュニティ活動

を展開しています。

各国・地域でのSTEAM※1を中心とした教育支援活動、大規模災

害における緊急支援活動、社会課題解決のための技術の応用、エン

タテインメントの力を生かした啓発活動などを通じて、SDGs※2を含

めさまざまなグローバル課題の解決に貢献することを目指します。

※1 STEAM：Science (科学) 、Technology (技術) 、Engineering (工学) 、Art (芸術) 、
Mathematics (数学) の頭文字をとったもの

※2 SDGs：Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)

ソニーは、「For the Next Generation」の精神のもと
社会のさまざまな問題の解決に貢献していきます。

 コミュニティ活動・体制
ソニーグループ株式会社主導のグローバルプロジェクトのほか、

コミュニティ活動方針にもとづき、世界各国のソニーグループ各社

と公益財団法人、科学ミュージアムにおいて、国際機関やNGOなど

との連携のもと、地域ニーズに応じた活動を各地で行っています。ま

た、社員によるボランティア活動や募金活動を積極的に推進し、活

動の効果向上と社員意識の向上を図っています。

コミュニティ活動推進体制図

 ミュージアムや財団など関連情報

ソニー・エクスプローラサイエンス (北京) 
科学の原理・原則、デジタル技術の進化や面白さを実際に見て、

触れて、楽しみながら体験できる科学ミュージアムです。

  ソニー・エクスプローラサイエンス (北京) 

財団
  公益財団法人 ソニー教育財団 (日本) 

  公益財団法人 ソニー音楽財団 (日本) 

  Sony Foundation Australia Limited (オーストラリア) 

  Sony Canada Charitable Foundation (カナダ) 

 Stichting Sony Europa Foundation (欧州) 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/activity/museum/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/activity/museum/
https://www.sony-ef.or.jp/
https://www.sony-ef.or.jp/
https://www.smf.or.jp/
https://www.smf.or.jp/
https://www.sonyfoundation.org/
https://www.sonyfoundation.org/
http://corporate.sony.ca/view/corporate_philanthropy.htm
http://corporate.sony.ca/view/corporate_philanthropy.htm
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 コミュニティ活動実績
2020年度のソニーグループ全体のコミュニティ活動費用※1は 、

総額で約20億円となりました。分野別では、教育分野に資する活動

が4割を占め、次いで、緊急災害支援が多くなっています。地域別で

は、米国内での活動金額が全体の36%を占め、日本が32%、中国大

陸・香港地区が19%と続きます。

※1 この金額には寄付金、協賛金、自主プログラム経費 (施設運用費など) のほか、寄贈した
製品の市場価格が含まれています。また、「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基
金」と「Global Social Justice Fund」の支出を含みません。これらの2つの基金の支出
については「2つのグローバル基金の設立」をご参照ください。

 2つのグローバル基金の設立
ソニーは、新型コロナウイルス感染症により世界各国で影響を受

けている人々を支援するため、2020年4月2日に、総額1億USドル

の支援ファンド「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」

を設立しました。

また、2020年6月には、「Global Social Justice Fund」を総額1

億USドルで設立し、社会正義および人権保護に取り組んでいる団

体への支援、社内外でのダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョ

ンの推進を世界各地で行っています。

 新型コロナウイルス感染症の拡大とソニーの対応

  社会正義およびダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンに

関する取り組み

新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金 1億USドル
1億USドルのうち約80％は使途確定済み※1

(2020年度は約53億円を支出※2) 

Global Social Justice Fund 1億USドル
1億USドルのうち約70％は使途確定済み※1

(2020年度は約16億円を支出※2) 

※1 2021年6月末時点
※2 新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金は2021年度までに大部分の活動を実施

予定。Global Social Justice Fundは今後4～5年かけて取り組みを実施していく。
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 新型コロナウイルス・ 
ソニーグローバル支援基金

ソニーは、新型コロナウイルス感染症により世界各国で影響を受

けている人々を支援するため、2020年4月2日に、総額1億USドル 

(約108億円) の支援ファンド「新型コロナウイルス・ソニーグローバ

ル支援基金」を設立しました。

主に、「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の3つの領域に

おいて、外部団体への寄付に加え、ソニーグループの事業やテクノ

ロジーを生かしたさまざまな支援活動を展開しています。

  新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

国際組織・支援団体などへの寄付
基金による緊急支援として、2020年4月にCOVID-19 Solidarity 

Response Fund for WHO(WHOのための新型コロナウイルス

感染症連帯対応基金)、国境なき医師団 (MSF) 、国際連合児童基

金 (UNICEF) 、国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) に対して、計

1,000万UDドル (約11億円) の寄付を行いました。

また、ソニー・ミュージックグループやソニー・ピクチャーズ エンタテイ

ンメントは、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている、音

楽制作や映画・テレビ番組の制作に関わるクリエイターを支援する団体

などへの寄付を実施しています。ソニー・インタラクティブエンタテインメ

ントは、「Play At Home」イニシアチブを立ち上げ、小規模の独立系デベ

ロッパーを支援する1,000万USドル (約11億円) の基金を設立しました。

「医療」領域での活動
社員のアイデアから医療用フェイスシールドの製造・寄贈のプロ

ジェクトが2020年4月に開始されました。ソニー株式会社メディカ

ルビジネスグループが手掛けている医療用3Dモニター用アイシー

ルドをフレーム部分に流用することでスピーディーな開発・製造を

実現し、これまで国内外に10万セット以上を寄贈しています。

ソニーとエムスリー株式会社は2020年4月、新型コロナウイルス

感染症の治療に従事する医療関係者や患者の方々を支援するため

協業することを発表しました。その一環として、AIを活用した医療現

場での画像診断ソリューションの開発と普及の支援や、AR・VR技術

を活用した患者へのエンタテインメント体験の提供に向けた実証実

験などを行いました。さらに、面会制限を実施している医療・介護施

設に向けて、入院患者や入居者が家族や友人とオンラインで面会で

きるシステムを開発し、計1,000台、6ヵ月の無償提供を行いました。

また、ソニーはエムスリー株式会社と連携し、入院患者のストレス

軽減や癒しを目的として、自律型エンタテインメントロボット“aibo※1” 

(アイボ) 100台を全国の医療機関に無償提供しました。米国におい

ても、家族や訪問者との面会を制限された介護施設入居者の孤独

と不安が課題となっていることから、介護施設を対象としたaiboの

寄贈を実施しています。

※1  「aibo (アイボ) 」は、家庭の中で人とつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となるこ
とを目指して開発したソニーの自律型エンタテインメントロボットです。

ソニー製医療用フェイスシールドの使用イメージ

「教育」領域での活動
ソニー・グローバルエデュケーションは、新型コロナウイルス感染

症の影響で子どもたちの学習機会に制限が生じる中、学校や学童

に向けたロボット・プログラミング教材KOOV®※1の無償提供を、日

本、中国、米国のNPOや教育委員会などと連携して実施しました。

オンラインでのプログラミング体験ワークショップや、ソニー社員が

講師となりSTEAMに関連した講義を実施した「STEAM Week」な

ども開催し、合計で約4,500名の子どもたちの学習と交流機会の増

加に貢献しました。

また、ソニービジネスソリューション (現ソニーマーケティング株

式会社) は、子どもたちに放課後の時間を提供する公益財団法人日

本財団およびNPO法人Chance For Allに、IoTブロック「MESH™ 

(メッシュ) ※2」を合計200セット寄贈しました。あわせて、「MESH」を

活用したプログラミング体験ワークショップをオンラインで開催し、

子どもたちの学びをサポートしています。

※1 KOOV®は、ブロックで自由な「かたち」を作り、「プログラミング」によってさまざまな「動
き」を与えて、学び、創造力を育成するロボット・プログラミング学習キットです。

※2 MESH (メッシュ) はアイデアを形にできるIoTブロックです。センサーやスイッチなどの機
能と身近なものを組み合わせてプログラミングすることができ、課題解決や教育のシー
ンでご活用いただけます。販売元：ソニーマーケティング株式会社

ロボット・プログラミング教材「KOOV®」を使用する子ども

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
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「クリエイティブコミュニティ」領域での活動
ソニーは、没入感のある立体的な音場を実現する「360 Reality 

Audio (サンロクマル・リアリティオーディオ) 」を活用し、音楽ポー

タルサイトMusic.comとの連携のもと、アーティスト支援プログラム

「500 ARTISTS WANTED」を米国で実施しました。楽曲とその制

作背景についての「ソング・ストーリー」が500組以上のアーティスト

から応募され、その中から選ばれた25の楽曲はプロのサウンドエン

ジニアにより360 Reality Audioミュージックフォーマットにリミッ

クスされた後にオンラインで配信されました。また、1組は、クリエー

ターコミュニティJammcard所属の12組のプロ・ミュージシャンとリ

モートで楽曲制作活動に関わり、360 Reality Audio対応楽曲2曲

を配信しました。このプログラムを通じて、ライブコンサートの中止

などにより活動が制限されているアーティストに対し、楽曲制作と

発表の機会を提供しました。

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、日本国内の

クリエイターたちの継続的な創作活動を支援する目的で、12本の短

編からなるオムニバス映画製作プロジェクト『DIVOC-12』 (ディボッ

ク-トゥエルブ) を発足しました。プロジェクトにおいては、クリエイ

ターと俳優の一部を公募し、新しい表現の機会を提供しています。

12人のクリエイターたちは3つのチームに分かれて作品を制作し、収

益の一部は、国内の芸術・文化活動支援のため、独立行政法人日本

芸術文化振興基金へ寄付されます。制作された映画は2021年度に

劇場公開予定です。

  500 ARTISTS WANTED (英語のみ) 

  Jammcard×360 Reality Audio (英語のみ) 

  DIVOC-12

「DIVOC-12」発表会見の様子

https://music.com/500-artists-wanted
https://music.com/500-artists-wanted
https://music.com/jammcard
https://music.com/jammcard
https://www.divoc-12.jp/
https://www.divoc-12.jp/
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 ソニーグループのコミュニティ活動

新たな教育プログラム 
「CurioStep with Sony」の開始

2020年7月、これまで10年以上継続してきたソニー・サイエンスプ

ログラムをリニューアルし、新しい教育プログラム「CurioStep with 

Sony (キュリオステップ) 」を開始しました。このプログラムは、クリ

エイティビティとテクノロジーを体験する機会の提供を通して、あら

ゆる子どもたちの好奇心を広げ、創造性や問題解決力、多様性を受

け入れる力の向上をサポートすることを目的としています。活動内

容としては、科学教育に加え、プログラミング、エンタテインメント、

アートなど「STEAM」教育へ領域を広げたワークショップやコンテス

トを国内外で実施しています。また、2020年度は新型コロナウイル

ス感染拡大の状況を鑑み、オンラインワークショップを新たに開始し

ました。IoTブロック「MESH™ (メッシュ) 」や、ロボットトイ「toio™ 

(トイオ) ※1」などの機材を参加者の自宅へ数週間貸し出し、オンライ

ンでプログラミング体験の機会を届けています。オンラインでの開

催により全国の子どもたちの参加が可能となり、地域差による体験

格差是正にも貢献しています。

また、ソニーは日本国内の教育格差縮小に向けた取り組みとし

て、2018年より「感動体験プログラム」を実施しています。主に小学

生を対象とした多様なワークショップを開催し、貧困や家庭環境、地

域の違いなどに起因する子どもの教育格差という社会課題解決へ

の貢献を目指します。

2020年度は、上記のさまざまな子ども向け教育プログラムにお

いて、合計約140回のワークショップを約6,100名の子どもたちに届

けました。

※1  「toio (トイオ) 」は、子どもの創意工夫をひきだすロボットトイです。工作やプログラミング
を通じて自分のおもちゃを作り操作することで、枠にとらわれない自由なあそびを楽しむ
ことができるプラットフォームです。販売元：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

  CurioStep with Sony (キュリオステップ) 

 感動体験プログラム

オンラインワークショップでのプログラミング体験の様子

学童でMESHを活用したプログラミング体験をする子どもたち

高校生のエンジニア体験「aiboが高校にやってくる」 
(ソニー教育財団) 

ソニー教育財団は、子どもたちの「科学する心」を育むため、学

校・園への助成を始めとするさまざまな教育支援を行っています。

その活動の一環として、高校生が自律型エンタテインメントロボット

“aibo” (アイボ) の連携アプリケーションの企画・開発プロセスを体

験する「高校生のエンジニア体験－aiboが高校にやってくる」を開

催しました。公募で選ばれた6校24名の高校生たちは約1ヵ月間、オ

ンラインでaiboの商品企画担当者やエンジニアの指導を受けなが

ら、仕様検討やアプリケーションのプログラミング、プレゼンテーショ

ンなどを含む実際の開発工程を進めていきました。高校生らしいユ

ニークな発想から生まれたさまざまなアプリケーションのうち、選ば

れた2作品はaibo公式サイトで公開され、実際にaiboユーザーに利

用されています。

  高校生のエンジニア体験－aiboが高校にやってくる

「高校生のエンジニア体験－aiboが高校にやってくる」に参加した高校生

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/kando/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/kando/
https://www.sony-ef.or.jp/monodukuri/highschool.html
https://www.sony-ef.or.jp/monodukuri/highschool.html
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若年層がん患者支援のためのチャリティ 
ストリーミング配信「Gaming4Life 2020」  
(ソニー・オーストラリア財団) 

2020年12月、ソニー・オーストラリア財団 (SFA) は、ゲームプレ

イ配信を通じたチャリティ活動として「Gaming4Life FIFA 21」※1を

開催しました。ライブストリーミング配信プラットフォームTwitchに

おいて2週間開催したこのイベントは、SFAが新設した若年層がん

患者向け宿泊プログラム「You Can Stay」の支援を目的に、FIFAシ

リーズのゲームプレイヤーたちにゲームプレイ配信と寄付金集めへ

の協力を呼びかけました。「You Can Stay」は、地方在住の若年層

がん患者が都市部で救命治療を受ける際の宿泊施設を無料で提

供するプログラムです。今回のイベントによる募金額は15～25歳の

がん患者とその家族の240泊分の宿泊費に相当する、合計24,000

オーストラリアドルにのぼりました。この取り組みは若年層がん患者

の抱える経済的・精神的な負担の軽減につながることを目指してい

ます。「Gaming4Life FIFA 21」では、オーストラリアのソニーグルー

プ各社とEA SPORTS※2の協力のもと、ソニーミュージック所属アー

ティストやEA SPORTS FIFAのゲームプレイ配信を行う人気スト

リーマーがこのイベントに参加し、ファンに募金を呼びかけました。

また、PlayStation®5などの製品も賞品として提供されました。

※1 FIFA 21は、Electronic Artsにより発売されている、FIFAシリーズのサッカーゲーム。
※2 EA SPORTSはElectronic Arts Inc.のスポーツゲーム開発・販売部門。

  ソニーオーストラリア財団「Gaming4Life 2020」

「Gaming4Life FIFA 21」でEA SPORTS FIFAのプレイ配信を行なうゲーマー

https://www.sonyfoundation.org/blog/fifa-fans-take-over-major-charity-stream
https://www.sonyfoundation.org/blog/fifa-fans-take-over-major-charity-stream
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  災害・人道支援の 
取り組みについて

世界各地で大規模な災害や緊急事態が起きた際に、ソニーは人

道的観点から、事象の緊急性や地域との関係性に鑑み、支援活動を

行っています。

 ソニーグループの災害支援
ソニーグループは、2020年度、下記の災害について被災地・被災

者への寄付などの支援を行いました。

災害発生
時期

災害名
寄付先

金額

2021年1月
インドネシア・

スラウェシ島地震 ◦セーブ・ザ・チルドレン

約100万円

2020年11月
ベトナム・ 

フィリピン台風 ◦セーブ・ザ・チルドレン

約800万円

2020年8月
令和2年7月豪雨 ◦セーブ・ザ・チルドレン

◦日本赤十字社
約4,030万円

 発生から10年を迎えた 
東日本大震災に関する支援のあゆみ

2011年に発生した東日本大震災の復興支援として、セーブ・ザ・

チルドレンとソニーは共同で「RESTART JAPAN 支援プロジェクト」

を設立し、2016年までの約5年間にわたり、被災地の子どもたちの

支援の一環としてさまざまなプログラムを実施しました。被災した

子どもたちの目から見た被災地の歩みを世界に伝えるプロジェクト

「3/11キッズフォトジャーナル」や、震災の影響を受け中断されてし

まった学校や地域のスポーツや文化活動の再開を支援する「夢実現

プロジェクト」など、子どもの教育、創造的活動を行いました。これら

の支援活動には、ソニーグループ各社のアセットを生かし、また、ソ

ニーグループ社員からの募金や現地でのボランティア活動を行いま

した。

また、ソニーグループの宮城県多賀城市にある事業所で生産して

いるブルーレイディスクメディア「Save the Children Japan コラ

ボレーションモデル」の売り上げの一部は、現在も被災地の子どもた

ちへの給付金などに役立てられています。また、被災地でのボラン

ティア活動 (ボランティアバス) もソニーグループの社員有志により

続けられており、これまでに計約50回、のべ約1,600名以上の社員

が参加しています。

  RESTART JAPAN 支援プロジェクト 

  ブルーレイディスク

  「Save the Children Japan コラボレーションモデル」

ブルーレイディスク「Save the Children Japan コラボレーションモデル」

 セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップ

子どものための災害時緊急・復興ファンド
セーブ・ザ・チルドレンとソニーは、自然災害や人道危機の発生直

後から中長期での復興期にかけて、次世代を担う子どもたちを支援

する「子どものための災害時緊急・復興ファンド」を2016年に設立し

ました。このファンドの特徴は、一定額以上の資金を常に準備するこ

とで、災害発生直後に迅速な支援を開始できること、また、日本国

内だけでなく世界各地の災害も支援対象としていることが挙げら

れます。

このファンドからの拠出金は、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動

で活用され、生活物資や衛生キットなどの緊急支援物資の提供、子

どもが安全・安心に過ごすことができる空間「こどもひろば」の開

設・運営、緊急事態における子どものこころのケア「子どものため

の心理的応急処置 (Psychological First Aid for Children：子ど

ものためのPFA) 」の研修の実施などに生かされています。これまで

「子どものための災害時緊急・復興ファンド」を通じ、国内外の災害

において約1億円を拠出し、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活

用されました。

  「子どものための災害時緊急・復興ファンド」 

2020年フィリピン台風の緊急支援を行った様子

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/restart/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/restart/
https://www.sony.jp/feature/products/181108/
https://www.sony.jp/feature/products/181108/
https://www.sony.jp/feature/products/181108/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/emergencyfund/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/emergencyfund/
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コミュニティとの
かかわり

マネジメントアプローチ　│　コミュニティ活動方針・重点分野・体制　│　コミュニティ活動実績　│　災害・人道支援の取り組みについて　│　社員参画のための諸制度

災害に強い「レジリエントなコミュニティづくり」
東日本大震災の発生から10年が経過し、国内外で発生する災害

が頻発化・激甚化する中、これまでの緊急・復興支援に加え、災害

発生前の備えも含めた仕組みづくりを行う重要性が高まっていま

す。こうした状況に対し、ソニーとセーブ・ザ・チルドレンは災害に強

い「レジリエントなコミュニティづくり」を共同で推進していくことを

2021年3月に発表しました。この新たなパートナーシップの一環と

して、セーブ・ザ・チルドレンが世界40カ国以上で展開している、地

域や学校の子どもたちを災害などの危険から保護するための包括

的な取り組み「Safe Schools」プログラムを強化します。具体的に

は、まずインドの小・中学校において、防災教育などを通じた生徒・

教師の災害への対応能力の強化や、タスクフォース設置などの学校

の安全管理体制の強化、安全な学習環境の整備、行政や地域コミュ

ニティとの連携強化などを実施します。この活動を通じた知見に基

づき、グローバルな枠組みをさらに改善・強化し、他国での実現も目

指します。ソニーは、上記の活動を推進するため、セーブ・ザ・チルド

レンに対して2023年までの3年間に計4,500万円の寄付に加え、ソ

ニーの技術や人材を活用した社会課題解決に取り組むべく、社員

の現地派遣なども検討していきます。 

 社員参画のための諸制度

 社会貢献活動への社員の参画
ソニーでは、社会貢献活動を推進していく上で社員がさまざまな

形で関わっていけるよう、 (1) 知ること、 (2) 参加すること、 (3) 業

務に生かすことおよび専門性を生かした貢献の三段階のアプローチ

で機会を提供しています。

それぞれのプログラムとして、「知ること」にはeラーニング、サス

テナビリティフォーラム、社内ニュースレターがあります。「参加する

こと」には、募金活動などへの協力や活動への参加として、緊急災

害支援募金、被災地ボランティア、地域清掃活動・植林活動といった

参加方法があります。「業務に生かすことおよび専門性を生かした

貢献」では、教育プログラムにおいて、講師、スタッフとしてキャリア

教育授業・講師を行います。

社会貢献活動への社員の参画

 社会貢献プログラムにおける社員による 
ボランティア活動

「CurioStep with Sony」では事業所の社員が講師やスタッフを

務め、ワークショップを開催しているほか、「感動体験プログラム」へ

も社員がボランティアで参加しています。

 ボランティア休暇や休職制度
ソニーグループ株式会社では、社員のボランティア活動を支援す

るため、積立休暇 (ボランティア活動) 、ボランティア休職などの制

度があります。教育支援や災害支援活動に社員がボランティアとし

て参加しています。

 社員募金
緊急災害支援などの社員募金に関して、社員からの寄付金に会

社から同額を加えて寄付をするマッチングギフトを実施しています。

災害支援に加え、難民問題や環境問題について考えるイベントにお

いて社員募金を実施し、NPOなどの団体へ支援を行っています。

関連情報
 推進体制と啓発活動
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データ編

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

 データ集

コーポレート・ガバナンス  (年) 

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

ソニーグループ株式会社 
取締役構成※1

ソニー 
グループ (株)

合計 名 13 12 11

社外取締役 名 10 9 8

うち女性 名 4 30.7%) 4 33.3%) 4 36.4%)

うち外国人 名 3 23%) 4 33.3%) 4 36.4%)

ソニーグループ株式会社 
役員構成※1 ※2

ソニー 
グループ (株)

合計 名 41 2)※3 42 2)※3 26 2)※3

うち女性 名 3 7.3%) 3 7.1%) 3 11.5%)

うち外国人 名 5 12.2%) 6 14.3%) 6 23.1%)

※1 各年度8月末時点
※2 会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員
※3   ) 内の数は、取締役兼任者数

企業倫理とコンプライアンス  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン  
受付件数

全グループ 件 約400 約440 約370

人権の尊重  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

人権に関するe-ラーニング研修   
受講割合

ソニーグループ (株) および 
日本国内グループ会社

％ 90 90 90

人材  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

社員数

全グループ

合計 名 114,400 111,700 109,700

社員 名 114,400 111,700 109,700

(内、契約) 名 - 13,800 14,400

男性 名 75,000 71,900 70,700※2

女性 名 39,400 39,800 38,900※2

ソニー 
グループ (株) 

合計 名 2,473 2,726 2,973

社員 名 2,473 2,726 2,973

(内、契約) 名 - 78 97

男性 名 1,888 2,113 2,226

女性 名 585 613 747

日本

合計 名 50,100 53,700 54,600

社員 名 50,100 53,700 54,600

(内、契約) 名 - 6,200 6,600

男性 名 38,700 41,200 40,700

女性 名 11,400 12,500 13,900

海外

合計 名 61,800 58,000 55,100

社員 名 61,800 58,000 55,100

(内、契約) 名 - 7,600 7,800

男性 名 34,400 30,700 30,000※2

女性 名 27,400 27,300 25,000※2

セグメント別社員数

合計 名 114,400 111,700 109,700

ゲーム＆ネットワー
クサービス、エレクト
ロニクス・プロダクツ
＆ソリューション、イ
メージング＆センシ
ング・ソリューション

名 75,600 73,000 71,100

映画 名 9,300 8,400 8,000

音楽 名 8,500 9,900 9,900

金融 名 11,800 12,300 12,900

その他 名 4,000 3,200 2,800

全社 (共通) 名 5,200 4,900 5,000
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  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

女性社員比率・ 
女性管理職比率

全グループ※3
女性社員比率 ％ 34.3 35.6 35.4

女性管理職比率 ％ 27.3 28.3 28.4

ソニー 
グループ (株) 

女性社員比率 ％ 23.7 22.5 25.1

女性管理職比率 ％ 14.8 15.2 15.2

日本※3
女性社員比率 ％ 22.7 23.3 25.5

女性管理職比率 ％ 9.0 9.3 10.2

海外
女性社員比率 ％ 44.3 47.1 45.4

女性管理職比率 ％ 36.3 36.9 37.4

米国
女性社員比率 ％ 37.8 36.8 38.2

女性管理職比率 ％ 40.0 40.0 40.7

中国大陸、
香港地区

女性社員比率 ％ 48.9 54.7 53.8

女性管理職比率 ％ 32.2 34.9 38.8

アジア・
太平洋地域※4

女性社員比率 ％ 46.2 57.6 53.4

女性管理職比率 ％ 32.8 31.8 29.4

欧州
女性社員比率 ％ 37.2 37.0 36.3

女性管理職比率 ％ 35.3 36.7 37.7

その他※5
女性社員比率 ％ 36.4 38.1 37.8

女性管理職比率 ％ 34.2 36.6 37.4

平均勤続年数

全グループ

合計 年 11.5 11.6 12.0

内、男性 年 12.3 12.3 12.6

内、女性 年 9.9 10.2 10.7

ソニー
グループ (株) 

合計 年 16.7 16.6 16.5

内、男性 年 16.4 16.4 16.3

内、女性 年 17.6 17.2 16.8

日本

合計 年 15.5 15.3 15.3

内、男性 年 15.5 15.3 15.3

内、女性 年 15.3 15.3 15.1

海外

合計 年 7.9 8.2 8.7

内、男性 年 8.2 8.2 8.8

内、女性 年 7.6 8.1 8.6

  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

採用数※6

全グループ

合計 名 16,763 13,764 12,477

内、男性 名 9,645 8,323 7,532

内、女性 名 7,129 5,441 4,945

ソニー 
グループ (株) 

合計 名 687 840 709

内、男性 名 599 694 588

内、女性 名 88 146 121

日本

合計 名 2,857 3,934 4,292

内、男性 名 1,698 2,546 2,758

内、女性 名 1,159 1,388 1,534

海外

合計 名 13,219 9,830 8,185

内、男性 名 7,348 5,777 4,774

内、女性 名 5,882 4,053 3,411

新卒採用競争倍率※7
ソニー 

グループ (株) 

男性 全体 倍 11.6 11.9 13.4

女性 全体 倍 20.1 18.0 19.0

男性 事務系 倍 22.2 31.2 42.6

女性 事務系 倍 24.2 31.9 36.8

男性 技術系 倍 9.4 9.1 10.2

女性 技術系 倍 14.4 8.7 9.4

離職率※8

全グループ

合計 ％ 13.4 10.6 7.2

内、男性 ％ 12.8 10.2 6.6

内、女性 ％ 14.8 11.6 8.6

ソニー 
グループ (株) 

合計 ％ 3.1 2.8 1.7

内、男性 ％ 3.1 2.9 2.0

内、女性 ％ 3.0 2.5 0.7

日本

合計 ％ 4.3 3.8 2.9

内、男性 ％ 4.2 3.7 2.7

内、女性 ％ 4.9 4.2 3.7

海外

合計 ％ 23.2 18.3 12.3

内、男性 ％ 26.3 21.0 13.1

内、女性 ％ 19.5 15.2 11.3
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  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

社員一人あたりの 
人材育成投資額※9

ソニー
グループ (株)

円 20.8万 19.6万 18.9万

グループ内研修受講状況

全グループ

プログラム数 - - 10,000

実施回数 回 - - 19,200

受講者数 人 - - 315,700

延べ受講時間 時間 - - 1,262,000

日本※10

プログラム数 361 391 1,300

実施回数 回 941 927 3,200

受講者数 人 71,084 74,642 105,500

延べ受講時間 時間 200,122 215,803 499,400

海外

プログラム数 - - 8,700

実施回数 回 - - 16,000

受講者数 人 - - 210,200

延べ受講時間 時間 - - 762,600

障がい者雇用率※11

ソニー 
グループ (株) 

％ 2.85 2.81 2.83

日本 ％ 2.30 2.41 2.48

平均年次有給休暇取得日数

ソニー 
グループ (株) 

日 15.9 17.8 11.9

日本 日 15.1 15.5 11.8

平均年次有給休暇取得率

ソニー 
グループ (株) 

％ 69.8 79.5 52.6

日本 ％ 67.7 72.8 54.8

フレキシブル勤務※12 
制度導入率

日本 % 56 77 90

  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

育児休職取得率※13

ソニー 
グループ (株) 

合計 ％ 18.6 17.0 12.1

内、男性 ％ 7.1 3.9 2.5

内、女性 ％ 100 100 96.3

日本

合計 ％ 26.2 25.0 25.3

内、男性 ％ 5.8 8.5 6.6

内、女性 ％ 88.6 98.9 98.9

育児休暇取得率※13

ソニー 
グループ (株) 

合計 ％ 39.2 61.4 45.5

内、男性 ％ 44.7 71.1 59.0

内、女性 ％ - 0 0

日本

合計 ％ 53.3 58.3 45.1

内、男性 ％ 71.0 66.8 47.8

内、女性 ％ - 20.2 34.8

育児短時間取得率※13

ソニー 
グループ (株) 

合計 ％ - 3.4 7.9

内、男性 ％ - 0 0

内、女性 ％ - 25.0 34.8

日本

合計 ％ - 9.4 8.3

内、男性 ％ - 4.1 0.3

内、女性 ％ - 33.0 38.2

育児休職復職率※14

ソニー 
グループ (株) 

合計 ％ 100 100 97.4

内、男性 ％ 100 100 90.9

内、女性 ％ 100 100 98.5

日本

合計 ％ 95.7 95.9 97.0

内、男性 ％ 100 98.7 96.4

内、女性 ％ 95.2 95.1 97.3

社員エンゲージメント調査  
参加率

全グループ ％ 91 88 91

社員エンゲージメント指標※15 全グループ ％ 86 85 88
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  (年度) 

項目 範囲※1 単位 2018 2019 2020

労働災害統計※16 ※17

日本・ 
東アジア地域※18

休業災害件数 件 16 6) 20 2) 12 4)

休業日数 日 360 100) 695 88) 352 245)

度数率 ポイント 0.14 0.18 0.10

強度率 ポイント 0.0033 0.0061 0.0031

死亡件数 名 0 0 0

海外※19

休業災害件数 件 89 24) 54 9) 59 14)

休業日数 日 1,649 200) 831 49) 859 218)

度数率 ポイント 0.71 0.53 0.54

強度率 ポイント 0.0132 0.0081 0.0079

死亡件数 名 0 0 0

ISO45001認証取得拠点数※20 拠点数 拠点 - 10 12 

※1 日本：2019年度および2020年度のデータは、ソニーグループ (株) を含む日本のソニーグループを対象
※2 性別の申請があった社員のデータを集計しており、男女社員の合計と社員総数は一致していません
※3 いずれも各年度末3月31日時点のデータに基づく集計。なお、国・地域・法人により「管理職」の定義が異なる場合がある
※4 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区
※5 中近東、中南米、アフリカ、カナダ
※6 ソニーグループ (株) についてはソニーグループ (株) 本籍社員として一括採用した合計値。入社後、グループ会社へ出向した社員を含む
※7 ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト (正社員) のみ
※8 正規社員自己都合退職のみ。全グループ、日本の2019年度数値は、過年度報告を修正
※9 ソニーグループ (株) 在籍ベース
※10 2018年度・2019年度は、グループ共通研修のみを集計し、各社独自で実施した研修を含まない
※11 社員数101名以上のみ、特例子会社含む。2021年3月時点
※12 テレワーク、リモートワーク、在宅勤務などの総称。昨年以前は、フレキシブル勤務制度導入会社数を開示していたものを、今年より導入率へ

変更
※13 2018年度：当該年度の前年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、当該年度に制度利用した社員比率 

2019年度および2020年度：当該年度の前年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、前年度および当該年度に制度利用
した社員比率

※14 育児休職復職率は、2020年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率
※15 社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合
※16 2020年度対象事業所数は日本62事業所、海外124事業所
※17 請負社員も含む総計。   ) 内は請負社員の災害データ
※18 日本、韓国、台湾地区
※19 日本・東アジア地域以外
※20 ISO45001認証取得対象拠点数：本社機能組織・製造・物流・R&D系事業所  計51拠点

責任あるサプライチェーン  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

自社エレクトロニクス製造事業所 
CSRセルフアセスメント実施数

自社
エレクトロニクス

製造事業所
社

16 

(100％)

14 

(100％)

13 

(100％)

サプライヤーに対する 
CSRアセスメント

エレクトロニクス
製品の

サプライチェーン

合計 工場 150 105 564

うち、
改善指導実施

工場 9 5 86

うち、
改善指導および
訪問評価実施

工場 15 8 6

紛争鉱物への対応 全グループ

特定された
製錬所数

310 326 305

うち、RMAP 
準拠もしくは 
アセスメント 

実施中の 
製錬所数

257 270 252

品質・カスタマーサービス  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

コンスーマーAV関連商品の
修理サービス拠点数

エレクトロニクス

合計 拠点 3,812 3,900 3,862 

日本 拠点 473 463 464 

米国・カナダ 拠点 842 742 781 

欧州 拠点 894 949 923 

中国大陸・ 
香港地区

拠点 560 555 556 

アジア・ 
太平洋地域※1

拠点 627 618 580 

その他地域※2 拠点 416 573 558 

※1 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区
※2 中近東、中南米、アフリカ
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環境  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

製品1台あたりの 
年間消費電力量削減率 
(2013年度比) 

エレクトロニクス
製品

 % 51 52 54

温室効果ガス排出量  
スコープ 1  (直接排出)

全グループ 万トン-CO2 18.7 18.8 18.9

温室効果ガス排出量  
スコープ2  (間接排出)

全グループ 万トン-CO2 115.2 118.8 120.4

温室効果ガス排出量  
スコープ3  (その他の排出)

全グループ 万トン-CO2 1,640.3 1,487.0 1,707.7

購入した製品・サービス 全グループ 万トン-CO2 423.3 331.6 379.1

資本財 全グループ 万トン-CO2 78.1 129.6 120.2

スコープ1,2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

全グループ 万トン-CO2 9.4 9.5 17.3

輸送、配送 (上流) 全グループ 万トン-CO2 22.0 17.2 26.7

事業から出る廃棄物 全グループ 万トン-CO2 3.9 4.1 4.3

出張 全グループ 万トン-CO2 9.3 8.7 0.6

通勤 全グループ 万トン-CO2 10.2 12.5 5.1

リース資産 (上流) 全グループ 万トン-CO2 対象外) 対象外) 対象外) 

輸送、配送 (下流) 全グループ 万トン-CO2 0.3 0.3 0.3

販売した製品の加工 全グループ 万トン-CO2 0.4 0.4 0.5

販売した製品の使用 全グループ 万トン-CO2 1,063.5 957.0 1,140.3

販売した製品の廃棄 全グループ 万トン-CO2 18.2 13.7 11.7

リース資産 (下流) 全グループ 万トン-CO2 対象外) 対象外) 対象外) 

フランチャイズ 全グループ 万トン-CO2 対象外) 対象外) 対象外) 

投資 全グループ 万トン-CO2 1.7 2.4 1.6

事業所のエネルギー使用量 全グループ 万TJ 2.3 2.4 2.4

事業所からの温室効果ガス
排出量

全グループ 万トン-CO2 133.9 137.6 139.3

連結売上高
原単位

トン-CO2/
百万円

0.155 0.167 0.155

再生可能エネルギーの活用
によるCO2削減貢献量

全グループ 万トン-CO2 8.4 8.9 12.9

製品の使用にともなう 
CO2排出量

全グループ 万トン-CO2 1,063.5 957.0 1,140.3

製品輸送時のCO2排出量 全グループ 万トン-CO2 18.9 15.4 24.9

  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

製品への資源使用量 全グループ トン 510,443 425,555 448,990

製品1台あたりのバージン 
プラスチック使用量削減率

全グループ % 2.4%増加 10.3%増加 29.9%増加

製品への再生プラスチック
使用量※1

全グループ トン 11,160 15,243 17,571

事業所の廃棄物発生量 全グループ トン 48,799 48,186 51,362

事業所の廃棄物リサイクル量 全グループ トン 46,572 47,198 50,457

事業所の廃棄物埋め立て量 全グループ トン 1,761 977 604

使用済み製品の回収実績※2
エレクトロニクス

製品※3
トン 79,734 76,260 62,008

事業所の水使用量※4 全グループ 万㎥ 1,364 1,530 1,557

事業所の排水量 全グループ 万㎥ 1,448 1,518 1,545

事業所のBOD排出量 全グループ トン 432 418 401

事業所のCOD排出量 全グループ トン 161 105 79

事業所のNOx排出量 全グループ トン 89 92 80

事業所のSOx排出量 全グループ トン 9 3 4

事業所の化学物質取扱量 全グループ

クラス1物質 トン 0.61 0.62 0.59

クラス2物質 トン 2,077 2,854 3,152

クラス3物質 トン 27,706 31,345 38,274

クラス4物質 トン 64,006 147,287 274,860

事業所における環境事故件数 全グループ 件 0 0 0

ISO14001認証取得済み事業所 全グループ 拠点数 97 97 94

※1 混合するバージンプラスチックや添加剤なども含むグロス値
※2 2019年度数値は、過年度報告を修正　

※3 地域により回収・集計している製品が異なる場合がある
※4 水資源保全貢献量 (水涵養) を引いた値

コミュニティとのかかわり  (年度) 

項目 範囲 単位 2018 2019 2020

コミュニティ活動費用※1 全グループ 億円 約25 約26 約20

新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金 全グループ 億円 - - 約53

Global Social Justice Fund 全グループ 億円 - - 約16

子ども向け教育プログラム 全グループ 延べ人数 名 約3,900 約4,400 約6,100

※1 寄付金、協賛金、自主プログラム経費 (施設運用費など) のほか 、寄贈した製品の市場価格を含む
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  環境データ集計の方法 
および考え方

  環境データ集計の対象範囲と期間 
および精度

集計期間 (2020年4月1日～2021年3月31日)
原則として上記期間の実績値を集計していますが、全体の集計結

果に対する影響が非常に小さい事業所の一部については見込み値

を含んでいます。

集計範囲
事業所データ：  2021年3月31日時点でISO14001の認証サイト。原

則的には、連結ベースのソニーグループ事業所のう

ち、全ての製造事業所、人員数100人以上の物流拠

点、および人員数1,000人以上の非製造事業所を

ISO14001認証の対象としています。

製品データ： 　 ソニーグループにおいて生産され、ソニーグループ

外へ販売された全製品。アクセサリー、半製品、部品

などの形態で販売されるものも含みます。また、重量

データには包装材の重量も含みます。

集計精度
事業所データ：  化学物質データ、環境コストデータは、集計対象の一

部の事業所において、データ精度が不十分のものが

あります。

製品データ：  半製品、部品の一部、また海外で生産し、かつ販売を

行う製品の一部に、精度が不十分のものがあります。

  温室効果ガスに関連するデータの 
集計方法と考え方

事業所の温室効果ガス排出量
事業所内の電力、熱、燃料の使用、温室効果ガスの使用 (製造プ

ロセス用、設備等での使用) をもとに集計しています。

‒ エネルギー使用にともなうCO2排出量 (エネルギー起因)
各事業所での電力、熱および燃料 (車両等の燃料を含む) の使用

量に、CO2換算係数を乗じて算出しています。

なお、再生可能エネルギーの利用分 (証書を含む) については、

CO2換算係数をゼロとしています。

‒ PFC類等の温室効果ガス排出量 (非エネルギー起因)
各事業所での温室効果ガスの排出量に、地球温暖化係数を乗じ

てCO2量に換算しています。

地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の第

5次評価報告書による地球温暖化係数を使用しています。

‒ CO2換算係数について
「電力」

日本：電気事業連合会により提供される2014年度の係数

海外：国際エネルギー機関 (IEA) により提供される2013年の係数

「燃料および熱」

日本/海外： 地球温暖化対策の推進に関する法律 (日本) に基づく

係数など

   環境省ウェブサイト：温室効果ガス排出量

 算定・報告・公表制度について

  国際エネルギー機関 (IEA) ウェブサイト (英語のみ)

製品使用時のCO2排出量
製品使用にともなうCO2排出量は、今年度に販売した製品の生涯

の電力使用量にCO2換算係数を乗じて算出しています (今年度に実

際に使用時に排出されたCO2量ではありません) 。製品使用時CO2

排出量は、以下の式で算出しています。

今年度生じた環境負荷を算出するためには、過去に販売され、今

年度も引き続きお客さまの元で使用されているソニー製品の全電

力使用量から使用時CO2排出量を計算すべきだと考えます。しかし

実際は過去の販売製品全てについて、お客さまの元にどの程度残存

しているかを把握するのは困難です。そこでソニーでは、今年度発

売した製品が廃棄されるまでの生涯で使用する電力量を製品使用

時CO2排出量としています。

製品の年間動作時間、年間待機時間、使用年数については各種

調査データにもとづき算出しています。また、CO2換算係数は、電気

事業連合会 (日本) および国際エネルギー機関 (日本以外) が提供

する2013年の国別の係数を使用しています。

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://www.iea.org/
https://www.iea.org/
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物流によるCO2排出量
ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品での国際間の輸送、および、日本・米国・欧州・アジアな

ど全世界40カ国以上の輸送が対象です。ただし、日本国内については部品などの輸送を一部含みます。

物流によるCO2排出量は、主として輸送トンキロ (輸送重量×輸送距離) にCO2換算係数を掛けることで

算出していますが、トラック輸送の一部については、燃費と輸送距離から求めた燃料使用量にCO2換算係

数を掛け、CO2排出量を算出しています。なお、船舶での国際間輸送に関しては、海上用コンテナを含めた

重量を輸送重量として用いています。

算出に用いるCO2換算係数については、国際間輸送にはGHGプロトコルにより提供される排出原単位

を用いており、また域内輸送には各地域や国で提供される係数を優先して採用しています。たとえば、日

本国内の輸送に関しては、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」にもとづく「貨物輸送量あたりの

燃料使用量」の係数および「地球温暖化対策の推進に関する法律」にもとづく「燃料の使用に関する排出

係数」を参照しています。また、米国の輸送に関してはアメリカ合衆国環境保護庁 (EPA) の SmartWay 

Transport Partnershipの排出係数を参照しています。

社員の出張によるCO2総排出量
ソニーグループ株式会社および日本、欧州、北米のソニーグループ・エレクトロニクス関連会社社員の航

空便を使用した出張のうち、その大半を占める集中管理分、また、アジアのエレクトロニクス関連会社の一

部を集計対象としています (日本、北米については音楽系関連会社分を一部含む) 。CO2排出量は、出張者

数と出張距離を乗じたものに、GHGプロトコルにより提供される搭乗クラス別のCO2排出原単位を乗じて

算出しています。

再生可能エネルギーによる温室効果ガス排出削減貢献量
再生可能エネルギーによる発電、再生可能エネルギーにより発電された電力の購入、再生可能エネル

ギーの証書やクレジットの購入によるCO2排出削減貢献が対象となります。CO2排出削減貢献量は、これら

のエネルギー量にCO2換算係数を乗じて算出したものとなります。

スコープ3の算定概要
カテゴリー区分 算定概要

カテゴリー1 購入した製品・サービス
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の原材料・部品お
よび購入した物品の資源採取段階から製造段階までの排出量、お
よび一部のデータセンター利用に伴う排出量

カテゴリー2 資本財 ソニーグループが投資した設備などの製造にともなう排出量

カテゴリー3

スコープ1,2に含まれない
燃料およびエネルギー 
関連活動

ソニーグループの事業所で使用した燃料やエネルギーの調達にと
もなう排出量

カテゴリー4 輸送、配送 (上流)
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品や購入した部品
の輸送、およびそれらの製品の保管にともなう排出量

カテゴリー5 事業から出る廃棄物 ソニーグループの事業所で発生した廃棄物の処理にともなう排出量

カテゴリー6 出張
日本、欧州、北米を中心としたソニーグループ・エレクトロニクス関
連会社社員の出張 (航空機) にともなう排出量

カテゴリー7 通勤 ソニーグループ従業員の通勤にともなう排出量

カテゴリー8 リース資産 (上流) 対象外 (他カテゴリーに算入)

カテゴリー9 輸送、配送 (下流)
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品について、販売店
から消費者までの配送にともなう排出量

カテゴリー10 販売した製品の加工
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される加
工にともなう排出量

カテゴリー11 販売した製品の使用
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される生
涯の電力消費にともなう排出量

カテゴリー12 販売した製品の廃棄
ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定されるリサ
イクル・廃棄処理にともなう排出量

カテゴリー13 リース資産 (下流) 対象外

カテゴリー14 フランチャイズ 対象外

カテゴリー15 投資 ソニーグループの主な投資先での事業活動にともなう排出量
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  資源に関連するデータの集計方法と考え方

事業所廃棄物発生量
事業所から発生する産業廃棄物、一般廃棄物の総重量。

事業所廃棄物埋め立て量
事業所で発生した廃棄物のうち、埋め立て処分された重量。

水使用量・排水量
水使用量：  事業所で使用した水 (上水道、工業用水、井戸水) の使

用量。上水道、工業用水は購入量で代用しています。

水排水量：  事業所で発生した河川への排水量および下水への排水

量。排水量が把握できない事業所については、水使用量

にソニーグループ全事業所の平均排水比率 (排水量/水

使用量) を乗じた数値で補正しています。

製品資源投入量
製品、アクセサリー、取り扱い説明書、包装材に用いられる資源の

総重量。製品の総出荷重量で代用しています。

製品再資源化量
製品回収量に再資源化率を乗じた量。製品回収量は、日本・東ア

ジア、欧州、北米、パンアジア、中南米でのリサイクル重量です。これ

はリサイクル費用などからの算出を一部含みます。また再資源化率

は、回収されたもののうち資源として再利用される割合です。現状

では、使用済み製品の回収量で代用しています。

  その他の環境データの集計方法と考え方

化学物質取扱量・排出量
クラス3については年間取扱量が100kg以上、クラス4については

年間取扱量が1,000kg以上の物質を報告対象にしています。

化学物質の取扱量：  事業所における化学物質の使用量。把握でき

ない場合は購入量で代用しています。

化学物質の排出量：  オペレーションにともなって化学物質を事業所

から環境中へ出す量。おもに取扱量に係数を

乗じて算出しています。

水質汚濁物質排出 (BOD、COD) 量
排水濃度に排水量を乗じた量。法的要求および契約などその他の

要求がある事業所が対象。

大気汚染物質排出 (NOx、SOx) 量
排気濃度に排気量を乗じた量。法的要求および契約などその他の

要求がある事業所が対象。
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データ編

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

 独立保証報告書

  環境データの第三者検証について
ソニーでは、2001年度から、報告内容に対する信頼性の確保および環境マネジメントの継続的改善への

活用を目的に、環境データの第三者検証を受けています。2003年度からは、ソニーグループ・グローバル環

境マネジメントシステムの外部監査機関でもあるビューローベリタス (BV) グループに第三者検証を依頼

しています。2020年度は、環境データ収集・集計・報告プロセスの信頼性、集計データから導かれた結論の

妥当性などについて、製造事業所、非製造事業所、設計開発部門、およびソニー本社での第三者検証が行

われました。なお、温室効果ガス排出量については、2011年度よりISO 14064-3に則って検証しています。

独立保証報告書
  拡大表示［PDF:263KB］

 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2021_Jpn.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2021_Jpn.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2021_Jpn.pdf
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  グローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI)  
スタンダード対照表

ソニーのサステナビリティレポートは、サステナビリティ報告に関する国際的な基準やガイドラインを参照し

ています。下記対照表は、関連する情報を含めてソニーウェブサイトでの掲載・開示情報を記載しています。

GRIスタンダード
対照表

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

GRI 102： 一般開示事項

組織のプロフィール

102-1 組織の名称
  企業情報
  有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-2 活動、ブランド、製品、サービス

  有価証券報告書：第一部【企業情報】
  リスク管理体制
  危機管理体制
  サプライヤーに対する取り組み

  総合サポート・お問い合わせ
  重要なお知らせ

102-3 本社の所在地
  有価証券報告書：第一部【企業情報】

  リスク管理体制
  危機管理体制
  サプライヤーに対する取り組み

102-4 事業所の所在地

102-5 所有形態及び法人格

102-6 参入市場

102-7 組織の規模   有価証券報告書：第一部【企業情報】
  人員情報102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報

102-9 サプライチェーン
  有価証券報告書：第一部【企業情報】

  サプライチェーンマネジメント

102-10
組織及びそのサプライチェーンに関する
重大な変化

  有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-11 予防原則または予防的アプローチ
  コーポレート・ガバナンス
  環境

102-12 外部イニシアティブ
  企業倫理とコンプライアンス
  サステナビリティの考え方

102-13 団体の会員資格   サステナビリティの考え方

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

戦略

102-14 上級意思決定者の声明   統合報告書

102-15 重要なインパクト、リスク、機会   有価証券報告書：第二部【事業の状況】

倫理と誠実性

102-16 価値観、理念、行動基準・規範   ソニーグループ行動規範

102-17
倫理に関する助言および懸念のための
制度

  企業倫理とコンプライアンス
  人権の尊重

ガバナンス

102-18 ガバナンス構造
  経営方針、経営戦略等その他事業運営に
かかる方針
  経営機構の概要

102-19 権限移譲

  コーポレート・ガバナンス
102-20

経済、環境、社会項目に関する役員レベ
ルの責任

102-21
経済、環境、社会項目に関するステーク
ホルダーとの協議

102-22
最高ガバナンス機関およびその委員会
の構成

  経営機構の概要
  コーポレートガバナンス報告書

102-23 最高ガバナンス機関の議長
  経営機構の概要

  コーポレートガバナンス報告書

102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出   経営機構の概要

102-25 利益相反   取締役会・各委員会の実効性評価

102-26
目的、価値観、戦略の設定における最高
ガバナンス機関の役割

  コーポレート・ガバナンス

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見   株主その他ステークホルダーとの関係

102-28
最高ガバナンス機関のパフォーマンスの
評価

  取締役会・各委員会の実効性評価

102-29
経済、環境、社会へのインパクトの特定
とマネジメント

  コーポレート・ガバナンス

102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性   コーポレート・ガバナンス

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー   コーポレート・ガバナンス

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.jp/support/index.html?j-short=support
https://www.sony.jp/support/index.html?j-short=support
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html
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GRIスタンダード
対照表

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

102-32
サステナビリティ報告における最高ガバ
ナンス機関の役割

  編集方針

102-33 重大な懸念事項の伝達
  コーポレート・ガバナンス
  企業倫理とコンプライアンス
  人権の尊重

102-34
伝達された重大な懸念事項の性質と総
数

  ソニー・エシックス＆コンプライアンス・
ホットライン

  職場における人権

102-35 報酬方針
  報酬委員会

102-36 報酬の決定プロセス

102-37 報酬に関するステークホルダーの関与
  内部統制体制
  株主その他ステークホルダーとの関係

102-38 年間報酬総額の比率

2020年度の従業員の平均年間給与は約
1,044万円、CEOの金銭報酬※1の総額は約5
億4,500万円であり、従業員の平均年間給
与とCEOの金銭報酬の比率は1:52となって
います。なお、CEOの金銭報酬の総額に株価
連動報酬※2を加えた比率では、1:119となっ
ています。
※1 定額報酬と業績連動報酬
※2 ストック・オプションと譲渡制限付株式。ストックオ

プションは2020年度の付与日時点の1株あたりの
公正価値、譲渡制限付株式は2020年度の発行価
格を用いて算出しています。詳細は、ソニーグルー
プ株式会社 2020年度有価証券報告書103ページ
をご覧ください。

  有価証券報告書

102-39 年間報酬総額比率の増加率 -

ステークホルダー・エンゲージメント

102-40 ステークホルダー・グループのリスト   サステナビリティの考え方

102-41 団体交渉協定
  Form 20-F
  有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-42 ステークホルダーの特定および選定

  サステナビリティの考え方
102-43

ステークホルダー・エンゲージメントへ
のアプローチ方法

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

102-44 提起された重要な項目および懸念

  サステナビリティの考え方
  企業倫理とコンプライアンス
  人権の尊重
  人材
  品質・カスタマーサービス

報告実務

102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体   有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-46
報告書の内容および項目の該当範囲の
確定

  サステナビリティの考え方

102-47 マテリアルな項目のリスト   サステナビリティの考え方

102-48 情報の再記述 -

102-49 報告における変更   編集方針

102-50 報告期間

  編集方針102-51 前回発行した報告書の日付

102-52 報告サイクル

102-53 報告書に関する質問の窓口
  CSR・環境・社会貢献活動についての

 お問い合わせ

102-54
GRIスタンダードに準拠した報告である
ことの主張

  編集方針

102-55 GRI内容索引   本対照表

102-56 外部保証   独立保証報告書

GRI 103： マネジメント手法

103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明   サステナビリティの考え方

103-2 マネジメント手法とその要素

  サステナビリティの考え方
  コーポレート・ガバナンス
  企業倫理とコンプライアンス
  人権の尊重
  テクノロジー
  人材
  責任あるサプライチェーン
  品質・カスタマーサービス
  環境
  コミュニティとのかかわり

103-3 マネジメント手法の評価

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/r2_q4.pdf
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/r2_q4.pdf
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/sec.html?j-short=library_sec
https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/sec.html?j-short=library_sec
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/contact/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/contact/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/contact/


目次 サステナビリティ
レポートについて

サステナビリティ
の考え方 ハイライト コーポレート・ 

ガバナンス
企業倫理と

コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある
サプライチェーン

品質・
カスタマー
サービス

環境 コミュニティとの
かかわり データ編 GRIスタンダード

対照表

186

GRIスタンダード
対照表

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

経済

GRI 201： 経済パフォーマンス

201-1 創出、分配した直接的経済評価   有価証券報告書

201-2
気候変動による財務上の影響、その他の
リスクと機会

  有価証券報告書：第二部【事業の状況】
  TCFD提言に沿った気候関連情報の開示

201-3
確定給付型年金制度の負担、その他の
退職金制度

  有価証券報告書：第二部【事業の状況】

201-4 政府から受けた資金援助 -

GRI 202： 地域経済での存在感

202-1
地域最低賃金に対する標準新人給与の
比率 (男女別)

ソニーグループ (株) の初任給は、男女で同
一の金額を設定し、最低賃金を定めた法律
に従い、全国各地の最低賃金に対し十分に
高い水準を設定しています。

  採用情報

202-2
地域コミュニティから採用した上級管理
職の割合

  多様な人材の採用
  人員情報

GRI 203： 間接的な経済的インパクト

203-1 インフラ投資および支援サービス   コミュニティとのかかわり

203-2 著しい間接的な経済的インパクト   有価証券報告書：第二部【事業の状況】

GRI 204： 調達慣行

204-1 地元サプライヤーへの支出の割合   責任あるサプライチェーン

GRI 205： 腐敗防止

205-1
腐敗に関するリスク評価を行っている事
業所

  企業倫理とコンプライアンス
205-2

腐敗防止の方針や手順に関するコミュ
ニケーションと研修

205-3 確定した腐敗事例と実施した措置

GRI 206： 反競争的行為

206-1
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行
により受けた法的措置

  企業倫理とコンプライアンス

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

GRI 207 ： 税金 (2019)

207-1 税務へのアプローチ   税務戦略の方針とガバナンス体制

207-2
税務のガバナンス、管理、およびリスクマ
ネジメント

  税務戦略の方針とガバナンス体制

207-3
税務に関連するステークホルダー・エン
ゲージメントおよび懸念への対処

  税務戦略の方針とガバナンス体制

207-4 国別の報告   有価証券報告書：第一部【企業情報】

環境

GRI 301： 原材料

301-1 使用原材料の重量または体積   環境方針と目標  ソニーに関わる環境負
荷の全体像

  製品・サービス  資源使用量の削減
  製品・サービス  バージンプラスチック使
用量の削減

  製品・サービス  プラスチック包装材使用
量の削減

301-2 使用したリサイクル材料

301-3 再生利用された製品と梱包材

  製品・サービス  バージンプラスチック使
用量の削減

  製品・サービス  プラスチック包装材使用
量の削減

  製品リサイクル
  環境データ

GRI 302： エネルギー

302-1 組織内のエネルギー消費量   環境方針と目標  ソニーに関わる環境負
荷の全体像
  環境データ302-2 組織外のエネルギー消費量

302-3 エネルギー原単位
  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  環境データ  環境負荷の全体像

302-4 エネルギー消費量の削減
  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  環境データ  環境負荷の全体像

302-5
製品およびサービスのエネルギー必要量
の削減

  製品・サービス  温室効果ガス排出量の
削減
  環境データ

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
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https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

GRI 303： 水と廃水 (2018)

303-1 共有資源としての水との相互作用   事業所  水使用量の削減

303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント   事業所  水使用量の削減

303-3 取水

  環境方針と目標  ソニーに関わる環境負
荷の全体像

  事業所  水使用量の削減
  環境データ

303-4 排水
  環境方針と目標  ソニーに関わる環境負
荷の全体像
  環境データ

303-5 水消費 -

GRI 304： 生物多様性

304-1

保護地域および保護地域ではないが生
物多様性価値の高い地域、もしくはそれ
らの隣接地域に所有、貸借、管理してい
る事業サイト

  生物多様性の保全活動の指針と事例

304-2
活動、製品、サービスが生物多様性に与
える著しいインパクト

-

304-3 生息地の保護・復元   生物多様性の保全活動の指針と事例

304-4

事業の影響を受ける地域に生息する
IUCNレッドリストならびに国内保全種リ
スト対象の生物種

-

GRI 305： 大気への排出

305-1
直接的な温室効果ガス (GHG) 排出量 
(スコープ 1) 

  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  環境データ

305-2
間接的な温室効果ガス (GHG) 排出量 
(スコープ2)

  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  環境データ

305-3
その他の間接的な温室効果ガス (GHG) 
排出量 (スコープ3)

  環境方針と目標  ソニーに関わる環境負
荷の全体像

  製品・サービス  温室効果ガス排出量の
削減
  環境データ

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

305-4 温室効果ガス (GHG) 排出原単位
  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  環境データ  環境負荷の全体像および環
境効率

305-5 温室効果ガ ス(GHG) 排出量の削減

  事業所  温室効果ガス総排出量の削減
  製品・サービス  温室効果ガス排出量の
削減

  物流  物流における環境負荷低減の実績

305-6 オゾン層破壊物質 (ODS) の排出量   事業所＞化学物質の管理

305-7
窒素酸化物 (NOx) 、硫黄酸化物 (SOx) 、
およびその他の重大な大気排出物

  事業所＞化学物質の管理
  環境データ

GRI 306： 排水および廃棄物

306-1 排水の水質および排出先   環境データ

306-2 種類別および処分方法別の廃棄物
  事業所  廃棄物発生量の削減

  環境データ

306-3 重大な漏出   事業所＞化学物質の管理

306-4 有害廃棄物の輸送 -

306-5
排水や表面流水によって影響を受ける
水域

-

GRI 307： 環境コンプライアンス

307-1 環境法規制の違反   事業所＞化学物質の管理

GRI 308： サプライヤーの環境面のアセスメント

308-1
環境基準により選定した新規サプライ
ヤー

  責任あるサプライチェーン

308-2
サプライチェーンにおけるマイナスの環
境インパクトと実施した措置

  責任あるサプライチェーン  責任ある鉱
物調達

  調達・委託先  調達先・委託先における環
境負荷低減

社会

GRI 401： 雇用

401-1 従業員の新規雇用と離職
  有価証券報告書：第一部【企業情報】

  人員情報
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

401-2
正社員には支給され、非正規社員には
支給されない手当

-

401-3 育児休暇
  ダイバーシティ、エクイティ＆

 インクルージョン

GRI 402： 労使関係

402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 -

GRI 403： 労働安全衛生 (2018)

403-1 労働安全衛生マネジメントシステム   安全衛生

403-2
危険性 (ハザード) の特定、リスク評価、
事故調査

  安全衛生

403-3 労働衛生サービス   安全衛生

403-4
労働安全衛生における労働者の参加、
協議、コミュニケーション

  安全衛生

403-5 労働安全衛生に関する労働者研修   安全衛生

403-6 労働者の健康増進   安全衛生

403-7
ビジネス上の関係で直接結びついた労
働安全衛生の影響の防止と緩和

  安全衛生

403-8
労働安全衛生マネジメントシステムの対
象となる労働者

  安全衛生

403-9 労働関連の傷害   労働災害統計

403-10 労働関連の疾病・体調不良   労働災害統計

GRI 404： 研修と教育

404-1 従業員一人当たりの年間平均研修時間

  社員の成長と活躍
404-2

従業員スキル向上プログラムおよび移行
支援プログラム

404-3
業績とキャリア開発に関して定期的なレ
ビューを受けている従業員の割合

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

GRI 405： ダイバーシティと機会均等

405-1
ガバナンス機関および従業員のダイバー
シティ

  人員情報
  ダイバーシティ、エクイティ＆

 インクルージョン
  社員の成長と活躍

405-2 基本給と報酬総額の男女比
  有価証券報告書

  人員情報

GRI 406： 非差別

406-1 差別事例と実施した救済措置
  企業倫理とコンプライアンス
  人権の尊重

GRI 407： 結社の自由と団体交渉

407-1

結社の自由や団体交渉の権利がリスク
にさらされる可能性のある事業所およ
びサプライヤー

  サプライチェーンマネジメント

GRI 408： 児童労働

408-1
児童労働事例に関して著しいリスクが
ある事業所およびサプライヤー

  サプライチェーンマネジメント

GRI 409： 強制労働

409-1
強制労働事例に関して著しいリスクが
ある事業所およびサプライヤー

  サプライチェーンマネジメント

GRI 410： 保安慣行

410-1
人権方針や手順について研修を受けた
保安要員

-

GRI 411： 先住民族の権利

411-1 先住民族の権利を侵害した事例 -

GRI 412： 人権アセスメント

412-1
人権レビューやインパクト評価の対象と
した事業所

  人権への取り組み

412-2 人権方針や手順に関する従業員研修   人権の尊重

412-3

人権条項を含むもしくは人権スクリーニ
ングを受けた重要な投資協定および契
約

-

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/yu.html
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連掲載場所

GRI 413： 地域コミュニティ

413-1

地域コミュニティとのエンゲージメント、
インパクト評価、開発プログラムを実施
した事業所

  コミュニティとのかかわり

413-2
地域コミュニティに著しいマイナスのイン
パクト (顕在的、潜在的) を及ぼす事業所

  投資家情報

GRI 414： サプライヤーの社会面のアセスメント

414-1
社会的基準により選定した新規サプライ
ヤー

  サプライチェーンマネジメント

414-2
サプライチェーンにおけるマイナスの社
会的インパクトと実施した措置

GRI 415： 公共政策

415-1 政治献金 -

GRI 416： 顧客の安全衛生

416-1
製品およびサービスのカテゴリーに対す
る安全衛生インパクトの評価

  製品品質・品質マネジメント

416-2
製品およびサービスの安全衛生インパク
トに関する違反事例

  製品品質・品質マネジメント

GRI 417： マーケティングとラベリング

417-1
製品およびサービスの情報とラベリング
に関する要求事項

  製品・サービス  化学物質の管理
  製品リサイクル  製品リサイクルに対する
方針と実績

417-2
製品およびサービスの情報とラベリング
に関する違反事例

-

417-3
マーケティング・コミュニケーションに関
する違反事例

-

GRI 418： 顧客プライバシー

418-1
顧客プライバシーの侵害および顧客デー
タの紛失に関して具体化した不服申立

  企業倫理とコンプライアンス

GRI 419： 社会経済面のコンプライアンス

419-1 社会経済分野の法規制違反 -

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/
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