


Sony’s Purpose & Values

Purpose
存在意義

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。

Values
価値観

夢と好奇心
夢と好奇心から、未来を拓く。

多様性
多様な人、異なる視点がより良いものをつくる。

高潔さと誠実さ
倫理的で責任ある行動により、ソニーブランドへの信頼に応える。

持続可能性
規律ある事業活動で、ステークホルダーへの責任を果たす。



ソニーグループ行動規範 サステナビリティの考え方

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、ソニーの全ての取締役、役員および従業員がソニーにおける日々の業

務において遵守すべき、倫理的で責任ある事業活動に関する基本的な規範です。

ソニーのより良い未来、そして社会全体のより良い未来につながるかどうかを日々の業務の中で自分自身に問い

かけることが、行動規範の基本となる考え方です。行動規範はソニーがビジネスを正しく行っていくための助け

となるものであり、行動規範に忠実であることは、ステークホルダーからの信頼の基礎となり、ソニーの持続的な

成長に貢献します。

ソニーはPurpose (存在意義) のもと、長期視点でステークホルダーに対する貢献と価値創造を目指すためには、

社員が大切にすべきValues (価値観) と合わせて、行動規範を日々の行動指針として念頭に置いて活動するこ

とが重要と考えています。

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」というPurpose (存在意義) と、「人に

近づく」という経営の方向性のもと、「人」を軸に多様な事業を展開し、この多様性を強みとした持続的な価値創

造と長期視点での企業価値の向上を目指しています。

人々が感動で繋がるためには、私たちが安心して暮らせる社会や健全な地球環境があることが前提であり、

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

グループ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ます。

そして、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

ることを目指します。
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コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス
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社会・環境課題解決への貢献
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事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

002

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


C o n t e n t s

Sonyʼs Purpose & Values 001

 人材 063

063 マネジメントアプローチ

064 ハイライト

065 人材理念

066 ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン

069 社員の成長と活躍

073 社員エンゲージメント

076 安全衛生

081 健康管理・健康づくり

 コミュニティとのかかわり 106

106 マネジメントアプローチ

107 ハイライト

108 コミュニティ活動方針・重点領域・体制

109 コミュニティ活動実績

112 災害・人道支援の取り組みについて

113 社員参画のための諸制度

データ集 143

143 データ集

149 環境データ集計の方法および考え方

152 独立保証報告書

GRIスタンダード対照表 153

 企業倫理とコンプライアンス 114

114 マネジメントアプローチ

115 ソニーグループ行動規範

116  ソニーの企業倫理・ 

コンプライアンスプログラム

119 体制

120 責任ある事業活動

122 プライバシー・個人情報保護

123 責任あるAIの取り組み

 コーポレート・ガバナンス 124

124 マネジメントアプローチ

125  経営方針、経営戦略などその他事業運営に

かかる方針

125 経営機構の概要

135 内部統制体制

140 株主その他ステークホルダーとの関係

 人権の尊重 083

083 マネジメントアプローチ

084 ハイライト

085 人権への取り組み

 責任あるサプライチェーン 087

087 マネジメントアプローチ

088 ハイライト

089 サプライチェーンマネジメント

095 責任ある鉱物調達

 品質・カスタマーサービス 097

097 マネジメントアプローチ

098 ハイライト

099 製品品質・品質マネジメント

101  製品の品質・安全性・ 

長期信頼性への取り組み

102 カスタマーサービス

103 顧客体験向上の取り組み

104 アクセシビリティ

ソニーグループ行動規範 
サステナビリティの考え方 002

編集方針 004

事業概要 005

  社会・環境課題解決への 
貢献 019

019 技術開発による貢献

021 事業支援による貢献

021 研究開発体制

 環境 022

022 マネジメントアプローチ

023 ハイライト

024 環境方針と目標

036 環境問題解決への貢献

038 製品・サービス

045 サプライチェーン

046 事業所

056 物流

057 製品リサイクル

061 環境コミュニケーション

ソニーのサステナビリティ 006

006 推進 体制

007 サステナビリティ担当役員メッセージ

008 マテリアリティ

009 活動サマリー

013 ステークホルダー エンゲージメント 

016 SDGsとソニーのかかわり

017 外部評価・外部表彰

ナビゲーションボタンの使い方

目次に移動

直前に表示していたページに移動

前のページに戻る

次のページに進む

レポート内の関連するページに移動

外部サイトに移動

Sustainability Report 2022

003



編集方針

編集方針

ソニーは、1994年より「環境報告書」を発行し、2003年から「CSRレポー

ト」として発行、2018年から「サステナビリティレポート」として発行してい

ます。

「サステナビリティレポート2022」 (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。8つの活動領域で構成し、2021年度の活動を中心に

掲載しています。本レポートはサステナビリティ担当上級役員の承認によ

り発行しています。

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

なお、文中では「ソニー」はソニーグループを指し、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。「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」をご参照く

ださい。

関連会社一覧

対象期間

2021年度 (2021年4月1日～ 2022年3月31日) 

一部に2022年4月以降の活動内容などを含みます。

発行

2022年8月 (前回発行日：2021年8月、年1回発行)

参考ガイドライン

本レポートは、「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」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スタンダード対照表

報告原則として重要性に対する考え方

マテリアリティを「中長期的な社会の変化および多様なステークホル

ダーのニーズを踏まえた、ソニーの価値創造に影響を与えるサステナビリ

ティに関する重要項目」と定義し、自社視点・ステークホルダー視点の両

面から「マテリアリティ分析」を実施しています。

マテリアリティ

第三者保証

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

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

する統合報告書「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、幅広いステークホルダーの皆様向けに、サステナビリティ・CSR

に関する活動などの非財務情報を報告する「サステナビリティレポート」を

発行しています。

財務・非財務情報の開示媒体

統合報告書 「Corporate Report」

「投資家情報」 ウェブサイト

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

• CEOメッセージ
• ソニーの価値創造
• 事業ごとの価値創造　
• コーポレート・ガバナンス

主に投資家・株主の皆様に向けた
事業の概況および財務情報・非財
務情報の開示

投資家向け説明会
• 経営方針説明会
• 決算・業績説明会
• 事業説明会
• ESG/サステナビリティ説明会

財務レポート
• 有価証券報告書
• 米国SEC提出書類

(英語サイト)

コーポレートガバナンス・ 
内部統制
• コーポレートガバナンス報告書

サステナビリティレポート

幅広いステークホルダーの皆様に
向けたサステナビリティ・CSRに関
する活動などの非財務情報の開示

• サステナビリティの考え方
• 社会・環境課題解決への貢献
• 環境
• 人材
• 人権の尊重
• 責任あるサプライチェーン
• 品質・カスタマーサービス
• コミュニティとのかかわり
• 企業倫理とコンプライアンス
• コーポレート・ガバナンス

各種開示媒体のご紹介

レポート

統合報告書

コーポレートガバナンス報告書

有価証券報告書

ウェブサイト

投資家情報

サステナビリティ
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事業概要

会社概要 (2022年3月31日現在) 

会社名

ソニーグループ株式会社
(Sony Group Corporation) 
2021年4月1日付でソニー株式会社 (Sony Corporation) から
商号変更

設立 1946年 (昭和21年) 5月7日

本社所在地 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

資本金 8,804億円

子会社数等

子会社：1,521社
関連会社：155社
うち、連結子会社： 1,488社 (ストラクチャード・エン

ティティを含む)
持分法適用会社：139社 (共同支配企業を含む)

連結従業員数 108,900名

上場証券取引所 東京／ニューヨーク

単元株式数 100株

決算期 3月

定時株主総会 6月

発行済株式の総数 1,261,081,781株

株主数 399,144名

地域別情報

セグメント別情報

所有者別の持株比率

有価証券報告書

Form 20-F

従業員数

従業員数

売上高および金融ビジネス収入

売上高および金融ビジネス収入

その他地域※2

6,008億円

アジア・太平洋地域※1

1兆1,493億円

中国
7,710億円

欧州
1兆8,701億円

米国
2兆7,660億円

日本
2兆7,643億円

※1 アジア・太平洋地域：東南アジア、インド、オセアニア、台湾地区、韓国
※2 その他地域：中近東、中南米、アフリカ、カナダ

9兆9,215億円
(2021年度 実績)

その他地域※2

3,600名

アジア・太平洋地域※1

17,300名

中国大陸・香港地区
7,100名

欧州
12,300名

米国
13,500名

日本
55,100名

108,900名
(2022年3月31日現在)

金融
1兆5,338億円

エンタテインメント・
テクノロジー&サービス
2兆3,392億円

イメージング&
センシング・ソリューション
1兆764億円

音楽
1兆1,169億円

映画
1兆2,389億円

ゲーム&
ネットワークサービス

2兆7,398億円

9兆9,215億円
(2021年度 実績)

その他  2,300名

全社 (共通)  6,000名

金融
13,200名

イメージング＆
センシング・ソリューション
18,100名

音楽
10,800名

映画
8,100名

ゲーム&
ネットワークサービス

10,200名

エンタテインメント・
テクノロジー&サービス

40,200名

108,900名
(2022年3月31日現在)

外国人  58.6% 金融機関  26.3% 個人・その他  10.6%

一般法人  1.1% 証券会社  1.5% 自己株式  1.9%
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推進体制

サステナビリティ推進体制

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上級役員の管轄のもと、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。

サステナビリティ推進の取り組み

• グループ全体のサステナビリティに関する活動方針策定

• サステナビリティ活動のモニタリング

• 経営層および事業への浸透

• ステークホルダーへの情報発信と対話

• 社内浸透

• 取締役会への報告

サステナビリティに関する活動方針策定および  
モニタリング

グループ全体のサステナビリティに関する活動方針の策定や浸透、活動

のモニタリングを行っています。また、ステークホルダー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の上、経営層

や本社関連部署 (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) と連携し、グループとしての対応方針を策定、

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などに展開し、サステナビリティ

の活動を推進していきます。

経営層および事業への浸透

2020年度より、上級役員の業績連動報酬の一部にサステナビリティに

関する取り組みについての評価指標を導入しました。また、2021年度より、

各事業が重視している人材や環境などのサステナビリティ課題への取り

組みについて、それぞれの中期計画に含めるとともに、KPIを設定し、事業

の業績評価の一部にも組み込んでいます。

ステークホルダーへの情報発信と対話

統合報告書、サステナビリティレポートなどの各種報告書の発行やESG

説明会、ウェブサイトなどを通じ、ソニーのサステナビリティに対する考え方、

取り組みの発信を行っています。

統合報告書

ESG/サステナビリティ説明会

サステナビリティ

社内浸透のための取り組み

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、社内浸透に向けたさまざまな取り組みを行って

います。

• サステナビリティアワードの開催

• サステナビリティフォーラムなどイベントの開催

• 全社員を対象としたグローバルオンライン会議における  

サステナビリティをテーマとしたセッションの開催

• 社内ウェブサイトでの情報発信

• e-ラーニング研修の実施

取締役会への報告とレビュー

サステナビリティ担当部署は四半期ごとに取締役会に対し活動を報告

しています。また、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。

取締役会

サステナビリティ担当上級役員

ソニーグループ (株)
サステナビリティ担当部署

本社関連部署 ビジネスユニット
グループ会社

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ
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サステナビリティ担当役員 
メッセージ

社会と地球環境に対する「責任」と「貢献」

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) と、「人に近づく」という経営の方向性のも

と、多様な事業をグローバルに展開しています。「ソニーグループ行動規

範」においては、「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。

ソニーが持続的に「感動」を提供し、社会価値を創出していくためには、

私たちが存在する社会、そして地球環境が健全であることが前提になりま

す。新型コロナウイルス感染症、世界各地で起こっている異常気象、また、

さまざまな形で生じている人道危機や人権に関する課題は、私たちの生活

にも、またソニーグループの事業にも大きな影響をもたらし、地球環境や

社会の健全性が、決して不変のものではないことを再認識させられました。

ソニーの事業活動に関連して生じる環境負荷や社会課題に正面から向

き合い、それらの削減・是正に努める「責任」を果たし、そしてソニーの技

術や事業を通じて、環境や社会課題の解決にも「貢献」していく、その重要

性が一層高まっていると感じています。

ソニーは、創業以来、社会にとって意義のある会社であり続けるという

理念を大事にしてきましたが、2018年以降は、吉田CEOのもとサステナ

ビリティを経営の重要な要素として位置づけ、取り組みを強化しています。

サステナビリティの取り組みを本社中心の活動から事業に統合し、事業を

通じた価値創出の強化に注力してきました。ソニーには多様な事業があり

ますが、それぞれの事業の経営トップがリードする形で、サステナビリティ

の取り組みが推進されています。

多様な経験と専門性を有する社外取締役を中心とした取締役会におい

ても、サステナビリティ、ESGは重要テーマと位置づけられており、定期的

にサステナビリティ課題や活動に関する報告を受けるとともに、サステナ

ビリティ方針を審議し、承認しています。また、サステナビリティ観点での

ガバナンスを強化すべく、2020年度からは、上級役員の業績連動報酬の

一部に、サステナビリティに関する取り組みについての評価指標を導入し

ています。さらに、2021年度からは、各事業が重視している人材や環境

などのサステナビリティ課題への取り組みについて、それぞれの中期計画

に含めるとともに、KPIを設定し、事業の業績評価の一部にも組み込んで

います。

地球環境については、「責任」と「貢献」の両面から取り組みを強化して

います。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

活動しており、2010年には、自社の事業活動および製品のライフサイクル

を通して、地球環境に及ぼす負荷を2050年までにゼロとすることを目指

す長期環境計画「Road to Zero」を公表し、「環境負荷ゼロ」を総合的に実

現するまでのロードマップを描き、活動してきました。

「Road to Zero」は、ソニーの地球環境への「責任」と位置づけています

が、世界的に気候変動リスクが顕在化・深刻化し、脱炭素化社会への移行

に向けた対応が喫緊の課題となる中、2022年5月に気候変動領域におけ

る環境負荷ゼロの達成目標年を10年前倒しすることを決定しました。

2040年までに、スコープ3までを含めたカーボンニュートラルの実現を目

指します。また、自社オペレーションで使用する電力を再生可能エネルギー

100%とする達成目標も2040年から2030年に前倒しします。達成に向

け、事業所における継続的な環境負荷低減、ソニー製品の省エネ化のさら

なる推進、パートナーへの働きかけ強化、炭素除去・固定への貢献などの

施策を実施していきます。

また、ソニーは自社の技術や事業、およびパートナーとの共創により、

地球環境への「貢献」にも積極的に取り組んでいます。ひとつの事例とし

て、インテリジェントビジョンセンサーが挙げられます。AIを活用した画像

解析処理により、セキュリティ・プライバシーに配慮しつつ、クラウドへの

データ転送量を減らすことができ、同時に消費電力の削減が可能となりま

す。さまざまなパートナー企業と協力し、このインテリジェントビジョンセ

ンサーを活用した次世代ソリューションの開発・提供を進めています。

近年、人権に関する企業の課題が複雑で多様化しています。ソニーは

事業活動にかかわる全てのステークホルダーの人権を尊重し、潜在的な

人権への負の影響の防止と軽減を推進しています。

ソニーは人を軸とした多様な事業を通じて、社会に価値を創出すること

を目指し、多様なバックグラウンド、ジェンダー、障がいのある方など、さ

まざまな個を強みとする、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン 

(DE&I) をソニーグループ全体として推進するとともに、社会とのかかわり

のなかでも多様性や社会正義に関する取り組みを進めています。

2020年に「Global Social Justice Fund」を設立し、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DE&Iの推進を世界

各地で行っています。また、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、「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。さらに、2022年3月には、ウクライナで影

響を受けている方々や周辺地域に避難された方々への人道支援のため、

関係する国際機関やNGO団体への寄付、社員募金などを実施しました。

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について

は、これまで推進してきた「ソニーサプライチェーン行動規範」を通じた取

り組みを強化するとともに、さまざまなグローバル企業やその他のステー

クホルダーと協力した取り組みも推進しています。

ソニーではサステナビリティに関する取り組みを、ESG説明会や、統合

報告書、サステナビリティレポートなどを通じて積極的に発信しています。

そして、ステークホルダーとの対話も重視しています。ソニーグループの社

員も重要なステークホルダーですが、サステナビリティへの取り組みは、

経営トップのコミットメントとともに、社員一人ひとりが自分ごととして捉

えられるかが重要であり、そうした企業文化を醸成するための取り組みも

推進しています。社内表彰制度としてサステナビリティアワードを設置し

各事業や各地域の取り組みの推進を後押ししています。また、グループ社

員に向けたオンラインでの全体会同を通じた情報発信やフォーラムを開催

し、社員の意識向上を図っています。

今後もさまざまなステークホルダーと継続的な対話を重ね、サステナビ

リティの取り組みをより一層進化させ、社会と地球環境に対する「責任」を

果たし、「貢献」して参ります。

神戸 司郎
ソニーグループ株式会社

執行役　専務

サステナビリティ担当
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Step 1 マテリアリティ項目の抽出・整理

Step 2 自社視点およびステークホルダー視点での評価

Step 3 最も重要なマテリアリティ項目の特定

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、多様な事業をグローバルに展開しています。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。

さまざまな社会環境変化、ステークホルダーからの要請などを踏まえ、

2022年度にソニーグループ全社視点でのサステナビリティの重要項目 

(マテリアリティ) の見直しを実施しました。見直しにあたり、Purposeを構

成する「クリエイティビティ」や「テクノロジー」は、人と事業の「ダイバーシ

ティ」とともに、ソニーの「価値創造のドライバー」として位置づけ、マテリア

リティを「中長期的な社会の変化および多様なステークホルダーのニーズ

を踏まえた、ソニーの価値創造に影響を与えるサステナビリティに関する

重要項目」と定義しました。

マテリアリティ分析プロセス

Step 1：マテリアリティ項目の抽出・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

ティ項目を選定しました。これらの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」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

「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。

自社視点での重要性は、ソニーグループの本社機能を担当する上級役

員が、中長期的にソニーの価値創造能力に与えるポジティブもしくはネガ

ティブなインパクトの観点から、各項目を評価しました。

また、ステークホルダー視点での重要性は、NGO、投資家、ESG評価

機関、メディアなどが公表している情報などに基づき、各項目を評価しま

した。

Step 3：最も重要な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、経営層および取締役会のレ

ビューを経て、最も重要なマテリアリティ項目を特定しました。

分析の結果とソニーグループのマテリアリティ項目

前述のプロセスで評価した結果、「気候変動」、「ダイバーシティ、エクイ

ティ＆インクルージョン」、「人権の尊重」、「サステナビリティに貢献する技

術」を最も重要なマテリアリティ項目として特定しました。

本レポートにおいては、上記の最も重要な項目を含むマテリアリティ項目

に関して、環境、人材、人権の尊重、責任あるサプライチェーン、品質・カス

タマーサービス、コミュニティとのかかわり、企業倫理とコンプライアンス、

コーポレート・ガバナンスの8つの活動領域に分類して報告しています。
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活動サマリー

活動領域 注力事項 2021年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

環境
• 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

気候変動

• 製品1台あたりの年間消費電力量 ：3.3%増加 (2018年度比) 

• 事業所の温室効果ガス排出量 ：8.4%増加 (2020年度比) 

• 再生可能エネルギー由来電力使用 (再エネ電力率) ：14.6%

• 国際間・域内における物流GHG排出量 ：4.6%増加 (2018年度比) 

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 ：3.1%削減 (2018年度比) 

• 製品1台あたりのプラスチック包装材使用量 ：15.2%削減 (2018年度比) 

• 事業所の廃棄物発生量原単位 ：7.6％悪化 (2020年度比) 

• 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などの代替を推進

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

• Food for the future (フード・フォー・ザ・フューチャー) プロジェクトを展開し、

環境配慮ガイドブックの社員への配布、環境配慮食材を使用したメニューを社

員食堂で提供

• 2040年のカーボンニュートラル、2050年の環境負荷ゼロに向け、

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

 – 2030年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

 – 2030年に自社オペレーションにおける直接・間接排出 (スコー

プ1、2) のカーボンニュートラルの達成

 – 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

 – 炭素除去・固定への探索と貢献

 – 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

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーグループ ポータルサイト 
環境

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

ステークホルダーエンゲージメント 
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活動領域 注力事項 2021年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

人材 • 社員一人ひとりの挑戦心と成長

意欲を支援し、多様な人材が個

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

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン

• 女性管理職比率10.5% (日本国内全グループ　2022年3月末時点)

• 障がい者雇用率2.87% (ソニーグループ株式会社　2022年3月末時点)

• The Valuable 500のIconic Companiesの1社として参加し、プロジェクトのひ

とつであるメディアハブを支援

社員の成長と活躍、社員エンゲージメント

• 個に即したコンテンツや幅広いトピックのオンラインコースなど、より活用しや

すい学習機会の提供

• 社員各自がキャリア形成と自己成長を意識する環境の推進

• 基幹人材の成長を支援するソニーユニバーシティにおいて、全事業から受講生

を受け入れ、多様なトップマネジメントの参画によりプログラムを拡充

• 社員意識調査参加率91%、エンゲージメント指標89% (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) 

労働安全衛生

• ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した安全衛生施策の実施

• ISO45001認証取得を推進し、全世界50拠点のうち23拠点にて統合認証取得

済み

• 「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」に注力

• 安全で健康に働ける環境の整備

• 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

していく

人材

統合報告書

ソニーグループ ポータルサイト 
ダイバーシティ、エクイティ&イ
ンクルージョン

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

• 人権インパクト評価を踏まえ、重点領域を定め、優先的に取り組みを進める領

域を「責任あるサプライチェーン」、「多様性の尊重」、「責任あるテクノロジー開

発および使用」と特定

• 人権デューデリジェンスを推進するためのワーキンググループを設置し、必要な

措置の検討と継続的なモニタリングを実施

• 「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

を支援

• ソニーグループ全体の事業活動およびバリューチェーンにおける

人権リスク分析およびモニタリングの継続

• 人権デューデリジェンスを継続して実施し、潜在的な人権への負

の影響の防止と軽減への取り組みを強化

人権の尊重

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12拠点、新規および既存サプライヤー 796工

場に対するCSRアセスメントの実施

• 全ての取引先サプライヤーへのサステナビリティ動画配信

• RMAP Audit Program (製錬所監査費用補助ファンド) への寄付

• 自社およびサプライヤーへの「ソニーサプライチェーン行動規範」

遵守徹底の強化

• 社員への研修に加えて、サプライヤーとのコミュニケーションを通

じて啓発活動を強化

• 高リスク鉱物の調達について、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策を強化

責任あるサプライチェーン

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

ステークホルダーエンゲージメント 
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活動領域 注力事項 2021年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

品質・
カスタマーサービス

• お客様の期待を超える品質とカ

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な改善

• 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

• ご相談窓口、カスタマーサービスの改善によるお客様満足度向上に向けた取り

組みを継続

• 顧客体験向上の取り組みの一環として、人間中心設計 (HCD) のプロセスを通

じ、お客様視点に立った活動を継続、およびHCDの専門家を認定する制度を開

始

• アクセシビリティに十分配慮した製品やサービスを提供するためにインクルーシ

ブデザインの取り組みを推進

• 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、お客様の期待を超える品質を提供

• 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・カスタマーサービスに取り入れるサイクルを

継続

• 人間中心設計 (HCD) のプロセス強化とHCD人材育成

• アクセシビリティ、インクルーシブデザインの推進を継続

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 
人間中心設計の取り組み

アクセシビリティ

コミュニティとの
かかわり

• 「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35億円

• 子ども向け教育プログラムの実施  

 (約2,600回のワークショップ開催、約29万名参加)

• 「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を活用し、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  

 (2021年度支出:約16億円)

• 「Global Social Justice Fund」を活用し、社会正義や人権保護に関する取り組

みを支援  

 (2021年度支出:約27億円)

• 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、

取り組む

• 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

ウを生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

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

企業倫理と
コンプライアンス

• 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

• 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定

期的な見直し

• プライバシーをめぐる環境の変

化や技術の発展に応じたプログ

ラム強化および継続的な実施

• AI倫理に取り組む体制と活動の

強化

• 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

• 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：2021年度407件)

• 「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

• プライバシーに関する主要な環境変化に対応するため、グローバルのプライバ

シーマネジメント体制の強化およびプログラムを実施

• 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アセスメントプロセス

の効率化・全従業員へのプライバシー研修の実施

• エレクトロニクス製品やサービスの開発ライフサイクルにおいて、AI倫理アセス

メントを開始

• AI倫理に関する社員への教育啓発活動を実施

• 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、トップマネジメ

ントによる率先垂範、研修の充実などの取り組みを継続

• 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

の結果に基づくプログラムの見直しを継続

• テクノロジーやプロセスの改善による、プライバシーにかかるオペ

レーションのさらなる効率化

• プライバシー関連社内規則の遵守状況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

• AI倫理アセスメントプロセスの改善と運用の効率化

• AI倫理に関する教育啓発活動の改善と継続実施

企業倫理とコンプライアンス

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材
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推進体制
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活動領域 注力事項 2021年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

コーポレート・
ガバナンス

• 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

強化

• ソニーグループに損失を与えう

るリスクの管理

• 情報セキュリティ管理の体制・活

動の強化

• 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

コーポレート・ガバナンス体制の強化

• ESG・サステナビリティに関する事項につき、取締役会に対する定期的な報告を

継続して実施

• 経済安全保障および地政学に係るリスクに対する監督の強化

• 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

• 取締役の経験・専門性 (スキルマトリックス) に関す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

リスク管理

• 新型コロナウイルス感染症流行によるソニーグループ危機管理体制下での社員

などの安全確保および事業への影響最小化のための施策を継続実施

• 危機管理体制の機能維持および強化、事業中断リスク低減のための基本行動

マニュアルの見直しおよび訓練などの実施

情報セキュリティ

• 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

• 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

税務戦略

• 事業目的と事業実態に沿った税務運営、および取締役であるCFOおよび監査

委員会への税に関する報告を継続

コーポレート・ガバナンス

• 取締役会における多様性と継続性確保に向けた、取締役候補の
選定

• 以下の重要事項について重点的にレビューし、効果的な監督を行う
ESG・サステナビリティ
情報セキュリティ (サイバーセキュリティ含む) 
経済安全保障および地政学にかかるリスク
成長領域・新規事業

• 新たな株式報酬施策の導入および報酬ガバナンス施策の強化

• 監査委員による事業所に対する往査および会計監査人・内部監査
部門との効果的な連携

リスク管理

• 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・各地域の貿易制限、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、製造事業所などの火災リスク低減

情報セキュリティ

• 業界のベストプラクティスなどをもと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

• 税務に関する事項について、税務当局とのオープンで透明性ある

関係の構築を継続

• 将来の税制が公正で対応可能なものとなるよう、税制改正および

税制の方針に関して政府およびOECDヘの協力を継続

コーポレート・ガバナンス

統合報告書

ソニーグループ ポータルサイト 
コーポレートガバナンス・内部
統制

有価証券報告書等
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ステークホルダー 
エンゲージメント

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、事業説明会/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

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、社内ウェブサイトなど

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
• 災害人道支援
• 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
• 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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり
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責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ
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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。

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

Responsible Business 
Alliance (RBA) エレクトロニクス業界のサプライ

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

• 設立メンバー (旧EICC)
• 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」の制定

• 2020年よりRBA取締役会メンバー
の一員

企業市民協議会 (CBCC)

経団連のイニシアティチブにより設立
海外で事業活動を行う日系企業が、
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

• 創業者のひとりである盛田昭夫が
初代会長

• 現在も積極的に参画を継続

BSR

CSRに関する専門知識を有するグ
ローバルな非営利団体

• 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

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

セーブ・ザ・チルドレン
日本を含む世界120カ国で子ども支
援を行う民間・非営利の国際組織
生きる・育つ・守られる・参加する「子
どもの権利」が実現された世界を目指
し、緊急・人道支援や教育など多岐に
わたる分野で活動

• 共同で災害人道支援にかかわるプ
ロジェクトやファンドを立ち上げ、継
続的に次世代を担う子どもたちへ
の支援活動を実施

The Valuable 500

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

• 2019年に加盟
• 署名企業500社から推進役として
国や地域、業界をリードする「Iconic 
Companies」のうちの1社として
選定

G20 EMPOWER

経済・ビジネスにおける主要な役割
を担う女性の増加とエンパワーメント
達成のための民間セクターのアライア
ンス

• 2020年に日本での活動を支援する
アドボケート企業として参画

国連プロジェクト・サービス機関
(UNOPS)

インフラ建設や、医薬品・医療機器・
車両等の物品・サービスの調達と提
供をはじめとしたプロジェクトの実施
に特化した国連機関

• 2020年に協業契約を締結
• 「Sony Startup Acceleration 

Program」を通じた技術開発や人
材育成などの支援

責任あるサプライチェーン

コミュニティとのかかわり

人材
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団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

TCFD

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

• 2019年にTCFD提言への賛同を
表明

• 「TCFDコンソーシアム」に参加

RE100
The Climate GroupがCDPとのパー
トナーシップのもとで主導する国際的
なイニシアティブ
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

• 2018年に加盟
• 2030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宣言

• 2022年にRE100アドバイザリー委
員会の1社に選定

Race To Zero Campaign

国連気候変動枠組条約事務局
(UNFCCC) が2050年までに温室効果
ガス排出量実質ゼロ達成に向けた行
動を呼びかける国際的なキャンペーン

• 2021年に参加

Business Ambition for 1.5℃

国連グローバル・コンパクト、 We 
Mean Business、SBTiが主導し、温
暖化による世界の気温上昇を1.5℃
未満に抑える目標づくりを呼びかけ
る活動

• 2020年に参加

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

気候変動イニシアティブ (JCI)

日本において気候変動対策に積極的
に取り組む企業や自治体、NGOなど
の情報発信や意見交換を強化するた
めのネットワーク

• 2018年から参加
• 日本政府に対する提言に賛同署名
• 政府関係者と企業との対話に参加

世界自然保護基金 (WWF)
クライメート・セイバーズ・プログラム

企業とWWFがパートナーシップを結
び、温室効果ガスの削減計画策定と
その実施を進めていくプログラム

• 2006年からプログラムに参加
• 2021年にWWFジャパンと3年間の
包括的コーポレート・パートナー
シップ契約を締結し、気候変動分野
に加え、森林保全を通じた生物多様
性保全分野で協業

Playing for the Planetアライアンス

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

• 2019年よりソニー・インタラクティ
ブエンタテインメント (SIE) が参画

Music Climate Pact

英国レコード産業協会とAssociation 
of Independent Musicにより設立さ
れた、音楽業界全体で脱炭素化を推
進するためのグローバルプラット
フォーム

• 2021年にソニー・ミュージックグ
ループがソニー・ミュージックエンタ
テインメント (UK) を代表して参加
署名

環境
GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス
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SDGsと 
ソニーのかかわり

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) と「人に近づく」という経営の方向性のもと、

「人」を軸に多様な事業を展開しています。人々が感動で繋がるためには、

私たちが安心して暮らせる社会や健全な地球環境があって初めて成り立

つという認識のもと、イノベーションと健全な事業活動を通じて、持続可

能な社会の発展に貢献することを目指しています。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、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

た事業活動によりSDGsの達成に貢献できると考えています。

サステナビリティへの取り組みとSDGs

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。

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、

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、

2030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。

環境

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I) 

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、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、

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。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

人権と多様性

社員やクリエイターをはじめ事業活動にかか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。

ソニーの人権の尊重に関する基本的な方針を「ソニーグループ行動規範」

で定め、全社員に行動規範の周知徹底を行っています。また、2020年に

設立した「Global Social Justice Fund」を通じ、社会正義、人権保護や

DE&Iの推進に取り組んでいます。

こうした取り組みを通してゴール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。

人権の尊重

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。

責任あるサプライチェーン

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。

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。

コミュニティとのかかわり

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス
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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。

外部評価・外部表彰

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.

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 criteria of the FTSE4Good and FTSE Blossom Index Series and has satisfied the 
requirements to become a constituent of those index series. Created by the global index provider FTSE Russell, those index series are 
designed to measure the performance of companies demonstrating strong Environmental, Social and Governance (ESG) practices and 
used by a wide variety of market participants to create and assess responsible investment funds and other products.

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.

ESGインデックス組み入れ状況

ESGに関する外部評価・インデックス組み入れ状況一覧

ESGに関する外部評価

●  CDPの気候変動と水資源管理に関する調査において、それぞれ最高

評価の「Aリスト」企業に選定 (2021年12月) 

●  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、2021 

CDPサプライヤーエンゲージメント評価においてサプライヤー・エン

ゲージメント・リーダーに選出 (2022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、4年連続で

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

に選定 (2022年3月) 

●  MSCI ESG評価格付けにおいて、3年連続で最高評価のAAAの格付

けを獲得 (2021年12月) 
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ステークホルダーエンゲージメント 

SDGsとソニーのかかわり

外部評価・外部表彰

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

017

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/externalevaluation/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/externalevaluation/


サステナビリティに関する主な外部表彰一覧

※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。

2021年度 (受賞順) 

サステナビリティに関する外部表彰一覧

表彰名称 対象 主催 取得年月

Sustainable Materials Management Electronics Challenge
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

米国環境保護庁 2022年3月

2021 World’s Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業) ソニーグループ株式会社 エシスフィア・インスティテュート (米国) 2022年3月

AsiaStar 2021 Awards (Consumer Package) 
Sony’s Original Blended Material：
ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM4」パッケージ

アジア包装連盟 2022年2月

WorldStar Awards 2022 (Electronics) 
Sony’s Original Blended Material：
ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM4」パッケージ

世界包装機構 2022年2月

Corporate Equality Index 2022 (職場におけるLGBTQ平等指数) 
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・
エレクトロニクス

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団 (米国) 2022年2月

2021年総理大臣産業賞 (環境保全部門) ソニー・テクノロジー・タイランド　チョンブリ工場 工業省 (タイ) 2021年12月

PRIDE指標2021 ゴールド認定 ソニーグループ株式会社および国内グループ17社 work with Pride 2021年11月

第15回キッズデザイン賞 TEPIA特別賞 toio™専用タイトル『おんがくであそぼう ピコトンズ™』 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 2021年9月

2021日本パッケージングコンテスト (電気・機器包装部門賞) ヘッドホン包装の脱プラスチックの取り組み 公益社団法人 日本包装技術協会 2021年8月

2021日本パッケージングコンテスト (公益社団法人 日本パッケージデザイン協会賞) 
Sony’s Original Blended Material：
ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM4」パッケージ

公益社団法人 日本包装技術協会 2021年8月
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ソニーは「感動」、「人」を軸とした経営を行っており、人々が感動で繋が

るためには、私たちが安心して暮らせる社会や健全な地球環境があって

初めて成り立つという認識のもと、技術や事業によって社会や環境の課題

解決へ貢献することを重視しています。

技術開発による貢献

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

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (以下、SSS) 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」の商品化を発表しました。SSS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、クラウド側でAI処理を行うシステムが一般的になって

いますが、IoTデバイスの増加ととも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AI処理が注目さ

れています。

SSSが開発した「IMX500」は、対象物を意味情報であるメタデータで出力

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「IMX500」を活用した次世代ソリューションのひとつとして、気候

変動問題に対する取り組みを進めています。現在、商業ビルの多くは、人

がいるかどうかに関係なく暖房や換気、空調システムを稼働させ、エネル

ギーを使用し続けるという課題があります。コンピュータビジョンのソ

リューション開発を行う米国Nomad Go社は、この課題の解決を目指し、

「IMX500」とマイクロソフト社のAzure AIを使い、インテリジェントビル

ディングのソリューションを効率的に開発しました。これは空間における

人の占有状況、人数や滞在時間を検出し、必要に応じて正確に部屋の空

調を調整し、エネルギー使用量とそれにともなう温室効果ガスの排出量を

削減するものです。さらに、SSSは2021年10月にエッジAIセンシングプラッ

トフォーム「AITRIOS™」※の提供開始を発表しました。AITRIOSは、開発の

担い手となるさまざまなパートナー企業に対して、ソリューションの効率

的な開発・導入を支援するために必要な機能などをワンストップで提供し

ます。本プラットフォームは、エッジとクラウドが共働し、地球環境に配慮し

た最適なシステム構築を支援することで、クラウドシステムが抱える課題

解決を後押しします。

※  AITRIOS、およびそのロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商

標または商標です。

ニュースリリース：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 2タイプを商品化

マイクロソフト社と協業したイノベーションラボの取り組み：気候変動
問題に対応するインテリジェントビルディング

AITRIOS (アイトリオス) ｜エッジAIセンシングプラットフォーム

サステナブル社会の実現へ向けたIoT技術：  
ソニーの地球みまもりプラットフォーム

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、海岸といったさまざまな地点を絶えず見守

ることで、異変の予兆を察知し、問題を未然に防ぐことが重要です。しか

し、そのような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地球規模のセンサーネットワークが必

要となります。

ソニーは、この仕組みを実現する多様な技術を有します。
●  AI処理機能をセンサー内に搭載したインテリジェントビジョンセンサー

「IMX500」

エッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS」

社会・環境課題
解決への貢献
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協生農法®※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、もともと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・農薬を必要としません。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

を提供する活動をしています。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。

※ 「協生農法」は株式会社 桜自然塾の登録商標です。

STAR SPHERE

2020年8月、ソニーは東京大学および宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 

との共同開発・技術実証契約の締結とともに、ソニーのカメラ機器を搭載

し、ユーザーによる操作・撮影を可能とする超小型人工衛星の開発を発表

しました。

これまでの宇宙利用は、惑星探査、宇宙通信・観測などの産業目的が

一般的であり、有人飛行も宇宙飛行士など一部の人しか体験できません

でした。一般の人々が宇宙を身近に体験し、「宇宙の中の地球」という観

点で、地球を再認識することが持続可能な社会・環境の課題を解決する

上で大切だと考え、「宇宙を解放する」ことをテーマに、ソニー、東京大学

とJAXAの3者は「STAR SPHERE」プロジェクトを発足し、人工衛星を2022

年度に打上げることを目指しています。

STAR SPHEREの衛星は360度の自由度の高い姿勢制御を可能とし、

表情豊かなオーロラの色彩など、一般の人々が地球や星の新たな姿をカ

メラを通して探索・発見することができる予定です。衛星周回の半分は夜

間となるため、ソニー製の高感度イメージセンサーを搭載することにより、

夜の経済活動の可視化など、環境効率の高い衛星運用にも寄与します。

衛星が地上アンテナの上空を通過するタイミングでは、カメラからのライ

ブ映像を確認しながら、リアルタイム操作撮影により、“宇宙とリアルにつ

ながる体験”を提供することを目指していきます。

協生農法®

壊れゆく地球環境を農業から立て直す［動画］

ニュースリリース：新会社 株式会社SynecOを設立

生態系の仕組みを生かしながら有用植物を育てる協生農法・拡張生態系

●  バッテリー駆動でありながら高度な認識を可能とする「SPRESENSE™」

に代表される超低消費電力エッジAIデバイス
●  低ビットレートながらも省電力で1,000kmを超える長距離伝送を可能

とする無線信号処理技術
●集められたデータから有用な予測を行う「Prediction One」など

これらを組み合わせることで、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、それらのデータを低軌道衛星で収集、AI処理を通

じて必要な情報を人類社会に伝えます。このコンセプトを、ソニーでは

「MIMAMORI」と呼び、人々の行動変容を促す仕組みとして、その実現の

ための研究開発に取り組んでいます。現在、独立行政法人国際協力機構 

(JICA) との包括的業務提携・協力や、北海道大学内に設立した「ソーシャ

ル・イノベーション部門 for プラネタリーバウンダリー」などの枠組みのも

と、社外のパートナーとも協業しながら、地球のさまざまな場所で共同研

究や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未然に防ぐ、
MIMAMORIのイメージ

ソニーの地球みまもりプラットフォーム

ELTRES

ソニー独自の低消費電力広域 (LPWA) 通信規格ELTRES™に対応した
無線実験装置が宇宙での信号受信に成功

Prediction One

従来の衛星操作は専門技術者が行っていましたが、一般の人々が簡

単・快適に操作できるよう、ソニーの3次元ウェブマップ「Mapray」技術を

活用し、美しい表現力 (地図データを3次元用に最適化) とウェブコンテン

ツによる直観的な操作性を備えた、撮影シーケンス設定や撮影予約を行

う撮影シミュレータのプロトタイプを、2022年1月に公開しました。
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事業支援による貢献

新規事業支援プログラム

Sony Startup Acceleration Program (SSAP) は、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2014年に開始しま

した。アイデア創出から可視化、事業検証、社会実装、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。これまで社内外・国内外で培っ

てきた新規事業育成や事業立ち上げの経験とノウハウを、スタートアップ

支援サービスとして、ソニーグループ社内、大企業内新規事業、ベンチャー

企業や中小企業、NPOや教育／人材開発機関、事業／研究開発機関など

に提供しています。SSAPではあらゆる人の発想を実現させ豊かで持続可

能な社会を創り出すことを目指し、各社・機関とのオープンイノベーション

に取り組んでいます。

コーポレートベンチャーキャピタル

ソニーは長期にわたり、世界各国で新事業創生のエコシステムに参加

し、ベンチャー企業の事業成長支援に貢献してきました。そして、2016年

に設立した「Sony Innovation Fund」や2019年の「Innovation Growth 

Fund」、2020年に設立した地球環境問題へ取り組む企業を支援する

「Sony Innovation Fund : Environment」に加え、2021年には業界に先

んじて投資先各社のESG取り組み支援プログラムを導入しました。また、

2021年7月に「ソニーベンチャーズ株式会社」を設立し、今後大きな成長

が期待できる産業分野のベンチャー企業を対象とした新規投資ファンド

「Sony Innovation Fund 3 L.P.」の運営を2022年2月に開始しました。

「Sony Innovation Fund 3 L.P.」は、ESGをより重視して投資およびベン

チャー企業の支援を行うことで、社会の進歩発展および持続可能な社会

の実現に貢献することを目指しています。

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。

R&Dセンター

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として1988年に設立されました。

現在は惑星規模の課題もスコープに入れ、活動しています。研究者の自

由意思を尊重し、創造性と創意工夫を駆使した研究活動を通じて、より良

い未来を創り出すことに注力しています。

2022年現在、ソニーCSLは、東京・パリ・京都・ローマを活動拠点に、生

態系、都市計画、エネルギーなどの社会課題から人間の能力や創造性の

拡張、そしてAIやデータ解析まで多様なテーマの研究と研究成果の社会

還元・実装に取り組んでいます。

また、宇宙は地球について学ぶ「場」でもあり、エンタテインメントの力

で宇宙視点を人々に広めていくため、学校・教育機関との「宇宙感動体験

コンペティション」の取り組みを開始しました。

今後も宇宙からの視点を人々に提供することで、人々が地球を大切に

する心を育み、世界中でその価値観が共有される、持続可能な社会の実

現に貢献することを目指します。

STAR SPHERE-Space Inspiration Project

【連載】宇宙を解放！「STAR SPHERE」プロジェクトの裏側

関連情報
環境問題解決への貢献

テクノロジー

Sony Startup Acceleration Program

Sony Innovation Fund

ニュースリリース：ソニーベンチャーズ株式会社　新規投資ファンド
「Sony Innovation Fund 3 L.P.」を設立

研究開発体制

R&D

ソニーの研究開発組織 (コーポレートR&D) では、将来のグループ全体の

事業ポートフォリオを想定しながら、一定の財務規律のもとで資源を投下して

います。多様な事業で活用が期待できる技術を優先し、「リアリティ／Reality」

「リアルタイム／Real-time」「リモート／Remote」の3Rテクノロジーをはじ

め、AIやセンシング、セキュリティなどの技術テーマにも注力していきます。

コーポレートR&Dは、日本、中国、インド、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。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

Sony CSL

ソニーAI

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。ソニー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・ゲームなど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

発で社会に貢献していきます。

Sony AI (一部英語のみ)

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり
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責任あるサプライチェーン

人権の尊重
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環境

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

であって初めて成り立ちます。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。その後、2022年5月には、

気候変動領域における環境負荷ゼロの達成年を2040年に前倒ししました。

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。

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。

また、グループの本社環境機能として個別の活動領域を担当する専門

機能を設置し、最高責任者としてソニーグループ株式会社の執行役がこ

れらの環境専門機能を統括しています。

今後に向けて

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」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、持続可能な社会の共創に継続的に取り組んでいます。また、

2030年には、自社事業所で使用する電力を100%再生可能エネルギー化

するとともに、自社オペレーションにおける直接・間接排出 (スコープ1、2) 

をカーボンニュートラルとします。そして2035年にはスコープ3の製品使

用時におけるGHG排出量を45%削減、2040年にはスコープ1、2、3の全

てにおいてGHG排出量実質ゼロを目指します。今後も“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。

これまでの取り組み

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 欧州地域の全事業所の電力を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に認定

2018年 国際的イニシアティブ「RE100」に加盟

2022年 環境計画「Road to Zero」気候変動領域の達成年、「RE100」
達成目標の前倒しを発表

 Science Based Targets ネットゼロ目標に認定

製品1台あたりの
プラスチック包装材使用量

－15%
(2018年度比)

2021年度実績

事業所の再生可能エネルギー
由来電力率

14.6%

エンタテインメントコンテンツを活用し、
持続可能性の課題について啓発

累計4.3億人以上に

環境データ 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」

マネジメントアプローチ

GRIスタンダード対照表
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企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト

環境方針と目標

環境問題解決への貢献

製品・サービス

サプライチェーン

事業所

物流

製品リサイクル
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環境
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ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

022

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/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/


Highlight

気候変動対策の加速
現在の進捗と目標の前倒し
脱炭素社会への移行は、世界の喫緊の課題です。ソニーは、温

室効果ガス (GHG) 排出ゼロを目指す「責任」と、業界や社会のイ

ノベーションを支援する「貢献」の両面で、気候変動対策に注力し

ています。

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

て活動しており、2010年に策定した環境計画「Road to Zero」で

は、2050年に環境負荷ゼロとすることを目指し、気候変動、資源、

化学物質、生物多様性の4つの視点で、それぞれにゴールを設定

し、「環境負荷ゼロ」を総合的に実現するまでのロードマップを描

いています。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GHG排出量ゼロを目標に掲げました。そして、当該目標から

のバックキャスティングで5年ごとの中期環境目標を設定し、各事

業で活動計画を推進してきました。

一方、昨今の社会の動きとしては、気候変動の脅威がさらに顕

在化し、国際的なイニシアティブであるScience Based Targets 

(SBT) では、2015年のパリ協定で定められた2℃目標ではなく、

世界的な気温上昇を産業革命以前の水準から1.5℃とする新たな

目標水準を定めているほか、世界の各企業では気候変動対策の

一層の加速が求められています。

こうした中、ソニーは2022年5月、スコープ1から3までを含む

バリューチェーン全体でのネットゼロの達成目標を2050年から

2040年へ前倒しし、スコープ1、2の排出は2030年までにカーボ

ンニュートラルとすることを発表しました。また、自社オペレーショ

ンでの再生可能エネルギー (以下、「再エネ」) 100%の達成目標

についても2030年へと10年繰り上げました (右図参照) 。なお、

2040年のネットゼロ目標は、2022年8月にSBTのネットゼロ目

標として認定されました。

新目標達成に向けた重点取り組み
新たな目標達成に向けては、引き続き各拠点での再エネ導入

や、全社を挙げた省エネルギーの推進に力を注ぎます。2021年4

月に竣工したイメージセンサーの生産拠点である長崎テクノロ

ジーセンターの増設棟「Fab 5」では、半導体製造用クリーンルー

ムの冷凍機やボイラーにおいて、AIを活用した高度な運転制御技

術を採用するとともに、ボイラーの動力として他の生産装置の排

熱を再利用するシステムを導入しました。これにより、クリーンルー

ムのエネルギー消費効率を2015年度比で30%改善しています。

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排出量の割合が多いことから、製品設計などにおけ

るイノベーション追求と同時に、社会全体の脱炭素化に向けた取

り組みを加速します。具体的には、2020年に設立したSony 

Innovation Fund：Environmentなどによる環境技術スタート

アップへの投資検討のほか、各国政府や業界団体への提言など

を行っていきます。あわせて、2040年のネットゼロ実現に向けて

は、残渣排出量に対する炭素除去が重点課題となります。グルー

プ会社である株式会社SynecOの協生農法®をはじめとする拡張

生態系の普及事業にともなう炭素吸収のクレジット化の検討な

ど、現時点からさまざまな技術を見極めながら、技術的な除去・

生態系による吸収の両面から炭素固定に貢献していきます。

製品使用時

45％削減
(2018年度比)

サプライヤーへの
エンゲージメント目標※

製品ライフサイクル全体

ゼロ
製品ライフサイクル全体

ゼロ

Scope 1・2

Scope 3

全体

Scope 1・2

カーボン
ニュートラル
自社オペレーション

電力由来ゼロ

炭素除去

段階的に開始

自社オペレーション

電力由来ゼロ

事業所

72％削減
(2018年度比)

20302025 2035 2040 2045 2050

注) グレー文字は、これまでの目標　　　※ サプライチェーンGHG排出量の10％相当のサプライヤーがSBT相当の目標を設定

「Road to Zero」

ロードマップ見直し
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ハイライト
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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。

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※の排出ゼロを目指します。

※  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。

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。

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、「ソニー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。なお、2022年5月、気

候変動領域における環境負荷ゼロの達成年を2050年から2040年に前

倒ししました。

ソニーの環境計画「Road to Zero」

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。

環境方針と目標

ソニーが取り組む環境の4つの視点
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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。

※  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

性の損失や地域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上に、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※1、およびそこから供給さ

れる生態系サービス※2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。

ソニーの事業活動は製品ライフサイクルの各ステージにおいて、自然資

本や生物多様性に依存または関係しており、特に依存度や関係性が大き

いステージにおいては目標を定めて取り組みます。例えば、原材料・部品

調達では、重視する資源についてバージン資源由来の部材をゼロにする

ことを目指し、採掘による生物多様性の損失を防ぎます。また、生物多様

性との関係性が深い紙資源については、使用量の削減に継続的に取り組

むとともに、紙を使用する場合には環境に配慮した紙の優先購入を徹底

します。

一方、生物多様性の損失・劣化の要因のひとつとして土地利用の変化

が挙げられますが、ソニーは事業所の土地利用として、構内の緑地や周辺

地域の生態系において、地域のニーズに応じた自然回復活動や生物多様

性の保全活動を推進します。さらに、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への対応として、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・清掃活動を推

進します。

また、ソニーは社員を含む全ての人が生きていくために欠かせない食材

が、土壌汚染や森林破壊、食品ロスや地球温暖化など多くの環境問題と

関係があることを認識し、社員に対してそれらの問題を伝え、環境に配慮

した食生活の実行を促します。

※1  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。

※2  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。

「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。排出量削減を目指す上で、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・機会の分析と

把握、対応策の検討などを実施しています。温室効果ガス排出量ゼロに

向けた対応策としては、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の導入を進めています。具体的には

事業所における使用電力量の削減と太陽光発電設備などの設置推進、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、炭素除去など排出量を相殺する方法も検討していきます。

※ TCFD提言に沿った形でのシナリオ分析について詳細は以下をご覧ください。

TCFD提言に沿った気候関連情報の開示

資源に対するアクション
ソニーは、国際的にも求められているサーキュラー・エコノミーの推進の

考えのもと、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。

同時に、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図ると

ともに、修理容易性設計などの環境配慮設計にも取り組み、投入資源を

間接的に抑制します。加えて、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、使い捨てプラスチックである

製品のプラスチック包装材使用量の削減も進めます。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※」を特定し、それらの資源

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
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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※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。

※  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、ソニーが以前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、2030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35%※以

上に引き上げるなど、さらに活動を加速させます。

※ 2022年5月に改定

「RE100」への加盟

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。

「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

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、「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、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。

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。
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「Green Management 2025」の各目標と進捗状況

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」 (GM2025) 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、活動しています。各ステージの目標と2021

年度の進捗を報告します。

商品／サービスの企画および設計

ソニーは、全ての事業領域で環境負荷の少ない商品・サービスを提供しています。エレクトロニクス製品では、

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を推進し、製品への再生プラスチックの導入やプ

ラスチック包装材の削減などを推進しています。また、エンタテインメント事業を中心に、コンテンツを活用した

環境活動を企画し、参画を促しています。

※1 個装パッケージの範囲は、個装カートン、個装カートン上および中の包装材です。

※2 コーティングや接着で用いる材料は除く。

※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) を持つとソニーグループ

が判断した物質を指します。

※1 GHG (Greenhouse Gas) は、温室効果ガスの略称です。

※2 2022年5月に15%から35%に引き上げています。

※3 VOC (Volatile Organic Compounds) は、揮発性有機化合物の略称です。

※4 生物多様性のデータはISO14001認証サイト以外も含みます。

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んで

います。2021年度より再生可能エネルギーの導入を加速させました。さらに、2022年5月には自社事業所で使用

する電力を100%再エネ化する目標を2040年から2030年に前倒ししました。GM2025の目標も2025年度時点

での再エネ由来の電力使用率を15%から35%に引き上げました。また、2021年度より食材の環境配慮に関する

取り組みを開始し、社員食堂での環境配慮食材を使用したメニューの提供や、社員啓発活動を実施しています。

商品／サービスの企画および設計 オペレーション

項目 目標内容 (基準年2018年度) 2021年度の進捗状況

全体
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、250万人以上に参画を促す

エンタテインメントコンテンツを活用し、グループ
全体で累計4.3億人以上に啓発し、イベントや
ソーシャルメディアを通じて累計1,600万人以上
に参画を促進

気候変動 製品1台あたり年間消費電力量5%削減 約3.3%増加

資源

製品 (包装材を除く) 1台あたり石油由来バージ
ンプラスチック使用量10%削減

約3.1%削減

製品1台あたりプラスチック包装材使用量10%
削減 約15.2%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

2021年発売のヘッドホンWF-1000XM4やス
マートフォンXperia PRO-I、デジタル一眼カメラ
α7 IVなどで、個装パッケージ※1のプラスチック
使用量ゼロ※2を実現

化学物質 懸念の高い環境管理物質※3について、リスクの高
い用途において代替する

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、下記をご覧ください。

ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化

臭素系難燃剤 (BFR) の代替化

項目 目標内容 (基準年2020年度) 2021年度の進捗状況

気候変動

事業所からの温室効果ガス (GHG※1) 排出量を総
量で5%削減

約8.4%増加

再生可能エネルギー由来
電力35%※2以上使用 (再エネ電力率)

再エネ電力率約14.6%

資源

廃棄物発生量を原単位で5%改善 約7.6%悪化

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%

- 水使用量の多いサイト： 水使用量原単位 5%  
改善

- 水リスク地域立地サイト：リスク低減活動を実施

約1.7%悪化
排水汚染リスク低減など、リスクに応じたリスク低
減活動の実施

認証紙・再生紙の使用を推進 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

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：  VOC※3の大気中への総排出量

2010年度以下

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：  VOCの大気中への排出量：約65%  

削減

生物多様性※4

地域のニーズに応じた生物多様性保全活動 (サイ
ト内保全活動含む) の継続的実施

25事業所で地域のニーズに応じた生物多様性の
保全活動を実施

社員食堂における環境に配慮された食材使用の
推進

32事業所の社員食堂での環境配慮食材を使用し
たメニューの提供、ガイドブック配布などの社員
啓発活動を実施

海洋プラスチック汚染問題への取り組みの実施 事業所での使い捨てプラスチック削減、社員への
マイボトル利用の推進などを実施
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サプライチェーン

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・部品サプライヤーならびに製造委託先

に対し、環境負荷低減の働きを強め、目標設定と進捗管理、低減活動の実施を求めています。

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 (モーダルシフトなど) を進め、製品物流に関するCO2排出量の削減に取り組んでい

ます。

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ていま

す。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実現へ向けた活動

をしています。

項目 目標内容 2021年度の進捗状況

気候変動
原材料・部品サプライヤー、製造委託先に対し、
GHG排出量の把握と、排出削減に関する長期・
中期目標の設定と進捗管理を求める

該当するサプライヤーに対し、実績把握と長期・
中期削減目標の設定および削減施策の実施を求
め、実績調査を実施。有効回答率約80% (取引
額ベース) 

資源
原材料・部品サプライヤー、製造委託先に対し、
立地する地域の水枯渇リスクを考慮した水使用
量削減目標の設定と進捗管理を求める

該当するサプライヤーに対し、実績把握と水リス
クの把握、削減目標設定および削減施策の実施
を求め、実績調査を実施。有効回答率約80% (取
引額ベース) 

化学物質

ソニーグループに納入される原材料・部品・製品、
製造委託先から納入される製品・半製品に関し
て、ソニーグループが制定した基準に基づいた対
応を求め管理する

ソニー独自の化学物質管理基準に基づいた対応
を要求

原材料・部品サプライヤー、製造委託先に対し、ソ
ニーグループが別途指定する物質について、製造
プロセスでの使用禁止、および適正管理を求める

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 原材料・部品サプライヤー、製造委託先に対し、
生物多様性への配慮と取り組みを求める

該当するサプライヤーに対し、生物多様性への配
慮を求め、活動状況の調査を実施

項目 目標内容 (基準年2018年度) 2021年度の進捗状況

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5%増加

項目 目標内容 2021年度の進捗状況

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・維持

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

重視する鉱物資源 (タンタル) の再資源化におい
て回収効率1.5倍 (基準年2020年度)

日本において、リサイクルプラントの協力のもと
構築した使用済み製品からタンタルを含む部品
を回収するプロセスにおいて、回収効率を改善す
るための技術的検証を実施
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「RE100」への加盟

ソニーは、2018年より「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して

いましたが、2022年5月、達成目標年を2030年に前倒ししました。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、パンアジア、北米、日本地域の事業所にお

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。特に、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っています。

※ 「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ティブです。

再生可能エネルギーの導入

「One Blue Ocean Project」では、以下の4つの取り組み内容をもとに、

製品および事業所において活動を推進しています。2021年度の主な実績

を紹介します。

(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。

■ 2021年度の実績

以下をご覧ください。

バージンプラスチック使用量の削減

プラスチック包装材使用量の削減

(2) 生産活動にともな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。

■ 2021年度の実績

2021年度は2020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262トン増加しましたが、2018年度からは、876トン

の削減となります。

(3) 会議室・売店などの使い捨てプラスチックの使用削減と中止

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するという目標を持っています。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

プなど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。

■ 2021年度の実績

• 2021年度末までに、33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

• 22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

• 27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

世界的な環境問題への取り組み

「Science Based Targets」の1.5℃目標の認定を取得

ソニーは、環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 

2025」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が「Science Based Targets (SBT) ※」において科学

的な根拠に基づいた「1.5℃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。なお、2022年5月に達成年を2040年に

前倒しした、スコープ1から3までを含むバリューチェーン全体でのネット

ゼロ目標は、2022年8月、SBTのネットゼロ目標として認定されました。

※  SBTは、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℃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

る国際イニシアティブです。

●  2025年度までにサプライチェーンにおける温室効果ガス (GHG) 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)

海洋プラスチック汚染問題への対策として
「One Blue Ocean Project」を実施

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) 」を推進しています。

「RE100」のロゴ

Science Based Targetsのロゴ

「One Blue Ocean Project」のロゴ
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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年代初

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。2022年3月

31日時点で、全世界合計91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、全ての製造事業所、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

ニーグループ環境ビジョン」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

法規制などの把握や、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。

(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。

■ 2021年度の実績

• 合計2,871名 のソニーグループの社員とその家族が清掃活動に参加

• 45リットルごみ袋483個分のごみ、および約8.4トンのごみを回収

One Blue Ocean Project

環境に配慮された食材使用に取り組む
「Food for the Future」プロジェクトの推進

食材の生産、輸送、消費などにおいて、土壌汚染や森林破壊、食品ロス

や地球温暖化など、食材にまつわる環境問題は数多く存在します。ソニー

は、それらの環境問題は全ての人にかかわるものであり、その解決に貢献

することが重要であると考え、2021年より、「Food for the Future (フー

ドフォーザフューチャー) 」プロジェクトを推進しています。

本プロジェクトでは以下の2つのアクションのもと、社員一人ひとりに普

段の生活や社員食堂での食事を通して食材の環境配慮を意識し行動する

ことを促しています。加えて、2021年度の主な実績も紹介します。

(1) 普段の生活にサステナブルフードを取り入れる

普段の生活の中に取り入れられる工夫をガイドブックにまとめて、社員

へ配布します。また、社員セミナーやイベントを開催し、環境に配慮した

食生活の重要性を社員と一緒に考えます。

■ 2021年度の実績

• 食材の環境配慮についてのガイドブックを全世界の事業所に配布

• 日本地域においてソニーグループ食料月間を設定しセミナーを実施

(2) 社員食堂にサステナブルフードを取り入れる

世界各地の社員食堂で、環境に配慮した食材を使ったメニューを提供

することで、食材の環境配慮について社員の理解を深めます。

■ 2021年度の実績

• 世界各地の32事業所の社員食堂で環境配慮食材のメニューを提供

食材における環境配慮の促進

ソニーグループ グローバル環境マネジメントシステム (2022年3月31日時点)

事業部門・事業所：環境マネジメントの実行、内部監査の実行

北米 中南米 欧州 日本・東アジア 中国 パンアジア

地域環境オフィス：地域内の法規制などの把握、コーポレート監査実行など

経営層

本社環境機能

本社

グループ全体の環境マネジメントの統括

7拠点 該当なし 6拠点 58拠点 14拠点 6拠点

ISO14001の統合認証を世界合計91拠点で取得
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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・災害などの未然防止、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。

ソニーにかかわる環境負荷の全体像

バリューチェーン全体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ともない、

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、主要な原材料・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。2021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

1,735.5万トンでした。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1,072.5万トン、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381.0万トンでした。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。

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

を特定の上、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

全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。

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

ソニーグループ環境監査体系

バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量
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

年度事業計画に基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

各事業部門・事業所

内部監査

本社・地域オフィス 外部認証機関

事業部門・事業所が実行
部門の視点でそれぞれの
環境マネジメント体制を
確認。

本社や地域の環境オフィ
スが事業部門や事業所に
対して実施。コーポレート
ルールの遵守状況を確認。

コーポレート監査 外部監査

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。

その他
40.2万トン

事業所 (スコープ1)

21.1万トン

事業所 (スコープ2)

98.4万トン

スコープ3

1,616.0万トン

輸送、配送 (上流) [カテゴリー 4]

20.8万トン

資本財 [カテゴリー2]

101.6万トン

購入した製品・サービス 
[カテゴリー1]

381.0万トン

販売した製品の使用 
[カテゴリー11]

1,072.5万トン

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

事項に基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。

環境データ

GRIスタンダード対照表
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企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト
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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捉え

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2021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

ソニーにかかわる環境負荷の全体像

※1 製品などへリユース・リサイクル材などを使用した量。  ※2 主に日本・欧州・北米のエレクトロニクス分野のソニーグループ各社が対象。  ※3 クラス1～4物質の取扱量。
注) 上記の図以外にも、購入資材の生産時、製品のリサイクル時などで、別途環境負荷が発生しています。 

廃棄物発生量　5.2万トン

リサイクル量　5.1万トン

埋め立て　0.1万トン

回収量　7.0万トン

リサイクル量　0.80万トン

製品輸送エネルギー使用量
0.29万TJ

社員出張エネルギー使用量※2　0.02万TJ
化学物質取扱量※3　35万トン

社員出張CO2排出量
0.6万トン-CO2

排水量　1,685万m3

化学物質排出・移動量　29.2万トン

製品使用時エネルギー使用量　24.1万TJ

廃 

棄
(日本のみ)

温室効果ガス 資源 水 化学物質

水質汚濁物質

大気汚染物質 NOx 78.9トン　SOx 3.4トン

物流 お客様

材料使用量
48.8万トン

製品出荷量　43.6万トン

資
源
採
取

廃 

棄

製品輸送CO2排出量
19.9万トン-CO2

製品使用時CO2排出量　1,073万トン-CO2

ソニー

• ジェット燃料　0.02万TJ

• 日本・東アジア　1.2万トン
• 欧州 4.1万トン
• その他 1.7万トン

• 井水 568万m3

• 上水 165万m3

• 工水 1,221万m3

• 雨水 2万m3

• 社外リサイクル水 3万m3

取水量　1,960万m3

水資源保全涵養量 (水涵養)
309万m3

• ジェット燃料　0.15万TJ
• その他 0.14万TJ

• 国際間　14.1万トン-CO2

• 域内 5.8万トン-CO2

• テレビ 17.0万TJ
• ゲーム 6.0万TJ
• オーディオ・ビデオ　0.8万TJ
• その他 0.3万TJ

• テレビ 785万トン-CO2

• ゲーム 238万トン-CO2

• オーディオ・ビデオ　35.4万トン-CO2

• その他 14.1万トン-CO2

• 鉄 0.33万トン
• ガラス 0.10万トン
• 銅 0.02万トン
• その他　0.36万トン

• テレビ 22.3万トン
• オーディオ・ビデオ 5.8万トン
• ゲーム 9.5万トン
• その他 6.0万トン

• 紙くず 0.4万トン
• 廃プラスチック　0.7万トン
• 金属くず 0.1万トン
• 木くず 0.1万トン
• その他 4.2万トン

循環材使用量※1　7.0万トン

• 廃棄物としての移動量　2.6万トン
• 大気への排出量 25.8万トン
• 水域への排出量 0.646万トン

• 廃プラスチック　0.7万トン
• 紙くず 0.4万トン
• 木くず 0.1万トン
• その他 4.0万トン

• 製品 (本体＋付属品)　34.2万トン
• 包装材 9.4万トン

事業所エネルギー使用量　2.6万TJ

• 電気 2.3万TJ
• ガス 0.2万TJ
• 再生可能エネルギー 0.1万TJ
• その他 0.04万TJ

証書・クレジットによる
再生可能エネルギー導入量　0.2万TJ

• 河川　767万m3

• 下水　918万m3• 紙 6.3万トン
• プラスチック　0.7万トン

事業所温室効果ガス排出量
119.5万トン-CO2

• エネルギー起因　109.1万トン-CO2

• SF6 1.1万トン-CO2

• PFC類 5.6万トン-CO2

• その他 3.8万トン-CO2

BOD  363.2トン　COD  127.2トン

サプライヤー

市場
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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、そのもとで、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。その上で、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。また、取締役会により選任

された環境を含むサステナビリティに関する事項を担当する執行役は、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、次項の「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。上級役員の業績連動報酬の評価においては、環境を含むサ

ステナビリティに関する事項が考慮されています。また、各事業が重視し

ているサステナビリティ課題への取り組みについてKPIを設定し、事業の

業績評価の一部に組み込んでいます。

ソニーグループ環境ビジョン

環境マネジメント体制

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一層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中で、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。その一例として、ソニーのイ

メージセンサーのロジックチップに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」の開発があります。IoT領域での活用が見込

まれ、エッジであるセンサー上で情報処理を行うことで、メタデータ (意味

情報) のみを送信することができます。それにより、クラウドへの送信デー

タ量と送信後のデータ処理量を低減することができ、消費電力削減に貢

献できると考えています。

※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。

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、直接的・間

接的な温室効果ガスの排出量削減に努めています。

事業所
• 省エネルギーの推進

• 温室効果ガス排出の少ないエネルギーへの転換

• 再生可能エネルギーの利用の促進

• 非エネルギー起因の温室効果ガスの排出削減

事業所以外
• 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

• 製造の委託先や部品や原材料の調達先への関与

ソニーグループ環境ビジョン

環境計画

環境中期目標
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■ 分析の結果・対応策

前記の前提に基づく二度にわたる分析の結果、I&SS分野、金融分野に

おいて固有のリスクと機会として認識した内容と、それらへの対応策は、

以下の表の通りです。

前記シナリオ分析の結果を踏まえ、ソニーグループ全体では「RE100」※

達成に向け、2030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、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、再生可能エネルギー

電力証書の購入を検討しています。

あわせて、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

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。

※  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ティブ。国際的NGOのThe Climate Group

がCDPとのパートナーシップのもとで運営しています。

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、これまで二度にわたり外部専門家

の助言を踏まえながら、シナリオ分析を実施しました。第1回の分析とし

ては、2019年9月から2020年7月にかけて、気候変動がソニーグループ 

(金融分野を除く。以下、第1回分析において同じ。) に及ぼす影響を評価

しました。

まず、ソニーグループ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・投資家イニシアティ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

(2022年4月1日以降は、エンタテインメント・テクノロジー&サービス分野

に名称を変更。) 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※1と4℃シナリオ※2を使用しました。

第2回の分析として、2021年11月から2022年3月にかけて、TCFD提

言の重点セクターである金融分野について、金融グループ全体への影響

を評価するため、ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行を対象と

して、各事業の特性や保有資産のエクスポージャーを踏まえて、シナリオ

分析を実施しました。前提シナリオとして、1.5℃シナリオ※3と2℃シナリ

オ※4と4℃シナリオ※5を使用しました。

※1  2℃シナリオ (IEA Sustainable Development Scenario, 2℃ Scenario, Beyond 

2℃ Scenario, IPCC Representative Concentration Pathway (RCP) 4.5, RCP 2.6)

※2  4℃シナリオ (IEA Stated Policies Scenario, New Policies Scenario, Current 

Policies Scenario, Reference Technology Scenario, IPCC RCP 8.5)

※3 1.5℃シナリオ (IEA Net Zero Emissions by 2050 Scenario)

※4 2℃シナリオ (IEA Sustainable Development Scenario, IPCC RCP 2.6)

※5 4℃シナリオ (IEA Stated Policies Scenario, IPCC RCP 8.5)

I&SS分野

金融分野

想定シナリオ 認識したリスクと機会 対応策

2℃
シナリオ

脱炭素政策による各国規制の厳格化およびそれにともなう炭素価格付け
の導入により、原油や化石燃料由来電力の値上がりにつながる。その結
果、製造に多くの電力を要する半導体の製造コストが増大

• 海外製造事業所：2021年度に再生可能エネルギー由来電力100%を実現

• 国内製造事業所：太陽光パネルの設置や、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、再生可能エネルギー電力証書の購入な
ど、中長期的に再生可能エネルギー由来電力100%の実現を推進

2℃・4℃
シナリオ

温度上昇に併せ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、サプライチェーンの乱れによる需要減少が発生

• 製造事業所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
から現地調査を受けることで、課題抽出・改善計画立案などのPDCAサ
イクルを確立し、リスク低減を実現

想定シナリオ 認識したリスクと機会 対応策

1.5℃・2℃
シナリオ

• 低炭素社会への移行に貢献する低炭素車・低炭素住宅等購入のための
ローンへのニーズが増加することによる、自社の収益機会の増加

• 低炭素対応が不十分な企業が発行する有価証券の価値低下、低炭素社
会への移行に貢献する企業への投資機会の増加

• 環境配慮型住宅への住宅ローン特別金利の提供など、気候変動を考慮
したサービスの開発

• ソニーフィナンシャルグループ各社において、ソニーフィナンシャルグ
ループのESG投資方針に基づいたESG投資にかかわる態勢の整備

4℃
シナリオ

• 台風・洪水などの気候変動関連災害や、平均気温の上昇による感染症・
熱中症の増加にともなう保険金・給付金支払額の増加

• 気候変動関連災害の影響を受け、住宅ローンに付与される担保不動産
の価値が棄損することによる与信費用の増加

• 自社のオフィス、人材などが気候変動関連災害の影響を受けることによ
るオペレーションへの影響、対応費用の増加

• 気候変動関連災害や感染症・熱中症についての情報収集を開始

• 再保険の活用を継続

• 気候変動関連災害が担保価値に与える影響についての情報収集を開始

• 災害時のBCP高度化について継続検討

注) 上記のシナリオ分析は、国際エネルギー機関が想定する1.5℃・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。
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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、かかる体制のもと、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。

指標・目標

ソニーグループは、「環境負荷ゼロ」を実現するための環境計画「Road 

to Zero」を2010年に策定し、推進しています。また当社は、2022年5月

に、グループ全体でのカーボンニュートラルの達成年にかかる目標を

2050年から2040年に前倒ししました。気候変動に対するアクションとし

て、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では、製品のライフサイクル全般

を5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、サ

プライチェーン、物流、回収・リサイクル) 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、活動を推進しています。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) などの目標を設定してい

ます。上記の気候変動領域の達成年にかかる目標の前倒しにともない、ソ

ニーグループの事業所における再生可能エネルギー由来電力の使用量に

かかる目標値を15%以上から35%以上に変更しました。

さらに、科学的な根拠に基づいた気候変動目標として、2035年までの

「1.5℃目標」および2040年までの「ネットゼロ目標」が、いずれもScience 

Based Targets (SBT) ※に認定されています。

金融分野では、以前からグリーンボンドを含む各種サステナブルボンド

に対する投融資を実行してきました。2022年4月に金融グループとして

「ソニーフィナンシャルグループESG投資方針」を策定し、金融グループ各

社はこの方針に則したESG投資にかかる態勢整備を進めています。

※  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℃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

イニシアティブ。

Green Management 2025

「Green Management 2025」の各目標と進捗状況
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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トリポーラスを開発

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。トリポーラスの原料である米の籾殻は、日本で年間200

万トン、世界で年間1億トン以上排出されている余剰バイオマスです。トリ

ポーラスを製造することにより、焼却廃棄する場合と比較して、大気汚染

物質や温室効果ガス排出の低減が可能です。またトリポーラスは、籾殻に

由来した独特な微細構造により、従来の活性炭とは異なるユニークな吸

着特性を有しています。トリポーラスの吸着特性を生かせば、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装置などさ

まざまな応用も期待できます。現在、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での実用化が進んでおり、国際

宇宙ステーションへの搭載を目指す生活用品アイデアにも採択されまし

た。ソニーは、トリポーラス事業を通じて、パートナーとともにさまざまな

社会課題を解決し、環境に配慮した循環型社会の実現に貢献します。

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ます。現在、多くの企業が

SORPLASに関心を示し、これまでにテレビ、カメラ、スマートフォン、パソ

コン、照明器具、旅行用品や文具を含む日用品などの部材として導入され

ています。

環境技術の開発

ソニーは、各事業の技術開発部門のみならず、R&Dセンターや株式会社

ソニーコンピュータサイエンス研究所などの研究開発組織において、サス

テナブルな社会の実現を重要なテーマのひとつと捉え、環境課題や社会

課題解決に貢献する技術開発に取り組んでいます。その中で、地球上のあ

らゆる場所をセンシングし、環境破壊を未然に防ぐ「ソニーの地球みまも

りプラットフォーム」や、新しい農法によって豊かな生態系をつくる「協生農

法®※」など、次世代に向けたさまざまな研究開発を推進しています。

また、サステナビリティに貢献する技術を創出する活動の一環として、

それらの技術開発や利用促進を担う部署間において、課題の認知や解決

法の探索・共有を行える場としてサステナビリティ技術創出連絡会を発足

し、定期的に会合を開催しています。会合では、サステナビリティに関する

事業活動や技術テーマについて、社会価値と経済価値を両立しながら、

実現性を高めるためのサステナビリティ価値向上フレームワークや、ソ

ニーグループ各所の活動を可視化したマップを共有し、活発な情報交換を

行っています。

※ 「協生農法」は株式会社 桜自然塾の登録商標です。

技術開発による貢献

環境・社会課題解決に貢献する製品・サービス

ソニーは、エレクトロニクス機器だけでなく、幅広い事業領域において、

環境・社会課題解決に貢献する製品・サービス・システムの創出に取り組

んでいます。

環境問題解決への貢献

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

ニュースリリース：トリポーラス™を使用した提案が国際宇宙ステーショ
ン (ISS) への搭載を目指す生活用品アイデアとして選定

米の籾殻を原料とした新素材「トリポーラス」

SORPLASの樹脂ペレット (黒色) と回収ペレット (透明：右) とソニー独自の硫黄系難燃剤 (左)

ソニー独自開発の難燃性再生プラスチックSORPLAS™

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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト

環境方針と目標

環境問題解決への貢献

製品・サービス

サプライチェーン

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

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

036

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/
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/202203/22-014/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202203/22-014/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/
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/202203/22-014/
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/


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。

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、自動飛行ドローンとクラウ

ドサービスを組み合わせ、さまざまな産業分野に向けてソリューションを

構築・提供しています。

測量分野では、高精度のドローン測量を実現し、全国の土木工事現場

の省力化に寄与するとともに、国土強靭化の一環となる防災の確認作業

や災害発生時の迅速な被害調査にも用いられています。近年、異常気象

にともなって増加する災害を防ぐため、人が現地に行かなくても済む安全

で効率的な点検・調査方法が求められていますが、その解決策のひとつと

して、エアロセンスは2021年度に、LTE※通信機能を搭載した広域飛行に

適したドローンによって、複数の砂防ダムを一括点検する実証実験を成功

させました。これにより、安全で効率的な山間調査が可能となり、定期点

検による災害予防や災害直後の緊急調査への道筋を開いています。

また2021年度には他にも環境省と国土交通省の連携事業に携わり、

過疎地におけるドローンによる物流の実証実験を5つのプロジェクトにお

いて実施しました。

※  Long Term Evolutionの略。無線を利用したスマートフォンや携帯電話の通信規格の

ひとつで、大量のデータを一度に送受信できる。

デジタルシネマシステムの提供

ソニーは、以前のフィルム映画で必要だった「膨大なポジフィルムや、現

像工程で使用する大量の水と化学薬品」を課題と捉え、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

ロジェクターなどで構成した4Kデジタルシネマ上映システムの提供を開始

しました。以来、省資源・省電力に優れ、オペレーションの効率化も図れる

デジタルシネマを世界中の映画制作現場やシアターに提供してきました。

さらに近年では、2018年に最大6K収録に対応しつつ、従来機よりも大

幅な小型・軽量化を実現したデジタルシネマカメラVENICE (ベニス) 、

2022年には本体内部記録に対応し、さらなる撮影システムの小型軽量化

を達成したVENICE 2を発売しました。

オープンエネルギーシステムの社会実装

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 (ソニーCSL) では、エネ

ルギーシステムにおいて再生可能エネルギー導入を加速させることで脱

炭素化を進めることを目標に、分散型で拡張可能性が高いエネルギーシ

ステムの研究・開発実証を行っています。

2020年には、独自開発のマイクログリッドシステム「オープンエネルギー

システム (OES) 」の中核モジュールである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、無償提供しています。

また、2021年7月からは、徳島県三好市のワーケーション施設である

ウマバ・スクールコテージにおいて、交流網上で蓄電池・EVを連携させる

新しい電力融通実証実験を、産学官一体の「環境配慮型ワーケーション

モデル創出会議」というコンソーシアムのもとで開始しています (通称

「UMABA Project」) 。

ソニーCSLはこれらの活動を通じて、より多くのステークホルダーの協

力を得ながら、再生可能エネルギーの迅速かつ広範な導入を進め、持続

可能な社会の実現を目指しています。

UMABA Projectでの実証実験の様子

エアロセンス製ドローン

デジタルシネマカメラ VENICE 2

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

VENICEの小型・軽量化についての詳細情報
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※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  専用アクセサリーであるBRAVIA CAM (ブラビアカム) を取り付けることで、カメラ

が人の動きを自動検知します。

※3 今後のファームウェアの更新によって機能が利用可能になります。

※4  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

き続きお客様のもと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、お客様のもと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®5のエネルギー効率

資源使用量の削減

製品への資源使用量の削減

ソニーは、投入資源を最小化すべく、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。2021年度の製品への資源使用

量※は2018年度比で約15%減の約43.6万トンとなりました。これは、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な取り

組みや販売台数の減少などに起因します。

※  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。

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。

ブラビア®での環境配慮の取り組み

ソニーグループ ポータルサイト「環境」

製品の長寿命化による省資源化

ソニーは、製品の長寿命化を推進することで、間接的に資源の使用量を

削減しています。2021年度発売のXperia™スマートフォンでは、個々の

ユーザーの使用状況に合わせて適切な充電量を調整する独自の充電最

適化技術や、充電時のバッテリーへの負荷を軽減する「いたわり充電」機

能によって、3年間※使用しても劣化しにくい長持ちバッテリーを実現しま

した。これにより、製品の長期使用とともに、廃棄バッテリーの削減や機

器自体の廃棄量削減につなげています。

※  同タイプバッテリーで充放電を繰り返すシミュレーションに基づく (USB充電の場合) 。

バッテリーの寿命は利用状況に応じて変化します。

温室効果ガス排出量の削減

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「2025年度までに製品1台あたり※1の年

間消費電力量を5%削減 (2018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、さまざまな消費電力削減施策に取

り組んでいます。例えば、一部のテレビ ブラビア®では、人の動きを感知す

る自動センシング機能※2※3を有しており、テレビの前に人がいないときは

自動で画面の明るさを下げ、消費電力を抑えることができます。また、プ

レイステーション®5では、0.5W以下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ることで、プレイステーショ

ン4およびプレイステーション4 Proよりも待機時消費電力を平均で約

80%削減することが可能です。

一方で、製品の大型化や高性能、多機能化の影響によって、2021年度

のソニー全体での製品1台あたりの年間消費電力量は、2018年度比で約

3.3%増となりました。なお、2021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、2018年度比で約0.9%増の約1,073

万トンでした※4。

製品・サービス

製品の使用にともなうCO2排出量

製品への資源使用量

注) • 2018年度から2020年度のCO2換算係数は各国の2013年係数を使用しています。
• 2021年度のCO2換算係数は各国の最新係数を使用しています。
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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「2025年度までに製品 (包装材を除く) 1台あたりの石油由来

バージンプラスチック使用量を10%削減 (2018年度比) 」という目標を掲

げ、さまざまな製品カテゴリーにおいて、再生プラスチックの使用拡大や

筐体の小型・軽量化に取り組んでいます。2021年度の製品1台あたりの

石油由来バージンプラスチック使用量は2018年度比で約3.1%減となり

ました。これは主に、テレビをはじめ幅広い製品カテゴリーで再生プラス

チックの導入が進んだことに起因します。

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。

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

ク部品のひと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™を採用しています。オーディオ製品においても、サウンド

バーやヘッドホンの一部のモデルで再生プラスチックを導入しています。

2021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2.1万トン※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37%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63%でした。

これまでに、2014年度から2021年度までの累計で約13.4万トン※の

再生プラスチックを製品に使用しました。

※  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

サウンドバーやワイヤレススピーカーでの取り組み

ヘッドホンでの取り組み

ソニー独自開発の難燃性再生プラスチックSORPLAS™

ソニーは、2011年に難燃性再生プラスチックSORPLAS (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※。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をつくることができます。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しており、テレビ ブラビア®、

Xperia™スマートフォン、デジタルカメラ・ビデオカメラの一部のモデルな

どで使用しています。

※  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」

ペーパーレス化の推進

ソニーは、幅広い事業領域においてペーパーレス化に取り組んでいま

す。エレクトロニクス製品では、取扱説明書についてお客様への分かりや

すさに配慮しながら、さまざまな製品カテゴリーでオンライン化を進め、紙

使用量を大幅に削減しています。

ウォークマン®やヘッドホンなどオーディオ製品の海外モデルでは、これ

まで1製品に複数言語分の取扱説明書を同梱していましたが、世界中の

ユーザーが言語を超えて理解できるイラストだけの「テキストレスQSG 

(Quick Start Guide) 」取扱説明書を2015年度より導入し、購入直後の操

作に関する取扱説明書の一元化を実現しました。さらに、2022年発売の

ヘッドホンLinkBudsにおいては、購入直後の操作に関する紙の取扱説明

書を廃止し、スマートフォンで製品パッケージ上の2次元コード (QRコード)

を読み取り、ウェブサイト上の電子取扱説明書「ヘルプガイド」に直接誘導

する方法を採用しました。紙として残さざるを得ない、注意事項やスペッ

クを記載したマニュアルなどの記載内容も見直すことで、同梱する紙使用

量を約85%削減しています※。今後、これらの活動を他のオーディオ製品

にも広げ、さらなるペーパーレス化に貢献していく予定です。

ソニーフィナンシャルグループにおいても、紙資源の節約、郵送にかか

るCO2排出量を削減するため、デジタル技術の導入などにより各種契約手

続きや取引時のペーパーレス化を推進しています。

※ ヘッドホンWF-SP800N比

ソニーフィナンシャルグループのペーパーレス化の取り組み

販促物の省資源化

ソニーは、製品や包装だけでなく、販売時の店頭販促物においても資源

使用量の削減に取り組んでいます。日本国内において、これまでの販促物

制作では見込生産が主でしたが、必要数のみ制作し店舗へ直送する受注

生産へシフトするとともに、複数年にわたり使い回せるロングライフ型設

計を採用することで、販促物の省資源化を実現しています。

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

独自難燃剤

一
般
的
な
難
燃
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0.01 0.1 1 10 100
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高い難燃性を実現

臭素系

リン系
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は、プラスチック包装材について可能な範囲での撤廃や紙製素材への変

更をすることで、PS5とその周辺機器の個装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) 。Xperia™ スマートフォンではディスプレイの保護にプラスチック製

のフィルムや、本体の保護にプラスチック製の保護袋を用いていましたが、

2021年発売のXperia PRO-Iでは、紙製の保護シートへ置き換えていま

す。また、デジタル一眼カメラα7 IVではパルプモールドなどリサイクル可

能な※2素材を使用しています。

※1 2018年モデル (KJ-55X9000F) との比較において

※2 リサイクル制度のある地域でのみ可能です。

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™におけるサステナビリティの取り組み

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) 一般公開版

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を

重く受け止めています。そこで「製品1台あたりのプラスチック包装材使用

量を10%削減」「新たに設計する小型製品のプラスチック包装材を全廃」

という目標を掲げ、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。

2021年発売のヘッドホンWF-1000XM4やスマートフォンXperia 

PRO-I 、デジタル一眼カメラα7 IVなどで、個装パッケージ※1のプラスチッ

ク使用量ゼロ※2を実現しています。WF-1000XM4の個装パッケージには、

ラベルを除く全てのパーツで、ソニー独自開発の紙素材「オリジナルブレン

ドマテリアル」を使用しました。

※1 個装パッケージの範囲は、個装カートン、個装カートン上および中の包装材です。

※2 コーティングや接着で用いる材料は除く。

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

Xperia™スマートフォンにおいて、初めて個装パッケージのプラスチッ
ク使用量ゼロを実現

フルサイズミラーレス一眼カメラ「α7 IV」において、環境負荷低減を
追求

特集「ソニーのオリジナルブレンドマテリアル」

WF-1000XM4の個装パッケージ

α7 Ⅳで使用されている紙製の保護材

個装カートン内部のプラスチック削減

2022年発売の4K液晶テレビKJ-55X85Kでは、梱包落下シミュレーショ

ン技術の活用などで包装材を最小化することで、プラスチック包装材を約

35%削減※1しました。プレイステーション®5 (PS5™) の個装パッケージで

個装カートンの紙箱化

幅広い製品カテゴリーにおいて、個装カートンの紙箱化も推進していま

す。2021年度は、多くの国・地域で販売している6モデルのヘッドホンの

個装カートンを紙箱へと変更しました。これにより、2022年度以降に出荷

するヘッドホンは全て紙箱となります。2021年発売のXperia 1 IIIではフィ

ルムラミネートを耐摩耗ニス加工に変更し、可能な限りプラスチックを使

わないパッケージ設計を実現しました。さらに、デジタルカメラ・ビデオカ

メラ製品カテゴリーにおける130種以上のアクセサリーの個装カートンに

おいても、紙箱化を達成しています。

Xperia™：プラスチックを使わないパッケージへ

GRIスタンダード対照表
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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もとに、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に防止するため、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。

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) 」に基づいた材料管理をしています。

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IEC 62474※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  IEC 62474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、

それに基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

に基づき、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。

製品に含まれる化学物質の管理

サプライヤー・OEM先 ソニー

検定 設計 量産・出荷原材料メーカー

お客様

グリーンパートナー監査

部品メーカー

部品・材料における
環境管理物質管理規定

(SS-00259)

chemSHERPAデータ

情報提供

在庫
管理

原材料データベース
(グリーンブック)

部品データベース

測定 測定

注) 原材料データベース (グリーンブック) は2003年度より、直接取引のあるサプライヤーに対して電子調達システム上で公開しています。
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※  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。

2022年7月末現在、後記のうち、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。

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) 一般公開版

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) 。

2022年7月末現在、後記のうち、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※

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® 

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

BFR代替済み製品カテゴリー※

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/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® 

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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト

環境方針と目標

環境問題解決への貢献

製品・サービス

サプライチェーン

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
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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」

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ひとつとして、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、

ソニーの関連会社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、毎年見直しや改定を実施しています。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などに関して、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、フ

ランス向けのテレビとスマートフォン製品においては、ディーラーや量販店

を通して修理可能性インデックスの情報を提供しています。

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、環境に配慮した製品の創出に努めてい

ます。

製品環境目標管理の流れ

ActPlan

CheckDo

製品ごとの
環境目標の設定

環境配慮設計の実行 量産前に
目標達成状況を確認

結果をフィードバック

環境中期目標を
踏まえた重点項目決定

提示 報告

各部門目標レビュー
グループ目標進捗レビュー

本社環境部門

部門目標策定 部門目標進捗レビュー
事業部門

製品設計

各国法規制の遵守
• 省エネ規制
• 化学物質規制
• リサイクル規制 など

省エネルギー

• 待機電力ゼロを目指す
• 各モードでの消費電力最小化
• ACアダプタのエネルギー効率化
• 省エネ機能の搭載 など

資源循環

• 解体容易性、修理容易性
• 再生材の利用
• 製品の軽量化
• 長寿命化 など

化学物質の管理 • 環境管理物質
• 技術標準への対応 など

その他 • 梱包重量削減による輸送の効率化

環境配慮設計項目 (抜粋)

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト

環境方針と目標

環境問題解決への貢献

製品・サービス

サプライチェーン

事業所

物流
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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付けています。

右記のグラフ「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一

眼カメラ・α™などでは、使用時よりも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。

※ ブルーレイディスク™はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

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

注) • このグラフは、各ステージでのCO2排出量の割合を示すものであり、
製品の環境負荷の大小を表すものではありません。

• 製品により計算条件 (使用条件、輸送距離、輸送手段、製造事業所の条件など) が異なります。

以下の仮定条件のもとソニーが独自に計算しています。
●販売地：日本
●輸送：国内：トラック輸送500km、国際間：船舶または航空機による輸送
●使用年数：液晶テレビ ブラビア：10年、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー：7年、

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：5年、
デジタル一眼カメラ・α：6年、Xperiaスマートフォン：3年

液晶テレビ
ブラビア®

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

デジタル一眼カメラ・α™

ブルーレイディスク™／
DVDプレーヤー

材料／部品 製造 輸送 使用 廃棄・リサイクル

(%)

0 20 40 60 80 100

材料／部品 廃棄・リサイクル製造 輸送 使用
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人権の尊重

人材

マネジメントアプローチ

ハイライト
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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上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、廃棄までの全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。

サプライチェーン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、ソニーは原材

料・部品サプライヤー、製造委託先に対して、「温室効果ガス (GHG) 排出

量の把握と、排出削減に関する長期・中期目標の設定と進捗管理」および

「立地する地域の水枯渇リスクを考慮した水使用量削減目標の設定と進

捗管理」を求めています。併せて、ソニーに納入される原材料・部品・製品

の製造にかかわるGHG排出量・水使用量などの把握のために環境負荷

低減に関する取り組みの調査も実施しています。

2021年度は、ソニーの総取引額のうち約80%を占める原材料・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、各

データの回答が得られました。また、GHG排出量の算出ができていないサ

プライヤーに対しては、正確な排出量の算出を支援しています。

また、Science Based Targets (SBT) 1.5℃目標である「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」の達成に向けて、調

査の際に、SBTに関するガイダンスの提供を行うとともに、一部のサプライ

ヤーに対しては、SBT相当の目標設定や認定取得をサポートしています。

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・半製品について、各国の異な

る化学物質の制限・禁止の法規制およびソニー独自の化学物質管理基準

に基づいた対応を求めています。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］
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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。

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。2021年度のPFC類などのCO2換算GHG排出量は約10.5万ト

ンで、2020年度比で約0.7万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。

省エネルギー推進の事例

2025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。

工場における高効率エネルギーシステムの導入
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 長崎テクノロジー

センターでは、増設棟「Fab 5 (ファブ ファイブ) 」の建設に際して、半導体

業界最高レベルのエネルギー高効率工場を目指しました。例えば、半導体

製造用クリーンルームの温湿度調整に使用する冷凍機やボイラーにおい

て、Fab 5ではAIを活用し、冷凍機を最小動力で稼働させる高度な運転制

御技術を採用するとともに、ボイラーの動力として他の生産装置の廃熱を

再利用するシステムを導入しました。これにより、クリーンルームのエネル

ギー消費効率を2015年度比で約30%改善しています。

ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) (SDT) でも、半導体製造用クリー

ンルームの再構築において、より少ない風量で作業エリアを清浄に保てる

省エネ型空調システムを導入し、従来の排出量の約67%に相当する年間

約2,700トンのCO2排出量を削減しています。

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「2025年度までに事業所の温室効果ガス (GHG) 排出量を総

量で5%削減 (2020年度比) 」という目標を掲げ、エネルギー使用にともな

うCO2およびPFC (パーフルオロカーボン) などのGHG排出量の削減に取

り組んでいます。2021年度の事業所のGHG総排出量は約119.5万トン

で、2020年度比で約8%増となりました。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排出削減施策を進めたもの

の、一部電力会社のGHG排出係数の増加影響もあり、総量としては増加

しました。

事業所

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) の協力を得ながら、冷房にお

ける温室効果ガス排出量の削減を推進し、独自に高効率のチラーシステ

ム※を設計・運用管理することで年間約1,700トンのCO2排出量を削減し

ています。

※ 冷凍機によりつく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

事業所の温室効果ガス総排出量

日本 ・
東アジア

北米

パンアジア

(年度)202520212020

(万t-CO2)

150

100
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0

(目標)
105

日本・東アジア 北米 欧州 パンアジア 中国大陸・香港地区

日本・東アジア：日本、韓国、台湾地区

110
120

事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量

2021年度の温室効果ガス (GHG) 総排出量約119.5万トンのうち、事

業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量は約107万トンで、2020

年度比で約0.7万トンの増加となりました。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、2021年度

における車両燃料にともなうCO2排出量は約0.8万トンでした。

Fab 5が稼働開始した長崎テクノロジーセンター外観

STT-Cに設置されたチラーシステム
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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。

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、隣接する芝浦水再生センターの下

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、「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 大規模データ解析ツール

「CALC」による因果分析のイメージ

ソニーイーエムシーエス (マレーシア) で実施されたエコ・チャレンジ・
プロジェクト
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主な調達方針
発電設備導入時および運転時の環境影響を評価し、環境への悪影響が

発生しないよう配慮されていること。

環境配慮項目の例：
●土地の安定性 (法面の崩壊などによる土砂や設備の流出)

●パワーコンディショナなどから発生する騒音
●太陽光パネルの反射光による生活環境への影響
●景観への影響
●動物・植物・生態系への影響
●  事業所敷地外に設置する場合は、法規制などの確認を行うとともに、地

域とのコミュニケーションを図ること。
●水力発電の場合は、発電容量が30MW以下であること。
●可能な限り、新たな再エネ発電の普及を促す「追加性」を有すること。
●サイトが立地する国・地域に存在する再エネ電源を選択すること。

「RE100」への加盟

ソニーは、自社の目標に加え、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ティブ「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

指していましたが、2022年5月、達成目標年を2030年に前倒ししました。

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギーの使用量と再エネ電力率

ソニーは「2025年度ま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) 」という目標を

掲げていましたが、2022年5月、再エネ電力率の目標を引き上げ、2025

年度までに35%以上に変更しました。目標達成に向けて、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に取り組んでいます。2021年度の再生可能エネ

ルギーの使用量は356,679MWhで、再エネ電力率は14.6%となりました。

※  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。

再生可能エネルギー調達方針

ソニーではこれまでも再生可能エネルギー導入時に周辺環境への配慮

などを行ってきましたが、再生可能エネルギー調達方針において、発電設

備導入時や運転時の環境配慮項目などを追加する改定を行いました。

※ 「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ティブです。

ニュースリリース：ソニー、気候変動領域における環境負荷ゼロの達成
目標を10年前倒し

各地域での取り組み

ソニーでは「RE100」加盟以前より、世界の各地域で活動を進めており、

すでに多くの地域で100%再生可能エネルギー化を達成しています。欧州

地域では2008年度にいち早く、事業所で使用する電力を100%再生可能

エネルギーに置き換えました。さらに、中国地域では2020年度に100%再

生可能エネルギー化を実現しています。パンアジア地域では、ソニー・デバ

イス・テクノロジー (タイランド) において、事業所に太陽光発電設備を設置

しつつ、再生可能エネルギー証書を積極的に活用したことにより、2021年

度に100%化を達成しています。また、北米地域では2030年度での100%

化を目指し、計画的に再生可能エネルギーの導入量を増やしています。

日本地域においても、さまざまな方法を講じて導入を進めています。

2021年度は、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 幸田サイトにおいて約1.2MW、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において約1.8MWの大

規模な太陽光発電設備を設置しました。ソニーシティみなとみらいにおい

ても、再生可能エネルギー由来の電力を導入するなど、100%再生可能エ

ネルギーによる事業運営に向けて活動を進めています。また、2021年度

からはトラッキング付FIT非化石証書※の導入も開始しています。

※  固定価格買取制度 (FIT) 対象の再生可能エネルギー電源で発電された電気について、

非化石価値を分離し証書にしたもので、証書の由来となった発電所を明らかにした

もの。

太陽光発電設備を設置している主な事業所

ソニーカスタマーサービス 東金テクノロジーサイト
パネル容量：0.20MW

日本

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
パネル容量：1.7MW

日本

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント スタジオ
パネル容量：1.8MW

米国

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
熊本テクノロジーセンター
パネル容量：2.9MW

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 幸田サイト
パネル容量：1.2MW

日本

グリーンサイクル
パネル容量：0.28MW

日本

ソニーヨーロッパUKテクノロジーセンター
パネル容量：0.25MW

英国

ソニーDADCヨーロッパ タルガウ工場
パネル容量：0.84MW

オーストリア

ソニーテクノロジータイランド チョンブリ工場
パネル容量：1.8MW

タイ

ソニー・デバイス・テクノロジー (タイランド)
パネル容量：4.6MW

タイ

ソニーイーエムシーエス (マレーシア)
パネル容量：0.83MW

マレーシア

幸田サイトにて新たに設置した太陽光発電設備
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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。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、廃棄物の大部分を占め

る汚泥を削減するため、生産装置の排水処理に凝結・凝集性能が高い植

物由来の高分子凝集剤を採用しました。これにより、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つつ、さらに余剰汚

泥を脱水機で絞ることで汚泥を削減しました。その他の施策含めて年間

約1,300トンの廃棄物を削減しています。

また、SCK鹿児島テクノロジーセンターでは2021年、委託先企業と協力

しながら、構内廃棄物の汚泥をブロックとしてリサイクルし、構内の花壇を

つくりました。リサイクルブロックについて説明する立て看板も設置し、構

内関係者の意識向上を図りつつ、お客様、地域の方に環境活動を理解し

てもらうきっかけとしています。

廃棄物発生量の削減

事業所の廃棄物発生量

ソニーは「2025年度までに事業所の廃棄物発生量を原単位で5%改善 

(2020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

り組んでいます。2021年度の事業所の廃棄物発生量は原単位で2020年

度比約7.6%悪化となりました。なお、廃棄物発生量は約5.2万トンで、

2020年度比で約0.5%増となりました。生産現場の工程などの継続的な

改善によるリデュース促進および、汚泥廃棄物の減量などを進めているも

のの、主に半導体工場の増設および生産量の増加にともない、廃棄物発

生量が増加しました。また、産業廃棄物発生量のうち約0.7万トンはプラ

スチック類の廃棄物でした。

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。

製品輸送時のCO2排出量

事業所の廃棄物発生量
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事業所の廃棄物埋め立て率

2021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1.5%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。

汚泥のリサイクルによるブロックでつくられた花壇

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
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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。

地域環境に配慮した水の適正管理

事業所の水使用量と水リスク

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と考え

られます。そこでソニーは「水使用量の多いサイトでは水使用量を原単位

で5%改善 (2020年度比) 」および「水リスク地域に立地するサイトではリ

スク低減活動を実施」という目標を掲げ、水使用量の削減などに取り組ん

でいます。2021年度の事業所の水使用量は原単位で2020年度比約

1.7%悪化となりました。なお、水使用量は約1,955万m3で、2020年度比

で約4.5%増となりました。生産現場で水のリサイクルや、こまめな節水に

努めていますが、主に半導体工場の増設および生産量の増加にともない、

水使用量が増加しました。

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※値の削減に努めています。

※  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)

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。

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

で使用される燃焼除害用水の削減を目指し、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、田植え前など、作物

を育てていない期間の田畑に水を張り、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。2021年度は熊本テッ

クの取水量を上回る約309万m3を涵養しました。

事業所の水使用量
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ソニーグループ事業所の水リスク分析図

熊本テックの燃焼除害用水の排水回収設備

水使用量、地域の水リスクに応じた活動内容

●  ソニーにおいて水使用量が最も多い事業所は、半導体製造事業所であ

り、水リスクの低い地域に立地していますが、排水リサイクルの推進な

どを行い水使用量の削減を進めています。
●  ソニーにおいて排水汚染リスクの高い地域に位置する事業所では、環

境汚染物質の排水自主基準値を設け、排水の汚染リスクの低減に努め

ています。
●  ソニーにおいて水の枯渇、渇水リスクの高い地域に位置する事業所は

非製造事業所となっており、使用量は少ないもののこまめな水使用の

削減などで節水に努めています。
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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のように定めています。

さまざまな手法による水使用量の削減

家電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、雨水の回収利用に取り組んでおり、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。第二工場棟の屋根全面 (約

2,500m2) を雨水回収エリアにするなど、設備を整備することで2021年

度の雨水回収量は1,429.9m3となり、工場全体の水使用量の約40%を雨

水で賄うまでになりました。

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ビル内に引込み、

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 (水道水) を年間約30,000m3削減しています。

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、水道水

の使用量を削減するため、排水リサイクルに注力しています。水道水を多

く使用している空調用の冷却塔の補給水として、排水を利用するため、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、2021年度は水道水の使用

量を約29,475m3削減しました。

VOCの大気中への総排出量削減

ソニーは「VOC (揮発性有機化合物) の大気中への総排出量を2010年

度以下にする」という目標を掲げ、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に取り組んでいます。2021

年度のVOCの大気中への総排出量は約609トンで、2010年度比で約

49%となりました。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減

少しました。

STT-Cの敷地内に設置された排水のリサイクルプラント

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

ソニーの事業所の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、十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の大気中への総排出量
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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。2021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、後記の3段階 (フェーズ) に分けて対応することを定めて

います。

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。

これらの対応を経て、今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 613.3m2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。

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。

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

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。

サイト名 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)

ソニーグループ株式会社 厚木テクノロジーセンター

汚染確認時期 2001年6月 (自主調査) 2022年3月 (自主調査)

検出物質 ふっ素 ふっ素およびその化合物

原因 排水系統での亀裂による漏洩 排水系統における配管接続部の緩みによる漏洩

対策および現状 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2021年度分析値0.87mg/ℓ。

行政報告の結果、敷地内の土壌汚染および地下水汚染は存在している
が、「健康被害が生ずるおそれがない区域」として指定された (2022年
6月) 。地下水の汚染についてはモニタリングを継続しており、漏洩地点
における汚染土壌の入替えを実施予定。

土壌・地下水汚染除去の状況 (2022年8月時点)

最新の状況については下記をご確認ください。

土壌・地下水汚染除去の状況
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また、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。

※  鳥獣保護区は、野生に生息する鳥獣 (鳥類と哺乳類) の保護の見地からその鳥獣の保

護のため重要と認める区域を指定するもの。

山形県での外来動植物の駆除活動
CMOSイメージセンサーを生産している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、多様な

在来種が生息する都沢湿地 (山形県鶴岡市) から8kmほどの距離にあり、

近隣生態系に配慮した事業活動を行っています。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る湿地で、絶滅危惧種である

ミズアオイなどの貴重な在来種が確認されている生物多様性の豊かな場

所です。しかし、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

来動植物の増加によって、メダカなどの在来種が減少するといった生態系

への影響が懸念されています。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ながらアメリカザ

リガニのみを駆除する「ザリガニ釣り」などの活動を続けています。

生物多様性関連活動の事例

生物多様性保全活動の指針

ソニーは、人類の生活の基盤である自然資本、およびそこから供給され

る生態系サービスの重要性を認識し、自らの事業活動と地域の生物多様

性保全活動の両面から、生物多様性の維持、回復を積極的に推進します。

生物多様性の損失・劣化の要因のひとつは土地利用の変化であることが

指摘されています。そのため、事業所の土地利用においては事業活動が

近隣の生態系に与える影響を考慮するとともに、事業所の緑地や周辺地

域の生態系において地域のニーズに応じた生物多様性の保全・回復活動

を推進します。

保全活動

豊かな生態系を育む「ソニーの森」の保全活動
デジタルスチルカメラなどの製品を生産してい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。「ソニーの森」は、鳥獣保護区※ (愛知県幸田北部鳥獣保護区) に

指定されており、近隣の生態系においても重要な場所となっています。幸

田サイトでは、生態系ピラミッドの頂点に位置する動物であるフクロウが

生息する豊かな生態系を築くことを目指し、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。その結果、

2016年以降毎年愛知県の準絶滅危惧種に指定されているフクロウの棲

息が確認されています。

回復が進む蒲生干潟のモニタリング調査
ソニーグループ株式会社 仙台テクノロジーセンター (仙台テック) とソ

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 多賀城サイトで

は、事業所から4kmほどの距離にある蒲生干潟 (宮城県仙台市) の生物

モニタリング調査を行っています。蒲生干潟は、東日本大震災で津波の被

害を受け、周囲の松林やアシ原は消失し、生物にとっても危機的な状況に

なりましたが、もともとはゴカイやハゼ類といった多様な生物が生息し、コ

アジサシやシロチドリの繁殖地、天然記念物のコクガンの越冬地ともなっ

ている自然豊かな場所で、国の鳥獣保護区特別保護地区に指定されてい

ます。仙台テックと多賀城サイトでは、環境NGO「蒲生を守る会」と協働で、

2014年より蒲生干潟の回復状況を追跡調査しています。蒲生干潟は、震

災から10年が経過し環境の変化が進んでおり、2020年の調査では、コメ

ツキガニをはじめ底生生物12種、トウネンなどシギ・チドリ類をはじめと

する鳥類21種、オカヒジキやハマニガナなどの植物11種、ハサミムシな

どの昆虫4種が確認されました。希少種であるミサゴとハマシギ (鳥類) 、

ハママツナ (塩生植物) の3種も観察されました。

「ソニーの森」で誕生したフクロウの雛 (2020年撮影)

社員による外来種のアメリカザリガニの捕獲活動

蒲生干潟で確認されたミサゴの幼鳥
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メ、カササギなどの40種類以上の生物が観察されており、30種類以上の

野菜を収穫しています。収穫した野菜は社員食堂で社員に提供し、協生

農法の理念を通して、生物多様性の重要性を社員に伝えています。

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、工場から10kmの距

離にフシュルゼー自然保護区がある自然豊かな地域に位置しており、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。

食材における環境配慮の促進

ソニーは、2021年より「Food for the Future (フード・フォー・ザ・フュー

チャー) 」プロジェクトで食材に関する環境問題に取り組んでいます。ソ

ニー・ピクチャーズエンタテインメントの映画キャラクターであるピーターラ

ビットが登場する食材の環境配慮ガイドブックを社員に配布するととも

に、世界各地の社員食堂で環境に配慮した食材を使用したメニューを提

供することで、社員一人ひとりが日常生活の中で食材の環境配慮を意識

し、行動することを促す活動を行っています。日本地域では2021年10月

を「ソニーグループ食料月間」と定め、各事業所の食堂で環境配慮食材の

説明とともにそれを使用したメニューの提供や、国連食糧農業機関から

講師を招いたセミナーの開催などの社員啓発活動を展開しました。蜜源植物の植栽など、ハナバチの保護活動の様子

協生農法農園での社員による収穫の様子

マイボトルの給水用に設置しているウォーターサーバー

社員に配布した食材の環境配慮ガイドブック

中国での生物多様性の保全活動
索尼精密部件 (恵州) 有限公司 (SPDH) は、近隣にマングローブ林公園

がある自然豊かな地域に位置しており、外来生物除去活動や協生農法の

導入など地域の生物多様性を保全する活動を推進しています。マングロー

ブ林公園は、コウノトリやクロツラヘラサギなどの絶滅危惧種 (中国国家

重点保護野生動物) をはじめ、潮間帯や汽水域に生息する多種多様な動

植物が生息しています。SPDHでは、2010年より外来生物であるホテイア

オイの除去活動を恵州市水上環境衛生所の協力を得ながら推進していま

す。さらにSPDHでは、2020年より協生農法による生物多様性の保護回

復活動を事業所の敷地内で行っています。協生農法では多種多様な植物

をひとつの農地に混生・密生させ、生態系をつくりだし、もともと生態系に

備わる物質循環機能を最大限利用します。SPDHでは、事業所内の畑に

協生農法を取り入れたところ、これまでにミツバチ、カマキリ、バッタ、スズ

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

大分県国東市での生物多様性の保全活動

「So-netの森」での森林整備活動

絶滅危惧種であるアカウミガメの保護活動

米国ニューヨーク市での環境保護活動

長崎県でのサンゴ保全活動

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

グループ全体での使い捨てプラスチック削減活動

ソニーは、プラスチックごみによる海洋汚染を防ぐため、世界中のグルー

プ会社で使い捨てプラスチックの削減を推進しています。全ての事業所に

おいて、会議室やカフェなどで使っていたプラスチック製のストローやカッ

プ、ペットボトル、レジ袋などの提供を中止または削減しています。また、

複数の事業所でウォーターサーバーを設置し、社員に対して繰り返し使え

る容器 (マイボトル) の利用促進に取り組んでいます。
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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。

世界各地の地域性に応じた清掃活動

ソニーは、世界各地の事業所において、それぞれの地域性に応じた清掃

活動を継続的に実施しています。昨今のコロナ禍で人が集まりにくい状況

下においても、複数の事業所で感染対策を徹底した上で清掃活動を実施

しています。例えば、ソニー・デバイス・テクノロジー (タイ) (SDT) では、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、清掃活動も併せて実施しています。2021年はタイラ

ンド湾に流入するKlong Cone Canal川の清掃活動を行い、廃プラスチッ

クをはじめとする約202kgの廃棄物を収集しました。

SDT社員による清掃活動の様子

日本で開催されたフォトコンテスト入選作品の写真展

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

「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。自然と触れあう中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

2021年まで累計で約8,000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42万人にSNSを使って紹介

わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト

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。2021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※を合計約362トン使用し

ました。

※  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
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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年度より、

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、2021年度で約905トン (2020年度比) のCO2排出量を

削減しました。

製品輸送時のCO2排出量

ソニーは「2025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 (2018年度比) する」という目標を掲げ、製品や梱包の小

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の活動を進めていま

す。2021年度の製品輸送 (国際間および域内※) にともなうCO2排出量は、

2018年度比で約5%増の約19.1万トンとなりました。これは、生産面や

国際輸送におけるコロナ禍の影響により、各種活動に制約を受けたことに

起因します。

※ 域内は、一部の国・地域を除きます。

物流 また、船舶を利用した輸送も推進しており、2021年度の日本国内での

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231トンのCO2

排出量削減となりました。

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。

製品輸送時 (国際間および域内) のCO2排出量

(年度)202520212018
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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。

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。特に大型製品のテレビ ブラ

ビア™では、500km以上の長距離輸送において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」の企業認定およびテレビ ブラビアの商品認定を継続して

受けています。

米国日本

シンガポールシンガポール

ベルギーベルギー

航空機から船舶輸送へのモーダルシフト

エコレールマークの企業認定ロゴ

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、ミルクラン※を行っています。例えば、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。

※  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。

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。
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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 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、資源循環の戦略のひとつとして、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、ソニーの関連

会社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。使用済み製品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使用済み製品は増加傾向にあり、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。

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

使用済み製品の回収実績

日本 ・東アジア

中南米

北米

欧州

パンアジア
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日本・東アジア 北米欧州 パンアジア 中南米

注) • 2021年度の値は、2022年7月時点の集計値。2020年度数値は、過年度報告を修正。
• 日本・東アジアは、日本・韓国・台湾地区を指します。
• 地域により回収・集計している製品が異なる場合があります。

製品リサイクルの目標と実績

ソニーは「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・維

持」という目標を掲げ、全世界で使用済み製品の回収を推進しています。

2021年度のソニーの使用済み製品の回収実績は約7.0万トン (2022年7 

月時点) となりました。

また、ソニーは2021年度より「重視する鉱物資源 (タンタル) の再資源

化において回収効率1.5倍 (2020年度比) 」という目標のもと、より高度

な再資源化にも取り組んでいます。

日本において、リサイクルプラントと協業し、使用済み製品からタンタル

を含む部品を回収するプロセスの構築、およびその工程や設備の改善を

進めており、2021年度は導入した設備の回収効率を向上するための技術

的検証を実施しました。
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2021年度はブラウン管式テレビ約12.5万台、液晶・プラズマ式テレビ

約41.9万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。2021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。

※ 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」に基づき、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。

2021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2.4万台

台 (128.8トン) となり、金属類、プラスチック類、ガラスなど約95.4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

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基づき、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、法律に基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※ (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、小売業者が使用済み製品の引き

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、そのうちのひとつが、ソニーの関連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。

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3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、2002年に他社と共同で「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

用済み製品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。その後も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/EC) 

※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。

2021年にソニーは欧州において、約41,253トン分※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。

※  2021年の使用済み製品の重量には、フランスなど一部の国の値を含みません。

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
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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

イニシアティ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、使用済み製品の回収にかかわる各

州の法規制に対応した上で、より高いリサイクル回収率を目指す「ソニー・

テイクバック・リサイクリング・プログラム」を推進しています。本プログラ

ムにおいて、SELは各州のリサイクル業者と協業し、指定回収センターで

全てのソニー製品を無料で回収しています。2021年度は約5,961トン 

(1,311万ポンド) の使用済み製品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、

0.1kgがリサイクルされている計算となります。

さらに、SELは本プログラムの内容やリサイクルの意義をお客様に伝え

るウェブサイトも運用しています。閲覧者が近隣のリサイクルセンターを

検索できる機能も搭載するなど、適切なリサイクルの情報を発信し、使用

済み製品の回収率促進に取り組んでいます。

また、SELは二次電池について「Call2Recycle (コールツーリサイクル) 

プログラム※」に参加し、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。

これら一連の責任あるリサイクル活動が社会的に評価され、SELは米国

環境保護庁の「Sustainable Materials Management Electronics 

Challenge (サステナブル・マテリアル・マネジメント・エレクトロニクス・

チャレンジ) 」の金賞を4年連続で受賞しています。

※  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。

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)

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製品のリサイク

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製品を無料で

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は使用済み製品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)

使用済み電子機器の回収の様子

リサイクルの責任
SEL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ブル・マテリアル・マネジメント・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。
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員や地域住民に対し使用済み製品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

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

に及ぶ地域に立地し、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使用済み製品回収とリサイクル

ソニー・インドは、2016年廃電気電子機器管理規則 (および改正規則) 

を遵守するために、大手リサイクル事業者と提携して使用済み製品の回

収・リサイクルなど、使用済み製品のリサイクルルート構築のためのサービ

スを提供しています。2021年度は使用済み製品約3,661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・リサイクルしました。また、

環境に悪影響を与えない形で使用済み製品をリサイクルするための啓発

活動に力を入れるとともに、使用済み製品回収拠点のネットワーク拡大を

進めるなど、お客様が使用済みソニー製品を引き渡しやすい条件を整え

るために尽力しています。2022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、2021年7月から2022年6月までに約4,734ト

ンの廃棄されたテレビ・パソコン・パソコン周辺機器・プリンターをソニー

の割当分としてリサイクルしました。

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

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

生した使用済み製品は、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。2021年度は約222トンの使用済み製

品を回収し、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もと、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、

12カ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。

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、廃棄電器電子製品回収処理管理条例が施行さ

れました。本条例では、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコンの5品

目を廃棄電器電子製品処理専用基金の対象としており、対象製品の生産

者と輸入者に対して基金への納付を義務づけているため、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。

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、

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
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国内外での環境コミュニケーション

ソニーは、主催するイベントやコンテンツを利用し、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

ソニーは、製品やエンタテインメントなど各事業の最新情報を発信する

中国でのイベント「Sony Expo 2021 (ソニーエキスポ) 」の中で、ソニーの

環境活動などを紹介する「サステナビリティセッション」を行いました。オ

ンライン視聴を含め約2万人以上の観客に向けて、ソニーグループ全体の

環境ビジョンをはじめ、中国地域のソニーグループ各社における多様な環

境への取り組みを伝えるとともに、ソニー・ミュージックエンタテインメン

トの所属アーティストと会場の参加者が一緒に協生農法®※1を体験するイ

ベントを開催しました。

環境コミュニケーション 米国ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、2015年よりPGAツアー※2「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。2022年、同トーナメントは多くのボランティアに

サポートされ、会場の構造材の再利用、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。

さらに今回、SELはイベントでのプラスチックごみを削減するため、ボラン

ティアに対して再生プラスチックを使用したウォーターボトルを提供すると

ともに、その給水用のウォーターサーバーも会場に設置しました。また、優

勝賞品として、背面カバーにソニー独自開発の難燃性再生プラスチック

SORPLAS™を採用したテレビ ブラビア® XR-65A95Kを贈呈しました。

※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。

※2 PGAツアーとは、米国男子ゴルフツアーのことです。

協生農法®

エンタテインメント事業を通じた環境活動

ソニーは、エンタテインメント事業が持つ影響力を生かした環境活動を

展開しています。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は、参画している

Playing for the Planet※ (プレイング・フォー・ザ・プラネット) アライアン

スの施策の一環として、Guerrilla (ゲリラ) が制作したアクションRPGゲー

ム『Horizon Forbidden West』を通じた森林再生活動に取り組んでいま

す。各国・地域のパートナー様の協力のもと、植林活動や、野草生息地や

海岸の保全への寄付などを、ユーザー参加型の施策と連動して行うこと

で、ユーザーに対する気候変動と生物多様性の意識啓発にもつなげてい

ます。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (SPE) は、映画「ピーターラビッ

ト2 / バーナバスの誘惑」の公開に合わせて、国際連合 (国連) 、国連食糧

農業機関、国連財団と協力し、持続可能な食料環境を目指す啓発キャン

ペーンを展開しました。同キャンペーンではピーターラビットとその仲間た

ちが、健康的な食事や地元の食材の購入、家庭での食料栽培、食品ロス

の削減など、食料システムに配慮する「フードヒーロー」になる行動を世界

に向けて呼びかけました。

ソニー・ミュージックグループは、ソニー・ミュージックエンタテインメン

ト (UK) を代表し、音楽業界全体で気候変動対策に関する知見を共有し、

脱炭素化を推進するためのグローバルプラットフォーム「Music Climate 

Pact」に参加署名しました。

※  Playing for the Planetは、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。

『Horizon Forbidden West』の森林再生プロジェクト

ピーターラビットによるグローバルキャンペーン

ソニー・ミュージックグループが「Music Climate Pact」に参加署名

Sony Expo 2021

『Horizon Forbidden West』の作中に登場する壮大な自然環境 SPEが制作したキャンペーンポスター
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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。

パートナーシップとフレームワークへの参画

消費者に向けた環境コミュニケーション

ソニーは、公式ウェブサイト、動画共有サイトやSNSなどを通じて、自社

の環境情報を消費者と共有する「環境コミュニケーション」を進めていま

す。2021年度の一部のエレクトロニクス製品の新製品発表動画では、ソ

ニーグループ全体で掲げる環境目標や、新製品における環境配慮などを

紹介しました。このような動画媒体による環境コミュニケーションを行うこ

とで、より多くの消費者に情報発信することができました。

また、ソニー中国では同国内のソニーストアにおいて、レンズ製品の展

示とともに、店頭にあるディスプレイにて製品の省資源への取り組みを紹

介する動画も放映し、多くのお客様から反響がありました。

中国のソニーストアで展示製品の環境配慮を紹介

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2021年に食材の環境配慮や海洋プラスチック汚染問題などをテーマに

した全社員向けのオンラインセミナーを開催しました。

新製品の発表動画で製品における環境配慮を紹介

GRIスタンダード対照表
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ハイライト

環境方針と目標
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事業所
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社員意識調査エンゲージメント指標

89%　※  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

人材育成プログラムの延べ受講総時間 (全世界) 

1,472,974時間

2021年度実績

マネジメントアプローチ

人材

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

提供し続けてきたソニーにとって、「人」は最も重要な経営資源です。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。

体制

人材にかかわる重要事項は、グループレベルの会議体と各事業の個社

人事委員会それぞれで議論・審議を行っています。また、ソニーグループ

株式会社の人事担当役員と6事業セグメントの人事責任者による会議を

定期開催しています。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンについては、CEO直轄の

ダイバーシティ委員会を設置、また人権課題や人権リスク、両立支援、

LGBTQ＋社員の働き方など幅広く相談できる仕組みを構築しています。

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。

これまでの取り組み

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 人材理念・人材戦略を再定義
 国際イニシアティブ「The Valuable 500」におけるIconic 

Companiesに選定

GRIスタンダード対照表
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ハイライト
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Highlight

人事戦略に沿った主な活動事例
個を求む―障がい者の活躍フィールドの拡大 (金融) 

ソニー生命は当社および特例子会社であるソニー生命ビジネ

スパートナーズ (以下、「SLBP」) を通じて、障がい者が「自分らし

く」働ける環境を提供し、障がい者インクルージョンを推進してい

ます。

SLBPは、ソニー生命の特例子会社として2019年3月に設立さ

れました。ソニー生命の常用雇用者数が今後も増加していく中、

障がい者の雇用と併せて、障がい者が安心して活躍できるフィー

ルドを拡大していくことが必要であり、事務代行業務、清掃業務

に加え、使用された文具を回収し再生・再利用する文具リユース

業務を開始いたしました。精神・発達障がい者、知的障がい者の

方々を中心に、それぞれが自立・自律し、質の高い仕事で社会に

貢献できる「場」の提供を目指しています。

個を伸ばす―ポジティブ・インフルエンス (音楽) 

「ポジティブ・インフルエンス」は、ソニー・ミュージックエンタテ

インメント (以下、「SME」) で初めてのタレント＆インクルージョン

プログラムです。このプログラムは、音楽業界への道を開くことを

可能にすることで、社会経済的に恵まれない多様なコミュニティ

の若者に真の変化をもたらし続けています。社員は関係するコ

ミュニティ、SME、そしてクリエイティブ業界にポジティブな影響を

与えることができるよう、チャリティパートナーである「Creative 

Mentor Network」から専門的なコーチングを受けています。こ

のプログラムを通して、社員はこれらのコミュニティで積極的な

役割を果たし、社会経済的に恵まれない若者が音楽業界につい

て知る手助けを行い、機会を促進することができるようになりま

した。同時に、社員の成長を支援し、この業界に入ろうとしてい

る若者が直面する問題に対する社員の理解を深め、変化の支持

者となり多様な人材を積極的に支援するよう促すことで、社内文

化へも付加価値をもたらしました。

個を活かす―2021年 SIEヒーローズ  

(ゲーム＆ネットワークサービス)

「2021年 SIE ヒーローズ」は、社員同士が世界中のソニー・イン

タラクティブエンタテインメント (以下、「SIE」) の仲間の努力を称

え表彰するために、お互いに感謝を伝え合うプログラムです。パ

ンデミックや新しいコンソールの立ち上げなど社員にとって困難

な年となった2020年に始まり、SIEがグローバル体制に移行して

以来、初めての大規模な社員エンゲージメント活動となりました。

2021年は、「プロジェクト/業務」「心の支え」「縁の下の力持ち」

「その他」の4つのカテゴリーで6,000件 (前年比82%増) がノミ

ネートされました。リーダーシップチームも重要な役割を果たして

おり、最も多くノミネートを受けた社員には、感謝のメッセージが

送られました。また社内の専用ウェブサイトでは、公開の許可を

得たノミネーションを全て紹介しています。この活動によりポジ

ティブな企業文化に寄与する多くの社員の行動が明らかになり、

SIEでの表彰と支援の文化の継続的な醸成につながっています。

GRIスタンダード対照表
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コーポレート・ガバナンス
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人材理念

ソニーの人材理念 Special You, Diverse Sony

2021年に発足した新たな経営機構体制に合わせて再定義されたソニー

グループの人材理念、“Special You, Diverse Sony”。“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

の技能を最大限度に発揮せしむ」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。

また、人材理念に基づいた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」と定義して

います。

個を求む：グループ横断の採用活動を通じ幅広い人材へアプローチし、

Purposeに共感し、挑戦心と成長意欲に満ちた多様な人材獲得につなげ

ています。

個を伸ばす：ざまざまな活躍の場や機会を通じて、社員一人ひとりが自発

的に学び、多様なキャリアに挑戦できる仕組みを整備しています。

個を活かす：社員エンゲージメントを高め、組織と社員が互いの成長に貢

献し合う関係を形成しています。

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。ソニーグ

ループ株式会社では、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

個を軸とするソニーの人事戦略

「個を求む」 「個を伸ばす」 「個を活かす」
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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 & Values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。ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンを

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

なチャレンジをすることは、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、エクイティ&インクルージョン

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。2021年度は、ソニーグループ全体で、3,400名が法人

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

2022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960名の社員が世

界各国・地域に派遣され、さまざまな事業領域で活躍しています。そのう

ち海外グループ各社からの異動者は約80名、管理職が約50%を占めてい

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。2021年度は、世界的な新型

コロナウイルスの感染拡大が続き、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の社内インフラの整備を継続して推進しています。

加えて、コロナ禍における水際対策措置やワクチン接種等の行政情報の

共有を行い、生活面のサポートも充実させています。

さらに、ダイバーシティ推進に取り組んでいるDIVI@Sony※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など、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オンラインで提供すると

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。

※ 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／地域に商品・サービス・コンテンツの開

発や設計、販売、マーケティング、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での先端技術

開発、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・アジア諸国など、幅広い国／

地域の学生を受け入れています。

(なお、ソニーグループ株式会社の初任給は、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。)

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。2021年度末時点の女性社員比率は35%、女性管理職

比率は30.1%です。

ソニーグループ株式会社は①2025年にむけて女性管理職比率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。国内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ています。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の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。2022年3月

には国際女性デーを記念して、社外有識者を招き、世界動向に対する理

解を深め、ジェンダー平等に向けた参加者のアクションにつなげることを

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」認定を取得
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ソニーグループ (日本) における女性管理職比率の推移

国内主要会社の女性管理職比率目標 (2025年度末) 

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

管理職報酬の男女比※ (ソニーグループ株式会社)
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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 28%

ソニーフィナンシャルグループ 15%※3

日本

国際女性デーを記念し、社外有識者を招いた講演会を開
催。約400名がオンラインで参加しました。ジェンダー平
等に向け、それぞれがアクションにつなげることをゴール
にした内容でした。参加したトップマネジメントからは、
「女性のキャリアアップへの風土醸成や環境整備が必要」
などの声も寄せられ、意識の変化が進んでいることを実
感できる機会となりました。

中国

グローバルに開催されたダイバーシティウィーク2021に
合わせ、ソニー・チャイナでは、「幸せに働き、幸せに生き
るために」「インクルーシブな職場について考える」「無意
識のバイアス」などのオンラインワークショップを行いまし
た。オフラインキャンペーンでは、「ダイバーシティブロッサ
ム (多様性の花) 」をテーマに掲げ、ダイバーシティ、エクイ
ティ&インクルージョンを考えるきっかけを多数提供しま
した。

米国

ソニー・ミュージックパブリッシングでは、マネジメント向
けにアンコンシャス・バイアス (無意識のバイアス) のワー
クショップを行いました。インクルーシブな状態 (安心・安
全の場) は、多様な社員をマネジメントするために欠かせ
ないものです。自分を含め誰もがアンコンシャス・バイア
スを持っていることを理解し、多様な視点で物事をとらえ
ることの大切さを学ぶ場となりました。

項目 男性 女性

基本給の男女比 102 100

報酬総額の男女比 102 100

※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2021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

※  役員を除く管理職の報酬平均の比較。報酬体系は男女同一のものを適用。差は等級

構成の違いなどによるもの。

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、障がいの有無にかか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かか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、特例子会社制度が法

制化される以前の1978年に設立されたソニー・太陽株式会社が、蓄積さ

れた障がい者雇用に関するノウハウをグループ全体に展開することを始

めました。現在では、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、2019年にソニー生命の事務業務などを行う

ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社の3つの特例子会社でのインク

ルーシブな環境づくりを、グループ全体に広げています。ソニーグループの

特例子会社は、自立したひとつの事業所として、他事業所や各個社と共

同での業務を行うなど、配慮の上での働きがいを追求する場となっていま

す。これらの取り組みは、各グループ個社での障がい者雇用に生かされ、

誰もがどこでも活躍できるよう、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、個社

でも雇用を拡大しています。合理的な配慮については、障がいのある社

員と個別に十分な話し合いの上で行うことを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にも記載しています。

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。

2019年12月に署名した、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」も、経営

者や企業の行動を促すものであり、500社の中からIconic Companiesの

うちの1社として選ばれ、「The Valuable 500」内にあるプロジェクトのう

ちのひとつであるメディアハブ※2をソニーが支援しています。

ソニーグループは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、ソニーグループ株式会社 (2022年3月末時点) の2021年度の障

がい者雇用率は2.87%、国内ソニーグループ (社員数101名以上・連結) 

の平均雇用率 (2022年3月末時点) は2.50%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 「The Valuable 500」における「メディアハブ」：障がいのある人が社会に進出してい

ることをインタビューや映像で紹介したものを蓄積し公開する取り組み。
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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

ソニーグループ各国・地域におけるLGBTQ＋に関する取り組み

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 Companiesとして選ばれ、「The 
Valuable 500」内にあるプロジェクトのうちのひとつであ
るメディアハブをソニーが支援しています。

日本

国内ソニーグループでは、障がいの有無にかかわらずキャ
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
ており、建物アクセシビリティを障がいのある方とともに
確認し改善。採用においては、例年開催しているソニーグ
ループによる合同採用面談会 (10社参加) をオンラインで
開催し、会社説明会/個人面談会を同日で開催することで、
ソニーグループ各社との接点確保を実現しました。また、
「The Valuable 500」の国内唯一のIconic Companiesと
して、日本国内加盟企業や日本財団とともに障がい者が
活躍できる社会実現に向けての取組みを検討しています。

米国

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは、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Disability:INなどと連携
し、障がいがある社員を支援するための教育機会を提供
しています。

中国

ソニー・チャイナでは、障がい者の雇用機会を提供するだ
けでなく、障がいがある大学生が将来の仕事に適応でき
るよう、社会実践講座の開催を支援するなど、ダイバーシ
ティ&障がい者インクルージョンプログラムを通して障が
い者雇用推進に尽力しています。

日本

社内・社外向けにLGBTQ＋に関する講演会をオンライン
で実施し、会場に来ることが難しい遠方の事業所の社員
や他社のダイバーシティ担当者も参加しやすくすること
で、国内ソニーグループ社員がLGBTQ＋についての情報
に触れる機会を広げるとともに、社外に向けてもソニー
グループの取り組み姿勢を示しました。また、他社と共催
でLGBTQ＋のアライ社員向けイベントを開催し、アライ
の輪を広げました。さらに、NPO法人ReBitが開催した
Diversity Career Forumに協賛・参加し、ソニーグループ
のLGBTQ＋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LGBTQ＋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。

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・エレクトロニクスが、LGBTQ＋
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、
LGBTQ＋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。また、ソニー・ミュージックグループは、メディアによる
LGBTQ＋差別を防止する団体GLAADとのパートナーシッ
プを通じ、LGBTQ＋をインクルードするための研修を行う
とともに、LGBTQ＋に関して公正、正確、包括的に表現し
たメディアを表彰する第33回GLAADメディア賞のスポン
サリングも行いました。

LGBTQ＋社員に配慮した職場環境の整備

ソニーでは、LGBTQ＋※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、具体的な取り組みとして、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するなど、安心して働くことがで

きる環境整備に取り組んでいます。

また、LGBTQ＋の社員の職場における心理的安全性や勤続意欲に、

LGBTQ＋を理解し積極的に支援するアライの存在が影響すると、近年で

は注目されています。このアライ社員を増やし、可視化していくことにも

取り組んでいます。2021年度には異業種の会社と共催でアライについて

考えるイベントを開催しました。

※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。
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社員の成長と活躍

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、56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7,900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。

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”と称して、主体的なキャリア意識を啓発する

講演会やワークショップ、キャリア相談窓口を開くなど、社員のつながりや

発見を促す機会がつくられています。加えて、一人ひとりが自分のキャリア

と成長について上司と話し合い、併せて自身のスキルを見直す中で、個々

人のステージに応じた自律的なキャリア形成を支援しています。また、現

業務を通じた成長支援としては、2016年度よりソニーグループ各社にて

刷新された評価制度のプロセスにおいて、より一層本人の気づき・学びに

つなげる取り組みを行っています。個々人の掲げた高い目標の達成に向

けて進捗をフォローするだけでなく、日々の行動や周囲への影響などの側

面からも本人がフィードバックを得られるよう、マネジャー・メンバー間の

年間を通じたコミュニケーションを促しています。

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。

人材育成

項目 日本 海外 全世界

プログラム数 2,910 18,496 21,406

実施総回数 (回) 11,159 35,686 46,845

受講者総数 (延べ人数) 179,043 203,067 382,110

延べ受講総時間 (時間) 568,662 904,312 1,472,974

個性豊かな社員と挑戦を支援するソニー、  
成長の相互作用を目指して

ソニーでは、個性豊かな社員一人ひとりの成長の連鎖によって、その挑

戦を最大限に発揮する場所である会社がさらなる成長を実現することを

目指しており、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、さらなる活躍ができるよう、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

ています。国内ソニーグループでは、経営メンバーや人事でマネジメント

の中期的な育成の方向性を議論し、視野、経験領域の拡大のためのさま

ざまな取り組みを行っています。海外拠点や各事業においても、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

ています。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の提供に加えて、2021年に国内

グループ会社へ学習プラットフォームを導入し、個に即した学びの機会を

広げています。具体的には、社員の保有スキルなどの人材データに基づく

コンテンツ推薦や、必要な時に必要な学びが届くアプローチ、学習状況の

可視化を通じ、社員各自がキャリア形成と自己成長を意識する環境づくり

を行っている他、プラットフォームを用いた海外グループ会社とのコンテン

ツ連携にも取り組んでいます。海外グループ各社でも独自の取り組みを

行っており、各社員の状況に基づいたパーソナライズされた学習コンテン

ツを提供しました。

さらに、働く環境が変化する中においても質の高いアウトプットを行う

ためのスキルを身につけるプログラムを国内外で提供しました。例えばソ

ニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは、ハイブリッド環境での仕事の

成功について有識者が語るセッションや社員へのハイブリッド環境への移

行支援ツールやリソース提供を実施しています。

2021年度の研修実施状況は、以下の通りです。

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

マネジメントアプローチ

ハイライト

人材理念

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

健康管理・健康づくり

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

069



人材育成コンセプトを体現する場「PORT」

ソニーでは、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、学び合い、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

機的につながることができる場です。

ソニーグループ社員が集まり、シナジーを生むことで、個人としても成

長しながら、ソニーの新しい未来を創造するという人材コンセプトに基づ

き、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。2021年度は、オンラインイベン

トを中心に、年間で1,000回以上開催され、のべ54,000名以上が参加し

ました。内容は、ソニーの多様な事業を深く知るための社員による講演会

や、業務を通じて得られた経験や仕事への想いを語り合うトークセッショ

ン、個人のキャリアを考えるための講演会、リモート環境でのワークスタイ

ルを考える会、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わたっています。

継続的に社員が活動を実施できるように、支援も積極的に行っていま

す。学び合うためのコミュニティづくりを支援し、活動を行う社員の横のつ

ながりや、ノウハウを共有する場を設けています。PORTが直接支援する

コミュニティだけでも、20を超えるコミュニティが、年間700回以上の定

期的な勉強会を実施しています。

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が整備されています。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ます。

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、地理的な制約を越えてつながり、自主的に学び合い続けること

を実現しています。

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、働くことや人生の将来設計は、

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。テクノロジーはソニーグループの

全ての事業に力を与える重要な価値創造基盤であり、人の動機に近づき 

「感動を生む、テクノロジー」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名が活動に参画し、交流しています。

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
Photo: ©Kenta Hasegawa

PORT みなとみらいに設置された、学びのコンテンツの制作・発信を支援するスタジオ
領域別 技術戦略コミッティ 事業本部・グループ会社

グループ
会社A

領域代表 A領域 技術戦略コミッティ

グループ
会社B

グループ
会社C

技術戦略
コミッティ 領域代表 B領域 技術戦略コミッティ

領域代表 C領域 技術戦略コミッティ

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るため、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。
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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

た代表となる社員が、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、学び直しなど、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。

2021年度は、研修のオンライン比率を90%に高め、AI系やクラウド系

の研修コンテンツの充実に取り組みました。その結果、のべ26,100名の

社員が受講しました。ソニーグループにおける技術者の人材育成の基盤と

して、成長機会を継続的に提供しています。

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。

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、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しています。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「Distinguished Engineer 

(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、全社から選任し、DEの称号を付与しています。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すとともに、社内外に公開することで、グ

ループレベルでの認知と後進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、各技術領域のエキスパートである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。2021年度は、「感動を生む、テクノ

ロジー」と題し、オンラインとリアル会場展示のハイブリッド形式で開催し、

国内外のソニーグループ各社から延べ15,000名を超える社員が参加しま

した。新型コロナウイルス感染症対策の上で実施したリアル会場展示で

は、2年ぶりに出展者と見学者がリアルに交流し、会場は技術者の熱気で

包まれました。東京の会場に来られない世界中の社員が見られるよう、リ

アル展示会場から生配信したことで、オンラインとリアル会場の一体感も

生まれました。また各分野の第一線で活躍するゲストやDEなどによるオ

ンラインセミナーも48セッション開催しました。STEF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、グルー

プ全体のコラボレーションにつながる出会いの場を実現する重要な社内

イベントのひとつです。この場から将来のソニーを支える技術が生み出さ

れることを目指していきます。

発明考案報奨制度

ソニーでは、社員の発明に対し、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。発明に対する社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。
「技術研修」実施状況

• 基幹技術研修、階層別研修、新人技術研修など、
年間300講座以上のコンテンツを90%オンライン化
(2021年度)
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ソニーグループ各社における人材育成・能力開発の主な施策

音楽

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

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4つのプログラムを実施しています。“Business of Entertainment 101”プログラム
は、将来を担う基幹人材が、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。“Coaching For Results”プログラムでは、部下を育成・指導するために、日常で実践でき
るコーチングのテクニックをマネージャーに習得してもらいます。“Executive Coaching”プログラムでは、上級リーダーを対象に認定
コーチがスキルアップと個々の課題への取り組みを支援します。さらに、リーダーの継続的な成長を支援するためオンデマンドのポー
タルサイトやチームビルディングを効果的に行うためのツールを提供しています。

エンタテインメント・テクノロジー
＆サービス

ソニー株式会社では、若手社員がさまざまな場面で主体的に学び、活躍するポテンシャルを高めることを目的とし、部長視点で将来
の組織課題を解決するプラクティカルワークや、ソフトウェアエンジニアによる新規事業創出・事業けん引を目指した、「事業構想力」
「リーダーシップ開発」のセッションなど、幅広い学びの場を提供しています。また一部の部署ではさらに部下との対話を軸とした課
長層向けマネジメント研修を実施し、リモートワーク下で多様な部下の主体性/創造性を発揮させるサステナブルなマネジメント手
法を学ぶプログラムを実施しています。社員エンゲージメント調査やストレスチェックの結果も活用し、悩みや課題を捉えることで、
変革を加速させています。

イメージング＆
センシング・ソリューション

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社では、経営を担う次世代リーダー育成施策の一環として、マネジメント向けに「基幹人
材研修ミニMBAコース」を実施しています。1年間のプログラムを通じて「経営」および「ビジネス」の全体像を学ぶことで、俯瞰的に
組織を見つめ、その中でリーダーである自身が果たすべき役割をアップデートし、視野を広げることを目的としています。また、プロ
グラム受講後のグループ討議にて自組織の課題をSSSグループの課題解決に昇華させた中期計画案をまとめトップマネジメントに報
告することで、単なる知識習得に留まらず、行動変容へつなげる動機付けも行っています。さらに、ミドルマネジメントへの具体的な
支援策の展開のために、SSSの全統括課長 (約500名) に対してアンケート調査を実施し、マネジメントの実態把握および課題抽出
を行っています。

経営人材・将来のリーダー育成

持続的に将来の経営人材を輩出するために、ソニーでは多様な事業の

総合力を生かしてグループ横断の成長機会を提供しています。

“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

集まりイノベーションマインドやリーダーシップスキルを磨くプログラムや、

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、ビジネスや組織の枠を超えた活発な人的

交流や相互啓発により、切磋琢磨する場を設けています。

2021年度は、グローバル部長コースの期間・対象を拡大し、世界中の

さまざまなグループ会社から集まった受講生が、グループディスカッション

や多様な事業の経営メンバーとの対話を通して、リーダーシップやビジョ

ンメイキングなどのスキル・マインドの強化に取り組みました。また吉田

CEOと受講生との対話セッションを実施し、「人に近づく」をテーマに各事

業を代表する受講生がそれぞれの取り組みについて発表を行い、他の受

講生も交えて積極的に意見交換を行いました。

さらに国内課長コース・国内リーダーコースでは、代表チームから経営

陣に対してソニーが新たに取り組むべき事業や施策についての提案を行

い、吉田CEO・十時CFOを始めとする各事業の責任者を含む役員との活

発な議論が行われました。

各事業における定期的なタレントのレビューとグループ横断での成長機

会を通じて、異なる事業に対する知見や人的ネットワークを最大限広げ事

業間シナジーを支えるとともに、タレントパイプライン強化による計画的な

サクセッションプランの策定に繋げています。
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社員エンゲージメント

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、エクイティ＆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。

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。また、年次有給休

暇も高い取得率となり、一般企業平均の11.3日に対し、ソニーグループ株

式会社で14.8日、国内グループで13.2日でした。

ソニーグループ各社の各国・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
(グローバル) 

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
(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
(米国) 

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。

エンタテインメン
ト・テクノロジー
＆サービス
(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
教育など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。

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では、2015年に配偶者の海外赴任や留学に際

してもソニーでのキャリア継続を可能とし、また知見や語学・コミュニケー

ション能力の向上により、復帰後のキャリア展開を豊かにすることを目的

とした休職 (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

イルス感染症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」、育児・不

妊治療・介護・がん治療などの目的で取得できる「ライフ休暇」や「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、語学研修などの費用を提供

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。
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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。育児休職に入る方を対象として、休職中に必要な知識・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職が難しかった社

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。

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、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。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である、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・

成長に加え、2021年からは社員の心身が満たされた状態を指すウェル

ビーイングについても社員の声を収集・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が長期化する中で調査を

実施しましたが、ソニーグループでキャリアを築いていくチャンスがあると

感じる人は増加しました。エンゲージメント指標としても昨年に引き続き

良好な状態を維持できているという結果となりました。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。

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

共通
(育児・介護・
治療) 

• 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

• 年次有給休暇の時間単位使用
• ライフ休暇 (通院などに必要な時間の休暇) 
• 積立休暇
• 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
宅勤務や研修費用の補助) 

育児

• 育児休職 (子の満1歳到達後の4月15日まで) 
• 育児休職支援金 (育児休職期間中に月額5万円を支給) 
• 育児短時間勤務 (小学校6年生3月末まで) 
• 育児休暇 (20日間の有給休暇を付与) 
• 育児期フレックスタイム制 (小学校6年生3月末まで) 
• ベビーシッター費用補助 (小学校3年生3月末まで) 

介護

• 介護休職 (同一親族について1年) 
• 介護休職支援金 (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) 

• 介護短時間勤務   
(同一家族、同一事由について事由が消滅するまで) 

• 介護フレックスタイム勤務   
(同一家族について、事由が続く限り) 

治療

• 不妊治療関連制度 (最長1年間の休職、短時間勤務、フ
レックスタイム勤務、費用補助) 

• 特定治療 (がん治療) 関連制度 (短時間勤務、フレックス
タイム勤務) 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、エンタテインメント・テクノロジー＆サービス事業の北米、

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。ソニー株式会社では、企業文化の醸成を目的としたボトム

アップ活動「We Project」を通じて、企業文化に関する意識調査や社内

SNSでのコミュニティ構築などを行っています。

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9% (連結ベース) であり、労使

関係は良好です。

社員エンゲージメント調査の結果

※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。

2019年 2020年 2021年

参加率 88% 91% 91%

エンゲージメント指標 85% 88% 89%
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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」「多様な働き方の確立」「アク

ティビティ・ベースド・ワーキングの導入」「新しいチャレンジの支援」を目

的とした、魅力的なワークプレイスの創造に取り組むことで社員のエン

ゲージメントの向上に繋げています。

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に取り組んでいます。ソニーグループ本社があるソ

ニーシティでは、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”を通じて、ソニーらしい企業文化の活性化に繋げています。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においても、それぞれの個性が表れたワーク

プレイスづくりを推進しています。

”STATIONS"をソニーシティみなとみらいに構築し、新たな働く場の選択

肢を提供しています。

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。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」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。

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

Photo：©Nacása & Partners

ソニーシティ大崎「BRIDGE TERMINAL」

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

アクティビティ・ベースド・ワーキングの導入

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・ワーキングのコンセプトに基づいた、機能的な

ワークプレイスを構築しています。

多様な働き方の確立

ソニーでは、これまで働き方のフレキシビリティを高める施策を可能な

限り導入し、仕事と生活の調和を取りながら社員が働きやすい職場環境の

提供を行ってきました。その施策の一環として、ソニーグループのセグメント

を超えた社員が、自宅・通常勤務地以外に利用できるサテライトオフィス 
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安全衛生
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。

現在、2021年度から2023年度における「安全衛生中期目標」達成に向

けて活動を行っています。

ソニーグループ安全衛生中期目標 (2021年度-2023年度)

フォーカスポイント 目標 対象事業所

ISO45001

グループ内の統合認証取得完了・維持
を目指す

認証対象
事業所

ISO45001規格に基づく安全衛生マネ
ジメントシステムのさらなる進化 (深化) 

全事業所

災害低減

「転倒・転落、衝突」災害の低減 全事業所

化学物質管理の強化 
(RBAプロセスケミカル9物質含む) 

製造・物流・
R&D事業所

機械設備起因の災害低減 製造・物流・
R&D事業所

発生した事象への是正対策の有効性評
価、横展開の強化 全事業所

新たなリスクへの
対応

働き方や働く環境の変化を踏まえた健
康リスク対策の実施 全事業所

「変更の管理」の強化 全事業所

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認識しています。このような状況

を踏まえて、2021年度‐2023年度安全衛生中期目標においても、「転倒・

転落、衝突」災害の更なる低減に向けた取り組みをグローバル全体で推進

しています。

健康リスク低減活動
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、働き方や働く環境が

変化しました。この大きな変化を踏まえ、メンタルヘルスを含む職場の有

害因子の特定と再リスクアセスメントを行い、健康リスク低減や健康増進

活動の実施を推進し、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。リモートワーク増加にともなうメンタルヘルスへの

取り組み強化や在宅勤務時の疲労やストレスを軽減する健康管理啓発な

ど、各事業所の特性に沿った施策を実施しています。

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R&D・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。

また、ソニーでは化学物質を使用する事業所の管理状況を事業所にお

ける内部監査、本社や地域セーフティオフィスが行うコーポレート監査を

通じて把握しています。さらに2021年にResponsible Business Alliance

がリスク管理が必要としてIndustry Focus Process Chemical Listに特

定した有害なプロセスケミカル※1の管理も安全衛生中期目標に含めるこ

とにより、確実なリスクアセスメントの実施を推進しています。

※1  プロセスケミカル9 物質  

1-ブロモプロパン (CAS#106-94-5) 、ベンゼン (CAS#71-43-2) 、ジクロロメタン

(CAS#75-09-2) 、メタノール (CAS#67-56-1) 、n-ヘキサン (CAS#110-54-3) 、N-

メチル-2-ピロリドン (CAS#872-50-4) 、テトラクロロエチレン (CAS#127-18-4) 、

トルエン(CAS#108-88-3) 、トリクロロエチレン (CAS#79-01-6)

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・物流・R&D事業所

を中心に、順次、ISO45001の外部認証取得を推進しています。対象とな

る本社機能組織・製造・物流・R＆D事業所の計50拠点のうち、計30拠点 

(本社安全衛生部門1拠点、日本・東アジア地域の12拠点、中国地域11拠

点、パンアジア地域の5拠点、および欧州地域の1拠点) でISO45001の外

部認証を取得済みです。このうち、23拠点においてグループ統合認証を

取得しています。(2022年6月時点)

グローバルな安全衛生活動

ソニーグループ安全衛生基本方針およびビジョン

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」という理念を掲げたソニーグループ安全衛生基本方針を制定し、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。また、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。

ソニーグループ安全衛生基本方針
理念

ソニーグループは、
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。

ソニーグループ安全衛生ビジョン「Vision Zero」
一切の労働災害を許さず、

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基本方針
理念

ソニーグループは、
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。

ソニーグループ安全衛生ビジョン「Vision Zero」
一切の労働災害を許さず、

ゼロ災害、ゼロ疾病を究極の目標とする
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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、8

つの「セーフティオフィス」 (日本・東アジア地域、中国地域、パンアジア地

域、中南米地域、北米地域、欧州地域、音楽事業、映画事業) を設置し、「地

域セーフティオフィサー」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。

〈経営層〉
●ソニーグループ安全衛生基本方針、目標の確立
●安全衛生マネジメントシステムを推進する組織の構築、監督
●  ソニーグループセーフティオフィサーおよび地域セーフティオフィサーの

選解任および指揮命令

〈本社安全衛生部門〉
●ソニーグループの安全衛生に関する本社機能
●  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

を担当

〈地域セーフティオフィサー〉
●地域の目標および計画を確立し実行する
●地域セーフティオフィスを構築し、指揮する
●  安全衛生に関する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

〈地域セーフティオフィス〉
●地域セーフティオフィサーのスタッフ部門
●  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行う

発生状況、活動目標に対する達成度など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。

ISO45001の統合認証を世界合計23拠点で取得

経営層

本社安全衛生部門

日本・
東アジア
※1

中国
※2

パン
アジア
※3

欧州
※4

音楽
事業
※5

映画
事業
※6

各地域セーフティオフィサー・オフィス

中南米 北米

2021年度の安全衛生教育実績

地域 研修名 対象者 受講者数 
(名)

本社 Global Auditors 
Training

各地域セーフティオフィサー
および担当者 30

日本・
東アジア

安全衛生担当者
基礎講習

各事業所新任安全衛生
担当者 36

レーザ安全管理講習 各事業所設備取り扱い
責任者 84

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 40

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 48

内部監査員養成講習 各事業所安全衛生担当者 17

北米 ISO45001内部監査員
養成講習 各事業所安全衛生担当者 18

中国

OHSMS基礎講習
各非製造事業所安全衛生
責任者・担当者 10

リスクアセスメント講習 各事業所安全衛生
責任者・担当者 35

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

共有などを行っています。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、本社安全衛生部門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

※1 日本、韓国、台湾地区　※2 中国大陸、香港地区  

※3  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、タジキスタン、トル

クメニスタン、ウズベキスタン

※4  欧州各国、トルコ、イスラエル、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) 

※5 音楽事業会社 (Sony Music Entertainment) 傘下の事業所

※6 映画事業会社 (Sony Pictures Entertainment) 傘下の事業所
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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

2021年度においても、人の不安全行動に起因する災害、特に「転倒・転

落」が休業災害11件のうち7件と半数以上を占め、休業日数も長期化す

る傾向にあります。また、請負会社社員の休業災害は減少したものの、継

続して発生しています。転倒災害への注意喚起、再発防止策や災害防止

好事例の横展開等の取り組みの他、請負会社への継続した安全活動への

協力要請の実施等を通じて、労働災害のさらなる低減を図ります。

健康リスクの低減活動として、リモートワークを中心とした働き方や働

く環境・場所の変化に応じたリスクアセスメント実施や、メンタルヘルスへ

の啓発強化などを行っています。また、受動喫煙のない職場環境として、

日本国内主要拠点での「屋内全面禁煙」は達成しており、引き続き喫煙者

への禁煙サポートと啓発による禁煙も推進しています。なお、2021年度

も引き続き、新型コロナウイルス感染症を健康リスクと捉え、各事業所に

て入構時の体温測定、消毒などの対策を継続しています。

中国での安全衛生活動

中国地域では、2020年度にISO45001認証への移行を完了し、中国地

域セーフティオフィスおよび傘下の製造事業所のISO45001統合認証を取

得しました。2021年度は、さらに安全衛生管理体制の範囲を非製造事業

所へ拡大し、7つの非製造事業所を含む事業所において、統合認証を取得

しました。

また、ゼロ災害達成に向けて、2015年度より地域安全活動としてヒヤリ

ハット啓発活動、電動バイク安全活動、安全ビデオ撮影などさまざまな活

動を継続しています。2021年度は、地域交通安全ビデオを制作し、入社

時の研修や安全教育に幅広く活用しています。加えて、社員の交通法規に

対する理解の向上を図るため、交通法規教育を実施し、合計12拠点にお

いて25,000名が参加しました。

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他、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名を超えるも

のから10名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。

安全と健康の増進
北米地域では「Vision Zero」ロゴに添えるキャッチフレーズとして、

「Advancing Safety, Health and Well-Being」 (安全と健康の増進) が

採用されました。ロゴとこのキャッチフレーズの組み合わせは、Vision 

Zeroの目標達成と職場安全の呼びかけに使われています。

緊急事態への準備
Sony Electronics Inc. (SEL) のセキュリティ部門では、緊急事態対策に

関するイベントを開催し、年2回ニュースレターを発行しています。2021

年12月に開催されたイベントでは、「気づいたときは、声を上げよう」 (If 

You See Something, Say Something) をスローガンにしたキャンペー

ンと、米国国土安全保障省による「逃げる、隠れる、戦う」 (Run. Hide. 

Fight.) がメインテーマに選ばれました。テロとの関連が疑われる活動に、

いかに気付き、報告するかが紹介されました。

DADCテレホート事業所での安全スローガンコンテスト
DADCテレホート事業所では、2021

年夏に安全スローガンコンテストを実

施しました。数ある中から、安全重視を

呼びかける「Don’t be Safety Blinded, 

Be Safety Minded」 (安全を無視せず、

つねに心がけよう) が最優秀賞を獲得

しました。

中国地域　ISO45001統合認証

「緊急事態対策フェア」 (SEL)

DADCテレホート事業所の
安全スローガンコンテスト最優秀作品
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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、セキュリティ班による消火器の取り

扱い) を行いました。

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づけ、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。プロ

グラム導入後、欧州地域全体で26%の労働損失日数削減を達成しました。

ソニーヨーロッパ  

―メンタルヘルス&ウェルビーイングニュースレター―
月1回、ウェルビーイングに関するニュースレターがソニーヨーロッパ社

員全員に配信されています。毎号、さまざまなテーマを取り上げながら、

読者にヒントやコツ、行動指針を提供しています。

UKテクノロジーセンター  

―メンタルヘルス―
メンタルヘルスに関するパンフレットを作成し、社員に配布しました。メ

ンタルヘルス状態の悪化を見極め、改善につなげる方法などを紹介して

います。また、社員が問題点を把握して適切なタイミングで対処できるよう、

「在宅勤務自己診断ツール」も作成されました。

パンアジアでの安全衛生活動

新型コロナウイルス感染症が各国で流行するなか、パンアジア地域の

各事業所では2021年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大の抑

制策と併せて安全衛生活動を推進し、継続的に改善を行っています。

安全衛生活動の取り組みを継続的に実施
タイ、マレーシア、オーストラリア (インド事業所でも間もなく導入予定) 

の5つの事業所では、ソニーのグローバルターゲットとしてSony OHSMS 

(ISO45001) を導入しています。いずれの事業所も、機械安全の向上、人

間工学に沿った作業様態、化学物質管理、緊急事態対策、危険予知訓練、

ヒヤリハット啓発プログラム、意識向上活動、研修など、安全衛生向上活

動を幅広く進めています。

新型コロナウイルス感染症拡大対策
各事業所では、1. 社員、来訪者、委託業者を対象とした新型コロナウイ

ルス感染症スクリーニング、2. 社員へのワクチン接種、3. 職場および業務

におけるフィジカルディスタンス確保、4. エリア洗浄、5. 個人の衛生意識

向上、6. タッチレス・キャンペーンを通じて、新型コロナウイルス感染症管

理措置を講じて、通常業務の継続に努めています。パンアジア地域のソ

ニー事業所では事業維持のための対策を推進するとともに、新たな働き

方としての在宅勤務の拡充をすべての事業所で進めています。ソニー社員

を感染症から守りつつ、円滑な事業運営を維持することを目指しています。

消火器取り扱い訓練

社員への新型コロナウイルスワクチン接種 (タイ) 社員を対象とした定期的スクリーニング (マレーシア)

ヒヤリハットキャンペーン研修 (タイ)

安全衛生活動

新型コロナウイルス感染症拡大対策
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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。

2021年度　主要な災害要因

1. 転倒・転落　26件 (前年比＋6件)
2. 人・モノとの衝突　16件 (前年比－1件)
3. 切れ・こすれ　11件 (前年比＋5件)

2021年度においても、「人の不安全行動」に起因する災害要因が主要

な要因となっていて、上位3位によるものだけで全体の約70％を占めてお

ります。ソニーではこのうち、「転倒・転落・衝突」を起因とする災害低減を

中期目標に掲げて、グローバル全体での改善を図っております。

労働安全衛生活動に対する外部表彰 (2021年度)

ソニーグループ　グローバル災害データ※3

グローバル休業件数推移

グローバル休業日数推移

事業所名 表彰名

上海索广映像有限公司 上海市企業医療能力向上Aランク企業

ソニー・デバイス・テク
ノロジー (タイランド)

1． タイの「National Occupational Safety and 
Health Award 2021」 (プラチナ賞) 

2．「ゼロ・アクシデント・アワード2021」 (銀賞)
3．「優秀労働慣行賞2021」
4．「新しい生活様式のもとで新型コロナウイルス
感染症に対応する職場」：ニューノーマル認証

ソニー・テクノロジー・
タイランド、チョンブリ 「ゼロ・アクシデント・アワード2021」 (金賞)

ソニー・テクノロジー・
タイランド、バンカディ 「ゼロ・アクシデント・アワード2021」 (銀賞)

2017 2018 2019 2020 2021

休業災害件数
(請負社員)

113
(‐)

105
(30)

74
(11)

71
(18)

75
(6)

休業日数
(請負社員)

1,612
(‐)

2,009
(300)

1,526
(137)

1,211
(463)

1,209
(191)

休業災害度数率 0.55 0.45 0.34 0.32 0.39

休業災害強度率 0.0064 0.0070 0.0058 0.0044 0.0052

死亡者数 0 0 0 0 0
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2021年 対象事業所数：182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。タイ、「National Occupational Safety and Health Award 2021」 
(プラチナ賞) 認証 (12年連続受賞)

「ゼロ・アクシデント・アワード2021」 (タイ)
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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、不調の未然防止と早期

発見、職場環境の改善、社員のヘルス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。また、社員と医療職とのコミュ

ニケーション会をオンラインで開催し、新たな働き方での健康管理につい

て、医療職との相互交流を通した社員のヘルスリテラシーの向上にも取り

組んでいます。

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、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

年度から両立支援制度「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、専門的見地から支援しています。

がんなどの治療を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るとともに、多様で柔軟な働き方を社員自身が

選択できるよう、職場、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。

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 (e-ラー

ニング) や若年層への子宮頸がん検診を実施。2021年度からは、がん検

診精密検査受診勧奨事業を開始しました。

長時間勤務者の健康管理

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。

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には教育研

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。また、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。

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ヘルスリテラシーの向上を支援し

ています。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、大きな課題のひと

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

る生活習慣に関する情報の発信、各種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。

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。「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施策を進めています。また喫煙者が自らの健

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られるよう、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。他にも、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います。
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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

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、各社・組織毎の出社計画に基づき出社人数を限定す

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。

多くの社員が在宅勤務を行っている環境下では、社員一人ひとりのメン

タルケアが重要であると捉え、在宅勤務下でのセルフケアや部下へのケア

のヒント集の提供等を通じ、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、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

(主に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用となった期間
およびエリアを対象とする) 
●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、登園自粛にともなう特別休暇付与
●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
●ワクチン接種にともなう特別休暇付与
●ワクチン接種に関するハラスメント防止研修の実施

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。海外赴任者および家族が、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、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。コロナ禍においては、新型コロナワクチンに関する情

報、在宅勤務における生活習慣の工夫、ストレス対処など、より多くの情

報を提供するとともに、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。

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他、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。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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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

活動にかかわる全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上級役員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バリューチェーンにお

ける人権インパクト評価を実施しています。2021年には、人権インパクト

評価結果や規制動向を踏まえてソニーグループ全体の人権デューデリジェ

ンス対応を推進するためのワーキンググループを本社サステナビリティ担

当部署、法務・コンプライアンス担当部署が立ち上げました。人事関連部

署や調達関連部署、各事業の関係部署と連携しながら、ソニーグループ全

体の事業活動およびバリューチェーンにおける人権デューデリジェンスを

実施し、潜在的な人権への負の影響の防止と軽減を推進しています。

人権啓発・多様性推進については、人事・総務担当上級役員を議長と

した本社関連部署によるダイバーシティ推進会議により、グループ全体の

取り組みを支援しています。

人権を含むサステナビリティ領域の取り組みに関して、定期的に取締役

会に報告を行っています。

今後に向けて

人権デューデリジェンスを継続して実施し、潜在的な人権への負の影響

の防止と軽減への取り組みを強化していきます。

人権の尊重

これまでの取り組み

1987年 人権擁護室を設置

1991年 社員向けの人権講演会などで社員教育を開始

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 人権インパクト評価アップデート

2021年 人権デューデリジェンスを推進するためのワーキンググループ
を設置

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

1. 責任あるサプライチェーン
2. 多様性の尊重
3. 責任あるテクノロジー開発および使用

重点領域を定め、取り組みを推進

2021年度実績

マネジメントアプローチ
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https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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Highlight

DE&I、社会正義に関する
ステークホルダーとの対話

ソニーは、2021年9月にESG説明会を開催し、「守るべき地球への責任と貢献」、「サステナビリティ

経営の進化」について説明しました。その中で、人・社会への取り組みとして、Purposeに基づき、

「人」を軸とした多様な事業を通じて、人々が存在する「社会」に価値を創出することを目指し、多様

なバックグラウンド、ジェンダー、障がいのある方など、さまざまな個を強みとする、ダイバーシティ、

エクイティ＆インクルージョン (DE&I) をソニーグループ全体として推進するとともに、社会とのかか

わりのなかでも多様性や社会正義に関する取り組みを進めていることを説明し、事例などを紹介し

ました。

テクノロジーを活かして製品・サービスのアクセシビリティを高める活動の一例として、ソニーは、

製品の企画、開発過程において障がいのある社員やユーザーへのインタビュー、ユーザビリティテス

トを実施し、そのフィードバックを改善につなげ、多様なお客様のニーズに応える製品・サービスを

提供しています。またソニーでは、障がいの有無にかかわらずキャリアの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。

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ひとつであり、ソニー

はこれまで多様性を強みとする文化を築いてきました。2020年には、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取り組む団体への支援、DE&Iの推進を世界

各地で進めています。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大などを背景に社会の不安定さが増す中、クリエイターが

心身ともに健康な状態で作品づくりに没頭できる環境を作ることの重要性が高まっています。一例

として、海外のソニー・ミュージックグループでは米国や英国を中心に、NPO団体などと連携しアー

ティストをサポートする取り組み「Artists & Songwriters Forward」を実施しています。国内におい

ても、アーティストやクリエイター、またそのサポートをするスタッフを、心と身体の両面からサポート

するプロジェクト「B-Side」を発足させています。ソニーは今後も、多様な人材がクリエイティビティ

を最大限に発揮することを持続的にサポートしていきます。

ESG説明会

アクセシビリティを高める取り組み
多様な社員の個性が生きるインクルーシブな

職場環境づくり

社会正義や人権保護、
ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進

クリエイター支援
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人権への取り組み

人権デューデリジェンス

ソニーは自身の事業活動およびバリューチェーンにおいて国際的に認め

られた人権を尊重し、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) に基づき、潜在的な人権への負の影響

の防止と軽減に取り組んでいます。

人権インパクト評価

ソニーは関連するリスクを特定し、そのリスク軽減に取り組むため、公正

で持続可能な世界の構築に向けて活動するグローバルな非営利団体で

あるBSRと協力し、2012年からグループ全体の人権インパクト評価を実施

しています。世界人権宣言、ILO国際労働基準、OECD多国籍企業行動指

針などの国際基準から人権課題のリストを作成した上で、人権の専門家、

支持者、学者、政府、NGOやその他の専門家の資料を参照し、潜在的な

人権リスクを特定します。この情報をソニーの事業活動領域と照らし合わ

せ、ソニーの事業活動に関連が大きい人権リスクを特定しています。

潜在的な人権への負の影響の防止と軽減

2020年に実施した人権インパクト評価により、以下の領域が潜在的な

人権リスク領域と特定されました。
●  エレクトロニクス製品の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
●  AIなどの新しい技術に関する潜在的な人権リスク
●  ソニーと直接的もしくは間接的に取引関係にある顧客による人権侵害

の潜在的リスク

この評価を踏まえ重点領域を定め、そのうち優先的に取り組みを進める

領域を以下と特定しました。

1. 責任あるサプライチェーン

2. 多様性の尊重

3. 責任あるテクノロジー開発および使用

多様な事業を通じた人権への主な取り組み

1. 責任あるサプライチェーン

ソニーは、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があると考えています。ソニーはRBAの設立メン

バーとして参画し、2020年よりRBAの取締役会メンバーの一員として活

動しています。業界のベストプラクティスとなっているRBA行動規範の策

定にかかわるとともに、同行動規範を「ソニーサプライチェーン行動規範」

として適用し、自社製造事業所およびサプライヤーに対し、「ソニーサプラ

イチェーン行動規範」の遵守要請を行っています。また、リスクアセスメン

トおよび「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守について継続的なモニ

タリングを行い、モニタリング結果を踏まえ必要な改善措置を実施してい

ます。

自社製造事業所
2021年度は、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリスの製造事業

所12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。

サプライチェーン
2021年度は、新規および既存サプライヤー含め、全てのサプライヤーに

対して「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守要請を行いました。また、

796工場に対する調査票によるアセスメント、94工場に対する書面での

改善指導、39工場に対するリモートもしくは訪問評価による改善指導を

行いました。

責任あるサプライチェーン

2. 多様性の尊重

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。各国や地域においてそ

れぞれ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

しています。

多様性の基礎となる人権の意識啓発
人権に関する企業の課題が複雑で多様化する中で、ソニーでは、多様性

を尊重するためにはそのベースとなる人権への意識を高めることが必要

と考えています。社員の人権や多様性に関する理解を促進するため、研修

などを通してその重要性を伝えています。

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の設立
ソニーは、人権の尊重、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 (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ひとつであり、

ソニーはこれまでも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年に総額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む団体への支援、DE&Iの推進を世界

各地で進めています。

2つのグローバル基金

アクセシビリティ
ソニーグループは「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) としています。全ての人が感動を分

かち合える未来を実現するため、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、サービスの企画、

設計を行っています。障がいのある方など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、企画、開発過程において障がい当事者への

インタビューやユーザビリティテストなどを実施し、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。また、障がいのある方も多く参加

されるCSUN Assistive Technology Conferenceへ出展し、多様なニー

ズをお持ちのお客様に製品やサービスを実際に体験いただき、対話する

場を設けています。

アクセシビリティ
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データ集

コーポレート・ガバナンス
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広告・表現およびコンテンツサービス
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。

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に関するイニシアティ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。

3. 責任あるテクノロジー開発および使用

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目指して、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、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。

2018年に「ソニーグループAI倫理ガイドライン」を策定し、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。2019年に「ソ

ニーグループAI倫理委員会」を設置し、ソニーにおけるAI活用や研究開発

が、「ソニーグループAI倫理ガイドライン」に沿って社会的・倫理的な妥当

性をもって行われているかを確認し、さまざまな視点から審査しています。

2021年には、ソニーグループの全ての事業に対し、AI倫理に関する専

門知識を提供するための中心的な役割を果たす組織としてAI倫理室を設

置するとともに、エレクトロニクス製品・サービスの品質マネジメントシス

テムにAI倫理に関する規定を追加し、企画・設計・検証の各過程でAI倫理

観点でのリスクアセスメントを行う体制・プロセスを構築しています。また、

ソニーのAI製品サービスが倫理的なテクノロジーの最先端であるために、

ソニーAIでAI倫理研究のプロジェクトを立ち上げ、研究活動を進めています。

責任あるAIの取り組み

通報・相談窓口

ソニーは、法令や「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」、その他の社内規則の違反のおそれがある場合に、社員やステー

クホルダーの皆様が報告し、相談できる以下の窓口を設置しています。

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。

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン

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、ソニーグループの全ての社員が報告し、相談できるソニー・

エシックス&コンプライアンス・ホットラインを設置しています。

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン

EEO (Equal Employee Opportunity) 相談窓口

国内のソニーグループは機会均等に関する相談窓口を設置しています。

国内ソニーグループ全社員を対象としたハラスメントや多様な働き方な

ど、幅広く機会均等について、相談できる窓口が利用可能となっています。

また、ハラスメントの相談に特化し、専門性を持った第三者が相談を受け

る相談窓口も設置し、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。

サプライヤー・ホットライン

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

の通報窓口を設置しています。

サプライヤー・ホットライン

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

ソニーは、「ソニーグループ 責任ある鉱物サプライチェーン方針」に反する

行為について、ステークホルダーの皆様からの通報窓口を設置しています。

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

教育研修・啓発

社員の教育研修

ソニーでは、人権の尊重や職場におけるハラスメント防止を含む「ソ

ニーグループ行動規範」の研修を雇用時に実施しています。また、再研修を

少なくとも4年に一度実施しています。

国内においては、全社員向けに国内の課題にフォーカスした内容や新任

管理職向けにより実践的な内容を用いるなど、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啓発を中心としたe-ラーニング研修を実施し

ています。2021年度は対象となる全社員のうち94%の社員がe-ラーニン

グ研修を受講しました。

社員の意識啓発

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、人権や多様性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さまざまな情

報収集や人権リテラシーの向上を図っています。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人権啓発や多様性を推進する活

動の優秀な取り組みに対する表彰を行っています。

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。
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https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html


責任ある
サプライチェーン

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

ソニーの全ての取締役、役員、および従業員は、「ソニーグループ行動

規範」を遵守し、倫理的な事業活動を行うことを基本としています。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」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。

体制

サステナビリティ担当上級役員のもと、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、事業の調達部門や関連部署、各製造事

業所の管理部門などと協力し、責任あるサプライチェーンに向けた活動を

推進しています。

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、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。

これまでの取り組み

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3.1版へ改定

ソニーサプライチェーン行動規範［PDF：568KB］

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

アセスメント実施サプライヤー数

796工場
RMAP※に準拠した製錬所からの調達を要請したサプライヤー数

58社 ※ 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。

2021年度実績

マネジメントアプローチ

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

マネジメントアプローチ

ハイライト

サプライチェーンマネジメント

責任ある鉱物調達

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献
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Highlight

サプライヤーとのコミュニケーション
サプライヤーへの動画配信
ソニーの責任あるサプライチェーンを含めたサステナビリティに対する取り組み方針をより理解し

ていただくため、2021年にサプライヤー向け配信システムなどを通じ、取引がある全てのサプライ

ヤーに動画配信を行いました。動画は日本語・英語・中国語に対応しており、「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」で求められる内容の共有に加え、サプライチェーン

上流への「ソニーサプライチェーン行動規範」遵守に関する管理体制の構築要請を行っています。

この動画は社内調達関係者へも共有され、サプライヤーとのコミュニケーションに役立てています。

サプライヤーのサステナビリティ活動の可視化
サプライヤーを選定する際の重要な判断材料として、人権・倫理・環境・安全衛生への取り組み

を含む「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守を確認しています。

また、サプライヤーのサステナビリティ活動がより重要となることを踏まえ、2021年よりサプライ

ヤーのサステナビリティ活動 (「ソニーサプライチェーン行動規範」遵守、環境負荷低減の取り組みな

ど) を可視化し、一元管理するシステムを構築しました。今後はこのサステナビリティ活動がサプラ

イヤー選定へさらに反映できるよう取り組んでいきます。

サプライヤーに対しては、上記取り組みの意義や社会的な重要性の伝達を含めた直接的な改善

指導やコミュニケーションを行うことで、サプライヤーのサステナビリティ活動へのモチベーション

を醸成し、「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守が持続的なものとなるよう努めています。

社内調達関係者の研修・意識向上
部品調達に携わる社内の実務担当者に対して、調達に関する社会的責任および「ソニーサプライ

チェーン行動規範」の研修を実施しています。

前年に引き続き、2021年度も、新入社員およびキャリア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。この研修において調達社員は責任ある調達活動の重要性お

よび業務の関連性に加え、全般的な知識を学びました。

日本語版

英語版

中国語版

新入社員研修の様子

④可持续性采购方针 © 2021 Sony Corporation

１.CSR調達
ソニー調達方針：「ソニーサプライチェーン行動規範」遵守の徹底

労働 安全衛生

環境倫理

マネジメント
システム

◆サプライチェーン上流への遵守管理体制◆ソニーサプライチェーン行動規範
※2021年10月に第3.1版に改版

① ソニーサプライチェーン行動規範の遵守徹底（パートナー様の上流取引先を含む）
② ソニーサプライチェーン行動規範遵守承諾書の合意 (2021年10月より順次依頼)

パートナー様へのお願い

RBA行動規範を採用
ソニー

製造委託先 製造会社 1次パートナー様

遵守要請

管理状況

遵守要請 遵守要請

管理状況 管理状況

④可持续性采购方针 © 2021 Sony Corporation

１.CSR procurement
Sony procurement policy : Thorough compliance with Sony Supply Chain Code of Conduct

Labor Health and safety

EnvironmentEthics

Management 
system

◆Management system to ensure compliance with 
Code of conduct including upstream suppliers

◆Sony Supply Chain Code of Conduct
*will be revised to the 3.1 edition in October

① Thorough compliance with Sony Supply Chain Code of Conduct
(including partners' upstream business partners)

② Submission of a consent form for Sony Supply Chain Code of Conduct (from October 2021)

Requests to partners

Sony has adopted RBA code of conduct Sony

Contract
Manufacturer

Manufacturing
company 1st tier partners

Request for 
compliance

Report on CSR 
management

Request for 
compliance

Request for 
compliance

Report on CSR 
management

Report on CSR 
management

④可持续性采购方针 © 2021 Sony Corporation

1.CSR采购
索尼的采购方针：坚决遵守“索尼供应链行为准则”

劳动 安全卫生

环境道德

管理体系

◆供应链上游的遵守管理体制◆索尼供应链行为准则
※2021 年 10 月更新 3.1 版

① 坚决遵守索尼供应链行为准则（包括合作伙伴的上游供应商）
② 签订索尼供应链行为准则遵守承诺书（2021年10月起依次委托签署）

对合作伙伴的请求

采用RBA行为准则
索尼

制造代工厂 制造公司 合作伙伴

遵守要求

管理状况

遵守要求 遵守要求

管理状况 管理状况

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

マネジメントアプローチ

ハイライト

サプライチェーンマネジメント

責任ある鉱物調達

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ
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サプライチェーン
マネジメント

ソニーでは、自社エレクトロニクス製造事業所およびサプライヤーや製

造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。

ソニーのサプライチェーン

ソニーは、さまざまな種類の電子機器やデバイスなどの開発、設計、製

造、販売を行っており、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は、2022年6月時点で、日本、中

国、韓国、タイ、マレーシア、イギリスに12拠点あります。また、世界中のサ

プライヤーからソニーの電子製品の材料と部品を調達しています。

2021年度の部品およびOEM／ODMサプライヤーとの取引金額ベー

スの地域別比率は、中国大陸・香港地区46.6%、日本18.9%、アジア・太

平洋地域16%、欧州8.1%、およびその他地域が10.4%でした。

自社エレクトロニクス製造事業所 (製造事業所の所在国および事業所名) (2022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.

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

【韓国】
• Sony Electronics of  Korea Corp.

【中国】
• Sony Precision Devices (Huizhou) Co., Ltd.
• Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd.
• Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd.

部品およびOEM／ODMサプライヤー地域別比率 (2021年度取引金額ベース)

中国大陸・香港地区
46.6%

日本 18.9%

アジア・太平洋地域
16.0%

欧州  8.1%

その他地域  10.4%

注) 各区分の属する主な国または地域
• 欧州：イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、スペイン、スウェーデン
• アジア・太平洋地域：インド、韓国、オセアニア
• その他地域：米国、中近東、ブラジル、メキシコ、カナダ
金額は取引サプライヤーの登記簿上の立地に基づき算出 GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

マネジメントアプローチ

ハイライト

サプライチェーンマネジメント

責任ある鉱物調達

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ
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「ソニーサプライチェーン行動規範」制定と推進体制

ソニーは、グローバル企業が社会の一員として、自社の生産現場のみな

らず部品調達先や製造委託先の生産現場も含めたサプライチェーンに対

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み、責任あるサプライチェーン

の実現を目指しています。

「ソニーサプライチェーン行動規範」の制定

ソニーは業界のベストプラクティスとなっている「RBA行動規範」の策定

にかかわるとともに、同行動規範を「ソニーサプライチェーン行動規範」と

して適用し、自社製造事業所とサプライヤーに対し遵守のための取り組み

を積極的に進めています。「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。

「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守はサプライヤーと取引を開始

する際に締結する契約書に盛り込まれています。部品サプライヤーに対し

ては、「ソニーサプライチェーン行動規範」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、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

守を要請しています。

また、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。

ステークホルダーエンゲージメント＞パートナーシップとフレームワーク
への参画

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

ソニーサプライチェーン行動規範［PDF：569KB］

RBA行動規範

サプライチェーンのイメージ図

鉱物の採掘・
原材料の採取など

原材料・部品の
調達 ソニー

製造
(デバイス・製品)

販売

生産委託先

製造

サービス／
小売店

「ソニーサプライチェーン行動規範」項目

A.労働 B.安全衛生 C.環境 D.倫理 E.マネジメントシステム

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

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

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

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

 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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

マネジメントアプローチ

ハイライト

サプライチェーンマネジメント

責任ある鉱物調達

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ
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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、事業の調達部門や関連部署、各製造事業所の管理部門などと協

力し、責任あるサプライチェーンに向けた活動を推進しています。

サステナビリティ担当上級役員の指示の下、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

な基本方針を定めています。

サステナビリティ担当上級役員が任命した各事業の運用責任者が担当

事業領域において、「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

運用責任を担っています。運用事務局はサプライヤーに対する全般的な

遂行役を担っています。

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」の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などの場合は、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、本社サステナビリティ担当上級役

員に報告される体制としています。

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などのアセスメントおよび継続的なモニタリング活動

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」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。

2021年度は、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリスの製造事業

所12拠点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。

外国人労働者の雇用および労務状況

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、重要な社会課題のひとつとして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 (直接雇用および間接雇用

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。2021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、日本および技能

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継続されていること

を確認しました。

「ソニーサプライチェーン行動規範」運用体制

サステナビリティ担当上級役員

本社サステナビリティ部門

各製造事業所 サプライヤー

運用事務局

各事業運用責任者
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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」の遵守要請と
遵守状況の把握

遵守要請
「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守は、サプライヤーと取引を開

始する際に締結する契約書に盛り込まれています。また、全てのサプライ

ヤーとの新規契約時に配布され、改定時に再配布・周知されます。さらに、

定期的な周知および、遵守承諾書の取得も行っています。2021年には「ソ

ニーサプライチェーン行動規範」の改定にともない、改めて配布・周知し、

遵守承諾書の取得を行っています。

新規取引開始時においては、取引先となる製造会社、および、ソニーに

原材料・部品を供給する工場に対して、「ソニーサプライチェーン行動規

範」の遵守を要請しています。また、一次サプライヤーが商社の場合は、商

社を通して供給部品の製造会社およびその工場から遵守承諾書を入手

し、遵守要請を確実に実施しています。

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、

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。

サプライヤーアセスメント
「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ため、全て

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、一次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。

「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守に疑義がある製造工場に対

しては、リスクに応じて改善指導や訪問評価を行い、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ます。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。「ソ

ニーサプライチェーン行動規範」に対する重大な違反 (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

な環境汚染など) 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。

新規サプライヤー
新規に取引を開始する全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。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。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・特定し、製造工

場ごとに評価します。

既存サプライヤー
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、継続して年に一度RBAの調査票を利用したアセスメントを実施し

ており、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。

さらに、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、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

的な評価活動を2020年より強化しました。新規サプライヤーと同様に、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、アセスメント対象となるサプライヤーを特

定します。アセスメント対象となるサプライヤーに対して、労働領域に特化

した調査票によるアセスメントを行います。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・特定し、製造工場ごとに評価します。

サプライヤーアセスメントの対象

ソニー 製造会社

製造会社

製造会社

製造
委託先

製造
委託先商社

評価結果提出

評価依頼

評価結果提出

評価依頼

評価結果提出

評価依頼

評価結果提出

評価依頼

評価結果提出

評価依頼

評価結果提出

評価依頼

リスクに応じたサプライヤーアセスメント

リスク

高

低

訪問
評価

調査票による
アセスメント

(SAQ)

「ソニーサプライチェーン行動規範」
遵守要請

(「RBA行動規範」)
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2021年度アセスメント実施結果

新規サプライヤーおよび既存サプライヤー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」の遵守要請を行いました。

新規サプライヤー
2021年度に64工場に対し調査票によるアセスメントを行いました。軽

微な違反ありと判断されたサプライヤー 13工場に対して書面での改善指

導を行いました。

違反の疑義があると判断されたサプライヤー 6工場に対して訪問評価

を実施し、指摘および改善指導を行いました。いずれの場合も改善計画

の立案を要請し、計画の進捗の管理とエビデンスを元に改善結果の確認

を行っています。

既存サプライヤー
2021年度に732工場に対し調査票によるアセスメントを行いました。

軽微な違反を特定したサプライヤー 81工場に対して書面での改善指導を

行いました。

違反の疑義があると判断されたサプライヤー 13工場に対してリモート

もしくは訪問評価を実施し、指摘および改善指導を行いました。改善計画

の立案を要請し、計画の進捗の管理とエビデンスを元に改善結果の確認

を行っています。

また、国内のサプライヤー 20工場を対象に、行動規範に基づき、労働・

安全衛生・環境・倫理に関するリモートもしくは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。特に外国人技能実習生を雇用している

工場に対しては、実習生に直接インタビューすることで、労働環境・労働条

件や住居環境について確認し、指摘事項はなかったものの、一部、母国送

り出し機関への労働者による仲介手数料などの支払が確認されており、サ

プライヤーの協力を得ながら改善を進めています。

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) 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、改善完了まで継続的にモニタリング

■ 外国人雇用

(事例) 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

■ 若年労働者、学生労働者

(事例) 若年労働者および学生労働者に対する残業や深夜労働

(改善指導) 残業や深夜労働が起こらないよう社内規定の整備を要請し、

改善結果を確認

■ 雇用にかかわる手数料

(事例) 外国人労働者による仲介手数料などの負担

(改善指導) 労働者による仲介手数料などの支払を停止するように要請し、

改善結果を確認

サプライヤーとの新規取引開始時アセスメントフロー図

「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守を要請する

リスクレベルを区分する

リスクのあるサプライヤーに対して、書類評価を実施する

回収した書類評価結果を分析し、リスクを特定する

訪問評価を実施する

訪問評価で発見した問題点に対して、
改善を要求する

改善結果を行動規範に合わせて
精査する

改善を指導する

調達総括責任者による最終判定

行動規範遵守に
重大な違反あり

行動規範の重大違反の
おそれあり

軽微な違反 違反なし

行動規範遵守を
確認できない

行動規範遵守を
確認できた

取引しない

調達総括責任者による最終判定

取引開始

新規および既存サプライヤーアセスメント実施結果 (工場数)

実施内容 2019 2020 2021

調査票によるアセスメント 92 472 796

書面での改善指導 5 86 94

リモート/訪問評価 8 6 39
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外部からの指摘への対応

「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など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、自社エレクトロニクス製造事業所において指摘されたような

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。サプライヤーの製造現場にお

いて事実が認識された場合についても、速やかに改善計画の立案を求め

ます。改善計画の進捗についての報告を求め、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っています。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。そして、「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。

サプライヤーとのコミュニケーション

ソニーはサプライヤーとのコミュニケーションを重視しており、さまざま

な取り組みを行っています。2021年の取り組み詳細についてはハイライ

トページをご覧ください。

サプライヤーとのコミュニケーション

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

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

産委託先や部品など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・プラクティスに基づく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200社以上 (2022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、鉱物調達にかか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。

ステークホルダーエンゲージメント＞パートナーシップとフレームワーク
への参画

Responsible Business Alliance

RBA Board of Directors

エンタテインメント事業におけるサプライヤー行動
規範の制定

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、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の強化に取り組んで

います。2021年3月に「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、本行動

規範の周知を促進しています。

Code of Conduct for Suppliers to Sony Pictures Entertainment 
Inc. (英語のみ)
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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、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

サプライチェーン行動規範」を制定し、エレクトロニクス製品のサプライ

チェーンを通じて規範遵守を要請しています。

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。

基本方針

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。

高リスク鉱物

タンタル、スズ、金、タングステンおよびコバルト

サプライヤーへの要請

高リスク鉱物については、Responsible Minerals Initiative (RMI) によ

り確立されたResponsible Minerals Assurance Process (RMAP) ※に

準拠した製錬所、または、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調達するようサプライヤーに対して要請し

ます。

※  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。

OECDガイダンスに従った取り組み

「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) 」ま

たはその他国際的に認知されたフレームワークに従い、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

を実行します。

ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針［PDF：282KB］

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

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9回目の

報告書を2022年5月26日に米国証券取引委員会 (SEC) に提出しました。

ソニーのSEC報告書 (英語のみ) ［PDF：593KB］

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は以下の工程で

実施しています。

1.  ソニーグループ各事業における4鉱物の使用可能性について調査対

象年ごとに精査

2.  特定された事業において、調査対象年に製造または製造委託した製

品に関し4鉱物の含有を精査し、調査対象製品を特定

3.  調査対象製品のサプライヤーに対し、 4鉱物の原産国および製錬所

の調査を要請 (業界標準であるRMIの紛争鉱物回答テンプレート 

(CMRT) を活用) 

4.  サプライヤーより回収した製錬所情報とRMIの製錬所リストを突き合

わせにより精査

2022年SEC報告のために2021年に実施した調査の結果、製品に含ま

れる4鉱物の原産国について全ては確認できなかったものの、サプライ

ヤーからの報告で原産国が明確なものについては、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

2021年調査で特定された339カ所の製錬所のうち、255カ所がRMAP準

拠※1またはLondon Bullion Market Association (LBMA) 認証であるこ

とが確認されています。このうち、153カ所の製錬所がDRC諸国からの調

達を行っています※2。

※1 RMAPアセスメント進行中の製錬所も含む。

※2  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、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、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。
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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など、

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。2021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 58社に対し、改善要求を行いました。その結果、36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との回

答を得られました。残り22社へは引き続き改善対策を要請しています。

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」の設置について

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

オンバッテリーに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。

2016年にソニーが調達するリチウムイオンバッテリーの部品にコンゴ民

主共和国を産出国とするコバルトが含まれていたとサプライヤーより報告

があったことを踏まえて、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 (CRT) 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に対し、CRTを

用いた調査を実施し、サプライチェーン上のコバルト精製所を特定しまし

た。RMAPに準拠していない精製所が特定されたため、それらの精製所に

対しRMAPに基づく第三者監査を要請するとともに、それらの精製所をサ

プライチェーン上に持つバッテリーサプライヤーに対し、精製所に向けて第

三者監査実施への働きかけを要請しました。

2021年度は、リチウムイオンバッテリーのサプライヤー 8社に対し、

CRTを用いた調査を実施し、サプライチェーン上に23社のコバルト精製所

があることを特定しました。特定した精製所は全て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 (2022年

3月時点) 。

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。

RMI

RBAは2011年に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、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年にRMI (旧

名CFSI) を立ち上げました。ソニーは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、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RMIが取り組む以下ファンドなどに対して寄付を行って

います。

• The Initial Audit Fund (RMAP Audit Program) ：

精製所がRMAPに基づく第三者監査を受けるための費用補助ファ

ンド (2016-2019年度、2021年度寄付) 

• RMI-Pact partnership for supporting Alternative Livelihoods 

through a Vocational training program：

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

NGO団体Pactとの協働プログラム (2020年度寄付) 

• Better Miningプロジェクト：

RCS Global Groupとの協業により、コンゴ民主共和国の小規模採

掘地域におけるコバルト鉱山の安全衛生向上を目指すプロジェク

ト (2020年度寄付) 

Responsible Minerals Initiative

JEITA (一般社団法人電子情報技術産業協会) 

JEITAはRBA/RMIと紛争鉱物問題の対処に関して協力関係を結んでお

り、ソニーはJEITAの責任ある鉱物調達検討会に参画しています。

JEITA責任ある鉱物調達
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品質・
カスタマーサービス

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、製品の安全性などはもちろんのこと、

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。

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全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。

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・カスタマーサービ

スに取り入れるサイクルを継続していきます。

これまでの取り組み

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、ネットワークサービス、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

2019年 アクセシビリティ推進責任者体制の運用

2020年 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

2021年 人間中心設計 (HCD) の専門家を認定する制度を開始

• インクルーシブデザインの実践と製品・サービスへの反映
• 世界最大級のアクセシビリティに関する国際会議CSUNへ出展

アクセシビリティを高める取り組みを強化

2021年度実績

マネジメントアプローチ

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方
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ソニーグループは2022年3月14日から3月18日まで米国カリフォルニア州アナハイムで開催さ

れた第37回 CSUN Assistive Technology Conference (CSUN) ※に出展しました。

CSUNへの出展を通じ、アクセシビリティに配慮した製品・サービスをより多くのお客様に知ってい

ただくとともに、多様なお客様の声を伺うことでアクセシビリティを高める取り組みを進めています。

2022年のCSUNはリアルでの開催となり、ソニーグループは新型コロナウイルス感染症対策を実

施したうえで出展を果たしました。会場では、ブラビア®、PlayStation®5、『SRS-NS7』、『LinkBuds』、

『α7Ⅳ』などの製品を展示。幅広い年齢層、多様なニーズがある方々がソニーグループのブースを

訪れ、新たな気づきや貴重なご意見を多くいただきました。

今後も、お客様に製品やサービスを実際に体験してもらい対話できる場を設け、いただいた声を

製品・サービスの改善に反映する活動を継続して実施していきます。

※「アクセシビリティ」をキーワードとした最新の製品・サービスや取り組みについて紹介する世界最大級の国際会議。

CSUN

Highlight

これらのセキュリティ品質を向上させるための施策が全ての製品・サービスで確実に実施されて

いることを確認するため、2017年から各事業の点検を毎年実施しています。このような点検を通じ

てサプライチェーンでの脆弱性対応など新たな課題をいち早く認識し、改善施策を立案・追加して

着実に実施することでセキュリティ品質の維持と向上に繋げています。

現在は、IoTセキュリティ法規制への対応も「ソニーセキュリティ開発ライフサイクル」に定義し、

各国や地域の法規制を遵守する運用を構築しています。

今後もソニー製品・ネットワークサービスを世界中のお客様に安心して使い続けていただけるよ

う、セキュリティ品質向上の活動を推進していきます。

ソニーグループはお客様に提供する製品・ネットワークサービスのセキュリティの確保が重要な

品質要件 (セキュリティ品質) としてとらえ、年々強化しています。製品セキュリティ問題の未然防止

活動は、出荷した製品・ネットワークサービスがそれらの脆弱性を悪用されることにより問題が発生

しないよう、安心・安全に配慮したセキュリティ品質を維持・向上させる活動です。

2012年に「ソニーセキュリティ開発ライフサイクル」として製品開発やネットワークサービスにおける

企画から廃棄に至るまでの各フェーズにおいて、セキュリティ品質を向上させるための施策とルール

をまとめました。全ての製品・ネットワークサービスではこれらの施策・ルールが遵守されています。

ソニーグループブースの様子

製品開発
フェーズ

セキュリティ
施策

セキュリティ
適用体制

セキュリティ
設計 安全な実装 セキュリティ

テスト
セキュリティ
品質対応

安全な
運用・保守 情報の消去

トレーニング

商品企画 設計 実装 検証 製造 運用保守 廃棄

セキュリティ開発ライフサイクル 

(製品やネットワークサービスのセキュリティ品質向上を主眼としたソフトウエア開発における開発プロセス)

CSUN Assistive Technology 
Conference 2022に出展

製品・ネットワークサービスのセキュリティ対応

セキュリティ開発ライフサイクルの進化

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ
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製品品質・品質
マネジメント

品質担当執行役員の任命

●  品質担当執行役員を任命し、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。
●  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、迅速に品質担当執行役員に報告

が入るよう、全世界でルールを強化。品質担当執行役員は、受領した報

告に基づいて、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。

品質オフィサーとCSオフィサーの設置

●  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、品質担当執行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。
●  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。
●  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、品質担当執行役員および地域

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。
●  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。

品質マネジメント活動

●  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、品質とカスタマーサービスの年

度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。
●  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、使いやすさ、ア

クセシビリティなどを含む) 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。

品質マネジメント体制概念図

ソニー

品質担当上級役員

品質担当執行役員

本社品質担当組織の長

ビジネスユニット

事業所 販売会社

事業責任者

品質オフィサー

地域本部

地域本部責任者

CSオフィサー

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。

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

099



お客様の声の社内フィードバックの流れ

お客様 経営層ご相談窓口 製品・サービス品質関連部門

共通課題抽出・
品質改善の取り組み

商品企画・設計部門など

調査・解析

改善施策の実施

製品とサービスへ反映
品質問題 改善提案

買い物ご相談

使い方ご相談

修理ご相談

ご不満

ご意見

より良い製品とサービス

データベース

お客様の声分析

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

などが製品・サービス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、全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、全てのソ

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、各地域の全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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス
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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※

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。

※  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。

製造品質の取り組み

全ての製造事業所において、不良品を「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。

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

ニーにとって最重要事項のひとつです。ソニーは、全ての製品・サービスに

おいて、企画、開発、設計、製造、販売、アフターサービスなど、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、ソニーの製品に関して、安全に関する問題などが報告された場合

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「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

と得られた知見など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・ネットワーク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、個人など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、モノのインターネット) 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。

責任あるAIの取り組み

エレクトロニクス製品や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、2021年7月に製品開発ライフサイクルにおけるAI倫理ア

セスメントを開始しました。

責任あるAIの取り組み
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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、品質担当執行役員およ

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。

既存の電話や電子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3,458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関連製品の修理サービス拠点数 (2021年度) 

地域 修理サービス拠点

日本 454

米国、カナダ 636

欧州 803

中国大陸・香港地区 553

アジア・太平洋地域※1 533

その他地域※2 479

※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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顧客体験向上の取り組み

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

取り組みの一環として、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。

人間中心設計 (Human-Centered Design : HCD) の実践

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。コロナ禍においても必要なユー

ザーリサーチ/テストを実施できるよう、オンライン方式を取り入れるなど

の工夫を重ねています。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。

人間中心設計 (HCD) の人材育成と社内啓発活動

ソニーが優れた顧客体験を継続的に提供するために、現場をリードする

高い専門性と実績を持つ社員をHCD専門家として認定する制度を2021

年に開始しました。第1期のHCD専門家として8名が認定され、開発現場

におけるHCDのさらなる定着に取り組んでいます。

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、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、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・サービスにかかわる社員がHCDの知識習得やス

キル向上に努めています。

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。
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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、全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、品質担当執行役員のもと、アクセシビリティ、インクルーシ

ブデザイン※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。

※ 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」に加盟しました。そして署名企業500社から推進役

として国や地域、業界をリードするIconic Companiesのうちの1社として

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

社内啓発の取り組み

ソニーでは、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。

アクセシビリティ全般への基礎的な理解を促すため、ソニーグループの

主要各社を対象としたe-ラーニング研修を実施し、2021年度は約

28,500名※1の社員が受講しました。

また、毎年Global Accessibility Awareness Day (GAAD) ※2には、ソ

ニーグループ各社で、アクセシビリティへの理解を深める講演会やイベン

トを開催しています。例えば、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 

(SPE) では、GAADに合わせて社員向け講演会を開催しました。さらに、

自閉症などの感覚過敏のある方にもやさしい照明や音響に設定された

「センサリーフレンドリー上映会」をアメリカのオフィスで開催。当事者であ

る社員や家族と一緒に映画を楽しみながら感覚過敏への理解を深めるな

ど、社員の意識啓発に取り組んでいます。

※1 日本国内の社員の受講者数。

※2  アクセシビリティと、アクセシビリティを必要とする人たちについて、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。ゲーム＆ネットワークサービス分野では、さま

ざまなユーザー補助機能を提供するPlayStation®5用ソフトウェアタイトル

『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』を2021年に発売しました。本

作の開発には、障がいのある社員をはじめとした多様な社員や外部のア

クセシビリティ・コンサルタントが関わっています。

ウォークマン®においては、障がいのある社員が評価を行い、製品に反

映する取り組みを継続的に行っています。

パートナー企業と連携した取り組み

アクセシビリティおよびインクルージョンの向上に向けて他社との連携

も加速させています。2022年2月発売の完全ワイヤレス型ヘッドホン

『LinkBuds (リンクバッズ) 』は、マイクロソフトのSoundscapeと連携し、

より多くの方の街歩きを豊かな体験にする取り組みを行いました。また、

ソニーは賛同するロービジョン者の“見えづらい”を“見える”に変える

「With My Eyes」プロジェクトと連携し、QD レーザのカメラ用レーザ網膜

投影デバイスをソニーのカメラに装着し、ロービジョンの方々もご自身の

目で動画や静止画を撮影いただける取り組みを行っています。

映画における取り組み

SPEでは、作品の音声ガイドやキャプションへの対応※を、劇場公開時お

よびDVD/Blu-ray発売時などにおいて進めています。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。キャプションとは、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。

音声ガイドとキャプションに対応することで、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。

※ 対応する映画は、国や地域によって異なります。

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 

(Employees Resources Group) 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 

(SIE) 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。例えば、ABLE@PlayStation Inclusive Language Guide

は、欧米SIEの社員グループが中心となって、より多くの視点を入れながら

開発しました。相互の誤解を解消し、コミュニケーションを改善し、意識を

高めるために役立てており、社外にも公開しています。

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2018年より出展しています。2022年3月の出展では、ブラビア®、

PlayStation®5、ワイヤレスネックバンドスピーカー、フルサイズミラーレ

ス一眼カメラなどアクセシビリティに配慮したソニーの製品紹介を行いま

した。
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2021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、昨年に続き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、製品・サービスのアクセシビリティ品質向上のために、業界

標準をベースとした独自のアクセシビリティ達成基準を組織横断で策定し

運用しています。ブラビア®、Xperia™などのエレクトロニクス製品を中心

に、本基準を用いて製品評価を定期的に実施し、その結果を製品・サービ

ス改善に生かすというサイクルを繰り返すことで持続的な品質向上に取り

組んでいます。

また、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※に

も積極的に取り組んでいます。

※  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用基準は、

World Wide Web Consortium (W3C) 勧告のWeb Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) と協調しています。

「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全ての人にとっ

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。

ソニーは、制定したウェブアクセシビリティポリシーを積極的に推進する

とともに、ソニーグループ各社と連携して、ポリシーの導入と遵守状況の

確認を行っています。

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

ビリティの研修を定期的に行っており、今後も継続して実施します。

安心して利用していただくための環境づくり

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

育て上げ、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。年齢区分の表示や

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の制度を

20年以上前から適用しており、またPEGIにおいては、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で、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強化しています。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すること

ができます。例えば、お子様の年齢層に合ったゲームのみを楽しめるよう

にしたり、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。

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わ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しいただける環境を整えています。

PlayStation®5
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.

手話・筆談を使ったお問い合わせの流れ
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コミュニティとの
かかわり

重要と考える理由

ソニーがPurposeに基づいて持続的に社会価値を創出していくために

は、健全な社会があってはじめて成り立ちます。さまざまな社会課題を認

識し、コミュニティ活動を通じて、持続可能な社会づくりに貢献していくこ

とはグローバル企業としての責任であり、コミュニティとの信頼関係の構

築に寄与するものと考えます。

基本的な考え方

「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、コミュニティ活動方

針に基づき、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

グローバル課題の解決に貢献するため、さまざまなステークホルダーと協

働したコミュニティ活動を展開します。

創業者の理念

ソニーの創業者のひとりである井深大 (いぶかまさる) 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ひとつに位置づけ、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ました。現

在も、創業者の思いを引き継ぎ、ソニーはコミュニティ活動を続けています。

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。

これまでの取り組み

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

社会貢献活動

社会貢献活動のあゆみ

2つのグローバル基金の累計支出額

約113億円
子ども向け教育プログラムの実施

約29万名参加

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

2021年度実績

マネジメントアプローチ
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Highlight

2つのグローバル基金

ソニーの教育プログラム
「CurioStep with Sony」

2020年に設立した、それぞれ総額1億USドル規模の「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2つのグローバル基金を活用し、さまざまな支援を継続

的に実施しています。

「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」では世界各国で影響を受けている人々を支援

するため、「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支援活動を展開しています。

また、「Global Social Justice Fund」では、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。

2つのグローバル基金

ソニーは、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た教育プログラム「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」

をグローバルで展開しています。

日本国内においては、夏休みの期間に合わせて「CurioStepサマーチャレンジ2021」を開催し、子

どもたちの興味や関心に合わせて選べる計8種のオンラインを中心としたイベントに約2,600名の

子どもたちが参加しました。

ソニーの教育プログラム「CurioStep with Sony」

© Creative Goods Inc. / Save the Children.

© 2021 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.
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コミュニティ活動方針・
重点領域・体制

コミュニティ活動の方針

「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、テクノロジー、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、さま

ざまなコミュニティ活動を展開しています。

教育支援活動においては、創業当時からの思いを引き継ぎ、ソニーの強

みを生かして、STEAM※の領域において活動を展開しています。各国・地

域のソニーグループ会社や公益財団法人、また外部団体とのパートナー

シップを通じて、子どもたちの好奇心を育む体験機会を届け、将来の夢や

社会を動かす力につなげるサポートをしています。

また、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を鑑み、支援活動を行っ

ています。

さらに、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ています。

※  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。

コミュニティ活動の体制

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

ニティ活動方針に基づき、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、国際支援機関や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。

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) (英語のみ)

Sony Canada Charitable Foundation (カナダ) (英語のみ)

• Stichting Sony Europa Foundation (欧州)

コミュニティ活動推進体制図

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。

For the Next Generation

活用するリソース 重点領域

製品・コンテンツ STEAM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

技術を応用した
社会課題の解決

エンタテインメントの
力を生かした意識啓発

テクノロジー

社員の力

ステークホルダーとの
パートナーシップ

国際支援機関 NGOなど

パートナーシップ

ソニーグループ各社

科学ミュージアム

• 各地域プロジェクト
• グローバルプロジェクトの横展開

日本 (2財団) 、カナダ、
オーストラリア、ヨーロッパ

• ソニー・エクスプローラサイエンス (北京)

ソニーグループ株式会社
グローバルプロジェクト

ソニーの財団

社員
• ボランティア活動
• 寄付/募金
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コミュニティ活動実績

2021年度のソニーグループ全体のコミュニティ活動支出※は、総額で約

35億円となりました。分野別では、教育分野に資する活動が3割を占め、

次いで、災害・人道支援が多くなっています。セグメント別では、本社/そ

の他での活動金額が全体の36%を占め、映画が27%、ゲーム＆ネットワー

クサービスが14%と続きます。

※  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」をご参照ください。

コミュニティ活動支出の分野別内訳 (2021年度) コミュニティ活動支出のセグメント別内訳 (2021年度) 

本社/その他  36%

映画  27%

ゲーム＆
ネットワークサービス
14%

エンタテインメント・
テクノロジー＆サービス
11%

金融  3%

音楽  8%

イメージング＆センシング・ソリューション  1%

教育支援  29%

災害・人道支援  17%

福祉/医療  16%

環境保全  12%

地域貢献  12%

芸術/文化振興  8%

その他  3%

スポーツ振興  3%
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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

ソニーは基金を通じ、「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の各領

域において、さまざまな支援を継続して実施しました。2021年4月には、

インドでの新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、国際連合児童基金 

(UNICEF) などに対して、計100万USドルの寄付を行い、医療用酸素や

PCR検査機器の調達など現地での支援活動に活用されました。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、コロナ禍により教育機会

が限定されている子どもたちに対し、科学とマジックをテーマにした

STEM※教育コンテンツを制作し、オンラインチャンネル「Impossible 

Science」にて無償提供することで、学校や家庭における学習を継続的に

支援しています。動画コンテンツにはPlayStation®のゲーム「リビッツ！

ビッグ・アドベンチャー」のメインキャラクターであるサックボーイからの指

令をうけ、化学反応の説明を織り交ぜながらバブルロケットのつくり方を

紹介する動画など、ソニーグループのIPを活用した動画も公開されていま

す。この取り組みは、ウェビー賞4部門を含む7つの賞にノミネートされ、

Cynopsisが表彰するRISING STAR AWARDSの5～11歳向けコンテンツ

シリーズ部門で最優秀賞を受賞しました。

また、株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントはコロナ禍で創

作活動が制限されている日本国内の映画監督や制作スタッフ、俳優の継

続的な創作活動を支援する目的で、12人の映画監督による12本の短編

からなるオムニバス映画『DIVOC-12』 (ディボック-トゥエルブ) を制作・劇

場公開し、デジタル配信も行いました。本プロジェクトの収益の一部は、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国内の芸術・文化活動の

サポートのために、日本芸術文化振興基金へ寄付されました。

※  STEM：Science (科学) 、Technology (技術) 、Engineering (工学) 、Mathematics (数

学) の頭文字をとったもの。

インドの新型コロナウイルス感染症の拡大に対する支援

Impossible Science (英語のみ) 

DIVOC-12

Global Social Justice Fund

ソニーは基金を通じ、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体

への支援や社内外でのDE&Iの推進を継続して実施しました。

ソニー・ミュージックグループでは、映画や音楽業界における黒人作曲家

の参画および機会提供の拡大を支援するための奨学金制度であるScreen 

Scoring Diversity Scholarshipを実施しています。同奨学金制度のもとで

ソニー・ミュージックパブリッシングとBleeding Fingers Musicは、作曲を

学ぶ黒人学生が南カリフォルニア大学の著名な映画音楽制作コースを受

講することを支援しています。

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは、有色人種の若者のメンタ

ルヘルスおよびウェルビーイングを支援する活動において米国でリーディ

ング組織であるThe Steve Fundのデジタル技術を飛躍的に拡充し、学

生、家庭、専門家に対する同団体の教育・開発プログラムの認知度向上に

寄与します。

また、ソニー・エレクトロニクスは、地域で過小評価グループのための支

援活動を行っている団体の長期的な支援活動および支援効果の増大を促

進するため、Create Actionプログラムを通じて、コミュニティ団体に対し

て寄付、製品の寄贈、ショートフィルム制作を通じた選定団体の活動周知

を実施しています。2021年度は10の団体に対して支援が行われました。

The Steve Fundへの寄付 (英語のみ) 

Create Action (英語のみ) 

※ 2022年3月末時点

新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

Global Social Justice Fund

「Impossible Science」にて
公開された動画の様子

Screen Scoring Diversity Scholarship奨学生と関係者の面会

2つのグローバル基金

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。「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。

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 (以下、DE&I) の

推進を世界各地で行っています。

2つのグローバル基金を活用した各種支援は、ソニーグループの多様な

社員のアイデアや強い想いによって推進されています。

新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金
1億USドルのうち約80%は使途確定済み※

(2021年度までに累計約70億円を支出) 

Global Social Justice Fund
1億USドルのうち約71%は使途確定済み※ 
(2021年度までに累計約43億円を支出) 

1億USドル

1億USドル
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ソニーグループのコミュニティ活動

ソニーの教育プログラム「CurioStep with Sony」

ソニーは、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た教育プロ

グラム「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」をグローバルで展開し

ています。北京での科学館の運営や、シンガポールや台湾で毎年開催さ

れるおもちゃコンテスト「Sony Creative Science Award」の実施のほか、

2021年度には日本において夏休みの期間に合わせ「CurioStepサマー

チャレンジ2021」を開催しました。音楽や科学工作のワークショップ、宇

宙をテーマとしたトークイベント、プログラミングコンテストなど、子どもた

ちの興味や関心に合わせて選べる計8種のオンラインを中心としたイベ

ントを行い、約2,600名の子どもたちが参加しました。

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、「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NPOなどの外部団体と協働しながら開催し、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

への貢献を目指しています。ソニーはより効果的なプログラム構築を目指

すとともに、その社会的インパクトを発信することにより、教育格差是正の

可能性について社会全体での検討につなげることを目的として、2020年

度より第三者組織と連携し、感動体験プログラムの社会的インパクト評価

を行っています。2020年度の第三者評価の結果、感動体験プログラムの

満足度は児童、学童担当者含め全体的に高く、子どもの創造性や好奇心

の向上に寄与しているという成果が認められました。

CurioStep with Sony (キュリオステップ)

感動体験プログラム

20周年特別企画  
「子ども支援ファンド寄付付き円定期」を募集 (ソニー銀行) 

ソニー銀行は2021年に開業20周年を迎え、「感謝とつながり」を活動

テーマに各種特別企画を実施しました。「子ども支援ファンド寄付付き円

定期」は、お客様とともに取り組む社会貢献活動として、新規にお預け入

れいただいた期間3年の円定期預金の残高に応じてソニー銀行が寄付を

行うものです。2021年10月から2022年3月までの期間中にお預け入れ

いただいた預金残高の0.04%相当額をソニー銀行が負担し「子どものた

めの災害時緊急・復興ファンド」 (公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・

ジャパンとソニーグループ株式会社が設立) に、預入期間と同じ3年間毎

年寄付を行います。お客様は該当の円定期預金にお預け入れいただくこ

とで、預金利息の受取りは変わらずに、社会貢献につながるしくみで、約

400名のお客様にご利用いただきました。

ソニー銀行では、銀行としての高い公共性を認識し、価値ある商品・

サービスの提供を通じて、心豊かに暮らせる社会への貢献を目指します。

2022年6月からはこの取り組みを恒常化し、円定期預金という多くの方

にとって身近な金融商品を通じて、引き続き支援を募っています。

セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップ

子ども支援ファンド寄付付き円定期

PlayStation Cares (ソニー・インタラクティブエンタテインメント) 

PlayStation Caresは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) 

が提供する社会貢献活動のプラットフォームです。社員による寄付活動を

支援するため、SIEでは同プラットフォームを通じて毎年一定額を上限に、

社員からの慈善団体への寄付と同額の寄付を行っています。また、地域

社会に貢献するため、現地参加型やバーチャルでのボランティア活動の機

会も提供しています。PlayStation Caresは現時点で、米国、カナダ、欧州、

オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルのSIE社員が利用できます。

2021年度には世界各地で行われている2,300以上の活動に対して、企業

によるマッチングギフトを含め330万米ドルを寄付しています。

SIEはPlayStation Caresを通じて、最も若い年齢層および最も脆弱な

立場にある人々を始めとした、あらゆる年代の人々の生活に影響を与え

る重要な活動を支援しています。2021年度は、遊びの力を通して子供た

ちの生活改善を目指す団体「Child’s Play (チャイルド・プレイ) 」に、ゲーム

機やソフトなど17,000点を超えるPlayStation®関連製品を提供しまし

た。提供された製品は、同団体のネットワークを介して世界各地の185を

超える病院に贈られました。

スラウェシ島津波における支援の様子
Thomas Gustafian / Save the Children

科学の原理を用いたおもちゃ作りのコンテスト
「ソニー・クリエイティブサイエンスアワード (台湾) 」の様子

VRゲームが入院中の子どものストレスを緩和 GRIスタンダード対照表
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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・人道支援

ソニーグループは、2021年度、下記の災害・人道危機に寄付などの支

援を行いました。

ウクライナ危機における人道支援活動

ソニーグループは、ウクライナで影響を受けている方々や周辺地域に避

難された方々への人道支援活動のため、国際支援団体への寄付や製品寄

贈など、2022年7月末までの間に合計約656万米ドルの支援を行いまし

た。この中には、現地における緊急人道支援に役立てるため、国連難民高

等弁務官事務所 (UNHCR) および国際NGOのセーブ・ザ・チルドレンへの

合計200万米ドルの寄付に加えて、世界各地のソニーグループ各社が実

施した社員募金およびそれに対する会社からのマッチング寄付も含まれま

す。また、国連児童基金 (UNICEF) がウクライナおよび周辺地域の子ども

たちとその家族に質の高い継続的な教育機会や必要なツールの提供を行

うLearning Passport Programへの100万米ドルの寄付、支援現場向け

の製品寄贈ではUNHCRへのXperia™スマートフォンの提供や、ウクライ

ナの子ども用避難所への心理的ストレス緩和に活用される音響・映像機

材の寄贈なども行いました。欧州では、社員の自発的な活動として避難

場所で必要となる物品の寄贈や避難された方々を支援するボランティア

活動なども活発に行われています。

セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップ

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、生活物資や衛生用品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。2022年3月末時点で「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1.1億円を拠出

し、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活用されました。

また、これまでの緊急・復興支援に加え、災害への備えも含めた仕組み

づくりを行う重要性を認識し、セーブ・ザ・チルドレンとソニーは、2021年

3月に災害に強いレジリエントなコミュニティ作りを共同で推進していくこ

とを発表しました。この新たなパートナーシップの一環として、ソニーは、

セーブ・ザ・チルドレンが世界40カ国以上で展開している、子どもたちを

学校内外におけるさまざまな危険から保護するための包括的な取り組み

である「Safe Schools」プログラムを支援しています。2021年6月からは、

「Safe Schools」プログラム支援の一環として、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による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ています。こ

の活動を通じた知見に基づき、グローバルでの取り組みをさらに強化・拡

大し、他国での実現も目指します。ソニーは、これら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。

子どものための災害時緊急・復興ファンド

発生年月
支援対象

寄付先
金額

2022年3月

ウクライナおよびその周
辺地域への人道支援

国連難民高等弁務官事務所 
(UNHCR) 、セーブ・ザ・チルド
レン、国連児童基金 (UNICEF) 
など約656万米ドル

2021年12月

台風22号 (フィリピン、
マレーシア) セーブ・ザ・チルドレン、マレー

シア赤新月社
約445万円

2021年9月

ハイチ地震

セーブ・ザ・チルドレン

500万円

2021年7月

中国洪水 China Foundat ion For 
Poverty Alleviation、Wuxi 
X inwu Distr ict  Char i ty 
Federation109.6万人民元

2021年7月

ヨーロッパ洪水
ドイツ赤十字社、Red Cross 
Flanders (ベルギー)

約380万円

Xperia™スマートフォンを利用するUNHCR職員
©UNHCR/Rafal Kostrzynski
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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。

それぞれのアプローチに対するプログラムとして、「知ること」では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を提供して

います。「参加すること」では、募金活動などへの協力や活動への参加と

して、緊急災害・人道支援募金、被災地ボランティア、地域清掃活動・植林

活動への参加機会を提供しています。「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、スタッフや、キャリア

教育授業・講師の機会を提供しています。

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。

社会課題に対する社員の取り組み

ソニーでは、社員によって社会課題に対するさまざまな取り組みが行わ

れています。ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、社会貢献活動

やマッチングギフトプログラムに参加するための情報を提供するオンライ

ンプラットフォームであるSony Pictures Giving Portalを立ち上げまし

た。また、ソニー・インタラクティブエンタテインメントはアメリカ、カナダ、

ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルの社員が利用でき

る社会貢献プラットフォームであるPlayStation Caresを通じて、社会課題

にアプローチするためのパートナーシップや、寄付・物品・寄贈、社員のボ

ランティア活動の推進をしています。

「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を通じた支援活動の

多くは、社員が自らアイデアを出して実現したもので、ソニーグループの約

50の組織が関わっています。これは、事業を通じた社会貢献の促進だけ

でなく社員のエンゲージメント向上にもつながっています。プログラム

教育プログラム
講師/スタッフ
キャリア教育授業・講師

業務に生かすこと
専門性を生かした貢献

被災地ボランティア
地域清掃活動・植林活動
緊急災害・人道支援募金

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

知ること

参加すること

社員募金

緊急の災害・人道支援時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プログラムを実施してい

ます。2021年度は、ウクライナおよびその周辺地域における人道支援の

ため世界各地のソニーグループ各社において社員募金を実施し、マッチン

グギフトを含め合計約169万米ドルの寄付を実施しました。

緊急時以外でのファンドレイジングとして、2021年度日本国内では「社

員証募金」を実施しました。一部のソニーグループの社員証には、電子マ

ネーで支払いができる機能があり、組織変更などにともない古い社員証

を返却する際は、電子マネーの残高をソニーとセーブ・ザ・チルドレンが共

同で運営する「子どものための災害時緊急・復興ファンド」へ寄付をするこ

とを社員が選択できる取り組みを行っています。2021年度は約190万円

の寄付を実施しました。

推進体制

GRIスタンダード対照表
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企業倫理と
コンプライアンス

重要と考える理由

高潔さと誠実さはソニーのPurposeを推進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

グループ全体にかか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」 (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。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。

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。

これまでの取り組み

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)

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」を改定

「Worldʼs Most Ethical Companies※ (世界で最も倫理的な企業) 」に

4年連続で選定 ※「Worldʼs Most Ethical Companies」、「Ethisphere」の
名称およびロゴは、Ethisphere LLCの商標です。

2021年度実績

マネジメントアプローチ
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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) の推進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

る企業文化を形づくっています。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
●人権の尊重
●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
●国連ビジネスと人権指導原則
●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社内ウェブ

サイトで閲覧可能です。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少なくとも4年に一

度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］

ソニーグループ行動規範
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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など、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など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。「ソニーグループ贈賄防止規程」、「経済制裁遵守規

程」、「顧客精査規程」においては、贈賄防止、経済制裁、マネーロンダリン

グ防止の法規制を確実に遵守するため、該当する取引のスクリーニングに

ついて定めています。

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。
●インサイダー取引
●環境法
●金融法
●経済制裁法
●証券法
●情報セキュリティ法
●製品安全／製品コンプライアンス
●贈賄
●知的財産権の侵害
●通商コンプライアンス
●独占禁止法
●サプライチェーン関連法
●不正行為
●プライバシー／個人情報保護法
●マネーロンダリング
●利益相反
●労働法
●その他の法

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もと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。

責任ある事業活動

研修・
メッセージング

社内規則・
手続き

プログラムの
アセスメント・

調査
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通報制度
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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おそれを早期に発見し、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もとで、

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。

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。

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。

2021年度は、ソニーグループ全体で407件の通報をホットラインで受

け付けました。以下の円グラフは2021年度に受領した通報を通報分類別

に表示したものです。このうち、76%が雇用・労働・職場環境に関するもの、

15%がビジネス倫理に関するもの、その他は環境・安全衛生、財産または

情報の不適切な使用や濫用、および会計・監査・財務報告に関するもので

した。

2021年度に事実であることが裏付けられた案件は112件で、多くの改

善措置が取られました。また、事実であることが裏付けられなかった案件

は116件でした。これら以外には、調査が継続中のものなどが含まれます。

24時間
365日
電話可能

27言語に
対応した
ウェブページ

52言語に
対応可能な

第三者機関による
電話窓口

通報 報告 ソニーグループ (株)
監査委員会

コンプライアンス担当
上級役員

コンプライアンス・
プライバシー部

地域コンプライアンス
統括責任者

調査・確認

監督 報告
雇用・労働・職場環境

309件  76%

ビジネス倫理
63件  15%

財産または情報の不適切な使用や濫用
6件  1%

会計・監査・財務報告
3件  1%

環境・安全衛生
26件  6%

合計

407件

注) グラフの%には四捨五入した整数を用いているため、%の和は100ではなく、99となっている。
注) 環境・安全衛生に関する案件の大半は新型コロナウイルス感染症関連 (新型コロナウイルス対
策を守らない個人や対策の不備、出社要請に関する懸念など) で、その他は安全衛生に関する
もの。

ホットラインの調査体制と運用状況
2021年度通報件数 (分類別)
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以下の表は2021年度に受領した通報事例を一部例示したものです。

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。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つくることができるか、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。

2021年度の通報事例

通報の内容 ガイダンス 是正策および再発防止策

あるマネジャーは、自身の意に沿わない状況になる
と、部下に対して暴言を吐いたり、物を蹴ったりするな
ど、パワーハラスメントを疑われる行動が見られる。

ソニーは差別や、ハラスメントその他の敵対的な職場
環境をもたらすような発言や行動を許容しないことを
「ソニーグループ行動規範」に定めています。

通報内容は事実と確認された。マネジャーは過去にも
同様の問題を起こしていたことが判明し、懲戒処分と
なった。

社員が権利者の同意なく第三者の知的財産をダウン
ロードしていた。

「ソニーグループ行動規範」は、他者の知的財産に関す
る権利を尊重することを定め、社員が故意に他者の
知的財産を不正使用することを禁じています。

通報内容は事実と確認された。ダウンロードされた知
的財産は削除され、社員は必要な同意や許諾が得ら
れていない第三者の知的財産を使用してはいけない
旨の指導を受けた上、懲戒処分となった。

社員が、顧客に配る予定の景品を第三者に転売して
いた。

「ソニーグループ行動規範」は、ソニーの資産は、正当
な業務目的にのみ使用されるべきものであることを
定め、社員がソニーの資産を利用して個人的な利益
を追求することを禁じています。

通報内容は事実と確認された。当該社員は景品を盗
んだことを認め、盗んだ景品の売却で得た対価を返金
した上で退職した。

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。行動規範その他の内部規則において、誠実に通報を行った社員へ

の一切の報復を許容しないこと、および通報者の匿名性を可能な限り維

持することを明示的に定めています。教育研修を通じて社員に周知し、報

復行為にかかわったことが判明した社員には適切な処置を取っています。

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

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

体制

責任ある事業活動

プライバシー・個人情報保護

責任あるAIの取り組み

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針
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体制

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。
●  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。
●  コンプライアンス・モニタリング・チーム：プログラムの実施状況、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。
●  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。

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・
モニタリング・チーム

コンプライアンス担当上級役員

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

地域コンプライアンスネットワーク

グローバル・エシックス&コンプライアンス・ネットワーク

GRIスタンダード対照表
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責任ある事業活動

第三者管理

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、税に関する法令や金融犯罪規制など、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上で、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もと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。個別の取

引のリスクの度合いによって、契約上の保証などの追加の措置を実施する

場合もあります。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、その上で、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。

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2022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

上で、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。

ソニーグループ行動規範&
ソニーグループ贈賄防止規程

リスクアセスメント&
規程の更新 研修を通じた周知徹底

厳格な手続き&内部統制

ソニーの腐敗防止プログラム

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。

• 全てのソニー社員に対して、腐敗防止の方針を含む行動規範の研修を

雇用時に実施。また、再研修を少なくとも4年に一度実施しています。

• 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の社員

に対して、 (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しています。

• ソニーにおける専門機能部署：法務、財務、その他管理部門の社員に

対して、上記に加え、必要に応じて、対面での研修を実施しています。

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

マネジメントアプローチ

ソニーグループ行動規範
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体制
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品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材
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社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

120



反社会的勢力との関係排除

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。

お客様本位の業務運営

ソニーの金融事業を担うソニーフィナンシャルグループは、グループ全体

でお客様本位の業務運営に取り組んでいます。金融持株会社であるソニー

フィナンシャルグループ株式会社は、この取り組みを「お客さま本位の業務

運営方針」として明確にし、その子会社であるソニー生命保険株式会社、

ソニー損害保険株式会社およびソニー銀行株式会社は、各社でさらに具体

化した業務運営方針を定めています。これらの方針は、事業環境の変化

などにより定期的な見直しを実施し、取り組み状況については、各社の

取締役会などへ定期的に報告され、各社のウェブサイトで開示を行ってい

ます。

「お客さま本位の業務運営方針」および取り組み状況
ソニーフィナンシャルグループ株式会社

ソニー生命保険株式会社

ソニー損害保険株式会社

ソニー銀行株式会社

【お客さま本位の業務運営】2021年度取組結果等について

厳格な手続きと内部統制
●  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「ソニーの贈賄防止に関する方針」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および規程の更新
●  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。※

※ なお、2021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。2021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 33．パーチェス・コミットメント、偶発債務およびその他 (3) 訴

訟」233頁。

公正な競争に関する法令 (独占禁止法など) 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、独占禁止法などの公正競争に関

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。※

※ なお、2021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。2021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 33．パーチェス・コミットメント、偶発債務およびその他 (3) 訴

訟」233頁。

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などの法令を

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

を特定した上で、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。
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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付けています。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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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、

ソニーグループの全ての事業に対し、AI倫理に関する専門知識を提供する

ための中心的な役割を果たす組織としてAI倫理室を2021年に設置する

など、AI倫理に関する活動および体制の強化を進めています。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を利用した製品・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やサービスの商

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、2021年7月に製品開発

ライフサイクルにおけるAI倫理アセスメントを開始しました。社員へAI倫

理に関する理解を促す啓発活動では、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、お客様やクリエイター

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などと積極的に対話を進めています。

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。「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※”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」

ではエキスパート・アドバイザーも務めています。2021年8月からは、ソニー

のAI倫理のグローバルヘッドが、社会技術アルゴリズムシステムに関する著

名な学会のひとつであるACM Conference on Fairness, Accountability, 

and Transparency (FAccT) にも共同議長として参画しています。

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ティブである「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はじ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。

※  Annotation and Benchmarking On Understanding and Transparency of 

Machine Learning (機械学習) Lifecycles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

ており、AI倫理に対する技術的な取り組みをしています。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」に説明可能なAI (eXplainable AI, 以下XAI) を実装

し簡便に利用できるように提供しています。XAIは、ブラックボックスとい

われるAIの判断根拠を説明できる技術です。また、ソニーは、機械学習の

公平性ライブラリやXAIのソースコード「Responsible AI」をオープンソー

スソフトウェアとして公開しています。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提供しています。

また、ソニーはAI製品やサービスの開発過程で直面する課題 (倫理的な

データ収集およびアルゴリズムの公平性など) に関しても2021年にプロ

ジェクトを立ち上げ、最先端の研究を行っています。幅広い事業を展開す

るソニーの特性を生かし、グローバルかつ多様性のある視点から、公平で

透明性のあるAIの実践に取り組んでいきます。

ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF：103KB］

ソニーグループのResponsible AIへの取り組み
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コーポレート・
ガバナンス

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

律上の要請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

のと捉えています。

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2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などに関す

る独自の工夫を追加しています。

これまでの取り組み

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

1971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

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ

経営方針、経営戦略などその他事業運営に
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
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経営方針、経営戦略など
その他事業運営にかかる
方針

経営機構の概要

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基づき、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

事業説明会

創業者の理念とサステナビリティの考え方

設立趣意書

また、サステナビリティに関する理念および方針、計画や取り組みなど

については、以下のページをご参照ください。

サステナビリティの考え方

環境

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

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、執行役員などの職位を付与しています。

役員一覧

監督

執行機能

株主総会

取締役会
監督機能

CEO、執行役を含む上級役員

その他の役員 (執行役員等)

報酬委員会指名委員会 監査委員会

内部監査部門

会計監査人

権限委譲

報酬決定等

報酬決定

委員会メンバーの選定・解職

監査

監査
監査報告 報告 監督・評価

連携
執行役を含む上級委員の

選解任等・権限委譲

取締役の
選解任議案の決定

会計監査人の
選解任議案の決定

選解任

取締役の選解任

※ 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。

コーポレートガバナンス機構

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ
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取締役会

構成員：10名 (うち社外取締役7名) 2022年7月31日現在

氏名 役職／経歴 在任年数

所属委員会／アサインメント 経験・専門性

監査委員 指名委員 報酬委員
情報

セキュリティ
担当

企業のCEO／
経営トップ

グローバル
ビジネス

多様性
(性別／国籍)

エンジニア
リング／

IT／
テクノロジー

当社事業／
関連業界の
経験

財務／会計 リスク
管理／渉外

吉田 憲一郎 代表執行役　会長 兼 社長 CEO 8年 ― ● ● ● ●※2 ● ●

十時 裕樹 代表執行役　副社長 兼 CFO 3年 ― ● ● ● ●※2 ● ●

隅 修三※1

(取締役会議長) 
東京海上日動火災保険株式会社　相談役 5年 議長 ● ● ● ●

(金融)
● ●

畑中 好彦※1

(取締役会副議長)
元　アステラス製薬株式会社　代表取締役会長 3年 ● ●

●
(ヘルス
ケア)

● ●

ティム・シャーフ
(非業務執行取締役) 

元　Intertrust Technologies Corporation　チーフ・プロダクト・オフィサー 9年 ● ● ●
●

(IT/ソフト
ウェア)

●

岡 俊子※1 明治大学　専門職大学院　グローバル・ビジネス研究科　専任教授 4年 議長 ● ● ● ●

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 3年 ● ● ● ●
●
(IT/

デバイス)

ウェンディ・ベッカー※1 Logitech International S.A.　取締役会議長
Oxford Nanopore Technologies plc　社外取締役 3年 議長 ● ● ●

●
(通信/
民生品)

●

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 2年 ● ● ● ●

ジョセフ・クラフト※1 Rorschach Advisory Inc.　CEO 2年 ● ● ●
(金融)

● ●

※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 業務執行取締役の吉田憲一郎氏および十時裕樹氏は、ソニーグループの各事業に関する包括的な知見を有し、ソニーグループ全体の経営戦略の策定およびその実行において重要な役割を担っています。

GRIスタンダード対照表

データ集
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経営方針、経営戦略などその他事業運営に
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企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境
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目的・権限

●ソニーグループの経営の基本方針などの決定
●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

のこれまでの職歴、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。2022年6月28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。
●  その他、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、専門的知見に基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、

2022年6月28日現在、取締役会は10名の取締役で構成されており、その

うち7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。

取締役会は、CEOを含む上級役員の選解任および担当領域の設定に関

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を含む執行役の選任にあたって、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など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いま

す。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、決定、監督を行います。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。
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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

するともに、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は、指名委員会の継続性にも配慮して

行っています。2022年6月28日現在、3名の委員全員が社外取締役です。

後継者計画について

経営陣のサクセッション
ソニーでは、CEOのサクセッションをグループの持続的な価値創出を実

現するための重要な取り組みのひとつとして位置づけています。CEOのサ

クセッションプランの内容については、独立社外取締役のみで構成される

指名委員会が、 CEOに求められる要件に基づく後継者候補についてCEO 

を含む執行側と議論を重ねたうえで審議・評価し、その結果を取締役会に

報告しています。また、指名委員会では、 CEOに加え、各事業や本社機能

において重要な経営責任を担う上級役員のサクセッションプランについて

も、CEOを含む執行側から報告を受け、評価しています。

CEOサクセッションプランの具体的なプロセス
CEOのサクセッションにおいては、多様なビジネスを有するソニーを束

ねて経営するCEOに求められる要件を定義するとともに、ソニー内部での

候補者に加え、ソニー外部の候補者も検討することで、両者の比較を通じ

てより客観的に後継者候補を評価しています。ソニー内外の候補者の探

索は年間を通じて継続的に実施し、そこから候補者を絞り込み、将来的な

登用の可能性を踏まえて、指名委員会での議論・評価を重ねています。な

お、後継者候補の選定にあたっては、次期CEOへの承継までの時間軸を

想定し、短期および中長期の視点でそれぞれの候補者の検討を行ってい

ます。

監査委員会

指名委員会

構成員：3名 (うち社外取締役3名)

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) 

Wendy Becker 指名委員 (社外取締役) 

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

定されることとしています。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。2022年6月28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
独立性などに関する考え方

監査委員会は、CEOその他の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上で、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
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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
●  報酬方針に基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人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、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。2022年6月28日現在、3名の委

員全員が社外取締役です。

役員の報酬など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などの内容の決

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

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) 

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などを参考に、職責および人材確保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
渡制限付株式を付与

●譲渡制限付株式は、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、2017年度から2021年度は新規のポイント付与
を実施していません。
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上級役員の報酬について

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基づき、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などを参考に、職責および人材確保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、連結調整後EBITDA、調整後EPS (1株当たり当社株主に帰属する当期純利益) などの連結または各事
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、事業間連携での価値創造を加速するための取り組み、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および社員意識調査によるエンゲージメント指標を含む

●  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かかる株主総会日から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

株価連動報酬に関して、2022年6月30日の当社報酬委員会において、

譲渡制限付株式ユニットの導入が決議されました。本制度の導入による

株価連動報酬のさらなる活用により、ソニーグループの企業価値向上に対

する貢献意欲を高め、以てソニーの業績を向上させることを目指します。

譲渡制限付株式ユニットの詳細については、以下のプレスリリースをご参

照ください。

譲渡制限付株式ユニット (RSU) による事後交付型株式報酬制度の
導入に関するお知らせ

(ご参考：長期視点を促す役員報酬構成)

2021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2021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2021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、下記のグラフとは異なります。

CEO 13% 13% 74%

14% 14% 72%

18% 11% 71%

27% 16% 57%

CTO

その他執行役

CFO

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬

(%)

0 20 40 60 80 100

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬
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ソニーの第四次中期経営計画においてグループ全体での成長性を高め

るべく、最も重視する経営指標とされている調整後EBITDAを指標として

設定しました。また、株主価値・資本効率を意識するインセンティブとして

機能させるべく、調整後EPSも指標として設定しました。

業績関連指標のうち、2021年度の調整後EBITDAの目標値については、

第四次中期経営計画の目標数値である、2021年度からの3年間において

4.3兆円の調整後EBITDA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。また、2021

年度の調整後EPSの目標値については、2021年度の当社株主に帰属す

る当期純利益見通しとして2021年4月に公表した数値である6,600億円

を、2021年度期首希薄化後発行済株式総数で除した523.2円が目標値

として設定されました。

なお、2021年度の業績関連指標の実績は、調整後EBITDAが1兆5,979

億円 (当社株主に帰属する当期純利益は8,822億円) 注) 3、調整後EPSが

640.2円注) 4であり、それぞれ目標値を上回る結果となりました。

2021年度の執行役の業績連動報酬は、上記の、執行役の業績連動報

酬支給額の算定式に記載のとおり、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、2021年度における、各執行

役に対する業績連動報酬の支給額は、標準支給額に対して、167.8%～

178.5%の範囲でした。

※  2021年度の当社が非経常的と判断する損益の詳細については、当社の2021年度有

価証券報告書「第2 事業の状況　1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等『第四

次中期経営計画 数値目標とその進捗』」に記載のとおりです。詳細は、以下をご参照

ください。

2021年度有価証券報告書

※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、2021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。

＝ ×
執行役の

業績連動報酬
支給額

業績連動報酬
支給率※2

0～ 200%
標準支給額※1

評価指標 評価
ウェイト 2021年度目標値 (連結)

2021年度実績 
(連結)

連結調整後
EBITDA注) 1 50%

2021年度からの3年間
において4.3兆円の調整
後EBITDA (以下に定義
する。) の創出を達成す
べく設定された数値

1兆5,979億円注) 3

調整後EPS注) 2 50% 523.2円 640.2円注) 4

2021年度 
(億円)

当社株主に帰属する当期純利益 8,822

非支配持分に帰属する当期純利益 62

法人所得税 2,291

金融収益・金融費用に計上される支払利息 (純額) 76

金融収益・金融費用に計上される資本性金融商品の再評価益 
(純額) 

△662

減価償却費・償却費 (コンテンツ資産に含まれる繰延映画製
作費およびテレビ放映権ならびに繰延保険契約費の償却費を
除く)

4,704

EBITDA 16,617

当社が非経常的と判断する損益※ △638

調整後EBITDA 15,979

役員の報酬などの額またはその算定方法の決定方法

上記報酬方針に基づいた、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。

2021年度も同様の手続に基づき、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。

2021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

2021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。

注) 1  調整後EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 

＝当社株主に帰属する当期純利益＋非支配持分に帰属する当期純利益＋法人所

得税＋金融収益・金融費用に計上される支払利息 (純額) －金融収益・金融費用

に計上される資本性金融商品の再評価益 (純額) ＋減価償却費・償却費 (コンテン

ツ資産に含まれる繰延映画製作費およびテレビ放映権ならびに繰延保険契約費の

償却費を除く) －当社が非経常的と判断する損益

 2  EPS (Earnings Per Share) は、1株当たり当社株主に帰属する当期純利益を意味

します。調整後EPSは、当社株主に帰属する当期純利益に対し、当社が非経常的と

判断する損益を調整した調整後当社株主に帰属する当期純利益を用いて計算さ

れます。

 3  2021年度のIFRSに基づく当社株主に帰属する当期純利益と調整後EBITDAの調

整については、以下の表をご参照ください。
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注4)  2021年度の調整後EPSの実績値は、2021年度の調整後の当社株主に帰属する当

期純利益の実績値を、当該年度の希薄化後加重平均株式数で除して算出していま

す。2021年度のIFRSに基づく希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する

当期純利益と調整後EPSの調整については、以下の表をご参照ください。

2021年度

希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する
当期純利益※1 億円 8,823

当社が非経常的と判断する損益 (法人所得税および
非支配持分にかかる調整を含む) ※2 億円 △813

調整後希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰
属する当期純利益 億円 8,011

希薄化後加重平均株式数※1 千株 1,251,260

調整後EPS 円 640.2

※1  希薄化後EPSの計算に用いた当社株主に帰属する当期純利益と希薄化後加重平均

株式数については、当社の2021年度有価証券報告書「第5 経理の状況」連結財務

諸表注記『26．基本的及び希薄化後EPSの調整表』に記載のとおりです。詳細は、以

下をご参照ください。

2021年度有価証券報告書

※2  当社が非経常的と判断する損益にかかる税引前利益までの項目合計638億円から、

これらの項目にかかる税効果150億円および非支配持分の調整9億円を減算し、一

部の日本の会社における繰延税金資産に対する以前に計上した評価減の戻入れに

ともなう法人所得税の減額334億円を加算した金額です。当社が非経常的と判断す

る損益の詳細については、当社の2021年度有価証券報告書「第2 事業の状況　1 

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等『第四次中期経営計画 数値目標とその

進捗』」に記載のとおりです。詳細は、以下をご参照ください。

2021年度有価証券報告書

取締役、取締役会および各委員会を支える活動・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

などは以下のとおりです。

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ひとつとして、

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

の充実などを目的として、経営陣との戦略ワークショップ、取締役会議長

とCEOとの打ち合わせなどを複数回実施しています。

事務局などの設置

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信用格付けレポートなど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・各委員会において決議された内容などの説明を適宜

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。

必要な情報の提供など

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など) 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かか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・体制など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、会社の事業など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、提供し、更新する機会を設けています。
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取締役会および各委員会の実効性評価の実施

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。

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上で、主に2021年度の活動を対象とした実効性評

価を2022年2月から5月にかけて実施しました。なお、今回の実効性評

価は、前回と同様に、取締役会議長による主導のもと、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上で、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。

その上で、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。

●取締役会議事録など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・運営実務など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など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、各委員会議長、執行役を兼務する取締役その他一部の

執行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など

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・各委員会の実効性確

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などの諸点から、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、2022年5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は、取締役会・各委員会の実効性をさらに高

めるために、他社事例も踏まえて検討対象となりうる選択肢として、取締

役相互の評価 (Peer Review) 、サステナビリティやリスク管理に関する取

締役会の関与と開示の強化、取締役後継 (Board Succession) にかかる

議論の深化などに関する案が例示されました。

評価結果など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

ら提示された視点などを踏まえて、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、2021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・サステナビリティに関する事項につき、取締役会に対する定期的

な報告を継続して実施
●経済安全保障および地政学にかかるリスクに対する監督の強化
●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
●  取締役の経験・専門性 (スキルマトリックス) に関する開示のさらなる

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：18名 (執行役6名を含む)

役員一覧

目的・権限
●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を含む執行役の担当領域の決定および上級役員の範

囲の設定を行った上で、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：8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基づく、本社機能、研

究開発など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

2021年度の1年間 (2021年4月1日～ 2022年3月31日) において、取締役会は10回、指名委員会は5回、監査委員会は6回、報酬委員会は6回開催されました。

取締役会への出席状況については、2021年度に在籍した社外取締役9名 (2021年6月に退任した松永和夫氏および2021年12月に退任したAdam Crozier氏を含む。) は、在任期間中に開催された2021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2021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。

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

サステナビリティ
報告

監査計画
決定

決算レビュー 決算レビュー 決算レビュー 決算レビュー 監査意見作成
監査報酬の確認

事業所往査

職務執行の監査 (マネジメントインタビュー )

実績レビュー (主に決算)

戦略ワークショップ／
中期経営計画レビュー

情報セキュリティ報告

年度事業計画レビュー

実効性評価

デジタルトランスフォー
メーションに関する報告

取締役候補の選任方針の整理

CEOサクセションプランレビュー

報酬方針を踏まえた各要素を決定 (KPI含む)
譲渡制限付株式の付与の決定

ストックオプションの
付与の決定

報酬方針などの検討・決定

業績連動報酬に関する評価・支給

取締役候補の検討、選定

取
締
役
会

指
名
委
員
会

報
酬
委
員
会

監
査
委
員
会

書面報告取締役会・委員会の開催日

6月 10月 1月 4月

2021年度 取締役会・委員会の年間スケジュール
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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、現体制を確認の上、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、2022年5月

10日開催の取締役会において、現体制がかかる体制に沿っていることを

確認の上、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。

2022年5月10日開催の取締役会において確認された内容およびその運

用状況については、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

上記取締役会決議など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。

財務報告にかかる内部統制

当社の財務報告にかかる内部統制は、財務報告の信頼性および国際財

務報告基準 (IFRS) 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・評価などのグローバ

ルな活動を監督・評価しています。そして、評価の結果、CEOおよびCFOは、

2022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かか

る内部統制は有効であるとの結論に至っています。

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負っており、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。これらを実現するための具体的な取り組みとして、「会社情報の適

時開示に関する統制と手続き」を構築しています。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「会社情報

の適時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役員・社員も

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「会社情報の適時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、ソニーグループの本社機能の一部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かか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

リスク管理のひとつの側面は、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。

GRIスタンダード対照表
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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、地震などの自然災害だけでなく、さまざまな事故

や災害など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

にとど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います。その実

効性を高めるため、経営層および本社組織に、日本政府が想定している

自然災害などを前提条件とした訓練を実施しています。

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、社員ら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きました。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、インドのグループ会社には医療機器を支援

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な

ど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、組織などが連携を図り、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

ネジメント強化など、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、立地ごと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、天井材などの

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・延焼拡大防止などの仕様について、日本

国内の法令より厳しいソニーグループの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などでは毎年セルフチェックを行

うとともに、定期的に本社組織による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・改善計画立案などの

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など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年から順次竣工している増設棟において、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※などに準拠したス

プリンクラー、超高感度煙検知システム、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などを行いました。

※  NFPA規格：NFPA (National Fire Protection Association：全米防火協会) が策定し

ている防火に関する規格

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。

半導体製造事業所：水害対策の取り組み
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では、各事業所の

洪水災害想定リスクに対してシミュレーションなどから災害影響度評価を

実施し、重要設備などの被害軽減対策 (止水板設置など) を順次行ってい

ます。

ハイブリッド免震構造
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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1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。

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ

経営方針、経営戦略などその他事業運営に
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

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

137



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基

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、事業所往査など) 

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、執行役の決裁書類などの閲覧

など) 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など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。なお、当事業年度において内部統制部

門との会合を11回、会計監査人との会合を12回行いました。

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などにつき報告を

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、その報酬な

どに同意をし、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などの方法

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 (約30名) 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、監査結果に基づく改

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。

リスク&コントロール部は、監査の結果を監査報告書にまとめ、定期的

に監査委員会および担当上級役員の双方に対して報告しています。

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※、石橋武昭※、原田優子※、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 98名、会計士試験合格者など 87名、その他 312名

GRIスタンダード対照表

データ集

マネジメントアプローチ

経営方針、経営戦略などその他事業運営に
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

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

138



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、立法趣旨と併せて理解し、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、同社の取締役であるCFOに直接報告しています。

税務に関する重要事項については、監査委員会に報告されています。

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ひとつの重要な要素です。ソニーグ

ループは、事業目的と事業実態に沿って、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。ソニーグループは、税法の趣旨に反する、

租税回避や利益移転のみを目的とした取引は行いません。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。

GTOレポーティングライン

ソニーグループ株式会社
CFO

GTOグローバル統括責任者
ソニーグループ株式会社 税務担当執行役員

ニューヨーク／
ロサンゼルス ロンドン シンガポール 東京

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。
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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。ソニーグループの役

員・従業員は、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。

かかる基本方針のもと、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のもと、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、経営方針説明会および 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などを行います。

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、

事前に法務など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2つの株主総会の基本方針を掲げ、株主が発言しやすい環

境づくりに努めています。

●  株主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。
●  株主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、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

明性の高い株主総会運営に努めています。

さらに、 2021年から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) を実施するとともに、2022年はライブ中継を視聴してい

る株主の方からのコメント受け付けも実施しています。

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、信託銀行など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、分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

およびスマートフォン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。
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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コミュニケーション

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上で、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

環境方針と目標

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

多様な社員が活躍する職場環境

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・関係強化などを目的とし

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の株式を除く) 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

当該上場子会社の株式を除く) 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、随時、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などにおける検証の内容
2022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

る当該上場子会社の株式を除く) につき、前述の方法により、2022年6月

28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。

政策保有株式にかかる議決権行使基準

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もと、当該上場

会社の株式にかかる議決権の行使にあたり、当該株式の保有意義・経済

合理性などとあわせて、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、

例えば、剰余金の処分、取締役・監査役・会計監査人の選任、株主提案な

ど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な

どを通じて、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などの意向が示さ

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。

買収防衛策など

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など、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) などの適切な機関においてその必要性や合理性などについて

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。
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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ひと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など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などに関する考え方

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

続に努めた上で、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

の事業展開などを総合的に勘案し、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、給付など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

など (以下「運用基本方針など」) 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、資産運用にかかる意思決定は、運用基本方針などに基づき、本年

金制度の運営にかかる関連部署である、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などを経て、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手法など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、その遵守状況などについて定期的に確認・評価を行っ

ています。
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データ集

環境 (年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

製品1台あたりの年間消費電力量削減率
(2018年度比)

エレクトロニクス
製品 ％ - - 3.3%増加

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 18.8 20.3 21.1

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 118.8 89.9 98.4

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 1,487.0 1,688.3 1,616.0

購入した製品・サービス 全グループ 万トン-CO2 331.6 379.1 381.0

資本材 全グループ 万トン-CO2 129.6 100.9 101.6

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 9.5 17.3 17.3

輸送、配送 (上流) 全グループ 万トン-CO2 17.2 26.7 20.8

事業から出る廃棄物 全グループ 万トン-CO2 4.1 4.3 4.4

出張 全グループ 万トン-CO2 8.7 0.6 1.1

通勤 全グループ 万トン-CO2 12.5 5.1 5.2

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 0.5

販売した製品の加工 全グループ 万トン-CO2 0.4 0.5 0.5

販売した製品の使用 全グループ 万トン-CO2 957.0 1,140.3 1,072.5

販売した製品の廃棄 全グループ 万トン-CO2 13.7 11.7 9.4

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 2.4 1.6 1.6

事業所のエネルギー使用量 全グループ 万TJ 2.4 2.4 2.6

事業所からの温室効果ガス排出量 全グループ
万トン-CO2 137.6 110.2 119.5

トン-CO2/
百万円※1 0.167 0.123 0.120

再生可能エネルギー電力率 全グループ ％ - 6.6 14.6

製品輸送時のCO2排出量 全グループ 万トン-CO2 15.4 24.9 19.1

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

製品への資源使用量 エレクトロニクス
製品 トン 425,555 448,990 435,599

製品1台あたりの石油由来バージン
プラスチック使用量削減率

エレクトロニクス
製品 ％ - - 3.1

製品1台あたりのプラスチック包装材使用量
削減率

エレクトロニクス
製品 ％ - - 15.2

製品への再生プラスチック使用量※2 エレクトロニクス
製品 トン 15,243 17,571 21,301

事業所の廃棄物発生量 全グループ トン 48,186 51,362 51,615

うちプラスチック類廃棄物発生量 全グループ トン - 6,947 7,194

事業所の廃棄物原単位改善率 全グループ ％ - - 7.6％悪化

事業所の廃棄物リサイクル量 全グループ トン 47,198 50,359 50,558

事業所の廃棄物埋め立て率※3 全グループ ％ 0.7 0.5 0.5

使用済み製品の回収実績※4 エレクトロニクス
製品※5 トン 76,260 64,287 69,674

事業所の水使用量※6 全グループ 万m3 1,530 1,870 1,955

事業所の水使用量原単位改善率 全グループ ％ - - 1.7％悪化

事業所の排水量 全グループ 万m3 1,518 1,584 1,685

事業所のBOD排出量 全グループ トン 418 401 363

事業所のCOD排出量 全グループ トン 105 79 127

事業所のNOx排出量 全グループ トン 92 80 79

事業所のSOx排出量 全グループ トン 3 4 3

事業所の化学物質取扱量

クラス1物質

全グループ

トン 0.62 0.59 0.22

クラス2物質 トン 2,854 3,152 3,370

クラス3物質 トン 31,345 38,274 38,353

クラス4物質 トン 147,287 274,860 305,500

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 94 91

※1 連結売上高原単位

※2 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

※3 各地域の法律・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除く

※4 2021年度の値は、2022年7月時点の集計値。2020年度数値は、過年度報告を修正

※5 地域により回収・集計している製品が異なる場合がある

※6 2019年度の値は水資源保全貢献量 (水涵養) を引いた値、2020年度以降の値は水資源保全貢献量 (水涵養) を引いていない値
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

社員数

全グループ※2

合計 名 111,700 109,700 108,900

(内、契約) 名 13,800 14,400 13,100

男性 名 71,900 70,700※3 70,500※3

女性 名 39,800 38,900※3 38,100※3

ソニー
グループ (株)

合計 名 2,726 2,973 2,839

(内、契約) 名 78 97 93

男性 名 2,113 2,226 2,140

女性 名 613 747 699

日本※2

合計 名 53,700 54,600 55,100

(内、契約) 名 6,200 6,600 6,700

男性 名 41,200 40,700 41,100

女性 名 12,500 13,900 14,000

海外※2

合計 名 58,000 55,100 53,800

(内、契約) 名 7,600 7,800 6,400

男性 名 30,700 30,000※3 29,400※3

女性 名 27,300 25,000※3 24,100※3

セグメント別社員数※2

合計 名 111,700 109,700 108,900

ゲーム＆ネットワークサービス 名 9,500 9,600 10,200

音楽 名 9,900 9,900 10,800

映画 名 8,400 8,000 8,100

エンタテインメント・テクノロジー＆
サービス 名 46,800 43,700 40,200

イメージング＆
センシング・ソリューション 名 15,800 16,800 18,100

金融 名 12,300 12,900 13,200

その他 名 3,200 2,800 2,300

全社 (共通) 名 5,800 6,000 6,000

(年度)

項目 範囲※1 単位 2020 2021

年齢構成別社員比率

ソニー
グループ (株)

合計
男性 ％ 74.9 75.4

女性 ％ 25.1 24.6

30歳未満
男性 ％ 10.0 9.9

女性 ％ 3.7 3.8

30～ 39歳
男性 ％ 19.0 18.6

女性 ％ 6.9 6.6

40～ 49歳
男性 ％ 25.1 25.5

女性 ％ 8.3 6.9

50～ 59歳
男性 ％ 18.8 19.2

女性 ％ 6.0 6.9

60歳以上
男性 ％ 1.9 2.1

女性 ％ 0.3 0.4

日本

合計
男性 ％ 74.8 74.8

女性 ％ 25.2 25.2

30歳未満
男性 ％ 8.8 9.2

女性 ％ 4.7 4.6

30～ 39歳
男性 ％ 16.5 16.4

女性 ％ 5.4 5.4

40～ 49歳
男性 ％ 24.3 23.4

女性 ％ 8.3 7.7

50～ 59歳
男性 ％ 21.7 22.0

女性 ％ 5.9 6.5

60歳以上
男性 ％ 3.4 3.9

女性 ％ 0.8 1.0

人材
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

職位別人員 ソニー
グループ (株)

合計

合計 名 2,726 3,017 2,865

男性 名 2,113 2,265 2,161

女性 名 613 752 704

女性比率 ％ 22.5 24.9 24.6

取締役※4

合計 名 11 10 8

男性 名 7 6 4

女性 名 4 4 4

女性比率 ％ 36.4 40.0 50.0

社内取締役

合計 名 2 2 2

男性 名 2 2 2

女性 名 0 0 0

女性比率 ％ 0.0 0.0 0.0

執行役員※5

合計 名 39 40 23

男性 名 36 37 20

女性 名 3 3 3

女性比率 ％ 7.7 7.5 13.0

部長相当職
以上

合計 名 152 170 181

男性 名 128 144 157

女性 名 24 26 24

女性比率 ％ 15.8 15.3 13.3

課長相当職
以上

合計 名 231 271 273

男性 名 194 227 228

女性 名 37 44 45

女性比率 ％ 16.0 16.2 16.5

係長相当職

合計 名 712 798 817

男性 名 632 683 694

女性 名 80 115 123

女性比率 ％ 11.2 14.4 15.1

その他

合計 名 1,579 1,726 1,561

男性 名 1,114 1,166 1,056

女性 名 465 560 505

女性比率 ％ 29.4 32.4 32.4

うち、
管理職総数

合計 名 422 481 477

男性 名 358 408 405

女性 名 64 73 72

女性比率 ％ 15.2 15.2 15.1

うち、
新規管理職
登用

合計 名 33 34 43

男性 名 28 30 36

女性 名 5 4 7

女性比率 ％ 15.2 11.8 16.3

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

女性社員比率

全グループ ％ 35.6 35.4 35.0

ソニーグループ (株) ％ 22.5 25.1 24.6

日本 ％ 23.3 25.5 25.4

海外 ％ 47.1 45.4 44.8

米国 ％ 36.8 38.2 38.9

中国大陸、香港地区 ％ 54.7 53.8 51.8

アジア・太平洋地域※7 ％ 57.6 53.4 54.2

欧州 ％ 37.0 36.3 35.6

その他※8 ％ 38.1 37.8 38.2

女性管理職比率※6 

全グループ ％ 28.3 28.4 30.1

ソニーグループ (株) ％ 15.2 15.2 15.1

日本 ％ 9.3 10.2 10.5

海外 ％ 36.9 37.4 39.3

米国 ％ 40.0 40.7 41.6

中国大陸、香港地区 ％ 34.9 38.8 37.9

アジア・太平洋地域※7 ％ 31.8 29.4 37.8

欧州 ％ 36.7 37.7 37.7

その他※8 ％ 36.6 37.4 38.1

平均勤続年数

全グループ

合計 年 11.6 12.0 11.9

男性 年 12.3 12.6 12.5※3

女性 年 10.2 10.7 10.7※3

ソニー
グループ (株)

合計 年 16.6 16.5 16.7

男性 年 16.4 16.3 16.6

女性 年 17.2 16.8 16.9

日本

合計 年 15.3 15.3 15.2

男性 年 15.3 15.3 15.3

女性 年 15.3 15.1 15.1

海外

合計 年 8.2 8.7 8.7

男性 年 8.2 8.8 8.8※3

女性 年 8.1 8.6 8.6※3
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

採用数

全グループ

合計 名 13,764 12,477 14,502

男性 名 8,323 7,532 8,722※3

女性 名 5,441 4,945 5,524※3

ソニー
グループ (株) ※9

合計 名 840 709 157

男性 名 694 588 103

女性 名 146 121 54

日本

合計 名 3,934 4,292 3,837

男性 名 2,546 2,758 2,628

女性 名 1,388 1,534 1,209

海外

合計 名 9,830 8,185 10,665

男性 名 5,777 4,774 6,094※3

女性 名 4,053 3,411 4,315※3

新卒採用競争倍率※9 ※10 ソニー
グループ (株)

男性 全体 倍 11.9 13.4 40.2

女性 全体 倍 18.0 19.0 40.3

男性 事務系 倍 31.2 42.6 45.9

女性 事務系 倍 31.9 36.8 61.4

男性 技術系 倍 9.1 10.2 37.3

女性 技術系 倍 8.7 9.4 17.5

離職率※11

全グループ

合計 ％ 10.6 7.2 8.4

男性 ％ 10.2 6.6 8.2※3

女性 ％ 11.6 8.6 8.8※3

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 2.8 1.7 1.9

男性 ％ 2.9 2.0 2.1

女性 ％ 2.5 0.7 1.4

日本

合計 ％ 3.8 2.9 3.0

男性 ％ 3.7 2.7 2.8

女性 ％ 4.2 3.7 4.1

海外

合計 ％ 18.3 12.3 14.5

男性 ％ 21.0 13.1 16.9※3

女性 ％ 15.2 11.3 11.5※3

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

社員一人あたりの人材育成投資額※12 ソニー
グループ (株)

円 19.6万 18.9万 20.4万

グループ内研修受講状況

プログラム数

全グループ

- 10,000 21,406

実施回数 回 - 19,200 46,845

受講者数 名 - 315,700 382,110

延べ受講時間 時間 - 1,262,000 1,472,974

プログラム数

日本※13

391 1,300 2,910

実施回数 回 927 3,200 11,159

受講者数 名 74,642 105,500 179,043

延べ受講時間 時間 215,803 499,400 568,662

プログラム数

海外

- 8,700 18,496

実施回数 回 - 16,000 35,686

受講者数 名 - 210,200 203,067

延べ受講時間 時間 - 762,600 904,312

障がい者雇用率※14

ソニー
グループ (株)

％ 2.81 2.83 2.87

日本 ％ 2.41 2.48 2.50

平均年次有給休暇取得日数

ソニー
グループ (株)

日 17.8 11.9 14.8

日本 日 15.5 11.8 13.2

平均年次有給休暇取得率

ソニー
グループ (株)

％ 79.5 52.6 65.6

日本 ％ 72.8 54.8 62.1

フレキシブル勤務制度導入率※15 日本 ％ 77 90 92
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(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

育児休職取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 17.0 12.1 16.1

男性 ％ 3.9 2.5 3.1

女性 ％ 100 96.3 100

日本

合計 ％ 25.0 25.3 21.4

男性 ％ 8.5 6.6 6.9

女性 ％ 98.9 98.9 96.4

育児休暇取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 61.4 45.5 65.2

男性 ％ 71.1 59.0 64.9

女性 ％ 0 0 66.7

日本

合計 ％ 58.3 45.1 37.6

男性 ％ 66.8 47.8 40.9

女性 ％ 20.2 34.8 21.7

育児短時間勤務取得率※16

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 3.4 7.9 4.5

男性 ％ 0 0 1.3

女性 ％ 25.0 34.8 25.0

日本

合計 ％ 9.4 8.3 6.8

男性 ％ 4.1 0.3 0.2

女性 ％ 33.0 38.2 38.7

育児休職復職率※17

ソニー
グループ (株)

合計 ％ 100 97.4 95.8

男性 ％ 100 90.9 100

女性 ％ 100 98.5 94.7

日本

合計 ％ 95.9 97.0 98.5

男性 ％ 98.7 96.4 99.3

女性 ％ 95.1 97.3 98.1

育児休職復職後定着率 ソニー
グループ (株)

合計 ％ - - 95.7

男性 ％ - - 100

女性 ％ - - 94.4

社員エンゲージメント
調査参加率 全グループ ％ 88 91 91

社員エンゲージメント
指標※18 全グループ ％ 85 88 89

(年度)

項目 範囲※1 単位 2019 2020 2021

労働災害統計※19 ※20

休業災害件数

グローバル

件 74
(11)

71
(18)

75
(6)

休業日数 日 1,526
(137)

1,211
(463)

1,209
(191)

度数率 ポイント 0.34 0.32 0.39

強度率 ポイント 0.0058 0.0044 0.0052

死亡件数 名 0 0 0

ISO45001認証取得拠点数※21 拠点数 拠点 10 12 27

※1 日本：ソニーグループ (株) を含む日本のソニーグループを対象

※2 100人未満を四捨五入

※3 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ない

※4 最新の数値はデータ集「ソニーグループ株式会社取締役構成」を参照

※5 取締役兼務者含まず

※6 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

※7 東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区

※8 中近東、中南米、アフリカ、カナダ

※9  2019年度・2020年度は、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。

2021年度は、入社同日付グループ会社出向者を含まない

※10 ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト (正社員) のみ

※11 正規社員自己都合退職のみ

※12 ソニーグループ (株) 在籍ベース

※13 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

※14 社員数101名以上のみ、特例子会社含む。2022年3月時点

※15 テレワーク、リモートワーク、在宅勤務などの総称

※16 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

※17 育児休職復職率は、2021年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率

※18 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

※19 2021年度対象事業所数は日本61事業所、海外121事業所

※20 請負社員も含む総計。( ) 内は請負社員の災害データ

※21 ISO45001認証取得対象拠点数：本社機能組織・製造・物流・R&D事業所 計50拠点
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(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

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 94

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

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440 約370 407

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

コミュニティ活動費用※1 全グループ 億円 約26 約20 約35

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 約16

Global Social Justice Fund 全グループ 億円 - 約16 約27

子ども向け教育プログラム 全グループ 延べ人数 名 約4,400 約6,100 約290,000※2

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

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 14
(100%)

13
(100%)

12
(100%)

サプライヤーに対する
CSRアセスメント実施数

エレクトロニクス
製品の
サプライチェーン

調査票による
アセスメント 工場 105 564 796

書面での
改善指導 工場 5 86 94

リモート監査/
訪問評価 工場 8 6 39

紛争鉱物への対応 全グループ

特定された
製錬所数 326 305 339

うち、
RMAP準拠
もしくは
アセスメント
実施中の製錬
所数

270 252 255

(年度)

項目 範囲 単位 2019 2020 2021

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 3,900 3,862 3,458

日本 拠点 463 464 454

米国・カナダ 拠点 742 781 636

欧州 拠点 949 923 803

中国大陸・
香港地区 拠点 555 556 553

アジア・
太平洋地域※1 拠点 618 580 533

その他地域※2 拠点 573 558 479

(年)

項目 範囲 単位 2020 2021 2022

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 12 11 10

社外取締役 名 9 8 7

うち女性 名 4
(33.3%)

4
(36.4%)

4
(40.0%)

うち外国籍 名 4
(33.3%)

4
(36.4%)

3
(30.0%)

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 42 (2) ※3 26 (2) ※3 26 (2) ※3

うち女性 名 3
(7.1%)

3
(11.5%)

3
(11.5%)

うち外国籍 名 6
(14.3%)

6
(23.1%)

6
(23.1%)

人権の尊重

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

責任あるサプライチェーン

品質・カスタマーサービス

コーポレート・ガバナンス

※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

※1 各年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

※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

※２ 2021年度より、グローバルのソニーグループ各社で実施している教育プログラムの参加人数を掲載
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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 (2021年4月1日～ 2022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

2022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

事業所内のエネルギー起因 (電力、熱、燃料の使用) 、非エネルギー起因

(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6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：電力契約をしている電力会社の各年度に公表されている最新係数。

日本以外：電力契約をしている電力会社の各年度に公表されている最新

係数または国/地域ごとの最新係数。

「燃料および熱」

日本/日本以外：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

再生可能エネルギー電力率 (再エネ電力率) 

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電力使

用量が対象となり、再エネ電力率は以下の計算式で算出しています。

再エネ電力率＝再エネ電力使用量÷事業所の全電力使用量×100

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想定され

る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

の生涯で使用すると想定される電力使用量をもとに製品使用時CO2排出

量を算出しています。

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、電気事業低炭

素社会協議会 (日本) および国際エネルギー機関 (日本以外) が公表する

国/地域別の最新係数を使用しています。

動作時消費電力×年間動作時間

＋× × ×

待機時消費電力×年間待機時間

販売
台数

使用
年数

CO2

換算係数
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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・アジアなどの域内輸送が対象です。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 

SmartWayTransport 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。

資本財によるCO2排出量

ソニーグループが投資した設備などの製造にともなうCO2排出量を集

計しています。設備等に投資した金額に環境省 (日本) が公表する資本財

の価格当たり排出原単位を乗じて算出しています。

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ともなう排出量

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

スコープ3の算定概要
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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・取水量・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。

■ 取水量

水使用量に加えて、社外で再生された水、雨水の使用量が含まれてい

ます。

■ 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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独立保証報告書

環境データの第三者保証について

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。2021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

独立保証報告書 (全文) ［PDF：211KB］

 

 

独立保証報告書 

 

ソニーグループ株式会社 殿 
 
 
ビューローベリタスジャパン株式会社（以下、ビューローベリタス）は、ソニーグループ株式会社（以下、ソニー）

の委嘱に基づき、ソニーによって選定されたサステナビリティ情報に対して限定的保証業務を実施した。この

保証報告書は、以下に示す業務範囲内に含まれる関連情報に適用される。 
 
選選定定情情報報 
限定的保証業務における我々の業務範囲は、「サステナビリティレポート 2022」（以下、レポート）に記載された、
又は内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された、2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで
の期間の、以下の情報（‘選定情報’）に対する保証に限定される。 

1) ソニーグループにおける 2022年 3月 31日時点での ISO14001認証サイトの事業活動に伴う、以下
の環境活動実績データ 
・温室効果ガス排出量（スコープ 1 及びスコープ 2）： エネルギー起因排出量と非エネルギー
起因排出量 
・エネルギー使用量（車両燃料を含む） 
・再生可能エネルギー由来電力使用率 
・水使用量、排水量 
・水質汚濁物質（BOD、COD）排出量 

2) ソニーによって決定された各カテゴリーの算定範囲における、スコープ 3（カテゴリー4、6、11）の温室
効果ガス排出量 
カテゴリー4： 物流に伴う CO2排出量 (*1) 
カテゴリー6： 社員の出張に伴う CO2排出量 (*2) 
カテゴリー11： 製品使用時の電力消費に伴う CO2排出量 
(*1) ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品の国際間輸送、および日本・米国・欧州・アジアなど

の域内輸送が対象。但し、日本国内については部品の輸送を一部含む。 

(*2) ソニーおよび日本、欧州、北米、中国のソニーグループ・エレクトロニクス各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が対象。（日本、北米については音楽系関連会社分

を一部含む。） 

 
報報告告規規準準 
レポート内に含まれる選定情報は、レポートに記載された報告規準と共に読まれ理解される必要がある。 
内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された選定情報は、ソニーによって策定された内部報告

規準と共に読まれ理解される必要がある。 
 
限限定定とと除除外外 
以下に関する情報のいかなる検証も、我々の業務範囲からは除外される。 
・定められた検証期間の外での活動 
・選定情報として挙げられていない、レポート内の他の情報 

限定的保証は、リスクに基づいて選択されたサステナビリティデータのサンプルと、これに伴う限界に依拠して

いる。この独立報告書は、存在するかもしれないすべての誤り、欠損、虚偽表示を検出するための根拠とされ

るべきではない。 
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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スタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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

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

サプライチェーンマネジメント

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】

データ集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

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

102-12 外部イニシアティブ
企業倫理とコンプライアンス

ソニーのサステナビリティ

102-13 団体の会員資格 ソニーのサステナビリティ

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：第一部 第2
【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、経営戦略などその他事業運営
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 取締役会および各委員会の実効性評価
の実施

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

取締役会および各委員会の実効性評価
の実施

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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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

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 ソニーのサステナビリティ

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

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

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

2021年度の従業員の平均年間給与は約
1,085万円、CEOの金銭報酬※1の総額は約
6億600万円であり、従業員の平均年間給
与とCEOの金銭報酬の比率は1:56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の理論上の価値を加えた
比率では、1:173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2021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2021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 2021年度有価証券報告書98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 ソニーのサステナビリティ

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

ソニーのサステナビリティ
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 関連情報掲載場所

102-44 提起された重要な項目および懸念

ソニーのサステナビリティ

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 編集方針

102-47 マテリアルな項目のリスト ソニーのサステナビリティ

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 ソニーのサステナビリティ

103-2 マネジメント手法とその要素 ソニーのサステナビリティ

環境

人材

人権の尊重

責任あるサプライチェーン

品質・カスタマーサービス

コミュニティとのかかわり

企業倫理とコンプライアンス

コーポレート・ガバナンス

103-3 マネジメント手法の評価

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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：第一部 第2
【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：第一部 第2
【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)

多様な人材の採用

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

データ集

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：第一部 第2
【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 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

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

301-2 使用したリサイクル材料

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

301-3 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＞ソニーにかかわる環
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

環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
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

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＞地域環境に配慮した水の適正
管理

303-2 排水に関連するインパクトのマネジメント

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

303-3 取水

環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

事業所＞地域環境に配慮した水の適正
管理

環境データ

303-4 排水
環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
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

事業所＞生物多様性関連活動の事例

環境データ

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

事業所＞生物多様性関連活動の事例

環境データ

304-3 生息地の保護・復元
事業所＞生物多様性関連活動の事例

環境データ

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

事業所＞生物多様性関連活動の事例

環境データ

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＞ソニーにかかわる環
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

305-4 温室効果ガス (GHG) 排出原単位
環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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取
り組み

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： 廃棄物 (2020)

306-1 
廃棄物の発生と廃棄物関連の著しい
インパクト

環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

306-2 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 事業所＞廃棄物発生量の削減

306-3 発生した廃棄物
環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

環境データ

306-4 処分されなかった廃棄物 環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

306-5 処分された廃棄物 環境方針と目標＞ソニーにかかわる環
境負荷の全体像

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環境負荷低減
責任あるサプライチェーン

サプライチェーン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】

データ集

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 -

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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 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

データ集

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

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルー
ジョン

GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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 -

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スタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要
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GRIスタンダード項目番号 開示事項名 関連情報掲載場所

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 -

変更日 該当ページ 変更内容 変更理由

2022年11月1日 48 2021年度の再生可能エネルギーの使用量 訂正

レポート発行後の主な変更内容

GRIスタンダード対照表
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企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり
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責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要
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