
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 
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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。
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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」

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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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)

(年度)20212020201920182016 2017
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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。
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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
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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。

GRIスタンダード対照表
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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。

GRIスタンダード対照表
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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%

GRIスタンダード対照表
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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

(年度)

(件)
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0

日本・東アジア パンアジア 中国 欧州 北米

中南米 エンタテインメント

2020 2021201920182017

113
105

74 71 75

日本・東アジア

パンアジア

中国
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北米

中南米

エンタテイン
メント

(年度)2020 2021201920182017

(日)

2,500

2,000
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1,000
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0

1,612

2,009

1,526

1,211 1,209

日本・東アジア パンアジア 中国 欧州 北米

中南米 エンタテインメント

日本・東アジア

パンアジア

中国

欧州

北米

中南米

エンタテイン
メント

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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