
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」
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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
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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

GRIスタンダード対照表
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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

GRIスタンダード対照表
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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。
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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

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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■ 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
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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

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

037

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html


※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
剤

シリコン系

添加量 (重量%)

0.01 0.1 1 10 100

微量の添加で
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
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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
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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
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コーポレート・ガバナンス
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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

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

043

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


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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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］

サプライチェーン
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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
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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。

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

050

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202205/22-022/


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

(年度)2021202020192018

(万トン)

10

5

0
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7.6
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6.4

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

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

061

https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/407/
https://www.sie.com/jp/blog/2022/02/21/playstation-community-supports-reforestation-projects-by-building-aloys-forests-around-the-world/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PeterRabbit
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#MCP
https://www.sie.com/jp/blog/2022/02/21/playstation-community-supports-reforestation-projects-by-building-aloys-forests-around-the-world/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PeterRabbit
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#MCP


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
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