
推進体制

サステナビリティ推進体制

サステナビリティを推進する社内体制としては、取締役会によって選任

されたサステナビリティ担当上級役員の管轄のもと、ソニーグループ株式会

社の本社機能組織としてサステナビリティ担当部署を設置しています。

サステナビリティ推進の取り組み

• グループ全体のサステナビリティに関する活動方針策定

• サステナビリティ活動のモニタリング

• 経営層および事業への浸透

• ステークホルダーへの情報発信と対話

• 社内浸透

• 取締役会への報告

サステナビリティに関する活動方針策定および  
モニタリング

グループ全体のサステナビリティに関する活動方針の策定や浸透、活動

のモニタリングを行っています。また、ステークホルダーより受けたさまざま

な意見や活動を通じて特定された課題を担当執行役に報告の上、経営層

や本社関連部署 (法務、コンプライアンス、広報、環境、品質、調達、IR、

人事、マーケティングなど) と連携し、グループとしての対応方針を策定、

経営施策に適宜反映しています。

サステナビリティ担当部署と本社関連部署は、反映された方針や活動を

国内外のビジネスユニットやグループ会社などに展開し、サステナビリティ

の活動を推進していきます。

経営層および事業への浸透

2020年度より、上級役員の業績連動報酬の一部にサステナビリティに

関する取り組みについての評価指標を導入しました。また、2021年度より、

各事業が重視している人材や環境などのサステナビリティ課題への取り

組みについて、それぞれの中期計画に含めるとともに、KPIを設定し、事業

の業績評価の一部にも組み込んでいます。

ステークホルダーへの情報発信と対話

統合報告書、サステナビリティレポートなどの各種報告書の発行やESG

説明会、ウェブサイトなどを通じ、ソニーのサステナビリティに対する考え方、

取り組みの発信を行っています。

統合報告書

ESG/サステナビリティ説明会

サステナビリティ

社内浸透のための取り組み

サステナビリティを推進していく上で、社員一人ひとりの意識を向上

させることが重要と考え、社内浸透に向けたさまざまな取り組みを行って

います。

• サステナビリティアワードの開催

• サステナビリティフォーラムなどイベントの開催

• 全社員を対象としたグローバルオンライン会議における  

サステナビリティをテーマとしたセッションの開催

• 社内ウェブサイトでの情報発信

• e-ラーニング研修の実施

取締役会への報告とレビュー

サステナビリティ担当部署は四半期ごとに取締役会に対し活動を報告

しています。また、原則として年に一度、取締役会においてソニーのサス

テナビリティ全般に関する活動状況を報告し、レビューを受けています。さ

らに、重要性の高い案件に関しては、その案件を担当する上級役員および

担当部署より取締役会へ定期的に報告が行われ、取締役会のレビューを

受けます。

取締役会

サステナビリティ担当上級役員

ソニーグループ (株)
サステナビリティ担当部署

本社関連部署 ビジネスユニット
グループ会社
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責任あるサプライチェーン
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推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

ステークホルダーエンゲージメント 

SDGsとソニーのかかわり

外部評価・外部表彰

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

006

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/


サステナビリティ担当役員 
メッセージ

社会と地球環境に対する「責任」と「貢献」

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満た

す」というPurpose (存在意義) と、「人に近づく」という経営の方向性のも

と、多様な事業をグローバルに展開しています。「ソニーグループ行動規

範」においては、「イノベーションと健全な事業活動を通じて、企業価値の

向上を追求し、持続可能な社会の発展に貢献することが、ソニーの企業と

しての社会的責任の基本をなす」ものであるとうたっています。

ソニーが持続的に「感動」を提供し、社会価値を創出していくためには、

私たちが存在する社会、そして地球環境が健全であることが前提になりま

す。新型コロナウイルス感染症、世界各地で起こっている異常気象、また、

さまざまな形で生じている人道危機や人権に関する課題は、私たちの生活

にも、またソニーグループの事業にも大きな影響をもたらし、地球環境や

社会の健全性が、決して不変のものではないことを再認識させられました。

ソニーの事業活動に関連して生じる環境負荷や社会課題に正面から向

き合い、それらの削減・是正に努める「責任」を果たし、そしてソニーの技

術や事業を通じて、環境や社会課題の解決にも「貢献」していく、その重要

性が一層高まっていると感じています。

ソニーは、創業以来、社会にとって意義のある会社であり続けるという

理念を大事にしてきましたが、2018年以降は、吉田CEOのもとサステナ

ビリティを経営の重要な要素として位置づけ、取り組みを強化しています。

サステナビリティの取り組みを本社中心の活動から事業に統合し、事業を

通じた価値創出の強化に注力してきました。ソニーには多様な事業があり

ますが、それぞれの事業の経営トップがリードする形で、サステナビリティ

の取り組みが推進されています。

多様な経験と専門性を有する社外取締役を中心とした取締役会におい

ても、サステナビリティ、ESGは重要テーマと位置づけられており、定期的

にサステナビリティ課題や活動に関する報告を受けるとともに、サステナ

ビリティ方針を審議し、承認しています。また、サステナビリティ観点での

ガバナンスを強化すべく、2020年度からは、上級役員の業績連動報酬の

一部に、サステナビリティに関する取り組みについての評価指標を導入し

ています。さらに、2021年度からは、各事業が重視している人材や環境

などのサステナビリティ課題への取り組みについて、それぞれの中期計画

に含めるとともに、KPIを設定し、事業の業績評価の一部にも組み込んで

います。

地球環境については、「責任」と「貢献」の両面から取り組みを強化して

います。ソニーは、1990年代初頭から環境活動方針と行動計画を掲げて

活動しており、2010年には、自社の事業活動および製品のライフサイクル

を通して、地球環境に及ぼす負荷を2050年までにゼロとすることを目指

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

現するまでのロードマップを描き、活動してきました。

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

が、世界的に気候変動リスクが顕在化・深刻化し、脱炭素化社会への移行

に向けた対応が喫緊の課題となる中、2022年5月に気候変動領域におけ

る環境負荷ゼロの達成目標年を10年前倒しすることを決定しました。

2040年までに、スコープ3までを含めたカーボンニュートラルの実現を目

指します。また、自社オペレーションで使用する電力を再生可能エネルギー

100%とする達成目標も2040年から2030年に前倒しします。達成に向

け、事業所における継続的な環境負荷低減、ソニー製品の省エネ化のさら

なる推進、パートナーへの働きかけ強化、炭素除去・固定への貢献などの

施策を実施していきます。

また、ソニーは自社の技術や事業、およびパートナーとの共創により、

地球環境への「貢献」にも積極的に取り組んでいます。ひとつの事例とし

て、インテリジェントビジョンセンサーが挙げられます。AIを活用した画像

解析処理により、セキュリティ・プライバシーに配慮しつつ、クラウドへの

データ転送量を減らすことができ、同時に消費電力の削減が可能となりま

す。さまざまなパートナー企業と協力し、このインテリジェントビジョンセ

ンサーを活用した次世代ソリューションの開発・提供を進めています。

近年、人権に関する企業の課題が複雑で多様化しています。ソニーは

事業活動にかかわる全てのステークホルダーの人権を尊重し、潜在的な

人権への負の影響の防止と軽減を推進しています。

ソニーは人を軸とした多様な事業を通じて、社会に価値を創出すること

を目指し、多様なバックグラウンド、ジェンダー、障がいのある方など、さ

まざまな個を強みとする、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン 

(DE&I) をソニーグループ全体として推進するとともに、社会とのかかわり

のなかでも多様性や社会正義に関する取り組みを進めています。

2020年に「Global Social Justice Fund」を設立し、社会正義および人

権保護に取り組んでいる団体への支援、社内外でのDE&Iの推進を世界

各地で行っています。また、新型コロナウイルス感染症により世界各国で

影響を受けている人々を支援するため、「新型コロナウイルス・ソニーグロー

バル支援基金」を設立しました。さらに、2022年3月には、ウクライナで影

響を受けている方々や周辺地域に避難された方々への人道支援のため、

関係する国際機関やNGO団体への寄付、社員募金などを実施しました。

エレクトロニクス製品のサプライチェーンにおける人権リスクについて

は、これまで推進してきた「ソニーサプライチェーン行動規範」を通じた取

り組みを強化するとともに、さまざまなグローバル企業やその他のステー

クホルダーと協力した取り組みも推進しています。

ソニーではサステナビリティに関する取り組みを、ESG説明会や、統合

報告書、サステナビリティレポートなどを通じて積極的に発信しています。

そして、ステークホルダーとの対話も重視しています。ソニーグループの社

員も重要なステークホルダーですが、サステナビリティへの取り組みは、

経営トップのコミットメントとともに、社員一人ひとりが自分ごととして捉

えられるかが重要であり、そうした企業文化を醸成するための取り組みも

推進しています。社内表彰制度としてサステナビリティアワードを設置し

各事業や各地域の取り組みの推進を後押ししています。また、グループ社

員に向けたオンラインでの全体会同を通じた情報発信やフォーラムを開催

し、社員の意識向上を図っています。

今後もさまざまなステークホルダーと継続的な対話を重ね、サステナビ

リティの取り組みをより一層進化させ、社会と地球環境に対する「責任」を

果たし、「貢献」して参ります。

神戸 司郎
ソニーグループ株式会社

執行役　専務
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Step 1 マテリアリティ項目の抽出・整理

Step 2 自社視点およびステークホルダー視点での評価

Step 3 最も重要なマテリアリティ項目の特定

マテリアリティ

マテリアリティ分析の目的と全体像

ソニーグループは、多様な事業をグローバルに展開しています。これら

の事業を通じて感動を生み出すとともに、社会と地球環境が抱える課題

に対応していく明確な姿勢と行動がステークホルダーから求められてい

ると認識しています。

さまざまな社会環境変化、ステークホルダーからの要請などを踏まえ、

2022年度にソニーグループ全社視点でのサステナビリティの重要項目 

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

成する「クリエイティビティ」や「テクノロジー」は、人と事業の「ダイバーシ

ティ」とともに、ソニーの「価値創造のドライバー」として位置づけ、マテリア

リティを「中長期的な社会の変化および多様なステークホルダーのニーズ

を踏まえた、ソニーの価値創造に影響を与えるサステナビリティに関する

重要項目」と定義しました。

マテリアリティ分析プロセス

Step 1：マテリアリティ項目の抽出・整理

社内外の情報や文献をもとに、ソニーにとって関連性が高いマテリアリ

ティ項目を選定しました。これらの項目の選定にあたっては、サステナビ

リティ報告に関するグローバルな標準である、GRIの「サステナビリティ・

レポーティング・スタンダード」やSASBの「サステナビリティ会計基準」、社

会的責任に関する国際規格である「ISO26000」、持続可能な社会に向け

た世界共通のゴールである「SDGs」などを参考にしています。

Step 2：自社視点およびステークホルダー視点での評価

「Step1」で抽出・整理した項目について、自社およびステークホルダー

視点での評価を以下の観点から実施しました。

自社視点での重要性は、ソニーグループの本社機能を担当する上級役

員が、中長期的にソニーの価値創造能力に与えるポジティブもしくはネガ

ティブなインパクトの観点から、各項目を評価しました。

また、ステークホルダー視点での重要性は、NGO、投資家、ESG評価

機関、メディアなどが公表している情報などに基づき、各項目を評価しま

した。

Step 3：最も重要なマテリアリティ項目の特定

「Step2」で実施した評価結果に基づき、経営層および取締役会のレ

ビューを経て、最も重要なマテリアリティ項目を特定しました。

分析の結果とソニーグループのマテリアリティ項目

前述のプロセスで評価した結果、「気候変動」、「ダイバーシティ、エクイ

ティ＆インクルージョン」、「人権の尊重」、「サステナビリティに貢献する技

術」を最も重要なマテリアリティ項目として特定しました。

本レポートにおいては、上記の最も重要な項目を含むマテリアリティ項目

に関して、環境、人材、人権の尊重、責任あるサプライチェーン、品質・カス

タマーサービス、コミュニティとのかかわり、企業倫理とコンプライアンス、

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

活動領域 注力事項 2021年度実績 今後に向けて 取り組みの主な掲載箇所

環境
• 持続可能な社会を実現するため

に、自らの事業活動および製品

のライフサイクルを通して、環境

負荷をゼロにすることを目指す

気候変動

• 製品1台あたりの年間消費電力量 ：3.3%増加 (2018年度比) 

• 事業所の温室効果ガス排出量 ：8.4%増加 (2020年度比) 

• 再生可能エネルギー由来電力使用 (再エネ電力率) ：14.6%

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

資源循環

• 製品1台あたりのバージンプラスチック使用量 ：3.1%削減 (2018年度比) 

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

• 事業所の廃棄物発生量原単位 ：7.6％悪化 (2020年度比) 

• One Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) を全世界で展

開し、事業所内での使い捨てプラスチックの削減を推進

化学物質

• ソニー独自の化学物質管理基準に基づきPVC、BFRなどの代替を推進

生物多様性

• 地域貢献活動の一環として、全サイトで生物多様性の保全や教育・啓発活動を

実施

• One Blue Ocean Project (ワンブルーオーシャン・プロジェクト) を全世界で展

開し、地域のプラスチックごみの清掃活動を実施

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

環境配慮ガイドブックの社員への配布、環境配慮食材を使用したメニューを社

員食堂で提供

• 2040年のカーボンニュートラル、2050年の環境負荷ゼロに向け、

さらなる取り組みの強化

 – 地球環境保全に貢献する技術の開発と活用

 – サプライチェーンエンゲージメントの強化

 – エンタテインメント事業を中心とした啓発活動の強化

 – 2030年に再生可能エネルギー電力100%達成に向け、事業所

での太陽光パネル設置などを通じた再生可能エネルギー導入

量の拡大

 – 2030年に自社オペレーションにおける直接・間接排出 (スコー

プ1、2) のカーボンニュートラルの達成

 – SBT「1.5℃目標」に認定された2035年度を達成年とした気候

変動目標の達成に向けて、さらなる取り組みの強化

 – 炭素除去・固定への探索と貢献

 – 製品のプラスチック包装材削減と石油由来バージンプラスチッ

ク削減の強化

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーグループ ポータルサイト 
環境

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

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

人材 • 社員一人ひとりの挑戦心と成長

意欲を支援し、多様な人材が個

性やスキル・能力・クリエイティ

ビティを最大限に発揮できる活

躍の場や成長機会の提供

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン

• 女性管理職比率10.5% (日本国内全グループ　2022年3月末時点)

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

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

とつであるメディアハブを支援

社員の成長と活躍、社員エンゲージメント

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

すい学習機会の提供

• 社員各自がキャリア形成と自己成長を意識する環境の推進

• 基幹人材の成長を支援するソニーユニバーシティにおいて、全事業から受講生

を受け入れ、多様なトップマネジメントの参画によりプログラムを拡充

• 社員意識調査参加率91%、エンゲージメント指標89% (社員エンゲージメント

設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合) 

労働安全衛生

• ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した安全衛生施策の実施

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

済み

• 「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」、「社員の成長と

活躍」、「社員エンゲージメント」に注力

• 安全で健康に働ける環境の整備

• 社員一人ひとりが働きやすく、新しいチャレンジを創発し、個性、

スキル、能力、クリエイティビティを最大限発揮できる環境を提供

していく

人材

統合報告書

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

人権の尊重
• ソニーの事業活動、製品、サービ

スまたはビジネス上の関係が、

人権への負の影響を与えないた

めの合理的な努力の継続

• 人権インパクト評価を踏まえ、重点領域を定め、優先的に取り組みを進める領

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

発および使用」と特定

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

措置の検討と継続的なモニタリングを実施

• 「Global Social Justice Fund」を通じた社会正義や人権保護に関する取り組み

を支援

• ソニーグループ全体の事業活動およびバリューチェーンにおける

人権リスク分析およびモニタリングの継続

• 人権デューデリジェンスを継続して実施し、潜在的な人権への負

の影響の防止と軽減への取り組みを強化

人権の尊重

責任ある
サプライチェーン • エレクトロニクス製品のサプライ

チェーンにおける、人権、労働環

境、安全衛生や環境などに関す

るリスクへの対応

• 自社エレクトロニクス製造事業所12拠点、新規および既存サプライヤー 796工

場に対するCSRアセスメントの実施

• 全ての取引先サプライヤーへのサステナビリティ動画配信

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

• 自社およびサプライヤーへの「ソニーサプライチェーン行動規範」

遵守徹底の強化

• 社員への研修に加えて、サプライヤーとのコミュニケーションを通

じて啓発活動を強化

• 高リスク鉱物の調達について、さまざまなステークホルダーと協働

しながら引き続き対策を強化

責任あるサプライチェーン

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

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

品質・
カスタマーサービス

• お客様の期待を超える品質とカ

スタマーサービスの提供、製品

の安全性の追求、使いやすさと

アクセシビリティの向上に努める

ことで、「お客様から最も信頼さ

れるパートナー」であり続ける

• 品質マネジメント体制の維持・運用と製品品質の継続的な改善

• 製品の安全性、長期信頼性、製品セキュリティ向上を図る取り組みの継続

• ご相談窓口、カスタマーサービスの改善によるお客様満足度向上に向けた取り

組みを継続

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

じ、お客様視点に立った活動を継続、およびHCDの専門家を認定する制度を開

始

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

ブデザインの取り組みを推進

• 未然防止型活動、製品コンプライアンス体制、製品セキュリティ規

制対応のさらなる強化。また、これらを通じたお客様視点での品

質改善の取り組みにより、お客様の期待を超える品質を提供

• 世界中に展開されているネットワークを活用し、収集した情報を

分析し、新たな製品・カスタマーサービスに取り入れるサイクルを

継続

• 人間中心設計 (HCD) のプロセス強化とHCD人材育成

• アクセシビリティ、インクルーシブデザインの推進を継続

品質・カスタマーサービス

ソニーグループ ポータルサイト 
人間中心設計の取り組み

アクセシビリティ

コミュニティとの
かかわり

• 「For the Next Generation」の

スローガンのもと、事業活動を

行う世界の各地域において、ソ

ニーの強みである製品・コンテ

ンツ、テクノロジーを用いてさま

ざまなグローバル課題の解決に

貢献する

• コミュニティ活動支出 約35億円

• 子ども向け教育プログラムの実施  

 (約2,600回のワークショップ開催、約29万名参加)

• 「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を活用し、医療、教育、クリエ

イティブコミュニティの領域で支援活動を実施  

 (2021年度支出:約16億円)

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

みを支援  

 (2021年度支出:約27億円)

• グローバル課題やさまざまな地域社会のニーズに対して、引き続

きソニーの製品・コンテンツ、テクノロジーとソニーグループ社員

の力、さらにはステークホルダーとのパートナーシップを活用し、

取り組む

• 2つのグローバル基金を通じて、ソニーグループのアセット、ノウハ

ウを生かした支援活動を継続

• グローバルな社会課題に対する社内外の幅広い層への意識啓発

活動や社員エンゲージメントの強化

• 社会課題解決に向けた技術の応用

コミュニティとのかかわり

ソニーグループ ポータルサイト 
社会貢献活動

企業倫理と
コンプライアンス

• ソニーのValuesおよび「ソニーグ

ループ行動規範」を指針とした

倫理的な企業文化の醸成

• 事業活動にかかわるリスクの継

続的評価とその結果に基づくコ

ンプライアンスプログラムの定

期的な見直し

• プライバシーをめぐる環境の変

化や技術の発展に応じたプログ

ラム強化および継続的な実施

• AI倫理に取り組む体制と活動の

強化

• グローバル・エシックス&コンプライアンス・ネットワークを通じ、企業倫理および

コンプライアンスに関する研修の実施やメッセージの発信

• 内部通報制度「ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン」の運用  

(内部通報件数：2021年度407件)

• 「ソニーグループ贈賄防止規程」に基づく腐敗防止プログラムの維持・推進

• プライバシーに関する主要な環境変化に対応するため、グローバルのプライバ

シーマネジメント体制の強化およびプログラムを実施

• プライバシー管理ソフトウェアの利用によるプライバシーアセスメントプロセス

の効率化・全従業員へのプライバシー研修の実施

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

メントを開始

• AI倫理に関する社員への教育啓発活動を実施

• 誠実さを大切にする企業文化のさらなる醸成と社員一人ひとりに

よる倫理的で責任ある行動を確保していくために、トップマネジメ

ントによる率先垂範、研修の充実などの取り組みを継続

• ソニーの事業活動にかかわるリスクとプログラムの評価を行い、そ

の結果に基づくプログラムの見直しを継続

• テクノロジーやプロセスの改善による、プライバシーにかかるオペ

レーションのさらなる効率化

• プライバシー関連社内規則の遵守状況モニタリングおよび研修の

確実な実施と啓発活動の強化

• AI倫理アセスメントプロセスの改善と運用の効率化

• AI倫理に関する教育啓発活動の改善と継続実施

企業倫理とコンプライアンス

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

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

コーポレート・
ガバナンス

• ソニーグループに適したコーポ

レート・ガバナンス体制の構築と

強化

• ソニーグループに損失を与えう

るリスクの管理

• 情報セキュリティ管理の体制・活

動の強化

• ソニーが事業を行う国や地域に

適用される税法ならびに国際課

税に関する共通の規則およびガ

イダンスの遵守

コーポレート・ガバナンス体制の強化

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

継続して実施

• 経済安全保障および地政学に係るリスクに対する監督の強化

• 情報セキュリティ担当取締役の継続的な設置

• 社外取締役会のさらなる活用

• 取締役の経験・専門性 (スキルマトリックス) に関する開示のさらなる拡充

• 監査委員による事業所に対する往査を継続して実施

リスク管理

• 新型コロナウイルス感染症流行によるソニーグループ危機管理体制下での社員

などの安全確保および事業への影響最小化のための施策を継続実施

• 危機管理体制の機能維持および強化、事業中断リスク低減のための基本行動

マニュアルの見直しおよび訓練などの実施

情報セキュリティ

• 24時間365日体制のグローバルセキュリティオペレーションセンターによる継

続的なモニタリングと対応

• 情報セキュリティプログラムの継続的な強化、全従業員への情報セキュリティ研

修の実施

税務戦略

• 事業目的と事業実態に沿った税務運営、および取締役であるCFOおよび監査

委員会への税に関する報告を継続

コーポレート・ガバナンス

• 取締役会における多様性と継続性確保に向けた、取締役候補の
選定

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

• 新たな株式報酬施策の導入および報酬ガバナンス施策の強化

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

リスク管理

• 危機管理・事業継続計画の実効性を高めるために、ソニーグルー

プ各社のBCPにおける連携の強化、実践的訓練の実施および継続

的改善

• 各国・各地域の貿易制限、経済制裁措置などによるグローバルな

事業展開への影響への対応

• 設備更新・修繕計画の適正化などを通じた建物のリスク低減

• ソニーグループ指針に基づく、製造事業所などの火災リスク低減

情報セキュリティ

• 業界のベストプラクティスなどをもとにグループ共通の情報セキュ

リティ基準を定期的に検証・改訂するとともに、セキュリティリスク

の評価、改善活動を通じて、セキュリティガバナンスを継続的に

強化

• 高度化するサイバー攻撃の脅威に対して日々検証し、対策の改善

を行い、新しい脅威を可視化し、迅速かつ的確な対応を継続

• 高度なセキュリティ人材の確保、育成の継続

税務戦略

• 税務に関する事項について、税務当局とのオープンで透明性ある

関係の構築を継続

• 将来の税制が公正で対応可能なものとなるよう、税制改正および

税制の方針に関して政府およびOECDヘの協力を継続

コーポレート・ガバナンス

統合報告書

ソニーグループ ポータルサイト 
コーポレートガバナンス・内部
統制

有価証券報告書等
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ステークホルダー 
エンゲージメント

ステークホルダーとのコミュニケーション

ソニーは、多くのステークホルダーから関心を寄せられる課題を、自らの事業活動と持続的な成長に必要なグループ経営の基盤強化につながる課題分野として捉え、事業活動そのものや対話を通して、ステークホルダーの信頼を得られ

るよう努めています。

ステークホルダー 主なかかわり コミュニケーション方法

お客様
• お客様の視線に立った「満足」「信頼」「安心」の製品・サービスの提供
• より満足してご使用いただくためのカスタマーサービスの提供
• 使いやすさとアクセシビリティ向上への取り組み

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

株主 • 適時、適切な会社情報の開示
• 企業価値の継続的な向上

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

ビジネスパートナー • 「ソニーグループ行動規範」および「ソニーサプライチェーン行動規範」に則った「公正・公明・公平」な資材調達
• 原材料調達過程における環境問題や社会課題 (労働、人権、紛争課題など) への取り組み

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

社員

• 多様な社員の活躍を支える取り組み
• 多様な人材の採用
• ビジネス成長をけん引するグローバルリーダーや技術者の育成・登用
• 社員各自のキャリア形成をサポートするキャリア開発支援
• 社員意識調査やタウンホールミーティングを通した対話

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

地域社会
• ソニーの得意とする分野で、時代や社会のニーズに応える社会貢献活動
• 災害人道支援
• NGO/NPOとの協働による社会課題解決に向けた取り組み

• 地域でのボランティア活動、地域自治体イベントへの参画、社会貢献活動など

地球環境 • 自らの事業活動および製品のライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることを目指す取り組み
• 各事業所における環境負荷の削減および地域貢献活動、製品・サービスのライフサイクルを通じた環境配慮、各
ステークホルダーとのコミュニケーションにおける環境情報の発信、ソニーグループ ポータルサイト「環境」から
の情報発信など

NGO/NPO、
各種関連団体

• NGO/NPOとの協働による社会課題解決に向けた取り組み
• グローバルなフレームワークへの参画
• CSR関連団体・プロジェクトへの参画

• NGO/NPOと協働した活動の展開など
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パートナーシップとフレームワークへの参画

サステナビリティに関する取り組みには、さまざまなステークホルダーとのパートナーシップやエンゲージメントが不可欠です。ソニーは、自らの活動においてステークホルダーとのエンゲージメントを推進するだけではなく、マルチステー

クホルダーによるグローバルなフレームワーク形成にも参画しています。

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

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

チェーンにおける人権への配慮、労働
環境、安全衛生や環境保全を含めた
責任ある調達を実現するためのアラ
イアンス

• 設立メンバー (旧EICC)
• RBAの行動規範を適用した「ソニー
サプライチェーン行動規範」の制定

• 2020年よりRBA取締役会メンバー
の一員

企業市民協議会 (CBCC)

経団連のイニシアティチブにより設立
海外で事業活動を行う日系企業が、
さまざまなステークホルダーと良好な
関係を築くことを支援

• 創業者のひとりである盛田昭夫が
初代会長

• 現在も積極的に参画を継続

BSR

CSRに関する専門知識を有するグ
ローバルな非営利団体

• BSRの主催する人権分科会および
サステナビリティ戦略分科会のメン
バーとして活動に参画

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

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

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

The Valuable 500

障がい者がビジネス、社会、経済にも
たらす潜在的な価値を発揮できるよ
うな活躍推進に取り組む国際イニシ
アティブ

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

G20 EMPOWER

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

• 2020年に日本での活動を支援する
アドボケート企業として参画

国連プロジェクト・サービス機関
(UNOPS)

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

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

Program」を通じた技術開発や人
材育成などの支援

責任あるサプライチェーン

コミュニティとのかかわり

人材
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団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

TCFD

金融安定理事会により設置された気
候関連財務情報開示タスクフォース

• 2019年にTCFD提言への賛同を
表明

• 「TCFDコンソーシアム」に参加

RE100
The Climate GroupがCDPとのパー
トナーシップのもとで主導する国際的
なイニシアティブ
事業活動で使用する電力を100%再
生可能エネルギーにすることを目指
す企業が参加

• 2018年に加盟
• 2030年までに自社の事業活動で使
用する電力を100%再生可能エネ
ルギーにすることを宣言

• 2022年にRE100アドバイザリー委
員会の1社に選定

Race To Zero Campaign

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

• 2021年に参加

Business Ambition for 1.5℃

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

• 2020年に参加

団体・イニシアティブ 概要 ソニーの活動

気候変動イニシアティブ (JCI)

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

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

世界自然保護基金 (WWF)
クライメート・セイバーズ・プログラム

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

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

Playing for the Planetアライアンス

国連環境計画 (UNEP) がゲーム業界
に呼びかけて設立した気候変動に関
する国際的アライアンス

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

Music Climate Pact

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

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

環境
GRIスタンダード対照表
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企業倫理とコンプライアンス
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SDGsと 
ソニーのかかわり

ソニーは、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」

というPurpose (存在意義) と「人に近づく」という経営の方向性のもと、

「人」を軸に多様な事業を展開しています。人々が感動で繋がるためには、

私たちが安心して暮らせる社会や健全な地球環境があって初めて成り立

つという認識のもと、イノベーションと健全な事業活動を通じて、持続可

能な社会の発展に貢献することを目指しています。ソニーの多様な事業

内容は、SDGsの掲げる17の目標にも深く関係しており、ソニーの技術、

製品、サービス、コンテンツの活用や、さまざまなパートナーシップを通じ

た事業活動によりSDGsの達成に貢献できると考えています。

サステナビリティへの取り組みとSDGs

地球環境への責任と貢献

自らの事業活動、および製品のライフサイクル全体を通して環境負荷を

確実に減らすとともに、汚染の防止に努めています。

ゴール13「気候変動に具体的な対策を」への対策として、事業活動ならび

に商品・サービスのライフサイクルに起因するエネルギーの使用を削減し、

温室効果ガスの排出ゼロを目指しています。また、「RE100」に加盟し、

2030年までに自社の事業活動で使用する電力を100%再生可能エネル

ギーとする具体的な目標も掲げていることは、ゴール7「エネルギーをみん

なに そしてクリーンに」の持続可能なエネルギーの確保と合致しています。

さらに、事業活動における新規の資源投入量を最小化するために、重視

する資源を特定し、その新規材料の利用量ゼロを目指しています。また、

水の適正な利用、事業所における廃棄物の最小化、市場からの製品の回収

とリサイクルの推進といった活動により、ゴール12「つくる責任 つかう責任」

にも貢献しています。

環境

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I) 

事業と社員のダイバーシティ (多様性) は、ソニーの経営戦略上の強み

です。これを重要な経営課題のひとつとして捉え、より一層推進していく

ために、多様な事業と地域を越えた社員の活躍、多様な人材の採用に加え、

人種、国籍、障がい、性別、性的指向や価値観、働き方といったさまざまな

多様性について深く考える機会を、社内にとどまらず他企業や社外団体

などにも提供しています。さらに社会への発信も行うことで、ゴール8「働き

がいも 経済成長も」に掲げられるような、全ての人々のための包摂的かつ

持続可能な経済成長、雇用およびディーセント・ワークを推進しています。

また、ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」で目指すジェンダーの平等

や女性のエンパワーメントに関しては、女性活躍推進の行動計画を策定し

グループ各社において取り組みを継続しています。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

人権と多様性

社員やクリエイターをはじめ事業活動にかかわる全てのステークホル

ダーは、ソニーを支える重要な存在であると同時に、SDGs達成に向けた

社会変革を実現するための推進力でもあります。

ソニーの人権の尊重に関する基本的な方針を「ソニーグループ行動規範」

で定め、全社員に行動規範の周知徹底を行っています。また、2020年に

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

DE&Iの推進に取り組んでいます。

こうした取り組みを通してゴール10「人や国の不平等をなくそう」で目

指す差別的な慣行の撤廃と、適切な行動促進を通じた機会均等の確保、

また成果の不平等の是正につなげています。

人権の尊重

サプライチェーン全体を通じた取り組み

自社のみならずサプライヤーや生産委託先を含むサプライチェーンに

おける人権、労働環境、安全衛生や環境などの課題に、「ソニーサプライ

チェーン行動規範」や「ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針」

の運用を通じてサプライヤーとともに取り組んでいます。

こうした取り組みを通して、サプライチェーンを含めた多様な人々にとって

SDGsのゴール8「働きがいも 経済成長も」で提唱されるような安全で働き

がいのある人間らしい仕事を提供し、ゴール10「人や国の不平等をなくそ

う」で目指す適切で平等な能力強化や経済活動に貢献しています。これら

の活動をサプライチェーン全体で推進することは、ゴール16「平和と公正

をすべての人に」で掲げられる平和で包摂的な社会を目指すことにつな

がっていきます。

責任あるサプライチェーン

コミュニティとのかかわり

「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、各国・地域での教育

支援活動、大規模災害における緊急支援活動、社会課題解決に向けた技術

の応用、エンタテインメントの力を生かした啓発活動を重点領域として、

各地のニーズにこたえる活動を行っています。

こうした活動はゴール4「質の高い教育をみんなに」への貢献に加え、

ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」にあるように外部セクター

との連携をはかりながら、社会的なインパクトを生み出すことを目指して

います。

コミュニティとのかかわり

GRIスタンダード対照表
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コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス
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ESGに関する外部評価・インデックス組み入れ状況

ソニーは、継続したサステナビリティ推進への取り組みが評価され、世界有数のESG評価機関からの高評価を維持し、さまざまなESGインデックスの構成銘柄に選定されています。

外部評価・外部表彰

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

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

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

ESGインデックス組み入れ状況

ESGに関する外部評価・インデックス組み入れ状況一覧

ESGに関する外部評価

●  CDPの気候変動と水資源管理に関する調査において、それぞれ最高

評価の「Aリスト」企業に選定 (2021年12月) 

●  サプライチェーンと協力した気候変動対策の取り組みにより、2021 

CDPサプライヤーエンゲージメント評価においてサプライヤー・エン

ゲージメント・リーダーに選出 (2022年2月) 

●  企業倫理の研究と推進を行う米国の専門機関である「Ethisphere 

Institute (エシスフィア・インスティテュート) 」より、4年連続で

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

に選定 (2022年3月) 

●  MSCI ESG評価格付けにおいて、3年連続で最高評価のAAAの格付

けを獲得 (2021年12月) 

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

ステークホルダーエンゲージメント 

SDGsとソニーのかかわり

外部評価・外部表彰

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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サステナビリティに関する主な外部表彰一覧

※組織名称などは当時のものをそのまま掲載しており、現在はその限りではありません。主催において国名記載のないものは日本です。

2021年度 (受賞順) 

サステナビリティに関する外部表彰一覧

表彰名称 対象 主催 取得年月

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

米国環境保護庁 2022年3月

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

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

アジア包装連盟 2022年2月

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

世界包装機構 2022年2月

Corporate Equality Index 2022 (職場におけるLGBTQ平等指数) 
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニー・コーポレーション・
オブ・アメリカ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー・
エレクトロニクス

ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団 (米国) 2022年2月

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

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

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

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

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

公益社団法人 日本包装技術協会 2021年8月

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

推進体制

サステナビリティ担当役員メッセージ

マテリアリティ

活動サマリー

ステークホルダーエンゲージメント 

SDGsとソニーのかかわり

外部評価・外部表彰

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 
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