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ご　あ　い　さ　つ

私が生まれたころ、地球は無限に広く、大きなもので
した。また美しいものでした。
日本には白砂青松という言葉があります。私が生まれ
育った故郷は、まさにこの言葉の通り、目の前に白い砂
浜が広がり、大きな松の木が何本も生え、その向こうに
まっ青な海が輝いていました。今、工事で海岸はどんど
ん狭くなり、白い砂も松の木もなくなり、かつてのあの
風景は完全に失われてしまいました。
特に松の木が日本全国で急速になくなっていくのは、
単に病害虫のためだけではないと思います。日本をはじ
め、近隣諸国の急速な工業化による大気汚染が偏西風に
乗って、日本各地にまで及んでいるためではないかと、
私は憂いています。
同じ問題がヨーロッパでも起きています。工業化を最
優先で急ぐ国々の公害などのために、チェコからドイツ
へ至る道のある所から木が完全に立ち枯れ、切り株だら
けになっている光景を最近目の辺たりにして、慄然とし
ました。

こうした国境を越えた全世界的な環境汚染を見、また
ジェット機等技術革新による近年の様々な発展を考える
とき、地球は、実は意外に小さなものなのかも知れませ
ん。そうしたかけがえのないこの地球を、このままで
我々は子孫の代へきちんと渡していけるか私は非常に心
を痛めています。
ソニーは、企業活動のあらゆる面で地球環境の保全に
配慮して行動することを理念として取り組んでいます。
しかし今、私たちは同時に、業界全体、国民、全世界の
人たちに呼びかけて、人類の英知を結集して、環境問題
に真剣に取り組まなくてはいけないと思うのです。
この度本報告書で、私どもの環境保全に対する姿勢と
活動をご理解頂ければ幸いと存じます。

1997年4月

代表取締役会長
大賀 典雄

21世紀を見つめて―かけがえのない地球のために
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21世紀に向けて―ソニーの環境保全活動

ソニーはソフトウエアビジネスも含めて、「トータル
エンタテインメントカンパニー」を目指していますが、
エレクトロニクス技術を駆使したモノ作りが我が社の長
い歴史であり、今後もビジネスの基盤であります。ソ
ニーから発売される新機種は毎年7,000から8,000機種にも
のぼります。
そうした製造業者の立場から、私たちが作ってお客様
にお届けする製品の環境負荷と、製品の生産プロセスで
生じる環境負荷の両方を少しでも小さくすることを私た
ちは考えてきました。また資源のリサイクルについても
視野に入れなくてはいけません。
1990年に地球環境委員会が発足し、当社での環境保全
活動が本格化しました。1994年には〈グリーンプラスプ

ロジェクト〉、〈ソニー地球環境賞〉をスタートさせ、
他のプロジェクトと併せて、地球環境に配慮した製品作
りの促進を目指しています。
また、全世界のソニー事業所でISO-14001をベースに環
境マネジメントシステムを構築し、その中で汚染防止、
廃棄物削減、省エネルギーなど具体的な施策に数値目標
をもって取り組み、環境パフォーマンスの継続的向上を
グローバルに推進していきます。
本報告書にはソニーの環境保全への取り組みが詳し

く記載されております。皆様がソニーの環境保全に対
する積極的な姿勢をご理解頂く上で、少しでもお役に
立てば幸いと存じます。

1997年4月

代表取締役社長
出井 伸之
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ORGANI

ソニーの環境保全活動の推進体制は、日本、北米、欧州、アジア

に地球環境委員会を擁し、各エリアの特性にあった活動が推進

しやすい体制を採る一方、ソニーグループ傘下の各ビジネスユ

ニットが事業所や商品の特徴にあった活動を展開しています。

地球環境委員会と各ビジネスユニットとが縦糸と横糸のように

機能することにより、ソニーの環境保全活動を、より活発で、グ

ローバルなものとしています。

地球環境委員会

ソニー地球環境委員会は、全世界ソニーグループの環境保全施策の最

高決定機関であり、本社エグゼクティブボードの意向を反映しながら、

「ソニー環境基本方針」の制定をはじめ、諸制度、施策の企画・立案・推進

と、ソニーグループ全体の方向付けを行っています。

日本を含めた各地域委員会は、それぞれの地域の特性やマーケットの要

求、法規制を十分に理解した上で、各エリアにあるカンパニー・事業所・関連

会社と緊密な連携を取りながら、ローカルに環境保全活動を進めています。

各カンパニー・事業所・関連会社は、それぞれの担当ビジネスや商品特性

に合わせて個別に目標あるいはプロジェクトを設定し、各エリア地球環境

委員会のサポートを受けながら、傘下の事業所・工場・子会社・商品で具体的

に環境保全施策を実行していきます。

地球環境会議

ソニー地球環境会議は、4地域の各地球環境委員会が主催し、年に1回、

各エリアで開催されます。各ゾーンにあるカンパニー・事業所・関連会社

の環境担当者や他地域の委員会メンバーも参加し、活動成果のレビュー

や将来展開の議論、お互いの情報交換などが行われます。

このうち日本で開催される地球環境会議には、本社環境最高責任者も

出席し、世界共通施策の検討や本社指示などが行われます。

各種専門部会

本社では、環境の様々な領域を専門的に議論し、より詳細な目標、行動

を決めるため、社会環境部を事務局に各種の専門部会が定期的に開催さ

れています。各会議の内容、決定事項は逐一海外委員会に連絡されます。
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ZATION
ソニー地球環境会議（1996年12月、ソニー本社にて開催）

ORGANIZATION

本社エグゼクティブボード�

ソニー�
地球環境委員会�
本社機能�

日本�
地球環境委員会�

北　米�

地球環境委員会�

欧　州�

地球環境委員会�

アジア�

地球環境委員会�

委員長�
常務 渡辺亘之�

事務局�
本社社会環境部�

〈主な専門部会〉
● 製品アセスメント会議
● 商品リサイクル部会
● グリーンプラスプロジェクト会議
● ハロゲンフリー推進会議

● LCA検討会
● 環境担当責任者会議
● 環境汚染物質対策委員会
● 省エネ専門部会

ディスプレイカンパニー、ホームAVカンパニー、インフォメーションテクノロジーカンパニー、
パーソナルAVカンパニー、パーソナル&モービルコミュニーケションカンパニー、
ブロードキャストカンパニー、イメージ&サウンドコミュニケーションカンパニー、
セミコンダクトカンパニー、コンピュータペリフェラル&コンポーネントカンパニー、
レコーディングメディア&エナジーカンパニー・事業所･関連会社

ソニー環境活動の主な沿革

1976年 4月 社長を議長とする環境会議を設置
国内ソニーグループの公害防止、安全衛生を推進

1976年 5月 環境科学センターを設置（詳細12頁）
国内ソニーグループの公害関連／作業環境を測定

1985年 4月 ソニーアメリカで環境監査をスタート
1989年 3月 フロン対策専門委員会を設置
1990年 8月 本社全社員に対し、環境保全に関する社長方針通達

10月 地球環境委員会発足
1991年 11月 国際商業会議所の進める持続的発展に向けた企業間条約に加入
1993年 4月 ソニー環境基本方針を制定、施行

4月 全世界のソニーグループ生産工程から洗浄用フロン等を全廃
1994年 2月 地球環境賞制度発足（詳細25頁）

5月 グリーンプラスプロジェクト発足（詳細8頁）
1994年 7月 環境ISOに関するソニー方針を制定
1995年 5月 ソニー幸田、ソニーグループではじめてISO-14001を取得
1996年 10月 ソニー環境行動計画を更新、Green Management 2000を制定
1997年 2月 ソニーグループでのISO-14001取得が30拠点を越える
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Action
「ソニー環境基本方針」は、全世界のソニーグループに適用していますが、具体的活動

は、世界各地域で独自に策定する「環境行動計画」を基に進められています。「ソニー環

境基本方針」と異なり、「環境行動計画」は、各地域の特性を反映して4地域の各委員会

によって策定されます。

Green Management 2000

国内ソニーグループ各社は、現在、第2期

（1996年10月～2001年3月末）の環境行動計

画「Green Management 2000」の目標達成に

向け、日々努力しています。「Green Manage-

ment 2000」では、その重点施策として、下記

の9点を掲げています。

■ISO-14001取得

製造事業所は、1998年3月末までに環境

ISO-14001の認証を取得する。

非製造事業所は、2001年3月末までに環

境ISO-14001の認証取得を目指す。

■Greenplus2000

2000年までにソニーの製造する全ての製

品が環境配慮型商品であることを目指す。

■地球温暖化防止

省エネルギー活動の推進および、省エネ

ルギー製品の開発、クリーンエネルギーな

どの導入により、CO2の排出量を抑制する。

■Zero Disposal

2010年度以降、廃棄物の埋め立て処分ゼ

ロを目指す。

■商品リサイクル2000

2000年以降に販売する全ての商品は、そ

の構成部品・材料がリサイクル・リユース

できることを前提とする。

■グリーン購入

購入する材料、部品、設備、OA機器など全

ての購入品は、環境配慮型を優先する。

■クリーンカーの導入

超低公害車の技術動向を踏まえ、電気自

動車等の低公害車への転換を促進する。

■緊急時対応の強化

緊急事態を想定した対応および、発生時

における環境への汚染防止および社内外

への速やかな対応を確立する。

■工場立地、海外事業展開等の環境配慮

工場立地、海外事業展開、大幅な事業内

容の変更および、事業終結時には環境への

影響を充分に配慮する。

アメリカ

ソニーアメリカでは1996年に環境行動計

画を改訂しました。1993年に発表された環

境行動計画は、方針声明とそれぞれのソ

ニーの関連会社が、環境問題への関心を尊

重しつつ企業活動をどのように進めるかの

ガイドラインを示したものでしたが、今回

の改訂で、新たにグリーン購入と使用済製

品に対する企業責任の2つのガイドライン

を追加しました。

ISO-14001に関する一般知識

ISO（国際標準化機構：Inte rna t i ona l

Organization for Standardization）は、当

初、工業製品の世界共通の規格を作る国

際機関として設立されましたが、1987年

に品質保証のためのマネジメント規格を

定めて以来、企業の管理システムについ

ても国際共通規格を定めるようになりま

した。そうした流れの中、環境対策のため

企業が取り組むべき経営手法を定めた国

際規格が、ISO-14001として1996年9月1日

に発効しました。また、日本においては、

1996年10月20日に、通産省がこのISO規格

に対応して、環境JIS規格を定めています。

欧州・アジア

現在、国内での新規行動計画をベース

に、地域特性を考え合わせながら、現行行

動計画をそれぞれ改訂中です。
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製品の環境負荷低減に関する行動目標値

製品再資源化
●リサイクル率向上：リサイクル未可能分を2000年度までに
50%向上（1992年度比）

●分解時間：リサイクル可能な単位までの分解時間を2000年度
までに半減（1990年度比）

●発泡スチロール削減：2000年度までに重量で50%削減（1990年
度比）
地球温暖化防止（省エネルギー）
●主要製品：2000年度までに30～50%削減（1990年度比）

生産プロセスの環境負荷低減に関する行動目標値

地球温暖化防止（省エネルギー）
●事業所：売上高に対する原油換算消費エネルギーの比率（原
油換算消費エネルギー／売上高）を2000年度までに25%削減
（1990年度比）
産業廃棄物
● 2000年度までに売上高に対する廃棄物重量（廃棄物重量／売
上高）を50%以上削減（1991年度比）

● 2010年度までに埋め立て0を目指す
環境汚染物質（生産プロセス）
●使用禁止物質：トリクロロチレン、CFC、ベンゼン、他
●全廃物質：カドミウム、水銀、塩化メチレン、他を2000年度ま
でに全廃

●削減物質：VOC、鉛、他を1997年度までに25%削減、2000年度
までに50%削減（1993年度比）

●重点管理物質：塩素、アンモニア、砒素、他について法の遵守
と充分な管理徹底

紙資源の有効利用に関する行動目標値

● コンピュータ用紙、コピー用紙を2000年度までに10%削減
（1995年度比）
●古紙のリサイクルを2000年度までに100%実施
● 再生紙の利用を2000年度までに100%実施

Green Management 2000による
国内指標 リサイクル率�

1992年=100

2000年 50％向上�

古紙のリサイクル�
2000年 100％実施�

再生紙の利用�
2000年 100％実施�

発泡スチロール重量�
1990年=100

2000年 50％削減�

分解時間�
1990年=100 1990年=100

2000年 50％削減�

主要製品の省エネルギー�

2000年 30～50％削減�

省エネルギー�

2000年 25％削減�

コンピュータ用紙�
コピー用紙�
1995年=100

2000年 10％削減�

産業廃棄物�
1991年=1001990年=100

2000年 50％削減�

VOC、鉛、他�
1993年=100

1997年�
25％削減�

2000年 50％削減�

カドミウム・水銀�
塩化メチレン等�

2000年 全廃�

�

7
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環境に配慮した製品の開発、企画、設計

製品はそのライフサイクルの大半を

お客様のもとで過ごします。「その間、少

しでも環境への負荷を少なく使ってい

ただけるものにしたい。また使い終わっ

て廃棄される時のことも視野に入れな

くてはいけない。」と私たちは考えます。

そのため設計の段階で、ソニーは「製品

アセスメント」を行い、各種の環境項目

がきちんと目標値を満たしているか、確

認・検証をしています。

開発

環境研究センター

ソニーは、私共の持っている技術を環

境保全のために積極的に役に立てたいと

考えています。そのひとつとして、本社中

央研究所の中に環境研究センターを設置

しており、環境に関する様々な研究・開発

が進められています。これまでに、パルプ

モールド、セルモールドといった発泡ス

チロールを代替する古紙による包装材

（10頁にて紹介）や発泡スチロールを溶解

減容させるリモネン（19頁にて紹介）の開

発に成功、既に実用化されています。

また、現在では、家電製品から排出され

るプラスチックを、元の用途と違った、よ

り付加価値の高い材料に変性する技術の

研究・開発や、熱転写型ビデオプリンター

の使用済みインクリボンの残存している

高付加価値の染料を、回収、精製、再リボ

ン化するリサイクル技術などの研究・開

発を進めています。

企画

環境配慮型商品づくりの推進

“Greenplus Project”

ソニーは環境への姿勢も商品で表わす

という考えをベースに、環境配慮型商品の

開発に全社的に取り組んでいます。そのた

めソニーでは、「ソニーの各商品カテゴ

リー毎に必ずひとつの環境配慮型商品を

作ろう」と1994年5月に“Greenplus Project”

を発足させました。これまでに約200点が

申請され、そのうち半分が、既に市場に出

ています。1996年には、当初の目標を達成

し、第2ステップへと移行。「2000年までに

全てのソニー商品を環境配慮型にしよう」

という“Greenplus 2000”プロジェクトに発

展し、活動を推進しています。

この“Greenplus 2000”を成功させるた

め、ソニーでは、Greenplus商品を作るため

のガイドライン“Greenplus 2000の手引き”

を、海外も含めて全社に配布しています。

この手引書では、右頁の項目のほか、法規

制や商品例などについて具体的に解説し

ています。ここで言うGreenplus商品とは、

製品アセスメントを行い、さらにガイドラ

インの10項目の内ひとつ以上の項目で顕

著な改善がみられたものとしています。

環境研究センターの研究テーマの紹介：

ポリスチレン系樹脂廃材の化学的な改質によ

る再資源化

VHSカセット材に使用されている樹脂（ポリスチ

レン系樹脂）を、スルホン化という化学的な処理を

行うことにより水溶性のポリマーに変性し、これ

を水処理用の凝集剤に利用するものです。この技

術により、VHSカセット1本分の樹脂を原料とし

て、ドラム缶65本分の排水処理が可能となります。

VHSカセット材→水容性ポリマー

水溶性ポリマー
による凝集効果

環境研究センターの研究テーマの紹介：

熱転写インクリボンから染料のリサイクル

熱転写型ビデオプリンターの使用済みインクリ

ボンに残存している高付加価値の染料を、回収、

精製、再リボン化するリサイクル技術で、回収の

要素技術として、リボンより染料を選択的に抽

出する手法とその自動化装置を開発しました。

さらに、カラムクロマトグラフィーによる精製

方法を開発しました。精製染料を使用したリサ

イクルリボンで新品と同等な性能が確認でき、

染料のリサイクルが可能となりました。

染料抽出回収テスト装置
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Greenplus 商品の具体例

カセットリボン
だけ交換できる
プリントメディア

材料統一、分解
性 、省 エ ネ ル
ギーに優れたカ
ラーテレビKV-
28FW2

バガス（非木材
紙）包装材採用の
長時間再生ウォ
ークマン

Greenplus�
Project�
最高責任者�
（専務：河野文男）�

社会環境部�
Greenplus�
Project�
事務局�

カンパニー・部門�
Greenplus Project�

事務局�

企画部門�

設計部門�

環境最高責任者�

Greenplus Projectの体制

製品アセスメントは試作、量産で実施され、目

標値を達成した製品のみが市場に投入される

システムとなっています。

製品アセスメント担当責任者会議

設計構想�

製品アセスメント目標設定�

量　産�

製品アセスメント出荷判定�

設計試作�

製品アセスメント項目確認�

チェック�
シート�

設計

全製品で施される製品アセスメント

ソニーでは、製品の品質を決定する項目

の一つに「環境対応」を上げており、各カテ

ゴリーの製品に対して、製品アセスメント

の実施を義務付けています。

当初、製品アセスメントは、主に製品廃

棄時の配慮として
●資源枯渇を避けるための使用原材料、

製品重量や体積の低減
●再生資源として利用するための分別お

よび分解、分離の容易性
●処理の安全性を確保するための爆発、

発火対策

等を、製品の設計時に行うことに主眼が置

かれスタートしました。現在では、製品の

与える環境負荷全体の低減を目指した設

計時の事前確認および検証手段となりつ

つあります。

ソニーでは、環境行動計画の発足当初の

1991年から、製品アセスメントの在り方につ

いて各関連部署が調整を図りながら、設計時

における環境関連対策項目の選定と、チェッ

ク方法の検討と改善を各製品カテゴリーに

最適な形で行い、現在に至っています。

各製品カテゴリーの設計担当部署、お

よび資材、デザイン等の間接部門には製

品アセスメント担当責任者を置き、毎月

１回の定例会議により、環境設計関連の

意思決定、技術検討、各種情報交換を

行っています。また、定例会議以外に、目

的毎の分科会活動、通達や情報伝達によ

り、ソニーの環境設計を取り巻く状況の

変化に、迅速に対応できる体制を確立し

ています。

製品アセスメントの実施について各設

計担当部署では、担当する製品に適したア

セスメントガイドラインを作成し、実施に

あたっての業務標準化を図っています。

Greenplusの項目
1 環境影響物質

2 消費エネルギー

3 省資源 1）使用資源の削減

2）製品寿命

3）再生資源利用率

4 リサイクル 1）リサイクル可能率

2）プラスチック表示

3）解体時間

5 環境包装

6 新商品企画のために

ガイドラインでは、
●製品ごと、設計開始時の環境負荷低減

のための設計目標値の設定
●試作段階における上記目標の確認作業
●量産品における上記目標の確認作業
●確認結果の対応方法
●上記各項目の担当責任

等が明確になっており、「環境は製品の品

質そのものである」という観点からの厳し

い管理体制の下で、省資源、リサイクル、消

費電力、環境関連物資などの製品の環境項

目が管理されています。
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リサイクル可能率向上

21世紀を迎えるにあたり、円滑な循環型

社会を形成するには、動脈ルートである生

産活動と静脈ルートであるリサイクルが

バランス良く社会に組み込まれる必要が

あり、ビジネスとして成立できるリサイク

ル技術開発と回収等の支援システムの構

築が必須です。そして、それらの前提条件

として製品そのものがリサイクルに適し

たものであることが求められます。

ソニーの製品アセスメントはリサイク

ルに適した製品の設計条件として、リサ

イクル可能率の向上を推進しています。

リサイクル可能率向上の条件として
● リサイクル可能な材料の使用と材料統一
● リサイクルしやすい構造（結合法や分

解、解体性の配慮）
● リサイクルのための情報開示（プラス

チック類、基板の材質表示）

を確認項目としています。

商品の組立／分解性向上

ソニーは、製品分解時間の削減はリサ

イクルの拡大に必要なものと考え、使用

部品点数の削減、使用材料の削減などを

積極的に推進しています。具体的には、電

池一本リモコンの市場導入、TVセットへ

のスナップインの採用、部品点数および

ビスの削減、カーステレオのメカデッキ部

品点数の半減などに取り組んでいます。

外部からの表彰

スタミナハンディカムシリーズ「省エネルギー

センター会長賞」受賞

1997年1月、日本で、ソニーの家庭用ビデオカメ

ラ「スタミナハンディカムシリーズ」が、通産省

の省エネバンガード21の中で、AVカテゴリー製

品分野で初めて、「省エネルギーセンター会長

賞」を受賞しました。

省エネバンガード21は、省エネルギー型機器の

開発と普及を目的として〈省エネルギー型製

品・技術を表彰する制度〉ですが、今回省エネル

ギーのみならず包装材料、リサイクル性など幅

広い選考基準の中で、受賞に至りました。

セルモールドの用途：家電製品、OA機器の緩

衝材、断熱材など

リサイクル可能な紙系包装緩衝材セル

モールド（Cellu Mold）

ソニーでは、資源の有効活用のため、製

品の包装材料として使用されている発泡

スチロールの代替として段ボール、パルプ

モールド、セルモールドなどの古紙による

包装材への移行と減量化にも積極的に取

り組んでいます。

ソニーは、1991年からウォークマン、

8mmカムコーダー等の包装に古紙を用い

たパルプモールドを使用しており、最近

では、重量製品の包装に使われる紙系緩

衝材として、発泡スチロールと同等の緩

衝吸収効果を持つ、古紙複合系の新材料

「セルモールド」を、レンゴー株式会社との

共同で開発しました。

この新素材は、粉砕した古紙を主原料

に、衝撃吸収効果のあるアクリル系の中空

粒子を添加することにより、発泡スチロー

ルと同等の緩衝性、成形性を実現していま

す。また、古紙の結合剤として、天然の澱粉

を用いており、使用後も再度、再生紙とし

てリサイクルすることも可能です。現在、

テープレコーダーの包装材として利用し、

今後、他の製品にも積極的に採用していく

予定です。

設計

製品の省エネルギー

家電製品をエネルギー量の視点からみ

ると、そのほとんどが使用時に消費されて

います。したがって、製品のトータルな環

境負荷を減らすには設計段階から使用時

を意識した製品の省エネルギー化を図る

必要があります。

ソニーは省エネルギー法を遵守し、国際

エネルギースターのボランタリープランへ

の参加は勿論のこと、製品カテゴリー毎に

独自のプランにより2000年までに全製品

の消費電力半減（1990年比）を目標に、省エ

ネルギー技術の開発に取り組んでいます。

その成果として、スタミナハンディカム

をはじめ、小型軽量化と省エネルギーを両

立させた偏向ヨーク、長時間再生が可能な

スタミナウォークマンなどの製品や光学

ピックアップ、半導体など省エネルギーデ

バイスを開発しました。
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国際標準規格（ISO）による統一表示をモール

ドしたハロゲンフリーテレビのリヤーカバー

環境負荷の高い製品材料の削減

例えば、ある種のプラスチックは、リサイ

クルが難しく、また化学反応によって環境

負荷の高い物質になることがあります。

ソニーでは、ダイオキシン／フラン無害

化を駆使したハロゲンフリー難燃樹脂使

用の外筐およびプリント基板の開発に成

功し、欧州向けカラーテレビ（1995年）およ

びコンピュータディスプレイ（1996年）か

ら導入を開始しました。この外匡およびプ

リント基板は、1999年7月施行予定ドイツ

ダイオキシン政令（Phase II）の規制基準値

や、TCO 95（スェーデン）、Blue Angel （ドイ

ツ）等のエコラベル取得基準値をも十分ク

リアしています。

設計支援

環境商品評価ラボ（Environmental

Product Laboratory: EPL）

1996年、東京で開催された地球環境委

員会合同会議において、欧州環境セン

ターの管轄下にある解体性評価ラボ（20

頁参照）を拡充、強化して、総合的な環境商

品評価ラボ（EPL）としていく方針を決定

しました。

このラボでは商品の解体性やリサイク

ル性、省資源化率、また材質特性、エネル

ギー消費量、熱、ノイズ、電磁波など環境

や人体に影響を与える可能性のある項目

について、科学的な測定、データ収集を順

次行っていきます。

こうした環境データシートを提供する

ことにより、製品アセスメントやグリーン

プラスプロジェクトを支援し、ソニーの開

発、設計者の環境に関するコンサルタン

ト、トレーニングセンターとしての役割を

果たそうとしています。

また中長期的には、21世紀に向けてさ

らにソニーらしい環境商品を創出するた

めのR &D機能も整備していく予定です。

設計支援ツール：DAC-LCA

ソニーでは、製品設計者のために

DAC－LCA （DAC: Design for Assembly/

Disassembly Cost-effectiveness－LCA:

Life Cycle Assessment）と呼ばれる、環境

影響と組立／分解性を同時に評価する設

計支援ツールがあり、社内外の利用をすす

めています。この環境影響評価は、地球温

暖化の原因のひとつである「CO2の排出

量」を、製品の生産から廃棄までを基準に

定量化するひとつの手法です。また、組

立／分解性評価は、リサイクルを促進す

る上で欠かせない、製品の「分解しやす

さ」とコストを低減させるための「組立し

やすさ」を定量的に判定します。評価は製

品の開発段階で得られる設計情報を元に

行いますので、いちはやく製品に盛り込

むことができます。

ダイオキシン／フランとハロゲンフリー難燃

樹脂

現行の臭素系難燃材料の化学構造は、下記のジ

ベンゾダイオキシン／フランの化学構造に酷似

しているため、高温状態でダイオキシンおよび

フランへの化学反応が容易に起こると言われて

います。こうした化学反応を生じさせないため、

ハロゲン系元素の塩素（C1）、臭素（Br）等を含有

しない新しいタイプの“ハロゲンフリー”難燃樹

脂が求められています。
A

O

O

A

A

A

A

A

A

A

臭素化ジベンゾダイオキシン�
（Aー：H or Br）�
A

O

A

A

A

A

A

A

A

臭素化ジベンゾフラン�
（Aー：H or Br）�

精密モーターのDAC－LCA評価例

Type  A

Base 1 70 1.41
50 7.78
50 0.06
50 0.01
90 0.08
90 0.01
70 0.11
80 0.02

100 0.04
70 0.06
60 0.15
60 0.06
40 0.07
50 0.06
70 0.02
70 0.07
50 0.06

Motor Assy 1
Retainer A 1
Lead
Brush Cover 2
Brush Cover
Grease 2
Gear
Grease 2
Earth 1
Retainer 1
Cover 2
Screw 1
Retainer 1
Bearing
Washer 2
Ring 2

Motor 70 0.02
80 0.03
90 0.03
90 0.03
80 0.02
80 0.02
90 0.01

100 0.02
90 0.03
60 0.04
90 0.01
90 0.01
60 0.03

100 0.01

Ring 2
Gear 2
Washer 2
Bearing 1
Retainer C 1
Retainer B 1
Earth 2
Brush Cover 2
Screw 2
Cover 1
Retainer A 1
Motor Assy 1
Base 1

LCA
Materials - Processing
  - Assembly : Kg

DAC
Ease of
  Assembly : Point

Parts
Ease of Assembly
Assembly Times
Parts of Disassembly
Ease of Disassembly
Disassembly Times

:19
:65.9p
:100.0%
:19
:83.6p
:100.0

LCA
Disassembly
  - Scrapping : Kg

DAC
Ease of
  Disassembly : Point

TOTAL DAC TOTAL LCA
Materials
Processing
Assembly
Disassembly
Scrapping
Total

:  8.13Kg
:  1.72Kg
:  0.22Kg
:  0.09Kg
:  0.21Kg
:10.37Kg

Operation

Operation
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環境との調和に配慮した生産活動

ソニーの環境監査

・第3者認証機関に�
　よる監査、認証�

・環境管理監査規則�
 （EMAS）への参加登録�

＜ソニーグループ各社＞�
環境マネジメント�
システムの構築と運用�

内部環境監査の実施�

地球環境委員会に�

よる監査�

環境マネジメントフロー

経営層による見直し�

実施および運用�

環境負荷の小さな事業活動�
（持続的発展可能）、企業体質強化 

環境方針�

継続的改善�

点検および是正処置� 計　画�

ソニーグループでは、地球温暖化防止

やオゾン層保護、産業廃棄物の削減、環

境汚染物資の削減など、環境に配慮した

生産活動を進めています。それらを効率

よく組織的に推進するため、私たちは全

世界で環境マネジメントシステムを構

築し、第3者機関の認証を受け、継続的に

環境負荷の低減を実行していきます。

環境マネジメントシステムの構築

ソニーの環境監査の枠組み

ソニーの環境監査体制は、ソニーグルー

プ各社が独自に行う｢内部環境監査」と｢地

球環境委員会監査」の二重構造になって

います。さらにその上で、ソニーグループ

各社は第3者認証機関による監査、認証を

受けることを原則にしています。

日本では、環境に関する国際的な規格

に対応するため、エレクトロニクス10社

と2団体が共同出資で1994年11月16日付

で設立した㈱日本環境認証機構（JACO）

に参加しました。

内部環境監査人認定制度

ソニーでは、内部環境監査の質的向上

を図るため、内部環境監査人制度を導入

しており、ソニーグループ各社に対して、

定期的に内部環境監査人の認定講習会を

行っています。認定者は1997年3月現在、

日本国内800人、海外60人となっていま

す。また、アジア、ヨーロッパには東京か

ら講師を派遣して、環境マネジメントシス

テムや、環境監査の具体的手法を指導し

ています。

環境マネジメントシステム

ソニーでは、環境マネジメントシステムは

経営システムの一翼と考え、その構築と認

証取得の目標を、全てのソニーグループ事

業所に明確に示しています。第3者認証に

より有効性を認められた環境マネジメント

システムを、環境分野における有効なマネ

ジメントツールとして、全社活動の下に積極

的に活用し、環境パフォーマンスの継続的

向上に取り組み、環境負荷の低減と持続的

発展が可能な事業活動を目指しています。

環境モニタリングセンター

1976年に計量証明および作業環境測定

機関として設置された環境モニタリング

センターでは、ソニーグループ各社の水

質、大気および作業環境の測定分析を行っ

ています。測定結果は環境設備や管理面

の改善など、環境マネジメントに反映させ

ています。

環境モニタリングセンター
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ソニーグループ製造事業所ISO-14001認証取得状況

欧州地区�

5事業所取得／�
14事業所予定�

アジア地区�

7事業所取得／�
20事業所予定�

日本地区�

26事業所取得／�
40事業所予定�

アメリカ地区�

1事業所取得／�
16事業所予定�

全世界39事業所取得/90事業所予定（1997.3.31現在）�

ISO-14001の認証取得

企業活動が環境に与える負荷を、継続的

に低減させるためには、適切な環境マネジ

メントシステムを構築する必要がありま

す。国際標準規格であるISO-14001に基づ

くシステムを構築し、そこに今迄取り組ん

できた廃棄物対策や省エネルギー、環境汚

染物質対策等の環境パフォーマンス分野

での活動を取り込み、より有効で実践的な

マネジメントシステムを作り、運用してい

くことが大切です。

こうした考えに基づき、ソニーでは、次

のような環境ISOに関するソニーの認証

取得目標を掲げています。

（1）全世界のソニーグループ製造事業所

は、1998年3月末迄にISO-14001を認証

取得する。

（2）全世界のソニーグループ非製造事業

所は、2001年3月末迄にISO-14001認証

取得を目指す。

（3）EUのソニーグループ製造事業所は、

1997年度末迄にISO-14001を認証取得

する。または、EU規則［環境管理監査

規則（EMAS）］に参加登録する。

カテゴリー別具体的対応

産業廃棄物の削減

ソニーグループは全社で廃棄物の削減、

リサイクルの推進に取り組んでいます。具

体的な削減目標、施策については各地域の

事情に合わせて各々の行動計画に取り込

んで推進しています。

日本国内では、売上高当たりの廃棄量

を、1991年度を基準に1995年度までに

30%、2000年度までに50%削減することを

目標に掲げており、これまで計画通りの

成果が表われています。廃棄物を発生さ

せない努力とともに、減量・リサイクルへ

の取り組みが進んだことにより発生した

廃棄物の内54%が何らかの形で減量また

はリサイクルされました。特に大きな効

果があったのは汚泥のセメント原料化、

廃アルカリの濃縮、包装材のリユース・リ

サイクルなどです。

一方、処理を外部業者に委託する場合

には全産業廃棄物についてマニフェスト

システムを運用して処理ルートをトレー

スする他、定期的に処理場の現地視察を

行って適正に処理が行われていることを

確認しています。国内グループ各社では今

後もさらに廃棄量の削減を進め、2010年ま

でに埋め立て処分“0”を目指しています。

北米のソニーグループでは、行動計画

の中で、1993年度を基準に、売上高当たり

廃棄物量を2000年度までに50%削減する

ことを目標にしています。廃溶剤、ガラス、

プリント回路基板、木製パレットなど積極

的にリサイクルが進められており、1995年

度のリサイクル率は66%に達しています。

欧州ソニーグループでは、行動目標の中

で、1995年度を基準に、売上高当たり廃棄

物量を2000年までに10%削減することを目

標にしています。欧州は特に環境意識が高

い地域であり、廃棄物対策についても進ん

でいます。例えば廃溶剤については99%が

リサイクルまたは減量処理されています。

アジアでは、近年の生産高増大に伴っ

て廃棄物の量も増えていますが、環境マ

ネジメントシステムISO-14001に基づいた

管理の浸透によって、廃棄物を始めとし

た環境負荷の低減に向けて着実に活動を

開始しています。特に部品包装材などの

プラスチックは約50%がリサイクルされ

ています。廃棄物の焼却施設が少ないた

め、紙ごみなどの削減とリサイクル対象

の拡大が課題です。

日本国内ソニーグループの廃棄物処理状況の推移

’91 ’92 ’93 ’94 ’95 2000 ’10 （年）�

80
,8

69

80
,1

58

77
,8

15

83
,1

26

85
,9

82

22
,5

55

25
,9

12

31
,1

05

39
,9

61

46
,1

7758
,3

14

54
,2

46

46
,7

10

43
,1

65

39
,8

05

2.95
(100%)

2.90
(98%)

2.75
(93%) 2.29

(78%) 2.065
(70%)

(50%)

（埋め立て 0）�

発生量（トン）�

減量・リサイクル量�

廃棄量�

廃棄重量／売上高�
（トン／億円）�
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日本国内ソニーグループエネルギー消費状況の推移

●エナジースタービルディング

プログラムへの対応（米国）

1995年4月、ソニーエレク

トロニクスは、米環境保護庁の進めるボラ

ンタリープログラム：エナジースタービル

ディングプログラムの創設時メンバーに

加わり、建物の省エネルギー化および公害

防止に尽力しています。

このプログラムは、1993年4月にクリン

トン大統領がアメリカの地球温暖化物質

規制レベルを2000年までに1990年のレベ

ルに戻すために公約として示した地球温

暖化防止活動計画（Climate Change Action

Plan）の中心的な役割を担うものです。

ソニーエレクトロニクスでは、プログラ

ムの一環として、サンディエゴ技術セン

ターの屋根に、反射率のよいコーティング

を行い、空調エネルギーの削減を行いまし

た。また、ペンシルヴェニア州フラックビ

ルにある新工場では、電力消費の少ない照

明システム・機器の採用、余熱の有効利

用、自動温度調整システムのグレード

アップ等により、50%のエネルギーセーブ

が期待されています。さらに、メキシコの

TijuanaとMexicaliの新設組立工場でも、ス

カイライト（外光を採り入れる設備）の使

用で60%の照明消費の低減が期待され、日

中の時間帯は、天井の照明はすべて廃止す

ることが出来ました。

事業規模の拡大により、1990年度から1993年度まで、省エネルギー目標数値であるエネルギー原単

位（売上高当たり消費エネルギー）とエネルギー消費は上昇しました。しかし、環境行動計画を策定した

1993年度以降、エネルギー原単位は年々改善（減少）されています。1994年度から1995年度はエネ

ルギー消費の伸びは抑えられています。今後も省エネルギー活動への取り組みを継続していきます。

（年度）�
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2000年度�
目標値-25％�
（90年度比）�

エネルギー消費量�
（原油換算）�

1993年度�
環境行動計画・省エネ目標設置�

エネルギー原単位�

基準年度�

ソニー瑞浪㈱では、1,500kwコージェネレー

ションシステム（自家発電を行うとともに、こ

の時に発生する熱を有効利用するシステム）を

導入し、総合的な省エネルギー対策も実施して

います。

ソニー幸田㈱では、屋根に反射・断熱塗料を塗

布し、夏場等の日射による工場内の温度上昇を

防ぐことにより、空調のエネルギー負荷を軽減

しています。

地球温暖化防止（省エネルギー）への対応
●国内各事業所における対応

ソニーの国内各事業所では、地球温暖

化防止対策の中心は省エネルギー推進に

よるCO2排出抑制であると位置付け、｢ソ

ニー環境行動計画」の2000年度の目標に

向けて取り組んでいます。

生産プロセスの効率化や、空調・照明、そ

の他エネルギー効率の高い設備の導入検

討、建設の断熱効果向上などの設備対応の

ほか、省エネルギーの事例集による事業所

間の情報交換、空調負荷の増える夏季・冬

季には省エネルギーキャンペーンを実施

し、全社員の啓発を図っています。

地球温暖化

地球上の気候の変動は自然的要因と人為的要因

に大別でき、人為的要因による温暖化を特に地

球温暖化と呼んでいます。この地球温暖化の原

因は、大量のエネルギー消費と森林の破壊に伴

い、大気中の二酸化炭素、メタン、フロン、一酸化

炭素の濃度が上昇し、地球全体の温室効果が高

まることによります。

現在発表されている予測では、温室効果ガス削減

対策をとらない限り、地球の気温は21世紀末には

約2.0度上昇し海面は約50cm上昇すると言われて

おり、異常気候の発生やそれに伴う食料問題の発

生、生態系への影響などが危惧されています。

●グリーンライツプログラム

への取組（米国）

1992年、ソニーエレクトロ

ニクスは、米環境保護庁（EPA）が推進して

いるグリーンライツプログラムに参加し、

建物の照明設備の状況を調査し、省エネル

ギー面における改善を行っています。1995

年末までに、アメリカ国内全ての社屋約

15,000万平方メートルの検査を実施し、可

能な限り照明設備の改良を行いました。

省エネルギー型照明設備を設置するこ

とは、電力消費を抑えることであり、結果

として、発電に必要な天然資源の消費を減

少させることになります。また、省エネル

ギー型照明設備は、発熱が少ないため、空

調設備のエネルギー消費を抑えることにも

つながります。こうした観点から、ソニーエ

レクトロニクスではEPAと共同で、新築の

ビルには新しい照明技術を用いて機具を

設置、既存のビルに対しては改善を検討し

ています。

総面積（平方メートル） 約150,000,000
エネルギー費用削減額 $1,318,173（年間）
改善済面積（平方メートル） 約56,000,000
未改善面積（平方メートル） 約94,000,000
CO2放射防止 14,625,736パウンド
NO2放射防止 47,288パウンド
SO2放射防止 85,313パウンド
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ソニーは、製造プロセスで使用している

環境汚染物質について、全世界の製造事

業所の状況を把握し管理しています。

主な使用物質として、MEK、トルエン、

IPAを始めとするVOC、鉛やクローム

等の重金属類および塩化メチレン等の

塩素系化合物の最近の状況は、次のグ

ラフのようになります。

’94 ’95 2000

100

200
t

（年度）�

塩素系有機溶剤�

’94 ’95 2000

10

20

t×1000

（年度）�

VOC

’94 ’95 2000

1,000

2,000
t

（年度）�

重金属類�

環境汚染物質のインベントリーDATA

塩素系有機溶剤のトリクレンおよびテトラクロロエチレン

は、1995年度に全世界の製造プロセスで全廃できました。脱

脂洗浄剤に使用している塩化メチレンは、代替品に置き換え

る等して2000年度までに全廃する計画です。

一方、VOCや重金属類については全体的に増加傾向にありま

すが、2000年度末までに半減する目標をかかげ、代替技術の

研究を進めています。

オゾン層保護への対応

1989年｢モントリオール議定書」により、

第1世代フロンの生産削減･全廃計画が提

示され、同年ソニーでは、｢フロン対策専門

委員会」を設置しました。以降当社では、オ

ゾン層破壊物質の全廃に向けて、プリント

基板の無洗浄化、イオンエアー洗浄法、水

系洗浄剤の適用、その他多くの技術開発に

より全世界の製造事業所から洗浄用を始

めとするオゾン層破壊物質を1993年4月に

全廃しました。また、協力会社2,800社にも

フロン全廃のご協力をいただきました。

現在、ソニーは、2020年全廃を国際規制

としている第2世代フロン（HCFC）に対し

て、2000年度までに全廃する対策を進め

ています。
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環境汚染物質の削減と汚染防止

環境汚染防止は、ソニーグループ共通

の重要テーマと言え、具体的な管理目標

を設け、全世界のソニーグループで取り

組んでいます。そのひとつとして、製品を

生産する過程で使用する揮発性有機溶剤

（VOC）、重金属および塩素系の溶剤等は、

それぞれの物質に対して2000年までの具

体的な削減・全廃目標を設けました。

また、全世界のソニーグループに適用

する「環境汚染物質管理ガイドライン」を

1995年4月に導入。グループ全体の状況を

把握し、環境対策を展開するための全社

組織「環境汚染物質対策専門委員会」を

1995年2月にソニー本社に設置しました。

ソニーは、環境技術を最大限に駆使し、

日常の管理を充分に維持することによっ

て、有害物質を排出して大気、水質および

土壌を汚染することのないように努力し

ています。

HCFC: Hydro Chloro Fluoro Carbon
（水素付加型フロン）

VOC: Volatile Organic Compound
（揮発性有機化合物）

MEK: Methyl Ethyl Ketone
（メチルエチルケトル）

IPA: Iso Propyl Alcohol
（イソプロピルアルコール）
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ソニーブロードキャストプロダクツ㈱の例

化学物質や、廃液等による環境への汚

染を防止するため、ソニーでは、排水処

理、排気ガス処理、廃棄物処理などを行

い、排出されたものを適切に処理してい

ます。また、薬液、廃液、油等の貯蔵施設

に対しては、自然災害、設備故障、事故な

どによって万一漏洩しても、環境を汚染

しないようなリスクマネジメントを含

めた対応に取り組んでいます。

ソニーグループ各社では、ソニー環境

基本方針にもあるように、各国での法律

遵守はもちろん、様々な自主基準を設け

て、環境汚染防止を図っています。以下、

ソニーにおける環境リスクマネジメン

トの一例を紹介しますが、環境汚染防止

は、排出されたものの処理や貯蔵施設等

に対してだけでなく製品の設計や生産

プロセス等の源流にさかのぼった対策

も重要であり、製品アセスメント、環境

汚染物質の削減等もリスクマネジメン

トの一環と言えます。

廃水処理槽の二重底構造による土壌汚

染防止

ソニー長崎㈱では、二重底構造の廃水

処理槽を設置しています。万一水槽底部

から廃水が漏れた時のことを想定し、土

壌汚染や水質汚濁を防止するため、廃水

槽部は地上に出し、底部は二重にして点

検スペースを設けています。この点検ス

ペースからは廃水槽の底部が目視点検で

きるようになっており、廃水槽の周囲4面

も点検できるため、合わせて5面点検でき

る構造となっています。

また、点検スペースの容量は廃水槽部の

100%を有していますので充分に貯水でき

るようになっており、さらに、点検スペー

タンクローリー車からの漏洩防止

会社で使用する燃料の油や薬液をタン

クローリー車等から貯蔵施設に移す場

合、または、廃液をタンクローリー車等に

引き抜く場合に、移送ホースなどから万

一液漏れが発生した場合でも河川や土壌

を汚染しないように、タンクローリー車

等の周囲にピットを設けさらに油等を分

離する槽を設けて雨水排水への汚染防止

を図っています。

スには、漏洩センサーが設置されており、

万一液漏れが発生した場合でも自動的に

キャッチ出来るようになっています。

雨水排水系統の汚染防止

会社の構内道路で輸送用車両や運搬作業

中に万一油漏れなどが発生した場合でも、

雨水排水を汚染しないように雨水排水溝

に遮断機構や油分離槽を設置しています。

環境リスクマネジメント

機械室�

廃水槽�

タンクヤード�

マンホール�

点検スペース�

GLGL 廃水処理槽�

廃棄物の処理調査

アジア地球環境室では、製造過程で生

じる残材やゴミから危険物が出ていない

かどうかの調査に力を入れています。ま

た、廃棄物の処理業者で適正な処理がさ

れているかの調査をしています。こうし

て、危険物の発生を早期に見つけること

で、廃棄物が原因となる事故を未然に防

ぐことに役立てています。

ソニー北関東㈱の例

アジア地球環境室とソニービデオ（台湾）による廃棄

物処理業者のリスク評価
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リサイクルの推進による資源の有効利用

製造とは、「自然を人間または自然に

役立つように加工し、また自然に戻すま

での一連の工程」とソニーの生産革新活

動では位置付けています。当社では、そ

の技術力を生かしたリサイクルシステ

ムの開発も進めており、既に幾つかの実

用化に成功しました。

また、「環境行動計画」の中で、紙資源

の有効利用に対する行動目標値も設定

し、オフィス部門、事業所で着実に取り

組んでいます。

「廃テレビ・ブラウン管リサイクル自動化

システム」の研究・開発(日本）

家電製品メーカーと関連工業会から構

成される財団法人家電製品協会では廃家

電品の適正な処理とリサイクルを推進す

るための特別事業を推進しています。一

方、ソニーは業界に先駆けてテレビの解体

実験を手がけてきており、そこで培った技

術が評価され、廃テレビの解体からブラウ

ン管硝子のカレット化迄を自動化する研

究と実験ラインの製作を、財団法人家電製

品協会より受託しました。

この実験ラインは、世界初の試みである

自動テレビ解体と、その後ブラウン管を取

り出す工程、ブラウン管から防爆バンドを

外し前面パネルと後部ファンネルを分割

する工程、硝子に塗布された物質を落とし

て再資源化材料とするカレット化工程で

構成されています。

このラインの開発コンセプトは、鉛を含

むブラウン管硝子のリサイクルを目指す

ことであり、廃テレビセットという多品種

対応を実現し、実用能力規模のシステム

を、自動化設備の導入で具現化しようと試

みています。

主な仕様は、投入可能テレビセットサイズ

が13型から29型。処理能力は1日8時間稼働

で年間約10万台、工程の省人化率は約70%、

必要人数は荷役や管理者を含めて9名です。

材料としてリサイクルされる割合は、ガラ

ス、鉄、プラスチック等重量で約70%となっ

ています。

このシステムラインは、財団法人家電製

品協会の実験ラインとして、1997年3月末

まで埼玉県加須市の中田屋株式会社の加

須工場内で稼働しています。

廃テレビ・ブラウン管リサイクル自動化システムラインフロー

テレビの材料別構成比

CRT（ブラウン管、マスク部を含む）. . . . 55%

プラスチック . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%

木 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

基板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

偏向ヨーク . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

線材 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%

鉄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%

その他 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%

100%

(ソニー調査による重量構成別推計値）

・廃テレビ投入�
・形状・サイズ�

・キャビネット�
　カット�
・リアカバー分離�

外シールド�
外し�

廃テレビ解体工場�

DY・ネック外し�
※ 1

前キャビネット�
外し�

・ファンネル洗浄�
・ファンネル�
　ガラスカレット� マスク除去�

・パネル洗浄�
・パネルガラス�

ガラスカレット化工程�

※1：DY＝偏向ヨーク　※2：P/F＝パネル／ファンネル�

ブラウン管分割解体工程�

P／F分割�
※2

防爆バンド�
外し�

マスク除去�

ファンネル洗浄�

パネルガラス�

廃テレビ投入�

パネル洗浄�

P／F分割�

防爆バンド加熱抜き�

形状・サイズ確認�

キャビネットカット�

リアカバー分離�

DY・ネック外し�

ファンネル�
ガラスカレット�
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コンピュータディスプレイのリサイクルシステム

鉄を含むメタル� ケーブル� メタル+合成樹脂�ユニット�ブラウン管�

粉砕／分離�

再利用�

粉砕／分離� 粉砕／分離�粉砕�粉砕／分離�

加工�・原材料としてのリサイクル�・ 精錬�
・ ガラスのリサイクル�
・ さらに細かく粒状にする�

特殊な材料�
の採取�

特殊な材料�
の採取�

廃棄� 廃棄�

廃リチウムイオン二次電池のリサイクル工程

使用済電池�

焙　焼�

粉　砕�

フルイ選別�

融　解�

酸溶解�

溶媒抽出�

鉄／銅スクラップ�

塩化コバルト�

塩化ニッケル�

焙焼電池�

回収コバルト粉末�

ショットメタル�

電池の分類

物理電池…物理作用により電気エネルギー
を作る(例）太陽電池

化学電池…化学反応により電気エネルギー
を作る

1次電池(使いきりタイプ）：乾電池、ボ
タン電池など
2次電池(充電タイプ）：ニカド電池、リ
チウムイオン電池など
燃料電池

1996年度、リサイクルステッカーの取扱い

は、約160,000枚となりました。

コンピュータディスプレイのリサイクル

構想の立案と実行（ドイツ）

ドイツのソニー・コンピュータ・ペリフェ

ラルズ・コンポーネンツ・ヨーロッパでは、

1996年3月に、コンピュータディスプレイ

回収への取組を強化しました。それ以降、

全てのソニー製コンピュータディスプレイ

は、無料で回収することを示したリサイク

ルステッカー付で売り出されています。ま

た、他社のモニターに対しても29ドイツマ

ルク（約2,000円）で、このステッカーを販売

しており、このステッカーが貼ってある

ディスプレイは、ソニーが契約している

800カ所のリサイクル協力店で無料で回収

してもらうことが出きます。

充電式電池のリサイクル

使用済み充電式電池（ニカド電池、小型

シールド鉛蓄電池等）の回収・リサイクル

は米・EC諸国では既に法制化され、ソニー

の現地法人が回収・リサイクルを既に実施

しています。また、日本国内では、リサイク

ル法によりニカド電池に表示が義務付け

られるようになりました。ソニーではこう

した動向をいちはやく捉え、希少資源を有

効利用するとの認識に立ち、使用済みニカ

ド電池の回収・リサイクルを業界に先駆け

て1992年6月より開始しました。

ソニーは1991年にリチウムイオン電池

（充電式）の製造販売を開始しましたが、同

電池の電極に希少金属であるコバルトが

使用されています。他の充電式電池と同

様、希少資源の有効利用の原則に基づき、

使用済み同電池のリサイクル技術を住友

金属鉱山株式会社と共同開発しました。

同電池のリサイクルは将来、法的に義務付

けされる可能性もありますが、ソニーは、

省資源を積極的に推進するという基本方

針に基づき、同電池のリサイクル技術を

開発しました。この技術では、同電池に含

まれているコバルト以外の鉄や銅のスク

ラップ、塩化ニッケルも取り出し再利用す

ることが可能です。現在、同電池の需要は

急速に拡大しており、このリサイクル技術

の重要性は今後も益々増大していくと思

われます。

こうした技術の確立に伴い、ソニーは米

国・日本では、ニカド電池、小型シールド鉛

蓄電池、リチウムイオン電池にニッケル水素

電池を加えた4種類の充電式電池の回収・

リサイクルを実施している唯一のメーカー

になりました。資源の有効利用を推進する

ための技術開発および省資源に、私たちは

今後とも積極的に取り組んでまいります。
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お客様�

100%再生PS

ソニー製品�

高品質再生PS

リモネン再利用�

他のネットワーク�

Sony Shop

廃発泡PS溶解�

リサイクルセンター�

減容化して輸送�
（EPS 容積:<1/20）�

EPS：発泡スチロール�
PS：ポリスチレン樹脂�

Orange R-net

プラスチックのリサイクル

プラスチックのリサイクルは、一般に下記の3種

に大別されます。

1. マテリアルリサイクル… 元の材料として

再利用する

2. ケミカルリサイクル… 化学的に組成を変

えて、燃料、樹脂原料として再使用する

3. サーマルリサイクル… 燃焼させ、発生する

熱エネルギーとして回収・利用する

ｄ－リモネンの分子構造

比　　重（20℃）�
粘　　度（25℃、cp）�
沸点範囲（℃）�
引 火 点（℃）�
溶 解 性（水）�
　　　　（IPA）�

0.844�
0.98�
175～179�
48�
不溶�
完溶�

CCH3
CH3

CH2

発泡スチロールリサイクルシステム

“Orange R-net”

ソニーは、環境研究センターの技術開発

によって、発泡スチロール廃棄物を、柑橘類

の皮から抽出されるオレンジオイル、リモ

ネンで溶解減容し、大規模な再生プラント

で再生処理することに成功しました。これ

により、高品質のポリスチレン系再生樹脂

を安定供給することが可能となり、従来環

境負荷が高く、リサイクルが難しいとされ

ていた発泡スチロールのマテリアルリサイ

クルの道を広げることを可能としました。

国内では、東京都内のソニー特約店から

の回収テストを、既に1996年10月よりス

タートさせ、事業化の検討を進めていま

す。また、本システムの普及に向けて、事業

化推進組識を設置し、ＴＶ、新聞、展示会等

によるアピール、システム見学会なども展

開しています。本システムの実用化が包装

材のリサイクル活性化に繋がればと願っ

ています。

生産現場におけるリサイクル(アメリカ）

ペンシルヴェニア州にあるソニーエレク

トロニクスピッツバーグ技術センターで

は、リアプロジェクションカラーテレビ、ダ

イレクトビューカラーテレビ、アパチャー

グリル、熱転写リボン等の製造過程で生じ

る様々な残材の削減、再利用、リサイクルを

進めています。1995年には、削減、再利用で

きなかった製造過程での残材、約180トン

をリサイクルしました。

リサイクルの主なものとしては、ブラウ

ン管をあげることができます。リアプロ

ジェクション型のブラウン管は、100%主要

な鉛製品工場でリサイクルまたは再利用

されています。ダイレクトビュー型のブラ

ウン管のガラス部分も100%リサイクルさ

れています。

また、使用できなかった金属部品もリサ

イクルされ始めました。トリニトロンブラウ

ン管の重要な部品のひとつ、アパチャーグリ

ルの製造からでる鉄くず、アルミニウム、ステ

ンレス、そしてリアプロジェクション型ブラ

ウン管の製造過程からでる鉄くずは、金属再

生業者によってリサイクルされています。

さらに、段ボール紙のリサイクルも開始

されています。損傷や欠陥のため修理でき

ない基板も、はんだの付着した状態で、地

元業者によってリサイクルされています。

部品や器具等を工場へ運ぶ際に利用す

る木製パレットや木製クレートは可能な

限り再利用に努めていますが、まだ十分で

はありません。パレットとクレートのリサイ

クル方法については、1997年中に社員全員

の意見を取りまとめ、実行に移す予定です。

ソニーエレクトロニクスピッツバーグ技術センター
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G
EUROPE

地域特性に応えられる体制

ヨーロッパでは、例えば使用済みの電子

機器に対する企業への要求が、国によりそ

れぞれ違うなど、環境関連の法律や市場

ニーズが国ごとに異なっています。そのた

め、ソニーでは、市場との密接な関係を維

持するため、各国スタッフが定期的にコン

タクトしていくことが大変重要と考え、ド

イツにある欧州環境センターがそのコー

ディーネータの役割を果たしています。

設計段階からはじまる環境への配慮

1995年半ば、ソニーでは、製品の設計段

階からも製品寿命の長期化あるいはリサ

イクル率の向上を図るべく、ソニー独自の

「Disassembly Evaluation Workshop」を導

入しました。

導入以来、ヨーロッパだけでなくアメリ

カ、アジアで設計されたソニー製品もここ

で評価され、各国の設計者たちにフィード

バックされます。デザイン段階の製品は、

その分解性などを評価され、その全ての過

程は設計改良のための意見書とともに文

書で保存されます（関連情報11頁）。

スタッフのレベルアップ

豊富な知識と高い士気を持ったスタッ

フの存在が、企業の成功の重要な要素であ

るのと同様、環境マネジメントシステム

の基本は、スタッフへの教育と適切な情報

提供にあると、ソニーは考えています。欧

州環境センターでは、ヨーロッパのソニー

各拠点を訪問し、スタッフ向けに、一般的

な環境に関する問題や特にソニーに関係

が深い項目に関しての説明／展示会を

行っています。説明会では、質疑応答もあ

り、スタッフの環境に関する知識を確認

することができます。また、展示は、ソニー

で働く全てのスタッフが理解できるよう

に、5カ国語で行われます。（関連情報24頁）

EPS代替素材の追求

EPS（発泡スチロール）の問題を解消する

のは、リサイクルの推進だけではありませ

ん。他の素材で代替することも可能です。ソ

ニーでは、欧州TV部と欧州環境センターの

共同で、経済的かつ環境面への配慮も優れ

たTV用の新しいエアーパッケージを開発し

ました。これは、EPSによる梱包を、違った素

材の利用や運搬方法の見直しにより、マル

チウェイパッケージ（パッケージの回収も

同時に行うもの）を求めることからスター

トしたものでした。しかし、検討の結果、家電

品のマルチウェイパッケージに伴う運搬方

法の見直しは、その対応規模の大きさや難

しさの面から実現が難しいという結論に達

しました。現在、欧州テレビジョングループ

では、マルチウェイパッケージが実現可能

な事業の検討と、その他の代替素材に関し

て開発を進めています。（関連情報10頁）

解体性評価ラボ

lobal
Activities

ソニーの環境活動の大きな特徴は、それがグローバルに展開されていることです。常

に地球規模で環境問題を捉える一方、日本、欧州、アメリカ、アジアと各エリア特性を十

分に配慮して、地域に密着した活動を展開しています。

“Think Globally, Act Locally” のソニーポリシーはここにも生きています。

環境展示会
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製品素材の代替

素材の見直しは、包装材だけでなく、製品

自体でも進められています。欧州オーディ

オグループでは、テトラパックをリサイク

ルしたテクタンと呼ばれる素材で、スピー

カーボックスを開発しています。テクタン

の成分は、アルミニウム5%、ポリエステル箔

20%、紙75%からなっています。スピーカー

ボックスの正面部は、簡単に取り外しの出

来るようにネジでテクタン板に圧縮繊維

（MDF）を貼り付けられています。音質の

テストも良好で、1997年春にはヨーロッパ

の数カ国で売り出される予定です。

●世界規模での最低限の廃棄物の取り扱
い方針の策定

●新たな数値目標と環境活動の基本方針
の設定

外部からの表彰

溶剤の再利用率100%

1996年3月、磁気テープ製造事業所であるフランス

のソニーダックス工場は、資源および廃棄物に対

する徹底した管理に加え、溶剤の再利用やリサイ

クル率の向上が評価され、「1995年 産業部門 環境

への地域貢献賞」を受賞しました。ダックス工場で

は、溶剤は65%がリサイクルされ、残り35%がエネ

ルギー節約のために再利用されています。

EPSリサイクル

1996年4月、ソニーブリジエンド（イギリス）は、そ

の優れたリサイクル活動が評価され「リサイクル

優秀賞」を環境当局より受賞しました。テレビ

CRT工場であるブリジエンドでは、EPS（発泡ス

チロール)のリサイクルに積極的に取り組んでお

り、工程プロセスに組み込まれています。これは

廃棄場不足を解消するために、6年前に導入され

たもので、EPSのリサイクルが可能となってお

り、年間約200トンをリサイクルしています。

WBCSDへの参加

欧州環境センターは、ソニーの代表とし

て、120社以上の国際企業が参加する「the

World Business Council for Sustainable

Development」（持続的発展のための世界

経済人会議）の活動メンバーになっていま

す。また、他の協力関係でもソニーは、1996

年夏に設置された活動団体「Eco-Efficiency」

のワーキンググループのリーダーに就任し

ています。このワーキンググループの目的

は、環境負荷の低減が、経済面での効率化に

もつながることや、その実現には正しい運

用が必要なことを示すことと言えます。現

在、下記の重点課題を掲げています。
●10～15年単位で、今後の活動シナリオ
を立案

●化学業界、電子業界を含めた、情報開示
の拡充

CARE “VISION 2000”

1993年、電子機器のリサイクル上の

様々な問題を解消していくため、ヨー

ロッパの研究機関が中心となって、CARE

“VISION 2000”がスタートしました。これ

はEUREKAプロジェクトの一つで、研究

機関や大学だけでなく、電機業界、コン

ピュータ業界、リサイクル業界から125以

上の企業・団体が参加しており、ソニーは、

その運営の中心的な役割を果たしていま

す。 1996年11月には第一回の国際会議

「CARE INNNOVATION ’96」がドイツ・フ

ランクフルトで開催され、進捗状況や新し

い計画について報告、討議が行われまし

た。この会議は、3回に分けて計画したもの

の第一回目で、次回の予定地はオースト

リアのウィーンで、第三回はドイツ・ハ

ノーバーでエキスポ2000の開催に合わせ

て行う予定です。

EUREKA = 欧州先端技術構想
CARE = Comprehensive Approach for the

Recycling of Electronics
電子機器のリサイクルへの総合的な取り組み

※その他、13頁、18頁、26頁に欧州関連の情
報が紹介されています。
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U.S.A.

使用済製品対応方針の確立

ソニーエレクトロニクスでは、使用済製

品の処理に対する関心の高まりに応じて、

ソニー製品が使用済となった時の、製造者

としての対応方針を1996年1月1日に採択、

実行に移しました。対応方針を確立する

ことによって、営業担当者をはじめとし

た当社スタッフは、使用済となったソニー

製品に関する問い合わせに、より良い対

応を取ることが出来ました。以下はその

方針の抜粋です。
● 製品に対する企業の責任は、生産から製
品が寿命を迎え、処理されるまでをカ
バーする。

● ソニーエレクトロニクスはエレクトロ
ニクス製品の製造者としての立場上、使
用済製品の処理を含めた管理に関して、
その責任を消費者と共有していると考
えている。

リサイクルへの積極的な取組

ソニーエレクトロニクスでは、発生する

あらゆる関連廃棄物のリサイクルを、奨励、

推進していく方針です。ソニーはエレクト

ロニクス製品の生産過程で生じた全ての

廃棄物のリサイクルを推進しています。さ

らに製品が使用済となった時に有効にリ

サイクルできるように、製品デザイン、ラベ

ル、パッケージの改良に努めていきます。

ソニーエレクトロニクスではソニーブラ

ンドで販売、生産される全ての製品と部品

に関して、廃棄物になった際、環境に最も

優しいリサイクルの方法、または最適な処

理を行うことにしました。この方針をサ

ポートするために、ソニーは以下に記す様

に使用済製品のリサイクルを推奨、促進す

るように努めていきます。

環境汚染物質の工場からの放出・廃棄は、

6年連続で減少し、1995年度に比べ3%減、

1988年度から比べると75%減と環境活動

の成果が現れています。（関連情報 15頁）

製品回収への取組

北米では、すでに3つの製品回収プログ

ラムが実行に移されています。ソニーエレ

クトロニクスでは1992年からニカド蓄電

池の回収プログラムを実施、1995年にはそ

の範囲を全ての蓄電池に拡大しました。こ

のプログラム促進のために、ソニーはソ

ニーのラベルがついている全ての電池に

対しての回収センターから先の送料とリ

サイクルの費用を負担しました。つまり、

ソニーでは消費者が使用済みの電池を

サービスセンターに持ち込むか、一部で

は、ソニーの回収センターが着払い郵便を

提供することで、回収リサイクルが出来る

環境を作ったのです。（関連情報18頁）

Neuvo Laredo Mexicoに1996年にオープ

ンしたソニー消費者製品センターでは、全

ての製品の返品を認めています。現在、返

品された修理不能な製品は、月間約45トン

がリサイクルされています。

また、ソニーは1997年年初から、修理交

換されたブラウン管（CRT）のリサイクル

プログラムを開始しました。消費者が、

サービスセンターかソニー特約店にソ

ニー製のCRTの交換を頼めば、古いCRTは

リサイクルセンターへと集められ、部品は

全て分解され、リサイクルされます。

汚染物質の削減

北米でのソニーの製造部門は、 Neuvo

Larego Mexicoでのソニー消費者製品セン

ターや磁気製品・テープ工場の開設、

Mexicali Mexicoでのテレビ組立工場、ピッ

ツバーグにおける35インチテレビ生産、そ

してGilbert ArizonaにおけるMaterials

Resource社の Chemical Vapor Deposition

Processingなど、数、規模ともに強化され

ています。また、ピッツバーグのガラス工

場やTijuana MexicoのVCR組立工場も

1997年3月より稼働しました。

こうした中、水、エネルギーおよび化学

品の利用は年々増加し続けていますが、

生産過程で発生した廃棄物もリサイクル

また、北米地域では、1996年は、今まで廃

棄されてきたプリント基板やオフィス紙

に至る3万6千トンの廃棄物をリサイクル

することで、180万ドル以上の収益増をも

たらすという、記録的な年となりました。

1996年のソニーエレクトロニクスの従業

員一人当たりのリサイクル総量は1.8トン

に達し、廃棄物のリサイクル率は約70%と

なっています。その中でもオーディオ製造

部門は、3年連続リサイクル活動がトップ

となり、1996年のリサイクル率は87%に達

しました。また、エネルギー消費削減計画

では、1996年、毎時2,300万キロワットの節

約を達成し、130万ドルの費用削減を達成

することができました。（関連情報14頁）

厳正な環境監査

ソニーの北米における環境保全活動の

監査は、今年で13年目に入りました。すべ

ての工場に対し年に1度監査を行ってお

り、主要なものについては更に3ヶ月毎の

フォローアップ検査を行っています。1996

年には、これらの監査の結果、350以上の

勧告がなされました。

American Video Glass Company
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外部からの表彰

シンガポール「グリーンリーフ  アワード」受賞

シンガポールのソニーグループが、シンガポール

環境大臣から「グリーンリーフ  アワード」を受賞

しました。

このアワードは、シンガポールの環境と社会に大

きく貢献した会社に与えられるものであり、今回

の受賞は、紙のリサイクルプロジェクトを推進

し、それによって得た益金16万シンガポールドル

を腎臓疾患の患者のために寄付する等の幅広い

活動が評価されたものです。

受賞式は、1996年11月3日に行なわれました。

Communication Program

ソニーの北米におけるCommunication

Programでは、幅広い対象を網羅するた

め、北米の環境担当者や世界中の地球環

境委員にはマンスリーレポートを送付、

全従業員には環境をテーマにしたカレン

ダーとともに配布しました。また、1996年

には、当該年度の環境関連活動をまとめ

た年次報告書の導入が行われました。（関

連情報25頁）

環境マネジメントシステム

アジア地域のソニー生産拠点では、法

規制の遵守にとどまらず、自主的な活動

を推進すべく、環境マネジメントシステム

の構築に取り組んでまいりました。ISO-

14001制定に伴い、各国政府系認証機関主

導の下に実施された認証パイロットプロ

グラムに積極的に参加し、各国の環境保全

活動にはずみをつけてきました。この結

果、1996年には、6つの事業所でISO-14001

の認証を取得することができました。
● 6月：ソニーディスプレイデバイス（シン
ガポール）が、シンガポールの事業所で
初めて認証を取得

● 6月：ソニーエレクトロニクス（韓国）が、

TÜVから認証取得
● 8月：ソニープレシジョンエンジニアリ
ングセンター（シンガポール）が、シンガ
ポールでは第三番目の事業所として認
証を取得

● 9月：ソニービデオ（台湾）が、台湾の事業
所では初めて、Bureau of Commondities
Inspection & Quarantine （BCIQ）から
ISO-14001の認証を取得

● 12月：ソニーエレクトロニクス（マレーシ
ア）とソニーメカトロニクス（マレーシア）
が、マレーシアの事業所で初めて認証を
取得（このほかソニーグループ圏で、同時
に3事業所が認証取得しています。）
その他の製造事業所も98年3月までに全

て認証取得できるよう努力しています。ま

た、ISO-14000シリーズの制定においてはマ

レーシア、シンガポールのソニーからTC

（Technical Committee）207に国際会議代表

を派遣し、標準化に貢献してきました。SC

（Subcommittee）3環境ラベルには現在もシ

ンガポールから代表が参加しています。

環境関連技術プログラム

環境負荷の継続的な低減を進めるには、

環境関連技術の開発、刷新を進めることも

また不可欠です。そのため、ソニーアジア

地域では、環境関連技術プログラムをス

タートさせ、環境活動の強化、環境負荷の

低減、世界市場での競争力向上を繋げてい

ます。1996年には、環境関連技術プログラ

ムの第一段階として、特に重要で有意義な

ものとして、以下の項目について検討が重

ねられました。今後も当プログラムの成功

に向け、積極的に取り組んでいきます。
● 廃棄物の極小化
● 環境配慮型製品への改良
● リサイクル技術・工程の革新
● 危険物および廃棄物の管理

Energy Star Programの基準を100%

クリア

コンピュータの市場導入以降、北米で

は、ソニー製品のデザインを一層環境配

慮型とすべく努力しています。中でも

1995年に導入したコンピュータモニタは、

Energy Star Monitorの基準を100%満たす

もので、高い評価を得ています。（関連情

報14頁）
※その他、6頁、13頁、19頁、27頁に米州関連
の情報が紹介されています。

ASIA

高い環境意識の下に

現在アジア地域のソニー各社は、各種環

境活動の取り組みを強化し、環境負荷の

一層の低減と、ビジネス上の競争力の向上

に努めています。特に、環境管理と環境関

連技術プログラムは、最重要課題として取

り組んでいます。アジア地域は、環境管理

面ではまだこれからの地域と言えますが、

ソニーでは、環境活動を事業の全ての面で

最優先事項として対処していく方針です。 ISO-14001環境監査 ※その他、13頁、16頁にアジア関連の情報が紹
介されています。
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SONY
現在、全世界のソニーグループは、約16万人の従業員が働く、大きな人間集団となっ

ています。この全ての人々が、環境保全活動に本気で取り組み、その成果を最大限高め

られるよう、ソニーでは各種環境教育の実施をはじめ、オフィス部門の取組目標の設

定、環境ファンド制度の創設、さらには報奨制度の導入などを行っています。また、従業

員の自主的な貢献活動に対しても積極的な支援を行っています。

People

グリーン購入の推進
企業はその全ての活動において環境を配慮
した行動を進めるように求められています。そ
の中でも私たち製造業者が環境を配慮して物
を買うという行為は、環境を配慮した物作りを
進める第一歩と思われます。製造業の企業が買
う物とは、
a）企業活動に必要なオフィス機器、オフィス日
用品等、

b）加工して製品に仕上げるための材料等、
c）製品を製造するのに必要な副資材、設備、エ
ネルギー等に分類できます。
既にソニーではa）b）c）それぞれについて環

境を配慮した購入を一部実施しています。ま
た、全世界のソニーグループを対象に、まずa）か
ら進めて行くことを正式に決定、具体的には、
（1）オフィスで使用される紙は漂白を削減し

た白率70%の用紙を使用
（2）リサイクルできる複写機の採用
（3）省電力コンピュータの採用
等を進め、かつグリーン購入ガイドラインを全
世界で策定中です。
その他什器、筆記用具、ファイルなどリサイ

クルが可能で、廃棄する際にも環境に影響の小
さいOA機器の開発、普及を待って社内への導
入を推進する予定です。

ソニーの環境教育
環境保全は限られた人間だけがやるのでは
なく、一人ひとりが本気で努力してはじめて成
果があがるとソニーは考えます。そのためソ
ニー本社では、対象者と目的・内容別に環境教
育研修コースが用意されています（右記表をご
参照下さい）。新入社員共通オリエンテーション
はその年の新入社員全員に、またMBSは海外事
業所でも実施されています。海外ではMBS以外
にも各地域で独自の環境教育プログラムが実
施されています。（関連情報20頁）

エコプラザ
エコプラザは、ソニーグループ全社員が、環

境問題を正しく認識し、それぞれが自分のでき
る保全活動を進めるための情報提供スペースと
して、1995年9月1日に本社にオープンしました。
ここではソニーが開発した環境配慮商品の具体
例やISO-14001の世界での取得状況、事業所での
環境対策などを一望することができ、また図書
やビデオの閲覧もできるようになっています。

定期刊行物
一般社員への啓蒙や最新情報の伝達のため

に様々な刊行物が地球環境委員会で作成され、
全世界で広く配布されています。
また社内報、ビデオニュースなどでも随時環
境情報が発信されています。

刊行物

エコプラザ

ソニー本社環境教育研修体系

社会貢献と環境問題�共通オリエンテーション�

新入社員技術系研修�

ソニー通信教育講座�

環境管理実務講座�

環境に配慮した�
商品開発・設計講座�

�

環境問題と企業の役割�

内部環境監査人認定講習�

内部環境監査人フォローアップ講習�
�

やさしい「環境ISO入門」�

・ 新入社員�

・ 管理職�

・ 環境業務担当者�

・ 一般社員�

・ 一般社員�

階層別研修�

専門別研修�

自己啓発�

Manufacturing�
Business School �
（MBS）�

地球環境と�
ソニーの環境活動�
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ソニー・アイドリング・ストップ運動スタート
国内ソニーグループでは、環境庁より提案の
あったアイドリングストップ運動を展開してい
ます。全事業所の総務連絡会で宣言し、全社を
挙げて無駄なアイドリングを止める活動が始
まりました。
1996年11月にスタートしたこの活動は、各事
業所個々の活動へと移行しており、ソニー本社
では、社有車全車に『アイドリング・ストップ運
動中』というステッカーを車内、車外に貼り、運
転することになっています。また、駐車場にも、
同じく『アイドリング・ストップ運動中』ののぼ
りを10本程度設置し、その徹底を図っています。
一日にたった30分のアイドリングを止める

だけで何と国内ソニーグループ全体で年間約
1,500万円のコストセーブになります。アイドリ
ングをストップすると共に適正な運転を推進
することが、私達企業に課せられたテーマと考
えています。

「子供が描いた絵」
北米のソニーエレクトロニクスでは、毎年

Earth Day（地球の日）に、「子供の描いた絵」のコ
ンテストを実施しており、1996年で6回目を迎え
ました。環境問題に対する子供たちの素直な視
点を絵で表現してもらうもので、1996年は1994
年に引き続き「省エネルギー」をテーマとしま
した。優秀な作品は、カレンダーとしてソニーエ
レクトロニクス全従業員に配布しています。

地域の中学校との環境交流（国内）
品川区立日野中学校は1995年度の環境指定

校です。地元の学校と環境で交流がしたいとい
う思いから、この年から日野中学校と当社の交
流が始まりました。
学期毎の家庭学級では、社会環境部から講師
を派遣して環境講座を開催したり、地球環境展
示室Eco Plazaなどを見学していただいていま
す。文化祭には、リモネンの実演をするなどし
て、環境技術の紹介をしています。

環境ファンド制度
ソニーでは、地球環境保全関連技術の全社的

な活性化を図るための、具体的施策の一つとし
て、ソニー地球環境委員会が審議し、研究費は本
社負担としてサポートする「環境ファンド制度」
を、1993年1月に創設しました。
環境ファンド適用の条件は、地球環境保全に
貢献することが明確であり、かつ、革新的、創造
的な内容で、原則として全社共通に貢献できる
研究テーマであることなどです。申請は全世界
のソニーグループから可能です。
1996年度までの応募件数は51件、この内、41件
をサポートし、実用化率65%の成果があります。

ソニー地球環境賞
ソニーでは、地球環境保全に関して顕著な成

果をあげた活動を表彰する「ソニー地球環境賞」
を1994年2月に創設しました。この賞は、全世界の
ソニーグループの組織および個人を対象とし
て、カンパニー、事業所、関連会社等の活動の中か
ら地球環境保全に関して社内の規範となるよう
な成果をあげたものに対して、分野別に「技術賞」
「プロダクト賞」「マネジメント賞」として表彰す
るものです。さらに、これらの活動の中で最も優
れた活動に対しては「大賞」が授与されます。第3
回目の1996年は、応募件数91件（国内62件、海外29
件）の中から、選考委員会による選考の結果、大賞
4件、技術賞1件、プロダクト賞4件、マネジメント
賞10件、さらに、次点として「貢献賞」8件を決定し
ました。表彰式は、社長の出席のもと、1996年6月
14日、ソニー本社において行われました。
尚、これは毎年、6月5日の「世界環境デー」に

ちなんで行われるものです。

第3回の受賞テーマと受賞者
大賞
■ Improved Bi-National Solid Waste
Recycling

Sony Video-Tech de Mexico, S.A.de C.V., Sony
Video-Tech de Mexico Support Center
従来製造工程で排出される廃棄物は、米国に
持ち帰り埋め立てていたが、Sony Video-Tech
de Mexicoでは、メキシコ地元リサイクル業者と
共同でリサイクルするシステムを1993年より構
築し、廃棄物のリサイクル率の向上を図った。

■環境管理システムの構築と保全活動推進
パーソナルAVカンパニー環境ISO推進委員会
ソニー幸田、ソニー美濃加茂、ソニー木更津
環境保全活動を推進するための体制を整え、廃
棄物や環境汚染物質の削減、省エネルギーの推
進、レスペーパーなどで顕著な実績を達成した。
また、いち早く環境の国際規格に対応した環境マ
ネジメントシステムの構築と運用を図り、BS7750
規格やISO-14001/DIS規格の認証を取得した。

■廃テレビ解体、ブラウン管リサイクルシス
テムの開発研究（詳細17頁）

生産システムビジネスセンターFAシステム部、
商品リサイクル部会 廃TVワーキンググループ

■軽量、低消費電力を実現した高精細液晶プ
ロジェクションテレビの商品化

ディスプレイカンパニー プロジェクタ部、セ
ミコンダクタカンパニー LCD部
画面の大型化と薄型・軽量化を同時に実現す
るために、当社製の1.35型ポリシリコンTFT液

晶パネルを採用。R/G/B各色ごと
に計3枚のパネルをコンパクトな
光学ユニットに収めることで37型
の大画面ながら14型テレビ並みの
薄さ（奥行き39㎝）と、24型テレビ
並みの軽さ（重量29㎏）を実現し
た。また、光源には新開発の100W
高輝度ランプを使用し、160Wの低
消費電力を実現した。さらに、高輝
度ランプをユーザー交換可能とし、
返品システムを確立した。

交換可能な高輝度ランプ

技術賞
■使用済みインクリボンの染料リサイクル
研究（詳細11頁）

中央研究所 環境研究センター、 技術グループ
レコーディングメディア＆エナジーカンパニー
プリントメディア部
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プロダクト賞
■偏向ヨークの省資源と省エネルギー
ディスプレイカンパニー 偏向・高圧デバイス部
偏向デバイス課
テレビやコンピュータ用ディスプレイの偏

向ヨークの設計改革に取り組み、部品点数で従
来比34%の削減を達成した。また、消費電力では
従来比8%の削減を達成した。

■光学ピックアップの省資源と省エネルギー
コンピュータペリフェラル＆コンポーネントカ
ンパニー 電子デバイス部門光デバイス部
セミコンダクタカンパニー 半導体レーザ部
超小型デバイスの開発などにより、部品点数
を大幅に削減し（従来比48%減）、減量化（従来比
35%減）と省電力化（従来比31%減）を達成した。
また、納品する際に使用した部品ケースをその
まま出荷用ケースとして転用できるよう包装
設計を工夫した。

■大型テレビの省エネルギーと省資源
ディスプレイカンパニー 国内TV部
大型ワイドテレビの設計にあたり積極的に

省エネルギー化に取り組み、動作時で132Wとい
う低消費電力を実現し、スタンバイ時でも従来
比約50%の電力量削減を達成した。部品点数も
従来比約40%の大幅削減を実施した。また、使用
する材料の統一化につとめ、リサイクルのしや
すさに配慮した。

■長時間撮影を実現したスタミナハンディカ
ム商品群（詳細10頁）

パーソナルAVカンパニー パーソナルビデオ部
門 PV1部、PV3部、PV4部

マネジメント賞
■Wastewater Recycling and Reuse
Sony Display Tube Company
ブラウン管製造工場としては世界で初めて、廃
水のリサイクル・リユースシステムを構築し、カ
リフォルニアの貴重な水資源の保全に貢献した。

■Total Environmental Management
American Video Glass Company
ブラウン管用のガラス製造プラントを設立

するためには、一酸化窒素の排出や廃水の処理
システムなどに関して義務付けられた厳しい
規制を満足する必要がある。American Video

Glass Companyではこれらの規制をクリアし、
プラントの設立を可能にした。

■ Improved Environmental Performance
Pencoed Technology Center, Sony Manufactur-
ing Company U.K.
環境フィロソフィーを制定し、持続的に環境保
全活動を推進し、廃棄物削減、電力や水の使用量
削減、レスペーパーなどで優れた改善を達成した。

■Registration of Environmental Man-
agement System according to EMAS
Regulation

Sony-Wega Produktions G.m.b.H.
環境管理システムの確立と優れた環境パ

フォーマンスを達成し、取得が難しいとされる
ヨーロッパスタンダード（EMAS）の外部監査に合
格し、認証を取得した。ソニーヨーロッパの中では
初めての取得であり、また、ドイツにおいても民
生用電子機器工場として二番目の取得である。

■Establishment and Implementation of
Recycling System for Computer
Displays（詳細18頁）

Sony Deutschland International, Computer
Peripherals Components Europe

■Promotion of SEM Environmental
Activities

Sony Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
環境保全に対する活動について、マレーシア

政府やNGO、一般市民に対し、セミナーや展示
会を開催して積極的な情報開示を行った。

■酸化鉛還元剤によるはんだ使用量の削減
パーソナルAVカンパニー関連技術部
はんだ付け工程から出るはんだドロス（はん

だの酸化物）を、利用可能なはんだに再生するた
めの過程で、使用する還元剤を標準化した。この
標準化された還元剤を導入することで、はんだ
の使用量を従来比35%削減した。

■リチウムイオン電池廃部材の再資源化
㈱ソニー・エナジー・テック 総務部施設課
リチウムイオン二次電池の製造工程において
排出される廃棄物の再資源化に取り組み、リサ

イクルシステムを構築して廃棄物の大幅削減
を実現した。（関連情報18頁）

■欧州向けカラーテレビで環境に配慮した
設計の推進

ディスプレイカンパニー 欧州TV部
欧州向けカラーテレビの機構設計を担当す

る全部門の協力により、環境保全に配慮した
商品の設計を積極的に推進した。具体的には、
ハロゲン・フリー難燃材料や無塗装ベズネット、
スピーカー・グリル一体成形ベズネット、ス
ピーカー・ボックスとバッフル板とのジョイン
ト方法など環境への負荷低減に配慮した技術
の開発・導入を実現した。（関連情報11頁）

■環境保全活動を組織的に積極推進
ブロードキャストカンパニー 環境保全活動4つ
の分科会
省電力設計、リサイクル設計、解体設計、有害
物質管理等の環境保全活動において、組織的、計
画的に取り組み、製品アセスメントを強化し、設
計業務標準を整備した。

ソニー・ヨーロッパ地球環境賞
1995年6月にソニーヨーロッパの環境保全を
より活性化するため、「ソニーヨーロッパ地球
環境賞」を創設しました。この賞は、「エコ効率
賞」を新しく加えた点を除き、全世界対象の「ソ
ニー地球環境賞」と同じ内容になっています。
欧州におけるソニーグループの活動の中から、
環境保全に貢献した成果に対して、ソニーヨー
ロッパの会長が表彰するものです。第2回目の
1996年は、応募件数16件の中から、技術賞1件、
マネジメント賞3件が選ばれました。表彰式は
1996年9月24日にソニードイツで行われました。

28型ワイドテレビCRT用偏向ヨーク（改善後/改善前）

はんだ酸化物（ドロス）還元のリサイクルフロー

はんだ�
基板のはんだ付け（50％）�

ドロス（50％）�

ド
ロ
ス
の�

復
元
作
業�

還元作業後の�
残渣（15％）�

業者により�
はんだへ再生�

はんだへ還元（35％）�

ドロス還元剤�

再使用（はんだ使用量削減）�

KV-C29シリーズスピーカーグリル一体成形ベズネット
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社会貢献活動

ソニーの社会貢献活動は、教育、福祉、文化･
芸術、国際交流など幅広い分野で行なわれて
いますが、ここでは環境･自然保護の分野の活
動に焦点をあて、その一部をご紹介します。

地域清掃運動（大分県）
ソニー大分では、6年前から年2回、社員のボラ
ンティアで黒津崎海岸の清掃を行っており、毎
回100名以上が参加しています。

白鳥飛来地周辺の清掃と餌づけ（宮城県）
ソニー白石セミコンダでは、白鳥の飛来地で
ある白石川周辺の清掃と白鳥の餌づけを社員
により毎シーズン行っています。

クリーンアップ歩きingキャンペーン（愛知県）
ソニー一宮では、地域に密着した地域貢献活

動として、サイクリングロードを歩きながら、周
辺の清掃を行うといった木曽川河畔のクリーン
アップ歩きingキャンペーンを実施しています。

重油流出事故への支援活動（国内）
ロシアタンカー・ナホトカ号の重油流出事故

で、ソニーグループは積極的な支援活動を行っ
てきました。ソニー根上（石川県）では、社員の
ボランティアが、海岸の重油回収作業と巡回パ
トロールを行い、ドラム缶23缶を提供。ソニー稲
沢（愛知県）でも50名の社員ボランティアが回
収作業に参加。本社からは、被害状況記録用に8
ミリビデオカメラ、テレビ等が寄贈されました。

キャンプ場に苗木を（米国）
ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント

では、社員ボランティアにより、療養中の子供
たちが過ごすキャンプ場に苗木を植えました。
他にも、老人ホーム等で苗木を植えたり、壁の
塗りかえをしたり、地域への貢献活動を活発に
行っています。

ソニーの社会貢献全般については下記まで
お問い合わせ下さい。
ソニー㈱社会貢献室 03-5448-2355（Tel）

03-5448-2183（Fax）

地域清掃活動（米国）
ソニーエレクトロニクスソニー（ニュー

ジャージー州）の社員は、ボランティアでVAN
SAUN公園（Paramus）の清掃、地域環境への貢
献を推進しています。

Project E.A.R.T.H.(カナダ）
ソニー・ミュージックエンタテインメント・カ
ナダは、Environmentally Aware and Ready To Help
（E.A.R.T.H.）のスローガンを掲げ、地球環境保護
活動を推進しています。

Harpy Eagleの保護（パナマ）
ソニー･パナマは、絶滅の危機に瀕している
パナマの国鳥Harpy Eagleの保護活動を専門家
と供に推進しています。

地球にやさしいソニー大分の日／黒津崎海岸の清掃

塩素フリーの紙で印刷されたカレンダーとパンフ

レット。100%リサイクルできます。

外部からの表彰

ソニー幸田が緑化管理優秀工場・通商産業大臣

賞受賞

財団法人日本緑化センター主催の第15回工場

緑化推進全国大会において、ソニー幸田が「緑化

管理優秀工場・通商産業大臣賞」を受賞しました。

ソニーグループで初めての受賞です。

ソニー幸田は、地球環境保全活動を経営方針の

柱の一つに位置づけており、社員の自主的な緑化

活動や、緑地の維持管理、地域から親しまれる開

放型工場を目指した活動等が評価され、これまで

も中部通産局長賞等の表彰を受けており、こうし

た実績が今回の受賞につながりました。
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各ゾーン毎のデータコレクション

各ゾーン地球環境委員会では、６カ月

または各年度毎に、担当ゾーン内の関係事

業所におけるエネルギー、廃棄物などの環

境データを収集し、各々の行動計画に対す

る進捗状況をチェックします。これらの

データは基本データとして活用されると

ともに関係者に伝達され、必要に応じて施

策の見直しに役立てられます。

欧州 地球環境委員会�

日本 地球環境委員会�

北米 地球環境委員会�

アジア�
地球環境委員会�

各地球環境委員会の担当範囲

日本地球環境委員会： 日本、中国、オセアニア、中南米の一部

欧州地球環境委員会： ヨーロッパ、トルコ、アフリカ地中海沿岸、ロシア

北米地球環境委員会： 南北アメリカ

アジア地球環境委員会： 日本、トルコ、中国を除くアジア諸国、中近東、アフリカ

DATA
ソニーの事業活動に伴う環境データの収集システム

グローバルデータコレクション

各ゾーンの環境データと各ビジネスグ

ループの化学物質使用状況は、年度毎に日

本の地球環境委員会に報告され、グローバ

ル環境データとしてまとめられます。これ

によりソニーグループ全体での事業活動

に伴う環境負荷が把握され、行動計画に対

する進捗状況が地球環境会議において議

論されます。（製品それ自体の環境負荷に

ついても定量化の検討をしています。）

各ビジネスグループによる調査

生産活動における化学物質使用状況に

ついては、ビジネスグループ毎に関係する

事業所のデータを収集しています。これは

商品毎に生産工程が決められるため、化学

物質の使用削減や代替物質の検討などに

ついて、得られたデータをもとに商品設計

や生産工程の見直しに反映するためです。


