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ソニーのCSR（企業の社会的責任）活動は、「健全な事業活動」と、

ステークホルダーの皆さまからも期待の高いソニーの「イノベーション」の力により、

持続可能なより良い社会の建設に貢献していくことを目的としています。

そして、これらを通して、ステークホルダーの皆さまの信頼を高めていくことをめざしています。

また、ソニーは、社員一人ひとりによるCSR活動の実践が、持続可能な社会の実現に加え、

ソニーの企業価値の向上にも寄与すると考えています。

CSR情報と財務情報を統合した企業情報開示へのステークホルダーの関心が高まっています。

そうした背景をふまえ、今年度、ソニーは、従来のアニュアルレポートとCSRレポートそれぞれに

記載されていた情報を一冊にまとめた新しいアニュアルレポート	(one	report)を発行することにしました。

本レポートのCSRハイライトでは、ソニーのさまざまなCSR活動のうち、ソニーの事業活動と直接関連するもの、

また、ステークホルダーの皆さまからの関心が特に高い活動の概要を紹介しています。



コーポレートガバナンス

　 ソニー（ 株 ） は、 経 営 の 最 重 要 課 題 の 一 つとして、 
コーポレートガバナンス体制の強化に取り組んでいます。 
その一環として、2003 年に会社法上の「委員会設置会社」
を経営の機関設計として採用し、法令に定められた事項を
遵守することに加え、業務執行の監督機関である取締役会
の執行側からの独立性を強化するための事項、各委員会が
より適切に機能するための事項などの独自の工夫を追加し、
健全かつ透明性のある仕組みを構築・維持しています。また、
それぞれの責任範囲を明確にした上で取締役会が執行役に
業務執行に関する決定権限を委譲し、迅速な意思決定に 
よる効率的なグループ経営を推進しています。	

		経営機構の概要
	
　ソニー（株）は、法定機関として、株主総会で選任された	
取締役からなる取締役会、および取締役会に選定された取締役
からなる指名・監査・報酬の各委員会、ならびに取締役会で	
選任された執行役を設置しています。これらの法定機関に加え、
特定の担当領域において業務を遂行する業務執行役員を設置
しています。

		ソニー独自の工夫

　ソニー（株）では、ガバナンス強化のため、法令に定められた
事項に加え、取締役会の執行側からの独立性を確保するため
の事項、各委員会がより適切に機能するための事項などを	
取締役会規定に盛り込み、制度化しています。その主なものは、
以下のとおりです。

•			 取締役会議長・副議長と代表執行役の分離
•			 社外取締役の再選回数の制限
•			 各委員会議長の社外取締役からの選定
•			 利益相反の排除や独立性確保に関する取締役の資格要件の制定
•			 指名委員会の人数の下限の引き上げ（5名以上）、また2名
以上は執行役兼務の取締役とすること

•			 原則として報酬委員の1名以上は執行役兼務の取締役とすること
•			 報酬委員へのソニーグループのCEO、COOならびにこれに
準ずる地位を兼務する取締役の就任禁止

•			 原則として監査委員の他の委員会メンバーとの兼任の禁止

		リスク管理体制

　ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、
社内部署が、定期的なビジネスリスクの検討・評価および、それ
ぞれが担当するビジネス領域におけるリスクの発見・情報伝達・
評価・対応に取り組んでいます。
　さらに、ソニー (株)の執行役は、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、このようなリスク
管理体制の整備・運用を推進しています。
　コンプライアンス担当執行役は、コンプライアンス、内部	
監査、グループリスク、その他関連部門による活動を通じて、
リスク管理体制の整備・運用を推進しています。
　さらに、事業継続計画の策定などリスク管理施策を横断的
に推進するため、ソニー（株）内にグループリスクオフィスを	
設置しています。

株主総会

取締役会

執行役

業務執行役員

指名委員会

監督機能

執行機能

報酬委員会 監査委員会

内部監査部門

会計監査人

監督

委員会メンバーの選定・解職

取締役の選解任

監査

権限委譲
執行役の選解任／

権限委譲

監査 連携

監査報告

選解任

報
告

監
督
・
評
価

取締役の
選解任議案の決定

会計監査人の
選解任議案の決定

報酬決定

報酬決定

コーポレートガバナンス機構
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ソニー株式会社取締役（2012年6月27日現在）

議長：ハワード・ストリンガー
副議長：永山　治 *	
平井　一夫	 ソニー（株）	代表執行役	社長	兼	CEO
中鉢　良治	 ソニー（株）	代表執行役	副会長	
加藤　優	 ソニー（株）	執行役	EVP	CFO
ピーター・ボンフィールド *	 NXP	Semiconductors	N.V.	チェアマン・オブ・	
	 ザ・ボード
安田　隆二 *	 一橋大学大学院	国際企業戦略研究科教授
内永　ゆか子 *	 （株）ベネッセホールディングス	取締役副社長	
	 Berlitz	Corporation	
	 代表取締役会長兼社長兼 CEO	
	

矢作　光明 *	 （株）日本総合研究所	特別顧問
謝　正炎 *	 LinHart	Group	ファウンダー＆チェアマン
ローランド・ヘルナンデス*	 Telemundo	Group,	Inc.	元チェアマン＆CEO
安樂　兼光 *	 （株）みずほフィナンシャルグループ	取締役
小島　順彦 *	 三菱商事（株）		取締役会長
永山　治 *	 中外製薬（株）		代表取締役会長	最高経営責任者
二村　隆章 *	 公認会計士

監 督
取締役会
・	ソニーグループの経営の基本方針の決定	 ・各委員会メンバーの選定、解職	 	 	
・	ソニーグループの業務執行の監督	 ・執行役の選解任および代表執行役の選定、解職

報酬委員会

・	取締役、執行役、業務執行役員およびグループ	
役員の個人別報酬の方針、ならびに、かかる方針
にもとづく取締役および執行役の個人別報酬の額
および内容の決定

議長：	安田　隆二 *
委員：	謝　正炎 *
	 加藤　優

監査委員会

・	取締役・執行役の職務執行の監査
・	会計監査人の監督
・	計算書類および事業報告の確認

議長：	二村　隆章 *
委員：	矢作　光明 *
	 安樂　兼光 *

指名委員会

・	取締役の選解任議案の決定

議長：	ピーター・ボンフィールド *
委員：	永山　治 *
	 ローランド・ヘルナンデス*
	 小島　順彦 *
	 ハワード・ストリンガー
	 平井　一夫
	 中鉢　良治
	
	

（上記は 2012 年 6月 27 日現在の新任取締役・執行役およびその役職情報）

執 行
執行役
・	取締役会から授権された範囲での、ソニーグループの業務執行の決定および遂行

平井　一夫 **	 代表執行役	社長	兼	CEO
中鉢　良治 **	 代表執行役	副会長
吉岡　浩	 執行役	副社長
	 メディカル事業担当
木村　敬治	 執行役	EVP
	 知的財産担当
ニコール・セリグマン	 執行役	EVP	ジェネラル・カウンセル
加藤　優 **	 執行役	EVP	CFO
斎藤　端		 執行役	EVP	CSO

根本　章二		 執行役	EVP
	 プロフェッショナル・ソリューション事業、	
	 デジタルイメージング事業、ディスク製造事業、	
	 システム＆ソフトウェアテクノロジープラット	
	 フォーム、コーポレートR&D 担当
鈴木　智行	 執行役EVP
	 半導体事業、デバイスソリューション事業、アド	
	 バンストデバイステクノロジープラットフォーム	
	 担当
鈴木　国正		 執行役 EVP
	 PC 事業、モバイル事業、UX・商品戦略・クリ	
	 エイティブプラットフォーム担当** 取締役を兼務

*	会社法第 2条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしています。

業務執行役員
・	ビジネスユニット、本社機能、研究開発など、特定領域についての取締役会および執行役が決定する基本方針にもとづく担当業務の遂行
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　 法 令 を 遵 守し、倫 理 的 に 事 業 活 動 を 行 うことは、 
ソニーの企業文化において最も基本的な事項の一つです。
ソニーでは、この実行のため、本社および世界各地におけ
るコンプライアンス統括部門とグローバル・コンプライアン
ス・リーダーシップ・チームで構成されるグローバルなコン
プライアンス・ネットワークを構築しています。また、「ソニー
グループ行動規範」の制定と導入、内部通報制度の導入を
行っています。ソニーは、ソニーグループ全体における誠実
な事業活動への取り組みを強化し、法的・倫理的問題に適切
に対応する体制を確保するため、これらの取り組みを推進 
しています。

		コンプライアンス体制強化の取り組み	

　ソニーは、法令、規則および社内規則・方針の遵守と倫理的
な事業活動の重要性をソニーグループ内に周知徹底し、	
推進していくことを目的として、2001年7月、コンプライアンス
統括部門をソニー（株）に設置し、ソニーグループ全体の	
コンプライアンスの方針および体制の整備に取り組んでいます。
　また、2003年7月、米州、欧州、日本、東アジア＊1、パン
アジア＊2において、地域のコンプライアンス活動を統括する
部門を設置し、コンプライアンス・ネットワークを構築しています。
＊1	 担当地域：中国本土・香港・台湾・韓国
＊2	 担当地域：東南アジア・中近東・アフリカ・オセアニア

		ソニーグループ行動規範と内部通報制度

　ソニーは、2003年5月、ソニーグループ全体のコーポレート
ガバナンスの強化、および法令遵守と倫理的な事業活動の
さらなる徹底を目的として、ソニーグループのすべての	
取締役、役員、および従業員一人ひとりが守らなければならな
い基本的な事項を、「ソニーグループ行動規範」として制定
しています。この行動規範では、法令遵守に加え、人権尊重、
製品・サービスの安全、環境保全、企業情報開示など、	
ソニーグループの企業倫理や事業活動にかかわる基本	
方針を定めています。「ソニーグループ行動規範」は、ソニー
グループ各社において、採択、導入され、トップマネジメント	
からのメッセージやさまざまな研修を通じて繰り返し周知
されています。

コンプライアンス

ソニーグループ行動規範（項目）
2003年5月制定

【適用対象会社】
●  ソニー株式会社
●  ソニー株式会社が直接または間接に発行済議決権付株式または
持分の過半数を所有するグループ会社

●  ソニー株式会社の取締役会が適用対象と定める会社

【適用対象者】
すべての取締役、役員、および従業員

【規定項目】
1. 基本原則
1-1 法令、社内規則・方針の遵守
 および誠実で倫理的な事業活動
1-2 ステークホルダーとの関係
1-3 多様性の理解
1-4 構造的利益相反の回避
1-5 社内通報

2. 人権の尊重
2-1 雇用における機会均等
2-2 強制労働、児童労働の禁止
2-3 健全な雇用・労働
2-4 職場環境

3. 誠実で公正な事業活動
3-1 製品・サービスの安全
3-2 環境保全
3-3 公正競争
3-4 広告
3-5 企業情報開示
3-6 個人情報
3-7 知的財産
3-8 機密情報
3-9 公正な調達
3-10 贈答、接待
3-11 記録および報告

4. 倫理的行動
4-1 インサイダー取引
4-2 個人的利益相反
4-3 会社資産
4-4 メディアとの関係と公的発言
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ないことを確実にするために制定されました。この規定は、
誠実な事業活動に対するソニーの強いコミットメントを反映
し、特にソニーが公務員等と行う取引において、誠実であるこ
とを確保するために遵守しなければならない業務や手続、
研修について定めています。

		情報セキュリティと個人情報管理	

　ソニーは、ソニー（株）執行役に直接レポートを行うチーフ・
インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）	
を長とした情報セキュリティおよびプライバシー組織を設置
しています。また、ソニーは、情報セキュリティおよびプラ
イバシーへのコミットメントを定め、ソニーグループの全役
員・社員が遵守しなければならない社内規則として「ソニー
グローバル情報セキュリティポリシー」、その関連下位規定
である「ソニーグローバル情報セキュリティスタンダード」
および「個人情報に関するソニーの基本原則」を制定して
います。CISOおよび当該組織は、これらの社内規則の維持、
推進を担当しています。この組織は、全世界のソニーグルー
プ会社の情報セキュリティおよびプライバシーの責任者と
連携し、ソニーグループ全体の情報セキュリティおよび個人
情報管理体制の整備に取り組んでいます。CISO	の指揮の
もと、ソニーはグループ全体の情報セキュリティマネジメント
体制を一層強固にし、個人情報保護に取り組んでいくため
の社内規則やビジネスプロセスを継続的に強化しています。
情報セキュリティにおいては、社員一人ひとりの意識が重要
な要素になることから、ソニーでは、情報セキュリティの	
理解や管理レベルの向上を目的とした研修を行っています。

　ソニーは、「ソニーグループ行動規範」の制定に続き、社員
が法令・社内規則違反（もしくは違反のおそれ）に関する	
問題を報告し、相談する仕組みとして、そしてソニーグループ
が法令・社内規則違反の潜在的なリスクに対して早期に	
対処するために、内部通報制度「ソニーグループ・コンプライ
アンス・ホットライン」を設けています。「ソニーグループ・	
コンプライアンス・ホットライン」は、全世界で通報を受け
付けています。
　「ソニーグループ・コンプライアンス・ホットライン」は、	
コンプライアンス担当執行役に直結する窓口として設置され
ています。コンプライアンス・ホットラインは、通常の指揮	
命令系統から独立して運営され、誠実に通報を行った者が、
通報によって報復を受けることがないようにしています。	
通報案件内容や、調査結果、内部通報制度の運用状況に	
ついては、経営陣および監査委員会に報告されます。

		コンプライアンス・モニタリング・プログラム 

　ソニーは、行動規範や社内規則、研修、プロトコルなどの
遵守をグローバルに徹底するための施策として、コンプライ
アンス・モニタリング・プログラムを実施しています。この	
プログラムは、自己点検（セルフアセスメント）、コンプライ
アンス監査、内部監査、そして内部通報制度や他の手段に
より受領する報告のモニタリングから成り立っています。

		ソニーグループ贈賄防止プログラム	

　ソニーは、「ソニーグループ贈賄防止規定」を採択しまし
た。この規定は、「ソニーグループ行動規範」における贈賄
防止および記録保管の要件を基盤としたものであり、	
ソニーグループの役員・社員が、贈賄防止に関する各国の	
適用法令、規則に違反しないこと、または違反したとみなされ

ジェネラル・カウンセル

コンプライアンス統括部門

米 州
地域コンプライアンス

統括部門

各地域の子会社

統括責任者

米州子会社

欧 州
統括責任者

欧州子会社

日 本
統括責任者

日本子会社

東アジア
統括責任者

東アジア子会社

パンアジア
統括責任者

パンアジア子会社

グループ・コンプライアンス部
本社

地域コンプライアンス統括責任者
グローバル戦略リーダー

監査・モニタリング戦略リーダー
研修戦略リーダー

コンプライアンス・リーダーシップ・チーム

グローバル・コンプライアンス・ネットワーク
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人材

		多様な人材の採用	

　ソニーは、国・地域やビジネス領域を超えて幅広く活躍で
きる人材を獲得するため、一人ひとりの持つ多様な経験や
価値観を尊重した採用を行っています。世界中の販売や	
生産、R&Dなどの拠点ごとのニーズに合わせて必要な人材
を獲得するローカライゼーションを進める一方、グローバル
展開するビジネスを推進できる人材として、海外で学ぶ学生を
日本で採用する活動も継続的に行っています。また、	
グローバルなインターンシッププログラムを実施し、欧州・
米国・中国・インドなど幅広い国・地域の学生を受け入れて
います。世界各国・地域の大学・大学院・研究教育機関や	
留学生コミュニティーでの会社説明会を開催するなど、	
優秀な人材を世界中で採用する活動を行っています。

		研修、育成	

　ソニーでは、職場における日々の業務を通じた育成に	
加え、以下のような幅広い領域において、個人の能力や	
専門性を高めるための教育・研修プログラムを、世界各国・
地域のニーズに沿って展開しています。
•	ビジネス成長を牽引するグローバルリーダー・技術者の育成
•	 ｢組織で人を育てる｣ための取り組みを牽引するマネジ	
メント層の育成強化

•	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

		グローバルリーダーの育成	

　グローバルリーダーを育成する場として2000年にソニー
社員を対象にした「ソニー・ユニバーシティ」を設立してお
り、2012年には、｢シンガポールキャンパス｣を開設しまし
た。当キャンパスは、幅広いグローバル人材育成プログラム
を提供し、新興国や世界で通用するリーダーの育成拠点と
して位置づけています。

		グローバルリーダーの登用

　世界中でビジネスを展開するソニーにとって、多様な文化
や環境を踏まえてグローバルな視点でビジネスをリード	
できる人材は必要不可欠です。事業領域や地域を問わず	
優秀な人材をリーダーに育てるために2008 年度に発足した
ローテーションプロジェクトでは、各地域の人事担当者から
任命された「グローバル・タレントダイレクター」が、優秀な
人材および人材育成に活用できるキーポジションを特定し、
年2回マッチングを行っています。経営幹部、中堅層を中心に、
これまでに 100 名近くの人材がこのプロジェクトで異動	
しています。
　また、地域ごとの取り組みの一例として、中南米地域で
は、2010 年度からグローバル・タレントダイレクターと	
連携しながら地域内ローテーションを推進する「ポジショ
ニング・フォー・サクセス」を開始しています。

　マーケットのグローバル化、特に新興国の台頭にともない、
グローバルに活躍する人材の獲得、育成が企業の持続的 
成長に、ますます重要となっています。ソニーが夢のある商品
やサービス、コンテンツ、そして新しいライフスタイルを世界
中のお客さまに提供していくためには、個性や多様性に 
富んだ人材を採用し、社員一人ひとりの能力を伸ばして 
いくこと、また、その能力を十分に発揮できる機会と環境を
提供することが大切だと考えています。

エリア別人員構成

■日本 35.7%
■東アジア＊1  25.5%
■パンアジア＊2 13.1%
■北米 12.4%
■欧州 9.9%
■中南米 3.4%
社員数：162,700名
（2012年3月31日現在）
＊1 該当地域：中国本土・香港・
 台湾・韓国
＊2 該当地域：東南アジア・中近東・
 アフリカ・オセアニア
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ローテーションプロジェクトの考え方

国籍を問わず最適人材
を求める

ビジネス・ニーズ

グローバルにキャリア
を積める

ハイポテンシャル人材×
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		グローバル・ジョブ・ポスティングの導入

　ソニー（株）では、グローバル・ジョブ・ポスティングを導入
し、全世界のソニー・グループ社員が世界各国の求人に	
応募できるプログラムを実施しています。このプログラムは、
グローバルな視点で適材適所を実現すると同時に、グロー
バルビジネスリーダーとして必要な幅広い経験と人脈構築
の機会にもなっています。

		多様な社員の活躍を支える取り組み

　ソニーでは、多様な社員一人ひとりが国・文化、人種、性別
などの差異や、障がいの有無にかかわらず活躍できるよう、
柔軟な勤務を可能にする制度の拡充、社内プロジェクト
DIVI＊@Sonyによる多様性を生かす組織風土醸成など	
さまざまな取り組みを行っています。
　特に、女性を登用する組織環境の整備や、障がい者の活躍
を支援する環境の整備を進めています。
　女性社員を対象にしたメンタープログラムなどの研修や
座談会などイベントの実施、男性マネジメントを対象にした
育成研修の実施など女性社員を組織的に育成する施策を
展開しています。
　障がい者雇用推進活動においては、グループ初の特例
子会社であるソニー・太陽(株)をはじめ各社のこれまで取

り組んできたファシリティ環境改善策や職場の理解促進な
ど多くの事例をグループ間で共有しています。
　また、社員一人ひとりが社会や家庭とのかかわりを大事に
しながら仕事に取り組むことのできる職場環境をめざし、
社内の意識啓発や仕事と育児・介護の両立支援など制度の
拡充を行っています。
＊Diversity	Initiative	for	Value	Innovation

		社員意識調査と社員との対話

　2010年度からは、これまでグループ内のさまざまな組織
単位で実施されてきた社員意識調査を、「グローバル・エン
プロイー・サーベイ（Global	Employee	Survey）」として	
グローバルに共通化し、グループ共通の指標で横断的に社員の
声を直接収集・分析しています。そこから得られた社員の声
を人事施策立案の際に活用しているのをはじめ、組織ごとの
結果をマネジメントにフィードバックすることで、各々の課題
を認識し改善アクションへとつなげています。2011年度調査
では、回答率は約90％に達しました。
　また、トップマネジメントが社員に対して直接、経営方針
や構造改革の考え方などメッセージを伝えるとともに、社員
の考えや現場の出来事を共有する「タウンホールミーティン
グ」や「CEOダイアログ（対話）」等による経営層と社員の	
直接対話を開催しています。
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責任ある調達

　ソニーは、責任ある調達活動を行うことを、社会的責任
を果たす一環として取り組んでいます。ソニーは、人権への
配慮、労働環境、安全衛生、環境保全を含めたソニーと同様
の基準に関する、ビジネスパートナー、サプライヤーや生産
委託先の取り組みを支援しています。
　ソニーは、こうした責任ある調達活動を進めていく上で
Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) や
Global e-Sustainability Initiative (GeSI) 等の業界 
団体を中心として、非政府組織（NGO）などとの継続的な 
対話を行っています。

		「ソニーサプライヤー行動規範」

　エレクトロニクス業界において
は、複数の最終製品メーカーが、
同じ生産委託先や部品などの	
サプライヤーと取引を行うことが	
多くなっています。サプライチェーンにわたる社会的責任に	
関する基準を推進するためには、業界での協業の重要性を認識
し、ソニーを含む複数の企業は、2004年に電子業界における
社会、環境活動の推進を目的としたEICCを設立しました。

　2005年には、ソニーは、EICCの行動規範にもとづく	
「ソニーサプライヤー行動規範」を制定し、対象となるすべて
のサプライヤーに、その遵守を要請しています。また、「ソニー
サプライヤー行動規範」への遵守状況を確認するための	
アセスメントの実施、およびその結果に関する追加的なヒア
リングや監査などを通じて、サプライヤーのCSR推進活動を
支援しています。

		調達における化学物質管理

　ソニーは、製品や部品に含まれる特定の化学物質につい
て、全世界の関連法規制やステークホルダーの声を反映した
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）」を導入しています。
　その基準にもとづいた調達を行うために、サプライヤーの	
選定にあたり「グリーンパートナー環境品質認定制度」を設け、
ソニーの定めた化学物質の管理基準に合格したサプライヤー
を「グリーンパートナー」と認定しています。認定されたサプ
ライヤーからのみ部品や製品の調達を行うことで、グローバル
に統一された化学物質管理を実現しています。
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販　売

原材料・
部品の調達

鉱物の採掘・
原材料の採取など ソ ニ ー

O E M

サービス／小売店

（デバイス・製品）
製　造

製　造

品質マネジメントサプライチェーン・マネジメント お客様応対・
サービス

製品・サービスのサプライチェーン

		原材料調達過程における環境や労働、人権、紛争課題

　近年、エレクトロニクス製品の製造に欠かせない希少金属
などの採掘過程における生物多様性への配慮、労働者の人権
侵害に対するステークホルダーの関心が高まっています。ま
た、それらの鉱物の一部が武装集団の資金源となり、コンゴ
民主共和国などにおける紛争を助長している可能性があるこ
とが懸念されています。この懸念を受けて、米国において、
2010年7月に金融規制改革法が成立し、コンゴ民主共和国
およびその周辺国で採掘された特定の鉱物（以下、「紛争	
鉱物」）の使用状況についての開示が対象企業に対して	
義務づけられます。

		紛争鉱物に対する取り組み

　ソニーは、電子業界のサプライチェーンにおける紛争鉱物
の使用に対する懸念を受けて、紛争鉱物をサプライチェーン
から排除していくための取り組みを開始しています。ソニー
は、紛争鉱物に対する取り組みとして、紛争鉱物が含まれて
いることが判明している製品、部品や原材料の調達は行わな
いことを方針としており、サプライヤーに対しても同様の方針
に則って調達活動を行うことを期待しています。当方針にもと
づいて、必要な体制・施策の検討を進めています。
　こうした課題は業界共通であることから、施策については、
効率的に実行するため、EICC/GeSIを中心とした業界共通の
フレームワークづくりにソニーも参画し当フレームワークを	
活用して、トレーサビリティの確保と責任ある鉱物調達に	
取り組んでいきます。

　ソニーは、必要な体制・施策の構築の一環として、該当鉱物
の使用状況の把握を目的とし、2011年8月には、ソニーの
一部製品カテゴリーを対象とした調査プログラムを開始	
しました。当プログラムでは、EICC/GeSIの紛争鉱物報告
テンプレートや紛争フリー製錬所認証プログラムを活用し
ています。
　また、ソニーは、業界団体の取り組みを支援しており、スズ
の産業団体（ITRI）が2010年に開始した紛争に加担しない	
持続可能な調達源であることを確認するためのスズの	
トレーサビリティプロジェクトの主旨に賛同し、支援しました。
中央アフリカの太湖地域において責任ある鉱物調達を支援
する米国政府が、提唱する「責任ある鉱物取引に関する官民
連携アライアンス (PPA)」にも、ソニーは参画しています。

		紙製品調達の取り組み

　ソニーは、木材、紙製品の調達においても、違法な森林伐採
が生物多様性に与える影響を認識し、社会的責任を果たす	
一環として責任ある調達が重要であると考えています。特に
紙製品については、「ソニーグループ紙・印刷物購入方針」に
もとづいて環境に配慮した購入を行っています。
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		品質マネジメント体制

　ソニーは、開発から販売・サービスまでのプロセス全体に
おいて品質マネジメント体制の整備・強化と、継続的な	
改善に取り組んでいます。
•	トップマネジメントによる「品質戦略会議」を最高意思	
決定機関として定期的に開催し、品質向上に向けた重要
施策などを審議・決定

•	事業部門ごとに任命された品質オフィサーによる「品質	
オフィサー会議」を定期的に開催し、品質問題の共有および
共通課題に対する具体的な活動・対応などを協議

お客さまの声の活用

品質・サービス

•	品質オフィサーと世界各地域の Customer	Service（CS）
オフィサーによる「品質･CS オフィサー会議」を開催し、
製品やサービスの品質向上の施策や、全世界での品質	
改善活動を推進

		品質向上への取り組み

　ソニーは、品質問題が発生した場合の対応加速などを	
目的に本社に設置された市場品質監視機能により、市場で
発生している品質問題を国内、海外の情報源から幅広く	
かつ迅速に収集し、週次で品質マネジメントおよび技術専門家
に対して報告、共有しています。　
　また、エレクトロニクス製品やそのサービスが満たすべき
品質要求事項（製品の安全性と性能、表示、サービスなど
を含む）を品質基準として定め、全社に適用し遵守確認を
行うとともに、技術の進歩、法規制や社会の変化に合わせ
て継続的に見直しを実施しています。
　製品の安全性向上に関しては、医学的な観点も加味して
製品開発・設計に取り組むとともに、社内規定を策定してい
ます。
　このほか、製品の信頼性向上に専任で取り組む技術者を
有する品質信頼性ラボを設置するなど、ソニーでは品質	
向上に向けたさまざまな取り組みを行っています。

　ソニーは創業以来、お客さまの視点に立った高い品質の
製品・サービスの提供を最優先事項としてきました。ソニー
が 製 品 をお届けしているすべての国 や 地 域において、 
お客さまの期待を超える品質の製品とサービスをお届け 
するため、製品品質の向上や品質マネジメント体制の強化に
継続的に取り組むとともに、お客さま満足のさらなる向上に
努めています。また、デジタル技術やネットワーク技術の進展・
普及にともない、製品やサ ー ビスが多機能化、複雑化 
する中で、「使いやすさとアクセシビリティの向上」を品質の
一要素としてとらえ、できるだけ多くの方に快適に使って 
いただける製品やサービスの提供をめざしています。

製品・サービス品質
関連部門

お客さま

共通課題抽出・
品質改善の
取り組み

経営層ご相談窓口

品質問題 改善提案

より良い製品とサービス

お客さまの声分析

買い物ご相談

使い方ご相談

修理ご相談

ご不満

ご意見

商品企画・設計部門など

調査・解析

改善施策の
実施

製品とサービス
へ反映

データベース
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		お客さま応対・サービス

　ソニーは、常にお客さま視点を持ち、より質の高い顧客
満足を全世界で実現することをめざしています。
　1963年に「お客様ご相談センター」を国内に開設後、	
全世界にその機能を展開し、お客さまからのお問い合わせに
対応しています。お客さま応対業務に携わる社員、および
パートナーのスタッフを対象に、特にお客さまがお困りの	
問題に迅速に対応できるよう、継続的な研修・教育を実施し
ています。また、お客さまとソニーを直接つなぐ手段として	
インターネットやソーシャルメディアプラットホームを有効に
活用し、製品の楽しみ方、取扱説明書やアップデートソフト
ウェアの提供、よくいただくご質問をまとめたサイト（Q&A）
の充実など、ウェブサイトにおいて製品やサービスのサポート
情報をタイムリーに分かりやすく提供しています。さらに、
一部の地域では、さまざまなスタイルでのコミュニケーション
を可能とするために、チャットを用いたお客さまサポートへ
の取り組みも開始するなど、多様化するお客さまのニーズに
合わせ、常にお客さま満足度の向上に努めています。
　お客さまからのフィードバックは、ソニーの製品やサービス
の向上にとって重要な役割を果たします。お客さまからの	
ご意見や製品の不具合情報については、ご相談窓口で把握
し、社内関連部署と連携して、早期に品質改善に結びつけ
る活動を展開しています。また、社内には品質情報窓口を
設置しており、製品やサービスの品質に関する課題や問題
点を専用ウェブサイトから連絡することができます。
　修理においては、全世界に5,900カ所を超えるサービス	
ネットワークを擁しており、物流日数や修理日数の短縮、修理
料金の見直しなどお客さまの満足度向上に取り組んでいます。

		使いやすさ向上への取り組み

　ソニー製品は、日本や欧米のみでなく、新興国など多くの
地域の多様なお客さまにお使いいただいており、それぞれ
の文化やライフスタイルにおいての「使いやすさ」を実現	
する必要があります。ソニーは、製品開発過程において、	
インド、中国、ブラジルなど国内外のさまざまな地域で	
ユーザーテストの実施を推進しています。さらに、お客さまの声
を社内にフィードバックし、積極的に製品づくりに生かす	
取り組みも行うなど、「使いやすさ」のさらなる向上に向け
継続的に活動しています。
　「使いやすさ」を考慮したソニー製品の最近の例として、
デジタル一眼カメラ“α”シリーズ(“α77”、“α65”)があり
ます。グリップ部分の形状とサイズの検討にあたり、世界各
地でユーザー調査を行うほか、さまざまな年齢の方々の手
形を集めて解析し、試作や評価を繰り返し行うことで、握り
心地を高めるとともに撮影時の操作性を大幅に向上してい
ます。

		アクセシビリティ向上への取り組み

　ソニーは、「アクセシビリティの向上」にも取り組んでい
ます。これは高齢者や障がい者の方々を含めできるかぎり
多くの人々に使っていただけるようにすることです。ソニー	
製品の最近の例としては、電子書籍リーダー“Reader”があ
ります。この製品では、一台にたくさんの本を保存して手軽
に持ち出すことができ、必要に応じて画面上の文字サイズ
を変更できるようになっています。
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環境

　 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 ってはじめて成り立ちます。 
したがって、ソニーは気候変動や資源保全、化学物質の管理
など、環境への対応も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、環境に配慮した商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。

	環境計画「Road to Zero」 ～環境負荷ゼロを目指して～

　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が、2010年 4月に新しい環境計画
「Road	to	Zero」（ロード・トゥ・ゼロ）を策定し、あわせて
「環境ビジョン」の内容を改訂しました。

｢環境負荷ゼロ｣達成に向けた2015年目標を設定

　改訂された環境ビジョンでは、「…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」と	
謳い、長期的に事業活動にかかわる環境負荷をゼロとすべく、
環境計画を「Road	to	Zero」と呼んでいます。
　この計画のもと、2015 年度末までの目標「Green	
Management（グリーンマネジメント）2015」の達成に	
向けた施策に着手しています。「Road	 to	Zero」の達成年
を2050 年とした場合に、2015 年度までにソニーグループ
として成し遂げなければならないことを逆算し、気候変動・	
資源保全・化学物質管理・生物多様性の 4つの重要な視点
（環境側面）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ました。
　また、これらの目標を確実に達成するため、本社と各事業
部門、全世界の各事業所が一体となったグローバルな環境
マネジメントシステムを構築して、環境マネジメントシステム
の国際規格であるISO14001のグローバル統合認証を取得
し、環境活動の継続的改善に取り組んでいます。

		環境中期目標「Green Management 2015」の実績

　ソニーは、2011 年度から2015 年度までを活動期間とし、
環境中期目標「Green	Management	2015」の達成に向け
活動を推進してきました。
　以下、主な目標と2011年度の実績についてご報告します。

	

	 	 目標内容	 2011年度末進捗状況
気候変動 商品・サービス
	 	 ●		製品1台当たりの年間消費電力量	▲30％（2008年度比）	 ▲32%　
	 	 オペレーション
	 	 ●		サイトからの温室効果ガス排出量：	総量削減	▲30％（2000年度比）	 ▲32％　
	 	 物流
	 	 ●		製品の物流に関するCO2排出量	▲14	％削減（2008年度比）	 ▲22％
資源保全 商品・サービス
	 	 ●		製品のバージンプラスチック利用率	▲5％	（2008年度比）	 ▲2.4％
	 	 ●		製品1台当たりの質量	▲10％（2008年度比）	 ▲23％
	 	 オペレーション
	 	 ●		廃棄物：総発生量削減	▲50％（2000年度比）	 ▲58％
	 	 ●		廃棄物：グループ全体でリサイクル率99％以上	 90％
	 	 ●		水：総量削減	▲30％（2000年度比）	 ▲38％
	 	 物流
	 	 ●		納入部品の包装材に起因する廃棄物	▲16％削減（2008年度比）	 ▲48％
化学物質管理 オペレーション
	 	 ●		水域への排出量・下水道への移動量および廃棄物としての移動量	 ▲3％
	 	 　（VOC＊含む）：	▲14％削減（2008年度比）		
	 	 ●		VOCの大気中への排出量：	▲50％削減（2000年度比）	 ▲35％

環境負荷ゼロ

2015年目標

2050年2010 2015 2020 2030 2040

詳細はウェブサイトをご参照ください。
＊VOC:揮発性有機化合物のこと。

Green Management 2015の主な定量目標と進捗状況
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  ライフサイクルを通じた環境活動

技術開発
　ソニーでは電気を使う際に必ず利用するコンセントに着目
し、非接触 IC カード技術を発展させた「認証型コンセント」
の技術開発を進めています。「認証型コンセント」は、電化
製品や電気自動車のプラグ側にICチップを搭載し、コンセント
側に ICカードリーダー／ライターを組み込むことで、プラグ

をコンセントに挿した際に、
機器と所有者を認証して	
通電します。これにより「個人
単位の電力課金」や「機器
ごとの電力管理」などが可能
になり、新たな電力サー	
ビスや HEMS（家庭向け	
エネルギー管理システム）
の構築にも貢献することが
期待されます。

商品企画・設計
　ソニーは 2011 年 2 月、再生材使用比率を世界最高＊の
99％以上に高めた難燃性の再生プラスチック「SoRPlas
（Sony	Recycled	Plastic：ソープラス）」を開発しました。
SoRPlasはグループ内外で発生した廃プラスチックを再生
した再生ポリカーボネイトに独自開発の硫黄系難燃剤を	
ブレンドしたもので、プラスチック製造工程（輸送含む）での
CO2 排出量が従来品に比べ約 8 割削減される見込みです。
2011 年春モデルの液晶テレビ〈ブラビア〉3 機種の画面	
フレーム部品に採用したことを皮切りに、3D“ハンディカム”
や “サイバーショット”など、採用する製品カテゴリーを	
拡充しています。
＊	2011年2月ソニー調べ。従来のエレクトロニクス機器での難燃性再生プラ
スチックの再生材率は60％以下。

調達＊1

　ソニーは、製品や部品に含まれる特定の化学物質につい
て、全世界の関連法規制やステークホルダーの声を反映し
た独自の化学物質管理基準を定め、EUの REACH 規則＊2

や RoHS 指令＊3 を遵守するための体制を構築しています。
また、独自の「グリーンパートナー環境品質認定制度」など
の運用を通じ、化学物質の管理をさらに徹底しています。
　さらにソニーは、主要な製造委託先の温室効果ガス	
排出量の把握に取り組むなど、サプライチェーンへの関与を
進めています。
＊1	 P50-51もご参照ください。
＊２	REACH規則：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則。
＊３	RoHS指令：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。

オペレーション
　ソニーは、温室効果ガス排出量や廃棄物などの削減目標
を全世界で統一して総量で設定し、工場やオフィスの活動
から生じる環境負荷の削減と、地域における環境貢献活動
をグローバルで積極的に展開しています。さらに2011年度
から独自の環境配慮評価制度“グリーンスター・プログラム”
を開始し、各事業所の活動成果を統一された評価基準で
評価し、改善活動に結び付けています。

物流
　ソニーは、製品の軽量化による輸送総重量の削減に取り
組むとともに、輸送効率の最適化（製品包装の小型化や	
モジュール化による積載効率の向上など）や、モーダルシフト＊

による環境負荷の低い輸送手段への切り替えを行うことに
より、製品の輸送にともなう包装材や CO2 排出量の削減
に努めています。
＊	モーダルシフト：貨物の輸送手段を、航空機から船舶、トラックから鉄道	
などに変更すること。

回収・リサイクル
　ソニーは、製造者としての社会的責任を認識し、世界各国・
地域のリサイクル法規制にしたがって、使用済み製品の回収
やリサイクルを推進すると同時に、南米など法規制の導入
されていない国や地域においても自主的な回収・リサイクル
を積極的に展開しています。日本における家電エコポイント
制度やアナログ放送の終了により、2011年度の使用済み	
製品回収実績は昨年度と比べて減少しました。

2009

■米州　
■欧州　
■日本　

200820072006 2011＊22010

112
91

68

36

164

120

（年度）

使用済み製品の回収実績＊1

（千トン）

55

＊1	その他地域の実績も含まれています。
＊2	2011年度はベルギー、オランダ、ハンガリー、スイスの値を除く。

認証型コンセント



  オペレーションにおける環境活動

気候変動〜事業所の温室効果ガス排出量削減〜

　2011 年度のグループ事業所の CO2 換算温室効果ガス総排出量は約 150 万トンで、
2000 年度に比べて約 32％の削減となりました。温室効果ガスの削減にあたっては、 
事業所のエネルギー効率向上を最も重要な施策と位置づけ、省エネルギー設備の導入や
省エネルギー推進者育成プログラムの拡充など、ハードおよびソフトの両面で取り組み
を強化しています。例えば、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが 2011 年にリリース
した映画「シンク・ライク・ア・マン」＊は、全プロダクションを LED 照明で撮影しました。
これは業界初の試みです。
　このほか、再生可能エネルギーの導入も積極的に進め、グリーン電力証書などを通じ
た 2011 年度の温室効果ガス削減貢献量は全世界で約 12 万 3,000 トンに達し、全世界
での購入電力のうち再生可能エネルギーによる電力は約 10％となりました。また、半導体
や液晶の生産工程で使用する PFC（パーフルオロカーボン）等の温室効果ガスについても、
処理装置の導入などにより排出量の削減に取り組んでいます。
＊ 現在のところ、日本における劇場公開・ビデオ発売の予定はありません。

資源保全〜事業所の廃棄物削減〜

　2011 年度のグループ事業所の廃棄物総発生量は約 11 万 6,000 トンで、2000 年度
に比べて約 58％の削減となりました。また、グループ全体の廃棄物のリサイクル率は
90％でした。ソニーは事業所の廃棄物をソニーの製品や包装材に再利用する取り組みを
グローバルで推進しています。

資源保全〜事業所の水使用量削減〜　

　2011 年度のグループ事業所における水の購入量および汲み上げ量は約 1,670 万m3で、
2000 年度に比べて約 38％の削減となりました。ソニーは事業所の水使用量削減に向け
た取り組みをグローバルで推進しています。

化学物質管理〜事業所における化学物質の管理〜

　ソニーは、事業所で使用する化学物質についてグループ共通の基準で管理および排出・
移動量の削減に取り組んでいます。このうち、2011 年度の揮発性有機化合物（VOC）の
大気への排出量は約 1,193 トンで、2000 年度に比べ約 35%の削減となりました。また、
環境事故の防止や、緊急時対応について社内基準を設け、適切な化学物質管理を実施し
ています。

生物多様性〜生物多様性保全の取り組み〜　

　ソニーは、生物多様性に関する方針・ガイドラインのもと、事業所の緑化活動や外部
の自然修復活動などに継続的に取り組んでいます。例えば、ソニーイーエムシーエス（株）
幸田サイトでは、1998 年から工場敷地内の自然林を「ソニーの森」として整備し、地域
に開放しています。2011 年には、この取り組みが評価され、SEGES（社会 ･ 環境貢献緑地
評価システム）＊最高位の 2011 Superlative Stage（スパラティブステージ）の認定を 
日本で初めて受けました。
＊ 財団法人都市緑化機構が緑を守り育てる活動を通じて社会や環境に貢献している企業を評価・認定する仕組み。

 事業所のCO2 換算温室効果ガス
 総排出量

（万トン-CO2）

222

2000 2010 2015
目標

■エネルギーの使用にともなう
　CO2換算温室効果ガス排出量　
■PFC類などのCO2換算温室効果ガス排出量
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2011

150 155

（年度）

 事業所の廃棄物発生量
（千トン）
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■日本　■米州　■欧州　
■パンアジア　■東アジア　
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 事業所の水使用量
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液晶テレビ 〈ブラビア〉HX850/750シリーズ
　LEDバックライトの明るさを、シーンに応じてきめ細かく調整
することで、無駄な発光を徹底的に抑えます。最小限の消費電
力で、高コントラストでメリハリのある映像を満喫できます。

デジタルスチルカメラ “サイバーショット” DSC-HX30V
　新開発の薄型非球面レンズ “AAレンズ”を採用することなど
により、光学20倍ズームでありながら薄さ27.4mm＊1のコンパク
トボディを実現しました。再生材含有率99％のソニー独自の	
再生プラスチックSoRPlasを採用しているほか、従来モデル＊2に
比べ、体積は約60％減となり、省資源に大きく貢献しています。
＊1	 最薄部
＊2	DSC-HX1

3DブルーレイホームシアターシステムBDV-N790W＊１

　このシステムでは磁性流体を使ったスピーカーを採用していま
す。“磁性流体”とは、NASAで開発された磁力に反応する液体
です。ソニーは	“磁性流体”をサスペンションに使ったスピーカー
｢MFS (Magnetic	 Fluid	Speaker)｣の開発に成功し、大幅な	
高効率化を成し遂げ、従来に比べ消費電力を約35％削減しま	
した＊２。なお、磁性流体スピーカーは日本では “ウォークマン”
ドックコンポCMT-V70Bに搭載しています。
＊1	 日本未発売
＊2	磁性流体スピーカー単体の消費電力を同出力の従来スピーカーと比較し

た場合。

ノイズキャンセリングヘッドホン XBA-NC85D
　従来のコントロールボックスにあったデバイスひとつひとつを
小型化・高効率化し、ヘッドホンのハウジング部に格納すること
で、“ボックスレス”を実現しました。さらに、低消費電力の	
新プロセッサー採用により、フル充電時に約20時間の電池持続
時間を達成しています。

データプロジェクター VPL-CW255
　4500ルーメンの高輝度を実現しながら、従来モデル＊と比べて
輝度当たりの光源（ランプ）の消費電力を約20%削減しています。
さらに、最長5,000時間の長寿命ランプも開発し、交換ランプの
削減による省資源につなげています。
＊	VPL-CW125

スマートフォン XperiaTM mini
　省エネルギー性能と先進的な化学物質管理が評価され、
2011年のEISA	アワード＊を受賞しました。
＊	EISA	アワードは、ヨーロッパのカメラ・映像・オーディオ関連専門誌で	
構成されるEISA（European	 Imaging	and	Sound	Association）が	
主催する賞です。

	

  環境配慮製品の創出

HX850シリーズ

HX750シリーズ
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　ソニーは機能や性能、品質においてもすばらしいだけでなく、お客さまに心から楽しんでいただけるような環境負荷の	
少ない製品を提供するために、独自の環境配慮設計基準を設け、すべての製品に適用しています。さらにこの設計基準を	
ベースにして、世界初の機能や技術を搭載し、業界ナンバーワンの環境性能を有するような、業界を牽引する環境配慮製品
の創出に努めています。



		持続可能な社会をめざして

　ソニーの創業者である井深大は、設立趣意書に「国民
科学知識の実際的啓発」を創業の目的のひとつに位置づ
け、1959 年より小学校の理科教育を支援する活動を開始
しました。
　この創業者の志を受け継ぎ、「F o r 	 t h e	 N e x t	
Generation」の精神のもと、継続して実施している子ども
たちへの科学教育支援のほか、グローバルな事業展開を
行う観点から、環境問題や途上国の問題などのグローバル
課題の解決に向けて掲げられているミレニアム開発目標
（MDGs）＊1 の実現に向けた活動や緊急災害時の支援活動
を重点分野として行っています。
　また、これらの活動のさまざまな機会をとらえてお客さま
との関係を生かしたマーケティング活動と連携して行う	
ほか、社内においては社員育成の機会として活用するなど、
社会・環境問題の解決に寄与すると同時に、ソニーの事業
活動への寄与も図っていきます。

コミュニティー活動

　2011 年度のソニーグループ全体のコミュニティー活動	
費用は総額で約 43 億円＊2、ボランティア参加者数は延べ
約 18 万人＊3 となりました。2011 年に実施した主な活動を
紹介します。
＊1	MDGs	：Millennium	Development	Goals（ミレニアム開発目標）

2000 年 9月の国連ミレニアム・サミットにて 189 の加盟国代表により
採択された国連ミレニアム宣言と、主要な国際会議等で採択された開発
目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめられた 2015 年までの
国際開発目標。

＊2	この金額には寄付金、協賛金、自主プログラム経費（施設運用費など）
のほか、寄贈した製品の市場価格が含まれています。

＊3	社員募金、献血等の活動を含む。

  「ソニー・サイエンスプログラム」

　科学教育活動は創業
以来、継続して取り組ん
でいる活動です。未来を生きる子どもたちが科学を学び、	
論理性、好奇心や創造力を育むことは、将来的に環境問題
や貧困などのグローバル課題の解決や、より良い世界の実現
につながると考え、｢ソニー・サイエンスプログラム｣を実施し
ています。
　このプログラムでは、ソニー独自の技術力や人材を生かし、
将来の社会を動かす若いチカラを育む機会を提供していま
す。ソニーの社員が講師となって、ソニー製品やサービスを
利用した工作や実験を行い、科学の原理や技術を学ぶ	
ワークショップを世界各地で開催しています。また、年間約	
53万人が来場する、科学技術やエンタテインメントをテーマ
とした体験型ミュージアム (東京、北京、ニューヨーク) や、
技術やアートを社会の力にする仕事について考えるキャリア
授業なども展開しています。

　 ソニー は「 事 業活 動を行う世界の各地 域において、 
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
こと」をコミュニティー活動方針として掲げています。製品、
技術、イノベーション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、時代や
社会のニーズに応えていきます。

ソニーのコミュニティー活動
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ビジネスリソースを
生かした活動

グローバル課題への貢献

●科学ミュージアム
●科学ワークショップ など技術・製品

社員

パートナーシップ

次世代教育支援

重点分野

●ミレニアム開発目標（MDGｓ）
●環境、緊急災害支援 など　　

社会的価値の創造

●社会課題、環境問題への貢献

ビジネス貢献

●ブランド価値の拡大
●マーケティング連携
●人材育成
●新興国ビジネス支援
　　



PVの横長の写真

		「パブリックビューイング・イン・タンザニア」

　HIV/エイズの蔓延防止に貢献
するため、2010 年に開催された
FIFAワールドカップ期間中、	
カメルーン共和国とガーナ共和国
のテレビ普及率の低い地域で	
サッカーの試合を生中継する	
パブリックビューイング	イベントを実施しました。
　この実績を受けて、2011 年 11 月ソニーは、世界基金＊1、
アフリカ最大の保健 NGOである AMREF＊2 とともに、	
タンザニア連合共和国内で HIV/エイズ予防啓発活動の	
促進を目的にパブリックビューイングを実施しました。	
ソニーグループの技術、コンテンツ、社員の力を結集して、
上映機材一式、人気映画やミュージックビデオを提供し、
世界基金の資金供与をうけてAMREFが実施するHIV/	
エイズ予防啓発活動に合わせて上映イベントを実施しました。
若者に特に人気のコンテンツを上映したことで、予防啓発が
最も必要な若者層が多く参加したことも成果となりました。
　また、今後の新興国ビジネスにつながる貴重な体験を積む
ことを目的に若手エンジニア数名も現地へ派遣したほか、
運営サポートを担う学生インターンを募集し、ソニーの	
コミュニティー活動に参加してもらう取り組みも初めて実施
しました。
　このイベント期間を通して、ソニーの技術者から現地の
NGOスタッフに機材の取り扱いに関するトレーニングを
行ったことで、同NGOが今後も同様の手法でHIV/エイズ

をはじめとする感染症予防の啓発活動を続けていくための
基盤となりました。
＊1	 世界エイズ・結核・マラリア対策基金
＊2	 African	Medical	and	Research	Foundation

		「インドネシア・スマトラ島　森林保全プロジェクト」

　ソニーは 2011 年 7月に、WWFが
行うインドネシア・スマトラ島での森林	
保全活動支援を開始しました。過去	
約 30年間で半減したと言われる＊1	

貴重な森を回復させるための植林や
「エレファント・パトロール＊2」などの
WWFの保全活動への支援や、現地の状況を広く伝えたり、
データを記録するためにデジタル録画双眼鏡	DEV-3 など
の映像 /IT 機材を提供し情報発信をサポートするなど、	
ソニーの技術を生かしたコミュニケーション活動の支援を
行っています。
　また 2012 年 4月より、ソニーの国内の eBook ストア
“Reader	Store”の売上げの一部をこの活動に役立てる	
「本を読んで、木を増やそう！」プロジェクトも開始しました。
これらの支援活動を通じ、より多くの方にスマトラ島の現状
を知っていただき、保全活動に参加していただける機会の
提供を行っています。
＊1		WWFジャパン調べ。
＊2	 違法な土地の利用や森林破壊によって住処を失ったゾウなどの野生動物

と周辺住民との争いを防ぐため、訓練されたゾウと人とで行うパトロール
活動。
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東日本大震災の復興支援活動

緊急支援活動
　震災直後から、グループとして義捐金・支援金・緊急支援
物資の提供、被災地で活動するNGO/NPOの支援、世界中
で社員募金やカスタマー募金の設置などの緊急支援活動
を実施しました。ソニーグループ全体での支援総額は約	
20億円となり、これには50を超える国と地域のグループ
社員約74,000人からの寄付金や約30万人の世界各国の
お客さまによる寄付金も含まれています。

社員によるボランティア活動への参画
　希望する社員を、被災地で行われているボランティア活動
に派遣する活動に加えて、社員有志が自ら企画する自発的
なボランティア活動も継続的に行っています。2011年度末
までにグループ会社を含め1,000人を超える社員が被災地
での清掃作業、地域支援、子どもたちの支援などの活動に
参加しました。

中・長期的支援活動を行う仕組みの構築
　2011年6月、公益社団法人	セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
とともに、ソニーの創業時からの理念である「次世代	
支援」に焦点を当て、被災地の子どもたちのための基金
「RESTART		JAPANファンド」を設立しました。
　これは震災後に寄せられた社内の寄付金の一部や	
チャリティイベント/チャリティソング/写真集などの売上
連動寄付金、ソニーポイントによるお客さまからの寄付金などを
基盤としてつくられたものです。このファンドをベースに、	
被災地の学校での「ソニー・サイエンスプログラム」の実施や、
子どもデジタル写真プロジェクトの実施、展示会開催など
多くのプロジェクトを行っています。
　そして2012年4月、被災地の子どもたちの夢やチャレンジ
をサポートする“夢実現プロジェクト”を開始しました。	
震災で途切れてしまった学校や地域のスポーツ・文化活動
の再開などを支援し、子どもたちの活動が活発になることで、
地域のつながりを強め、地域コミュニティーの再生に貢献
することもめざしています。

タイやその近隣諸国で起きた洪水に関する支援活動

　2011年にタイとその近隣諸国で発生した洪水被害に対し
て、被災地の救援および復興支援のために総額3,000万円
の寄付を実施しました。あわせて日本やシンガポール、	
マレーシア、タイなどで社員募金を実施し、寄せられた金額に
会社からの「マッチングギフト」を加えて寄付を行いました。
またタイのソニー社員やその近隣の方々のために、国内の
社員から衣料品や靴、タオルなどの救援物資が集められ、
約25,000点の物資がタイに送られました。

		緊急災害支援

　世界各地で大規模な災害や緊急事態が起きた際に、	
ソニーは人道的観点から、事象の緊急性や地域との	
関係性を鑑み、支援活動を行っています。2011 年度は	
日本で起きた東日本大震災の復興支援活動や、タイやその
近隣諸国で起きた洪水に関する緊急支援活動などを行いま
した。特に東日本大震災は、国内のソニー事業所、多くの
社員とそのご家族、取引先や地域社会など数多くの	
ステークホルダーに影響が及んだため、ソニーグループの
力を結集して支援活動を行いました。ここに主な活動内容
を紹介します。

東日本大震災の被災地支援の一環として、ユニセフとソニーのパートナーシップで実施した子どもデジタル写真プロジェクト ｢EYE	SEE	TOHOKU｣ で被災地の	
子どもたちの一人が撮影した作品です。
ⓒ UNICEF/Japan	2011/Kaoru	Sano
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