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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 人権の尊重

テクノロジー 人材 責任あるサプライチェーン

品質・カスタマーサービス 環境 コミュニティとのかかわり

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) のも

と、社会にとって意義のある存在であり続けることを目指

しています。> 続きを読む

ソニーのサステナビリティの考え方、マテリアリティ項

目、SDGs (持続可能な開発目標) への貢献について。> 続

きを読む

ソニーはRE100に加盟し、全世界のソニーグループの自社

オペレーションで使用する電力を2040年までに100%再

生可能エネルギーにすることを宣言しました。その実現に

向けたアプローチをお伝えします。

> 続きを読む

サステナビリティレポートについて

ソニーは、1994年に初めて環境報告書を発行し、2003年からは企業の社会的責任にかかわる情報を充実させ「CSRレ

ポート」として発行しました。2014年より、事業活動の変化や、目まぐるしく変化する環境や社会情勢に対して、開

示内容の更新を迅速に対応するため、ウェブサイトを中心に情報開示を行っています。2018年からは、レポート名称

を「サステナビリティレポート」と変更しました。

CSR活動の詳細については、この「サステナビリティレポート」ウェブサイトにてご覧いただけます。

また、業績や中長期の価値創造に向けた経営方針、事業戦略など、財務・非財務情報を統合的に報告する「Corporate

Report 2019」 (統合報告書) を発行しています。

報告の対象範囲と構成について
本ウェブサイトは、原則的に全世界で事業を行うソニーグループ (連結ベース) を対象として、2018年度 (2018年4
月1日から2019年3月31日) を中心にCSR活動を報告するものです。ただし、組織体制などに関する重要な報告につい
ては、2019年7月末日までの情報を含んでいます。
文中では、「ソニー」はソニーグループを指し、ソニー株式会社と区別しています。ソニーグループとは、ソニー
株式会社および、ソニー株式会社の出資比率が50%を超える連結対象会社を指します。連結子会社については、以
下をご参照ください。

事業・財務の概況については「投資家情報」のサイトで、CSR活動については本ウェブサイトで情報を開示してい
ます。

本報告書には、「GRIスタンダード」を参考に情報が記載されています。また、環境省発行の「環境報告ガイドライ
ン (2012年度版)」を参照しています。「GRIスタンダード」との対照表については、以下をご参照ください。

報告原則として重要性に対する考え方：
社会、ビジネス環境の変化に対応し、今後の重点事業、新しい事業領域を含むソニーの重点領域を検証するため、
ステークホルダーの視点を取り入れた、「マテリアリティ分析」を実施しています。詳しくは「マテリアリティ項
目の特定」をご覧ください。

環境データについては、第三者検証を受けています。詳しくは以下をご参照ください。

Corporate Report 2019 (統合報告書)

関連会社一覧(国内)

関連会社一覧(海外)

投資家情報

グローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI) スタンダード対照表

マテリアリティ項目の特定

第三者検証報告書
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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) のもと、

社会にとって意義のある存在であり続けることを目指しています。また、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は、ソニーの企業としての社会的責任であると考えて

います。それは、お客様、株主、社員、ビジネスパートナーなどのあらゆるステークホルダーに対する責任、そして、

ソニーが事業を行っている社会、地球に対する責任でもあります。

ソニーの社会への貢献は設立当初からの志でもあります。社会が大きく変化し複雑化する今、ソニーがグローバル企業

として経済価値を増加させていくことはもちろん、持続的な社会価値の創出も重要な経営の目標として、長期視点で経

営に取り組んでいきたいと考えています。ソニーは、長期視点の経営を支えるコーポレート・ガバナンスに加えて、多

様な事業、テクノロジーと人材を源泉として、「感動を生み出すことで人の心を豊かにする」「クリエイターの夢の実

現を支える」「世の中に安心・安全を提供する」といった価値を創出していきます。加えて、ソニーの事業は地球環境

や社会があってこそ成り立つという認識のもと、サステナビリティに関する取り組みを継続していきます。

2018年度の主な取り組みとして、2018年9月に「RE100 (※1) 」に新たに加盟し、2040年までに全世界の自社オペレー

ションで使用する電力を100％再生可能エネルギーにすることを宣言しました。2019年には熊本やタイの製造事業所で

の太陽光発電設備を稼働させるなど、その取り組みを加速しています。長期的には2010年に策定した環境計画「Road 

to Zero」のもと、ソニーグループ全体で2050年までに環境負荷をゼロにすることを目指していきます。

グローバルに広がるサプライチェーンにおける人権、労働環境などの課題に対しては、さまざまなステークホルダーと

の協働を通じて継続的に取り組んでいます。また、地域コミュニティにおける活動として、ソニーは小・中学校への理

科教育助成、教員育成支援などを60年にわたり日本で継続していることに加え、世界各国で子どもたちの創造性や好

奇心を育むワークショップを実施するなど、STEAM (※2) 領域での教育に貢献しています。さらに2018年度には、日

本国内の教育格差の縮小に貢献する「感動体験プログラム」を新たに開始しました。ソニーは、地球、社会の一員とし

て、サステナビリティに関する取り組みを強化し、ステークホルダーの皆様と対話を重ねながら、持続可能な社会づく

りへの貢献を目指してまいります。

※1  事業運営に使用する電力を再生可能エネルギーで100%調達することを目標に掲げる企業が参加するグローバルなイニシアチブ

※2 Science (科学)、Technology (技術)、Engineering (工学)、Art (芸術)、Mathematics (数学) の略

ソニー株式会社

代表執行役　社長　兼　CEO

吉田　憲一郎
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ソニーは、地球、社会の一員として、サステナビリティに関する取り組みを強化し、ステークホルダーの皆様と対話

を重ねながら、持続可能な社会づくりへの貢献を目指してまいります。
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2019年8月29日更新

サステナビリティの考え方

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) のもと、

「人に近づく」という経営の方向性を掲げています。同時に、ソニーは地球と社会の中に存在しているという考え方を

大切にしています。「ソニーグループ行動規範」においても、「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。

またソニーは、その事業活動が株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他機関などのソニー

のステークホルダーや地球環境に与える影響に十分配慮して行動するとともに、対話を通じてステークホルダーとの信

頼を築くよう努めています。

これらの考え方のもとで、事業活動を通じて持続的に社会価値と経済価値を生み出すことにより、企業価値の向上を追

求し、持続可能な社会の発展への貢献を目指します。

2019年8月29日更新

マテリアリティ項目の特定

マテリアリティ分析の目的と全体像

ソニーグループは、エレクトロニクス機器とデバイス、家庭用ゲーム機とネットワークサービス、映画・音楽などのコ

ンテンツ制作、金融・保険サービスなど、多岐にわたる事業を国内外で展開しています。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。

そこで、2019年にこれまでのCSRマテリアリティ項目を見直し、ソニーグループが事業を通じて長期的に価値を創造

していく基盤となるマテリアリティ (重要課題) を特定するため、ステークホルダーの視点を取り入れた分析を実施し

ました。

マテリアリティ分析は、1. マテリアリティ候補項目の抽出・整理、2. 自社視点およびステークホルダー視点での評価

の実施、3. マテリアリティ項目の特定、のプロセスで行いました。

マテリアリティ分析の全体像

Step1: マテリアリティ候補項目の抽出・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候補項目を選定しました。これらの候補項

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、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 (持続可能な開発目標) 」などを参考にしています。

Step2: 自社視点およびステークホルダー視点での評価の実施

「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。
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Step3: 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、経営層の承認を得て、マテリアリティ項目を特定しました。

マテリアリティ分析の結果

上記のプロセスを通じた多面的な評価の結果、ソニーの多様な事業ポートフォリオを支える共通の軸である「テクノロ

ジー」と「人材」を、ソニーの長期的な価値創造を支える最も重要なマテリアリティ項目として特定しました。

サステナビリティレポート2019においては、特定したマテリアリティ項目について、コーポレート・ガバナンス、企

業倫理とコンプライアンス、人権の尊重、テクノロジー、人材、責任あるサプライチェーン、品質・カスタマーサービ

ス、環境、コミュニティとのかかわり、の9つの活動領域に分類して報告しています。

今後、長期的な価値の創造に向けて、マテリアリティ項目に関する取り組みを強化していきます。

ソニーグループのマテリアリティ項目

マテリアリティ分析結果 マテリアリティ項目 サステナビリティレポート掲載箇所

最も重要
テクノロジー テクノロジー

人材 人材

重要

コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

情報セキュリティ

税務戦略

企業倫理とコンプライアンス 企業倫理とコンプライアンス

プライバシー

腐敗防止

人権の尊重 人権の尊重

責任あるサプライチェーン 責任あるサプライチェーン

製品品質 品質・カスタマーサービス

アクセシビリティ・ユーザビリ

ティ

カスタマーサービス

資源循環 環境

気候変動

化学物質

生物多様性

社会貢献活動 コミュニティとのかかわり

SDGs (持続可能な開発目標) への貢献

2015年、国連総会において「持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs) が採択されました。

SDGsは、2015年を達成期限とし、よりよい国際社会の実現を目指して2000年に採択されたミレニアム開発目標

(Millennium Development Goals: MDGs) の成果を土台としながら、新興国だけではなく先進国などあらゆる国と

地域が、貧困や不平等、教育、環境など、17の目標と169のターゲットの達成を目指すものです。
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各マテリアリティ候補項目に責任を持つ執行役員が、中長期視点での社会や技術の変化や、あるべき姿へ向けたさ
らなる施策強化の必要性の観点から、各項目の自社にとっての重要性を評価。

NGO、投資家、ESG評価機関、メディアなどが公表している情報に基づき、各項目のステークホルダー視点での重
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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」ことをPurpose (存在意義) としてグ

ループ全体で掲げています。お客様に感動をもたらす製品とサービス、コンテンツを通じたイノベーションの創出と健

全な事業活動の遂行が社会的責任の基本をなすものとして捉え推進しています。同時に、ソニーの事業は、人々が平和

で安心して暮らせる地球環境や人間社会があって初めて成り立つという認識のもと、環境や人権に対する取り組みをサ

プライチェーン全体にわたって展開しています。こうした認識と、教育・医療・スタートアップ支援なども包含するソ

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、事業活動を行う過程でSDGsの達成に貢献

できると考えています。

また、ソニーの事業活動が地球環境と人間社会にもたらすさまざまな影響とリスクを継続的に評価し、影響をマネジメ

ントするとともに、適切な情報開示を行います。

このほか、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、SDGsへの貢

献を目指しています。

関連情報
Sony's Purpose & Values

コミュニティ活動方針・重点分野・体制

2019年8月29日更新

推進体制

推進体制

CSRを推進する社内体制としては、ソニー株式会社の本社機能組織として、CSR担当部署を設置し、CSR担当の執行役

が管轄します。

CSR担当部署は、CSRに関わる活動方針の立案や、ソニーグループ全体への活動方針等の浸透、活動の推進状況をモニ

タリングするとともに、サステナビリティレポート等の各種報告書の情報発信などの対外的なコミュニケーションを行

います。さらに情報開示以外にもステークホルダーとの対話を実施し、外部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するとともに、経営層と本社関連部署 (法務・コンプライアンス、環境、品質、調

達、IR、人事、マーケティングなど) にフィードバックしています。そしてこれらに基づきソニーグループとしての対

応方針を策定するなど、経営施策に適宜反映しています。CSR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等に展開していくことによって活動を推進していきます。
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さらに、「サステナビリティフォーラム」という名称で、国内グループ会社社員を対象とし、外部講師による講演会や

映画上映、社員が積極的にアイデアを創出するワークショップなどを行っています。テーマは、災害支援、環境、人

権、貧困、国際理解、障がい者雇用、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ、ソーシャルイノベーション、

SDGs (持続可能な開発目標) 、AIと倫理など多岐にわたっています。

社員参画のための諸制度

啓発活動

ソニーでは、CSR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、さまざまな啓発活動を

行っています。

例えば、ソニー株式会社と一部のグループ会社では、一般的なCSRの知識とソニーのCSR活動全般を紹介し、CSR全般

への基礎的な理解を促すため、全社員向けにe-ラーニング研修を実施しています。

また、ソニーの主なCSR活動や、外部評価、外部動向などを中心にグループ社員向けに月次のニュースレターを配信

し、社員の理解促進に努めています。

2019年8月29日更新

ステークホルダーとのかかわり

“私たちソニー社員は、ソニーの事業活動が株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その

他機関などのソニーのステークホルダーに与える影響に十分配慮して行動します。" (「ソニーグループ行動規

範」より)

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

主な関わり 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
「Sony & Accessibility」ウェブサイト
「First Flight」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
IR Day/個人投資家向け会社説明会
ESG説明会
投資家情報のウェブサイト
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

サプライチェーン向けの説明会
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

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

7



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

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、イントラネット

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

緊急災害支援

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。具体的には下記。

事業活動ならびに製品・サービスのライフ

サイクル全体を通しての温室効果ガス削減

再生資源の活用等による天然資源の使用量

削減。水資源保全や製品回収リサイクルの

推進

環境汚染の防止のための使用する化学物質

の管理

生物多様性の維持・回復の推進と、生態系

サービスの持続的な利用

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

ソニーの「ECO」ウェブサイトからの情報

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

パートナーシップとフレームワークへの参画

CSR活動の推進には、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。

環境NGOとのパートナーシップ

ソニーは、世界的環境NGOであるWWF (世界自然保護基金) が企業とパートナーシップを結びさまざまな温室効果ガ

ス削減施策を実行していく「クライメート・セイバーズ・プログラム」に2006年7月から参加しています。これは企業

がWWFと協定を結び、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を絶対量で減らす目標を掲げて、第三者機関の検証

のもとに実施していくプログラムです。2019年4月現在、グローバルで17社が参加しています。

ソニーはこのプログラムにおいて、温室効果ガスの削減対象範囲を、段階的に拡大しながら推進し、自社の環境目標に

反映してきました。2015年6月には、ソニーは2016年以降2020年度までの環境中期目標「Green Management 

2020」として、温室効果ガス排出量について、グループ全体の事業所から排出される温室効果ガスの絶対量、製品の

消費電力の削減に加え、委託先オペレーション、サプライヤー、物流に関する新しい目標を設定しています。これらの

目標についても、「クライメート・セイバーズ・プログラム」の更新目標としてWWFと合意しました。

CSR関連団体・プロジェクトへの参画

ソニーは、CSR団体であるBSR、公益社団法人 企業市民協議会 (CBCC) などの会員です。CBCCは、経団連のイニシア

チブにより1989年に設立された団体※1で、海外で事業活動を行う日系企業が、進出先社会から「良き企業市民」とし

て受け入れられるように、地域社会、従業員を始め企業を取り巻くさまざまなステークホルダーと良好な関係を築くこ

とを支援する活動を行っています。CBCCの設立にあたっては、ソニーの創業者である盛田昭夫が初代会長を務めまし

た。ソニーは、現在も継続して積極的に参画しています。

また、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

のアライアンスである、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス (Responsible Business Alliance, RBA※2) に加盟

しています。

環境中期目標 Green Management 2020のページへ

サプライチェーンマネジメント

※1  1989年設立時の名称は「海外事業活動関連協議会」。2010年6月に現在の「公益社団法人 企業市民協議会」へ移行。

※2 2017 年10月、電子業界CSR アライアンス (EICC) は、Responsible Business Alliance (RBA) に名称が変更になりました。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

8

https://climatesavers.org/
https://www.bsr.org/jp/
http://www.responsiblebusiness.org/


2019年8月29日更新

CSR活動に関する外部評価、外部表彰

CSR活動に関する外部評価

ソニーは、継続したCSRへの取り組みが評価され、世界有数の環境、社会、ガバナンス (ESG) 投資インデックスである

FTSE4Good Index、およびFTSE Blossom Japan Indexの組み入れ企業として継続選定されています。

同じく世界有数のESG投資インデックスであるMSCIにおいて、MSCI日本株女性活躍指数 (WIN) 、MSCIジャパンESG

セレクト・リーダーズ指数、MSCI ESG LEADERS INDEXES の3つの指数の組み入れ企業として選定されています。

THE INCLUSION OF SONY 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 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.

環境に対する活動については、英国の非営利団体 (NPO) であるCDPが主催する気候変動の調査において最高評価であ

る「Aリスト」※1企業に4年連続で選定されました。また、サプライチェーン全体での温室効果ガス削減活動などの気

候変動に関する取り組みが評価され、Supplier Engagement Leaderにも選定されています。

※1  活動実績を4段階 (A、A-、B、B-、C、C-、D、D-)) で評価し、最高ランクのAを獲得した企業が選定されます。

 社外からの評価 (人材)

CSR活動に関する外部表彰一覧 (2018年度)
※ 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。

2018年度 (受賞順)

2018年度表彰名称 対象 主催 取得年月

2019 World's Most

Ethical Companies (世界

で最も倫理的な企業)

ソニー株式会社 Ethisphere Institute 2019年2月

Best Customer Service

Operations in the

Electronics Industry &

2nd Best Customer

Service Operations in

the Overall Brazil Market

ソニーブラジル

「Exame」誌および

Brazilian Institute of

Customer Relationship

2019年2月

全国低炭素生活実践大会　

国務総理賞
ソニー韓国 韓国気候環境ネットワーク 2018年11月

第6回 みどりの社会貢献賞

ソニーセミコンダクタマニュ

ファクチャリング株式会社「大

分テクノロジーセンター国東サ

テライト」

公益財団法人　都市緑化機

構
2018年10月

PRIDE指標2018 ゴールド

受賞

ソニー株式会社 、ソニービジュ

アルプロダクツ株式会社など17

社

work with Pride 2018年10月

CSR活動に関する外部表彰一覧 (2000年度以降)

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

9

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/awards/


2019年8月29日更新

RE100達成に向けたソニーの挑戦

「環境負荷ゼロ」に向けた、ソニーの環境活動

ソニーでは、2050年という長期での環境計画「Road to Zero」のもと、「環境負荷ゼロ」の実現を目指しています。

その達成に向けて5年ごとに環境中期目標を策定しており、現在は環境中期目標「Green Management 2020」

(2016-2020年度) のもと、着実な取り組みを進めています。「再生可能エネルギー導入の加速」を重点項目のひとつと

して掲げ、事業活動での使用電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指した国際イニシアチブ「RE100」に加

盟。新たなエネルギー利用の可能性を追求するソニーの挑戦が始まっています。

RE100加盟により、100%再生可能エネルギー化を加速

RE100とは、地球温暖化防止に向けて、環境NPOのThe Climate Group※1がCDP※2とのパートナーシップの元で運営

する国際イニシアチブです。加盟企業には、遅くとも2050年までに、自社事業所の事業活動で使用する電力を100%再

生可能エネルギーで調達することが求められています。

ソニーは、「Road to Zero」の歩みをさらに加速させるために、2018年9月にRE100に加盟。全世界のソニーグループ

の自社オペレーションで使用する電力を「2040年までに100%再生可能エネルギーにする」ことを目標に定めました。

※1   ロンドンとニューデリー、ニューヨークに拠点を有する国際NGO団体。地球温暖化を1.5℃以内にするための気候変動対策を推進することをミッションに
    掲げている。グローバル市場や政策をけん引する企業や行政機関との強固なネットワークを通じて、気候変動対策の推進をさらに加速させる。

※2 温室効果ガスの排出量削減や水資源と森林の保護のために企業や行政機関を先導する国際非営利団体 (NPO)。総額87兆ドルの資産を持つ投資家の支援を
    受けながら、数多くの企業や都市で使用されている環境情報開示システムを運営し、データ分析と専門家の知見をグローバルに提供する。

エネルギー利用の現状と、達成に向けたロードマップ

現在、ソニーグループ全体での再生可能エネルギー電力 (再エネ電力) 利用比率は約5％。欧州の事業所ではすでに

2008年度に100%を達成するなど、グローバルでは再エネ電力利用の拡大が進む一方、半導体事業による電力消費量

が多い日本での対応は課題です。ソニーグループから排出された全温室効果ガス (GHG) に対し、CO2排出量換算で日

本から排出されたGHGが83%を占めるという現状を鑑みても、日本での取り組みを加速することが、目標達成には欠

かせません。

Road to Zero ソニーの環境計画

ソニー、100％再生可能エネルギー利用を目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

RE100達成に向けたロードマップとして、まず2030年までに日本・米国・中国の事業所で再エネ電力の導入を拡大

し、かつ他地域でも展開を進め、再エネ電力比率30％を目指します。米国については、グローバル目標より前倒しの

2030年に100％達成という地域目標を掲げています。2030年以降は、さらに日本での導入を加速させることで、目標

である2040年グループ全体での100%達成を実現します。

ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ
工場 (STT-C)

日本におけるソニーの挑戦：100%再生可能エネルギー電力達成に向けた3つのア
プローチ

ソニーは、日本における再エネ電力の調達と拡大について、次の3つのアプローチで取り組みを進めています。

1つ目が、太陽光発電設備の導入です。ソニーでは世界のさまざまな事業所で太陽光パネルを積極的に導入しており、

日本の半導体工場においても自家発電により再生可能エネルギー比率を高めています。2019年にはソニーセミコンダ

クタマニュファクチャリング 熊本テクノロジーセンターで5,760枚の太陽光パネルを設置し、年間見込み発電量124万

kWhという大規模な発電設備の稼働をスタートさせました。

2つ目が、電力会社などからの再エネ電力の直接購入です。2017年度に東京電力エナジーパートナー (株) より、水力発

電電力のみを販売する国内初のプランが提供され、ソニーはその最初の導入企業となりました。さらに、2019年5月に

は九州電力 (株) からも水力発電・地熱発電による電力の購入をスタートしました。

3つ目が、「グリーン電力証書」の活用です。「グリーン電力証書」は2001年にソニーが電力会社と共同開発した仕組

みで、企業・自治体などがコストを負担し、再生可能エネルギーによる発電を日本各地の発電所に委託するものです。

発電した電力は発電所の近隣地域で販売され、委託した企業・自治体などには「グリーン電力証書」が発行されます。

これにより、企業・自治体などは遠く離れた場所でも再生可能エネルギーの普及促進に貢献できるとともに、発電相当

分の再エネ電力を実際に購入・利用したとみなされます。ソニーは現在も、「グリーン電力証書」の日本最大規模の導

入企業となっています。

北米：さまざまなグループ企業でグリーン電力導入の推進

欧州：100％再生可能エネルギー化を実現

パンアジア：タイで太陽光発電設備を稼動
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半導体デバイス事業とCO2排出量削減の両立　安定的かつ、より高効率なエネル
ギー利用の追求

ソニーの半導体デバイス事業においてCMOSイメージセンサーはIoTやAI、自動運転などの発展を支え、ソニーが長期

視点で生み出す社会価値の創出には欠かせないキーデバイスです。

一方で、CO2排出量が最も多いのも主に日本にCMOSイメージセンサーを始めとする半導体デバイスの製造事業所を持

つイメージング&センシング・ソリューション事業です。半導体デバイスは、製造時にクリーンルームでの空気中のご

みやほこりの混入防止や温度・湿度の調整など厳密な管理が欠かせないため、大量のエネルギーを消費します。また、

製品をつくる生産装置や設備そのものも大量の電力を必要とします。さらに、高い生産性を維持するため、安定した電

力の確保が欠かせません。

このような背景もあり、太陽光発電は天候に左右される性質上、重要な生産設備などへの直接利用は避け、工場内での

その他のエネルギー源として利用しています。安定電源が求められるところにはグリーン電力証書を活用するなど、エ

ネルギーの特性に応じた使い分けを行い、生産性と環境負荷削減を両立させる工夫をしています。

半導体デバイス事業の成長と環境負荷の低減、特にCO2排出量削減についてトレードオフの関係ととらえるのではなく

両立させるにはどうすればよいか、それを考えていくことが重要であるとソニーは考えます。

新しいアプローチ

既存の3つのアプローチに加え、ソニーは電力会社とのパートナーシップのもと、再エネ電力の「自己託送制度」も実現

する予定です。本制度は、太陽光発電設備などの自家発電設備で得た電力を、電力会社の送電網でつなぎ、自社拠点間で

電力を融通しあう仕組みです。これにより、電力を必要とする拠点へその他の拠点の余剰電力を供給できるようになるな

ど、発電した電力を無駄なくタイムリーに活用することができ、再生可能エネルギーの使用比率をさらに高めることが可

能になります。

また、ソニーは2019年、デジタルグリッド (株) へ出資し、同社が整備を進めるエネルギープラットフォーム事業に参画

しました。同社は、家庭が太陽光発電などで発電した電気を任意の相手に販売し、企業が再エネ電力を選んで購入できる

スキームを持ちます。プラットフォームにおける取引記録をもとに「ある条件下では、どれくらいの電力が必要か」など

細密な需要予測も行い、需要に対する発電量が最適化されれば、より低価格な電力の提供も可能となります。このプラッ

トフォームによる電力取引を通じて、低価格かつ大量な再エネ電力の有効利用を実現できるとソニーは考えています。

RE100加盟企業との連携による政府への働きかけ

このようにソニーはさまざまなアプローチで再エネ電力の利用拡大に取り組んでいますが、国際的に見ると、日本にお

ける再生可能エネルギー市場や仕組みは、まだ十分に整備されていないという課題もあります。

一例として、国が定める送電線の系統利用ルールの制約が挙げられます。送電線に流すことができる電力容量には上限

がありますが、現在の日本では、既存の火力発電などに優先的に容量が割り当てられています。また、発電所の全電源

が最大出力となった場合を想定して空き容量を算出しているために、送電容量の上限が低く設定されています。このた

め地域によっては、実際の送電線には十分な空き容量がありながらも、再エネ電力を電力系統に流すことができない状

況が起きています。結果として、再エネ電力の電力系統を通じた売買や活用が制限されるため、再生可能エネルギーへ

の投資が促進されず、普及の障害となっています。

このような課題はソニーを含む需要側だけで解決できるものではなく、エネルギー供給側である電力会社との協力や政

府への働きかけも必要です。他のRE100加盟企業などとも協力し、政府や関係機関への提言を行い、状況の打開を目指

すことで、再生可能エネルギーの普及拡大を実現していきたいと考えています。

国内初、メガワット級太陽光発電設備を活用した自己託送エネルギーサービスの基本契約の締結について

RE100参加企業20社「再エネ100％を目指す需要家からの提言」を公表
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る他企業やステークホルダーとともに社会への呼びかけを継続していきます。

自社の環境負荷に対する責任としての活動にとどめず、グローバル企業として再生可能エネルギーへの転換にかじを切

り、さらにけん引していくことこそがソニーに期待されている役割だと考えています。

サム・キミンス氏からのコメント (The Climate Group, RE100総括責任者)

RE100への加盟によって100%再生可能エネルギー電力の調達にコミットすることは、ク

リーンエネルギーへの転換をリードする証となります。ソニーをRE100のメンバーとして

迎えたことは大変光栄です。世界有数のエンターテインメントおよびテクノロジー企業で

あるソニーは、まさにイノベーションを礎としており、リーダーとなることの価値を知っ

ています。ソニーは、RE100への加盟を通じて、再エネ電力という未来に向かってまい進

することが、ビジネスとして理にかなっているという明確なメッセージを発信しています。

日本で数を増やしているRE100のメンバーとして、ソニーは、再エネ電力需要へのシグナルを発信しており、再

エネ電力は日本のエネルギー市場を大きく変えることになるでしょう。大手企業は、グローバル市場で競争力を

維持するためには再生可能エネルギー調達をサポートするような政策的枠組みが欠かせない、という態度を明ら

かにしています。日本における再生可能エネルギーの普及を可能にする意欲的な政策を支持することで、ソニー

は自社事業の枠を越えて、日本のクリーンエネルギーへの転換を真にけん引しています。多くの企業がこれに続

くことを期待します。

最後に

企業が、100%再生可能エネルギーでの操業を目指すことは、世界的な潮流であり、これは取引先や投資家、市民社会

などさまざまなステークホルダーからの期待の表れでもあるとソニーは捉えています。

長期的視点から、ソニーは再生可能エネルギーへの転換を将来への重要な投資と捉えており、この決断は企業価値向上

にも必ずつながるものと確信しています。特に日本においては、再生可能エネルギーはコスト面でまだ通常のエネル

ギーより割高ですが、適切な政策や制度のもと、再生可能エネルギーが大規模に普及すれば、長期的に見て経済合理性

があると考えています。日本における再生可能エネルギーの普及を加速させるためにも、ソニーは今後も志を同じくす
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コーポレート・ガバナンス

ソニー株式会社 (以下、「当社」) は、中長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進するための基盤として、

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そのさらなる強化に取り組んでいます。

具体的には、次の二つを実施することで、効果的なグループ経営の実現に継続的に取り組んでいます。

(i) 執行側から独立した社外取締役が相当数を占める取締役会が、指名、監査および報酬の各委員会を活用しなが

ら、経営に対する実効性の高い監督を行い、健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築・維持する。

(ii) 取締役会がグループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、執行役を含む上級役

員 (ソニーグループの経営において重要な役割を担う者) に対して、それぞれの責任範囲を明確にした上で業務執

行に関する決定権限を大幅に委譲することにより迅速な意思決定を可能にする。

上記に照らして、当社は、会社法上の「指名委員会等設置会社」を現時点において当社にとって最も適切な経営

の機関設計として採用するとともに、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の確保、取締役

会での活発な議論を可能にするための適正な規模の維持、各委員会のより適切な機能の発揮等に関する独自の工

夫を追加しています。

継続的に行ってきた取り組み

1961年 米国預託証券（ADR）発行、US-GAAPベースの連結決算導入

1970年 ニューヨーク証券取引所上場、社外取締役選任開始、四半期決算導入

1997年 執行役員制導入

2003年 委員会等設置会社移行

2005年 取締役会の過半数を社外取締役に　

2015年 分社化の推進

経営機構の概要 トップ 取締役会

指名委員会 監査委員会

報酬委員会 取締役、取締役会および各委員会の活動を支える活

動・施策

取締役会・各委員会の実効性評価 上級役員・その他の役員

会議体の開催状況

内部統制体制 トップ 財務報告体制

情報開示体制 コンプライアンス体制

(企業倫理とコンプライアンス)

リスク管理体制 危機管理体制

事業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan) にか

かる体制

情報セキュリティ

監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および状

況

税務戦略の方針とガバナンス体制

株主その他ステークホルダーとの関係 トップ 株主との対話方針について

株主総会の運営 その他ステークホルダーとの関係について

政策保有株式 買収防衛策等

関係当事者間取引 株主への利益の還元等に関する考え方

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針

経営機構の概要

内部統制体制

株主その他ステークホル

ダーとの関係
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2019年8月29日更新

経営方針、経営戦略等その他事業運営にかかる方針

当社の中期経営計画や年度事業計画を含むソニーグループの経営の基本方針は、当社取締役会規定にもとづき、CEOを

中心とする経営陣の考えを踏まえて取締役会にてさまざまな観点から十分に審議した上で決定しています。ソニーの

Purpose & Values (存在意義と価値観)、グループ中期経営方針、各セグメントの事業戦略、創業者の理念その他関連

情報については、以下のページをご参照ください。

また、環境 (サステナビリティ) に関する計画や理念、ダイバーシティに関する方針や取り組み等については、以下の

ページをご参照ください。

ソニーについて

経営方針

Sony IR Day

創業者理念とCSRに対する考え方

設立趣意書

環境 (サステナビリティ)

ダイバーシティ

2019年6月18日更新

経営機構の概要

当社は、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・監査および報酬の各委員会、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。なお、当社では、グ

ループ全体を統括するCEO (最高経営責任者) 、およびCEOを直接補佐し重要かつ広範な本社機能を所管する者を執行

役としています。また、CEOを含む執行役およびソニーグループの経営において重要な役割を担う者を上級役員として

います。なお、当社の経営陣につき、経営における役割や責任の大きさに応じて専務、常務、執行役員等の職位を付与

しています。

2019年6月に選任された取締役および上級役員
取締役

議長：隅 修三※1
東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長 (2019年6月24日付で退任予定)

副議長：松永 和夫※1
三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役会長

元 経済産業事務次官

吉田 憲一郎
ソニー株式会社 代表執行役 社長 兼 CEO

十時 裕樹
ソニー株式会社 代表執行役 専務 CFO
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チーフ・プロダクト・オフィサー

元Sony Network Entertainment International LLC プレジデント

宮田 孝一※1
株式会社三井住友銀行 取締役会長

ジョン・ルース※1
元 駐日米国大使

Geodesic Capital ファウンディング・パートナー

桜井 恵理子※1
ダウ・東レ株式会社 代表取締役会長・CEO

皆川 邦仁※1
元　株式会社リコー 常勤監査役

岡 俊子※1
株式会社　岡＆カンパニー　代表取締役

(新任) 秋山 咲恵※1
株式会社　サキコーポレーション　ファウンダー

(新任) ウェンディ・ベッカー※1
Logitech International SA 社外取締役

Great Portland Estates plc 社外取締役

(新任) 畑中 好彦※1
アステラス製薬株式会社　代表取締役会長

＜委員会構成＞

指名委員会
議長：隅 修三※1

委員：宮田 孝一※1

委員：ジョン・ルース※1

委員：畑中 好彦※1

委員：吉田 憲一郎

監査委員会
議長：松永 和夫※1

委員：皆川 邦仁※1

委員：岡 俊子※1

委員：秋山 咲恵※1

報酬委員会
議長：桜井 恵理子※1

委員：宮田 孝一※1

委員：ウェンディ・ベッカー※1

※1　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。

 会議体の開催状況

上級役員
吉田 憲一郎*
社長 兼 CEO

十時 裕樹*
専務 CFO

石塚 茂樹
専務

エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション事業担当

ストレージメディア事業担当

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社　代表取締役社長

デジタルイメージング本部長

高木 一郎
専務

エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション事業担当補佐

ホームエンタテインメント＆サウンド事業担当

コンスーマーAVセールス＆マーケティング担当

生産、物流、調達、エンジニアリングプラットフォーム担当

ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ株式会社　代表取締役社長

勝本 徹**
専務

R&D担当

メディカル事業担当

R&Dセンター長

コーポレートテクノロジー戦略部門長

ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社　代表取締役副社長

神戸 司郎**
常務

法務、コンプライアンス、広報、CSR、渉外、品質、環境、情報セキュリティ、プライバシー担当

安部 和志**
常務

人事、総務担当

清水 照士
常務

半導体事業担当

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社　代表取締役社長

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社　代表取締役社長

情報セキュリティ担当：ティム・シャーフ
Intertrust Technologies Corporation
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水野 道訓
常務

音楽事業担当 (国内)

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　代表取締役会長　CEO

石井 茂
常務

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社　代表取締役社長

小寺 剛
常務

デジタルトランスフォーメーション戦略担当

ソニー・インタラクティブエンタテインメント　副社長

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント　代表取締役副社長

ロブ・ストリンガー
常務

音楽事業担当 (グローバル)

ソニー・ミュージックエンタテインメント CEO

アンソニー・ヴィンシクエラ
常務

映画事業担当

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 会長 兼 CEO

御供 俊元
常務

知的財産、事業開発プラットフォーム担当

中国総代表

Startup Acceleration部門長

ジム・ライアン
常務

ゲーム＆ネットワークサービス事業担当

ソニー・インタラクティブエンタテインメント　社長　兼　CEO

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント　代表取締役社長

* 代表執行役

** 執行役

(上記は、2019年6月18日現在の情報)

2019年8月29日更新

取締役会

構成員：　13名 (うち社外取締役10名)

氏名 役職

吉田 憲一郎 取締役

十時 裕樹 取締役

隅 修三 取締役会議長・社外取締役

Tim Schaaff 非業務執行取締役

松永 和夫 取締役会副議長・社外取締役

宮田 孝一 社外取締役

John V. Roos 社外取締役

桜井 恵理子 社外取締役

皆川 邦仁 社外取締役

岡 俊子 社外取締役

秋山 咲恵 社外取締役

Wendy Becker 社外取締役

畑中 好彦 社外取締役

目的・権限

ソニーグループの経営の基本方針等の決定

当社の経営陣から独立した立場でのソニーグループの業務執行の監督

各委員会メンバーの選定・解職

執行役を含む上級役員の選解任

代表執行役の選定・解職

なお、取締役会における決議事項や報告事項については、当社取締役会規定に定めているとおりです (取締役会規定の

別表ご参照) 。

ソニー株式会社取締役会規定 [PDF:187KB]
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取締役会の構成に関する方針

当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督を実現するために、取締役会の相当割合を、法令および取締役

会規定に定める資格要件を満たす社外取締役が構成するよう、指名委員会において取締役会の構成に関する検討を重ね

ています。その上で、指名委員会において、各人のこれまでの経験、実績、各領域での専門性といった個人の資質や取

締役として確保できる時間の有無、当社からの独立性に加え、取締役会におけるジェンダーや国際性を含む多様性の確

保、取締役会の適正規模、取締役会に必要な知識・経験・能力などを総合的に判断し、ソニーグループの企業価値向上

を目指した経営を推進するという目的に照らして適任と考えられる候補者を選定しています。

取締役の員数は、当社取締役会規定において10名以上20名以下としており、2005年以降、取締役会の過半数は社外取

締役により構成されています。

ソニーグループの重要な事業領域においてソニーグループと競合関係にある会社 (以下「競合会社」) の取締役、監
査役、執行役、支配人その他の使用人でないこと、また競合会社の3%以上の株式を保有していないこと。

取締役候補に指名される前の過去3年間、ソニーグループの会計監査人の代表社員、社員であったことがないこと。
そのほか、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせるような事項がないこと。

社外取締役の追加資格要件
取締役もしくは委員として受領する報酬・年金または選任前に提供を完了したサービスに関して選任後に支払われる報
酬以外に、過去3年間のいずれかの連続する12ヵ月間において12万米ドルに相当する金額を超える報酬をソニーグルー
プより直接に受領していないこと。

ソニーグループとの取引額が、過去3年間の各事業年度において、当該会社の当該事業年度における年間連結売上の2%
または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きいほうの金額を超える会社の業務執行取締役、執行役、支配人その
他の使用人でないこと。

なお、再選のための社外取締役の指名委員会による指名は5回を上限とし、それ以降の指名は指名委員会の決議に加え

て取締役全員の同意が必要です。さらに、取締役全員の同意がある場合であっても、社外取締役の再選回数は8回まで

を限度としています。

社外取締役に関する事項

当社は、各社外取締役が、取締役会や各委員会において、多様かつ豊富な経験や幅広い見識、専門的知見にもとづく経

営に関する活発な意見交換および議論を通じて、経営判断に至る過程において重要な役割を果たすとともに、取締役会

による経営に対する実効性の高い監督の実現に寄与することを期待しています。かかる期待を踏まえた独立社外取締役

を含む取締役候補の選任方針・手続については、上記のとおりです。なお、2019年6月18日現在、取締役会は13名の取

締役で構成されており、そのうち10名が社外取締役です。また、取締役会議長は社外取締役が務めており、指名委員会

は5名の委員のうち4名、報酬委員会、監査委員会はそれぞれ委員全員が社外取締役です。

上級役員の選解任方針・手続

当社では、CEOを含む執行役およびソニーグループの経営において重要な役割を担う者を上級役員としています。

経営陣から独立した社外取締役が過半を占める取締役会は、CEOを含む上級役員の選解任および担当領域の設定に関す

る権限を有しており、それらの権限を必要に応じて随時行使するものとしています。

CEOを含む上級役員の選任にあたって、取締役会は、指名委員会が策定するCEOに求められる要件やCEO以外の上級役

員候補が当社の業務執行において期待される役割等に照らして望ましい資質や経験、実績を有しているかの議論、検討

を行った上で、適任と考えられる者を選任しています。

また、CEOを含む上級役員の任期は1年としており、その再任にあたっても直近の実績も踏まえて同様の議論、検討を

行います。なお、任期途中であっても、取締役会や指名委員会において必要と認める場合、その職務継続の適否につい

て検討を開始し、不適格と認めた場合には、随時、交代、解任を行います。
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クリックして拡大

取締役の資格要件および再選回数制限

当社が取締役に関して、取締役会規定に定める資格要件は次のとおりです。2019年6月18日時点での在任取締役は、い

ずれも同日時点において以下の取締役共通の資格要件を満たしており、また、社外取締役については、社外取締役の追

加資格要件を満たすとともに、東京証券取引所有価証券上場規程の定める独立役員としての届出を同取引所に対して

行っています。

取締役共通の資格要件
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2019年7月22日更新

指名委員会

構成員：　5名 (うち社外取締役4名)

氏名 役職

隅 修三 指名委員会議長 (社外取締役)

宮田 孝一 指名委員 (社外取締役)

John V. Roos 指名委員 (社外取締役)

畑中 好彦 指名委員 (社外取締役)

吉田 憲一郎 指名委員 (取締役)

目的・権限

取締役の選解任議案の決定

CEOが策定する、CEOおよび指名委員会が指定するその他の役員の後継者計画の評価

なお、取締役の選解任議案については、取締役会の構成に関する方針や取締役としての資格要件および再選回数制限を

踏まえて決定しています。これらの詳細については、以下のページをご参照ください。

指名委員会の構成に関する方針

指名委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とし、かつ1名以上は執行役を兼務する取締役とする

とともに、委員会議長は社外取締役から選定されることとしています。なお、指名委員の選定および解職については、

指名委員会の継続性にも配慮して行っています。2019年6月18日現在、5名の委員のうち4名が社外取締役です。

さらに、当社においては、一部の社外取締役が指名委員と報酬委員を兼任する等、指名委員会および報酬委員会の連携

を図り、後継者計画の対象となるCEOおよび指名委員会が指定するその他の役員の評価を共有することによって、当該

評価対象者の選解任の適否の判断および報酬の決定を実効的かつ効率的に行う体制を整備しています。

取締役会

後継者計画について

指名委員会は、取締役会からの委任を受けて、CEOおよび指名委員会が指定するその他の役員の後継者計画の内容およ

び運用状況について評価し、適宜、取締役会にその評価結果を報告しています。

かかる評価の実施にあたっては、指名委員会は、CEOから定期的に後継者計画案について報告を受け、その内容を踏ま

えて評価を実施しています。当該評価を実施するうえで、指名委員会は、次世代経営人材の育成や登用の状況を適切に

把握し、策定された計画案が、ソニーグループにとって持続的な社会価値の創造および中長期的な企業価値の向上とい

う目的に照らして妥当であるかどうかについて検討を実施しています。
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2019年7月22日更新

監査委員会

構成員：　4名 (うち社外取締役4名)

氏名 役職

松永 和夫 監査委員会議長 (社外取締役)

皆川 邦仁 監査委員 (社外取締役)

岡 俊子 監査委員 (社外取締役)

秋山 咲恵 監査委員 (社外取締役)

目的・権限

取締役・執行役の職務執行の監査

会計監査人の監督

監査委員会の構成に関する方針・監査委員の資格要件

監査委員会は、以下の要件を全て満たす取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会

議長は社外取締役から選定されることとします。監査委員は、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関す

る知識を有する者より選定するとともに、原則として指名委員および報酬委員を兼ねることはできないものとしていま

す。なお、監査委員の選定および解職は、監査委員会の継続性にも配慮して行います。

当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役、会計参与、支配人またはその他の使用人でないこと。

当社に適用される米国証券関連諸法令に定める"Independence"要件またはこれに相当する要件を充足すること。

また、監査委員のうち少なくとも1名は、当社に適用される米国証券関連諸法令に定める"Audit Committee Financial

Expert"要件またはこれに相当する要件を充足しなければならないとし、当該要件を充足するか否かは取締役会が判断

しています。2019年6月18日現在、4名の委員全員が社外取締役であり、うち皆川邦仁および岡俊子の2名は米国証券

取引所法に定める"Audit Committee Financial Expert"に相当する者です。また、皆川邦仁は財務および監査に関す

る幅広い実務経験を、岡俊子は企業経営および会計に関する幅広い見識を有しており、2名とも財務および会計に関す

る相当程度の知見を有しています。

会計監査人の選解任議案の決定・会計監査人の独立性・適格性に関する考え方

監査委員会は、CEOその他執行役から推薦される会計監査人候補について、推薦理由の妥当性を評価した上で、候補の

決定を行っています。また、監査委員会は、選任された会計監査人の業務、独立性、資格要件および適正について継続

的に評価を行っています。監査委員会の活動に関する詳細については以下のページをご参照ください。

監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および状況
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2019年7月22日更新

報酬委員会

構成員：　3名 (うち社外取締役3名)

氏名 役職

桜井 恵理子 報酬委員会議長 (社外取締役)

宮田 孝一 報酬委員 (社外取締役)

Wendy Becker 報酬委員 (社外取締役)

目的・権限

取締役、上級役員およびその他の役員の個人別報酬の方針の決定

報酬方針にもとづく取締役および執行役その他の上級役員の個人別報酬の額および内容の決定

報酬委員会の構成に関する方針

報酬委員会は取締役3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とするとともに、委員会議長は社外取締役から選定

されることとしています。また、CEO (最高経営責任者) 、COO (最高業務執行責任者) およびCFO (最高財務責任者) な

らびにこれに準ずる地位を兼務する取締役は報酬委員となることができないものとしています。なお、報酬委員の選定

および解職は、報酬委員会の継続性にも配慮して行っています。2019年6月18日現在、3名の委員全員が社外取締役で

す。

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

上述のとおり、取締役および上級役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は、報酬委員会が決定することとさ

れており、報酬委員会によって定められた当該方針は、次のとおりです。

取締役報酬について

取締役の主な職務がソニーグループ全体の経営に対する監督であることに鑑み、グローバル企業であるソニーグループ

の経営に対する監督機能の向上を図るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の取締役として確保するとともに、

その監督機能を有効に機能させることを取締役の報酬決定に関する基本方針としています。なお、執行役を兼務する取

締役に対しては取締役としての報酬は支給していません。

この基本方針を踏まえて、取締役の報酬の構成を

定額報酬

株価連動報酬

株式退職金

とし、各報酬項目の水準および構成比については、第三者による国内外企業経営者の報酬に関する調査にもとづき、適

切に設定されるよう、前述の方針に沿った設定を行うものとしています。

株価連動報酬については、譲渡制限付株式を用いて、株主との価値共有を一層促進することおよび健全かつ透明性のあ

る経営の仕組みの構築・維持に対するインセンティブとして有効に機能するよう適切な制限や条件を設定するものとし

ています。

株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを取締役に付与し、退任時にその累積数に

当社普通株式の株価を乗じて算出される金額としています。なお、取締役については、譲渡制限付株式の付与が行われ

た年度については、株式退職金のポイントを付与していません。

上級役員の報酬について

上級役員がソニーグループまたは各事業の業務執行の中核を担う経営層であることに鑑み、会社業績の一層の向上を図

るため、グローバルな観点で優秀な人材を当社の経営層として確保するとともに、短期および中長期の業績向上に対す

るインセンティブとして有効に機能させることを上級役員の報酬決定に関する基本方針としています。

この基本方針を踏まえて、上級役員の報酬の構成を

定額報酬

業績連動報酬

株価連動報酬

株式退職金

とし、各報酬項目の水準および構成比については、業績および株主価値への連動を重視し、第三者による国内外企業経営者の報

酬に関する調査にもとづき、担っている職責に応じ適切に設定されるよう、前述の方針に沿った設定を行うものとしています。

業績連動報酬については、中長期および当該事業年度の経営数値目標の達成をめざすインセンティブとして有効に機能するよう

適切な仕組みや指標が設定されるものとしています。具体的には、支給対象年度における (1) ROE (株主資本利益率) 、当社株主

に帰属する当期純利益および営業活動によるキャッシュ・フロー等の連結または個社の業績に関する指標 (以下「業績関連指

標」) のうち、担当領域に応じて設定された指標の達成度、および (2) 担当領域に関する個人業績の達成度を支給額決定の基礎と

し、それぞれの達成度を踏まえ、標準支給額に対し、原則0％から200％の範囲で支給額が変動するものとしています。なお、業

績連動報酬の標準支給額は、それぞれの職責に応じて、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) 全体の内、適切

な割合となるように設定されています。
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株価連動報酬については、ストック・オプションや譲渡制限付株式等の株価に連動した報酬の仕組みを用いて、中長期的な株主

価値向上をめざすインセンティブとして有効に機能するよう適切な制限や条件を設定するものとしています。また株価連動報酬

は、それぞれの職責に応じ、金銭報酬額と株価連動報酬額の合計額に対して適切な割合となるよう設定されています。

株式退職金については、在任年度ごとに報酬委員会にて定められるポイントを上級役員に付与し、退任時にその累積数に当社普

通株式の株価を乗じて算出される金額としています。

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方法

上記報酬方針にもとづいた、取締役および上級役員の個人別報酬支給額および内容は報酬委員会が決定しています。

具体的には、原則、毎年、定時株主総会開催日後に開催される報酬委員会において、取締役および上級役員の各個人の当該事業

年度における報酬の基本支給額および内容を決定し、対象事業年度終了後に開催される報酬委員会において最終的な報酬支給額

を決定しています。

なお、業績連動報酬については、各上級役員について、業績連動報酬の標準支給額ならびに業績関連指標 (各指標の配分含む) お

よび個人業績の目標が設定され、対象事業年度終了後に開催される報酬委員会において、当該目標の達成度に応じて支給額を決

定しています。

2018年度も同様の手続にもとづき、取締役および上級役員の個人別報酬支給額を報酬委員会が決定しています。

＜2018年度における執行役に対する業績連動報酬にかかる指標の目標および実績＞

2018年度における執行役の業績連動報酬の標準支給額は、金銭報酬額 (定額報酬と業績連動報酬の支給額の合計額) 全体の37.5％

から50.0％の割合でした。また、2018年度において執行役に主に適用された業績関連指標、配分、目標値および実績は以下のと

おりです。

評価指標 評価ウェイト 2018年度 目標値 (連結) 2018年度 実績 (連結)

営業CF 50％

2018年度からの3年間において2兆円以

上の営業CF (下記に定義する。) の創出

を達成すべく設定された数値

7,534億円

当社株主に帰属す

る当期純利益
40％ 4,800億円 9,163億円

ROE 10％ 15.1％ 27.3％

ソニーの第三次中期経営計画において営業活動によるキャッシュ・フローが最も重視される経営指標として設定された

ことに伴い、金融分野を除いたベースでの営業活動によるキャッシュ・フロー (以下「営業CF」) の配分を最も高く設

定したことに加え、当該第三次中期経営計画の数値目標に含まれるROE (株主資本利益率) も指標として設定しまし

た。また、当該事業年度の経営数値目標の達成をめざすインセンティブとして機能させるべく、当社株主に帰属する当

期純利益も指標として設定しました。

業績関連指標のうち、2018年度の営業CFの目標値は、2018年度期初時点における、第三次中期経営計画の目標数値で

ある、2018年度からの3年間において2兆円以上の営業CFの創出をめざすべく、報酬委員会がインセンティブとして有

効に機能すると判断した数値が設定されました。業績関連指標のうち、2018年度の当社株主に帰属する当期純利益に

ついては、2018年度通期の連結業績見通しとして、2018年4月に公表された数値である4,800億円、2018年度のROE

については15.1％が目標値としてそれぞれ設定されました。なお、2018年度の業績関連指標の実績は、営業CFが7,534

億円、当社株主に帰属する当期純利益が9,163億円、およびROEが27.3％であり、それぞれ目標値を上回る結果となり

ました。

2018年度の執行役の業績連動報酬は、上記の「役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針」に記載の

とおり、担当領域に応じて設定された業績関連指標の達成度、および担当領域に関する個人業績の達成度を支給額決定

の基礎とし、それぞれの達成度を踏まえ、標準支給額に対し、原則0％から200％の範囲で決定されました。その結

果、2018年度において、各執行役に対する業績連動報酬の支給率は、標準支給額に対して、148.1％～169.4％の範囲

でした。

(ご参考)
譲渡制限付株式報酬制度について

報酬委員会は、2017年度より当社の執行役およびその他経営幹部、ならびに当社の非業務執行取締役を対象として譲

渡制限付株式報酬制度を導入しています。

この制度は、当社の執行役およびその他経営幹部については、株主との価値共有を一層促進すること、ならびに、中長

期の業績および株主価値の持続的な向上に対するインセンティブとして機能させることを目的とするものです。また、

非業務執行取締役については、株主との価値共有を一層促進することおよび健全かつ透明性のある経営の仕組みの構

築・維持に対するインセンティブとして機能させることを目的としています。

具体的には、一定期間、割り当てられた当社普通株式を自由に譲渡その他の処分をすることができないこと (以下「譲

渡制限」という) および一定の事由が生じた場合には当社が当該割り当てられた当社普通株式を無償取得することを条

件に、当社普通株式を執行役およびその他経営幹部、ならびに非業務執行取締役に付与します。譲渡制限の期間および

譲渡制限が解除される要件や付与対象者、ならびに付与数等の同制度の具体的内容については、報酬委員会が決定して

います。
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2019年7月22日更新

取締役、取締役会および各委員会の活動を支える活動・施策

当社は、取締役会による経営に対する実効性の高い監督の実現を担保するために、様々な活動を行い、施策を講じてい

ます。主な活動・施策等は以下のとおりです。

独立社外取締役による活動

代表執行役を兼務しない取締役から選任された取締役会議長が、取締役会の運営を主導するとともに、上級役員と

のコミュニケーションや社外取締役間の連携を図っています。その具体的な取り組みの一つとして、社外取締役間

の情報交換、認識共有を目的とした社外取締役会を随時開催しています。

また、社外取締役による事業内容や経営課題の理解の促進、戦略議論の充実等を目的として、経営陣との戦略ワー

クショップ、社外取締役による事業所訪問、取締役会議長とCEOとの打合せ等を実施しています。

事務局等の設置

取締役会における建設的な議論、活発な意見交換や各取締役の活動を支援するため、取締役会事務局および各委員

会事務局を設置しています。

各事務局は、取締役会や各委員会における議論に必要な資料を各取締役に対して事前に配布するとともに、経理情

報、組織図、プレスリリース、アナリストレポートや格付けレポート等の情報についても随時提供しています。取

締役会・各委員会の前には、資料の事前配布および議案の事前説明を行うとともに、案件によっては、臨時の説明

会を開催し、取締役に詳細を説明しています。また、当日欠席した社外取締役に対して、後日、取締役会において

決議された内容等の説明を適宜行っています。さらに、各事務局は、会議の開催頻度や各回における議題数が適切

に設定されるよう、年間の開催スケジュールや想定される審議項目を事前に各取締役に共有しています。

必要な情報の提供等

取締役から必要な情報の提供を求められた場合には、各事務局がその提供に努めるとともに、円滑な情報提供が実

施できているかどうか適宜確認しています。なお、取締役の役割・責務 (委員としての役割・責務を含む) を果たす

ために必要な費用 (外部専門家の助言を受けることや、各種セミナーへの参加費用等) については社内規程に基づき

当社が負担することとしています。

監査委員会補佐役の設置

監査委員会の職務執行を補佐するため、監査委員会の同意のもと、取締役会決議により監査委員会補佐役を置いて

います。監査委員会補佐役は、ソニーグループの業務の執行に関わる役職を兼務せず、各監査委員の指示・監督の

もと、自ら、あるいは関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必要に応

じて監査委員会を補佐して実査・往査を行っています。

取締役に対するトレーニング

当社は、新任取締役に対して、就任後速やかに、担当の上級役員または外部専門家により、取締役や委員として求

められる役割と責務 (法的責任を含む) を主軸に置いたオリエンテーションを実施し、さらに、新任社外取締役に対

しては、当社の事業・財務・組織・体制等に関するオリエンテーションを実施しています。また、就任後において

も、社内規程に基づきコンプライアンスに関する研修を行うとともに、会社の事業等に関する状況を含め、その役

割と責務を果たすために必要な知識について、適宜、提供し、更新する機会を設けています。
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2019年7月22日更新

取締役会・各委員会の実効性評価

実効性評価に関する当社の考え方

当社は、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営を推進すべく、継続的に取締役会および各委員会の機能および

実効性の向上に取り組むことが重要であると考えています。この取り組みの一環として、当社は、原則として年に1回

以上、かかる実効性評価を実施しています。

直近の実効性評価

取締役会は、前回の実効性評価の結果を踏まえた対応が適切になされていることを確認したうえで、主に2018年度の

活動を対象とした実効性評価を2019年2月から4月にかけて実施しました。なお、今回の実効性評価についても、前回

と同様に、評価自体の透明性や客観性を確保することと専門的な視点からのアドバイスを得ることを目的として、国内

外のコーポレート・ガバナンスに高い知見を持つ外部専門家による第三者評価も取得したうえで、実施しました。

評価プロセス

まず、取締役会において、前回の実効性評価を踏まえた対応状況および今回の実効性評価の進め方について審議・確認

しました。

そのうえで、外部専門家による第三者評価を実施しました。その評価手法は以下のとおりです。

取締役会議事録等の資料の閲覧および取締役会への陪席

取締役会・各委員会の開催・運営実務等に関する各事務局との確認

取締役会の構成、運営、取締役自身のコミットメント、各委員会の活動、実効性評価の手法そのもの等に関する全
取締役に対するアンケートの実施

取締役会議長、新任取締役、CEOを兼務する取締役その他一部の取締役に対するインタビューの実施

日本および欧米のグローバル企業との比較等

その後、取締役会が、当該外部専門家より第三者評価の結果についての報告を受け、その内容を分析・審議し、取締役

会・委員会の実効性確保の状況を確認しました。

評価結果の概要

外部専門家による第三者評価の結果として、取締役会は、取締役の自己評価、日本・欧米のグローバル企業との比較等

の諸点から、高く評価されるべき構成および運営がなされている旨の報告を受けました。取締役会としては、その報告

内容を踏まえて実効性確保の状況について分析・審議した結果、2019年4月時点において取締役会および各委員会の実

効性は十分に確保されていることを改めて確認しました。

なお、当該外部専門家から、取締役会・各委員会の実効性をさらに高めるために、他社事例を踏まえて検討対象となり

うる選択肢として、任意委員会の設置可能性、社外取締役会の一層の充実、報酬制度に関する開示の一層の充実、社外

取締役のさらなる多様性の確保と開示の充実等に関する案が例示されました。

評価結果等を踏まえた取り組み

当社は、ソニーグループの企業価値向上をめざした経営をさらに推進すべく、今回の取締役会および各委員会の実効性

評価の結果、ならびにかかるプロセスの中で各取締役から提示された多様な意見や外部専門家から提示された視点等を

踏まえて、継続的に取締役会および各委員会の機能向上に取り組んでいきます。

なお、2018年2月から4月にかけて実施した前回の実効性評価以降、取締役会の実効性向上につながる取り組みとして

主に以下を実施しています。

取締役会構成の多様化 (新任の社外取締役として外国人一名、女性二名を選任)

ESG (環境・社会・ガバナンス) に関する取締役会に対する定期的な報告の実施

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

CEOを含む上級役員の選解任方針、後継者計画に関する方針に係る開示の拡充
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2019年7月22日更新

取締役会が定める職務分掌に従ったソニーグループの業務執行の決定および実行

取締役会からの権限委譲

取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他経営上特に重要な事項について決定するとともに、グループ経営に

関する迅速な意思決定を可能にすべく、CEOを含む上級役員の担当領域を設定したうえで、CEOに対して、業務執行に

関する決定および実行にかかる権限を大幅に委任しています。CEOはさらに、当該権限の一部を他の上級役員に対して

委譲しています。

その他の役員 (当社においては執行役員等が相当)

員数：　26名

目的・権限
取締役会および上級役員が決定する基本方針にもとづく、ビジネスユニット、本社機能、研究開発等の特定領域に
おける担当業務の実行

2019年8月29日更新

会議体の開催状況

2018年度の1年間 (2018年4月1日～2019年3月31日) において、取締役会は9回、指名委員会は5回、監査委員会は6回、

報酬委員会は5回開催されました。

取締役会への出席状況については、2018年度に在籍した社外取締役11名 (2018年6月に退任した二村隆章氏を含む。)

は、在任期間中に開催された2018年度の取締役会の全てに出席しています。また、委員会に所属する2018年度に在籍

した社外取締役は、在任期間中に開催された2018年度の各委員会の全てに出席しています。

※ニコラス・ドナティエロ氏は、2018年6月27日付で逝去により退任しましたので、同日以降に開催された取締役会お

よび報酬委員会には出席していません。
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上級役員・その他の役員

上級役員

員数：　15名 (執行役5名を含む)
　経営機構の概要 - 上級役員

目的・権限
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2019年8月29日更新

内部統制体制

当社は、2006年4月26日開催の取締役会において、会社法第416条第1項第1号ロおよびホに掲げる当社およびソニーグ

ループの内部統制およびガバナンスの枠組みに関する事項 (損失の危険の管理に関する規程その他の体制およびソニー

グループの業務の適正を確保するための体制を含む) につき、現体制を確認のうえ、かかる体制を継続的に評価し、適

宜改善することを決議しました。また、2009年5月13日および2015年4月30日開催の取締役会において、かかる体制

を改定・更新し、2019年4月26日開催の取締役会において、現体制がかかる体制に沿っていることを確認のうえ、引き

続き継続的に評価し、適宜改善することを決議しました。2019年4月26日開催の取締役会において確認・決議された内

容およびその運用状況の概要については、以下のWebサイトで公開しています。

内部統制およびガバナンスの枠組みに関する取締役会決議およびその運用状況の概要

上記取締役会決議等を踏まえた主な体制の概要についてはそれぞれ以下のページをご参照ください。

財務報告体制 情報開示体制

コンプライアンス体制

(企業倫理とコンプライアンス)
リスク管理体制

危機管理体制
事業継続計画 (BCP:Business Continuity Plan) に

かかる体制

情報セキュリティ
監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および

状況

税務戦略の方針とガバナンス体制

2019年8月29日更新

財務報告体制

当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性および米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠した対外的な報告目的の財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するために整備および運用されています。

また、当社は、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責任者により構成される組織横断的な運営委員会を設置

しており、運営委員会は、内部統制に関する必要な文書化・内部テスト・評価等のグローバルな活動を監督・評価して

おります。そして、評価の結果、当社マネジメントは、2019年3月31日時点におけるソニーグループにおける財務報告

に係る内部統制は有効であるとの結論に至っております。
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2019年8月29日更新

情報開示体制

当社は、公開会社であり、その株式は、日本および米国の証券取引市場に上場されています。そのため、ソニーグルー

プは、これらの国の証券関連諸法・規則に従い、さまざまな情報を公開する義務を有しており、ソニーグループは情報

開示に関する全ての法令・規則を遵守していきます。また、当社は、株主や投資家との信頼関係を醸成し、企業価値の

最大化を図るために、適時かつ公正な情報開示を行うこと、正確な情報を分かりやすく表現すること、開示情報の充実

を図ることをIR活動の基本方針としています。これらを担保するため、「情報開示に関する統制と手続き」を実施して

います。東京証券取引所、米国証券取引委員会、その他の管轄機関への提出や届出、あるいはソニーグループとして行

うその他の情報公開に携わるソニー役員・社員は、情報開示を、十分な内容で、公正、正確、適時かつ理解しやすく、

また「情報開示に関する統制と手続き」に準拠したものにする必要があります。かかる情報開示の過程において情報を

提供するソニー役員・社員も自己の提供する情報について同様の責任があります。

上記「情報開示に関する統制と手続き」の一部として、主要なビジネスユニット、子会社、関連会社および社内部署から

潜在的重要事項の報告を受け、ソニーグループにとっての重要性に照らして開示を検討する仕組みを構築しています。こ

の仕組みの設計・運営と適正な財務報告の担保に関し、ソニーグループ本社機能の主要部分を所管する責任者により構成

される「ディスクロージャーコミッティ」という諮問機関が設置されており、CEOおよびCFOを補佐しています。

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況については、当社のコーポレートガバナンス報告書「Vその他2.その

他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」もあわせてご参照ください。

コーポレートガバナンス報告書

2019年8月29日更新

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、社内部署は、それぞれの担当領域において定期的にビジネ

スリスクを検討・評価し、損失のリスクの発見・情報伝達・評価・対応に取り組んでいます。

当社の執行役を含む上級役員は、自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与えうるリスクを管理するために

必要な体制の整備・運用を推進しています。

また、グループリスク管理を担当する執行役は、関連部門による活動を通じて、ソニーグループのリスク管理体制の整

備・強化に取り組んでいます。
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2019年8月29日更新

危機管理体制

リスク管理の一つの側面は、危機が起こった際に適切に対応すること、またそのような危機に対する適切な準備をする

ことにあります。ソニーでは、ソニーが直面する問題に最も近いビジネスレベルや事業レベルで危機管理や事業継続活

動が必要となります。いくつかの問題は、ソニーグループ全体に大きな影響を及ぼす可能性があるため、多様化するリ

スクに対して、ソニーは、ソニーグループ全体での横断的な対応を必要に応じて実行できるよう、グループ・クライシ

ス・マネジメント体制を敷き、ソニーグループとして迅速かつ適切な危機管理を行える仕組みを構築しています。

2019年8月29日更新

事業継続計画 (BCP : Business Continuity Plan) にかかる体制

ソニーグループでは、地震等の自然災害だけでなく、さまざまな事故や災害等による事業中断リスクを低減するため、

各事業において、リスクを特定・分析・評価し、サプライチェーン全体にわたるリスクマネジメント強化の視点から事

業継続計画の強化に取り組んできました。

2011年の東日本大震災やタイの洪水、2016年に発生した熊本地震において、エレクトロニクス事業にも大きな影響が

発生しました。しかしながら、これまでの事業継続対策を推進してきた経験を生かし、トップマネジメントをはじめ全

社一丸となって対応することができ、生産中断の影響を最小限に止めることができたと考えています。

2016年以降、熊本地震の教訓を踏まえ、日本の工場の地震リスク評価を改めて行い、防災や減災の観点から社員の安

全確保に不可欠な耐震対策基準を定めました。また、事業継続の観点から火災リスクに対する独自の建物防火基準を定

めるなど、各拠点においてリスク低減を推進しています。

各事業においても、事業中断によるビジネスへの影響を極小化するために、危機管理・事業継続計画を策定・管理して

います。その実効性を高めるため、関連する会社、組織等が連携を図り、実践的な訓練を実施するなど、事業継続およ

び早期復旧の強化につながる取り組みを行っています。

さらに、ソニーグループ本社では、各事業の危機管理・事業継続計画のレビューやグループ全体に重大な影響を及ぼす

インシデント・事業中断に備えたソニーグループとしての危機管理・事業継続の体制を整えています。

また、ソニーは日本の産業界全体の競争力強化とサプライチェーン強化に貢献するため、熊本地震での復旧活動で得た

知見を、業界団体を通じて関連企業や地元企業などと共有する活動も行いました。

ソニーグループでは、事業継続計画を経営上の重要な施策と位置づけ、今まで経験した大規模災害の対応も踏まえ、サ

プライチェーンのリスクマネジメント強化等、有効かつ実践的な対応策を継続的に全社で取り組んでいきます。
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2019年8月29日更新

情報セキュリティ

多くの企業と同様、ソニーは情報セキュリティにおいて、急速に高度化する脅威に直面しています。グローバル企業が

保有する情報の侵害を狙う第三者は、その数が増えているだけでなく、より巧妙に、かつ執拗になってきています。こ

うした現状に対応し、お客様の信頼に応え続けるため、ソニーは情報セキュリティプログラムの継続的な強化に取り組

んでいます。ソニーはまた、チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー (CISO) が主導し、グループ全

体のガバナンス体制のもと、情報セキュリティに対するさまざまな取り組みを行っています。潜在的リスクの効果的な

管理、情報保護のためのシステムや製品へのセキュリティ管理の組み入れ、また、社員やビジネスパートナーへの情報

セキュリティリスクについての研修、攻撃に速やかに対応できるようモニタリング専門チームの設置などの措置がとら

れています。

情報セキュリティのガバナンス

ソニーの情報セキュリティに対する取り組みは、国際的に認められた業界のベストプラクティスに基づくグローバルな

規定や基準に則って実施されています。これらの規定は、情報セキュリティに対するソニーの責任を明示し、役員およ

び社員が遵守すべき行動および手順を定義するもので、情報システムへの不正アクセス、情報の漏えい、改ざん、消

失、破壊などのセキュリティリスクを防ぐことを目的としています。さらにソニーは、リスク環境、脅威および規制環

境の変化に対応できるよう、定期的にこれらの規定および基準の見直しと改訂を行っています。CISOは規程が世界中

で適切に実施、順守されているかをモニタリングしています。

CISOを長とする組織は各グループ会社の情報セキュリティの責任者であるインフォメーション・セキュリティ・オ

フィサー (ISO) と連携し、ソニーグループ全体の情報セキュリティ管理の整備をグローバルに進めています。ISOは、

こうした規定および基準が効果的に実施されるよう努めています。

情報セキュリティを強化するには、役員レベルでの強力なサポートとガバナンスが欠かせません。ソニーグループ各社

の役員は、組織内のリスク管理に積極的に取り組み、全ての社員が情報セキュリティへの高い意識を持った企業文化を

確立する責任があります。ソニーグループ会社は情報セキュリティ管理委員会を設置し、こういった責任を果たしてい

ます。

セキュリティインシデントの防止と管理を行っています。インシデント対応チームは、脅威に関する情報の活用と分

析、悪意ある行為のモニタリングと検知、速やかな対応と対策、高度なフォレンジック (デジタル鑑識) などを通じ

て、ソニーのネットワークを防御しています。

ソニーは、お客様、社員、ビジネスパートナーを守ることに全力を尽くしています。個人情報だけでなく当社に託され

る情報を保護するため、活動の改善、管理およびセキュリティの強化に継続的に取り組んでいます。

情報セキュリティの要となる従業員研修

ソニーは機密情報の保護に際して、社員の役割を非常に重視しています。情報セキュリティの脅威に対する社員の意識

を高めるため、全従業員に対して情報セキュリティをテーマとする年一回の研修を義務付け、インシデント報告のしか

たや、リスク回避のためにとるべき行動を学べるようにしています。また、フィッシング詐欺に関する研修も定期的に

モニタリングと対応措置

ソニーは、最先端の技術を備えた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を設置し、情報
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2019年8月29日更新

監査委員会監査、内部監査、会計監査の体制および状況

監査委員会監査体制・状況

監査委員会は、法令および取締役会の制定による監査委員会規定にもとづき、当年度に6回開催した監査委員会での審

議、ならびに、各監査委員の活動 (当社の執行役および使用人あるいは主要子会社の取締役・監査役・使用人の職務執

行についての確認もしくは報告の受領等) および監査委員会の職務を補助すべき使用人 (補佐役) に行わせる活動 (重要

な経営執行にかかる会議への陪席、執行役の決裁書類等の閲覧等) を通じて、執行役および取締役の職務執行の監査を

行いました。

監査委員会は、上記に加えて、内部監査部門およびソニーグループの内部統制を担当する各部門と連携して行う「組織

監査」を行っており、監査委員会または適宜開催するその他の会議等を通じて上記各部門より定期的に報告を受け、ま

た必要に応じて調査の依頼をし、その経過および結果について報告を受けています。

監査委員会はまた、会計監査人からその「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する

品質管理基準」等にしたがって整備している旨の通知を受け、期初に監査計画の説明を受けた上でその内容を確認し、

その報酬等に同意をし、四半期財務報告のレビューを含む期中および年度末の監査の手続と結果についての報告を受

け、その内容を評価する等の方法により、会計監査人の適格性および独立性を評価し会計監査人が行う監査の相当性の

評価を行いました。

内部監査体制・状況

当社の内部監査を行う組織としてリスク&コントロール部が設置されています。リスク&コントロール部は、ソニーグ

ループの主要関係会社に設置された内部監査部門と連携の上、グローバルに統制の取れた内部監査活動の遂行を目的と

して、ソニーグループとしての内部監査方針を定め、グループの内部監査体制の整備・拡充に努めています。リスク&

コントロール部および各内部監査部門は、ソニーグループのガバナンスの一翼を担う機能として、独立性と客観性を保

持した監査を行うことにより、グループにおける内部統制システムやリスクマネジメントの有効性などの評価を行い、

ソニーグループの経営体質の強化・経営能率の増進、企業イメージを含む重要資産の保全ならびに損失の未然防止に寄

与しています。

リスク&コントロール部および各内部監査部門は、それぞれ担当する部署・関係会社を対象に、年度初めに行われるリ

スク評価をベースに、当社のマネジメントあるいは監査委員会からの特命事項も含め、年間の監査計画を立案し、内部

監査を実施しています。個別の内部監査は、予め定めた監査手続に則り実施され、監査報告書発行後も、監査結果にも

とづく改善計画が完了するまでフォローされます。

また、執行側の一機能でありながらも、客観的かつ公正不偏な内部監査を遂行するため、その独立性を担保する仕組み

として、当社のリスク&コントロール部の責任者の任免について、監査委員会の事前同意を要件としています。

その上で、主要関係会社の内部監査部門の責任者の任免については、リスク&コントロール部の責任者による事前同意

を要求しています。

主要関係会社の内部監査部門には、リスク&コントロール部に対して重要事項の報告と発行した監査報告書の写しの提

出が義務付けられており、リスク&コントロール部は、これらの監査報告書をまとめ、定期的に、監査委員会、CFOお

よび担当執行役に報告しています。

また、リスク&コントロール部は、会計監査人に内部監査活動 (計画と実績) の状況説明と監査結果の報告を定期的に

行っており、内部監査計画の立案時および内部監査を実施する際に適宜、会計監査人が発行した監査報告書を活用して

います。

会計監査の状況

当社はPwCあらた有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。当年度において当社の会

計監査業務を執行した、PwCあらた有限責任監査法人の公認会計士の氏名は以下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 木内仁志※、井野貴章※、久保田正崇※

※連続して監査関連業務を行った年数については、7年以内であるため記載していません。

ソニーの会計監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士 92名、会計士補等 79名、その他 138名
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2019年8月29日更新

税務戦略の方針とガバナンス体制

税務方針

ソニーグループは、高い規範を持って、倫理的かつ誠実に事業活動を行い、納税義務を果たしています。ソニーグルー

プ行動規範は、事業活動を行う各国・地域で適用される税法や関連規則および国際税務に関する一般的に認められた

ルールやガイダンスを遵守することがソニーの基本方針であることを定めています。ソニーは、その業務に関連するこ

れらの税法と関連規則を理解し、遵守します。

税務ガバナンス体制

このグローバルな税務方針に基づき、ソニーグループ各社は、ソニーグループ全体の税務を統轄するGlobal Tax 

Office（GTO）のサポートのもと、各社の事業に適用される税法や関連規制を理解し、遵守する責任があります。GTO

のグローバル統括責任者は、ソニー株式会社の CFOに直接報告しています。

GTOは、税務リスクを適切に認識し、管理し、報告するための一連のプロセスおよび統制を導入しています。これに

は、各社の経理財務チームとの定期的な情報共有、文書化された業務レビューのプロセス、税務申告書作成およびレ

ビューに携わる社員のための定期的な研修、GTOのグローバル統括責任者への定期的な報告が含まれます。

付加価値税、物品税などの取引税、関税、個人所得税およびその他の税金は、関連する部門の財務責任者が最終的な責

任を負っています。GTOは、これらの部門の財務責任者と密接に連携し、重要な税務リスクまたは誤りを認識した場合

には、必要に応じて関連する税務当局とも確認しながら、サポートを提供します。

税務プランニングに対する姿勢

ソニーは、複雑かつグローバルな環境において多様な事業活動を行っており、税務マネジメントは一つの重要な要素で

す。ソニーは、事業目的に沿って、納税者としての責任を踏まえた適切な税務運営を行っています。税務担当は、事業

提案の承認プロセスにおいて、税務面での影響が明確に理解されるよう適切な助言を行います。適用される税法を遵守

し、ソニーのブランド価値を守るという義務を果たしていきます。

ソニーが事業活動を行う国や地域では、その地域への投資の招致などの政策を目的として、一定の所得や費用に対し

て、特別な所得控除、税額控除、免税などの様々な優遇税制が導入されることがあります。ソニーは、その優遇税制

が、関連する基準を満たす全ての納税者にとって幅広く利用可能であり、そのための要件が多様な事業目的と相反しな

い場合には、株主に対する義務としてそのような優遇税制を活用すべきと考えています。

税務リスク

ソニーは、事業の意思決定プロセスを支援するために、専門的かつ入念な分析と判断をもって税務リスクを評価しま

す。また、必要に応じて第三者の専門家の助言を求め、適切と判断される場合には関連する税務当局へ相談し、解釈を

求めることがあります。しかし、税法は必ずしもその解釈が明確であるとは限らず、相違が生じることがあります。ソ

ニーは、税務処理の妥当性を注視し、事実関係や税法の検討結果に基づき、その処理の妥当性が認められない可能性が

より高いと考えられる場合には、然るべき会計基準に則り税金費用を計上しています。

税務当局との関係

ソニーは、税務当局に対し真摯に対応し、良好な関係の維持に努めています。税務当局の質問に対する回答の全てにお

いて、ソニーが理解している事実を誠実かつ正確に説明しています。

透明性

ソニーは、日本の税法に従って国別報告事項を毎年作成・提出するとともに、ソニーが事業活動を行う国や地域の税法

に従って事業概況報告事項を作成・提出しています。
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2019年8月29日更新

株主その他ステークホルダーとの関係

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することが、ソニーグループの企業としての社会に

対する責任の基本をなすものです。ソニーグループは、その事業活動が、直接、間接を問わず、さまざまな形で社会に

影響を与えており、そのため健全な事業活動を営むためには、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域

社会、その他の機関を含むソニーグループのステークホルダーの関心に配慮して経営上の意思決定を行う必要があると

認識しています。ソニー役員・社員は、このことを踏まえて、ソニーグループの事業を遂行するよう努力するものとし

ています。

これらを踏まえた、ステークホルダーの皆様に対するCEOメッセージ、株主との対話方針、株主の権利確保のための対

応等については以下のページを参照ください。

ステークホルダーの皆様に対するCEOメッセージ 株主との対話方針について

株主総会の運営 その他ステークホルダーとの関係について

政策保有株式 買収防衛策等

関連当事者間取引 株主への利益の還元等に関する考え方

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

2019年8月29日更新

株主との対話方針について

当社は、株主や投資家の皆様との信頼関係を醸成し、企業価値の最大化を図るために、適時かつ公正な情報開示を行う

こと、正確な情報を分かりやすく表現すること、開示情報の充実を図ることをIR活動の基本方針としています。

かかる基本方針の下、IR活動を担当する執行役として、取締役会の決議によりCFOを指定し、CFOの下、IR担当部署が

株主および投資家の皆様との建設的な対話の促進に取り組んでいます。IR担当部署では、その取組みの一環として、投

資家説明会、経営方針説明会、IR Dayをはじめとする事業説明会など個別面談以外の対話の手段・機会の充実に向け

た施策の実施、株主や投資家の皆様との対話を補助するために必要な情報を当社内で収集するための連携の実現、対話

において把握した株主や投資家の皆様の意見・懸念の検討、ならびにそれらに関する担当執行役・取締役会への適切な

フィードバックの実施等を行います。

また、株主や投資家の皆様との対話にあたっては、インサイダー情報を伝達しないことをその方針とし、伝達する内容

については、IR担当部署が、事前に法務等の関連部署や外部専門家と適宜確認することとしています。

当社の「情報開示に関する統制と手続き」やIR活動の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。

情報開示体制

投資家情報
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2019年8月29日更新

株主総会の運営

株主総会の運営に関する当社の考え方は以下のとおりです。

株主総会の基本方針

当社は以下二つの株主総会の基本方針を掲げ、株主が発言しやすい環境作りに努めています。

総会当日に出席できない株主が、できる限り多く議決権を行使できるようにする。

総会当日に出席した株主と経営陣との直接のコミュニケーションを図る。

株主総会日については、会場確保の都合により変動しますが、集中日の1週間前を目処に設定しています。また、2003

年からは、総会前日までの議決権行使における賛否の内訳を当日の議案採決の際にスクリーンに表示するなど、透明性

の高い総会運営に努めています。

株主総会における権利確保のための取り組み

四半期ごとに株主構造を把握することにより、株主の権利の適切な行使に関する環境整備、平等性の確保、少数株主や

外国人株主に対する十分な配慮を行い、信託銀行等の名義で株式を保有されている機関投資家を含む株主の皆様の実質

的な権利確保に努めています。その一環として、株主総会の招集通知に関しては、株主の皆様の適切な判断に資する情

報を提供できるよう正確性を担保しつつも、わかりやすい内容とすることに努めています。招集通知は日本語・英語に

て作成するとともに、早期発送 (株主総会日の3週間前を目処としています) およびウェブ上での事前公表を行っていま

す。また、議決権行使に際しては電子行使 (パソコン、スマートフォンおよび携帯電話によるインターネットを通じた

議決権行使の導入、議決権電子行使プラットフォームの利用) が可能な環境を整え、株主の皆様にご案内しています。

当社の株主総会については以下をご参照ください。

株主総会後の対応について

議案ごとの議決権行使結果およびその分析については適宜、取締役会に対して報告を行い、その内容の検討を行ってい

ます。この検討結果を踏まえて株主との対話その他の必要な対応を行います。

株主総会

2019年8月29日更新

その他ステークホルダーとの関係について

当社の社会的責任やステークホルダーとの関係については、ソニーグループ行動規範の一部として、CEOによりソニー

グループ内に周知徹底されています。また、取締役会はその行動規範の周知徹底や遵守状況について定期的に報告を受

け、レビューを行います。　

また、当社は、持続可能な開発目標 (SDGs) をはじめ、さまざまな社会課題があることを認識し、マテリアリティ分析

を通じて、環境問題、ダイバーシティの確保など、当社の事業活動に関連性の高い重要なサステナビリティ課題を特定

したうえで、その重要性を再認識しさらなる取り組みを進めていきます。

当社の取締役会は、かかる重要課題への対応状況や、ソニーグループ行動規範の遵守状況などについて定期的に報告を

受け、レビューを行います。また、取締役会は、リスク管理体制が適切に構築されているかを適宜確認し、その中でサ

ステナビリティがひとつの課題として認識され、必要な取組みが検討・実施されていることについても確認します。

ソニーグループ行動規範

ステークホルダーとのかかわり

サステナビリティの考え方

マテリアリティ項目の特定

環境に関する計画や理念

ダイバーシティに関する方針や取り組み等

多様な社員が活躍する職場環境：女性活躍推進の取り組み
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2019年8月29日更新

政策保有株式

当社および当社の子会社は、ソニーグループの事業ポートフォリオの拡充およびソニーグループにおける関連事業推

進・関係強化等を目的として上場会社の株式を取得または保有する場合があります。このうち、子会社を除く上場会社

株式の保有に関する方針および議決権行使の基準は以下のとおりです。

上場株式の政策保有に関する方針

保有方針

当社は、当社または当社の子会社による上場会社株式の取得または継続保有 (当社の上場子会社による取得および継続

保有、ならびに当社が保有する当社の上場子会社株式を除く) にあたっては、適切な手続きを経て十分に検討した上

で、保有意義および経済合理性が十分認められるものに限り、取得または継続保有することにしており、保有意義及び

経済合理性が十分であると認められなかった銘柄については縮減するものとしています。

保有の合理性の検証方法

当社および当社の子会社が純投資目的以外の目的で保有する全ての上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式及

び当社が保有する当該上場子会社株式を除く) については、保有目的の適切さ、取引上の重要性 (見込んでいた協業の

進捗や今後の見通しを含む) と株式保有がかかる取引に与える影響をレビューするとともに、株式保有にかかる利回り

および資本コストの精査を通じて、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するかどうかという観点に照らして、年

に一度保有の適否の検証を行っています。なお、全ての上場会社株式の銘柄について、まず執行側において検証が行われ、

その結果を踏まえて、業務執行の監督機関である当社取締役会において保有の適否の検証が行われています。

個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

2019年3月末時点において当社および当社の子会社が保有する全ての上場会社株式 (当社の上場子会社が保有する株式

および当社が保有する当該上場子会社株式を除く) につき、前述の方法により、2019年6月18日に開催された取締役会

にて保有の合理性の検証を行いました。その結果、縮減を検討すべきと判断された株式については、縮減に向けて検討

を進めています。

認識の下、当該上場会社の株式に係る議決権の行使にあたり、当該株式の保有意義・経済合理性等とあわせて、各議案

の内容を十分に検討した上で、当該上場会社の中長期的な企業価値向上に資するような議決権行使を行うべく、たとえ

ば、剰余金の処分、取締役・監査役・会計監査人の選任、株主提案等の議案についての議決権行使時の考慮要素を社内

ルール化することを通じて、適切に行使の内容を決定することとしています。

政策保有株主との関係について

当社の株式を保有している会社からその株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどによ

り売却を妨げることせず、当該会社との間で会社や株主共同の利益を害するような取引は行いません。

政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、議決権行使を通じて、当該上場会社の企業価値、ひいては当社の企業価値を向上させることが重要であるとの
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2019年8月29日更新

買収防衛策等

当社は現時点においていわゆる買収防衛策を導入していませんが、買収防衛策の導入、当社株式が公開買付けに付され

た場合の対応、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策の実施等、株主の皆様の利益に重大な影響を与えう

る施策に関しては、取締役会 (必要に応じて監査委員会) 等の適切な機関においてその必要性や合理性等について十分

に検討を行うものとし、株主の皆様に対しても十分にご説明します。

2019年8月29日更新

関連当事者間取引

当社は、取締役会決議により、当社の役員・社員がソニーグループとの利益相反を生じる、あるいは生じるおそれのあ

る行為を行うことを禁止する旨をその行動規範の一つとして定めています。その遵守に向けた一環として、当社の役員

に対して、当社またはソニーグループ会社との間の取引または金銭債務 (いわゆる関連当事者間取引) の有無につい

て、本人だけでなくその親族等にかかるものも含め、定期的に確認しています。また、当社による当社役員との取引に

ついては、法令や取締役会規定その他社内規程に則り、取締役会における承認を得ることとしています。その承認にあ

たり、取締役会は、それらの取引が当社自身や株主共同の利益を害することのないよう、取引の重要性やその性質とと

もに法令や取締役会規定その他社内規程における要請事項について必要な確認を行った上で承認するものとしていま

す。
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2019年8月29日更新

株主への利益の還元等に関する考え方

当社は、株主の皆様への利益還元は、継続的な企業価値の増大および配当を通じて実施していくことを基本と考えてい

ます。安定的な配当の継続に努めたうえで、内部留保資金については、成長力の維持および競争力強化など、企業価値

向上に資するさまざまな投資に活用していく方針です。なお、配当金額については、連結業績の動向、財務状況ならび

に今後の事業展開等を総合的に勘案し、決定していきます。

2019年8月29日更新

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の企業年金制度として国内の確定給付年金制度の運営を担うソニー企業年金基金 (以下「ソニー基金」) は、ソ

ニー基金加入者・受給者の受給権の保全および母体企業の掛金負担の安定を図る事等を目的に定められた運用基本方針

等 (以下「方針等」) に則り資産運用を行っています。

ソニー基金における資産運用について、当社は、財務部長の指名により専門知識・資質を有した人材を当社より派遣

し、運用執行理事として業務に従事させるとともに、ソニー基金にて外部アドバイザーを採用し専門性を補完すること

により、健全かつ適切な運用体制の実現に努めています。

なお、資産運用に係る意思決定は、方針等にもとづき、ソニー基金の受益者たる当社従業員等を含めたメンバーで構成

される資産運用委員会の承認を経て最終的に理事会にて決定することで、ソニー基金と当社の間で生じ得る利益相反を

適切に管理しています。また、運用機関に対しては運用開始時に運用方針を定めた書面を交付し、その遵守状況等につ

いて定期的に確認・評価を行っています。
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企業倫理とコンプライアンス

マネジメントアプローチ

基本的な考え方

ソニーは、倫理的に事業活動を行うことが、ビジネスにおける競争力を保つために必要不可欠であると考えています。

ソニーのトップマネジメントは、率先垂範して、各組織における倫理的な企業文化の醸成に取り組んでいます。

ソニーグループ行動規範は、ソニーのコンプライアンスプログラムの基礎をなすもので、倫理的で責任ある事業活動に

関する規範やソニーの倫理的行動の核となる指針、重要事項についてのソニーの考え方を示しています。

2019年2月、ソニー株式会社は、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、「2019 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業)」の一社

に選定されました。「World's Most Ethical Companies」は、透明性、誠実さ、企業倫理・コンプライアンスに関す

る優れた成果を挙げる企業を表彰する賞です。

今回の選定は、ソニーがこれまで取り組んできた活動が評価された結果であると考えております。ソニーは、今後も引

き続き、誠実で倫理的な企業文化を大切にし、より一層の取り組みを行ってまいります。またソニーは、倫理的な企業

文化の推進を協働するグローバルな団体であるEthisphereのBusiness Ethics Leadership Allianceの一員です。

※ 「World's Most Ethical Companies」、「Ethisphere」の名称およびロゴは、Ethisphere LLC.の商標です。

ネットワークを構築

2008年 コンプライアンス・モニタリング・チームを設置

2009年 コンプライアンス・リーダーシップ・チームを設置

2018年 ソニーグループ行動規範を改訂

2019年 「2019 World's Most Ethical Companies (世界で最も倫理的な企業)」に選定

今後に向けて

ソニーは、今後も、社員一人ひとりによる倫理的行動を確保していくために、誠実さを大切にする企業文化を醸成し、

より良いものとしていきます。また、ソニーは、ソニーの事業活動にかかわるリスクの評価を継続的に行い、その結果

に基づきコンプライアンスプログラムを見直していきます。ソニーのトップマネジメントは、適用される各種法令・規

則を遵守し、倫理的な事業活動を遂行していくために、引き続き必要な経営資源を割り当てていきます。

ソニーグループ行動規範

問題が提起され、受け止められる企業文化

企業倫理・コンプライアンスプログラム

腐敗防止の取り組み

プライバシー・個人情報保護

誠実な事業活動

継続的に行ってきた取り組み

2001年 ソニー(株)にコンプライアンス統括部門を設置(現在の法務・コンプライアンス・プライバシー部） 

2003年 ソニーグループ行動規範を採択

コンプライアンス・ホットライン (現在のソニー・エシックス＆コンプライアンス・ホットライン) を設置

米州、欧州、日本、東アジアおよびパンアジアの各地域オフィスから成るグローバル・コンプライアンス・
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2019年8月29日更新

ソニーグループ行動規範

ソニーは、倫理的で責任ある事業活動を通じてイノベーションを生み出していきます。「公正である」「誠実である」

「正直である」「尊重する」「責任を持つ」といったソニーの倫理的行動の核となる指針に忠実であることが、ソニー

の企業文化を形作っています。ソニーは、この倫理的行動の核となる指針に基づき、社員、ビジネスパートナー、事業

活動を行う地域のコミュニティと協働することを通じて、ソニーのPurpose & Values (存在意義と価値観) を実現して

いきます。

「ソニーグループ行動規範」は、ソニーの企業倫理とコンプライアンスプログラムの基礎であり、ソニーグループ全体

で倫理的な企業文化を醸成し、ソニーの信用を維持していかなければならないことを明示しています。行動規範は、ソ

ニーの全ての取締役、役員、従業員 (「ソニー社員」) に適用されます。

倫理的行動の核となる指針

ソニーは、行動規範が重要事項についてのソニーの明確な方針を示し、意味のあるものであり続けるよう、継続的に行

動規範を見直しています。

また、ソニーは、グローバルな社会の一員としての責務を自覚しており、行動規範には、以下のような様々な国際的な

指針に定められている倫理的な原理 / 原則が反映されています。

OECD多国籍企業行動指針

国連グローバル・コンパクト

世界人権宣言

持続可能な開発目標 (SDGs)

ソニーはまた、日本の代表的な企業によって構成される日本経済団体連合会の「企業行動憲章」の策定にも参画してお

り、メンバー企業としてその内容を尊重し、行動規範に反映しています。

行動規範は、ソニーのあらゆる事業活動において、ソニーの倫理的行動の核となる指針を遵守しなければならないこと

を明記するとともに、以下の重要なリスク領域に関するソニーの基本方針を定めています。

正確な記録保管

腐敗防止 / 贈賄防止

独占禁止 / 公正な競争

利益相反の防止

多様性の尊重 / 差別の禁止 / 雇用の機会均等 / 公正な雇用・労働 / 職場での適切な行動

誠実なビジネス慣行

プライバシー保護 (お客様、取引先、社員の個人情報の保護) およびサイバーセキュリティ

人権の保護

財務の健全性および不正防止

問題提起のための制度 / 報復の禁止

税務コンプライアンス

職場の安全衛生
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行動規範の周知徹底

行動規範は、ソニー株式会社取締役会によって承認され、また、行動規範は、ソニーグループ各社の意思決定機関に

よって、各社の行動規範として採択されています。ソニーグループ各社のトップマネジメントは、倫理的な意思決定を

行う文化をより良いものにしていくために、行動規範の周知徹底を行う責務を負っています。

行動規範は、このウェブサイトやソニーグループ各社のイントラネットで閲覧可能です。世界各地のソニー社員が正確

に内容を理解できるように、行動規範は現在23か国語に翻訳されています。グループ全体の人員の構成の変化を踏ま

えて、他の言語への翻訳も随時行っていきます。

全てのソニー社員とソニーのために働く特定の第三者は、雇用または業務の開始日から90日以内に、行動規範の研修

コースを履修する必要があり、また、毎年、行動規範の個別項目に関する詳細な内容の再研修を少なくとも一つ履修す

る必要があります。また、リスクアセスメントの結果に基づき、より高い頻度にて、対象者を絞った追加の研修が行わ

れています。

ソニーグループ行動規範 (PDF) [PDF:762KB]
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2019年8月29日更新

問題が提起され、受け止められる企業文化

ソニーは、「問題が提起され、受け止められる」企業文化̶懸念を抱いた場合に、報復される心配なく問題を提起でき

る企業文化̶は、不適切な行為や法令違反の恐れを早期に発見し、予防するために必要不可欠であると考えています。

問題を報告できる多様な窓口

ソニーは、ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン (「ホットライン」) を含め、ソニー社員が問題を報

告するために利用できる様々な報告窓口を用意しています。ホットラインのウェブサイトは27の言語に対応しているほ

か、電話での報告も受け付けており、いずれも24時間365日利用可能です。ホットラインの電話は、専門の教育を受け

た第三者機関のオペレーターが対応し、通訳のサポートにより52の言語での報告が可能になっています。ホットライ

ンに寄せられた全ての情報は秘密に扱われます。ホットラインへの電話は録音されず、また追跡されることはなく、法

律上の要請がない限り、匿名で通報することができます。

問題を報告できる窓口の周知

ソニーは、懸念を抱いた際に問題を提起することの大切さと、問題を報告するために利用可能な窓口の周知を継続的に

行っています。例えば、ソニーグループ行動規範は、気づいた問題を見てみぬふりをせず報告することは、ソニーや自

倫理的な行為を見かけた際に安心して問題を報告できる環境を作ることができるか、また、どうすれば報復を未然に防

ぎながら部下からの報告に適切に対応できるかについて、研修により周知しています。

ソニーは、通報者に対する報復の禁止の方針を周知し、徹底して実施しています。ソニーは、誠実に報告を行った社員

や問題の調査に参加した社員に対するいかなる報復行為も許しません。

ホットラインの運用状況

2018年度は、ソニーグループ全体で約400件の通報を、ホットラインで受け付けました。通報は、雇用、労働、職場

環境、情報管理などに関するものがあり、そのうちの約69％が雇用、労働、職場環境に関するものでした。

ホットラインに寄せられた指摘は速やかに調査され、問題が確認された場合には懲戒や改善措置が行われます。2018

年度に受けた案件の38％は事実であることが裏付けられ、多くの改善措置が取られました。ソニーは、トップマネジ

メントやソニー株式会社の監査委員会が有効な監督機能を果たすための一助として、通報制度の運用状況を報告してい

ます。

分たちの同僚を守るために、ソニー社員一人ひとりが果たすべき責任であることを明記しています。また、行動規範の

研修において、問題を報告することの大切さを伝えるとともに、四半期ごとに継続的に発信されるメッセージにおい

て、多様な報告窓口を周知しています。

また、最初に上長に対して問題が報告されることが多いことから、マネジメントに対して、どうすればソニー社員が非
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2019年8月29日更新

企業倫理・コンプライアンスプログラム

ソニーのグローバルな企業倫理・コンプライアンスプログラムは、ソニーが倫理的で責任ある事業活動を実践していく

うえで重要な役割を果たしています。ソニーは、グループ全体および地域ごとのコンプライアンスネットワークを構築

しており、この全てのグループ会社を網羅するコンプライアンスネットワークを通じて、全てのソニー社員に対して漏

れなく企業倫理およびコンプライアンスに関する研修やメッセージの発信を高い頻度で行っています。

ソニー株式会社法務・コンプライアンス・プライバシー部は、グループ全体のコンプライアンスプログラムを構築し、

各ビジネスユニットに設置された担当者から構成されるグローバルなコンプライアンスチームを監督する役割を担って

います。

ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムの基本的な考え方

ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムの一番の特徴は、「トップマネジメントによる率先垂範」です。ソ

ニーのトップマネジメントは、行動規範に定める倫理的行動の指針に忠実であることの大切さを、継続的かつ繰り返し

ソニー社員に対して伝えています。こうしたトップマネジメントの率先する活動は、社内規則、手続、研修、継続的な

リスクアセスメント、コンプライアンスプログラムのアセスメント、調査、第三者リスク管理、監査といった内部統制

手続と連携して実施されている堅固な企業倫理・コンプライアンスプログラムによって支えられています。

ソニーは、各種規制のガイダンスや他社の優れたプラクティスを参考にしながら、継続的にソニーのコンプライアンス

活動をより良いものとしていくことに取り組んでいます。

主な研修コース(リスクアセスメントの結果に基づいて実施)：

贈賄防止

顧客精査

独禁法と公正な競争

輸出入コンプライアンス

情報セキュリティとプライバシー

グローバルなコンプライアンスネットワーク

ソニー株式会社法務・コンプライアンス・プライバシー部は、グローバルなコンプライアンスチームのメンバーやグ

ループ各社のマネジメントと協力して、包括的なリスクアセスメント、社内規定の導入、不正行為の発見と予防に取り

組み、また、社内規則違反や法令違反の疑いの調査・対応を監督しています。

加えてソニーは、コンプライアンス・モニタリング・チームを設置し、コンプライアンスプログラムの設計や実施状況

の定期的なアセスメントにより、プログラム全体の有効性や浸透度合いを評価しています。また、このチームはリスク

ベースのコンプライアンス監査、内部統制の検証も行っています。

ソニー株式会社の監査委員会は、コンプライアンス活動に関する最終的な責任を負っており、毎月のレポートや対面で

の定期的な報告を通じて、コンプライアンス活動の成果やホットラインの運用状況、研修の実施状況、新たなプログラ

ムの提案、国内外の法規制の動向等、コンプライアンスに関する最新状況の報告を受けています。

ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムでは、全てのソニー社員が必ず受けなければならない企業倫理とコン

プライアンスに関するメッセージと研修が定められています。全てのソニー社員は、雇用または業務開始の日から90

日以内に、行動規範および職場での適切な行動に関する研修コースの修了が求められます。ソニー社員は、さらに、各

人の役割と責任に基づき、リスクに応じたコンプライアンス研修を受講します。
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2019年8月29日更新

腐敗防止の取り組み

ソニーはあらゆる腐敗行為を禁止しています。腐敗行為は、自由な経済活動に対して悪影響を及ぼし、持続可能で透明

性の高い社会を構築していくために撲滅しなければならないものです。ソニーは、各国の腐敗防止法制の制定状況や当

局による執行状況といったグローバルな腐敗防止の取り組みの最新状況をモニタリングし、それに応じてコンプライア

ンスプログラムと内部統制機能をアップデートしています。

ソニーの腐敗防止プログラム

全てのソニー社員は、ソニーグループ行動規範およびソニーグループ贈賄防止規程を理解し、腐敗防止に関するソニー

の方針を遵守することが求められています。ソニーは腐敗防止に関する様々な取り組みを行っていますが、主な取り組

みは以下のとおりです。

ソニーは、相手が政府関係者であるか私人であるかを問わず、あらゆる取引において不適切な金品の支払を禁止し
ています。ソニーグループ贈賄防止規程 (直近では2018年に改定) は、ソニー社員が国内外の政府関係者に応対する
際に必ず遵守しなければならない事項と手続を定めています。同規定は、特に、政府関係者に対して行うことがで
きる支払形態を厳格に制限するとともに、事前の承認を得ることを義務付けています。

ソニーを代理して政府関係者に応対する第三者や、合弁事業のパートナー、買収先企業および特定の投資先企業に
ついては、デューデリジェンス (精査) と法務部門による事前の確認を行うことが定められています。これらの第三
者には、ソニーの贈賄防止プログラムの遵守への同意を求めています。

ソニーは、グループ各社のマネジメントによる腐敗防止の取り組みを支えるため、詳細な研修の実施や様々なサ
ポートの提供を行っています。全てのソニー社員は、雇用または業務の開始時に、腐敗防止の方針を定めたソニー
グループ行動規範の研修を受講します。また、一部の社員 (例えば、トップマネジメント、財務・経理、法務、マー
ケティング、営業、不動産、経営企画、税務、監査、調達部門、およびその他政府関係者に応対する部門の社員)
は、事前承認手続やデューデリジェンス (精査) の要請といった内容を含む、より腐敗防止に特化した研修を受講し
ます。さらに、法務、財務、その他管理部門および高リスクの職種に対しては対面での研修が行われます。再研修
は少なくとも2年に1回行われ、リスクアセスメントの結果によって、より頻繁に行われます。

懸念が生じた場合には、ただちに調査し、適切な処置を行います。また、懸念が解消されるまで、適切な監督が行
われます。

ソニーは、不適切な支払を予防し、また、その恐れを事前に察知するために、強固な内部統制システムと経理手続
を設けています。また、帳簿やその他の記録の正確性の確保を徹底して行っています。

ソニーは、腐敗防止に関する社員の意識を向上させ、不正行為を未然に防ぎ、腐敗防止に関する法令や社内規則の
遵守状況を監督するために、腐敗防止に関する定期的なアセスメントと監査を行っています。

ソニーは引き続き、グループ内で腐敗防止に関する知見を共有し、より強固な腐敗防止プログラムの維持推進に努めます。
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2019年8月29日更新

プライバシー・個人情報保護

新しいデジタルの時代を迎え、かつてないほど急速な勢いでプライバシーを巡る環境の変化や情報通信技術の発展が起

こりつつあります。EU一般データ保護規則 (GDPR) を受け、世界中で新たなプライバシー法が制定され、プライバ

シーに関するコンプライアンスの基準が引き上げられ続けています。また、クラウドベースのサービスおよびソーシャ

ルメディアサービス、スマートフォンやその他のデバイス、ビッグデータ、AIのような革新的な技術が急速に進展して

いくと同時に、ソニーも日々新たなプライバシーの課題とリスクに直面しています。

こうした変化に対応し、お客様の信頼に応え続けるため、ソニーはグローバルでのプライバシープログラムの継続的な

強化に取り組んでいます。ソニーはまた、お客様や社員、その他ステークホルダーの個人情報を保護するために、効果

的に潜在リスクを管理し、プライバシー上の対応策をシステムや製品に組み入れることができるよう、グループ全体の

ガバナンス体制のもとで継続的な活動を行っています。

プライバシーガバナンス

ソニーでは、プライバシー担当執行役員の責任のもと、ソニーグループ全体をカバーするプライバシー・個人情報保護

体制を敷いています。ソニーのプライバシー対応は、関連する法令、原則およびベストプラクティスに基づくグローバ

ルな規定や基準に則って実施されています。これらの規定は、プライバシーに対するソニーグループ全体での取り組み

姿勢を明示し、ソニーが取得、保有、処理している個人情報を適切に取り扱い、保護していくことを確保するために、

役員および社員が遵守すべき行動および手順を定義するものとなっています。さらにソニーは、リスク環境、脅威およ

び規制環境の変化に対応できるよう、定期的にこれらの規定および基準の見直しと改訂を行っています。

ソニーのプライバシー担当執行役員は、規定がグループ全体で適切に実施、遵守されているかをモニタリングしていま

す。ソニーのプライバシー担当執行役員の監督のもと、プライバシー・個人情報保護に責任を負うグループ各社のプラ

イバシーオフィサーと法務部門は連携し、それぞれの組織内でこうした規定および基準が効果的に実施されるよう努め

ています。

プライバシー・個人情報保護を推進していくためには、役員レベルでの強力なサポートとガバナンスが欠かせません。

ソニーグループ本社および各社の役員は、組織内のプライバシーリスク管理に積極的に取り組み、プライバシーを尊重

する企業文化を確立し、信頼を獲得することに努めています。

個人情報保護

ソニーでは、プライバシー管理フレームワークを活用し、プライバシーに関する原則および要件をデータ処理に組み込

ませ、プライバシーリスクの評価、対処を行うことで個人情報保護を継続的に強化しています。

また、ソニーは、お客様、社員、ビジネスパートナーからの信頼を維持していくため、個人情報を含めたソニーに託さ

れる情報を保護すべく、活動の改善、管理およびセキュリティの強化に継続的に取り組んでいます。

従業員研修

ソニーでは、一人一人の社員がプライバシーを守っていく役割を担っていると考え、すべての社員に情報セキュリ

ティ・プライバシー研修を受講することを義務づけています。
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2019年8月29日更新

誠実な事業活動

ソニーは、公正かつ倫理的で、法令を遵守した事業活動を行うことに確固として取り組んでいます。それらの取り組み

の例として、公正な競争、腐敗防止、適用法令 (公正競争、腐敗防止、反マネーロンダリング、経済制裁、貿易管理、

税や金融に関する法令など) の遵守が挙げられます。

取引先の精査/経済制裁と貿易管理/反社会的勢力排除への取り組み

ソニーは、腐敗防止、マネーロンダリング防止、経済制裁法令遵守、貿易・関税に関する法令遵守に関するグループ規

模の各種規則を定めています。ソニーは、信頼できる取引先とのみ事業活動を行うことを確保するために、顧客、合弁

事業のパートナー、買収先企業、その他の第三者といった取引先に対して、リスクの度合いに応じたデューデリジェン

ス(精査) を行っています。この精査は、ソニーが取引を通じて犯罪行為に加担してしまうことや、経済制裁あるいは貿

易管理法制の下で制裁対象者に挙げられている団体または個人と取引を行うことを防止しています。またソニーは、取

引先による違法行為を防ぎ、信頼できる相手とのみ取引を行うことを確かなものにするべく、取引に携わるソニー社員

が、レッドフラグ (疑わしい兆候) に気づくことができるように、研修を行っています。これらの方針と手続は、犯罪

組織や反社会的勢力のメンバーと取引関係を持たないことを確保するための役割も担っています。ソニーは、社会の秩

序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨み、関係排除に取り組んでいます。反社会的勢力

とは関係を持たず、反社会的勢力への利益供与や不法な要求にも応じません。

独占禁止等公正な競争に関する法令の遵守

ソニーは、不公正な事業活動によってではなく、公正に競争し、優れた製品やサービスを提供することによって競争力

を保ち、企業価値を向上させていきたいと考えています。ソニーは、独占禁止法等の公正競争に関する法令を遵守し、

公正で自由な市場競争を促進するよう、事業活動に取り組みます。ソニーは、ソニー社員が独占禁止法や競争法の目的

や趣旨を理解し、これらの法令を遵守するための指標として、ソニーグループ独占禁止法/競争法遵守グローバルポリ

シーを制定しています。また、競争法に関する意識を高め、このポリシーの要請をより確実に実施できるよう研修を

行っています。さらに、ソニーの法務担当者は、競争法の動向を注視し、競争法遵守のポリシーや手続を常に最新の状

態に保っています。
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人権の尊重

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

ソニーグループは、グローバルに事業活動を展開しているため、国際的な人権への影響に対する関心の高まりを背景

に、従業員や取引先をはじめとした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するとともに、適正な労

働慣行を確保することが求められていると考えています。

基本的な考え方

ソニーは、ソニーグループ行動規範にて定められた人権の尊重の基本方針に則り、全てのグループ会社に対し、法令の

遵守、人権の尊重を含めた誠実な事業活動を求めています。

また、国連人権理事会によって発行された、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、あらゆる事業運営におい

て人権を尊重します。

体制

CSR担当執行役が管轄する本社CSR担当部署において、ソニーグループ全体の事業活動およびサプライチェーンにおけ

る人権リスク評価およびモニタリングを実施しています。

社員に対しては国内ソニーグループ各社にダイバーシティ推進委員会を配置し、その組織体制のもとで、人権、ダイ

バーシティに関する勉強会などを実施しています。また、人権課題や人権リスクには相談できる体制や仕組みを構築

し、問題があれば早期に対応するようにしています。

2018年度の主な実績

以下、2018年度の取り組みについて主な実績をご紹介します。

人権の尊重に関するe-ラーニング研修の継続実施

「ソニーグループAI倫理ガイドライン」を策定

継続的に行ってきた取り組み

1987年 人権擁護室を設置

1991年 社員向けの人権講演会等で社員教育を開始

1995年 ソニーグループ人権委員会を設置

1998年 人権・機会均等に関する社員相談窓口を設置

2000年 「人権尊重理念」および「人権基本姿勢」を策定

2003年 ソニーグループ行動規範を策定

2011年 ダイバーシティ推進委員会を設置 (人権委員会から改称)

今後に向けて
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引き起こしたり、助長することが

ないよう、合理的な努力を続けていきます。

活動報告

人権への取り組み

職場における人権

製品・サービスに関連する人権

サプライチェーンにおける人権 (責任あるサプライチェーン)
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2019年8月29日更新

人権への取り組み

ソニーは、ソニーの事業活動およびサプライチェーンに関わる、すべてのステークホルダーの人権を尊重しています。

企業の事業運営のグローバル化にともなう、人権への影響に対する関心の高まりを背景に、2011年に国連人権理事会に

よって発行された、「ビジネスと人権に関する指導原則」では、企業がその事業活動やサプライチェーンにおける人権

への悪影響を未然に防止あるいは軽減するために実施すべきステップが示されています。ソニーはこの指導原則に基づ

き、事業のあらゆる営みにおいて人権を尊重し、適正な労働慣行を確保することを目指しています。

人権に関する方針
ソニーの事業活動、サプライチェーンおよび製品における人権の尊重に関するソニーの基本的な方針は、ソニーグルー

プのすべての取締役、役員および社員一人ひとりが遵守すべき規範である「ソニーグループ行動規範」において次のよ

うに定められています。

「ソニーは、全ての人は尊厳と敬意をもって処遇されなければならないと考えています。ソニーは、全ての人の、国際

的に認識されている人権を尊重し、支持します。私たちソニー社員は、私たちの事業活動、商品、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引き起こしたり、助長したりすることがないよう、合理的な努力をし、また万一

そのような影響が生じた場合には、解消に向けて真摯に行動します。」

人権の尊重のための体制

人権に関する基本的方針を定めた「ソニーグループ行動規範」は取締役会の承認により制定されています。この方針の

もと、CSR担当執行役が管轄する本社CSR担当部署において、ソニーグループ全体の事業活動およびサプライチェーン

における人権リスク分析およびモニタリングを実施しています。

また、ソニーの事業活動およびサプライチェーンを通じて関連しうるさまざまな人権課題については、CSR担当部署、

調達関連部署、コンプライアンス関連部署、人事関連部署等が協力して対応しています。

人権リスク評価およびモニタリング

ソニーのCSR部門は、CSRに関する専門知識を有するグローバルな非営利団体であるBSRとともに、ソニーグループ全

体の事業活動およびサプライチェーンの中で、どのような潜在的な人権リスクがあるかの分析を2012年に行いまし

た。ソニーグループは、エレクトロニクス、エンターテインメント、金融等多岐にわたる事業を展開しており、それぞ

れの事業特性により着目すべき人権課題や重要度も異なります。例えば、エレクトロニクス事業においては、原材料調

達を含むサプライチェーンにおける労働者への人権配慮を主要な取り組みテーマとして認識し、ソニーグループ行動規

ソニーグループ行動規範

範と整合するとともに、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス (Responsible Business Alliance, RBA※1) 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」を制定しています。ソニーはRBAの設立メンバーとして、業界全

体の取り組みのもと、サプライヤーのアセスメントや継続的なモニタリングを行うなどの取り組みを強化しています。

また、人権に関するグローバル課題や関連法規制、ステークホルダーの関心、およびソニーのビジネス活動の変化を反

映するため、2018年に人権リスク分析のレビューとアップデートをBSRとともに行いました。

人権リスク分析のアップデートにあたっては、まずソニーのビジネス活動に関連しうる人権項目を選定しました。選定

にあたっては国連世界人権宣言や、人権に関する国際条約等を参照しています。また、これら選定された人権項目につ

いて、メディアやNGOのレポート等の文献より、どのような人権リスクが存在するかを確認しました。これらの調査

結果と、昨今のソニーのビジネス活動領域を照らし合わせることにより、ソニーにとってより関連の大きい潜在的な人

権リスクを特定しました。結果として、エレクトロニクス事業のサプライチェーンにおける労働者への人権配慮など、

以前より主要テーマとして取り組みを進めていたものや、AIなどの新しい技術に関する人権リスクが特定されました。

これらの人権リスクへの取り組みについて、継続的にモニタリングと改善をしていきます。

人権に関わる啓発・教育研修

すべてのソニーグループ社員は「ソニーグループ行動規範」の研修を受けることが義務付けられており、人権の尊重を

含む法令を遵守した誠実で倫理的な事業活動を推進しています。

また関係する部門の社員に対し、さらに専門的な研修を実施することで、早期に人権リスクを察知し、対応できるよう

取り組んでいます。

人権に関する通報や相談の窓口

ソニーは、ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットラインを含め、法令や「ソニーグループ行動規範」その他

の社内規則の違反のおそれがある場合に、社員が報告し、相談できる複数の窓口を設置しています。また、ビジネス

パートナーを対象としたサプライヤー・ホットラインや、ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針の違反の

おそれがある場合に報告できるホットラインを設置し、人権侵害のリスクに早期に対応することができるよう取り組ん

でいます。

ソニーグループUK Modern Slavery Actステートメント

企業倫理・コンプライアンスプログラム
職場における人権

問題が提起され、受け止められる企業文化
サプライヤー・ホットライン
職場における人権
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2019年8月29日更新

職場における人権

ソニーは、雇用の機会均等を旨とし、互いの人権が尊重され、個人の能力が最大限発揮できる職場づくりを進めていま

す。各地域においてそれぞれの地域の法令や規範を遵守し、さまざまな人権課題に取り組んでいます。

「ソニーグループ行動規範」は「人権の尊重」に関するソニーの基本方針をグローバルに定めています。その中の「雇

用における機会均等／差別の禁止」の項目では、「ソニーは、多様性を推進し、全てのソニー社員が、それぞれの才能

やスキルを活かして、お客様に最高の商品やサービスをお届けすることに貢献できる企業風土の醸成に取り組みます。
ソニーは、求人、雇用、研修、昇進、その他の応募者または従業員の処遇において、ソニーのビジネス上の正当な利益

と関係しない要素に基づく差別をしません」と謳っています。

人権に関する企業の課題が多様化するなかで、それぞれの課題に全社員が高い意識・関心を持ち、取り組むことが重要

であると考えています。

人権の尊重のための推進体制

国内ソニーグループ各社にダイバーシティ推進委員会を配置し、その組織体制のもとで、人権、ダイバーシティおよび

関連する問題に関する勉強会などを実施しています。その他のソニーグループ各社においても、職場における人権の尊

重を推進するためのプログラムを展開しています。

ソニーグループ行動規範

また、両立支援に関する相談、育児や介護に関する相談、LGBT社員の働き方に関する相談など、幅広く機会均等に関

する相談を受け付けています。

相談窓口では、プライバシーに十分配慮した迅速かつ適切な対応を行い、守秘義務の徹底や相談者に不利益な取り扱い

をすることを禁止しています。これらのことを対応者が十分理解するためのマニュアルの作成や研修会の開催も行って

います。

※1   EEO (Equal Employee Opportunity)；雇用機会均等

啓発・研修活動

ソニーでは、新たに雇用された全社員を対象としたソニーグループ行動規範に関する研修を実施し、その内容には人権

の尊重やハラスメントに関する研修が含まれます。

国内において、新入社員を対象とした人権やダイバーシティの基本となるプログラム、管理職を対象としたさまざまな

プログラムを定期的に実施しています。また人権に特化したe-ラーニング研修をソニー株式会社全社員およびグループ

会社37社を対象に実施しました。2018年度は対象となる全社員のうち約90％の社員がe-ラーニング研修を受講しました。

人権意識を高める全社員向け (希望者) ダイバー
シティ講演会

活動の共有

日本において、毎年12月の「人権週間」にあわせ、ソニーグループ各社におけるダイバーシティ推進活動の優秀な取り

組みに対する表彰を行っています。

また、国内ソニーグループにおいては、広告・表現に関わる担当者で構成する人権・表現問題情報交換会を設置し、定

期的に情報交換および勉強会を開催しています。

相談に関する窓口

倫理およびコンプライアンスに関する内部通報窓口に加え、ハラスメントなどの人権課題や人権リスクへの早期対応が

行えるよう、国内ソニーグループ各社ではEEO※1相談窓口を (社外含む) 設置し、社員が相談しやすい仕組みを整えて

います。
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2019年8月29日更新

製品・サービスに関連する人権

ソニーは、ソニーグループ行動規範に則り、製品、サービスが、人権への負の影響を引き起こしたり、助長したりすること

がないよう、合理的な努力をし、また万一そのような影響が生じた場合には、解消に向けて真摯に行動していきます。

製品・サービスの安全性とアクセシビリティ

ソニーは創業以来、お客様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。「ソニーグ

ループ行動規範」でも、ソニーの製品およびサービスを利用するお客様の安全を保つため、事業活動のどの段階におい

ても、法令に定める基準を満たす、またはそれを上回るための手だてを継続的に追求し、安全性を確保していくことを

定めています。またアクセシビリティ (年齢や障がいによる制約にかかわらない使いやすさ) に十分配慮した製品や

サービスの企画、設計を推進しています。

情報セキュリティとプライバシー

ソニーは、お客様、社員、ビジネスパートナー、その他のステークホルダーからソニーに託される、プライバシーやさ

まざまな情報を保護するため、活動の改善、管理およびセキュリティの強化に継続的に取り組んでいます。

AI (人工知能) と倫理に関する取り組み

ソニーは、AIを活用することにより、平和で持続可能な社会の発展に貢献し、人々に感動を提供することを目指してい

ます。同時に、ソニーはAIが社会に与える影響についてさまざまな議論が行われていることを認識しています。

ソニーは2018年9月に「ソニーグループAI倫理ガイドライン」を策定しました。このガイドラインはソニーのすべての

役員および従業員が、社会と調和したAIの活用や研究開発を行う際の指針を定めています。

またソニーは、AIの利用による倫理的な課題に関して多様なステークホルダーとの対話を進めています。例えば、

2017年5月、AI技術の啓発と倫理面を含む人間社会の課題解決に共同で取り組み、人間社会に貢献することを目的とし

て設立された非営利団体である「パートナーシップ・オン・AI」に日本企業として初めて参画しました。ソニーはAIや

製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み

使いやすさとアクセシビリティ

情報セキュリティ

プライバシー

ロボティクスにかかる研究開発や事業活動を通じて得られた知見を生かし、「人とAIの適切な協力関係をいかにして構

築するか」、「高度化するロボティクスや、異なるレベルの自律性を兼ね備えた製品・サービスに対して、AIはどのよ

うに適用可能か」といったテーマを中心に、同団体で幅広いステークホルダーと協議をしています。日本においては、

2019年2月に公表された経団連「AI活用戦略」や、2019年3月に公表された内閣府「人間中心のAI社会原則」など、AI

をより良い形で社会実装していくための原則や指針づくりにも参画しています。

広告・表現およびコンテンツサービスにおける取り組み

ソニーは、多様な事業を多くの国や地域において展開していることを踏まえ、ある文化や地域において社会的に、また

職務上許容される行為が、ほかの文化や地域においては異なった受け止め方をされ得ることに十分に配慮して業務を遂

行することとしています。

国内ソニーグループにおいては、広告・表現に関わる担当者で構成する人権・表現問題情報交換会を設置し、定期的に

情報交換および勉強会を開催しています。

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は、プレイステーションのゲームソフトにおいて、日米

欧各地域の業界団体 (CERO/ESRB/PEGI) の年齢別レーティング制度を導入しています。

ソニーグループAI倫理ガイドライン [PDF:88KB]

職場における人権

使いやすさとアクセシビリティ
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テクノロジー

マネジメントアプローチ

基本的な考え方

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）にもとづ

いて研究開発を推進しています。また、「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパ

ニー」であるソニーの事業は、人を軸としており、「人に近づく」ことで感動を生み出し、人々の心を豊かにすること

を目指しています。この「人に近づく」という経営の方向性にもとづき、人、すなわちユーザーやクリエイターの動機

に近づくという視座を加え、研究開発に取り組んでいます。

詳しくは Corporate Report 2019 「テクノロジー」のページをご覧ください。

体制

ソニーの研究開発組織 (コーポレートR&D) では「ソニーグループ全体への貢献」「中長期的な骨太の技術テーマ設

定」「オープンイノベーションの強化」を実行していきます。中長期に向けた研究開発に注力し、重点領域として差異

化につながる「入力／把握」「Agent処理」「出力／表現」の領域への取り組みを推進しています。また、エンタテイ

ンメント、金融などへも技術の展開を強化していきます。SDGs、ESGの観点から、安全・安心の提供、資源・環境問

題解決への技術による貢献についても検討を進めています。
ソニーは、個々の事業の競争力強化および責任と権限の明確化を目的として事業の分社化を進めるとともに、各事業を

支える本社機能およびプラットフォーム機能などの再編も実施してきました。コーポレートR&Dは、日本のほか、海

外にある複数のR&D拠点と連携して推進しています。それぞれの地域の特徴や強みを活かした研究開発活動を行い、

大学や研究機関との連携を進めることで、開発のスピードアップや効果的な成果につなげていきます。また、顧客との

共創をともなうプロジェクトについては、実組織の枠組みを超えた横断的なチームを編成し、フレキシブルかつスピー

ディーに英知を結集して活動を推進していきます。また、独立した研究所としてソニーコンピュータサイエンス研究所

を設立し、新たな研究領域や事業を生み出し、人類・社会に貢献することを目的に研究開発を行っています。

このほか、スタートアップの創出と事業運営を支援するプログラム「Sony Startup Acceleration Program (SSAP)」

や、コーポレートベンチャーキャピタル「Sony Innovation Fund」などを設けています。

Corporate Report 2019 テクノロジー (32ページ)

テクノロジー > About

Sony Startup Acceleration Program

社会価値創出に向けて
ソニーはテクノロジーの力で社会に貢献するさまざまな活動に取り組んでいます。

事例は動画「ソニーのテクノロジーが創出する社会価値」をご覧ください。

関連リンク

ソニーのテクノロジーが創出する社会価値 (YouTube)

テクノロジー

Corporate Report 2019 (統合報告書)

将来に向けた環境技術開発 (環境)

Sony Innovation Fund
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人材

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

創立以来、常に最先端の技術開発に取り組み、世の中に新しい価値を提供し続けきたソニーにとって、「人」は最も重

要な経営資源です。多様なビジネスをグローバルに展開し、持続的な社会価値と高収益を創出する企業となるために

も、社員は重要なステークホルダーです。多様な社員の違い、意欲、能力を最大限に生かし、一人ひとりのエンゲージ

メントを高めることが、人材・組織力を持続的に高め、経営全体のパフォーマンスを上げるものと考えます。

基本的な考え方

ソニーでは、人材を“群”でなく“個”としてとらえています。強い意志と自主性・成長意欲を持った個性あふれる社員一

人ひとりに寄り添うことを大切にしており、これにより社員の持てる力が最大限に発揮されるものと考えています。こ

の考えは、創業者の理念がつづられた設立趣意書においても明記されており、「自由闊達にして愉快なる理想工場」

「実力本位、個人の能力を最大限に発揮」などを、人材における基本的な考えとして、現在まで受け継いでいます。 

“個”の人材とソニーのつながりは、「都度、お互いに選び合い、応え合う関係」と定義しており、“個”の成長が組織の

成長につながり、その結果、ソニーの成長を実現すると考えています。ソニーの持続的な成長が、社員にとってはより

多くの挑戦と成長の機会をもたらします。

事業と人材の多様性はソニーの強みであり価値創造のドライバーです。ソニーが持つ多様な事業と人材を束ね、持続的

に価値を創造するためには、Sony’s Purpose & Values (存在意義と価値観) に、社員が共感していることが極めて大

事になります。加えて、創業時の理念を踏まえ、ソニーは社員に何を価値として提供し、社員に何を求めているのか、

ソニーグループ共通で定義しています。

ソニーが社員に提供する価値、ソニーが社員に求めること

ソニーが社員に提供する価値 ソニーが社員に求めること

「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタ

テインメントカンパニー」で、世界を感動で満たす影

響力

お客様やコミュニティ、クリエイターに近づき、イノ

ベーションを創出

エンタテインメント、エレクトロニクス、Direct to

Consumer (DTC) サービスの多岐にわたるグローバル

なキャリアの可能性

多様な人材や視点から価値を生むインクルーシブなカ

ルチャー

夢と好奇心で未来を開拓し、人々の心を動かす

多様性を活かし、ベストなものを飽くことなく追求

ソニーの持続可能性のために、倫理的で責任ある行動

を体現し、ソニーブランドへの信頼に応える

エンタテインメント、エレクトロニクス、DTCサービ

スの多岐にわたる事業機会を生かすために独自性を発

揮する

またソニーは、人種、国籍、宗教、信条、障がい、性別、年齢、出身地、性的指向および価値観、働き方などの多様性

を尊重し、お互いを受容することで、社員一人ひとりの能力が最大限に発揮され、イノベーションにつながると考えま

す。多様性を尊重した組織風土づくりを進めることで、お客様への価値創造に貢献することが、ソニーが目指すダイ

バーシティ&インクルージョンです。

取り組みについては安全で健康に働ける労働環境の整備を基本とし、「Attract」 (人材獲得)、「Develop」 (人材育

成)、「Engage」 (社員エンゲージメント) の3つを人材戦略のフレームワークの柱として、さまざまな活動を展開して

います。

体制

ソニーでは、ソニーグループの人材に関わる重要な事項について、トップマネジメントで構成される人事検討会で議

論・審議し、グループ各社に人事戦略のフレームワークを共有しながら、詳細な人事戦略は立案と遂行は各事業の自律

性に委ねることとしています。

ダイバーシティ&インクルージョンを重要な経営課題の一つとして捉え、CEO直轄のダイバーシティ委員会を設置し、

各種施策を推進しています。また、人権課題や人権リスク、両立支援、育児や介護、LGBT社員の働きかたなど幅広く

相談できる体制や仕組みを構築しています。

安全衛生活動の推進体制は、全世界で事業所ごとに、OHSAS18001に基づくマネジメントシステムを構築するととも

に、ISO45001※1に基づく「ソニー安全衛生マネジメントシステム」の構築・運用へ切り替えを予定しています。

※1   ISO45001：労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格
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ダイバーシティ＆インクルージョン

- ダイバーシティの意義について「社員の認知・理解を高め、意識・行動変革へつなげる」ことを目的にダイバーシ
ティウィークを国内外で3年連続開催

- ソニー生命が特例子会社ソニー生命ビジネスパートナーズを設立

- アジア地域のエレクトロクス事業で障がいのある社員の雇用を促進、中国では障がいのある学生が多数在籍する大
学で中国事業所合同の採用イベントを開催

- 国内グループ会社の人事責任者・担当者を対象に「LGBT講座」として講演会とワークショップを実施。あわせて
「人事パーソンのためのLGBT Handbook (基礎編)」を作成・配布

- 外国籍社員の活躍推進のため、キャリアに関する講演会やパネルディスカッション、ロールモデルとなる外国籍エ
グゼブティブへのインタビューを実施し、キャリアパスについて考える機会を提供

社員の成長と活躍

- 新人材育成コンセプトを実現する場として、ソニー (株) 本社にPORTを設立

- 2000年よりグローバルリーダー育成プログラム「Sony University」を国内外で継続実施

- ソニーグループにおける優れた個人エンジニアを表彰する「Sony Outstanding Engineer Award」や、全社レベ
ルで認定する「Distinguished Engineer制度」を継続実施

- グループ全体の技術交換会であるSony Technology Exchange Fairにおいて、Distinguished Engineerによるパ
ネルセッション、Sony Innovation Fund (SIF) の投資先を中心としたオープンイノベーションショーケースを併設

社員エンゲージメント

- CEOをはじめとするトップマネジメントと社員のコミュニケーション (直接対話・情報発信) を国内外で実施

- 国内外で社員エンゲージメント調査とその結果に基づくワークショップを2011年より継続実施

- 音楽ビジネス (北米、英) にて、未成熟児を妊娠した場合、育児休業期間を延長する制度を導入

- 国内エレクトロニクスグループ各社で、働き方改革推進プロジェクトを継続

- 魅力的なワークプレイスの創造を国内外で継続実施。オープンコミュニケーションと創発の場として、社員の新し
いチャレンジを支援

安全衛生

- 2019年度から2021年度のグローバル共通の中期指標である「安全衛生中期目標 (ISO45001外部認証取得、健康リ
スク低減活動実施等)」を掲げ、グローバルガバナンスを強化

- 労働安全衛生に関する監査やリスクアセスメントの継続実施

2018年度の主な実績

2018年度の取り組みについて主な実績を抜粋し、ご紹介します。
継続的に行ってきた取り組み※

1966年 社内募集制度開始

1973年 Sony Technology Exchange Fair開始

1978年 ソニー・太陽株式会社設立

1988年 フレックスタイム制度導入

1988年 ソニーグループ安全衛生基本方針制定

1990年 育児休業制度を導入

フレックスホリデー制度導入

2000年 Sony University設立

2008年 フレキシブルワーク (旧　テレワーク) 制度導入

2011年 ダイバーシティ推進委員会を設置

2015年 フレキシブルキャリア休職制度導入

　社内フリーエージェント制度導入

2017年 国内エレクトロニクスグループ各社で働き方改革プロジェクトを実施
※ グループ等の記載・会社名がないものについてはソニー (株) の取り組み

今後に向けて

今後も持続的な社会価値と高収益の創出のため、「ダイバーシティ」「社員の成長と活躍」「エンゲージメント」に注

力し、安全で健康に働ける環境の整備を進めていきます。社員一人ひとりが働きやすく、新しいチャレンジを創発し、

個性やスキル・能力を最大限発揮できる環境を提供していきます。
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ダイバーシティ&インクルージョン トップ 多様な事業と地域を越えた社員の活躍

多様な社員が活躍する職場環境 多様な人材の採用

人権・雇用機会均等 (職場における人権)

社員の成長と活躍 トップ 社員のスキルアップとキャリア

技術者の育成・活躍 経営人材・将来のリーダー育成

社員エンゲージメント トップ ワーク・ライフ・バランス

組織活性化・社内コミュニケーション 魅力的なワークプレイスの創造

安全衛生 トップ 安全衛生に関する基本方針

グローバルな安全衛生活動 日本での安全衛生活動

中国での安全衛生活動 北米での安全衛生活動

中南米での安全衛生活動 欧州での安全衛生活動

パンアジアでの安全衛生活動 映画事業での安全衛生活動

労働災害統計 健康増進活動

活動報告

人員情報

ダイバーシティ&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

安全衛生

社外からの評価

2019年8月29日更新

人員情報

ソニーグループにおける総社員数について、2018年度末は、半導体、金融分野などでの人員増加がありました

が、スマートフォン事業及びディスク製造事業ならびに映画分野における構造改革などにより、海外において人

員が減少した結果、前年度末に比べ約2,900名減少し、約114,400名となりました。なお、ソニー株式会社の社

員数は、2018年度末は約2,500名となっています。
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2018年度末のセグメント別の社員数は、エレクトロニクス事業が最も多く、約75,600名と全体の66%を占めていま

す。続いて、金融事業が約11,800名、映画事業が約9,300名、音楽事業が約8,500名となっています。

2018年度末のエリア別の社員数は、日本国内が約46%、海外が約54%となっており、海外における地域別の比率は、

アジア・太平洋地域が20%、米国が13%、欧州が10%、中国大陸・香港地区が9%、その他地域が2%となっています。

ソニー株式会社における役員構成 (2019年6月18日現在)

総数 (名) 内、女性 (名) 内、外国人 (名)

取締役 13 4 (30.7 %) 3 (23 %)

社長・専務・常務・執行役員 41 (2) ※1 3 (7.3%) 5 (12.2%)

※1  () 内の数は、取締役兼任者数

取締役会
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以下は2019年3月31日時点の情報です。

社員数

ソニー (株) 国内 海外 全世界

総数 2,473 50, 100 6 1,800 1 14,400

男性 1,888 38,700 34,400 75,000

女性 585 1 1,400 27,400 39,400

女性社員比率 *1 23. 7% 22.8% 44.3% 34.4%

女性管理職比率 *1 14.8% 8.5% 36.3% 27.3%

*1 正社員のみ

平均勤続年数

ソニー (株) 国内 海外 全世界

総数 15.0 15.5 7.9 1 1.5

男性 15.8 15.5 8.2 12.3

女性 13.2 15.3 7.6 9.9

採用数

ソニー (株) 国内 海外 全世界

採用数 *2 687 2,857 13,2 19 16, 763

男性 599 1,698 7,348 9,645

女性 88 1, 159 5,882 7, 129

新卒採用競争倍率 *3 男性 全体 1 1.6倍 - - -

女性 全体 20. 1倍 - - -

男性 事務系 22.2倍 - - -

女性 事務系 24.2倍 - - -

男性 技術系 9.4倍 - - -

女性 技術系 14.4倍 - - -

*2 ソニー (株) についてはソニー (株) 本籍社員として一括採用した合計値。
入社後、グループ会社へ出向した社員を含む

*3 ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト (正社員) のみ

離職率 *4

ソニー (株) 国内 海外 全世界

総数 3. 1% 4.3% 12.4% 8.5%

男性 3. 1% 4.2% 1 1. 1% 7.3%

女性 3.0% 4.9% 14.0% 1 1. 1%

*4 正規社員、定年退職と自己都合退職のみ

人材育成 *5

全世界

社員1人あたり平均研修時間 20.0

社員1 人あたり平均研修費用 ￥155, 736

*5 人事システム上で把握している情報のみ

障がい者雇用率 *6

ソニー (株) 国内

障がい者雇用率 2.85% 2.30%

*6 社員数101名以上のみ、特例子会社含む

年次有給休暇

ソニー (株) 国内

平均年次有給休暇取得日数 15.9 15. 1

平均年次有給休暇取得率 69.8% 67.7%

フレキシブル勤務 *7

ソニー (株) 国内

制度導入会社 32社

一度でも利用した利用者数 1,048 9,073

延べ利用回数 10, 195 76, 102

*7 テレワーク、リモートワーク、在宅勤務などの総称
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育児休業 *8

ソニー (株) 国内

育児休職取得率 55.7% 26.2%

男性 7. 1% 5.8%

女性 100.0% 88.6%

育児休暇取得率 39.2% 53.5%

男性 44.7% 7 1.0%

女性 0.0% 0.2%

育児短時間取得率 3. 1% 26.9%

男性 0.0% 2.0%

女性 25.0% 102.5%

育児休職復職率 100.0% 95.7%

男性 100.0% 100.0%

女性 100.0% 95.2%

*8 2017年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、 

2018年度に制度利用した社員比率

年齢構成別人員 (ソニー株式会社)
男性 女性 総数 女性比率

総数 1888 585 2473 23. 7%

30歳未満 2 1 1 76 287 26.5%

30～39歳 535 158 693 22.8%

40～49歳 659 243 902 26.9%

50～59歳 452 106 558 19.0%

60歳以上 3 1 2 33 6. 1%

職位別人員 (ソニー株式会社)

男性 女性 総数 女性比率

総数 1888 585 2473 23.7%

取締役 *9 10 2 12 16.7%

社内取締役 2 0 2 0.0%

執行役員 *10 38 3 41 7.3%

部長相当職以

上
110 19 129 14.7%

課長相当職以

上
201 39 240 16.3%

係長相当職 617 78 695 11.2%

その他 910 444 1354 32.8%

うち、管理職

総数
351 61 412 14.8%

うち、新規管

理職登用数
30 8 38 21.1%

*9 最新の数値は上記 参照
*10 取締役兼務者含まず

ソニー株式会社における役員構成 (2019年6月18日時点) 
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2019年8月29日更新

ダイバーシティ&インクルージョン

ダイバーシティステートメント

エレクトロニクス、エンターテインメント、金融など、多様なビジネスをグローバルに展開しているソニーでは、多岐

にわたるバックグラウンドを持つ社員が働いています。事業と社員のダイバーシティ (多様性) は、ソニーの経営戦略

上の強みであり、より一層推進していくために、グループ共通の「ダイバーシティステートメント」 (2013年) を制定

しました。ダイバーシティを重要な経営課題のひとつとして捉え、一人ひとりの「個」を尊重し、対話を重ねることで

刺激しあい、共に新しい価値を創造していくことでソニーがより一層成長すると考えています。

ダイバーシティステートメント

様々なビジネス分野での活動において多様な価値観を尊重し、新たにチャレンジすることは、グローバル企業と

してのソニーのDNAでありイノベーションの源泉です。ソニーは、その経営方針の一環として、健全な職場環

境の整備と多様な人材の採用・育成・登用により、グループ全体でダイバーシティを推進します。

ダイバーシティウィーク

ダイバーシティウィークは、ダイバーシティに関するイベントを世界中のソニーグループ各社で集中的に行うことによ

り、ダイバーシティの意義について「社員の認知・理解を高め、意識・行動変革へ繋げる」ことを目的に開催していま

す。各イベントでは、これまでと異なるものの捉え方や積極的なコミュニケーションを促し、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提供し、社内にとどまらず他企業

や社外団体などにも参加を呼びかけ、社会への発信も行っています。

ダイバーシティ&インクルージョン

多様な事業と地域を越えた社員の活躍 多様な社員が活躍する職場環境

多様な人材の採用 人権・雇用機会均等 (職場における人権)

2019年8月29日更新

多様な事業と地域を越えた社員の活躍

事業を越えた社員の活躍

幅広く事業を展開するソニーグループでは、商品・サービス・コンテンツの開発やマーケティングにおいて事業を横断

して多様な社員が協業し、新しい挑戦を続けています。2018年度は、ソニーグループ全体で、1,500人が法人を越えて

異動しました。こうしたさまざまに広がるキャリアの機会と事業を越えた人脈を通して、より多くの協業が生まれてい

ます。

映画ビジネス ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、ソニー株式会社のR&Dセンターと協力して、本

社カルバーシティーに、Innovation Studiosを開設しました。通常の映像制作のほか、VR、AR

やMR などのコンテンツ制作も手掛けています。デジタルスキャンした撮影セットの映像がバー

チャルに再現可能であるなど、テクノロジーを駆使して映像制作のクリエイティビティを向上さ

せることを目指しています。

中国 中国におけるソニーグループでは、エレクトロニクスや映像、映画・テレビ、音楽、ゲーム、漫

画・アニメ、教育などの分野における商品や技術について展示するSony Expoを毎年4月に開催

しています。

地域を越えた社員の活躍

2019年3月末現在、ソニーでは、グローバルな人材活用、技術や知識の移管、新しいビジネスの立ち上げ等を目的と

し、約1200名の社員がさまざまな国や地域での業務に派遣されています。そのうち海外グループ各社からの異動者は

約140名おり、世界中のさまざまな事業領域で活躍しています。また、国を越えたグローバルな人材の異動を、さらに

円滑かつ効率良く実現するために、各国人事の専門家を集め、多様な海外アサインメント形態に対応できるソニーグ

ループ共通のポリシーやガイドラインを整備し、常に改良を加えながら今に至っています。

国内ソニーグループでは、国籍・言語に関係なく社員がより働きやすい環境づくりを目指して、入社後のフォローアッ

プや社員間ネットワークの構築、キャリア支援など、さまざまな角度からさらなるサポートの充実に取り組んできまし

た。例えば、日本語を母国語としない外国籍社員が英語で社内生活を送ることができるよう、既存の社内ウェブサイト

や人事・経理関連システムのバイリンガル化等、社内インフラの整備を継続して推進しています。さらに、社内のダイ

バーシティ推進に取り組んでいるDIVI@Sony※1のプロジェクトメンバーと協働で、外国籍社員と彼らの上司、同僚に

対しアンケートやインタビューを実施し、外国籍社員の活躍推進のための課題を洗い出し、必要な施策の検討・実施に

取り組んでいます。2018年度は、キャリア支援の一環として外国籍社員のキャリアに関する講演会やパネルディス

カッションの実施、ロールモデルとしての外国籍エグゼクティブへのインタビュー等、外国籍社員が自身のキャリアパ
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スについて考えたり、ヒントを得られたりする機会を提供しました。また今後は外国籍社員に対する支援だけではな

く、彼らの上司に対してもワークショップや研修を通じ、多様な価値観やキャリアに関する考え方を持つ部下とのより

円滑なコミュニケーションを支援していく予定です。

※1   Diversity Initiative for Value Innovation at Sonyの略

(年度)

2019年8月29日更新

多様な社員が活躍する職場環境

女性活躍推進の取り組み

ソニーでは、ダイバーシティ推進の一環としてグローバルに女性活躍を推進しており、2018年度末時点のソニーグ

ソニーグループにおける女性社員および女性管理職比率 (%) ※1　※2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 28.6 27.2 29.5 29.3 33.6 34.3

管理職における

女性比率
15.9 15.9 22.2 23.9 25.3 27.3

ループの女性社員比率は34%、女性管理職比率は27%です。

国内では、2020年度末までに女性管理職比率をグループで10%、ソニー株式会社では15%とすることを目標とし、積

極的な採用・育成・登用が重要と考え、さまざまな施策を展開しています。厚生労働省の「女性の活躍推進企業データ

ベース」にて「女性活躍推進法」に基づき、グループ各社が「情報公表」や「行動計画の公表」を行っています。国内

外の具体的な取り組みとしては、リーダーとしてのスキルと意識づけ、ネットワーク形成を支援するため女性リーダー

育成プログラムなどを実施し、育成機会を提供しながら成長を支援しています。

ソニー株式会社　女性活躍の優良企業として厚生労働大臣認定「えるぼし」最上位認定を2016年に取得
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(年度)

(年度)

(年度)

(年度)

ソニーグループ (日本) における女性社員および女性管理職比率 (%) ※1　※2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 18.6 18.6 21.3 21.0 22.1 22.7

管理職における

女性比率
5.7 4.8 6.5 7.0 8.4 9.0

ソニーグループ (米国) における女性社員および女性管理職比率 (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 37.8 36.1 37.5 38.1 38.7 37.8

管理職における

女性比率
33.3 31.3 33.0 35.5 37.4 40.0

ソニーグループ (中国大陸、香港地区) における女性社員および女性管理職比率 (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 55.5 44.6 43.8 55.5 56.6 48.9

管理職における

女性比率
26.2 32.7 31.6 40.1 40.1 32.2

ソニーグループ (アジア・太平洋地域※3) における女性社員および女性管理職比率 (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 42.5 46.2 43.8 37.2 49.4 46.2

管理職における

女性比率
26.4 31.1 33.7 34.5 29.1 32.8

(年度)

(年度)

ソニーグループ (欧州) における女性社員および女性管理職比率 (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 34.3 36.0 34.5 36.9 35.9 37.2

管理職における

女性比率
26.6 25.9 33.6 34.9 37.5 35.3

ソニーグループ (その他※4)における女性社員および女性管理職比率 (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

女性社員比率 37.4 38.1 41.4 41.5 38.5 36.4

管理職における

女性比率
24.7 30.0 28.1 37.4 37.9 34.2

※1   いずれも各年度末3月31日時点のデータに基づく集計。なお、国・地域・法人により「管理職」の定義が異なる場合がある

※2 ソニー株式会社 女性職位者比率14.8% (社外取締役は除く)

※3 該当地域：東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区

※4 該当地域：中近東、中南米、アフリカ、カナダ

ソニーグループ各国・地域における女性の活躍推進の主な取り組み

ソニーグループ

(日本)

国内グループ各社では、個社ごとに2020年度末の目標値を掲げており、女性社員と上司を対

象とした研修を行うなど取り組みを進めています。国際女性デーには、ソニーグループのシニ

アマネジメントから、多様な人材が異なる視点でより良いものをつくり、新たな価値を創出し

ていくために、メッセージを発信しました。

ソニーグループ

(米国)

ソニー・ピクチャーズおよびソニー・インタラクティブエンタテインメントでは、より多くの

女性技術者とのネットワークを構築するための取り組みとして、テクノロジー分野で活躍する

女性に焦点を当てる世界最大の国際会議である「グレース・ホッパー会議」に女性技術者が出

席しています。

エレクトロニクス

ビジネス

(アジア)

ソニーインディアでは、女性社員比率の増加に毎年の重点目標のひとつとして注力しており、

成果がでています。女性社員を対象とした研修を実施するなどの取り組みから、女性の管理職

も増加しています。
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障がいのある社員の活躍推進の取り組み

ソニーグループでは、障がいのある方の雇用や支援についても、それぞれの国や地域の法令や規範を遵守し、障がいの

有無に関わらずキャリア構築ができるインクルーシブな職場環境づくりを進めています。

故井深大ファウンダーの「仕事は、障がい者だからという特権なしの厳しさで、健丈者※1の仕事よりも優れたもの

を、という信念と自律の精神を持ってのスタートでした」という言葉にもあるように、障がいを感じない、感じさせな

い環境で、誰もが活躍できるような取り組みを行っています。

国内ソニーグループの障がい者雇用においては、人事センター内の専門組織を中心に、特例子会社制度が法制化される

前の1978年に設立されたソニー・太陽株式会社※2と、知的障がい者・精神障がい者に就労機会提供を行っているソ

ニー希望・光株式会社2社で培った雇用ノウハウやグループ各社の実例を集約し、障がいのある社員への支援や10年以

上にわたりグループメリットを生かした合同の採用活動をしています。他の国内グループ各社においても、2019年3月

にソニー生命保険株式会社がソニーグループとして3社目の特例子会社「ソニー生命ビジネスパートナーズ株式会社」

を設立し、生命保険業務の事務代行等を通じ、障がいのある方が自分らしく輝ける未来を創ることができるような環境

を提供しています。

特例子会社の雇用だけでなく国内各グループ会社それぞれでインクルーシブな環境づくりを推進し積極的な雇用を行っ

ています。具体的には、職場の受け入れ環境整備や社員の意識向上を目的とした配属職場へのガイダンスや特例子会社

の障がいのある社員がプログラムした研修の開催、2016年の法令改正以前に合理的配慮のグループガイドラインを作

成し、障がいへの配慮は個別に十分な話し合いを行って決める等、井深の考え方を実践したソニーらしい障がい者雇用

を行っています。

また、海外グループ会社においても、専門機関等と協力した採用活動や社員の意識向上に向けた慈善活動等を行ってい

ます。

中国では、ソニーのCSRのひとつである「人材」部分の重点項目として障がい者雇用を掲げており、障がいのある学生

が多数在籍する大学で中国事業所合同の採用イベントを開催しています。香港では、日本でも実施実績のある、暗闇体

験で視覚障がいのある方とのコミュニケーションを学ぶワークショップを実施。米国では、視覚障がいのある方を対象

にした映画を「聞く」ためのボランティア活動を行い、社員の意識向上につなげたり、障がいのある方の社会進出の支

援を行っています。

このようなダイバーシティ&インクルージョンに対する社会的な意識向上を目指した活動は日本でも行っており、就職

活動という場面を活用し、社会で活躍する障がいのある学生を増やすため、働くことやキャリア構築のための意識啓発

イベントを実施しました。ソニー・太陽株式会社では、小中学生に向けた「インクルージョンワークショップ」を開催

し、障がいのある人もない人もともに科学の面白さを体験できる機会を提供しました。この取り組みは、障がい者の生

涯学習支援の文部科学大臣賞を受賞しました。ソニー希望・光では、外部団体と連携し、知的障がいのある人の「成長

ステップ」を個々人の能力だけに留まらず、個人に合わせた「 (必要な配慮) 」や「強み」を可視化し、人材育成や個

性を生かす職域開拓に活用していきます。

このように、社会全体で障がいのある方の活躍をバックアップし、法令遵守にとどまらず、働く環境への配慮やダイ

バーシティ&インクルージョンの意識向上を積極的に推進しています。

なお、国内ソニー株式会社の2018年度の障がい者雇用率は、2.85%、国内ソニーグループ (社員数101名以上・連結) の

平均雇用率 (2018年3月) は2.3%となり、日本の法定雇用率 (2.2%) を上回る雇用を実現しています。

※1  障がいがなく「丈夫」な人はいるが「常に」健康な人はいないという、創業者の井深大の考え方を踏まえて表記したもの

※2 ソニー・太陽株式会社は、工場設備から各種制度まで幅広くユニバーサルデザインの思想を取り入れており、現在はインクルーシブデザイン (製品の使
いやすさ、作業環境、教育等、あらゆる面で万人のニーズに対応するようさまざまな人が企画構想、設計段階から参画し包括的にデザインすること) と

    いう考え方に発展させています。障がいの有無にかかわらず、誰もが同じように働ける環境づくりを推進した工場運営を行っています。

ソニーグループ各国・地域における障がいのある社員の活躍推進の主な取り組み

ソニーグループ

(米国)

ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは、医療番組のモデルとなった自閉症を取り上げた

パネルディスカッションを開催し、医師、作家、プロデューサー、自閉症の本人が登壇しまし

た。また、ソニー・ピクチャーズ・アニメーション・キャンパスにおいては、自閉症患者のリ

ソースフェアを開催し、彼らが有意義な雇用を得ることを支援しました。

エレクトロニクス

ビジネス (アジア)

中国、タイ、マレーシアなどでは、正規社員として障がい者雇用を積極的に推進しています。

また、聴覚障がいのある学生のための職場見学を実施しました。日本の特例子会社との情報交

換により、ファシリティの考え方を事業所に展開したり、社員の意識向上につなげています。

ソニーグループ

(日本)

国内拠点で実施された合理的配慮の事例をまとめ、拠点ごとの合理的配慮の参考となる実例を

共有しています。また、国内ソニーグループの精神障がい・発達障がいの雇用事例をまとめ、

雇用の在り方などのガイドブックを作成しました。

LGBT社員に配慮した職場環境の整備

ソニーグループでは、LGBT※1の社員が、自分らしく、安心して働ける職場づくりをグローバルに推進しています。

日本国内では、具体的取り組みとして、配偶者にも適用される人事関連制度の一部※2を同性パートナーにも適用、全

社員を対象としたe-ラーニング研修の実施、ワークショップの開催などを行っています。

その他、社内での通称名の使用、多目的トイレの設置、男女兼用のユニホーム、採用時における性別欄の任意記入、個

室 (トイレ・浴室付) 社員寮の準備など、多様な社員をサポートするインフラの整備を行っています。

※1   LGBTとは、レズビアン (Lesbian)、ゲイ (Gay)、バイセクシュアル (Bisexuality)、トランスジェンダー (Transgender) の頭文字をとった多様な
セクシュアリティーをもつ人々の総称として広く使われている表現です。

※2 人事関連制度の一部とは、結婚祝い金や忌引、家賃補助、社員家族イベントへの参加など。
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ソニーグループ各国・地域におけるLGBT啓発活動の取り組み

ソニーグループ

(日本)

国内ソニーグループ人事責任者・担当者を対象にした「LGBT講座」にて講演会とワーク

ショップを実施し、約140人が参加しました。あわせて、LGBTに関する一般的な知識を掲載し

た「人事パーソンのためのLGBT Handbook (基礎編) 」を作成・配布しました。LGBTについ

ての理解を深め、多様性が尊重される職場環境づくりを推進しています。

ソニーグループ

(米国)

アメリカでは、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニーエレクトロニクス、ソ

ニー・コーポレーション・オブ・アメリカが、LGBTの社員が働きやすい企業を表彰する

Human Rights Campaign Foundationが定めるCorporate Equality Indexで最高の100%と

いう評価を得ました。この得点はLGBTの社員を支援するための会社の規則や施策を通じて実

現される組織の中での公平性を表したものです。

その他、LGBTプライドパレード活動へマネジメントや社員が参加し啓発活動を推進していま

す。

ソニーグループ

(欧州)
LGBTプライドパレード活動にマネジメントや社員が参加し、啓発活動を推進しています。

2019年8月29日更新

多様な人材の採用

ソニーは世界のさまざまな国／地域に製造、設計、販売、サービス、そしてR&Dの拠点を有し、国／地域・拠点ごと

のニーズに合わせて優秀な人材を獲得しています。各国／地域での採用活動では、ダイバーシティ&インクルージョン

の考えを徹底し、多様な人材の採用につなげています。また、外部団体と連携し、マイノリティの採用も積極的に行っ

ています。

日本においては、グローバルに展開するビジネスを推進できる人材として、国籍を問わず海外の人材を採用する活動を

長年にわたって実施しており、欧米やアジア諸国の学生の採用を積極的に推進しています。また、各地域のソニーグ

ループ各社と連携した採用活動を行っており、優秀な人材の獲得につながっています。

その他にも、重点領域を中心にインターンシッププログラムを実施し、日本・欧米諸国・アジア諸国等、幅広い国／地

域の学生を受け入れています。
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2019年8月29日更新

社員の成長と活躍

～ソニーが個の成長を支援し、個のチャレンジがソニーを成長させる～

ソニーにおいて「人」は最も重要な財産であり、「人」の成長こそが最も重要な経営基盤の一つであると考えて

います。社員のさらなる意欲向上と成長促進のために、職場における日々の業務を通じた育成に加え、個人の能

力・専門性を高めるための教育を世界各国・地域のニーズに沿って幅広く展開しています。また、世界各国・地

域でビジネスを展開しているソニーにとって、グローバルな視点でビジネスをリードできる人材は必要不可欠で

あり、そうした人材を積極的に育成、認知、登用するとともに、彼らが活躍できるよう、さまざまな取り組みを

行っています。

社員のスキルアップとキャリア 技術者の育成・活躍

経営人材・将来のリーダー育成

2019年8月29日更新

社員のスキルアップとキャリア

社員のスキルアップ

ソニーは、求める人材像の共通要素を「人間力」「仕事力」「志・変革力」と整理し、それぞれ役割に応じて求められ

る能力を体系化し、集合研修やe-ラーニングなど、目的に沿った学習形態で全社的に強化を図っています。

特に、会社の成長・社員の成長にはマネジメントの役割が大きいと考え、国内ソニーグループでは、組織力を最大化す

るための実践的ピープルマネジメントを身に付ける「マネジメントオリエンテーション」を立ち上げ実施しています。

エレクトロニクス各地域 (北米、南米、欧州、アジア)、エンタテインメント (音楽、映画) においても、リーダーシッ

プ開発やコーチングなどさまざまな施策で、ソニー全体のマネジメント力強化を図っています。

また、必須研修のみならず、社員の自発的な学習を促す施策にも注力しており、講演会の実施、社外研修機関との提

携、オンライン学習の拡充など、社員のニーズに沿った学習スタイルを提供しています。例えば、ソニー・コーポレー

ション・オブ・アメリカでは幅広いトピックを網羅したオンラインコース：LinkedIn Learningを社員へ提供、ソ

ニー・ミュージックエンタテインメントでは「My Learning」という学習管理システムを立ち上げ、各社員の状況に基

づき、多様かつパーソナライズされたコンテンツをもつ学習ライブラリを提供しています。

2018年度の研修実施状況は、以下の通りです。

国内ソニーグループ2018年度共通研修受講状況

選抜型 必須型
選択型

(技術)

選択型

(その他)
合計

プログラム数 11 54 274 22 361

実施総回数 (回) 73 355 469 44 941

受講者総数 (人) 305 50,102 13,284 7,393 71,084

延べ受講総時間

(時間)
12,455 105,195 62,846 19,626 200,122

2018年度のソニー株式会社社員一人あたりの人材育成にかかる費用は、効率および質の向上という観点から、研修プ

ログラムの見直しや社内講師化促進の取り組みを進めた結果、約27万円となっています。
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社員のキャリア開発支援

ソニーでは、従来から社員のチャレンジマインドを尊重し、それを積極的に引き出すことにより、社員一人ひとりとビ

ジネス双方の成長につなげてきました。

国内ソニーグループでは、社内人材を公募する「社内募集」制度を他社に先駆け1966年に開始し、50年にわたって運

用してきました。これは社員の新たな職務へのチャレンジをベースに、適材適所の人材配置と重要ビジネス強化につい

ても同時に実現することを狙いとしたもので、これまでに延べ7,000名以上の異動実績をあげるなど、ソニーのDNAで

ある“チャレンジ”を人事制度の面から推進する欠かすことのできない仕組みとして定着しています。

2011年度には、「グローバル・ジョブ・ポスティングシステム」を全世界に展開し、そこに掲載された求人にはどの国

からでも応募が可能となりました。

さらに、2015年度には、優秀な社員に「フリーエージェント (FA) 権」を付与、権利行使者の情報をグループ内で広く

共有することにより、新たなフィールドに活躍の場を広げていくことのできる、“プロ野球型”の「社内FA制度」を導入

しました。また、現在の仕事を継続したままで公募した仕事やプロジェクトに参画することにより、専門性・知見を幅

広く活用し、社内ネットワーク拡大にも寄与する「キャリアプラス」という社員の社内“兼業／副業”を推進する制度な

ど、従来の公募制度に新たな仕組みを加え大幅に拡充しています。

毎年秋には“キャリア月間”と名づけた、社員の成長の機会を作り出す取り組みを行っており、キャリア・育成意識啓発

の講演会やキャリア相談窓口を活用できる他、社員が自分のキャリアと成長について上司と直接話し合い、上司は育成

計画を検討、マネジメント間で共有し、人材育成施策につなげることで、それぞれの社員固有のキャリアの形成を実現

しています。

現業務を通じた成長支援の観点では、2016年度よりソニー株式会社を中心としたエレクトロニクス各社にて評価制度

を刷新し、上司・部下間の年間を通じたコミュニケーションを通して、個々人の掲げた高い目標の達成に向けた進捗の

みならず、社員の日々の行動といった側面からもフィードバックすることで、より一層本人の気づきや成長につなげる

取り組みを行っています。

このように社員のチャレンジマインドを引き出す取り組みをこれまで以上に充実させ、ソニーグループ内での経験値の

向上を通じた社員のキャリアアップを全社で積極的に支援していくことにより、ソニーのPurpose (存在意義) である

「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」ための大きな原動力としています。

新人材育成コンセプトを体現する場「PORT」を開設

2018年11月、本社Sony Cityにソニーの新しい未来を創造するための人材育成の場として「PORT」を開設しました。

将来にわたってソニーが持続的に価値を創出し成長を続けるためには、ソニーが創業期から有する「事業と人材の多様性」

を生かし、さらに進化させていく必要があります。PORTとは、高い志と多彩な専門性、多様なバックグラウンドや価値観

を持つ社員が事業や地域を越えて有機的に接することができる場であり、ソニーグループ社員が集まり、つながり、シナ

ジーを起こすことで、個人としても成長し、ソニーの新しい未来を創造するための人材育成のコンセプトです。このコンセ

プトを体現する場であるPORTでは、スキルアップやキャリアに関連する研修や面談・イベント・セミナーを開催するのみ

ならず、社員が自発的に議論・ブレスト・ワークショップを実施し刺激し合いながら学んでいます。

本社Sony City内のPORT
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2019年8月29日更新

技術者の育成・活躍

ソニーのPurpose (存在意義) である「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」ために、新

たな顧客創造へとつながるイノベーションを起こすことが不可欠です。技術者が、機能価値と感性価値を提供し、感動

を生み出す商品を創り出すため、ソニーは技術を追求し続けています。

領域別の技術戦略コミッティによる組織間連携

ソニーは、持続的な高収益の実現に加えて、長期視点での社会価値創出を目指しています。持続的に価値を創出し成長

を続けるためには、事業と人材の多様性を活かし、さらに進化させていく必要があります。多様なバックグラウンドや

価値観を持つ社員一人ひとりが有機的に交わり、持続的に成長していくことこそが、ソニーの成長そのものであると考

えています。組織横断で様々な分野の知を共有し、体系的に技術を進化させ、人材の成長を促進する、という技術戦略

コミッティが果たす役割は、ソニーが持続的に価値を創出し成長を続けるために大きな意義を持っています。領域別の

技術戦略コミッティを2015年度に設立し、約800人の皆さんが活動に参画し、交流しています。

領域ごとに各グループ会社から選出された専門家によって技術戦略コミッティが構成され、技術革新と組織的な技術の

横展開をしています。また、技術は人によって培われますので、技術戦略コミッティでは、人材に関する施策も併せて

実行しています。基幹技術研修のような人材育成の施策、さらには人材の獲得といった施策まで、技術領域ごとの特徴

にあわせて、グループ会社の垣根を越えて、取り組んでいます。

ム・テキストを開発し、技術者の専門性向上に寄与しています。専門性の基礎を確立するこの研修は、1980年代から

培われ、2018年度は8,000名を超える社員が受講しました。ひとつの専門性を深めるだけではなく、横への展開、学

び直し等、保有技術のブラッシュアップに活用されています。

新入社員の育成は、社内有識者のもとに企画された共通技術研修と、各ビジネス組織が企画するビジネス固有の技術領

域に特化した研修により、基礎力を養成しています。

関連領域の最先端技術について学ぶ機会は、寄付講座、社外専門家を招いた講演会・研修、社内オープンハウスなどさ

まざまな形態で提供され、技術者としてのさらなる向上へつながっています。

「技術研修」受講風景

Sony Outstanding Engineer Award

Sony Outstanding Engineer Awardは、エンジニアの新たな挑戦を加速させるために設立した、ソニーグループにお

けるエンジニア個人に与えられる最も価値の高い賞です。ソニーがお客様の感性に訴える商品・サービスを開発するた

めにチャレンジすべき技術課題は、要素技術開発に加えて、独創的な技術の融合や複雑なシステムの最適化など、多様

な範囲に及んでいます。この制度により、社員一人ひとりがチャレンジングな課題に積極的に取り組み、さらに大きな

価値創造に取り組む風土の醸成と、技術者のモチベーション向上を図っています。

「Sony Outstanding Engineer Award」表彰式風景

技術研修

国内ソニーグループでは、各技術領域の第一線の専門性を有する約200名の技術者が、「基幹技術研修」のカリキュラ
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度です。DE制度によって、「ソニーの技術の顔」として課題解決や技術戦略をリードする役割がソニーにとって重要

であることを示し、社内に公開することで、後進の技術者へのロールモデルの提示につなげています。ソニーグループ

で制度を展開し、所属組織において課題解決に貢献するとともに、技術領域を軸にした組織間連携をリードし、人材育

成を含めた幅広い貢献を果たします。

「Distinguished Engineer制度」会同風景

Sony Technology Exchange Fair

STEF (Sony Technology Exchange Fair) は、ブランデッドハードウェアや半導体、B2Bソリューションや医療、音楽

やゲーム、映画などのエンタテインメント、保険や銀行を中心とする金融など、ソニーグループ全体の研究開発テーマ

を展示する社員向けの技術交換会です。ソニーの未来を創るイノベーティブなテーマを、開発した技術者本人が説明

し、見学に来た社員たちと直接意見交換ができる貴重な場であるとともに、2018年からは、講演会やDistinguished

Engineerを座長としたパネルセッション、Sony Innovation Fund (SIF) の投資先を中心としたオープンイノベーショ

ンショーケースも併設されました。1973年から毎年開催されており、この場をきっかけとした技術の事業展開は数多

くあります。2018年度は国内外のソニーグループ各社から約10,000人の社員が参加し、活発な意見交換が行われまし

た。今後も、技術を軸に、製品やサービスなど組織の枠を超えた社員同士の意見交換を推進し、さまざまな技術の融合

を通して、未来の社会に貢献するイノベーションを目指していきます。

「Sony Technology Exchange Fair」展示風景

発明考案報奨制度

ソニーでは、従業員の発明に対し、特許法における職務発明の規定に従い、報奨制度を定めています。発明に対する従

業員のモチベーションを高め、より優れた特許の創出を促進することで、事業の強化に貢献することを目的として、公

平で適切な報奨制度を設けています。

Distinguished Engineer制度

DE (Distinguished Engineer) 制度は、ソニーの重要な技術領域において、高度な専門性と技術的見識を有し、会社や

組織に対して大きな貢献を果たしている技術者を全社レベルで認定し、Distinguished Engineerの称号を付与する制
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2019年8月29日更新

経営人材・将来のリーダー育成

ソニーは、グローバルに活躍できる基幹人材の育成に取り組んでいます。

“ソニーユニバーシティ (Sony University) ”は、1.経営ビジョンと戦略を描きリードする人材の創出、2.ソニースピ

リッツの継承、3.グループ経営を行うための人的ネットワークの形成をミッションに掲げ、ソニーの経営者およびビジ

ネスをけん引するグローバルリーダーを育成する場として、教育プログラムを実施しています。

例えば、全世界の多様なビジネス組織を代表するリーダーが半年間にわたってイノベーションマインドやスキルを磨く

プログラムや、国内ソニーグループの現部長、課長、若手リーダークラスの中から将来の経営者として期待される選抜

メンバーが、経営リテラシーや人間力を培う約7カ月間のプログラムなどを実施し、活発な人的交流や相互啓発によ

り、切磋琢磨する場を設けています。

「ソニーユニバーシティ」プログラム風景

また、持続的に将来のリーダー・経営人材を輩出するために、ソニーグループ横断的なサクセッションプランの策定

や、定期的なタレントレビューを行っています。そして、包括的なローテーションを事業領域や地域を越えて行うこと

で、優秀な人材を将来のグローバルリーダーに育てています。

ソニーグループ各国・地域における経営人材・将来のリーダー育成の主な施策

エレクトロニクス

ビジネス (北米)

”Fast Forward Talent Strategy”プロジェクトは、起業家精神とリスクを取って挑戦する、ソ

ニー・ノースアメリカのミッション・ビジョン・バリューズを体現するものです。さまざまな

組織から100名を超える社員の有志が、彼らのビジネス、チーム、コミュニティを支える革新

的なプログラムやイニシアチブを開発するために、オープンかつ尊重された環境で協働してい

ます。持続可能で、インクルーシブで、最高の職場環境で、次世代リーダーの豊富な人材プー

ルの形成を共通目的に活動しています。

音楽ビジネス

ソニー・ミュージックエンタテインメントでは、社員の能力開発とビジネス・イノベーション

を融合させる”Amplify”プログラムを開始しました。豊富な内容によって構成された7カ月間の

プログラムで、意欲と能力の高い社員を真のイノベーターにすること、そして人材の競争戦略

として将来の基幹人材候補により早期に投資することを目的にしています。参加者からのさま

ざまな提案や新たな試みを通して実際のビジネス成果も出しています。

映画ビジネス

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、優秀な基幹人材の育成を支援するため、社員

のキャリアにおける重要な段階でリーダーシップと業界特有の経営力を養うための2つのプロ

グラムを立ち上げました。”Take The Lead”プログラムは、マネジャーが効果的にチームを導

き、エンゲージメントを推進することを目的としています。”Business of Entertainment

101”プログラムは、将来を担う基幹人材にエンタテインメントビジネス業界の幅広い知識や必

要となる経営力を養うことを目的としています。
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2019年8月29日更新

社員エンゲージメント

ソニーの設立趣意書には、経営方針として「個人の技能を最大限に発揮せしむ」と謳っています。また、創業者の一人

である盛田昭夫は、入社式で常々以下のように伝えていました。

「君たち、ソニーに入ったことをもし後悔することがあったら、すぐに会社を辞めたまえ。人生は一度しかないんだ。

そして、本当にソニーで働くと決めた以上は、お互いに責任がある。あなたがたもいつか人生が終わるそのときに、ソ

ニーで過ごして悔いはなかったとしてほしい」

こうした創業時からの考えにもとづき、ソニーでは、多様な個性やライフスタイル・ワークスタイルを持つ社員がお互

いに刺激し合いながら、会社や経営者を信頼し、事業における価値創造に共感し、働きやすい環境で、働きがいを感じ

られるような施策に実施しています。社員ひとり一人が、ソニーとともに成長することで、高い意欲と自主性をもって

価値創造に挑戦し続けられるように、制度・環境・カルチャーなど多岐にわたる取り組みを実施しています。

ワーク・ライフ・バランス 組織活性化・社内コミュニケーション

魅力的なワークプレイスの創造

2019年8月29日更新

ワーク・ライフ・バランス

ソニーでは、「高収益のサステナビリティを支えるのは社員一人ひとりのサステナビリティである」という考えのも

と、イノベーションを創出しながら持続的に高収益を上げられる企業となるためには、社員の健康維持と、仕事とプラ

イベート双方の充実が欠かせないと捉えています。この考えに基づき、各国・地域の慣習や法律を踏まえた上で、

「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向け、柔軟な勤務制度・環境を整備しています。

ソニーグループ各国・地域におけるワーク・ライフ・バランス推進の主な取り組み

映画ビジネス

(米国)

社員の健康への寄与として、一部のグループ会社では、フィットネス施設や歯科医院の敷地内

併設、社内スポーツ大会の開催等、社員の健康維持のためにさまざまなサービス・施策を提供

しています。

音楽ビジネス

(米国・英国)

育児との両立支援を行うために、未成熟児を妊娠した場合、育児休業期間を延長するポリシー

を米国と英国で導入しました。また授乳中の母親をサポートするために、外部サービスと提携

し、出張先から新鮮な母乳を自宅に配送するサービスを提供しています。

エレクトロニクス

ビジネス

(米国SCA)

様々なライフステージの変化に応じ、育児や介護の事情をサポートするため、質の高い子育て

センターと在宅ケアプロバイダーのネットワーク「バックアップケア」プログラムを利用でき

る。

エレクトロニクス

ビジネス

(日本)

一部のグループ会社では、授乳中の母親のためのプライベート空間の提供や、緊急保育サービ

ス、保育所の設置など、育児中の社員または今後母親となる社員のためのサービスを提供。ま

た、親同士で子どもの教育等の情報を共有できるコミュニティを作るなど、育児支援の活動も

実施。

ソニーグループ

(日本・中国・米

国)

ファミリーデーの実施。各事業所に家族を招待し、職場との交流を深める。

金融ビジネス

(日本)

在宅勤務・モバイルワークの導入や対象者の拡充を行っており、また一部のグループ会社では

在宅勤務がメインとなる働き方も認めています。

持続的な会社の成長のためには、社員一人ひとりの活躍が欠かせません。そのためにダイバーシティ&インクルージョ

ンという観点からも、誰もが働きやすい職場環境をつくり、育児や介護などのプライベートと仕事を両立して能力を最

大限に発揮できる働き方を広げることが重要になります。社員の健康と仕事のやりがいを維持するためにも、メリハリ

のある多様な働き方を一層推進する必要があると考えています。

国内エレクトロニクスグループ各社では、2017年より、働き方改革推進プロジェクトを実行しています。
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具体的には、ノー残業デーの実施や年次有給休暇の取得促進といった既存の制度を改めて推奨しています。また、各職

場で創意工夫した業務プロセス改善や効率的な会議のやり方などの事例をベストプラクティスとしてグループ内で共有

することで、グループ全体で働き方改革を促進しています。

ソニー株式会社では、「フレックスタイム制」や「裁量労働制」の導入により柔軟な勤務を可能としています。また、

年次有給休暇も毎年高い取得率を維持しており、2018年度の年次有給休暇の取得状況は、一般企業平均の11.2日に対

し、ソニー株式会社で15.9日、国内ソニーグループで15.1日でした。

ライフスタイルに応じた柔軟な働き方の提供

国内ソニーグループでは、社員それぞれのライフスタイルに応じて能力を最大限に発揮するために各種人事制度を導入

しています。

ソニー株式会社では、2015年には配偶者の海外赴任や留学への同行で知見や語学・コミュニケーション能力の向上に

より、キャリアの継続を図る休職 (最長5年) や、専門性を深化・拡大させるための私費就学のための休職 (最長2年) を

可能にする「フレキシブルキャリア休職」制度を導入しました。

2018年には、従来のテレワーク制度を全社員に拡大、また利用可能日数も拡充 (終日利用月10回まで、時間単位利用原

則制限なし) し、「フレキシブルワーク制度」として刷新しました。組織の業務効率向上、アイデアが創発される組織

風土の醸成、社員個人の生産性・アウトプット向上を狙い、多くの社員がより柔軟で効率的に働ける制度拡充を進めて

います。

育児・介護の両立支援制度

国内ソニーグループの両立支援制度では、「育児休職」との併用も一部可能な育児休暇制度 (20日間の有給休暇)、妊

娠・出産・子育て・不妊治療・介護等の目的で取得できる「積立休暇」などの休暇制度があり、社員に広く活用されて

います。

また、勤務面でも子育てや介護にあたる社員を対象に、「育児・介護短時間勤務」や「年次有給休暇の時間単位使用」

を可能にしています。

2017年度からは、休職期間中の在宅勤務、語学研修等の費用を提供する「休職キャリアプラス」制度を導入しまし

た。育休期間などの休職期間を育児だけでなく、キャリア形成のために有効活用してもらい、社員のキャリア形成のフ

レキシビリティをさらに高める環境整備に取り組んでいます。

ソニー株式会社および国内ソニーグループにおける2018年度育児休職取得状況 (※1)

ソニー(株) 国内

育児休職取得率 55.7% 26.2%

男性 7. 1% 5.8%

女性 100.0% 88.6%

育児休暇取得率 39.2% 53.5%

男性 44.7% 7 1.0%

女性 0.0% 0.2%

育児短時間取得率 3. 1% 26.9%

男性 0.0% 2.0%

女性 25.0% 102.5%

育児休職復職率 100.0% 95.7%

男性 100.0% 100.0%

女性 100.0% 95.2%

※1   2017年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、2018年度に制度利用した社員比率
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ソニー株式会社における主な育児・介護関連両立支援制度

制度
導入

(年度)
内容

育児休職 1990
子の満1歳到達後の4月15日まで

子の出生後8週間を境に、育児休暇との併用が可能 (男性)

育児短時間勤務 1995
小学校6年生3月末まで

短時間月間フレックスタイムの選択が可能

育児支援金 2007 育児休職期間中に月額5万円の育児支援金を支給

育児休暇 2007
20日間の有給休暇を付与

子の出生後8週間を境に、育児休職との併用が可能

フレキシブルワーク

(旧テレワーク)
2008

全社員を対象とした在宅・サテライトオフィス・モバイル勤務

終日利用は月10回まで、時間単位利用は原則制限なし

年次有給休暇の時間単位使用 2008 子育て・介護のための年次有給休暇の時間単位使用

育児期フレックスタイム制度 2013
小学校6年生3月末まで

勤務時間帯を変更することが可能

ベビーシッター費用補助 2015

小学校3年生3月末まで

ベビーシッター利用時の費用を補助

頻度や補助額を2017年拡大

休職キャリアプラス 2017

育児／介護／フレキシブルキャリア (配偶者同行) 休職中の社員の

継続的なキャリア形成を支援

休職中の在宅勤務

休職中の研修費用を補助

両立支援の促進

国内ソニーグループでは、両立支援制度の拡充だけでなく、育児や介護などをしている社員がキャリア構築できる職場

風土醸成を推進しています。産前休暇に入る方を対象に、育児休職中の期間に必要な知識・情報を提供し、これまでの

キャリアの振り返りを行いながら、復帰後のキャリア形成を支援する「育休前セミナー」を上司とともに参加してもら

う形式で開催しています。また、育児休業に関心のある男性社員向けには、休暇・休職制度の理解促進、経験者の話を

聞くことができる「ちちおや育休セミナー」を開催しています。

2018年からは、保育所に入園できないことにより、復帰が難しかった社員の仕事との両立を支援するために、ソニー
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「ちちおや育休セミナー」の様子

これらの取り組みに対する社外からの評価

2019年8月29日更新

組織活性化・社内コミュニケーション

コミュニケーションに対する考え方

ソニーでは、社員との透明で双方向のコミュニケーションを大切にしています。職場内、職場を越えて多様な意

見を自由に交わし、創業期から受け継ぐ自由闊達な風土のもと、新たな価値創造を目指しています。

トップマネジメントとの対話

ソニーは、CEOをはじめとするトップマネジメントと社員のコミュニケーションを活発に行っています。イントラネッ

トによる頻繁な情報発信や、電子メールを活用した相互コミュニケーションにとどまらず、トップマネジメントと社員

が直接対話する機会を多く設けています。例えば、社員との交流会やタウンホールミーティングを定期的に開催してお

り、技術や経営など多岐にわたるテーマについて、双方向に意見交換することによって、経営陣をより身近に感じても

らうだけでなく、社員の声を経営に生かすことを目的としています。

社員意識調査

社員一人ひとりのエンゲージメントを高め組織の活性化を図る起点として、エレクトロニクス事業とゲーム&ネット

ワークサービス事業では、グローバル共通で社員エンゲージメント調査を実施しています。会社への信頼、価値創造、

キャリアや人材育成など各項目について社員の声を収集・分析しています。2018年度の結果において、ソニーグルー

プの将来について高い信頼が強みである一方で、仕事の効率・効果については改善の余地がありました。この調査結果

に基づき、トップマネジメントとの経営課題の議論や人事施策についての議論を行いました。また、同時にマネジャー

は、自社や自組織の調査結果とメンバーから寄せられたコメントを踏まえて、各組織の課題に応じて組織内での社員と

のオープンな対話と改善活動を推進しました。同様な調査はエンターテインメントビジネス、金融ビジネスでも実施し

ています。

は保育事業者と提携を行いました。これにより、国内ソニーエレクトロニクスグループ社員は保育事業者が全国に設置

する企業主導型保育施設 (保育所) ※1を利用できるようにしました。また、介護については、今後直面する人が増える

といわれる中、どうすれば仕事と両立しながら能力を発揮できる環境を整えられるかというテーマでセミナーを開催

し、介護の基礎知識やキャリアとの両立についての情報提供を行っています。育児・介護ともに両立しながらキャリア

を構築できるようにサポートしています。

※1  企業主導型保育施設 (保育所) とは、内閣府が、待機児童解消と仕事と子育ての両立を目的として、2016年4月施行の「子育て支援法の一部改正」により

実現した、企業主導による保育所を設置、運営する保育事業

ダイバーシティウィーク
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社員同士のコミュニケーション

コミュニケーションの活性化のために、新しい手法の試みを始めています。映画事業、エレクトロニクス事業の北米、

欧州、アジアパシフィックでは、優れた活動を行った社員を社員同士が相互に認知・褒賞する仕組みを導入していま

す。

また、社員同士が事業や組織の枠を越えてさまざまなコミュニティを作り、情報交換、勉強会や新規アイデア創出な

ど、企画から運営まで自主的に行っています。世界各地で約1,000の社員コミュニティが活動しています。ソニーで

は、それらの活動する場所を提供するだけなく経営陣がスポンサーとなり、マネジメントもさまざまな活動に参画する

など、積極的に支援しています。

労働組合

ソニーの労働組合員数は全社員数の約13％であり、労使関係は良好です。

魅力的なワークプレイスの創造

2019年8月29日更新

魅力的なワークプレイスの創造

ソニーは、「ソニーらしい企業文化の醸成」、「多様なワークスタイルの確立」、「新しいチャレンジの支援」、「社

員のエンゲージメント向上」を目的とした、魅力的なワークプレイスの創造に取り組んでいます。

ソニーらしい企業文化の醸成

ソニーでは、ソニーの未来を育む企業文化の醸成の場として、魅力的なワークプレイスの創造を推進しています。本社

であるソニーシティでは、ソニーグループ本社ならではのワークプレイスの創造を推進し、コラボレーションやイベン

トなどのさまざまな“ソニー体験”を通じた、ソニーらしい企業文化の活性化に取り組んでいます。また、1階エントラ

ンスホールには、ソニーの歴史や創業者のメッセージを体験できるヒストリーウォールやラウンジがオープンし、ソ

ニーの理念や企業文化を伝えることに役立てています。

食堂で開催されるトークライブ 本社エントランスホールのヒストリーウォールや
ラウンジ

また、ソニーグループ各社では、それぞれの個性が表れたワークプレイスの創造を推進し、多彩な企業文化の醸成に取

り組んでいます。

映画の魅力にあふれるソニー・ピクチャーズ エ
ンタテインメントのオフィス

© 1962, renewed 1990 Columbia Pictures
Industries, Inc. All Rights Reserved

シアターのように使えるオフィスの階段

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

69



多様なワークスタイルの確立

ソニーのオフィスは、多様な社員の創造性、コラボレーションと生産性を高められるように設計された、オープンフロ

アプランデザインを推進しています。また、多様な社員が、ワーク・ライフ・バランスを保ちフレキシブルに働けるよ

うに、仕事の目的や状況に応じて最適な働き方や環境を選べるアクティビティベースドワークスタイルのコンセプトに

基づいた、機能的なワークプレイスの創造を推進しています。

オープンフロアプランとしてデザインされたソ
ニー・コーポレーション・オブ・アメリカの新オ
フィス

多様なミーティングスペースを自由に使える カジュアルに人が集う「NEST」

新しいチャレンジの支援

ソニーでは、創造と挑戦の理念のもと、社員の新しいチャレンジを支援しており、その場創りも推進しています。本社

(ソニーシティ) の「Creative Lounge」、ソニーシティ大崎の「Bridge Terminal」、厚木テクノロジーセンターの

「コミチカ※1」と共創空間があり、オープンなコミュニケーションと創発の場として、社員の新しいチャレンジを支

援しています。また、ソニーには、このような場から創出されたアイデアを、新しい事業につなげる仕組み「Sony

Startup Acceleration Program」もあります。

※1  コミュニケーションプラザの地下に新設した共創空間の愛称

厚木テクノロジーセンター「コミチカ」

社員のエンゲージメント向上

ソニーでは、魅力的なワークプレイスの創造を通じて、社員のエンゲージメント向上を行っています。

“食を楽しむこと”と“カラダを動かすこと”による、心身のリフレッシュとそこで生まれるコミュニケーションの促進。

これもワークプレイスの役割のひとつです。

本社 (ソニーシティ) では、ソニーならではの“食”体験をテーマに、ライフスタイル誌「自遊人」とコラボレーションした社

内カフェ「THE FARM」があり、里山の彩り豊かな四季の食材を旬のまま都心のオフィスで味わうことができます。

ソニーシティ大崎で開催されるハイレゾヨガ

THE FARM ランチメニューのこよみDON
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2019年8月29日更新

安全衛生

ソニーでは、世界中のソニーグループの会社を対象に、「社員の安全と健康の確保は事業活動に不可分な関係と

認識し、安全で働きやすい職場環境を確保する」という基本理念を掲げ、災害のない安全で健康的に働くことの

できる職場環境の整備に努めています。

安全衛生に関する基本方針 グローバルな安全衛生活動

日本での安全衛生活動 中国での安全衛生活動

北米での安全衛生活動 中南米での安全衛生活動

欧州での安全衛生活動 パンアジアでの安全衛生活動

映画事業での安全衛生活動 労働災害統計

健康増進活動

2019年8月29日更新

安全衛生に関する基本方針

ソニーでは、「安全と心身の健康の確保を最も重要な課題のひとつと位置づけ、ゼロ災害・ゼロ疾病を目指し、すべ

ての事業活動において安全で働きやすい職場環境を確保する」ことを基本理念とする「ソニーグループ安全衛生基本方

針」を制定しています。この方針は、グローバルな統一方針として展開し、グループ一体となって安全で心身共に健康

的な職場環境づくりに取り組んでいます。
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2019年8月29日更新

グローバルな安全衛生活動

ソニーグループ安全衛生ビジョン

ソニーでは、「安全と心身の健康の確保」を最も重要な課題のひとつと位置づけ、ゼロ災害・ゼロ疾病を究極の目標と

するソニーグループ安全衛生ビジョン「Vision Zero」を掲げて活動しています。

安全衛生中期目標

ソニーでは、「Vision Zero」を達成するために、グローバル共通の中期指標である「安全衛生中期目標」を設定の

上、活動を行っています。

2019年度から2021年度の「安全衛生中期目標」は以下の5点となります。

［全事業所共通］

・ISO45001規格への移行

・人の不安全行動に起因する災害低減活動実施

・健康リスク低減活動実施

［製造事業所］

・化学物質管理の強化

・機械設備起因による災害低減活動実施

ISO45001規格への移行

ソニーは、国際規格OHSAS18001に基づくグローバルな安全衛生マネジメントシステムを構築しています。さらに、

中国、韓国、パンアジア地域の製造拠点ではOHSAS18001の外部認証を取得しています(全製造拠点の約半数に該当)。

一貫性・実効性・継続性の視点で、さらなる安全衛生活動の強化、確実な推進を目的とし、国際標準規格ISO45001へ

2020年度までに移行することを決定しました。順次、必要性の高い事業所から、外部認証取得に向けた活動を行って

います。

人の不安全行動に起因する災害低減活動

グローバルでの災害発生は件数・休業日数ともに年々減少傾向ですが、さらなるリスク低減活動により継続的な改善を

目指しています。全地域の災害を分析した結果、特に人の不安全行動による衝突や転倒災害発生件数が多いため、グ

ローバルな共通課題として認識し、2021年度に2018年度比で半減を目指します。

健康リスク低減活動

社員が心身ともに健康で最大のパフォーマンスを発揮し、イノベーションを創発するには、「いきいきと働ける職場環

境」が必須と考えます。その実現のため、メンタルヘルスを含む職場の有害因子のリスクアセスメントを行い、結果に

基づいた健康リスク低減や健康増進活動の実施を推進し、社員エンゲージメントを高めることで、社員が健康でいきい

きと仕事をして成長していくことを目標としています。

化学物質管理の強化／機械設備起因による災害低減活動

ソニーの研究開発・製造事業所では、多様な化学物質や機械設備を使用しており、そのリスク低減が安全衛生上の重要

な要件と認識しています。化学物質、機械設備、作業態様の3つの観点からハザードのみならず、該当する法的要求事

項を特定するリスクアセスメントシステムを構築し、グローバルに展開しています。

グローバル安全衛生体制

ソニーでは、グループ全社がひとつのマネジメント体制で活動できるよう、グローバルにおける安全衛生活動体制とし

て、7つの「セーフティオフィス」(日本地域セーフティオフィス※1、中国地域セーフティオフィス※2、パンアジア地

域セーフティオフィス※3、中南米地域セーフティオフィス、北米地域セーフティオフィス、欧州地域セーフティオ

フィス※4、映画事業)を設置し、「地域セーフティオフィサー」を任命し、地域横断的な活動を展開しています。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

72



本社安全衛生部門の取り組み

モニタリング

本社安全衛生部門は、「Vision Zero」の達成を目指し、グループ各社・各事業所内で発生した労働災害・疾病状況や

安全衛生活動の情報を定期的に収集しています。また、収集した活動好事例は社内広報誌にて定期的に共有するととも

に、重大事故・災害情報は発生の都度、本社安全衛生部門より再発防止を指示しています。

グローバル監査体制

ソニーでは、事業所の安全衛生マネジメントシステムの有効性を検証する仕組みとして内部監査と外部監査の体制を

構築しています。各地域のセーフティオフィスは、地域内事業所の安全衛生活動の有効性を検証する内部監査の位置づ

けで「コーポレート監査」を実施し、監査結果を本社安全衛生部門に報告する体制としています。

本社安全衛生部門は、コーポレート監査員の育成や地域で実施する監査の有効性を検証する役割を担っています。社内

監査員制度を定め、監査員資格要件を定義した上で監査スキルの向上を目的とした定期監査トレーニングを実施してい

ます。

マネジメントレビュー

本社安全衛生部門は、各地域における安全衛生活動並びに災害・疾病発生状況、活動目標に対する達成度等のレ

ビュー報告を基に、毎年経営層に対してマネジメントレビューを実施しています。

マネジメントレビューにおける経営層のコメントは、確実に「安全衛生中期目標」へ反映され、各地域セーフティオ

フィス、地域内事業所にフィードバックしています。
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※1   日本地域セーフティオフィスは、日本、韓国、台湾地区を担当しています。

※2 中国地域セーフティオフィスは、中国大陸、香港地区を担当しています。

※3 パンアジア地域セーフティオフィスは、モンゴルおよび上記を除くアジア、中近東、オセアニア、アフリカを担当しています。

※4 欧州地域セーフティオフィスは、欧州、トルコ、イスラエル、ロシア、旧ソビエト連邦の国々を担当しています。
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2019年8月29日更新

日本での安全衛生活動

日本地域における安全衛生・防災の重点活動項目

　「安全衛生中期目標」の達成に向け、日本地域では安全衛生リスク、健康リスク、火災リスクの3つの視点から次の

4点を2019年度重点項目と定めて活動しています。

［安全衛生リスク］

・ISO45001に準拠したソニーグループ安全衛生マネジメントシステム規格への確実な移行

・Vision Zero達成に向けた災害防止活動の継続的実施

［健康リスク］

・働き方改革による健康リスク低減と社員の健康増進

［火災リスク］

・防火防災管理者の積極的関与による防火防災管理レベル向上

安全衛生リスク

　日本地域セーフティオフィスは、ISO45001に準拠したソニーグループ安全衛生マネジメントシステム規格への確実

な移行を推進するため、社内安全衛生規程の再構築や運用の見直しを重点項目として活動しています。さらにグループ

各社・各事業所の確実な移行を支援するため、「マネジメントシステム規格説明会」の開催や「監査員オリエンテー
ション」等を行っています。

また、安全衛生中期目標のひとつである「人の不安全行動に起因する災害低減活動」に対する取り組みとして、「職

場巡視、巡回」を活用し、転倒リスクの予防措置を100％実施することを目標に活動を推進しています。

健康リスク

ソニーでは、「働き方改革」の実現へ向けて適切な取り組みを進めていますが、重要なのは「働き方」ではなく「働

きがい」であり、社員が健康で活き活きと「働きがい」を持って仕事に取り組めるようにすることを目指し、健康リス

ク低減と社員の健康増進を重点項目として活動しています。ノー残業デーの実施や深夜時間帯勤務（22時以降の勤

務）の削減といった既存の施策を改めて推奨し、長時間勤務者対策に加えて、メンタルヘルスの保持増進として、職場

状況の把握と評価（ストレスチェック等）および必要に応じた職場環境改善施策の実施率向上、好事例の共有なども

行っています。

　また、受動喫煙のない職場環境に向けて目標を定めて取り組み、喫煙者への禁煙サポートと啓発による禁煙も推進し

ています。

火災リスク

　防火防災管理者の積極的関与による防火防災管理レベル向上を目的に、PDCAサイクルを用いて、消防計画に基づく

防火防災活動の確実な実施、評価および改善を行っています。事業所ごとに、既存の安全衛生委員会に防火防災委員会

を組み込み、重点ポイントの整理、共有、防火防災管理の徹底を推進しています。

法令情報のモニタリング

　日本の安全衛生関連法規の改正動向について、社内専門スタッフが法令データベースを定期的に確認して情報収集を

行い、各事業所における適用可否を判断しています。適用を受ける事業所に対して改正情報を配信するサポート体制を

構築し、全事業所での法令遵守を徹底しています。また、法令情報は安全衛生に関する社内広報紙へ掲載することで、

社員の遵法意識の啓発を図っています。

コミュニケーション

安全衛生委員会

　日本国内の各事業所の安全衛生組織では、労使メンバーで構成されている委員会を毎月開催して、事業所の特性に応

じた方針策定や目標・推進計画立案と安全・健康な職場づくりに取り組んでいます。

日本地域安全衛生会議

　グループ各社・各事業所の安全衛生担当責任者が参加する会議を毎年開催し、グループ全体の安全衛生方針・目標・

施策の周知や監査結果、労働災害・疾病状況や推進目標の達成状況、各事業所のリスク低減活動状況、健康の保持・増

進などの情報を共有し、横展開を図っています。

社員教育

　日本国内の各事業所では、さまざまなビジネスを行っており、業種によって抱える安全衛生の課題は異なります。日

本地域セーフティオフィスでは、各事業所の安全衛生担当者が業種や業態に応じた安全管理のノウハウ習得を目的に、

各種安全衛生教育を実施しています。社内講師は、外部セミナー受講者や資格取得者等、一定レベルの力量を保有する

専門スタッフが担当しています。
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2019年8月29日更新

中国での安全衛生活動

中国の製造事業所は、ソニーグループの一員としてものづくり分野における重要な役割を担っています。ソニーグルー

プ安全衛生基本方針に基づき、社員の健康ならびに安全で働きやすい職場環境の確保とその維持に関しても、これまで

蓄積した知識と経験を生かし積極的に推進しています。

2016年度より、製造事業所を中心に安全衛生担当者が参加する安全部会を発足させました。ヒヤリハット活動、安全

賛同スローガン活動、電動バイク安全体験活動、「なぜなぜ分析 *」による災害原因分析などさまざまな活動を実施し

ました。社員が直接活動に参加し、安全意識が改善することにより、2016年度に比べ通勤途上災害60%減少、業務災

害50%減少という著しい成果が得られました。2019年度より中国地域における安全衛生中期目標を設定し、安全衛生

活動を製造事業所だけではなく、非製造事業所まで範囲を拡大し、「Vision Zero」達成に向け安全衛生活動のさらな

る活性化を図ります。

*なぜなぜ分析とは、発生事象に対する根本原因分析 (RCA :Root Cause Analysis) 手法のひとつ。根本原因に辿り着

くため、問題に対する要因の質問 (なぜ) を5回以上繰り返す手法。

ISO45001規格への移行

中国地域では、2011年より安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001を導入しており、地域セーフティオフィスに

よるガバナンスとオペレーションを担う製造事業所で仕組みを構築し、システム認証取得、適正に運用しています。

また、グローバル安全衛生中期目標に従い、2021年までにISO45001へ移行するため、製造事業所中心に全面移行でき

るよう積極的に準備、対応しています。

2018年度の主な取り組み

2018年に中国地域において企画・実施したさまざまな安全活動の一部を以下ご紹介します。

災害原因分析と防止策の実施

中国では災害原因分析、品質改善によく使われる「なぜなぜ分析」をツールとして導入しました。

「なぜなぜ分析」を習得、運用することで災害発生原因分析により真の原因究明ができ、適切な対策を採ることで災害

発生防止を図っています。2018年度は災害案件対象に漏れなく100%分析を行い、社員が確実に「なぜなぜ分析」手法

をマスターできるよう講習会を実施、分析力を向上しています。

なぜなぜ分析講習会参加者

夏期安全活動の推進

中国地域は過去労働災害データを分析したうえ、60%以上の災害はほぼ夏期・秋期で発生したという特徴が判明しま

した。夏期に疲れやすいという特徴に対して、2018年度より全製造事業所にて夏期安全活動を行いました。5カ月間の

活動のうち、安全活動の一つとして実施した安全賛同スローガン活動の参加率は96%を達成しました。また、作業チー

ム単位で参加する安全健康危険予知活動の参加率は99%を達成、ヒヤリハット活動の新規参加者率は30%を超えるな

どさまざまな成果を達成しました。全体活動実施期間中は、業務ゼロ災害を維持しました。

2019年もこの活動を継続し、第二世代の安全活動をスタートしています。

SDPW (索尼無錫数字産品有限公司) 夏期危険予
知活動
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2019年8月29日更新

北米での安全衛生活動

北米地域では、製造拠点を含め、数々の分野で多様なビジネスを展開しています。事業所の規模は1,000人を超えるも

のから10人未満のものまでさまざまです。各事業所では、ソニーグループ安全衛生基本方針を基に活動しています。主

要な事業所ではISO45001の運用を開始するなど、各事業所が事業内容と規模に合わせ、安全、健康および健康増進活

動をバランスよく組み合わせたプログラムに取り組んでいます。

安全

社員の安全と法令遵守は、全事業所において日々の最優先事項です。必要に応じて、エルゴノミクス (人間工学) から

化学物質安全までの幅広いテーマ別研修を実施する一方、事業所ごとに適切なポリシーと手順を定めています。

ソニー・ピクチャーズ・スタジオなどの事業所では、「病気・けが予防プログラム (IIPP)」を実施しています。このプ

ログラムは、病気やけがの予防を目的として、マネジメント、安全プログラムコーディネーター、スーパーバイザー、

社員の間で役割分担を行うものです。個々のプログラム・手順と作業指示 (閉所への立ち入りなど) に、具体的な役割

がまとめられています。

ソニーDADCボーリングブルック事業所では、点検または災害分析により特定されたあらゆる潜在的ハザード (危険源)

を、以下の活動を通じて排除または管理しています。エンジニアリング・機械制御・業務の再設計、職務上の安全責任

に関する社員研修、管理者による管理 (手順やジョブローテーションなど)、個人用保護具 (PPE) の利用などの組み合わ

せのほか、定期的にリスクアセスメントを実施し、パフォーマンスレビューとトレンド分析を実施しています。ポリ

シーおよび手順は強化され、文書は広範に作成され、かつ適切に管理されています。さらに、安全担当者が常に現場で

オペレータとコミュニケーションを取ることができる体制を整えています。

その他の取り組みとして、リスク管理状況の監査や事業所への提言 (事業所内の安全チームの設置、化学物質管理の改

善) を実施しています。

リスク管理の監査と提言

北米地域のほぼすべての事業所において、環境・安全衛生 (ESH)、防災 (Fire & Life Safety) に対してのコーポレート

監査を継続的に実施しています。ほかにも事業所ごとの内部点検や監査に加え、保険会社や保険代理店による監査を実

施しています。内部点検の目的は、安全衛生と5Sの観点から事業所全般を調査することにあります。この調査により

事業所での潜在的なリスクが適時に特定され、注意を要する項目が漏れなく指摘されます。この自主点検は、通常、事

業所の安全委員会メンバーや担当部署から編成されたメンバーが実施し、事前に必要なトレーニングも行われます。実

施頻度は月次で実施するものから半期に一度行うものまでさまざまです。また、外部の保険会社や保険代理店による監

査は、通常、次の3つのカテゴリーに分類されます。

火災安全リスクの特定と指摘1. 

電気設備のサーモグラフィック分析の実施2. 

製造・オフィス両職場エリアにおけるエルゴノミクス視点からのリスクアセスメント3.

各カテゴリーにつき、必要に応じて、改善策が提言されます。

さらに、ソニーの社内基準に準拠して、ジョブリスクアセスメントを実施しています。現在の職務内容が反映された最

新の情報にアップデートされているかどうか、定期的にレビューしています。このレビューには定常作業と非定常作業

の両方が含まれています。

サイトの安全チーム

ソニーDADCテレホート事業所では、工場安全を担当するチームを設置しています。このチームは、品質スペシャリス

トをリーダーとし、各製造エリアのオペレータによって構成されています。改善や安全に関する研修から取り組みを始

め、監査請求にも及んでいます。また毎月会合を行い、建屋の1区画について改善・安全監査を実施しています。翌月

には前月の指摘箇所に基づくフォローアップを行い、新たに別の区画の監査を実施します。安全ポスターの社員用通用

口への掲示や、toolbox talks (ツールボックストーク：安全に関する社内グループディスカッション) 用の新たなト

ピック提供を担当しています。

その他、ソニーDADCでは、敷地周辺での改善・セキュリティ・安全の監査を実施しており、設備・エンジニアリン

グ・セキュリティ・品質部門のメンバーが参加しています。この監査は、年に2回以上行われます。

化学物質安全情報

各生産ラインにおける特定化学物質の使用削減を目指し、全社キャンペーンを継続的に行っています。米国の各事業所

において、文書による危険有害性周知への取り組み (written Hazard Communication Program for chemicals) を実

施しています。その内容には、安全性データシート (SDS) 、容器への表示づけや社員への訓練などについての情報が

含まれています。また、化学薬品の購入に際しては承認プロセスの一環として、環境・安全衛生 (ESH) グループのレ

ビューを受けることが定められています。カナダにおいては、WHMIS (Workplace Hazardous Materials

Information System) 2015基準に準拠した業務を開始しました。また、該当するすべての事業所では、ソニーの環境

規則に従い、製品サプライチェーンにおける特定の化学物質の管理または除去を行っています。
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ウェルネス (健康増進) への取り組み

ソニー・ノースアメリカは2019年度、「Fast Forward (ファストフォワード)」イニシアチブの一環として、ワークラ

イフバランスをテーマとする「Ways of Working (ウェイズオブワーキング)」プログラムに特に力を入れていきま

す。このプログラムの実施にあたり、役員1名を加えた社員主導のタスクフォースを設置する計画です。また、一部の

事業所では、社員が予約なしで利用できるワーク/ライフ・コンシェルジュを導入し、社員一人ひとりのさまざまな関

心分野に合わせてサポートしていきます。また、健康増進サービスにも今まで以上に力を入れ、社員向けサービスにつ

いて説明するウェビナーも併せて実施しています。さらに一部の事業所では、忙しい社員のストレスを軽減するための

多様なスペースやメソッドを提供しています。年1回のベネフィットフェアの一環として移動検診車による乳がん検診

を実施するところもあります。

ソニー・ヘルスケア・プログラム加入資格があるすべての社員とその配偶者/同居するパートナーなどへの健康増進へ

の取り組みを行っています。この取り組みの目的は、対象者が健康かつ活動的な生活を送れるよう支援することにあり

ます。一部の企業において、参加者は健康リスク評価、職場でのバイオメトリックス・スクリーニング、健康アドバイ

ザーへの相談等のオンラインや電話によるサービスの他、禁煙、減量、ストレス管理、血圧、糖尿病、栄養、スポーツ

(運動とアクティブトラッカーを使用するプログラムを含む) のプログラムを利用することができます。この健康増進に

取り組んだ参加者には、インセンティブが与えられる仕組みになっています。

ソニーDADCテレホート事業所では、エクササイズ器具を備えた社員用のフィットネスセンターを施設内で運営してい

ます。ソニー・エレクトロニクス (SEL) サンディエゴ事業所、ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) サ

ンマテオ事業所にも施設内にフィットネスセンターがあり、社員はエクササイズ器具を利用したり、トレーナーによる

さまざまなフィットネスクラスに参加したりすることができます。社員は、全米各地のスポーツクラブの割引きを受け

ることも可能です。また、サンマテオ事業所の施設では、パーソナルトレーニングやマッサージサービスも提供してい

ます。

その他にも、健康増進への取り組みは実施されています。SELサンディエゴ事業所とSIEサンマテオの事業所では、地

元農家によるファーマーズマーケットを週1回開設し、社員へ果物や野菜、地元の特産品を販売しています。サンディ

エゴ事業所の食堂では必要な栄養素によってメニューを選択でき、栄養情報やカロリー情報も入手できます。

また、社員は任意でインフルエンザ予防接種を受けることができます。毎年10月から半年の間、事業所内の医務室のほ

か、全国展開の薬局チェーン店舗においても (バウチャー使用)、接種が可能です。

製造事業所では、業務に応じて必要な定期健康診断や、必要に応じた産業衛生調査を実施しています。SIEサンマテオ

事業所およびソニー・ピクチャーズ・スタジオでは、事業所内で歯科診療サービスを提供しています。

緊急時への備え

北米地域の各事業所では、拠点ごとに有事に備えた緊急時対応計画を策定しており、火災、医療措置を必要とする緊急

事態、地震および設備の故障に備えた拠点ごとの対応を定めています。また、年1回、避難訓練を行っています。

AEDに関する取り組み

北米地域内の多くの事業所において、心室細動や心室性頻拍の発生に備えて自動体外式除細動器 (AED) を設置してい

ます。SELでは100人以上の社員を有する事業所にAEDを設置しています。ソニー・コーポレーション・オブ・アメリ

カでは、傘下にある拠点ごとにAED機器を少なくとも各1台設置する取り組みを実施しています。各事業所の社員は、

AEDの操作方法を学ぶとともに、応急手当と心肺蘇生法 (CPR) トレーニング受講が義務付けられています。緊急時に

備え、AED機器が常に使用可能な状態かを確かめるため、月次点検を行っています。
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2019年8月29日更新

中南米での安全衛生活動

ソニーは中南米において、安全衛生キャンペーンや、安全衛生と環境に関する内部監査の確立に取り組むとともに、労
働災害や疾病を未然に防止するためのイベントを開催しています。取り組み事例は以下の通りです。

健康増進

ソニーコロンビアでは、社員には母の日、父の日、家族の日、女性の日、新年など特別な日をパートナーや家族と楽し
んでほしいと考えています。そのために、全ての社員を組織にとって欠かせない人材として大切にし、職場でも家庭で
も健康に過ごせるよう支援しています。

その他の健康増進活動：

社員向けのマッサージ：体をほぐす15分間のマッサージを自由な時間に受けることができる (メキシコ)

社員参加のスポーツ大会 (パナマ)

ストレス管理のためのランチ&ウェルネス学習プログラム (アルゼンチン)

ヘルスケア

ソニーコロンビアでは社員の健康のため月に一度、「アクティブな休息」としてマインドフルネスを実施する時間をつ
くっています。毎年のヘルスウィークには、社員の健康診断を行い、健康的な生活習慣を推進するためのさまざまな活
動に取り組んでいます。また、年に一度はエコロジーハイキングを開催しています。

その他のヘルスケア活動：

栄養指導、医療分析、予防接種などの年間を通したヘルスケアプログラム (メキシコ)

専門家による眼科、皮膚科および乳がん検診、栄養指導、マッサージ、アクティブな休息などを提供するヘルス
ウィーク (ペルー)

予防接種キャンペーン (ブラジル)

予防接種キャンペーン

リスク管理

ソニーブラジルは、労働災害および疾病を防止するため、ブラジル労働省規制基準05号に基づき、安全衛生の専門家
による予防措置や労働リスクアセスメントなどを支援する内部委員会を設立し、社員の中から委員を選出しています。

その他のリスク管理活動：

化学リスク低減のためのコンプライアンスプログラムの検査 (コロンビア)

無作為の倉庫の安全点検および在庫検査 (パナマ)

緊急事態への準備

ソニーブラジルでは年に一度、社員が緊急時消防隊として活動するためのトレーニングを実施しています。緊急時消防
隊は現場に駆けつけ、現場を統制しなければなりません。トレーニングではそのための消火活動、化学物質の漏洩や爆
発への対応、応急処置などを学びます。

緊急時消防隊のトレーニング

その他の緊急時対応活動：

応急処置、消火器の操作法、避難訓練 (ペルー)

避難訓練の様子 (ペルー)
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2019年8月29日更新

欧州での安全衛生活動

安全衛生リスク低減への取り組み

欧州地域では、安全衛生マネジメントを優先課題に位置付け、2004年より、労働災害の防止と社員の健康増進を目指

す安全衛生リスク低減プログラムを実施しています。

プログラムの三本柱は以下の通りです。

リスクアセスメント1. 

全社員を対象にした安全衛生研修2. 

事故/災害調査とフォローアップ3.

プログラムの進捗状況と成果は、毎年開催される欧州地域マネジメントレビュー会議とコーポレート監査において精査

されます。

欧州地域セーフティオフィスは、さまざまな安全衛生プログラムを通じ、欧州における安全な職場環境の実現に取り組

んでいます。

健康増進への取り組み

欧州地域の各事業所は、労働災害低減のためのリスク管理イニシアチブに加え、社員の健康増進に力を入れています。

この取り組みには、社員が健康で意欲的になるだけでなく、生産性が向上し、労災による休業が減るといった複数のメ

リットがあります。

「One Fit (ワン・フィット) at Sony DADC」プログラム

ソニーDADCは4年以上にわたり、独自の健康増進プログラム「One Fit at Sony DADC」を実施してきました。

職場における健康増進のための総合的なアプローチである「One Fit at Sony DADC」には、マネジメントおよび企業

の文化、職場の雰囲気作り、ワークライフバランスの改善などのイニシアチブも含まれています。このコンセプトは、

ソニーDADCの労働安全衛生に関する法的義務の範囲をはるかに超えるものです。

「One Fit at Sony DADC」は、「スポーツ」「病気・けがの予防」「コーチング」「栄養学」という4分野を中心

に、社員一人ひとりの個人資源※1の強化と健康増進をサポートします。このプログラムは、被雇用者である社員と雇

用者であるソニーDADCの両方にメリットをもたらします。

※1  個人資源とは、ストレス軽減やモチベーション向上の原動力となる個人の内的要因のこと。

Bottle Post (ボトルポスト) 2019

ソニーDADCは昨年、「One Fit at Sony DADC」プログラムの一環として、フォトコンテスト「Bottle Post 2019」

を開催しました。この取り組みではまず、プラスチックゴミの削減と、スポーツやアウトドア・レクリエーションなど

を取り入れた健康的なライフスタイルの促進を目的として、欧州地域の事業所で働く全てのソニーDADC社員に高品質

の金属製ドリンクボトルを配布しました。

また、ボトルの配布に合わせてフォトコンテストを開催し、アクティビティ中の社員がボトルと一緒に写っている写真

を募集しました。そして、集まった多くの作品の中から選ばれた写真を使って美しい卓上カレンダーを作成しました。

カレンダーは欧州地域のソニーDADCの全社員に配布され、2019年を通して社員に活用されることになります。

ボトルポスト2019

ADFC Gold Certificate Award (ゴールドサーティフィケートアワード)
※1  ADFCは「ドイツ自転車連盟」の略称です。

ソニー・シュトゥットガルト・テクノロジー・センター (STC) は15年以上にわたり、自転車通勤用のインフラを提供し

てきました。建物の入口近くに屋根と監視カメラの付いた駐輪場を整備し、更衣室とシャワー室も用意しています。レ

セプションデスクにはタイヤチューブなどのスペアパーツや工具を常備し、また、サイクリスト用ホットラインと自転

車インストラクターが質問やルートの相談に応じています。

2018年、社員向けの自転車レンタルプログラムを開始したSTCは、自転車利用者に優しい雇用者としての証明書を申請

しました。その後、標準監査といくつかの是正措置を経て、ついにGold Certificate Awardを取得しました。

監査担当者およびADFCの審査員の評価を得たSTCのプログラムは以下の通りです。

自転車利用を推進する一貫性のあるインフラと、近隣の自転車店での自転車レンタル料金の補助を含む自転車関連
のさまざまな補助

公共交通機関を利用する社員への運賃補助により、ドイツで主流の自動車通勤に対して公共交通機関の活用事例と
なった

ヘルスクラブ、フィットネスクラブ、スポーツクラブなどの会員料金補助による自転車以外のスポーツアクティビ
ティの推進
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自転車関連のイベントにおいて、ADFCから「Gold Certificate Award」が正式に授与されました。

ADFCゴールド認証賞を受賞

ソニー・ヨーロッパの「Summer Challenge (サマー・チャレンジ)」

ソニー・ヨーロッパは2017年より、健康増進とチームワーク強化のための「Summer Challenge」キャンペーンを実施

しています。ウォーキング、ランニング、サイクリングのアクティビティからチームで参加するこのキャンペーンは、

運動が人々の身体、精神、魂に大きな効果を及ぼすことを広く知ってもらうことを目的としています。

キャンペーンでは、各チームの2カ月間の総走行距離が競われます。そして各アクティビティにおいて最長距離を達成し

たチームが寄付したい慈善団体を選ぶと、ソニー・ヨーロッパから寄付金が授与される仕組みです。

今年はヨーロッパ全域から70近くのチームがエントリーし、アクティビティへの参加人数合計は約500人にのぼりました。

コンテスト終了時の総走行距離は「ランニング／ウォーキング」が76,341km、「サイクリング」が86,402kmにのぼ

り、各アクティビティの上位3チームに、寄付する慈善団体を選ぶ権利が与えられました。今年の「Summer 

Challenge」を通じたソニー・ヨーロッパの寄付金は、総額1万2,000ユーロとなりました。

2019年8月29日更新

パンアジアでの安全衛生活動

パンアジア地域のソニー各事業所では、さまざまな国籍と文化的背景を持った社員を雇用しています。この地域での労

働安全衛生活動の主な目的は、教育と訓練を通じた安全課題に対する意識向上です。各事業所において、安全意識の向

上と強化を目的としたさまざまなイベントを実施しています。

労働安全衛生マネジメントシステムの確立

パンアジア地域の全ての製造事業所では、社員および請負者などのパートナーへの災害や業務上疾病の予防を目的とし

て、労働安全衛生マネジメントシステム (OHSAS18001) を確立しています。2019年度より、非製造事業所も含め、新

しいマネジメントシステム (ISO45001:2018) へ移行する計画です。

パンアジア地域の全ての製造事業所はすでにOHSAS18001の外部認証を受けており、2020年度中に全拠点で

ISO45001を取得する予定です。

安全意識の向上

2018年度の重点活動のひとつは、社員および請負者の安全意識の向上でした。社員に対しては、職務に必要な安全知

識の基本と応用を学ぶさまざまな研修を実施しました。また請負者に対しても、ソニーの事業所における事故を防ぐた

め、「安全・環境のマインドセット」研修の受講が義務づけられています。

ソニー・テクノロジー・タイランド (バンカディ
工場) における請負者向け「安全・環境のマイン
ドセット」研修
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健康増進

2018年度には、健康に関する講演、心肺蘇生法 (CPR)・自動体外式除細動器 (AED) などの応急手当講習、インフルエ

ンザの予防接種、人間工学 (エルゴノミクス) 講座などの健康増進の取り組みが行われました。

Sony Middle East
Asia (ドバイ) での
CPR講習

緊急時対応

全ての事業所は毎年、所轄行政機関と連携して避難訓練を行っています。また事業所ごとのリスク評価の結果に基づ

き、化学物質による災害やX線機器事故などのテーマに沿った緊急時対応訓練を実施しています。

ソニー・テクノロジー・タイランド (バンカディ
工場) における緊急時対応チームの訓練

安全活動

事業所ごとに、業務上発生しやすいリスクを軽減し、安全意識を高める活動を実施しています。活動テーマの例は以下

の通りです。

1．電気火災リスク：多くの事業所で以下を実施

・安全な電気配線基準の確立

・電気配線の状況についての定期的な検査

2．新規製造ラインの現場安全リスクアセスメント：安全、製造およびエンジニアリングチームが、生産性と安全性の

視点から新規製造ラインの共同でアセスメントを実施

3．ニアミスプログラム：全ての業務において会社全体に安全文化を確立するためのプログラム。事業所の社員は、ニ

アミスの状況や行動を特定し、リスク低減のための是正措置を講じる。

4．交通安全：交通安全講習プログラムにより、自家用車や自家用バイク、会社が提供する移動手段を使い通勤する社

員の意識向上を目指す。

ソニー・EMCS・マレーシア (クアラルンプール
事業所) のニアミスプログラム

社員の安全衛生活動への参加

安全意識の向上と「安全マインドセット」の醸成を目的として、パンアジア地域の全事業所で、管理職および請負者を

含む社員向け労働安全衛生イベントを実施しています。展示、コンテスト、競争イベント、ゲームなどのアクティビ

ティを通じて参加者が楽しみながら知識の強化を図る「安全衛生・環境・アンチドラッグ週間」もその一つです。また

安全委員会では、安全提案制度を設け、社員が参加・協議しやすいコミュニケーション窓口を提供しています。

ソニー・テクノロジー・タイランド (チョンブリ
工場) における安全衛生・環境・アンチドラッグ
週間
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社外向け広報活動

パンアジア地域のソニーグループ各社は、社内だけでなく大学生や政府機関など社外の利害関係者と、労働安全衛生に

関する知識を共有しています。こうした活動は、ソニーの優れた安全衛生活動の周知に役立っています。

ソニー・EMCS・マレーシア (クアラルンプール
事業所) の「建設・産業安全研修」に参加した大
学生

労働安全衛生活動に対する外部表彰

2018年度は、パンアジア地域の2つの事業所が、第三者機関主催の労働安全衛生に関する賞を受賞しました。これらの

受賞は、各賞において要求される高い安全基準を継続的に遵守し、社員を含む全てのステークホルダーにとって安全な

労働環境を維持していくモチベーションとなっています。

ソニー・デバイス・テクノロジー・タイランドは、2つの賞を受賞しました。1つは、タイ保健省から授与された「全国

安全衛生・ウェルビーイング賞 (National Health, Safety and Well-Being Award)」は、労働安全衛生だけでなく心

の健康、栄養状態、幸福度などの基準に沿って社員のウェルビーイングの程度を評価するものです。2つ目は、タイ労

働省から、同省が定める職場の安全基準を満たしていることが高く評価され、「全国安全管理賞優秀賞 (National

Safety Management Excellence Award)」を受賞しました。

ソニー・EMCS・マレーシア (クアラルンプール事業所) は、NGOであるマレーシア労働安全衛生協会 (Malaysian

Society for Occupational Safety and Health (MSOSH) からMSOSH金賞を受賞しました。この受賞は、MSOSH委

員会による現場監査において同社の安全衛生活動が高く評価されたことによるものです。

ソニー・デバイス・テクノロジー・タイランドが
タイ保健省から「全国安全衛生・ウェルビーイン
グ賞」を受賞

ソニー・デバイス・テクノロジー・タイランドが
タイ労働省から「全国安全管理賞優秀賞」を受賞

ソニー・EMCS・マレーシア (クアラルンプール
事業所) がマレーシア労働安全衛生協会から
MSOSH金賞を受賞
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2019年8月29日更新

映画事業での安全衛生活動

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (SPE) は、各事業所において安全衛生意識の向上を目的とする研修、安全

規則の遵守に関する指導、エルゴノミクス (人間工学) に基づく社員への支援などを行っています。

めまぐるしく変化するメディア市場を考慮し、環境・安全衛生グループでは、規制で求められる要件を常に把握し、 

SPEの組織体制および業務遂行に伴うリスクへの対応に努めています。

主な取り組み

SPEでは、「安全プログラム」および「業務指示/手順」を重要な活動として位置づけています。その内容に沿って、

各地域では転倒・転落防止、はしごの安全な使用、および緊急時対応に注力した活動を実施しています。

北米

SPEのスタジオを対象に行われた緊急時対応へのレビューや、非常時モバイル指令システム、社員の訓練のほか、防
災用品の効果的な強化により、スタジオにおける危機対応が大きく改善しました。

スタジオ内の全オフィスへ共通フォーマットを使用した避難経路図と緊急連絡先情報を掲示しました。それら250点
以上の掲示を通じて、避難経路、緊急連絡先、避難場所の周知を確実にしています。

避難経路図

新たに取得した米テキサス州フラワーマウンドのFunimation社においては、緊急時対応のトレーニングを実施しま
した。当該会社の業務と地域に関わる緊急対応訓練の一環として、避難訓練のほか、初期消火訓練も18年ぶりに実
施しました。また、緊急物資や自動体外式除細動器 (AED) の設置を進めるとともに、応急処置、心肺蘇生 (CPR) 、
AEDの使用方法についても実践的な講習を行いました。

スマートフォンアプリ「Protect SPE」を北米で導入しました。全ての社員、請負スタッフ、外部業者、制作業者が
利用可能なこのアプリは、SPEの連絡先、緊急時の対応手順、出張先の安全情報、および当社のマスコミュニケー
ションツールである「Alert SPE」に関する情報を網羅しています。このアプリは来年、中南米でもリリースされる
予定です。

「ProtectSPE」アプリ

SPEの映画スタジオでは、災害・疾病の予防からはんだ作業における安全対策まで、包括的なプログラムを提供して
います。業界の安全研修に加えて、現場での月次トレーニングプログラムでは、熱中症予防や、保守作業における
安全確保の手順 (ロックアウト・タグアウト等) などビジネスに関連する内容を含め取り組んでいます。このプログ
ラムには15以上の部署が出席しています。

SPEの映画スタジオでは、撮影スタジオのひとつであるステージ6の屋上に設置してあるコロンビア・ピクチャーズ
の看板に対する構造強化を含め、落下防止システムの改良を引き続き行い、社員や外部業者が高所で作業する際の
安全確保に努めました。

落下防止工事前の状態 落下防止工事施工時の様子

また2018年には、メンテナンス作業員の安全確保のため、撮影スタジオのひとつであるステージ10の南北両側に転
落防止柵を設置しました。

施工前 (転落防止柵施工範囲の計画図) 転落防止柵施工完了後

SPEは今後2年間で、撮影スタジオ内の木製のはしごを金属製はしごへ更新する予定です。この計画には、背かご付
き金属製はしご66台、ランディングプラットフォーム33台、スイングゲート33台、キャットウォーク・エクステン
ション33台の設計、製作、設置が含まれます。
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新たに設置された金
属製はしご

SPEではエルゴノミクス (人間工学) に基づく昇降式デスク (立位・座位両用机) の導入を引き続き進めています。北
米事業所全体で2,500台が設置されています。この昇降式デスクの利用を他地域の拠点にも拡大していきます。

ヨーロッパ・中東

地域危機対応計画 (拠点計画) が更新・改善され、ロンドンのゴールデンスクエア事業所およびポーランドのSGBS
グディニャ (Gdynia) 事業所で実施・検証されました。また、簡素化した緊急時対応計画を地域内の各事業所向けに
開発するとともに、社員への通知・啓発ポスターを配布しました。ロンドン、マドリード、パリ、グディニャの各
事業所では新しいテンプレートを用いた計画が作成されています。さらに、英国の規制に基づき、避難時に補助が
必要となる人のための個人緊急時避難計画 (Personal Emergency Evacuation Plan) がロンドン事業所用に作成さ
れました。同様の計画は地域内の他の事業所にも適用されます。

SPEは地域内各地でAEDプログラムのさらなる拡大を継続しています。

アジア太平洋地域

地域のリーダーとの緊密な連携の下で、地域危機対応計画 (拠点計画) の展開と実施が順調に進められています。

各地の事業所で、安全衛生法規の遵守に関する指導と、安全衛生の意識向上を目的とした研修を引き続き実施して
います。

ソニー社内で求められる対応時間の条件を満たすための一部事業所へのAED導入の検討、調整が終了し、実際の導
入を行いました。

中南米

中南米地域のセキュリティリーダーのもとで、マイアミ、ブラジル、パナマ、メキシコシティの各事業所において
防災用品の支給や社員の研修・意識向上プログラムなどが実施され、緊急時に対する備えが大きく改善されました。

マイアミ事業所にAEDを設置したほか、今後サンパウロ、メキシコシティ、バルエリ (Barueri) 、パナマシティの各
事業所に設置が予定されています。
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2019年8月29日更新

労働災害統計

ソニーは、2001年度より、グローバルな労働災害統計データ収集システムを構築し、地域ならびに国ごとのデータを

半期ごとに収集しています。この統計をもとに、地域別、災害の型別ごとにソニーの活動状況を把握し、リスク分析や

再発防止のための資料としています。

労働災害発生率の推移 ※1 (度数率)

※1   ソニー数値はソニー日本地域事業所 (製造・非製造・物流・R&D) における休業日数1日以上の休業災害発生率。製造業、電気機器の数値は各年度の厚生
     労働省「労働災害動向調査」より収集

日本における災害データ ※2

2014 2015 2016 2017 2018

休業災害件数 13 9 16 15 16

休業日数 157 185 191 444 360

度数率 0.23 0.17 0.26 0.15 0.16

強度率 0.0023 0.0028 0.0025 0.0038 0.0027

死亡者数 0 0 0 0 0

2018年　対象事業所数： 64事業所

(ご参考)

2018年度指標

度数率：全国全産業平均 1.83 全製造業平均 1.20 全国電気機械器具製造業平均 0.58

強度率：全国全産業平均 0.09 全製造業平均 0.10 全国電気機械器具製造業平均 0.02

2014 2015 2016 2017 2018

休業災害件数 136 105 79 96 73

休業日数 1,815 1,808 1,496 1,166 1,050

度数率 1.26 0.87 0.67 0.88 0.71

強度率 0.0168 0.0150 0.0127 0.0107 0.0084

死亡者数 0 0 0 0 0

2018年　対象事業所数：89事業所

(定義)

度数率 = 休業1日以上の労働災害の発生件数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000,000

強度率 = 休業日数 ÷ 延べ実労働時間数 × 1,000

※2 2017年度より報告対象事業所を変更し、過去にさかのぼって算出し直したため、過年度報告から数値が変更となっています。

(出所：厚生労働省 平成30年度 労働災害動向調査)
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2019年8月29日更新

健康増進活動

ソニーの健康管理体制

ソニーでは、「楽しくいきいきと働ける職場づくり」を目指して健康経営に取り組んでおり、社員一人ひとりが、現在

および将来にわたり心身ともに健康に働ける環境を整えることが大切だと考えています。

近年の産業構造の変化、就労形態の多様化、業務の複雑化にともない、生活習慣病や長時間勤務、メンタルヘルスへの

対策の必要性は年々高まっています。ソニーでは、国内外各国の法令を遵守しつつ、社員の健康の保持増進・健康確保

のために、さまざまな活動を行っています。長時間勤務者や治療をしながら働く社員には、産業医や産業看護職が面談

を実施し、個々の状況に応じて丁寧なケアを行っています。メンタルヘルスについては、早期発見と未然防止のため社

員や職場マネジメントに対して研修を実施しています。さらに心身の健康相談窓口を設け、仕事上の悩みも含むさまざ

まな悩みや不安の相談に応じています。その他、生活習慣の改善指導や、社内の各種媒体を活用した情報発信や啓発活

動などにも力を入れています。

メンタルヘルスへの取り組み

社員の能力を最大限に発揮するための支援として、総合的なメンタルヘルス支援を推進しています。

心身の健康相談窓口を設け、対面での面談はもちろん、電話や電子メールなどでの相談にも応じています。社員本人か

らの相談のほか、職場の上司からの相談への対応や、必要時には専門医への紹介や情報提供なども行っています。

メンタル不調により休養中の社員が仕事に復帰する際には、社外の専門機関とも連携を図りながら、EAP (従業員支援

プログラム) を活用した職場復帰プログラムを用意し、社員の状態に応じた職場への適応支援を行っています。

メンタルヘルス研修については、全社員向けセルフケア研修、新入社員向け研修や新任統括課長向け研修など、階層別

に実施しています。また年に一度ストレスチェックを実施し、高ストレスと判定された社員との個別面談を行っている

のに加え、組織ごとの集団分析も実施し、職場環境の改善に役立てています。

震災など予期せぬ事態に直面した際には、災害時のこころの支援プログラムを用意し、社員本人や周囲の心のケアを

行っています。

治療と仕事の両立のための支援

治療をしながら働く社員には産業医や産業看護職が面談を行い、一人ひとりの事情に配慮しながら適切な就業措置を講

じることにより、健康リスクの低減に努めています。また、多様で柔軟な働き方を社員自身が選択できるよう、職場マ

ネジメント、人事部門、産業保健部門が連携して最適な就労支援を行います。治療と職業生活を両立できることで、社

員が働きがいやモチベーションを持って働けるよう積極的に支援に取り組んでいます。

長時間勤務者への取り組み

昨今、日本では長時間労働に対する関心や注目が高まり、政府による長時間労働削減に向けた取り組みが行われています。

2018年6月の働き方改革関連法の成立を受け、2019年4月に労働基準法および労働安全衛生法が改正されました。

このような背景を踏まえ、ソニーでは、36協定の改定をはじめ、年次有給休暇取得促進といった対応を行っていま

す。さらに、働き方改革の一環として、ノー残業デーの実施や深夜帯勤務 (22時以降の勤務) の削減といった既存の施

策をあらためて推奨しています。また、長時間勤務者の健康対策として産業医や産業看護職等による面談を行い、社員

の健康確保の徹底と健康障害の防止に取り組んでいます。

生活習慣病対策、健康づくり

企業で働く社員にとって、不規則な食生活や運動不足などによる生活習慣病の予防は大きな課題のひとつです。

ソニーでは、健康診断の実施後、その結果にもとづいた個別の保健指導や医療機関受診支援を確実に行い、特定保健指

導などメタボリック症候群対策の面談・指導などにも力を入れて取り組んでいます。

禁煙推進と受動喫煙防止

禁煙推進と受動喫煙防止にも積極的に取り組んでいます。加熱式タバコを含む社内でのタバコ販売をやめるとともに、

受動喫煙対策として、建物内喫煙室の削減などを行っています。また喫煙者個々人に対して、健康診断実施後の面談や

特定保健指導などの機会を利用して、産業医や産業看護職による禁煙勧奨、禁煙に具体的に取り組むためのサポートを

行っています。さらに、安全衛生委員会や社内ウェブサイト、社内メーリングリストなどを活用して、禁煙推進と受動

喫煙防止に向けた知識の提供を広く行っています。喫煙率の低減にも徐々に効果が現れ、ソニー株式会社の喫煙率は

11％を下回っています。

感染症対策

事業活動のグローバル化にともない、感染症がワールドワイドに拡散するリスクが増しています。その脅威から社員を守る

ため、海外赴任者、海外出張者に必要なワクチン接種を行っています。また、出張者向けの社内ウェブサイトを使って、安

全情報とともに感染症情報を提供することで注意を喚起し、状況に応じて出張の制限などの安全対策を実施しています。海

外赴任者とその帯同家族に対しては、マラリア、肝炎、HIV等の感染症についての情報を提供しています。

国内においても、新型インフルエンザ、結核、風疹、麻疹 (はしか) などの発生時には、状況に応じて行政等と連携を

図り、BCPを見据えた対応を行っています。
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海外勤務者健康管理

現在ソニーでは、社員と帯同家族が海外35カ国に赴任しています。これらの社員と家族が、海外にいても安全で健康

に働けるよう、健康管理体制を構築しています。

海外赴任者には、渡航前と帰国時の他にも年1回、一時帰国時に健康診断を実施しています。帯同家族も受診対象とし、診

断項目には付加項目を設定するなど、法定レベル以上の健康診断を行っています。また、日頃からの健康支援に加え、海外

赴任前の健康教育、予防接種、医療機関情報の提供、ストレスチェック、産業医による海外事業所・医療機関巡視などを実

施。予防とリスク対策に力を入れ、社員の自主的な健康管理意識向上につながる活動に取り組んでいます。

さらにこれらの支援活動を円滑に行えるよう、海外赴任者と産業保健部門とのつながりを深めるために、赴任者には全

員に産業保健部門から健康管理情報を配信しています。

2019年8月29日更新

社外からの評価

ソニーグループ各国・地域の取り組みは、国内外の各種機関から高い評価を受けています。

国内ソニーグループ：

2016年、2017年、2018年にLGBTについての取り組み指標『PRIDE指標』において3年連続でゴールドを認定取得。特

に、人事制度、福利厚生※1などにおいて、同性パートナーも配偶者と同等の扱いを受けられるようにしている点が高

く評価されています。

ソニー株式会社：

2017年厚生労働省が実施するイクメン企業アワードでグランプリ受賞。

2016年「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく厚生労働大臣認定のうち、(1) 採用、(2) 継続
就業、(3) 労働時間等の働き方、(4) 管理職比率、(5) 多様なキャリアコース、以上の5つの評価項目すべての要件を
満たし、女性の活躍推進が優良な企業として、厚生労働大臣認定「えるぼし」最上位認定を取得。

2007年、2010年、2013年、2015年に東京労働局長より、次世代育成支援対策推進法に則したさまざまな子育て支
援策に積極的に取り組んでいる企業として「子育てサポート認定事業主」の認定取得。

海外ソニーグループ：

ソニーエレクトロニクス、ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメン
トは、Human Rights CampaignよりCorporate Equality Index (Rating Workplaces on LGBTQ Equality) で
100%の評価を獲得。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、ナショナル・ビジネス・インクルージョン協会および、ナショナ
ル・LGBT商工会議所より、2019年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」インクルージョン企業賞を受賞しました。

今後も、ダイバーシティ方針に基づき、社員一人ひとりの個性・能力が十分に発揮でき、多様な人材が活躍できる職場

環境の構築を推進していきます。

※ 1　人事制度、福利厚生：転勤時の単身赴任判定や別居手当、慶弔金、慶弔休暇、ランドセル贈呈式、ファミリーデー (職場見学会)、ベビーシッター補助、
育児休職、育児短時間勤務、介護関連諸制度の被介護者の条件、ソニーファミリーカードの適用など
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認定・受賞履歴

第1位
(2014年·2015年)

電機·機械·自動車関連
部門
第1位
(2015年)

ソニー·太陽株式会社
(2015年)

ソニー·太陽
Workplace部門
(職場の役職や配達)
ソニー光 Workforce

部門
(雇用と定義) (2014年)

「ベスト・オブ・
ザ・ベスト」イン
クルージョン企業
賞受賞 (ソニー・
ピクチャーズ エン
タテインメント)

ソニーグループ17
社

PRIDE指標ゴール
ド認定

イクメン企業ア
ワード

グランプリ受賞

厚生労働大臣認
定

「えるぼし」
最上位認定

次世代育成
支援認定
(くるみん
マーク)

ソニーグループ各国・地域における女性の活躍推進の主な取り組み

ソニーグループ各国・地域におけるLGBT啓発活動の取り組み

ソニーグループ各国・地域における障がいのある社員の活躍推進の主な取り組み

ソニーグループ各国・地域におけるワーク・ライフ・バランス
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責任あるサプライチェーン

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

近年、製品のサプライチェーン(調達・生産)に対する企業の社会的責任に関するステークホルダーの関心が高まってい

ます。ソニーでは、こうした関心に配慮し、自社のみならずサプライヤーや生産委託先を含む生産現場、鉱物採掘現場

など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、サプライヤーとともに取り組むことが

求められていると考えます。

基本的な考え方

「ソニーグループ行動規範」をソニーすべての取締役、役員、および従業員一人ひとりが遵守し、倫理的な事業活動を

行うことが基本です。その上で、「サプライチェーンマネジメント」「責任ある原材料調達」に注力し、サプライヤー

や生産委託先とともに、「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」への遵守活動を通じて「責任あるサプライチェーン」を推進し、関連業界団体などのステークホルダーと協働した

活動を展開します。

体制

ソニーでは、本社のCSR部門、コンプライアンス部門、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ

株式会社(以下、SGMO)の人事総務部門、調達部門が中心となり、さらにその他の本社関連部門や各ビジネス部門、各

製造事業所の管理・調達部門等と協力して、活動を推進しています。

また、苦情処理制度の仕組みとして、サプライヤーからの通報を受けつける窓口「サプライヤー・ホットライン」や、

ソニーグループの責任ある鉱物サプライチェーン方針に反する行為についてステークホルダーからの通報を受けつける

窓口「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」を設置し、改善活動に役立ててい

ます。

日本の一部の製造事業所の構内業務委託先事業者に対し、外国人労働者の雇用に関して実態調査を実施

233社のサプライヤー企業に対してアセスメントを実施

二次サプライヤーに対する行動規範の遵守要請

サプライヤー工場の安全管理に関する支援として現場訪問を実施

コバルト精製所への監査プログラムへの参加を働きかけ、参加費用を補助するファンドへ寄付

継続して行ってきた取り組み

2004年 EICCに設立メンバーとして加盟 (現：Responsible Business Alliance)

2005年 ソニーサプライヤー行動規範制定

2006年 エレクトロニクス事業所においてEICCセルフアセスメント実施開始

2012年 ソニーサプライヤー行動規範　第2版へ改定

2014年 ソニーグループ紛争鉱物方針制定、紛争鉱物の使用状況調査を開始

2016年 ソニーサプライチェーン行動規範制定、コバルトサプライチェーンのアセスメントを開始

2017年 ソニーサプライチェーン行動規範制定第2版へ改定、責任ある鉱物サプライチェーン方針の策定

今後に向けて
責任あるサプライチェーンの実現を目指し、一次サプライヤーを通じて二次以降のサプライヤーにも「ソニーサプライ

チェーン行動規範」の遵守を要請するなど、自社およびサプライヤーへのアセスメントをより徹底していきます。さら

に、ソニーの社員のみならずサプライヤーなどの関係者の意識や対応能力を向上させるため、啓発活動や教育・研修等

を引き続き実施します。また、高リスク鉱物の調達についても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

応を強化していきます。

2018年度の主な実績

2018年度の取り組みについて主な実績を抜粋し、ご紹介します。

日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、メキシコ、ブラジルの自社製造事業所16社を対象にCSRセルフ

アセスメント調査を実施
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サプライチェーンマネジメント トップ ソニーサプライチェーン行動規範制定と推進体制

自社エレクトロニクス製造事業所に対する取り組み サプライヤーに対する取り組み

業界団体との連携

責任ある原材料調達 トップ 責任ある鉱物サプライチェーン方針の制定と推進体制

紛争鉱物への対応 高リスク鉱物への対応

活動報告

サプライチェーンマネジ

メント

責任ある

原材料調達

2019年8月29日更新

サプライチェーンマネジメント

ソニーでは、ソニー社内のみならずサプライヤーや生産委託先の生産現場も含めたサプライチェーンマネジメントに取

り組んでいます。

ソニーサプライチェーン行動規範制定と推進体制 自社エレクトロニクス製造事業所に対する取り組み

サプライヤーに対する取り組み 業界団体との連携
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2019年8月29日更新

ソニーサプライチェーン行動規範制定と推進体制

基本的な考え方

ソニーは、グローバル企業が社会の一員としてサプライチェーンマネジメントに対して果たすべき責任の重要性が高まって

いることを認識し、責任あるサプライチェーンの実現を目指してさまざまな活動を推進しています。ソニーはサプライヤー

とともに、サプライチェーンにおける人権、労働環境、安全衛生、環境などに関する課題に取り組んでいます。

サプライチェーン (自社のみならずサプライヤーや生産委託先を含む生産現場や、鉱物採掘現場など) のイメージ図

ソニーのサプライチェーン

ソニーのサプライチェーンは、全世界に広がっています。自社エレクトロニクス製造事業所拠点は、2019年8月時点

で、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、ブラジルにあります。また、部品及びOEM／ODMサプライ

ヤーとの地域別取引比率 (2018年度金額ベース) では、中国43.2%、日本22.7%、アジア・太平洋地域17.7%、欧州

9.5%、米国0.5%以下、およびその他が6.4%となります。
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行動規範項目

A.労働 B.安全衛生 C.環境 D.倫理 E.マネジメントシステム

1) 雇用の自由選択

2) 若年労働者

3) 労働時間

4) 賃金および福利

厚生

5) 人道的待遇

6) 差別の排除

7) 結社の自由

1) 職務上の安全

2) 緊急時への備え

3) 労働災害および

疾病

4) 産業衛生

5) 身体に負荷のか

かる作業

6) 機械の安全対策

7) 衛生設備、食

事、および住居

8) 安全衛生のコ

ミュニケーション

1) 環境許可と報告

2) 汚染防止と資源

削減

3) 有害物質

4) 固形廃棄物

5) 大気への排出

6) 材料の制限

7) 水の管理

8) エネルギー消費

および温室効果ガ

スの排出

1) ビジネスインテ

グリティ

2) 不適切な利益の

排除

3) 情報の開示

4) 知的財産

5) 公正なビジネ

ス、広告、および

競争

6) 身元の保護と報

復の排除

7) 責任ある鉱物調

達

8) プライバシー

1) 企業のコミットメント

2) 経営者の説明責任と責任

3) 法的要件および顧客要求事

項

4) リスク評価とリスク管理

5) 改善目標

6) トレーニング

7) コミュニケーション

8) 労働者のフィードバック、

参加、苦情

9) 監査と評価

10) 是正措置プロセス

11) 文書化と記録

12) サプライヤーの責任

※1  2017 年10月、電子業界CSR アライアンスEICCは、Responsible Business Alliance (RBA) に名称が変更になりました。

推進体制

ソニーでは、本社のCSR部門、コンプライアンス部門、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ

株式会社 (以下、SGMO) が中心となり、さらにその他の本社関連部門や各ビジネス部門、各製造事業所の管理・調達

部門等と協力して、活動を推進しています。本社CSR担当上級役員の指示の下、本社CSR部門が外部動向の把握やス

テークホルダーとのコミュニケーションをもとに全社的な基本方針を定め、運用については、生産・調達担当上級役員

ソニーサプライチェーン行動規範の制定

近年、自社の生産現場のみならず部品調達先や設計・生産委託先の生産現場における人権・労働・環境などを含めた総

合的な「製品サプライチェーンに対する責任」について、ステークホルダーの関心が高まっています。自社の生産現場

について、ソニーは、2004年の設立当初からレスポンシブル・ビジネス・アライアンス (Responsible Business 

Alliance, RBA※1) に参加し、自社エレクトロニクス全製造事業所において業界のベスト・プラクティスであるRBAの

行動規範遵守のための取り組みを継続的に実施しています。また、部品調達先や設計・生産委託先などサプライヤーに

対しては、ソニー製品の製造にかかわるという観点から、ソニーに準ずる取り組みをもってこれらの問題にご対応いた
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だく必要があると考え、2005年、RBAの行動規範にもとづいて「ソニーサプライヤー行動規範」を制定しました。 

2016年には、サプライチェーンにおけるCSR推進の強化を目的に、「ソニーサプライヤー行動規範」を置き換える形

で、自社エレクトロニクス製造事業所も含めすべてのサプライチェーンの製造プロセスにRBA行動規範を適用する「ソ

ニーサプライチェーン行動規範」として制定しました。2018年1月1日付でRBA行動規範が5.1版から6版に改定されたこ

とを受け、当該6版を適用する「ソニーサプライチェーン行動規範2版」へ改定しています。

ソニーサプライチェーン行動規範の遵守はサプライヤー契約に盛り込まれており、サプライヤーに対しては、本行動規

範における顧客要件として、グリーンパートナー環境品質認定制度およびソニーグループ責任ある鉱物サプライチェー

ン方針に定める要請事項を遵守することを要請しています。

および各事業ユニット担当上級役員それぞれが、担当する領域について運用責任者を定めるとともに運用事務局を設置

しています。運用事務局は、ソニーサプライチェーン行動規範運用規則に従って運用を行っており、自社エレクトロニ

クス製造事業所およびサプライヤーに対する「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守要請、リスクアセスメントお

よび継続的なモニタリング、改善措置にわたる全般的な遂行役を担っています。また、自社またはサプライヤーの調査

関係者に対して、関連スキルの向上を目指した研修等を適宜実施しています。

アセスメント実施の結果や外部からの指摘により、「ソニーサプライチェーン行動規範」違反のおそれがあることを認

識した場合、法令に関する重大な違反が判明した場合、調査や監査の実施に際してサプライヤーから十分な協力が得ら

れない場合などの状況に際しては、本社のコンプライアンス部門およびCSR部門とも連携の上、運用責任者により事実

確認を踏まえた必要な措置がとられ、速やかに関連する事業所またはサプライヤーを担当する事業担当上級役員に報告

される体制としています。

ソニーサプライチェーン行動規範 [PDF:1.12MB]
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2019年8月29日更新

自社エレクトロニクス製造事業所に対する取り組み

継続的なアセスメントの実施

自社の生産現場における「ソニーサプライチェーン行動規範」への遵守状況を把握する取り組みの一環として、RBAの

標準ツールを活用し、遵守チェックや改善実施等のアセスメントおよび継続的モニタリング活動に取り組んでいます。

具体的には、国内外の全エレクトロニクス製造事業所を対象に、RBAの調査票によるCSRセルフアセスメント調査を年

に一度実施し、ソニーサプライチェーン行動規範において規定される「労働、安全衛生、倫理、環境保全、管理システ

ム」の5カテゴリーに関するチェックを行っています。調査の結果、遵守状況に課題があり、当該課題に対する改善の

検討と実施が必要と判断された製造事業所については、改善策の検討・実施を行っています。

2018年度は、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、メキシコ、ブラジルの製造事業所16社を対象にセル

フアセスメント調査を実施し、全製造事業所でリスクは低いという結果が得られました。

また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に対する違反のおそれがNGOレポートやメディア報道等の外部より指摘

された場合には、当該指摘を受けた製造現場での事実確認を行っています。その結果、指摘されたような事実が認識さ

れた場合には、第三者監査人によるRBA監査の実施を含め、速やかに是正措置をとることとしています。

外国人労働者雇用および労務状況に関するアセスメントの実施

サプライチェーンにおける強制労働など現代的奴隷の防止を目的にした法律 (英国現代奴隷法) が英国で施行されるな

ど、近年、グローバル企業に対しサプライチェーン上の人権デューデリジェンス実施に対する社会的要請が高まってい

ます。

特に、マレーシアにおいては、エレクトロニクス製品や部品の製造工場で多くの外国人労働者が働いており、これらの

外国人労働者に対する強制労働問題が、国際人権NGOが発行するレポートなどで指摘されています。一例として、採

用時に過度な手数料を課すことや、雇用者が労働者のパスポートを保持・管理することで労働者が自らの意思で必要な

時にパスポートを手にすることができない状況などが、母国を離れ現地に居住し働く外国人労働者の自由を制限するこ

とになり、いわゆる強制労働につながるとして問題視されています。

ソニーにおいても、マレーシアに拠点のある製造事業所において多くの外国人労働者を雇用していますが、上記のよう

な社会的要請を踏まえ、2016年度、マレーシアの自社製造事業所における外国人労働者の雇用および労務状況に関す

る実態調査およびリスク抽出を目的とする第三者アセスメントを自主的に実施しました。アセスメントは、マレーシア

現地にて、本社CSR部門の立ち会いのもと、CSRに関するリサーチやコンサルティングを会員企業に提供する非営利の

NPO法人BSRに委託して行いました。具体的には、マネジメント層、人事部門スタッフ、外国人労働者 (国籍：インド

ネシア、ネパール、ミャンマー、ベトナム、バングラディシュ) に加え、人材派遣会社 (母国もしくはマレーシアにお

いて外国人労働者を仲介または派遣する業者) へのヒアリング実施を含め、雇用前 (母国を出国する前)、雇用時および

雇用後(雇用契約の終了以後)の雇用プロセスを網羅するアセスメントを実施しました。その結果、重大な法令違反に該

当するような事例は発見されませんでしたが、いくつか改善が期待される事項が抽出されたため、改善に向けた対応に

取り組んでいます。例えば、人材派遣会社を介した外国人労働者が居住する寮の住環境 (清潔さ、広さ、周辺環境等)

についての改善の余地を指摘されたことを受け、人材派遣会社に対し改善の要請を行い、寮の立ち入り監査の実施、良

い取り組みをしている会社の事例共有や表彰を行うなどの改善に向けた活動を進めています。

また、日本国内においても、製造業だけでなく農林水産業、建設及び介護など多くの産業において、海外からの技能実

習生を含む多くの外国人労働者が働いています。特に近年、一部の外国人労働者が劣悪な環境下での労働を強いられて

いるという問題についてメディア報道でクローズアップされる機会が増え、日本における重要な社会課題の一つとして

の認知が高まっています。こうした状況を受け、ソニーでは2017年度より、国内の自社製造事業所を対象に、外国人

労働者の雇用および労務状況に関する実態調査およびリスク抽出を目的とするアセスメントを進めています。アセスメ

ントには、対象の製造事業所における外国人労働者 (直接雇用及び間接雇用を含む) の有無の確認や、外国人労働者が

いる場合の雇用プロセスや労務状況の確認が含まれ、一部の製造事業所を対象に、これらの実態調査を実施していま

す。2018年度には、一部の製造事業所の構内業務委託先事業者に対し、外国人労働者の雇用に関して実態調査を実施

するとともに、ソニーサプライチェーン行動規範遵守のための協力を要請しました。
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2019年8月29日更新

サプライヤーに対する取り組み

「ソニーサプライチェーン行動規範」への遵守状況の把握と、改善に向けたモニタ
リング活動

「ソニーサプライチェーン行動規範」は、ソニーとしてサプライヤーに期待する事柄を定めており、すべての製品・部

材サプライヤーに対して遵守を要請しています。

この「ソニーサプライチェーン行動規範」への遵守状況を把握する一環として、新規に取引を開始するすべてのサプラ

イヤーとその製造工場に対して、サプライヤーのリスクレベルに応じたアセスメントを実施しています。ソニーと製造

工場の間に直接の取引関係がない場合は、直接取引先の商社や製造会社を通じてアセスメントを行っています。

まず、直接取引を行う全てのサプライヤーとその製造工場に対して、「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守を要

請します。

さらに、当該サプライヤーとその製造工場の所在地域・国や規模、業態・業容などの要素に基づきリスクレベルを区分

し、対象先に対してRBAの調査票を利用したCSRセルフアセスメントを実施します。サプライヤーから回収された調査

票に基づき、潜在リスクを分析し特定します。これらの結果より、サプライヤーが行動規範を遵守し、違反していない

かどうかをサプライヤーの製造工場単位で評価します。

行動規範に違反する疑いがある対象先に対しては、訪問評価を通じて現場の管理状況を確認し、指摘事項がある場合は

改善指導を行い、改善結果を検証し継続して評価します。

アセスメントにおいて行動規範への重大な違反の疑いがあると判断した場合は、新規取引は開始しないこととします。

重大な違反の例としては、以下が挙げられます。

強制労働

児童労働

非人道的な処遇

不当差別

緊急災害時への対応計画不備

労働者の生命を脅かす重大な人身事故を即座に引き起こす危険性の存在

深刻な環境汚染

特に取引規模の大きい主要なOEMサプライヤーについては、取引開始以降もRBA Onlineで年に一度、セルフアセスメ
ントを実施しています。

2018年度には、既存取引先も含め全てのサプライヤー企業に対してソニーサプライチェーン行動規範の遵守要請を行

い、そのうち126社に対して書類評価を実施しました。書類評価の結果によりリスクが高いと判断されたサプライヤー

9社に対して改善指導を行い、行動規範違反のおそれがある15社に対して訪問評価を実施しました。3年間の累計で、

約640社のサプライヤーに対しアセスメントを行っています。

訪問評価時の指摘事項における改善指導事例
労働時間
(事例) 中国のサプライヤーにおける、超過労働時間 (週60 時間超)

(改善指導) 労働時間の計画改善要請 (週60時間以下) 、改善完了まで継続的にモニタリング

外国人雇用
(事例) マレーシアのサプライヤーにおける、外国人労働者のパスポート取り上げ

(改善指導) 自主保管もしくは労働者が常時アクセス可能な保管状態とするよう要請し、改善結果を確認済み
若年労働者、学生労働者
(事例) 中国のサプライヤーにおける、若年労働者および学生労働者に対する長時間労働や深夜労働

(改善指導) 長時間労働や深夜労働が起こらないよう改善計画を作成させ、改善結果を確認済み
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2016 2017 2018 計

行動規範遵守要請 69 84 83 236

書類評価 106 122 126 354

改善要請 7 5 9 21

訪問調査 3 13 15 31

計 185 224 233 642

また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に対する違反のおそれがNGOレポートやメディア報道等の外部より指摘

された場合には、第三者監査人によるRBA監査の実施を含め、当該指摘を受けた製造現場での事実確認を行っていま

す。その結果、指摘されたような事実が認識された場合には、当該サプライヤーに対し、是正措置の立案とその進捗に

ついての報告も求め、必要に応じてフォローアップ監査の実施による改善内容の確認を行うなど、速やかに是正措置を

とることとしています。さらに、指摘の対象が二次以降のサプライヤーを含む場合には、一次サプライヤーと協力し

て、改善を促すように努めています。また、「ソニーサプライチェーン行動規範」に対する重大な違反が確認された場

合や、調査や監査の実施に際して十分な協力が得られない場合は、当該サプライヤーとの取引関係を見直すことを基本

方針としています。

ソニーグループ各社の役員・従業員の行為が、法令・規則、「ソニーグループ行動規範」、「ソニーサプライチェーン

行動規範」あるいはサプライヤーとの契約に違反している (またはそのおそれがある) と認識された場合に、具体的な

情報が寄せられる仕組みを構築しています。

サプライヤー様との関係

二次以降のサプライヤーに対する取り組み

「ソニーサプライチェーン行動規範」の遵守は、二次以降のサプライヤーに対しても一次サプライヤーを通じて遵守を

要請しています。具体的には、一次サプライヤーにおける「ソニーサプライチェーン行動規範」の理解と社内周知、遵

サプライヤーとのコミュニケーションおよびパートナーシップ

ソニーは、サプライヤーの取り組み改善に向けた支援を行っています。主に東南アジアや中国の地域において、サプラ

イヤーと直接コミュニケーションを行う現地担当者をアサインし、教育・研修機会を設け、現地でのCSRスペシャリス

トを育成しています。当該CSRスペシャリストがサプライヤーに対して直接的な改善指導やコミュニケーションを行う

ことで、サプライヤーのマネジメントシステムの改善など、持続的なものとなるよう努めています。

ソニーにおいて部品調達に携わる実務担当者は、調達の社会的責任および「ソニーサプライチェーン行動規範」の教育

を受け、「ソニーサプライチェーン行動規範」遵守の視点をサプライヤー選定に取り入れ、人権・倫理・環境・安全衛

生の観点からサプライヤーを評価し選定しています。

2016年度に、サプライヤー工場の安全管理に関する支援を目的に、火災未然防止活動を開始しました。火災の原因や

教訓をまとめた火災事例集および火災未然防止チェックシートをサプライヤーに提供し、安全管理向上のための支援を

行いました。2018年度は、2017年に引き続き、サプライヤー工場の安全管理の実施状況を確認するため現場訪問を行

いました。現場訪問を通じて、問題点を発見し改善を促すことで、サプライヤーの防火管理レベルを向上させました。

現場訪問で多く発見された問題点として、電源配線の劣化、防火戸の動作不良、消火ポンプ制御盤の設置不備などがあ

りました。また、強制労働の防止に向けて、人権に関する最新の法規制や業界で指摘された事例をサプライチェーンに

伝達し、行動規範および評価ツールを提供するなど、サプライチェーン管理の一層の強化を行いました。

今後も、定期開催しているサプライヤー会合などの場を通じて、安全衛生や環境を始めとするCSR観点からの教育と支

援を引き続き行っていきます。

サプライヤー・ホットラインの設置

ソニーは、ソニーグループ各社の役員・従業員による、法令・規則、「ソニーグループ行動規範」、「ソニーサプライ

チェーン行動規範」に対する違反行為、およびサプライヤーとの契約に違反する行為について、サプライヤーからの通

報を受けつける窓口「サプライヤー・ホットライン」を設置しています。
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2019年8月29日更新

業界団体との連携

Responsible Business Alliance (責任ある企業同盟、RBA) との協業

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等のサプライヤーと取引を行う

ことが多くなっています。そのため、それぞれのメーカーが、独自の基準を導入することで、サプライチェーンに大き

な混乱と過剰な負荷がかかることが懸念されています。

そこで、エレクトロニクス業界のサプライチェーンの状況を改善することを目的としてソニーを含む企業複数社によっ

て2004年にRBA (旧名EICC) が発足し、業界のベスト・プラクティスにもとづくRBAの行動規範が策定されました。

RBAは、行動規範の策定と管理に必要なツール、ウェブシステムやサプライヤーの能力開発プログラムを共同で開発し

ています。RBAの会員企業は、ソニーを含む欧州、米州、アジア、日本の186社 (2019年5月時点) で、メーカー、生産

受託企業などから構成されています。RBAでは活動状況に応じた会員カテゴリーが設定されており、現在ソニーは最上

位である「フルメンバー」のステータスを取得しています。

RBAは、鉱物調達に関わる問題に取り組むResponsible Minerals Initiative (責任ある鉱物イニシアチブ、RMI) や、

強制労働を始めとする人権問題に取り組むResponsible Labor Initiative (責任ある労働イニシアチブ、RLI) などを通

じて、サプライチェーンにおけるCSRマネジメントを推進しています。

2019年8月29日更新

責任ある原材料調達

近年、エレクトロニクス製品の製造に欠かせない資源である鉱物などの原材料を調達する過程における労働者への人権

侵害や、環境への配慮に対するステークホルダーの関心が高まっています。ソニーはサプライヤーとともに、原材料の

調達過程における人権、労働環境、安全衛生、環境保護に関する問題に取り組んでいます。

環境に配慮した原材料調達は以下を参照ください。

責任ある鉱物サプライチェーン方針の制定と

推進体制

紛争鉱物への対応

高リスク鉱物への対応

調達活動における化学物質管理

バリューチェーンの温室効果ガス排出量の把握

紙製品調達の取り組み
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2019年8月29日更新

責任ある鉱物サプライチェーン方針の制定と推進体制

ソニーの製品に含まれるさまざまな鉱物の中には、その採掘過程において人権や環境に関するリスクが懸念されるもの

があります。

ソニーはソニーグループ行動規範において、倫理的な事業活動に取り組み、全ての人の人権を尊重することを明示して

いるほか、あらゆる形態の強制労働、特に児童労働の禁止を含む基本方針を定めています。さらにソニーは自社エレク

トロニクス製造事業所を含むすべてのサプライチェーンで同じ規範を遵守してもらうため、ソニーサプライチェーン行

動規範を制定しています。サプライヤー契約を通じて、すべてのサプライヤーはこの行動規範を完全に理解し遵守する

よう求められます。

以上に加え責任ある鉱物サプライチェーンの実現を目指す取り組みの一環として、2017年10月に「ソニーグループ責

任ある鉱物サプライチェーン方針」を制定しました。

同方針でソニーは、調達活動を通して紛争や人権侵害を助長することのないよう、紛争地域または高リスク地域を原産

国とし、企業の社会的責任の観点からソニーにとってリスクの高い鉱物を「高リスク鉱物」として特定し、流通過程に

おいて紛争への加担や深刻な人権侵害が行われていることを認識しながら、高リスク鉱物を使用する製品、部品および

材料の調達を行わないことを基本方針としています。現在、高リスク鉱物として4鉱物(タンタル、スズ、金、タングス

テン)およびコバルトを特定しています。

さらに、方針の遵守を徹底するため、サプライヤーには紛争への加担または深刻な人権侵害が行われていないと認定さ

れた製錬所からの調達を要請します。

またソニーは、サプライチェーン上の高リスク鉱物の原産国および流通過程に関するデュー・デリジェンスの実行にお

いて「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンスガイ

ダンス」に従って取り組みを進めています。

ソニーは業界団体およびマルチステークホルダーとの協働にも積極的に取組んでいます。RBA(Responsible Business

Alliance)が立ち上げたRMI(Responsible Minerals Initiative)のメンバーとして、原材料の採掘および加工が環境や社

会へ及ぼす影響を把握しその改善に貢献するRMIの活動に協力しています。

〉 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はこちら

ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針 [PDF:289KB]

2019年8月29日更新

紛争地域および高リスク地域における鉱石の採掘、取引、取扱い及び輸出をめぐる環境について、ソニーのソニーグ

ループ 責任ある鉱物サプライチェーン方針に反している（またはそのおそれがある）と認識された場合には、具体

的な情報をこの「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」までご連絡下さい。

尚、事実と異なる、あるいは誹謗・中傷・脅迫・業務妨害など不正な目的をもってのご通報（以下「不正目的通

報」）はご遠慮下さい。

「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」の設置について

ソニーは、ソニーグループ 責任ある鉱物サプライチェーン方針に反する行為について、ステークホルダーの皆様よりご

通報いただく窓口「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」を設置しています。

1. 「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」の受付内容

「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」へのご通報の方法

「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」へのご通報は、このホームページの

ご通報フォームで受け付けています。また、より詳細な事実を確認させて頂くために、ご通報に際しては、可能な

限りご通報者のお名前およびE-mailアドレス等を明示下さい。

2. 

ご通報に対する対応

「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」へのご通報内容は、ソニーの通常の

資材調達取引に関与しない担当組織にて受信し、事実関係を調査致します。調査の結果、是正措置が必要な場合

は、迅速に対応を図ります。

ソニーにて必要と判断した場合を除き、対応の結果を個別にご報告は致しませんので、ご容赦願います。

ソニーグループは、ご通報頂いた方に対して、ご通報自体を理由とする不利益な取扱いは致しません。ただし、不

正目的通報の場合や、当該通報者様が違反行為に関与される場合には、保護されない場合があります。

3. 

個人情報の取り扱いについて

ソニーは、ご通報内容、ご通報者の会社名・お名前等の個人情報を秘密として厳守し、本件調査の目的にのみ使用

致します。

その他個人情報の取り扱いにつきましては、「ソニーグループ・プライバシーポリシー」をご覧下さい。なお、頂

いた個人情報の訂正・変更等がお有りになる場合は、ご通報フォームにてご連絡下さいますようお願い致します。

4. 

これより先は、当社が委託した株式会社セールスフォース・ドットコムのサイトへリンクします。

〉 以上の内容を同意のうえ通報する

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

97

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hkrfmg0000006b8c-att/2ol6.pdf
https://www.sony.co.jp/privacy/
https://webform.secure.force.com/sony/csrsphl1


2019年8月29日更新

紛争鉱物への対応

ソニーの取り組み

米国紛争鉱物条項への対応

中央アフリカのコンゴ民主共和国およびその隣接国(DRC諸国)において、当該地域で採掘される鉱物の一部が武装集団

の資金源となり、武装集団による人権侵害や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。これらの4鉱

物(コルタンとしても知られているコロンバイト-タンタル石(タンタル)、錫石(スズ)、金)は宝石類から電子機器、航空

機部品まで幅広く、多くの製品に使用されています。2013年1月に施行された米国金融改革法1502条においてはこれら

の4鉱物は「紛争鉱物」と定義されます。同法ではこうした「紛争鉱物」の課題改善に向け、米国に上場している対象

企業に対し、当該地域で採掘されたこれらの4鉱物の使用状況について、2014年より毎年開示することを義務付けてい

ます。ソニーも本法の対象企業として、法施行後5回目の報告書を2019年5月31日に米国証券取引委員会(SEC)に提出し

ました。

4鉱物に対するデュー・デリジェンスの実施

ソニーはサプライチェーン上の4鉱物の原産国および流通過程に関するデュー・デリジェンスの実行において「OECD

紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンスガイダンス」に

従って取り組みを進めています。

製品に含まれる4鉱物がDRC諸国の紛争に加担することのないよう、かつ当該国からの輸出を制限することにつながら

ないよう留意します。また、ソニーはサプライヤーに対してResponsible Business Alliance(RBA※1) が立ち上げた

Responsible Minerals Initiative (RMI※1)により確立されたResponsible Minerals Assurance Process(RMAP)※2に

準拠した製錬所、または、その他の信頼のおける鉱物の採掘から加工、流通の経路を追跡するトレーサビリティプロ

ジェクトにおいて紛争に加担していないと認定された製錬所からの調達を要請しています。

4鉱物の使用状況調査と結果

4鉱物は、さまざまな国や地域からグローバルなサプライチェーンに流通しています。これらの鉱物の調達源を特定す

るためにはサプライチェーン上のさまざまなアクター間の協力が不可欠です。ソニーは、サプライヤーと協力しながら

サプライチェーンの透明性向上とリスク低減を継続的に行っていきたいと考えています。

ソニーのSEC提出報告書(Form SD & Conflict Minerals Report)

※1  2017 年10月、電子業界CSR アライアンスEICCは、Responsible Business Alliance(RBA)に名称が変更になりました。また、同10月、Conflict Free 
 Sourcing Initiative (CFSI)は、 Responsible Minerals Initiative(RMI)に名称が変更になりました。

※2 Responsible Minerals Assurance Process：製錬所が扱う鉱物が紛争や人権侵害に加担していない調達源であることを第三者が認定するプログラム。

 ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針 [PDF:289KB]

SECへの報告に先立ち、ソニーは、4鉱物の使用状況について2011年8月より一部製品カテゴリーについて調査を開始

し、2013年からはソニーグループ全体での調査を実施しています。

調査では、まず特定の4鉱物がソニーの製品に含有されているかどうか自らの事業を精査し、その結果、調査対象年に

自身が製造または製造委託した製品について、製品の機能上または製造上、4鉱物が必要であると特定されたエレクト

ロニクス製品(ゲーム製品を含む)を対象に、これらの鉱物の調達源である製錬所および原産国の調査を行っています。

調査にあたっては、業界標準となっているRMIの紛争鉱物回答テンプレート(CMRT)を活用し、調査対象となるサプラ

イヤーに協力を依頼するとともに、製品ごとの回答を要請しています。さらに、回収した回答により確認された製錬所

については、RMIの製錬所リストとの突き合わせにより精査しています。

2018年SEC報告のために2018年度に実施した調査の結果、エレクトロニクス製品に含まれるすべての4鉱物の原産国は

確認できなかったものの、サプライヤーから報告されたものについては、紛争に加担しているとみなされるようなDRC

諸国からの4鉱物は確認されませんでした。なお2018年調査で特定された製錬所(310カ所)のうち、257カ所が紛争フ

リー製錬所プログラムで認証された製錬所(認証手続き中も含みます。またこのうち61カ所がDRC諸国から調達してい

る製錬所です)※3であることが確認されています。

ソニーからサプライヤーへの期待と改善要求

4鉱物を使用するサプライヤーに対する期待

ソニーは、特定の4鉱物が製品の製造に使用されていると判断された場合には、関係するサプライヤーに対して「ソ

ニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針」を遵守すること、4鉱物の原産国に関するソニーのデュー・デリ

ジェンスに対応することを要請しています。また、当該サプライヤーはソニーに納入するあらゆる製品、部品および材

料に紛争鉱物が含まれていないことを保証するため、「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプ

ライチェーンのためのデュー・デリジェンスガイダンス」に基づく方針、デュー・デリジェンスフレームワーク、マネ

ジメント体制を持つことが期待されています。

サプライチェーンのリスク低減に向けた取り組み

ソニーは、ソニーの製品、部品、および原材料のいずれかに紛争鉱物が含まれているおそれがあると認識した場合、関

係サプライヤーと協力の上、当該製品、部品および原材料のサプライチェーンから当該鉱物を排除するために必要な措

置を講じるとともに、当該製品、部品および原材料のサプライヤーの調達活動に対して必要な改善要求を行っていま

す。具体的には、サプライヤーに対して、紛争鉱物方針の制定、紛争鉱物調査への回答精度の向上、RMAPに準拠した

製錬所からの調達を要請しています。さらに、サプライヤーがデュー・デリジェンスに対して十分な協力を行っていな

い、ソニーの改善要求に従わない、または本方針に反する行為を行っていると認識した場合、新規発注の停止による段

※3 ソニーの調査プログラムで確認された製錬所を含むリストは、上記のSEC提出報告書内の製錬所リストをご参照ください。

 EICC/GeSIがConflict-Free Sourcing Initiativeを立ち上げ(プレスリリース) [PDF:434KB] 

 RMI紛争フリー製錬所プログラムと製錬所リスト(RMIウェブサイト(英語))
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階的な取引終了等、必要な措置をとります。

またソニーは、製錬所に対してRMAPへの準拠を促す取り組みへの貢献の一環として、自社の調査で特定した製錬所の

うちRMAPに準拠しない製錬所に対して認証取得に向けた働きかけを行っています。

さらに、ソニーは国内外のあらゆるステークホルダーが紛争地域および高リスク地域における鉱石の採掘、取引、取り扱い

および輸出をめぐる環境について懸念を申し立てることのできる仕組みとしてホットラインを設置しています。この仕組み

により、ソニーは社内でのリスク評価に加え、サプライチェーン上のリスクに迅速に対処することができます。

〉 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はこちら

業界団体の取り組みや官民連携アライアンスへの参加を通じた支援

ソニーは、高リスク地域における鉱物の採掘にともなう悪影響を特定し、その防止または軽減に向けた取り組みを行う

業界団体やアライアンスに対して積極的な協力および支援を行っています。例えば、エレクトロニクス業界のサプライ

チェーンにおける社会的および環境的観点における状況改善のための組織であるRBA（旧名EICC）は、2011年、業界

を主導する取り組みである紛争フリー製錬所プログラム(RMAP (旧名CFSP)を開始しました。当時のEICC/GeSIはさら

にエレクトロニクス以外の業界やさまざまなステークホルダーとの連携を深めるため、2013年8月にRMI (旧名CFSI)を

立ち上げました。ソニーは、このような業界団体やアライアンスが開発したフレームワークを活用し、特定の鉱物に対

する責任ある原材料調達に取り組んでいます。また、2016年には、サプライチェーン上のすべての製錬所の認証取得

に向けたRMIの取り組みである「The Initial Audit Fund(RMAPの認証監査を受ける製錬所に対してRMIが初期監査費

用を負担することで、製錬所のRMAP参加を促す取り組み)」に対して寄付による支援を行いました。

その他の業界団体の取り組みに対する支援としては、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。ま

た、ソニーはアフリカの太湖地域における責任ある鉱物調達を支援するために米国政府が提唱し、政府、産業界、非政

府組織(NGO)が協力する「責任ある鉱物取引に関する官民連携アライアンス(PPA)」に参画しています。PPAは監査を

受け紛争に加担していないと認定された鉱山からの調達を可能とするパイロット的なサプライチェーンシステムの開発

に早くから取り組んでいます。またPPAは、DRCおよび大湖地域からの紛争に加担しない調達および自立的取引を支援

する政府、産業界、NGOが協力するためのプラットホームの提供や、企業向けに責任ある調達に関する有益な情報を

提供するウェブサイトの構築も行っています。

さらに、ソニーは紛争に加担しないサプライチェーンの実現に向けた活動の一環として、NGO、業界団体およびその

他外部ステークホルダーとの積極的な対話を継続的に推進しています。例えば、RMIはサプライチェーン上の紛争鉱物

課題への取り組みにおいて、NGOや社会的責任投資団体、各国の政府関係者などのステークホルダーと意見交換を

行っており、ソニーもこうした場に参加しています。また、ソニーは、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)での

業界団体の取り組みにも参画しています。

ソニー、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」に参画

米国金融規制改革法 紛争鉱物条項への取組みについて(JEITAリリース) [PDF:168KB]
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2019年8月29日更新

高リスク鉱物への対応

ソニーは、ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針にもとづき、サプライチェーン上の高リスク鉱物の原産

国および流通過程に関するデュー・デリジェンスの実行において「OECD紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責

任あるサプライチェーンのためのデュー・デリジェンスガイダンス(OECDガイダンス)」に従って取り組みを進めてい

ます。

現在高リスク鉱物として特定しているタンタル、スズ、金、タングステンおよびコバルトのうち、紛争鉱物に関する取

り組みについては、「紛争鉱物への対応」の項目もご参照ください。

責任あるコバルト調達

コバルトは、スマートフォンなどの家電製品のリチウムイオンバッテリーに使用される重要な鉱物です。世界最大のコ

バルト埋蔵国として知られるコンゴ民主共和国の採掘現場では、以前から児童労働や劣悪な労働環境についての懸念が

指摘されています。

コバルトサプライチェーンの管理

2016年度、ソニーはすべてのバッテリーおよびバッテリー部品サプライヤーを対象に、ソニーサプライチェーン行動

規範の遵守状況について評価を行うとともに、コバルトのサプライチェーンにおける流通過程の調査を実施しました。

評価対象は、リチウムイオンバッテリーのサプライヤー7社と、ソニーのバッテリー製造事業※1にコバルト含有のバッ

テリー部品を供給するサプライヤー7社の計14社です。その結果、サプライヤー5社から、ソニーに供給するバッテ

リー部品にコンゴ民主共和国を産出国とするコバルトが含まれていたと報告がありました。ソニーサプライチェーン行

動規範の遵守を確実にするため、ソニーは上記14社に対し、さらに上流のサプライヤーに対しても遵守を徹底するよう

求めました。

2017年度には、継続的に取引実績のあるバッテリーサプライヤー5社を対象に、サプライチェーン上のコバルト精製所

の特定や、ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針の遵守状況の確認を目的とする調査を実施しました。調

査には、外部調査機関による訪問調査や、RMIが開発したコバルト調査テンプレート(Cobalt Reporting Template)を

利用した書類調査を含んでいます。その結果、15社のコバルト精製所を特定しました。特定した全精製所にRMIの開発

したセルフリスクアセスメントツール(Risk Readiness Assessment)の記入・提出を依頼し、2019年8月時点で8社の

回答を得ました。また調査において、ソニーグループ責任ある鉱物サプライチェーン方針の遵守状況に課題が見つかっ

たサプライヤーに対しては、速やかに遵守状況の改善を要請しました。

紛争鉱物への対応

2018年度には、ソニーのサプライチェーンにある精製所が人権リスクへの対応を進展させることを目指し、精製所へ

の働きかけや業界団体の取り組みへの支援を行いました。具体的には、RMIによるコバルト精製所の監査プログラムが

開始されたことから、上記で特定した精製所へ監査プログラムへの参加を働きかけました。また、監査プログラムの進

展に向けて、精製所がアセスメントの参加費用を補助するRBA Foundationのファンドへ寄付を行いました。

ソニーは、高リスク地域の鉱物採掘における人権への悪影響を特定し、低減するためには、マルチステークホルダーと

の協働が必要だと考えます。具体的には、デュー・ディリジェンス・プロセスの策定に参加し、サプライチェーンにお

ける人権リスクを低減するため、責任あるコバルトイニシアチブ(RCI)やRMIをはじめとするマルチステークホルダー

との協働に継続的に取り組んできました。

2017年度には、コンゴ民主共和国における小規模採掘の現状について理解を深めるため、複数の企業とともに、独立

機関による学術調査プロジェクトを支援しました。この調査は、小規模採掘に従事する世帯を対象とする、綿密な実証

データの提供を目的とし、カリフォルニア大学バークレー校のCenter for Effective Global Action (CEGA)が実施した

ものです。コンゴ民主共和国のカッパーベルト(銅山)地帯全域から代表的な150のコミュニティを選び、世帯、子ど

も、コミュニティのリーダー、地元の鉱物取引業者を対象にデータが収集されました。

今後もソニーは紛争への加担または深刻な人権侵害が行われていないと認定された精製所からのコバルト調達を目指

し、コバルトサプライチェーン管理に取り組んでいきます。

インドネシアでの持続可能なスズ採掘のための取り組み支援

インドネシアでは、スズ産業における危険な労働環境や環境問題が指摘されています。これら現地課題への認識を契機

に、マルチステークホルダーによるイニシアチブとして2014年に活動が開始されたTin Working Group(TWG)に、ソ

ニーもメンバー企業として参画しています。

TWGの主な活動目的は、インドネシアのスズ産業における労働環境や、環境問題、地域住民の生活などに配慮した、

持続可能なスズ採掘の実現に向けた課題解決に貢献することです。グローバル企業を含むスズの利用者(サプライ

チェーンの川下および川中産業)、RBA、国際環境NGO、さらに国際的なスズ業界団体をメンバーとして2014年に発足

Cobalt Reporting Template

RCI(CCCMCによるプレスリリース)

RMI ウェブサイト

カリフォルニア大学バークレー校による調査
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しました。2017年以降はRMIのTWGとして活動を実施しています。TWGはインドネシア首都だけではなく、採掘現場

であるバンカ島およびブリトゥン島において、スズ産業の現地パートナーおよびインドネシア政府の双方と協力して活

動しています。

具体的な活動としてまず、現地実態調査に基づく状況把握や分析を通じて取り組むべき課題を洗い出し、理解を深める

ことから始まり、その後現地の業界団体とも協働し、マルチステークホルダーダイアログを通じて課題解決に向けて取

り組んでいます。2017年よりEuropean Partnership on Responsible Minerals(EPRM)※1の資金協力を得て、現地に

おける採掘後の土地の養生・再生や、安全衛生に関するプロジェクトを支援し、持続可能なスズの採掘の発展に努めて

います。

ソニーは、TWGへの参画を通じて、インドネシアでの持続可能なスズ採掘に向けた取り組みを継続的に支援しています。

※1  国際機関、市民団体、イギリス・ドイツ・オランダ政府らによるマルチステークホルダーパートナーシップ

RMI ウェブサイト
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品質・カスタマーサービス

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

近年、製品の安全性やセキュリティ、アクセシビリティの確保といった消費者の権利保護などに対して、お客様をはじ

めとしたステークホルダーの関心が高まっています。ソニーは、製品の安全性等はもちろんのこと、その品質とカスタ

マーサービスについても、お客様の視点に立った高い品質の製品とカスタマーサービスをお届けすることが求められて

いると考えます。

基本的な考え方

ソニーは、製品の品質とカスタマーサービスの理念・基本方針として、お客様に「満足感」「信頼感」「安心感」を提

供できるよう、お客様の視点から、品質とカスタマーサービスのさらなる向上を目指しています。特に、製品の安全性

の追求や、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の期待に応え、「お客様から最も信頼される

パートナー」であり続けることは、ソニーにとって最大の目標であり使命です。

体制

ソニーは、品質担当執行役の統括のもと、製品の企画・開発・設計・製造から販売・カスタマーサービスまでのプロセ

ス全体で、品質マネジメント体制の枠組みの定義、製品やカスタマーサービスの品質に対する役割・責任・権限の定

義、品質に関して必要な社内ルールの整備などを行い、グローバルで品質マネジメント体制を構築しています。

また、品質問題の早期発見、お客様からのお問い合わせ等に対応するため、世界の各国や地域の「お客様ご相談セン

ター」やカスタマーサービスに関するネットワークの充実を図っています。

使いやすさとアクセシビリティに関しては、人間中心設計(Human Centered Design : HCD)の考え方を取り入れなが

ら、本社および各ビジネス部門の横断的な協力体制で、製品やサービスの企画・設計・検証の各過程でお客様視点に

立った活動を行っています。

2018年度の主な実績

2018年度の取り組みについて主な実績を抜粋し、ご紹介します。

期待を超える品質とカスタマーサービスをお客様にお届けするために、必要なさまざまな社内基準の継続的な運用

製品の接続や準備から基本的な機能を使うまでの情報に特化したスタートガイドの展開

お客様応対業務に携わるスタッフを対象に、新技術の習得や解決策の共有を含む継続的な研修・教育を実施するこ
とにより、的確なサポート情報を提供

SNSの分析を含め、「お客様の声」の分析による品質改善・商品力向上の実施

検索性・利便性を高めたウェブサイト版取扱説明書の提供とサポートウェブサイトの充実

米国でのアクセシビリティの国際会議に出展

米国「SXSW 2019」において、ソニーグループのクリエーターたちがインクルーシブデザインに取り組み、視覚に
頼らない体験型展示を行う

ブラビア®やPlayStation®4などの商品において、障がいがある方によるユーザビリティテストも実施

人間中心設計 (Human Centered Design : HCD) の推進、アクセシビリティに関する社内講演会の実施

人間中心設計 (HCD) とアクセシビリティに関する社内e-learning研修の実施

継続的に行ってきた取り組み

2001年 ソニーCS憲章を制定

2004年 顧客視点でのコーポレート品質基準を新たに制定。

2006年 製品安全・品質担当の専任役員の新設、製品事故情報の経営層への迅速報告ルールの強化

2007年 ソニー品質憲章制定　（2012年改定）、エレクトロニクス関連会社および地域ごとに品質オフィサーを設置

2009年 製品セキュリティ体制強化、「品質信頼性ラボ」発足

2014年 ソニーの製品、サービス、またはウェブサイトのセキュリティ問題報告窓口「Secure@Sony」の設置

今後に向けて
今後も製品の安全性やセキュリティ、アクセシビリティを確保することを基本とし、お客様の視点に立って考え、期待

を超える品質とカスタマーサービスを提供し続けていきます。そのためにも、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・サービスに取り入れるサイクルを継続していきます。
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活動報告

製品品質・サービスの理念・基本方針

製品品質・品質マネジメント

製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み

カスタマーサービス

使いやすさとアクセシビリティ

2019年8月29日更新

製品品質・サービスの理念・基本方針

ソニーは、お客様に「満足感」「信頼感」「安心感」を提供できるよう、お客様の視点から、品質とサービスの

さらなる向上を目指しています。「お客様から最も信頼されるパートナー」であり続けることは、ソニーにとっ

て最大の目標であり使命です。

理念・基本方針

ソニーは創業以来、お客様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。その理念は、設立趣意書(1946年、ソニーの創業者、井深大、起草)

にも記されています。

また、「ソニーグループ行動規範」でも、ソニーの製品およびサービスを利用するお客

様の安全を保つため、事業活動のどの段階においても、法令に定める基準を満たす、ま

たはそれを上回るための手だてを継続的に追求し、安全性を確保していくことを定めています。

ソニーが製品をお届けしているすべての国や地域のお客様に、お客様の期待を超える品質の製品とカスタマーサービス

をお届けすることを社員一人ひとりに徹底するため、ソニーの製品およびカスタマーサービスの品質に関する基本的な

考え方を示す「ソニー品質憲章」を定めています。
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2019年8月29日更新

製品品質・品質マネジメント

ソニーは、「ソニー品質憲章」で掲げている「社員一人一人が、お客様の視点に立って考え、期待を超える品質

とカスタマーサービス」をお届けするために、品質最優先を徹底し、製品品質のさらなる向上と品質マネジメン

ト体制の強化に継続的に取り組んでいます。

品質マネジメント体制

ソニーは、製品の企画・開発・設計・製造から販売・カスタマーサービスまでのプロセス全体で、品質マネジメント体

制の枠組みの定義、製品やカスタマーサービスの品質に対する役割・責任・権限の定義、品質に関して必要な社内ルー

ルの整備などを行い、品質マネジメント体制を構築し維持・向上しています。

この品質マネジメント体制に基づき、次のような仕組みや活動を通じて、製品品質・カスタマーサービス品質の改善に

継続的に取り組んでいます。

品質担当の役員を任命し、製品品質・カスタマーサービス品質の向上や問題発生時の適切な対応を統括。

ビジネスユニットごとに品質向上活動の推進責任者(品質オフィサー)を任命し、品質担当役員および事業責任者の指
揮・監督のもと、それぞれの事業分野における製品やサービスの品質向上への取り組みを推進。

製品をお届けしている世界各地域にカスタマーサービス品質向上活動の推進責任者(CSオフィサー)を任命し、品質
担当役員および地域本部責任者の指揮・監督のもと、グローバルレベルでカスタマーサービスの品質を向上させて
いくネットワークを構築し取り組みを推進。

ビジネスユニットおよび地域ごとにソニー製品に適用される法令や規制要求への適合を保証するための組織を構築

エレクトロニクス製品を製造している事業所においては、ISO9001の認証を取得。

「ソニー品質憲章」を実現するため、ソニー製品の品質とカスタマーサービスの取り組みに関する中期指針や年度
の目標および事業計画の指針を策定。この品質とカスタマーサービスの目標や事業計画の指針を受けて、各ビジネ
スユニットと地域本部は、年度の品質とカスタマーサービスの目標や事業計画を策定し、品質向上活動を推進。

ソニーのエレクトロニクスビジネス領域のトップマネジメントによる会議にて、製品の品質とカスタマーサービス
に関する重要施策などを確認・決定。

ビジネスユニットの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、品質事業計画の進捗確認と目標
達成に向けた活動の促進、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。

ビジネスユニットの品質オフィサーと世界各地域のCSオフィサーによる品質・CSオフィサー会議を開催し、品質と
カスタマーサービスの事業計画の進捗確認と目標達成に向けた活動の促進、ならびに世界各地域における製品品質
とカスタマーサービス品質向上の施策、共通課題や取り組みを共有し、全世界で品質とカスタマーサービスの改善
活動を推進。

エレクトロニクス製品やそのカスタマー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、カスタ
マーサービスなどを含む)を定めたソニーの品質基準を制定し、技術の進歩、法規制や社会の変化にあわせて継続的
な見直しの実施をはじめ、期待を超える品質とカスタマーサービスをお届けするために必要な、さまざまな社内の
自主基準を制定・運用。

お客様の安全に影響を及ぼす、またその可能性のある製品事故の発生についてソニーに情報が入った場合、迅速に
品質担当役員に報告が入るよう、全世界でルールを強化。品質担当役員は、受領した報告にもとづいて、必要な検
証と対応を関連部署に指示し、お客様への適切な対応の実行を徹底。また、製品に関係するソフトウェアのセキュ
リティ問題、またはその可能性についての情報に関しても同様の体制で運用を徹底。

お客様の声の社内フィードバック

ソニーでは、お客様の声を積極的に製品やカスタマーサービスの改善に生かす取り組みを行っています。製品をお使い

いただいたお客様やカスタマーサービスをご利用いただいたお客様から寄せられるご意見や不具合情報、使い方のご相

談・ご質問などを、ご相談窓口でいち早く正確に把握し、商品企画や設計部門などが品質関連部門と連携して、随時経

営層にも報告しながら早期に品質改善・商品力向上に結びつける活動を展開しています。

近年、お客様が利用するコミュニケーションツールが多様化しています。より広くお客様の期待にお応えするため

SNS(Social Networking Service)上のお客様の声の分析にも取り組み始めています。
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社内の品質情報窓口

品質問題は早期発見が重要です。ソニーは、品質に関する問題、情報、意見などをグループ社員から幅広く収集するた

めの品質情報窓口(Quality Hot Line)を設置しています。

グループ社員は、職場での解決や判断が難しい製品品質問題、またお客様の立場でソニー製品やカスタマーサービスを

利用して気づいた点などについて、品質情報窓口の社内専用ウェブサイトから投稿することができます。提供された情

報は、すべて事実確認が行われ、それぞれの製品やサービスの品質改善や品質問題の再発防止・未然防止策の立案・導

入に活用されています。

市場品質監視

ソニーでは、事業領域ごとに品質保証の組織を持ち、管轄する製品の市場品質の改善に取り組んでいます。

また、本社には、市場で発生している品質問題を国内、海外のさまざまな情報源から幅広くかつ迅速に収集し、週次で

本社の品質マネジメントおよび技術専門家に対して報告、共有する機能を備えています。ここで報告された情報を元に

市場対応が適切に実施されているかどうかを確認し、その対応を徹底するとともに、品質問題に対する再発防止策およ

び未然防止策の確実な導入実施を推進することで、ソニーの品質改善を加速しています。

品質問題とその対応

ソニーは、品質こそお客様にソニー製品を満足・信頼・安心してお使いいただくための最重要事項であると認識し、前

述のような体制や取り組みを通じ品質問題の再発防止・未然防止に努めています。

品質問題発生の際には事実調査や不具合改善対応を、グローバルな視点で関係組織が連携し迅速に実行しています。品

質問題が発生した場合のお客様対応に関しては、品質問題を認識して以降、さまざまな検討を行い、お客様に対する告

知、市場対応の判断とその実行までを、すべてのソニー製品の共通プロセスとして策定し運用しています。

まず、発生した品質問題に関して、世界各地域のカスタマーサービスの拠点から品質情報を収集・確認し、現地と連携

して問題の内容を正しく把握します。それに基づき、問題の原因と対策、その効果を迅速に検証し、問題をお客様の視

点で捉え直し、問題に対する対応を決定します。その上で、各地域のすべてのお客様に同じカスタマーサービスが提供

できるよう地域のCSオフィサーと協力して対応方法を決定しています。

また、品質問題を伝える告知の方法は、お客様に対して問題の内容に応じて最適となる情報伝達方法を検討し、ウェブ

サイト、E-mail、アプリを通じた通知などの電子媒体やダイレクトメール、新聞紙面などの媒体を利用しています。

製品・サービスに関する重要なお知らせ
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2019年8月29日更新

製品の品質・安全性・長期信頼性への取り組み

製品の品質向上の取り組み

ソニーは、設計、製造、部品のそれぞれの業務領域で、以下のような製品品質向上の取り組みを行っています。

・設計品質の取り組み：

ビジネスユニットの責任者は、設計開始時には新規技術/新規部品やユーザー視点での使い方などを、また設計完了時

には、予定されていた品質レベルとその信頼性の実現状況を確認しています。加えて、ソニーブランドにふさわしい品

質を備えた製品をお客様へお届けするために、OEM/ODM※1を含めたソニー全体の品質基準を設け、設計完了時に遵

守確認を行っています。これらの取り組みにより、新規技術/新規部品からの品質問題の発生を防止し、かつユーザー

の利便性を考えた設計が行われるようにしています。

・製造品質の取り組み：

すべての製造事業所において、不良を「入れない」「つくらない」「出さない」管理に注力して、お客様に安心してお

使いいただけるものづくりを行っています。取り組みの事例としては、製造事業所ごとに品質に対し重要な目標を設定

して、PDCA(Plan / Do / Check / Action)の活動サイクルを回すことで目標を達成させて、製品品質の改善を進めて

います。OEM/ODMでの製造に対しても、ソニーの製造事業所と同じ製造品質を確保すべくソニーとしての製造品質

管理に関する標準ルールを設けて品質確保を行っております。

・部品品質の取り組み：

製品に組み込まれる部品においては、長期使用を前提とし信頼性が求められる重要な部品を製品カテゴリーごとに見極

め、関係組織が協力して、新規の信頼性評価技術を開発するなど、部品信頼性向上の取り組みを進めています。

※1  OEM/ODM：製造を委託したメーカー(OEM)、および設計・製造を委託したメーカー(ODM)のこと。

製品の安全性向上の取り組み

お客様に安全に安心してお使いいただける製品を提供することは、ソニーにとっての最重要事項の一つです。ソニー

は、すべての製品・サービスにおいて、企画、開発、設計、製造、販売、アフターサービス等、事業活動のどの段階に

おいても、製品の安全性を保つため、法令に定める基準を満たす、またはそれを上回るための手だてを継続的に追求

し、実施しています。その一環として、医学的な観点から安全性を検討するチームを組織し、新しい技術を用いた製品

を開発する際は、お客様の健康に影響を及ぼすことがないよう、社外の専門家による医学的な観点からの助言も得なが

ら、製品の開発・設計に取り組んでいます。専門家の助言を踏まえ必要と判断した場合には、専門機関の協力も得なが

ら、安全性を検証する評価試験を実施しています。

また、お客様への安全に関する説明や情報提供は、正確で、理解しやすく、見やすいものを目指します。ソニーの製品

製品の長期信頼性向上の取り組み

ソニーでは、長期信頼性の向上に積極的に取り組むために「品質信頼性ラボ」を設置し、お客様に長く安心してお使い

いただける製品の提供を目指しています。

品質信頼性ラボでは、信頼性技術の向上に専任で取り組む技術者を配し、長期信頼性の向上に向け材料や部品の劣化・

摩耗・腐食などにかかわる要素技術や、新規技術や新規製品に即した新たな信頼性技術や評価技術を開発しています。

開発した信頼性技術や評価技術、得られた知見等を設計や部品選定に生かすことで、製品の信頼性を高めています。さ

らに、一部の評価手法については、ソニー内の共有にとどめることなく学会や工業会でも公開し、情報共有も行ってい

ます。

製品セキュリティの取り組み

製品のネットワーク化が進み個人情報などの漏えいやデータの改ざんまたは破壊、および製品への乗っ取りなどが生じ

る危険性が増しており、製品・サービスのセキュリティ強化が重要視されています。

ソニーは、外部専門機関や研究者、個人等から広くセキュリティ情報を収集することに加え、製品セキュリティに関す

る責任者を配し、対応組織を設けるとともに、各ビジネスユニットと連携し対応していく体制を構築しています。入手

した情報をもとに責任者が中心となり該当製品の調査を行うとともに、製品セキュリティの観点からお客様に与える影

響に応じた適切な対策を講じています。

また、お客様に安心してお使いいただける製品をお届けできるよう、製品セキュリティ脆弱性検出ツールによる出荷前

検査を実施するなど、製品の企画から出荷、廃棄までを含む一連のライフサイクルを考慮したセキュリティ対応の仕組

みを導入し、製品セキュリティ確保に関する社内ルールの制定と継続的な社内教育を実施することで、製品セキュリ

ティを一層強化しています。

に関して、安全に関する問題等が報告された場合は、ソニーは、速やかに事実調査を行い、適切な処置を実施します。
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2019年8月29日更新

ソニーは、製品品質のさらなる向上に取り組むとともに、「ソニー品質憲章」で掲げている「社員一人一人がお

客様の視点に立って考え、期待を超える品質とカスタマーサービス」をお届けし続けるために、お客様応対にお

いては、時代の変化とともに変わるお客様のニーズに対応し、修理サービスにおいては、よりよい修理品質を提

供できるサービス体制の構築などさまざまな活動を行い、お客様満足の向上に努めています。

体制

ソニーは、製品をお届けしている世界各地域にカスタマーサービス品質向上活動の推進責任者(CSオフィサー)を任命

し、品質担当役員および地域本部責任者の指揮・監督のもと、ソニーの全世界共通のKPIを掲げ、グローバルレベルで

カスタマーサービスの品質を向上させていくネットワークを構築し、それぞれの地域のお客様のご要望に添ったカスタ

マーサービスを提供できるよう取り組みを推進しています。

お客様対応サービススタッフの育成

ソニーは、グローバルに質の高いカスタマーサービスを提供できるよう、お客様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、特にお客様がお困りの問題に迅速に対応できるよう、新技術の習得や解決策の共有に加え、

ソニー製品をお客様がより快適にお楽しみいただけるよう、継続的な研修・教育の実施を徹底しています。

ご相談窓口、カスタマーサービス向上

ソニーは、ソニー製品やカスタマーサポートに関するお客様からのお問い合わせに対応するための窓口として、1963

年に「お客様ご相談センター」を国内に開設しました。以来、その機能を全世界に展開するとともに、お客様重視の応

対とさらなるお客様応対業務の品質向上に努めています。

既存の電話やメールによるサポートに加え、地域によっては、お客様がリアルタイムでオペレーターとチャットできる

サポート、SNS(Social Network Service)のプラットフォームを利用したサポート、フォーラムの開設によるお客様同

士による相互解決の場の提供など、それぞれの地域ごとに多様化するお客様のニーズに合わせたサポートを提供してい

ます。

さらにお問い合わせ窓口に対する満足度調査を行い、改善を実施することにより、常にお客様満足度の向上に努めてい

ます。

使い方説明の利便性向上と地球環境保全の両立

製品の使い方説明に関して、知りたいことがすぐに見つかるなど、検索性、利便性を高めるため、ウェブサイト版取扱

説明書の提供、サポートウェブサイトのさらなる充実を進めています。

ウェブサイトにおいては、製品そのものに加え、ソフトウェアやネットワークサービスのアップデートなどに追従した

サポート情報を充実させることにより、ソニー製品、ソフトウェア、サービスへのお客様の理解を深めていただくとと

もに、トラブルを迅速に解決できるよう努めています。また、お客様の利用環境に合わせ、モバイル端末にも対応した

サポート情報を提供しており、利便性の向上を図っています。

紙の取扱説明書に関しては、「スタートガイド」と位置づけて、製品の接続や設定などの準備から基本的な機能を使っ

ていただくまでの情報に注力して提供しています。

また、ビジュアル表現を充実させ文章を最小化することで、複数言語で書かれていた世界共通製品の取扱説明書の集約

を可能にし、さらに紙の使用量そのものの削減による地球環境の保全にも貢献しています。

修理サービス

ソニーは、全世界に約3,800カ所を超える修理サービス拠点を擁しています。お客様の満足度向上に向け、受付窓口で

の故障診断、修理品質の向上、修理日数の短縮などお客様のご要望にお応えできるよう取り組んでいます。また、製品

の特性に応じて各地域で適切な修理対応ができるよう、継続的な修理環境の整備を進めています。さらに、修理情報を

製品品質にフィードバックする体制を強化することで、製品品質改善を促進しています。

コンスーマーAV関連商品の修理サービス拠点数(2018年度)

地域 修理サービス拠点数

日本 473

米国、カナダ 842

欧州 894

中国大陸・香港地区 560

アジア・太平洋地域※1 627

その他地域※2 416

※1  東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区

※2 中近東、中南米、アフリカ

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

カスタマーサービス

107



2019年8月29日更新

使いやすさとアクセシビリティ

私たちソニーは、「使いやすさとアクセシビリティ」を品質の一要素としてとらえ、日々デザイン・開発に取り

組んでいます。

より多くのお客様がより使いやすさを感じる、製品やサービスを届けたい。

世界中の大人も子どもも、高齢者の方も、障がいのある方も、できるかぎり多くのお客様がご利用になれる製品

やサービスの提供を目指しています。

体制

ソニーでは、品質担当執行役のもと、本社の品質・環境部、人事部、ソニーグローバルソリューションズ株式会社、ソ

ニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社の品質環境推進部門が中心となり、関連部門や各

ビジネス部門と協力して活動を推進しています。横断的な協力体制のもと技術の進歩による製品の多機能化やユーザー

インターフェースの進化に応じて、できるだけ使いやすく、快適に利用できる製品やサービスの提供を目指していま

す。また、優れた顧客体験を提供するために、人間中心設計(Human Centered Design : HCD)の考え方を取り入れな

がら、製品やサービスの企画・設計・検証の各過程でお客様視点に立った活動を行っています。

お客様の期待に応える製品やサービスを提供するために

人間中心設計(HCD)に基づいた製品やサービスの開発

お客様の本質的なニーズを満たす製品やサービスを開発するために、国内外でのイン

タビューや家庭訪問を通したユーザーリサーチを実施しています。また、見やすさや

分かりやすさ、反応の良さなどの使いやすさ(ユーザビリティ)を向上するために、製

品の試作段階から、ユーザビリティテストによる課題発見と改善を繰り返し行ってい

ます。さらに製品販売後においても、お客様の実生活の中でお使いいただいた際に不 ユーザビリティテストの様子

満や不具合が生じていないかどうかを長期的な利用状況調査で確認しています。

これらの取り組みを通じて、ソニーは人間中心設計(HCD)の考え方を踏まえつつ、お客様に感動をもたらす体験を多角

的に追求しています。

社内基準の策定とノウハウ継承への取り組み

ソニーの製品やサービスの設計代表者が集まり、機器や画面上の言葉やアイコンの使い方、操作作法などユーザーイン

ターフェース(UI)の設計基準を定めています。さらに、ユーザビリティテストで得た知見や開発現場で蓄積されたノウ

ハウ、UXデザイン手法の活用事例などを、組織を超えて共有しています。

UIの設計基準やノウハウはポータルサイトでも公開され、ソニーグループの誰もが参照できるようにしています。製品

やサービスの開発現場では、これらを活用しながら、お客様にとっての使いやすさを追求し続けています。

人間中心設計(HCD)、アクセシビリティの社内啓発活動

人間中心設計(HCD)、アクセシビリティへの社員の理解を深めるため、専門家による講演会や研修講座を適宜実施して

います。2018年9月には、視覚に障がいがある方の生活と製品とのかかわりについて、当事者の方に社内講演会でお話

しいただくなどして理解を深めました。

より多くのお客様に製品・サービスを使っていただくために

ソニーは、すべての人にとっての「使いやすさ」こそソニーの目指すアクセシビリティと考えています。

具体的な製品・サービスでの取り組み事例は「使いやすさとアクセシビリティ」サイトでご紹介しています。

このサイトでは、事例を、「VISION ASSIST　見やすく・音に変換」「HEARING ASSIST　聞きやすく・文字に変

換」「ACTION ASSIST　使いやすく・操作をかんたんに」というヒトの感覚をサポートする役割を担う3つのカテゴ

リーに分類し、より快適で使いやすいユーザー環境を提供するソニー製品・サービスを紹介しています。

「使いやすさとアクセシビリティ」サイト

VISION ASSIST
見やすく・音に変換

HEARING ASSIST
聞きやすく・文字に変換

ACTION ASSIST
使いやすく・操作をかんたんに

3つのカテゴリーに分けて製品・サービスの実例を紹介

また、「アクセシビリティ向上」のための標準化活動※1においても業界をリードするよう積極的に取り組んでいます。

さらに、昨年に引き続き、2019年3月の米国カリフォルニア州アナハイムで行われたアクセシビリティに関する世界最

大級の国際会議CSUN Assistive Technology Conferenceに出展しました。ブラビア®、PlayStation®4とPS4®用ソ

フトウェアタイトル『Marvel's Spider-Man』など、ソニーグループ製品のアクセシビリティ機能を紹介しました。
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PlayStation®4

同じく、2019年3月には米国テキサス州オースティンにて開催された「SXSW(サウス バイ サウスウエスト) 2019」に

て視覚に頼らず楽しめる体験型展示を行いました。この展示に向けて、ソニーグループのクリエイターたちが、障が

い・性別・文化・言語の違いに関係なく、インクルーシブデザイン※2に取り組みました。

※1  IEC 62731 Text to speech for television・IEC TC 100TA16 (AAL(自立生活支援)、アクセシビリティ及びユーザーインターフェース)・IEC62944 digital 
television accessibility

※2 多様なユーザーを包含・理解することで新たな気づきを得て、一緒にデザインする手法

ユーザーの声を製品・サービスに

個別の製品においても、さまざまな障がいがあるユーザーの声を製品に反映させる取り組みを行っています。例えば、

テレビ開発では、視覚障がいのあるユーザーに製品を一定期間使っていただきフィードバックをもらう活動を継続的に

実施し、製品改善に役立てています。ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation®4のシステムソ
フトウェア開発にあたって、ユーザビリティテストを繰り返し行いアクセシビリティ機能の精度を高められるよう推進

しています。

ウェブサイトにおけるアクセシビリティへの取り組み

ソニーグループでは、2007年7月1日に「ウェブサイトアクセシビリティガイドライン」を制定し、ウェブサイトのア

クセシビリティ対応に取り組んできました。ガイドライン発行以降にW3C勧告となった Website Contents

Accessibility Guideline (以降WCAG) 2.0 が業界共通の標準となったことを考慮し、2016年4月1日にWCAG2.0の内容

に基づいた「ソニーグループウェブサイトアクセシビリティポリシー」を発行しました。

本ポリシーでは、ソニーグループのすべての対外向けウェブサイトに対して一定時期までに定められた基準に適合する

ことを規定しました。

「ソニーグループウェブサイトアクセシビリティポリシー」を遵守し、アクセシビリティを考慮してウェブサイトを設

計、制作することによって、すべてのお客様にとってより使いやすいウェブサイトを提供できるよう、ソニーグループ

全体のウェブアクセシビリティを維持、向上させることに努めています。

安心して利用していただくための環境づくり

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、ゲームを音楽・映画・テレビ

と並ぶエンターテインメントの一つに育てたいと考え、幅広いユーザー層に向けてプ

レイステーションビジネスを展開してきました。

家庭用ゲーム業界では、ゲームソフトのジャンルの広がりに対応し、購入時にどのく

らいの年齢層を対象としたソフトであるかといった商品情報を提供するために、日米

欧各地域の業界団体(CERO/ESRB/PEGI)の年齢別レーティング制度を導入していま

アクセシビリティ対応への挑戦～PlayStation®をみんなの「最高の遊び場」に～

す。また、年齢区分の表示だけでなく、ゲームの内容の詳細な記載を最初に追加するなど、米国ESRBの制度は20年以

上の実績で社会的に高い評価を得ており、またPEGIはエンターテインメント産業の自主規制の枠組みとして、欧州委

員会から支持されています。日本においても、販売店の皆様の協力のもとCERO審査による「Z：18歳以上のみ対象」

ソフトウエアの18歳未満のお客様への販売を自主的に規制するなど、レーティング制度の実効性を高めるための施策を

推進しています。

また、SIEは、PlayStation®4、PlayStation®3およびPlayStation®Vitaのハードウエアに、視聴年齢制限に対応するペ

アレンタルコントロール機能を搭載しました。この機能は、お客様がソフトウエアの年齢区分を判断してお子様に適切

なコンテンツを視聴させることを可能にするものです。

近年、ウェブサイトへのアクセスが低年齢化し、また、閲覧方法もPCの他スマートフォンやタブレットなど多様化して

おり、子どもへの有害サイトの影響が懸念されます。こうしたことから、インターネット関連サービスを行うソニー

ネットワークコミュニケーションズ株式会社では、ウイルス・ハッキング・フィッシングなどの脅威からお客様が使用

する機器を守るさまざまなサービスを提供し、家族全員が安心してインターネットを利用できる環境を提供しています。
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環境

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

ソニーの企業活動は、あらゆる生命の生存基盤である地球環境が健全であってはじめて成り立ちます。したがって、ソ

ニーは気候変動対策や資源保全、化学物質の管理、生物多様性の保全など、環境への対応が重要と考えています。

この認識のもと、ソニーは持続可能なビジネス活動を行い、環境に配慮した製品やサービスを通し、ソニーらしい優れ

た技術やイノベーション、さらに社会との共創によって持続可能な社会の実現に貢献します。

基本的な考え方

ソニーは、1990年代初頭から環境活動方針と行動計画を掲げて活動してきました。2010年4月には、自らの事業活動

および製品のライフサイクルを通して、2050年に環境負荷をゼロにすることを目指す環境計画「Road to Zero (ロー

ド・トゥ・ゼロ)」を策定しました。

2050年の環境負荷ゼロに向け、5年ごとに設定している環境中期目標では、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の

4つの重要な視点に対し、商品のライフサイクルのステージごとに具体的な目標を定めています。

体制

ソニーは、「ソニーグループ環境ビジョン」の実現、環境中期目標の達成、法規制やグループとして定めた規則類の順

守を徹底するために、グローバルに統一した環境マネジメントシステムを構築し、継続的に改善しています。また、グ

ループの本社環境機能として個別の活動領域を担当する専門機能を設置し、最高責任者としてソニー株式会社の執行役

がこれらの環境専門機能を統括しています。

2018年度の主な実績

環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」では商品のライフサイクルのステージごとに具

体的な目標を掲げ活動を推進してきました。

以下、2018年度の主な実績を抜粋し、ご紹介します。

継続的に行ってきた取り組み

1976年 全社的な環境会議を設立

1993年 ソニー環境基本方針、環境行動計画を策定

1995年 日本の製造事業所でISO14001認証取得を開始

2002年 「グリーンパートナー環境品質認定制度」を導入

2006年 全世界の事業所の環境マネジメントシステムの統合を完了

2009年 欧州の事業所で使用電力を100%再生可能エネルギーにすることを達成

2010年 環境負荷ゼロを目指す環境計画「Road to Zero」を発表

今後に向けて
2016年から2020年度までの環境中期目標「Green Management 2020」に基づいて、ソニーグループ内の取り組み

はもとより、バリューチェーンへの働きかけ、そして社会や消費者への呼びかけにも注力し活動しています。また、 

2040年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という目標の達成に向け、力を入れてい

きます。今後は製品の大型化や増産による環境負荷増大のリスクが見込まれていますが、2050年の "環境負荷ゼロ" に

向けて、さらなる取り組み強化を行っていきます。
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ソニーグループ環境ビジョン 環境計画と環境中期目標

環境中期目標 「Green Management 2020」 「Green Management 2020」

の各目標と進捗状況

環境マネジメント体制 ソニーに関わる環境負荷の全体像

気候変動への対応

技術開発についての環境中期目標 将来に向けた環境技術開発

製品・サービスについての環境中期目標 温室効果ガス排出量の削減

資源使用量の削減 バージンプラスチック使用量の削減

化学物質の管理 懸念の高い化学物質の使用量削減と代替化

環境に配慮した製品づくり 環境・社会課題解決に貢献する製品・サービス

調達先・委託先における環境負荷低減

関連情報

活動報告

環境方針と目標

環境技術

製品・サービス

調達先・委託先

事業所についての環境中期目標 温室効果ガス総排出量の削減

再生可能エネルギーの導入 廃棄物発生量の削減

水使用量の削減 化学物質の管理

生物多様性の保全活動の指針と事例 特集 : 豊かな生態系を育む「ソニーの森」

特集 : 使用した水を元に戻す 「地下水涵養」 Green Star Programの導入

物流についての環境中期目標と進捗 物流における環境負荷低減

製品リサイクルに対する方針と実績 製品のリサイクル性向上の取り組み

日本における製品リサイクル 欧州における製品リサイクル

北米における製品リサイクル パンアジアにおける製品リサイクル

中南米における製品リサイクル 中国における製品リサイクル

環境コミュニケーションの活動 ステークホルダーエンゲージメント

事業所

物流

製品リサイクル

環境コミュニケーション

環境データ
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2019年8月29日更新

ソニーグループ環境ビジョン

ソニーは、グループ全体のグローバルな環境方針として、「理念」と「基本方針」からなる「ソニーグループ環境ビ

ジョン」を制定し、持続可能な社会の実現を目指しています。ソニーは1993年に「環境ビジョン」の前身となる「ソ

ニー環境基本方針」と、環境行動計画を制定し、活動を続けてきました。2010年には環境計画「Road to Zero(ロー

ド・トゥ・ゼロ)」の策定に合わせ、「環境ビジョン」の内容を改定しました。

理念

ソニーは、あらゆる生命の生存基盤である地球環境が保全され、現在だけでなく将来にわたり、健全で心豊かな持続可

能な社会を実現するために、自らの事業活動および製品のライフサイクルを通して、環境負荷をゼロにすることを目指

します。

基本方針

ソニーは、環境法規制を遵守し、グローバルな環境マネジメントシステムを継続的に改善しながら、自らの事業活動、

および製品のライフサイクル全体を通して環境負荷を確実に減らすとともに、汚染の防止に努めます。特に、重要な環

境の4つの視点については、下記のゴールを設定し、実現に向けて積極的に行動します。

ソニーが取り組む環境の4つの視点

資源について

事業活動における新規の資源投入量を最小化するために、重視する資源を特定し、その新規材料の利用量ゼロを目指し

ます。また、水の適正な利用に努め、事業所における廃棄物を最小化するとともに、市場からの製品の回収・リサイク

ルに最大限の努力をします。

化学物質について

使用する化学物質が人の健康と地球環境にもたらす著しい悪影響のリスクを最小化します。使用する化学物質の確実な

管理を行うとともに、予防的措置の観点に立ち、科学的確証が十分に得られていない場合も考慮しつつ、環境に著しい

影響を与える可能性のある物質の継続的な削減・代替に努め、可能となり次第、その使用を中止します。

生物多様性について

事業活動や地域貢献活動を通して、生物多様性の維持、回復を積極的に推進し、生態系サービスの保全と持続的な利用

に努めます。
※1  温室効果ガスは、地表面から反射する太陽光の赤外線を吸収することで、地表の温度を上昇させる効果があるガスです。代表的なものとして、二酸化炭素

    (CO2)、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン(HFC)類、パーフルオロカーボン(PFC)類、六フッ化硫黄(SF6)、三フッ化窒素(NF3)の7つのガスが
    あります。

ソニーは、この環境ビジョンの実現に向けて、目標・計画を作成し、行動します。また、社内外のさまざまなステーク

ホルダーとのパートナーシップやコミュニケーションを通して、より良い社会の実現に貢献します。

詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：Road to Zero　～環境負荷ゼロを目指して～』をご覧ください。

気候変動について
事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエネルギーの使用を削減し、温室効果ガス※1の排出

ゼロを目指します。
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2019年8月29日更新

環境計画と環境中期目標

ソニーは、1990年代初頭から環境活動方針と行動計画を掲げて活動してきました。2010年4月には環境計画「Road 

to Zero (ロード・トゥ・ゼロ) 」を策定しました。この計画は、環境ビジョンと達成のステップである環境中期目標か

ら構成されています。

環境計画「Road to Zero」

ソニーは、グループの環境ビジョンにおいて「自らの事業活動および製品のライフサイクルを通して、環境負荷をゼロ

にすることを目指す」と宣言しています。この究極の目標を達成するために策定されたものが、ソニーの環境計画

「Road to Zero」です。この計画では、「環境負荷ゼロ」の達成年を2050年とし、そこに向けて段階的に環境中期目

標を設定しながら、行動していきます。

環境中期目標

ソニーは、環境中期目標を5年ごとに設定しながら、2050年の「環境負荷ゼロ」を目指しています。環境中期目標の設

定に際しては、2050年の達成年からバックキャスト (逆算) し、その時点で環境負荷がどのレベルになっているべきか

を考え、各年度の目標内容に反映しています。これにより、「環境負荷ゼロ」に向けて、活動の進捗から修正を加えな

がら、着実に行動することができます。すでに2011年に、第1ステップとなる2011年度から2015年度までの環境中期目

標「Green Management (グリーンマネジメント) 2015」を設定し、ほぼすべての目標を達成しました。現在は、

2016年度から2020年度までの環境中期目標「Green Management 2020」を設定し、その目標達成に向けて活動を

進めています。

4つの視点での取り組み

環境中期目標では、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の4つの重要な視点に対し、商品のライフサイクルのス

テージごとに具体的な目標を定めています。各目標については、4つの重要な視点ごとに、関連する活動を行っている

複数の環境NGOや有識者との意見交換を実施しています。

ソニーが取り組む環境の4つの視点

4つの視点での取り組み方針

ソニーは、環境中期目標を達成するために、気候変動、資源、化学物質、生物多様性の4つの視点において、以下を方

針にして取り組みを進めています。

気候変動に対する方針

ソニーは、事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクル全体で温室効果ガス排出量ゼロを目指します。事業所

においては、消費エネルギーの削減、エネルギー利用効率の向上、温室効果ガス排出の少ないエネルギーへの転換、使

用する温室効果ガスの排出削減を最優先事項とし、同時に再生可能エネルギーの利用も促進します。また、エネルギー

効率に優れた環境配慮製品・サービスの開発・提供を行うとともに、製造の委託先や部品や原材料の調達先への関与

も進め、直接的・間接的な温室効果ガスの排出量削減に努めます。
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※1 重視する資源とは、資源の枯渇性、遍在性、採掘時の環境負荷、採掘による生物多様性の損失やコミュニティへの影響などの観点から、ソニーが重要なものとして特定する資源を指します。

・水使用に関する方針

水は地球全体を循環していますが、利用可能な量が少ないうえに、人口増加などの要因により、今後の保全が重要視さ

れる資源です。ソニーは、事業所の立地状況や地域差を考慮しつつ、取水を最小化し、負荷を与えない水質で水源に戻

すことを目指し、その実現に向け行動します。

・紙資源に関する方針

ソニーは、紙資源が有限であることを認識し、継続的に紙使用量の削減に取り組みます。また、紙を使用する場合に

は、紙・印刷物の購入方針に沿って、森林認証紙や再生紙などの環境に配慮した紙の優先的な購入を進めます。

化学物質に対する方針

ソニーは、使用する化学物質が人の健康と地球環境にもたらす著しい悪影響のリスクを最小化します。製品に使用す

る化学物質については、各国の規制、有害性や環境影響、用途や部品・製品中の含有量などの情報をもとに適切に管理

します。予防的措置の観点に基づき、科学的確証が十分に得られていない場合でも、リスクが特に懸念される物質につ

いては代替可能な用途を特定し全廃に努めていくことで、環境負荷低減を進めます。また、事業所で使用している化

学物質についても、種類と用途を特定し、リスクが高いと判断される物質についてそれぞれ管理基準を定めて使用の

禁止や排出・移動量の削減を推進します。さらに、ライフサイクルでの環境負荷を鑑み、国際的な枠組みで制限され

た物質のうちソニーが指定する物質をサプライチェーンの製造プロセスにおいて使用禁止にすることを求めます。

(1) 生物多様性を重要課題としてとらえます。

生物多様性の問題を事業活動における重要課題の一つと認識し、事業活動に伴う生物多様性への影響 (直接影響、

およびサプライチェーンを通じた間接影響) の低減※3および自然資本や生物多様性の保全につながる地域貢献活動

を行います。

詳細は「紙・印刷物の購入方針」をご覧ください。 [PDF:312KB]

(2) ライフサイクル全般を通した自然資本の保全活動および生物多様性の保全活動により、生物多様性条約 愛知目標

の達成に貢献します。

(3) 上記を必要に応じてステークホルダーと協力して行います。

(4) 活動に関する積極的な情報開示と、生物多様性に関する普及啓発に努めます。

※2 生物多様性の観点における紙資源の使用については上記「紙資源に関する方針」をご覧ください。

※3 温室効果ガスの削減や省資源化、化学物質の適正管理の徹底など、自らの事業活動における環境負荷削減の推進と、これらの環境側面の目標達成による
生物多様性への影響の低減を含む。

リスクと機会

事業リスクの把握と対応

環境問題に取り組むことは、持続可能な社会の実現を目指すソニーの信念であると同時に、事業の継続性の観点からも

たいへん重要です。例えば、炭素税の課税や排出量取引制度の対象地域の拡大、製品に課せられる省エネ基準のさらな

る厳格化などによる法規制に関するリスク、気候変動による異常気象や海面上昇などの物理的なリスク、さらに消費者

の認識の変化がもたらす市場の変動など、環境に関連するリスクの把握に努めるとともに、想定されるリスクへの対応

準備を進めています。

事業機会の創出と拡大

環境問題に取り組むことは、ソニーにとって事業機会につながり得るとも考えています。例えば、気候変動問題に関し

て、2015年12月に開催されたCOP21※1で「パリ協定」※2が採択されました。これに伴い、気候変動問題への社会的関

心がますます高まっており、今後、製品の省エネルギー性能はいっそう重要な消費者ニーズになると考えられます。一

方、ソニーでは以前より、幅広い製品で省エネルギー化を進めていますが、このような社会的時流のなかで、省エネ製

品への需要はさらに増していく可能性があると考えています。一例として、高機能と低消費電力を両立したソニーのイ

メージセンサーは、今後、車載カメラなどへの用途の広がりを見せる可能性があると考えています。

※1   COP21 (Conference of the Parties 21) とは、気候変動枠組条約第21回締約国会議のことです。

※2 パリ協定とは、フランス・パリで開催されたCOP21において採択された、気候変動に関する2020年以降の国際枠組み協定のことです。

資源に対する方針

ソニーは、事業活動および商品・サービスのライフサイクルを通して資源を有効利用するために、投入資源の最小化、

再資源化の最大化をするとともに、重視する資源※1の新規材料の利用量ゼロを目指します。投入側については、製品

の軽量化や自社オペレーションの資源効率向上などを通じ、投入資源の最小化を行います。また、品質や耐久性の向上

などに取り組んで製品の長寿命化を推進し、投入資源を間接的に抑制することを目指します。一方、排出側について

は、自社オペレーションから発生する廃棄物の再資源化を推進し、埋め立て量をゼロにすることを目指します。また、

製品においても、リサイクル容易性設計を推進し、地域社会のニーズに適応した使用済み製品の回収・リサイクルを継

続的に実行するとともに、リサイクラーとの協業を通じてより高度な再資源化に取り組みます。

生物多様性に対する方針

ソニーは、自然資本、およびそこから供給される生態系サービスの重要性を認識し、下記4つの基本姿勢に沿った形

で、自らの事業活動と地域貢献活動の両面から、自然資本の保全および生物多様性の保全に努めていきます※2。
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2019年8月29日更新

環境中期目標「Green Management 2020」

ソニーの環境活動は次のステージへ

ソニーは、2050年の「環境負荷ゼロ」に向け、段階的に環境中期目標を設定しながら、活動しています。ソニーは第1

ステップである2011年度から2015年度までの環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2015」に

続き、2016年4月より、2020年度までの環境中期目標「Green Management 2020」を設定し、活動しています。こ

れにより、「環境負荷ゼロ」に向け、ソニーの環境活動は第2ステージへと進行しています。

「Green Management 2020」の策定に際して

「Green Management 2020」の策定に際しては、これまでの環境活動を自己評価するとともに、社外のステークホ

ルダーの意見を反映するため、マテリアリティ分析※1などを実施しました。その結果、2020年度までに取り組むべき

重点領域として、原材料、エネルギー、大気への排出、排水および廃棄物、製品およびサービスが特定されました。ま

た、次に重要なトピックスとして、水、生物多様性、サプライヤーの環境評価などが挙げられました。これらは、以前

よりソニーが取り組んできた課題ですが、2020年度に向け、引き続き活動を推進しています。

※1   マテリアリティ分析とは、企業とそのステークホルダーにとって、重要となる課題を抽出し特定するための手法です。

さらに「Green Management 2020」では、製品の消費電力や事業所の温室効果ガス排出量の削減をはじめ、ソニー

グループ内の取り組みを強化する一方、エンタテインメント事業を通じて全世界5億人以上に持続可能性の課題を啓発

し、社会や消費者にアクションを促したり、部品サプライヤーや製造委託先に対して環境負荷低減を働きかけたりする

など、より広範囲な環境活動を展開しています。
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「Green Management 2020」の具体的な目標

「Green Management 2020」では、製品のライフサイクル全般を6つのステージ(商品/サービスの企画および設計、

オペレーション、原材料・部品調達、物流、回収・リサイクル、イノベーション)に分類しています。それぞれのス

テージごとに4つの視点(気候変動、資源、化学物質、生物多様性)から具体的な目標を設定し、活動を推進しています。

詳細は「Green Management 2020 目標一覧(短縮版)」をご覧ください。 [PDF:107KB]

ソニーの「ECO」ウェブサイト：Green Management 2020 スペシャルサイト

こうした「Green Management 2020」の目標設定および活動内容は、ステークホルダーから一定の評価を受けてい

ます。気候変動に関する目標については、国際イニシアチブの「Science Based Targets※2」に認定されるほか、企

業と投資家が協働する国際プラットフォーム「We Mean Business※3」の気候変動対応活動「Take Action」への参

加にもつながりました。さらに、2017年より「We Mean Business」の水リスク削減活動である「Improve Water

Security」にも参加しています。

※2 詳細は「Science Based Targetsウェブサイト(英語)」をご覧ください。

※3 詳細は「We Mean Businessウェブサイト(英語)」をご覧ください。

2019年8月29日更新

目標内容 (基準年2013年) 2018年度の進捗状況

全体

商品の環境配慮機能の導入を推進
主要な製品カテゴリーにおいて環境配慮製品を
創出ライフサイクル (製造時・使用時・廃棄時など)

を通じた環境配慮設計を推進

エンタテインメント事業において、全世界で5
億人以上に持続可能性の課題について啓発とア
クションを促す

イベントやソーシャルメディアを通じて、累計
21.4億人以上に啓発とアクションの促進を実施

気候変動

AC機器※1：消費電力量30%削減 (平均削減率) 約51%削減

携帯電話、タブレット：充電器の無負荷時&メ
ンテナンス消費電力：0.03W以下

2018年度発売の全てのスマートフォンで
0.03W以下を達成

DC機器※2：機器の省エネと充電効率の向上 各モデルにて省エネおよび充電効率の向上を推進

資源

1台あたりのバージンプラスチック使用量10%
削減 (平均削減率)

約2.4%増加

石油以外の重視資源についても削減および代替を推進 重視する鉱物資源の一部を削減

投入資源の最小化に努める 製品小型化を継続的に推進

リサイクル配慮設計を推進
ソニーグループ環境配慮設計標準に基づきリサ
イクル配慮設計を推進。また、設計者向けリサ
イクル研修を定期的に開催

化学物質
懸念の高い環境管理物質※3 (ポリ塩化ビニル、
臭素系難燃剤などを含む) について、リスクの
高い用途において代替する※4

ソニー独自の化学物質管理基準に基づき代替を推進
ポリ塩化ビニル、臭素系難燃剤の代替の詳細
については、こちらをご覧ください。

生物多様性 再生紙・認証紙使用の推進
紙・印刷物の購入方針に基づき再生紙や認証紙
の使用を推進

※1   AC機器とは、主機能が商用電源からのエネルギー入力で動作する機器のことです。
※2 DC機器とは、主機能がバッテリーからのエネルギー入力のみで動作する機器のことです。
※3 環境管理物質は、部品・デバイスなどに含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい環境影響(側面)を持つとソニーが判断した物質を指します。
※4 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 (SOMC) が販売し、製品ないしは包装に社名表示があるすべての製品については、SOMCの制限物質 

(ポリ塩化ビニル、臭素系/塩素系化合物、フタル酸エステルなどの使用を制限) を適用します。

ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化
臭素系難燃剤 (BFR) の代替化

「Green Management 2020」の各目標と進捗状況
ソニーは、2015年度から2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」に
おいて、製品のライフサイクルのステージごとに目標を設定し、活動しています。各ステージの目標と2018年度の
進捗を報告します。

商品/サービスの企画および設計
ソニーは、すべての事業領域で環境負荷の少ない商品・サービスを提供します。エレクトロニクス事業では、製品の
ライフサイクルを通じて環境負荷が低くなるような設計等を推進します。映画や音楽などのエンタテインメント事業に
おいても、コンテンツを活用した環境活動を企画・展開します。
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オペレーション

ソニーは、グループ内の事業所やオフィスにおいて、再生可能エネルギーの導入加速をはじめ、環境負荷の低減に取り

組みます。さらに、製造委託先に関する目標を設定し、環境負荷低減の働きかけを強化します。また、地域のニーズに

応じた環境貢献活動も積極的に展開します。

自社オペレーション

目標内容 (基準年2015年) 2018年度の進捗状況

気候変動

サイトからの温室効果ガス (GHG) 排出量を総

量で5%削減
約14%削減

再生可能エネルギーの活用によるCO2削減貢献

量30万トン
約23.8万トン

資源

廃棄物発生量を総量で5%削減 約19%削減

埋め立て率1%以下 (ソニーがコントロール不可

能なものを除く)
約3.1%

水使用量を総量で5%削減 約10%増加

化学物質

別途定める化学物質について、管理基準 (クラ

ス1～4) に従い対応

クラス1物質：使用禁止

クラス2物質：使用禁止 (除外用途あり)

クラス3物質：排出・移動量の削減を推進

  >VOC※1の大気中への排出量：総量で

▲50%削減 (2000年度比) を維持

クラス4物質：関連法規を順守するととも

に、十分な管理のもとに使用

クラス1物質：使用禁止物質の使用なし

クラス2物質：使用禁止物質の使用なし

クラス3物質：排出・移動量の削減を継続

  >VOCの大気中への排出量：約68%削減

クラス4物質：関連法規を順守するととも

に、十分な管理のもとに使用

生物多様性
地域のニーズに応じた環境地域貢献活動 (サイ

ト内保全活動含む) を積極展開

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

※1 VOC (Volatile Organic Compounds) は、揮発性有機化合物の略称です。

委託先オペレーション

目標内容 2018年度の進捗状況

気候変動

取引額の大きい製造委託先に対し、GHG排出

量の把握と、1%/年の原単位削減を求める

該当する製造委託先に対し、削減と実績把握を

要請し、実績調査を実施

取引額の大きい製造委託先に対し、再生可能エ

ネルギー導入とその継続を求める

該当する製造委託先に対し、導入状況の調査を

実施

省エネ型のデータセンターを優先的に利用
社内ガイドラインに基づき、省エネ型データセ

ンターの優先的利用を推進

資源

取引額の大きい製造委託先に対し、水使用量の

把握と、1%/年の原単位削減を求める 該当する製造委託先に対し、削減と実績把握を

要請し、実績調査を実施取引額の大きい製造委託先に対し、廃棄物発生

量の把握と削減を求める

化学物質

製造委託先からソニーに納入される製品・半製

品に関して、各国の異なる化学物質の制限・禁

止の法規制に対してソニーが制定した基準に基

づいた対応を求める

ソニー独自の化学物質管理基準に基づいた対応

を要求

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソ

ニーが別途指定する物質の製造プロセスでの使

用禁止を求める

ソニーが指定した物質の製造プロセスでの使用

禁止を要請し、使用状況の調査を実施

生物多様性
地域のニーズに応じた環境地域貢献活動 (サイ

ト内保全活動含む) の実施を製造委託先に推奨

おもな製造委託先に対し、活動状況の調査を実

施
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原材料・部品調達

部品サプライヤーなどで構成されるサプライチェーン全体における環境負荷は一企業が及ぼす環境負荷よりもはるかに

大きいと言われています。ソニーは、ライフサイクル全般を通した目標を達成するために、原材料・部品調達先に対

し、環境負荷低減の働きを強め、その低減を求めます。

目標内容 2018年度の進捗状況

気候変動

環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や取引

額の大きい取引先に対し、温室効果ガス

(GHG) 排出量の把握と、自主的な目標設定・

削減施策実施を求める

該当するサプライヤーに対し、削減と実績把握

を要請し、実績調査を実施。有効回答率約79%

(取引額ベース)

資源

環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や取引

額の大きい取引先に対し、水使用量の把握と、

自主的な目標設定・削減施策実施を求める

該当するサプライヤーに対し、削減と実績把握

を要請し、実績調査を実施。有効回答率約79%

(取引額ベース)

化学物質

ソニーに納入される原材料・部品・製品に関し

て、各国の異なる化学物質の制限・禁止の法規

制に対してソニーが制定した基準に基づいた対

応を求める

ソニー独自の化学物質管理基準に基づいた対応

を要求

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソ

ニーが別途指定する物質の製造プロセスでの使

用禁止を求める

禁止物質の使用状況の調査を実施

生物多様性 生物多様性への配慮を求める 活動状況の調査を開始

物流

ソニーは、製品の小型・軽量化による輸送重量の削減に取り組むとともに、輸送効率の最適化や環境負荷が低い輸送手

段への切り替え (モーダルシフト等) などを進め、製品物流に関するCO2排出量を削減します。

目標内容 (基準年2013年) 2018年度の進捗状況

気候変動
国際間・域内における物流CO2排出量を総量で

10%削減
約52%削減

回収・リサイクル

ソニーは、製品のリサイクル配慮設計を進めるとともに、使用済み製品の回収・リサイクル処理を推進します。さら

に、現時点で再資源化できていないもののリサイクルを目指し、リサイクラーと協業し、重視する資源の再資源化の実

態を把握します。

目標内容 2018年度の進捗状況

資源

地域社会のニーズに適応したリサイクルスキー

ムの構築と、効率的な運用を進める

回収・リサイクルの法規制が整備されている全

地域において、確実に各法規制要求に対応。法

規制が未整備の地域において、自主的な回収・

リサイクル活動を実施

重視する資源の再資源化の実態把握を通じて、

高度な再資源化を目指す

重視する資源のうち、再資源化が現状充分にさ

れていないものを対象に、グループ内リサイク

ルプラントの協力のもと、選別のプロセスおよ

び再資源化のスキームを構築

イノベーション

ソニーは、これまでも創造力やイノベーション (変革) によって人々に楽しみや喜びを提供し続けてきましたが、環境

活動においても、その精神に変わりはありません。ソニーは環境技術の開発を推進し、環境負荷低減につながる技術の

確立に寄与していきます。

目標内容 2018年度の進捗状況

気候変動/

資源/

化学物質

環境技術の開発を推進し、環境負荷低減につな

がる技術の確立に寄与

協生農法、オープンエネルギーシステム等の技

術開発、およびTriporous™ (トリポーラス™)

のライセンス提供、再生プラスチック

SORPLAS™ (Sustainable Oriented

Recycled Plastic、ソープラス) の外販、ド

ローンによる環境関連事業のサポート等の事業

化推進

環境負荷低減に寄与するビジネスモデルの開発

を、各領域の商品・サービスにおいて推進
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2019年8月29日更新

環境マネジメント体制

ソニーは、「ソニーグループ環境ビジョン」の実現、環境中期目標の達成、法規制やグループとして定めた規則類の順

守を徹底するために、グローバルに統一した環境マネジメントシステムを構築し、継続的に改善しています。

グローバルな環境マネジメントシステム

ソニーは、1990年代初頭より環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証取得を全世界の各事業所※1

で進め、2000年初めに完了しました。その後これを発展させ、これまでの各事業所でのマネジメントシステムを生か

しつつ、本社と各事業部門、各事業所が一体となった、グループとしてグローバルに統一した環境マネジメントシステ

ムを構築し、ISO14001の統合認証を2005年度に取得しました。2019年3月31日時点で、全世界合計97拠点の事業部

門・事業所が統合認証を取得しています※2。

※1   事業所とは、ソニーグループ全体の製造および非製造事業所を指します。

※2 ISO認証取得事業所の対象範囲は、すべての製造事業所、人員数100人以上の物流拠点および1,000人以上の非製造事業所です。

環境専門機能の設置

ソニーでは、環境に配慮した製品の製造、販売や製品リサイクルの実施、事業所における環境配慮など、多様で複雑な

環境問題に対応するため、グループの本社環境機能として事業所や製品のエネルギー、資源・リサイクル、化学物質管

理、生物多様性、資材調達、物流、技術開発、コミュニケーションに関する環境領域を担当する専門機能を設置してい

ます。これら本社環境機能はソニーの経営層が統括しており、その最高責任者はソニー株式会社の執行役です。また、

社長を含むマネジメント層では定例会議において、環境に関する社内の重要課題を共有しています。

それぞれの専門機能は、品質やカスタマーサービス、安全衛生や防災等の関連分野・組織とそれぞれ融合や連携を図る

ことにより、効果的なマネジメント体制を構築しています。各専門機能は、実行部門である事業部門・事業所に対し、

目標の提示や進捗レビューなどの管理を行います。

また、グローバルに環境マネジメントを展開するため、地域内の法規制等の把握や、地域内の事業部門・事業所に対す

る本社規則類の伝達や監査の実行など、地域横断的な活動を推進する機能として6つの地域環境オフィス (北米地域環

境オフィス、中南米地域環境オフィス、欧州地域環境オフィス※1、日本・東アジア地域環境オフィス※2、中国地域環

境オフィス※3、パンアジア地域環境オフィス※4) を設置しています。

※1   欧州地域環境オフィスは、欧州各国、イスラエル、トルコ、ロシア、旧ソビエト連邦の国々 (タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンを除く) 
    の事業部門・事業所を管轄しています。

※2 日本・東アジア地域環境オフィスは、日本、韓国、台湾地区の事業部門・事業所を管轄しています。

※3 中国地域環境オフィスは、中国大陸および香港地区の事業部門・事業所を管轄しています。

※4 パンアジア地域環境オフィスは、モンゴルおよびその他アジア (欧州地域環境オフィス、日本・東アジア地域環境オフィス、中国地域環境オフィスが管轄
    する事業部門・事業所を除く)、アフリカ、中近東、オセアニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの事業部門・事業所を管轄しています。

PDCAサイクルによる継続的改善

PDCAサイクルを基礎としたISO14001の規格に基づき、本社において、ソニーグループ全体にかかわる環境影響評価

を毎年行い、リスクや機会を特定のうえ、環境中期施策や年度計画に反映しています。本社レベルの計画を受けて各事

業部門・事業所は、それぞれの環境影響評価とともに本社指針の要素を盛り込んだ年度事業計画を立案し、実施してい

ます。事業計画の実施状況は環境担当オフィサーを議長とした会議体で定期的にレビューされ、継続的改善につなげて

います。特に優秀な活動については、グローバルレベルで表彰制度を設け、社内での認知向上や活動の横展開を図って

います。また、主な事業部門の環境活動の成果は、年1回実施される事業業績評価の基準のひとつとなっており、ここ

での評価結果は主な事業部門の管理職以上の賞与に反映されます。なお、これらの環境活動の実施状況を把握するた

め、製品の消費電力や重量、事業所のエネルギー使用量や廃棄物量などの環境パフォーマンスデータを定期的に集計す

るオンラインデータシステムをグローバルに構築しています。

このようなPDCAサイクルを回すため、ISO14001の環境要求事項にもとづいた文書体系を構築しています。内容は事

業部門・事業所における環境マネジメント手順、社内環境コミュニケーション、製品の環境配慮など、環境管理全般を

カバーしています。

また、環境活動を推進するための仕組みとして、職場での社員の役割の中で有効な環境活動が推進できるよう、目的や

職務内容に応じたさまざまな環境教育を実施しています。
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環境監査

ソニーでは、グループの環境マネジメントシステムの継続的な改善、および事業所における環境事故・災害等の未然防

止、開示する環境データの信頼性向上を目的に、各事業部門と事業所が自らの環境マネジメントシステムの有効性を確

認する「内部監査」、本社や地域の環境オフィスがコーポレートルールの順守状況を確認する「コーポレート監査」、

外部の認証機関がソニーグループ全体の環境マネジメントシステムの有効性を確認する「外部監査」の3種類の監査を

組み合わせ、グループで統合した環境監査体制を構築しています。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

120



2019年8月29日更新

ソニーに関わる環境負荷の全体像

ソニーの事業活動は、エネルギーや資源の消費など、さまざまな形で環境に負荷を与えます。ここでは製品のライフサ

イクルという観点から、全世界のソニーにかかわる環境負荷の概要を示しています。

環境負荷の全体像

下記の図は、全世界のソニーの事業活動におけるエネルギーや資源の使用量、販売した製品がお客さまのもとで消費す

るエネルギー量、使用後にどの程度リサイクル・廃棄されるかなど、環境に対する負荷をライフサイクルの流れでとら

えたものです。この図は、ソニーが直接的に把握かつ管理可能な項目に関する2018年度の主要な環境負荷を示してい

ます。

バリューチェーンの温室効果ガス排出量の把握

温室効果ガスについては、近年の気候変動問題の深刻化に伴い、企業に対してバリューチェーン※1全体における排出

量を把握・管理することが求められています。ソニーでは、主要な部品サプライヤーおよび製造委託先での温室効果ガ

算出方法については「環境データ集計の方法および考え方」をご覧ください。

ス排出量を把握するとともに、バリューチェーン全体における温室効果ガス排出量を概算しています※2。2018年度の

ソニーのバリューチェーン全体における温室効果ガス排出量は約1,640万トンでした。排出量が最も多かったのは「製

品使用時のエネルギー」に起因するもので約1,063万トン、次に多かったのは材料や部品などの「購入した製品・サー

ビス」で約423万トンでした。今後、ソニーではバリューチェーンの温室効果ガス排出量を把握する独自の体制を構築

し、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量の把握精度の向上と管理の強化を推進していきます。

※1   バリューチェーンとは、製品の素材調達、製造、使用、廃棄までの一連のプロセスのこと。製品製造の上流と下流を含みます。

※2 温室効果ガス排出量の概算値は、GHGプロトコル「スコープ3基準」、環境省ガイドラインなどを参照して算出しています。

詳細は「環境データ」をご覧ください。
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2019年8月29日更新

気候変動への対応

ソニーの事業は、持続可能な地球環境や、人々が安心して暮らせる社会の上に成り立っているという認識のもと、環境

や社会にかかわる取り組みをバリューチェーン全体にわたって継続的に推進しています。地球や社会の一員であるソ

ニーにとって、気候変動への対応は取り組むべき課題のひとつです。2010年に策定した長期環境計画「Road to 

Zero」において、気候変動を含む4つの環境の課題について、2050年までに自社の事業活動および製品のライフサイ
クルを通して「環境負荷ゼロ」を達成することを目指しています。

また、ソニーは、金融安定理事会により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース (以下、TCFD) 」が公表し

た最終報告書 (以下、TCFD提言) への賛同を2019年5月27日に表明しました。同日に設立されたTCFDコンソーシアム

に参加するとともに、今後、TCFD提言に沿って、気候変動関連情報の開示を拡充していきます。

気候変動に関する方針

基本方針

事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエネルギーの使用を削減し、温室効果ガスの排出ゼロを

目指します。

具体的には、環境中期目標として、下記の取り組みを定めています。

事業所においては、消費エネルギーの削減、エネルギー利用効率の向上、温室効果ガス排出の少ないエネルギーへの転

換、使用する温室効果ガスの排出削減を最優先事項とし、同時に再生可能エネルギーの利用も促進します。また、エネ

ルギー効率に優れた環境配慮製品・サービスの開発・提供を行うとともに、製造の委託先や部品や原材料の調達先への

関与も進め、直接的・間接的な温室効果ガスの排出量削減に努めます。

ガバナンス

ソニーは、会社法上の「指名委員会等設置会社」を現時点において最も適切な経営の機関設計として採用しており、そ

の下で、取締役会は、グループ経営に関する基本方針その他重要事項について決定するとともに、上級役員に対して、

それぞれの責任範囲を明確にしたうえで業務執行に関する決定権限を大幅に委譲することにより、迅速な意思決定を可

能にしています。

取締役会は、中期経営計画および年度事業計画を定期的に審議・決定しており、気候変動を含むさまざまなリスク・機

詳細は「基本方針」をご覧ください。

詳細は「環境計画と環境中期目標」をご覧ください。

会を踏まえてかかる審議・決定を行っています。そのうえで、上級役員が、経営計画、事業計画に沿った戦略の遂行、

業務の執行を行い、適宜、その状況について報告を受け、議論する体制となっています。なお、現時点では、気候関連

のリスク・機会に関する事項は、執行側で検討・実行することとされています。

かかる取締役会からの権限委譲を受けて、当社CEOは、地球環境に関する当社の理念や気候変動に関する事項を含む基

本方針を定めた「ソニーグループ環境ビジョン」を定めています。また、取締役会により選任された環境に関する事項

を担当する上級役員は、ソニーのグローバル環境マネジメントの基本的な枠組みを定めた社内規則である「ソニーグ

ループ環境マネジメントストラクチャー」を制定し、環境担当部署を通じて、各ビジネスユニット・事業所によるソ

ニーグループ環境ビジョンの実現に向けた諸活動や、ソニーグループ環境マネジメントストラクチャーの遵守・運用等

を監督しています。

なお、CEOを含む上級役員の報酬方針および個別報酬額は報酬委員会で決定されますが、ビジネスユニットを担当する

上級役員および執行役員の業績連動報酬の評価においては、環境に関する事項が考慮されています。

リスクと機会

事業リスクの把握と対応

環境問題に取り組むことは、持続可能な社会の実現を目指すソニーの信念であると同時に、事業の継続性の観点からも

たいへん重要です。例えば、炭素税の課税や排出量取引制度の対象地域の拡大、製品に課せられる省エネ基準のさらな

る厳格化などによる法規制に関するリスク、気候変動による異常気象や海面上昇などの物理的なリスク、さらに消費者

の認識の変化がもたらす市場の変動など、環境に関連するリスクの把握に努めるとともに、想定されるリスクへの対応

準備を進めています。

事業機会の創出と拡大

環境問題に取り組むことは、ソニーにとって事業機会につながり得るとも考えています。例えば、気候変動問題に関し

て、2015年12月に開催されたCOP21※1で「パリ協定」※2が採択されました。これに伴い、気候変動問題への社会的関

心がますます高まっており、今後、製品の省エネルギー性能はいっそう重要な消費者ニーズになると考えられます。ソ

ニーでは以前より、幅広い製品で省エネルギー化を進めていますが、このような社会的時流のなかで、省エネ製品への

需要はさらに増していく可能性があると考えています。一例として、高機能と低消費電力を両立したソニーのイメージ

センサーは、今後、車載カメラなどへの用途の広がりを見せる可能性があると考えています。

※1   COP21 (Conference of the Parties 21) とは、気候変動枠組条約第21回締約国会議のことです。

※2 パリ協定とは、フランス・パリで開催されたCOP21において採択された、気候変動に関する2020年以降の国際枠組み協定のことです。

詳細は「ソニーグループ環境ビジョン」をご覧ください。

詳細は「環境マネジメント体制」をご覧ください。
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リスク管理

ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署は、それぞれの担当領域において定期的にリスク

を検討・評価し、損失のリスク管理のための必要な体制 (リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等) の整備・

運用に取り組んでいます。また、上級役員は、自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与えうるリスクを管

理するために必要な体制の構築・維持を行う権限と責任を持ち、かかるリスク管理体制の整備・運用を推進していま

す。さらに、グループリスク管理を担当する執行役は、上記各担当における体制の構築・維持を総合的に推進し、管理

しています。また、かかる体制およびその運用状況については、定期的に取締役会が報告を受け、その妥当性について

確認しています。

気候関連リスクについても、かかる体制の下、各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部署が、事業戦略・事業

計画を策定する際に、必要に応じて評価・分析を行っています。

指標・目標

ソニーは、ソニーグループ行動規範に基づいて、ソニーグループの事業活動における、気候変動も含めた地球環境に与

える負荷を軽減するのが重要であるとの認識の下、「環境負荷ゼロ」を実現するための環境計画「Road to Zero」を

2010年に策定し、推進しています。気候変動の視点からは、事業所での生産活動だけでなく、製品のライフサイクル

全般で温室効果ガスの排出量を削減するため、環境配慮製品やサービスを開発・提供するとともに、事業所の省エネル

ギー化や再生可能エネルギーの導入を推進しています。また、製造委託先や部品サプライヤーにも温室効果ガス排出量

の削減を働きかけることとしています。

2020年度までの環境中期目標である「Green Management 2020」において、製品のライフサイクル全般を6つのス

テージ (商品・サービスの企画および設計、オペレーション、原材料・部品調達、物流、回収・リサイクル、イノベー

ション) に分類し、それぞれのステージごとに4つの視点 (気候変動、資源、化学物質、生物多様性) からの具体的な目

標を設定し、活動を推進しています。例えば、気候変動の視点では、製品の年間消費電力の平均30％削減や、事業所

での再生可能エネルギー活用による30万トンのCO2削減等の目標を設定しています。

さらに、2018年9月、ソニーは国際的イニシアチブ「RE100」※1に加盟し、2040年までに自社の事業活動で使用する

電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指すことを宣言しました。

※1   事業運営に使用する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる企業が参加するグローバルなイニシアチブ。

国際的NGOのThe Climate GroupがCDPとのパートナーシップの下で運営している。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

詳細は『「Green Management 2020」の各目標と進捗状況』をご覧ください。

123



2019年8月29日更新

技術開発についての環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2020」のなかで、技術開発

(イノベーション)について以下の目標を設定しています。この目標のもと、環境技術の開発にとどまらず、ビジネスモ

デルや新規事業についても変革を図ります。

技術開発(イノベーション)についての「Green Management 2020」の目標

気候変動／資源／

化学物質

環境技術の開発を推進し、環境負荷低減につながる技術の確立に寄与

環境負荷低減に寄与するビジネスモデルの開発を、各領域の商品・サービスにおいて推進

2019年8月29日更新

将来に向けた環境技術開発

協生農法

従来の多くの農法は単一作物の生産性を追い求め、作物に合わせて表土を耕起し、肥料を撒き、農薬を投入していくた

め、生態系の破壊などの環境問題を引き起こしています。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)

は、持続可能な新農法として生産性と環境負荷低減を両立できる「協生農法」の実証実験に取り組んでいます。協生農

法は多種多様な植物を混生・密生させ、豊かな生態系をつくりだし、元々生態系に備わる物質循環機能を最大限利用す

るもので、環境負荷の起因となる耕起・施肥・農薬を不要にできます。この農法には動植物の生態に関する知識が膨大

に必要になるため、ソニーCSLでは数年前より数カ所の栽培地で多種多様な植物を混生栽培し、植物同士の相性や土壌

の条件などのデータ収集を行っています。さらに、ソニーのIT技術を用い、協生農法をはじめとする、より広範な社会

や生態系における多様性を支援するシステムの構築に取り組んでいます。協生農法プロジェクトはSDGs17目標のうち

11目標を直接のターゲットに含み、日本の外務省が推進するJAPAN SDGs Action Platformの企業によるSDGs取組事

例に登録されています。

有用植物のさまざまな品種が混生している 、協
生農法の栽培地

協生農法支援システムの要素イメージ

詳細は「Storiesウェブサイト：壊れゆく地球環境を農業から立て直す ソニーコンピュータサイエンス研究所」をご
覧ください。
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ムを設置し、各棟を直流(DC)線で相互接続した「DC-based OES (DCOES)」を構築し、2014年度より住宅間での電力

自動融通実証を実施しています。2017年度からは沖縄県の先端技術活用によるエネルギー基盤研究事業の支援を受

け、OIST等と共同でDCOESをさらに発展させた研究実証を行っています。OESプロジェクトはSDGs17目標のうち7目

標を直接のターゲットに含み、日本の外務省が推進するJAPAN SDGs Action Platformの企業によるSDGs取組事例に

登録されています。

住宅間をDC電力線と通信線で接続。各住宅での発電および消費による過不足を電
力自動融通により補う

詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：すべての人々に電気をお届けするために』をご覧ください。

2019年8月29日更新

製品・サービスについての環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2020」のなかで、商品／

サービスの企画および設計について以下の目標を設定しています。この目標のもと、エレクトロニクス事業において環

境配慮製品の創出に取り組むとともに、エンタテインメント事業等においても環境啓発活動を展開しています。

商品／サービスの企画および設計についての「Green Management 2020」の目標

全体

商品の環境配慮機能の導入を推進

ライフサイクル(製造時・使用時・廃棄時など)を通じた環境配慮設計を推進

エンタテインメント事業において、全世界で5億人以上に持続可能性の課題について啓発と

アクションを促す

気候変動

AC機器※1：消費電力量30%削減(平均削減率)(2013年度比)

携帯電話、タブレット：充電器の無負荷時&メンテナンス消費電力：0.03W以下

DC機器※2：機器の省エネと充電効率の向上

資源

1台あたりのバージンプラスチック使用量10%削減(平均削減率)(2013年度比)

石油以外の重視資源についても削減および代替を推進

投入資源の最小化に努める

リサイクル配慮設計を推進

化学物質

懸念の高い環境管理物質※3(ポリ塩化ビニル、臭素系難燃剤などを含む)について、リスクの高

い用途において代替する

なお、ソニーモバイルコミュニケーションズ(SOMC)が販売し、製品ないしは包装に社名表示

があるすべての製品については、SOMCの制限物質(ポリ塩化ビニル、臭素系／塩素系化合物、

フタル酸エステルなどの使用を制限)を適用する

生物多様性 再生紙・認証紙使用の推進

※1   AC機器とは、主機能が商用電源からのエネルギー入力で動作する機器のことです。

※2 DC機器とは、主機能がバッテリーからのエネルギー入力のみで動作する機器のことです。

※3 環境管理物質とは、部品・デバイスなどに含有される物質のうち、地球環境と人体に著しい環境影響(側面)を持つとソニーが判断した物質のことです。

オープンエネルギーシステム

近年、太陽光や風力などの自然エネルギーが注目を集めていますが、薄く分散した自然エネルギーを有効利用するには

課題もあります。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所では、自然エネルギーをベースに超分散型でボトム

アップにシステム構築可能な新しい電力システム「オープンエネルギーシステム(OES)」の研究に取り組んでいます。 

2013年度から2016年度まで、沖縄県から亜熱帯・島しょ型エネルギー基盤技術研究補助事業の採択を受け、沖縄科学

技術大学院大学(OIST)と共同研究を行いました。OISTキャンパス内の教員住宅19棟に太陽光発電ならびに蓄電システ
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2019年8月29日更新

温室効果ガス排出量の削減

製品の使用にともなうCO2排出量の削減

ソニー製品がお客さまのもとで使用される際に、電力が消費され、間接的にCO2が排出されます。ソニーは「2020年

度までに製品※1の年間消費電力を平均30%削減(2013年度比)」という目標を掲げ、幅広い製品カテゴリーで省エネに

取り組んでいます。この目標の設定以来、特に液晶テレビ、ゲーム機において消費電力削減が大きく進んでおり、 

2018年度の製品1台あたりの年間消費電力量は2013年度比で約51%減となりました。なお、2018年度に販売された製品

の生涯にわたる使用にともなうCO2排出量は、2017年度比で約0.4%減の約1,063万トンとなりました※2。

※1  対象製品は、主機能が商用電源からのエネルギー入力で動作する機器(AC機器)です。

※2 今年度生じた使用時CO2排出量を算出するためには、過去に販売されて今年度も引き続きお客さまの元で使用されているソニー製品の全電力使用量から
計算すべきですが、お客さまの元にどの程度残存しているかを過去の販売製品すべてについて把握するのは困難です。そこでソニーでは、今年度発売し

    た製品が廃棄されるまでの生涯で使用する電力量を製品使用時CO2排出量の指標としています。

製品の消費電力削減の取り組み

ソニーは、製品のさらなる省電力化に向け、製品カテゴリーごとに具体的な年度目標を設定しています。そのなかで、

省電力技術を進化させながら、各製品において省エネの余地がないか検証し、さまざまな消費電力削減施策を実施して

います。また、製品のエネルギー効率に関する規制は、2010年の欧州のErP(Energy-related Products)指令を皮切り

に世界中に広がっていますが、ソニーは各国の法規制に準じた対応を施行前に完了させています。

製品での取り組み事例 (ソニーの「ECO」ウェブサイトにリンク)

PlayStation®の消費電力削減

業務用液晶プロジェクターの消費電力削減
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2019年8月29日更新

資源使用量の削減

製品への資源使用量の削減

ソニーは「投入資源の最小化」という目標を掲げ、さまざまな製品カテゴリーにおいて、製品重量の削減に取り組んで

います。2018年度の製品への資源使用量※1は、販売台数の全体的な減少の影響により、2017年度比で約12%減の約51

万トンとなりました。

※1   製品への資源使用量とは、製品、アクセサリー、取扱説明書、包装材に用いられる資源の総重量のことであり、製品の総出荷重量で代用しています。

製品および包装の省資源化

ソニーは、資源使用量の削減を目指し、幅広い製品カテゴリーで製品および包装の小型軽量化に取り組んでいます。

製品での取り組み事例 (ソニーの「ECO」ウェブサイトにリンク)

PlayStation®本体の省資源化

サウンドバー／ホームシアターシステム本体の省資源化

サウンドバー／ホームシアターシステムのパッケージの小型化

市場から回収した使用済みペットボトルをパッケージに再利用

取扱説明書の電子化

ソニーは、製品の取扱説明書の省資源化にも取り組んでいます。近年、取扱説明書は製品の多機能化にともないページ

数が増える傾向にありますが、ソニーでは取扱説明書としての分かりやすさを維持しながら電子化、ウェブ公開する活

動に取り組んできました。これにより、パソコン、タブレット、スマートフォンなどさまざまな端末で取扱説明書が見

やすくなったとともに、取扱説明書の紙使用量の大幅な削減を実現しました。また、取扱説明書のページ削減は印刷や

製品輸送時にかかるCO2排出量削減にも貢献しています。

テキストレスQSG (Quick Start Guide) 取扱説明書の導入

取扱説明書の省資源化の一環として、ウォークマン®、ヘッドホン、ワイヤレススピーカー、ハイパワーオーディオシ

ステムの海外モデルでは、文字を使わず、イラストで操作を説明する「テキストレスQSG」取扱説明書を2015年度よ

り順次導入しています。海外モデルは複数国に出荷するため、従来は1製品の中に2言語から9言語分の取扱説明書を同

梱していました。必要のない言語の無駄を削減するため、文字ではなく直感的に理解できるイラスト中心の「テキスト

レスQSG」を考案し、取扱説明書の一元化を実現しました。2015年度にウォークマン®とヘッドホンから導入開始し、

2017年度にワイヤレススピーカー、そして2018年度にハイパワーオーディオシステムと展開をしています。その結

果、紙使用量を累計で約291.1トン削減し、同時に、パッケージの小型・軽量化にもつながりました。また、2015年度

グッドデザイン賞を受賞しました。

ウォークマン®海外モデルのテキストレスQSG

ソニーフィナンシャルグループのペーパーレスの取り組み

ソニーフィナンシャルグループでは、紙資源の節約、郵送にかかるCO2排出量の削減に努めており、各種契約手続きや

取引時のペーパーレス化を推進しています。ソニー生命保険株式会社では、新契約の申込および契約内容の変更など契

約後の各種手続きにおいて、電子サインで手続きを完了するペーパーレス化を行い、紙の使用量の削減を実現していま

す。ソニー損害保険株式会社では、自動車保険、医療保険、火災保険、海外旅行保険においてインターネットによる契

約申込を可能とし、紙の申込書などの作成・郵送を省略しています。加えて、自動車保険、火災保険のお客さまがウェ

ブサイトから契約される際に保険証券等の発行・郵送の省略を希望された場合、保険料から最大500円を割り引く証券
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ペーパーレス割引を適用し、紙資源の削減を進めています。また、ソニー銀行株式会社では、お客さまとの取引におい

て、取引伝票や通帳、商品説明資料、お客さまへの交付帳票などはウェブ画面でのご案内、電子交付を基本とし、ペー

パーレス化を推進しています。

生命保険契約の申込手続きをペーパーレス化した
ソニー生命

ソニー生命の取り組みについての詳細は「ソニー生命ウェブサイト：ライフプランナーとは」をご覧ください。

ソニー損保の取り組みについての詳細は「ソニー損保ウェブサイト：環境への取組み」をご覧ください。

ソニー銀行の取り組みについての詳細は「ソニー銀行ウェブサイト：電子交付による環境保全活動」をご覧くださ
い。

2019年8月29日更新

バージンプラスチック使用量の削減

製品1台あたりのバージンプラスチック使用量

ソニーは「2020年度までに製品1台あたりのバージンプラスチック使用量を平均10%削減 (2013年度比) 」という目標

を掲げ、再生プラスチックの使用拡大や筐体の小型・軽量化を進めています。しかし、近年の使用済みプラスチック輸

出入規制強化による再生プラスチック調達への影響や、テレビの平均画面サイズの大型化などの影響から、2018年度

の製品1台あたりのバージンプラスチック使用量は2013年度比で約2.4%増となりました。

再生プラスチック導入の取り組み

ソニーは、バージンプラスチック使用量を削減するため、以前より再生プラスチックの開発に取り組み、品質や製造コ

ストなどを改善しながら、幅広い製品カテゴリーへの使用拡大を進めています。近年は、オーディオ製品に向けて、高

い再生材使用率を維持しながら、音質を向上させた良音質再生プラスチックを開発し、2016年よりサウンドバー／
ホームシアターシステムの一部のモデルに導入しています。

2018年度のソニーグループ全体の製品への再生プラスチック使用量は約1.1万トンとなりました※1。このうち、ソニー

グループや他社の製造工程で発生する端材等を原料にした再生プラスチックは約58%で、使用済みの製品や容器などを

原料にした再生プラスチックは約42%でした。

製品での取り組み事例 (ソニーの「ECO」ウェブサイトにリンク)

ソニー独自開発の難燃性再生プラスチックSORPLAS™

ソニーは、2011年に難燃性再生プラスチックSORPLAS™ (Sustainable Oriented Recycled Plastic、ソープラス) を

実用化しました。SORPLAS™を実現させたのは、製法から独自開発した非ハロゲン・非リン系の難燃剤 (プラスチッ

クを燃えにくくするための添加剤) と、さまざまな廃プラスチック (ポリカーボネイト樹脂) を最適にブレンドする配合

技術です。独自開発した難燃剤は、1%未満という極微量の添加で難燃性を付与することができるため、SORPLAS™は

従来の難燃性プラスチックに比べて、耐久性や耐熱性、リサイクル性に優れるとともに、最大で99%という高い廃プラ

※1   再生プラスチックの使用量は、混合するバージンプラスチックや添加剤なども含むグロス値です。

良音質再生プラスチックの詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：音を楽しむシーンにも、もっと再生プラスチッ
クを』をご覧ください。

aiboのパッケージへの再生プラスチックの導入

サウンドバー／ホームシアターシステムへの再生プラスチックの導入
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スチック使用率を実現することが可能です。同時に、SORPLAS™を有効活用することで、CO2発生量も最大で約80%

まで削減することができます※1。さらに、各種廃プラスチックや添加剤の配合技術により、さまざまな製品の要求特

性に合わせたSORPLAS™を作ることができます。ソニーは、2011年にSORPLAS™を実用化して以来、さまざまな自

社製品に採用する一方、2014年より社外への販売活動も行っています。SORPLAS™をソニーグループ外にも広く提供

することで、資源の再利用を促進し、社会の環境負荷低減への貢献を目指しています。

※1   液晶テレビ ブラビア™ KDL-40EX52Hに採用されたSORPLAS™において、プラスチックの製造 (輸送含む) を条件とし、ソニーが試算した結果。

社外への販売活動については「再生プラスチックSORPLAS™の外販」をご覧ください。

製品での取り組み事例 (ソニーの「ECO」ウェブサイトにリンク)

   特集「再生プラスチック開発、その最先端へ」

2019年8月29日更新

化学物質の管理

ソニー独自の化学物質管理基準を全世界で展開

ソニーが製造・販売するエレクトロニクス製品は、一製品につき数百から数千の部品で構成されており、さまざまな化

学物質が含まれています。製品に含まれる化学物質の中でも、有害性が懸念される物質は、廃棄段階で適切に処理され

ないと、環境を汚染する可能性があります。こうした環境の汚染を未然に防ぐため、各国・地域でさまざまな法規制が

設けられています。EUではRoHS指令※1やREACH規則※2により特定の化学物質の製品への含有が禁止されています。

また、日本では特定の化学物質を含有した製品に対するJ-Moss※3マークによる情報開示が義務づけられ、中国では電

器電子機器有害物質使用制限管理弁法※4による化学物質含有情報の開示などが求められています。

ソニーでは、製品の市場とサプライチェーンのグローバル化にともない、全世界の関連法規制を考慮するとともに、ス

テークホルダーの声を反映した、ソニー独自の化学物質管理基準「部品・材料における環境管理物質管理規定(SS-

00259)」※5を導入しています。この基準に従い、ソニーでは製品を構成する部品および材料に対して、全世界で共通

した化学物質管理を行っています。

※1   RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。

※2 REACH規則は、欧州連合(EU)における化学物質の管理体系で、化学物質の登録・認可申請・届出・使用制限・情報伝達などの義務を事業者に課しています。

※3 J-Mossとは、JIS規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の略称です。

※4 「電器電子機器有害物質使用制限管理弁法」とは、中国国内で販売する電器電子機器に含まれる鉛、水銀などの6物質の使用に関する規制です。

※5 部品・材料における環境管理物質管理規定(SS-00259)は、サプライヤーに対する化学物質についての納入基準です。詳細は「環境管理物質」をご覧ください。

製品中の化学物質に対する規制に対応

ソニーは、EUのREACH規則や改定されたEUのRoHS指令に対応するための仕組みを構築しています。REACH規則の

「情報伝達」「届出」やRoHS指令のCEマーキングに対応するため、ソニーはIEC62474※1に準拠した

chemSHERPA(ケムシェルパ)※2を採用しています。これによりサプライヤーから購入した部品や材料中に含まれる特

定の化学物質含有データを収集し、データベースによる管理を行っています。

※1   IEC62474は、電気電子業界の製品に含有される化学物質、および構成材料に関するサプライチェーンにおける情報伝達に求められる手順や内容、
フォーマットなどを規定した国際規格です。

※2 chemSHERPAとは、サプライチェーン全体で利用可能な製品含有化学物質の情報伝達のための共通スキームのことです。

製品に含まれる化学物質の管理に関する基本3原則

ソニー独自の化学物質管理基準「部品・材料における環境管理物質管理規定(SS-00259)」を順守するために、ソニー

では基本3原則を定め、それにもとづいたマネジメントを実施しています。
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源流管理

ソニーは、2002年に「グリーンパートナー環境品質認定制度」を設けました。化学物質管理に必要な「グリーンパー

トナー基準」を明確化し、それにもとづき、サプライヤーの監査を実施しています。ソニーは、監査に合格して「グ

リーンパートナー」と認定されたサプライヤーからのみ部品の調達を行っています。また、製造委託先に関しても同様

の仕組みを導入し、管理の徹底を図っています。さらに、より効率的に化学物質管理を運用するため、2003年からソ

ニーと直接取引のあるサプライヤー(一次サプライヤー)に対して、原材料データベース「グリーンブック」を電子調達

システム上で公開しています。この「グリーンブック」にはソニーが指定原材料としているリサイクル樹脂、線材、お

よび、複数の一次サプライヤーで共通して用いられることの多い、成形用樹脂、塗料、インキなどの材料を対象とし

て、ソニーが確認測定を実施し、SS-00259への適合が確認されたもののみを登録しています。併せて、REACH対応で

必要となる原材料における化学物質含有量データについても、サプライヤーおよび製造委託先へ公開しています。

品質管理への組み込み

新規の部品・材料に対しては検定を行い、通常の品質基準に加え、収集した化学物質含有量データなどを元

に、SS-00259に準拠しているか否かの確認を行います。ソニーでは、このような管理を全世界で実施し、不適合品を

市場に流出させないための管理を徹底しています。

化学分析の活用

禁止物質の不慮の混入を未然防止するため、サプライヤーに対して、特定の部品・原材料について、ICP分析を要請し

ています。また、ソニーの内部管理においても、含有リスクの高い特定の物質については全世界の事業所に配備した

XRF測定器などを用いて確認を行い、禁止物質の混入防止に努めています。

Xperia™スマートフォン・タブレットでの取り組み

ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社(SOMC)は、Xperia™スマートフォンおよびタブレットに含まれる化学

物質の管理に取り組んでいます。2002年より、SOMCは業界に先駆けて、携帯電話(基板、筐体、ケーブル)に使用され

る臭素系難燃剤の段階的廃止を開始しました。以降、SOMCは、全ての部品中の臭素系難燃剤、塩素系難燃剤、ポリ塩

化ビニル、フタル酸エステル類、ベリリウムや、プラスチックおよび樹脂中の三酸化アンチモンなどを製品中の規制物

質に定めています。今後は、臭素系および塩素系化合物とアンチモンの全廃に努めていきます。

一部のテレビに搭載されている「Color IQ™」について

ソニーが販売するテレビの一部には、米国QD Vision, Inc.が開発した発光半導体技術である「Color IQ™」が使用さ

れています。「Color IQ™」を用いたQD Vision社製の光学部品とソニー独自のディスプレイ技術とを組み合わせるこ

とで、色再現領域を大幅に拡大し、より自然で色彩豊かな映像体験を提供します。この光学部品には、ごく微量のカド

ミウムが使用されていますが、これは密閉されたガラス内の硬化した樹脂に封止されたうえで、テレビに内蔵されてお

ります。そのため、お客様はカドミウムに触れることなく、優れた画質をお楽しみいただけます。

このテレビは、ソニーが販売する地域・国の環境法規制に準拠しており、このテレビについても、修理や廃棄時に、

「Color IQ™」を用いた光学部品の適切な回収、取り扱い、リサイクル、廃棄がなされるよう、該当地域・国における

環境法規制に基づいて、関連する情報を消費者、修理業者やリサイクル業者などへ提供しています。

製品の包装材における化学物質管理

製品の包装材についても化学物質管理を行っています。具体的には包装材の安全性を高め、重金属などの有害な物質が

混入しないよう、「包装と包装廃棄物に関する欧州指令」などの関連法規制を考慮したソニー独自の全世界共通の化学

物質管理基準「部品・材料における環境管理物質管理規定(SS-00259)」にもとづいた材料管理をしています。

Xperia™製品における化学物質管理の詳細は「Sustainability/Substance control (英語)」をご覧ください 。

SOMCの規制物質の詳細は「Sony Mobile Critical Substance list (英語)」をご覧ください 。

※ 1   「Color IQ™」は、米国QD Vision, Inc.の登録商標です。

「Color IQ™」を用いたテレビに関する詳細
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2019年8月29日更新

懸念の高い化学物質の使用量削減と代替化

ソニーは、法規制の対象になっていない物質を含めて、地球環境と人体に著しい環境影響(側面)を持つと判断した物質

を「環境管理物質」として定義しています(下表「ソニーが定める環境管理物質」を参照)。これらの環境管理物質は、

部品に対し使用禁止となっているか、または、技術的・経済的に利用可能で、品質的な問題が解決された材料がある場

合は、順次代替化を行っています。さらに、環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2020」で

は、化学物質の有害性と曝露量を考慮したリスクの考え方に基づき、収集した用途情報と含有情報からリスクの高い用

途を特定して、その用途における使用を全廃していく予定です。

ソニーが定める環境管理物質

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)

フタル酸ジブチル(DBP)

フタル酸ブチルベンジル(BBP)

フタル酸ジイソブチル(DIBP)

カドミウム及びカドミウム化合物

鉛及び鉛化合物

水銀及び水銀化合物

六価クロム化合物

ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類)

ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE 類)

ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)及び全ての主
要ジアステレオ異性体

ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類)及び特定代替品

ポリ塩化ナフタレン類(PCN 類)

ポリ塩化ターフェニル類(PCT 類)

短鎖型塩化パラフィン類(炭素数10～13)(SCCP)

トリス(2-クロロエチル)=ホスファート(TCEP)

トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート(TCPP)

トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスファート
(TDCPP)

フッ素系温室効果ガス(PFC、SF6、HFC)

オゾン層破壊物質(ODS)(CFC、ハロン、四塩化炭
素、1,1,1-トリクロロエタンが対象)

オゾン層破壊物質(ODS)(ハイドロクロロフルオロ
カーボン(HCFC)が対象)

パーフルオロオクタンスルホン酸塩(PFOS)

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)と個々の塩及び
PFOA のエステル

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び関連
物質

三置換有機スズ化合物

ジブチルスズ(DBT)化合物

ジオクチルスズ(DOT)化合物

酸化ベリリウム

塩化コバルト

三酸化二ヒ素

五酸化二ヒ素

ニッケル及びニッケル化合物

フタル酸ジイソノニル(DINP)

フタル酸ジイソデシル(DIDP)

フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)

アスベスト

ホルムアルデヒド

一部の芳香族アミンを生成するアゾ染料・顔料

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-yl)-4,6-ジ-tert-
ブチルフェノール(UV-320)

ジメチル=フマラート(DMF)

多環芳香族炭化水素(PAH)

臭素系難燃剤(BFR)

塩素系難燃剤(CFR)

フタル酸ジ-n-ヘキシル(DnHP)

過塩素酸塩

放射性物質

EU REACH規則 認可候補リスト中の物質

ポリ塩化ビニル(PVC)及びPVC混合物

注記：
・用途ごとにそれぞれ管理水準を定めています。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

131



ポリ塩化ビニル(PVC)の代替化

ポリ塩化ビニルは、不適切な処分により有害な物質が生じるリスクが指摘されており、例えば、有価物を回収するため

に小型電子機器が集められて不適切な焼却・埋め立てをされた場合の環境影響が懸念されています。また、ポリ塩化ビ

ニルの可塑剤、安定剤として使用される物質の一部には、環境面および人体への影響が懸念されているものがありま

す。エレクトロニクス製品においてポリ塩化ビニルは法規制の対象とはなっていませんが、ソニーは部品レベルでの削

減活動を進めてきました。

製品の包装材(ただしデバイス、半導体、電池等の一部包装材は除く)、電子機器の筐体および筐体を覆う化粧板やス

ピーカー外装に使用されるシート、ラミネート、非接触型ICカード、製品のバッグ・キャリングケース類(業務用は除

く)といった用途では代替しています。

また、廃棄時に比較的取り外しが困難となる機内部品であり、代替材が開発されているフレキシブルフラットケーブ

ル、絶縁板、熱収縮チューブ(電池用は除く)についても代替しています。 さらに、小型電子機器の筐体および機内配線

におけるポリ塩化ビニルの代替を進めています(ただし、品質、技術、および供給上の問題が解決された場合)。

2019年7月末現在、下記のうち、新製品や新モデルでPVCを代替しています。

PVC代替済み製品カテゴリー※1

Xperia™ スマートフォン

Xperia™ タブレット

ポータブルオーディオプレーヤー・ウォークマン®メモリータイプ

ICレコーダー/ポータブルラジオレコーダー/サウンドモニタリングレシーバー

ビデオカメラ・ハンディカム®

ビデオカメラ・アクションカム

デジタルスチルカメラ・サイバーショット™

デジタル一眼カメラ・α™

PlayStation®Vita「プレイステーション・ヴィータ」

ポータブルDVDプレーヤー

メモリースティック™

SxS™メモリーカード

※1   PVC代替対象部位について、Xperia™ スマートフォンおよびタブレットはすべてのプラスチック部位、それ以外の製品は筺体と機内配線(アクセサリー・
付属品は除く)となります。

 上記の各製品カテゴリーのモデル名については「ポリ塩化ビニル(PVC)・臭素系難燃剤(BFR)代替済み製品例」を
 ご覧ください

臭素系難燃剤(BFR)の代替化

臭素系難燃剤の中には、人体への影響が懸念されているものや、環境中に残留したり、生体内に蓄積性を持ったりする

ものがあります。また、ポリ塩化ビニルと同様に、不適切な焼却で有害な物質が生じるリスクが指摘されています。ソ

ニーは、臭素系難燃剤のうち、ポリブロモジフェニルエーテル類、ポリブロモビフェニル類およびヘキサブロモシクロ

ドデカンを使用した部品・材料を納入禁止しており、さらに、臭素系難燃剤の代替を進めています (ただし、品質、技

術、および供給上の問題が解決された場合) 。

また、液晶テレビなど一部の製品カテゴリーでは、独自に開発した高難燃性高耐熱性ポリカーボネイト樹脂用の臭素を

含まない環境配慮型難燃剤の採用を進めています。

2019年7月末現在、下記のうち、新製品や新モデルでBFRを代替しています 。

BFR代替済み製品カテゴリー※1

Xperia™ スマートフォン

Xperia™ タブレット

ポータブルオーディオプレーヤー・ウォークマン®メモリータイプ

ICレコーダー/メモリーカードレコーダー/ポータブルラジオレコーダー/リニアPCMレコーダー/サウンドモニタリ

ングレシーバー

ビデオカメラ・ハンディカム®

ビデオカメラ・アクションカム

デジタルスチルカメラ・サイバーショット™

デジタル一眼カメラ・α™

PlayStation®Vita「プレイステーション・ヴィータ」

ポータブルDVDプレーヤー

メモリースティック™

SxS™メモリーカード

※1   BFR代替対象部位について、Xperia™ スマートフォンおよびタブレットはすべてのプラスチック部位、それ以外の製品は筺体と主要基板(アクセサリー・
付属品は除く)となります。

上記の各製品カテゴリーのモデル名については「ポリ塩化ビニル(PVC)・臭素系難燃剤(BFR)代替済み製品例」を
ご覧ください

臭素系難燃剤と同様のリスクが指摘されている塩素系難燃剤のリン酸トリス(2-クロロエチル)、リン酸トリス(1-メチル

2-クロロエチル)、リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)についても納入禁止としています。
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フタル酸エステルの代替化

ソニーは、ポリ塩化ビニル等の可塑剤として使用される特定のフタル酸エステルについても環境管理物質に指定し、全

廃を目指して削減に取り組んでいます。

例えば、Xperia™ スマートフォンおよびタブレットについてはすでに、すべての製品においてフタル酸エステル

(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DNOP、DINP)※1を全廃しています。

※1   DEHPはフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、DBPはフタル酸ジブチル、BBPはフタル酸ブチルベンジル、DIDPはフタル酸ジイソデシル、DNOPはフタル酸
    ジ-n-オクチル、DINPはフタル酸ジソノニルのそれぞれ略称となります。

ベリリウム化合物の代替化

ソニーは、酸化ベリリウムを2007年より環境管理物質に指定し、全廃を目指して削減に取り組んでいます。酸化ベリ

リウムはすべてのソニーの製品で使用されていません。Xperia™ スマートフォンおよびタブレットでは、すべてのベ

リリウム化合物をすでに全廃しています。

ヒ素化合物の代替化

ソニーは、2014年発行のSS-00259第13版で、ガラスの消泡剤に三酸化二ヒ素と五酸化二ヒ素を使用した液晶パネルを

納入禁止としました。

2019年8月29日更新

環境に配慮した製品づくり

環境配慮設計の推進

ソニーは、製品に関する環境中期目標として、年間消費電力量の削減、省資源の推進、化学物質管理などを定めていま

す。各事業部門では、対象となる製品カテゴリーのライフサイクルにおける環境負荷を把握し、その特徴に合わせた部

門目標を策定するとともに、個々の製品の環境目標を設定して環境配慮設計を実行します。個々の製品の環境目標に対

する達成状況をもとに、事業部門としての進捗レビューを行い、本社環境部門に報告します。本社環境部門は、各事業

部門が設定した目標と進捗状況の評価を行い、これをとりまとめて環境中期目標に対する進捗状況をレビューします。

このレビュー結果にもとづき、次年度の重点項目の決定や目標の改定を行っています。このように、事業部門、個々の

製品、それぞれにおいて環境配慮のプロセスを回し、環境配慮製品の創出に努めています。
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リサイクル配慮設計の推進

ソニーは、環境配慮製品の取り組みの一つとして、リサイクル配慮設計を推進しています。使用済み製品から資源を取

り出してリサイクルしやすくするために、ネジ本数の削減や、プラスチック部品の種別表示といった環境配慮項目を具

体的にまとめ、これに基づいて各製品のリサイクル配慮設計に取り組んでいます。例えば、テレビでは「テレビ環境設

計基準およびガイドライン」を制定し、新製品の企画・設計におけるガイドラインとして運用されています。この設計

基準およびガイドラインは、国内外の法規制の動向やソニーの環境中期目標を反映させることに加え、ソニーグループ

内でリサイクル事業を行っているグリーンサイクル株式会社との定期的な情報共有や意見交換を通じて最新のリサイク

ル情報や業界動向を収集・分析しながら、毎年見直しや改訂を実施しています。

2018年発売の一部の液晶テレビ ブラビア™で
は、スライドロック構造によりネジ本数を削減

ライフサイクルアセスメント(LCA)の活用

ライフサイクルアセスメントは、製品に使用されている材料や部品の製造時、製品の製造時および輸送時、お客さまの

使用時もしくは製品待機時、製品の最終処分時(廃棄もしくはリサイクル)などを考慮し、製品のライフサイクルでの環

境負荷を定量的に把握する手法です。ソニーでは、主要な製品のライフサイクルアセスメントの結果から、各製品カテ

ゴリーの改善すべき重点課題を明らかにし、製品の環境負荷削減に結びつけています。図「代表的なソニー製品のライ

フサイクルにおけるCO2排出量割合」を見ると、製品カテゴリーによってライフサイクルの中でCO2排出量の多いス

テージが異なることが分かります。例えば、液晶テレビやブルーレイディスク™／DVDプレーヤーなどでは、使用時

の排出量の割合が大きいことが分かります。そのため、これらの製品では使用時の消費電力を下げることがより重要と

なります。また、スマートフォンやデジタルビデオカメラなどでは、使用時よりも製品の製造時、材料や部品の製造時

に占める割合が大きく、部品点数の削減などによるCO2排出量削減がより重要となります。ライフサイクルアセスメン

トの結果は、環境中期目標に反映され、製品設計時に盛り込まれています。

製品における環境配慮の事例

ソニーは、環境配慮設計やリサイクル配慮設計に取り組み、幅広い製品カテゴリーにおいて、省エネや省資源などの環

境性能を向上させています。その代表的な製品をソニーの「ECO」ウェブサイトで紹介しています。
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2019年8月29日更新

環境・社会課題解決に貢献する製品・サービス

デジタルシネマシステム

ソニーは、2000年に世界初の映画制作用デジタルシネマカメラ「HDW-F900」を開発、2007年よりプロジェクター

等を自社製品で構成した4Kデジタルシネマ上映システムも発売し、省電力・省資源のデジタルシネマを推進していま

す。このデジタルシネマの提供によって、従来のフィルムおよびフィルム現像工程での水や薬品を不要にし、省資源に

貢献しています。映画館への配給もハードディスクドライブ(HDD)の輸送で済むため、従来のフィルムより輸送効率が

大幅に向上しています。また、2013年に発売したCineAlta 4Kカメラ PMW-F55は、4K収録に対応しながら、小型

化、低消費電力化も実現しています。

CineAlta 4Kカメラ PMW-F55 デジタルシネマプロジェクター SRX-R515P

ビデオ会議システム

企業の会議開催において、参加社員たちが遠方から出張すれば、移動にかかるCO2が排出されます。さらに、会議の開

催回数とともに、CO2排出量は増加することになります。ソニーは、ビデオ会議システムの提供によって、これら社員

の出張・移動に伴うCO2排出量の削減に貢献しています。さらに近年、ビデオ会議システムの画質・音質・接続拠点数

などの性能を向上させ、まるで同じ会議室にいるかのような臨場感を実現し、出張会議の代替として企業が導入しやす

いよう配慮しています。

HDビデオ会議システム PCS-XG100

デジタルペーパー

ソニーは、2013年よりデジタルペーパー端末を発売しています。ソニー独自の技術を用いたディスプレイは、細かい文

字も紙のようにくっきりと読みやすく、付属のペンで紙のように滑らかに文字を記入できます。このデジタルペーパー

の提供により、多量の紙を使用する大学やオフィス、病院のペーパーレス化を実現し、紙の省資源につなげています。

デジタルペーパー DPT-RP1(左)／DPT-CP1(右)

新素材「Triporous™(トリポーラス™)」のライセンス提供

ソニーは、優れた吸着特性を持つ植物由来多孔質炭素材料トリポーラス™を独自開発し、基礎から応用まで幅広い特許

を取得しました。2019年より外部企業へのライセンス提供を行っています。トリポーラス™は米の籾殻を原料にする

ことで独特の微細構造を有し、水質汚染の原因となるフミン質やアオコ毒といった有機物質をはじめ、ウイルスやアレ

ルゲンなど、従来の活性炭では吸着しにくかった分子量の大きな物質も容易に吸着できます。この特性を生かせば、水

や空気に含まれる汚染物質を除去する高機能の環境浄化フィルターや、工場排水の浄化設備や途上国の浄水器などへの

応用も期待できます。また、原料となる籾殻は日本だけで年間約200万トン、世界中では年間1億トン以上も排出され

ており、トリポーラス™はこの余剰バイオマスを活用することで、環境に配慮した循環型社会の実現にも貢献します。

トリポーラス™の詳細は「トリポーラス™公式ウェブサイト」をご参照ください。

トリポーラス™の環境性能については「ソニーの「ECO」ウェブサイト：Triporous™(トリポーラス™)、きれいな

原料となる米の籾殻(左奥)とトリポーラス™(右手前) 「トリポーラス™」のロゴ

空気と水のために」をご参照ください。

ニュースリリース：新素材「Triporous™(トリポーラス™)」のライセンスを開始
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再生プラスチック SORPLAS™の外販

ソニーは、2014年より自社開発の再生プラスチックSORPLAS™(Sustainable Oriented Recycled Plastic：ソープラ

ス)の外販を行っています。SORPLAS™は、最大99%の再生材使用率を可能にし、耐熱性や耐久性、リサイクル性にも

優れた難燃性再生プラスチックで、2011年に実用化して以来、さまざまな自社製品に採用してきました。ソニーは、

SORPLAS™を社外にも提供することで、資源の再利用を促進し、社会全体の環境負荷低減に貢献していきます。現

在、多くの企業がSORPLAS™に関心を示し、テレビやスマートフォン、照明器具や文具などへの導入を開始していま

す。

SORPLAS™の樹脂ペレット2種(右)とソニー独自
の硫黄系難燃剤(左)

SORPLAS™の詳細は「ソニーの「ECO」ウェブサイト：再生プラスチック開発、その最先端へ」をご参照ください。

ニュースリリース：最大99%の再生材使用率と高い耐久性・耐熱性を実現した難燃性再生プラスチック
SORPLAS™(ソープラス)の外販を開始

ドローンによる環境関連事業のサポート

ソニーグループのエアロセンス株式会社は、ドローン(自律型無人航空機)とクラウドサービスを組み合わせた産業用ソ

リューションの提供を通じて、自治体や企業の環境配慮に関連する事業をサポートしています。東日本大震災に伴う福

島第一原子力発電所事故によって環境中に放出された放射性物質の除染事業を実施している福島県南相馬市では、除染

後に発生する除去物を保管する仮置き場において、その除染物を覆ったシート上面の経年劣化を確認するため、エアロ

センスのドローンによる定期点検を2016年5月より実施しています。また、2016年9月より、日本全国で深刻化する

「海岸保安林のマツ枯れ」対策プロジェクトに参加し、ドローン搭載カメラによる高精度な被害木の特定に取り組み、

海岸保安林の新たな維持管理手法の確立に協力しています。

エアロセンス製ドローン

FeliCa™(フェリカ)のICカード乗車システム

ソニーは、非接触ICカード技術「FeliCa™」のICカード乗車券システムの提供によって、バングラデシュの大気汚染の

改善に貢献しています。バングラデシュでは交通渋滞が深刻化し、大気汚染が環境問題となっていました。バングラデ

シュの国営バス会社は市民のバス利用を促進させるため、「FeliCa™」のICカード乗車券システムを導入しました。ス

ムーズな乗降などバス利用の利便性の向上により、乗客数が増加したことで、交通渋滞も緩和されています。
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2019年8月29日更新

調達先・委託先における環境負荷低減

調達・委託先オペレーションについての環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」において、原材料・

部品調達および委託先オペレーションについて以下の目標を設定しています。ソニーは、製品・サービスのライフサイ

クル全般を通じて環境負荷を低減していくために、主な部品サプライヤーや製造委託先に対する環境負荷低減の働きか

けを一層深め、協業しています。

原材料・部品調達についての「Green Management 2020」の目標

気候変動
環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や取引額の大きい取引先に対し、温室効果ガス (GHG)

排出量の把握と、自主的な目標設定・削減施策実施を求める

資源
環境負荷の高い部品カテゴリーの取引先や取引額の大きい取引先に対し、水使用量の把握と、

自主的な目標設定・削減施策実施を求める

化学物質

ソニーに納入される原材料・部品・製品に関して、各国の異なる化学物質の制限・禁止の法

規制に対してソニーが制定した基準に基づいた対応を求める

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソニーが別途指定する物質の製造プロセスでの使

用禁止を求める

生物多様性 生物多様性への配慮を求める

委託先オペレーションについての「Green Management 2020」の目標

気候変動
取引額の大きい製造委託先に対し、GHG排出量の把握と1%/年の原単位削減を求める

取引額の大きい製造委託先に対し、再生可能エネルギー導入とその継続を求める

省エネ型のデータセンターを優先的に利用

資源
取引額の大きい製造委託先に対し、水使用量の把握と1%/年の原単位削減を求める

取引額の大きい製造委託先に対し、廃棄物発生量の把握と削減を求める

化学物質

製造委託先からソニーに納入される製品・半製品に関して、各国の異なる化学物質の制限・

禁止の法規制に対してソニーが制定した基準に基づいた対応を求める

国際的な枠組みで制限された物質のうち、ソニーが別途指定する物質の製造プロセスでの使

用禁止を求める

生物多様性 地域のニーズに応じた環境地域貢献活動の実施を製造委託先に推奨

部品サプライヤー・製造委託先への環境負荷低減の働きかけ

サプライチェーンにおける環境負荷削減の一環として、ソニーは主な部品サプライヤーおよび製造委託先に対し、環境

負荷削減の働きかけを2016年度より実施しています。例えば、温室効果ガス (GHG) 排出量および水使用量について

は、製造委託先には原単位で年1%削減するよう要請し、また部品サプライヤーには自主的な削減目標の設定を要請し

ています。併せて、ソニーに納入される製品・部品の製造・出荷に関わるGHG排出量・水使用量などのデータ収集も

実施しています。2018年度は、ソニーの総取引額のうち約79%を占める部品サプライヤーならびに総取引額のうち約

90%を占める製造委託先からデータ収集に関する回答が得られました。

省エネ型データセンターの優先利用

ソニーは、ゲーム&ネットワークサービスや映画・音楽のストリーミングサービスなど、さまざまなネットワークサー

ビスを提供しています。ネットワークサービスをストレスなくユーザーに利用してもらうためには、大量のデータを常

に送受信できる設備と機器を備えたデータセンターの利用が不可欠ですが、近年のネットワークビジネスの拡大に伴

い、データセンターにおける設備や機器の使用電力量が増加する傾向にあります。ソニーは、省エネ型データセンター

を優先的に利用していくことを中期目標に掲げ、2016年度はこれを実施するための社内ガイドラインを策定し、2017

年度より運用しています。

グリーン購入の推進

ソニーは、日本国内のコピー用紙・事務用品・OA機器等の非生産材購入において、環境に配慮した製品を選択する

「グリーン購入」の基準を定めて運用しています。非生産材の購入にあたっては、その必要性をよく吟味し、使用量、

在庫水準を考慮したうえで適正な数量を購入することを原則としています。また、製品の選択にあたっては、資源採取

から製造、流通、使用、廃棄までのすべてのライフサイクルにおける多様な環境負荷を考慮して選定された推奨製品を

非生産材の購買システムに掲載し、購買担当者が優先的に環境配慮型製品を選択する仕組みになっています。

バリューチェーン全体のGHG排出量については「バリューチェーンの温室効果ガス排出量の把握」をご覧ください。

製品の化学物質管理については「製品に含まれる化学物質の管理に関する基本3原則」をご覧ください。

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

137



2019年8月29日更新

事業所についての環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2020」のなかで、自社の事

業所に対して以下の目標を設定しています。この目標のもと、ソニーグループ内の製造事業所やオフィスにおいて省エ

ネ等の環境負荷低減活動を推進しています。

自社オペレーションについての「Green Management 2020」の目標

気候変動
サイトからの温室効果ガス(GHG)排出量を総量で5%削減(2015年度比)

再生可能エネルギーの活用によるCO2削減貢献量30万トン

資源

廃棄物発生量を総量で5%削減(2015年度比)

埋め立て率1%以下(ソニーがコントロール不可能なものを除く)

水使用量を総量で5%削減(2015年度比)

化学物質

別途定める化学物質について、管理基準(クラス1～4)に従い対応

クラス1物質：使用禁止

クラス2物質：使用禁止(除外用途あり)

クラス3物質：排出・移動量の削減を推進

＞VOCの大気中への排出量：総量で▲50%削減(2000年度比)を維持

クラス4物質：関連法規を順守するとともに、十分な管理のもとに使用

生物多様性 地域のニーズに応じた環境地域貢献活動(サイト内保全活動含む)を積極展開

2019年8月29日更新

温室効果ガス総排出量の削減

事業所の温室効果ガス総排出量

ソニーは「2020年度までに事業所の温室効果ガス総排出量を5%削減 (2015年度比) 」という目標を掲げ、エネルギー

使用に伴うCO2およびPFC (パーフルオロカーボン) 等の温室効果ガスの削減に取り組んでいます。2018年度の事業所

の温室効果ガス総排出量は約134万トンで、2017年度比で約4%減となりました。

事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量

2018年度の温室効果ガス総排出量約134万トンのうち、事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量※1は約127万

トンで、2017年度に比べ約4.9万トンの減少でした。また、日本の事業所におけるエネルギー使用にともなうCO2排出

量は約107万トンで、2017年度に比べ約1.1万トン減少しています。上記のエネルギー使用にともなうCO2排出量には社

有車の車両燃料による排出量も含まれ、2018年度における車両燃料にともなうCO2排出量は約2.0万トンでした。

ソニーでは今後も、高効率機器の導入やエネルギーの循環利用の推進などハード面による施策に加え、省エネルギー推

進者を育成するプログラムを導入するなどソフト面での施策も強化し、温室効果ガスの発生を抑制する施策を実施して

いきます。

※1   事業所におけるエネルギー使用にともなうCO2排出量は、所有する車輌等の燃料使用にともなうCO2排出量を含みます。
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PFC類等の温室効果ガス排出量について

PFC類等の温室効果ガスは、主に半導体などを製造する際に、クリーニングやエッチングなどの工程で使用される温暖

化係数の高いガスです。2018年度のPFC類等のCO2換算温室効果ガス排出量は約7万トンで、2017年度に比べ約3.1万ト

ンの減少となりました。PFC除害装置の導入等による削減活動により削減することができました。引き続き、ソニーで

は排出削減施策を継続して行っていきます。

省エネルギー推進の事例

2020年度までの温室効果ガスの削減目標に向け、ソニーは世界各地の事業所で省エネルギー活動に取り組んでいま

す。その代表事例を紹介します。

省エネ型空調システムの導入

タイのソニー・デバイス・テクノロジーでは、半導体製造用クリーンルームの再構築において、省エネ型空調システム

を導入しました。この空調システムは、製造設備の熱負荷による上昇気流を利用し、クリーンルームの作業エリアで発

生したダスト (浮遊微粒子) を天井に持ち上げて排出するとともに、新鮮な空気を旋回させながら供給することで、従

来の空調システムよりも少ない風量で作業エリアを清浄に保つことが可能です。このシステムにより、従来に比べて約

67%減となる年間約2,700トンのCO2排出量を削減しました。また、ソニー・テクノロジー・タイランド バンガディ工

場 (STT-B) の製造ラインにおいても、同じ省エネ型空調システムが導入されています。

STT-Bに導入された省エネ型空調システム

半導体クリーンルーム空調機における排熱利用

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジーセンター (長崎テック) では、半導体製造用

クリーンルームのエネルギー削減を目指し、空調機の改善に取り組みました。これまで空調機はクリーンルーム内に清

浄な空気を送るとともに、内部の生産装置の排熱を冷却するため、多くのエネルギーを消費していました。長崎テック

では、この生産装置の排熱に着目し、これを空調機のエネルギーとして有効利用すべく、排熱回収装置と二流体加湿シ

ステムを導入しました。この二流体加湿システムは、水を霧状に噴射して周囲から熱を奪う蒸散作用によって室内の加

詳細は「ソニーの「ECO」ウェブサイト：工場の環境負荷を低減する」をご覧ください。

湿と冷却を行うもので、制御性と安定性に優れています。半導体を製造するクリーンルームは、温湿度などさまざまな

厳しい条件をクリアする必要がありますが、加湿システムを二流体とすることで導入可能となり、省エネ効果を発揮し

ます。長崎テックは、余剰エネルギーであった排熱の活用および二流体加湿システムの相乗効果によって、クリーン

ルームの使用エネルギーを大幅に削減しました。また、本取り組みはソニーの半導体製造におけるクリーンルーム温湿

度環境維持設備の新たなモデルケースになりました。

二流体加湿システムの噴霧の様子

製造現場の社員が考え行動する省エネルギー活動

ソニーは、世界各地の事業所で省エネルギー活動に取り組んでいます。近年は建物設備の効率化に加え、製造現場の社

員たちが主体となった省エネルギー活動を積極的に実施しています。この活動は、ソニーの生産業務の中で電力を最も

消費する製造現場に着目し、現場を熟知する製造部門の社員たちが主体となった省エネルギー施策を考案、実施しま

す。まず社員たちは自ら厳しい削減目標を掲げ、製造工程で使われるエネルギー量の見える化を行います。そこから、

製造工程での無駄に気づき、改善施策を考え、試行し、確認した結果を踏まえ継続的改善につなげます。また、改善さ

れた優良事例は他の事業所へ展開しています。これら社員主体の活動は、2009年にソニー株式会社 仙台テクノロジー

センター/ソニーストレージメディアマニュファクチャリング株式会社 多賀城サイトが実施した「エコ・チャレンジ・

プロジェクト」がきっかけとなり、その実効性の高さから、今では世界各地の製造事業所に広がり、現場の改善活動に

組み込まれています。

ソニーUKテクノロジーセンターで実施されたエ
コ・チャレンジ・プロジェクト

詳細は「ソニーの「ECO」ウェブサイト：工場の環境負荷を低減する」をご覧ください。
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2019年8月29日更新

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入によるCO2排出削減貢献量

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」のなかで「再生可能

エネルギー※1の活用により2020年度までに累計でCO2削減貢献量30万トン」という目標を掲げ、電力会社からの再生

可能エネルギー由来電気の購入や証書制度の活用など、全世界の事業所において地域に応じた最適な再生可能エネル

ギーの導入を進めています。

2018年にはこれらの活動を加速させるため、100%再生可能エネルギー利用を目指す国際的イニシアチブ「RE100※ 

2」に加盟し、2040年までに自社の事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指していま

す。

「RE100」のロゴ

2018年度の再生可能エネルギーの活用によるCO2排出削減貢献量は全世界で約8.4万トン、地域別には日本・東アジア

で約5.6万トン、北米で約1.4万トン、欧州で約1.4万トンとなりました。ソニーが全世界で使用している電力のうち、

約7%を再生可能エネルギーによる電力で賄いました。また、再生可能エネルギーの活用によるCO2排出削減貢献量は

2016年度からの累計で約23.8万トンとなりました。

※1   再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用できるエネルギーのことです。

※2 RE100は、全世界での事業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指す企業が参加しており、国際NPO団体であるThe Climate 
     GroupがCDPとパートナーシップのもとで主導する国際的なイニシアチブです。

ニュースリリース：ソニー、100%再生可能エネルギー利用を目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

日本：再生可能エネルギーの導入拡大を推進

グリーンエネルギー証書などさまざまな制度の活用

日本では、2018年度のグリーンエネルギー証書※1導入により、グリーン電力証書17,444MWhを利用しました。これ

は約8,998トンの温室効果ガス削減に相当します。グリーンエネルギー証書以外にも再生可能エネルギー由来のクレ

ジットを活用し、計約4万5,065トン分のCO2に相当する再生可能エネルギーを導入しました。さらに、2017年度より

水力発電由来の電力を直接購入する契約を東京電力エナジーパートナー株式会社と締結し、約1,193トン分のCO2に相

当する再生可能エネルギーを導入しました。

※1   グリーンエネルギー証書システムは、2001年にソニーと電力会社が共同開発したシステムです。日本各地の発電所の電気や熱などの再生可能エネルギーの
    環境価値を証書化し、グリーン電力証書、グリーン熱証書として取引することで、遠く離れた場所でもその再生可能エネルギーを使用したとみなされます。

熊本テックで太陽光発電設備を稼動

半導体の製造・開発拠点であるソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テクノロジーセンター (熊

本テック) は、国内のソニーグループで最大級となる発電能力1,065kWの太陽光発電設備を建設し、2019年より稼動さ

せています。この太陽光発電設備の年間発電量は約1,240MWhとなる見込みです。

熊本テックの屋上に設置された太陽光パネル

詳細は『ソニー「ECO」ウェブサイト：熊本テクノロジーセンターがメガソーラーを稼動』をご覧ください。
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欧州：100%再生可能エネルギー化を実現

欧州では2002年度から再生可能エネルギーの導入を開始し、2008年度以降、全電力使用量の100%再生可能エネル

ギー化を実現しています (ISO14001認証取得の事業所において) 。 各事業所で、太陽光発電設備の導入や、再生可能エ

ネルギーによる電力の直接購入を進めるとともに、再生可能エネルギーの供給がなく直接購入できない地域は、再生可

能エネルギー証書の利用を推進しています。2018年度の欧州における再生可能エネルギーの総使用量は56,333MWhで

した。

英国ペンコイドに拠点を置くソニーUKテクノロジーセンター (UKテック) は、100%再生可能エネルギー化を実現して

いる欧州拠点の1つです。UKテックは2018年度、社屋に設置した897枚の太陽光発電パネルにより約219MWhの電力を

賄い、残りは再生可能エネルギー証書を利用しています。

UKテックの屋上や敷地に設置された太陽光発電
パネル

北米：さまざまなグループ企業でグリーン電力導入の推進

米国では2008年から、ソニーDADCピットマン工場 (当時) とテレホート工場、ソニー・コーポレーション・オブ・ア

メリカ (SCA) ニューヨークオフィス、ソニー・エレクトロニクス (SEL) サンディエゴの4つの事業所で、再生可能エネ

ルギー証書の契約を行いました。その後、参加対象を拡大し、2018年度には米国において、ソニーDADCテレホート

工場、物流拠点であるボーリングブルック、SCAニューヨークオフィス、ソニー・ピクチャーズエンターテイメント

(SPE) およびSEL主要事業所で、合計28,565 MWh以上の再生可能エネルギー証書を利用しました。これは、これらの

企業の米国における電力使用量の約27%に相当します。さらに、SPE本社では、約284MWhの電力を自社の太陽光発

電設備で賄いました。

SPE本社の屋上に設置された太陽光パネル

パンアジア：タイで太陽光発電設備を稼動

パンアジアでは、ソニー・テクノロジー・タイランド チョンブリ工場 (STT-C) において、工場の屋上に大量の太陽光

パネルを敷設した発電能力1,814kWの太陽光発電設備を建設し、2019年より稼働させています。この太陽光発電設備

の年間発電量は約2,420MWhとなる見込みです。同時に、STT-Cは工場全体の省エネルギー化も進め、エネルギー消費

量の削減を追求していきます。

STT-Cの屋上に設置された太陽光パネル
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2019年8月29日更新

廃棄物発生量の削減

事業所の廃棄物発生量

ソニーは「2020年度までに事業所の廃棄物発生量を5%削減 (2015年度比) 」という目標を掲げ、廃棄物の削減、資源

の有効利用に取り組んでいます。

2018年度の事業所での廃棄物発生量は約4.9万トンで、2017年度比で約11%減となりました。製造事業所では、発生す

る主な廃棄物の一つである部品輸送時の包装材のリユースや、グループ内での循環使用のさらなる拡大などを推進して

います。

事業所の廃棄物埋め立て率

2018年度のグループ全体の事業所の廃棄物埋め立て率は約3.1%となりました。日本国内の廃棄物埋め立て率は約0.2%

でした。なお、それぞれの地域の法律・行政指導などにより、やむを得ず埋め立て処分となる量などを含めた場合、廃

棄物埋め立て率は約3.5%となります。ソニーは、事業所から発生した廃棄物についてリサイクル利用を進めること

で、廃棄物埋め立て率の低減に取り組んでいます。

棄物処理委託に関するリスクの低減に努めています。さらに、廃棄物処理委託先に対して現地確認を定期的に行い、廃

棄物管理の徹底を求めています。

廃棄物削減の事例

ソニーは、全事業所で廃棄物の削減に努めています。例えば、ソニーイーエムシーエス (マレーシア) ・ペナンテック

(以下、ペナンテック) では、スピーカーボックス製造時に発生する木材廃棄物の再利用に取り組んでいます。スピー

カーに使用される板材はビニールシートで加工され、再利用が困難なため、以前は廃棄処分されていました。ペナン

テックでは、地元の自治体や廃棄物処理業者と連携し、さまざまな施策を実施した結果、ビニールシートを板材から分

離する方法を編み出し、木材廃棄物とビニールシートの両方を再生可能にしました。これにより、廃棄物の埋め立て量

を削減するとともに、事業所全体のリサイクル率を向上させました。また、製造時に発生するその他の木材廃棄物につ

いても、上記のスピーカー同様にリサイクルしています。

ペナンテックで再利用が可能になったスピーカー
ボックスの木材廃棄物

産業廃棄物の管理

ソニーは、産業廃棄物が不適切に処理されないように厳格な管理を行っています。例えば、日本では廃棄物処理委託先

の選定や継続的な現地確認に関する社内基準を統一したり、現地確認担当者の社内認定制度を設けたりすることで、廃
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上海索広映像有限公司において使用されている部
品輸送用の通い箱

物流における環境配慮についての詳細は「物流における環境負荷低減」をご覧ください。

2019年8月29日更新

水使用量の削減

事業所の水使用量

ソニーは「2020年度までに事業所の水総使用量を5%削減 (2015年度比) 」という目標を掲げ、水使用量の削減に取り

組んでいます。2018年度の事業所での水使用量は約1,364万m3で、2017年度比で約2%減となりました。また、ソニー

は事業所排水の水質にも配慮しています。世界中の事業所で、それぞれの国と地域の法規制等を順守するとともに、そ

の規制レベル以上の排水管理を行っています。例えば、高度水処理施設の導入などにより、排水内のBOD、COD※1値

の削減に努めています。

水使用量削減の事例

ソニーは、半導体の製造や家電製品の製造、さらに使用済み製品のリサイクルにおいても大量の水を必要とします。ソ

ニーの国内外の事業所では、地域の水資源への影響を鑑み、排水リサイクルを推進し、水使用量の削減に取り組んでい

ます。その代表事例を紹介します。

※1   BOD (Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量) 、COD (Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要求量) は、水質汚濁の代表的な指標です。

BOD、COD (総量値) は「環境データ」をご覧ください。
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部品包装の改善

ソニーは、全事業所において購入する部品の包装を全体的に見直し最適化することにより、事業所で発生する廃棄物の

削減に努めています。例えば、部品を入れる保護袋の全廃、部品を入れる箱を工夫し部品の収納数を増加、使い捨ての

箱から繰り返し使用できる通い箱への切り替えなどにより、部品の包装に使用する材料を減らすことで廃棄物を抑制し

ています。特に、通い箱については、寸法や材質などの標準化も行うとともに、利用する部品の拡大を図っています。
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燃焼除害用水の排水回収設備

長崎テックによる生産体制強化と水使用量抑制の両立

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 長崎テクノロジーセンター (長崎テック) では、生産能力の増

強に向け、新たな生産ラインを導入するなか、水使用量の増加抑制に取り組みました。その施策のひとつが、半導体の

製造工程で使用したガスを無害化するガス除害装置の排水再利用です。ガスの無害化は多くの工業用水を使用するう

え、新たな生産ラインとともにガス除害装置も増設されるので、工業用水の使用量は一層増加してしまいます。そのた

め長崎テックではガス除害装置の排水を再利用する排水回収システムを導入し、約80%の排水の回収・再利用を実現

しました。さらに、その他の製造設備においても排水の回収再利用を推進し、生産体制を強化しながらも工業用水の使

用量増加を大幅に抑制しています。

ガス除害装置に導入された排水回収システム

グリーンサイクルによる雨水の回収利用
ソニーグループの一員として廃家電製品などのリサイクル事業を展開するグリーンサイクル株式会社では2014年度よ

り、水使用量の削減を目指し、雨水の回収利用に取り組んでいます。雨水利用に際しては、水質分析をして工程に影響

を与えないことを確認し、破砕機等のリサイクル工程やトイレの洗浄水などに活用しています。2018年には倉庫棟の

改築に伴い、屋根の全面である約2,500m2を雨水回収エリアにするとともに、従来より大容量の80m3の貯水槽を地下

に埋設しました。これにより、2018年11月の運用開始から2019年3月までの雨水回収量は430m3となり、工場全体の

水使用量の約33%を雨水で賄っています。

倉庫棟の屋根全面に広がる雨水回収エリア

熊本テックによる排水処理システムの改善

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テクノロジーセンター (熊本テック) では、生産ラインか

ら排出されるガス排気の除害に使用する燃焼除害用水の削減に取り組みました。これまでも燃焼除害用水は排水回収設

備によって循環利用していましたが、水の中に含まれる全有機炭素 (TOC) やフッ素の濃度が一定以上濃くなると排水

処理設備で無害化した後で下水に排水し、その分を新しい水で補給していました。熊本テックでは、この排水量を抑

え、補給水量を削減するため、水処理メーカーと協業で排水処理工程に生物処理とイオン除去膜を付加することで、全

有機炭素とフッ素の除去を実現しました。これにより、排水の水質を改善し、循環利用量を増加したことで、従来の補

給水量の約45%を削減しました。
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2019年8月29日更新

化学物質の管理

ソニーは、事業所で使用する化学物質について、原則、法律で規制されている化学物質、地球規模や比較的広い地域で

の環境への影響が指摘される化学物質、ソニーでの使用量が多い化学物質を対象として、グループ共通で管理を行って

います。

化学物質の管理基準を強化

ソニーは、環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」において、化学物質をクラス1から4

に分類し、使用量だけでなく、大気・水域・土壌への排出量および廃棄物としての移動量も管理し削減を推進していま

す。PRTR (環境汚染物質排出・移動登録) の考え方に基づき、法的な報告義務がない国においても、独自に各事業所で

化学物質管理を行っています。化学物質のクラスについては以下のように定めています。

クラス1物質：使用禁止

人体や環境への影響が非常に高い (発がん性、変異原性、生殖毒性、急性毒性、生態毒性など) とみなされた
物質で、国際条約や各国の法規制等で製造、使用などが禁止されている物質

環境汚染 (土壌汚染など) のリスクが高いと判断された物質

クラス2物質：使用禁止 (除外用途あり)

人体や環境への影響が非常に高い (発がん性、変異原性、生殖毒性、急性毒性、生態毒性など) とみなされた
物質で、そのリスクの高さから、法規制等の届出対象物質や、排出・移動量の管理対象物質

法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、化学物質管理のリスクが非常に高いと考えられ、使用全廃が
必要と判断される物質

クラス3物質：排出・移動量の削減を推進

人体や環境への影響が高く、法規制等の排出・移動量の管理対象物質

法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、排出・移動量の削減が必要と判断される物質

クラス1、クラス2以外の揮発性有機化合物 (VOC)

クラス4物質：関連法規を順守するとともに、充分な管理のもと使用

クラス1、2、3を除いた物質。ただし、水、空気は化学物質として管理しない。

詳細は「ソニーの事業所オペレーションにおけるクラス1物質 (使用禁止) リスト」をご覧ください。
[PDF:134KB]

ソニーは「VOC (揮発性有機化合物) の大気排出量を50%削減 (2000年度比) 」という目標を掲げ、削減に取り組んで

います。2018年度のVOCの大気排出量は約588トンで、2000年度比で約68%削減、2017年度比で約20%削減しまし

た。VOCの主な排出源である半導体事業において、代替物質への切り替えや製造工程におけるVOCの使用量削減施策

などの対策を行っています。また、コンパクトなVOC処理装置を開発し、設置を順次推進しています。

化学物質使用量の削減事例

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 (SCK) は、装置メーカーと共同で独自のVOC (揮発性有機化合

物) 処理装置を開発し、VOC排出量の削減に取り組んでいます。通常のVOC処理装置は排気配管の排出口付近に設置さ

れ、非常に希薄な有機物まで処理対象とするため、どうしても大型になり、設置スペースの確保や導入コストなどの課

題がありました。そこでSCKでは有機物の濃度が高い生産設備を処理対象として、小型固定濃縮式VOC処理装置を装置

メーカーとともに開発しました。これにより、生産設備に近接して設置でき、VOCを効率的に処理しています。

SCKが装置メーカーと共同開発した
小型固定濃縮式VOC処理装置
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オゾン層破壊物質について

ソニーは、オゾン層破壊物質であるフロンについて、製造プロセスにおいて第1世代フロンCFC (クロロフルオロカーボ

ン) の使用を1993年に全廃し、さらに第2世代フロンHCFC (ハイドロクロロフルオロカーボン) の使用を2000年度末に

禁止しました。現在、ソニーの事業所では、モントリオール議定書に規定されているオゾン層破壊物質を使用すること

を禁止しています。フロン類は一部のビル空調等の冷凍機用冷媒としてのみ使用していますが、各国法規制を順守する

とともにメンテナンス時等において漏洩がないよう厳重に管理しています。

事業所における環境リスクマネジメント

ソニーは、事業所における化学物質管理や緊急時対応などに関し、効果的なリスクマネジメントを遂行するために具体

的な対策内容を記載した、ソニーグループ共通の管理標準や改善事例集を策定しています。これをもとに、各事業所で

は化学物質貯蔵タンクおよび配管の地中直埋設の禁止や、漏洩防護の実施などの事故防止対応を行っています。さら

に、ソニーは各事業所への定期的な監査や事業所間の情報共有などによって継続的改善に取り組み、環境事故防止の徹

底に努めています。また、万一環境事故が発生した場合には、速やかに当局へ届け出るとともに適切な対策を講じられ

る体制を構築しています。2018年度において、このような環境事故の発生はありませんでした。

事業活動に起因する土壌・地下水汚染除去の取り組み

ソニーは、事業所での土壌・地下水の自主調査等で汚染が発見された場合は、事業所が立地する国・地域の法律等に準

じた浄化プロセスで対応しています。例えば、日本国内のソニーグループ内事業所で発生した土壌・地下水汚染につい

ては、国内の法律等に準拠した環境文書「ソニーグループ土壌・地下水環境調査標準」に従って対応をとっています。

この手順書では、以下の3段階 (フェーズ) に分けて対応することを定めています。

フェーズ1：過去および現在の化学物質使用履歴、過去および現在の地下埋設タンク、地下埋設配管の有無、過

去の事故履歴を調査して、敷地内の土壌・地下水に汚染が残留している可能性の有無の確認、およびその場所の

推定を行う。

フェーズ2：フェーズ1での調査に基づき、汚染の可能性がある場所では土壌汚染対策法に準じた測定位置で測定

を行う。

フェーズ3：測定の結果、汚染が判明した場合は、拡散防止や浄化等の処置を行う。

これらの対応を経て、いままでに確認されている事業活動に起因する土壌・地下水汚染は、以下の2事業所であり、定

土壌・地下水汚染除去の状況

サイト名 汚染確認時期 検出物質 原因 対策および現状

ソニーグロー

バルマニュ

ファクチャリ

ング&オペレー

ションズ株式会

社 稲沢サイト

(日本)

2001年6月

(自主調査)
フッ素

排水系統での

亀裂による

漏洩

汚染源施設を廃止、汚染地下水の浄化とモニ

タリングを継続中。地下水濃度は2018年度

分析値1.06mg/ℓ。

ソニー株式会社 

厚木テクノロ

ジーセンター

(日本)

2015年3月

(自主調査)

フッ素および

その化合物

過去に物質を

使用していた

場所での漏洩

行政報告の結果、敷地内の土壌汚染および地

下水汚染は存在しているが、敷地外への汚染

の流出の可能性が無いため、当該敷地が「健

康被害が生ずるおそれがない区域」に指定さ

れた。2016年8月より行政指導のもと、基準

値を超えていた区画に関して土壌汚染の除去

を実施し、2018年1月には一部指定解除。地

下水の汚染についてはモニタリングを継続

中。現状においては地下水基準値未満。

期的な行政への報告および汚染の除去を継続しています。
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ソニーセミコン

ダクタマニュ

ファクチャ

リング株式会社 

長崎テクノロ

ジーセンター

（日本）

2019年7月

（土壌汚染

対策法第3

条に基づく

調査）

フッ素および

その化合物

排水系統での

オーバーフ

ローによる

漏洩

行政報告の結果、敷地内に土壌汚染は存在し

ているが、敷地周辺の地下水脈の状況、周辺

の井戸の状況から、敷地外への汚染の流出の

可能性が無いため、当該敷地が「健康被害が

生ずるおそれがない区域」に指定された。

ボーリング調査により汚染範囲を確認し、汚

染土の除去を実施予定。

146



2019年8月29日更新

生物多様性の保全活動の指針と事例

保全活動の指針

ソニーでは、生物多様性に対する方針を定め「ライフサイクル全般を通した自然資本の保全活動および生物多様性の保

全活動により、生物多様性条約愛知目標 (20の個別目標) の達成に貢献する」ことを目指しています。事業所は近隣の

自然環境や地域の生態系と密接に関係していることから、地域を含めた生物多様性の保全活動を推進することで、愛知

目標の達成に貢献しています。具体的には、2011年度から社内で導入している事業所の環境配慮を評価・促進する

「Green Star Program」(グリーンスター・プログラム) を活用するとともに、生物多様性の配慮項目と施策を下記の

表のように分類し、各取り組みを進めることが愛知目標の達成にも貢献すると社員に明示し、取り組みの意義を共有し

ながら活動を進めています。

方針の詳細は「生物多様性に対する方針」をご覧ください。

愛知目標の詳細は「環境省ウェブサイト：生物多様性条約＞愛知目標 (20の個別目標)」をご覧ください。

生物多様性配慮項目と施策、および関連する愛知目標

配慮項目 関連する主な愛知目標

普及啓発
生物多様性に関する教育、セミナーや講演
会などの実施
自然観察会の実施

目標1「普及啓発」：人々が生物多様性の価
値と行動を認識する

調査

生きもの調査、モニタリングの実施
享受している生態系サービスの把握と配慮
土地利用状況の把握
地域の生物多様性保全計画の把握

目標19「知識・技術の向上と普及」：関連す
る知識・科学技術を改善する

環境整備

生きものが生息しやすい環境の整備
エコロジカルネットワーク、緑の回廊への
配慮
立体的な植生の配慮
在来種の採用

目標5「生息地破壊の抑止」：森林を含む自
然生息地の損失が少なくとも半減、劣化・分
断が顕著に減少する

目標10「脆弱な生態系の保護」：サンゴ礁
など、環境の変化に特に弱い生態系を守る

悪影響への対策
外来生物に対する対策
排出物の生態系への悪影響への配慮

目標8「化学物質などによる汚染の抑制」：
化学物質・肥料・農薬の汚染を有害でない範
囲まで抑える

目標9「外来種」：侵略的な外来種を制御
し、または、根絶する

目標12「種の保全」：絶滅危惧種を絶滅から
防ぐ

保護・生態系
サービスの保全

絶滅危惧種の把握と保護
野生動植物の保護区域指定
地下水涵養

目標11「保護地域の保全」：少なくとも陸域
の17%、海域の10%を保護地域などにより保
全する

目標14「生態系サービス」：自然の恵みをも
たらす生態系が回復・保全される

管理事項
化学物質使用の適切な管理
有機資源の有効利用
物品購入による生物多様性の配慮

目標4「持続可能な生産と消費」：すべての
関係者が持続可能な生産・消費のための計画
を実施する

外部との連携
ステークホルダーとの連携 (団体支援含む)
生物多様性保全活動を行っている団体への
支援

関連する目標項目は活動内容による
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フォトコンテスト優秀作品の写真展 2018年度フォトコンテストの大賞作品

地域の小学生を対象とした環境教育の実施
ソニーUKテクノロジーセンター (UKテック) では、従業員のボランティアによって事業所敷地内にある野生生物の生息

地の整備を進める一方、敷地内の環境センターでフォレストスクールという課外授業を行っています。UKテックは、

地域の学校や団体と連携し、フォレストスクールに参加する生徒たちが自然に興味を持ち、自然との良い関係を築ける

活動を行なっています。2018年度、環境センターはさまざまな活動を実施し、年齢もスキルも異なるさまざまな人々

がのべ768人参加しました。また、週1回開催されるフォレストスクールに地元の小学校8校を受け入れたほか、月1回

の土曜講座も開催して、より多くの子どもや若者たちに学習機会を提供しています。

普及啓発

生物多様性の保全に向けた活動を広めるためには、さまざまな立場の人が生物多様性の価値について理解を深め、認識

することが必要です。ソニーでは「気づくことが、守ることに、つながる」をキャッチコピーに、自然観察会、生きも

のをテーマにしたフォトコンテスト、地域学生への環境教育、絵画コンテスト、SNSを利用した生物多様性に関連する

情報提供など、さまざまな生物多様性に関する普及啓発活動を行っています。また、これらの活動を通して、生物多様

性条約 愛知目標の目標1「普及啓発」の達成に貢献していきます。

「わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト」の展開

ソニーは2015年度より、一般参加型の自然体験イベントやSNSによる生物多様性の情報提供を行う「わぉ！わぉ！生

物多様性プロジェクト」を推進しています。2016年度からは、ソニー中国も本プロジェクトを導入し、フォトコンテ

ストや自然観察会などの啓発活動を継続的に行っています。フォトコンテストでは、2016年度から現在までに自然や

生きものを撮影した作品が累計で約3,700点も寄せられ、それらの作品を中国各地の事業所の社員およびその友人を含

む約20万人にSNSを使って紹介しました。また、一般の方に向けて優秀作品の写真展を開催するとともに、展示期間

中に生物多様性のレクチャーやソニー製カメラを使った生きもの撮影体験講座を行うなど、より多くの人々に生物多様

性の面白さや重要性を考える機会を提供しています。

日本を含む本プロジェクトの活動の詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：わぉ！わぉ！生物多様性プロジェク

ト』をご覧ください。

事業所敷地内の豊かな自然の中に建つ「環境センター 」

調査

各事業所では、保全活動を行う緑地や周辺地域における生きもの調査やモニタリング調査、定点観測などを行い、調査

結果を保全計画に反映することで、地域の生態系に配慮した保全活動を進めています。また、こうした調査結果を公開

することにより、生物多様性条約 愛知目標19「知識・技術の向上と普及」の達成に貢献していきます。

生態系のモニタリング調査

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 大分テクノロジーセンター国東サテライトでは、設立当初よ

り保全している敷地内の原生林とアカテガニなどの海辺の生物が生息している海岸沿いにおいて、動植物のモニタリン

グ調査を行っています。この調査により、2013年に絶滅危惧種のキンランとギンランの群生を発見し、以来、生育状

況を観察しています。2015年より外来種調査も開始し、樹木の選定など構内の生態系の保全計画に生かしています。

動植物のモニタリング調査の様子

環境整備

各事業所では、生きものが継続的に生息・生育するために必要となる、隠れたり、産卵したりできる環境を整備するこ

とで事業所および地域の生物多様性の保全を進めています。例えば、巣箱の設置、落ち葉や剪定枝による腐葉土づく

り、水辺の設置、植栽に在来種を積極的に採用するなど、周辺地域の生態系にも配慮した自然環境の保全活動を進めて

います。これらの活動を通して、生物多様性 愛知目標5「生息地破壊の抑止」や愛知目標10「脆弱な生態系の保護」の

達成に貢献していきます。
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英国で地域の自然保護活動に参加

ソニーDADCの社員たちは、英国エンフィールド地区で地域の環境ボランティア団体「Friends of Firs Farm」の自然

保護活動に参加しました。この団体は、地域環境における緑地の大切さを学ぶことを目標の一つに掲げています。社員

たちは、植樹、在来種の保護を目的とした外来種の排除、地域の池の再生などの取り組みを実施しました。こうした取

り組みにより、誕生した新しい緑地は現在、若者たちが地域の生物多様性について学ぶための活動に使われています。

自然保護活動に参加したソニーDADCの社員たち

中国の生物多様性を保全する緑化活動

索尼数字産品 (無錫) 有限公司 (SDPW) は設立当初より、事業所がある江蘇省無錫市の生物多様性を保全するため、敷

地内の緑化活動に取り組んでいます。これまでに敷地内の1/4を緑地として整備し、在来種の樹木833本を植林してい

ます。現在も、落ち葉から腐葉土を作るなど生物多様性に配慮した緑地整備を続けており、野生の鳥が巣をつくって繁

殖するなど豊かな生態系を築いています。また、この緑地は地域の子どもたちが生物多様性を学ぶ場として一般開放さ

れています。2018年には、この緑化活動が評価され、SDPWは無錫市から地域の生態系保全に貢献する企業として

「公園式工場」に認定されました。

植林活動の記念式典の様子

その他の取り組み事例

悪影響への対策

地域の生態系に悪影響を及ぼす外来生物の駆除活動や事業所緑地における農薬や化学肥料の適正利用 (土壌汚染防止、

過剰栄養防止) により、生態系への悪影響の抑制に取り組んでいます。また、廃棄された使用済みプラスチックによる

海洋汚染問題に対して「製品および製品包装のバージンプラスチック量の削減や、自社内で社員が使用する使い捨てプ

ラスチック (レジ袋、ストローなど) の削減」と「事業所の近隣や河川、海岸での清掃活動による汚染防止」の両面か

ら活動しています。これらの活動を通して、生物多様性 愛知目標8「化学物質などによる汚染の抑制」、愛知目標9 

「外来種」や愛知目標12「種の保全」の達成に貢献していきます。

渡り鳥の飛来地における海岸清掃活動

ソニー・フィリピンズ (SPH) と地域のボランティアネットワークであるハンズオン・マニラ (HOM) は、2018年にマ

ニラ湾に接するラスピニャス市のフリーダム・アイランドにおいて海岸清掃を行いました。この地域は、東アジアから

オーストラリアにかけて渡る渡り鳥たちの飛行経路にあり、中国や日本、シベリアからの渡り鳥がこの地のマングロー

ブの森と湿地に巣をつくるために飛来してきます。しかし、この海岸にはたくさんのゴミが漂着することから、SPHと

HOMは渡り鳥の巣や環境を保護するために、海岸清掃活動を実施し、プラスチック、布きれ、使い捨て容器など合計

38袋分のゴミを回収しました。

SPH社員のボランティアによる海岸清掃

その他の取り組み事例

豊かな生態系を育む「ソニーの森」の保全活動

大分県国東市での原生林の保全活動 (ソニーの「ECO」ウェブサイト)

霧島市10万本植林プロジェクトへの参加 (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング ウェブサイト)

インド国内の農林業プロジェクトのサポート (ソニーの「ECO」ウェブサイト)

「So-netの森」での森林整備活動 (ソニーネットワークコミュニケーションズ ウェブサイト)

イギリスでの河川環境の復元活動 (ソニーの「ECO」ウェブサイト)

保護・生態系サービスの保全

地下水涵養 (かんよう) などの生態系サービスの保全、絶滅危惧種の把握と保護、野生動植物の保護を推進していま

す。これらの活動を通して、生物多様性 愛知目標11「保護地域の保全」や愛知目標14「生態系サービス」の達成に貢

献していきます。

ハーピーイーグル (オウギワシ) の保護活動

パナマに位置するソニー・インター・アメリカン (SIA) では、パナマの国鳥であり、絶滅危惧種に指定されるハーピー

イーグル (オウギワシ) の保護活動に取り組んでいます。1998年には保護活動を紹介する施設ハーピーイーグル・セン 
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ターのスポンサーにもなり、2008年には液晶テレビ ブラビア™を組み合わせたビデオウォール (大画面展示) も提供し

ました。さらに、2016年には、ビデオウォールを84インチの4K液晶テレビ ブラビア™とソニーホームシアターシステ

ムに置き換え、より高精細な記録映像で保護活動の大切さを伝えています。SIAはこの「Amigos del Aguila Harpia 

(ハーピーイーグルの友だち)」活動への支援を通じ、ケージのメンテナンス、ハーピーイーグルの健康状態を観察する

生物学者の派遣、生息地に近い先住民コミュニティでの講演活動を行っています。

ハーピーイーグル

「ほたるの里」再生プロジェクト

ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 湖西サイトは、地元の自治体と協力して「ほた

るの里」再生プロジェクトに取り組んでいます。湖西サイトの近隣には以前、ホタルが多く生息する里山がありました

が、近年ホタルの生息数が減少していました。湖西サイトでは里山の整備を行うとともに、在来種のホタルの幼虫を育

成し、放流しています。

羽化したホタル

その他の取り組み事例

管理事項

化学物質使用の適切な管理や、落ち葉の堆肥化などの有機資源の有効利用を行っています。また、生物多様性に配慮し

た物品の購入を進めています。これらの活動を通して、生物多様性 愛知目標4「持続可能な生産と消費」の達成に貢献

していきます。

環境に配慮した紙資源の購入

ソニーは、紙資源が有限であることを認識し、より環境に配慮した紙の使用を推進する、紙・印刷物に関する購入方針

を策定しています。再生紙や森林認証紙など環境に配慮した紙を積極的に調達しています。

外部との連携

生物多様性の保全活動をより実効性の高いものにするために、専門家やNGOなどステークホルダーの意見を聞きなが

ら、保全活動を進めています。例えば、調査活動では専門の調査機関、保護活動では自然保護団体、環境整備では行政

やNGOなどと連携しています。また、生物多様性の保全活動を行っている団体への支援も実施しています。

取り組み事例

使用した水を元に戻す「地下水涵養」事業

ハナバチに関する生物多様性イベントの開催 (ソニーの「ECO」ウェブサイト)

絶滅危惧種であるアカウミガメの保護活動［動画］

紙・印刷物に関する方針の詳細は「紙資源に関する方針」をご覧ください。

NPO団体と提携したニューヨーク市での環境保護活動 (ソニーの「ECO」ウェブサイト)

スマトラ島森林保全プロジェクトへの参加
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2019年8月29日更新

特集：豊かな生態系を育む「ソニーの森」

地域との連携で自然環境を保全し続ける「ソニーの森」

愛知県にあるソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 幸田サイトは、1972年の創立当

時から「緑豊かな公園工場」を目指し、敷地内にあった自然林を「ソニーの森」として保全してきました。さらに、 

2008年からは「フクロウの棲む森づくり」として、フクロウが飛翔できる空間を作り、餌場を整備し、巣箱を取り付

けるなどの活動を長年続けてきました。その結果、2016年にはソニーの森にフクロウが営巣し、雛が3羽生まれ、その

後も毎年誕生しています。フクロウを頂点とし、ウグイス、メジロ、コゲラなどの小鳥、タヌキ、ネズミなどの小動物

が生息する豊かな生態系を築いています。

また、幸田サイトでは地域貢献の一環として、森の中に遊歩道やアスレチック遊具を設置して地域の人々に開放してお

り、小学校の野外学習にも広く利用されています。2015年には愛知県のプロジェクト「かがやけ☆あいちサスティナ

研究所」に参加しました。研究員である地元の大学生からソニーの森を地域に広めるPR施策を提案してもらい、それ

を実行しています。本プロジェクトの活動を通じて、社員の環境意識が向上し、幸田サイト全体の環境活動の促進にも

つながりました。

2018年に誕生したフクロウの雛 ソニーの森の中でPR施策を考える地元の大学生
たち

日本においてトップレベルの緑化活動に認定

この「ソニーの森」の活動が評価され、幸田サイトは2011年に財団法人都市緑化機構の社会・環境貢献緑地評価システ

ムSEGES(シージェス)※1において、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取

得し、さらに2017年には継続した活動が認められ「緑の殿堂※2」と認定されました。また、幸田サイトはソニーの森

にて、地元企業と協働し、地域の自然再生プロジェクトにも取り組んでいます。地域の自然再生には在来種の苗木など

が必要不可欠ですが、ソニーの森ではこの地域特有のコナラやリョウブなどの樹木を多く保全してきました。本活動で

た、この取り組みは2015年「国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)連携事業」に認定されました。

※1   SEGES(Social and Environmental Green Evaluation System：社会・環境貢献緑地評価システム)とは、緑を守り育てる活動を通じて社会や環境に貢献
    している企業の緑地を対象に、特に優れた取り組みを財団法人都市緑化機構が評価・認定する仕組みのことです。

※2 緑の殿堂とは、SEGESが以下の内容を満たす企業緑地を対象に認定する最上位の認定ラベルのことです。
       ①SEGES 認定を10 年以上継続している緑地

       ②そだてる緑「Superlative Stage(スパラティブステージ)」を3回連続して更新した緑地

       ③他社の模範となる等の功績が認められる緑地

地域の自然再生プロジェクトは「国連生物多様性
の10年日本委員会
(UNDB-J)」が推奨する事業として認定を受けて
います

自然観察会の一環として行われたソニーの森の種
子で育てた
苗木の植樹

は、ソニーの森内の樹木の種子を採取し、苗木まで育て、地域の行政やNPOが行う植林事業に提供しています。ま
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2019年8月29日更新

特集：使用した水を元に戻す「地下水涵養」

「地下水涵養(かんよう)」を継続的に実施する熊本テック

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テクノロジーセンター(熊本テック)では、半導体の製造工

程において大量の水(地下水)を使用します。熊本テックが位置する熊本地域はもともと地下水の豊富な土地ですが、近

年の減反や宅地化の影響により地下水量の低下が危惧されています。熊本テックでは地下水を重要な自然資本と認識

し、この地域で事業活動を行う企業の責務として、地元の環境NPOなどと協力し、近隣の水田を利用した「地下水涵

養※1」を継続的に実施しています。この活動において、5月から10月までの期間で作物の作付け前か収穫後の水田(転

作田)に、川から汲み上げた水を張り、浸透させて地下水に還元しています。

※1   地下水涵養とは、地表の水(降水や河川水)を帯水層に浸透させ、地下水に供給することです。

地下水涵養農地の田んぼで育つ稲

水田を利用した地下水涵養の取り組み

※1   PESとは、生態系サービスの対価、ないしはそのサービスの維持管理コストを支払うことで生態系を保全する手法です。

熊本テックの地下水涵養活動は「国連生物多様性
の10年日本委員会
(UNDB-J)」が推奨する事業として認定を受けて
います

生物多様性保全の先進事例として評価される「地下水涵養」

熊本テックの地下水涵養は2003年度より開始され、2018年度は熊本テックの年間水使用量(上水・地下水含む)以上の

約279万m3を涵養しました。このような活動は「生態系サービスへの支払い」：PES(Payment for Ecosystem

Services)※1と呼ばれ、自然資本や生物多様性を保全する仕組みの一つとして重要と考えられています。本活動は日本

の環境省が刊行する2014年度「環境・循環型社会・生物多様性白書」においても、日本の先進事例として掲載されて

います。また、2018年には生物多様性の保全活動を地域と連携して行っていることが評価され、「国連生物多様性の

10年日本委員会(UNDB-J)連携事業」に認定されました。さらに、2019年3月には継続した活動が評価され、くまもと

地下水財団による地下水保全顕彰制度で、第2回最優秀グランプリに認定されました。

熊本テックでは地下水涵養農地で生産された農産物を社員個人が購入する取り組みも行い、地元農家を支えることによ

る地域貢献と、地下水資源の保全を図る取り組みを進めています。
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2019年8月29日更新

Green Star Programの導入

ソニーは、2011年度から事業活動における独自の環境配慮評価制度「Green Star Program (グリーンスター・プログ

ラム)」を適用しています。これは、ソニーの環境計画「Road to Zero (ロード・トゥ・ゼロ)」の実現に向けた取り組

みで、気候変動・資源・化学物質・生物多様性の4つの視点で、各事業所の活動成果を定量および定性の評価基準に基

づき総合的に評価し、目標達成度を星の数で表します。Green Star Programを実施することで各事業所の活動レベル

と強み・弱みが可視化され、次に取り組むべき施策が明確になるため、継続的改善のためのツールとしても役立ってい

ます。

2016年度からは、2020年度までの環境中期目標「Green Management(グリーンマネジメント) 2020」達成に向け

て、さらに評価基準をレベルアップし、環境中期目標達成レベルを星7つとして活動を推進しています。

定性評価項目の概要

気候変動
エネルギー使用量の把握と分析、高効率システム機器類の導入と効率的な運用、製造工

程における省エネ改善活動の推進など

資源
廃棄物 廃棄物の発生抑制、資源循環の活性化、廃棄物処理委託先の適正管理など

水 水使用量の把握と分析、効率的な水利用と節水施策の実行など

化学物質
化学物質の適切な取り扱い管理、取扱量・排出量・移動量などの把握と分析、使用量削

減や代替物質への転換など

生物多様性
地域の生態系に配慮した生物多様性の保全計画と実行、生物多様性に配慮した土地利用

と緑地管理など

2019年8月29日更新

物流についての環境中期目標と進捗

環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」のなかで、物流につ

いて以下の目標を設定しています。この目標のもと、製品の小型・軽量化による輸送重量の削減に取り組むとともに、

輸送効率の最適化 (製品包装の小型化、積載効率の向上、部品包装の改善、共同配送) や、環境への負荷が低い輸送手

段への切り替え (モーダルシフト、低燃費車の利用) などを進めています。

物流についての「Green Management 2020」の目標

気候変動 国際間・域内における物流CO2排出量を総量で10%削減 (2013年度比)

製品輸送時のCO2排出量

2020年度までの環境中期目標「Green Management 2020」にもとづく、2018年度の製品輸送 (国際間および域内※

1) に伴うCO2排出量は約18.9万トンで、2013年度比で約52%減、2017年度比で約5%減となりました。CO2排出量の減

少要因としては、輸送量の変化のほか、CO2排出量の少ない輸送手段への切り替えや輸送ルートの見直しによる輸送距

離の短縮化、また、製品包装の小型化や部品包装の改善等を通じて積載効率を向上させる活動を行った効果が挙げられ

ます。

※1   域内は、一部の国・地域を除きます。
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2019年8月29日更新

物流における環境負荷低減

ソニーは、国際間の貨物輸送から事業所内の物品移動まで、さまざまな物流の現場で輸送にかかるエネルギーや包装資

材の低減に取り組んでいます。その代表事例を紹介します。

モーダルシフトの推進

ソニーは、より環境負荷を軽減する製品輸送方法の一環として、航空機による輸送から、海上輸送や鉄道輸送の利用を

促進する「モーダルシフト」を積極的に実行しています。

海外輸送におけるモーダルシフト

ソニーは、海外での製品輸送においても、モーダルシフトを積極的に進めています。例えば、ブラジルではソニーブラ

ジル マナウス工場からサンパウロまでの輸送において、航空機やトラックの輸送から船舶による輸送への変更に取り

組んできました。その結果、2015年度以降ほぼ全ての輸送を船舶に切り替えており、輸送時CO2排出量の大幅な削減

を実現しています。

ブラジルでの船舶へのモーダルシフト

また、米国ではソニー・エレクトロニクス(SEL)が西海岸地域からの製品輸送において、航空機やトラックを利用した

輸送から鉄道による輸送への変更を進め、輸送時CO2排出量の削減を実現しています。これらモーダルシフトの推進に

加え、SELは米国環境保護庁のスマートウェイプログラムに参加するとともに、環境に配慮した輸送業者の選定をして

います。

米国での鉄道へのモーダルシフト

日本国内輸送におけるモーダルシフト

日本国内においても、従来のトラック輸送から、CO2排出量の少ない鉄道輸送へのモーダルシフトを推進しています。

特に、液晶テレビ ブラビア™やブルーレイディスク™/DVDレコーダーなどの大型製品では、500km以上の長距離輸

送において、全体の15%以上を鉄道で輸送するなど、積極的な鉄道利用推進を行っています。こうした活動が認めら

れ、2011年より国土交通省の「エコレールマーク」の企業認定および、液晶テレビ ブラビア™とブルーレイディスク 

™/DVDレコーダーの商品認定を継続して受けています。

また、船舶を利用した輸送も推進しており、2018年度、日本国内でのモーダルシフトによる効果は、トラックでの輸

送に比べて約348トンのCO2排出量削減となりました。

エコレールマークの企業認定ロゴ

共同配送やミルクランによる輸送の効率化

1台の車両に多くの製品や部品を積み、効率的に輸送を行うことは、環境負荷の低減につながります。ソニーでは、輸

送の効率化の取り組みとして、他社と協力した共同配送やミルクラン※1も行っています。例えば、日本国内の一部の

地域においては、他社との共同配送を実施しています。また、中国の上海近郊においては、部品調達や製品出荷の輸送

に対し、ミルクランや戻り便の活用を組み合わせることで輸送の効率化を実現し、CO2排出量の削減にも貢献していま

す。

※1   ミルクランは、あるトラックが調達先を巡回しながら集荷をする輸送方法で、各々の調達先から個別に輸送するよりも効率がよくなります。
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複数の発荷主を巡回して製品や部品を集荷するミルクラン

カートンの改善による輸送効率の向上

さまざまなメディア製品の保管、包装、返品処理、配送を行うソニーDADC(米国)では、従来は規定サイズのカートン

を使用しており、輸送物のサイズやオーダー数によっては、カートン内に無駄な隙間ができることがありました。さら

に、その隙間には輸送物を保護するための緩衝材が必要になるため、その分の資源も消費していました。そこで、ボー

リングブルック配送センターでは、輸送物のサイズや量に合わせて、カートンを最適な形状に変形させるよう改善しま

した。これにより、カートン内の無駄な隙間をなくし、輸送物の収納率とともに、輸送効率を大幅に向上させました。

また、緩衝材の使用量削減にも貢献しています。

輸送物に合わせてカートンを最適な形状に変形

製造事業所内、倉庫内における荷崩れ防止バンドの使用推進

製造事業所内や倉庫内での部品・製品の移動時の荷崩れ防止用の資材として、繰り返し使用することのできる荷崩れ防

止用梱包バンドを使用しています。これにより、ストレッチフィルムなどの包装資材の使用量と廃棄量の削減に貢献し

ています。

荷崩れ防止バンドの使用例
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2019年8月29日更新

製品リサイクルに対する方針と実績

製品リサイクルに対するソニーの方針

ソニーは、個別生産者責任 (IPR) の原則を支持し、生産者がライフサイクル全体に責任を持つという考え方に則り、製

品のリサイクル配慮設計、使用済み製品の回収・リサイクル、世界各国および地域に合ったリサイクルシステムの構築

に取り組んでいます。さらに、製造者としての社会的責任を認識し、世界各国および地域のリサイクル法規制を順守す

ることに加え、ソニー独自の回収・リサイクル活動を積極的に推進しています。

環境中期目標

ソニーは、2020年度までの環境中期目標「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」のなかで、製品の回

収・リサイクルについて以下の目標を設定しています。製品のリサイクル容易設計の推進とともに、世界各国で使用済

み製品の回収・リサイクルを継続的に行っています。また、これまで再資源化できていない物質のリサイクルなど、よ

り高度な再資源化を目指し、リサイクラーとの協業を通じて、重視する資源の再資源化の実態把握に取り組んでいます。

回収・リサイクルについての「Green Management 2020」の目標

資源
地域社会のニーズに適応したリサイクルスキームの構築と、効率的な運用を進める

重視する資源の再資源化の実態把握を通じて、高度な再資源化を目指す

製品リサイクルの取組み

使用済み製品の処理に関しては、日本の家電リサイクル法、EUの廃電気電子機器 (WEEE) 指令、米国における各州の

廃電気電子機器リサイクル法、中国の廃棄電器電子製品回収処理管理条例やインドの廃電気電子機器リサイクル法な

ど、世界各国および地域のリサイクル法規制を順守しています。
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製品リサイクルの実績

2018年度のソニーの使用済み製品の回収実績は約7万5,000トン (2019年7月時点) でした。全体的には、2015年度に北

米の回収拠点の減少が主な要因となり回収実績が落ちたものの、2016年度には欧州の回収実績が増加し、それ以降、

全体の回収実績は横ばいに推移しています。
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2019年8月29日更新

愛知県名古屋市にあるグリーンサイクルでのリサ
イクルの様子

テレビリサイクル研修会の開催

ソニーは、グリーンサイクル株式会社においてテレビリサイクル研修会を2006年から定期的に開催しています。この

研修は、デザイナーや機構設計者の他、幅広い職種の社員が参加し、リサイクル配慮設計の必要性や重要性を再認識

し、その後の製品づくりに生かすことを目的としています。研修では、社員はまずサイト内のテレビ解体ラインなどを

見学した後、液晶テレビを自らの手で解体します。その後、グリーンサイクルの現場担当者から現状の課題や要望が

フィードバックされ、意見交換を行います。参加者はこの研修会を通じて得られた、解体作業の難しさや改善点、分別

した資源を再利用することの重要性などの認識を、全世界で販売される製品の設計に生かしています。

製品のリサイクル性向上の取り組み

グループ内リサイクルプラントとの連携

ソニーは、資源循環の戦略の一つとして、製品のリサイクル性の向上に取り組んでいます。さまざまな施策の検討にあ

たっては、ソニーグループ内でリサイクル事業を行うグリーンサイクル株式会社からのフィードバックが活用されてい

ます。グリーンサイクルの使用済み家電やパソコンのリサイクル工程で得られた、製品の解体性や資源の分別容易性な

どの改善提案や意見をソニー本社の環境部門に集約し、それをもとに実効性の高い施策を立案し、各製品カテゴリーの

設計部門に提供しています。また、ソニーからも製品の最新構造の情報を共有し、グリーンサイクルのリサイクル技術

の向上をサポートしています。

グリーンサイクルでは、一般のお客さま向けの工場見学を実施しています。詳しくは『ソニーの「ECO」ウェブサイ
ト：リサイクルの現場を見に行こう』をご覧ください。

液晶テレビの解体実習の様子
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2019年5月31日更新

日本における製品リサイクル

ソニーは、日本におけるリサイクル関連法にもとづき、テレビ、パソコンのリサイクルを行っています。リチウムイオ

ン電池などの小形二次電池や包装材などについても、法律にもとづきリサイクル費用を負担しています。

テレビのリサイクル

日本では2001年4月に、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4品目を対象にした家電リサイクル法が施行されまし

た。また、2009年4月から新たに液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加されました。このうちソニーは、

テレビ※1(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)が対象製品となっています。家電リサイクル法では、対象製品の廃棄時

に、排出者が収集・運搬料金、リサイクル料金の負担を、小売業者が廃棄製品の引き取り・引き渡しを、製造業者等が

リサイクルの実施を義務づけられています。

ソニーは、同業5社で連携を取りながら日本国内のリサイクル体制を構築しています。現在、ソニー製テレビのリサイ

クルを行っている事業所は全国に15カ所あり、そのうちの1つが、ソニーのグループ会社としてリサイクル事業を行う

グリーンサイクル株式会社です。

グリーンサイクル株式会社におけるテレビの解体
の様子

2018年度はブラウン管式テレビ約17.0万台、液晶・プラズマ式テレビ約27.2万台をリサイクルしました。家電リサイク

ル法ではテレビの再商品化率をブラウン管式テレビ55%以上、液晶・プラズマ式テレビ74%以上と義務づけています

が、ソニーは、2001年度以降、この再商品化率の基準を上回る実績を上げています。2018年度の再商品化率はブラウ

ン管式テレビ74%、液晶・プラズマ式テレビ87%となりました。

※1   ソニー製テレビには、2005年製以前のアイワブランドを含みます。

2018年度のテレビのリサイクル(日本)

単位 ブラウン管式 液晶・プラズマ式

指定引取場所での引取台数 千台 164 272

再商品化等処理台数 千台 170 272

再商品化等処理重量 トン 3,997 5,0 1 1

再商品化重量 トン 2,982 4,402

再商品化率 % 74 87

注記：

値はすべて小数点以下切り捨てです。
再商品化等処理台数および再商品化等処理重量は、2018年度に再商品化等に必要な行為を実施した廃家電の総台数および総重量です。
指定引取場所での引取台数および再商品化等処理台数には、管理票の誤記入等により処理すべき製造業者等が確定していないものは含まれません。

2018年度の再商品化重量の内訳(日本)

単位 ブラウン管式 液晶・プラズマ式

鉄 トン 449 2, 175

銅 トン 165 45

アルミニウム トン 3 2 18

非鉄・鉄等混合物 トン 6 8

ブラウン管ガラス トン 1,420 -

その他の有価物 トン 938 1,954

注記：

パソコンのリサイクル

ソニーは、2014年7月にパソコン事業を譲渡しましたが、「資源の有効な利用の促進に関する法律」にもとづき、引き

続き法人ユーザーなどの事業者や一般家庭から出される使用済みパソコンの回収・リサイクルを行っています。対象品

目は、デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、ブラウン管ディスプレイ、液晶ディスプレイです。これらのソ

ニー製パソコンの多くは、グリーンサイクル株式会社内の独立した作業エリアで、ハードディスクを物理破壊するなど

値はすべて小数点以下切り捨てです。
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品および材料の総重量です。
「その他の有価物」とは、プラスチック等です。

ソニー製テレビのリサイクルの詳細は「家電リサイクル法への対応」をご覧ください。

過去のリサイクル実績は「環境データ」をご覧ください。
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情報セキュリティに配慮した上でリサイクルしています。

2018年度は、対象品目合計で約2.6万台(152.6トン)を回収・リサイクルし、金属類、プラスチック類、ガラスなど約

106.1トンの資源を再利用しました。

ノートパソコンの解体の様子

2018年度のパソコンのリサイクル(日本)

単位
デスクトップ

PC本体

ノートブック

PC

ブラウン管

ディスプレイ

液晶

ディスプレイ

プラント搬入台数 千台 2.4 13.4 1.4 9.4

再資源化処理量 トン 24.2 31.3 26.0 70.9

資源再利用量 トン 17.4 15.8 16.3 56.5

資源再利用率 % 71.7 50.7 62.7 79.6

注記：
値はすべて小数点第2位以下切り捨てです。

ソニー製パソコンのリサイクルの詳細は「使用済みパソコンのリサイクル」をご覧ください。

2019年8月29日更新

欧州における製品リサイクル

欧州の主要なリサイクル規制としては、廃電気・電子機器 (WEEE) ※1、電池※2、包装材※3に関する三つのEU指令が挙

げられます。これらの規制は、製造業者が使用済み製品の回収・リサイクルの仕組みを構築し、その費用を負担するこ

とを義務づけるものです。

ソニーでは、これらの指令が適用される欧州各国において、法的に要求される回収義務を遂行しています。特にソニー

は欧州において競争原理が働くリサイクル市場の構築を目指して積極的な取り組みを行っています。

この取り組みの一環として2002年にブラウン、エレクトロラックス、ヒューレット・パッカードと共同で「ヨーロピ

アン・リサイクリング・プラットフォーム (ERP) 」を結成し、生産者として使用済みの電気・電子機器のより効率的

な回収とリサイクルを実行する体制を構築しました。欧州地域において、ソニーは継続的に最適なリサイクル管理組

織、業者と取引するよう努めています。

※1   廃電気・電子機器 (WEEE) に関する指令 (2012/19/EU)

※2 電池および廃電池に関する指令 (2006/66/EU)

※3 包装および包装廃棄物に関する指令 (94/62/EC)

リサイクルにおけるコンプライアンス体制

ソニーは欧州全域で、廃電気・電子機器 (WEEE) 、電池および包装材のリサイクルにおいて、各国で認可された回収・

リサイクル管理組織を活用しています。この管理組織は契約したリサイクル業者のすべてに定期的な現地監査を実施

し、EU域外への違法な出荷の防止に努めています。また、ソニーは製造者の代わりに回収義務を遂行する認可を受け

たリサイクル管理組織、業者と協力し、EU指令や各国の規則を順守した方法でリサイクルを行っています。

2018年にソニーは欧州において、約49,325トン分※1の使用済み製品の処理費用を負担しました。また、他のメーカー

と共同で、欧州で販売する製品カテゴリーにおけるリサイクル時に注意が必要な部品に関する情報を、リサイクル業者

に公開し、安全なリサイクルの推進にも努めています。

※1   2018年の使用済み製品の重量には、ベルギーとオランダの廃電気・電子機器 (WEEE) と包装材の値を含みません。
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2019年8月29日更新

北米における製品リサイクル

米国ソニー・エレクトロニクスおよびソニー・オブ・カナダ (以下、ソニー・カナダ) は、北米におけるリサイクルイ

ンフラの発展に継続的に貢献しています。さまざまなリサイクル活動や支援活動により、各州の規制強化に対応したリ

サイクルを実現しています。

米国
「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」の推進

ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、米国において自主的なリサイクルの取り組みや各州の使用済み電子機器の回収の

法規制に従ったリサイクルの取り組みを実施しています。2009年度には、環境に配慮した電子機器のリサイクル・廃

棄処理をさらに推進するため、「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」を導入しました。このプログ

ラムは、SELが米国の廃棄物管理・リサイクル業者と共同で実施しているもので、指定回収センターですべてのソニー

製品の回収を無料で受け付けています。

2018年度は約10,913トン (2,400万9,000ポンド) の廃家電を指定回収センターと法規制運用ルートを通して回収しま

した。これは、SELが販売した電子機器1kgに対し、0.35kgがリサイクルされている計算となります。SELでは、この

数値の向上に取り組み、新規に販売した電子機器と同じ重量の回収製品をリサイクルすることを目標としています。ま

た、将来的に全国民の95%の自宅から32km (20マイル) 圏内に回収センターを配置することを目指しています。

使用済み電子機器の回収の様子

「ソニー・テイクバック・リサイクル・プログラム」ウェブサイトによる情報提供

ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、使用済み電子製品 (ソニー製品以外も含む) の引き取りまたはリサイクルにあた

り、お客さまが最適な方法を検索できる、ウェブサイトを設置しています。このウェブサイトでは、本リサイクルプロ

グラムの内容を分かりやすく伝えるとともに、最寄りのリサイクルセンターを検索できる「回収センター案内機能」を

設置するなど、リサイクル回収率を上げるさまざまな工夫が施されています。なお、本リサイクルプログラムでは、回

収センターから約40km (25マイル) 以上離れたお客さまに対し、約11kg (25ポンド) 以下のソニー製品については送料

無料で郵送回収し、リサイクルを行っています。

SELは、電子機器廃棄物を継続的に回収し、省資源に貢献しており、今後も本ウェブサイトを通じて、使用済み電化製

品の回収率促進と、使用済み製品の適切なリサイクル方法の啓発に取り組んでいきます。またSELは、二次電池につい

ては「Call2Recycle (コールツーリサイクル) プログラム※1」に参加しており、同プログラムの回収スキームに則って

無償でリサイクルしています。

ソニー・テイクバック・リサイクル・プログラ
ム・ウェブサイト

リサイクルの責任

SELは、リサイクル業者とその後段の処理業者について独自の監査を実施するとともに、SELと取引を行うすべ

てのリサイクル業者はレスポンシブル・リサイクル (R2) またはE-Steward (イースチュワード) 認証を取得しな

ければならないというリサイクルポリシーを設けています。R2とE-Steward認証は、いずれも米国の環境保護

庁が作成に関与したリサイクル業者の認証システムで、業者の環境管理状況や労働環境などが検証されます。 

SELは、米国の環境保護庁のサステナビリティ・マテリアル・マネージメント・プログラム・エレクトロニク

ス・チャレンジにこのプログラム開始当初から参加しています。

カナダ
電子機器のリサイクルプログラムを州政府と共同推進

ソニー・カナダは、2004年より州政府と共同で使用済み電子機器のリサイクルプログラムに取り組んでいます。2008

年から2015年にかけて、カナダ国内のソニー製品販売店において、お客さまから小型のソニー製品を回収するリサイ

クルプログラムを導入し、拡大しました。最近では、州政府との共同プロジェクトにおいて、エレクトロニック・プロ

ダクツ・リサイクリング・アソシエーション (EPRA) を通じて消費者に適切な回収の機会を伝えるなどの順守義務を満

※1   Call2Recycleプログラムは、米国とカナダにおいて二次電池のリサイクルプログラムの実行や管理、コンサルティングを行う公益法人です。

 使用済み電子製品の回収場所はソニー・テイクバック・リサイクル・プログラム・ウェブサイト (英語) をご覧くだ

 さい。

 二次電池の回収場所はCall2Recycleウェブサイト (英語) をご覧ください。
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たしており、9つの州のEPRが管轄する地区において、責任あるリサイクルのもと、消費者および企業の使用済み電子

機器を無料で回収しています。

またソニー・カナダは、エレクトロニクス・プロダクト・スチュワードシップ (EPSC) を創設し、現在も正規会員と

なっています。EPSCは廃電子機器のための持続可能なソリューションの設計、推進および実装に取り組む大手エレク

トロニクスメーカーで構成されています。

詳細は「ソニー・カナダウェブサイト：Recycling your Sony products (英語) 」をご覧ください。

EPRAの詳細は公式ウェブサイト (英語) をご覧ください。

2019年8月29日更新

パンアジアにおける製品リサイクル

ソニーの事業所は、アフリカからニュージーランドまでパンアジア各地域に立地し、それぞれの事業所や製造工場にお

いて、現地社会の求めるリサイクル活動を継続的に推進しています。さらに、各国の廃電気電子機器リサイクルに関す

る法規制を順守し、現地基準を満たすために地元の事業者と積極的に提携しています。

インド：地元業者との提携による廃家電の回収とリサイクル

ソニー・インドは、現地の法規制を順守するために、大手リサイクル事業者と提携して廃電気電子機器リサイクルサー

ビスを提供しています。2018年度は、修理時の廃棄物を含む廃電気電子機器約1,418トンを、このリサイクル事業者経

由で回収しました。また、お客さまがもっと簡単に廃電気電子機器を持ち込めるように、廃電気電子機器回収拠点の
ネットワーク拡大にも注力し、2019年3月末時点でインド全土の25カ所に回収拠点を設置しています。ソニー・インド

では回収結果を検討し、今後の計画に反映し続けています。

オーストラリア：政府認定パートナーのリサイクル制度に参加

ソニー・オーストラリアは、2012年以降、オーストラリア連邦政府から新たな廃電気電子機器リサイクル法制であ

る、ナショナル・テレビジョン・アンド・コンピューター・リサイクリング・スキームに準拠していると認証を受けた

パートナーのリサイクル制度に参加しています。このリサイクル法制のもと、ソニー・オーストラリアは着実にリサイ

クル活動に取り組んでおり、2018年7月から2019年6月までに約2,358トンの廃電気電子機器がこの法制によって回収

されました。

インドにおけるソニー製品のリサイクル情報は「ソニー・インド ウェブサイト：Electronic Waste (“E-Waste”)
Management (英語) 」をご覧ください。
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ARTキャンペーンのロゴ

詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：韓国でリサイクル・リユースを推進するキャンペーンを開催』をご覧くだ
さい。

2019年8月29日更新

中南米における製品リサイクル

ソニーの事業所は、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、ブラジル、ペルー、ボリビ

ア、メキシコなど中南米各国に立地し、それぞれの事業所は地域に合ったリサイクルプログラムを実施しています。そ

の代表事例として中南米全域にわたる共同プロジェクト等の活動を紹介します。

ソニー共同プロジェクト「グリーン・サービス・プログラム」

ソニー・アルゼンチン、ソニー・インター・アメリカン、ソニー・コロンビア、ソニー・チリ、ソニー・ペルー、ソ

ニー・メキシコおよびソニー・ボリビアなどの中南米のソニーの販売会社は、2010年より「GREEN SERVICE 

Program (グリーン・サービス・プログラム) 」を段階的に開始しています。このプログラムは、各国のサービスネッ

トワークを通じ、保証期間内の修理によって廃棄される製品や部品を適切に処理する活動です。また、中南米の販売会

社において発生した電気電子機器廃棄物 (e-waste) は、このプログラムにより適切に処理しています。ソニーはこの

活動を通じて、単なる廃棄処分を適切な管理による処理へ移行することによって、製品の販売後においても環境に対す

る責任を果たし、お客様の期待に応えています。

2018年度は約161トンの廃棄物を回収し、適切に処理しました。ソニーは今後も「グリーン・サービス・プログラム」

を推進していきます。

ラテンアメリカにおけるリサイクルプログラム

ソニーはお客様に対し、回収・リサイクルの法規制が存在している国々における各種リサイクルプログラムの下、製品

をリサイクルすることを促進しています。メキシコとペルーにおいて、ソニーは生産者責任に基づき、13ヵ所の回収場

所を通じて個別の回収・リサイクルスキームを運営し、リサイクルの法規制を順守しています。コスタリカとコロンビ

アにおいても、ソニーは回収・リサイクルを推進する回収スキームに参画し、リサイクルの法規制を順守しています。
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韓国：「ART (Action Really Together) 」キャンペーン

韓国では2003年より、電子機器、バッテリー、梱包材を対象とするリサイクル法が施行されています。ソニー韓国は

関連団体と協力し、政府により割り当てられる年間回収量を達成してきました。さらに2012年には、社員や地域住民

に対し廃電気電子機器リサイクルへの参加を促すための教育プログラムとして「廃棄物ゼロ・キャンペーン」を開始

し、その活動の幅をソニーのグループ会社、社員の友人や知人、そして他の団体にも広げてきました。2016年には、

ブランドを問わず”みんなで行動を起こす”ことの重要性を呼びかけるため、キャンペーン名を「Action Really 

Together (ART) 」に改称しました。耐用年数を過ぎた製品を回収してリサイクルするだけでなく、リユース可能な使

用済み製品を回収し地元のNGOに寄付しています。
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2019年8月29日更新

中国における製品リサイクル

廃棄電器電子製品回収処理管理条例への対応

中国では2011年より、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコンの5品目を対象とした廃棄電器電子製品回収処理

管理条例が施行されました。このうちソニーでは、テレビとパソコンが対象製品となっています。この条例では対象製

品の生産者と輸入者に対して廃棄電器電子製品処理専用基金への納付が義務づけられているため、ソニー中国はこの法

規制に従い基金への納付を行っています。

ソニー中国による放送業務用機器回収プロジェクト

ソニー中国では、2009年より放送業務用機器の回収プロジェクトを行っています。中国では1990年代より、放送局用

録画機器"U-matic"などの業務用機器を販売しており、これらの使用済み機器を放送局から無料で直接回収していま

す。回収された機器は業務用機器の処理に対応したリサイクル業者で適切にリサイクルされ、処理後には報告書を放送

局に提出しています。また、ソニー中国はハイビジョン技術を学べる「ソニー映像技術アカデミー」を運営しています

が、その無料受講券も機器の回収台数に応じて放送局に提供しています。

ソニー中国は、このプロジェクトを通して放送業界の関係者を巻き込み、業界全体で環境活動に取り組んでいけるよう

な関係を構築することを目指しています。
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2019年8月29日更新

環境コミュニケーションの活動

ソニーは、環境に関する情報を正確、迅速、かつ継続的にお客様やステークホルダーに提供しています。また、環境に

関するイベントの主催や環境教育を積極的に行い、社会的な環境意識の向上を目指しています。

イベントを利用した環境啓発活動

米国ソニー・エレクトロニクス (SEL) は、2015年よりPGAツアー※1「ソニーオープン・イン・ハワイ」において、地

元の非営利団体とともに環境活動に取り組んでいます。トーナメントに先立ち、SELは廃電気電子機器のリサイクルイ

ベントや海岸の清掃活動を実施し、トーナメント期間中は観客に環境負荷の少ない公共交通機関や自転車などでの来場

を奨励するとともに、ごみのリサイクルに取り組みました。また、飲食テントの出展者、スポンサー、会場であるワイ

アラエ・カントリー・クラブ等の協力のもと、イベントでの飲食サービスにおける、発泡スチロール材容器とプラス

チック製ストローの使用廃止を進めました。こうした活動が評価され、「ソニーオープン・イン・ハワイ」はハワイ州

より「グリーンイベント」の認定を4年連続で受けました。

※1   PGAツアーとは、米国男子ゴルフツアーのことです。

ペットボトル等のリサイクルのため、ゴミを種類
ごとに分別

音楽・アーティスト・イベントを通じての環境活動

ソニーミュージックグループは、所属アーティストの音楽活動を通じて環境意識を向上させる啓発メッセージを発信し

たり、各種イベントに対しても環境配慮に取り組んだりするなど、積極的に行動しています。

その一例として、所属アーティストの西川貴教は2009年より、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマにした滋賀県最

大の音楽イベント「イナズマロック フェス」を毎年開催しています。2018年は西川貴教をはじめ、UVERworld、欅坂

46ら多くの所属アーティストたちが出演し、「水の未来に、声を上げろ。」というスローガンのもと、合計約15万人

の観客にライブ演奏を届けました。さらに、イベントの収益金は、マザーレイク滋賀応援基金などの公共団体や地方自

治体に寄附され、特定外来種の駆除などの生態系・水環境の保全、琵琶湖の水源を支える森づくりといった保全活動に

活用されています。また例年、イベントに併せて出演アーティストのチャリティーオークションも開催され、2018年

は売上金約190万円を琵琶湖の環境保全のために滋賀県庁に寄附しました。

一方、各種ライブイベントの運営においても環境配慮を促進しています。例えば、株式会社ソニー・ミュージックソ

リューションズとソニーエンジニアリング株式会社が共同開発した、コンサート演出用のLEDライトシステム

「FreFlow® (フリフラ) 」では無線送信システムを改善し、信号規格の変更などで使えなくなった旧型のLEDライトシ

リーズを再び使えるようにし、資源循環にも貢献しました。

琵琶湖の環境保全のため「イナ
ズマロック フェス」を主催する
西川貴教

映像を通じての環境啓発活動

ソニー・ピクチャーズエンタテインメントは、持続可能な開発目標 (SDGs) を映像の力で多くの人に知ってもらうた

め、ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ネットワークスと国連財団とともにショートフィルムコンテスト

「Picture This Festival for the Planet (ピクチャー・ディス・フェスティバル・フォー・ザ・プラネット) 」を開催し

ました。このコンテストは新人映像作家や社会変革の意識を持つ人を対象に、SDGsの目標のうち8つの目標をテーマ

にしたショートフィルムを募集するもので、70カ国以上のクリエイターから約600作品の応募がありました。応募作品

は本コンテストの特設サイトやソーシャルメディアで公開され、特設サイトには約200の国と地域から約35万人のアク

セスを記録するとともに、ソーシャルメディアによる拡散も100万回を超え、映像作品を通して多くの人にSDGsを知

る機会を提供しました。
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「Picture This Festival for the Planet」の募集
ポスター

学生に向けた環境に関するプロジェクト

ソニーは、世界各地の事業所において、学生を対象にした環境に関するプロジェクトを展開しています。例えば、ソ

ニー中国では2017年より、中国の大学生に向けて持続可能な社会の実現を担う環境人材の育成などを目的とした研修

プロジェクト「Green Road (グリーン・ロード) 」に取り組んでいます。2018年度は「Green Road ‒ ソニー大学生

環境キャンプ」と題し、中国国内にあるソニーの精密部品工場で大学生環境団体の代表者を対象に3日間の環境キャン

プを実施し、ソニーの環境計画の紹介をはじめ、工場の省エネ型空調システムの見学、化学物質管理と資源循環につい

てのワークショップを行いました。これらのカリキュラムを通じて、参加した学生たちは環境に対する理解を深めまし

た。

ソニー中国の環境キャンプに参加した学生たちと
関係者

2018年度のGreen Roadの詳細は『ソニーの「ECO」ウェブサイト：中国で「Green Road -ソニー大学生環境キャ
ンプ」』をご覧ください。

化学物質に関するリスクコミュニケーション

ソニーは、化学物質を扱う企業として、化学物質排出量などの情報を公開し、安全面・環境面についても地域住民や行

政の方々と意見交換などを行うことにより、互いの理解を深める活動を行っています。

例えば、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社では、すべての事業所において、自主的にコミュニ

ケーションイベントを実施するとともに、地域イベントにも積極的に参加しています。また、事業所見学会も開催し、

環境関連施設による水処理等の現状を説明しています。

社内における環境意識の啓発

ソニーは、全世界のグループ社員に向けた環境意識の啓発を行っています。日本のソニーグループ社員に対しては、e

ラーニング等による環境教育を義務づけている一方、海外でも同様の教材を用いた環境教育を各事業所で展開していま

す。また、ソニーの環境に関する情報を社内向けのウェブサイトを通じて随時共有するなど、全世界のグループ社員の

環境意識の啓発に取り組んでいます。

さらに、日本国内では毎年、全社員向けのイベントを開催しています。そこでは社長兼CEOが自ら社員に向けてメッ

セージを発信し、環境意識の向上を図っています。世界各地の事業所では、ソニーの環境に関する取り組みを紹介する

社員向け環境教育やイベントを独自に展開しています。例えば、中国の索尼数字産品 (無錫) 有限公司 (SDPW) は2016

年にEHS※1教育体験館を設立し、体験型の環境教育に取り組んでいます。

※1   EHSとは、環境 (Environment) と労働安全衛生 (Health and Safety) の頭文字を取った言葉のことです。

SDPWにあるEHS教育体験館で行われている体験
型の環境教育
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2019年8月29日更新

ステークホルダーエンゲージメント

ソニーは、幅広い領域で事業を営んでおり、ステークホルダーからソニーに寄せられる期待はさまざまです。ソニー

は、健全で心豊かな持続可能な社会を実現するために、ステークホルダーの皆様と高い信頼関係を築き、協働で活動す

る「ステークホルダーエンゲージメント」の考えを重視しています。その代表的な事例を紹介します。

国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

ソニーは、2018年より「RE100※1」に加盟し、2040年までに自社の事業活動で使用する電力を100%再生可能エネル

ギーにすることを目指しています。この目標達成に向けて、ソニーはすでに事業所の電力を100%再生可能エネルギー

化した欧州に続き、他地域の事業所においても太陽光発電設備の設置を推進するなど再生可能エネルギーの導入を拡大

していきます。

さらに、電力を多く使用する日本においては、自己託送制度を活用した電力融通の仕組みを構築し、太陽光パネルで発

電された電力を事業所間で提供し合うことを検討しています。また、経済的かつ安定的に十分な量の再生可能エネル

ギーが供給されるよう、RE100加盟の他企業とともに再生可能エネルギー市場や政府への働きかけを強化していきま

す。

「RE100」のロゴ

WWF「クライメート・セイバーズ・プログラム」に参加

ソニーは、世界各国で活動する環境NGOであるWWF (世界自然保護基金) の「クライメート・セイバーズ・プログラ

ム」に2006年7月から参加しています。本プログラムは、企業とWWFがパートナーシップを結び、さまざまな温室効

果ガス削減計画を策定して実施していく取り組みです。温室効果ガス排出量の削減目標はWWFとの対話から設定さ

れ、その実行状況はWWFと第三者機関によって検証されます。このプログラムに参加することで、ソニーは一歩進ん

だ削減目標に挑戦できるとともに、WWFと第三者機関の検証によって環境活動の透明性を向上させています。

ソニーは、2020年度までの環境中期計画「Green Management (グリーンマネジメント) 2020」の気候変動目標につ

いても、クライメート・セイバーズ・プログラムに参加しています。

※1   RE100は、全世界での事業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーにすることを目指す企業が参加しており、国際NPO団体であるThe Climate 
     GroupがCDPとパートナーシップのもとで主導する国際的なイニシアチブです。

ニュースリリース：ソニー、100%再生可能エネルギー利用を目指す国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟

「クライメート・セイバーズ」のロゴ

「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」に参画

ソニーは、2013年11月、森林認証紙や再生紙など環境や社会に配慮した紙の利用を社会全体で推進することを目的とし

た「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム (CSPU) 」に、設立メンバーの1社として参画しました。このコンソー

シアムは、紙の利用について先進的な取り組みを行う企業とWWFジャパン、株式会社レスポンスアビリティの協働で

設立されました。ソニーは、持続可能な紙利用を実践すると同時に、その意義が社会全体に広まるよう、情報発信や普

及啓発活動等を行っています。また、コンソーシアムのメンバー間での定期的な情報共有や、メンバー外企業、団体へ

のヒアリングを通じて、優れた活動の横展開を図っています。ソニーは、森林認証紙の中でも合法性だけでなく森林の

持続可能性なども評価しているFSC認証紙※1の使用を進めています。例えば、会社案内や株主総会招集通知などのコー

ポレート刊行物、製品カタログ、カレンダー、名刺、封筒などに使用しています。2018年度は合計279トンの紙を使用

しました。

※1   FSC認証紙とは、国際機関であるFSC (Forest Stewardship Council、森林管理協議会) の認証を受け、森林保全に配慮した木材で生産した紙製品のことです。

「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム
(CSPU) 」のロゴ

詳細は「パートナーシップとフレームワークへの参画」をご覧ください。
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環境データ

以下のデータ項目については環境データファイルでご覧ください。
温室効果ガス排出量

環境効率

環境コスト

製品環境データ

製品リサイクルデータ

テレビのリサイクル

自主交換プログラムにおけるソニーのリチウムイオン2次電池の再資源化実績

事業所環境データ(全世界、地域別)

大気汚染物質/水質汚濁物質の排出状況

日本のPRTRデータ

その他のデータ

環境データファイル [Excel:199KB]

環境データ集計の方法および考え方

環境負荷の全体像

ポリ塩化ビニル(PVC)・臭素系難燃剤(BFR)代替済み製品例

ISO14001認証取得事業所一覧

日本のPCB含有電気機器保管状況

独立保証報告書

環境活動の主な沿革

2019年8月29日更新

環境データ集計の方法および考え方

データ集計システムによる全世界集計 データ集計の対象範囲と期間および精度

温室効果ガスに関連するデータの集計方法と考え方 資源に関連するデータの集計方法と考え方

その他のデータの集計方法と考え方
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2019年8月29日更新

データ集計システムによる全世界集計

ソニーでは、ソニーグループ全体の事業所における環境負荷の把握および進捗管理を実施するため、クラウドベースの

データ集計システムを運用しています。当システムにより月次で全世界の事業所のデータを収集することが可能となっ

ています。

各事業所の担当者はデータ集計システムに、エネルギー、水、廃棄物、化学物質、環境コストなどのデータを入力し、

責任者はデータをチェックしてから承認します。さらに、各地域環境オフィスのデータ管理者が、データを確認してい

ます。このような各レベルでのチェックに加え、効率よくデータを収集および集計するため、入力時にシステム上で変

動チェックを行うなど、入力ミスを減らす工夫をしています。

2019年8月29日更新

データ集計の対象範囲と期間および精度

集計期間(2018年4月1日～2019年3月31日)

原則として上記期間の実績値を集計していますが、全体の集計結果に対する影響が非常に小さい事業所の一部について

は見込み値を含んでいます。

集計範囲

事業所データ： 2019年3月31日時点でISO14001の認証サイト。原則的には、連結ベースのソニーグループ事業所のう
ち、すべての製造事業所、人員数100人以上の物流拠点、および人員数1,000人以上の非製造事業所

をISO14001認証の対象としています。

製品データ： ソニーグループにおいて生産され、ソニーグループ外へ販売された全製品。アクセサリー、半製品、

部品などの形態で販売されるものも含みます。また、重量データには包装材の重量も含みます。

集計精度

事業所データ： 化学物質データ、環境コストデータは、集計対象の一部の事業所において、データ精度が不十分のも

のがあります。

製品データ： 半製品、部品の一部、また海外で生産し、かつ販売を行う製品の一部に、精度が不十分のものがあり

ます。
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2019年8月29日更新

温室効果ガスに関連するデータの集計方法と考え方

事業所の温室効果ガス排出量

事業所内の電力、熱、燃料の使用、温室効果ガスの使用 (製造プロセス用、設備等での使用) をもとに集計しています。

エネルギー使用にともなうCO2排出量 (エネルギー起因)

各事業所での電力、熱および燃料 (車両等の燃料を含む) の使用量に、CO2換算係数を乗じて算出しています。

なお、再生可能エネルギーの利用分 (証書を含む) については、CO2換算係数をゼロとしています。

PFC類等の温室効果ガス排出量 (非エネルギー起因)

各事業所での温室効果ガスの排出量に、地球温暖化係数を乗じてCO2量に換算しています。

地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の第5次評価報告書による地球温暖化係数を使用しています。

CO2換算係数について

「電力」

日本：電気事業連合会により提供される2014年度の係数

海外：国際エネルギー機関 (IEA) により提供される2013年の係数

「燃料および熱」

日本/海外：地球温暖化対策の推進に関する法律 (日本) に基づく係数など

製品使用時のCO2排出量

製品使用にともなうCO2排出量は、今年度に販売した製品の生涯の電力使用量にCO2換算係数を乗じて算出しています

(今年度に実際に使用時に排出されたCO2量ではありません)。製品使用時CO2排出量は、以下の式で算出しています。

販売台数 × (動作時消費電力×年間動作時間 ＋ 待機時消費電力×年間待機時間) × 使用年数 × CO2換算係数

今年度生じた環境負荷を算出するためには、過去に販売され、今年度も引き続きお客さまの元で使用されているソニー

製品の全電力使用量から使用時CO2排出量を計算すべきだと考えます。しかし実際は過去の販売製品すべてについて、

(参考リンク) 環境省ウェブサイト：温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度について

(参考リンク) 国際エネルギー機関(IEA)ウェブサイト

お客さまの元にどの程度残存しているかを把握するのは困難です。そこでソニーでは、今年度発売した製品が廃棄され

るまでの生涯で使用する電力量を製品使用時CO2排出量としています。

製品の年間動作時間、年間待機時間、使用年数については各種調査データにもとづき算出しています。また、CO2換算

係数は、電気事業連合会 (日本) および国際エネルギー機関 (日本以外) が提供する2013年の国別の係数を使用しています。

物流によるCO2排出量

ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品での国際間の輸送、および、日本・米国・欧州・アジアなど全世界

40カ国以上の輸送が対象です。ただし、日本国内については部品などの輸送を一部含みます。

物流によるCO2排出量は、主として輸送トンキロ (輸送重量×輸送距離) にCO2換算係数を掛けることで算出しています

が、トラック輸送の一部については、燃費と輸送距離から求めた燃料使用量にCO2換算係数を掛け、CO2排出量を算出

しています。なお、船舶での国際間輸送に関しては、海上用コンテナを含めた重量を輸送重量として用いています。

算出に用いるCO2換算係数については、国際間輸送にはGHGプロトコルにより提供される排出原単位を用いており、

また域内輸送には各地域や国で提供される係数を優先して採用しています。たとえば、日本国内の輸送に関しては、

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」にもとづく「貨物輸送量あたりの燃料使用量」の係数および「地球温暖化

対策の推進に関する法律」にもとづく「燃料の使用に関する排出係数」を参照しています。また、米国の輸送に関して

はアメリカ合衆国環境保護庁 (EPA) の SmartWay Transport Partnershipの排出係数を参照しています。

社員の出張によるCO2総排出量

ソニー株式会社および日本、欧州、北米のソニーグループ・エレクトロニクス関連会社社員の航空便を使用した出張の

うち、その大半を占める集中管理分、また、アジアのエレクトロニクス関連会社の一部を集計対象としています。 (日

本、北米については音楽系関連会社分を一部含む) CO2排出量は、出張者数と出張距離を乗じたものに、GHGプロトコ

ルにより提供されるCO2排出原単位を乗じて算出しています。

再生可能エネルギーによる温室効果ガス排出削減貢献量

再生可能エネルギーによる発電、再生可能エネルギーにより発電された電力の購入、再生可能エネルギーの証書やクレ

ジットの購入によるCO2排出削減貢献が対象となります。CO2排出削減貢献量は、これらのエネルギー量にCO2換算係

数を乗じて算出したものとなります。
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スコープ3の算定概要

カテゴリー区分 算定概要

カテゴリー1
購入した製品・サービス

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の原材料・部品および購入し
た物品の資源採取段階から製造段階までの排出量、および一部のデータセン
ター利用に伴う排出量

カテゴリー2
資本財

ソニーグループが投資した設備などの製造に伴う排出量

カテゴリー3
スコープ1,2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

ソニーグループの事業所で使用した燃料やエネルギーの調達に伴う排出量

カテゴリー4
輸送、配送 (上流)

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品や購入した部品の輸送、およ
びそれらの製品の保管に伴う排出量

カテゴリー5
事業から出る廃棄物

ソニーグループの事業所で発生した廃棄物の処理に伴う排出量

カテゴリー6
出張

日本、欧州、北米を中心としたソニーグループ・エレクトロニクス関連会社社
員の出張 (航空機) に伴う排出量

カテゴリー7
通勤

ソニーグループ従業員の通勤に伴う排出量

カテゴリー8
リース資産 (上流)

対象外 (他カテゴリーに算入)

カテゴリー9
輸送、配送 (下流)

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品について、販売店から消費者
までの配送に伴う排出量

カテゴリー10
販売した製品の加工

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される加工に伴う排出
量

カテゴリー11
販売した製品の使用

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定される生涯の電力消費
に伴う排出量

カテゴリー12
販売した製品の廃棄

ソニーグループが販売したエレクトロニクス製品の想定されるリサイクル・廃
棄処理に伴う排出量

カテゴリー13
リース資産 (下流)

対象外

カテゴリー14
フランチャイズ

対象外

カテゴリー15
投資

ソニーグループの主な投資先での事業活動に伴う排出量

2019年8月29日更新

資源に関連するデータの集計方法と考え方

事業所廃棄物発生量

事業所から発生する産業廃棄物、一般廃棄物の総重量。

事業所廃棄物埋め立て量

事業所で発生した廃棄物のうち、埋め立て処分された重量。

水使用量・排水量

水使用量： 事業所で使用した水(上水道、工業用水、井戸水)の使用量。上水道、工業用水は購入量で代用していま

す。

水排水量： 事業所で発生した河川への排水量及び下水への排水量。排水量が把握できない事業所については、水使用
量にソニーグループ全事業所の平均排水比率(排水量/水使用量)を乗じた数値で補正しています。

製品資源投入量

製品、アクセサリー、取り扱い説明書、包装材に用いられる資源の総重量。製品の総出荷重量で代用しています。

製品再資源化量

製品回収量に再資源化率を乗じた量。製品回収量は、日本・東アジア、欧州、北米、パンアジア、中南米でのリサイク

ル重量です。これはリサイクル費用などからの算出を一部含みます。また再資源化率は、回収されたもののうち資源と

して再利用される割合です。現状では、使用済み製品の回収量で代用しています。
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2019年8月29日更新

その他のデータの集計方法と考え方

化学物質取扱量・排出量

クラス3については年間取扱量が100kg以上、クラス4については年間取扱量が1,000kg以上の物質を報告対象にしてい

ます。

化学物質の取扱量： 事業所における化学物質の使用量。把握できない場合は購入量で代用しています。

化学物質の排出量： オペレーションに伴って化学物質を事業所から環境中へ出す量。おもに取扱量に係数を乗じて算
出しています。

水質汚濁物質排出(BOD、COD)量

排水濃度に排水量を乗じた量。法的要求および契約などその他の要求がある事業所が対象。

大気汚染物質排出(NOx、SOx)量

排気濃度に排気量を乗じた量。法的要求および契約などその他の要求がある事業所が対象。

2019年8月29日更新
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2019年8月29日更新

表：「PVC・BFR代替済み製品例(2019年7月末時点)」

ポリ塩化ビニル(PVC) 臭素系難燃剤(BFR)

製品カテゴリー
PVCフリー製品(※1)

代表的なモデル名称

BFRフリー製品(※2)

代表的なモデル名称

Xperia™ スマート

フォン
全モデル 全モデル

Xperia™ タブレット 全モデル 全モデル

ポータブルオーディ

オプレーヤー・

ウォークマン®メモ

リータイプ

NW-A55 / NW-A55HN / NW-A56HN /

NW-A57

NW-A55 / NW-A55HN / NW-A56HN /

NW-A57

NW-A45 / A45HN / A46HN / A47 NW-A45 / A45HN / A46HN / A47

NW-S31 3/S31 3K/S31 5/S31 5K NW-S31 3/S31 3K/S31 5/S31 5K

NW-E393 / E394 / E395 NW-E393 / E394 / E395

NWZ-B1 83F / B1 83 NWZ-B1 83F / B1 83

NWZ-WS623/WS625

NW-WS41 3 / WS41 4

ICレコーダー

ICD-UX565F / UX560F / UX560 ICD-UX565F / UX560F / UX560

ICD-TX650 ICD-TX650

ICD-TX800 ICD-TX800

ICD-PX370 / PX470 / PX470F ICD-PX370 / PX470 / PX470F

ICD-PX240 ICD-PX240

ICD-BX1 40 ICD-BX1 40

メモリーカードレ

コーダー
ICD-LX31

ポータブルラジオレ

コーダー

ICZ-R1 1 0 ICZ-R1 1 0

ICZ-R260TV

リニアPCMレコー

ダー
PCM-D1 00 / A1 0 / D1 0

サウンドモニタリン

グ

レシーバー

SMR-1 0 SMR-1 0

ビデオカメラ・

ハンディカム®

HDR-CX240 HDR-CX240

HDR-CX405 HDR-CX405

HDR-CX440 HDR-CX440

HDR-CX450 HDR-CX450

HDR-CX455 HDR-CX455

HDR-CX470 HDR-CX470

HDR-CX625 HDR-CX625

HDR-CX675 HDR-CX675

HDR-CX680 HDR-CX680

HDR-PJ41 0 HDR-PJ41 0

HDR-PJ440 HDR-PJ440

HDR-PJ675 HDR-PJ675

FDR-AX33 FDR-AX33

FDR-AX40 FDR-AX40

FDR-AX45 FDR-AX45

FDR-AX53 FDR-AX53

FDR-AXP55 FDR-AXP55

FDR-AX60 FDR-AX60

FDR-AX1 00 FDR-AX1 00

FDR-AX700 FDR-AX700
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ビデオカメラ・

アクションカム

HDR-AS50 HDR-AS50

HDR-AS50R HDR-AS50R

HDR-AS300 HDR-AS300

HDR-AS300R HDR-AS300R

FDR-X3000 FDR-X3000

FDR-X3000R FDR-X3000R

デジタルスチルカメ

ラ・

サイバーショット™

DSC-HX60 DSC-HX60

DSC-HX80 DSC-HX80

DSC-HX90 DSC-HX90

DSC-HX90V DSC-HX90V

DSC-HX95 DSC-HX95

DSC-HX99 DSC-HX99

DSC-HX350 DSC-HX350

DSC-HX400 DSC-HX400

DSC-H300 DSC-H300

DSC-H400 DSC-H400

DSC-W800 DSC-W800

DSC-W81 0 DSC-W81 0

DSC-W830 DSC-W830

DSC-WX220 DSC-WX220

DSC-WX350 DSC-WX350

DSC-WX500 DSC-WX500

DSC-WX700 DSC-WX700

DSC-WX800 DSC-WX800

DSC-RX0 DSC-RX0

DSC-RX0M2 DSC-RX0M2

DSC-RX1

DSC-RX1 R

DSC-RX1 RM2

DSC-RX1 0

DSC-RX1 0M2

DSC-RX1 0M3

DSC-RX1 0M4

DSC-RX1 00

DSC-RX1 00M2

DSC-RX1 00M3

DSC-RX1 00M4

DSC-RX1 00M5A

DSC-RX1 00M6

デジタル一眼カメ

ラ・α™

ILCA-68 ILCA-68

ILCA-77M2 ILCA-77M2

ILCA-99M2

ILCE-51 00 ILCE-51 00

ILCE-6000

ILCE-6400

ILCE-6500

ILCE-7

ILCE-7M2

ILCE-7M3

ILCE-7RM2

ILCE-7RM3

ILCE-7S

ILCE-7SM2

ILCE-9
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PlayStation®Vita

「プレイステーショ

ン・ヴィータ」

PCH-1 1 00シリーズ PCH-1 1 00シリーズ

PCH-2000シリーズ PCH-2000シリーズ

ポータブルDVDプ

レーヤー
DVP-FX780 DVP-FX780

メモリースティック™
MS-HX32B / HX1 6B / HX8B MS-HX32B / HX1 6B / HX8B

SxS™メモリーカード
SBP-256E / 1 28E / 64E SBP-256E / 1 28E / 64E

SBP-1 20F / 240F SBP-1 20F / 240F

SBS-1 28G1 C / 64G1 C / 32G1 C SBS-1 28G1 C / 64G1 C / 32G1 C

※1

PVCフリーの対象：PVC代替対象部位は以下

の通り。ただしアクセサリー・付属品は除く。

Xperia™ スマートフォン：すべてのプラス

チック部位

Xperia™ スマートフォン以外の製品：筺体

と機内配線

※2

BFRフリーの対象：BFR代替対象部位は以下

の通り。ただしアクセサリー・付属品は除く。

Xperia™ スマートフォン：製品の基板、筺

体、ケーブル

Xperia™ スマートフォン以外の製品：筺体

と主要基板

2019年8月29日更新

ISO14001 (環境マネジメントシステム) 認証取得状況

ソニーでは、全世界でISO14001認証取得を進め、2002年4月に全製造事業所で取得を完了しました。2003年度より、

これを発展させ、グループとしてグローバルに統一した環境マネジメントシステムの構築を進めました。そして2005

年度末に、全世界で一本化したISO14001の統合認証を取得しました※1。

※1   ISO認証取得事業所の対象範囲は、すべての製造事業所、人員数100人以上の物流拠点および1,000人以上の非製造事業所です。

ISO14001認証取得事業所一覧

日本・東アジア地域環境オフィス管轄

ISO14001認証取得事業所一覧

欧州地域環境オフィス管轄

ISO14001認証取得事業所一覧

北米地域環境オフィス管轄

ISO14001認証取得事業所一覧

中南米地域環境オフィス管轄

ISO14001認証取得事業所一覧

パンアジア地域環境オフィス管轄

ISO14001認証取得事業所一覧

中国地域環境オフィス管轄
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2019年8月29日更新

ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

本社組織/ビジネスユニット

組織名
グローバル認証取得

年月

ソニー株式会社 本社環境部門 2004/06

ソニービジュアルプロダクツ株式会社 2004/09

ソニービデオ&サウンドプロダクツ株式会社 2004/09

ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューション株式会社 プロフェッショナル・プロダク

ツ＆ソリューション本部、メディカルビジネスグループ
2004/09

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 2004/10

ソニーイメージング・プロダクツ＆ソリューション株式会社 デジタルイメージング本部 2005/01

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2004/06

ソニー・モバイルコミュニケーションズ株式会社 2005/01

ソニーストレージメディアソリューションズ株式会社 2004/08

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式

会社
4 2004/07

ソニーストレージメディアマニュファクチャリング株式会社 3 2004/08

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 8 2004/10

株式会社ソニーDADCジャパン 4 2004/10

ソニー・太陽株式会社 1 2005/01

Sony Electronics of Korea Corporation 1 2005/04

グリーンサイクル株式会社 1 201 3/02

非製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

ソニー株式会社テクノロジーセンター 8 2004/07

ソニーLSIデザイン株式会社 2 2004/1 1

ソニー損害保険株式会社 1 2004/1 2

ソニーミュージックグループ 2 2004/1 2

ソニーカスタマーサービス株式会社 東金テクノロジーサイト 1 2004/1 2

ソニー生命保険株式会社 3 2005/05

株式会社ジャレード 6 2005/07

Sony Taiwan Ltd. 7 2005/09

Sony Korea Corporation 1 2006/01

株式会社フロンテッジ 2 2006/02

ソニー銀行株式会社 2 2008/03
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2019年8月29日更新

ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony DADC Europe Limited 2 2004/10

Sony Europe BV 1 2005/06

非製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony DADC Germany GmbH (Distribution Centre) 1 201 1/05

Sony DADC IBERIA S.L. (Distribution Centre) 1 201 2/01

Sony Music Entertainment UK Limited 1 201 2/03

Sony DADC Czech Republic, s.r.o. 1 201 3/06

Sony DADC Europe Ltd. Enfield Distribution Centre 1 2014/06

Sony Mobile Communications AB

Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe B.V. (NL)

Qoitech AB

1 201 5/01

2019年8月29日更新

ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony DADC - Terre Haute 1 2005/03

非製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony American Zone 3 2006/01

Sony Pictures Entertainment (SPE) Group 3 2006/01
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ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony Brasil Ltda. 1 2004/09

2019年8月29日更新

ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 2 2004/10

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd 1 2005/06

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. (PG Tec) 1 2005/09

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. (KL Tec) 1 2005/09

非製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony India Pvt. Ltd. 1 2006/01

Sony India Software Centre Private Limited 1 201 2/03
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ISO14001 グローバル環境マネジメントシステム認証

(2019年3月31日現在)

製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony Digital Products (Wuxi) Co., LTD. 1 2004/09

Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd. 1 2005/02

Sony Precision Devices (Huizhou) Co., Ltd. 1 2005/02

Shanghai Suoguang Electronics Co., Ltd. 2 2005/04

Shanghai Epic Music Entertainment Co., Ltd.

Sony DADC China Co., Ltd.
1 2010/04

非製造事業所

事業所名
認証取得

事業所数

グローバル認証取得

年月

Sony (China) Limited.

Sony Supply Chain Solutions (China) Ltd.

Sony Global Information System (China) Co., Ltd.

9 2005/03

Sony Mobile Communications (China) Co. Ltd. 1 201 5/01

2019年8月29日更新

ソニーでは、高濃度のPCB (ポリ塩化ビフェニール) 含有電気機器を使用していません。また、保管中の高圧コンデン

サー、照明用安定器、回収されたテレビの小型コンデンサーなど、現在使用されていないPCB含有電気機器は各事業所

で厳重に保管しています。

日本のPCB含有電気機器保管状況 (2018年度)

高圧コンデンサー・トランス等大型電気機器 照明用安定器など TV用小型コンデンサー

1 10台 6,160個 84個

注記：

分類については、都道府県への届出内容に従っています。
表中の電気機器、PCBの他にもウエスなどを保管しています。
TV用小型コンデンサーは、リサイクルによる回収により数が増加しています。
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2019年8月29日更新

環境データの第三者検証について

ソニーでは、2001年度から、報告内容に対する信頼性の確保および環境マネジメントの継続的改善への活用を目的

に、環境データの第三者検証を受けています。2003年度からは、ソニーグループ・グローバル環境マネジメントシス

テムの外部監査機関でもあるビューローベリタス(BV)グループに第三者検証を依頼しています。2018年度は、環境

データ収集・集計・報告プロセスの信頼性、集計データから導かれた結論の妥当性などについて、製造事業所、非製造

事業所、設計開発部門、およびソニー本社での第三者検証が行われました。なお、温室効果ガス排出量については、

2011年度よりISO 14064-3に則って検証しています。

独立保証報告書
拡大表示 [PDF:252KB]
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2019年8月29日更新

1970年代

1976年 4月 社長を議長とする環境会議を設置

4月 国内ソニーグループ公害防止、安全衛生を推進

5月 環境科学センターを設置

5月 国内ソニーグループの公害関連・作業環境を測定

1980年代

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年代

1990年 8月 ソニー株式会社社員に対し、環境保全に関する社長方針を通達

10月 ソニー地球環境委員会が発足

1991年 10月 製品アセスメントに関する方針を制定

11月 国際商工会議所による持続的発展に向けた企業間条約に賛同

1993年 1月 環境保全関連技術の支援プログラム「環境ファンド制度」発足

3月 ソニー環境基本方針、環境行動計画を制定

4月 全世界のソニーグループの生産工程から洗浄用フロンを全廃

1994年 2月 「地球環境賞制度」発足

4月 社会環境部を設立、中央研究所内に環境研究センターを設置 (～1999年)

5月 製品の環境配慮を促進する「Greenplusプロジェクト」発足

7月 環境ISOに関するソニー方針を制定・施行

1995年 5月 ソニー幸田が国内業界で初めてISO 14001認証を取得

1996年 7月 ソニードイツ・サービス部門がソニーグループ非製造事業所として初めてISO 14001認証を取得

10月 ソニー環境行動計画を更新、「Green Management 2000」を制定

1997年 10月 一宮リサイクル研究センターが稼動 (～2005年)

12月 アジアの非製造事業所として初めてシンガポールで4つの事業所がISO 14001認証を取得

1998年 9月 ドイツの欧州環境センターに環境ラボラトリーを設置

11月 ソニー環境中期行動計画「Green Management 2002」制定

1999年 2月 日本国内の全製造事業所でISO 14001認証取得を完了

2000年代

2000年 4月 ネットワークカンパニーの評価に環境を盛り込む

4月 「環境リスクマネジメントガイドライン」の運用を開始

10月 ソニー環境ビジョンを制定

2001年 3月 ソニー環境中期行動計画「Green Management 2005」制定

4月 家電リサイクル法の施行に伴い、ソニーが筆頭株主であるグリーンサイクル株式会社他全国14ヶ所
で対象4品目のリサイクルを開始
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4月 環境活動評価の対象をエレクトロニクスに加えゲーム、音楽、映画ビジネスに拡大

9月 グリーン電力証書システムの利用を開始

10月 オランダで、製品の化学物質含有に関する行政指導によりPS oneを一時出荷停止

2002年 3月 ソニー技術標準「部品・材料における環境管理物質管理規定(SS-00259)」を制定

4月 全世界の製造事業所でISO 14001認証取得完了

6月 第1回「ソニーグループ環境月間」を実施

7月 「グリーンパートナー環境品質認定制度」 を導入

2003年 7月 ソニー環境中期目標「Green Management 2005」改定

11月 「ソニー環境ビジョン」を「ソニーグループ環境ビジョン」に改定

2006年 3月 2004年度から開始した全世界の事業所の環境マネジメントシステムの結合を完了

4月 ソニー環境中期目標「Green Management 2010」制定

7月 WWF (世界自然保護基金) が推進するクライメート・セイバーズ・プログラムに参加

2007年 11月 Sony DADC Austria Anif 工場が100%再生可能エネルギーを導入

2008年 4月 グリーン電力証書を通じた森林保全支援活動推進の一環として能代の木質バイオマス発電スキーム
スタート

6月 省エネ型液晶テレビ KDL-32JE1 発表

9月 北九州市との小型家電回収実証実験　開始

2009年 1月 「人感センサー」や「主電源スイッチ」などの新たな省エネ機能を搭載し大幅な消費電力の削減を
実現した、液晶テレビ ブラビア™ V5/VE5/WE5シリーズを発表

6月 水銀0%のアルカリボタン電池を発売

7月 欧州の事業所で使用電力を100%再生可能エネルギーにすることを達成。ソニー本社ビルの使用電
力の約50%も再生可能エネルギー化を達成

10月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス鹿沼事業所が「資源循環技術・システム表彰」にお
いて経済産業大臣賞を受賞

11月 報道関係者向け説明会において、「環境」がソニーの4重点施策のひとつに位置づけられる

2010年代

2010年 2月 プラスチック部品の約80%に再生プラスチック材料を使用、100%PETリサイクル材を使用したキャ
リングケースを採用するなど、環境への取り組みを象徴したパーソナルコンピューター VAIO® Wシ
リーズ [エコボディモデル]を発表

4月 ソニー環境計画「Road to Zero」を策定し、公表。ソニーグループ環境ビジョンを改訂、環境中期
目標「Green Management 2015」を制定

10月 第10回生物多様性条約締約国会議 (COP10) にて、ソニーセミコンダクタ九州株式会社 熊本テクノ
ロジーセンターが地下水涵養の取り組みを発表

2011年 2月 99%の再生材率を実現した再生プラスチック「SORPLAS™」を開発、液晶テレビ ブラビア™の画
面フレーム体裁部品に採用

3月 ソニー幸田の森が、緑の認定・SEGES (シージェス：社会・環境貢献緑地評価システム) の最高位
「Superlative Stage」に認定

4月 オリビン型リン酸鉄を用いたリチウムイオン二次電池の1.2kWh蓄電モジュールを発売

6月 事業活動における環境配慮評価制度「Green Star Program」を導入開始

2012年 2月 ユーザーが能動的に電力管理や電力制御をしながら利用できる「認証型コンセント」を開発

9月 欧州EISA アワード Greenスマートフォン部門最高製品賞をXperia™ Pが受賞

12月 米国CES Innovation Award 2013 エコデザイン&サステナブルテクノロジー部門で、サイバー
ショット® DSC-HX30/20シリーズ、およびホームシアターシステムBDV-N790Wが受賞

2013年 3月 Sony Electronics Asia PacificがChannel News Asia 主催のGreen Luminary Award を受賞。ソ
ニーのRoad to Zero に基づく中長期のコミットメント、SORPLAS™に代表される製品の環境配
慮、および従業員と地域が参加したCSR活動が高い評価を得た

3月 ソニーセミコンダクタ株式会社 大分テクノロジーセンターが、緑の認定・SEGES (シージェス：社
会・環境貢献緑地評価システム) の最高位「Superlative Stage」に認定
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2014年 1月 ソニーイーエムシーエス (マレーシア) クアラルンプールテックの環境マネジメントシステムおよび
環境負荷削減活動がマレーシア資源環境省のハイビスカス賞を受賞

2月 環境活動訴求テレビCM「Water Rock」が第17回環境コミュニケーション大賞 テレビ環境CM部門
大賞を受賞

10月 ソニーイーエムシーエス (マレーシア) KLテックの「持続可能なエネルギーマネジメントプログラ
ム」の取り組みが、ASEAN Energy Awardのエネルギーマネジメント大企業部門において第3位に
選定

12月 ソニー・エレクトロニクスの電子機器廃棄物リサイクルの取り組みが、米国環境保護庁の
Sustainable Materials Management Awardを受賞

2015年 3月 ソニーイーエムシーエス株式会社 幸田サイトの「西三河地区の樹木 (在来種) による苗木づくりと、
フクロウの棲む森づくり」が国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) の連携事業に認定

5月 環境中期目標「Green Management 2020」を制定

10月 ソニーイーエムシーエス株式会社 幸田サイトの企業緑地管理と生物多様性保全などの環境活動が第
3回「みどりの社会貢献賞」を受賞

10月 ソニーイーエムシーエス (マレーシア) KLテックが、ASEAN Energy Awardを2年連続で受賞

2016年 3月 ソニーが環境省や文部科学省などが後援する低炭素杯2016において、「ベスト長期目標賞」に選出

4月 ソニー主催ゴルフトーナメント「ソニー・オープン・イン・ハワイ」がハワイ州グリーンイベント
「Kela (Excellent：エクセレント) 」レベルに認定

10月 SPEアニメーション映画「アングリーバード」の「アングリーバードハッピープラネット」キャン
ペーンが、「2016 Environmental Media Awards」のベスト広告キャンペーン賞を受賞

2017年 10月 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社 幸田サイトがSEGES (シー
ジェス：社会・環境貢献緑地評価システム) の「緑の殿堂」に認定

2018年 3月 ソニー株式会社の「わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト」とソニーセミコンダクタマニュファク
チャリング株式会社 熊本テックの「地下水涵養」が国連生物多様性の10年日本委員会 (UNDB-J) の
連携事業に認定

9月 ソニー株式会社が再生可能エネルギー100%を推進する国際イニシアチブ「RE100」に加盟

10月 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 大分テクノロジーセンター国東サテライト
の地域貢献や生物多様性保全などの環境活動が第6回「みどりの社会貢献賞」を受賞

11月 ソニー韓国が2018年全国低炭素生活実践大会において国務総理賞を受賞

※ 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。
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コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

重要と考える理由

ソニーの創業者である井深大は、設立趣意書で「技術を通じて日本の文化に貢献」すること、そして「国民科学知識の

実際的啓発」を創業の目的の一つと位置づけ、次世代を担う子どもたちの理科教育に注力してきました。創業者の思い

を引き継ぎ、ソニーは社会貢献活動を続けています。

基本的な考え方

創業者の志を受け継ぎ、「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、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していきます。

特に、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取り組みます。

体制

ソニー株式会社主導のグローバルプロジェクトのほか、世界各地のソニーグループ会社と5つの財団、国際機関やNGO

など関係するステークホルダーとの連携のもと、ソニーグループが活動する世界の各地で地域ニーズに応じた活動を

行っています。また、社員参画の推進も行っています。

2018年度の主な実績

以下、2018年度の取り組みについて主な実績を紹介します。
コミュニティ活動支出 約25億円 (2018年度)

ボランティア活動参加社員数 延べ7万人 (募金・献血を含む)

「ソニー・サイエンスプログラム」ワークショップ (約100回開催、約3,900人参加)

災害被災地・被災者への支援 (日本、インドネシア、インド、アフリカ)

継続的に行ってきた取り組み

1959年 「ソニー小学校理科教育振興資金」を開始

1972年 「財団法人ソニー教育振興財団」設立 (現、ソニー教育財団)

1984年 「ソニー音楽芸術振興会」設立 (現、ソニー音楽財団)

1992年 ボランティア休職制度の開始

1999年 「ソニー・オーストラリア財団」設立

2000年 「ソニー・エクスプローラサイエンス (北京) 」オープン

2002年 「ソニー・エクスプローラサイエンス (東京) 」オープン ※1

2006年  国連UNHCR協会とのパートナーシップとして「難民映画祭」の協賛を開始

2009年 「ソニー・サイエンスプログラム」開始

2010年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとの災害支援のパートナーシップ開始

2012年 世界自然保護基金 (WWF) との「スマトラ島森林保全プロジェクト」開始

2016年 セーブ・ザ・チルドレンジャパンと共同で「子どものための災害時緊急・復興ファンド」を設立
※1　2019年10月末に閉館予定

今後に向けて

持続可能な開発目標 (SDGs) を含め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

り組んでいきます。
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活動報告

コミュニティ活動方針・重点分野・体制

コミュニティ活動実績

社員参画のための諸制度

災害支援の取り組みについて

2019年8月29日更新

コミュニティ活動方針・重点分野・体制

創業者の理念

ソニーの創業者である井深大は、設立趣意書で「国民科学知識の実際的啓発」をソニー創業の目的の一つに位置づけ、

社会に対して価値ある存在の会社になることを目指しました。また、設立から13年後の1959年に、理科教育において

優れた教育を目指している小学校を支援する「ソニー小学校理科教育振興資金」を設立しました。戦後間もない日本に

おいて、科学技術の振興こそが社会を立て直す、そのためには次世代を担う子どもたちの理科教育に注力することが重

要と考えたのです。

井深 大 ソニー小学校理科教育
振興資金の受賞校連盟
による研究会

コミュニティ活動の方針

創業者の志を受け継ぎ、「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、事業活動を行う世界の各地域におい

て、ソニーグループの製品、コンテンツ、技術、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

シップを活用して、コミュニティ活動を展開しています。

各国・地域でのSTEAM※1を中心とした教育支援活動、大規模災害における緊急支援活動、社会課題解決のための技術

の応用、エンタテインメントの力を生かした啓発活動などを通じて、SDGs※2を含めさまざまなグローバル課題の解決

に貢献することを目指します。
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※1   STEAM：Science (科学)、Technology (技術)、Engineering (工学)、Art (芸術)、Mathematics (数学) の頭文字をとったもの

※2 SDGs：Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)

コミュニティ活動・体制

ソニー株式会社主導のグローバルプロジェクトのほか、コミュニティ活動方針にもとづき、世界各国のソニーグループ

会社と財団法人、科学ミュージアムにおいて、国際機関やNGOなどとの連携のもと、地域ニーズに応じた活動を各地

で行っています。また、社員によるボランティア活動や募金活動を積極的に推進し、活動の効果向上と社員意識の向上

を図っています。

ミュージアムや財団など関連情報

ソニー・エクスプローラサイエンス (東京、北京)

科学の原理・原則、デジタル技術の進化や面白さを実際に見て、触れて、楽しみながら体験できる科学ミュージアムです。

※1   2019年10月末に閉館予定

財団

ソニー・エクスプローラサイエンス (東京)※1

ソニー・エクスプローラサイエンス (北京)

公益財団法人　ソニー教育財団 (日本)

公益財団法人　ソニー音楽財団 (日本)

Sony Foundation Australia Limited (オーストラリア)

Sony Canada Charitable Foundation (カナダ)

Stichting Sony Europa Foundation (欧州)
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2019年8月29日更新

コミュニティ活動実績

2018年度のソニーグループ全体のコミュニティ活動費用※1は、総額で約25億円となりました。分野別では、科学教育

などの教育分野に資する活動が約半分を占め、次いで、地域貢献や緊急災害支援が多くなっています。

※1   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。

地域別では、日本国内での活動金額が全体の約40%を占め、米国が33%、中国大陸・香港地区が16%と続きます。

ソニー・サイエンスプログラムの実施

MESH™ワークショップの様子

感動体験プログラムの実施

ソニーは、日本国内の教育格差是正に向けた取り組みとして、2018年9月より「感動体験プログラム」の提供を開始し

ました。本プログラムは、日頃体験できない「感動体験」を提供することにより、子どもたちの好奇心や創造性などの

向上をサポートすることを目的とし、主に小学生を対象に、放課後等の時間帯や地方や離島において展開しています。

活動は、ソニーグループの技術やコンテンツを生かしながら、NPO等の外部団体とのパートナーシップも活用し、

STEAM※1分野の多様なワークショップを実施しています。2018年度はIoTブロックMESH™を活用したプログラミン

グ体験や、大型VR空間「Warp Square」の映像と音を通して異文化を体験するワークショップ、株式会社ソニー・

ミュージックエンタテインメントのノウハウを生かしたアニメ制作やミュージカル体験などのワークショップを7カ所

の小学校 (アフタースクール) で実施しました。また、子ども食堂では、MESH™を使ったプログラミング体験や科学実

験ショーを3カ所で実施、地方や離島の小学校においてはMESH™を活用した遠隔授業を5カ所で実施しました。

2018年度の活動実績としては、合計15カ所、約300名の子どもたちに対して「感動体験プログラム」を届けることが

できました。

ソニー・サイエンスプログラムでは、未来を生きる子どもたちが、科学のチカラを応用しよりよい社会を創っていける

よう、その力をつける「きっかけ」となる体験を提供しています。

2018年度は、ソニーの製品やサービスに関連した工作、発明を行うワークショップを約90回開催し、約3,900人の子

どもたちが参加しました。また、体験型科学館「ソニー・エクスプローラサイエンス」を東京、北京で展開し、2018

年度は約27万人※1が参加しました。

さらに2018年度は、IoTブロックMESH™※2を使ったワークショップを日本国内にとどまらず、シンガポール、韓国、

台湾、ベトナム、香港地区でも開催し、多くの子どもたちにプログラミングを学ぶ機会を提供しました。

ソニー・サイエンスプログラム
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※1   Science (科学)、Technology (技術)、Engineering (工学)、Art (芸術)、Mathematics (数学)の頭文字をとったもの

VR空間「Warp Square」での異文化体験

難民問題への取り組み

ソニーは、重要なグローバル課題のひとつとして難民問題を位置づけ、国連UNCHR協会※1と連携した啓発活動に取り

組んでいます。この取り組みの一環として、2007年から日本国内での啓発活動を目的とした「UNHCR難民映画祭」を

継続支援しているほか、グループ社員に対しては、スポーツなどのイベントを通じた難民問題への関心を高める活動も

継続実施しています。2018年度は、国連総会で制定された「世界難民の日」(6月20日) に合わせて、UNHCR難民映画

祭上映作品の社内上映会や募金活動を行うなど、延べ3回のイベントを実施し約130名の社員が参加しました。各イベ

ントでグループ社員から寄せられた募金は、国連UNHCR協会を通じて、UNHCRが実施する世界の難民保護・支援活動

に役立てられます。

※1   UNHCR (ユーエヌエイチシーアール：国連難民高等弁務官事務所) は、1950年に設立された国連の難民支援機関。紛争や迫害により故郷を追われた難民、
     避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に向けた働きかけを行う。
     また、国連UNHCR協会は、UNHCRの活動を支える日本の公式支援窓口です。

)

グローバルに展開するソニーグループのコミュニティ活動

女子学生向けゲーム制作体験「Girls Make Games」への協賛 (アメリカ、イギリス

ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) は、米国のLearnDistrict Inc.が提供する女子学生向けゲーム制作

体験プログラム「Girls Make Games (GMG)」を、パートナー企業の一社として2017年より協賛しています。本プロ

グラムは、未来のゲームデザイナー、クリエーターやエンジニアを育成することを目的に、米国内でゲーム制作のワー

クショップやサマーキャンプなどを実施しています。SIEは、3週間のサマーキャンプへの協力として、米国・サンマテ

オのオフィスを利用してもらい、約20人の女子学生がチームに分かれてオリジナルのゲーム開発・制作を行いまし

た。また3週間にわたるサマーキャンプの最終週には、GMGでは、毎年その年に開発・制作されたゲームのコンテスト

を開催しています。2018年度のプログラムで優勝したチームが手がけたゲームは、子どもが学校や生活で直面する課

感動体験プログラム

難民問題への取り組み

題をさまざまな視点から捉えたもので、優勝したチームは、プロフェッショナルのゲームデザイナーの協力を得なが

ら、一年の制作・準備期間を経て、フルゲームを公開します。さらに2019年度は、SIEとしてGMGのワークショップ

を新たにイギリスでも開催することを支援し、現地のゲーム開発会社と連携したワークショップも実施しました。

GMGワークショップの様子
©Girls Make Games

ライフプランニング授業の実施 (日本)

ソニー生命保険は、2006年度より、ライフプランナーが講師となり、人生設計の疑似体験ができる「ライフプランニ

ング授業」を、全国の中学校、高校、大学などで実施しています。社会に出る前の子どもたちに、自分の夢やありたい

姿を描いてもらうことで、人生を計画的に考えることの意味や、夢に向かって努力することの必要性を伝えています。 

2018年度は、全国で174校、計19,855人を対象に実施し、延べ1,300名以上のライフプランナーがボランティアの講師

として参加しました。なお、これまでの延べ実施校数は、1,377校、実施者数は147,805人となりました。

ライフプランニング授業

「Unheard City Stories」プロジェクトを通じた若者支援 (香港地区)

ソニー香港は、NPO団体との連携のもと「Unheard City Stories」プロジェクトを立ち上げ、さまざまな問題に直面

する若者をサポートし、その立ち直っていく姿を伝えていく活動を行っています。例えば、薬物依存など若者が抱える

問題に対する理解を促し支援を広げるために、更生していく経緯を説明したビデオを制作し、世界に発信しています。

またソニー香港はNPO団体への非資金的支援の提供、ファンドレイジングを目的とした写真展やヒップホップダンス

大会の開催などさまざまな活動を展開しています。いくつかのイベントには、ソニー・ミュージックエンタテインメン

ト香港のアーティストも参加するなど、グループ間の連携も生まれています。これらの支援活動は、若者が困難を乗り
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香港地区で行われたアマチュアのヒップホップダ
ンス大会の開催
©Sony CURATOR Gary Chan

障がい者支援 (オーストラリア)
ソニー・オーストラリア財団 (Sony Foundation Australia) は、社会的なケアが十分ではなく、孤立する傾向にある

重度の病気や障がいのある若者や子どもの支援を行っています。その一環として、これまで20年にわたり、障がい者

を介護する家族や介護人の負担軽減を目的としたレスパイト (休息) ケアを提供するとともに、障がいのある子どもに

多様な体験を届ける4日間の「ホリデーキャンププログラム」を学校や大学施設で実施しています。2018年度は、28拠

点でキャンプを実施し、650人以上の障がいのある子どもと約1,150人の高校生の学生ボランティアが参加しました。

ボランティアの中には、キャンプ後も、継続して障がい者支援活動に携わる学生も多く、継続的な支援の輪が広がって

います。キャンプには、ソニー・ミュージックエンタテインメント所属のアーティストやスポーツ業界を代表する選手

も参加し、子どもと交流しています。また、2018年度はオーストラリア以外に、新たにニュージーランドでもキャン

プを実施しました。

オーストラリアのラグビー選手　ジョナサン・
サーストン氏が
クィーンズランド州のキャンプで子どもたちと交
流する様子

2019年8月29日更新

社員参画のための諸制度

社会貢献活動への社員の参画

ソニーでは、社会貢献活動を推進していく上で社員がさまざまな形で関わっていけるよう、(1)知ること、(2)参加する

こと、(3)業務に生かすことの三段階のアプローチで機会を提供しています。

社員向けボランティア活動推進プログラム「SOMEONE NEEDS YOU」

「SOMEONE NEEDS YOU」は、頭文字でSONYを表し、世界各地のソニーグループ会社で、それぞれの地域のニーズ

に応じたボランティアプログラムを検討・企画し、社員参加のもと、地域社会との豊かな関係づくりを目指して実施し

ています。

2018年度は、のべ約7万人※1のソニーグループ社員がボランティア活動を行いました。

※1   社員募金、献血等の活動を含む。
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社員募金

緊急災害支援などの社員募金に関して、社員からの寄付金に会社から同額を加えて寄付をするマッチング・ギフトを実

施するほか、募金の方法として、グループ内の金融事業を行うソニー銀行株式会社の協力による銀行振り込み、ソニー

の非接触ICカードFeliCa™(フェリカ)技術を活用した電子マネーなど、さまざまな方法で社員が募金をしやすい環境を

整備しています。

関連情報

推進体制

2019年8月29日更新

災害支援の取り組みについて

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。

ソニーグループの災害支援

ソニーグループは、2018年度、下記の災害について被災地・被災者への寄付などの支援を行いました。

災害発生時期 災害名 支援額 寄付先

2019年3月 アフリカ南東部・サイクロンイダイ 約200万円 セーブ・ザ・チルドレン

2018年12月 インドネシア・スンダ海峡津波 約130万円
インドネシア国会防災庁

シンガポール レッドクロス

2018年9月 インドネシア・スラウェシ島地震 約500万円
セーブ・ザ・チルドレン

インドネシア レッドクロス

2018年8月 インド・ケララ州洪水 約2,500万円

セーブ・ザ・チルドレン

ケララ州政府　ディストレス リリー

フ ファンド

2018年7月 インドネシア・ロンボク島地震 約300万円 セーブ・ザ・チルドレン

2018年7月 平成30年7月豪雨 (西日本豪雨) 約3,700万円

セーブ・ザ・チルドレン

日本中央共同募金会

日本赤十字社

子どものための災害時緊急・復興ファンド

2016年10月、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (以下「セーブ・ザ・チルドレン」) とソニーは、自然

災害や人道危機の発生直後から中長期での復興期にかけて、次世代を担う子どもたちを支援する「子どものための災害

時緊急・復興ファンド」を設立しました。このファンドの特徴は、一定額以上の資金を常に準備することで、災害発生

直後に迅速な支援を開始できること、また、日本国内だけでなく世界各地の災害も支援対象としていることが挙げられ

ます。

ボランティア休暇や休職制度

ソニー株式会社では、社員のボランティア活動を支援するため、積立休暇(ボランティア活動)、ボランティア休職など

の制度があります。2018年度は、NPO法人「放課後NPOアフタースクール」と連携して実施している小学生向けのプ

ログラミングワークショップに、社員がボランティア休暇制度を活用して
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このファンドからの拠出金は、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活用され、生活物資や衛生キットなどの緊急支援

物資の提供、子どもが安全・安心に過ごすことができる「こどもひろば」の運営、緊急事態における子どものこころの

ケア「子どものための心理的応急処置 (Psychological First Aid for Children：子どものためのPFA)」の研修の実施な

どに生かされています。

2018年西日本豪雨の緊急支援にて実施した「こ
どもひろば」

2018年北海道胆振東部の地震被災地における
「子どものためのPFA」研修

緊急時の子どものこころのケア強化支援

「子どものためのPFA」は、世界保健機関 (WHO) などが作成したPFAマニュアルをもとに、セーブ・ザ・チルドレン

が子どもに特化して2013年に開発しました。子どもの認知発達段階の特性にあわせて、ストレスを抱えた子どものこ

ころを傷つけずに対応するための手法です。ソニーは2014年より、災害発生時に誰もがこの「子どものためのPFA」

を活用し、子どもたちに心理的ケアを提供できるよう、平常時においてもセーブ・ザ・チルドレンが実施する研修や普

及活動をサポートしています。2018年には62回の研修をサポートし、2014年から2019年3月末までの累計で9,106人

の受講者が「子どものためのPFA」を学びました。

子どものための災害時緊急・復興ファンド

複数のチャリティイベントを開催しました。銀座ソニーパークでは、「For the Next Generation ～子どもたちが見た

被災地の歩みとソニーの支援の取り組み～」展を開催しました。東北の子どもたちの目から見た東日本大震災の被災地

での歩みを、写真や文章を通して世界に伝える「3/11 キッズ フォト ジャーナル」の展示や、これまでのソニーの災害

支援の取り組み、そして東日本大震災と熊本地震で被災したソニーの製造事業所の復旧までの記録を展示するとともに

チャリティ缶バッチの販売を通して募金活動を行いました。

社内では社員向けにセーブ・ザ・チルドレンとソニーの支援活動内容に関するセミナーの実施やパネルの展示を行いま

した。またソニー本社の食堂では寄付つきの特別メニューを提供し、多くの社員が利用しました。

さらに、ソニー音楽財団は災害復興支援プロジェクトの一環で「小・中・高校生とともに贈る『第九』チャリティ・コ

ンサート」を開催し、音楽を通した災害支援への関心を高めました。

これらのチャリティイベントを通して集まった約200万円の募金は、「子どものための災害時緊急・復興ファンド」に

寄付しました。

銀座ソニーパークにおける展示イベント

災害支援のためのチャリティイベント

過去の災害の記憶を風化させず、今後起こりうる災害への支援の輪を広げていくことを目的に、2019年3月に社内外で

目次 サステナビリティ
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2019年8月29日更新

GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード対照表

ソニーのサステナビリティレポートは、サステナビリティ報告に関する国際的な基準やガイドラインを参照しています。

下記対照表は、関連する情報を含めてソニーウェブサイトでの掲載・開示情報を記載しています。

GRIスタンダード項
目番号

開示事項名 関連掲載場所

102-1 組織の名称
企業情報

有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-2 活動、ブランド、製品、サービス

有価証券報告書：第一部【企業情報】

リスク管理体制

危機管理体制

サプライヤーに対する取り組み

製品情報＞総合サポート

重要なお知らせ

102-3 本社の所在地 有価証券報告書：第一部【企業情報】

リスク管理体制

危機管理体制

サプライヤーに対する取り組み

102-4 事業所の所在地

102-5 所有形態および法人格

102-6 参入市場

102-7 組織の規模 有価証券報告書：第一部【企業情報】

人員情報102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報

102-9 サプライチェーン
有価証券報告書：第一部【企業情報】

サプライチェーンマネジメント

102-10
組織およびそのサプライチェーンに関する重

大な変化
有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-11 予防原則または予防的アプローチ 環境

102-12 外部イニシアティブ
企業倫理とコンプライアンス

サステナビリティの考え方

102-13 団体の会員資格 サステナビリティの考え方

102-14 上級意思決定者の声明 マネジメントメッセージ

有価証券報告書：第二部【事業の状況】102-15 重要なインパクト、リスク、機会

102-16 価値観、理念、行動基準、規範 ソニーグループ行動規範

102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度
企業倫理とコンプライアンス

人権の尊重

102-18 ガバナンス構造

経営方針、経営戦略等その他事業運営にかか

る方針

経営機構の概要

102-19 権限移譲

コーポレート・ガバナンス
102-20

経済、環境、社会項目に関する役員レベルの

責任

102-21
経済、環境、社会項目に関するステークホル

ダーとの協議

102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成
経営機構の概要

コーポレートガバナンス報告書

102-23 最高ガバナンス機関の議長
経営機構の概要

コーポレートガバナンス報告書

102-24 最高ガバナンス機関の議長の指名と選出 経営機構の概要

102-25 利益相反 取締役会・各委員会の実効性評価

102-26
目的、価値観、戦略の設定における最高ガバ

ナンス機関の役割
コーポレート・ガバナンス

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 株主その他ステークホルダーとの関係

102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 取締役会・各委員会の実効性評価

102-29
経済、環境、社会へのインパクトの特定とマ

ネジメント
コーポレート・ガバナンス

102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 コーポレート・ガバナンス

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー コーポレート・ガバナンス

102-32
サステナビリティ報告における最高ガバナン

ス機関の役割
サステナビリティの考え方

102-33 重大な懸念事項の伝達 コーポレート・ガバナンス

102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 -
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102-35 報酬方針
コーポレート・ガバナンス

102-36 報酬の決定プロセス

102-37 報酬に関するステークホルダーの関与
内部統制体制

株主その他ステークホルダーとの関係

102-38 年間報酬総額の比率 -

102-39 年間報酬総額比率の増加率 -

102-40 ステークホルダー・グループのリスト サステナビリティの考え方

102-41 団体交渉協定
Form 20-F

有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-42 ステークホルダーの特定および選定

サステナビリティの考え方
102-43

ステークホルダー・エンゲージメントへのア

プローチ方法

102-44 提起された重要な項目および懸念

サステナビリティの考え方

企業倫理とコンプライアンス

人材

品質・カスタマーサービス

102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 有価証券報告書：第一部【企業情報】

102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 サステナビリティの考え方

102-47 マテリアルな項目のリスト サステナビリティの考え方

102-48 情報の再記述 -

102-49 報告における変更 195ページ参照

102-50 報告機関

サステナビリティレポートについて102-51 前回発行した報告書の日付

102-52 報告サイクル

102-53 報告書に関する質問の窓口
CSR・環境・社会貢献活動についてのお問い

合わせ

102-54
GRIスタンダードに準拠した報告であること

の主張
サステナビリティレポートについて

102-55 GRI内容索引
GRIサステナビリティ・レポーティング・ス

タンダード対照表

102-56 外部保証 環境データ

103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 サステナビリティの考え方

103-2 マネジメント手法とその要素

サステナビリティの考え方

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

人権の尊重

テクノロジー

人材

責任あるサプライチェーン

品質・カスタマーサービス

環境

コミュニティとのかかわり

103-3 マネジメント手法の評価

201-1 創出、分配した直接的経済評価 有価証券報告書

201-2
気候変動による財務上の影響、その他のリス

クと機会
有価証券報告書：第二部【事業の状況】

201-3
確定給付型年金制度の負担、その他の退職金

制度
有価証券報告書：第二部【事業の状況】

201-4 政府から受けた資金援助 -

202-1
地域最低賃金に対する標準新人給与の比率

(男女別)
採用情報

202-2
地域コミュニティから採用した上級管理職の

割合

多様な人材の採用

人員情報

203-1 インフラ投資および支援サービス コミュニティとのかかわり

203-2 著しい間接的な経済的インパクト 有価証券報告書：第二部【事業の状況】

204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 責任あるサプライチェーン

205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所

企業倫理とコンプライアンス

205-2
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケー

ションと研修

205-3 確定した腐敗事例と実施した措置

206-1
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行によ

り受けた法的措置
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301-1 使用原材料の重量または体積 環境方針と目標＞ソニーに関わる環境負荷の

全体像

製品・サービス＞資源使用量の削減301-2 使用したリサイクル材料

301-3 再生利用された製品と梱包材
製品リサイクル

環境データ

302-1 組織内のエネルギー消費量 環境方針と目標＞ソニーに関わる環境負荷の

全体像

環境データ302-2 組織外のエネルギー消費量

302-3 エネルギー原単位

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

環境データ＞環境負荷の全体像および環境効

率

302-4 エネルギー消費量の削減

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

環境データ＞環境負荷の全体像および環境効

率

302-5
製品およびサービスのエネルギー必要量の削

減

製品・サービス＞温室効果ガス排出量の削減

環境データ

303-1 水源別の取水量

環境方針と目標＞ソニーに関わる環境負荷の

全体像

事業所＞水使用量の削減

303-2 取水によって著しい影響を受ける水源 -

303-3 リサイクル・リユースした水 事業所＞水使用量の削減

304-1

保護地域および保護地域ではないが生物多様

性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地

域に所有、貸借、管理している事業サイト

生物多様性の保全活動の指針と事例

304-2
活動、製品、サービスが生物多様性に与える

著しいインパクト
-

304-3 生息地の保護・復元 生物多様性の保全活動の指針と事例

304-4

事業の影響を受ける地域に生息するIUCN

レッドリストならびに国内保全種リスト対象

の生物種

-

305-1
直接的な温室効果ガス (GHG) 排出量 (ス

コープ1)

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

環境データ

305-2
間接的な温室効果ガス (GHG) 排出量 (ス

コープ2)

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

環境データ

305-3
その他の間接的な温室効果ガス (GHG) 排出

量 (スコープ3)

環境方針と目標＞ソニーに関わる環境負荷の

全体像

製品・サービス＞温室効果ガス排出量の削減

環境データ

305-4 温室効果ガス (GHG) 排出原単位

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

環境データ＞環境負荷の全体像および環境効

率

305-5 温室効果ガス (GHG) 排出量の削減

事業所＞温室効果ガス総排出量の削減

製品・サービス＞温室効果ガス排出量の削減

物流＞物流についての環境中期目標と進捗

305-6 オゾン層破壊物質 (ODS) の排出量 事業所＞化学物質の管理

305-7
窒素酸化物 (NOx)、硫黄酸化物 (SOx)、およ

びその他の重大な大気排出物

事業所＞化学物質の管理

環境データ

306-1 排水の水質および排出先 環境データ

306-2 種類別および処分方法別の廃棄物
事業所＞廃棄物総発生量の削減

環境データ

306-3 重大な漏出 事業所＞化学物質の管理

306-4 有害廃棄物の輸送 -

306-5 排水や表面流水によって影響を受ける水域 -

307-1 環境法規制の違反 事業所＞化学物質の管理

308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー 責任あるサプライチェーン

308-2
サプライチェーンにおけるマイナスの環境イ

ンパクトと実施した措置

責任あるサプライチェーン＞責任ある原材料

調達

調達・委託先＞調達先・委託先における環境

負荷低減

401-1 従業員の新規雇用と離職
有価証券報告書：第一部【企業情報】

人員情報

401-2
正社員には支給され、非正規社員には支給さ

れない手当
-

401-3 育児休暇 ダイバーシティ&インクルージョン
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品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

193

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html


402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 -

403-1
正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代

表の参加
安全衛生

403-2
障害の種類、業務上障害・業務上疾病・休業

日数・欠勤および業務上の死亡者数
労働災害統計

403-3
疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従

事している労働者
安全衛生

403-4
労働組合との正式協定に含まれている安全衛

生条項
安全衛生に関する基本方針

404-1 従業員一人当たりの年間平均研修時間

社員の成長と活躍
404-2

従業員スキル向上プログラムおよび移行支援

プログラム

404-3
業績とキャリア開発に関して定期的なレ

ビューを受けている従業員の割合

405-1
ガバナンス機関および従業員のダイバーシ

ティ

人員情報

ダイバーシティ&インクルージョン

社員の成長と活躍

405-2 基本給と報酬総額の男女比 有価証券報告書

406-1 差別事例と実施した救済措置
企業倫理とコンプライアンス

人権の尊重

407-1

結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさら

される可能性のある事業所およびサプライ

ヤー

サプライチェーンマネジメント

408-1
児童労働事例に関して著しいリスクがある事

業所およびサプライヤー
サプライチェーンマネジメント

409-1
強制労働事例に関して著しいリスクがある事

業所およびサプライヤー
サプライチェーンマネジメント

410-1
人権方針や手順について研修を受けた保安要

員
-

411-1 先住民族の権利を侵害した事例 -

412-1
人権レビューやインパクト評価の対象とした

事業所
-

412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 人権の尊重

412-3
人権条項を含むもしくは人権スクリーニング

を受けた重要な投資協定および契約
-

413-1

地域コミュニティとのエンゲージメント、イ

ンパクト評価、開発プログラムを実施した事

業所

コミュニティとのかかわり

413-2
地域コミュニティに著しいマイナスのインパ

クト (顕在的、潜在的) を及ぼす事業所
投資家情報

414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー

サプライチェーンマネジメント
414-2

サプライチェーンにおけるマイナスの社会的

インパクトと実施した措置

415-1 政治献金 -

416-1
製品およびサービスのカテゴリーに対する安

全衛生インパクトの評価
製品品質・品質マネジメント

416-2
製品およびサービスの安全衛生インパクトに

関する違反事例
製品品質・品質マネジメント

417-1
製品およびサービスの情報とラベリングに関

する要求事項

製品・サービス＞化学物質の管理 製品リサ

イクル＞製品リサイクルに対する方針と実績

417-2
製品およびサービスの情報とラベリングに関

する違反事例
-

417-3
マーケティング・コミュニケーションに関す

る違反事例
-

418-1
顧客プライバシーの侵害および顧客データの

紛失に関して具体化した不服申立
企業倫理とコンプライアンス

419-1 社会経済分野の法規制違反 -

レポート発行後の主な変更内容

目次 サステナビリティ
レポートについて

マネジメント
メッセージ

サステナビリティ
の考え方

RE100 達成
に向けた

ソニーの挑戦
コーポレート
ガバナンス

企業倫理と
コンプライアンス 人権の尊重 テクノロジー 人材 責任ある

サプライチェーン
品質・

カスタマー
サービス

環境 コミュニティ
とのかかわり

⽇付 該当ページ 変更内容 変更理由

2019年10⽉1⽇ 化学物質の管理 表「⼟壌・地下⽔汚染除去の状況」の更新 開⽰情報の更新のため
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