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サステナビリティ
レポートについて　

サステナビリティレポートについて　

 財務・非財務情報の開示・コミュニケーション　
ソニーは、ステークホルダーの皆様への適切な情報開示とコミュ

ニケーションが大切であると考えています。ソニーでは、中長期の価

値創造に向けた経営方針、事業戦略など、財務情報と非財務情報を

統合的に報告する「Corporate･Report」を2019年から発行してい

ます。また、主に投資家・株主の皆様に向けに、事業の概況および財

務・非財務情報をウェブサイト「投資家情報」で開示しています。

さらに、「サステナビリティレポート2020」･(以下、本レポート)･は、

幅広いステークホルダーの皆様向けに、非財務情報を網羅的かつ

詳細に報告するために発行しています。ソニーの長期的な価値創造

を支える基盤となるマテリアリティ･ (重要課題)･で構成し、2019年

度の活動を中心に掲載しています。

 統合報告書　

 投資家情報　

 サステナビリティ　

財務・非財務情報の開示媒体　

統合報告書「Corporate Report 2020」
　

中長期の価値創造に向けた経営方針、事業戦略など、
財務情報と非財務情報を統合的に報告　

• CEOメッセージ　 
• ソニーの価値創造　 
• 価値創造の基盤と事業　 
• コーポレート・ガバナンス　 

｢投資家情報」ウェブサイト
　

主に投資家・株主の皆様に向けた事業の概況
および 財務情報・非財務情報の開示　

投資家向け説明会　
• 経営方針説明会　
• 決算・業績説明会　
• ESG説明会　

財務レポート　
• 有価証券報告書　
• 米国SEC提出書類（英語サイト）　

コーポレートガバナンス・
内部統制　
• コーポレートガバナンス報告書　

サステナビリティレポート2020
　

幅広いステークホルダーの皆様に向けた
サステナビリティ・CSRに関する活動などの
非財務情報の開示　

• 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　
• コミュニティとの関わり　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/
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サステナビリティ
レポートについて　

 編集方針　
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、開示内容の更新に迅速に対応する

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。

2020年は、読みやすさの向上のためにPDF版レポートを主媒体

として編集・発行しています。ソニーのサステナビリティ・CSR活動

の詳細については、本レポートをご覧ください。また、ソニーグルー

プのポータルサイト内「サステナビリティ」では、本レポートに加え

て、環境、社会貢献活動、アクセシビリティ、ダイバーシティ&インク

ルージョンなどのコンテンツをご覧いただけます。

◦対象範囲：ソニー株式会社および連結子会社・連結対象会社　

◦対象期間：2019年度･(2019年4月1日～2020年3月31日)･　
ただし、組織体制などに関する重要な報告については、2020年7

月31日までの情報も含んでいます。　

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当社のウェブサイト「関連会社一覧･(連

結子会社)･」をご参照ください。　

 関連会社一覧 (国内) 　

 関連会社一覧 (海外) 　

◦参考ガイドライン：　
本レポートは、「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･ (2018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、

159ページをご参照ください。

 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　

◦報告原則として重要性に対する考え方：　
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「マテリアリティ分析」を実施していま

す。詳しくは4ページをご参照ください。

 ソニーグループのマテリアリティ　

◦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158

ページをご参照ください。

 独立保証報告書　

◦お問い合わせ：　
ソニー株式会社　〒108-0075･東京都港区港南1-7-1　

電話番号：03-6748-2111･(代表)･　

◦発行：2020年8月･(前回発行日：2019年8月、年1回発行)･　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/outside.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Subsidiaries/outside.html
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サステナビリティ
の考え方　

サステナビリティの考え方　│　ソニーグループのマテリアリティ　│　ソニーグループのマテリアリティ項目2019年度活動サマリー　│　推進体制と啓発活動　│　ステークホルダーとのかかわり　│　SDGsへの貢献　│　CSR活動に関する外部評価、外部表彰

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。そして、人々が感動で繋がるために

は、人、社会、地球が健全であることが前提となります。

「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、長期的な視点で持続的に社会価値と経

済価値を創出できるよう、人々に感動を届け続けるとともに、環境

や人権などのサステナビリティに関する取り組みを、ステークホル

ダーとともに全ての事業で横断的に継続しています。

ソニーグループのマテリアリティ　

 マテリアリティ分析の目的と全体像　
ソニーグループは、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。

CSRマテリアリティ分析の全体像　

Step 1　

マテリアリティ候補項目の抽出・整理　

Step 2　

自社視点およびステークホルダー視点での評価の実施　

Step 3　

マテリアリティ項目の特定　

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SASBの

「サステナビリティ会計基準」、社会的責任に関する国際規格であ

る「ISO26000」、持続可能な社会に向けた世界共通のゴールである

「SDGs･(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。

◦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要性を評価。

◦投資家やCSRに関する社外専門家との意見交換を通じたス

テークホルダー視点での評価。

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。
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サステナビリティ
の考え方　

  分析の結果と 
ソニーグループのマテリアリティ項目　
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　

リスクマネジメント　

情報セキュリティ　

税務戦略　

 コーポレート・ガバナンス　

企業倫理とコンプライアンス　

プライバシー　

腐敗防止　

 企業倫理とコンプライアンス　

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　

ユーザビリティ・アクセシビリティ　

カスタマーサービス　

 品質・カスタマーサービス　

資源循環　

気候変動　

化学物質　

生物多様性　

 環境　

社会貢献活動　  コミュニティとのかかわり　



目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

6
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サステナビリティ
の考え方　 

ソニーグループのマテリアリティ項目2019年度活動サマリー　

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目　
基本方針　 2019年度実績＊1　 今後に向けて　 取り組みの主な掲載箇所　

重要性　 活動領域　 マテリアリティ項目　

最も重要　

テクノロジー　テクノロジー　

◦多様な事業全てにテクノロジーの
力を与える　

◦強みとするテクノロジーの強化と
新たなテクノロジーによる価値創
出　

◦外部とのパートナーシップ加速　

◦クリエイターの創造力を解き放つ新たな3次元映像技術　
◦強みとするイメージング&センシング技術による新たな価値創出　
◦次世代コンソールの技術がもたらす未来のゲーム体験　
◦AIを活用した新保険商品でモビリティ社会に安心・安全を提供　

◦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た研究開発
に継続的に取り組み、多様な事業
をテクノロジーで貫くことで新たな
価値を創造　

  統合報告書「Corporate Report 
2020」：34ページ　

◦本レポート･  「テクノロジー」　
◦ソニーグループ･ポータルサイト　

 テクノロジー　
 投資家情報　 

 Sony Technology Day　
 ブランド  CES 2020　

人材　 人材　

◦社員一人ひとりの挑戦心と成長意
欲を支援し、多様な個性やスキル・
能力を最大限に発揮できる活躍
の場や成長機会の提供　

◦両立支援制度「Symphony･Plan」の導入･(2020年4月開始)･　
◦「The･Valuable･500」への加盟　
◦女性管理職比率9.3％･ (日本国内ソニーグループで2020年度末までの
目標：10％)･　

◦障がい者雇用率2.81％･･(ソニー株式会社)･　
◦人材育成コンセプトを体現する場「PORT」の活用推進･ (イベント、セミ
ナー、自主コミュニティ活動)･　

◦社員意識調査参加率88％、エンゲージメント指標85%＊2　
◦ゼロ災害・ゼロ疾病を目指した安全衛生施策の実施　
◦日本・東アジア地域＊3休業災害度数率：0.18･(前年比29%の増加)　
◦海外･(日本・東アジア地域以外)･休業災害度数率：0.53･ (前年比25%の
減少)　

◦ISO45001認証取得推進：全世界で製造系５事業所にて認証取得　

◦人に近づき、個と事業の持続的な
成長を実現する仕組みと環境を提
供する　

◦ゼロ災害・ゼロ疾病に向けた「安全
と心身の健康の確保」へのさらな
る取り組み強化　

◦健康リスク低減に向けた対策実施　

  統合報告書「Corporate Report 
2020」：38ページ　

◦本レポート･  「人材」　
◦ソニーグループ･ポータルサイト　

 ダイバーシティ&インクルージョン　
 投資家情報  ESG説明会　

重要　
コーポレート・

ガバナンス　
コーポレート・

ガバナンス　

◦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
構築とさらなる強化　

◦取締役会構成のさらなる多様化
◦ESGに関する取締役会への定期的な報告を継続実施
◦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
◦取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充
◦監査委員による事業所に対する往査実施･･　

◦継続的なコーポレート・ガバナンス
体制の強化　
‒･取締役会の多様性確保を継続　
‒･任意委員会の活用など実効性評　
価の結果を踏まえた施策　
‒･長期視点での経営に資する役員　
報酬制度の設計と開示の拡充　

  統合報告書「Corporate Report 
2020」：54ページ　

◦本レポート･  「コーポレート・ガバナンス」　
◦有価証券報告書　
◦コーポレートガバナンス報告書　
◦ソニーグループ･ポータルサイト　

 投資家情報  ESG説明会　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#anchor1-2-1
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#anchor1-2-1
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html#anchor1-2-1
https://www.sony.co.jp/brand/event/ces/
https://www.sony.co.jp/brand/event/ces/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
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サステナビリティ
の考え方　 

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目　
基本方針　 2019年度実績＊1　 今後に向けて　 取り組みの主な掲載箇所　

重要性　 活動領域　 マテリアリティ項目　

重要　

コーポレート・
ガバナンス　

リスク
マネジメント　

◦ソニーグループに損失を与えうる
リスクの管理　

◦事故や災害等による事業中断リス
クを低減するため、サプライチェー
ン全体にわたるリスクマネジメン
トの強化　

◦基本行動マニュアル策定、訓練実施、製造事業所調査および結果に基づ
く改善などを通じたソニーグループ危機管理体制の継続的な強化と、新
型コロナウイルス感染症への対応体制の発動　

◦危機管理・事業継続計画の実効性
を高めるために、ソニーグループ各
社のBCPにおける連携の強化、実
践的訓練の実施および継続的改善　

◦設備更新・修繕計画の適正化など
を通じた老朽化建物のリスク低減
の実施　

  統合報告書「Corporate Report 
2020」：54ページ　

◦本レポート･  「コーポレート・ガバナンス」　
◦有価証券報告書　
◦コーポレートガバナンス報告書　
◦ソニーグループ･ポータルサイト　

 投資家情報  ESG説明会　

情報
セキュリティ　

◦情報セキュリティ管理に関する活
動の改善、管理およびセキュリティ
の強化を通じ、ソニーに託される
情報を保護し、お客様、社員、ビジ
ネスパートナーを守ることで信頼
に応え続ける　

◦情報セキュリティプログラムの継続的な強化　
◦全従業員への情報セキュリティ研修の実施　
◦24時間365日体制のグローバルセキュリティオペレーションセンターに
よる継続的なモニタリングと対応　

◦業界のベストプラクティス等を基に
グループ共通の情報セキュリティ基
準を定期的に検証・改訂するととも
に、セキュリティリスクの評価、改善
活動を通じて、セキュリティガバナ
ンスを継続的に強化　

◦高度化するサイバー攻撃の脅威に
対して日々検証し、対策の改善を
行い、新しい脅威を可視化し、迅速
かつ的確な対応を継続　

◦高度なセキュリティ人材の確保、育
成の継続　

税務戦略　

◦ソニーが事業を行う国や地域に適
用される税法ならびに国際課税に
関する共通の規則およびガイダン
スの遵守　

◦事業を行う国・地域における税法や納税義務の確認と、重要な税務事項
や税務リスクについてCFOおよびマネジメント層への定期的な報告・意
見交換を継続　

◦税法と関連規則の遵守を継続　

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　

ソニーの倫理的で責任ある事業活
動を主に以下の取り組みを通じて支
える　
◦ソニーのValuesおよびソニーグ
ループ行動規範を指針とした倫理
的な企業文化の醸成　

◦コンプライアンスプログラムの着
実な実行　

◦ソニーの事業活動にかかわるリス
クの継続的評価とその結果に基づ
くコンプライアンスプログラムの見
直し　

◦グローバル・エシックス&コンプライアンス・ネットワークを通じ、企業倫
理およびコンプライアンスに関する研修の実施やメッセージの発信　

◦コンプライアンスモニタリング：コンプライアンスアセスメント実施結果
に基づくグループ全体でのアクションプランの作成、フォローアップ　

◦内部通報制度“ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン”の運
用･(内部通報件数：2019年度約440件)･　

◦トップマネジメントによる率先垂
範、研修の充実などを通じ、倫理的
な企業文化の醸成に向けた継続的
な取り組み　

◦グローバル・エシックス&コンプライ
アンスネットワークを通じたコンプ
ライアンスプログラムの着実な実行　

◦ソニーの事業活動にかかわるリス
ク評価の継続実施と、その結果に
基づいたコンプライアンスプログラ
ムの見直し　

◦本レポート　･
･  「企業倫理とコンプライアンス」　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
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サステナビリティ
の考え方　 

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目　
基本方針　 2019年度実績＊1　 今後に向けて　 取り組みの主な掲載箇所　

重要性　 活動領域　 マテリアリティ項目　

重要　

企業倫理と
コンプライ 

アンス　

腐敗防止　
◦贈収賄等のあらゆる腐敗行為の
防止　

◦ソニーグループ贈賄防止規程に基づく腐敗防止プログラムの維持・推進　
◦リスクに応じた内容・頻度での社員研修の継続的な実施　

◦腐敗防止プログラムの継続運用　

◦本レポート　･
･  「企業倫理とコンプライアンス」　

プライバシー　

◦プライバシーをめぐる環境の変化
や技術の発展に対応し、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ことで信頼に
応え続ける　

◦プライバシープログラムの継続的な強化　
◦全従業員へのプライバシー研修の実施　

◦外部環境変化への迅速な対応を継
続　

◦法規制やプライバシーリスクの的
確な把握と抽出、オペレーションの
効率化　

◦研修の確実な実施と啓発活動の強
化　

人権の尊重　 人権の尊重　

◦ソニーの事業活動、製品、サービス
またはビジネス上の関係が、人権
への負の影響を与えないための
合理的な努力の継続　

◦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の人権の尊重
などへの継続的な取り組みと、AIなどの新しい技術に関する人権リスク
への対応　

◦各地域で人権に関する研修を継続　
◦社会正義および人権保護を目的とする取り組みを支援する･
「Global･Social･Justice･Fund」の設立　

◦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の継
続　

◦本レポート･  「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　

◦エレクトロニクス製品のサプライ
チェーンにおける、人権、労働環
境、安全衛生や環境などに関する
リスクへの対応　

◦自社エレクトロニクス製造事業所14社、サプライヤー162社に対するCSR
アセスメントの実施　

◦ソニー製品に使用される紛争鉱物に関するデューデリジェンスの実施　
◦リチウムイオンバッテリーに使用されるコバルトに関するデューデリジェ
ンスの実施　

◦ソニーサプライチェーン行動規範、
ソニーグループ責任ある鉱物サプ
ライチェーン方針の運用の継続的
な改善・強化　

◦本レポート･  「責任あるサプライチェーン」　

品質・
カスタマー
サービス　

製品品質　

◦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の提供、
製品の安全性の追求、使いやすさ
とアクセシビリティの向上に努め
ることで、「お客様から最も信頼さ
れるパートナー」であり続ける　

◦品質マネジメント体制の維持・運用と製品品質の継続的改善　
◦製品の安全性、長期信頼性、製品セキュリティ向上を図る取り組みの継
続実施　

◦未然防止型活動、製品コンプライア
ンス体制、製品セキュリティ規制対
応のさらなる強化。また、これらを
通じたお客様視点での品質改善の
取り組みにより、顧客からの期待を
超える品質を目指す　

◦本レポート･  「品質・カスタマーサービス」　
◦ソニーグループ･ポータルサイト　

 アクセシビリティ　

ユーザビリ
ティ・アクセシ

ビリティ

◦人間中心設計のプロセスを取り入れ、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継続　

◦アクセシビリティに十分配慮した製品やサービスの企画、設計を全社で
推進　

◦優れた顧客体験を実現するため
の、ユーザビリティ・アクセシビリ
ティ品質の確保　

カスタマー
サービス　

◦ご相談窓口、カスタマーサービスの向上改善によるお客様満足度向上に
向けた取り組みを継続　

◦継続的な修理環境の整備、また、修理情報を製品品質にフィードバック
する体制の強化　

◦顧客ロイヤリティ維持活動の推進
◦製品品質向上へのフィードバック
強化　

◦最新技術の活用によるCSイノベー
ションの追求　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
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サステナビリティ
の考え方　 

活動領域とソニーグループのマテリアリティ項目　
基本方針　 2019年度実績＊1　 今後に向けて　 取り組みの主な掲載箇所　

重要性　 活動領域　 マテリアリティ項目　

重要　

環境　

気候変動　

◦持続可能な社会を実現するため
に、自らの事業活動および製品の
ライフサイクルを通して、環境負荷
をゼロにすることを目指す

◦AC機器の年間消費電力量･(平均削減率)･：52%削減･(2020年度目標：
30％削減)･　

◦事業所の温室効果ガス排出量：12%削減･(2020年度目標：5％削減)･　
◦再生可能エネルギーの導入による温室効果ガス削減貢献量：32.7万トン･
(2020年度目標：30万トン)･　

◦国際間・域内における物流CO2排出量：64%削減･(2020年度目標：10％
削減)･　

◦2050年の“環境負荷ゼロ”に向け
て、さらなる取り組みの強化
‒･地球環境保全に貢献する技術の
開発と活用
‒･サプライチェーンエンゲージメン
トの強化
‒･エンタテインメント事業を中心と
した啓発活動の強化
‒･2040年度に再生可能エネル
ギー電力100％達成に向け、事
業所での太陽光パネル設置など
を通じた再生可能エネルギー導
入量の拡大
‒･製品のプラスチック包装材削減
と石油由来バージンプラスチッ
ク削減の強化

◦本レポート･  「環境」　
◦ソニーグループ･ポータルサイト

 環境　
 投資家情報  ESG説明会　

資源循環　

◦製品1台あたりのバージンプラスチック使用量･(平均削減率)･：10％増加･
(2020年度目標：10％削減)･　

◦事業所の廃棄物発生量：20%削減･(2020年度目標：5％)･　
◦One･Blue･Ocean･Project･(ワンブルーオーシャン・プロジェクト)･を全
世界で展開し、事業所内での使い捨てプラスチックの削減を推進　

化学物質　
◦ソニー独自の化学物質管理基準に基づきPVC、BFR等の代替を推進　
◦事業所にてVOCの大気中への排出量･･約69％削減･(2020年度目標：
50％削減)･　

生物多様性　

◦地域貢献活動の一環として、全サイトで生物多様性の保全や教育・啓発
活動を実施　

◦One･Blue･Ocean･Project･(ワンブルーオーシャン・プロジェクト)･を全
世界で展開し、地域のプラスチックごみの清掃活動を実施　

コミュニティ 
とのかかわり　

社会貢献活動　

◦「For･the･Next･Generation」の
スローガンのもと、事業活動を行
う世界の各地域において、ソニー
の強みである製品・コンテンツ、テ
クノロジーを用いてさまざまなグ
ローバル課題の解決に貢献する　

◦コミュニティ活動支出･約26億円　
◦ボランティア活動参加社員数･延べ約6.9万人･(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120回開催、･
約3,500人参加)･　

◦「感動体験プログラム」･(40カ所以上で実施、約900人参加)･　
◦総額1億USドルの「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を
設立･(2020年4月)･　

◦グローバルな社会課題に対する社
内外の幅広い層への意識啓発活動
や社員エンゲージメントの強化　

◦社会課題解決に向けた技術の応用　

◦本レポート　･
･  「コミュニティとのかかわり」　

◦ソニーグループ･ポータルサイト　
 社会貢献活動　
 投資家情報  ESG説明会　

＊1･ 2020年6月までの重要な情報を含みます。
＊2･社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合　　
＊3･日本、韓国、台湾地区　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/esg/archive.html
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サステナビリティ
の考え方　

推進体制と啓発活動　

 推進体制　
CSRを推進する社内体制としては、取締役会によって選任された

CSR担当の執行役による管轄のもと、ソニー株式会社の本社機能組

織としてCSR担当部署を設置しています。

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、広報、

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。

CSR担当部署は、原則として年に一度、取締役会においてソニー

のサステナビリティ全般に関する活動状況を報告し、レビューを受

けています。さらに、重要性の高い案件に関しては、その案件を担当

する上級役員および担当部署より取締役会へ定期的に報告が行わ

れ、取締役会のレビューを受けます。

CSR推進体制　

取締役会　

CSR担当執行役　

ソニー (株) 　
CSR担当部署　

本社機能担当部署　
ビジネスユニット　

国内外グループ会社　

 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。

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　
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サステナビリティ
の考え方　

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　
◦･･「アクセシビリティ」ウェブサイト　
◦･各種ソーシャルメディア　
　など　

株主　
◦･適時、適切な会社情報の開示　

◦･企業価値の継続的な向上　

◦･株主総会/業績説明会　
◦･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　
◦･統合報告書「Corporate･Report」の発行　
　など　

ビジネス 
パートナー　

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

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

ステークホルダー　 主な関わり　 コミュニケーション方法　

社員　

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

◦･タウンホールミーティング　
◦･キャリアカウンセリング　
◦･社員意識調査　
◦･ソニー・エシックス&コンプライアンスホットライン　
◦･労使交渉　
◦･安全衛生委員会　
◦･社内報、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　
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サステナビリティ
の考え方　

 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。2020年4月

現在、グローバルで12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。

 環境中期目標 Green Management 2020　

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)･に加盟しています。

 責任あるサプライチェーン　

＊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。

https://climatesavers.org/
https://www.bsr.org/jp/
http://www.responsiblebusiness.org/
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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。2030年を達成

期限とするSDGsは、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、環境などに関す

る17の目標と169のターゲット達成を目指すものです。

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　

 UNOPSとイノベーション領域における協業  
ソニーは、国連プロジェクト・サービス機関･ (UNOPS)･と、2020

年2月にイノベーション領域における協業契約を締結しました。取り

組みの第一弾として、2020年4月から、UNOPSが開催するSDGs

に取り組むスタートアップやテクノロジー企業を支援するプログラ

ム「Global･ Innovation･Challenge」にソニーも参画し、「テクノロ

ジーを用いた強靭なインフラを作り、気候変動への対処を強化す

る」をテーマとしたアイデアの募集を行いました。選定されたスター

トアップや企業は、兵庫県神戸市に開設予定のUNOPSのGlobal･

Innovation･Centre･(グローバル・イノベーション・センター)･に入居

し、「Sony･Startup･Acceleration･Program･(ソニー・スタートアッ

プ・アクセラレーション・プログラム、以下SSAP)･」の育成プログラム

を含むUNOPSの「Global･Innovation･Accelerator･Program」に

参加することが可能で、アイデアの実現に向けたさまざまな支援を

得られます。

ソニーは、UNOPSとの協業を通じて、互いのアセットや知見、ノウ

ハウを活用し、世の中に新たな価値を生み出すスタートアップの創

出と事業運営を支援することで、さまざまなSDGs上の課題解決に

継続的に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献していきます。

 Global Innovation Challenge (UNOPS) 　

 Sony Startup Acceleration Program　

 ソニーCSLのSDGsへの貢献　
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、

新たな研究領域や研究パラダイム、新技術や新事業を創出し、人

類・社会に貢献することを目的に、1988年に設立されました。研究

者の自由意思を尊重し、新たな研究分野を開拓。単なる模倣や改良

に終わらない、真に創造性にあふれた研究活動を行っています。

ソニーCSLは2008年に開放系を対象とした「オープンシステムサ

イエンス」を提唱し、実践しました。以来、新たな発見を尊重しなが

らも、研究成果が人類の未来のために役立つかという価値観に基

づき、領域を超えた全く新しい発想と卓越した運営実行力でグロー

バル・アジェンダの解決に貢献する研究を積極的に行っています。

ソニーCSLが取り組んできたグローバル・アジェンダに関わる研究

には、持続可能な農業、エネルギー、ヘルスケア、食、ロボット義足、

都市計画などがあります。SDGs達成と連動し、基礎研究と社会実

装に力を尽くしているプロジェクトの例としては、「協生農法™」や

「オープンエネルギーシステム･ (OES)･」などが挙げられます。プロ

ジェクトの詳細はソニーCSLのウェブサイトをご覧ください。

　
 グローバル・アジェンダ (ソニーCSLウェブサイト) 

＊「協生農法」は株式会社･桜自然塾の商標または登録商標です。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/purpose_and_values/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/purpose_and_values/
https://www.unops.org/about/investing-for-impact/unops-global-innovation-challenge
https://www.unops.org/about/investing-for-impact/unops-global-innovation-challenge
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://www.sonycsl.co.jp/sp/7339/
https://www.sonycsl.co.jp/sp/7339/
https://www.sonycsl.co.jp/sp/7339/
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サステナビリティ
の考え方　

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。

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企業に国内で初めて5年連続で選定さ

れ、ました。また、水資源管理に関する調査においても、2016

年度・2017年度に続き、最高評価である「Aリスト」企業に選

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、

サプライヤー・エンゲージメント・リーダー・ボードにも引き続

き選定されています。

＊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) 　

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.

 CSR活動に関する外部表彰一覧 (2019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。主催において国名記載のないものは日本です。

2019年度 (受賞順) 

2019年度表彰名称　 対象　 主催　 取得年月　

グッドレイバープラクティス･(GLP)･
認証　

ソニー・デバイス・テクノロ
ジー･(タイ)･　 労働省･(タイ)　 2020年3月　

2020･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･(米国)　 2020年2月　

第15回エコツーリズム大賞･パート
ナーズシップ賞　

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　他　

環境省　 2020年2月　

IAUD国際デザイン2019
インタラクションデザイン部門･銀賞　
プロダクトデザイン部門･銅賞　

銀賞：･CAVE･without･a･
LIGHT　

銅賞：･お手元テレビスピー
カー『SRS-LSR100』　

一般財団法人･国際ユニヴァー
サルデザイン協議会　 2019年12月　

HCD-Net･AWARD･2019･優秀賞　 CAVE･without･a･LIGHT　 特定非営利活動法人･人間中
心設計推進機構　 2019年12月　

新エネ大賞･新エネルギー財団会
長賞　 ソニー株式会社　 一般財団法人･新エネルギー･

財団　 2019年12月　

PRIDE指標ゴールド認定　
ソニー株式会社、ソニーセ
ミコンダクタソリューショ
ンズ株式会社など19社　

work･with･Pride･(日本)　 2019年10月　

「緑の殿堂」認定　

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　

社会・環境貢献緑地評価シス
テム･(SEGES)･　 2019年10月　

ゼロ災害キャンペーン･金賞　 ソニー・テクノロジー・タイ
ランド･チョンブリ工場　 労働省･(タイ)　 2019年7月　

SOHELP･(組織的労働衛生拡充
プログラム)･アチーブメント　
化学物質・人間工学：レベル5　
騒音：レベル4　

ソニーイーエムシーエス･
･(マレーシア)･
ペナンテック　

労働安全衛生部･(マレーシア)　 2019年7月　

2019年「ベスト・オブ・ザ・ベスト」
インクルージョン企業賞　

ソニー・ピクチャーズ･エン
タテインメント　

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･(米国)　

2019年4月　

 CSR活動に関する外部表彰一覧 (2000年度以降) 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/awards/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/awards/
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コーポレート・
ガバナンス　

コーポレート・ 
ガバナンス　

 マネジメントアプローチ　

 経営方針、経営戦略等 
その他事業運営にかかる方針　   

16　

 経営機構の概要　   16　

 内部統制体制　   27　

 株主その他ステークホルダーとの関係　   31　

 マネジメントアプローチ　

基本的な考え方　
ソニー株式会社･(以下、「当社」)･は、企業としての社会的責任を果

たし、かつ、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。

体制　
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、四半期決算導入　
1971年･ 社外取締役選任開始　
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　
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コーポレート・
ガバナンス　

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

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。

 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　

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。

 環境 (サステナビリティ) 　

 ダイバーシティ&インクルージョン　

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

ソニーグループの経営において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上席事業役員、

専務、常務、執行役員等の職位を付与しています。

株主総会

取締役会

CEO、執行役
を含む上級役員

その他の役員 (執行役員等)

指名委員会

監督機能

執行機能

報酬委員会 監査委員会

内部監査部門

会計監査人

監督

委員会メンバーの選定・解職

取締役の選解任

監査

執行役を含む上級役員の
選解任等・権限委譲

権限委譲

監査 連携

監査報告

選解任

報告 監督・評価

取締役の
選解任議案の決定

会計監査人の
選解任議案の決定

報酬決定等

報酬決定

コーポレートガバナンス機構　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/strategy/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/strategy/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/irday/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/presen/irday/archive.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/vision/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/vision/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/History/prospectus.html
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コーポレート・
ガバナンス　

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

 2020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　

東京海上日動火災保険株式会社･･相談役　

元･東京海上ホールディングス株式会社･･取締役会長･　

◦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･･会長･兼･社長･CEO　

◦十時 裕樹　
ソニー株式会社･代表執行役･･副社長･兼･CFO　

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

◦岡 俊子＊1　

株式会社岡＆カンパニー･･代表取締役　

◦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　

◦ウェンディ・ベッカー＊1　

Logitech･International･SA･･取締役会議長　

Great･Portland･Estates･plc･･社外取締役　

◦畑中 好彦＊1　

アステラス製薬株式会社･･代表取締役会長　

◦(新任) アダム・クロージア＊1　

元･ITV･plc･･CEO　

元･Royal･Mail･Group･Ltd･･CEO　

◦(新任) 岸上 恵子＊1　

公認会計士　

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン･･理事　

元･EY新日本有限責任監査法人･･シニアパートナー　

◦(新任) ジョセフ・クラフト＊1　

Rorschach･Advisory･Inc.･･CEO　

元･Bank･of･America･Merrill･Lynch･Japan･･副支店長･兼･･

マネージングダイレクター　

元･Morgan･Stanley･Inc.･･マネージングダイレクター　

〈委員会構成〉　
◦指名委員会　
議長：隅･修三＊1　

委員：畑中･好彦＊1　

委員：アダム・クロージア＊1　

委員：吉田･憲一郎　

◦監査委員会　
議長：松永･和夫＊1　

委員：岡･俊子＊1　

委員：岸上･恵子＊1　

◦報酬委員会　
議長：ウェンディ・ベッカー＊1　

委員：秋山･咲恵＊1　

委員：ジョセフ・クラフト＊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　
代表執行役･会長･兼･社長･CEO･　

◦十時 裕樹　
代表執行役･副社長･CFO　

◦石塚 茂樹　
代表執行役･副会長　

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　

ソニーエレクトロニクス株式会社･･代表取締役社長･兼･CEO　

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　
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コーポレート・
ガバナンス　

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

◦勝本 徹　
執行役･副社長　

R&D担当　

メディカル事業担当　

R&Dセンター長　

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　

◦高木 一郎　
上席事業役員　

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　

ソニーエレクトロニクス株式会社･･代表取締役副社長･兼･COO　

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　

◦清水 照士　
上席事業役員　

イメージング&センシング・ソリューション事業担当　

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･兼･CEO　

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　

ソニーLSIデザイン株式会社･･代表取締役社長　

◦ロブ・ストリンガー　
上席事業役員　

音楽事業担当･(グローバル)　

ソニー・ミュージックグループ･･チェアマン　

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　
上席事業役員　

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　

◦ジム・ライアン　
上席事業役員　

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　

◦村松 俊亮　
上席事業役員　

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･･･

代表取締役社長･CEO　

◦ジョン・プラット　
上席事業役員　

音楽出版事業担当･(グローバル)　

ソニー/ATV･ミュージックパブリッシング･･会長･兼･CEO　

◦岡 昌志　
上席事業役員　

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･兼･CEO　

◦神戸 司郎　
執行役･専務　

法務、コンプライアンス、広報、サステナビリティ、渉外、品質、情報

セキュリティ、プライバシー担当　

◦安部 和志　
執行役･専務　

人事、総務担当　

◦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　

◦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･　

◦北野 宏明　
常務　

AIコラボレーション担当　

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所･･代表取締役社長　

･(上記は、2020年6月26日現在の情報)･　
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コーポレート・
ガバナンス　
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 取締役会　

構成員：12名 (うち社外取締役9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　

ティム・シャーフ　 非業務執行取締役　

松永･和夫　 取締役会副議長・社外取締役　

岡･俊子　 社外取締役　

秋山･咲恵　 社外取締役　

ウェンディ・ベッカー　 社外取締役　

畑中･好彦　 社外取締役　

アダム・クロージア　 社外取締役　

岸上･恵子　 社外取締役　

ジョセフ・クラフト　 社外取締役　 氏名　

経験・専門性　

企業のCEO／
経営トップ　

グローバル
ビジネス　

多様性
(性別／国籍)　

エンジニアリング／ 
IT／テクノロジー　

関連業界／
事業　

財務／経理　
リスク管理／

渉外　

隅･修三　 ● ● ● ● ● ●

松永･和夫　 ● ● ● ●

ティム・シャーフ　 ● ● ● ● ●

岡･俊子　 ● ● ● ●

秋山･咲恵　 ● ● ● ● ●

ウェンディ・ベッカー　 ● ● ● ● ●

畑中･好彦　 ● ● ● ● ●

アダム・クロージア　 ● ● ● ● ●

岸上･恵子　 ● ● ● ●

ジョセフ・クラフト　 ● ● ● ● ●

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　

◦執行役の選解任および執行役以外の上級役員の選解任状況の

監督　

◦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］　

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。

取締役会における経験・専門性 (社外／非業務執行取締役)　  (2020年7月31日現在)･　

取締役の員数は、当社取締役会規定において8名以上14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。

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。2020年6月26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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/governance/J_20200701_BoardChater.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/governance/J_20200701_BoardChater.pdf
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コーポレート・
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‒ 取締役共通の資格要件　
◦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、2020年6月26日現在、取締役会

は12名の取締役で構成されており、そのうち9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4名

の委員のうち3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を決定する権限また

はそれらに関する報告を求め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を含む執行役の選任にあたって、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以外の執行役候補が当社の

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

る者を選任しており、また、執行役以外の上級役員については、その

選任状況に関する報告を受けています。

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、執行役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。

 指名委員会　

構成員：4名 (うち社外取締役3名)  　

氏名　 役職　

隅･修三 指名委員会議長･(社外取締役)　

畑中･好彦 指名委員･(社外取締役)　

アダム・クロージア　 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　
◦株主総会に提出する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。

 取締役会　

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。2020年6月26日現在、4名の委員のうち3名

が社外取締役です。
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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。

 監査委員会　

 報酬委員会　

構成員：3名 (うち社外取締役3名)  　

構成員：3名 (うち社外取締役3名)  　

氏名　 役職　

松永･和夫　 監査委員会議長･(社外取締役)　

岡･俊子　 監査委員･(社外取締役)　

岸上･恵子　 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

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。2020年6月

26日現在、3名の委員全員が社外取締役であり、うち岡俊子および

岸上恵子の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、岡俊子は企業経営およ

び会計に関する幅広い見識を、岸上恵子は国内外の多様な企業で

の監査実務経験と内部統制に関する専門性を有しており、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うえで、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性、ならびに業務内容について継続的

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　

氏名　 役職　

ウェンディ・ベッカー　 報酬委員会議長･(社外取締役)　

秋山･咲恵　 報酬委員･(社外取締役)　

ジョセフ・クラフト　 報酬委員･(社外取締役)　

目的・権限　
◦取締役、執行役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の個人別報酬の額およ

び内容の決定ならびに執行役以外の上級役員の個別報酬の額お

よび内容の決定状況の監督

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。2020年6月26日現在、3名の委員全員が

社外取締役です。
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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してい

ます。基本的には、グループ全体への経営責任・影響度がより大き

い上級役員ほど、企業価値と連動する株価連動報酬の比率が高く

なるように設定しています。･ (ご参考：「長期視点を促す役員報酬

構成」)･

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。個人業績の評価指標の一部には、

One･Sonyでの価値創出という観点からの事業間でのコラボレー

ションを加速するための取り組みや、社会価値創出およびESG･ (環

境・社会・ガバナンス)･の観点からのサステナビリティに関する取り

組みを含めています。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。

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･ (定額報酬と業績連動報酬の支給額

の合計額)･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。
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(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。

(ご参考：長期視点を促す役員報酬構成) 　
2019年度の報酬構成を記載しています。業績連動報酬について

は、標準支給額を用いています。

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または執行役に報告させ

ることにより監督しています。

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、取締役および執行役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。

業績連動報酬については、各執行役について、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。

執行役以外の上級役員については、CEOが決定した各個人の個

人別報酬支給額および内容につき、報酬委員会に対して報告するも

のとしています。

‒ 2019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　
2019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、2019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右記のと

おりです。

評価指標　
評価

ウェイト　
2019年度 

目標値 (連結)　
2019年度 

実績 (連結)　

営業CF　 50％　

2018年度からの3年間に
おいて2.2兆円以上の
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　

7,629億円　

当社株主に
帰属する
当期純利益　

40％　 5,000億円　 5,822億円　

ROE　 10％　 12.5％　 14.8％　

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、2019年度の営業CFの目標値は、2019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2.2兆円以上の営業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、2019年度の当社株

主に帰属する当期純利益については、2019年度通期の連結業績見

通しとして、2019年4月に公表された数値である5,000億円、2019

年度のROEについては12.5％が目標値としてそれぞれ設定されま

した。なお、2019年度の業績関連指標の実績は、営業CFが7,629

億円、当社株主に帰属する当期純利益が5,822億円、およびROEが

14.8％であり、それぞれ目標値を上回る結果となりました。

2019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、2019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、149.1％～155.1％の範囲でした。

長期視点を促す役員報酬構成。

CEO

CFO

上級役員 (R&D/HQ)

上級役員 (事業) 

定額報酬 業績連動報酬 株価連動報酬
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 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、さまざまな活動を行い、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原則として取締役会の開催日と同日に開催し

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との打合せ等を複数

回実施しています。

◦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、外部の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うこととしています。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、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。

 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目指した経営を推進す

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2019年度の活動を対象とし

た実効性評価を2020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。
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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、2020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、昨今の経営環境に応じた任意委員会の設置可能性、監査委員会

と内部監査部門の関係の強化、高度化した報酬制度および取締役

の経験・専門領域に関する開示の一層の拡充、取締役会の開催方法

の検討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目指した経営をさらに

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、2019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2名、女

性1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

な報告を継続して実施　

◦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　

◦取締役および上級役員の報酬に係る開示のさらなる拡充　

◦監査委員による事業所に対する往査実施　

 上級役員・その他の役員　

上級役員 (当社においては執行役、上席事業役員、 
専務および常務が相当) 　
員数：17名･(執行役6名を含む)･　

 経営機構の概要 - 上級役員　

‒ 目的・権限　
◦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譲しています。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が相当) 　
員数：25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　
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 会議体の開催状況　
2019年度の1年間･(2019年4月1日～2020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、2019年度に在籍した社外取締役13名･(2019年6月に退任した永山治氏および原田泳幸氏を含む。)･は、在任期間中に開催された2019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2019年度に在籍した社外取締役は、畑中好彦氏を除き、在任期間中に開催された当年度の各委員会の全てに出席しています･(指名委員会に所属する畑中好彦氏は、在任期間中に開催された同委員会4回の

うち3回に出席)･。

2019年度の年間スケジュールのイメージ　
■ 取締役会・委員会の開催日

6月 10 月 1 月 4月

取締役会

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

取締役候補の選任方針の整理

CEOサクセッションプランレビュー

取締役候補の検討、選定

職務執行の監査 (マネジメントインタビュー)

■

ストックオプションの
付与の決定

■

決算レビュー
■

決算レビュー
●

事業所往査
■

決算レビュー
■

決算レビュー

実績レビュー（主に決算）

■ ■ ■ ■

実効性評価

業績連動報酬に関する評価・支給

報酬方針等の検討・決定

■

中期経営計画レビュー
■

年度事業計画レビュー

■

報酬方針を踏まえた各要素を決定（KPIを含む）
株式報酬の付与の決定

■ ■

■

■■

■

■ ■

●

事業所訪問

■ ■ ■ ■

■

監査計画決定
■

監査意見作成
監査報酬の確認
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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、2020年5月15日付の取締役会

書面決議により、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確認しました。

2020年5月15日付の取締役会決議によって確認・決議された内容

およびその運用状況の概要については、以下のウェブサイトで公開

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

ぞれ以下をご参照ください。

 財務報告に係る内部統制　
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、

当該運営委員会は、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、CEOおよびCFOは、2020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。

 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　

 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。

 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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
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体制を立ち上げ、社員等の安全確保や感染拡大防止を最優先にし

た上で、事業への影響を最小限にとどめるための対応を迅速に行っ

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。

 情報セキュリティ　
多くの企業と同様、ソニーは急速に巧妙化するサイバーセキュリ

ティ上の脅威に直面しており、情報セキュリティの重要性は増し続

けています。近年、グローバル企業が保有する情報の侵害を狙う悪

意のある第三者は、その数が増えているだけでなく、攻撃方法はよ

り高度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、ソニーは強固な情報セキュリティプログラムの維持

および継続的な強化に取り組んでいます。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取り組みを行って

います。具体的には、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、社員やビジ

ネスパートナーへの情報セキュリティについての研修、攻撃に速や

かに対応できるよう24時間365日体制でモニタリングおよび対応を

行う専門チームの設置をしています。

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、破壊やその他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、脅威および規制の変

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、規定が世界中で適切に実施および遵

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

任者であるエグゼクティブ・インフォメーション・セキュリティ・オフィ

サー･(EISO)･と連携し、ソニーグループ全体の情報セキュリティ管理

の整備を進めています。EISO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、取締役会および役員レベルで

の強力なサポートとガバナンスが欠かせません。ソニーグループの

取締役会およびソニーの上級役員は、サイバーセキュリティ上のリ

スクおよび情報セキュリティプログラムについて定期的に報告を受

けています。ソニーの情報セキュリティ担当の取締役が情報セキュ

リティ活動のレビューが頻繁に実施するとともに、CISOは取締役会

全体にも定期的に状況報告を行っています。ソニーおよびグループ

会社の上級役員もセキュリティ活動を定期的に確認し、各組織内の

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

ループ各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。

 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。さらに近年は気候変動の影響等から水

害が増加傾向にあるため、拠点の洪水リスク調査をあらためて実施

し、被害軽減および早期復旧のための事前対策を講じています。

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・

事業中断に備えたグループ全体での危機管理・事業継続の体制を

整えており、その実効性を高めるため経営層の訓練も実施していま

す。2019年から世界中に感染拡大し、大きな影響を与えている新型

コロナウイルス感染症･(COVID-19)･に対しても、グループ危機管理
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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、リスク低減のために避ける

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

る研修も定期的に実施し、電子メールを起因とするサイバー攻撃の

特定および回避方法について従業員の理解度を確認しています。

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、ソニーの情報インフラを防御しています。

新たな脅威に対する対策の強化　
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。個人情報や、当社に託される情報を保護するため、

新たな脅威に対する活動の改善、コントロール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。そのため、情報セキュリティのプ

ロフェッショナルや関連領域の専門家を採用し、それらの人材に投

資しています。

 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、事業所往査等)･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、会計監査人から当該会計監査人の品質管理

体制、独立性、職業倫理、専門性、監査の有効性および効率性等につ

き報告を受け、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。
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 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、免税などのさまざま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。

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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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。ソニーグループ役員・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。

 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　

 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)･およびウェブサイト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　

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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/stock/shareholders_meeting/
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 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。

 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　

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。

 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　

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。

 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、保有意義およ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および当社

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　
2020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、2020年6月26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。

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。
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コーポレート・
ガバナンス　

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

 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。

 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。

 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。

 企業年金のアセットオーナーとしての 
機能発揮　
当社は国内の企業年金制度として閉鎖型確定給付付企業年金制

度の運営を担うソニー企業年金･(以下「本年金制度」)･を有していま

す。本年金制度は、受給者の受給権を保全し、給付等の福利を増大

させることを目的に定められた運用基本方針等･(以下「運用基本方

針等」)･に則り資産運用を行っています。

資産運用について、当社は、財務部シニアゼネラルマネジャーが

専門知識・資質を有した人材を任命し、運用管理担当として業務に

従事させるとともに、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、運用基本方針等にもとづき、

本年金制度の運営に係る関連部署である、人事・経理・財務各部門

の責任者・担当者によって構成される年金委員会での審議等を経

て、最終決裁権者の承認により決定することで、本年金制度と当社

の間で生じ得る利益相反を適切に管理しています。また、運用受託

機関に対しては、運用開始時に資産構成や運用方針等において遵

守すべき事項を示した運用ガイドラインを交付し、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　

企業倫理と 
コンプライアンス　

 マネジメントアプローチ　

 ソニーグループ行動規範　   35　

 企業倫理・コンプライアンスプログラム　   36　

 倫理的で責任ある事業活動のために　   38　

 プライバシー・個人情報保護　   39　

 マネジメントアプローチ　

重要と考える理由　
高潔さと誠実さはソニーのPurposeを実現するための鍵となる

Valuesのひとつです。ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラ

ムは、ソニーがお客様に感動をお届けしていくために、多種多様な

事業に従事するソニーグループ社員一人ひとりが倫理的で責任あ

る行動を通じてソニーブランドへの信頼に応えていくための基盤と

して、ソニーの価値創造を支えています。

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は、ソニーが倫理的

で責任ある事業活動を遂行できるよう、ソニーグループ全体に関わ

る重要なリスクへの対応と、誠実さを大切にする企業文化の醸成を

目的として設計されています。日々進化するベストプラクティスやグ

ローバルな法規制の要請を踏まえて継続的にプログラムの見直しを

行っています。「ソニーグループ行動規範」は、ソニーの企業倫理・コン

プライアンスプログラムの基礎をなすものであり、ソニーの多様性と

社会価値創出への取り組みを支えています。「ソニーグループ行動規

範」では、ソニーの倫理的行動の指針に沿って、倫理的で責任ある事

業活動に関する基本的な規範を定めています。加えて、ソニーでは、

独占禁止法、腐敗防止、プライバシー・個人情報の保護などの重要

なリスク領域について、より詳細なソニーグループポリシーをそれぞ

れ策定しています。ソニーのトップマネジメントは、率先垂範して倫

理的で責任ある行動を実践し、ソニーグループ社員に対して行動規

範に忠実であることの大切さを継続的かつ繰り返し伝えています。

体制　
ソニーは、企業倫理・コンプライアンスプログラムの効果的な実践

および監督のため、ソニーグループ全体をカバーするグローバルお

よび地域のネットワークと体制を構築しています。

継続的に行ってきた取り組み　
2001年･ ソニー株式会社にコンプライアンス統括部門を設置･(現

在のコンプライアンス・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・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　
2020年･ ･「World’s･Most･Ethical･Companies･(世界で最も倫理

的な企業)･」に2年連続で選定　

＊「World’s･Most･Ethical･Companies」、「Ethisphere」の名称およびロゴ
は、Ethisphere･LLC.の商標です。

今後に向けて　
ソニーは、誠実さを大切にする企業文化の醸成と社員一人ひとり

による倫理的で責任ある行動を確保していくために、今後も継続し

てソニーの事業活動にかかわるリスクとプログラムの評価を行い、

その結果に基づき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、倫理的で責任あ

る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プロ

グラムに割り当てていきます。
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企業倫理と
コンプライアンス　

ソニーグループ行動規範　│　企業倫理・コンプライアンスプログラム　│　倫理的で責任ある事業活動のために　│　プライバシー・個人情報保護

ソニーグループ行動規範　
「ソニーグループ行動規範」は、ソニーの企業倫理・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誠実さを大切に

する企業文化を醸成し、ソニーへの信頼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、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、ソニーの誠実さを大切にする企業文化を形

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、事業活動を行うコミュニティーと協働す

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　

Sony’s Purpose & Values　

ソニーグループ行動規範　

倫理的行動の
核となる指針　

公正である　

責任を持つ　 誠実である　

尊重する　 正直である　

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、以下のようなさまざま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･/･職場における適切な行動　

◦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　

 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、誠実さを大切にする文化を醸成し、倫理的で責任ある事

業活動を遂行していくために、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、ソニー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。ソニー社員や関係する第三者が正確に内

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、行動規範の包括的な研修を履

修する必要があり、また、その後も、行動規範の包括的な内容の再

研修を定期的に履修する必要があります。加えて、重要なリスク領

域に関する詳細な内容の研修を少なくとも年に一度履修する必要

があります。また、重要なリスク領域および関連する社内規則、行動

規範の個別項目に関連するメッセージを繰り返し発信し、これらの

周知徹底に取り組んでいます。

 ソニーグループ行動規範 (PDF) ［PDF:762KB］　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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企業倫理・ 
コンプライアンスプログラム　

 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、社内規則や手続き、研

修、継続的なリスクアセスメント、プログラムのアセスメントおよび調

査、第三者リスク管理、モニタリングや監査といった業務プロセスと

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、継続的にソニーの企業倫理・コンプライアンスプロ

グラムをより良いものとしていくよう取り組んでいます。

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

ニー社員と関連する第三者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や研修が定められています。

全てのソニー社員と関連する第三者は、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

の履修が求められます。ソニー社員は、さらに、各人の役割と責任に

基づき、リスクに応じたカリキュラムによりコンプライアンス研修を

履修します。

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　

◦経済制裁遵守　

◦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　

◦マネジャー研修　

 グローバル・エシックス&コンプライアンス・
ネットワーク　

概要：

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遂行していくうえで重要な

役割を果たしています。

ソニーは、コンプライアンス担当執行役およびコンプライアンス担

当執行役員の統括のもと、グループ全体のエシックス＆コンプライア

ンス・ネットワーク（グローバル・エシックス＆コンプライアンス・ネッ

トワーク）を構築しています。

ソニー株式会社コンプライアンス・プライバシー部は、地域コンプ

ライアンスオフィサー、コンプライアンス・モニタリング・チームの統

括者およびその他の専門家で構成されるコンプライアンス・リーダー

シップ・チームの協力を得ながら、グループ全体の企業倫理・コンプ

ライアンスプログラムを主導しており、グローバル・エシックス＆コン

プライアンス・ネットワークを通じて、(1)･ベストプラクティスに沿った

一元的なリスク管理体制の構築、(2)･当該リスク管理体制の遵守状

況のモニタリング、(3)･必要な支援の提供、(4)･効果的にモニタリン

グを行い、ギャップを解消し、ソニーグループ全体での一貫性のある

継続的な改善のための情報の収集および分析を行っています。

グローバルコンプライアンスネットワーク　

コンプライアンス担当執行役　

コンプライアンス担当執行役員　

ソニー株式会社  コンプライアンス・プライバシー部　

コンプライアンス モニタリング　

地域コンプライアンスネットワーク　

◦コンプライアンス担当執行役員は、地域コンプライアンスオフィ

サーを任命し、各地域コンプライアンスオフィサーは、それぞれの

地域で、倫理的で責任ある事業活動を推進し、法令違反や社内

規則違反の予防と発見のために企業倫理・コンプライアンスプロ

グラムの実施を確保する役割を担っています。また、各地域コン

プライアンスオフィサーは、担当地域のソニーグループ各社にお

いて事業に精通しコンプライアンス活動に責任を持つコンプラ

イアンス担当者が配置される体制を確保しています。さらに、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

ニーグループの取締役から役員、従業員まで一人ひとりがあらゆ

る場面における法令遵守について主体的に責任をもち、全員が

一体となって企業倫理とコンプライアンスに取り組むことを求め

ています。

◦ソニー株式会社コンプライアンス・プライバシー部は、グループ全

体の企業倫理・コンプライアンスプログラムを構築し、グローバ

ル・エシックス＆コンプライアンス・ネットワークを通じて、ソニー

グループ各社に設置されたコンプライアンス担当者による活動を

監督する役割を担っています。また、コンプライアンス・リーダー

シップ・チームのメンバーやグループ各社のマネジメントやコンプ
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ライアンス担当者と協力して、包括的なリスクアセスメントの実施

や、非倫理的な行動の予防と発見のためのコンプライアンスに関

する規程や手続き、内部統制の導入を行い、社内規則違反や法

令違反の疑いの調査や事後の対応についても監督しています。さ

らに、ソニーでは、コンプライアンス・モニタリング・チームを設置

し、プログラムの設計や実施状況についてグローバルベースでの

定期的なアセスメントにより、ソニー全体における企業倫理・コン

プライアンスプログラムの有効性や浸透度合いを評価しており、

リスクに応じたコンプライアンスの監査と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、ソニーの企業倫理・コンプライ

アンスプログラムに関する最終的な監督責任を負っており、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

活動の成果や通報制度の運用状況、研修の実施状況、新たなプロ

グラムや周知活動の提案、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。

 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

できるさまざま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。

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットラインの特長　

24時間
365日
電話可能

　

27言語に
対応した

ウェブページ

　

52言語に
対応可能な

第三者機関による
電話窓口
　

ホットラインの運用状況　
2019年度は、ソニーグループ全体で約440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73％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。2019年度に受けた

案件の39％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。

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン　

通報
　
　

コンプライアンス担当
執行役および執行役員

　
　監督

　
　

報告　
　

コンプライアンス・
プライバシー部

　
　地域コンプライアンス

統括責任者
　
　

調査・確認
　
　

報告
　
　

ソニー（株）
監査委員会
　
　

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。
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倫理的で責任ある 
事業活動のために　
ソニーは、法令を遵守し、誠実かつ公正に、倫理的で責任ある事

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、腐敗防止、独占禁止、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適用法令遵守のための社

内規則や運用体制の整備があります。

 腐敗防止への取り組み　
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注意深くモニタリ

ングし、ソニーの企業倫理・コンプライアンスプログラムと内部統制

が新たなリスクにも適切に機能するようアップデートしています。

ソニーの腐敗防止プログラム　

ソニーグループ行動規範&
ソニーグループ贈賄防止規定　

研修を通じた周知徹底　

厳格な手続&内部統制　

リスクアセスメント&
規定の更新　

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さまざ

ま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きを定めています。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、都

度、各グループ会社において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っています。これらの第三者には、ソニー

の贈賄防止規程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さまざまなサポートの提供

を行っています。研修については、それぞれの社員が担当する業

務を踏まえて研修の内容や実施方法を以下のように工夫してい

ます。また、再研修は少なくとも2年に1回実施し、リスクアセスメン

トの結果によって、より頻繁に実施することとしています。

〈全てのソニー社員〉：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実施。

〈特定の社員･(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)･〉：事前承認手続きや

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実施。

〈法務、財務、その他管理部門および高リスクの職種〉：必要に応

じて、対面での研修を実施。

◦懸念が生じた場合には、直ちに調査し、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きを設けていま

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。

 公正な競争に関する法令 (独占禁止等) 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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企業倫理と
コンプライアンス　

ソニーグループ行動規範　│　企業倫理・コンプライアンスプログラム　│　倫理的で責任ある事業活動のために　│　プライバシー・個人情報保護

 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きは、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。

プライバシー・個人情報保護　
ソニーは、お客様や社員、その他のステークホルダーのプライバ

シー・個人情報を保護し、ステークホルダーからの信頼を獲得する

ことは非常に重要だと考えています。

また、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。加えて、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、ステークホルダーからの信頼に応え続け

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、ステークホルダーのプラ

イバシー・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、ス

テークホルダーからの信頼を獲得することに努めています。

 プライバシー・個人情報の保護　
ソニーでは、ソニーグループ共通のプライバシー管理フレームワー

クを定め、プライバシーに関する原則および要件をソニーによる

データの取り扱いに組み込ませ、プライバシーリスクの評価、対処を

行うことでプライバシー・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・個人情報を守って

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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人権の尊重　

人権の尊重　
 マネジメントアプローチ　

 人権への取り組み　   41　

 製品・サービスに関連する人権　   42　

 職場における人権　   44　

 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)　   

74　

 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、自らのグローバルな事業活動による人権への

影響を認識しています。従業員や取引先の労働者をはじめとした事

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責任があると考えています。

基本的な考え方　
ソニーは、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。

ソニーの人権の尊重に関する方針はソニーグループ行動規範に

て定められており、全てのグループ会社に対し、この方針および関連

する法令に従って人権を尊重し、誠実な事業活動を行うことを求め

ています。

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。

2019年度の主な実績　
以下、2019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社員研修の継続実施　

◦エレクトロニクス製品のサプライチェーンにおける人権リスク対

応の継続　

◦「ソニーグループAI倫理ガイドライン」に基づく活動を継続　

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　
20 1 1 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)･　
20 1 2年･ 人権リスク分析　
2018年･ ソニーグループ行動規範を改訂　
･ ソニーグループAI倫理ガイドラインを策定　

･ 人権リスク分析アップデート　

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。

関連情報　
 ソニーグループ行動規範［PDF:762KB］　

 ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF:88KB］　

 ソニーグループUK Modern Slavery Actステートメント　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/library/msa/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/library/msa/
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人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

人権の尊重　

人権への取り組み　
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、ソニーの事業活動およびサプライチェー

ンにかかわるすべてのステークホルダーの人権を尊重し、適正な労

働慣行を確保することを通じて、潜在的な人権への悪影響の防止

と軽減に取り組んでいます。

 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。」

 ソニーグループ行動規範 ［PDF:762KB］　

 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担当部署は、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)･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、ソニーの製造事業所とサプライヤーに

適用しています。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年にソニーのすべての事業分野を対象に、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。

 責任あるサプライチェーン　

 人権にかかわる啓発・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。

 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　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

人権の尊重　

 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。

 問題が提起され、受け止められる企業文化　

 職場における人権　

  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　

 社会正義と人権保護の取り組みを支援する
グローバル基金　
ソニーは、全ての人の人権、多様性とインクルージョンを尊重する

ことにコミットし、全ての人が尊厳と敬意をもって接されるべきと考

えます。ソニーは多様性をValues･ (大切にする価値観)･の一つとし

て、事業と社員の多様性を強みとする文化を築いてきました。

･さらにこの取り組みを推進するため、2020年6月には、ソニー・

ミュージックグループが主導し、ソニーグループ各社の協力のもと、

総額1億USドルの「Global･Social･ Justice･Fund」を設立しました。

ファンドを通じて、多様性の推進や、社会正義および人権保護を目

的とする取り組みの支援を世界各地で行っていきます。

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。

 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。

 情報セキュリティ　

 プライバシー・個人情報保護　

 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。その後、2019年1月に定められた「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」というソニーのPurpose･ (存

在意義)･に合わせて、ガイドラインの一部を改訂しました。･

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。AI倫理の観点では、「Fairness,･ Accountability,･

Transparency」･ (公平性、説明責任、透明性)･が代表的なイシュー

であり、「FAT」と総称されます。ソニーはAIや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、このような

イシューに関する複数のワーキンググループで貢献してきました。

ソニーは、「AIの社会的影響」をテーマとしたワーキンググループ･

「Social･and･Societal･ Influences･of･AI」ではチェアマンを務め、

現在はエキスパート・アドバイザーとして団体の活動にアドバイスを

行うとともに、機械学習の透明性を向上させる“ABOUT･ML＊1”とい

う活動のステアリングコミッティも務めています。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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
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人権の尊重　

人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

AI開発においてFATを担保するためのソリューションとして、ソ

ニーが提供するAI開発ツール「Neural･Network･Console」のプ

ラグイン「Grad-CAM」を2019年7月に、同様のプラグイン「LIME」

を2019年12月に公開しました。これらは、AIの認識結果に対して大

きな影響を及ぼす入力データを可視化し、判断根拠を説明します。

2019年6月には説明可能なAI･機械学習ツール「Prediction･One」

の提供を開始するなど、信頼できるAIの実現に向けたテクノロジー

の開発と提供を行っています。

また、社員へA I倫理に関する理解を促す啓発活動として

e-Learning･を活用した教育を実施するとともに、社外から講師

を招いた講演会やシンポジウムを開催し議論を行っています。さら

に、ソニーグループ各ビジネスユニットにおけるAIを利用した商品・

サービスあるいは社内業務に関して、連絡体制を構築しその情報共

有を進めると同時に、AI倫理観点でのレビューを行う体制の構築を

進めています。

＊1･ Machine･Learning･(機械学習)･の略　

 ソニーグループAI倫理ガイドライン［PDF:88KB］　

 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

れう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・表現にかかわる担当者で

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・ピクチャーズ･エンタテインメント･(SPE)･は、コンテンツに

かかわるものを含むさまざまなダイバーシティ&インクルージョンに

関するイニシアチブを事業活動のあらゆる領域で実施しています。

例えば、SPEのモーション・ピクチャーグループは、映画におけるポ

ジティブで多様なジェンダー表現を増やすために、NPOの「Geena･

Davis･ Institute･on･Gender･ in･Media」と協同しています。また、

ソニー・ピクチャーズ･アニメーションは多様性を持つキャラクターが

登場するコンテンツの製作で評価されており、アフリカ系アメリカ人

とラテンアメリカ系の両親を持つ「マイルス・モラレス」を主役とした

アカデミー賞受賞策「スパイダーマン：スパイダーバース」はその一

例です。

 職場における人権　

 使いやすさとアクセシビリティ　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf


目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

44

人権の尊重　

人権への取り組み　│　製品・サービスに関連する人権　│　職場における人権

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。

 ソニーグループ行動規範 ［PDF:762KB］　　

 人権の尊重のための推進体制　
ソニー株式会社人事・総務担当役員が委員長を務めるダイバー

シティ推進委員会を設置しています。加えて、国内ソニーグループ各

社においても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。これからの活動はソニー株式会社ダイバーシ

ティ&エンゲージメント推進部を事務局として推進しています。その

他の海外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。

国内ソニーグループ ダイバーシティ推進体制　

ダイバーシティ推進委員会　

委員長：ソニー (株) 人事･総務担当役員　

中央委員会　

ソニー (株) HQ総務部、
サステナビリティ推進部、

ソニー (株) エレクトロニクス人事部門　

1. EEO委員会　
2.  人権・表現問題 

情報交換会　

事務局：
ダイバーシティ&エンゲージメント推進部　

ソニーグループ各社　
ダイバーシティ推進委員会　

 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を行うことが

できるよう、国内ソニーグループ各社ではEEO＊1相談窓口･ (社外含

む)･を設置し、ハラスメント全般の相談･(セクシャルハラスメント、パ

ワーハラスメント、マタニティハラスメントなど)･、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、必要に応じて関係

部署と連携しています。グループ全体の対応担当者に向け適切な教

育を実施し、社員が相談しやすい仕組みを整えています。

また、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。

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

 啓発・研修活動　
ソニーでは、新たに雇用されたグループ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。2019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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf
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テクノロジー　

テクノロジー　
 マネジメントアプローチ　

 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)･と、「人に近づく」という経営

の方向性のもと、「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た研究開発に取り組んでいます。あらゆる製

品やコンテンツ、サービスがデジタルとなる中、ソニーが新たな価値

を創造し続けるためには、多様な事業に対しテクノロジーで力を与

えることが不可欠です。詳しくは･Corporate･Report･2020･「テク

ノロジー」のページをご覧ください。

 Corporate Report 2020 テクノロジー (34ページ)　

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」を実行しています。各事業の研究開発をサポート

するのと同時に、複数の事業をテクノロジーでつなぎ、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。主に3年から10年先の時間軸を意識した研究開発により、研究

の成果を知的財産権として可視化し、社外からのフィードバックを

開発ロードマップに生かし、中長期の経営戦略とのすり合わせを定

期的に行っています。また、SDGs、ESGの観点から、安全・安心の提

供、資源・環境問題の解決にも、テクノロジーで社会に広く貢献する

ことを目指しています。

コーポレートR&Dは、日本、中国、欧米にある複数の拠点と連携

し、それぞれの地域の特徴や強みを生かした研究開発活動を行っ

ています。これらに加え、インドにも新たな拠点を設置する準備を

進め、さらなる海外拠点の強化を図るとともに、各研究開発拠点間

のマネジメントや人材の流動性を高め、より多様な視点での研究開

発を強化しています。また、エンタテインメントや金融などソニーグ

ループを横断するプロジェクトでは、実組織の枠組みを超えたチー

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

を推進しています。なお、より広い視野でクリエイターやユーザーの

動機を収集し、事業の可能性を広げる活動として、大学や研究機関

との連携をはじめとするオープンイノベーションにも積極的に取り

組んでいます。

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。

 テクノロジー > About　

 Sony Startup Acceleration Program　

 Sony Innovation Fund　

関連リンク　
 テクノロジー　

 Corporate Report 2020 (統合報告書)　

 将来に向けた環境技術開発 (環境)　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/about/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/about/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
https://sony-startup-acceleration-program.com/
http://www.sonyinnovationfund.com/
http://www.sonyinnovationfund.com/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/technology/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/corporatereport/
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 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　
ソニーは、最も重要なステークホルダーのひとつである人材を“群”

ではなく“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で、社員の持つ力

が最大限に発揮されると考えています。この考え方は、創業者のひと

りである井深大が1946年に起草した「設立趣意書」において、「真面

目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉

快なる理想工場の建設」「実力本位、人格主義」「個人の技能を最大

限に発揮」として示されており、現在まで脈々と受け継がれています。

“個”の人材とソニーの関係は、「都度、お互いに選び合い、応え合う

関係」と定義しています。“個”の成長が組織の成長につながることに

よって、ソニーの成長を実現します。また、ソニーの持続的な成長は、

社員一人ひとりにさらに多くの挑戦と成長の機会をもたらします。

ソニーの強みであり価値創造のドライバーととらえているのが、

事業と人の多様性です。多様な事業と個性豊かな人材の挑戦がソ

ニーの持続的な価値創造とつながるためには、社員一人ひとりが

Sony’s･Purpose･&･Values（存在意義と価値観）を意識し、共有し

ていることが大切です。そのため、ソニーが求める人物像を示すと

同時に、「ソニーが社員に提供する価値」と「ソニーが社員に求める

こと」を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　

◦世界を感動で満たすという夢や志の実現
に向けて、一人ひとりの挑戦心と成長意欲
を尊重し、支援する環境　
◦個が有するクリエイティビティを存分に発
揮し、新たな価値創出の基盤となる、幅広
いテクノロジーの蓄積と進化　
◦多様な事業を有するソニーグループならで
はの多岐にわたるグローバルなキャリアの
機会や可能性　
◦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　

ソニーが社員に
求めること　

◦夢と好奇心で未来を開拓し、人々の心を動
かす　
◦多様性を生かし、異なる視点を取り入れベ
ストなものを飽くことなく追求する　
◦倫理的で責任ある行動を体現し、ソニーブ
ランドへの信頼を築き、高める　
◦ソニーの持続的な成長のために、規律ある
事業活動を行い、ステークホルダーへの責
任を果たす　

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。
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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については、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していまし

たが、さらなる安全衛生活動の強化と確実な推進を目的として、

ISO45001＊1に基づく「ソニー安全衛生マネジメントシステム」への

移行を行いました。

＊1･ ISO45001：労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格　

2019年度の主な実績　
2019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。

◦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2015年より国内外で継続開催　

-･世界経済フォーラム年次総会･ (ダボス会議)･にて発足した、障

がい者がビジネス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発

揮できるような活躍推進に取り組む国際イニシアチブ「The･

Valuable･500」に加盟　

-･ ･「プライドハウス東京2019」に協賛し、大学ダイバーシティ・ア

ライアンスUDA･(University･Diversity･Alliance)･との共催で

「ダイバーシティトーク･with･UDA･ (講演およびパネルディス

カッション)･」を開催　

-･外国籍社員のマネジメントに対し、外国籍社員とのさらなる信

頼関係の構築、モチベーション向上につなげるためのコミュニ

ケーションワークショップを開催　

◦社員の成長と活躍　
-･新人材育成コンセプトを実現する場であるPORTにて、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、お

よび持続的に学び合う社員自主コミュニティ活動を推進　

-･ 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「Corporate･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 ･ Techno logy･

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　

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　
 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　
20 1 1 年･ ダイバーシティ推進委員会を設置　
20 1 5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　

20 1 7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　

2018年･ 新人材育成コンセプトを体現する場として本社にPORT
を設立　

＊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式会社の取り組み　

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＆インクルージョン」「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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人員情報　
2019年度末の従業員数は、ゲーム&ネットワークサービス･(海外)･、

イメージング&センシング・ソリューション･(国内)･、音楽、金融分野

などでの人員増加がありましたが、エレクトロニクス・プロダクツ&

ソリューション、映画、その他の分野において人員が減少した結果、

2018年度末に比べ約2,700名減少し、約111,700名となりました。エ

レクトロニクス・プロダクツ&ソリューションおよびその他分野におけ

る人員減少は、スマートフォン事業およびディスク製造事業におけ

る構造改革などによるものです。なお、ソニー株式会社の社員数は、

2019年度末は約2,700名となっています。

ソニーグループにおける総社員数　

(いずれも各年3月31日現在)
(年度)

(名)

日本・東アジア※1

0

50,000

100,000

150,000

2016

125,300

2017

128,400

2018

117,300

2019

114,400

2020

111,700

ソニーグループにおけるビジネスセグメント別人員数　

エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、ゲーム&ネットワークサービス、
イメージング&センシング・ソリューション　

映画　 音楽　 金融　 その他　 全社 (共通) 　

エレクトロニクス・
プロダクツ&

ソリューション、
ゲーム&ネットワーク

サービス、
イメージング&
センシング・
ソリューション

73,000人  65%
　

映画
8,400人  8％　

音楽
9,900人  9％　

金融
12,300人  11%　

その他
3,200人  3%　

全社 (共通) 
4,900人  4%　　

合計111,700人 (2020年3月31日現在)

　

2019年度末のセグメント別の社員数は、エレクトロニクス・プロダ

クツ&ソリューション、ゲーム&ネットワークサービス、イメージング&

センシング・ソリューションが最も多く、約73,000名と全体の65%

を占めています。続いて、金融事業が約12,300名、音楽事業が約

9,900名、映画事業が約8,400名となっています。

エリア別人員構成　

日本　 米国　 欧州 中国大陸・香港地区　

アジア・太平洋地区　 その他地域　

日本  48%
　

米国  13％　

欧州  10％　

中国大陸・香港地区
7％　

アジア・太平洋地区
20%　

その他地域  2%　

合計111,700人 (2020年3月31日現在)

　　

2019年度末のエリア別の社員数は、日本国内が約48%、海外が

約52%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7%、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 (2020年6月26日現在) 

総数 (名) 　 内、女性 (名) 　 内、外国人 (名) 　

取締役　 12　 4　･(33.3%)･　 4　･(33.3%)･　

会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員　 42　･･(2)･＊1　 3　･(7.1%)･　 6　･(14.3%)･　

＊1･ ･･( )･内の数は、取締役兼任者数　

取締役会の詳細は、取締役会のページをご覧ください。

 取締役会　
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以下は2020年3月31日時点の情報です。日本･( )･内は、ソニー株式会社の数値です。

社員数　

日本　 海外　 全世界　

総数　 53,700･(2,726)　 58,000　 111,700　

正規 47,500･(2,648)　 50,400　 97,900　

有期契約 6,200･(78)　 7,600　 13,800　

男性　 41,200･(2,113)　 30,700　 71,900　

女性　 12,500･(613)　 27,300　 39,800　

女性社員比率　 23.3%･(22.5%)　 47.1%　 35.6%　

女性管理職比率　 9.3%･(15.2%)　 36.9%　 28.3%　

平均勤続年数　

日本　 海外　 全世界　

総数　 15.3･(16.6)　 8.2　 11.6　

男性　 15.3･(16.4)　 8.2　 12.3　

女性　 15.3･(17.2)　 8.1　 10.2　

採用数　

日本　 海外　 全世界　

採用数＊2　 3,934･(840) 9,830･ 13,764

男性　 2,546･(694) 5,777 8,323

女性　 1,388･(146) 4,053 5,441

新卒採用競争倍率＊3　 男性･全体　 -　･(11.9) - -

女性･全体　 -　･(18.0) - -

男性･事務系　 -　･(31.2) - -

女性･事務系　 -　･(31.9) - -

男性･技術系　 -　･(9.1) - -

女性･技術系　 -　･(8.7) - -

＊2･ソニー株式会社については、ソニー株式会社本籍社員として採用した合計値。入社後、グループへ出向した社員を含む。
＊3･ソニー株式会社のジェネラル・エンプロイメント・コントラクト･(正社員)･のみ　

離職率＊4　

日本　 海外　 全世界　

総数　 3.9%･(2.8%)　 18.3%　 13.2%　

男性　 3.8%･(2.9%)　 21.0%　 13.4%　

女性　 4.2%･(2.5%)　 15.2%　 12.8%　

＊4･正規社員、定年退職と自己都合退職のみ　

人材育成＊5　

日本　

社員一人あたりの人材育成投資額　 29万円　

＊5･エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、イメージング&センシング・ソリューション、本社、R&D

障がい者雇用率＊6　

日本　

障がい者雇用率　 2.41%･(2.81%)　

＊6･社員数101名以上のみ、特例子会社含む。2020年3月1日時点。　

年次有給休暇　

日本　

平均年次有給休暇取得日数　 15.5･(17.8)　

平均年次有給休暇取得率　 72.8%･(79.5%)　

フレキシブル勤務＊7　

日本　

制度導入会社　 46社　

一度でも利用した利用者数　 16,299･(2,333)　

延べ利用回数　 223,030･(34,355)　

＊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　

日本　

育児休職取得率　 25.0%･(17.0%)　

男性　 8.5%･(3.9%)　

女性　 98.9%･(100.0%)　

育児休暇取得率　 58.3%･(61.4%)　

男性　 66.8%･(71.1%)　

女性　 20.2%･(0.0%)　

育児短時間取得率　 9.4%･(3.4%)　

男性　 4.1%･(0.0%)　

女性　 33.0%･(25.0%)　

育児休職復職率＊9　 95.9%･(100.0%)　

男性　 98.7%･(100.0%)　

女性　 95.1%･(100.0%)　

＊8･2018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年度および2019年度に制度を利用した社員比率　
＊9･育児休職復職率は、2019年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率　

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　 2,113　 613　 2,726　 22.5%　

30歳未満　 249　 76　 325　 23.4%　

30～39歳　 545　 160　 705　 22.7%　

40～49歳　 712　 232　 944　 24.6%　

50～59歳　 539　 140　 679　 20.6%　

60歳以上　 68　 5　 73　 6.8%　

職位別人員 (ソニー株式会社) 　

男性　 女性　 総数　 女性比率　

総数　 2,113　 613　 2,726　 22.5%　

取締役＊10　 7　 4　 11　 36.4%　

社内取締役　 2　 0　 2　 0.0%　

執行役員＊11　 36　 3　 39　 7.7%　

部長相当職以上　 128　 24　 152　 15.8%　

課長相当職以上　 194　 37　 231　 16.0%　

係長相当職　 632　 80　 712　 11.2%　

その他　 1,114　 465　 1,579　 29.4%　

うち、管理職総数　 358　 64　 422　 15.2%　

うち、新規管理職登用数　 28　 5　 33　 15.2%　

＊10･最新の数値は上記ソニー株式会社における役員構成･(2020年6月26日時点)･参照　
＊1 1･取締役兼務者含まず　
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ダイバーシティ&インクルージョン　

 ダイバーシティステートメント　
エレクトロニクス、エンタテインメント、イメージセンサー、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、とも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&インクルージョン　

 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・行動変革へつ

なげる」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。

 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。2019年度は、ソニーグ

ループ全体で、2,200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。通常の映像制作の他、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　
2020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などを目的とし、約1,100名

の社員が世界各国・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130名おり、また35％が上級管理

職として、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、あらゆる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

システムのバイリンガル化など、社内インフラの整備を継続して推進し

ています。さらに、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。

2019年度は、外国籍社員のマネジメントに対し、外国籍社員との

さらなる信頼関係の構築、モチベーション向上につなげるためのコ

ミュニケーションワークショップを開催しました。社員に対しては、

異なる文化や考え方を持った人たちと仕事をするためのヒントを

学ぶ「異文化コミュニケーションワークショップ」を実施しました。ま

た、外国籍社員同士のネットワーキングを目的としたイベント”Sony･

Happy･Hour”の定期開催や、ロールモデルとしての外国籍社員マネ

ジメントへのインタビュー等、外国籍社員が自身のキャリアについて

考えたり、ヒントを得られたりする機会を継続的に提供しています。

＊1･ Diversity･Initiative･for･Value･Innovation･at･Sonyの略　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/
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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R&Dや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、世界から優秀な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。

 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、2019年度末時点

のソニーグループの女性社員比率は35.6%、女性管理職比率は28.3%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。2020年

3月には国際女性デーを祝し、女性リーダーシップ開発の第一人者であるサリー・ヘルゲセン氏の講演会を

北米と日本をつないで開催しました。

 次世代育成支援対策推進法  ソニー株式会社  行動計画　

  女性活躍推進法  ソニー株式会社  女性活躍推進に関する行動計画　

  ソニー株式会社  女性活躍推進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　

ソニーグループ･ (日本)･における女性管理職比率の推

移、

単位：%、

2014年度4.8、2015年度6.5、2016年度7.0、2017年度

8.4、2018年度9.0、2019年度9.3。

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　 ･(年度)･　

単位　 2014　 2015　 2016　 2017　 2018　 2019　

全グループ＊1･＊2　
女性社員比率　 ％　 27.2　 29.5　 29.3　 33.6　 34.3　 35.6

女性管理職比率　 ％　 15.9　 22.2　 23.9　 25.3　 27.3　 28.3

日本＊1･＊2　
女性社員比率　 ％　 18.6　 21.3　 21.0　 22.1　 22.7　 23.3

女性管理職比率　 ％　 4.8　 6.5　 7.0　 8.4　 9.0　 9.3

米国　
女性社員比率　 ％　 36.1　 37.5　 38.1　 38.7　 37.8　 36.8

女性管理職比率　 ％　 31.3　 33.0　 35.5　 37.4　･ 40.0　 40.0

中国大陸、･
香港地区　

女性社員比率　 ％　 44.6　 43.8　 55.5　 56.6　 48.9　 54.7

女性管理職比率　 ％　 32.7　 31.6　 40.1　 40.1　 32.2　 34.9

･アジア・
太平洋地域＊3　

女性社員比率　 ％　 46.2　 43.8　 37.2　 49.4　 46.2　 57.6

女性管理職比率　 ％　 31.1　 33.7　 34.5　 29.1　 32.8　 31.8

欧州　
女性社員比率　 ％　 36.0　 34.5　 36.9　 35.9　 37.2　 37.0

女性管理職比率　 ％　 25.9　 33.6　 34.9　 37.5　 35.3　 36.7

その他＊4　
女性社員比率　 ％　 38.1　 41.4　 41.5　 38.5　 36.4　 38.1

女性管理職比率　 ％　 30.0　 28.1　 37.4　 37.9　 34.2　 36.6

＊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･ソニー株式会社を含む。ソニー株式会社･女性職位者比率15.2%･(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　
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https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/jisedai_action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/jisedai_action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/japan/action_plan/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/report/05_12.html
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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。ダイバーシティウィークには、仕事
で影響力を高めるために必要な行動につい
て講演会を開催しました。

ソニーグループ
 (北米) 　

ソニー・ノースアメリカでは、女性のさらなる
雇用促進を目指し、エンプロイメントブランド
向上キャンペーンを実施した結果、女性の求
人サイトに4つの雇用関連記事が取り上げら
れ、応募者が16%増、LinkedInの月間フォロ
ワー数が平均2,000件増などの成果があり
ました。

エレクトロニクス
ビジネス

 (UK) 　

ソニーUKテクノロージーセンターは地元の
学校や大学のSTEM＊科目に関心のある女
子学生を事業所に招待し、女性エンジニア
のトークセッションや工場見学に参加できる
「Women･ in･ STEM」イベントを開催してい
ます。

＊STEM：「Science･ (科学)･、Technology･ (技術)･、･Engineering･ (工学)･、･Mathematics･
(数学)･」の教育分野を総称する言葉。

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、障がいのある社員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、ソニー株式会社

人事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

の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、合理

的配慮の対応や雇用環境整備を行っています。またグループメリッ

トを生かした合同の採用活動も10年以上継続しており、グループ一

体となった活動をしています。2019年3月には、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も

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おり、

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、特例子会社の障がいのある社員がプログラムした

意識啓発研修などを開催。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など、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。

海外グループ会社においては、各国の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。

このような社会的課題に対する国内の取り組みとしては、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

し、働くことやキャリア構築のための意識啓発を大学生に行うイベン

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。ソニー希

望・光では、グループ内の新たな業務を受託し、精神障がいのある社

員の資質・スキルに合わせて活躍できる場を提供しています。他にも

ソニーの「Sony･Startup･Acceleration･Program･ (ソニー・スター

トアップ・アクセラレーション・プログラム／SSAP)･」のオーディショ

ンを通過し事業化に向けて準備を進めている製品のトライアルモニ

ターに協力し、障がいのある人の観点をソニーグループの商品開発

に生かすよう積極的に協力・連携などもしています。また、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

だけにとどまらず、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、ソニー株式会社の2019年度の障がい者雇用率は2.81%、国

内ソニーグループ･(社員数101名以上・連結)･の平均雇用率･(2019

年3月)･は2.41%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。
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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 
 (グローバル) 　

2019年1月の世界経済フォーラム年次総会･
(ダボス会議)･にて発足し、障がい者がビジネ
ス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発
揮できるような活躍推進に取り組む国際イニ
シアティブ「The･Valuable･500」に加盟しま
した。ソニーがさらなる飛躍を遂げるための
鍵は人にあります。誰もが尊重される職場環
境を実現し、社会の多様性を尊重する企業文
化を推進することで、ソニーの成長を支える
多様な人材を育成し、次なるイノベーション
と社会への価値創造につなげていきます。

ソニーグループ 
(米国) 　

NPO法人や各種協議会、大学等との連携を
積極的に行い、視覚障がい者の雇用プログラ
ムを適用したり、障がいのある学生を採用す
るなど、多様性のある雇用を推進するために
専門家とのパートナーシップにより、働く社員
にとって適切な雇用を行っています。

エレクトロニクス
ビジネス
  (アジア) 　

ソニーチャイナから各拠点のダイバーシティ
担当者が来日し、本社管轄部署との情報交
換や日本の特例子会社を見学するなど障が
い者雇用のあり方について見聞を深めるこ
とで、中国における障がい者雇用のあり方に
ついての意識向上につなげています。

ソニーグループ 
 (日本) 　

ソニー損害保険株式会社では、手話、筆談、
チャットで事故時にリアルタイムな意思疎通
を実現する「手話・筆談サービス」を提供し、
保険金支払等についてスムーズな対応を提
供しています。

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持つ人々
の総称として広く使われている表現。

＊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。

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) 　

「プライドハウス東京2019」に協賛。大学ダイ
バーシティ・アライアンスUDA･ (University･
Diversity･Alliance)･との共催で「ダイバーシ
ティトーク･with･UDA･(講演およびパネルディ
スカッション)･」を行いました。ソニー社員に
加えて、企業や大学、団体の関係者など、約
400名が参加し、全国各地の5大学のサテラ
イト会場にも中継しました。LGBTについての
理解を深め、安心していられる"居場所"を考
える場の提供となりました。

ソニーグループ 
 (米国) 　

米国では、ソニー・ピクチャーズ･エンタテイ
ンメント、ソニー・コーポレーション・オブ・ア
メリカ、ソニー・インタラクティブエンタテイ
ンメント、ソニー・ノースアメリカが、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。



目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

55

人材　

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

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ひとつであると考え

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　

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持つ学習ライブラリを提供

しています。

2019年度の研修実施状況は、以下の通りです。

ソニーグループ (日本) 2019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　 18　 41　 309　 23　 391　

実施総回数･(回)･　 94　 334　 458　 41　 927　

受講者総数･(人)･　 338　52,985　15,782　 5,537　74,642　

延べ受講総時間･
(時間)･　

12,485　112,261　75,305　15,752　215,803　

2019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、約29万円となっています。

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を行い、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。
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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」　
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として2018年11月に本社Sony･Cityに開

設した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。持続

的に学びあう場として自主コミュニティも複数活動しています。

本社Sony･City内のPORTにて、社員が講師を行ったイベントの様子　

ベテラン・シニア社員のキャリア支援施策　
人生100年とも言われる時代にあって、働くことと、そして、人生

の将来設計については、決して一律・一様ではなく、個人個人によっ

てさまざまなニーズと価値観が存在し、多様化しています。こうした

中、ソニーでは、経験豊富なベテラン・シニア社員にフォーカスし、ソ

ニーの中で活き活きと働きながら、ライフプランを主体的に考え、設

計し、実行に移していくためのキャリア支援施策「キャリア・カンバ

ス・プログラム」に取り組んでいます。創業以来の理念である「自分

のキャリアは自分で築く」に即した内容として、キャリア形成に関す

るワークショップや、更なる自己成長に向けた学び直しへの費用支

援など、様々な施策を行っています。

 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生かし、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。組織横断でさまざまな分野の知を

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1,000人が活動に参画し、交流

しています。

領域別 技術戦略コミッティ　

グループ
会社C　

グループ
会社B　

グループ
会社A　

事業本部・
グループ会社　

技術戦略
コミッティ　

A領域戦略コミッティ　領域代表　

領域代表　

領域代表　

B領域戦略コミッティ　

C領域戦略コミッティ　

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。
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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300名の技術者が、「基幹技術研修」のカリキュラム・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、2019年度はのべ16,000

名の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　

Corporate Distinguished Engineer制度　
Corporate･Distinguished･Engineer･制度は、「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」というソニーの

Purpose･ (存在意義)･のもと、持続的な成長を支える技術戦略の策

定および推進と人材の成長支援を加速していくことを目的とするも

のです。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、下記「DEのミッション」を担い遂行することができる技術者を全

社から選任し、Distinguished･Engineer･ (DE)･の称号を付与する

制度です。当制度によって、「ソニーの技術の顔」として技術戦略策

定や人材成長支援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。

「DEのミッション」　
変化の兆しを捉え、ソニーの持続的な成長のために、技

術戦略の策定および推進と人材の成長支援を行う　

◦既存の枠組みを超えて経営戦略の元となる技術戦略を

策定する　

◦世界の人々と繋がり変化の兆しを捉え、経営戦略の実行

を技術で後押しする　

◦ポテンシャルをもつ技術者を発掘し、成長支援を行う　

Sony Technology Exchange Fair　
STEF･(Sony･Technology･Exchange･Fair)･は、ソニーの技術者

が、日ごろの研究開発テーマを社内に向けて発信し、多くの社員と

意見交換を行うことで新たな価値創造を目指すソニーグループ全

体の技術交換会です。エレクトロニクスや半導体、ゲーム、音楽、映

画、金融などソニーグループ各社の技術展示を中心とした場である

とともに、社内外講師を招いた講演会やセミナー、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

も併設し、専門性と知識に磨きをかけています。1973年から毎年開

催されており、この場をきっかけとした事業展開は数多くあります。

2019年度は国内外のソニーグループ各社から10,000人を超える

社員が参加し、活発な意見交換が行われました。今後も、「人」を軸

としたソニーの幅広い事業ポートフォリオをテクノロジーで進化さ

せ、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、テクノロジーの融合を通して、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。
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「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。

 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各地

から集ま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

間力を培う約半年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。

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。

「ソニーユニバーシティ」プログラム風景　

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) 　

ソニー・ノースアメリカの起業家精神やリスクを取る意欲などのミッション・ビジョン・バリューズは、人材育成でも体現され
ています。その一つの“Fast･Forward･ Initiative”では、100人以上の多様な有志の従業員が、オープンかつお互いを尊重し
ながら協働し、ビジネス、チーム、コミュニティに価値あるサポートを提供する革新的なプログラムを開発しています。持続可
能で、インクルーシブで、働き甲斐のある職場環境で、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3つのプログラムを実施しています。
“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。“Business･of･Entertainment･201”プログラムでは、業界のトレ
ンドと研究を深く掘り下げることで、新しいアイデアを刺激し、会社全体のリーダー間の協力関係を深めます。
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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基づき、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。

社員一人ひとりが、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　
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。

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、介護、治療など

のライフイベン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。

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」「裁量労働制」「高度

プロフェッショナル制度」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、2019

年の年次有給休暇の取得状況は、一般企業平均の10.9日に対し、ソ

ニー株式会社で17.8日、国内ソニーグループで15.5日でした。

＊一般企業平均は、厚生労働省「平成31年就労条件総合調査」の1,000名以上の企業の数字
から引用　

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) 　

さまざま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
グラムを利用できます。

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
ビスを提供しています。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して
います。

ソニーグループ
 (日本・中国・

米国) 　

ファミリーデーを実施し、各事業所に家族を
招待、職場との交流を深めています。

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。

ソニー（株）およびソニーグループ (日本) における
2019年度平均年次有給休暇取得日数　

一般企業平均 ソニー (株) ソニーグループ (日本) 
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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・治療と仕事の両立支援制度　
国内ソニーグループの両立支援制度では、育児・介護・治療の3つ

を軸にしたサポートを行い、Symphony･Plan･ (シンフォニー・プラ

ン)･として推進しています。Symphony･Planとは、社員のライフイ

ベントに応じて、さまざまなキャリアステージ段階でライフイベント

と仕事を調和させ、仕事を継続しながら力を発揮できる環境を整え

るためのソニーの両立支援制度です。

「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)･、安心して休職を取得するための「育児・介護休職支援金」、

妊娠・出産・子育て・不妊治療・介護・治療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不妊治療、介護、がん治療にあたる社

員を対象に、「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。

入社

人生のさまざまな局面で、自分らしくキャリアを継続できるようサポート

自分自身のこと

家族のこと
不妊治療

異動・海外赴任
病気

治療

留学

育児

介護準備 介護

家族の転勤

出産

Symphony Plan (シンフォニー・プラン) 　

ソニー株式会社およびソニーグループ (日本) における 
2019年度育児休職取得状況＊1･＊2　

日本　

育児休職取得率　 ･ 25.0･(17.0%)　

男性　 ･ 8.5･(3.9%)･　

女性　 ･ 98.9･(100.0%)　

育児休暇取得率　 ･ 58.3･(61.4%)　

男性　 ･ 66.8･(71.1%)　

女性　 ･ 20.2･(0.0%)　

育児短時間取得率　 ･ 9.4･(3.4%)　

男性　 ･ 4.1･(0.0%)　

女性　 ･ 33.0･(25.0%)　

育児休職復職率＊3　 ･ 95.9･(100.0%)　

男性　 ･ 98.7･(100.0%)　

女性　 ･ 95.1･(100.0%)　

＊1･ ( )･内は、ソニー株式会社の数値。
＊2･2018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、2019年度に
制度利用した社員比率　

＊3･育児休職復職率は、2019年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率　

･
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ソニー株式会社における主な育児・介護・治療関連両立支援制度　

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　

育児休職支援金　 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　

Symphony･Plan
･(シンフォニー・プラン)･　

2020　

主な拡充内容　
◦不妊治療を行う社員への支援･(休暇・短時間勤務・･
フレックスタイム勤務・費用補助)･　
◦介護休職支援金･(介護休職期間中に上限月額20万円
を支給)･　
◦がん治療を行う社員への支援･(休暇・短時間勤務・･
フレックスタイム勤務)･　

ソニー株式会社における育児関連両立支援制度一覧　

妊娠期の
フレックスタイム

育児休職 (育児休職支援金)
OR

育児休暇

妊産婦の定期検診

産前産後休暇

休職キャリアプラス

年次有給休暇の時間使用

育児短時間勤務

所定外労働の免除

時間外労働の制限／深夜業の免除

フレキシブルワーク

積立休暇 (妊娠・出産・子の看護)

子の看護に関する休暇

育児時間

 (女性のみ) 

 (男女共通) 

 (男性のみ) 

法定以上

妊娠 産前 出産 産後 満1歳 満3歳満1歳
到達後
4月15日

 (最短：満1歳2ヵ月の月末まで) 

小学校
就学

小学校
3年の
3月末

小学校
6年の
3月末

妊産婦の時間短縮・休業等の措置

育児フレックスタイム勤務

ベビーシッター費用補助
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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」、また復

職した社員を対象に「復職後セミナー」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、より育児との両立をしやすい環境構築のサポートを目的

に、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、仕事と育児の両立を支援するために、ソニーは保育事業

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や

講演会を開催し、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　

 社外からの評価　

「ちちおや育休セミナー」の様子　

 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、仕事の効率・効果、働きやすさ・働きが

い、キャリア・成長といった、社員のエンゲージメントを持続的に高

めるための重要要素となる各項目について社員の声を収集・分析

し、さらなる向上を目指した重点領域の特定とアクションにつなげ

ています。

2019年の結果では、全体としてソニーグループの将来に対する高

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、事業セグメント毎に詳細

分析し、シニアマネジメントを中心に改善アクションについて議論し

ました。その内容を、各社イントラネットや全体会同等で社員とも共

有し、定期的に振り返ることで進捗を確認しています。また、調査結

果は即日マネジャーにも開示されることから、マネジャー自身も、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。

このように、社員意識調査の結果を通じて社員のエンゲージメン

ト状態を把握し、その結果をきっかけに各組織において継続的な

対話とアクションの実行につなげることを重視しています。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。

2019年
参加率

88%　

2018年91%　
2017年90%　

2019年 
エンゲージメント指標＊

85%　

2018年86%　
2017年86%　

＊社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/#anchor2-3
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/diversity/program/#anchor2-3
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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11％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　
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。

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。

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　

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　

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・アメリカのオフィス　

カジュアルに人が集う「NEST」　
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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

THE･FARM　

フィスで味わうことができます。
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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、

「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」という理念を掲げ、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。

SSoonnyy  OOHHSSMMSS 
  
  

 Page2/3

  

 

ソニーグループ安全衛生基本方針 
 

【理念】 

ソニーグループは、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。 

 

【方針】 

1. 事業活動を行う各国・各地域において適用される安全衛生関係諸法令や自主基準を 

順守する。 

 

2. ソニーグループの各組織において、安全衛生活動を確実に推進するための組織体制を 

整備し、役割と責任を明確化する。 

 

3. 職場における危険性・有害性を調査し、その評価結果に基づき危険源の除去・安全衛生

リスクの低減を徹底する。 

 

4. 安全と心身の健康の確保は良好なコミュニケーションのもとに実現されるとの認識に立ち、

社員との協議と参加のうえで安全衛生活動に取り組む。 

 

5. 全ての社員に対し、安全衛生の重要性を周知し、その活動に必要かつ充分な教育、訓練

を実施し自覚と能力の向上を図る。 

 

6. 安全衛生に関する行政､地域社会等の活動に積極的に参加し、良好なコミュニケーション

を図る。 

 

7. 安全衛生に関する新たな手法や技術の導入に努め、安全衛生管理レベルを向上させる。 

 

8. 安全で健康的な職場環境を実現するため、適切な経営資源を投入し、 

安全衛生マネジメントシステムを継続的に改善する。 

 

ソニー株式会社 

社長 兼 CEO 

吉田 憲一郎 

 

 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、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。

ソニーグループ安全衛生基本方針
理念
　

ソニーグループは、
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。
　

ソニーグループ安全衛生ビジョン「Vision Zero」
一切の労働災害を許さず、

ゼロ災害、ゼロ疾病を究極の目標とする
　

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　
ソニーでは、世界中のソニーグループで働く人を対象に、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したが、さらなる安全衛生活動の強化と確実な

推進を目的として、国際標準規格ISO45001に基づく安全衛生マネ

ジメントシステムの運用を開始しました。さらに、世界中の製造拠点

および物流拠点を中心に、順次、ISO45001の外部認証取得に向け

た活動を行っています。日本・東アジア地域の1事業所、パンアジア

地域の3事業所、および欧州地域の1事業所でISO45001の外部認

証を取得済みです。
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‒ 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ています。

‒ 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、6つの

「セーフティオフィス」･(日本・東アジア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)･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。

＊1･ 日本・東アジア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。

グローバル安全衛生体制　

経営層　

◦ソニーグループ安全衛生方針、目標の確立　
◦安全衛生マネジメントシステムを推進する組織の構築、監督　
◦ソニーグループセーフティオフィサーおよび地域セーフティ

オフィサーの選解任および指揮命令　

本社安全衛生部門　
◦ソニーグループの安全衛生に関する本社機能　
◦法令の遵守、ソニーグループの目標の設定と達成のために必

要な実務を担当　

日本・
東アジア　

中国　 パンアジア　 中南米　 北米　 欧州　

〈地域セーフティオフィサー〉　
◦地域の目標および計画を確立し実行する　
◦地域セーフティオフィスを構築し、指揮する　
◦安全衛生に関する法令およびソニーグループ規則の遵守を

指示し、違反があった場合に是正命令を発する　

〈地域セーフティオフィス〉　
◦地域セーフティオフィサーのスタッフ部門　
◦担当地域において、ソニーグループ各社が安全衛生に関す

る法令などを遵守し、ソニーグループの目標を達成するた
めに必要な実務を行う　

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。情報収集は、各地域セーフティ

オフィサーと定期的に会議を設け、地域内の活動好事例や起きて

いる事象の共有を行い、課題解決につなげています。各地域では、

セーフティオフィサーが主催し、地域内の事業所が参加する会議体

を設け、事業所からの意見の収集、課題共有等を行っています。ま

た、本社安全衛生部門で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。
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‒ 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、コーポレート監査、外部監査の体

制を構築しています。「内部監査」では、事業所における安全衛生マ

ネジメントシステムの継続的な改善、および労働災害の未然防止等

の確認を目的として、事業所が自らの安全衛生マネジメントシステ

ムの有効性を確認します。「コーポレート監査」では、本社や地域セー

フティオフィスがコーポレートルールの遵守状況を確認します。「外

部監査」では、外部の認証機関による安全衛生マネジメントシステム

の有効性を確認します。これら3種類の監査を組み合わせ、グループ

全体の安全衛生マネジメントシステムの有効性を検証しています。

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･ (人事、総務担当役員)･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。

‒ 安全衛生教育　
ソニーでは、従来より各国の事業内容に応じた教育を各地域で実

施してきましたが、今回新たにISO45001の外部認証取得に向けた

内部監査員育成教育を、本社安全衛生部門主催で実施しました。

日本・東アジア地域では、日本・東アジア地域セーフティオフィス

が主催する集合教育も実施し、各事業所の安全衛生担当者や、社員

が業務で必要なスキルの確保を行っています。

2019年度本社安全衛生部門主催の安全衛生教育実績　

研修名　 対象者　
受講者数　

 (名) 　

Global･Auditors･
Training　

各地域セーフティオフィ
サーおよび担当者　

14　

2019年度日本・東アジア地域セーフティオフィス主催の 
安全衛生教育実績　

研修名　 対象者　
受講者数　

 (名) 　

安全衛生担当者基礎講習　
各事業所新任安全衛生担
当者　

11　

防災担当者基礎講習　 各事業所新任防災担当者　 13　

労災保険基礎講習　 各事業所安全衛生担当者　 11　

レーザ安全管理講習　
各事業所設備取り扱い責
任者　

60　

化学物質取り扱い・　
リスクアセスメント教育　

各事業所化学物質管理者　 9　

機械設備取り扱い・　
リスクアセスメント教育　

各事業所設備取り扱い責
任者　

17　

内部監査員養成講習　 各事業所安全衛生担当者　 18　

 各地域・事業における安全衛生活動　

日本・東アジアでの安全衛生活動　
日本・東アジア地域では、2019年度より「安全衛生中期目標」の達

成に向け、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

重点項目を定めて活動しています。

‒ 安全衛生リスク　
日本・東アジア地域では、国際標準規格ISO45001に基づく安

全衛生マネジメントシステムへの移行を行い、製造事業所を中心

にISO45001認証取得を推進しています。日本・東アジア地域は

Vision･Zeroに向けて、「人の不安全行動に起因する災害低減（当該

の休業災害を2021年度に2018年度比半減）活動実施」を中期目標

に掲げて取り組んでいます。しかし、2019年度は一部の事業所にお

いて非定常作業における災害や再発防止の原因分析不足による類

似災害等が重なり、休業災害が増加となりました。事業所へ至急の

改善指示を発信し、災害低減活動に注力しています。事業所におい

ては基本に立ち返り、ヒヤリハット、リスクアセスメントの徹底等も

行い、従業員からの意見を基に現場の改善および労働災害未然防

止に取り組んでいます。

安全用LEDライト付きフォークリフトへの切り替え･(進行方向へのライト点灯)･　
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‒ 健康リスク　
継続してノー残業デーの実施や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ストレスチェック等による職場環境改

善施策の実施率向上、好事例の共有などを行っています。

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　
火災リスク低減活動の一つとして、製造事業所を中心とした各

事業所の防災担当者と共に作成した火災リスクチェックシートを日

本・東アジア地域内の全ての事業所で展開しています。火災リスク

チェックシートでは、火災リスクのリスク評価、リスク低減施策の立

案、低減施策実施後の再リスク評価等が行えるようになっています。

また、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。

中国での安全衛生活動　
中国地域では、ソニーグループ安全衛生基本方針に基づき、これ

まで蓄積した知識と経験を生かし積極的に安全衛生活動を推進し

ています。

‒ 災害低減活動　
中国地域は2015年度より各事業所にてヒヤリハット啓発活動、安

全スローガン活動、電動バイク安全体験活動、安全ビデオ撮影などさ

まざまな活動を継続してきました。これらの活動は社員からアイデア

を出し合い、社員が直接活動に参加することで社員の安全意識を高

めることができました。その結果、2015年度と比較して2019年度の

災害件数は87%低減しました。特に電動バイクによる交通事故低減

活動は、3年間継続して実施してきました。2019年に中国地域セーフ

第78回全国産業安全大会での発表　

北米での安全衛生活動　
北米地域では、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。ソニーDADCのテレホート事業所とボーリングブルック事業所

では、ISO45001の運用を開始しています。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DADCのボーリングブルック事業所では、多様なオペレー

ション部門からメンバーを選出した安全委員会が、四半期ごとに監

査結果のレビューを行います。このレビューを基に、エルゴノミクス

への配慮不足により起こる労働災害防止を目的として、パッケージ

部門にP3ロードレベラーを追加しました。この設備により、積み荷の

高さに合わせてパレットが作業しやすい高さに自動調整され、積み

下ろしの際の無理な姿勢変更や歩行を防止しています。

パッケージ部門に導入されたP3ロードレベラー　

中南米での安全衛生活動　
中南米地域では、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、積極的にイベントを開催

してきました。ソニーの各事業所は、事業所で発生する可能性があ

る緊急事態に備え、それぞれに合った危機対応計画を作成していま

す。この計画には火災、医療的な緊急事態、地震、ハリケーン、停電

などに際しての対策が含まれます。また、従業員のトレーニングや避

難訓練も、毎年実施されています。

避難訓練　

ティオフィスの代表が、この継続した活動の成果を日本の中央労働

災害防止協会主催･第78回全国産業安全大会で発表しました。

2011年度より安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001の認

証を取得しており、2020年度より製造事業所を中心にISO45001

への移行および認証取得予定です。
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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。

‒ ソニーUKテクノロジーセンターの取り組み　
ソニーUKテクノロジーセンターでは、OHSチームが毎月、従業

員に向けた情報の発信を行っていますが、デジタルディスプレイや

社内報のほか、「Toolbox･Talk」という刊行物を活用し、安全衛生

に関する情報を全従業員がいつでも見られるよう徹底しています。

「Toolbox･ Talk」は、毎月違うテーマを取り上げ、部門ごとの情報

が各従業員に配布されます。テーマは事故やニアミス情報など、事

業所で最近発生した出来事から選ばれています。これにより、常に

現状に即したトレーニングを実施し、チームメンバーに最新の安全

情報を届けることができ、事業所全体で前向きな安全文化を築いて

いくことにつながっています。･

ソニーUKテクノロジーセンターの「Toolbox･Talk」　

パンアジアでの安全衛生活動　
パンアジア地域では、すべての製造事業所と一部の非製造事業所

が、ISO45001に基く安全衛生マネジメントシステムへの移行を行

い、活動しています。研修や教育などの取り組みを通じた安全意識

向上により、ソニーの事業活動を支える従業員などの労働者に影響

を及ぼすあらゆる種類の事故や労働衛生・疾病問題を防止・低減す

ることを目指しています。2019年度は、労働災害の件数が2018年

度比で20%以上減少しました。

なお、3つの製造事業所がISO45001認証を取得済みで、ほか4つ

の事業所は2021年度末までに認証審査を受ける予定です。

‒ 労働安全衛生活動に対する外部表彰　
2019年度は、ソニー・テクノロジー・タイランドのチョンブリ工

場がゼロ・アクシデント・キャンペーン2019金賞を、ソニー・デバイ

ス・テクノロジー・タイランドが優秀労働慣行認定･(Good･Labour･

Practice･Certification)･を、ともにタイ労働省から授与されました。

ソニー・EMCS・マレーシアのペナン・テックは、マレーシア政府の労

働安全衛生部より･SOHELPプログラム功労賞･(SOHELP･Program･

Achievement)･を受賞しました。

ゼロ・アクシデント・キャンペーン2019授賞式･(タイ)　

 労働災害統計　
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四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・東アジア地域事業所･(製造・非製造・物流・R&D)･における請
負社員を含む休業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　

2015　 2016　 2017　 2018　 2019　

製造業　 1.06　 1.15　 1.02　 1.20　 1.20　

電気機器　 0.54　 0.51　 0.45　 0.58　 0.54　

ソニー･･
(日本・東アジア地域)･　

0.17　 0.26　 0.15　 0.14　 0.18　

･(年度)　

0.0
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0.60

0.80

1.00

1.20

0.54
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（年度）

（%）

労働災害発生率の推移＊1 （度数率）

2019

製造業 電気機器 ソニー (日本・東アジア地域) 
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日本・東アジア地域における災害データ＊1･＊2･＊3　 ･(年度)･

2015　 2016　 2017　 2018　 2019　

休業災害件数　
･(請負社員)･　

9　
･(‐)･　

16　
･(‐)･　

17　
･(‐)･　

16　
･(6)･　

20　
･(2)･　

休業日数　
･(請負社員)･　

185　
･(‐)･　

191　
･(‐)･　

446　
･(‐)･　

360　
･(100)･　

695　
･(88)･　

度数率　 0.17　 0.26　 0.15　 0.14　 0.18　　

強度率　 0.0028　0.0025　0.0038　0.0033　0.0061　

死亡者数　 0　 0　 0　 0　 0　

2019年･対象事業所数：･64事業所･(製造・物流事業所、販売会社を含む非製造系事業所)･　
＊1･ 日本、韓国、台湾地区
＊2･請負社員も含む総計。･( )･内は請負社員の災害データ。2017年度以前は請負社員の災害
データを収集していないためデータなし。　

＊3･2017年度および2018年度数値は、未報告等データの追加に伴い過年度報告より変更と
なっています。　

･(ご参考)･　
2019年度指標　
度数率：全国全産業平均･1.80･全製造業平均･1.20･全国電気機械器具製造業平均･0.54　
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･0.01　
･(出所：厚生労働省･平成31年/令和元年･労働災害動向調査)･　

事故の型別  休業災害日数グラフ 
(日本・東アジア地域、請負社員含む) 　

人の転倒・転落、落下物との衝突　 挟まれ巻き込まれ　

踏む、踏み抜き、落下物を除く物との衝突　

無理な動作　 その他の原因または特定できないもの　

人の転倒・転落、
落下物との衝突

71.9%
　

挟まれ巻き込まれ
17.0%　

踏む、踏み抜き、
落下物を除く
物との衝突 8.8%　

無理な動作 0.6%　

その他の原因または特定できないもの 1.7%　

海外 (日本・東アジア地域以外) における災害データ＊4･＊5
･(年度)･

2015　 2016　 2017　 2018　 2019　

休業災害件数　
･(請負社員)･　

105　
･(‐)･　

79　
･(‐)･　

96　
･(‐)･　

89　
･(24)･　

54　
･(9)･　

休業日数　
･(請負社員)･　

1,808　
･(‐)･　

1,496　
･(‐)･　

1,166　
･(‐)･　

1,649　
･(200)･　

831　
･(49)･　

度数率　 0.87　 0.67　 0.88　 0.71　 0.53　

強度率　 0.0150　0.0127　0.0107　0.0132　0.0081　

死亡者数　 0　 0　 0　 0　 0　

2019年･対象事業所数：79事業所･(製造・物流事業所、販売会社を含む非製造系事業所)･　
･(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　
＊4･請負社員も含む総計。･( )･内は請負社員の災害データ。2017年度以前は請負社員の災害
データを収集していないためデータなし。　

＊5･2018年度数値は、未報告データの追加に伴い過年度報告より変更となっています。　

事故の型別  休業災害日数グラフ
(日本・東アジア地域以外、請負社員含む)　

人の転倒・転落、落下物との衝突　 踏む、踏み抜き、落下物を除く物との衝突　

無理な動作　 挟まれ巻き込まれ　 切れ・こすれ　

乗り物に関わる事故　 その他の原因または特定できないもの　

人の転倒・転落、
落下物との衝突

22.4%
　

踏む、踏み抜き、
落下物を除く物との衝突

20.5%
　

無理な動作 18.5%　

挟まれ巻き込まれ
8.2%　

切れ・こすれ 5.1%　

乗り物に関わる事故
0.5%　

その他の原因または
特定できないもの

24.8%
　

その他の原因または
特定できないもの
24.8%
　

 健康管理・健康づくり　

健康経営への取り組み　
社員が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、心身ともに健康であることが必要不可欠です。ソニーでは、心

と体を大切にする風土づくりを通して、組織と個人のウェルビーイン

グ･(健康度・幸福度)･を高め、社員と会社の持続的成長につなげる

ことを目指しています。

健康診断やストレスチェックなどのデータを活かしながら、メンタ

ルヘルス、治療と仕事の両立、生活習慣病といった社員の健康課題

と向き合い、その解決のためにさまざまな取り組みを行っています。

一人ひとりに寄り添う丁寧な支援、ラインマネジャーに対する教育

研修、各種媒体を用いた情報発信や啓発活動などにより、不調の早

期発見と未然防止、職場環境の改善、社員の健康リテラシー向上に

力を入れています。
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います。2020年度には両立支援制度「Symphony･Plan･ (シンフォ

ニー・プラン)･」を導入。治療計画に応じた就業条件を整えるにあた

り、これまで以上に医療職の関わりを高め、専門的見地から社内外

関係者間の調整を図るなど、支援の一層の充実を図っていきます。

長時間勤務者の健康管理　
長時間勤務者には、産業医や保健師が面談を行い、健康確保と

健康障害防止の徹底を図っています。また、長時間勤務が健康に与

える影響についてラインマネジャー向けに教育研修を実施し、部下

の勤務管理・健康管理に対する理解やスキルの向上を促していま

す。過度な長時間勤務は、心身の不調だけではなく働きがいの低下

や組織の健康リスクをもたらすという視点に立って、より良い職場

環境づくりに積極的に取り組んでいます。ラインマネジャーと人事

部門、産業保健部門が話し合いながら、特定の社員だけに負担が偏

らない職場体制づくり、部下が上司に相談しやすい雰囲気づくりな

ど、社員の働く環境を充実させることに力を入れています。

生活習慣病対策　
企業で働く社員にとって、睡眠不足や偏った食事、運動不足といっ

た不規則な生活習慣により発症する生活習慣病の予防は、大きな

課題の一つです。健康診断や人間ドックの受診を徹底し、産業医や

保健師が保健指導や医療機関受診支援を確実に行うことはもちろ

ん、メタボリック症候群対策の特定保健指導にも力を入れています。

また、健診結果の組織集計とその分析結果からわかった社員の健康

課題も踏まえ、各種媒体による健康情報の発信や、社員食堂のメ

ニュー改善など、生活習慣改善に向けた環境整備に取り組んでいます。

禁煙推進と受動喫煙防止　
ソニーでは、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。2020年4月に日本で全面施行された、改正健康増進法の趣旨

である「望まない受動喫煙」をなくすため、建物内喫煙室を減らし屋

外化するなど、働く環境の中からタバコや喫煙場所をなくすことは

もちろんですが、それだけにとどまりません。喫煙者が自らの健康リ

スクと受動喫煙による周囲の健康リスクを正しく理解し、主体的に

禁煙を選択する動機づけの施策も実行していくことで、職場環境で

の全面禁煙を実現していきたいと考えています。そのため産業医や

保健師が、喫煙習慣のある社員一人ひとりと向き合い、寄り添った

指導・支援を行うことに力を入れています。ほかにも、禁煙プログラ

ム参加への費用補助、禁煙外来受診サポート、各種媒体による情報

提供・啓発など、各種禁煙支援施策の充実を図っています。喫煙率

は年々着実に下がってきており、ソニー株式会社の喫煙率は10%を

下回っています。

メンタルヘルス　
ソニーでは、社員が能力を最大限に発揮できるよう、総合的なメ

ンタルヘルス支援を推進しています。とくに、不調の予防と社員・組

織の活性化に力を入れて取り組んでいます。

各種健康データを解析した結果、疲労感や不安感などのスト

レス反応が少ないほど、社員のエンゲージメントが高まること

がわかってきました。組織活性化の鍵は、ストレスに対する一

人ひとりのセルフコントロール力を高めることにあると考え、マ

インドフルネスワークショップなどを開催しています。また、産

業保健部門の医療職が、職場ごとのメンタルヘルス課題に向

き合い、解決のためのヒント集をラインマネジャーに提供する

など、快適で働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。･

集合型やe-ラーニングによるメンタルヘルス研修の充実にも力を入

れています。

社員個人への支援も重要です。相談窓口を設け、心理専門職が随

時対面やオンラインで面談を行うなど、「個」に寄り添ったサポート

をしています。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作成し、職場への適応を支援

しています。災害などの発生時には、こころの支援プログラムを用意

し、社員の心のケアを行っています。

治療と仕事の両立支援　
ソニーでは、がんなどの治療のため通院しながら働く社員には、

産業医や保健師が面談を行い、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、健康リスクの低減を図ってい

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、ライ

ンマネジャー、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
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医療機関の巡視を行い、安心して医療にアクセスできるようサポー

トするなど、疾病の予防とリスク対策に取り組んでいます。

感染症対策　
事業活動のグローバル化にともない、世界的な感染症のパンデ

ミック発生のリスクが増しています。ソニーでは、その脅威から社員

を守るため、海外赴任者とその帯同家族や海外出張者に必要なワ

クチン接種を行っているほか、各国の安全情報や感染症情報を提

供して注意を喚起し、状況により出張制限などの安全対策を実施し

ています。また、マラリア、肝炎、HIVなどの感染症について適時情報

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、行政とも連携を図り、BCPを

見据えた対応をしています。

世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、社員とその家

族の安全と健康を最優先に考え、感染予防策の周知徹底を図ると

ともに、産業保健部門に相談窓口を設置し、社員の不安やストレス

への対処をサポートしています。また、糖尿病、心不全、呼吸器疾患

などの基礎疾患をもつ社員や妊娠中の社員など、万一感染した場

合には重症化するリスクが高いとされる社員に関しては、産業医や

保健師が個別にフォローを行い、適切に就業上の配慮をする体制を

整えています。さらに、外出自粛や在宅勤務が続く中にあっても健康

に過ごせるよう、自宅での作業環境や生活習慣、ストレス対処法な

どについて、医療職からのアドバイスを発信しています。

海外勤務者の健康管理　
現在ソニーでは、社員と帯同家族が海外約40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暮らし、働

けるよう、健康管理の仕組みを構築しています。赴任前には健康教

育や健康診断、予防接種を実施するとともに、各国の医療衛生状況

や医療機関情報を提供し、赴任中も、オンラインによる保健指導や

健康相談、定期的な健康情報発信などを行っています。また、国内と

同様にストレスチェックも実施し、赴任先の職場環境改善やメンタ

ルヘルス支援にも力を入れています。さらに産業医が海外事業所・
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人材　
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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。

 ソニーグループ (日本) 　
◦2016年からLGBTについての取り組み指標「PRIDE指標」におい

て4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。

＊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　

 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。

 ソニーグループ (海外) 　
◦ソニー株式会社は、2019年1月の世界経済フォーラム年次総会･(ダ

ボス会議)･にて発足し、障がい者がビジネス、社会、経済にもたらす

潜在的な価値を発揮できるような改革をビジネスリーダーが起こ

すことを目的とし、障がい者の活躍推進に取り組む国際イニシア

ティブ「The･Valuable･500」に加盟。

◦ソニー・ピクチャーズエンタテインメント、ソニー・コーポレーション・

オブ・アメリカ、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー・

ノースアメリカは、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。

Corporate･Equality･Index･(企業平等指数)･
で最高スコア100％獲得

･(ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカ、･
ソニー・インタラクティブエンタテインメント、･
ソニー・ノースアメリカ、ソニー・ピクチャーズ･

エンタテインメント)･　

障がい者の活躍推進に取り組む国際イニシア
チブ「The･Valuable･500」に加盟
･(ソニー株式会社)･･(2019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)･　

イクメン企業アワード
グランプリ受賞　

ソニーグループ19社
PRIDE指標ゴールド認定　

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　

責任ある 
サプライチェーン　

 マネジメントアプローチ　

 サプライチェーンマネジメント　   75

 責任ある鉱物調達　   83

 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」「責任ある鉱物調

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。

2019年度の主な実績　
2019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、ブラジルの自社製

造事業所14社を対象にCSRセルフアセスメント調査を実施　

◦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、技

能実習生の雇用プロセスや労務状況に関する対面ヒアリングを

実施　

◦162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労働・安全衛生を向上することを目的とし

た現場訪問を実施　

◦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　

継続的に行ってきた取り組み　
2004年･ E ICC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　
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責任ある
サプライチェーン　

サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

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、ソニーの社員への研修に加え

て、サプライヤーに対しての意識や対応能力を向上させるため、サプ

ライヤーとのコミュニケーションを通じて啓発活動を実施します。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。

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。

サプライチェーンのイメージ図　

鉱物の採掘・　 
原材料の採取など　

原材料・部品の
調達　

ソニー　

製造
 (デバイス・製品) 　

販売　

生産委託先　

製造　

サービス／
小売店　

 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。
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責任ある
サプライチェーン　

サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

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、2020年3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･ (2019年度

金額ベース)･は、中国大陸・香港地区41.3%、日本24.1%、アジア・

太平洋地域16.5%、欧州10.6%、米国0.3%以下、およびその他が

7.3%でした。

自社エレクトロニクス製造拠点 (製造事業所の所在国および事業所名) 　
【日本】　
◦ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ (株) 　
◦ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング (株) 　
◦ソニーストレージメディアマニュファクチャリング (株) 　
◦ソニー・太陽 (株) 　

【中国】　
◦Shanghai Suoguang Electronics Co., Ltd.　
◦Sony Precision Devices (Huizhou) Co., Ltd.　
◦Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd.　
◦Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd.　

【韓国】　
◦Sony Electronics of Korea Corp.　

【タイ】　
◦Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.　 
◦Sony Device Technology (Thailand) 

Co., Ltd.　

【マレーシア】　
◦Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.　

【イギリス】 
◦Sony Europe B.V. UK Technology Centre　

【ブラジル】　
◦Sony Brasil Ltda. 

(Sony Brasil Manaus)　

部品およびOEM/ODMサプライヤー地域別取引比率金額ベース (2020年3月時点) 
中国大陸・香港地区 

日本 

アジア･太平洋地域 

欧州 

米国 

その他地域 中国大陸・
香港地区
41.3%
 

日本 24.1% 

アジア･太平洋地域
16.5% 

欧州 10.6% 
米国 0.3% 

その他地域 7.3% 

注記：
各区分の属する主な国または地域
•欧州：イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、スペイン、
　　　スウェーデン　

•アジア・太平洋地域：インド、韓国、オセアニア　
•その他地域：中近東、ブラジル、メキシコ、カナダ　
金額は取引サプライヤーの登記簿上の立地に基づき算出
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責任ある
サプライチェーン　

サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

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。RBA行動規範は、英語、中国語、日本語、タイ語、

マレーシア語など26言語に翻訳されています。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取引を開始する際に締

結する契約書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。

＊1･ 旧称は電子業界CSR･アライアンス･ (EICC)･。2017年10月にResponsible･Business･
Alliance･(RBA)･に名称が変更になりました。･

 ソニーサプライチェーン行動規範 ［PDF:1.12MB］　

 RBA行動規範　

行動規範項目　

A.労働　

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　

B.安全衛生　

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　

C.環境　

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　

D.倫理　

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　

E.マネジメントシステム　

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　

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。

サプライチェーン行動規範運用体制　

CSR担当上級役員　

本社CSR部門　

生産･調達担当上級役員　
各事業ユニット担当上級役員　

各運用事務局　

運用責任者　

各製造事業所　

製造委託先　 部品サプライヤ　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_2nd_J.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Supply_Chain_CoC_2nd_J.pdf
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
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責任ある
サプライチェーン　

サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

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、自社のバイヤーに対して、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。

 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。

2019年度は、日本、中国、韓国、タイ、マレーシア、イギリス、ブラジ

ルの製造事業所14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。2019年には、一部の製造事業

所の構内業務委託先事業者数社に対し、対面でのヒアリングを実施

し、日本及び技能実習生の採用国における技能実習生の雇用プロ

セスや労務状況の確認を行いました。
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責任ある
サプライチェーン　

サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

調達関係者の意識向上　
2019年度には、日本国内のすべての調達関係者に対して、責任あ

るサプライチェーンを実現するために、ソニーサプライチェーン行動

規範で要求する事項に関する集合研修を実施しました。研修では、

責任ある調達活動の重要性および業務の関連性を周知し、全般な

内容の理解を確認しました。今後も、責任ある調達活動の意識向上

を推進していきます。

 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、行動規範の遵守は取引を開始する際

に締結する契約書に盛り込まれています。行動規範は、すべてのサ

プライヤーに対し、新規契約時に配布され、行動規範に改定があっ

た際には再度配布・周知されます。さらに、行動規範の遵守に関し、

サプライヤー側での取り組みを確実にしていただくために、定期的

に再周知を行っており、遵守確認書の取得も行っています。2019年

度には、すべてのサプライヤーに対して、雇用の自由選択や人道的

待遇、差別の排除など、ソニーサプライチェーン行動規範の要求事

項を再確認いただき、強制労働の防止に向けたサプライチェーン管

理の一層の強化を依頼しました。

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。

リスクに応じたサプライヤーアセスメント　
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。なお、近年の強制労働などのサプライチェーン上のリスクの高ま

りに伴い、書面評価の対象を拡大し2020年より運用を開始しまし

た。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

ているかどうかを製造工場ごとに評価します。

行動規範の遵守に疑義がある製造工場に対しては、訪問評価を

行い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。

サプライヤーアセスメントの対象　

製造委託先製造会社商社

製造委託先製造会社

製造会社

ソニー

評価結果提出 評価結果提出

評価結果提出

評価結果提出

評価結果提出

評価結果提出

評価依頼 評価依頼

評価依頼

評価依頼

評価依頼

評価依頼

低　

高　

リスク　

訪問
評価　

書類評価
 (RBA SAQ) 　

ソニーサプライチェーン
行動規範遵守要請　
 (RBA行動規範) 　
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責任ある
サプライチェーン　
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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、次の事項が挙げられます。

◦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　

新規取引開始時におけるアセスメントフロー図　

すべての新規サプライヤー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する　

サプライヤーについて、リスクレベルを区分する　

リスクのあるサプライヤーに対して、書類評価を実施する　

回収した書類評価結果を分析し、リスクを特定する　

サプライヤーに
訪問評価を実施する　

サプライヤーに
改善を指導する　

訪問評価で発見した問題点に
対して、改善を要求する　

改善結果を行動規範に合わせて
精査する　

取引しない　 取引開始　

調達総括責任者による最終判定　 調達総括責任者による最終判定　

行動規範遵守に
重大な違反のおそれあり　

行動規範違反の
おそれあり　

行動規範遵守を
確認できた　

リスクが軽微　

行動規範遵守を
確認できない　

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。

2019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

92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5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8社に対して訪問評価を実施しまし

た。3年間の累計で、約619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　

◦雇用に関わる手数料　

(事例) 中国のサプライヤーにおける、労働者による健康診断料の

負担　

(改善指導) 健康診断料の返金を指示し、返金記録を検証確認済み　

リスクなし　
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2019年度アセスメント実施結果　

行動規範遵守要請　 書類評価　 改善要請　 訪問評価　

行動規範遵守要請
57社
　

書類評価
92社　

改善要請
5社　

訪問評価
8社　

アセスメント実施結果　  (社) 　

2017　 2018　 2019　 計　

行動規範遵守要請　 84　 83　 57　 224　

書類評価　 122　 126　 92　 340　

改善要請　 5　 9　 5　 19　

訪問調査　 13　 15　 8　 36　

計　 224　 233　 162　 619　

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。

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、遵守チェックのための自己評価の実

施に加え、自身のサプライチェーンに対する「ソニーサプライチェー

ン行動規範」の配布および遵守要請などを行っています。

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。サプライヤーと直接コミュニケーションを行う担当者を任命

し、教育・研修機会を設け、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・安全衛生への取り組みをサプライヤー

選定の重要な判断材料の１つとしています。

2019年度は、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ヤーポータルサイトでサプ

ライヤーに共有し、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。

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　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/fair.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/fair.html
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サプライチェーンマネジメント　│　責任ある鉱物調達

責任ある
サプライチェーン　

 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158社･

(2020年6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。またソニーは、2020年よりRBA取締役会メンバーの一

員として活動しています。

また、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。

 RBA Board of Directors 2020　

http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblebusiness.org/about/board-advisers/
http://www.responsiblebusiness.org/about/board-advisers/
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責任ある
サプライチェーン　

責任ある鉱物調達　
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、鉱物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。

 責任ある鉱物サプライチェーン方針の制定　
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製造事業所を含むエレクトロニクス

製品のサプライチェーンを通じて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、全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、2014年に制定されたソニーグループ紛争鉱物

方針を置き換える形で、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。同時に、方針の実行にあたって当該地域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。現在、高リスク鉱物としてタ

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。

この方針の遵守を徹底するため、サプライヤーに対して、Responsible･

Business･Alliance･ (RBA)･が立ち上げたResponsible･Minerals･

Initiative･ (RMI)･が確立したResponsible･Minerals･Assurance･

Process･ (RMAP)･＊1に準拠した製錬所、または、その他の信頼のお

け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、

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

の調達を要請しています。

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･(OECDガイダンス)･」に従っ

て取り組みを進めています。

＊1･ 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］　

 紛争鉱物への対応　

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。タンタル、スズ、金、タングステンの4鉱

物･(以下、4鉱物)･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7回目の報告書を

2020年5月29日に米国証券取引委員会･(SEC)･に提出しました。

  ソニーのSEC提出報告書 
 (Form SD & Conflict Minerals Report) ［PDF：438KB］　

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。

4鉱物の使用状況に関するソニーグループ全体の調査では、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。

2019年SEC報告のために2019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全ての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2019年調査で特定された326カ所の製錬所のう

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/Sony_Group_Policy_for_Responsible_Supply_Chain_of_Minerals.pdf
https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2019.pdf
https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2019.pdf
https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/ConflictMineralsReport2019.pdf
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ち、270カ所がRMAP準拠＊2であることが確認されています。このう

ち、88カ所がDRC諸国から調達している製錬所です＊3。

＊2･RMAPアセスメント進行中の製錬所も含む　
＊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。

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。2019年には、サプライチェーン上にRMAPに準拠し

ない製錬所、または準拠予定のない製錬所が存在するとCMRTで

回答のあったサプライヤー88社に対し、改善要求を行いました。そ

の結果、38社から、精査の結果、該当する製錬所はサプライチェーン

上には存在しなかったこと、また、22社からは改善対策を行うとの

回答を得られました。

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　

 コバルトサプライチェーンの管理　
コバルトは、スマートフォンなどの家電製品や電気自動車などの

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。

ソニーは、コバルトの採掘現場における人権リスクを認識し、

2016年度に全てのリチウムイオンバッテリーおよびその部品サプラ

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。その結果、ソニーが調達するバッテリー

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、ソニーは全ての調査対象サプライヤーに対し、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。

これらの結果を踏まえて、ソニーは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。同方針は、

4鉱物を対象としていた「ソニーグループ紛争鉱物方針」を改定した

もので、4鉱物に加えてコバルトを「高リスク鉱物」と特定し、責任あ

るサプライチェーンの実現に向けた取り組みを進めることとしてい

ます。

その後、RM Iによるコバルト調査テンプレート･ ( Co b a l t･

Reporting･Template)･の開発や、RMAPにおけるコバルト精製所

の第三者監査の開始など、業界標準ツールの運用状況を踏まえたコ

バルトサプライチェーンの管理を継続しています。

2019年度は、リチウムイオンバッテリーのサプライヤー9社に対

し、改めてCRTを用いた調査を行い、サプライチェーン上に17社の

コバルト精製所があることを特定しました。特定した精製所のうち、

14社はRMAP準拠もしくはRMAPに基づく第三者監査が進行中で

あることを確認しました＊4。残りの3社について、RMAPに基づく第

三者監査を実施するように直接要請するとともに、これらの3社をサ

プライチェーン上に持つ2社のバッテリーサプライヤーに対しても、

3社の精製所に向けて第三者監査の実施を働きかけるよう依頼し

ました。また、ソニーは2016年度から継続的にRMIの「The･ Initial･

Audit･Fund」へ寄付を行っています。同ファンドでは、コバルト精製

所がRMAPに基づく第三者監査を受けるための費用の補助を行っ

ています。

＊4･2020年3月時点。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/hotline.html
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 マルチステークホルダーとの協働　
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、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。

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

よび環境的観点の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･(CFSP、現RMAP)･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RBA設立メンバーの一社であり、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年よ

り、サプライチェーン上の全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」に対して、継続的に寄付

による支援を行っています。このファンドは、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です。

その他の業界団体の取り組みに対する支援として、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。

 Responsible Minerals Initiative 　

  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　

‒ コンゴ民主共和国における小規模採掘に関する 
学術調査プロジェクト　
2017年度に、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。

 カリフォルニア大学バークレー校による調査　

‒ インドネシアにおける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

画してきました。

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年に発足し、2017年以降はRMIのTWGとして活動を

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/news/20111116.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/news/20111116.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/news/20111116.html
https://escholarship.org/uc/item/17m9g4wm
https://escholarship.org/uc/item/17m9g4wm
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実施してきました。TWGは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。TWGは、まず、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きました。2017年か

ら2019年にかけては、European･Partnership･on･Responsible･

Minerals･ (EPRM)･＊5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、採掘者の安全衛生に関するパイロットプロジェク

トを支援し、それらの内容をツールキットやガイドラインとしてまと

め、持続可能なスズの採掘の発展に努めてきました。また2019年に

は、TWGとしてこれらのプロジェクトを視察し、これまでの取り組み

や課題解決の成功事例に基づき、インドネシアにおける責任あるス

ズの生産活動のロードマップとしてまとめました。同時に、RMIは、

スズ製錬所の監査の精度向上を目指し、スズの精錬プロセスに対す

る評価基準をITA･(International･Tin･Association)･と共同で策定

しました。

＊5･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
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品質・
カスタマー
サービス　

品質・ 
カスタマーサービス　

 マネジメントアプローチ　

 製品品質・サービスの理念・基本方針　  88　

 製品品質・品質マネジメント　  89　

 製品の品質・安全性・長期信頼性への 
取り組み　  

91　

 カスタマーサービス　  92　

 使いやすさとアクセシビリティ　  93　

 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)･のプロセスを取り入れなが

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。

2019年度の主な実績　
2019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　

◦各国および地域におけるIoTセキュリティ法規制制定の動きに呼

応した規制情報収集および規制準拠に向けた体制の整備と運用　

◦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　

◦視覚に頼らず楽しめる体験型展示「CAVE･without･a･LIGHT」が

IAUD国際デザイン賞2019やHCD-Net･AWARD2019を受賞　

◦視覚障がい者向けイベント「サイトワールド」や「TechShare･

Pro」など世界各地でのアクセシビリティ関連イベントに出展　

◦ブラビア®をはじめとした製品・サービスにおいて、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)･に取り組む

人材を強化するための社内研修体系の整備　

◦人間中心設計･ (HCD)･とアクセシビリティに関する社内講演会、

研修の実施　
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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　
20 1 4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　

20 1 7 年･ ソニーPSIRT･(製品セキュリティインシデントレスポンス
チーム)･の運用と対外活動の強化　

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。

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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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。

品質マネジメント体制組織概念図　

ソニー株式会社　

品質担当執行役　

品質担当役員　

本社品質担当組織の長　

ビジネスユニット　

事業責任者　

品質オフィサー　

事業所　

地域本部　

地域本部責任者　

CSオフィサー　

販売会社　

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し活動を

推進。

◦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。
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 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。

お客様の声の社内フィードバックの流れ　

お客様　 経営層　ご相談窓口　 製品・サービス品質関連部門　

商品企画・設計部門など　

買い物ご相談　

品質問題　 改善提案　

より良い製品とサービス　

共通課題抽出・　
品質改善の取り組み　

調査・解析　

　
改善施策の実施　

　
製品とサービスへ反映　

使い方ご相談　

お客様の声分析　

データベース　修理ご相談　

ご不満　

ご意見　

 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媒体を利用しています。

 重要なお知らせ　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
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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の開発

やイベントでの利用においては、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、技術の検証および製品の開発・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。

 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、お客様に安心して長く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、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の研究開発に取り組んでいます。開発した信

頼性技術や評価技術と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、製品のリスクアセスメントや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設計・対応の仕

組みを導入しています。さらに、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。

一方、IoT･(Internet･of･Things、インターネットにつながる機器の総

称)･機器のセキュリティ問題に関する関心の高まりを受け、各国および

地域において新たなIoTセキュリティの法規制の整備が進む中、法規制

情報の収集・対応の体制を整えて、確実な法令対応を進めています。
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カスタマー
サービス　

カスタマーサービス　

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)･やメッセンジャーアプリを利用したサ

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3,900カ所の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 (2019年度)　 

地域　 修理サービス拠点数　

日本　 463　

米国、カナダ　 742　

欧州　 949　

中国大陸・香港地区　 555　

アジア・太平洋地域＊1　 618　

その他地域＊2　 573　

＊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

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

93

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

品質・
カスタマー
サービス　

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、本社の品質マネジメント部、

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マネ

ジメント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)･のプロセスを取り入れ

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、人間中心設計･(Human･Centered･Design･:･HCD)･のプロセ

スを取り入れ、製品やサービスの企画・設計・検証の各過程でお客

様視点に立った取り組みを行っています。国内外でのインタビュー

や家庭訪問などによるユーザーリサーチを実施するほか、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、プロトタイピングやユーザビ

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)･のプ

ロセスを踏まえつつ、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。

ユーザビリティテストの様子　

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、HCDの取り組み事例など

を、組織を越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。

また、HCDに取り組む人材を強化するため、ソニーはHCDの社内

教育体系を整備するとともに、研修講座やワークショップなどを実

施しています。これらを通じて、さまざまな立場で製品・サービスの

開発に関わる社員が、HCDに必要な知識の習得やスキル向上に努

めています。

アクセシビリティの社内啓発活動　
アクセシビリティについて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。2019年5月には、

Global･Accessibility･Awareness･Day＊1にあわせて、社内イント

ラネットで全社員に向けてソニーグループのアクセシビリティ活動を

周知するとともに、ソニー・インタラクティブエンタテインメント･ (米

国)･やSony･North･Americaなどのオフィスでは社内イベントを開

催しました。

＊1･ アクセシビリティと、さまざまな障がいのあるユーザーについて全世界で語り、考え、学ぶ
日のこと。
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品質・
カスタマー
サービス　

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。

一人でも多くのお客様にソニーの製品・サービスを楽しんでいた

だくため、アクセシビリティに十分配慮した製品やサービスの企画、

設計を全社で推進しています。2019年12月には、ソニーは障がい者

の活躍推進に取り組む国際イニシアティブ「The･Valuable･500」＊1･

にも加盟しました。障がいのある方を含め、より多くのお客様に製

品・サービスをお使いいただけるよう、企画、開発過程において障が

いのある社員が関わったり、当事者へのインタビューやユーザビリ

ティテストを実施したりし、その結果を製品・サービスに反映するな

どの活動をしています。

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。PlayStation®4では、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。また、

ウォークマン®やソニー製オーディオ機器のアプリケーションなどの

製品・サービスにおいても、障がいのある社員が評価を行い、製品

改善に反映する取り組みを行っています。特に、お手元テレビスピー

カーは、多様なお客様が簡単に使えるための配慮がなされている

製品として認められ、IAUD国際デザイン賞2019のプロダクトデザイ

ン部門で銅賞を受賞しました。

2019年3月に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、視覚に頼らず楽

しめる体験型展示「CAVE･without･a･ LIGHT」を出展しました。視

覚障がいのある社員をはじめソニーグループの多様なクリエイター

たちが、障がい・性別・文化・言語の違いを越えインクルーシブデザ

イン＊2によって創り上げました。この取り組みが評価され、IAUD国

際デザイン2019のインタラクションデザインで銀賞と、HCD-Net･

AWARD･2019･優秀賞を受賞しました。

また、2019年11月には、国内最大級の視覚障がい者向けアクセシ

ビリティイベント「サイトワールド」に出展しました。ブラビア®、オー

プンイヤーステレオヘッドセットなど、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。

さらに2019年11月には英国で開催されたアクセシビリティ有識者

向けカンファレンス「TechShare･Pro」にも出展しました。

その他、業界全体のアクセシビリティ向上を率先するため、標準化

活動＊3にも積極的に取り組んでいます。

＊1･ 障がい者がビジネス、社会、経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるような改革をビジ
ネスリーダーが起こすことを目的として、2019年1月の世界経済フォーラム年次総会･(ダ
ボス会議)･にて発足した組織。

＊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
＊3･IEC･ 62731･ Text-to-speech･ for･ television・IEC･ 62944･ Digital･ Television･
Accessibility・IEC･TC･100/TA･16･ (AAL･ (自立生活支援)･、アクセシビリティおよびユー
ザインタフェース)･　

  具体的な製品・サービスでの取り組み事例はアクセシビリティの

サイトでご紹介しています。

  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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/accessibility/
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PlayStation®4　
©･･Sony･ Interactive･ Entertainment･ Inc.･ All･ rights･ reserved.･
Design･and･specifications･are･subject･to･change･without･notice.

  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

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。
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 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遵守を徹底するた

めに、グローバルに統一した環境マネジメントシステムを構築し、継

続的に改善しています。また、グループの本社環境機能として個別

の活動領域を担当する専門機能を設置し、最高責任者としてソニー

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。

2019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、2019年度の主な実績を抜粋し、ご紹介します。

◦製品1台あたりの年間消費電力量　 52%･(2013年度比)　

◦再生可能エネルギー導入によるCO2削減貢献量　･

32.7万トン-CO2･(2016年度以降累計)･　

◦事業所の温室効果ガス排出量　 12%･(2015年度比)･　

◦事業所の廃棄物発生量　 20%･(2015年度比)･　

◦全事業所で生物多様性の保全や教育・啓発活動を実施　

◦製品物流のCO2排出量　 64%･(2013年度比)･　

◦イベントやソーシャルメディアを通じて、累計23億人以上に啓発

とアクションの促進を実施　

◦One･Blue･Ocean･Project･ (ワンブルーオーシャン・プロジェク

ト)･を全世界で展開し、事業所内での使い捨てプラスチックの削

減を推進、および地域のプラスチックごみの清掃活動を実施　

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　
2018年･ 自社の事業活動で使用する電力を再生可能エネルギー

100%にする国際的イニシアチブ「RE100」に加盟　
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今後に向けて　
2 0 1 6年度から20 2 0年度までの環境中期目標「G re e n･

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。

関連情報　
 環境データ　

 ソニーの環境計画 「Road to Zero」　

 Green Management 2020　

 ソニーグループ ポータルサイト「環境」　

環境方針と目標　

 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　

気候変動　 資源　

生物多様性　 化学物質　

‒ 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。

‒ 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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
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ソニーは、この環境ビジョンの実現に向けて、目標・計画を作成

し、行動します。また、社内外のさまざまなステークホルダーとの

パートナーシップやコミュニケーションを通して、より良い社会の実

現に貢献します。

 環境計画と環境中期目標　
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。

 ソニーの環境計画「Road to Zero」　

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。

環境負荷ゼロ
2050年

2020年度目標

2015
2030 2040

2010

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。

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。

‒ 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。

＊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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
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◦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。

 紙・印刷物の購入方針［PDF:312KB］　

‒ 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。

‒ 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。

(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。

(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前述の「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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Paper_Policy_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Paper_Policy_JP.pdf
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  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。

環境負荷ゼロ
2050年

2020年度目標

2015
2030 2040

2010

「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。

ソニーの環境マテリアリティ分析　

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

ソニーの環境マテリアリティ分析

注記：
・ グラフ中のプロットには、「G4 サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」
  (GRI) で定義された環境領域の側面を記載しています。

ビジネスへの影響度

 
●環境全般
●環境に関する
　苦情処理制度　

 ●水

●輸送・移動 

●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

●サプライヤーの
　環境評価
●コンプライアンス

 
●生物多様性

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
関
心
度

「Green Management 2020」による、
ソニーの環境活動の広がり

ソニーグループの
取り組み強化

●製品の消費電力を削減
●事業所の温室効果ガス
 排出量を削減
●再生可能エネルギーの活用
 など

バリューチェーンへの
働きかけ

●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
など

社会・消費者への
呼びかけ

●エンタテインメント
事業で、全世界5億人
以上に持続可能性の
課題を啓発し、
アクションを促す　
など

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」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」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。

＊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。

 Science Based Targets (英語) 　

 We Mean Business (英語) 　

「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。

 Green Management 2020　

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。

https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/ourvision/GM2020/
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  「Green Management 2020」の各目標と進捗状況　
ソニーは、2016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2019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。

目標内容 (基準年2013年度) 　 2019年度の進捗状況　

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　

主要な製品カテゴリーにおいて環境配慮製品
を創出　

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
23億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52％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　

2019年度発売のすべ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10％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。

 ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化　
 臭素系難燃剤 (BFR) の代替化　

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。
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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年度) 　 2019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12％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32.7万トン　

資源　

廃棄物発生量を総量で5％削減　 約20％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0.7％　

水使用量を総量で5％削減　 約24％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：関連法規を遵守するとともに、
充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69％削減　

◦クラス4物質：関連法規を遵守するとともに、
充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　 2019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　

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　

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　

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　 2019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
80％･(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
80％･(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　 活動状況の調査を実施　

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年度) 　 2019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64％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　 2019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、リサイクルプラン
トの協力のもと、再資源化実現の技術を検討　

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　 2019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

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

協生農法™、オープンエネルギーシステム、サス
テナブル社会の実現へ向けたIoT技術等の技
術開発、および再生プラスチックSORPLAS™･
(Sustainable･Oriented･Recycled･Plastic、
ソープラス)･の外販、Triporous™･(トリポーラ
ス™)･の洗浄剤および繊維・アパレル業界への
ライセンス提供、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　

＊･「協生農法」は株式会社･桜自然塾の商標または登録商標です。
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  環境マネジメント体制　
ソニーは、「ソニーグループ環境ビジョン」の実現、環境中期目標

の達成、法規制やグループとして定めた規則類の遵守を徹底するた

めに、グローバルに統一した環境マネジメントシステムを構築し、継

続的に改善しています。

グローバルな環境マネジメントシステム　
ソニーは、1990年代初頭より環境マネジメントシステムの国際

規格であるISO14001の認証取得を全世界の各事業所＊1で進め、

2000年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。2020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、多岐にわたる施策を推進

するため、ソニーの環境ビジョンに基づいてグループ全体の環境マ

ネジメントを統括する本社環境機能を有し、目標・規則の制定やパ

フォーマンスのモニタリングを行っています。さらに、本社環境機能

の中に事業所や製品のエネルギー、資源・リサイクル、化学物質管

理、生物多様性、資材調達、物流、コミュニケーションといった領域

ごとに専門機能を設置しており、各専門機能は品質やカスタマー

サービス、労働安全衛生や防災などの関連分野・組織とそれぞれ融

合・連携し、より実効性の高いマネジメント体制を構築しています。

本社環境機能はソニーの経営層が統括しており、その最高責任者は

ソニー株式会社の執行役です。社長を含むマネジメント層では定例

会議において、環境に関する社内の重要課題を共有しています。

また、グローバルに環境マネジメントを展開するため、地域内の

法規制等の把握や、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。

ソニーグループ グローバル環境マネジメントシステム  (2020年3月31日時点) 

本社

経営層

本社環境機能 グループ全体の環境マネジメントの統括

地域環境オフィス： 地域内の法規制等の把握、コーポレート監査実行など

北米 中南米 欧州 日本・東アジア 中国 パンアジア

事業部門・事業所： 環境マネジメントの実行、内部監査の実行

8拠点 1拠点 7拠点 58拠点 16拠点 7拠点

ISO14001の統合認証を世界合計97拠点で取得

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

＊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。
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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遵守状況を確認する

「コーポレート監査」、外部の認証機関がソニーグループ全体の環

境マネジメントシステムの有効性を確認する「外部監査」の3種類の

監査を組み合わせ、グループで統合した環境監査体制を構築してい

ます。

ソニーグループ環境監査体系　

外部認証機関
　

外部監査
　外部の認証機関がソ

ニーグループ全体の
環境マネジメントシス
テムの有効性を確認。

本社・地域オフィス
　

コーポレート監査
　本社や地域の環境オ

フィスが事業部門や事
業所に対して実施。
コーポレートルールの
遵守状況確認。

各事業部門・事業所
　

内部監査
　事業部門・事業所が実

行部門の視点でそれぞ
れの環境マネジメント
体制を確認。

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、内部監査など、環境管理全般をカバーしています。

また、環境活動を推進するための仕組みとして、職場での社員の

役割の中で有効な環境活動が推進できるよう、目的や職務内容に

応じたさまざまな環境教育を実施しています。

ソニーグループ環境マネジメントシステムのPDCAサイクル

Plan ソニーグループ環境ビジョン、環境中期目標、
グループ全体の環境関連規則および年度事業計画の作成

Do 年度事業計画にもとづいた環境マネジメントの実行

Check 監査、年度事業計画および環境中期目標のレビュー、
業績評価、表彰

Act トップマネジメントによる見直し、継続的改善
  ソニーに関わる環境負荷の全体像　

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ス排出量を把握するとともに、･

バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量　

事業所（スコープ1）　 事業所（スコープ2）　 スコープ3　

販売した製品の使用 [カテゴリー11]　 購入した製品・サービス [カテゴリー1]　
資本財 [カテゴリー2]　 輸送、配送(上流) [カテゴリー4]　 その他　

事業所（スコープ1）
18.8万トン

　
事業所（スコープ2）

119万トン
　

スコープ3
1,487万トン

　

販売した製品の使用
 [カテゴリー11]
957万トン　

購入した製品・
サービス [カテゴリー1]
331.6万トン　

資本財 [カテゴリー2]
129.6万トン　

輸送、配送(上流) [カテゴリー4]
17.2万トン　

その他 51.6万トン　

詳細は「環境データ」をご覧ください。

 環境データ　

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。2019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1,624万トンでした。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957万トン、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331.6万ト

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。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
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環境負荷の全体像　
下記の図は、全世界のソニーの事業活動におけるエネルギーや資源の使用量、販売した製品がお客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2019年度の主要な環境負荷を示しています。

 環境データ集計の方法および考え方　

ソニーに関わる環境負荷の全体像　

サプライヤーからソニーに納入された材料使用量は47.5万トン。ソニーの事業活動で消費した事業所エネルギー使用量は2.4万テラジュール、社員出張エネルギー使用量は

0.13万テラジュール、水使用量は1,530万立方メートル、化学物質取扱量は18.1万トン。ソニーの事業活動から排出した事業所温室効果ガス排出量は138万トン-シーオーツー、

社員出張シーオーツー排出量は8.7万トン-シーオーツー、排水量は1,518万立方メートル、化学物質排出・移動量は13.8万トン。廃棄物発生量は4.8万トン、そのうち埋め立ては

0.1万トン、リサイクル量は4.7万トン。ソニーの製品出荷量は42.7万トン。ソニー製品輸送で消費したエネルギー使用量は0.23万テラジュール、排出されたシーオーツー排出量は

15.4万トン-シーオーツー。お客様がソニー製品を使用して消費したエネルギー使用量は19.2万テラジュール、排出したシーオーツー排出量は957万トン-シーオーツー。使用済み

ソニー製品の回収量は7.5万トン、そのうちリサイクル量は0.73万トン（日本）。サプライヤーに供給された循環材使用量は6.1万トン。

＊1 製品等へリユース・リサイクル材等を使用した量。＊2 水涵養分を差し引いています。＊3 主に日本・欧州・北米のエレクトロニクス分野のソニーグループ各社が対象。＊4 クラス1～4物質の取扱量。
＊上記の図以外にも、購入資材の生産時、製品のリサイクル時などで、別途環境負荷が発生しています。 
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・ ジェット燃料　0.13万TJ

・ 欧州 5.0万トン
・ 日本・東アジア　1.1万トン
・ その他 1.4万トン

・ 工業用水　1,000万m3
・ 井戸水 577万m3
・ 上水道 199万m3

水使用量＊2　1,530万m3
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・ 鉄　　　0.27万トン
・ ガラス　0.12万トン
・ 銅　　　0.01万トン
・ その他　0.33万トン

・ テレビ　　　　　 20.3万トン
・ オーディオ・ビデオ　8.1 万トン
・ ゲーム　　　　　　 5.9万トン
・ ソフト　　　　　　 5.2万トン
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・ 金属くず　　　　0.2万トン
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・ 廃棄物としての移動量　1.7万トン
・ 大気への排出量 12.0万トン
・ 水域への排出量 0.004万トン
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・ 木くず 0.1万トン
・ その他 3.4万トン

・ 製品（本体＋付属品）　34.0万トン
・ 包装材　　　　　　 8.6万トン

事業所エネルギー使用量　2.4万TJ
・ 電気 2.2万TJ
・ ガス 0.2万TJ
・ 再生可能エネルギー　0.05万TJ
・ その他 0.04万TJ

証書・クレジットによる
再生可能エネルギー導入量　0.1万TJ

・ 下水　837万m3
・ 河川　681万m3

・ 紙 5.5万トン
・ プラスチック　0.6万トン

事業所温室効果ガス排出量
138万トン-CO2

・ エネルギー起因　129.3万トン-co2
・ SF6　　　　　　　4.6万トン-co2
・ PFC類　　　　　　0.9万トン-co2
・ その他　　　　　　2.8万トン-co2
再生可能エネルギーによる削減貢献量 

8.9万トン-CO2

BOD  417.6トン　COD  105.4トン

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/method/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/method/


目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

107

環境　

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　│　物流　│　製品リサイクル　│　環境コミュニケーション

  海洋プラスチック汚染への対応　
ソニーは、環境計画「Road･ to･ Zero･ (ロード・トゥ・ゼロ)･」のも

と、環境中期目標「Green･Management･ (グリーンマネジメント)･

2020」を策定し、製品一台あたりのバージンプラスチック使用量の

削減、事業所における廃棄物発生量の削減、各事業所において生物

多様性の保全活動などに積極的に取り組んでいます。さらに、ソニー

は近年、世界中で深刻化しているプラスチックごみによる海洋汚染

問題を重く受け止めています。そこでソニーは2019年8月より、製品

および社内のプラスチック使用量削減や事業所によるプラスチック

ごみの回収・清掃活動をさらに推進する海洋プラごみ対策アクション

「One･Blue･Ocean･Project･(ワンブルーオーシャン・プロジェクト)･」

を開始しています。

「One･Blue･Ocean･Project」のロゴマーク　

「One Blue Ocean Project」の活動内容と 
2019年度の実績　
ソニーは、以下の4つの取り組み内容をもとに本プロジェクトを推

進しています。加えて、2019年度の主な実績も紹介します。

(1)  製品におけるプラスチック使用量の削減および 
再生材の積極利用　

幅広い製品において、プラスチック部品の小型軽量化とプラス

チック包装の削減を進めるとともに、再生プラスチックの使用を拡

大します。

〈2019年度の実績〉　

2019年度の実績については、113ページの「バージンプラスチック

使用量の削減」を参照ください。

(2)  生産活動に伴うプラスチック使用量の削減　
各事業所の生産活動で使用するプラスチックの削減をさらに推進

します。

〈2019年度の実績〉　

2019年度の1年間で、各事業所からのプラスチック類の廃棄物発

生量を約1,456トン削減しました。

(3)  会議室・売店等の使い捨てプラスチックの使用削減と中止　
2020年度までに、会議室や応接室における、ペットボトルやスト

ロー、カップなどの使い捨てプラスチックの使用を廃止します。また、

社内の売店やカフェなどで提供するレジ袋の配布を原則中止し、ス

トロー、カップ等の使い捨てプラスチックの使用削減と中止を順次

進めます。同時に社員へのエコバッグ・マイカップの使用推奨の周

知・啓発を実施します。

〈2019年度の実績〉　

2019年度末までに、ソニー本社ビルを含むソニーグループ全体の

事業所の約64％において会議室でのペットボトルの使用を中止、

約86％において売店やコンビニエンスストアでのレジ袋の配布を中

止、約68％において社内にあるカフェでのストローの配布を中止し

ました。

(4)  河川や海岸、地域での清掃活動の拡大　
これまで世界各地の事業所やグループ会社で行ってきた河川や

海岸、地域での清掃活動を、他の事業所でも実施するよう順次拡大

するとともに、海洋プラスチック汚染問題の対策について社員への

周知・啓発を行います。

〈2019年度の実績〉　

2019年度は、合計約6,700人のソニーグループの社員とその家族

が清掃活動に参加し、45リットルごみ袋約1,100個分のごみ、および

約30トンのごみを回収しました。

ソニーは今後も、この「One･Blue･Ocean･Project」を通じて、環

境計画「Road･ to･Zero」で掲げた「2050年までに環境負荷ゼロを

達成する」という目標に向けて活動を加速させていきます。

 One Blue Ocean Project　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/oneblueocean.html
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  TCFD提言に沿った気候関連情報の開示　
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。特に、気候変動への対応は重要課題のひとつです。

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日に表明するとともに、TCFD

提言に賛同する企業や金融機関などが一体となって取り組みを推

進・議論する場として設立された「TCFDコンソーシアム」にも参加し

ています。ソニーは、今後も、TCFD提言に沿って気候関連情報の開

示を進めていきます。

気候変動に関する方針　
事業活動ならびに商品・サービスのライフサイクルに起因するエ

ネルギーの使用を削減し、温室効果ガスの排出ゼロを目指します。

具体的には、環境中期目標として、下記の取り組みを定めてい

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、温室効果

ガスの排出削減、および再生可能エネルギーの利用の促進を主要な

取り組みとしています。事業所以外の取り組みとして、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。

 ソニーグループ環境ビジョン：基本方針　

 環境計画と環境中期目標　

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。

かかる取締役会からの権限委譲を受けて取締役会の一員でも

ある当社のCEOは、ソニーグループ全体に対して適用される、地球

環境に関する当社の理念や気候変動に関する事項を含む基本方

針を定めた「ソニーグループ環境ビジョン」および中長期の環境目標

（Green･Management･20XX）を決定する責任と権限を有してい

ます。こちらは、気候変動を含む環境にかかる取り組みは全ソニー

グループを挙げての取り組みであることによるものです。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・運用などを監督して

います。さらに、TCFD提言に対応するため、環境担当部署が中心と

なり、シナリオ分析を通じた気候関連リスク・機会の分析と把握、対

応策の検討などを実施しています（詳細は、以下の「戦略」をご参照

ください）。これらの執行側での活動状況については、定期的に取締

役会に報告し、そのレビューを受けています。

なお、報酬委員会は、CEOを含む上級役員その他の役員の報酬

方針を決定し、上級役員の個別報酬額の内容を決定もしくは監督

する権限を有しています。ビジネスユニットを担当する上級役員お

よび執行役員の業績連動報酬の評価においては、環境に関する事

項が考慮されています。

 ソニーグループ環境ビジョン　

 環境マネジメント体制　
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戦略　
‒ 事業リスクの把握と対応　
環境問題に取り組むことは、持続可能な社会の実現を目指すソ

ニーの信念であると同時に、事業の継続性の観点からも重要です。

ソニーは、炭素税の導入や排出量取引制度の対象地域の拡大、製

品に課せられる省エネ基準のさらなる厳格化などの法規制の強化

や消費者の認識の変化がもたらす市場の変動などの移行リスク、さ

らに、気候変動による異常気象や海面上昇などの物理リスクなど、

環境に関連するさまざまなリスクの把握に努めるとともに、想定さ

れるリスクへの対応を進めています。

‒ 事業機会の創出と拡大　
環境問題に取り組むことは、ソニーにとっての事業機会の創出に

もつながり得るとも考えています。例えば、気候変動問題に関して、

2015年12月に開催されたCOP21＊1で「パリ協定」＊2が採択されま

した。これにともない、気候変動問題への社会的関心がますます高

まっており、今後、製品の省エネルギー性能は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、車載向け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年以降の国際的枠組みのことです。

‒ シナリオ分析　
◦分析の手法・前提　
ソニーは、TCFD提言の要請に基づき、2019年9月から2020年

7月にかけて、外部専門家の助言も踏まえて、気候変動がソニーグ

ループ･(金融分野を除きます。以下、本パート「シナリオ分析」におい

て同様です)･全体に及ぼす影響を評価しました。

まず、ソニーグループ全体における気候変動の影響を評価するた

め、グループの個々の事業が、産業として気候変動による影響をどの

程度受けるかを、投資家・ESG評価機関・投資家イニシアチブなどの

ガイドラインや評価手法における気候変動影響の言及頻度に基づき、

「特大」「大」「中」「小」の4段階で評価しました。その結果、イメージン

グ&センシング・ソリューション･(I&SS)･分野、エレクトロニクス・プロダク

ツ&ソリューション分野およびゲーム&ネットワークサービス分野の影

響度は「中」、音楽分野および映画分野の影響度は「小」となりました。

その上で、影響度が「中」であった3分野のうち、最も温室効果ガ

ス排出量の多いI&SS分野について、気候変動に関する外部環境が

変化した場合のリスクと機会を把握することを目的として、複数シ

ナリオを用いたシナリオ分析を実施しました。なお、分析をシンプ

ルにするため、2018年度時点でのI&SS分野における事業内容が

2030年度まで大きな変更がないものと仮定し、2030年における

外部環境としては国際エネルギー機関･(IEA)･が想定する2℃シナリ

オ･(IEA･Sustainable･Development･Scenario,･2℃･Scenario,･

Beyond･ 2℃･Scenario)･と4℃シナリオ･ (IEA･ Stated･Policies･

Scenario,･New･Policies･Scenario,･Current･Policies･Scenario,･

Reference･Technology･Scenario)･を使用しました。

◦分析の結果・対応策　
上記の前提に基づく分析の結果、2℃シナリオおよび4℃シナリオ

のもとで、それぞれ以下のリスクを認識しました。

脱炭素政策による各国の規制が厳しくなる2℃シナリオ下では、

移行リスクが発現し、炭素価格付けの導入や、その結果上昇する原

油や化石燃料由来電力のコストが増加する可能性を認識しました。

例えば、日本では2030年にCO2･1トンあたり100USドルの炭素価格

が予測されています。･(出典元･IEA･World･Energy･Outlook･2019･

Sustainable･Development･Scenario)･

一方、2℃・4℃両シナリオにおいて、温度上昇が進むにつれて異

常気象の激甚化・頻発化が進み、自社工場や調達先の被害や、納入

のためのサプライチェーンの乱れなどによる需要の減少などが発生

する可能性を認識しました。また、半導体製造に不可欠な水の渇水

リスクも認識されたものの、影響は限定的であると評価しました。

これらの認識されたリスクに関連し、ソニーは下記の取り組みを

推進しています。

ソニーが加盟している「RE100」＊1達成に向けた取り組みの一環

で、I&SS分野においても、2040年までに自社事業所における操業

を再生可能エネルギー由来電力100%とする計画を推進していま

す。具体的には、国内電力会社などからの再生可能エネルギー電力

の直接購入や、海外工場における再生可能エネルギー電力証書の

購入を検討しています。今後も再生可能エネルギーに関する動向を

注視しつつ、導入を推進していきます。
＊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ます。

また、ソニーグループでは、各事業において、事業継続上の各種リ

スクを特定・分析・評価し、サプライチェーン全体にわたるリスクマネ

ジメント強化の視点から危機管理・事業継続計画の策定・強化に取

り組んでいます。近年は気候変動の影響などから水害が増加傾向

にあるため、国内の主要な製造事業所の洪水リスク調査をあらため

て実施し、被害軽減および早期復旧のための事前対策を講じていま

す。今後も、関連する会社、組織などが連携を図り、リスクが発現し

た場合を想定した実践的な訓練を実施するなど、事業継続および早

期復旧の強化につながる取り組みを行っていきます。

上記の分析結果や取り組みも踏まえ、今後もソニーは気候変動に

対するレジリエンス強化に努めていきます。

注記：･上記のシナリオ分析は、国際エネルギー機関が想定する2℃・4℃シナリオおよび複数の仮
定を前提として分析を行った結果であり、実際に発生する事象と異なる場合があります。
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リスク管理　
ソニーグループの各ビジネスユニット、子会社、関連会社、社内部

署は、それぞれの担当領域において定期的にリスクを検討・評価し、

損失のリスク管理のための必要な体制･(リスクの発見・情報伝達・評

価・対応の仕組みなど)･の整備・運用に取り組んでいます。また、上

級役員は、自己の担当領域において、ソニーグループに損失を与え

うるリスクを管理するために必要な体制の構築・維持を行う権限と

責任を持ち、かかるリスク管理体制の整備・運用を推進しています。

さらに、グループリスク管理を担当する執行役は、上記各担当にお

ける体制の構築・維持を総合的に推進し、管理しています。また、か

かる体制およびその運用状況については、定期的に取締役会が報

告を受け、その妥当性について確認しています。

気候関連リスクについても、かかる体制の下、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。また、前述の通り、

2019年9月から2020年7月にかけて、TCFD提言に沿った形でのシ

ナリオ分析を行い、気候関連リスクについての評価・分析を実施し

ました。

指標・目標　
ソニーは、「ソニーグループ行動規範」に基づき、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もと、2050年までに「環境負荷ゼ

ロ」を実現するための環境計画「Road･ to･ Zero･ (ロード・トゥ・ゼ

ロ)･」を2010年に策定し、推進しています。気候変動の観点では、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･

(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CO2削減

貢献量30万トンなど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」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。

 「Green Management 2020」の各目標と進捗状況　
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環境技術　

 将来に向けた環境技術開発　

サステナブル社会の実現へ向けたIoT技術　
サステナブルな社会の実現には、環境汚染が起こってから対処す

るのではなく、山林や里山、河川や海岸といったさまざまな地点を

常に見守りつつ、異変の予兆を察知して問題を未然に防ぐことが重

要です。しかし、そういった仕組みを実現するには従来の携帯通信

網がカバーしていない山間部や沿岸部などでもデータ取得・伝送

を可能とし、かつ電源供給が難しいエリアであっても機能するデバ

イスやネットワークが必要となります。そこでソニーは、バッテリー

駆動でありながら高度な認識を可能とする超低消費電力エッジAI

デバイス･SPRESENSE™･ (スプレッセンス)･と、Neural･Network･

Console･ (ニューラルネットワークコンソール)･に代表されるソニー

が得意とする組み込み機器向けエッジAI技術、省電力・低ビットレー

トで100km級の長距離伝送を可能にするELTRES™･ (エルトレス)･

IoTネットワークサービスを組み合わせることで、地球上のあらゆる

場所をセンシングし、AI処理によって必要な情報を社会に伝えるシ

ステムの研究開発に取り組んでいます。具体的なプロジェクトの例

として長野県の山中で実証実験を続けています。ソニーはそれらの

プロジェクトを通じて、環境汚染の未然防止はもとより、火山の噴火

や河川の氾濫、山火事など災害の予兆検知、農業・畜産業の生産性

向上などにも貢献していきます。

 SPRESENSE　

  Neural Network Console　

 ELTRES　

  ELTRES IoTネットワークサービス　

受信局　

里山や畜産動物
の見守り　

農作物の見守り　

沿岸・波浪監視　 河川監視・橋梁監視　 山野・山林の監視　

協生農法™＊1　
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

て生産性と生物多様性を両立できる「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

するジャパンSDGsアクション・プラットフォームの企業によるSDGs

取組事例に登録されています。

＊1･「協生農法」は株式会社･桜自然塾の商標または登録商標です。

エッジAIデバイスが常に見守り、異変を察知したら
モールス信号並みの低ビットレートで遠方の基地局に情報を転送　

  壊れゆく地球環境を農業から立て直す「協生農法」［動画］　

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は、生物多様性デー

タベース、知識探索インターフェース、解析ソ

フ･ト、AR、VRマネージメントから成ります。

協生農法支援システムの要素イメージ　

https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/
https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/
https://dl.sony.com/ja/
https://dl.sony.com/ja/
https://www.sony-semicon.co.jp/products_ja/eltres/index.html
https://www.sony-semicon.co.jp/products_ja/eltres/index.html
https://developer.sony.com/ja/develop/spresense/
https://eltres-iot.jp/
https://eltres-iot.jp/
https://www.sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
https://www.sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ga/
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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。沖縄県から、2013年度から2016年度まで亜熱帯・

島しょ型エネルギー基盤技術研究補助事業、2017年度から2019年

度まで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、

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。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ジャパンSDGs

アクション・プラットフォームの企業によるSDGs取組事例に登録さ

れています。

  オープンエネルギーシステムの詳細情報　

OIST教員住宅19棟で稼働中のDCOES　

太陽光パネル　

蓄電システム　

太陽光　 DC電力線　 通信線　 AC (交流) 電力供給　

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　

製品・サービス　

 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　
ソニー製品がお客様のもとで使用される際に、電力が消費され、

間接的にCO2が排出されます。ソニーは「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、2019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52％減となりました。なお、2019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、2018年度比で約10％

減の約957万トンとなりました＊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
きお客様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
様の元にどの程度残存しているかを過去の販売製品全てについて把握するのは困難で
す。そこでソニーでは、今年度発売した製品が廃棄されるまでの生涯で使用する電力量
を製品使用時CO2排出量の指標としています。

製品の使用にともなうCO2排出量　

製品への資源使用量　

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。

  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　

 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。2019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、2018年度比で約16％減の約42.6万トンとなりました。

＊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。
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https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/oes.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/oes.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/projector.html?j-short=eco_projector#energy
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/projector.html?j-short=eco_projector#energy
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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。

  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　

 レンズ製品の省資源化　

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924.5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、火災保険のお客様がウェブサイトか

ら契約される際に保険証券などの発行・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、お客様との取引において、取引伝票や通帳、商品説明資料、お

客様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。

  ソニー生命の取り組みについての詳細情報　

 ソニー損保の取り組みについての詳細情報　

 ソニー銀行の取り組みについての詳細情報　

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　

 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、プラスチック包装材

の削減を進めています。2019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10％増となりました。増加要因と

しては、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

の影響が挙げられます。一方でプラスチック包装材の主な削減事例

として、テレビでは梱包体積の小型化に取り組むことで、2019年度

発売の液晶テレビ85X85G/85XG85シリーズにおいて前モデル比

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/ps4.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/soundbar.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/soundbar.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html#Package
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html#Package
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/lens_eco.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/lens_eco.html
https://www.sonylife.co.jp/contractor/cs/signup/
https://www.sonylife.co.jp/contractor/cs/signup/
https://www.sonysonpo.co.jp/company/fr05090.html
https://www.sonysonpo.co.jp/company/fr05090.html
https://sonybank.net/eco/social_paperless.html
https://sonybank.net/eco/social_paperless.html
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で発泡スチロールの使用量を最大19％削減しました。デジタルスチ

ルカメラ、ビデオカメラ用バッテリーに使われているブリスターパッ

ク包装の紙箱化も進行しており、2020年度中に全モデルが切り替

わる予定です。

再生プラスチック導入の取り組み　
ソニーは、バージンプラスチック使用量を削減するため、以前より再

生プラスチックの開発に取り組み、品質や製造コストなどを改善しな

がら、幅広い製品カテゴリーへの使用拡大を進めています。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。

2019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1.5万トンとなりました＊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などを原料にした再生プラスチックは約

56％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44％でした。

＊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情報　

  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　

  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　

ソニー独自開発の難燃性再生プラスチック
SORPLAS™　
ソニーは、20 1 1年に難燃性再生プラスチックSORP L A S･

(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

ある一定の難燃性 (V-0@1.5mm) を達成するための
最適添加量　

独自難燃剤

一
般
的
な
難
燃
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最適添加量

0.01 0.1 1 10 100
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 化学物質の管理　

ソニー独自の化学物質管理基準を全世界で展開　
ソニーが製造・販売するエレクトロニクス製品は、一製品につき

数百から数千の部品で構成されており、さまざまな化学物質が含ま

れています。製品に含まれる化学物質の中でも、有害性が懸念され

る物質は、廃棄段階で適切に処理されないと、環境を汚染する可

能性があります。こうした環境の汚染を未然に防ぐため、各国・地

域でさまざまな法規制が設けられています。EUではRoHS指令＊1や

REACH規則＊2により特定の化学物質の製品への含有が禁止され

ています。また、日本では特定の化学物質を含有した製品に対する

J-Moss＊3マークによる情報開示が義務づけられ、中国では電器電

子機器有害物質使用制限管理弁法＊4による化学物質含有情報の

開示などが求められています。

ソニーでは、製品の市場とサプライチェーンのグローバル化にとも

ない、全世界の関連法規制を考慮するとともに、ステークホルダー

の声を反映した、ソニー独自の化学物質管理基準「部品・材料にお

ける環境管理物質管理規定･(SS-00259)･」＊5を導入しています。こ

の基準に従い、ソニーでは製品を構成する部品および材料に対し

て、全世界で共通した化学物質管理を行っています。

＊1･ RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。
＊2･REACH規則は、欧州連合･(EU)･における化学物質の管理体系で、化学物質の登録・認可
申請・届出・使用制限・情報伝達などの義務を事業者に課しています。

＊3･J-Mossとは、JIS規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の略称です。
＊4･･「電器電子機器有害物質使用制限管理弁法」とは、中国国内で販売する電器電子機器に
含まれる鉛、水銀などの6物質の使用に関する規制です。

＊5･部品・材料における環境管理物質管理規定･(SS-00259)･は、サプライヤーに対する化学
物質についての納入基準です。詳細は「環境管理物質」をご覧ください。

  部品・材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 　

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

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。

 再生プラスチックSORPLASの外販　

  特集「再生プラスチック開発、その最先端へ」　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/recycledplastics.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/recycledplastics.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/aibo.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/aibo.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/hometheater.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PETBottles
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PETBottles
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
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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)･」を遵守するために、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。

‒ 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。

製品に含まれる化学物質の管理

サプライヤー・
OEM先 ソニー

検定 設計 量産・出荷原材料メーカー

お客様

グリーンパートナー
監査

部品メーカー

部品・材料における
環境管理物質
管理規定
(SS-00259)

chemSHERPAデータ

情報提供

在庫
管理

原材料
データベース
 (グリーンブック) 

部品
データベース

測定 測定

注記：
・ 原材料データベース (グリーンブック) は2003年度より、直接取引のあるサプライヤーに対して
   電子調達システム上で公開しています。

製品に含まれる化学物質の管理　

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。

  SOMCの規制物質の詳細情報［PDF:545KB］　

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。

 懸念の高い化学物質の使用量削減と代替化　
ソニーは、法規制の対象になっていない物質を含めて、地球環境

と人体に著しい環境影響･(側面)･を持つと判断した物質を「環境管

理物質」として定義しています･(「部品・材料における環境管理物質

管理規定･(SS-00259)･」を参照)･。これらの環境管理物質は、部品

に対し使用禁止となっているか、または、技術的・経済的に利用可

能で、品質的な問題が解決された材料がある場合は、順次代替化

を行っています。さらに、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

https://www.sonymobile.co.jp/company/sustainability/SOMC-CSL.pdf
https://www.sonymobile.co.jp/company/sustainability/SOMC-CSL.pdf
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慮したリスクの考え方に基づき、収集した用途情報と含有情報から

リスクの高い用途を特定して、その用途における使用の全廃を進め

ています。

 部品・材料における環境管理物質管理規定 (SS-00259) 　

ポリ塩化ビニル (PVC) の代替化　
ポリ塩化ビニルは、不適切な処分により有害な物質が生じるリス

クが指摘されており、例えば、有価物を回収するために小型電子機

器が集められて不適切な焼却・埋め立てをされた場合の環境影響

が懸念されています。また、ポリ塩化ビニルの可塑剤、安定剤として

使用される物質の一部には、環境面および人体への影響が懸念さ

れているものがあります。エレクトロニクス製品においてポリ塩化ビ

ニルは法規制の対象とはなっていませんが、ソニーは部品レベルで

の削減活動を進めてきました。

製品の包装材･(ただしデバイス、半導体、電池などの一部包装材は

除く)･、電子機器の筐体および筐体を覆う化粧板やスピーカー外装に

使用されるシート、ラミネート、非接触型ICカード、製品のバッグ・キャ

リングケース類･(業務用は除く)･といった用途では代替しています。

また、廃棄時に比較的取り外しが困難となる機内部品であり、代

替材が開発されているフレキシブルフラットケーブル、絶縁板、熱収

縮チューブ･(電池用は除く)･についても代替しています。さらに、小

型電子機器の筐体および機内配線におけるポリ塩化ビニルの代替

を進めています･(ただし、品質、技術、および供給上の問題が解決さ

れた場合)･。

2020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™　

メモリースティック™　

SxS™メモリーカード　

＊1･ PVC代替対象部位は以下の通りになります･(アクセサリー・付属品は除く)･。･
Xperiaスマートフォンおよびタブレット：全てのプラスチック部位･
Xperiaスマートフォンおよびタブレット以外の製品：筺体と機内配線　

  ポリ塩化ビニル (PVC) ・臭素系難燃剤 (BFR) 代替済み製品例　

臭素系難燃剤 (BFR) の代替化　
臭素系難燃剤の中には、人体への影響が懸念されているものや、

環境中に残留したり、生体内に蓄積性を持ったりするものがありま

す。また、ポリ塩化ビニルと同様に、不適切な焼却で有害な物質が生

じるリスクが指摘されています。ソニーは、臭素系難燃剤のうち、ポ

リブロモジフェニルエーテル類、ポリブロモビフェニル類およびヘキ

サブロモシクロドデカンを使用した部品・材料を納入禁止しており、

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™　

メモリースティック™　

SxS™メモリーカード　

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。

2020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。

＊1･ BFR代替対象部位は以下の通りになります･(アクセサリー・付属品は除く)･。･
Xperiaスマートフォンおよびタブレット：全てのプラスチック部位･
Xperiaスマートフォンおよびタブレット以外の製品：筺体と主要基板

  ポリ塩化ビニル (PVC) ・臭素系難燃剤 (BFR) 代替済み製品例　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/p_replace.html
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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。

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。酸化ベリリウムは全ての

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、全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。

 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。

本社環境部門

事業部門

反映

提示

重点項目
決定

部門目標策定 部門目標
進捗レビュー

各部門目標
レビュー

次年度
重点項目決定

環境配慮設計
の実行

報告

製品環境目標管理の流れ

中期目標改定グループ目標
進捗レビュー

製品環境目標管理の流れ　

環境配慮設計のプロセス　

Plan　 設計構想書に環境施策・目標を設定　

Do　 環境配慮設計の実行　

Check　量産前に製品環境アセスメントにより実施＆
達成状況を確認　

Act　 次モデルの施策・目標設定にフィードバック　

環境配慮設計項目 (抜粋)　

各国法規制の
遵守　
省エネルギー　・待機電力ゼロを目指す　

・各モードでの消費電力
  最小化　
・ACアダプタの効率化　
・省エネ機能の搭載 など　

資源循環　 ・材料、部品点数の削減　
・再生材の使用　
・長寿命化　など　

化学物質の
管理　

・環境管理物質　
  技術標準への対応 など　

その他　 ・LCA＊1による側面抽出　
・情報開示　など　

＊1 LCA：ライフサイクルアセスメントの略　

 

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
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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。

ライフサイクルアセスメント (LCA) の活用　
ライフサイクルアセスメントは、製品に使用されている材料や部

品の製造時、製品の製造時および輸送時、お客様の使用時もしくは

製品待機時、製品の最終処分時･(廃棄もしくはリサイクル)･などを考

慮し、製品のライフサイクルでの環境負荷を定量的に把握する手法

です。ソニーでは、主要な製品のライフサイクルアセスメントの結果

から、各製品カテゴリーの改善すべき重点課題を明らかにし、製品

の環境負荷削減に結びつけています。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、製品の環境配慮設計につなげています。

材料／部品

材料／部品

廃棄・リサイクル

廃棄・リサイクル

製造

製造

輸送

輸送

使用

使用

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

液晶テレビ 
ブラビア™

ブルーレイ
ディスク™／

DVDプレーヤー

注記：
・ このグラフは、各ステージでのCO2排出量の割合を示すものであり、
   製品の環境負荷の大小を表すものではありません。
・ 製品により計算条件 (使用条件、輸送距離、輸送手段、製造事業所の条件など) が異なります。

＊ブルーレイディスク™はブルーレイディスク　アソシエーションの商標です。

デジタルビデオカメラ
ハンディカム®

デジタルスチルカメラ
サイバーショット™

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

以下の仮定条件のもと、ソニーが独自に計算しています。
● 販売地：日本
● 輸送：国内：トラック輸送500km、国際間：船舶または航空機による輸送
● 使用年数：液晶テレビ ブラビア：10年、ブルーレイディスク/DVDプレーヤー：7年、
　 Xperiaスマートフォン：3年、デジタルビデオカメラ・ハンディカム：6.4年、
　 デジタルスチルカメラ・サイバーショット：2.7年、
　 ポータブルオーディオプレーヤー・ウォークマンメモリータイプ：5年

0 20 40 60 80 100
(％)

Xperia™
スマートフォン

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　

製品における環境配慮の事例　
ソニーは、環境配慮設計やリサイクル配慮設計に取り組み、幅広

い製品カテゴリーにおいて、省エネや省資源などの環境性能を向上

させています。その代表的な製品をソニーグループ･ポータルサイト

「環境」で紹介しています。

  プロダクツの環境配慮　

  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などを自社製品

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。2018年に発売したデジタルシネマ

カメラ･VENICE･ (ベニス)･は、最大6K収録に対応しながら、小型・軽

量化も実現しています。

  VENICEの小型・軽量化についての詳細情報　

CineAlta･(シネアルタ)･カメラ･VENICE　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/products/VENICE.html
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新素材「Triporous™ (トリポーラス™) 」の 
ライセンス提供　
ソニーは、優れた吸着特性を持つ植物由来多孔質炭素材料トリ

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後、

2019年よりライセンス提供を行っています。トリポーラスは米の籾

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

る有機物をはじめ、アレルゲンやウイルス、細菌など従来の活性炭

では吸着しにくかった分子量の大きな物質を容易に吸着できます。

この特性をいかせば、水や空気に含まれる汚染物質を除去する高

機能な環境浄化フィルターや、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、原料となる米の籾殻は日

本で年間約200万トン、世界中では年間1億3000万トン以上発生す

る余剰バイオマスです。ソニーは、米の籾殻の新しい活用法としての

トリポーラスを世界に拡げることで、環境に配慮した循環型社会の

実現にも貢献します。

  トリポーラス公式ウェブサイト　

  トリポーラスの環境性能についての詳細情報　

  ニュースリリース：新素材「Triporous (トリポーラス) 」のライセ

ンスを開始　

米の籾殻を原料とした新素材「トリポーラス」　

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の詳細情報　

  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　

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)･　

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。

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･ (自動飛行

の無人航空機)･とクラウドサービスを組み合わせた産業用ソリュー

ションを構築し、高精度のドローン測量によって全国の土木工事現

場の省力化に寄与するとともに、近年は企業や自治体の環境関連

事業も幅広くサポートしています。2016年3月には福島第一原子力

発電所事故に伴う除染事業を実施している福島県南相馬市に協力

し、仮置き場で保管している汚染物を覆うシート上面の経年劣化を

確認するため、ドローンによる定期点検を3年間実施しました。2016

年9月には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

しました。2018年には国土交通省主催のCO2排出削減プロジェクト

として過疎地域などにおける無人航空機を使用した配送実用化推

進調査に参加し、福岡県玄界島において目視外の物流配送実験を

行いました。

エアロセンス製ドローン　

https://www.sony.co.jp/Products/triporous/
https://www.sony.co.jp/Products/triporous/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/triporous.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/triporous.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201901/19-012/?_ga=2.89065563.1120482826.1554688604-586625536.1551238388
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/sorplas.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201408/14-073/
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調達先・委託先　

 調達先・委託先における環境負荷低減　

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。2019年度は、ソニーの総取引額のうち約80％

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環境中期目標に掲げ、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機器などの非生

産材購入において、環境に配慮した製品を選択する「グリーン購入」

の基準を定めて運用しています。非生産材の購入にあたっては、そ

の必要性をよく吟味し、使用量、在庫水準を考慮したうえで適正な

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。
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事業所　

 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)･などの温室効果ガスの削

減に取り組んでいます。2019年度の事業所の温室効果ガス総排出

量は約138万トンで、2015年度比で約12％減、2018年度比で約3％

増となりました。

事業所の温室効果ガス総排出量　

事業所でのエネルギー使用にともなうCO2排出量　
2019年度の温室効果ガス総排出量約138万トンのうち、事業所で

のエネルギー使用にともなうCO2排出量＊1は約129万トンで、2018

年度に比べ約2.7万トンの増加でした。主な増加要因は半導体デバ

イスの増産によるものです。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、2019年度に

おける車両燃料にともなうCO2排出量は約1.2万トンでした。

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。

PFC類などの温室効果ガス排出量について　
PFC類などの温室効果ガスは、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。2019年度のPFC類などのCO2換算温室効果ガス排出

量は約8万トンで、2018年度に比べ約1.0万トンの増加となりまし

た。PFC除害装置の導入などによる削減活動を行っていますが、半

導体デバイスの増産により総量は増加しました。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。

‒ 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･(SDT)･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。

SDTに導入された省エネ型空調システム　

  工場の環境負荷を低減する取り組み　

‒ プラズマ除害設備の仕様改善による温室効果ガスの削減　
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、半導体製造で排出されるPFCガ

スを処理するプラズマ除害設備の仕様を改善し、温室効果ガスを削

減しました。従来のプラズマ除害設備は常時2台を稼働させ、異常

時に互いをバックアップさせる仕様でしたが、長崎テックは設備メー

カーとの協業で上記設備に瞬時立ち上げ機能を付加し、通常は1台

を稼働させ、異常時にもう1台を瞬時に立ち上げてバックアップさせ

る仕様に変更しました。その結果、電力使用量の大幅な削減を通じ

て、年間3,392トンのCO2排出量を削減しました。また、今回の施策

はグループの他の半導体製造事業所にも横展開されています。

2台のプラズマ除害設備･(手前：待機中、奥側：稼働中)･　
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事業所の温室効果ガス総排出量

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/plant.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/technology/plant.html
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‒ 製造現場の社員が考え行動する省エネルギー活動　
ソニーは、世界各地の事業所で省エネルギー活動に取り組んでい

ます。近年は建物設備の効率化に加え、製造現場の社員たちが主

体となった省エネルギー活動を積極的に実施しています。この活動

は、ソニーの生産業務の中で電力を最も消費する製造現場に着目

し、現場を熟知する製造部門の社員たちが主体となった省エネル

ギー施策を考案、実施します。まず社員たちは自ら厳しい削減目標

を掲げ、製造工程で使われるエネルギー量の見える化を行います。

そこから、製造工程での無駄に気づき、改善施策を考え、試行し、確

認した結果を踏まえ継続的改善につなげます。また、改善された優

良事例は他の事業所へ展開しています。これら社員主体の活動は、

2009年にソニー株式会社･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。

ソニーヨーロッパ･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　

  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「再生可能エネルギー＊1の活用により2016年度から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、事業所への太

陽光発電設備の導入や電力会社からの再生可能エネルギー由来電気の購入、証書の利用など、全世界の事業所において地域に応じた最適な再生

可能エネルギーの導入を進めています。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加盟後、ソ

ニーは各事業所に合計約7.3MWの太陽光発電設備を新たに設置し、RE100加盟前と合わせた累計で約7.97MWの太陽光発電設備が稼働しています。

＊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　

太陽光発電設備を設置している主な事業所　　
日本　

グリーンサイクル　
パネル容量：0.28MW　

英国　
ソニーヨーロッパ

UKテクノロジーセンター　
パネル容量：0.25MW　

オーストリア　
ソニーDADCヨーロッパ

タルガウ工場　
パネル容量：0.84MW　

タイ　
ソニーテクノロジータイランド 

チョンブリ工場　
パネル容量：1.8MW　

米国　
ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 
スタジオ　
パネル容量：1.8MW　

日本　
ソニー・ミュージックソリューションズ
JARED大井川センター　
パネル容量：1.7MW　

日本　
ソニーカスタマーサービス 
東金テクノロジーサイト　
パネル容量：0.20MW　

日本　
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
熊本テクノロジーセンター　
パネル容量：1.1MW　

2019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8.9万トン、地域別には日本・東アジアで約5.8万トン、北米で

約2.0万トン、欧州で約1.0万トン、パンアジアで約0.1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5％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32.7万トンとなりました。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201809/18-0910/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201809/18-0910/
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日本：再生可能エネルギーの導入拡大を推進　

‒ さまざまな手法による再生可能エネルギーの導入　
日本では、2019年度にグリーンエネルギー証書＊1により、グリーン

電力証書8,394MWh、グリーン熱証書181,210GJを利用しました。こ

れは約1万4,996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利用

し、計約3万7,620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年度より電力会社から再生可能エネルギー

由来の電力を直接購入する契約を進めています。2019年度は新た

に大分県にあるソニー・太陽株式会社の製造事業所が使用電力の

100％を再生可能エネルギー由来とする契約を九州電力株式会社

と締結しました。各地域の電力会社との契約を進め、2019年度は約

3,526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。

また、事業所への太陽光発電設備導入も進めており、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

ターは約1.1MWの太陽光発電設備を導入し、2019年より稼働させ

ています。2019年度は約1,240MWhの電力を太陽光発電により

賄っています。

＊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。

‒ 国内初、メガワット級太陽光発電設備による自己託送を開始　
ソニーは、事業所に導入したメガワット級太陽光発電設備を活用

し、その余剰電力を他事業所に供給する自己託送も開始していま

す。その第一弾として、株式会社ソニー・ミュージックソリューション

ズ･(SMS)･ JARED大井川センターでは建屋屋上に約1.7MWの太陽

光パネルを設置、発電した電力を大井川センターで自家消費し、自

家消費しきれない余剰電力を電力会社の電力線を介してSMS静岡

JARED大井川センターの屋上に設置された太陽光パネル　

欧州：100％再生可能エネルギー化を継続　
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。2019年度の欧州における再生可能エネルギーの総使用量は

40,492MWhでした。

大規模太陽光発電設備を導入し自家発電を行なっている事業

所としては、英国のソニーヨーロッパ･UKテクノロジーセンター･(UK

テック)･と、オーストリアのソニーDADCヨーロッパ･タルガウ工場が

挙げられます。UKテックは社屋に設置した897枚の太陽光パネルに

より、2019年度は約225MWhの電力を賄っています。タルガウ工場

は2019年8月に2,700枚･(約0.84MW)･の太陽光パネルを設置し、

2019年度末までに約360MWhの電力を賄いつつ、太陽光発電で賄

いきれない電力については再生可能エネルギーの証書を利用するこ

とで100％再生可能エネルギー化を実現しています。

タルガウ工場の屋上に設置された太陽光パネル　

北米：さまざまなグループ企業で 
再生可能エネルギー導入の推進　
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、2019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)･、ソニーイン

タラクティブエンタテインメント･(SIE)･およびSEL主要事業所で、再

生可能エネルギー証書および電力会社からの直接購入によって合

計45,800MWh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49％に相当します。

プロダクションセンターへ託送･(自己託送)･し、消費しています。これ

により発電した電力を全量自家消費することが可能となり、年間約

1,000トン分のCO2削減を見込んでいます。

  SMSの自己託送についての詳細情報　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#REtransfer
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#REtransfer
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また、SPE本社では2019年度に1.6MWの新たな太陽光発電設

備を導入しました。これにより、既設の太陽光発電設備と合わせて

1.83MWとなり、SPEの撮影スタジオ全体で使用する電力の約8％を

賄う予定です。2019年度は約550MWhの電力を自社の太陽光発電

設備で賄いました。

SPE本社の屋上に新た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

発電能力約1.8MWの太陽光発電設備が2019年より稼働を開始し、

2019年度は約2,264MWhの電力を賄いました。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も追求

しています。

STT-Cの屋上に設置された太陽光パネル　

  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。2019年度の事業所での廃棄物発生量は約4.8

万トンで、2015年度比で約20％減、2018年度比で約1％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。

事業所の廃棄物発生量　

事業所の廃棄物埋め立て率　
2019年度のグループ全体の事業所の廃棄物埋め立て率は約0.7％

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2％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。

産業廃棄物の管理　
ソニーは、産業廃棄物が不適切に処理されないように厳格な管理

を行っています。例えば、日本では廃棄物処理委託先の選定や継続

的な現地確認に関する社内基準を統一したり、現地確認担当者の

社内認定制度を設けたりすることで、廃棄物処理委託に関するリス

クの低減に努めています。さらに、廃棄物処理委託先に対して現地

確認を定期的に行い、廃棄物管理の徹底を求めています。

産業廃棄物の事例　
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　
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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。

 物流における環境負荷低減　

ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社で
使用されている部品輸送用の通い箱

  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。2019年度の事業所での水使用量は約1,530万㎥で、2015年度

比で約24％増、2018年度比で約12％増となりました。主な増加要因

は半導体デバイスの増産によるものです。また、ソニーは事業所排水

の水質にも配慮しています。世界中の事業所でそれぞれの国と地域

の法規制などを遵守するとともに、その規制レベル以上の排水管理

を行っています。例えば、高度水処理施設の導入などにより、排水内

のBOD、COD＊1値の削減に努めています。

＊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。

  環境データ (環境データファイル：水質汚濁物質) 　

事業所の水使用量　

地域環境に配慮した水の適正管理　
水資源は、地域によって利用可能な水量や水質が大きく異なりま

す。事業においては、生産に使用する水の確保やレピュテーションの

維持という観点からも水資源に配慮することが必要です。ソニーで

は、WRI･(世界資源研究所)･やWWF･(世界自然保護基金)･が提供す

る水リスク評価ツールを用いて、事業所が立地する地域の水リスク

評価を行い、地域ごとの水リスクに応じた活動を推進することで水

の適正利用に努めています。特に水使用量の多い事業所では、水使

用量の削減、水の有効利用、排水時における周辺環境への影響の最

小化などを推進しています。

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。

‒ 半導体製造における生産増強と水使用量抑制の両立　
イメージセンサー事業などが継続的に成長するなか、日本各地に

ある半導体製造事業所は半導体の生産能力を増強しつつ、その生

産のために必要な水使用量を削減するという課題に取り組んでい

ます。その削減事例として、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリ

ング株式会社･長崎テクノロジーセンターでは、半導体の製造工程

で使用したガスを無害化するガス除害装置の排水再利用に取り組

み、約80％の排水を再利用しています。同社･熊本テクノロジーセン

ター･ (熊本テック)･では、半導体の生産ラインで使用される燃焼用

除害水の削減を目指し、循環利用量を増加させる設備改善を行い、

従来の補給水量の約45％を削減しています。また、熊本テックは熊

本地域の豊かな地下水源を保全するため、休耕田に水を張り、浸透
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https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
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させて地下水に還元する「地下水涵養」も長年にわたり行っていま

す。2019年度は約246万㎥を涵養しました。

熊本テックの燃焼除害用水の排水回収設備　

‒ さまざまな手法による水使用量の削減　
ソニーグループでは、河川水や下水処理水の利用、雨水の回収利

用などさまざまな手法で水を有効利用し、新たに取水する水の使用

量削減に取り組んでいます。その削減事例として、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、破砕機などのリサイクル工程やトイレの洗浄水などに活

用しています。2018年には倉庫棟の改築に伴い、屋根の全面である

約2,500㎡を雨水回収エリアにするとともに、従来より大容量の80

㎥の貯水槽を地下に埋設しました。これにより、2019年度の雨水回

収量は1,361㎥となり、工場全体の水使用量の約35％を雨水で賄っ

ています。また、ソニー本社ビルでは熱源の冷却に下水の処理水を

利用しています。隣接する芝浦水再生センターで処理された下水処

理水を引込み、熱源機器の冷却に使用することで、通常冷却塔で補

給水として使用する上水を年間約25,000㎥削減しています。

グリーンサイクル倉庫棟の屋根全面に広がる雨水回収エリア　

  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
や各国の法規制などで製造、使用などが禁止されている物質　
◦環境汚染･(土壌汚染など)･のリスクが高いと判断された物質　

  ソニーの事業所オペレーションにおけるクラス1物質 
 (使用禁止) リスト［PDF:109KB］　

クラス2物質：使用禁止 (除外用途あり) 　

◦人体や環境への影響が非常に高い･(発がん性、変異原性、生
殖毒性、急性毒性、生態毒性など)･とみなされた物質で、その
リスクの高さから、法規制などの届出対象物質や、排出・移動
量の管理対象物質　
◦法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、化学物質管理
のリスクが非常に高いと考えられ、使用全廃が必要と判断さ
れる物質　

クラス3物質：排出・移動量の削減を推進　

◦人体や環境への影響が高く、法規制などの排出・移動量の管
理対象物質　
◦法規制の動向や社会情勢などを考慮した結果、排出・移動量
の削減が必要と判断される物質　
◦クラス1、クラス2以外の揮発性有機化合物･(VOC)･　

クラス4物質： 関連法規を遵守するとともに、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。　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/8ido18000001tnhp-att/Class1_JP.pdf
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VOCの大気排出量削減への取り組み　
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。2019

年度のVOCの大気排出量は約566トンで、2000年度比で約69％

削減、2018年度比で約4％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。

VOCの大気への排出量　

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　

オゾン層破壊物質について　
ソニーは、オゾン層破壊物質であるフロンについて、製造プロセ

スにおいて第1世代フロンCFC･ (クロロフルオロカーボン)･の使用を

1993年に全廃し、さらに第2世代フロンHCFC･ (ハイドロクロロフル

オロカーボン)･の使用を2000年度末に禁止しました。現在、ソニー

の事業所では、モントリオール議定書に規定されているオゾン層破

壊物質を使用することを禁止しています。フロン類は一部のビル空

調などの冷凍機用冷媒としてのみ使用していますが、各国法規制を

遵守するとともにメンテナンス時などにおいて漏洩がないよう厳重

に管理しています。

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。2019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。

VOCの大気への排出量
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事業活動に起因する土壌・地下水汚染除去の取り組み　
ソニーは、事業所での土壌・地下水の自主調査などで汚染が発見

された場合は、事業所が立地する国・地域の法律などに準じた浄化

プロセスで対応しています。例えば、日本国内のソニーグループ内事

業所で発生した土壌・地下水汚染については、国内の法律などに準

拠した環境文書「ソニーグループ土壌・地下水環境調査標準」に従っ

て対応をとっています。この手順書では、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
化などの処置を行う。　

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、右記の事業所であり、定期的な行政への

報告および汚染の除去を継続しています。

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。地下水濃度は基準値0.8mg/ℓに
対して、2019年度分析値1.14mg/ℓ。　

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
り汚染範囲の確認が完了。汚染土壌の入れ替え
を計画的に実行中。　
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  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。

 生物多様性に対する方針　

  生物多様性条約 愛知目標　

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　

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」：全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　

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　

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/aichi_targets/index_03.html
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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フォト

コンテスト、SNSによる生物多様性の情報提供を行う「わぉ！わぉ！

生物多様性プロジェクト」を公益財団法人･日本自然保護協会と協

働で推進しています。2016年度からは、ソニー中国も本プロジェクト

を導入し、同様の啓発活動を中国各地で行っています。自然と触れ

あうなかで見つけた生きものの写真を対象に毎年開催されるフォト

コンテストは日本・中国ともに人気を集め、作品の応募を通して自

然の素晴らしさや生物多様性の重要性の気づきにつながっていま

す。中国でのフォトコンテストでは2016年から2019年まで累計で約

6,000点もの作品が寄せられ、それらの作品を中国各地の事業所

の社員およびその友人を含む約33万人にSNSを使って紹介しまし

た。また、日本・中国ともに入選作品の写真展を開催する一方、展示

期間中に生物多様性のレクチャーやソニー製カメラを使った生きも

の撮影体験講座を行うなど、より多くの人々に生物多様性の重要性

を考える機会を提供しています。

  わぉ！わぉ！生物多様性プロジェクト　

日本で開催されたフォトコンテスト入選作品の写真展　

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。

‒ 豊かな生態系を育む「ソニーの森」の保全活動　
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式

会社･幸田サイトは、1972年の創立当時から敷地内にあった自然林を

「ソニーの森」として保全してきました。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や餌場を整備し、

巣箱を取り付けるなどの活動を続けています。2011年からは「地域

の自然再生で必要とされる、在来種の苗木を確保・提供する活動」

を企業、地域住民、行政などのコラボレーションにより行っています。

これらの「ソニーの森」活動が評価され、幸田サイトは2015年に国連

生物多様性の10年日本委員会認定事業第6弾に認定されました。

ソニーの森で誕生したフクロウの雛　

‒ 英国での自然保護区を守るボランティア活動　
ソニー・インタラクティブエンタテインメントヨーロッパ･(SIEE)･は、

10年以上にわたって英国・メードストン市の地域コミュニティと協力

し、近隣にあるヴィンターズバレー自然保護区を守るボランティア

活動を行なっています。2019年も、社員のボランティアチームは自

然保護区の管理者の指導を受けながら、区域内の牧草地から外来

種の草花を除去するなど、地域の生物多様性を保全する活動を実

施しました。また、SIEEは地域コミュニティとともに、ミツバチの蜜源

となる花の種蒔きやクワガタムシの住処となる丸太のピラミッド作

りなど在来種の昆虫を保護する活動も推進しています。

SIEE社員たちとクワガタムシの住処･(丸太のピラミッド)･　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/spotlight/waowao/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/spotlight/waowao/
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‒ その他の取り組み事例　
  大分県国東市での原生林の保全活動　

  霧島市10万本植林プロジェクトへの参加　

  インド国内の農林業プロジェクトのサポート　

  「So-netの森」での森林整備活動　

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

2019年8月からはOne･Blue･Ocean･Project･(ワンブルーオーシャ

ン・プロジェクト)･として「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。

‒ 山形県での外来動植物の駆除活動　
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社･山形テクノ

ロジーセンター･(山形テック)･は、事業所がある鶴岡市内の都沢湿地

で外来動植物の駆除活動を行なっています。都沢湿地はラムサール

条約登録地である大山下池のほとりに広がり、多様な在来種が生

息する貴重な場所ですが、近年、アメリカザリガニやセイタカアワダ

チソウなどの外来動植物の増加が問題となっています。そこで山形

テックでは毎年、鶴岡市や地域団体の指導のもと、在来種であるメ

ダカの誤捕獲を避ける「ザリガニ釣り」や外来植物駆除の活動を続

けています。

社員による外来種のアメリカザリガニの捕獲活動　

‒ その他の取り組み事例　
  イギリスでの河川環境の復元活動　 

  中国無錫市でのゴミ拾いボランティア活動　

  ベトナムでの海洋プラスチックごみの清掃活動　

  中国各地での海洋プラスチックごみの清掃活動　

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。

‒ スウェーデンでのハナバチに関する生物多様性イベント　
ソニーモバイルコミュニケーションズ･(SOMC)･は、開発拠点であ

るスウェーデンで絶滅の危機に瀕するハナバチの保護を訴えるイベ

ントを継続的に開催しています。2019年度はSOMCの社員とその家

族に加え、近隣企業にも参加を促し、花粉媒介者としてのハナバチ

の重要性を伝えるとともに、現在の危機的状況を訴え、その保護を

呼びかけました。具体的には、参加者に対し、自宅の庭に野生のハナ

バチのための巣箱を2つ設置し、餌となるタンポポなどの花の植え

付けや水飲み場の設置をお願いしました。その他にも、地元の自然

保護協会の活動支援として、オフィス内の不用品のチャリティ販売

会を行い、売上金を寄付しました。

絶滅危惧種のハナバチ保護を訴えるイベント　

‒ その他の取り組み事例　
  絶滅危惧種であるアカウミガメの保護活動［動画］　

  米国ニューヨーク市での環境保護活動　

  「ほたるの里」の環境整備活動　

  長崎県でのサンゴ保全活動　

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。

 紙資源に関する方針　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#kunisaki_midori
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#kunisaki_midori
https://www.sony-semicon.co.jp/csr/eco/
https://www.sony-semicon.co.jp/csr/eco/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#agroforestry
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#agroforestry
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#3RCU
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#3RCU
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SDPW_VOL
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SDPW_VOL
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SEVCleanup
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SEVCleanup
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#China_cleanup
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#China_cleanup
https://www.youtube.com/watch?v=S-CY2aux-P0
https://www.youtube.com/watch?v=S-CY2aux-P0
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SONY_VOL_DAY
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#SONY_VOL_DAY
http://www.sony-global-mo.co.jp/csr/index.html
http://www.sony-global-mo.co.jp/csr/index.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#coral_inst
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#coral_inst
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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　
  スマトラ島森林保全プロジェクトへの参加　

  パナマの生物多様性イベント「Festi Harpia 2019」への参加　

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。

  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　

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/sumatraforest/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/sumatraforest/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#FestiHarpia2019
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#FestiHarpia2019
https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/csr/mori/
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物流　

 物流における環境負荷低減の実績　

製品輸送時のCO2排出量　
ソニーは「2020年度までに国際間・域内における物流CO2排出

量を総量で10％削減･(2013年度比)･」という目標を掲げ、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、環境への負荷が低い輸送手段への切り替えなどを進め

ています。2019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14.3万トンで、2013年度比で約64％減、2018年度比で

約24％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

品包装の改善など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。

製品輸送時 (国際間および域内) のCO2排出量　

 物流における環境負荷低減の取り組み　
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。さらに、積載効率を上げることによって、輸送回数を減らして

います。これらの推進に加え、SELは米国環境保護庁のスマートウェ

イプログラムに参加するとともに、環境に配慮した輸送業者の選定

をしています。

米国での鉄道へのモーダルシフト　

＊1･ 域内は、一部の国・地域を除きます。

注記：
・2016年度の排出量を修正。
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‒ 日本国内輸送におけるモーダルシフト　
日本国内においても、従来のトラック輸送から、CO2排出量の少な

い鉄道輸送へのモーダルシフトを推進しています。特に大型製品の

液晶テレビ・有機ELテレビ･ブラビア™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・

有機ELテレビ･ブラビア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、2019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283

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

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　

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。

ソニー事業所

部品メーカーA 部品メーカーB

部品メーカーD 部品メーカーC
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製品リサイクル　

 製品リサイクルに対する方針と実績　

製品リサイクルに対するソニーの方針　
ソニーは、個別生産者責任･(IPR)･の原則を支持し、生産者がライ

フサイクル全体に責任を持つという考え方に則り、製品のリサイクル

配慮設計、使用済み製品の回収・リサイクル、世界各国および地域に

合ったリサイクルシステムの構築に取り組んでいます。さらに、製造

者としての社会的責任を認識し、世界各国および地域のリサイクル

法規制を遵守することに加え、ソニー独自の回収・リサイクル活動を

積極的に推進しています。

製品リサイクルの取り組み　
使用済み製品の処理に関しては、日本の家電リサイクル法、EUの

廃電気電子機器･(WEEE)･指令、米国における各州の廃電気電子機

器リサイクル法、中国の廃棄電器電子製品回収処理管理条例やイン

ドの廃電気電子機器リサイクル法など、世界各国および地域のリサ

イクル法規制を遵守しています。

製品リサイクルの実績　
2019年度のソニーの使用済み製品の回収実績は約7.5万トン･

(2020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。

使用済み製品の回収実績　

 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。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。

また、グリーンサイクルでは、家電リサイクルの意義と大切さを

伝えるため、一般のお客様向けの工場見学も積極的に実施してい

ます。

  グリーンサイクル工場見学のご案内　

  グリーンサイクル工場見学の実績　

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。

7.4
6.8

7.7 7.8 8.0
7.5

使用済み製品の回収実績

10

5

0
14 15

注記：
・2019年度の値は、2020年7月時点の集計値です。
・日本・東アジアは、日本・韓国・台湾地区を指します。
・回収実績には、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントおよび
  ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の製品は含まれていません。

日本・東アジア 中南米北米 欧州 パンアジア

（万トン）

（年度）16 17 18 19

日本・
東アジア

中南米

北米

欧州

パンアジア

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/greencycle.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/greencycle.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#GC20000
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#GC20000
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液晶テレビの解体実習の様子　

 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。このうちソニーでは、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、製造業者などがリサイ

クルの実施を義務づけられています。

ソニーは、同業5社で連携を取りながら日本国内のリサイクル体

制を構築しています。現在、ソニー製テレビのリサイクルを行ってい

る事業所は全国に15カ所あり、そのうちの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。

リサイクルを行う事業所では、手解体、各種設備による破砕・選別

を行い、鉄、銅、アルミニウム、プラスチックなど素材別に分別し、原

材料を製造する事業者へ売却し再利用されています。また、一部の

古い製品・部品に含まれる鉛や水銀などの特定の有害物質につい

ては、法令に従い適正な管理のもとで分別、処分されています。

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　

2019年度はブラウン管式テレビ約15.6万台、液晶・プラズマ式テ

レビ約32.5万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。2019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。

  家電リサイクル法への対応　

  過去のリサイクル実績　

パソコンのリサイクル　
ソニーは、2014年7月にパソコン事業を譲渡しましたが、「資源

の有効な利用の促進に関する法律」にもとづき、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。

2019年度は、対象品目合計で約2.6万台･(168.7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113.3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　

  使用済みパソコンのリサイクル　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/recycle/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/recycle/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/


目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

137

環境　

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　│　物流　│　製品リサイクル　│　環境コミュニケーション

 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全

てに定期的な現地監査を実施し、EU域外への違法な出荷の防止に

努めています。また、ソニーは製造者の代わりに回収義務を遂行す

る認可を受けたリサイクル管理組織、業者と協力し、EU指令や各国

の規則を遵守した方法でリサイクルを行っています。

2019年にソニーは欧州において、約50,178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･ 2019年の使用済み製品の重量には、スイスの電池およびオランダとノルウェーの包装材
の値を含みません。

 北米における製品リサイクル　
米国ソニー・エレクトロニクスおよびソニー・オブ・カナダ･ (以下、

ソニー・カナダ)･は、北米におけるリサイクルインフラの発展に継

続的に貢献しています。さまざまなリサイクル活動や支援活動によ

り、各州の規制や自主的イニシアチブに対応したリサイクルを実現

しています。

米国　
‒ 「ソニー・テイクバック・リサイクリング・プログラム」の推進　
ソニー・エレクトロニクス･(SEL)･は、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全てのソニー製品

の回収を無料で受け付けています。

2019年度は約7,741トン･(1,703万ポンド)･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、0.26kg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、お客様が最適

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)･以上離れたお客様に対し、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。

＊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。
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  ソニー・テイクバック・リサイクル・プログラム (英語) 　

  Call2Recycle (英語) 　

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と取引を行う全ての

リサイクル業者はレスポンシブル・リサイクル･ (R2) ･また

はE-Steward･ (イースチュワード)･認証を取得しなければ

ならないというリサイクルポリシーを設けています。R2と

E-Steward認証は、いずれも米国の環境保護庁が作成に関

与したリサイクル業者の認証システムで、業者の環境管理状

況や労働環境などが検証されます。SELは、米国の環境保護

庁のサステナビリティ・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、お客様から小型

のソニー製品を回収するリサイクルプログラムを導入し、拡大しまし

た。最近では、州政府との共同プロジェクトにおいて、エレクトロニッ

ク・プロダクツ・リサイクリング・アソシエーション･(EPRA)･を通じて

消費者に適切な回収の機会を伝えるなどの遵守義務を満たしてお

り、9つの州のEPRAが管轄する地区において、責任あるリサイクル

のもと、消費者および企業の使用済み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。

  Recycling your Sony products (英語) 　

  エレクトロニック・プロダクツ・リサイクリング・アソシエーション 

(英語) 　

 パンアジアにおける製品リサイクル　
パンアジア地域におけるソニーの事業所は、中東からニュージー

ランドにおよぶ地域に立地し、それぞれの事業所や製造工場にお

いて、現地社会の求めるリサイクル活動を継続的に推進していま

す。さらに、各国の廃電気電子機器リサイクルに関する法規制を遵

守し、現地基準を満たすために地元の事業者と積極的に提携して

います。

インド：地元業者との提携による廃家電の回収と 
リサイクル　
ソニー・インドは、現地の法規制を遵守するために、大手リサイク

ル事業者と提携して廃電気電子機器の回収・リサイクルサービスを

提供しています。2019年度は廃電気電子機器約2,975トンを社内

ネットワークまたは外部パートナーを通じて回収しました。また、お

客様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、2020年3月末時点

でインド全土の33カ所に回収拠点を設置しています。ソニー・インド

では回収結果を検討し、今後の計画に反映し続けています。

  Electronic Waste (“E-Waste”) Management (英語) 　

オーストラリア：政府認定パートナーとともに 
ナショナル・テレビジョン・アンド・コンピューター・ 
リサイクリング・スキームに参加　
ソニー・オーストラリアは2012年以降、新しい家電リサイクル法に

従い、オーストラリア連邦政府から認定されたパートナーとともに

ナショナル・テレビジョン・アンド・コンピューター・リサイクリング・ス

キームに参加しています。このリサイクル制度のもと、ソニー・オース

トラリアは着実にリサイクル活動に取り組んでおり、2019年7月から

2020年6月までに約2,859トンの廃家電をソニーの割当分としてリ

サイクルしました。

https://www.sony.com/electronics/support/articles/00206411
https://www.sony.com/electronics/support/articles/00206411
https://www.call2recycle.org/
https://www.call2recycle.org/
https://www.sony.ca/en/electronics/electronics-recycling-program
https://www.sony.ca/en/electronics/electronics-recycling-program
https://epra.ca/
https://epra.ca/
https://epra.ca/
https://www.sony.co.in/microsite/environment-policy/ewaste/
https://www.sony.co.in/microsite/environment-policy/ewaste/
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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。

  韓国での「ART」キャンペーンの詳細情報　

ARTキャンペーンのロゴ　

 中南米における製品リサイクル　
ソニーの事業所は、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、チリ、

パナマ、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

ジェクトなどの活動を紹介します。

ソニー共同プロジェクト「グリーン・サービス・プログラム」　
ソニー・アルゼンチン、ソニー・インター・アメリカン、ソニー・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。

2019年度は約108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遵守しています。

コロンビアにおいても、ソニーは回収・リサイクルを推進する回収ス

キームに参画し、リサイクルの法規制を遵守しています。また、自主回

収・リサイクルプログラム「Vision･30/30」に参加しています。このプ

ログラムは、法規制が施行されるまでに容器・包装リサイクルへの道

筋をつけることを目指しています。

チリでは、自主回収・リサイクルプログラム「Clean･Production･

 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。

Agreement･(クリーン・プロダクション・アグリーメント)･」に参加して

います。このプログラムは、現行のリサイクル法に基づき、今後実施さ

れる可能性のある規制に対応することを目的としています。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#ART
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#ART


目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

140

環境　

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　│　物流　│　製品リサイクル　│　環境コミュニケーション

環境コミュニケーション　

 国内外での環境啓発活動　
ソニーは、主催するイベントやエンタテインメント分野の映画キャ

ラクターなどを利用し、社会に向けて環境意識の向上を呼びかけて

います。また、環境に関する情報を正確、迅速、かつ継続的にお客様

やステークホルダーに提供しています。

イベントを利用した環境啓発活動　
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・クラブなどの協力のもと、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。

ペットボトルなど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。2019年

も多くの所属アーティストが出演し、「水の未来に、声を上げろ。」と

いうスローガンのもと、合計約9.5万人の観客にライブ演奏を届けま

した。また、イベントの収益金およびチャリティーオークションの売上

金は公共団体などに寄附し、琵琶湖の生態系・水環境の保全活動に

活用されています。一方、イベントの環境施策として、ソニーエンジ

ニアリング株式会社と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旧

型のLEDライトシリーズを再び使えるようにしたり･(リユース)･、近距

離無線タグを廃棄不要の耐用機器として開発したり･(リデュース)･、

外装部品を再生材に置き換えたり･(リサイクル)･するなど、環境負荷

を低減する改善を行っています。

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　

映画キャラクターを通じた環境啓発活動　
ソニー・ピクチャーズエンタテインメント･ (SPE)･は世界中で人気

を博した自社のアニメーション映画「アングリーバード2」のキャラク

ターたちを活用し、気候変動対策をグローバルに呼びかける国連の

キャンペーン「ActNow･Climate･Campaign･ (アクトナウ・クライ

メート・キャンペーン)･」を支援しました。このキャンペーンは、一人

ひとりの小さな行動が大きな気候変動対策になることを訴えるも

ので、SPEは幅広い世代に愛される「アングリーバード2」のキャラク

ターたちが出演するキャンペーン動画を制作し、「車に乗る機会を減

らす」「電気を使わず外で遊ぶ」といった個人が行える活動を公式サ

イトでの放映を通じて世界中に伝えました。本キャンペーンは約1.5

億人以上のソーシャルメディアで取り上げられるとともに、ActNow

公式ウェブサイトでは約26万件以上の参加宣言を記録し、多くの

人々の行動変化に寄与しました。

SPEが制作した告知バナー　
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学生に向けた環境活動　
ソニー・インドネシアは、世界規模で深刻化する海洋プラスチック

ごみ問題に対し、多くの若者たちの環境意識を高めるため、学生を

対象にしたエコバッグデザインコンテストを開催しました。コンテス

トには127の作品がエントリーされ、その中から「地球を理解し、そ

の声を聞くことが大切」というアイデアで、ソニーのヘッドホンをモ

チーフにした作品に大賞を授与しました。また、学生以外の多くの方

にもこの環境問題を伝えるため、大賞作品をインドネシアのソニー

ストアで使用されるリユース可能なショッピングバッグに採用し、購

入者に配布しました。

  インドネシアでのエコバッグコンテストの詳細情報　

大賞作品のデザインが施されたエコバッグ　

化学物質に関するリスクコミュニケーション　
ソニーは、化学物質を扱う企業として、化学物質排出量などの情

報を公開し、安全面・環境面についても地域住民や行政の方々と意

見交換などを行うことにより、互いの理解を深める活動を行ってい

ます。

例えば、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社で

は、全ての事業所において、自主的にコミュニケーションイベントを

実施するとともに、地域イベントにも積極的に参加しています。ま

た、事業所見学会も開催し、環境関連施設による水処理などの現状

を説明しています。

社内における環境意識の啓発　
ソニーは、全世界のグループ社員に向けた環境意識の啓発を行っ

ています。日本のソニーグループ社員に対しては、e-ラーニングなど

による環境教育を義務づけている一方、海外でも同様の教材を用

いた環境教育を各事業所で展開しています。また、ソニーの環境に

関する情報を社内向けのウェブサイトを通じて随時共有するなど、

全世界のグループ社員の環境意識の啓発に取り組んでいます。

さらに、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。そこではトップマネジメント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　

 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。

「Playing for the Planet Alliance」に参加　
ソニー・インタラクティブエンタテインメント･(SIE)･は、2019年9月、

国連気候行動サミット2019で発表された「Playing･for･ the･Planet･

Alliance･ (プレイング・フォー・ザ・プラネット・アライアンス)･」に参加

しました。これはゲーム業界の各社が参加する気候変動に関する国

際的イニシアチブで、世界中のゲーム業界を率いる企業が環境問

題を考え、その解決に向けて国連と連携していく取り組みです。SIE

はこれまでもPlayStation®において省エネルギー化を推進してい

きましたが、次世代機においてはスタンバイモード時の電力消費を

PlayStation®4よりも低く抑えられる可能性があり、例えば100万人

のユーザーがスタンバイモードを利用した場合、米国の約1,000世帯

に相当する電力使用量を削減できる見込みです。SIEは今後も「ゲー

ムには社会の変化を促す力がある」と信じ、さまざまな環境問題の解

決に向けて行動していきます。

  PlayStation®Blog 

「SIEが国連と力を合わせ、気候変動に取り組む」 　

「Playing･for･the･Planet･Alliance」のロゴ　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PTSI_ecobag
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/eco/initiatives/#PTSI_ecobag
https://blog.ja.playstation.com/2019/09/23/20190924-ps/
https://blog.ja.playstation.com/2019/09/23/20190924-ps/
https://blog.ja.playstation.com/2019/09/23/20190924-ps/
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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ます。さらに、電力を多く使用する日本で

は主な事業所に太陽光発電設備を設置するとともに、その中の一部

の事業所において自家発電した余剰電力を他事業所に託送･(自己

託送)･し、電力の全量自家消費を実現しています。

また、ソニーは世界中で経済的かつ安定的に十分な量の再生可

能エネルギーが供給されるよう、RE100加盟の他企業とともに再生

可能エネルギー市場や各国政府への働きかけを積極的に行なって

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。

「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。

 パートナーシップとフレームワークへの参画　

「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

及啓発活動などを行っています。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。2019年度は合計273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　
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 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。

2019年度の主な実績　
以下、2019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26億円･(2019年度)･　

◦ボランティア活動参加社員数･延べ約6.9万人･(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120回開催、

約3,500人参加)･　

◦「感動体験プログラム」･(40ヵ所以上で開催、約900名が参加)･　･

◦災害被災地・被災者への支援･(日本、オーストラリア、インドネシア)　･

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、公益財団法人

ソニー教育財団)･　

1984年･ ･「財団法人ソニー音楽芸術振興会」設立･(現、公益財団法
人ソニー音楽財団)･　

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　

201 2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　

2018年･ ･「感動体験プログラム」開始　
2020年･ ･「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」設立　

＊1･ 2019年10月末に閉館　

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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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。

＊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)･

ソニーは、「For the Next Gneration」の精神のもと
社会のさまざまな問題の解決に貢献していきます。　

活用するリソース　

製品・コンテンツ　

テクノロジー　

社員の力　

ステークホルダーとの
パートナーシップ　

重点領域　

STEAM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　

技術を応用した
社会課題の解決　

エンタテインメントの
力を生かした意識啓発　

 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公益財

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。

コミュニティ活動推進体制図　

国際支援機関 NGO 等　

パートナーシップ　

ソニー本社　
グローバルプロジェクト　

ソニーグループ会社　

◦各地域プロジェクト　
◦グローバルプロジェクトの横展開　

ミュージアム　

◦ソニー・エクスプローラサイエンス 
 (北京) 　

社員　
◦ボランティア活動　
◦寄付/募金　

ソニーの財団　

日本 (2財団)、カナダ、
オーストラリア、
ヨーロッパ　
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 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 (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。

  ソニー・エクスプローラサイエンス (北京) 　

財団　
  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) 　

コミュニティ活動実績　
2019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26億円となりました。分野別では、科学教育などの教育分野

に資する活動が4割を占め、次いで、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。

コミュニティ活動支出の分野別内訳 (2019年度) 　

教育支援　 芸術/文化振興　 福祉/医療　 環境保全　

緊急支援・人道援助　 スポーツ振興　 地域貢献　 その他　

教育支援 40%
　

芸術/文化振興 7%
　

福祉/医療 9%　

環境保全 8%　

緊急支援・
人道援助 17%　

スポーツ振興 5%　

地域貢献 9%　

その他 5%　

地域別では、日本国内での活動金額が全体の44%を占め、米国

が29%、中国大陸・香港地区が14%と続きます。

コミュニティ活動支出の地域別内訳 (2019年度) 　

日本　 米国　 欧州　 中国大陸・香港地区　

アジア・太平洋地域＊1　 その他地域＊2　

日本 44%
　

米国 29%　

欧州 5%　

中国大陸・香港地区
14%　

アジア･太平洋地域 7%　

その他地域 1%　

＊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、カナダ　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/activity/museum/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/activity/museum/
https://www.sony-ef.or.jp/
https://www.sony-ef.or.jp/
https://www.smf.or.jp/
https://www.smf.or.jp/
https://www.sonyfoundation.org/
https://www.sonyfoundation.org/
http://corporate.sony.ca/view/corporate_philanthropy.htm
http://corporate.sony.ca/view/corporate_philanthropy.htm
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 ソニーグループのコミュニティ活動　

ソニー・サイエンスプログラムの実施　
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。

2019年度は、国内外のソニーグループの事業所などで科学工作

やソニーの製品を使用したプログラミングのワークショップを約120

回開催し、約3,500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、

2019年度は約20万人＊1が参加しました。

この他、シンガポールと台湾では手作りおもちゃ作品コンテスト

「ソニー・クリエイティブサイエンスアワード･(SCSA)･」を開催してい

ます。2019年度、シンガポールのソニーグループ各社とシンガポー

ル科学センターが共同で開催するSCSA･ (シンガポール)･は22回目

を迎え、87の小学校から約5,500人が参加しました。受賞した子ど

もたちはMESH™＊2ワークショップを体験しました。ソニー台湾が開

催する７回目のSCSA･ (台湾)･では、子どもたちが10ヵ月に渡り作品

作りに取り組みました。コンテストで上位となった20作品について、

台北と高雄で展示会を開催しのべ8日間で約18,000人が来場しま

した。

＊1･ 館外での活動への参加者を含む。ソニー・エクスプローラサイエンス･(東京)･は2019年10
月で閉館。

＊2･MESH™は、誰でも簡単にデジタルなものづくりができるプログラミングツールです。無
線でアプリとつながる小さなブロックを組み合わせることで、難しい電子工作やプログラ
ミングの知識がなくても、「あったらいいな」と思うIoT･ (モノ・コトのインターネット化)･を
活用した仕組みをつくることができます。　

  ソニー・サイエンスプログラム　※現CurioStep with Sony　

第7回ソニー・クリエイティブサイエンスアワード･(台湾)･1位･チーム　

教育格差縮小への取り組み「感動体験プログラム」　
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、日常では体験できない「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。

2019年度は、放課後の学童や子ども食堂、また地方の小学校に

おける遠隔授業など、40ヵ所以上、約900名の子どもたちに「感動

体験プログラム」を届けました。遠隔授業においては、一般社団法人

「プロフェッショナルをすべての学校に」の協力のもと、地方や離島

の小学生と東京にいる社員をオンラインで繋ぎ、IoTプログラミング

ブロックMESH™･(メッシュ)･を活用したワークショップを実施しまし

た。さらに、2019年度からの新たなコンテンツとして、ソニー・インタ

ラクティブエンタテインメントによるロボットトイtoio™･ (トイオ)･＊2

のワークショップやソニー・ミュージックエンタテインメントによる音

楽関連ワークショップも加わりました。

＊1･ Science･ (科学)･、Technology･ (技術)･、Engineer ing･ (工学)･、Art ･ (芸術)･、
Mathematics･(数学)･の頭文字をとったもの　

＊2･キューブ型のロボットトイ。発売元：･ソニー・インタラクティブエンタテインメント　

  感動体験プログラム　

MESH™の開発者がリモートで子どもたちにアドバイスする様子　

子どもたちの音楽活動の支援 (ソニー音楽財団) 　
ソニー音楽財団は、次世代を担う子どもたちに向け、上質で魅力

あふれるクラシック音楽を通じ感性豊かな心を育むさまざまな事

業を行っています。その活動の一環として、「ソニー音楽財団･子ども

音楽基金」を2019年に設立しました。当基金は、地域・環境・経済状

況などに左右されることなく音楽に触れることができる社会を目指

し、子どもたちへの教育を目的とした音楽活動に取り組んでいる団

体を支援するものです。第1回の募集では14団体の活動を採択し、

2020年度の活動費用として総額約935万円の助成金を支給しまし

た。採択団体の活動内容は、ジュニアオーケストラや吹奏楽団の運

営、児童養護施設での楽器教室、アウトリーチ事業や楽器体験コン

サートなど、多岐に渡っています。

  ソニー音楽財団「子ども音楽基金」　

2020年1月31日に行われた、第1回･(2020年度)･助成の贈呈式の様子　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/kando/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/kando/
https://www.smf.or.jp/kok/
https://www.smf.or.jp/kok/
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  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　

オーストラリアの森林火災における支援 
(ソニー・オーストラリア財団) 　
オーストラリアでは2019年12月から2020年1月にかけて森林火

災が多発し、多くの地域や自然環境へ広範囲にわたる被害をもたら

しました。ソニー・オーストラリア財団（SFA）は被災者救済のために

Bushfire･Appeal･を設立し、被害が深刻な地域において、長期にわ

たり影響を受ける若者をサポートすることを目的とした寄付活動を

実施しています。これまでに50万オーストラリアドルを超える寄付

が集まりました。

2月16日にシドニーで開催されたチャリティコンサート「Fire･

Fight･Australia」は75,000人の観客を集め、世界中にライブスト

リーミング配信されました。コンサートでは、ジョン・ファーナム氏

をはじめとする多くのソニー・ミュージックエンタテインメントに所

属するアーティストや世界中のアーティストたちが共演し、寄付の

総額は950万オーストラリアドルとなりました。当日はソニーミュー

ジック所属のアーティストであるガイ・セバスチャン氏が代表して、

SFAからBushfire･Appealに20万オーストラリアドルを寄付する

ことを表明。さらにオーストラリア国内外のアーティストが参加し

ソニーミュージックのアーティストが参加したFire･Fight･Australia　

たチャリティアルバム「Artists･Unite･ for･Fire･Fight」は、オースト

ラリア国内の音楽チャートで1位となり、売上はBushfire･Appeal

に寄付されました。また、ソニー・インタラクティブエンタテインメン

トANZと連携して実施したTwitchのチャリティストリーミング配信

「Gaming4Life」においては、2万オーストラリアドルの寄付を集め

ました。

Best Buy Teen Tech Centerで 
若者たちの学びを支援  
(ソニー・エレクトロニクス・インク) 　
ソニー・エレクトロニクスは2017年から、Boys･&･Girls･Club･of･

San･Marcosと協力し、十分な支援を受けられない地域の若者にク

リエイティビティやテクノロジーに関する無料の放課後プログラムを

提供する、Best･Buy･Teen･Tech･Centerの活動をサポートしてい

ます。学生はソニーのテクノロジーを活用し、アート、音楽、アニメー

ション、科学シミュレーション、ロボット工学、映画、3Dモデリングな

どを学ぶことができます。

ソニーは同センターに、学生や教師が利用できるテレビ、デジタル

一眼カメラα（アルファ）、ビデオカメラ、ヘッドフォン、オーディオ製

品、KOOV®＊1などを寄贈しました。最近ではさまざまな機能を揃え

Teen･Tech･Centerで行われた写真ワークショップで、
デジタル一眼カメラ「α」を使用するBoys･&･Girls･Clubの学生　

新型コロナウイルス・ 
ソニーグローバル支援基金設立　
ソニーは、新型コロナウイルス感染症により世界各国で影響を受

けている人々を支援するため、2020年4月に、総額1億USドル･ (約

108億円)･の「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を

設立しました。主に、「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の3

つを支援領域としています。

「医療」では、新型コロナウイルス感染症の治療に従事している医

療関係者や感染症対応に取り組んでいる団体への寄付、エムスリー

社との協業やフェイスシールド製造・寄贈などを通じた支援を行っ

ています。

「教育」領域では、外出制限や学校の休校などで子どもたちの学

習機会に制限が生じている現状に対して、ソニーのテクノロジーを

活用した教育支援として、子どもたちへのプログラミング教育キット

の提供などを行っています。

さらに、音楽、映画、ゲームなどの「クリエイティブコミュニティ」の

領域では、コンサートの中止やコンテンツの制作の中断などにより

大きな影響を受けているアーティストやクリエイター、ゲームデベ

ロッパーへの支援をエンタテインメント事業各社と協調した上で実

施していきます。

  新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金　

た音楽スタジオが設置され、楽曲の録音や自主制作も可能となりま

した。毎年50人以上のソニー従業員がこの活動にボランティアとし

て参加し、写真や映像の撮影、編集などの分野で学生を指導。2019

年のセンター利用者は数百人にのぼっています。

＊1･ KOOV®は、ブロックで自由に「かたち」をつくり、プログラミングによってさまざまな「動
き」を与えて学ぶ、ロボット・プログラミング学習キットです。

  Boys & Girls Club of San Marcos (英語のみ) 　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/
https://www.boysgirlsclubsm.org/teen-tech-center
https://www.boysgirlsclubsm.org/teen-tech-center
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災害・人道支援の 
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に鑑み、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、2019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　
寄付先　

金額　

2020年2月　

新型コロナ･
ウイルス感染症＊1　

◦中華人民共和国･
駐日本国大使館　

◦China･Charity･
Federation　

◦Zhong･Nanshan･
Medical･Foundation　
◦無錫市新吴区　

約4,750万円

2020年1月　

オーストラリア･
森林火災　 ◦セーブ・ザ・チルドレン　

◦オーストラリア赤十字、他　
約520万円　

2020年1月　
インドネシア洪水　

◦セーブ・ザ・チルドレン　
約100万円　

2019年10月　

令和元年･
台風第19号　

◦日本中央共同募金会　
◦セーブ・ザ・チルドレン　
◦日本赤十字社　約4,500万円　

＊1･ 2020年4月に･  「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を設立　

  2019年10月「令和元年台風第19号」に 
おける支援　
台風第19号による被災地・被災者支援のため、ソニーグループ

では約4,500万円相当の支援を実施しました。この中には、国内ソ

ニーグループ社員からの募金、および社員募金に対するソニーから

のマッチングギフト、被災者への義援金、セーブ・ザ・チルドレンとソ

ニーが共同で運用する「子どものための災害時緊急・復興ファンド」

からの拠出が含まれます。また、ソニー生命による義援金、ソニー

ネットワークコミュニケーションズのソネットポイント募金に対する

マッチングギフト、被災地へのテレビ等の製品寄贈なども実施され

ました。

さらに、ソニーグループの社員で構成されるソニー吹奏楽団が開

催した2019年11月のファミリーコンサートにおいて募金活動を実施

しました。セーブ・ザ・チルドレンとソニーの支援活動に関するパネ

ルの展示も行い、来場者の災害支援への関心を高めました。

  子どものための災害時緊急・復興ファンド　
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2016年に設立し

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。

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空間「こどもひろば」の開

設・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。

2019年台風19号の緊急支援で実施した子どもの居場所の様子･(宮城県丸森町)･　

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社会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。2019年には53回の研修をサポートし、

2014年から2020年3月末までの累計で10,891人の受講者が「子ど

ものためのPFA」を学びました。

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/covid_19_response/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/covid_19_response/
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コミュニティとの
かかわり　

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　│　災害・人道支援の取り組みについて　│　社員参画のための諸制度

スポーツを通じた意識啓発　
企業スポーツを通じて社会課題の解決に貢献することを目指す

新たな試みとして、ソニー･HC･BRAVIA･Ladies･ (以下ソニー)･とグ

ラクソ・スミスクライン･Orange･United･(以下GSK)･は、セーブ・ザ・

チルドレンとの連携のもと、高円宮牌2019ホッケー日本リーグのソ

ニー･対GSK戦を「セーブ・ザ・チルドレン･チャリティマッチ」として開

催しました。このチャリティマッチの目的は、ホッケーを通じて、より

多くの方々に子どもたちの支援に取り組むことの意義を伝えるとと

もに、その支援の輪を広げていくことです。試合会場ではソニーと

GSK、セーブ・ザ・チルドレンの合同ブースを設置し、それぞれが実

施する子どもに対する支援のパネル展示、子どもたちのためのホッ

ケー体験スペース設置、募金活動などを行いました。集まった募金

の一部は、セーブ・ザ・チルドレンとソニーが共同で運営する「子ども

のための災害時緊急・復興ファンド」に寄付され、国内外における災

害支援に役立てました。

「セーブ・ザ・チルドレン･チャリティマッチ」　

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。

社会貢献活動への社員の参画　

業務に生かすこと　
専門性を生かした貢献　

プログラム

　
ソニー･サイエンスプログラム　
講師/スタッフ　
キャリア教育授業・講師　

活動への
参加
　

被災地ボランティア　
地域清掃活動・植林活動　

募金活動などへの
協力
　

緊急災害支援募金　
南アフリカ図書館車　

知ること
　

e-ラーニング　
サステナビリティフォーラム　
社内ニュースレター　

  社会貢献プログラムにおける社員による 
ボランティア活動　
2019年度は延べ約6.9万人＊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。

「ソニー・サイエンスプログラム」では事業所の社員が講師やス

タッフを務め、ワークショップを開催しているほか、「感動体験プログ

ラム」へも社員がボランティアで参加しています。

＊1･ 社員募金、献血等の活動を含む。

  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。教育支援や災害支援活動に社員がボランティアとして参加し

ています。

  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しています。

災害支援に加え、難民問題や環境問題について考えるイベントにお

いて社員募金を実施し、NPOなどの団体へ支援を行っています。

関連情報　
 推進体制と啓発活動　
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

データ集　

コーポレート・ガバナンス　 ･(年)　･

項目　 範囲　 単位　 2018　 2019　 2020　

ソニー株式会社･･取締役構成＊1　 ソニー･(株)　

合計　 名　 12　 13　 12　

社外取締役　 名　 ･9　 10　 ･9　

うち女性　 名　 2･(16.7%)　4･(30.7%)　4･(33.3%)　

うち外国人　 名　 2･(16.7%)　 3･(23%)･　4･(33.3%)　

ソニー株式会社･･役員構成＊1･＊2　 ソニー･(株)　

合計　 名　 41･(1)＊3　 41･(2)＊3　 42･(2)＊3　

うち女性　 名　 2･(4.9%)　 3･(7.3%)　 3･(7.1%)　

うち外国人　 名　 5･(12.2%)　5･(12.2%)　6･(14.3%)　

＊1･ 各年度8月末時点　
＊2･会長・副会長・社長・副社長・上席事業役員・専務・常務・執行役員　
＊3･( )･内の数は、取締役兼任者数　

企業倫理とコンプライアンス　 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

ソニー・エシックス&コンプライアンス・ホットライン･･
受付件数　

全グループ　 件　 約300　 約400　 約440　

人権の尊重　 ･(年度)･　

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

人権に関するe-ラーニング研修･･･
受講割合　

ソニー･(株)･および･
日本国内グループ会社　

％　 90　 90　 90　

人材　 ･(年度)　･

項目　 範囲＊1　 単位　 2017　 2018　 2019　

社員数　

全グループ　

合計　 名　 117,300　 114,400　 111,700　

内、正規 名 - - 97,900　

内、有期契約 名 - - 13,800　

内、男性　 名　 - 75,000　･ 71,900　

内、女性　 名　 - 39,400　 39,800　

ソニー･(株)　

合計　 名　 - 2,473　 2,726　

内、正規 名 - - 2,648　

内、有期契約 名 - - 78　

内、男性　 名　 - 1,888　 2,113　

内、女性　 名　 - 585　 613　

日本　

合計　 名　 - 50,100　･ 53,700　

内、正規 名 - - 47,500　

内、有期契約 名 - - 6,200　

内、男性　 名　 - 38,700　 41,200　

内、女性　 名　 - 11,400　 12,500　

海外　

合計　 名　 - 61,800　 58,000　

内、正規 名 - - 50,400　

内、有期契約 名 - - 7,600　

内、男性　 名　 - 34,400　 30,700　

内、女性　 名　 - 27,400　 27,300　

セグメント別社員数　

合計　 名　 117,300　 114,400　 111,700　
エレクトロニクス・プ
ロダクツ&ソリュー
ション、ゲーム&ネッ
トワークサービス、イ
メージング&センシ
ング・ソリューション　

名　 77,400　 75,600　 73,000　

映画　 名　 9,800　 9,300　 8,400　

音楽　 名　 8,200　 8,500　 9,900　

金融　 名　 11,400　 11,800　 12,300　

その他　 名　 5,300　 4,000　 3,200　

全社･(共通)　 名　 5,200　 5,200　 4,900　
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

 ･(年度)　･

項目　 範囲＊1　 単位　 2017　 2018　 2019　

女性社員比率・･
女性管理職比率＊2　

全グループ　
女性社員比率　 ％　 33.6　 34.3　 35.6　

女性管理職比率　 ％　 25.3　 27.3　 28.3　

ソニー･(株)･　
女性社員比率　 ％　 22.5 23.7　 22.5　

女性管理職比率　 ％　 12.7　 14.8　 15.2　

日本　
女性社員比率　 ％　 22.1　 22.7　 23.3　

女性管理職比率　 ％　 8.4　 9.0　 9.3　

海外　
女性社員比率　 ％　 - 44.3　 47.1　

女性管理職比率　 ％　 - 36.3　 36.9　

米国　
女性社員比率　 ％　 38.7　 37.4　 36.8　

女性管理職比率　 ％　 37.8　 40.0　 40.0　

中国大陸、
香港地区　

女性社員比率　 ％　 56.6　 48.9　 54.7　

女性管理職比率　 ％　 40.1　 32.2　 34.9　

アジア・
太平洋地域＊3　

女性社員比率　 ％　 49.4　 46.2　 57.6　

女性管理職比率　 ％　 29.1　 32.8　 31.8　

欧州　
女性社員比率　 ％　 35.9　 37.2　 37.0　

女性管理職比率　 ％　 37.5　 35.3　 36.7　

その他＊4　
女性社員比率　 ％　 38.5　 36.4　 38.1　

女性管理職比率　 ％　 37.9　 34.2　 36.6　

平均勤続年数　

全グループ　

合計　 年　 - 11.5　 11.6　

内、男性　 年　 - 12.3　 12.3　

内、女性　 年　 - 9.9　 10.2　

ソニー･(株)･＊5　

合計　 年　 - 16.7 16.6　

内、男性　 年　 - 16.4 16.4　

内、女性　 年　 - 17.6 17.2　

日本　

合計　 年　 - 15.5　 15.3　

内、男性　 年　 - 15.5　 15.3　

内、女性　 年　 - 15.3　 15.3　

海外　

合計　 年　 - 7.9　 8.2　

内、男性　 年　 - 8.2　 8.2　

内、女性　 年　 - 7.6　 8.1　

 ･(年度)　･

項目　 範囲＊1　 単位　 2017　 2018　 2019　

採用数＊6　

全グループ　

合計　 名　 - 16,763　 13,764　

内、男性　 名　 - 9,645　 8,323　

内、女性　 名　 - 7,129　 5,441　

ソニー･(株)･　

合計　 名　 - 687　 840　

内、男性　 名　 - 599　 694　

内、女性　 名　 - 88　 146　

日本　

合計　 名　 - 2,857　 3,934　

内、男性　 名　 - 1,698　 2,546　

内、女性　 名　 - 1,159　 1,388　

海外　

合計　 名　 - 13,219　 9,830　

内、男性　 名　 - 7,348　 5,777　

内、女性　 名　 - 5,882　 4,053　

新卒採用競争倍率＊7　 ソニー･(株)･　

男性･全体　 倍　 - 11.6　 11.9　

女性･全体　 倍　 - 20.1　 18.0　

男性･事務系　 倍　 - 22.2　 31.2　

女性･事務系　 倍　 - 24.2　 31.9　

男性･技術系　 倍　 - 9.4　 9.1　

女性･技術系　 倍　 - 14.4　 8.7　

離職率＊8　

全グループ　

合計　 ％　 - 13.4　 13.2　

内、男性　 ％　 - 12.8　 13.4　

内、女性　 ％　 - 14.8　 12.8　

ソニー･(株)･　

合計　 ％　 - 3.1　 2.8　

内、男性　 ％　 - 3.1　 2.9　

内、女性　 ％　 - 3.0　 2.5　

日本　

合計　 ％　 - 4.3　 3.9　

内、男性　 ％　 - 4.2　 3.8　

内、女性　 ％　 - 4.9　 4.2　

海外　

合計　 ％　 - 23.2　 18.3　

内、男性　 ％　 - 26.3　 21.0　

内、女性　 ％　 - 19.5　 15.2　
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

 ･(年度)　･

項目　 範囲＊1　 単位　 2017　 2018　 2019　

社員一人あたりの･
人材育成投資額　

日本＊9　 円　 - 27万 29万　

共通研修受講状況　 日本　

プログラム数　 383　 361　 391･　

実施回数　 回　 924　 941　 927　

受講者数　 人　 65,638　 71,084　 74,642　･

延べ受講時間　 時間　 242,247　 200,122　･ 215,803　･

障がい者雇用率＊10　
ソニー･(株)･　 ％　 2.76　 2.85　 2.81　

日本　 ％　 2.20　 2.30　 2.41　

平均年次有給休暇取得日数　
ソニー･(株)･　 日　 15.8　 15.9　 17.8　

日本　 日　 14.0　 15.1　 15.5　

平均年次有給休暇取得率　
ソニー･(株)･　 ％　 - 69.8　 79.5　

日本　 ％　 - 67.7　 72.8　

フレキシブル勤務＊11　･
制度導入社数　

日本　 社　 - 32　 46　

育児休職取得率＊12･＊14　

ソニー･(株)･　

合計　 ％　 - 18.6　 17.0　

内、男性　 ％　 - 7.1　 3.9　

内、女性　 ％　 - 100　 100　

日本　

合計　 ％　 - 26.2　 25.0　

内、男性　 ％　 - 5.8　 8.5　

内、女性　 ％　 - 88.6　 98.9　

育児休暇取得率＊12･＊15　

ソニー･(株)･　

合計　 ％　 - 39.2　 61.4　

内、男性　 ％　 - 44.7　 71.1　

内、女性　 ％　 - -　 0　

日本　

合計　 ％　 - 53.3　 58.3　

内、男性　 ％　 - 71.0　 66.8　

内、女性　 ％　 - -　 20.2　

 ･(年度)　･

項目　 範囲＊1　 単位　 2017　 2018　 2019　

育児短時間取得率＊12　

ソニー･(株)･　

合計　 ％　 - -　 3.4　

内、男性　 ％　 - -　 0　

内、女性　 ％　 - -　 25.0　

日本　

合計　 ％　 - -　 9.4　

内、男性　 ％　 - -　 4.1　

内、女性　 ％　 - -　 33.0　

育児休職復職率＊13　

ソニー･(株)･　

合計　 ％　 96.5　 100　 100　

内、男性　 ％　 - 100　 100　

内、女性　 ％　 - 100　 100　

日本　

合計　 ％　 95.7　 95.7　 95.9　

内、男性　 ％　 - 100　 98.7　

内、女性　 ％　 - 95.2　 95.1　

社員エンゲージメント調査･･
参加率　

全グループ　 ％　 90　 91　 88　

社員エンゲージメント指標＊16　 全グループ　 ％　 86　 86 85

労働災害統計＊17･＊18･＊19　

日本・･
東アジア地域＊20　

休業災害件数　 件　 17　 16･(6)　 20･(2)　

休業日数　 日　 446　360･(100)　 695･(88)　

度数率　 ポイント　 0.15　 0.14　 0.18　

強度率　 ポイント　 0.0038　 0.0033　 0.0061　

死亡件数　 名　 0　 0　 0　

海外＊21　

休業災害件数　 件　 96　 89･(24)　 54･(9)　

休業日数　 日　 1,166　1,649･(200)　 831･(49)　

度数率　 ポイント　 0.88　 0.71　 0.53　

強度率　 ポイント　 0.0107　 0.0132　 0.0081　

死亡件数　 名　 0　 0　 0　

OHSAS18001もしくは
ISO45001認証取得･
事業所数＊22　

製造事業所　 拠点　 - - 10　
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

＊1･ 日本：2019年度のデータは、ソニー･(株)･を含む日本のソニーグループを対象　
＊2･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　
＊3･東南アジア、オセアニア、インド、韓国、台湾地区　
＊4･中近東、中南米、アフリカ、カナダ　
＊5･2018年度数値は、過年度報告を修正　
＊6･ソニー･(株)･についてはソニー･(株)･本籍社員として採用した合計値。入社後、グループ会社へ出向した社員を含む･ 　
＊7･ジェネラル・エンプロイメント・コントラクト･(正社員)･のみ　
＊8･正規社員、定年退職と自己都合退職のみ。全グループ、海外の2018年度数値は、過年度報告を修正　
＊9･エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション、イメージング&センシング・ソリューション、本社、R&D　
＊10･社員数101名以上のみ、特例子会社含む　
＊11 ･テレワーク、リモートワーク、在宅勤務などの総称　
＊12･ 2017年度および2018年度：当該年度の前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、当該年度に制度利用した社員比率　･

2019年度：当該年度の前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、前年度および当該年度に制度利用した社員比率　
＊13･育児休職復職率は、当該年度中に休職を終了した社員のうち、復職した社員比率　
＊14･ソニー･(株)･合計の2018年度数値は、過年度報告を修正　
＊15･女性の2018年度数値は、過年度報告を修正　
＊16･社員エンゲージメント設問4問において、非好意的以外の回答をしている社員の割合　
＊17･ 2019年度対象事業所数は日本64事業所、海外79事業所　
＊18･請負社員も含む総計。･( )･内は請負社員の災害データ。2017年度は請負社員の災害データを収集していないためデータなし　
＊19･2017年度および2018年度数値は、未報告等データの追加にともない過年度報告より変更　
＊20･日本、韓国、台湾地区　
＊21･日本・東アジア地域以外　
＊22･認証取得対象事業所数：製造事業所35拠点　

責任あるサプライチェーン　 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

自社エレクトロニクス製造事業所･
CSRセルフアセスメント実施数　

自社
エレクトロニクス
製造事業所　

社　
16･

(100％)　
16･

(100％)　
14･

(100％)　

サプライヤーに対する･
CSRアセスメント　

エレクトロニクス
製品の

サプライチェーン　

合計　 社　 224　 233　 162　

行動規範遵守要請　 社　 84　 83　 57　

書類評価　 社　 122　 126　 92　

改善要請　 社　 5　 9　 5　

訪問調査　 社　 13　 15　 8　

紛争鉱物への対応　 全グループ　

特定された
製錬所数　

311　 310　 326　

うち、RMAP･
準拠もしくは･
アセスメント･
実施中の･
製錬所数　

261　 257　 270　

品質・カスタマーサービス　 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

コンスーマーAV関連商品の
修理サービス拠点数　

エレクトロニクス　

合計　 拠点　 3,768　 3,812　 3,900　

日本　 拠点　 485　 473　 463　

米国・カナダ　 拠点　 638　 842　 742　

欧州　 拠点　 1,003　 894　 949　

中国大陸・･
香港地区　

拠点　 588　 560　 555　

アジア・･
太平洋地域＊1　

拠点　 625　 627　 618　

その他地域＊2　拠点　 429　 416　 573　

＊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

環境　 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

製品1台あたりの･
年間消費電力量削減率･
(2013年度比)･　

エレクトロニクス
製品　

･ %　 50　 51　 52　　

温室効果ガス排出量･･
スコープ1 ･(直接排出)　

全グループ　 トン-CO2　 234,291　 187,123　 187,829　

温室効果ガス排出量･･
スコープ2･･(間接排出)　

全グループ　 トン-CO2　 1,156,316　1,151,882　1,188,286　
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 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

温室効果ガス排出量･･
スコープ3･･(その他の排出)　

全グループ　 トン-CO2　 16,923,000･ 16,403,000　14,870,000

購入した製品・サービス　 全グループ　 トン-CO2　 4,661,000･ 4,233,000　3,316,000

資本財　 全グループ　 トン-CO2　 742,000･ 781,000　1,296,000

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　

全グループ　 トン-CO2　 97,000･ 94,000　 95,000

輸送、配送･(上流)　 全グループ　 トン-CO2　 231,000･ 220,000　 172,000

事業から出る廃棄物　 全グループ　 トン-CO2　 43,000･ 39,000　 41,000

出張　 全グループ　 トン-CO2　 105,000･ 93,000　 87,000

通勤　 全グループ　 トン-CO2　 108,000･ 102,000　 125,000

リース資産･(上流)　 全グループ　 トン-CO2　 (対象外)･　 ･(対象外)･　 (対象外)･　

輸送、配送･(下流)　 全グループ　 トン-CO2　 3,000･ 3,000　 3,000

販売した製品の加工　 全グループ　 トン-CO2　 4,000･ 4,000　 4,000

販売した製品の使用　 全グループ　 トン-CO2　 10,673,000･ 10,635,000　9,570,000

販売した製品の廃棄　 全グループ　 トン-CO2　 234,000･ 182,000　 137,000

リース資産･(下流)　 全グループ　 トン-CO2　 (対象外)･　 (対象外)･　 (対象外)･　

フランチャイズ　 全グループ　 トン-CO2　 (対象外)･　 (対象外)･　 (対象外)･　

投資　 全グループ　 トン-CO2　 22,000･ 17,000　 24,000

事業所のエネルギー使用量　 全グループ　 万TJ　 2.4 2.3　 2.4

事業所からの温室効果ガス
排出量　

全グループ　 トン-CO2　 1,390,607 1,339,006　1,376,115

連結売上高
原単位　

トン-CO2/
百万円　

0.163 0.155 0.167

再生可能エネルギーの活用
によるCO2削減貢献量　

全グループ　 トン-CO2　 78,409　 83,789　 89,415

製品の使用にともなう･
CO2排出量　

全グループ　 トン-CO2　 10,672,615　10,634,528　9,570,226

製品輸送時のCO2排出量　 全グループ　 万トン-CO2　 19.9　 18.9　 15.4･

製品への資源使用量　 全グループ　 トン　 578,386　 510,443　 425,555

製品1台あたりのバージン･
プラスチック使用量削減率　

全グループ　 %　 2.3％削減　 2.4％増加　10.3%増加

 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

製品への再生プラスチック
使用量＊1　

全グループ　 万トン　 1.8　 1.1　 1.5

事業所の廃棄物発生量　 全グループ　 トン　 54,544　 48,799　 48,186

事業所の廃棄物リサイクル量　 全グループ　 トン　 52,587　 46,572　 47,198

事業所の廃棄物埋め立て量　 全グループ　 トン　 983　 1,761　 977

使用済み製品の回収実績　
エレクトロニクス

製品＊2　
トン　 77,582　 79,734　 75,033

事業所の水使用量＊3　 全グループ　 ㎥　 13,914,134　13,640,493　15,297,545

事業所の排水量　 全グループ　 ㎥　 14,377,578　14,478,940　15,183,723

事業所のBOD排出量　 全グループ　 トン　 429　 432　 418

事業所のCOD排出量　 全グループ　 トン　 232　 161　 105

事業所のNOx排出量　 全グループ　 トン　 84　 89　 92

事業所のSOx排出量　 全グループ　 トン　 4　 9　 3

事業所の化学物質取扱量　 全グループ　

クラス1物質　 トン　 0.39　 0.61　 0.62

クラス2物質　 トン 1,770　 2,077　 2,854

クラス3物質　 トン 25,282　 27,706　 31,345

クラス4物質　 トン 33,375　 64,006　 147,287

事業所における環境事故件数　 全グループ　 件　 0　 0　 0　

ISO14001認証取得済み･
事業所　

全グループ　 拠点数　 105　 97　 97　

＊1･ 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　
＊2･株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントおよびソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の製品は含まない　
＊3･水資源保全貢献量･(水涵養)･を引いた値　

コミュニティとのかかわり　 ･(年度)　･

項目　 範囲　 単位　 2017　 2018　 2019　

コミュニティ活動費用＊1　 全グループ　 億円　 約23 約25 約26

ボランティア参加社員数･(募金・献血含む)　 全グループ　延べ人数 名　 約7.5万 約6.8万 約6.9万

ソニー・サイエンスプログラム参加人数　 全グループ　延べ人数 名　 約3,000　 約3,900　 約3,500　

感動体験プログラム参加人数　 全グループ　延べ人数 名　 - - 約900　

＊1･ 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を含む　
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環境データ集計の方法 
および考え方　

  環境データ集計の対象範囲と期間 
および精度　

集計期間 (2019年4月1日～2020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：･･2020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、全ての製造事業所、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。

  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　

  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　

  国際エネルギー機関 (IEA) ウェブサイト　

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、かける、かっこ動作時消費電力かける年間動作時間、プラス、待機
時消費電力かける年間待機時間、かっことじ、かける、使用年数、かけるシーオー
ツー換算係数。

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全てについて、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。

販売
台数

使用
年数

CO2

換算係数
× ××

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
＋

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
https://www.iea.org/
https://www.iea.org/


目次 サステナビリティ
レポートについて

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 データ編 GRIスタンダード

対照表

156

データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

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搭乗クラス別の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。

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ともなう排出量　

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と
もなう排出量　

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ともなう排出量　

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ともなう排出量　

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)･にともなう排出量　

カテゴリー7　 通勤　 ソニーグループ従業員の通勤にともなう排出量　

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ともなう排出量　

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
工にともなう排出量　

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
涯の電力消費にともなう排出量　

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・廃棄処理にともなう排出量　

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ともなう排出量　
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

  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および下水への排水

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。

  その他の環境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：･･オペレーションにともな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。
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データ編　

データ集　│　環境データ集計の方法および考え方　│　独立保証報告書

独立保証報告書　

  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。2019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:235KB］　

 

 

独立保証報告書 

 

ソニー株式会社 殿 
 

 

 

ビューローベリタスジャパン株式会社（以下、ビューローベリタス）は、ソニー株式会社（以下、ソニー）の委嘱に

基づき、ソニーによって選定されたサステナビリティ情報に対して限定的保証業務及びレビュー業務を実施し

た。この保証報告書は、以下に示す業務範囲内に含まれる関連情報に適用される。 
 
選選定定情情報報 
限定的保証業務における我々の業務範囲は、「サステナビリティレポート 2020」（以下、レポート）に記載された、
又は内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された、2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで
の期間の、以下の情報（‘選定情報’）に対する保証に限定される。 

1) ソニーグループにおける 2020年 3月 31日時点での ISO14001認証サイトの事業活動に伴う、以下
の環境活動実績データ 
・温室効果ガス排出量（スコープ 1及びスコープ 2）： エネルギー起源 CO2排出量と PFC類等
の温室効果ガス排出量 
・エネルギー使用量（車両燃料を含む） 
・水使用量、排水量 
・水質汚濁物質（BOD、COD）排出量 

2) ソニーによって決定された各カテゴリーの算定範囲における、スコープ 3（カテゴリー4、6、11）の温室
効果ガス排出量 
カテゴリー4： 物流に伴う CO2排出量 (*1) 
カテゴリー6： 社員の出張に伴う CO2排出量 (*2) 
カテゴリー11： 製品使用時の電力消費に伴う CO2排出量 
(*1) ソニーグループが取り扱うエレクトロニクス製品の国際間輸送、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。但し、日本国内については部品の輸送を一部含む。 

(*2) ソニー（株）および日本、欧州、北米、中国のソニーグループ・エレクトロニクス各社社員の航空便を

使用した出張のうち、その大半を占める集中管理分が対象。（日本、北米については音楽系関連会

社分を一部含む。） 
 
レビュー業務における我々の業務範囲は、内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された、2019
年 4月 1日から 2020年 3月 31日までの期間の、以下の情報（‘選定情報’）に対するレビューに限定される。 
・再生可能エネルギーの利用による CO2排出削減貢献量 
 （但し、報告範囲と算定方法はソニーの決定に基づく） 

 
報報告告規規準準 
レポート内に含まれる選定情報は、レポートに記載された報告規準と共に読まれ理解される必要がある。 
内部管理を目的としてソニーグループの内部で報告された選定情報は、ソニーによって策定された内部報告

規準と共に読まれ理解される必要がある。 
 
 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2020_Jpn.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2020_Jpn.pdf
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/qfhh7c00000d57le-att/IndependentAssuranceStatement_Sony2020_Jpn.pdf
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GRIスタンダード
対照表　

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　
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　

GRI 102： 一般開示事項　

組織のプロフィール　

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　

  総合サポート・お問い合わせ　
  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　 所有形態及び法人格　

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　
組織及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　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

戦略　

102-14　 上級意思決定者の声明　 -

102-15　 重要なインパクト、リスク、機会　   有価証券報告書：第二部【事業の状況】　

倫理と誠実性　

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　

ガバナンス　

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　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.jp/support/index.html?j-short=support
https://www.sony.jp/support/index.html?j-short=support
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/governance.html
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GRIスタンダード
対照表　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

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　

-

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　 -

ステークホルダー・エンゲージメント　

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　

報告実務　

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　 -

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

102-50　 報告期間　

  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　   本対照表　

102-56　 外部保証　   独立保証報告書　

GRI 103： マネジメント手法　

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　

経済

GRI 201： 経済パフォーマンス　

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　 -

https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/sec.html?j-short=library_sec
https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/sec.html?j-short=library_sec
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/contact/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/contact/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/contact/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
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GRIスタンダード
対照表　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

GRI 202： 地域経済での存在感　

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　

GRI 203： 間接的な経済的インパクト　

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】　

GRI 204： 調達慣行　

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　

GRI 205： 腐敗防止　

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　

GRI 206： 反競争的行為　

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　

  企業倫理とコンプライアンス　

環境　

GRI 301： 原材料　

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　

GRI 302： エネルギー　

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　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

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　

GRI 303： 水　

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　

GRI 304： 生物多様性　

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　

-

GRI 305： 大気への排出　

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　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/Jobs/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/Jobs/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
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GRIスタンダード
対照表　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

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　

GRI 306： 排水および廃棄物　

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　

-

GRI 307： 環境コンプライアンス　

307-1　 環境法規制の違反　   事業所＞化学物質の管理　

GRI 308： サプライヤーの環境面のアセスメント　

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　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

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  責任ある鉱
物調達　

  調達・委託先  調達先・委託先における
環境負荷低減　

社会　

GRI 401： 雇用　

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　

GRI 402： 労使関係　

402-1　 事業上の変更に関する最低通知期間　 -

GRI 403： 労働安全衛生　

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　

GRI 404： 研修と教育　

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　

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/data/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
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GRIスタンダード
対照表　

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

GRI 405： ダイバーシティと機会均等　

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　

GRI 406： 非差別　

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　

GRI 407： 結社の自由と団体交渉　

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　

GRI 408： 児童労働　

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　

GRI 409： 強制労働　

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　

GRI 410： 保安慣行　

410-1　
人権方針や手順について研修を受けた
保安要員　

-

GRI 411： 先住民族の権利　

411-1　 先住民族の権利を侵害した事例　 -

GRI 412： 人権アセスメント　

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　

-

GRIスタンダード項目番号　 開示事項名　 関連掲載場所　

GRI 413： 地域コミュニティ　

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　

GRI 414： サプライヤーの社会面のアセスメント　

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　

GRI 415： 公共政策　

415-1　 政治献金　 -

GRI 416： 顧客の安全衛生　

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　

GRI 417： マーケティングとラベリング　

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　

-

GRI 418： 顧客プライバシー　

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　

GRI 419： 社会経済面のコンプライアンス　

419-1　 社会経済分野の法規制違反　 -

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/library/yu.html
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/IR/
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