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地球環境とソニー
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　ソニーは、地球環境保全が21世紀における人類の最も重要な課題のひとつであると認識します。

　ソニーは、たゆまぬ技術革新と創造的なビジネスの展開を通じて、地球環境保全と将来の世代の

夢が守られる持続可能な社会の実現に向け、積極的に貢献します。

　ソニーは、あらゆる生命の生存基盤である地球環境の重要性を認識し、持続可能な発展をグルー

プの最優先課題として取り組んでいきます。私たちの子どもや孫など将来の世代も、健康で豊かで

平等で幸せな生活ができるように、この地球の限りある資源を大切に使っていきます。

　ソニーは、お客様に品質・信頼性が高く性能に優れた商品、サービスを提供しつつ、エネルギー

と資源の利用から生じる環境負荷を着実に減らします。

　少ない資源を使って、大きな付加価値を生み出すことで、人類と自然が調和できる新たな道を模

索します。

　ソニーは、複雑に広がる環境問題についてグループ社員全員が勉強を続けます。そしてステーク

ホルダーの方々と密接に協力し合い、今日の世界がより良い環境へと向かうよう努めます。

「ソニー環境ビジョン」の理念より

ソニー環境ビジョン　理念

※ 1993年に制定した環境方針は、ソニー環境ビジョンに発展的に移行されました。
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ソニーは、グループ全体のグローバルな環境方針として「ソニー環境ビジョン」を2000年10月に制定しまし

た。ソニー環境ビジョンは「理念」「コミットメント」「原動力」から成り立っています。ソニーは環境効率※1の

改善を柱として、持続可能な社会の実現をめざしています。

地球環境問題についての基本姿勢

　ソニーは、地球規模の環境問題に対し、以下のような

基本姿勢で臨みます。

• 気候変動について

事業活動に関わる地球温暖化やそれに類する顕著な

気候変動を防ぐ努力をします。

• 地球資源について

あらゆる事業プロセスを通じて、資源生産性の向上を

継続的に進めると共に、地球から採取する物質、エネ

ルギー、水などの使用を少しでも減らし、その循環を可

能な限り推進します。

• 化学物質について

有害な危険性のある物質には代替物質を探求し、ソ

ニーはその企業活動において、確実かつ継続的に有害

な化学物質、材料の削減に努め、可能となり次第その

使用を中止します。

• 自然環境について

生物の多様性は維持されるべきであり、地球上の野生

生物、森林、海洋などの自然保護が重要と考えます。

ソニー環境ビジョン

※1 環境効率：売上高を環境負荷で割った数値。詳しくは38ページをご覧ください。

3つの原動力 

ソニー環境中期目標 

Green Management 2005
グ リ ー ン マ ネ ジ メ ン ト  

教育 

技術 ビジネスモデル 

理念 
（前ページ） 

ソニー環境ビジョン 

コミットメント 

地球環境問題に 
ついての基本姿勢 

企業活動における 
コミットメント 
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1. 企業市民として

社員一人ひとりが環境問題への知識を深め、社会全

般との関わりに責任を持って行動します。

2. 新たなビジネスの企画

環境への負荷を低減するような革新的なビジネスモ

デルの開発に挑戦します。

3. 研究開発

環境保全に寄与するオリジナリティにあふれた技術開

発に挑戦し続けます。

4. 製品設計

すべての製品、サービスに対して、ライフサイクルを通

して環境負荷の低減に努めます。

5. 製造工程・事業所の管理

製造事業所でも非製造事業所でも環境マネジメント

システムを継続的に改善します。

企業活動におけるコミットメント（決意表明）

　ソニーは、環境負荷低減のために、以下の点に努力することを表明します。

6. 流通・販売・マーケティング

包装、輸送、販売活動などでの環境負荷の最小化に

努め、お客様に環境配慮に関する情報を提供します。

7. 使用済み製品の再資源化

製品の回収、リユース、リサイクルを積極的に推進

し、資源の再利用に努めます。

8. 情報開示とコミュニケーション

正確・迅速・継続的に環境に関する情報を提供し、ス

テークホルダーの皆様と対話を重ねます。

9.リスクマネジメント

環境・安全衛生リスクマネジメントを全世界で実行し

ます。また、ステークホルダーの皆様とリスクコミュニ

ケーションに努めます。

3つの原動力

　ソニーは、理念とコミットメントを推進するため、「技術」「教育」「ビジネスモデル」を3つの原動力として設定しています。

環境負荷を低減させるため、3つの原動力は、相互に連動しながら活動を前進させていきます。

ソニー環境中期目標　Green Management 2005

　環境ビジョンを達成するために、2005年度までの具体的な数値目標を定めたソニー環境中期行動計画「Green Management

2005」を2001年3月に制定しました。

　2003年7月、より具体的で実効性の高い目標とするため、「ソニー環境中期目標」としてGreen Management 2005の改

定を行いました。
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環境負荷を製品のライフサイクルで把握

　ソニーは、主に原材料や部品という形で資源を購入

し、事業所でエネルギーや水、化学物質を使用して、製

品やサービスを提供します。その過程で廃棄物が発生

します。また販売された製品やサービスが利用される際

にもエネルギーを消費します。ソニーの事業活動は、エ

ネルギーや資源の消費という形で環境に負荷を与えて

います。

　ここではグローバルなソニーの事業活動に関連して、

どれだけのエネルギーや資源が使われ、販売した製品が

お客様のもとでどのくらいエネルギーを消費し、また使用

後にどのくらいリサイクル・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ました。

　この全体像は、ソニーが直接的に把握、かつ管理可能

である2002年度の主要な環境負荷を示しています。こ

れら以外にも、購入資材の生産時、製品などのリサイク

ル時などで、別途環境負荷が発生しています。

　このような環境負荷を低減するため、ソニーは「環境

ビジョン」のもとに、環境中期目標Green Management

2005を定めるなど、さまざまな取り組みを続けています。

ソニーにかかわる環境負荷の全体像

ソニーの事業活動は、エネルギーや資源の消費など、さまざまな形で環境に負荷を与えます。ここでは製品の

ライフサイクルという観点からソニーにかかわる環境負荷の概要を示しています。環境負荷を低減するため、

ソニーは「環境ビジョン」を基礎としたさまざまな活動を行っています。

 
 製品 
（リサイクルに 
 まわらないもの）  
 　127万1,000トン 

包装材（廃棄） 
　4万4,000トン 

リサイクル 

製品（リサイクル） 
　1万4,000トン 
  
包装材（リサイクル） 
　12万8,000トン 

データ算出方法などの詳細については69～71ページをご覧くだ
さい。
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※1 事業所における電気・ガス・石油・車両燃料使用量より算出　※2 クラス2～4物質の取扱量（P.65参照）　
※3 製品重量と事業所廃棄物の総発生量との合計　※4 植物原料プラスチックの使用量　※5 輸送重量と輸送距離より算出

・証書等による購入量 63テラジュール 
・自家発電量 1テラジュール 

再生可能エネルギー 
エネルギー※1  
　4万2,000テラジュール 
　 
水  
　2,639万立方メートル 

　 

化学物質※2  
　16万5,000トン 
　 

上記以外の資源※3 

　168万トン 
  （再生材12万トン、 
    自然循環可能材※4 6トン含む） 

 
 
 

製品・サービス使用時のエネルギー　 
　27万6,000テラジュール 

製品  
　128万5,000トン 
  
包装材  
　17万2,000トン 

 化学物質 
（排出・移動） 
　9,000トン 
 

製品輸送時CO2排出※5 

　153万6,000トン-CO2 
 

 事業廃棄物 
（最終廃棄） 
　3万7,000トン 

温室効果ガス（CO2換算）排出   
　221万4,000トン-CO2

エネルギー使用に伴うCO2排出量   
　1,530万トン-CO2

 

事業所廃棄物（リサイクル・減量） 
　18万7,000トン 
 
  
化学物質の回収・リサイクル 
　10万5,000トン 

お客様  
（製品やサービスの使用） 

資源  

ソニー  
（製造などのビジネス活動） 
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ソニーにおける環境効率

環境効率とは

環境効率とは、環境保全活動と経済活動を連動させ

る考え方で、WBCSD※1（持続可能な発展のための世界

経済人会議）などによって提唱されています。環境負荷

を減らし、ビジネスの規模が大きくなれば、環境効率は

向上します。

ソニーでは、右のような式で環境効率を定義し、数値

で把握できる目標を設定し、定期的に環境活動の客観

的な評価を行っています。

5つの環境指標

　ソニーは、ビジネス活動のライフサイクルを考慮し、自

社で把握、改善に向けた努力が可能な項目を元に、右の

ような独自の環境指標を設定しています。

　この環境指標は、環境負荷を定量的に表すもので、数

値が低いほど環境負荷が低いことを意味します。

　5つの指標それぞれについて、環境効率を計算するこ

とが可能です。（2002年度までの結果は、次ページ以

降をご覧ください。）

　また、ソニー環境中期目標「Green Management

2005」では、環境効率を向上させるという目標に加え、

これらの環境指標に関連する細かい目標も設定してい

ます。

「ソニー環境中期目標」が具体的にめざすもの

　ソニーは温室効果ガスと資源投入、資源排出の環境効

率を2000年度に対し、2005年度末までに1.5倍、2010

年度末までに2倍とするための製品や事業所にかかわる

個別目標を立て、推進しています。

1 温室効果ガス指標（トン- CO2）

事業所の
CO2総排出量

製品使用時の
CO2総排出量

CO2排出削減
貢献量

＋ －

2 資源投入指標（トン）

材料総使用量 再生材使用量
自然循環可能
材使用量

－ －

3 資源排出指標（トン）

事業所からの
最終廃棄物量

製品総出荷量＋ － 製品等回収量

4 水指標（ｍ3）

水の購入量
地下水
汲み上げ量

＋ － 水資源保全
貢献量

5 化学物質指標（トン）

大気、水域、
土壌への排出量

廃棄物として
の移動量

＋ ＋ 製品
含有量

回収製品
含有量

環境効率は、ビジネス規模と環境負荷の比率によって表される数値です。ソニーでは、ソニーのビジネス活動

にかかわりの深い地球環境問題について5つの指標を設定し、環境効率を高めることを目標としています。

－

温室効果ガス効率 
資源投入効率 
資源排出効率 

2000年度 2005年度 2010年度 

1.5倍 

2倍 

※1 世界の多国籍企業約160社が参加する団体で、持続可能な発展への変革に向けて産業界のリーダーシップを発揮することを
使命としています。ソニーも設立当初から参加しています。

   売上高

  環境負荷
（環境指標）

環境効率 ＝
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ソニーにおける環境効率の2002年度の結果と、これまでの推移をまとめました。資源投入効率、資源排出効

率はやや改善しましたが、温室効果ガス効率はGreen Management 2005の目標達成まで一層の努力を

必要とする結果となりました。

2002年度までの環境効率

温室効果ガス効率は1.05倍に

　2002年度の温室効果ガスの排出量は、事業所でのエ

ネルギーの使用など企業活動に起因するものが218万ト

ン※1、製品使用時の電気の使用に伴うものは1,530万ト

ンと計算できます。再生可能エネルギーの導入などによる

温室効果ガス排出削減貢献量は2,570トンでした。　　

　このため、温室効果ガスの環境指標は1,748万トン-

CO2、環境効率は2000年度に対し1.05倍と前年度の

1.08倍を下回りました。事業活動からの排出について

は、各事業所での省エネルギーや温室効果ガス排出の削

減が進んでいるものの、半導体工場や液晶工場の稼動に

よりやや増加しています。製品使用に伴う排出は、負荷

の大部分を占めるテレビや、業績が好調であったゲーム

機の出荷数が大きく伸びたために増加しています。

詳しい算出方法やデータについては、70～71ページでご説明しています。

2002年度の計算

7.5兆円

1,530万t＋218万t－2,570t

　売上高（兆円）

　環境効率（倍）

■事業所からのCO2排出量（t）　　

■製品使用によるCO2排出量（t）

■排出削減貢献量（t）

7.3
7.6 7.5

00 01 02

0

05 （年度） 

　売上 
（兆円） 

排出量　 
（t） 

排出削減　 
貢献量（t） 750

1.50（目標） 

2,570

1.08 1.05

225万 215万 

1.00

0

2,500万 

7.0

7.8

2,000万 

1,500万 

1,000万 

500万 

1,577万 1,509万 

218万 

1,530万 

2002年度の環境効率
（温室効果ガス）

↓

1.05倍
（2000年度比）

※1 環境効率の計算の際には、車両燃料の使用に伴うCO2排出量は2000年度の値がないため含めていません。
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資源投入効率は1.18倍に

　2002年度の資源投入は、材料の総使用量が168万ト

ンで、そのうち再生材の使用量は12万トン、自然循環が

可能な植物原料プラスチックの使用量が6トンでした。こ

のため、資源投入指標は156万トン、環境効率は2000

年度に対し1.18倍と前年度の1.13倍から向上しました。

コンピューターディスプレイや記録メディアの省資源化

が主な要因です。

詳しい算出方法やデータについては、70～71ページでご説明しています。

7.3
7.6

00 01 02 05 （年度） 

　売上 
（兆円） 

　投入量　 
（t） 

　再生材および　 
　自然循環可能材　 

　使用量（t） 2

1.50（目標） 

1.13

192万 
176万 

7.5

1.18

168万 

1.00

11万 10万 
6
12万 

0 0

250万 7.8

7.0200万 

150万 

100万 

50万 

資源排出効率は1.18倍に

　2002年度の資源排出は、製品と包装材の総出荷量が

146万トン、事業所からの廃棄物のうちリサイクルされず

に最終廃棄されるものが3.7万トン、お客様の使用後に回

収・リサイクルされた製品と包装材が14.2万トンでした。

このため、資源排出指標は135万トン、環境効率は

2000年度に対し1.18倍と前年度の1.13倍から向上し

ました。日本での家電リサイクルによるテレビの回収・リ

サイクル量や、アメリカでのソニー製品の回収・リサイク

ル量が増加していることが向上の一因です。

詳しい算出方法やデータについては、70～71ページでご説明しています。

2002年度の環境効率
（資源投入）

↓
1.18倍

（2000年度比）

2002年度の計算

7.5兆円

168万t－12万t－6t

2002年度の環境効率
（資源排出）

↓
1.18倍

（2000年度比）

2002年度の計算

7.5兆円

3.7万t＋146万t－14.2万t

　売上高（兆円）
　環境効率（倍）

■材料総使用量（t）
■再生材使用量（t）
■自然循環可能材使用量（t）

　なお、2000年度に対して2002年度の水にかんする環

境効率は1.11倍でした。化学物質にかんする環境効率

はソニーでの使用量が最も多い化学物質であるVOC（揮

発性有機化合物）について、1.41倍となりました。

7.3
7.6 7.5

　売上 
（兆円） 

排出量　 
（t） 

排出削減量　 
（t） 13.1万 12.0万 

1.50（目標） 

14.2万 

1.13

5.5万 
4.5万 

1.00

164万 
150万 

1.18

3.7万 
146万 

0 0

250万 7.8

7.0200万 

150万 

100万 

50万 

00 01 02 05 （年度） 

　売上高（兆円）
　環境効率（倍）

■事業所からの最終廃棄物量（t）　　
■製品総出荷量（t）
■製品など回収量（t）
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環境会計

環境会計では、環境効率の改善や環境保全の推進のために、2002年度に投下したコストと、2001年度と比較

した環境負荷低減の効果を算出しています。効果を定量化することにより、2002年度の事業活動の評価を行

い、今後の活動計画に反映させています。

環境保全コスト

2002年度の環境保全コストは、投資47億円、費用

208億円でした。これは、2001年度の投資42億円、費用

265億円に対して、投資は5億円の増加、費用は57億円

の減少です。特に、環境損傷対応費用が2001年度の71億

円から3,500万円に大幅減少しています。これは、製品に

含まれる化学物質の管理問題が、2001年度の損傷対応

という段階から、2002年度は再発防止のための恒久対

策に入った結果です。これに伴い、無鉛はんだ関連の設

備投資、化学物質の測定機購入、グリーンパートナー環

境品質監査費用などが新たに発生し、製品設計コスト、

グリーン調達コストの増加、管理活動コストが増加しま

した。

環境保全コスト、環境保全効果の詳細は、ホームページでご説明しています。

http:// www.sony.co.jp/eco/book/index.html

分類 投資額 費用額 主な取り組み・内容

製品設計、リサイクルコスト 717 （46） 2,903（1,871） 環境配慮型製品の設計

0 （0） 37 （45）※1 廃家電、包装材、電池などの回収・再商品化

生産・サービス活動コスト 1,885（2,250） 5,549（5,129） 公害防止（環境関連施設の管理・保守／環境調査）

1,245（1,601） 4,460（5,223） 事業所の環境負荷低減（省エネルギー、省資源、化学物質管理など）

管理活動コスト 77 （3） 302 （83） グリーン調達・購入

667 （205） 5,558（5,192） 環境推進組織費用、環境マネジメントシステム構築・維持費用

研究開発コスト 0 （62） 1,768（1,637） 製品・製造などの環境負荷抑制のための研究開発費用

社会活動コスト 89 （14） 203 （246） 事業所の環境レポート作成費用、緑化などコミュニティへの環境貢献費用など

環境損傷対応コスト 1 （6） 35（7,101） 土壌汚染の修復費用など、環境損傷に対応する費用

合計 4,681（4,187） 20,815（26,527）

（百万円）
2002年度 環境保全コスト　（ ）は2001年度の値

環境保全効果

環境保全活動の効果としては、2001年度に比べて、

温室効果ガス（CO2）の排出量は製品使用時で42万トン

の増加、生産・サービス活動で約5万トン増加、資源は製

品生産量で約5万トンの削減、事業所廃棄物で約7千トン

の削減、水は約41万立方メートルの増加、削減・全廃対

象の化学物質の使用量は約2,900トンの削減となりまし

た。2001年度に効果項目に入れていたリスクについて

は、経年での効果把握が困難なため、2002年度は除外し

ています。なお、金銭換算ベースではトータルで約104

億円の効果となりました。

詳しい算出方法やデータについては、70～71ページでご説明しています。

※1 2001年度に集計に入れていた欧州のリサイクルコストは、十分な精度が得られないため集計対象から外しました。
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環境中期目標Green Management 2005進捗報告

「ソニー環境ビジョン」を達成するために、環境中期目標「Green Management 2005」で、事業活動や製品

についての個別目標値を設定しています。ここでは、2002年度までの進捗状況の概要をご報告します。個別

目標についての進捗状況は関連記述のあるページに掲載しています。

製品における環境配慮

2002年度は、特に製品に含まれる化学物質の管理に

注力し、管理の方針や基準を見直した上で、管理体制を

整備しました。部品や原材料の資材調達段階から源流管

理を行うために、サプライヤーにもご協力をいただき、グ

リーンパートナー環境品質認定制度を導入しました

（P.50～51）。またオーディオ機器のアンプのデジタル

化や日本向けテレビの設計改善により省エネルギーを実

現しました。しかし、生産が増加した影響もあり、2002

年度に生産した製品から排出されるCO2は約1,530万ト

ン、製品および包装材は145万7千トンで、それぞれ2001

年度と比べCO2が約21万トン増加、資源が5万トン減少

しました（P.47）。植物原料プラスチックなどの新しい素

材についても研究開発を進め、ウォークマンなどに導入

しました（P.55）。欧州においては、ソニーを含めた4社

が協力し、「パン・ヨーロピアン・リサイクリング・プラッ

トフォーム」を設立し、廃電気・電子機器リサイクル指令

（WEEE）への対応準備を進めています（P.57）。

改善などにより、今後も排出効率を改善できるように努

めます。そのほか、製造工程で使用する温室効果ガスの

削減や、グリーン電力証書の購入などにより自然エネル

ギーを導入するなど地球温暖化防止に取り組んでいます

（P.60～62）。廃棄物については、工程の見直しなどを

行うことで、総発生量の削減につなげることができました

（P.63～64）。化学物質については、クラス2、3物質の

使用量は削減していますが、集計方法の変更により、ク

ラス4物質は大幅に増加しました。環境事故の防止をめ

ざして、環境リスクマネジメントガイドラインを見直しま

した（P.65～66）。

環境マネジメント

グループとしての環境マネジメントを徹底するために、

Green Management 2005を含めた環境に関連する

規則などの見直しを実施しました（P.43～44）。グリー

ン調達については、製造資材だけではなく、事務用品な

どの非製造資材についても、購買情報システムを整える

など、地域ごとに取り組みを行っています。工場立地など

の際には、「環境配慮ガイドライン（建設編）」に基づき、

日本、中国、タイ、マレーシアの事業所で9件のアセスメ

ントを実施しました。また、6月を中心として環境月間を

実施し、全社員の環境意識の向上を図り、多くの事業所

で地域コミュニティとの交流や地域環境の保全活動を実

施しました（P.46）。ソニーの環境活動の取り組みと実績

については、インターネッ

トや社会・環境報告書、地

球環境展示室「ソニーエコ

プラザ」（P.18）を通じて情

報開示しています。
ソニーイーエムシーエス（株）長野

テックにおける環境月間の展示

植物原料プラスチックを採用したウォークマン

事業活動における環境配慮

2002年度にソニーの製造事業所やオフィスなどで行

う事業活動に伴い発生したCO2は約221万4千トンでし

た。半導体工場などが2001年度より稼動したことなどに

より、排出総量は増加していますが、売上高当たりの排出

量は2000年度とほぼ同じレベルです。既存施設の運用
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環境マネジメント体制

ソニーは、グループ経営の主軸のひとつとして「環境」をとらえています。環境に対してもソニーらしい計画

を立案する企画力と、全世界で環境施策を徹底する実行力を強化するべく、環境マネジメント体制の整備を

進めています。

ソニーグループの環境マネジメント

ソニーは、「PDCA※1」サイクルの考え方に基づいた環

境マネジメントを行っています。グループとして定めた規

則や中期目標を設定し、各事業部門や関連会社はそれら

に基づき環境マネジメントを実施します。グループ本社

は、環境監査や環境活動評価によって、遵守・進捗状況

を確認します。その結果、必要に応じて経営層が方針の

見直しなどを行います。

環境ガバナンスの強化

ソニーは、さまざまな事業を行い、それを全世界で展

開しています。事業活動により深く環境マネジメントを組

み込み、徹底するために新たな組織を策定しました。

グループの事業活動から発生する環境負荷には、製

品に起因するものと、事業所での活動に起因するものが

あります。そこで、本社内に「製品」と「事業所」につい

て、高い専門性を持ち、効率の良い環境マネジメントを

実行するための部署を設置しました。

「製品」部門では、調達から設計、製品のアフターサー

ビスまで、製品の全てのライフサイクルにおける環境側

面を管理します。

一方、「事業所」部門では、防災や安全衛生、環境な

ど事業所に共通する課題を管理します。

さらに、その下に、地域ごと、事業領域ごとの環境マネ

ジメント推進部署を設置しています。また、事業部門や

関連会社、また地域の責任者が集まり、環境問題にかか

わる審議を行う場として、「ソニー地球環境委員会」を継

続しています。

また中長期的な環境経営ビジョンを策定するために

「環境研究所」を新たに設けました。

各事業領域・地域責任者

※1 方針・計画の策定（Plan）、実行（Do）、点検（Check）、経営層による見直し（Act）という繰り返し。

グループ全体の環境関連規則・

Green Management 2005の策定

環境マネジメントの実行

環境監査、評価、表彰

Green Management 2005レビュー

経営層による見直し

P

D

C

A

環境関連の方針・規則策定

環境研究所

製品の

環境マネジメント

事業所の

環境マネジメント

実行担当部署

経営層

ソニー
地球環境委員会
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地域に根差した環境マネジメントの展開

ソニーでは、ソニー地球環境委員会の下に、日本、欧

州、米州、アジア、中国と全世界に5つの地域地球環境

委員会を設けています。地域地球環境委員会は、各国の

法規制の把握と遵守、製品に対する市場からの要請やリ

サイクルへの対応、事業所の管理や監査、ISO14001認

証取得の支援など、事業所や事業部門に対して、地域横

断的な活動の推進を行っています。

環境関連規則体系の整備

ソニーでは、継続的に各事業所のISO14001認証取

得を推進しています。

一方、各事業所での環境マネジメントとグループとして

の環境方針をより密接に連携させるため、ISO14001の

考え方に基づき、独自の規則を策定しています。2002年

度には、環境に関連する規則類の体系を見直しました。

コーポレート環境監査規則を制定

ソニーの環境関連規則の例として、「コーポレート環

境監査規則」の制定が挙げられます。

これは、各事業所に対して、環境および安全衛生に関

する法規制を遵守していることを確認するだけでなく、グ

ループの全社的な経営方針としての環境マネジメントに

合致していることを確認するための規則です。

このように、環境に関して、ソニーとしての規則を策定

し、それを遵守する仕組みを作ります。

ISO14001 認証取得状況

2002年度に新たに取得したのは製造事業所4認証、

非製造事業所4認証でした。これによって、ソニーは製造

事業所73認証、非製造事業所64認証を取得したことに

なります。

中国地球環境委員会

製造事業所：6/6（6）
非製造事業所：1/1（2）

米州地球環境委員会

製造事業所：17/17（17）
非製造事業所：3/7（65）

日本地球環境委員会

製造事業所：26/26（43）
非製造事業所：24/26（137）

アジア地球環境委員会

製造事業所：15/15（26）
非製造事業所：15/16（76）

欧州地球環境委員会

製造事業所：9/9（9）
非製造事業所：21/22（23）

各地域地球環境委員会の担当範囲とISO 14001認証取得状況 （2003年6月1日現在）

※ ISO認証取得対象事業所については69ページをご覧下さい。
※ 分子は認証取得数、分母は認証取得対象数を表しています。（ ）の中は認証範囲に含まれるサイト数を表しています。複数のサイトで統合認証

を取得していることもあるため認証数とは異なります。例えば米州では62非製造事業所と2非製造事業所がそれぞれ統合認証を取得しているため
認証数は3となり、認証範囲に含まれているサイト数は65になります。

■ 日本地球環境委員会=日本
■ 欧州地球環境委員会=ヨーロッパ、トルコ、アフリカ地中海沿岸、ロシアおよび周辺国
■ 米州地球環境委員会=南北アメリカ
■ アジア地球環境委員会=アジア（日本、中国を除く）、中近東、アフリカ（地中海沿岸を除く）、オセアニア
■ 中国地球環境委員会=中国

全世界
製造事業所：73/73（101）
非製造事業所：64/72（303）
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環境監査と環境活動評価・表彰

ソニーでは、グループとしての方針に沿った環境マネジメントが行われていることを監査によって確認して

います。また、環境活動を推進するための仕組みとして、進捗状況の評価や優れた取り組みに対する表彰を実

施しています。

環境監査と2002年度の環境事故

ソニーでは、事業所における環境・安全衛生の管理の

継続的改善および環境事故・災害の未然防止を目的に、

監査を実施しています。

監査には、事業所におけるセルフチェックである「内

部監査」、各地域地球環境委員会が事業所に対して実

施する「コーポレート環境監査」、外部の規格認証機関

などに委託する「第三者監査」があります。また、事業所

環境データの収集に関しては、プライスウォーターハウ

スクーパース(PwC)に検証を依頼※1しました。グループ

に共通する問題に対しては新たな規則を制定するなど、

これらの監査の結果を環境マネジメントの改善に役立て

ています。

環境活動に対する評価

ソニーでは、全社的に環境活動に関する評価を年1回

行っています。ソニー環境中期目標Green Manage-

ment 2005に対する進捗状況を、「実際に1年間でどの

くらい環境負荷が低減できたか」という観点で、可能な

限り定量的に評価します。2002年度からは、グループと

してより大きな成果につなげるために、評価の対象となる

事業部門や関連会社のビジネス特性を考慮した上で、そ

れぞれに以下のような重点項目を設定し評価に組み込ん

でいます。

環境関連の表彰制度

ソニーでは、グループ内の組織および個人の環境保全

活動を対象に、優秀な成果に対して以下のような制度を

設けて表彰しています。

2002年度の環境事故など
事業所敷地外に影響を与えるような有害物質の漏洩等の

重要な環境事故、および有害物質の排出等に関する行政

指導、罰金、科料はありませんでした。

2002年度の環境活動重点項目
製品： 化学物質管理の徹底

無鉛はんだ使用の推進

製品の省エネルギー推進

事業所：事業所の省エネルギー

サイト環境リスクマネジメント強化

温室効果ガス削減（半導体製造事業所）

植物原料プラスチック成形時に生じる

端材を再生利用したソニー環境賞の楯

※1 検証に対する考え方と、PwCによる検証報告書は75～77ページをご覧ください。

ソニー地球環境賞
1994 年に創設。各地域で選出された当該年度の環境保全活
動の中から、優れた成果を挙げた活動をソニー地球環境委員

会の審査を通じて、原則年に1度表彰するものです。

環境特別貢献賞
ソニー地球環境委員会委員長の判断により適宜決定し、表彰

するものです。

環境優秀業績賞
環境活動評価で、最も顕著な業績を挙げた事業領域を表彰す
るものです。

また、上記以外にも各地域、事業領域ごとに表彰制度を設
けています。
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環境教育

ソニーは環境ビジョンの中で、「教育」を原動力のひとつと位置づけており、社内の環境教育を徹底すること

が環境保全への第一歩と考えています。2002年度からは、本来業務における環境活動を促進させる教育や、

各人の自発的な行動を促すような活動を行っています。

業務に生かされる環境教育へ

ISO14001に基づく全社員への基本的な環境教育に

加えて、職務内容などに応じた研修が行われています。

こうした教育活動のほかに、2002年度からは目的別、

対象別に自発的な参加を促す、一歩進んだ環境教育を

行い、社員各人の業務の中で環境負荷低減への取り組

みや環境経営への自発的参画をめざしました。

そのほか、環境社内報「ECOLOGY」、社内ホーム

ページのほか、社内広報誌「ソニータイムズ」やビデオ社

内報「スコープ」、海外の各地域で発行するニュースレ

ターでも環境情報を随時掲載しています。

また、2002年度は「製品環境コンファレンス」「無鉛

はんだ導入推進コンファレンス」など社内コンファレンス

の機会を設け情報の共有を行いました。

「ソニーグループ環境月間」をスタート

全社員の環境意識向上のために、2002年度より、6月

を中心とした約1ヵ月を「ソニーグループ環境月間」と

し、全世界でさまざまな活動を実施しました。

社内での優秀な環境関連の取り組みの表彰や、有識

者による講演会などを行いました。

また、社外の方々と環境負荷低減への取り組みを行う

ため、各地域ごとに環境保全に貢献する活動や、サプラ

イヤーの表彰を行うなどの活動をしました。

環境月間中に開催された「製品環境コンファレンス」

では、製品の設計・製造部門をはじめ、間接サポート部

門や営業など多くの部署と、海外を含むさまざまな地域

から参加者が集まり、製品に含まれる化学物質の管理体

制構築などについて、活発な議論が交わされました。

• 社内向けの主な環境月間の活動

環境会議／環境展示会

環境講演会／研修／訓練

環境啓発イベント

• 社外向けの主な環境月間の活動

グリーンパートナーによる環境展＆表彰式

周辺地域の環境保全活動

地域の方々との交流会

地域の小中学生の社会見学

環境展示会

ソニーグループ環境月間の活動例

グループ各社による

植樹・清掃活動（マレーシア）

ソニーセミコンダクタ九州（株）

大分テクノロジーセンターでの

環境活動に関する社会見学

ソニーヨーロッパの本社ビルに

おける環境展示会（ドイツ）
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製品・サービスの環境負荷

ソニーは、エレクトロニクスだけでなく、ゲームや音楽などさまざまな製品やサービスを提供しています。ソ

ニーにかかわる主要な環境負荷は、製品の使用・廃棄に伴い生じることから、中期的な目標を設定して、製品

やサービスの環境負荷低減を推進しています。

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、CO2が排出されます。2002年度に生産された製品の

生涯にわたる使用に伴うCO2排出量は、前年度より1.4%増の約1,530万トンでした。これは主に、消費電力の大きいテ

レビと、業績が好調なゲーム機の出荷増加によるものです。テレビのCO2排出量が大部分を占めるのは、他の製品に比べ

て消費電力が大きく、使用時間も長い（1日4.5時間、10年使用で計算）ためです。

製品における資源使用量については、前年度より3.2%減の約146万トンでした。これは、コンピューターディスプレイ

の液晶化などによるものです。総量の約4割を占めるテレビは、ソニー製品の中では比較的大型であるためですが、2002

年度に日本においては、約1万2千トンのテレビが回収・リサイクルされました。

製品の使用に伴う温室効果ガス排出量（単位：万t-CO2） 製品への資源使用量（単位：万t）

■ゲーム ■情報・通信 ■ビデオ

■業務用 ■オーディオ ■テレビ

■音楽 ■デバイス・他 ■情報・通信 ■ビデオ

■ゲーム ■業務用 ■オーディオ ■テレビ

※1、※2 2003年度からはAC駆動機器のみを対象とします。
※3 2003年度からは製品資源投入量を20%削減という目標に変更します。製品資源投入量（製品・アクセサリーー自然循環可能材ー再生材重量）
※4 詳しい内容は50～51ページをご覧ください。
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1,000

500
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150

200
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製品・サービスに関連するGreen Management 2005の目標と進捗状況

目標内容 基準年度 目標年度 進捗状況

製品の動作時消費電力を30%削減※1 2000 2005 2002年度新規発売モデルの約40%が順調に削減。一方、約
60%のモデルは削減があまり進んでいない。

製品の待機時消費電力を0.1W以下に※2 ー 2005 2002年度新規発売モデルの約50%が0.1W以下を前倒し達成。
特に小型製品については、順調な進捗状況。大型機器、チュー
ナー内蔵機器などの削減が課題。

製品重量または部品点数を20%削減※3 2000 2005 2002年度新規発売モデルの約40%が順調に削減。オーディオ機
器のアンプのデジタル化が貢献。一方、ブラウン管テレビではブラ
ウン管ガラスの重量削減、パソコンや携帯電話などでは、機能追加
による重量増加を抑えることなどが課題。

製品の再生材使用率（製品重量比）を20%増加 2000 2005 再生材の使用用途を開発し、テレビのスピーカーや緩衝材に採
用。再生材促進のためには、環境管理物質の混入防止が課題。

製品包装材を再生材などの環境配慮材料に代替 ー 2005 2002年度新規発売モデルの約70%が前倒しで環境配慮材料に
代替。軽量モデルの緩衝材は紙系クッションへ切り替え。重量モ
デルのクッションは国内ではリモネンリサイクルの発泡スチロール
に切り替えを進めており、海外にも展開することが課題。

環境管理物質の使用禁止・削減・管理※4 ー ー グリーンパートナー環境品質認定制度などにより、全世界で製
品に含まれる化学物質管理を実施。また、無鉛はんだの導入を
推進し、最もはんだ使用量が多い製品であるテレビでは全ての
国内向けモデルに無鉛はんだを導入するなど、約48トンの鉛を
削減。
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製品・サービスの環境負荷低減をめざして

ソニーのエレクトロニクス製品は、製造時だけでなく、使用・廃棄時まで含めた「ライフサイクル」という観点

に立って環境負荷低減への取り組みを行っています。製品がライフサイクルに渡って与える環境負荷の大部

分が商品企画・設計時に決まると考え、環境配慮設計を推進しています。

製品アセスメントの実行

製品の環境負荷を低減するには、製品の製造時、お客

様の使用時（消費電力削減など）、製品の廃棄時など多

岐にわたる検討が必要となります。

ソニーでは、全製品について、商品企画・設計時に消

費電力や重量、含有される化学物質、包装材の材質な

ど、さまざまな項目について検討し、設計責任者がそれ

らの結果を確認しています。

製品の環境負荷への影響が大きい商品企画・設計の

段階に製品アセスメントを行うことで、製品の環境負荷

低減を図っています。　

LCA（ライフサイクルアセスメント）の導入

LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、製品に組み

込まれる部品の製造から、製品の製造、輸送、使用、廃

棄・リサイクルに至るまで、製品の全生涯において生じる

環境負荷を客観的・定量的に評価する手法です。

ソニーでは、製品の生涯にわたる環境負荷を最小化す

るために、LCA実行ツールを開発し、各製品設計部門で

活用しています。このツールに製品の基本情報や部品構

成、製品の輸送条件などを入力すると、その製品の全生

涯でのCO2排出量が計算できます。

2002年度には、全社的にツールの試験的導入を実

施し、製品の環境負荷の定量的評価を行いました。右

図のように、環境負荷が発生する段階は製品ごとに異な

ります。効率よく環境負荷を低減させるために、負荷の

大きいプロセスに重点をおいて取り組みを行います。今

後も適用する製品カテゴリーを増やし、LCA設計を推進

します。

■　部品製造
　 ↓

■　製品組立
↓

■　輸　送
↓

■　使用時
↓

■　待機時
↓

■　廃棄・リサイクル

ライフサイクルで

環境負荷が

評価できる

LCA実行ツール

製造時の・・・

• 省エネルギー　• 省資源 など

使用時の・・・
• 動作時消費電力の削減

• 待機時消費電力の削減 など

廃棄・リサイクル時の・・・

• リサイクルしやすさ

• 含有化学物質 など

32型デジタルテレビ※1の場合

MDウォークマンの場合

製品の企画・設計時に確認

部品製造　17％

製品組立・

輸送時　1％

使用時　82％

部品製造　77％

使用時　1％

廃棄・リサイクル　1％

製品組立　19％

輸送時　2％

ライフステージごとのCO2排出比率

※1 画面はハメコミ合成です。
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無鉛はんだへの取り組み

ソニー製品を製造する上で、部品を接合するはんだは欠かせません。しかし、はんだに含まれている鉛は、廃

棄後の処理方法によっては環境に深刻な影響を与えます。ソニーは鉛を含まないはんだ使用を積極的に推進

しています。

製造工程・部品の両面から無鉛はんだ化を促進

ソニー製品で使用しているはんだは、製品製造時に部

品やプリント配線板などを接合するためのものと、部品の

接点部分にあらかじめメッキされているはんだ（全体的に

熱をかけることで部品とプリント配線板を接合するもの）

の2種類があります。

ソニーは、材料としてのはんだだけではなく、部品に

メッキされているはんだも無鉛化する必要があると考えて

います。

　この両面からの徹底した無鉛はんだ使用を推進し、2005

年3月末までに、全製品に無鉛はんだを導入するという目標

に向けて着実に実行

していきます。

製造時の無鉛はんだ使用

ソニーは、1995年から無鉛はんだ材料の基礎研究を

始め、現在は業界標準の「スズ・銀・銅系」の無鉛はんだ

を標準材料として製造時に使用しています。

無鉛はんだは、開発だけでなく、使用すること自体にも

さまざまな技術や設備、製品設計などに関するノウハウ

があり、これを全世界のソニー製品製造事業所で共有す

ることが必要です。

そこでソニーは「無鉛はんだ導入推進プロジェクト」を

発足。2002年12月には全世界の担当者による「無鉛は

んだ導入推進コンファレンス」を開催し、各部門の取り組

みの紹介や技術展示を行うなど、先進事例の共有化や進

捗管理を行い、無鉛はんだ使用を推進しています。

部品の無鉛はんだ化を要請

部品にあらかじめ付着しているはんだを無鉛はんだに

していただくため、ソニーではサプライヤーの皆様に協力

を要請しています。

低融点無鉛はんだ開発への取り組み

無鉛はんだは、鉛による環境負荷が少ない反面、鉛はんだの融点である183℃よりも融点が高く、素材によっては耐熱

限界を超えてしまう場合があります。このため無鉛はんだの使用には、製品ごとに部品・プリント配線板の設計や、製造

上の工夫が必要とされ、導入を難しくする原因となっています。

ソニーは2002年2月に融点196℃というスズ・亜鉛系の「低融点無鉛はんだ」を（株）ニホンゲ

ンマと共同開発しました。

この低融点無鉛はんだは従来のプリント配線板や部品に利用できるほか、今

までの鉛はんだづけ用設備をそのまま使用することができ、効率的な無鉛はん

だ化を可能にしました。

2002年度はMDデッキなどに使用し、これまで難しいとされていた量産品の

プリント配線板に利用できることが実証されました。

無鉛はんだ導入推進コンファレンス

低融点無鉛はんだを使ったMDデッキ
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製品に含まれる化学物質の管理

2001年10月ソニーはオランダ当局より、PS oneゲーム機の周辺機器へのカドミウム混入について行政指

導を受けました。同様の化学物質問題を未然に防止するために、ソニーでは製品に含まれる化学物質の方針

や規定の内容を改定し、管理体制を整備するなど全社的な施策を講じています。

製品に含まれる化学物質の管理と基本3原則

カドミウムが混入していた部品の交換や測定機器の

購入、製品に含まれる化学物質問題の再発防止を目的

とする規定類の見直しやグリーンパートナー環境品質認

定制度の導入など、全社的管理体制の再構築に、2002

年度末までに約100億円の費用と損失が生じました。

このため、具体的に、製品に含まれる化学物質管理

を徹底するため、右に示す3原則を定めました。この原

則に従い、資材源流管理から製品設計、品質管理への

組み込み、そして各パートでの測定原則の適用をするた

め、全社的な組織によって製品に含まれる化学物質管

理を行っています。

製品に含まれる化学物質の管理規定

製品に含まれる化学物質のうち、各国の法規制動向や

科学的知見から地球環境や人体に著しい環境影響を持つ

とソニーが判断したものについては、ソニー環境中期目標

Green Management 2005に管理基準を定めています。

また、部品や原材料に遡って管理を徹底するために、

サプライヤーの方々にはソニーが定めた「部品・材料にお

ける環境管理物質管理規定（SS-00259）」の遵守にご

協力をいただいています。概要は右の通りです。

原材料
取引先

部　品
取引先

部　品
検　定

出　荷
お客様

「部品・材料における環境管理物質管理規定（SS-00259）」、グリーンパートナー環境品質認定制度の詳細については、
ホームページでご説明しています。http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html

資材源流管理
グリーンパートナー環境品質認定制度

OEMグリーンパートナー環境品質認定制度

製品設計、品質管理への組み込み
部品検定、製造時検定、出荷時検定と数回に

わたって測定原則に基づいた確認が行われる。

測定原則の適用
社内および部品納入を行うサプライヤーにおいて、

測定による実測データに基づいた管理を行う。

製品に含まれる化学物質の管理の基本3原則

1

2

3

測 定 測 定 測 定 測 定 測 定

源流管理 製品設計・品質管理

製品に含まれる化学物質管理の流れ

（ 量 産 ）
製　造

「部品・材料における環境管理物質管理規定

（SS-00259）」の概要

1. 全世界共通の基準として禁止する物質・
用途を明確化

2. 測定基準、および許容濃度の明確化
3. 物質と用途について時間軸で区分けし、
禁止または削減・管理を定義（レベル1、2、3）

レベル１：即時禁止

レベル２：時期を定めて禁止

レベル３：削減をめざす
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ソニーが定める環境管理物質 グリーンパートナー環境品質認定制度

製品に含まれる化学物質管理の原則に基づき、源流

管理を行うため、ソニーはソニーが求める基準を満たし

たサプライヤーを「グリーンパートナー」として認定して

います。

グリーンパートナーの認定には、環境管理システム・

業務管理・工程管理の3側面から、約60項目についての

環境品質監査による確認と、環境管理物質管理規定

（SS-00259）の遵守が必要です。OEM製品※1のサプラ

イヤーについても、同様の仕組みを適用しています。

認定後も、定期的な環境品質監査と「環境管理物質

不使用証明書」、測定データによる確認を行います。

国内外の全資材購入先に環境品質監査を実施

グリーンパートナー認定のため、2003年3月末までに

約4,200社ある国内外の全資材購入先で事業所の環境

品質監査を行いました。2003年4月よりすべての部品や

製品は、認定を受けたサプライヤーから調達しています。

部品に含まれる化学物質をデータベース管理

製品設計時にグリーンパートナーからの調達部品の検

索が効率的に行えるように、ソニーでは環境品質管理物

質データベースを運用しています。このデータベースは

測定データ、ソニーでのデータ検証結果といった部品ご

との情報を社内で共有するものです。

※1 OEM製品：ソニーのロゴタイプが付いている他社製の製品。

重金属 カドミウムおよびカドミウム化合物

鉛および鉛化合物

水銀および水銀化合物

六価クロム化合物

有機塩素系化合物 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
ポリ塩化ナフタレン(PCN)
塩素化パラフィン(CP)

マイレックス

その他の有機塩素系化合物

有機臭素系化合物 ポリブロモビフェニル(PBB)

ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
その他の有機臭素系化合物

有機すず化合物

（トリブチルすず化合物、トリフェニルすず化合物）

石綿（アスベスト）

アゾ化合物

ホルムアルデヒト

ポリ塩化ビニル(PVC)およびPVC化合物

ポリ塩化ビニル削減の取り組み

ポリ塩化ビニルは、難燃性や絶縁性など優れた特性からさまざまな用途に幅広く用い

られています。一方、不適切な処分により有害な物質が生じるリスクや、生態系などへ

の悪影響が疑われる物質が可塑剤として、また重金属が安定剤として使用されることが

多いなど、環境面での影響が懸念されています。ソニーでは2005年12月末までに技術

的・経済的に利用可能な代替品がある限り、製品中のポリ塩化ビニルを全廃することを

めざして活動を進めています。

携帯電話のACアダプターに2002年
度よりカドミウム・鉛不使用の非ポリ

塩化ビニル系ケーブルを使用
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製品・サービスの環境配慮情報と具体例

エコ インフォ

ソニーでは、お客様に環境に配慮した製品をお選びいただくために、独自の「eco infoマーク」を使用し、カ

タログやホームページなどで製品の環境配慮情報をお伝えしています。ここでは、eco infoマークの表示例

と、2002年度に環境に特に配慮した主な製品をご紹介します。

環境配慮内容を具体的に示す「eco info」

ソニーは、製品の環境配慮内容をお客様に知っていた

だくため、独自に「eco infoマーク」を作りました。

お客様が製品をお選びになる時に、その製品がどのよ

うな環境配慮を行っているのかを具体的に知っていただ

くことは、今後ますます重要なこととソニーは考えていま

す。そのため、eco infoマークのそばには、必ず具体的

に環境配慮点を明記しています。

カラーテレビの環境配慮例

FDトリニトロン搭載カラーテレビ「ベガ」シリーズのKV-

29/25DS65、KV-25DA65は、業界最高水準の待機時

消費電力0.07Wを達成しました。日本の改正省エネル

ギー法の年間消費電力量基準値もクリアしています。

本体内部はハロゲン系難燃剤不使用のプリント配線

板を用い、無鉛はんだによる接合を行っています。

包装材は、25型では再生古紙を使用したパルプモー

ルド緩衝材を、29型ではリモネン再生材※1を使用した発

泡スチロールを使用しています。

包装材の環境配慮

ソニーでは1999年度から国内において環境配慮包装

全社展開プロジェクトとして、発泡スチロールの削減、雑

誌古紙の導入、ポリ袋の削減 、VOC（揮発性有機化合

物）ゼロ植物油型オフセットインキの導入を推進してきま

した。写真（上）の大型テレビでの六角カートン採用は、

発泡スチロールの削減並びに段ボールの使用量削減に

寄与した一例です。また、写真（下）のようにCD-ROM

のケースを雑誌古紙を使用した紙製ケースに代えること

で、石油資源の消費削減にも貢献しています。

※1 発泡スチロールのリサイクルについては、56ページもご覧ください。

• 主要部のはんだ付けに無鉛はんだを

使用。

• 主要部のプリント配線板でハロゲン系

難燃剤を不使用。

• 節電モードにより、明るさを調整し、

節電する事が可能。

• 梱包箱は、表層に100％雑誌古紙再

生紙を使用。

• 環境に配慮した包装材料（再生古紙利

用のパルプモールド緩衝材）の採用。

eco infoマークと具体的な環境配慮点の表示例
（液晶テレビ KLV-17HR1の表示例）

カラーテレビ「ベガ」KV-29DS65

従来のプラスチックに入った5枚のCD-R（奥）と紙製ケースに入ったもの
（手前）との比較

http:// www.sony.co.jp/sd/eco/
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小型・低消費電力ネットワークウォークマン

2002年2月、内蔵メモリーに音楽CD約11枚分※1を記録

でき、小型IC記録メディア「メモリースティックDUO」に対応

したネットワークウォークマンNW-MS70Dを発売しました。

36.4×48.5×18ミリという小型化を実現しただけでなく、新

開発の低電力半導体技術“Virtual Mobile Engine TM”を使

用したLSIにより、従来よりも消費電力を大幅に低減し、最

長約33時間※2の連続再生を可能にしました。

デジタルスチルカメラの環境配慮例

デジタルスチルカメラは、ほぼ全ての機種で、キャビ

ネットにハロゲン系難燃剤を使用せず、カートン段ボー

ル表層に100%雑誌古紙再生紙とVOC（揮発性有機化

合物）ゼロ植物油型インキを使用するなどの環境配慮を

しています。「サイバーショット」DSC-P72では、長時間

使用できる単3型充電池を同梱。「繰り返し使える電池」

で撮影を楽しめます。

「繰り返し使う」製品群

ソニーは、使い捨ての乾電池から、充電できるタイプ

のニッケル水素充電池使用を呼びかける広告キャンペー

ン「Re!」を行いました。ニッケル水素充電池は、約500回

※3繰り返して使用でき、1回の充電でアルカリ乾電池に比

べ約2倍長持ち※4します。単3型2本なら、約2時間10分

で充電※4でき、使用にあたっての環境負荷が極めて低い

製品です。
フェリカ

繰り返し使えるソニー製品としては、「FeliCa」技術方

式の非接触ICカードがあります。「FeliCa」方式は、偽造・

変造しにくく、高い安全性を持ちながらスピーディーな

データの送受信が可能な技術です。データの書き換えが

可能なのでカードを繰り返し使用できます。また、カード

の表面には焼却しても環境に影響の少ないPETなどのプ

ラスチック材料を用いています。FeliCa技術はJR東日本
スイカ エディ

の「Suica」などの交通乗車券や電子マネー「Edy」、社員

証、会員証など幅広く利用されています。

※1 CD1枚あたり60分で計算。ATRAC3plus/48kbpsモードでの記録時。
※2 ATRAC3形式再生時。ATRAC3plus形式再生時は約28時間となります。　※3 JIS C8708 1997（4.4.1）の充放電条件に基づいています。
※4 ご使用条件により異なります。

ネットワークウォークマンNW-MS70D

デジタルスチルカメラDSC-P72

Re! 雑誌広告

FeliCa技術を搭載したSuica、ソニー（株）の社員証
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主な環境配慮型製品（例）

製品名 型番 無鉛はんだ ハロゲン系 包装材
難燃剤

ビデオプロジェクター VPL-HS10 ■ ー ■

液晶テレビ ALV-15F1 ー ー ■
• 待機時消費電力0.9W。節電機能付き

液晶カラーコンピューター SDM-P232W ■ ■ ■
ディスプレイ • ECOボタン搭載。ECOモード時

  消費電力20％削減（通常時比）

VHSビデオデッキ SLV-NX31 ■ ■ ■

デジタルビデオカメラ DCR-TRV22K ■ ■ ■
レコーダー

CD/DVDプレーヤー DVP-NS730P ■ ■ ■
• 待機時消費電力0.1W

システムステレオ CMT-J500 ■ ■ ー
• 待機時消費電力1W以下

ミニディスクデッキ MDS-JE780 ■ ■ ■
• 待機時消費電力1W以下

カーオーディオ CDX-L410 ■ ■ ■
（FM/AM CDプレーヤー）

MDウォークマン MZ-E10 ■ ■ ■
• 待機時消費電力0.1W以下

CDウォークマン D-EJ2000 ■ ■ ■
• 待機時消費電力0.1W以下。付属ヘッドホン、
リモコンのコードにポリ塩化ビニル不使用

TV/FM/AMラジオ ICF-R533V ■ ■ ■
• 待機時消費電力0.3W。イヤレシーバーコードに
ポリ塩化ビニル不使用

ノートブックコンピューター PCG-R505W/PD ■ ■ ■

パーソナル PEG-T650C ■ ■ ■
エンターテインメント
オーガナイザー

携帯電話 A1301S ■ ■ ■

AIBO ERS-311B ■ ー ■

無鉛はんだ

■ 80%以上のはんだづけに無鉛はんだを使用している場合

ハロゲン系難燃剤
■ 80％以上のプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していない場合

包装材
■  紙系緩衝材を使用するなど、環境配慮包装を施している場合
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植物原料プラスチックを使用した製品の開発

ソニーは、植物から採れるでんぷんを主原料とした植物原料プラスチック製品筐体、包装材に応用

する技術を開発し、実用化に取り組んできました。毎年栽培できる植物を原料としたプラスチックを

使用することにより、石油資源の節約をはかり、CO2排出量を削減することが可能となります。

植物原料プラスチックの特長

植物原料プラスチックは、従来の石油を原料としたプ

ラスチックに比べて、環境に対して次のような大きなメ

リットがあります。

• 枯渇が懸念される石油資源の使用を削減できます。

• 原料の植物は毎年栽培できる上、光合成をするの

で大気中のCO2を吸収します。

• 通常のリサイクル処理に加え、堆肥を作るコンポス

ト施設で自然分解させることも可能です。

• プラスチックを乳酸に戻すケミカルリサイクルも可

能であると期待されています。

植物からプラスチックができ、また土に戻るまで

植物からプラスチックを作り、それが使用後土に戻る

過程は、以下の通りです。

植物原料プラスチックを採用したウォークマンの筐体

①
ネージュ

ミニディスク「NEIGE」5巻・10巻パック外装フィルム
(写真は10巻パック)

②ポータブルラジオ「ICR-P10」ブリスターパック
③ DVDプレーヤー「DVP-NS999ES」フロントパネル
④エンターテインメントロボット AIBO ソフトウエア
「ERF-210AW06J」に付属のマーカーベース

⑤ウォークマン「WM-FX202」筐体

植物を原料としているため、ライフサイクル全体でとら

え、光合成によるCO2吸収を考慮すると、仮に廃棄後に

焼却した場合であっても、従来の石油原料のプラスチッ

クよりCO2排出量は少なくなります。

ウォークマンなど、さまざまな製品に展開

2002年11月に発売したウォークマンWM-FX202で

は、筐体の約9割に植物原料プラスチックを使用しまし

た。従来のウォークマンと比べて石油資源の使用を約

55%削減、CO2排出を約20%抑制することができると

考えられます。

ソニーでは植物原料プラスチックを下記のような製品

に使用しており、今後もさまざまな用途に展開する予定

です。

植物（でんぷん） プラスチック 

コンポストなどで 
水・CO2などに分解 

乳酸 ポリ乳酸 

ライフサイクル全体でのCO2排出量

従来の 
プラスチック 

製造・輸送 

約20％ 
削減 

光合成によるCO2吸収分 

焼却 

焼却 
植物原料 
プラスチック 製造・輸送 

（ソニー調べ）

①

②

③

④

⑤
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製品リサイクルの取り組み

ソニーは、限られた資源を有効に活用するために、使用済み製品の回収やリサイクルを推進しています。

2002年度には全世界で約1万4,000トンのソニー製品がリサイクルされました。今後も、地域のニーズに適

応したリサイクル・システムの構築を進めていきます。

日本におけるリサイクル

日本では、2001年4月から、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、

エアコンの4品目を対象として、家電リサイクル法が施行

されました。これは、お客様、販売店、自治体、家電メー

カーが役割を分担して、循環型社会作りを進めようとい

うものです。家電4品目のうち、ソニーについては、テレ

ビ（アイワブランドを含む、ブラウン管式のもの）が対象

製品となっています。2002年度には、約46万台のソニー

製テレビがリサイクルされました（リサイクル工程などに

ついては、58～59ページをご覧ください）。

また、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づ

き、2002年5月より法人ユーザーなど事業系から出され

る使用済みパソコンのリサイクルを開始しました。2002

年度には、約1,200台のソニー製パソコン※2が回収され、

金属類やプラスチック類、二次電池などに分解・再資源化

を行いました。2003年10月からは、一般家庭からの使用

済みパソコンについてもリサイクルを開始する予定です。

テレビのリサイクル技術

　ソニーは、ソニー製品の中では大型であるテレビにつ

いて、1991年度からリサイクル技術の開発を行ってきま

した。1997年10月からは、「リサイクル研究センター」を設

置しています。ソニー製テレビのリサイクルを行う一部工

場では、ソニーが開発したブラウン管の解体装置やプラ

スチック判別装置などが採用されています。また、「リサ

イクル研究センター」は、リサイクルの実態を調査し、リ

サイクルのしやすい製品設計について、テレビの設計部

門へフィードバックを行っています。

発泡スチロールのリサイクル

ソニーは、オレンジの皮から採れる「リモネン」を用いて

発泡スチロールをリサイクルする「Orange R-netシス

テム」により、1999年1月からソニーグループ内で廃棄さ

れる発泡スチロールのリサイクルを実施しています。

2002年度は、約130トンの発泡スチロールを回収し、

約29万台分の大型テレビ用包装材として使用する発泡

スチロールへとリサイクルしました。社外においても、こ

のリサイクル・システムの普及をめざし、ライセンス供与

による技術支援を行っています。
指定引取場所での引取台数 458,125台

再商品化等処理台数 457,535台

再商品化等処理重量 12,008トン

再商品化重量 9,728トン

再商品化率 81％

2002年度のテレビのリサイクル（日本）※1

発泡スチロールを

溶解しながら運搬する

「リモネンカー」

※1 引取台数と処理台数の差は、「年度締め時点での処理在庫」です。
※2 回収する品目は、デスクトップパソコン、ノートブックパソコン、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイです。
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ヨーロッパにおけるリサイクル

ヨーロッパでは、廃電気・電子機器リサイクル指令

（WEEE）が正式に発効し、2005年8月より製造者が電

気・電子機器を回収し、リサイクルする責任を負うことが

決定しました。

すでに、ヨーロッパの一部の国では、使用済み家電製

品のリサイクルを義務づける法律が施行されています。

このうち、実際に法律の運用が開始されているベルギー、

スウェーデン、オランダ、ノルウェー、スイスの5ヵ国で

は、それぞれの国の仕組みに従い、ソニーは、ソニーを含

めた製造者に代わって、リサイクルを請け負う組織を通

じて、リサイクルを行っています。2001年には、欧州全

体で約630万ユーロのリサイクル費用を支払いました。

今後、ヨーロッパ全域において、経済効率に優れ、革

新的なリサイクル戦略を実施するために、ソニーは、ドイ

ツのブラウン社、スウェーデンのエレクトロラックス社、ア

メリカのヒューレット・パッカード社と共同でパン・ヨーロ

ピアン・リサイクリング・プラットフォーム（ERP）を設立

しました。4社は、2003年3月に、効率的なリサイクル制

度の運用を行えるように、またそれぞれの国の法律がEU

指令と一貫性を持つように、下記の「WEEE指令実行の

ための原則」に合意しました。

ERPでは、消費者、環境、産業界にとって、もっとも効

率の良いシステムの構築をめざしています。今後は、実

務的な部会を設けて、資材調達や引き取り、リサイクル

体制を検討します。

＜WEEE指令実行のための原則の柱＞

• WEEE指令によって確立された、それぞれの企業の製造者

責任の原則を実行する。

• EU市場で製品を販売する企業とその責任のレベルを記録

する登録制度を確立する。

• 将来の廃棄物に対する資金調達のガイドラインを策定する。

• 競争力のある引き取り体制を実施できるように、共通の物

流拠点を設置する。

※1 デラウェア州、コロンビア特別自治区、メリーランド州、ペンシルバニア州、バージニア州、西バージニア州

Plug-In To eCycling プログラム
http://www.epa.gov/epaoswer/osw/conserve/plugin/

eCyclingプログラム
http://www.epa.gov/reg3wcmd/eCycling.htm

ミネソタ州のソニープログラム

http://www.moea.state.mn.us/plugin/sonyevents.cfm

使用済み製品回収イベントで

集められた製品

アメリカにおけるリサイクル

ソニー・エレクトロニクス・インクでは、米国で

「Shared Responsibility」プログラムを実施していま

す。これは回収イベントや常設ポイントで回収されたソ

ニー製品のリサイクル費用を負担し、消費者や自治体の

負担を低減することで、リサイクル活動を促進するもので

す。2002年には、カリフォルニア州やコネチカット州、ペ

ンシルバニア州など全米16州で、100回を超える使用済

み製品回収イベントに協力し、約85トンのソニー製品の

回収、リサイクルを行いました。

ミネソタ州では、試験的な家電リサイクルプログラム

の実施終了後も、前述のプログラムの一環として単独で

支援を継続し、1998年以来、常設回収ポイントの維持

に努めてきました。また、米国環境保護庁のミッド・アト

ランティック地域（Region3）※1が実施している「eCycling」

プログラムにも率先して参加しています。これを全米に

広げることを目的に米国連邦環境保護庁が開始した

「Plug-In to eCycling」プログラムにも、プログラムパー

トナーとして積極的に協力し、自治体や、販売店、リサイ

クル業者、消費者などの意識向上を図っています。

また、同社は再生プラスチックを利用したテレビやVAIO

の包装材の開発を行い、再生材料の2次マーケットの拡

大にも努めています。
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テレビのリサイクル工程
（写真撮影：グリーンサイクル（株）・一宮リサイクル研究センター）

工場へ搬入

リサイクルラインへの投入 ブラウン管

スピーカー、プリント配線板など

プラスチック判別装置で分別

防爆バンドをはずす

精錬所へ

テレビの再商品化率81%を達成

　家電リサイクル法では、テレビの再商品化率を55%と

義務づけています。ソニーはガラス、プラスチック、金属

など、一台あたり平均21.3kgの資源を有効利用し、その

結果81％の再商品化を達成しました。

プラスチック判別装置によるプラスチック再資源化

　ソニーでは、従来困難とされていた黒いプラスチック

の素材別分別を行う装置を開発し、プラスチックを再資

源化しやすくしました。また、この装置はプラスチックに

含まれる燃剤を短時間で判別することができます。

テレビの構造

キャビネット

手で分解

防爆バンド

電子銃 

蛍光面 

ブラウン管 

プリント配線板 

キャビネット 

偏向ヨーク 

テレビから再商品化された資源

鉄 833

銅 469

アルミニウム 9

非鉄・鉄等混合物 73

ブラウン管ガラス 7,306

その他の有価物 1,034

有価物総重量※1 9,724

（単位トン）

※1 56ページの総括報告の再商品化重量と有価物総重量の差は
四捨五入による誤差です。

製品リサイクルの取り組み
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粉砕

テープを取る

金属製品にリサイクル

プラスチック製品に

リサイクル

ブラウン管を切断し、鉛

あり・なしに分ける

ファンネルガラスを

洗浄する

ファンネルガラスの

カレット

パネル内面から

蛍光体を削り取る

パネルガラスのカレット

ブラウン管にリサイクル

※カレット：ガラスの原料

グリーンサイクル株式会社 ホームページ

http://www.greenc.co.jp/

日本国内の家電製品再商品化工場日本全国、15拠点での家電リサイクル

　ソニー製テレビの再商品化を行っている工場は、日本

全国に15拠点あります。ソニーが筆頭株主であるグリー

ンサイクル（株）では主に中部・東海・北陸地方で集めら

れた家電4製品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）の

リサイクルを行っています。グリーンサイクル（株）では、

工場見学のお申し込みをホームページでもお受けしてお

ります（下記参照）。お客様が廃棄された後の製品が、ど

のように再度資源として活用されていくかを、ぜひご覧く

ださい。

グリーンサイクル（株）

パネルガラス
（鉛なし）

ファンネルガラス
（鉛あり）

ファンネル

ガラスに

パネル

ガラスに
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事業所における地球温暖化防止活動

ソニーは地球温暖化を重要な環境問題ととらえ、省エネルギーや自然エネルギーの導入などにより、事業活

動にかかわる温室効果ガス排出を削減する努力を続けています。ここでは、主に製造事業所やオフィスなど

での事業活動に伴い排出される温室効果ガスについての報告を行います。

事業所での温室効果ガス排出に関するGreen Management 2005の目標と進捗状況

目標内容 基準年度 目標年度 進捗状況

事業所のエネルギー使用量（CO2換算）を売上高原 2000 2005 2002年度の実績は、約197万6千トン。2000年
単位で15%削減※1 度に比べ約4万トンの増加で、売上高原単位では

ほぼ同レベル。

自然エネルギー利用を全事業所エネルギー使用量の 2000 2005 グリーン電力証書等による購入、および事業所で
5%以上導入※2 の自家発電により全事業所使用エネルギーの約

0.15%に相当する約64TJを導入

事業活動に用いる車両等の燃料からのCO2 2000 2005 2002年度の実績は、約3万4千トン（グループ
排出を売上高原単位で15%削減 合計）。日本国内では、2001年度に比べ約1千

トンの削減で、売上高原単位では約16%の削減。

自社物流および委託物流でのCO2排出を 2001 2005 2002年度の製品輸送時に排出されたCO2は、
売上高原単位で15%削減 約153万6千トン。日本国内では、2001年度に

比べ約5千トンの削減で、売上高原単位では、
約16%の削減。

事業所の温室効果ガス（CO2以外）の排出量を 2000 2005 –
CO2換算で30%削減※3

■：HFC類 ■：PFC類 ■：SF6 ■：NF3 ■：その他

2002年度の全世界の事業所におけるエネルギー総使用量は、前年度から4.1%増で、CO2換算で約197万6,000トンでした。

売上高あたりの使用量は、2000年度に比べ約0.2%減となっています。エネルギー使用量の増加の原因として、今年度より集計

対象サイトが増えており、特にブラウン管を製造するアメリカン・ビデオ・グラス・カンパニー（米国）、半導体を製造するソニーセミ

コンダクタ九州の熊本テクノロジーセンターの排出量が大きく影響し、2つの事業所でのCO2排出量は約16万トンでした。

エネルギー使用に伴うCO2以外の温室効果ガスについては、新たに2005年度までに排出量を30%削減するという目

標を設定しました。自然エネルギーもグリーン証書システムなどの活用により積極的に導入しています。

NEW

※1 2003年度からはCO2換算エネルギー使用量を売上高原単位で15%削減という目標に変更します。
※2 供給インフラが整うまでに時間がかかることが見込まれるため、 2003年度から目標期限を2010年に延期します。
※3 2003年度に制定した新規目標です。　※4 エネルギー起源のCO2を除く。

00 01 02 （年度） 

30

40

31

27

20

20

10

■：日本　■：アメリカ　■：欧州　■：アジア　■：中国

　：売上高あたりのエネルギー使用量（2000年度を100とする）

（％）

45

60

39 41 40 38
42

30

15

98 99 00 01 02 05 （年度） 

25

50

75

100

目標

事業所のエネルギー使用量（単位：千TJ） 事業所の温室効果ガス排出量※4（単位：万t-CO2）
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高効率熱源システム高効率冷房システムによる省エネルギーの推進

オフィスでの空調以外にも、製造事業所では品質管理

のために空調が行われます。空調に使うエネルギー量を

減らすためには効率の良いシステムが求められます。ソ

ニーは省エネルギーを追求した「高効率熱源システム」を

高砂熱学工業（株）と共同開発し、ソニーセミコンダクタ

九州（株）熊本テクノロジーセンター(以下、熊本テック)で

稼動させています。

このシステムは、主に統合型冷却塔システム、高効率

冷凍機、冷却水熱交換機、高効率ボイラーなどで構成さ

れています。

統合型冷却塔システムは冷却塔をまとめて冷却水の

量と温度を効率の良い点を狙って自動的に制御していま

す。冬は低い外気温度を利用してさらに冷却する方法に

切り替えるなど、自然のエネルギーを活かした運用を

行っています。

高効率冷凍機も、季節に応じて、細かい制御を自動的

に行うことができるシステムとし効率を高めています。

暖房は、天然ガスを使用した高効率の蒸気ボイラーを

使用しています。

このように、空調にかかわる各部分を統合的に管理す

ることで、効率の良いシステムが可能となりました。熊本

テックでは、従来型の熱源システムと比較して約30%以

上の省エネルギーを実現しました（右図参照）。

これは、CO2換算で1年間に1,290トン-CO2を削減し

たことになります。この熱源システムの有効性や省エネル

ギー効果について、外部の大学などと協力して客観的な

検証を行っています。今後は、ソニーのさまざまな事業

所に展開していく予定です。

ソニー（株）仙台テックにおける重油の使用全廃

ソニー（株）仙台テクノロジーセンター（以下、仙台テッ

ク）では、CO2排出量の少ない天然ガスへの燃料転換を

推進し、2002年度には重油の使用全廃に成功しました。

燃料転換の際には、天然ガスを利用した高効率なエネル

ギー供給システムや有機溶剤脱臭装置を導入していま

す。この装置により、磁気テープなどの製造に使用される

有機溶剤の臭気は99.5%以上脱臭され、エネルギー使

用量も半分以下となりました。これらの取り組みにより、

仙台テックの2002年度CO2排出量は約4.9万トンとな

り、燃料転換に取り組みを始めた1998年度に比べ、約

3割削減することができました。

統合型冷却塔 

冬の外気で冷水製造 

昼はOFF 
夜はON

高効率冷凍機 

氷蓄熱システム 

生産冷却水 
熱交換器 

　ガス焚蒸気ボイラー 

事業所 

氷 

高効率熱源システムの省エネ方策と省エネ率

方策 省エネ率
（従来システム比）

外気冷却の利用

生産冷却水側 -6%
冷水側（冷凍機） -5%

高効率冷凍機 -17%
氷蓄熱システム -1%
蒸気ボイラー -1%

合計 -30%
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半導体製造における温室効果ガス削減の取り組み

ソニーでは、半導体や液晶を製造する際に、クリーニ

ングやエッチングなどの工程でPFC類などの温室効果ガ

スを使用しています。2002年度の温室効果ガス排出量

（エネルギー使用に伴い発生するCO2は除く）は約20万

トンで、その8割が半導体製造工程から排出されていま

す。ソニーでは、製造装置のクリーニング条件の最適化

や除害装置の導入によって、温室効果ガス排出量の削減

に2000年度から本格的に取り組んでいます。生産量や

製造工程などの増加により、1999年度に比べ温室効果

ガス購入量が1.6倍以上に増加しているにもかかわらず、

2002年度には排出量を1998年度より低いレベルにまで

削減することに成功しました。2010年度までに排出量を

1995年度比で10％以上削減するという世界半導体会

議（WSC）で合意された目標の達成に向けて、2003年

度からは最も多く使用しているC2F6をより地球温暖化係

数が低いCOF2に代替するなど、さらなる取り組みを進め

ていく予定です。

自然エネルギーの導入を推進

ソニーグループでは、CO2排出量削減の施策のひとつ

として、使用してもCO2が発生しない自然エネルギーの

導入ー太陽光発電の導入や「グリーン電力証書システ

ム」利用によるグリーン電力化などを行っています。

グリーン電力証書システムとは、風力発電所の発電実

績を証書化して取り引きすることにより、風力発電所から

遠く離れた使用者でも、風力発電を使用したとみなす仕

組みです。

この仕組みを利用し、ソニー・ミュージックエンタテイ

ンメントの関連会社である（株）ホールネットワークは全
ゼップ

国5都市のライブホール「Zepp」の電力を全てグリーン

電力化しました。これにより、「Zepp」で行われるライブ

コンサートやイベントはすべてグリーン電力でまかなわれ

ることになります。

またドイツやオランダでも、第三者の認証を受けたグ

リーン電力を購入しています。

こうしたソニーグループでの自然エネルギー導入実績

を合計すると、年間で約6,900トンのCO2を削減できるこ

とになります。

■：CF4

■：C2F6

■：C3F8

■：C4F8

半導体製造にかかわる温室効果ガス総排出量

（CO2換算、1995年度を100とする）

グリーン電力証書システムについては、日本自然エネルギー（株）のホームページでご紹介しています。

http://www.natural-e.co.jp/energy.html

■：CHF3

■：SF6

■：NF3

目標

年間CO2

導入場所・企業 開始年月 削減貢献量
（t-CO2）

〈グリーン電力証書等〉

ソニー（株） 2001年9月 1,000

ソニータワー 2001年9月 800

ソニー（株）仙台テクノロジーセンター 2003年1月 370

（株）ホールネットワーク（Zepp） 2003年1月 900

（株）エスエムイー・ティーヴィー（Viewsic） 2003年4月 300

ソニー・インターナショナル（ヨーロッパ）

シュツットガルト・テクノロジー・センター 2003年1月 2,000

ソニーロジスティックス（ヨーロッパ） 2003年1月 1,500

〈太陽光発電〉

ソニーケミカル（株）鹿沼事業所 2000年2月 30

合計 6,900
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事業所における資源の循環利用

ソニーでは、事業所においても、資源を有効に利用し、廃棄物の発生を抑制する取り組みを行っています。

またリサイクルの推進によって、埋め立て処理を最小化する廃棄物ゼロエミッション活動を進めています。

事業所の廃棄物総発生量（単位：千t）

目標

事業所の水の使用量（単位：百万m3）

目標

2002年度の全世界の事業所における廃棄物総発生量は約22万4千トンで、売上高あたりの発生量では2000年度に

比べ22％削減となっています。半導体工場での削減や、アジアでの工場の統廃合などが主な要因です。廃棄物の減量・

リサイクル率は83.4％で、最終廃棄量は約3万7千トンでした。廃棄物の減量・リサイクル率95％以上を達成した製造事

業所は39事業所でした。

2002年度の水使用量は約2,639万立方メートルで、2000年度に比べ約230万立方メートル削減しています。今年度

より集計対象サイトが増えていますが、半導体工場やブラウン管工場での削減量が多かったため、全事業所合計も削減と

なっています。

事業所での資源の循環使用に関するGreen Management 2005の目標と進捗状況

目標内容 基準年度 目標年度 進捗状況

事業所の廃棄物総発生量（重量）を 2000 2005 2002年度の実績は、約22万4千トン。
売上高原単位で30%削減 2000年度に比べ約5万8,000トンの削減で、

売上高原単位では22%の削減。

事業所の廃棄物リユース・リサイクルを95%以上に 2000 2005 全事業所の廃棄物リユース・リサイクル率は

83%。95%以上を達成した事業所は、
87製造事業所中、39事業所。

水の購入量および汲み上げ量を売上高原単位で20%削減 2000 2005 2002年度の実績は、約2,639万m3。

2000年度に比べ約230万m3の削減で、

売上高原単位では10%の削減。

（％） （％）

■：廃棄量 ■：リサイクル量

　：売上高あたりの廃棄物発生量（2000年度を100とする）

■：日本　■：アメリカ　■：欧州　■：アジア　■：中国

　：売上高あたりの水使用量（2000年度を100とする）
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ブラウン管製造時の廃棄物を大幅に削減

米国のソニー関連会社、アメリカン・ビデオ・グラス・

カンパニーでは、ブラウン管ガラス製造時に発生する鉛

の使用量・廃棄量を、リサイクルや代替物質の開発に

よって、大幅に削減しました。

同社では、1999年から2000年にかけて、ブラウン管

ガラス製造量が約2割増加したにもかかわらず、ガラス

に含まれる鉛を約1,800トン減少しました。また、残滓と

して発生する鉛の廃棄量も95％以上減少しました。

これらの取り組みによって、原材料購入と廃棄物処理

にかかる費用を50万ドル以上削減できました。

この活動によって、同社は2002年10月に米国環境保護

庁から表彰されました。

リサイクルによる廃プラスチックの有効利用

ソニー栃木（株）では、ディスク基板を製造する際に

発生する廃ポリカーボネート樹脂をペレット（プラスチッ

クの粒）化し、ミニディスクのシェルへと再生利用していま

す。衝撃に対する強度など樹脂物性の適切な管理や成

形に使用する金型の改善により、一般的には20％程度

である回収樹脂の混合率を90％にまで高めることに成

功しました。2002年度には、工程内で発生する廃ポリ

カーボネート樹脂の約95％をリサイクルしました。

工程内から発生する

廃ポリカーボネート樹脂

再生シェル用

ポリカーボネート樹脂

再生した樹脂で作った

ミニディスク

かんよう

ソニーセミコンダクタ九州（株）の地下水涵養

ソニーセミコンダクタ九州（株）熊本テクノロジーセンター（以下、熊本

テック）では、地元の方や環境NGO、農協などと協力し、2003年度から水

田を利用した地下水の涵養に取り組みます。

熊本テック付近の水田は「ざる田」と呼ばれるほど水が地下に浸透しや

すい特徴があります。同テックでは、製造用、飲料用などで年間約70万トン

の地下水、工業用水、上水を使用しています。これらと相当量の水を還元す

るため、水田に近くの白川の水を引き込み、地下へ水を戻します。

今回の涵養は秋の作物を植え付ける前の夏場の約1ヵ月間と、稲作用田の

稲作後の約1ヵ月間の2つの期間を活用して水を引き込むことで実行します。

また、稲作後に涵養した水田で収穫された米を買い取り、熊本テックの社

員食堂で社員に提供する予定です。

川から水を 
　汲み上げ 

森林 

水田 

排水 

ソニー 

地下水

地下水 
汲み上げ 

1,500

2,000

1,000

1,204

932

753

574
672
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100
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鉛のリサイクル（単位：千ポンド）

■：処理された鉛を含む廃棄物

■：リサイクルされた鉛を含む廃棄物

　：鉛のリサイクル率

（％）
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事業所における化学物質の管理

ソニーは、化学物質の長期的な環境影響を考慮し、環境ホルモンなどを含めて環境や人体に影響のある物質

には、代替物質を絶えず探求し、確実かつ継続的に有害な化学物質の使用量および排出量の削減に努めて

います。2002年度は、製品と同様、事業所で使用される化学物質管理についても見直しを行いました。

事業所で使用する化学物質管理に関するGreen Management 2005の目標と進捗状況

目標内容 基準年度 目標年度 進捗状況

クラス2物質の全廃 ー 2005※1 2002年度の総使用量は203トン。
内175トンは鉛はんだ。

クラス3物質の排出・移動量を売上高原単位90%削減※2 2000 2010 2002年度の取扱量は約2万2千トン、
排出・移動量は約1,900トンで、売上高原単位では
2000年度比25%削減となっている。

事業所における化学物質管理の考え方

ソニーでは、事業所で使用する化学物質について、法

律の対象となる化学物質、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原則的に対象として、グループ共

通での管理を行っています。環境管理物質として、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、排

出・移動量の削減を推進しています。この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。

クラス1物質として指定されている物質で、代替物質

がないために2002年度に使用されたのは、半導体製造

過程における1,1,1-トリクロロエタン14kgと電池材料の

添加物として使用される水銀354kgです。水銀の使用量

は、電池生産量増加に伴い、前年度に比べ約35%増加

しました。また2002年度のクラス4物質使用量が4万4

千トンと、2001年度から増加しています。これは、化学

物質管理システムの導入により集計対象物質が増えたこ

とに加え、各事業所での集計精度が向上したためです。

2003年度より、クラス1から4以外に、国や地域ごとに

管理の対象となる物質や規制内容が異なるため、事業所

が個別に管理を行う物質をクラス5と位置づけます。

2002年度のクラス4物質の大部分は、前述のクラス分類

に従えばクラス5物質に分類されるものです。

※1 鉛はんだ全廃の目標期限は2005年3月です。
※2 2003年度よりクラス3物質の排出・移動の目標は「2000年度比で2005年度末までに売上高原単位50%削減」と改定します。
※3 2003年度からの分類です。対象物質リストは73ページをご覧ください。

（年度） 
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■：リサイクル量　■：除去処理量　■：消費量　■：排出・移動量

事業活動で使用される環境管理物質のクラス分類※3

クラス 対応

1 （使用禁止） 即時使用禁止

2 （全廃） 2006年3月末までに全廃
3 （削減） 使用量および排出・移動量を削減

4 （一般管理） 使用量および排出・移動量を管理

5 （個別管理） 上記以外で、地域等の規制により、

または自主的に使用量および排出・

移動量を管理

化学物質（クラス 1～3）

の取扱量の推移（単位：千t）
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化学物質の使用・排出量削減のための取り組み

ブラウン管内部

の真空度確保およ

び電子銃への電流

供給のために使用

する「ステム」と呼

ばれる部品があり

ます。ソニー福島（株）では、このステムの設計の見直し

や、リードの酸化防止などの工夫により、電子銃とステム

の溶接強度維持のために欠かせなかった酸洗浄（ステム

エッチング）のプロセスを全廃することができました。そ

の結果、年間でフッ化水素酸0.6トン、硝酸7.8トン、塩酸

13トン、酢酸19トンの使用を削減できました。

また、液晶ディスプレイ（LCD）を製造するエスティ・

エルシーディー（株）※1では、製造工程から生じる濃厚廃

液を産業廃棄物として処理委託し、希薄排水を社内処理

していました。しかし、廃液の成分を分析し、排水配管を

見直すことで、濃厚排液と希薄排水の排出バランスを変

更し、外部への委託処理分を約10％削減しました。

フッ素漏洩への継続的対応

2001年6月に、ソニーイーエムシーエス（株）稲沢テッ

クにおいて、フッ素の漏洩が確認されました。排水系統に

漏洩検出センサーつき二重配管を設置するなどの再発防

止策を講じるとともに、地下水の浄化を継続しています。

2002年度末時点では、汚染濃度は概ね半減し、当初最

大値を示した観測地点でも58mg／rから5.3mg／rま

で低下するなど、確実に浄化が進んでいます。

また、稲沢テックにおけるフッ酸の使用を見直しまし

た。工程不良になったパネルを洗浄するために使用して

いたフッ酸をアルカリ剤（苛性ソーダ）に代替すること

で、使用量を65%削減することができました。2005年

度末までに、環境基準値を満たすことをめざして、浄化を

続けていきます。

事業所における環境リスクマネジメントの徹底

全世界の事業所で共通した事故防止対策を行うこと

を主眼とし、従来のガイドラインを改定した「サイト環境

リスクマネジメント規則」を制定しました。この規則で

は、事業所での化学物質の管理や、緊急時の対応につ

いて見直しを行いました。誤解を避け、わかりやすい表

現にするために、具体的な図示なども取り入れていま

す。今後は、特に下記の項目に重点を置いた環境リスク

マネジメントを実施していきます。規則に定められた項

目がきちんと実施されているかどうかは、環境リスク監

査で確認されます。

主な改善ポイント
1.タンク・配管の地中直埋設禁止と既存分に対する二重
漏洩防護の徹底

2.ローディング・アンローディングエリア※2の漏洩防護の

徹底

3.雨水排水系への遮断弁設置と手順確立
4.緊急時対応、コミュニケーション手順の確立

※1 （株）豊田自動織機とソニー（株）の合弁会社。
※2 バキュームなどを使用して化学物質を取り扱う場所。

二重漏洩防護対策を行った

タンク上海索広映像有限公司

（中国）

重油タンクの漏液防護

としてトレーラーヤードに

設置した排水ピット

ソニー・ディスプレイ・デバイス

（シンガポール）

地上タンク 地上直埋設タンク 

6面点検が可能な 
タンク 

電子銃用ステム

ステム継線溶接部

電子銃

「サイト環境リスクマネジメント規則」の中の図示の例
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持続可能な社会の実現に向けた環境効率向上へのシナリオ

2010年度に環境効率を2000年度比で2倍にするという中長期目標を実現するには、本質的かつ総合的な

取り組みが必要とされています。環境ビジョンでは、「技術」「ビジネスモデル」「教育」の3つを原動力とし、

環境効率の向上と持続可能な社会の実現をめざして継続的に取り組んでいきます。

環境効率向上への3ステップ

ソニーでは環境効率を環境経営を表す中心的な指標

として掲げています。これを向上させるためには、3つの

原動力をベースにした、次の3つのステップの取り組みが

必要であると考えています。

ステップ1：製品・プロセスの改善

この段階では既存の製品やプロセスの環境負荷の継

続的改善を図る活動が主となります。

製品においては、動作時電力や待機時電力の省エネル

ギー設計、小型軽量化（省資源化）、リサイクル材の利用な

どへの取り組みが代表的な事例です。ソニーでは、特に

消費電力の大きいテレビの省エネルギー化や、無駄になっ

てしまう待機時消費電力の節減に取り組んできました。

事業所における、高効率設備の導入による省エネル

ギー、廃棄物の再利用などのゼロエミッション活動など

も、この段階の取り組みと位置づけられます。

ステップ2：製品・プロセスの革新

この段階は、革新的な技術を導入することにより、製

品やプロセスのあり方を変え、環境負荷を低減させる段

階です。

製品の分野では、デジタル技術や新たなデバイス技術

の導入により大きな変革が起こりつつあります。たとえ

ば、テレビやディスプレイ、オーディオのアンプはソニー

の環境負荷の多くを占めていますが、新たに導入された

デジタルアンプや液晶ディスプレイは、これまでのアナロ

グアンプやブラウン管に比較して大きな省エネルギー性

能と省資源化を実現できます。

また、半導体技術は、製品の高機能化や省資源化に大

きな貢献をしており、将来的にも製品における半導体の重

要性は高まっていくと考えられます。一方、半導体の製造

段階は、クリーンルームの維持などにかかわる電力消費や

洗浄プロセスにおける多量の水や化学物質の使用など、

製造プロセスの環境負荷が大きいことがわかっています。

1．製品・プロセスの改善事例
既存の製品やプロセスの
環境負荷の継続的改善
• テレビに使用される偏向ヨークという部品

の形状を丸型から角型にすることで、偏向

回路の消費電力を改善
• 超高効率のヒートポンプを採用することよ

り、CO2排出量を削減

角型偏向ヨーク

2．製品・プロセスの革新事例
革新的な技術導入により、
製品やプロセスの根本的変革
• アナログのアンプをデジタル化することによ

り、動作時消費電力の効率改善
• 植物を原料とするプラスチックの導入 （p.55）
• 半導体工場へのミニライン導入による

省エネルギー化

S-Master方式
フルデジタルアンプ

3．ライフスタイルの変革
ビジネスモデルや仕組み、
意識の変革
• 製品リサイクルの推進（p.56～59）
• 自然エネルギーの導入（p.62）
• 水の涵養（p.64）
• 電子ブック、e-ラーニング、音楽配信
• レンタル社会など
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しかし、この分野でも、局所クリーン化技術、プロセスフ

ローの変革や新規省資源型洗浄装置などの革新的技術

の導入により、大幅な環境負荷の低減が可能になること

が期待されます。ソニーでも環境負荷を大幅に減らした

半導体工場がすでに稼動し始めています。

ステップ3：ライフスタイル・ビジネススタイルの変革

ソニーは、持続可能な社会を実現するためには、製品や

プロセスを改善・変革していくだけでは必ずしも十分では

なく、製品やサービスを利用するライフスタイルそのものも

変化する必要があると考えます。そのためにも、環境に適

合したビジネスモデルや仕組みの提供が今後重要になっ

てきます。

まず、環境効率の向上にも直接寄与する製品の再資源

化は、循環型社会の実現への第一歩と言える活動です。

今後、製品のリースやレンタルが広がる可能性もありま

す。また、自然エネルギーの利用（P.62）や水涵養（P.64）

も新しいビジネススタイルの実例といえます。

また、来るべきネットワーク社会では、製品や製造プロ

セス単体ではなく、音楽、映画などのインターネットによ

る配信やe-ラーニングのような新しいライフスタイルがよ

り一般的になると考えられ、物質に依存しない点で環境

負荷の低減に寄与できる可能性があります。もちろん、

ネットワークへの常時接続が一般的になることでエネル

ギー消費の増大が懸念されるという面もありますが、配

信速度などの効率化に伴い、省資源や物流削減などの効

果が期待されます。

ライフスタイルの変革には、社会全体での環境問題へ

の理解や取り組みが重要となります。それらを促すコンテ

ンツの供給でも、ソニーはグループ内のメディア産業を

利用して貢献できると考えています。たとえば、（株）ソ

ニー・マガジンズが2003年4月に創刊した季刊誌「リン

カラン」は、親しみやすい切り口から、環境を意識した生

活を読者の皆様に紹介し始めています。

ソニーは、これら3つのステップの取り組みが有効に連

携することにより、環境効率の向上と、最終的に持続可

能な社会の実現への貢献ができると考えています。

環境研究所の設立

ソニーは、上記のシナリオを実現するための新たな経

営ビジョンを策定するため、2003年3月に「環境研究

所」を設けました。環境研究所では、その活動の一環とし

て環境負荷を低減できるような、革新的な環境技術開発

や新しいライフスタイルの提案を推進していきます。

ソニーでは、これまでも技術開発を支援するために、

1993年1月に設けた「環境ファンド制度」により、重要な

環境技術テーマに関して、中長期的な研究開発を促進し

ています。植物原料プラスチックの製品などへの応用技

術は、この制度の支援によって実現した研究成果のひと

つです。今後は、このファンド運用を環境研究所で引き

続き実施し、環境技術の本質的なブレークスルーを実現

させたいと考えています。
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事業所環境データ

ソニーでは独自のシステムを利用して、全世界の事業所の環境データを集計しています。ここでは、データ

集計の対象範囲や集計方法について解説します。

データ集計の対象範囲と期間および精度

集計期間： 2002年4月～2003年3月

• 一部の事業所のデータについては見込み値を含んでいます。

• CO2以外の温室効果ガスの一部のデータは2002年1月～2002

年12月の値です。

• アメリカ、ヨーロッパ地区の使用済み製品の回収・リサイクルの

データは2002年1月～2002年12月の値です。

集計範囲： 2002年3月31日時点でISO14001の

認証サイト（製造・非製造事業所含む）

• 原則的には、連結ベースのソニーグループ事業所を対象とします

が、一部資本出資率50%の合併会社を含めています。※1

• ただし、認証取得済みサイトでも海外の一部サイトで集計してい

ないサイトがあります。また、認証未取得サイトでも、自主的に環

境情報を集計しているサイトも含めています。

• 認証取得済み事業所の売上高および営業収入は、ソニーグループ

の連結売上高および営業収入に対して約75%となります。

集計精度： 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。

ISO 14001の認証取得サイトについて
• ISO 14001の認証取得対象事業所は、原則、設立後2年以上を

経過している事業所です。ただし、下記に定義する一定規模以

下の事業所は除きます。

• 一定規模以下の基準：

50人未満のハードウエアの研究・開発・設計、物流、倉庫、製造

事業所。

100人未満のハードウエアの販売、ソフトウエアの開発・製作・販

売、通信販売、保険、ファイナンス、各社の本社機能。

ISO 14001認証取得事業所一覧は、ホームページに掲

載しています。

※1 アメリカン・ビデオ・グラス・カンパニー（米国）、エスティー・エルシーディ（株）（日本）を含みます。
※2 NOx：窒素酸化物　※3 SOx：硫黄酸化物　※4 BOD：生物化学的酸素要求量　※5 COD：化学的酸素要求量

ecosで集計する環境データ
月次： エネルギー/水/廃棄物/化学物質/環境コスト
年次： NOx※2/SOx※3、BOD※4/COD※5

データ集計システムによる全世界集計

ソニーでは、事業所の環境データを効率よく集計する

ために、イントラネットを利用したデータ集計システム
イーコス

「ecos」を運用しています。

「ecos」は、事業所における環境データを自動集計する

システムです。入力時にはシステム上でもチェックを行う

など、入力ミスを減らす工夫をしています。2002年度に

は、ソニーの全世界の事業所で運用が可能となりました。

日本 アジア 米州 欧州 中国

各事業所の責任者による承認

担当者による入力

各事業所

地域担当

○○○・・・

本社

○○○・・・○○○・・・○○○・・・○○○・・・

http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html
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環境データ集計の方法および考え方

事業所からのCO2排出量

〈エネルギーの使用に伴うCO2排出量〉

各事業所での電気および燃料（ガスや石油など）の使用

量にCO2換算係数を乗じて算出しています。

※CO2換算係数について

日本：平成14年度　温室効果ガス排出量算定方法検討会

資料の係数

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/

santeiho/h1408/index.html

海外：GHGプロトコルにより提供される係数

http://www.ghgprotocol.org/

一部の国の電気の換算係数は日本電機工業会の調査

に基づく係数を使用しています。電気の換算係数は原則

として受電端係数を使用していますが、一部の国の換算

には送電端係数を使用しています。

※再生可能エネルギーによる発電量およびその購入量は係数をゼロ

としています。

※グリーン電力証書によるCO2排出削減貢献量を合計量から引いて

います。

〈自ら所有する車両の走行に伴うCO2排出量〉

各事業所での車両燃料の使用量にCO2換算係数を乗

じて算出しています。換算係数は、日本については「平成

14年度　温室効果ガス排出量算定方法検討会」資料の係

数を、海外についてはGHGプロトコルにより提供される

係数を使用しています。

〈CO2以外の温室効果ガス排出量〉

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3次評価報告書による地球温暖化係数を使

用しています。

物流に伴うCO2排出量

ソニーサプライチェーンソリューション（株）が取り扱っ

た製品の出荷に伴う物流について、輸送重量と輸送距離

を乗じた数字に、CO2換算係数を乗じて算出しています。

換算係数は、平成14年4月26日開催の中央環境審議会

地球環境部会の資料中「貨物輸送機関の二酸化炭素排

出原単位」を使用しています。

製品使用に伴うCO2排出量

製品使用に伴うCO2排出量は、2002年度に生産した

製品の生涯のエネルギー使用量にCO2換算係数を乗じて

算出しています。2002年度に実際に排出されたCO2量で

はありません。製品のエネルギー使用量は以下の式で算

出しています。

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基づき算出しています。

※CO2換算係数について

事業所からのCO2排出と同じ換算係数を使用しています。

ただし、日本以外の国については、製品の仕向地ごとに、次の

係数を使用しています。

北米：アメリカ 欧州：ドイツ

その他の地域：シンガポール

資源投入量

資源投入量は、資源排出側から以下の通り算出してい

ます。

（1）製品重量
ソニーブランドで販売される製品本体、アクセサリー、包装材の

総重量

温室効果ガス排出について

資源について

生産台数×（動作時消費電力×年間動作時間+待機時

消費電力×年間待機時間）×使用年数×CO2換算係数

資源投入量＝（1）製品重量＋（2）事業所廃棄物総発生量

－（（3）再生材使用量＋（4）自然循環可能材使用量）
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（2）事業所廃棄物総発生量
事業所で発生する廃棄物の総重量

（3）再生材使用量
製品本体、アクセサリー、包装材に使用された再生材の総重量

（4）自然循環可能材使用量
製品本体、アクセサリー、包装材に使用された植物原料プラス

チックの総重量

資源排出量

資源排出量は以下の通り算出しています。

（1）事業所からの最終廃棄量
事業所で発生する廃棄物の総量からリサイクル・減量される

量を引いた重量

（2）製品重量
ソニーブランドで販売される製品本体、アクセサリー、包装材の

総重量

（3）製品回収量
日本、アメリカ、欧州の家電、パソコン、電池などのリサイクル

総重量。一部リサイクル費用などからの算出を含む

（4）包装材回収量
製品出荷に伴う包装材のうち、ダンボールの重量と容器包装リサ

イクル（日本）におけるソニーの回収・リサイクル義務量の合計

水使用量

　各事業所での水の購入量および地下水汲み上げ量

事業所での化学物質の使用量

使用量は、取扱量からリサイクル量を引いた値です。

また、PRTR対象以外の金属、希ガス、空気中の成分、一

部の化学物質名が特定できない商品などについては、計

上していません。

環境保全コストの算出方法

• 2002年度に環境保全活動に投下した投資額と費用額を

集計しています。

• 費用額には人件費、減価償却費、リース費およびその

他経費などを含みます。

環境保全効果の算出方法

環境保全効果は、2001年度と2002年度の環境負荷を

比較することで算出しています。ただし、2001年度の環境

負荷は、2002年度との比較性を向上させるため、環境効

率の考え方に基づき、売上高を用いて以下の式にて操業

度による調整を行っています。

 2001年度売上高：7,578,258百万円

 2002年度売上高：7,473,633百万円

環境保全効果の対象項目について

ソニーでは、環境保全効果の主な項目として、温室効果

ガス、資源、水、化学物質を掲げています。金銭換算に用

いた係数は次の通りです。

環境保全効果の金銭換算について

温室効果ガス：700円／トン-CO2

欧州のCO2排出権市場で用いられている値

資源： 116,000円／トン

廃棄物処理・リサイクル費用からの算定

水： 503円／m3

上下水道費用の平均値から算定

化学物質： 1,300,000円／トン

過去のソニーの環境事故をもとに算定

2001年度報告内容との主な相違点

• 温室効果ガスの換算係数が、排出権市場の価格下落

により、3,100円／トン-CO2から700円／トン-CO2に

変更しました。

• 環境リスクは経年での定量数値の把握が現状では困

難なため、効果項目から除外しました。

• 化学物質については、全廃・削減の対象であるクラス

2～3物質を含めていますが、管理の対象であるクラス

4物質は除外しました。

化学物質について

環境会計について

（                         ）
資源投入量=（1）事業所からの最終廃棄量＋

（2）製品重量－（3）製品回収量－（4）包装材回収量

2001年度（操業度調整値）

= 2001年度環境負荷（実績）x

2002年度売上高／2001年度売上高



Sony Corporation  CSR Report 200372

ホームページに掲載する環境データ 一覧表

次のデータについては、ホームページで開示しています。

• 地域別事業所環境データ（日本のエネルギー使用量については1990年度より）

• 製品の環境データ（P.47のグラフのデータ）

• ISO14001認証取得事業所一覧

• 労働安全衛生マネジメントシステム認証取得事業所一覧

• 日本のPRTRデータ

• 日本のNOx、SOx、BOD、CODの排出状況

• 日本のPCB含有電気機器保管状況

• 環境活動の沿革

• 環境に関する外部表彰一覧

事業所における温室効果ガス排出量（単位：t-CO2）

HFC類 PFC類 SF6 NF3 その他 エネルギー起源のCO2 合計

2000年度 7,823 242,580 51,947 2,780 235 1,937,564 2,242,929

2001年度 6,553 206,780 43,118 8,669 401 1,897,356 2,162,877

2002年度 6,754 150,996 39,351 5,988 932 1,975,715 2,179,736

※一部のデータは暦年の実績を含みます。
※NF3はPFC類に比べ除害の容易な代替ガスの一つですが、使用量が多いために自主的に開示しています。

ソニー環境データ一覧〈事業所〉

単位 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度※1 2002年度

エネルギー※2 電気使用量 TJ 28,458 30,610 30,046 29,303 31,385

ガス使用量 TJ 7,172 7,376 6,287 5,531 7,586

石油使用量 TJ 3,094 3,285 3,301 3,368 2,522

車両燃料 650

計 TJ 38,724 41,271 39,634 38,202 42,143

水 水使用量 m3 26,907,650 29,420,871 28,624,900 26,364,288 26,389,755

廃棄物 廃棄物発生量 t 256,450 293,652 281,450 257,769 223,726

リサイクル・減量 t 180,878 215,150 226,046 212,630 186,528

最終廃棄量 t 75,572 78,502 55,404 45,141 37,198

化学物質※3 クラス2物質使用量 t 42 51 703 468 203

クラス3物質使用量 t 10,799 11,222 17,042 19,221 16,292

クラス4物質使用量 t 23,162 28,824 27,490 26,627 43,408

計 34,003 40,096 45,235 46,306 59,903

※1 「ソニー社会・環境報告書2002」で報告した見込み値を修正しています。
※2 電気・ガス・石油使用量は「原油換算」です。　※3 化学物質の使用量は取扱量から、リサイクル量を引いた値です。

1テラジュール（TJ）=1兆ジュール

事業所・環境データ

http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html
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事業所の環境管理物質リスト

クラス 1 2 3 4
（使用禁止） （2006年3月までに全廃） （削減） （一般管理）

温室効果ガス PFC類

HFC類
SF6

N2O

CO2（エネルギー由来以外）

オゾン層破壊物質 CFC（非冷媒） ハロン CFC（1981年度以降の
HCFC（非冷媒） CFC（1980年度以前導入 冷凍機用冷媒）

臭化メチル の冷凍機冷媒） HCFC（冷媒）

HCF（冷媒）
2010年度末までに導入
する新規冷凍機に認める

塩素系溶剤 1,1,1-トリクロロエタン メタノール アセトン

VOC 1,1,2-トリクロロエタン IPA シクロヘキサノン

1,2-ジクロロエタン MEK
1,1-ジクロロエチレン ｎ-ヘキサン
1,2-ジクロロエチレン トルエン

ジクロロメタン（塩化メチレン） キシレン

クロロホルム 酢酸エチル

トリクロロエチレン 酢酸ブチル

テトラクロロエチレン

四塩化炭素

重金属化合物 カドミウム／化合物 鉛はんだ 六価クロム化合物 無鉛はんだ

水銀／化合物 （2005年3月末までに 鉛／化合物 六価クロム化合物

全廃） （鉛はんだ以外） 冷凍機の防錆材、

アンチモン／化合物 2010年度末までに全廃
砒素／化合物

ニッケル化合物

亜鉛化合物

マンガン／化合物

コバルト／化合物

発ガン性物質 石綿（アスベスト）

塩化ビニルモノマー

PCB

ベンゼン

環境ホルモン ノニルフェノール メチルセロソルブ／

生殖毒性物質 オクチルフェノール アセテート

エチルセロソルブ／

アセテート

ダイオキシン

フラン

毒物 塩素 アンモニア

劇物 ホルムアルデビド 酸およびアルカリ

フッ化水素酸

農薬 アルドリン ポリ塩化ナフタレン 廃水処理薬剤

殺虫剤 ディルドリン （塩素数が3以上のものに限る）

その他 エンドリン ヘキサクロロベンゼン

クロルデン ビス（トリブチルスズ）＝オキシド

ヘプタクロル 特定のパラ-フェニレンジアミン
トキサフェン

マイレックス

DDT

「／」 は、「およびその」を表す。

（ ）

（ ）
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CSRレポート　用語集

アドバイザリーボード
ソニーグループの最高執行役員との定期的な議論
を通じて、企業経営に関する知見を交わし助言を
行う会議。

イントラネット
企業内のみで利用できるインターネット。

売上高原単位
環境負荷の発生量を、該当する年度の売上高で
割ったもの。

エルゴノミクス
人間工学。不自然な作業環境など、人体への影響
を考えること。

温室効果ガス
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。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（PCF）類、六フッ化硫黄
（SF6）の6つのガスがある。

家電リサイクル法
2001年4月に日本で施行された循環型社会形成推
進のための基本法のひとつ。

環境会計
環境保全コストと環境負荷（ソニーの事業活動およ
び製品使用時に発生する負荷）の削減量について
の収支分析。

環境効率
「売上高／環境負荷」で表される指標。38ページ参照。

グリーン電力証書システム
風力発電所の発電実績を証書化して取り引きをす
ることにより、発電所から遠く離れた施設でも風力
発電を使用したとみなす仕組み。

グリーンパートナー
ソニーの環境管理基準を満たすサプライヤー。51ペー
ジ参照。

グローバルコンパクト
国連によって発足した、グローバリゼーションに起
因するさまざまな課題に対処するための世界的な
フォーラム。

コーポレートガバナンス
企業の内部統治。

コンファレンス
比較的多人数を集め、意見交換などを行う会議。

コンプライアンス
法・規制の遵守。ソニーにおいては、これに加えて
独自に定めた規則を遵守することも含まれる。

再生材
回収された使用済み製品から再使用を目的に再生
された材料。

サイト
＝事業所。

雑誌古紙
雑誌などの印刷物から作られた古紙。

サプライヤー
ソニーに部品や製品などを納入する取引先。
（→「ビジネスパートナー」）

事業所
製造事業所（工場など）と非製造事業所（事務所な
ど）の両方を指す。

自然エネルギー
太陽光や風力など、自然の力を活用するエネルギー。

ステークホルダー
お客様、株主の皆様、ビジネスパートナー、地域コミュ
ニティ、社員など、ソニーに関係する全ての人々。

待機時消費電力
電源OFFの製品がリモコンなどの電源ON信号待ち
の状態で消費する電力。

ニッケル水素充電池
充電式電池の一種。ニカド電池に比べ、小型・大容量。

廃棄物ゼロエミッション
2003年度よりソニーにおいては、発生した廃棄物の
99%以上を減量、またはリユース、リサイクルして
廃棄物の埋め立てをゼロに近づけること、と定義。

パネルガラス
テレビのブラウン管の映像が映る面で、鉛を含まな
い。（→「ファンネルガラス」）

パルプモールド緩衝材
新聞再生紙などから作られる包装用の緩衝材。

ハロゲン系難燃剤
プラスチックを燃えにくくするために添加される、塩
素・臭素を含む添加剤。

ビジネスパートナー
部品や製品をソニーに納入する取引先のほか、ソ
ニー製品・サービスの販売に携わる企業や、提携
先などにあたる企業。（→「サプライヤー」）

非接触ICカード
従来の磁気カードのように、カードスロットに通さ
なくてもデータの読みとり・書き換えを可能にした
ICカード。

ファンネルガラス
テレビのブラウン管の背面部分で鉛を含む。（→「パ
ネルガラス」）

プリント配線板
電気回路の配線をプリントし、その上に部品を接合
した板。

無鉛はんだ
鉛を含まないはんだ。鉛を含んだはんだは、不適切
な処分による環境面での影響が懸念される。

ライフサイクルアセスメント（LCA）
製品もしくはサービスの原料採掘から廃棄・リサイ
クルまでに生じる環境負荷を、項目ごとに積み上げ
て定量的・客観的に評価する評価手法。

リスクマネジメント
起こり得る事故や危険性について、あらかじめ分析
をして対策を行うこと。

リモネン
オレンジなどの柑橘類から採れる植物油。通常、食
品や化粧品などの香料として使用される。

リモネン再生材
リモネンを使ったOrange R-netシステムによって
リサイクルされた発泡スチロール。

リユース
使用済みの製品をそのまま、または部品をそのまま
再使用すること。

六角カートン
大型テレビの梱包用外箱を、製品の背面の形状に
合わせて設計し、強度を保ちながら包装材使用量
を削減したもの。

AC駆動機器
電源をコンセントから直接取る機器。

ATRAC3
音声圧縮技術のひとつ。高音質のまま、CDの約1/
10にデータを圧縮可能。

ATRAC3plus
ATRAC3をベースに、CDの約1/20という高い圧縮
率を可能とした技術。

BOD
生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen
Demand）。水中の有機物が微生物の働きによっ
て分解されるときに消費される酸素の量。

C2F6

ヘキサフルオロエタン。

C3F8

オクタフルオロプロパン。

C4F8

オクタフルオロシクロブタン。

CF4

テトラフルオロメタン。

CHF3

トリフルオロメタン。

CO2

二酸化炭素。

COD
化学的酸素要求量（C h e m i c a l  O x y g e n
Demand）。水中に含まれる有機物と被酸化性の無
機物が酸化剤によって酸化される時、消費する酸化
剤の量をそれに相当する酸素の量で表したもの。

COF2

カルボニルフルオライド。

CP
塩素化パラフィン。

CSR
企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility)。
ソニーのCSR方針は表紙裏面を参照。

e-ラーニング
インターネット（イントラネット）を使った学習・教
育、トレーニングのこと。

GHG
温室効果ガス（Greenhouse Gases）。

HFC
ハイドロフルオロカーボン。

ISO14001
環境マネジメントシステムの国際標準規格。PDCA
サイクルがシステムの構造となっている。

NF3

三フッ化窒素。

NOx
窒素酸化物の総称。

OHSMS
PDCAサイクルを用いて安全衛生を管理する仕組み。

PBB
ポリブロモビフェニル。

PBDE
ポリブロモジフェニルエーテル。

PCB
ポリ塩化ビフェニル。

PCN
ポリ塩化ナフタレン。

PVC
ポリ塩化ビニル。汎用プラスチックの一種。難燃性
や絶縁性に優れるが、不適切な処分による生成物
やポリ塩化ビニル樹脂の可塑剤に環境面での影響
が懸念される。

PDCA
方針・計画の策定（P l a n）、実行（D o）、点検
（Check）、経営層による見直し（Act）というサイク
ルの繰り返し。

PFC
パーフルオロカーボン。

PRTR
環境汚染物質排出・移動登録（Pollutant Release
and Transfer Register）の略。環境汚染のおそれ
のある化学物質の環境中への排出量、または廃棄
物としての移動量を登録し公表する仕組み。

SF6

六フッ化硫黄。

SOx
硫黄酸化物の総称。

VOC
従来の印刷用インキの溶剤などに用いられる化学物
質で、大気汚染や酸性雨の原因につながる。

WEEE
欧州の廃電気・電子機（Waste Electrical and
Electronic Equipment）リサイクル指令。57ペー
ジ参照。
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第三者検証報告書

ソニーでは、2001年度から、報告内容の信頼性を高めるために、また環境マネジメントを継続的に改善する

ために、プライス・ウォータハウスクーパース（PwC）による第三者検証を受けています。

昨年度の検証結果を受けて

2002年7月に発行された「社会・環境報告書2002」

の第三者検証報告書において、PwCより記載された環境

情報の特定収集・報告についてのプロセスは適切であ

り、かつ信頼性があるものの、一部サイトで「環境汚染物

質あるいは環境会計に関するプロセスについては改善の

余地がある」との指摘を受けました。

ソニーでは、検証結果をサイトの責任者に伝え、対応

策を検討・実施しました。また、環境負荷情報を正確に

集計するために、環境データ集計システム「ecos」の導

入に合わせて、製造事業所の実務担当者などを対象に世

界各地で説明会を開催しました。

しかし、環境会計については国際的に統一した基準が

確立されていない、また化学物質管理についてはPRTR

法などが未整備の地域では十分な情報が得られないとい

うような状況の中で取り組みを行っているということもあ

り、課題は数多く、今後とも引き続き改善に努めます。

ソニーにおける第三者検証の流れ

2002年度の検証の目的と範囲について

ソニーでは、2001年度に続き、報告内容に対する信

頼性の担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、第三者検証を依頼しました。社会的関心の

高まりを受け、環境データ情報の精度向上が求められて

います。そこで2002年度は、環境データが収集・報告さ

れるプロセスの信頼性、および温室効果ガス排出量の正

確性・網羅性を重点項目としました。

検証方針・計画の 
作成 
 
 
 

●   昨年度の改善計画書と 

  改善効果をPwCに提出 
●   検証目的・範囲の確定 
●   検証サイトの選定 
●  スケジュール策定 

 

●   環境マネジメントの 
  概要とデータの収集・ 
  報告プロセスの確認 
●   工場内の視察 
●   本社に報告している 
  環境負荷データの確認 
●   担当者へのヒアリング 
●   PwCから各検証サイトへの 
  改善提案書を本社が受領 

●   環境マネジメントの 
  概要とデータの収集・ 
  報告プロセスの確認 
●   サイトから本社に報告された 
  環境負荷データの分析 
●   報告書原稿の確認 
●   経営層へのインタビュー 
●   担当者へのインタビュー 

 

 

 

　●   本社の改善提案書の 
     受領 

　●   報告書に掲載する 
     「第三者検証報告書」 
     の受領 

 

 

 

●   本社から各サイトへの 
  フィードバック 
●   各サイトから本社へ 
  改善計画書の提出 
●   改善結果の確認 

 

 

2002年10月から12月 
 

2003年1月から4月 
 

2003年6月前半 
 

2003年6月後半 
 

サイトでの 
検証 
 

本社での 
検証 
 

PwCからの 
結果報告 
 

環境マネジメント 
の改善 
 
 
 

ソニーピーシーエル（株）での視察 ソニー（株）本社での検証
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第三者検証報告書
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「社会・環境報告書2002」に寄せられたご意見・ご感想

2002年6月に発行した「社会・環境報告書2002」に対して、さまざまなご意見・ご感想をいただきました。

読者の方々よりいただいたアンケートの総数は、2003年5月20日時点で248件です。

また、報告書の改善を目的に、アンケートに加えて、有識者の方々からご意見をいただきました。こうした

ご意見は今後ともソニーの社会・環境活動に反映させていきます。

下記に、いただいたご意見の一部とそれに対するソニーからのコメントをご紹介します。

アンケートの回答より

環境について

「環境事故の記載は、マイナス情報の開示の観点から好感

できる。」

→　昨年に引き続き、ソニーの社会・環境活動にかかわ

るネガティブととらえられる可能性のある情報も開示し

ています。

「リサイクルについてきちんと記載して欲しい。」

→　リサイクルへの関心の高まりから各地域での取り組

み事例に加えて、具体的なリサイクル工程についても

掲載しました。(p56～p59)

「環境配慮の視点からも製品の長期使用についての考え

方が知りたい。」

→　製品の長期使用については、重要性を認識しつつ

も、さまざまなお客様のニーズから具体的な活動への

取り組みが難しいのが現状となっています。

コンプライアンスについて

「コンプライアンス体制についてもっと詳細に記述して欲

しい。」

→　ソニーでは、コンプライアンスを広義にとらえ、法規制

遵守に加え自らの定めた規則も合わせて遵守する体

制について詳細に記述しています。（p11～p13）

コミュニティとのかかわりについて

「ボランティア活動については、一番社会に貢献する真心

の部分だと思い、とても感心しました。」

「 社会貢献についてもっと知りたい。」

→　ソニーにとってのコミュニティ活動の重要性をふまえ、

5ページに渡り掲載しています。（p27～p31）詳細に

つきましては、ホームページ※1をご覧ください。

アンケートの集計結果

全体として

デザイン 読みやすさ

※1 コミュニティ活動の詳細をお知らせするホームページ　http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html

その他

「 文字が小さくて読みにくい。」

→　複数の同意見をいただいており、文字の大きさ、読

みやすさに留意して編集しました。

有識者の方のご意見より

“人々とソニー”での活動について

「“人々とソニー”でのデータ、実績報告がほとんどされ

ていない。今後の開示を期待する。」

→　今後、公的なガイドラインやステークホルダーの皆様

の声も参考にしながら、よりよいマネジメントのために必要

なデータを整備し、ステークホルダーの方々にとって意味

のある情報開示につなげていきたいと考えています。

第三者検証報告書について

「第三者検証報告書が付けられているが、それに対する

ソニーとしての考え方、改善点などをどこかに盛り込んだ

ほうがよい。」

→　昨年の意見書に対する改善点などソニーのコメントを

掲載しています。（p75）

■良い ■普通  ■悪い

174

63

4

139
85

7

136
85

27

情報の質

120
105

14

情報量

209

16
17
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ソニー CSRレポート2003　アンケートご協力のお願い

ソニーCSRレポートにご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。

ソニーでは、ステークホルダーの皆様と対話のきっかけとなることをめざして、本報告書を発行しておりま

す。この用紙の裏がフィードバックペーパーになっていますので、報告書をお読みになった上でのご感想、お

気づきの点、ご不満を感じられた点、私たちへのアドバイスなども、ぜひお送りください。また下記のホーム

ページからアンケートにご記入いただくことも可能です。

いただいた貴重なご意見は、今後ソニーが社会・環境活動を進めていく上で、真摯に受け止め、参考とさ

せていただきます。

ソニー（株）　コンプライアンスオフィス　環境・CSR戦略グループ　CSRレポート係

〒141-0001　東京都品川区北品川6-7-35　Tel: 03-5448-3533　Fax: 03-5448-7838　

e-mail: eco@jp.sony.com

　　　http://www.sony.co.jp/eco/

キ 

リ 

ト 

リ 

セ 

ン
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次回、2003年度の報告書をご希望の場合は、郵送させていただきますので、下記にご記入ください。

13才みまんの方は、ほごしゃの方といっしょにきにゅうしてください。

〈個人情報のお取り扱いについて〉

1.個人情報の収集、使用、開示
ご記入いただきました、お名前、郵便番号、ご住所、お電話番号（以下「個人情報」）は、法令で定められた場合を除き、次回報告書発送以外での

目的では使用いたしません。但し、ご回答いただいたアンケート内容については、次回からの報告書作成の参考情報として利用します。また、統計

処理をした結果を必要に応じて第三者に開示することがありますが、個人を特定できる形で第三者に開示することはありません。報告書の発送

業務は弊社との機密保持契約を結んだ第三者へ委託しています。

2.個人情報の保管、破棄
第三者がお客様の個人情報に不当に触れることが無いよう、合理的な範囲内で、厳重に管理いたします。また、頂いたお客様の個人情報は

次回報告書の発送後、再生不能な形で速やかに破棄いたします。

〈お問い合せ先〉

ご記入頂きましたお客様の送付先の訂正・変更・その他のお問い合せは下記までご連絡ください。

ソニー㈱　コンプライアンスオフィス　環境・CSR戦略グループ

〒141- 0001　東京都品川区北品川6-7-35　Tel: 03-5448-3533  Fax: 03-5448-7838　e-mail: eco@jp.sony.com

ご氏名：

ご所属：

ご住所：〒

ソニー CSRレポート2003へのご意見・ご感想をお寄せください。

ホームページでもご記入いただけます。　　 　http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html

匿名でも結構ですが、次回報告書を希望される場合は、ご氏名・ご所属・ご住所をご記入ください。

Q1. どのような立場でお読みになられましたか？（一つをお選び下さい）

□ 株主　□ お取引先　□ 企業の社会・環境担当者　□ NGO　□ 製品のユーザー　□ 政府・行政

□ 研究者・学生　□ 報道関係　□ ソニーグループ社員　□ その他（　　　　）

Q2. 報告書の評価はいかがでしたか？

● 全体：　□ 良い　□ 普通　□ 悪い

● 情報の質（知りたいことの記載は？）：　□ 十分　□ 普通　□ 不足

● 情報量：　□ 不足　□ 適切　□ 過多

● デザイン：　□ 良い　□ 普通　□ 悪い

● 読みやすさ：　□ 読みやすい　□ 普通　□ 読みにくい

Q3. 次回の報告書でどのようなことをお知りになりたいですか？

Q4. ソニーの社会・環境活動や報告書に関するご意見、ご感想、ご要望などご自由にご記入ください。

キ 

リ 

ト 

リ 

セ 

ン



本社所在地

ソニー株式会社

141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

T E L: 03-5448-2111

FAX: 03-5448-2244

ソニーのホームページ

日本語 http://www.sony.co.jp/

英語 http://www.sony.net/

アニュアルレポート

最新のアニュアルレポートはこちらで

ご覧いただけます。

日本語 http://www.sony.co.jp/IR/

英語 http://www.sony.net/IR/

CSRレポート／CSR活動についてのお問い合わせ

ソニー株式会社

コンプライアンスオフィス

環境・CSR戦略グループ

141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

T E L: 03-5448-3533

FAX: 03-5448-7838

E-Mail: eco@jp.sony.com

CSRにかかわる活動のホームページ

日本語 http://www.sony.co.jp/eco/

英語 http://www.sony.net/eco/

環境活動についてのお問い合わせ

米州
Corporate Environment, Safety and Health

Sony Electronics Inc.

16450 West Bernardo Drive

San Diego, California 92127-1898, USA

TEL: 1-858-942-2716

FAX: 1-858-942-9181

E-Mail: am-eco@am.sony.com

欧州
Environmental Center Europe

Sony International (Europe) GmbH

Hedelfinger Strasse 61, D-70327 Stuttgart, Germany

TEL: 49-7-11/58 58-308

FAX: 49-7-11/5 78 98 33

E-Mail: environment@sony.de

アジア
Environment, Safety & Health Asia

Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd.

2 International Business Park

#01-10 Tower One

The Strategy, Singapore 609930

TEL: 65-65447750

FAX: 65-65447755

E-Mail: Ses.Esha@ap.sony.com

中国
索尼（中国）有限公司　上海分公司

〒200120

中国上海市浦東新区銀城東路101号　匯豊大廈43楼　　

TEL: 86-21-6841-2121

FAX: 86-21-6841-5757

各事業所での環境活動にかかわるレポート

日本語 http://www.sony.co.jp/eco/book/index.html

英語 http://www.sony.net/eco/book/index.html

100%古紙再生紙使用（データ集部分は100%雑誌古紙）

VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキ使用

有害な廃液の出ない水なし印刷方式を採用
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