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4 

会社概要 

設立    1946年 

本社所在地  東京都港区港南１-７-１ 

代表執行役 社長 兼 CEO 平井 一夫 

連結従業員 162,700人(2012年3月31日現在) 
 

事業内容 
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売上構成 

2011年度 



ソニーの環境計画  
Road to Zero 
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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。 

気候変動 
資源 

生物多様性 化学物質 

４つの視点 

ソニーの環境計画 Road to Zero 
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環境ビジョン 

環境負荷ゼロ 

＝ 

２０１５年目標 ２０５０ 

負荷ゼロに向けての中期目標 

ソニーグループ環境中期目標（Green Management 2015） 
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４つの視点とのマトリックスで管理 

技術開発 商品企画・設計 調   達 

オペレーション 物   流 回収・リサイクル 

製品ライフサイクル全体で取組む 
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生物多様性 

 

基盤サービス 
栄養素循環、土壌醸成、生物一次生産力、水源涵養など 

供給サービス 
水資源、食料、農業、  
製薬分野等における   
遺伝子プールとしての  
価値など 

文化サービス 
精神的・宗教的価値、
教育的価値、インスピ
レーション、美的価値、
レクリエーション、エ
コツーリズムなど 

調整サービス 
大気成分の調整、気候の調
整、自然災害・土壌浸食の
緩衝機能、水質浄化、廃棄
物処理、動植物への生息地、
炭素吸収・固定など 

私たちのくらし・経済・産業を支える 
生態系サービス 

 

Road to Zero （生物多様性）  

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。 
 



Green Star Program 
～事業所の生物多様性評価～ 
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気候変動 
ハードウェア エネルギー使用量の把握、高効率システム機器類の導入など 

ソフトウェア エネルギー使用量の把握、社員への周知・教育など 

資源 
廃棄物 廃棄物の発生抑制、資源循環の活性化、委託先の処理適正化など 

水 水使用量の把握、節水施策の周知・実行など 

化学物質 取扱量・排出量・移動量などの把握、代替物質への転換など 

生物多様性 生態系サービスの保全と持続的な利用、地域活動、土地・緑化管理など 

▼ 定性評価項目の概要 

Road to Zeroの実現に向け、気候変動・資源・化学
物質管理・生物多様性保全の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。 
 

2015年までは、ソニーグループ環境中期目標
（Green Management 2015）達成実現に向け、数値

目標および施策による評価基準を策定し、達成度を
管理しながら環境負荷削減活動を推進。 
 

星4つで2015年の中期目標達成レベルとなり、2015

年には全事業所が4つ星を獲得することを目指す。 

Green Star Program 
～ 事業活動における環境配慮評価制度 ～ 
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目標設定が必要 
生物多様性に取り組むためには、基準と目標が必要 

土地利用、緑地管理、地域活動を生物多様性の観点で評価する手法が必要 

どうやって取り組
めばよいの？ 

何をすれば、生物
多様性に配慮して
いることになるの？ 

取り組みの成果
が分からないと
推進できない。 

Green Star Program（生物多様性項目） 
• 生物多様性に配慮した土地利用・緑化管理、及び地域の
生物多様性への配慮に関する具体的なやり方の解説 

• どこまでやれば良いか（目標）を設定 



【生物多様性保全の観点】 
事業所における地域の生物多様性の
保全活動や生物多様性に配慮した土
地利用・緑地管理・緑化活動に取り組
む際に必要となる具体的な施策を分類 

 

それぞれの項目は、施策の内容によっ
て1から5までランク付けし、各事業所で
の取組み状況を自己採点する。 

 

これにより、事業所が地域の特性に合
わせて、主体的に、ステップを踏みなが
ら取り組める。 

 

各施策を通して、質的向上を目指す。 

量的確保から 

質的向上へ 
生態系全体の質の向上 
生物多様性の保全・創出 

▼Green Star Program 生物多様性項目 
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項目 施策 

1. 生物多様性配慮活動の
中期計画の作成 

 生物多様性配慮活動の中期計画づくり 
 生き物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（コリ
ドー）への配慮 

 享受している生態系サービスの把握と配慮 
 立体的な植生の配慮 
 在来種の採用 
 外来生物に対する対策 

2. 生物多様性に配慮する
ための管理と施策 

 化学物質使用の適切な管理 
 有機資源の有効利用 

 排出物の生態系への悪影響（かく乱）への配
慮 

 絶滅危惧種の把握と保護 

3. 回避・最小化・回復・向
上・代償措置 

 建築前の生態系への回復・向上・代償活動 

 生物多様性評価を含む環境アセスメントの実
施 

4. 物品購入における配慮 
 生物多様性に繋がる購入 
 生物多様性に配慮した紙への切り替え 

5. 生物多様性の啓発活動 

 生物多様性に関する教育の実施 
 ステークホルダーとの連携 
 社内における担い手の育成 
 外部コミュニケーション 
 外部評価 

6. 生物多様性保全の地域
貢献活動（生態系保護/
復元活動） 

 環境地域貢献活動の実施 

 生物多様性保全活動を行っている団体への
支援 

 野生動植物の保護区域指定 



※土地利用状況、地域の生態系、地域戦略、生態系ネットワークなどを考慮して作成 

生き物が生息しやすい環境を考える 

管理方法 
• 農薬、化学肥料をどうするか。 
• 剪定をどうするか。落ち葉をどうするか。 

エコロジカルネットワークへの配慮 

どの分野で自治体、NGO、大学と協働するか？ 

負の影響のある攪乱の対策は必要か？ 

2. 生物多様性に配慮するための施策 

1. 生物多様性配慮活動の基本計画づくり※ 

ビジョンを実現するには何が必要？ 

モニタリング 

施策へフィードバック 

（順応的管理） 

絶滅危惧種はどうやって保全するか？ 

物品購入の配慮をどうするか？ 

享受している生態系サービスへの配慮 

担い手の育成、教育をどうするか？ 

施策実行 

生物多様性施策の進め方 
10年、20年先に向けて、継続的、
フレキシブルに取り組む 

立体的な植生の配慮 

在来種の採用 

外来生物に対する対策 

社会貢献活動、団体への寄付をどうするか？ 

3. コミュニケーション 

情報公開をどうするか？ 

生物多様性を含む環境アセスメントの実施 
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事業所緑地・地域活動の役割 

● 生き物の棲息場所を提供 

• 地域の生物の生息場所の提供と保護 

• 都市・工業団地にハビタットを提供 

● 生態系ネットワークを形成 

• 点在する緑地と連携⇒分断された生態系を回復 

● 遺伝的多様性の保護 

• 在来種採用、地域の植生との調和、希少種の保護 

● 生態系サービスの持続的な利用 

• 水涵養、防風林、ヒートアイランド対策、クールスポットなど 

• 水循環、炭素循環への寄与 

● 地域コミュニティにおける価値 

• 地域の子供たちへ解放、価値ある都市公園 

• 自然との共生を考える場 
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【生物多様性保全の解説書を作成】 



活動事例紹介 



愛知県：幸田サイトの「ソニーの森」  

Sony Inter-American@Panama 

Harpy Eagle* Conservation 

Sony  

Singapore 

“Water for Life” Program  

Sony DADC Austria's Anif 
The power is mainly hydroelectric, the 

balance is invested in developing new 

renewable energy facilities, constructing 

fishways by existing dams, or protecting the 

environment in other ways. 

ソニーセミコンダクタ（株） 
大分テクノロジーセンター 
絶滅危惧種アカウミガメの保護活動 

世界に広がるソニーの生物多様性保全活動 

* endangered species 

Sony Technology Thailand 

Mangrove planting 

Sony China “Sony Forest”  
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【取組み概要】 

ソニーセミコンダクタ（株）熊本テクノロジーセンター（熊本TEC）では
半導体を生産しており、水を大量に使用します。 

地下水は重要な生態系サービスと認識。2003年から地元の方や各
種関係者と協力して地下水涵養に取り組んでいます。 

仕組み： 夏と秋の作付け前後の畑（転作田）や、稲作時期以外の水
田に、川から汲み上げた水を張り、浸透させて地下水に還元します。 

2011年度の涵養実績： 207万m3 

これは熊本TECの年間水使用量（上水・地下水含む）を上回ります。  

さらに、熊本TECでは、一部の涵養地の水田で収穫された米を買い

取り、毎年社員食堂で社員に提供するなど、地元農家を支える地域
貢献も実施。 

 

【生物多様性保全の観点】 

生態系サービスへの支払い（※PES）の事例として評価されています。 

 

※PES (Payment for Ecosystem Services)：生態系サービスの対価、ないしはそのサービスの維持管
理コストを支払うことで生態系を保全する手法  

地下水涵養による水資源の保全 
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【取組みのポイント】 

 半導体生産に不可欠な生態系サービスである「水」という自社オペレーション
のニーズと、もともと地下水が豊富な地域であり、住民が水に関して感度が高
かったという地域でのニーズを合致させ、win-winの環境活動となった。 

 

【課題】 

 火山灰土で水の浸透性がよいという、この地域特有の土壌特性を活かした取
組みであるため、他地域の事業所への横展開が難しい。 
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地下水涵養による水資源の保全 



• 隣接する緑地と地区全体で「大崎の森」を一
体形成することで、クールスポットを実現 

• 雑木林でよく見られる広葉樹（イロハモミジ、
エゴノキ、クヌギなど）の高木、木々の隙間
には低木や地被植物を配置 

 

早朝 自然観察会 
• 隣りのビル「Think Park」と一体となった緑
地であることから、（株）明電舎様と合同で、
社員を対象に観察会を実施 

• 年4回、四季を通して、変化をモニタリング。 

• 都会でありながら、様々な生き物が棲息。 

• より生物多様性に配慮した緑地にするため
の施策を検討。 

近隣とのエコロジカルネットワークづくり  

～ 大崎の自社ビルでの取組み ～ 
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2012年8月 

孵化地 

初めに巣穴から出たガメ 子ガメの足跡 

絶滅危惧種アカウミガメの保護活動 
ソニーセミコンダクタ（株）大分テクノロジーセンター 

• 近隣にある黒津崎海岸の清掃活動を20年以上前から継続 

• 2011年度は地域の他社の協力も得て、従来よりも範囲を拡大した 

約1.5kmの海岸線を清掃 

• 清掃活動の甲斐もあって、2009年から絶滅危惧種に指定されている「アカウミガメ」の産卵を確認。 

今年も産卵を確認。 

• 「アカウミガメ」の自然環境での産卵・孵化条件は大変厳しく、大分テックでは、産卵期間中、地域の
方々と協力し、人や犬が産卵場所に間違って入らないように、注意書きや網のカバーを設置する 

などのエリア規制活動も実施 

海岸の清掃活動 

産卵地の保護 

孵化日：2012年8月26-27日深夜 
場所：小原崎海岸（清流川河口） 
孵化数：106匹 
孵化率：84％（昨年は40％） 

カメの孵化を見守る 

海にかえる子ガメ 

今年も無事にかえりました！         
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ま と め 

生物多様性の保全活動 

– 難しい問題だからこそ、出来ることから 

– 身近にある自然を観察することから 

– 地域に根差した活動から 
 

まずは、始めることが大切。 

 
 

Think Globally, Act Locally 

 

世界的な重要課題の解決に向けて、愛知ターゲットの達成に向けて、 
企業が貢献できることは沢山あります。 
 

ソニーは、自らの事業活動と地域貢献活動の両輪で、 
生物多様性の保全を進めていきます。 
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ご清聴、ありがとうございました。 


