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ソニー株式会社ソニー株式会社
（（Sony CorporationSony Corporation））

設立設立：： 19461946年（昭和年（昭和2121年）年）55月月77日日

本社所在地本社所在地：：東京都品川区北品川東京都品川区北品川66--77--3535

代表執行役代表執行役：：会長会長 兼兼 CEOCEO ハワード・ストリンガーハワード・ストリンガー

社長社長 兼兼 エレクトロニクスエレクトロニクスCEOCEO 中鉢中鉢 良治良治

副社長、テレビ事業本部長副社長、テレビ事業本部長 井原井原 勝美勝美

連結従業員連結従業員：：151,400151,400人（平成人（平成1717年年33月月3131日現在日現在））

20042004年度年度 ：： 77兆兆1,5961,596億円億円

連結売上高連結売上高

・ｿﾆｰ㈱
・ソニーイーエムシーエス㈱
・ｿﾆｰｴﾅｼﾞｰ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱
・ｿﾆｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
・ｿﾆｰｹﾐｶﾙ㈱
・ｿﾆｰｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝｿﾘｭｼｮﾝ㈱
・ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州㈱
・ｿﾆｰﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
・ｿﾆｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
・ｿﾆｰ宮城㈱

・ｿﾆｰ銀行㈱

・㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

・ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｲﾝｸ

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｵｰﾃﾞｨｵ･ﾃﾞｨｽｸ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

・㈱ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

・ｿﾆｰ･ﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｲﾝｸ

ゲームゲームゲーム
・㈱ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ

・ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｱﾒﾘｶ･ｲﾝｸ

・ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

保険保険保険
・ｿﾆｰ生命保険㈱
・ｿﾆｰ損害保険㈱
・㈱ｿﾆｰﾌｧｲﾅﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

その他その他その他
・ｿﾆｰ㈱

・ｿﾆｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱

・㈱ﾌﾛﾝﾃｯｼﾞ

・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･(ﾏﾚｰｼｱ)･ｾﾝﾃﾞｨﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ･(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･(ﾀｲﾗﾝﾄﾞ)･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾚｰｼｱ･ｾﾝﾃﾞｨﾘｱﾝ･ﾍﾞﾙﾊｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ﾄﾞｲﾁｭﾗﾝﾄ･ｹﾞｰ･ｴﾑ･ﾍﾞｰ･ﾊｰ
・ｿﾆｰ･ﾌﾗﾝｽ･ｴｽ･ｴｰ
・ｿﾆｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞﾀﾞﾑ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
・ｿﾆｰ･ｴﾘｸｿﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

ソニーグループの概要



•所 在 地 ：東京都品川区東五反田2-17-1
•売 上 高 ：約２兆３千億円（2004年度実績）
•従業員数：約1１,000人（2005年4月現在）
•土 地 ：約1,2７0,000㎡

•建 物 ：約 600,000㎡

•資 本 金 ：67億4,100万円（100%ソニー株出資）
•事業内容：開発、商品設計、資材調達、

生産、物流、顧客サービス、

修理など一連の設計・生産・

フォローを統合的に運営

（2001.4.1～）

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ関連機器の生産を担うｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ関連機器の生産を担う 国内製造事業所をを統合統合

イーエムシーエスとは、イーエムシーエスとは、EngineeringEngineering（開発や設計などの技術）、（開発や設計などの技術）、ManufacturingManufacturing（製造）、（製造）、CustomerCustomer

ServicesServices（お客様の要望に応えるための各種サービス）の頭文字（（お客様の要望に応えるための各種サービス）の頭文字（EE・・MM・・CSCS）を表しており、設計から）を表しており、設計から

カスタマーサービスまでの一貫体制を実現したまったく新しいビジネスモデルです。さらに、物流機能カスタマーサービスまでの一貫体制を実現したまったく新しいビジネスモデルです。さらに、物流機能

とも連携した高速サプライチェーンマネジメント（とも連携した高速サプライチェーンマネジメント（SCMSCM）を構築し、引き続き生産革新に取り組むなど、）を構築し、引き続き生産革新に取り組むなど、

常にチャレンジを続けています。常にチャレンジを続けています。

ｿﾆｰｲｰｴﾑｼｰｴｽ㈱ 概要

ＴＶの生産事業所
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S-LCD 
Corporation 

ソニーセミコンダクタ九州株式会社
熊本テクノロジーセンター ○ 設立 ：1970年5月7日

○ 敷地面積：102,766㎡

○ 建物面積：76,930㎡

○ 社員数 ：計 約3,100人

（直雇用約800人、非直雇用約2,300人）

○ 設立 ：1969年12月1日

○ 敷地面積：111,310㎡

○ 建物面積：71,770㎡

○ 社員数 ：計 約1,800人

（直雇用約200人、非直雇用約1,600人）

INY TECINY TECINY TEC

SONY PanelSONY Panel

一宮・稲沢テックの概要
35年前、ｿﾆｰ株式会社の第１,２工場として

ﾄﾘﾆﾄﾛﾝCRT、TVｱｾﾝﾌﾞﾘｰ量産を開始。以来、

ｿﾆｰの高品質TVの製造技術を支え続けています。

INZ TECINZ TECINZ TEC



FlatFlat
Display/Display/MonitorMonitor

CRT Monitor

32～61V

…… Key Device Key Device ……

CRT MonitorCRT Monitor

6～32

Mount Module Unit

“Ｑ０１５“Ｑ０１５--KX36"KX36"
CRT MonitorCRT Monitor

Optical Engine

Front ProjectorFront Projector

Optical Filter

""Ｑ００４－Ｒ１Ｑ００４－Ｒ１""
SXRD HD Front ProjectorSXRD HD Front Projector

LCD Monitor

PDP Dsplay

15～23V

50V

“Ｑ００６“Ｑ００６""
Micro Display SXRD TVMicro Display SXRD TV

70V

LCD Projector

一宮テック

UHP Lamp

一宮・稲沢テックの主な製品群

““KDXKDX--40/4640/46Ｑ００５Ｑ００５““
TRILUMINOSTRILUMINOS

ReaReaｒｒ Projection TVProjection TV LCDLCD TVTV

稲沢テック

LCD Module

42 ～60V 

40/46V

14～40V

32/40V

4P Prism

VPL-VW100



一宮テック 稲沢テック

化学物質管理について



化学物質管理（ソニーグループ方針）

（ソニーグループ方針）
使用する化学物質の確実な管理を行なうと共に、有
害な可能性のある物質には継続的な削減、代替に
努め、可能となり次第その使用を中止します。

●製品及びサイトで使用する化学物質及びその用
途を特定し、それらに関係する当該国・地域の法規
制等を把握して、遵守する。
●化学物質及びその用途に関する地球環境への影
響を把握して、影響の大きさに応じた管理を行ない、
法規制等の適用が無い化学物質についても、環境
への影響を低減する施策を行なう。



化学物質管理（一宮テック品質環境方針）



化学物質管理（目標）

環境管理物質の使用禁止・削減・管理に関する個別目標
一宮テックで使用する環境管理物質の使用禁止、削減、管理を図り、
環境負荷低減型生産プロセスの導入に努めるべく、以下の目標を達
成する。

・クラスⅠ物質は使用禁止

・クラスⅡ物質は期限を決めて全廃

・クラスⅢ物質の排出移動量を2010年度
末までに売上げ高原単位で、2000年度比
90%以上削減する。

・クラスⅣ物質については、関連法規を遵
守するとともに、十分な管理のもとに使用
する。

環境管理物質の使用
禁止・削減・管理

「環境リスクマネジメント標準」に則った施
策のハード対応および事故の未然防止に
努める。

環境事故防止と対応

目標項目

・クラスⅠ物質は使用禁止

・クラスⅡ物質は期限を決めて全廃
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末までに売上げ高原単位で、2000年度比
90%以上削減する。

・クラスⅣ物質については、関連法規を遵
守するとともに、十分な管理のもとに使用
する。

環境管理物質の使用
禁止・削減・管理

「環境リスクマネジメント標準」に則った施
策のハード対応および事故の未然防止に
努める。

環境事故防止と対応

目標項目



化学物質管理（計画）

計画

使用量を把握し管理
鉛を含まないはんだ
への切り替え

対策

－平成１７年１２月末目標達成時期

－
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銀
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化学物質
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－
製品への鉛の使用を
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化学物質管理（鉛はんだ削減）
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化学物質管理（組織）
（１）管理組織

環境管理物質削減組織（2005.6.1付）
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事務局
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化学物質管理

一宮テックでは、2003年2月よりソニー本社が開発した「ケミカ
ルマネージャ」というWebシステムを採用しました。これまで新規
化学物質は、紙による申請・審査を実施していましたが、この
「ケミカルマネージャ」は、申請者がWebで必要事項を入力し申
請すると専門教育を受けた審査者「ゲートキーパー」に、その情
報が送信されます。「ゲートキーパー」は、Web上で審査を行い、
その物質に見合った対策事項を提示し使用許可を出していくシ
ステムになっています。

この「ケミカルマネジャー」は、審査時間を短縮するとともに、
化学物質のデータベース化を図ることができ、紙資源の節約に
もつながります。また、この「ケミカルマネージャ」の情報は、環
境事務局にも送信され、その物資の環境影響評価も同時に進
めることができます。



化学物質管理（申請登録）
ゲート
キーパー
(審査者）

ゲート
キーパー
(審査者）

ゲート
キーパー
(審査者）

既 存 の 申 請 情 報
(MSDS)検索

申請情報の入力
･製品情報(MSDS)
･使用情報,作業条件

Webにｴﾝﾄﾘｰ

MSDS(紙)入手

ＭＳＤＳの送付

審査&現場確認

申請
職場
申請
職場
申請
職場

記号の意味

Web

E-Mail

業務

記号の意味

Web

E-Mail

業務

Web

E-Mail

業務

安全衛生委員会
審議

審議結果連絡審査結果の確認

Web添付ｏｒ紙・ＦＡＸにて送付
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リスクコミュニケーション



リスクコミュニケーションの実施状況

■2004年10月13日（主催：愛知県、ソニーイーエムシーエス㈱一宮テック）
地域リスクコミュニケーション

（工場見学、会社概要・化学物質管理の説明、懇談会）

一宮市民11名、行政（愛知県、一宮市）参加
■2005年6月9日（主催：ソニーイーエムシーエス㈱一宮テック）
地域リスクコミュニケーション

（工場見学、会社概要・化学物質管理の説明、懇談会）

高田町内会 町内会長様含め10名参加

リスクコミュニケーション



リスクコミュニケーション

■2004年10月13日
一宮テックにて開催



リスクコミュニケーション（リスクマップ）



リスクコミュニケーション（監視測定）

■リスク管理の事例

・観測井戸による土壌汚染監視

一宮テックでは、過去に使用していた化学物質
による土壌汚染が無いか工場敷地内5箇所で
観測井戸による監視を行なっています。



その他コミュニケーション活動

• 工場見学
（小学校の社会見学受入）

• 社会環境報告書発行
（２０００年より毎年発行）

• サマーフェスティバル
（１回／年）

• 地域清掃
（２回／年）

• ソニーフェスタでの環境活動紹介
（２回／年）



ご清聴ありがとうございました

ソニーイーエムシーエス㈱一宮テック

環境事務局

Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture


