
品質・
カスタマーサービス

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、製品の安全性などはもちろんのこと、

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。

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全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。

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・カスタマーサービ

スに取り入れるサイクルを継続していきます。

これまでの取り組み

2001年 「ソニーCS憲章」を制定

2004年 顧客視点でのコーポレート品質基準を新たに制定

2006年 製品安全・品質担当の専任役員の新設、製品事故情報の経
営層への迅速報告ルールの強化

2007年 「ソニー品質憲章」制定 (2012年改定) 、エレクトロニクス関
連会社および地域ごとに品質オフィサーを設置

2009年 製品セキュリティ体制強化、「品質信頼性ラボ」発足

2014年 ソニーの製品、ネットワークサービス、ウェブサイトのセキュリ
ティ問題報告窓口「Secure@Sony」の設置

2017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

2019年 アクセシビリティ推進責任者体制の運用

2020年 人間中心設計 (HCD) のスキルを持つ人材の採用・育成強化  
エレクトロニクス事業における商品化プロセスへのAI倫理に
関する要求事項の組み込み

2021年 人間中心設計 (HCD) の専門家を認定する制度を開始

• インクルーシブデザインの実践と製品・サービスへの反映
• 世界最大級のアクセシビリティに関する国際会議CSUNへ出展

アクセシビリティを高める取り組みを強化

2021年度実績

マネジメントアプローチ

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方
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ソニーグループは2022年3月14日から3月18日まで米国カリフォルニア州アナハイムで開催さ

れた第37回 CSUN Assistive Technology Conference (CSUN) ※に出展しました。

CSUNへの出展を通じ、アクセシビリティに配慮した製品・サービスをより多くのお客様に知ってい

ただくとともに、多様なお客様の声を伺うことでアクセシビリティを高める取り組みを進めています。

2022年のCSUNはリアルでの開催となり、ソニーグループは新型コロナウイルス感染症対策を実

施したうえで出展を果たしました。会場では、ブラビア®、PlayStation®5、『SRS-NS7』、『LinkBuds』、

『α7Ⅳ』などの製品を展示。幅広い年齢層、多様なニーズがある方々がソニーグループのブースを

訪れ、新たな気づきや貴重なご意見を多くいただきました。

今後も、お客様に製品やサービスを実際に体験してもらい対話できる場を設け、いただいた声を

製品・サービスの改善に反映する活動を継続して実施していきます。

※「アクセシビリティ」をキーワードとした最新の製品・サービスや取り組みについて紹介する世界最大級の国際会議。

CSUN

Highlight

これらのセキュリティ品質を向上させるための施策が全ての製品・サービスで確実に実施されて

いることを確認するため、2017年から各事業の点検を毎年実施しています。このような点検を通じ

てサプライチェーンでの脆弱性対応など新たな課題をいち早く認識し、改善施策を立案・追加して

着実に実施することでセキュリティ品質の維持と向上に繋げています。

現在は、IoTセキュリティ法規制への対応も「ソニーセキュリティ開発ライフサイクル」に定義し、

各国や地域の法規制を遵守する運用を構築しています。

今後もソニー製品・ネットワークサービスを世界中のお客様に安心して使い続けていただけるよ

う、セキュリティ品質向上の活動を推進していきます。

ソニーグループはお客様に提供する製品・ネットワークサービスのセキュリティの確保が重要な

品質要件 (セキュリティ品質) としてとらえ、年々強化しています。製品セキュリティ問題の未然防止

活動は、出荷した製品・ネットワークサービスがそれらの脆弱性を悪用されることにより問題が発生

しないよう、安心・安全に配慮したセキュリティ品質を維持・向上させる活動です。

2012年に「ソニーセキュリティ開発ライフサイクル」として製品開発やネットワークサービスにおける

企画から廃棄に至るまでの各フェーズにおいて、セキュリティ品質を向上させるための施策とルール

をまとめました。全ての製品・ネットワークサービスではこれらの施策・ルールが遵守されています。

ソニーグループブースの様子

製品開発
フェーズ

セキュリティ
施策

セキュリティ
適用体制

セキュリティ
設計 安全な実装 セキュリティ

テスト
セキュリティ
品質対応

安全な
運用・保守 情報の消去

トレーニング

商品企画 設計 実装 検証 製造 運用保守 廃棄

セキュリティ開発ライフサイクル 

(製品やネットワークサービスのセキュリティ品質向上を主眼としたソフトウエア開発における開発プロセス)

CSUN Assistive Technology 
Conference 2022に出展

製品・ネットワークサービスのセキュリティ対応

セキュリティ開発ライフサイクルの進化

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要
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製品品質・品質
マネジメント

品質担当執行役員の任命

●  品質担当執行役員を任命し、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。
●  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、迅速に品質担当執行役員に報告

が入るよう、全世界でルールを強化。品質担当執行役員は、受領した報

告に基づいて、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。

品質オフィサーとCSオフィサーの設置

●  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、品質担当執行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。
●  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。
●  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、品質担当執行役員および地域

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。
●  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。

品質マネジメント活動

●  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、品質とカスタマーサービスの年

度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。
●  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、使いやすさ、ア

クセシビリティなどを含む) 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。

品質マネジメント体制概念図

ソニー

品質担当上級役員

品質担当執行役員

本社品質担当組織の長

ビジネスユニット

事業所 販売会社

事業責任者

品質オフィサー

地域本部

地域本部責任者

CSオフィサー

ソニーは、「ソニー品質憲章」で掲げている「社員一人一人がお客様の視

点に立って考え、期待を超える品質とカスタマーサービスをお届けする」た

めに、品質最優先を徹底し、製品品質のさらなる向上と品質マネジメント

体制の強化に継続的に取り組んでいます。

品質マネジメント体制

ソニーは、製品の企画・開発・設計・製造から販売・カスタマーサービス

までのプロセス全体で、品質マネジメント体制の枠組みの定義、製品やカ

スタマーサービスの品質に対する役割・責任・権限の定義、品質に関して

必要な社内ルールの整備などを行い、品質マネジメント体制を構築し維

持・向上しています。

この品質マネジメント体制に基づき、次のような仕組みや活動を通じて、

製品品質・カスタマーサービス品質の改善に継続的に取り組んでいます。

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要
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ソニーグループ行動規範 
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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

共通課題抽出・
品質改善の取り組み

商品企画・設計部門など

調査・解析

改善施策の実施

製品とサービスへ反映
品質問題 改善提案

買い物ご相談

使い方ご相談

修理ご相談

ご不満

ご意見

より良い製品とサービス

データベース

お客様の声分析

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、データベースに集約したうえでご意見を分析し、商品企画や設計部門

などが製品・サービス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。

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、全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、全てのソ

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、各地域の全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、電子メール、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

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

コミュニティとのかかわり

マネジメントアプローチ

ハイライト

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

顧客体験向上の取り組み

アクセシビリティ

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

100

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/ServiceArea/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/ServiceArea/


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※

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。

※  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。

製造品質の取り組み

全ての製造事業所において、不良品を「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。

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

ニーにとって最重要事項のひとつです。ソニーは、全ての製品・サービスに

おいて、企画、開発、設計、製造、販売、アフターサービスなど、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、ソニーの製品に関して、安全に関する問題などが報告された場合

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「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経時劣化や腐食などにかかわ

る要素技術、新規技術や新規製品に求められる機能に即した新たな信頼

性技術や評価・解析技術の研究開発に取り組んでいます。開発した技術

と得られた知見など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・ネットワーク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、個人など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、モノのインターネット) 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。

責任あるAIの取り組み

エレクトロニクス製品やサービスの商品化プロセスにおいて、「ソニーグ

ループAI倫理ガイドライン」に基づいて遵守すべき要求事項を定めた社内

文書を整備し、2021年7月に製品開発ライフサイクルにおけるAI倫理ア

セスメントを開始しました。

責任あるAIの取り組み
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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、品質担当執行役員およ

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。

既存の電話や電子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化を進めています。

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3,458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関連製品の修理サービス拠点数 (2021年度) 

地域 修理サービス拠点

日本 454

米国、カナダ 636

欧州 803

中国大陸・香港地区 553

アジア・太平洋地域※1 533

その他地域※2 479

※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
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顧客体験向上の取り組み

私たちソニーは、「顧客体験」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。

多様化するお客様のニーズを的確に捉え、優れた顧客体験を実現する

取り組みの一環として、人間中心設計 (Human-Centered Design：HCD) 

のプロセスを取り入れ、お客様の視点に立った活動を推進しています。

体制

ソニーでは、品質担当執行役員のもと、グループ横断で活動を推進する

チームを中心に、関連部門やビジネス部門と連携して、人間中心設計 

(HCD) に取り組んでいます。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UI (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。

人間中心設計 (HCD) に基づいた製品や
サービスの開発

使いやすさ (ユーザビリティ) の向上と、お客様の本質的なニーズをとら

えた体験の実現に取り組んでいます。国内外でインタビューや家庭訪問な

どによるユーザーリサーチの実施や、設計の上流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。

製品の発売前だけでなく、発売後においても、お客様へのインタビューを

含む長期的な利用状況調査を実施しています。また、お客様がサービスを

利用する際にどのように行動し、どのような感情を抱くのかを分析し、関

係者でお客様視点を共有しながら顧客体験の向上に取り組んでいます。

人間中心設計 (Human-Centered Design : HCD) の実践

ユーザーリサーチ/テストを実施するための仕組み

ユーザーリサーチ/テストを迅速かつ効率的に行うため、日本、北米、欧

州、インド、中国など国内外の拠点と連携してユーザーリサーチ/テストを

実施できる体制と環境を整えています。コロナ禍においても必要なユー

ザーリサーチ/テストを実施できるよう、オンライン方式を取り入れるなど

の工夫を重ねています。さらに、社員や社員のご家族がアンケート調査や

インタビュー、ユーザビリティテストに協力する「社内モニター制度」を設け

ています。これらの体制や制度により、優れた顧客体験と使いやすさの実

現を支えています。

人間中心設計 (HCD) の人材育成と社内啓発活動

ソニーが優れた顧客体験を継続的に提供するために、現場をリードする

高い専門性と実績を持つ社員をHCD専門家として認定する制度を2021

年に開始しました。第1期のHCD専門家として8名が認定され、開発現場

におけるHCDのさらなる定着に取り組んでいます。

専門家のみならず開発現場の担当者やリーダーが、お客様のニーズを

とらえた体験を実現するためのスキルを習得できるよう社内研修を行って

います。

また、高い専門性を持ってお客様視点の活動をリードする人材を増やす

ため、HCDのスキルを持つ人材を積極的に採用しています。さらに、HCD

への社員の理解を深めるため、社内外の専門家による講演会やイベント

などを全社員に向けて適宜実施しています。これらの取り組みを通じて、

さまざまな立場で製品・サービスにかかわる社員がHCDの知識習得やス

キル向上に努めています。

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

ソニーグループ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、操作作法などの基準を定めています。さら

に、ユーザーリサーチ/テストで得た知見や開発現場で蓄積されたノウハ

ウ、UX (ユーザーエクスペリエンス) デザイン手法の活用事例などを、組織

を越えて共有しています。

基準やノウハウは社内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。
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アクセシビリティ

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、全ての人が感動を分かち合える未来

を実現するためにアクセシビリティを高める取り組みを進めています。

体制

ソニーでは、品質担当執行役員のもと、アクセシビリティ、インクルーシ

ブデザイン※をグループ横断で推進するチームが中心となって、ビジネス部

門のアクセシビリティを推進する責任者と連携しています。グローバルで

統一した達成基準と体制を定め、それらに基づき持続的にアクセシビリ

ティの向上に取り組んでいます。社員研修や全社に向けた講演会、アクセ

シビリティの向上を目的とした調査や評価ツールの策定、インクルーシブ

デザインの導入など、ソニーグループのアクセシビリティ関連活動を包括

的にサポートしています。

※ 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。

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、2019年12月に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。そして署名企業500社から推進役

として国や地域、業界をリードするIconic Companiesのうちの1社として

選ばれました。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、インクルーシブデザインの取り組みを

全社で推進しています。アクセシビリティに配慮した製品・サービスは、ソ

ニーグループポータルサイトのアクセシビリティをご覧ください。

アクセシビリティ

社内啓発の取り組み

ソニーでは、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定期的に実施しています。

アクセシビリティ全般への基礎的な理解を促すため、ソニーグループの

主要各社を対象としたe-ラーニング研修を実施し、2021年度は約

28,500名※1の社員が受講しました。

また、毎年Global Accessibility Awareness Day (GAAD) ※2には、ソ

ニーグループ各社で、アクセシビリティへの理解を深める講演会やイベン

トを開催しています。例えば、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 

(SPE) では、GAADに合わせて社員向け講演会を開催しました。さらに、

自閉症などの感覚過敏のある方にもやさしい照明や音響に設定された

「センサリーフレンドリー上映会」をアメリカのオフィスで開催。当事者であ

る社員や家族と一緒に映画を楽しみながら感覚過敏への理解を深めるな

ど、社員の意識啓発に取り組んでいます。

※1 日本国内の社員の受講者数。

※2  アクセシビリティと、アクセシビリティを必要とする人たちについて、語り、考え、学ぶ

日のこと。

インクルーシブデザインの取り組み

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

ただけるように、インクルーシブデザインを推進しています。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て、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や体験会を継続的に実施し、

製品改善に役立てています。ゲーム＆ネットワークサービス分野では、さま

ざまなユーザー補助機能を提供するPlayStation®5用ソフトウェアタイトル

『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』を2021年に発売しました。本

作の開発には、障がいのある社員をはじめとした多様な社員や外部のア

クセシビリティ・コンサルタントが関わっています。

ウォークマン®においては、障がいのある社員が評価を行い、製品に反

映する取り組みを継続的に行っています。

パートナー企業と連携した取り組み

アクセシビリティおよびインクルージョンの向上に向けて他社との連携

も加速させています。2022年2月発売の完全ワイヤレス型ヘッドホン

『LinkBuds (リンクバッズ) 』は、マイクロソフトのSoundscapeと連携し、

より多くの方の街歩きを豊かな体験にする取り組みを行いました。また、

ソニーは賛同するロービジョン者の“見えづらい”を“見える”に変える

「With My Eyes」プロジェクトと連携し、QD レーザのカメラ用レーザ網膜

投影デバイスをソニーのカメラに装着し、ロービジョンの方々もご自身の

目で動画や静止画を撮影いただける取り組みを行っています。

映画における取り組み

SPEでは、作品の音声ガイドやキャプションへの対応※を、劇場公開時お

よびDVD/Blu-ray発売時などにおいて進めています。音声ガイドとは、主

に視覚に障がいがある方に対して、人物の動作や映像の情景、字幕やテ

ロップなどを音声で伝えるものです。キャプションとは、主に聴覚に障がい

がある方に対して、話している人の名前や台詞だけでなく、映像で流れる

音楽や効果音、環境音などの意味のある音情報を文字で表した字幕です。

音声ガイドとキャプションに対応することで、より多くの人に映画を楽しん

でいただくことができます。

※ 対応する映画は、国や地域によって異なります。

社員による主体的な取り組み

ソニーには、アクセシビリティの向上を目指して活動する社員グループ 

(Employees Resources Group) があり、社員が主体的に活動しています。

ソニー・ノースアメリカやソニー・インタラクティブエンタテインメント 

(SIE) では、社員ネットワークが主体となり、障がいのある社員へのサポート

や、社内のアクセシビリティに対する意識向上のために定期的な情報発信

を行っています。例えば、ABLE@PlayStation Inclusive Language Guide

は、欧米SIEの社員グループが中心となって、より多くの視点を入れながら

開発しました。相互の誤解を解消し、コミュニケーションを改善し、意識を

高めるために役立てており、社外にも公開しています。

多様なお客様の声を聞く取り組み

お客様の声を聞き製品・サービスの改善に役立てるため、アクセシビリ

ティに関するイベントに出展しています。世界最大級のアクセシビリティに

関する国際会議であるCSUN Assistive Technology Conference (CSUN) 

に2018年より出展しています。2022年3月の出展では、ブラビア®、

PlayStation®5、ワイヤレスネックバンドスピーカー、フルサイズミラーレ

ス一眼カメラなどアクセシビリティに配慮したソニーの製品紹介を行いま

した。
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2021年11月に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」では、昨年に続きソニーがシルバースポンサーを務め、

製品のデモンストレーションをオンラインで実施しました。

また、欧米の各拠点においては、製品・サービスのさらなる使いやすさ

を目指し、障がい者団体と定期的に対話する機会を設けています。

アクセシビリティ向上のための標準化活動

ソニーでは、製品・サービスのアクセシビリティ品質向上のために、業界

標準をベースとした独自のアクセシビリティ達成基準を組織横断で策定し

運用しています。ブラビア®、Xperia™などのエレクトロニクス製品を中心

に、本基準を用いて製品評価を定期的に実施し、その結果を製品・サービ

ス改善に生かすというサイクルを繰り返すことで持続的な品質向上に取り

組んでいます。

また、業界全体のアクセシビリティ向上を牽引するため、標準化活動※に

も積極的に取り組んでいます。

※  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ーインター

フェース) 

ウェブサイトにおけるアクセシビリティへの取り組み

ソニーでは、グループ会社のウェブサイトのアクセシビリティの基準と遵

守事項を定めた「ソニーグループウェブアクセシビリティポリシー」を制定

しています。ソニーグループのウェブアクセシビリティの適用基準は、

World Wide Web Consortium (W3C) 勧告のWeb Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) と協調しています。

「ソニーグループウェブアクセシビリティポリシー」は、ウェブサイトやそ

の他のデジタルプラットフォームの利用が増え続けている現況において、

グループ会社のウェブサイトが障がい者や高齢者を含む全ての人にとっ

て、アクセシブルである (アクセスできる、しやすい) ことを目指しています。

ソニーは、制定したウェブアクセシビリティポリシーを積極的に推進する

とともに、ソニーグループ各社と連携して、ポリシーの導入と遵守状況の

確認を行っています。

また、ソニーは組織内の役割や立場に応じたさまざまなウェブアクセシ

ビリティの研修を定期的に行っており、今後も継続して実施します。

安心して利用していただくための環境づくり

SIEは、ゲームを音楽・映画・テレビと並ぶエンタテインメントのひとつに

育て上げ、幅広いユーザー層に向けてPlayStation®のビジネスを展開し

てきました。

家庭用ゲーム業界では、ゲームソフトウェア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ウェアであるかといっ

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。年齢区分の表示や

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の制度を

20年以上前から適用しており、またPEGIにおいては、エンタテインメント

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」ソフトウェアの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®5をはじめとした各種ハードウェアで、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強化しています。こ

の機能は、お子様に安心・安全にPlayStation®をお楽しみいただけるよ

う、保護者の方がお子様に適したゲームのみで遊べるように設定すること

ができます。例えば、お子様の年齢層に合ったゲームのみを楽しめるよう

にしたり、遊ぶ時間や他のユーザーとのチャット利用などを管理したりす

ることができます。

ソニー生命保険株式会社やソニー損害保険株式会社では、耳や言葉が

不自由なお客様もスムーズにお問い合わせいただけるように、手話・筆談

サービスを提供しています。テレビ電話を使い、手話・筆談サービスオペ

レーターと手話または筆談でお話しいただける環境を整えています。

PlayStation®5
© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.

手話・筆談を使ったお問い合わせの流れ
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