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4つの基本理念のもと、全事業本部に品質保証推進責任者を設置するなどし、全社に品質保証・品質改善活動体制を整備
するとともに、品質保証に関する規則を定め、品質に関する法令・規格を遵守し、品質保証及び品質改善活動を展開して
います。また、経営層に対しても、執行役会議にて品質状況を定期的に報告しています。

品質保証・品質改善活動の推進体制（三菱電機単体）

個々の製品については、国内・海外の製作所が責任を持って品質を保証し、三菱電機製品の市場調査から製品企画、開
発・設計、製造、輸送、保管、据付、保守・サービス、教育、更には製品の廃棄に至るまでの各段階の業務における品質
保証活動（品質マネジメント）に対する具体的な改善活動を実践しています。

また、品質マネジメントシステム（QMS：Quality Management System）の運用に当たっては、ISOなどの国際的な認
証規格にも照らしてPDCAサイクルの進捗を定期的に検証し、より良い品質の実現を目指してプロセスの改善を図ってい
ます。

マネジメントシステム



「失敗GAKU知恵Q増」
管理面からの視点と技術分野からの視点で教訓や留意事
項、改善事例、対策を体系的に閲覧・利用できるように
なっています。

入口 内部

三菱電機グループでは、製品の開発・設計段階からの品質の作り込みを
始めとして、製造・出荷後のアフターサービスに至る全プロセスにおい
て品質改善活動を推進し、製品の品質・安全性・信頼性の弛まぬ向上に
取り組んでいます。

特に、開発・設計段階で、顧客要求、製品の基本機能を把握・検証し、
機能・安定性・安全性、信頼性を確保・保証する設計を理解し、品質作
り込み設計フローを実践・牽引できる人材の育成を2011年度より開始し
ており、国内のすべての対象部門に対する人材育成が2020年度まで完了
するよう推進しています。

また、製造・据付・保守を行っている国内外の関係会社に対しては、業
務プロセス（設計・調達・製造）、不具合発生時の処置方法及び遵法、
法令・規格の管理方法の実地確認を2011年度から実施しています。

また、過去の不具合、先人の知恵からの教訓や解説、改善事例などを
データベース化した品質関連情報共有システム「失敗GAKU知恵Q増」
を構築、全社で活用し、品質作り込みや品質改善対策、不具合の未然防止・再発防止、若手技術者への教育などに効果を
あげています。また、失敗事例を教材にして、体系的に教訓を学べるeラーニング「失敗から学ぶ」を構築するととも
に、過去の品質不具合品の現物を展示する「品質の部屋」を各事業所に設置し、社員教育に活用しています。

さらに、設計から製造、アフターサービスにおける生産全プロセスにおいて、品質の「見える化」を図り、不具合への迅
速な対応と未然防止に取り組み、その内容を開発・設計部門などへフィードバックして品質向上に効果をあげています。

「品質の部屋」

品質改善活動の展開



基本的な考え方

三菱電機グループは「より多くの人が使いやすいものづくり生活しやすい環境づくり」をユニバーサルデザイン開発の理
念に掲げています。真の「使いやすさ」「生活しやすさ」を実現するため、より多くの方に満足度の高い製品と生活環境
の提供を目指すことを基本方針としています。

ユニバーサルデザインの実現

ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの人々が使えるように配慮してデザインすることです。三菱電機は、「簡単
で分かりやすい」「識別しやすい表示・表現」「楽な姿勢・身体的負荷への配慮」「安全性と利便性」などの評価軸に基
づいて、真に使いやすく、生活しやすい製品づくりに取り組んでいます。

エアコンやテレビなどの家電製品やエレベーターなどの公共機器は、様々な人が使うことを想定してユニバーサルデザイ
ンを適用し、継続的に進化させてきました。家電製品では2004年度から「ユニ&エコ」事業戦略をスタート、その
後2010年度から更にターゲットを70代の高齢者まで引き上げる形で、より多くの人が最新の便利な機能を自在に楽に使
いこなせることを目指した「らく楽アシスト」機能搭載のシリーズを展開し、2012年度からスタートした「スマートク
オリティ」の取組の中でも継続しています。また、エレベーターでは、視覚障がい者や車いす利用者にとって有効な音声
操作ができる機能などを開発しています。

さらに、専門性が高く機器を扱う人が比較的固定化されている産業分野でも、高齢の労働者や外国人作業者、非熟練作業
者の増加など、労働環境が変化しており、ユニバーサルデザインが求められるようになってきました。三菱電機で
は、FA（工場自動化）機器、電力機器などの産業用製品や作業現場での据付・保守に対してもユニバーサルデザインを
広く適用しています。

2017年度は、国際ユニヴァーサルデザイン協議会（IAUD）が主催する「IAUDアワード」において、様々なユーザーを
対象とした評価実験に基づく開発が評価され、「三菱エレベータータッチパネル式乗場登録操作盤」が金賞を受賞しまし
た。他にも「三菱電機エアコンZW／ZXVシリーズ」、「音声ナビ付レンジグリルZITANG（RG-HS1）」、「ユーザー
の操作負荷と衝突時の危険性を低減するカーナビゲーション（NR-MZ300PREMI）」等、計7件が受賞しました。

2018年度も、三菱電機の幅広い分野で、様々な配慮・工夫を重ねたユニバーサルデザイン製品を創出していきます。

製品の使いやすさのために



認 知 分かりやすさへの配慮

例）
機能が分かりやすいボタン
（録画機能付きテレビのリモコ
ン）

識 別 見やすさ・聞き取りやす
さへの配慮

例）
高齢者にも読みやすい
文字の大きさ

■主要な文字・数字・記号

身 体 楽な姿勢・身体的負荷へ
の配慮

例）
製品ごとの持ちやすい取手形状

これまでの主な事例紹介

多くの人の使いやすさに向けた「UD設計ガイドライン」

子どもから高齢者、身体の不自由な人まで、より多くの人が安心して使えるように、調査研究を基にガイドラインを策定
しました。加齢によるヒトの特性の変化への配慮をガイドライン化したもので、主に以下の3つの視点で構成していま
す。

UD設計ガイドライン構成
1. 「認知」：分かりやすさへの配慮

2. 「識別」：見やすさ・聞き取りやすさへの配慮

3. 「身体」：楽な姿勢・身体的負荷への配慮



デカ文字ボタン&ナンバーナビ

見まもりセンサー&音声ナビ

「らく楽IH」クッキングヒーター（「らく楽アシスト」搭載家電）

「UD設計ガイドライン」に基づく「使いやすさ革命」の3つのコンセプト「デカ文字」「光や音でお知らせ」「らく楽メ
ンテ」の適用例を、具体的な機種の特長で紹介します。

例）IHクッキングヒーター「らく楽IH」CS-G20AKS

デカ文字&ナンバーナビ
＜特長＞
表示文字サイズは従来比約1.8倍（三菱電機従来品 G38MSとの比
較）

数字の順番に押すだけで操作可能

見まもりセンサー&音声ナビ
＜特長＞
本体の周りを見張る人感センサーを搭載

音声で操作のアシストや注意喚起

その他の「らく楽アシスト」搭載製品



配線グループを模した表現 文字や表示が分かりやすい

未熟練者の使用にも配慮した三菱汎用シーケンサ「MELSEC-Lシリーズ」

工場用のコンピュータである汎用シーケンサMELSEC-Lシリーズは、以下の3つに配慮したことで、ベテランの作業効率
向上と未熟練ユーザーの使いやすさを同時に実現し、より幅広いユーザーが容易に扱える製品を目指しました。

配列を模したパターンを採用した、直感的に理解できる機能表示

UDフォントを採用し、文字を大きく表示し、地色とのコントラストを確保するなど、誤配線を防止

液晶画面に英語／日本語の文章表現による情報表示で、未熟練者でも現場トラブルの解決操作が分かりやすい

文字による表示で分かりやすい



チェックシート 結果シート

三菱電機株式会社
デザイン研究所
ソリューションデザイン部
UXデザイン基盤グループ
山崎 友賀

使う人を見て、使う人の立場で考える。ユニバーサルデザインをもとにした製品
開発に携わる中で、このことを一番大切にしています。開発ではユーザビリティ
評価などの科学的なアプローチを取り入れながら、実際に使う人の声を聴いて進
めています。製品を使う人は、使う状況も目的も、使う人自身も様々です。一人
ひとりの使いやすさを基本に、その使いやすさをできる限り多くの人に広げるこ
とで、三菱電機の製品が沢山の人の嬉しさにつながることを願って、これからも
ユニバーサルデザインの発展に貢献していきたいと思います。

VOICE（ユニバーサルデザイン担当者）

独自のユニバーサルデザイン評価システム「UD-Checker」

UD-Checkerはデザイナーや設計者が共通で使える、ユニバーサルデザインのチェック用ツールです。4つの評価軸でユ
ニバーサルデザインの達成度を定量的に示せるため、開発ポイントの抽出と具体的な設計への展開が容易になり、製品の
効率的な開発に役立っています。三菱電機では、家電・公共機器から産業機器に至るまでUD-Checkerを活用していま
す。

「UD-Checker」の詳細



早わかりガイド（基本操作）

より分かりやすい取扱説明書づくり

三菱電機グループでは「取扱説明書一流化活動」を展開し、お客様に快適に、安全にご使用いただけるよう「見やすく、
分りやすい」取扱説明書づくりに努めています。その基本となるのが、独自の「家電機器取扱説明書作成要領 解説」
で、家電製品を扱う国内関係会社に配布し、取扱説明書の品質レベル向上を図っています。

取扱説明書の事例 ～三菱ルームエアコン霧ヶ峰FLシリーズ～

『早わかりガイド（基本操作）』は、ボタンを大きく抜き出したことにより、リモコンのどのボタンを押せば良いか一目
で認識できるようにしました。また、大きいフォントサイズで余白を贅沢に使い、非常に分かりやすい説明にしていま
す。

三菱ルームエアコン霧ヶ峰FLシリーズ取扱説明書（PDF：7.01MB）



基本的な考え方

三菱電機グループでは、1921年の創業時から「顧客の満足」を「経営の要諦」の中で掲げておりました。この精神を受
け継ぎ、高品質で使いやすい製品づくりから、購入後のサポート、不具合発生時の対応まで、すべての事業活動において
常にお客様の満足向上に取り組んでいきます。

具体的には、各事業の特性に応じてお客様への満足度調査を実施するなど、お客様の声を製品開発、販売、サービス等の
改善に反映しています。

また、修理・サービス体制の強化、担当スタッフへの教育の充実、ウェブを通じた情報提供の拡充などにも努めていま
す。

お客様からのお問合せ対応フロー（三菱電機単体）

顧客満足を高めるために



家電部門のCS活動

家電製品を扱うリビング・デジタルメディア事業本部では、三菱電機の製品を購入されたお客様に満足いただき、満足い
ただいたお客様を増やすためにお客様満足（CS：Customer Satisfaction）向上活動に取り組んでいます。

家電品CS活動の始まり

製品の品質や使い勝手・操作性の改善に加え、三菱電機がお客様満足度を重視してCS向上活動を専門とする組織を発足
させたのは1993年7月です。CSの思想を体系的に成立させるため、商品、営業、サービスの3軸で、風土・仕組み・ツー
ルづくりを進めてきました。

各製作所では、主要機種について製品購入者へのアンケートや従業員によるモニターを活用したアンケートで満足度調査
を実施しています。これらの調査結果はグループで共有し、販売・開発戦略に反映させています。

何がお客様を満足させるか

製品を選び、購入し、使い終わるまで、開発・製造・販売・サービスの様々な部門が関係します。この流れのどこか1カ
所に不満があったり、弱いところがあればお客様の満足は得られません。お客様の満足度は次の順に高まるといいます。

安心不良・不具合がない

喜び要求・要望が満たされる

感動新しい価値が得られる

お客様が期待される以上の何かがあること＝感動を与えられることが究極のお客様満足です。お客様の期待を把握し、そ
の期待を実現することがお客様の感動を獲得する上でのキーポイントです。

お客様のチェックポイント



24時間365日対応

お客様の期待を実現するには、お客様の姿を良く知り、販売・サービス・開発・製造に生かすこと、市場の変化の兆しを
すばやくとらえダイナミックに活動することが重要です。三菱電機はお客様が望むときに対応することがその解決策の一
つとして1998年10月より、製品の取り扱いに関するご相談を受け付ける「お客さま相談センター」の受付時間をそれま
での日曜、祭日を除く昼間から、24時間365日に拡大しました。

現在では、「お客さま相談センター」と「修理受付センター」にて24時間365日受付しています。
さらに、販売店様などの技術相談におこたえする「電話技術相談センター」と修理サービスの最前線・三菱電機システム
サービス「サービスステーション」（一部地域除く）も365日対応をしています。

窓口に寄せられる問い合わせ件数は、製品の多機能化により年々多様化しており、「お客さま相談センター」では継続的
に人員増強と教育・研修に努めています。



お客さま相談センター

修理受付センター

サービスステーション



お客様の声を反映する仕組み

お客様からの相談・修理受け付け内容や結果、技術相談の情報は毎日製作所へフィードバックされ、現在生産中の製品改
善や開発品への反映、販売店様への修理支援情報の提供などに活用されています。

■お客さま相談センター

「お客さま相談センター」へ集まったお客様の声は、データベース化され、問い合わせ内容を傾向分析し、分析結果を担
当製作所・販売会社・研究所へ定期的に配信されています。製作所・販売会社では、現行製品の改善に反映したりホーム
ページ・カタログ・取扱説明書をより分かりやすいものに改善したりする活動を継続的に実施しています。また、研究所
では、現在開発中の製品の改善に活用されています。特に、新製品発売後の情報は、新製品に対するお客様の期待・要
望・不満などをタイムリーに関係部門へ配信し、早期にフィードバック活動が展開できるよう心がけています。

また、各製作所と「お客さま相談センター」にて定期的に情報連絡会議を開催し、お客様の声から見えてくる中期的な課
題や更なる情報収集のための連携方法などについて改善しています。

■各製作所

エアコンを生産している静岡製作所では品質向上に向け、開発に携わる技術者自らお客様の声をお聞きする機会を設け、
製品開発にフィードバックするよう努めています。具体的には技術的に難易度の高いと想定される品質問題が起こったと
きに、直接お客様のお宅へお伺いして据付環境などを拝見させていただいたりしています。

開発に活かされた例も数多くあります。エアコンの場合は、特に使い方や「冷えない」「暖まらない」といったお問合せ
が多いという特徴があります。そのため、実際に現場へ行って直接お客様の声を聞き、その結果を設計の基準にしたり、
製品の制御仕様の改善に織り込んだりなどして品質向上に努めています。

三菱電機独自の体感温度コントロールも、「エアコンの効きが悪い」、「エアコンが冷え過ぎる」というあい反するご意
見を聞き、実際には空気の温度以外に、湿度や床の温度で「体感温度」が左右されていることが分かった一例です。また
室外機の騒音についても、音の大きさだけでなく音質によっても、実際の聴覚上の「うるささ」に差が出てくることが分
かったため、その考え方を開発の評価基準に反映しました。

今後も、お客様の声をしっかり受け止め、「霧ヶ峰」の歴史を積み重ねていきます。

ルームエアコン「霧ヶ峰ＦＺシリーズ」MSZ-FZ4018S
暑さ寒さの感じ方に合わせた気流制御で、一人ひとりにぴったりの快適をお届けします。



情報センター

ビルシステム部門のCS活動

ビル内の縦の交通機関であるエレベーター・エスカレーターやビルマネジメントシステムを扱うビルシステム事業本部で
は、必要不可欠な社会インフラとして、常に安全・安心を確保し、快適な移動と居住空間をグローバルにお届けし続けて
いくことにより、活力とゆとりある社会の実現に貢献しています。

ビルシステム事業本部は「Quality in Motion ～進化するクオリティ」を事業スローガンに掲げ、販売～開発・製造～工
事～保守にいたるトータルでの事業活動において、先進技術・環境技術を駆使し、安全性・快適性・効率性・環境のすべ
ての面から高次元のクオリティを追求することによって、お客様にご満足いただける安心と信頼及びソリューションを提
供します。

24時間・365 日対応の「安心の窓口」

エレベーター・エスカレーターを始めとしたビル設備のメンテナンスを
担当している三菱電機のグループ会社「三菱電機ビルテクノサービス株
式会社」の情報センター 」は、トラブル発生時の故障信号やお客様か
らの電話コールに対応する「安心の窓口」となります。

ご契約いただいたお客様のビル設備の状態を全国8カ所に設置した「情
報センター」が常時遠隔で監視し、異常信号をキャッチすると、約6,00
0人のエンジニアの現在位置や遂行中の仕事内容、さらに技術レベルを
判断して、お客様のビルに最も早く到着し、的確に対応できるエンジニ
アを急行させます。

その際に、過去の対応内容やビルに関する情報をメールでエンジニアに
送信したり、部品を緊急手配したりするなど、少しでも早い設備の機能
回復をバックアップします。さらに、エレベーター、空調設備は、運転
データの変化から、故障に至る前の変調も見逃さず事前に対応すること
で、トラブルを未然に防ぐことが可能です。



「三菱エレベーター・エスカレーター安全キャンペーン」

エレベーター試験塔「SOLAÉ（ソラエ）」 「SOLAÉ（ソラエ）」ショールーム

稲沢製作所SOLAÉショールーム

高さ173.0メートルのエレベーター試験塔「SOLAÉ（ソラエ）」に併設しているショールームでは、施主・設
計事務所・建設会社のお客様や地域の子どもたちなどの見学を受け入れ、ビルを支える三菱電機の製品・技術を
見て、触れて、体感いただき、製品の安全・安心をお伝えしています。

1階の「エレベーター・エスカレーターゾーン」では、エレベーター・エスカレーターの歴史や基本構造から、
安全・安心・快適を実現する最新製品・技術にいたるまで、実機を通じて紹介し、世界最高速エレベーター の
スピード感を巨大なモニターとコンピューターグラフィックスで体感できます。2階の「ビルマネジメントシス
テムゾーン」では、最新のビル管理・セキュリティーシステムなどが体験できます。
※ 上海中心大厦向け（2018年3月現在稼働しているエレベーターにおいて、三菱電機調べ）

「三菱エレベーター・エスカレーター安全キャンペーン」の開催

エレベーター・エスカレーターは、不特定多数の方が利用する交通機
関として、高い安全性が求められており、製品には様々な安全装置や
機能の設置が義務付けられています。
加えて、安全運行のためには、定期的な保守点検を行うことで機能を
維持すること、正しい方法で利用していただくことが不可欠です。

このため三菱電機ビルテクノサービス株式会社では、適切な保守点検
の実施はもちろんのこと、1980年よりスタートした安全キャンペーン
の開催により、利用者の皆様に正しい利用法をご理解いただき、より
安全にエレベーター・エスカレーターをご利用していただくための活
動を行っています。

お子様や高齢者･障がい者の方々などに正しい乗り方や安全な利用方法
をご理解いただく「利用者説明会」や、マンションやビルのオ一ナー・管理者の方々へ日常の管理方法や災害時の対応を
ご説明する｢管理者説明会｣を実施しています。今までの参加者は延べ30万人を超えており、三菱電機グループの重要な
安全活動の一つとして、継続的に取り組んでいます。

※



Mitsubishi Elevator
（Thailand）Co., Ltd.
（タイ）
トレーニングセンター
責任者
カニポン サーコン

Mitsubishi Elevator ThailandではISO 9001:2015（品質）、ISO
14001:2015（環境）及びOHSAS 18001:2007（安全）をパッケージで取得し
ています。これをお客様への販売プレゼンテーション時に、品質・信頼を説明す
る1ツールとしても役立てています。私が統括する地域最大のトレーニングセン
ターは、昇降機の据付・保守の教育・研修を当社従業員、周辺諸国販社及び要望
のあるお客様向けに日々実施しており、フル稼働の状況です。責任者として、効
果的な教育・研修の企画、お客様の受け入れに日々奮闘しており、同施設の充実
に心血を注いでいます。

VOICE（タイ安全衛生担当者）



基本的な考え方

不具合の発生時には、お客様にご迷惑をおかけしないことを最優先とし、迅速かつ的確に処置・対策を決定する体制を
とっています。

告知と捕捉・改修、回収方針

三菱電機では、販売した製品に重大な不具合発生の報告があれば、経営トップを含めて迅速かつ的確に処置・対策を決定
する体制をとるなど、お客様にご迷惑をおかけしないことを最優先にして、対応していきます。とりわけリコール事案に
ついては、対象販売全数の捕捉・改修を前提として継続的に取り組み、幅広い販売ルートに働きかけを行っています。

また、消費者の方に直接関係の深い消費生活用品の不具合につきましては、迅速かつ適切な情報をお届けしています。

重要な製品不具合の報告

製品安全にかかわる不具合や品質に関する重要なお知らせにつきましては、三菱電機オフィシャルサイトのトップページ
の「重要なお知らせ」より、該当製品の情報をご覧いただけます。

製品に関する重要なお知らせ一覧

製品不具合発生時の対応



消費生活用製品安全法に基づく事故報告

2007年5月に施行された改正・消費生活用製品安全法に対応し、三菱電機オフィシャルサイトのトップページの「消費生
活用製品安全法に基づく事故報告について」より、該当製品の情報をご覧いただけます。

消費生活用製品安全法に基づく事故報告について

なお、三菱電機の事故情報開示では、原因調査中の案件も含め情報公開を行っています。

事故発生時の処置フロー（三菱電機グループ）



人権の尊重に関する方針 人権の尊重の取組

CSRの重要課題
人権の尊重と多様な人材の活躍

人権



三菱電機グループ『人権の尊重に関する方針』

三菱電機グループは、国際的に合意されている人権の保護を支持・尊重することを企業活動の前提としています。また、
自らが人権侵害に加担しないことを、私たちが果たすべき責任と捉えています。
私たちはこれらを前提に、2001年に「企業倫理・遵法宣言」を制定し、三菱電機グループの全役員・ 従業員が「常に人
権を尊重した行動をとり、国籍、人種、宗教、性別等いかなる差別も行わない」ことを宣言しました。
グローバルな事業展開を更に進める中、私たちは三菱電機グループの企業理念と「7つの行動指針」の精神に則り、三菱
電機グループの人権方針を定め、私たちの事業活動が人権への負の影響を与えることがないよう、より人権への感度を高
め、適切に対処してまいります。

1. 三菱電機グループは、「国際人権章典」、「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関（ILO）宣
言」などの、人権に関する国際基準を守るべき最低限のものと認識しています。この認識のもと、私たちは事業を
行う各国・地域の法令、規則等を適切に理解し、人権を尊重することを宣言します。
なお、事業を行う地域の法令などが、人権に関する国際基準と一致しない場合、私たちは国際基準を尊重するため
に、現地の関係者と対話・協議を行い、適切に対処するよう努力します。

2. 三菱電機グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、私たちの事業活動における人権への
影響の特定・評価、負の影響が生じることの防止・緩和措置の検討など、いわゆる人権デュー・ディリジェンスの
取り組みを進めていきます。また、事業活動が人権への負の影響を発生させた、又は関与していたことが明らかに
なった場合の是正の仕組みなどを整備します。

3. 三菱電機グループは、CSRの重要課題を決定し、具体的な取り組み項目と目標を定め活動しており、この活動を通
じて人権尊重に関する取り組み状況を把握し、適切に情報開示していきます。

4. 三菱電機グループは、これらの人権を尊重する取り組みを全役員・従業員に適用するだけでなく、事業、製品、
サービスなどバリューチェーンの全体にわたって関わりのある様々なステークホルダーに対しても協力を求めるこ
とで、人権が尊重される社会の実現に貢献していきます。

5. 三菱電機グループは、人権の尊重に関する取り組みを役員・従業員一人ひとりが理解し、適切に実行していくため
の教育・意識啓発を継続的に実施します。

制定日：2017年9月20日

人権の尊重に関する方針



倫理遵法行動規範～人権の尊重～

【基本原則】
私たちは、事業を行う各国・地域において、広く人や社会とのかかわりを持っていることを認識し、人権を尊重します。

児童労働、強制労働に関する規範
私たちは、事業を行う各国・地域において、いかなる雇用形態かを問わず、児童労働や強制労働は行いません。

差別に関する規範
私たちは、事業を行う各国・地域において、雇用や人事処遇に関して、従業員の人種、民族、国籍、性別、年齢、信
条、宗教、社会的身分、障がい等を理由とする差別的取扱いをしません。また、そのような誤解、疑義を与えないよ
う、日頃から、自らの言動をチェックします。

人格の尊重
私たちは、事業を行う各国・地域において、他の従業員の人格を尊重し、ハラスメントや誹謗・中傷、威圧による業
務の強制等相手の人格を無視した行為は行いません。また、そのような誤解、疑義を与えないよう、日頃から、自ら
の言動をチェックします。

職場の安全衛生に関する規範
私たちは、事業を行う各国・地域の法令及び社内規則・手続きを遵守し、関係者全員が安心して働くことのできる安
全で快適な職場環境作りに努めます。特に生産活動・工事にあたっては、関係会社・協力会社・購入先・発注先等と
協力し、安全衛生の確保に努めます。

労働関係に関する規範
私たちは、事業を行う各国・地域の雇用、人事、勤務、賃金、労働時間、入国管理等に関する労働関連法令及び社内
規則・手続きを遵守し、健全な労働条件や職場環境の維持・向上に努めます。

個人情報保護に関する規範
私たちは、事業を行う各国・地域において、その必要がある限りにおいて、適法かつ適切な方法によってのみ、個人
情報を取得し、適切に利用します。また、個人情報への不正アクセス、漏洩、紛失、改ざんの防止に努めます。

サプライチェーンマネジメント



「人権の尊重と多様な人材の活躍」講義

取組の現状と今後に向けて

国際規範に基づく人権対応の推進

三菱電機グループは、2017年9月に「人権の尊重に関する方針」を制定し、国際規範に基づいた人権対応を進めることを
宣言しました。特に、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権デュー・ディリジェンスに取り組むことに
より、人権への負の影響が生じることの防止・緩和措置、また、人権への負の影響を発生させた、又は関与していたこと
が明らかになった場合の是正の仕組みなどを整備します。

具体的な取組

2018年度は「人権デュー・ディリジェンス」の取組の手始めとして、三菱電機グループ内の各拠点において、人権への
影響の特定と評価（人権インパクト・アセスメント）を実施するとともに、人権侵害を受けた方からの苦情を受け付け、
救済に結び付ける仕組み（苦情処理メカニズム）の充実を検討します。一方、サプライチェーンに対しては、CSR調達の
取組の中で、人権対応の強化を要請していきます。

2019年度以降は、これらの取組を更に進め、サプライチェーンを含めて人権への負の影響の防止、軽減の仕組みづくり
や、人権対応の取組に対する追跡評価を行っていく予定です。

英国現代奴隷法への対応

2016年度、英国子会社のMitsubishi Electric Europe B.V.とMitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd
.において、強制労働、人身取引等「現代の奴隷」の根絶を目的として制定された英国現代奴隷法へ対応し、声明を発表
しました。今後も情報開示と取組の強化を継続していきます。
また、英国の性別賃金格差報告についても適正に対応しています。

英国現代奴隷法にかかわる声明

ハラスメント研修

三菱電機では、新入社員や新任の管理職に対して、人権に関する研修
を継続的に実施し、差別やハラスメントのない健全な職場環境の確保
に努めています。

特にハラスメント問題については、職場環境の維持・向上が管理職の
重要な責務であることから、新任の管理職に対する研修を通して、ハ
ラスメントの予防に力を入れています。研修においては、セクシャル
ハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントに関す
る知識の付与を行うだけでなく、ハラスメントの具体的な事例を取り
上げて紹介するなど、日頃職場において問題となるようなケースが発
生していないか確認できるよう、講義内容を構成しています。

また、研修受講後、自分の職場において問題が発生していないか管理
職の立場から確認することで、社員が働きやすい職場環境づくりを進
めています。

人権の尊重の取組



MITSUBISHI ELECTRIC
EUROPE B.V.
広報宣伝担当マネージャー
ハンス＝イェルク ヒン
ケル

私はMITSUBISHI ELECTRIC EUROPEでCSRを担当しており、また、ブリュッ
セルの在欧日系ビジネス協議会（JBCE）のCSR委員会のメンバーという立場か
らも、ヨーロッパでのCSRに関する動向を常に把握しています。
近年、人権の分野で非常に顕著になってきている話題の一つが、現代でも広く
残っている奴隷制の防止です。ヨーロッパの数カ国では、既に関連した法令が発
布されていますが、こうした動きの中で、最も重要かつ包括的なもの
が、2015年に発効された英国現代奴隷法です。この法律によって、企業は自社
の事業活動とサプライチェーンにおいて、奴隷行為が行われていないか調査する
ことが義務付けられただけでなく、将来においても奴隷行為が行われないよう、
措置を取ることが必要となりました。2016年から、この法律に基づいたステー
トメントを毎年公表することも義務付けられており、前年の実績について言明し
なくてはなりません。
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPEでは、現代の奴隷の防止という課題を真摯に
受け止めており、eラーニングの実施など、職場で現代の奴隷を生まれさせない
ために、あらゆる兆候を察知する教育を実施しています。

VOICE（欧州CSR担当者）

人権啓発活動

三菱電機では、多様な人々が活き活きと働き、互いに多様性を認め合える組織風土づくりを目指し、新入社員を対象とし
た人権啓発研修を実施しています。また、世界における人権課題の潮流や、国際的な人権規範への理解を深めるた
め、CSR専門部会メンバー（本社管理部門）を対象に、人権課題の専門家 Sustainavision Ltd.代表下田屋氏を招き、人
権研修を開催しました。

また、社会人になったばかりの新入社員や新任管理職に対しては、人権に関する基本的な内容や三菱電機の取組について
理解してもらうとともに、人権に係わる「ハラスメント」「障がい者」「同和問題」といった具体的な問題を取り上げた
講義を行っています。新入社員が職場に配属されてから、日々の業務において常に人権を尊重した行動をとれるように、
入社時の早期から意識を高めてもらうよう取り組んでいます。



人材に対する考え方 人事基本データ ダイバーシティの推進

働き甲斐のある職場づくり 働きやすい職場環境の整備 人材の育成

労働安全衛生と心身の健康の確保

CSRの重要課題
人権の尊重と多様な人材の活躍

労働慣行



基本的な考え方

三菱電機は、適正人員構造の中長期的な維持に加えて、「電力システム」「交通システム」「ビルシステム」「FAシス
テム」「自動車機器」「宇宙システム」「パワーデバイス」「空調冷熱システム」を中心とする成長分野の更なるグロー
バル展開を実現すべく、積極的な社員採用を継続しています。

また、国内関係会社においても、事業強化及び技術開発力・営業力・ものづくり力強化の観点からの継続的な社員採用を
計画しています。

なお、採用活動に当たっては、経団連の「大学卒業予定者・大学院修士課程修了予定者等の採用選考に関する指針」を順
守します。

積極的な採用の継続

三菱電機（単独）の新卒者採用数は、2018年10月入社及び2019年4月入社の合計で1,190名を計画しています。三菱電
機は2012年度以降1,000名を超える規模で新卒者を採用しており、今後も、もう一段高いレベルの成長の実現に向け
て、積極的な採用を継続していきます。

三菱電機グループ採用計画（2018年3月時点）
1. 新卒者採用

（単位：人）

2016年10月入社
及び

2017年4月入社
（実績）

2017年10月入社
及び

2018年4月入社
（見込）

2018年10月入社
及び

2019年4月入社
（計画）

技術系 650 650 690

事務系 220 220 230

技能系 270 270 270

三菱電機（単独） 1,140 1,140 1,190

2017年4月入社
（実績）

2018年4月入社
（見込）

2019年4月入社
（計画）

国内関係会社 1,500 1,500 1,500

新卒者 計 2,640 2,640 2,690

2. 経験者採用
（単位：人）

2016年度
（実績）

2017年度
（見込）

2018年度
（計画）

三菱電機（単独） 550 550 550

国内関係会社 1,200 1,000 1,000

経験者 計 1,750 1,550 1,550

人材に対する考え方



3. 三菱電機（単体）新卒採用 技術系 女性比率

2017年度（実績） 2018年度（見込） 2019年度（計画） 2021年度（目標）

11％ 13％ 15％ 20％



従業員の状況

1．三菱電機グループの状況
（1）連結の状況

2018年3月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

重電システム 45,919

産業メカトロニクス 32,399

情報通信システム 15,131

電子デバイス 5,588

家庭電器 26,000

その他 12,005

共通 5,298

合計 142,340

人事基本データ



（注）

（2）三菱電機単独の状況
2018年3月31日現在

従業員数 平均年令 平均勤続年数 平均年間給与

34,561人（内、女性3,249人）
［7,413人］

40.2才 16.3年 7,924,292円

セグメントの名称 従業員数（人）

重電システム 8,630

産業メカトロニクス 9,538

情報通信システム 4,987

電子デバイス 2,161

家庭電器 5,022

その他 0

共通 4,223

合計 34,561

1. 従業員は就業人員である。臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

3. 三菱電機の人事処遇制度において、男女の性差に基づく報酬格差はありません。

労働組合との関係

三菱電機と三菱電機労働組合とは企業の社会的使命と責任の自覚の上に立って企業の発展と組合員の労働条件の維持向上
に協力し、相互の誠実と信頼を基調とした労使関係を形成・堅持すべきであることを確信して労使で合意の上、労働協約
を締結し、双方誠意を持ってこれを遵守しています。

また、ユニオン・ショップ制に基づき、社員は原則として試用期間を経たのち、組合員となります（管理職層を除く）。
相互の交渉を円滑に行うため会社と組合とは経営協議会・労働協議会を設け、労使対等な立場に立って理性的な話し合い
を徹底的に推し進めることによって解決の道を見いだすことを基本理念としています。

グループ会社においても、労使対等な立場に立って理性的な話し合いを徹底的に推し進めるという理念は共通であり、事
業を行う各国・地域の雇用、人事、勤務、賃金、労働時間、入国管理等に関する労働関連法令及び社内規則・手続きを遵
守し、健全な労働条件や職場環境の維持・向上に努めます。



男女比率（三菱電機単独）

基本的な考え方

三菱電機グループを取り巻く環境の変化がますます激しくなる中で、性別や年齢等にかかわらず従業員が最大限に能力を
発揮し、活躍することは事業の発展にとって非常に重要です。また、少子高齢化が進行する日本国内では、従来以上に多
様な人材の活用が必須となっています。以上の認識を踏まえ、三菱電機では以下のような施策を通じ、従業員の多様性を
推進しています。

女性活躍について

2006年4月より、人事部内に「CP-Plan 推進センター」を設立し、女性社員や
育児をする社員の個人生活の充実とキャリア形成に資する三菱電機独自施策の
立案・展開を目的に、採用、研修、配置、制度など多角的な視点から各種取組
を推進しています。
※ Career management & Personal life well-balanced Plan

ダイバーシティの推進

※



基本データ（三菱電機単独）

女性社員数推移（総合職）（三菱電機単独）

女性役職者数の推移（課長以上）（三菱電機単独）



「上司と部下 仕事と育児の両立支援
ハンドブック」

管理職向け女性部下マネジメント研修の様子

女性のさらなる活躍推進に向けた取組

若手女性社員向けのキャリアフォーラム

出産、育児といったライフイベントとの調和を図りながら、前向きにキャリア形成するための気づきの機会として、若手
女性社員向けのキャリアフォーラム（CP-Planフォーラム）を開催しています。社長自ら女性活躍推進の経営的意義を伝
えるとともに、先輩社員の経験談やグループディスカッションを通じて、女性社員自身の自立的思考・行動の促進やネッ
トワークづくりを支援しています（2013年度：約330人、2015年度：約210人、2016年度：約120人、2017年度：
約120人が参加）。

本社でのフォーラムの他、事業所単位の交流会なども随時開催しています。

管理職のマネジメント力強化

新任管理職研修において女性活躍推進に関する教育を織り込み、経営的意義、女性部下のマネジメントにおける留意点な
どを説明し、管理職の意識啓発やマネジメント力の強化に取り組んでいます。

「上司と部下 仕事と育児の両立支援ハンドブック」

育児休職者が円滑に職場復帰し、育児をしながら能力を最大限発揮できるよう、本人と
上長の双方に向けてハンドブックを配布するとともに、復職前・復職後に定期的に上長
面談の場を設けることをルール化しています。

管理職向け女性部下マネジメント研修

女性部下を持つ管理職を対象としたマネジメント研修を一部の研究所で
実施しました。女性特有のライフイベントを考慮しながらも、中長期的
な戦力として鍛え上げるという意識の一層の醸成と、それを実現するた
めの「上司としての在り方」を考えることで、女性社員の能力を最大限
引き出すためのマネジメント力の強化を図っています。



女性エンジニアとの交流会 理系女子学生向けパンフレット

「理系女子学生を中心とした積極的採用活動（イベントの開催&リケジョ専用パンフ作成）」

三菱電機は女性活躍推進法に基づく行動計画において、「2020年度までに技術系新卒採用に占める女性比率20％以上」
とすることを目標として掲げ、理系女子学生を中心とした採用活動に積極的に取り組んでいます。

技術系新卒採用に占める女性比率の推移（三菱電機単体）

2016年度 2017年度 2018年度

9% 11% 13%

※ 10月入社及び4月入社

三菱電機主催のイベントで、若手から子育て中の社員まで様々なライフステージで活躍する女性社員との交流会や、託児
所など所内施設を紹介する「理系女子学生向けセミナー」を実施したり、女性エンジニアを紹介するパンフレットを配布
するなどして、三菱電機で働くイメージを持ってもらえるよう積極的に情報発信しています。

グローバルな人材育成に関する考え方と取組

世界中の人材が活躍できるグローバル企業を目指して

三菱電機はグローバル企業として国内外に205社の連結子会社を有し、海外従業員は約57,000人とグループ全体の
約40％を占めます。グループ従業員全員が実力を最大限発揮し、かつ各自のキャリアプランを実現できるような企業体
を目指し、人材配置・育成に取り組んでいます。

具体的には、海外の従業員に技術・技能・ノウハウを身に付けてもらうために、毎年10～20カ国から100名を超える人
材を各製作所（工場）へ招いて、研修付与を行っています。各社へ戻って各社の自立化と従業員のより一層の活躍に繋が
るサイクルとなっています。また、海外の従業員から将来の経営幹部として期待される人材を選抜し、日本で2週間程度
の研修を行う取組も継続しており、受講者が知識・人脈を得て、各社で一層活躍しています。一方、日本でも毎
年10～20人程度の外国人を継続的に採用しており、外国人社員が活き活きと日本の職場で活躍できるように、職場の先
輩日本人とペアで受講する異文化研修も継続的に行っています。また国内外共通の取組として、三菱電機の理念・価値
観、歴史など、全世界の三菱電機グループ従業員が共有すべき企業理念教育の拡充にも取り組んでいきます。

現在、海外関係会社幹部（部長級以上）に占めるナショナルスタッフの比率は40％を超えており、今後も、海外関係会
社幹部には、三菱電機（日本）の出向者であるかナショナルスタッフかを問わず、幅広く適材適所で人材を登用していき
ます。



海外OJT制度 派遣者数推移（2009年～2018年予定）

グローバルに活躍しうる国内人材育成の一環として、三菱電機従業員を海外関係会社に派遣する海外OJT制度の派遣実績
は近年、世界各地域に100名規模で推移しています。

海外OJT制度の派遣者数推移

海外語学研修についても、英語圏、中国語圏、スペイン・ポルトガル語圏に以下の実績で派遣しています。

海外語学研修の派遣者数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

94名 101名 90名 98名 103名



高齢者の多様な働き方を支援

三菱電機では2001年度から複線型人事制度を導入し、50歳以上の社員に様々な選択肢を提示することで多様な働き方を
可能にしています。その内容は、退職後の第二の人生に対する支援金支給、あるいは2年間の有給の休職を認める「セカ
ンドライフ支援」、最長65歳までの再雇用制度による雇用延長などです。

また、毎年1回、50歳を迎える社員とその配偶者を対象に、各事業所で「ライフデザイン研修」を実施し、以降の人生設
計、生活設計に対する関心を深めてもらうため、年金や退職金・社会保険・税金・趣味・健康などについて講義するとと
もに、グループディスカッションなどを行っています。

基幹系統（労働組合員層）の複線型人事諸制度



カフェ事業 クッキーの製造 名刺作成

メルコテンダーメイツ株式
会社
第二事業部
カフェグループ 指導員
大茂 華織

障がいのあるチャレンジド社員と仕事を進める中で、向上心とおもてなしの心が
育つような支援を心がけています。日々のコミュニケーションを大事にするだけ
でなく、個人面談を通じて信頼関係を深め、小さな変化も見落とすことのないよ
う、話しやすい職場環境づくりを常に意識しています。

私自身も相手の意見や発生する事象を多面的に捉えられるよう、週に一回しっか
りと時間をかけて、名刺や給食配送等の他グループの指導員とチャレンジド社員
の指導に関する意見交換を行うようにしています。

VOICE（メルコテンダーメイツ指導員）

障がい者雇用の推進

三菱電機グループでは、CSRやダイバーシティ推進の観点から、各社で障がい者の積極的な活用を図っており、障がい者
が働きやすい職場環境の整備を目指し、バリアフリー化などの取組も進めています。

三菱電機では、2014年10月に主に知的障がい者の方に適した業務を社業とする特例子会社 「メルコテンダーメイツ株
式会社」を設立しており、特例子会社を含めた雇用率は2018年3月15日時点で2.21％となっています。

メルコテンダーメイツ株式会社の社名は、健常者社員、チャレンジド社員（障がいを抱える社員）の双方が対等な職場の
パートナーであることと、慈しみ合う仲間たちという意味を表現しています。クリーンサービス事業、カフェ事業、名刺
事業、給食事業、健康増進事業（マッサージ施術）等を中心に事業を展開しており、2018年3月15日時点で52名の障が
い者を雇用しています。2017年度には第二拠点としてクッキー工房を開設するなど、今後も徐々に事業を拡大し、チャ
レンジド社員の雇用を更に推進していく計画です。
※特例子会社： 所定の要件を満たした場合に、法律上、親会社と子会社を同一の事業主体として取り扱い、雇用率を連結算定する制度

※



各種運営システムの充実による人事制度の有機的連携

基本的な考え方

グローバル競争が激化する中で、三菱電機グループは持続的成長に向けたグローバル事業競争力強化を経営方針として掲
げ、成長戦略の実現に向けた経営諸施策を展開しています。三菱電機グループが他社との競争で持続的な優位を確立する
には、従業員の成果を最大化させる施策の充実・構築が重要です。

「成果」＝「能力×やる気」であり、従業員のやる気の向上のためは、従業員満足（ES：Employee Satisfaction）の向
上が必要です。ESの向上は、従業員のモチベーションや生産性の向上による従業員・組織の成果の向上、更に顧客満足
（CS：Customer Satisfaction）・競争力の向上、業績向上につながっていくと考えます。

三菱電機の人事諸施策の底流には従業員満足の視点がありますが、時代の趨勢や社会情勢、経営環境、人材構造の変化な
どを踏まえ、例えば以下のような施策にも注力しています。

個々人の役割・成果に基づく人事処遇制度

三菱電機は、従業員一人ひとりが組織目標と自らの役割を認識
し、自らの価値を高め、高い目標にチャレンジしていける風土
の醸成を目指した人事処遇制度を運営しています。

この制度では従業員の業務成果に着目し、「経営への参画度・
貢献度の高い社員への的確な評価」「メリハリのある処遇」な
どを実現しています。また、制度運営における対象者の納得性
を高めるため、評価方法・評価基準を公開しており、さらに制
度に対する従業員の意見を汲み取る「人事処遇制度運営サーベ
イ」の実施や「苦情処理システム」の整備により、従業員の納
得性・満足度の向上と運営の更なる充実に努めています。

今後も従業員が自らの能力を高め、成長できる機会を提供して
いくために「評価・処遇」「能力開発」「配置・活用」の3つの
人事処遇制度を有機的に連携・好循環させることで、制度を有
効に機能させていくことを目指します。

従業員の希望による異動機会の提供

従業員の適材適所を推進し、従業員の希望による異動の機会を提供するために、三菱電機では、イントラネットを活用し
た社内公募制や自らの異動希望を全社に公開できる制度を導入しています。

社内公募制では、従業員が自らの意思でキャリアプランを構築できるよう、イントラネット上に「Job-Net」を開設し、
社内・グループ内・グループ外企業での求人情報やスキルアップに向けた研修情報などを掲載しています。

働き甲斐のある職場づくり



職場におけるコミュニケーションの促進

三菱電機では、組織の方針・目標に基づいてと個々人が設定した個人目標をもとに、上長と部下の双方向でのやりとりの
中で確認する仕組み「役割・成果レビュー制度」を実施し、その中で定期面談制度を運営しています。

この面談では、評価を踏まえた育成的視点でのアドバイス、人材活用・配置の考え方なども話し合い、より良い職場での
コミュニケーションを促進しています。

また、様々な労使協議会及び労使委員会の場を通じ、経営状況や経営戦略あるいは人事施策について、労使が認識を共有
するとともに、協調して課題に取り組む企業文化を大切にしています。

従業員の意欲を高める職務発明報奨制度

三菱電機では特許法に準拠した「職務発明報奨規程」 を定め、従業員が職務上行った発明について、出願時及び登録時
に出願・登録報奨金、発明が他社にライセンス供与された場合には実績報奨金、事業に貢献した発明が社外表彰を受賞し
た場合などには上限を定めない顕彰金を従業員にそれぞれ支給し、従業員が発明を創出する意欲を高めています。

報奨制度の運用においては、職務発明報奨規程を公開すること、報奨金に対する従業員からの申立を審議する「発明相談
委員会」を設けること、事業に貢献した発明の顕彰金額を協議する「発明評価委員会」を設けることで、公平性や透明性
を高めています。

この他、従業員の発明創出の意欲を高める施策としては、「優秀発明・意匠表彰制度」があります。これは、毎年優秀な
発明・意匠に対して表彰するもので、特に優れた発明・意匠に対しては社長による表彰を行っています。
※ 「職務発明報奨規程」と当該規程の分かりやすい解説は、社内イントラネットに掲載し、従業員全員が閲覧できるようにしています。

※



基本的な考え方

少子高齢化に伴い、今後我が国の労働力人口が大幅に減少するとともに、育児や介護等を担いながら働く従業員が男女問
わず一層増えていくことが予想される中、三菱電機が厳しい国際競争を勝ち抜き、持続的成長を実現していくためには、
従業員一人ひとりが限られた時間の中でその能力を最大限発揮できる職場環境づくりが必要です。

三菱電機では、誰もが仕事と生活を両立しながら、活き活きと活躍できる職場環境づくりに向けて様々な取組をしていま
す。

柔軟な働き方を支援する取組

育児・介護に関する制度の整備と浸透

三菱電機では、従業員が安心して育児・介護と仕事を両立できるよう、法定を上回る両立支援制度を充実させ、職場環境
の整備に努めています。三菱電機の「育児休職制度」は子が1歳到達後の3月（最長で9月末）まで、また「育児短時間勤
務制度」は最長で子が小学校卒業の3月末まで取得することが可能です。「介護休職制度」は対象となる家族について最
長2年間、また「介護のための短時間勤務制度」も最長3年間を超えて取得することが可能です。このほか、配偶者の出
産時に際して最大5日間の特別有給休暇が与えられる「配偶者出産休暇制度」、子育て中の社員が学校行事参加などの際
に利用できる「特別有給休暇制度」、育児・介護を事由とした「在宅勤務制度」や、育児・介護などのため退職した社員
を対象として再雇用する「再雇用制度」を整備しています。

また半日単位で所得可能な「介護欠勤」及び「子の看護欠勤」、介護短時間勤務の一形態として、週1回、特定曜日に全
日勤務しないことによる短時間勤務制度、小学校卒業までの子どもに関する育児及び介護を理由として週2日まで利用で
きる在宅勤務制度があります。

さらに2018年度には仕事と生活の両立支援の観点から特定目的休暇（セルフサポート休暇）の要件をPTA活動等に拡大
するとともに、年40時間までの時間単位休暇制度の導入や在宅勤務制度の拡大を決定しました。加えて、次世代育成支
援の観点から不妊治療のための出産支援休職制度を導入するとともに、適用期限が小学校入学までであった子の看護欠勤
の適用期限を小学校卒業まで延長しました。

こうした取組をより社員に浸透させていくため、仕事と育児の両立支援制度の一覧や、子育てしながら働く女性社員への
インタビューなど、両立に役立つ関連情報を掲載したポータルサイトを運営し、積極的に情報発信しています。さらに、
これらの取組について、対象となる社員だけではなく、管理職や新入社員に対して、周知や両立支援に対する意識啓発な
どを行い、各種制度を活用しやすい職場環境づくりに取り組んでいます。今後も、従業員が個人生活の充実と自らのキャ
リア形成を追求することができる職場風土の醸成に努めていきます。

2018年4月1日現在

働きやすい職場環境の整備



育児にかかわる各種両立支援制度



託児施設「ダイヤモンドキッズ」

社員のキャリア形成と育児の両立を支援するために、2014年10月1日に神奈川県鎌倉市及び兵庫県尼崎市の事業所内に
託児施設「ダイヤモンドキッズ」を開設し、それぞれ10名程度の子どもたちを受け入れています。

職場に隣接した場所で、就業日・就業時間に合わせた運営や延長保育などを実施するとともに、不審者の侵入を防ぐため
のセキュリティー対策や事故防止対策を図るなど、社員が十分に、また、安心して仕事に専念できる保育環境を整えてい
ます。また、年間にわたり入所の機会を設けることで、育児休職者の職場復帰を支援しています。

名称 ダイヤモンドキッズ湘南 ダイヤモンドキッズ伊丹

所在地
神奈川県鎌倉市大船5丁目1番1号
情報技術総合研究所内

兵庫県尼崎市塚口本町6丁目9番22号
三菱電機健康保険組合伊丹総合保健
体育館BRIO（ブリオ）内

施設面積 床面積 約100m

定員 各10名程度

託児年齢 0歳（生後57日目以降）～小学校就学前

利用対象者 三菱電機社員（女性に限定しない）

運営時間 8時～18時（延長保育 21時まで）

その他の制度

■フレックスタイム制度

フレックスタイム制度は、社員が主体的に自らの勤務時間を決定することにより生産性の向上と創造性の発揮を図り、会
社生活と個人生活の調和を図ることを目的としています。

適用者は各人の担当業務の内容・職務遂行の態様に基づき決定されます。

就業時間は、特段の事情がない限り原則として全員が就業すべき時間帯である「コアタイム」と、業務の進捗状況・繁閑
などを考慮し主体的に出退勤を設定・判断しうる時間帯である「フレキシブルタイム」に区分され、具体的な時間帯は事
業拠点ごとに決定します。

■セルフサポート休暇

各人の休暇年度末に年次有給休暇の切り捨てが発生した場合、20日を限度に積み立て、次年度以降に繰り越すことがで
きます。

社員本人が3日を超える療養・介護・看護・ボランティア等を行う場合、会社の承認を受けたときはセルフサポート休暇
を取得することができます。
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制度の利用率：育児・介護関連実績推移（三菱電機単独）

（単位：人）

取得者数
2015年度 2016年度 2017年度

男 女 計 男 女 計 男 女 計

育児休職 11 215 226 12 237 249 24 273 297

休職取得率（％） - 99％ - - 98％ - - 98％ -

育児短時間 6 341 347 5 348 353 11 368 379

妊娠短時間 - 8 8 - 13 13 - 11 11

介護休職 5 4 9 3 4 7 7 4 11

介護短時間 4 5 9 5 4 9 4 8 12

産前産後欠勤 - 138 138 - 142 142 - 182 182

配偶者出産休暇 643 - 643 658 - 658 735 - 735

看護欠勤 13 5 18 18 8 26 13 15 28



「働き方改革」社内ポスター

「働き方改革」を通じて、誰もが仕事と生活を両立できる職場環境づくり

三菱電機では2016年度から経営施策の一環として「働き方改革」を掲げ、「成果・効率をより重視する企業風土への変
革」と「仕事に対する意識の改革」を通じて、誰もが仕事と生活を両立できる職場環境づくりに取り組んでいます。

この「働き方改革」では次の4つの視点に基づき、各部門・組織階層や事業所毎に具体策を展開しています。

※JIT（Just In Time）： 業務のムダを徹底的に排除して生産性向上を図る小集団活動

これまで全社的に、ポスターの掲示、社内報や専用社内ホームページ等を通じた情報
展開と意識啓発、管理職に対する意識付け教育等を実施してまいりました。特
に2017年2月からは、社長自らが各事業所を巡回し、本活動の目的や重要性を従業員
に対して直接説く「『働き方改革』社長フォーラム」を実施しています。
このような全社共通的な活動に加え、各事業所において実情に合わせた個別の活動を
展開しています。



事業所での活動事例

外部講師による管理職向け講演会の開催

会議ルールの設定（原則50分、17時以降の開催禁止等）

業務集中時間の導入

ワークライフバランスを意識したRefresh Wednesdayの導入 等

1. IT環境の整備

執行役会議へのタブレット導入と会議資料のペーパレス化

全事業所を対象とした、必要な従業員へのモバイル端末支給

遠隔事業所間会議のテレビ会議化及び出張の削減

在宅勤務制度の対象拡大による柔軟な働き方の実現

外出先でのスマホ利用促進（スケジュール確認、承認作業等）

2. 全社共通資料の簡素化・削減

経営会議の審議時間・日程短縮による資料の簡素化

各部門が発行する定期報告（週報・月報等）の削減

各種報告様式の見直し

3. 間接JIT 改善活動の推進

外部コンサルタントを活用した業務分析の実施と全社水平展開

三菱電機では全社共通的な業務についてスリム化・効率化を図るべく、本社管理部門が中心となって、次に示すような具
体的な対策を推進しています。

働き方改革・社長フォーラム

事業所での働き方改革推進を一層加速させるため、2017年2月から、「働き方改革・社長フォーラム」と称した社長と従
業員の対話集会を各エリアで順次開催しています。

社長自ら従業員に直接伝えるとともに、各事業所での活動推進における課題やコーポレートに対する意見、要望など、現
場の声を広く吸い上げることで、より実効性のある施策展開に結びつけていきます。

社長フォーラム（2017年当時）

※



基本的な考え方

「企業は人なり、人の成長なくして企業の成長はあり得ない。人材の育成と活用は企業の発展の源であり、教育は経営の
基盤をつくる基本的事業である。」このような方針の下、三菱電機グループでは、組織として培ってきた知識（ノウハ
ウ）・技能（スキル）・態度（マインド）を、時には新しい価値観を加えながら変革し、更に成長していくことを通じ
て、企業競争力の維持、発展、社会貢献に繋げていくことが重要であるとの認識で、全従業員を対象に、人材育成に取り
組んでいます。

人材の育成



キャリア形成を支援する人材育成体系

三菱電機の育成制度では、OJTをベースに日常的な業務ノウハウとマインドを伝承していくとともに、OJTでは身につき
にくい知識やスキルの習得、キャリア形成をOff-JTで補完しています。Off-JTでは、「倫理・遵法など社会人として身に
つけるべき知識の付与」「社内外の優れた講師による知識やスキル教育及び動機付け教育」「スキルアップのための検定
や競技」「海外拠点や国内外の大学での実習や留学」を実施しており、これらを通して社員全体のレベルアップを図って
います。さらに、会社選抜型の「経営幹部育成プログラム」による事業の牽引役である経営コア人材の育成、中核的人
材・リーダーの育成に力を入れています。

新卒者やキャリア採用者に対しては、全員に研修を実施し、社会人としての意識づけを図るとともに、基礎知識の付与
や、経営理念、コンプライアンスなどの初期教育を実施しています。

人材育成体系図（三菱電機単体）

人材育成体系図（PDF：205KB）



研修履歴とポイントが分かる
「研修履歴管理システム」

セルフデベロップメント支援制度

三菱電機は社員が主体的・積極的に能力開発できる人材育成体系に基づき、社員の自発的な能力開発を支援する「セルフ
デベロップメント支援制度」を導入しています。

この制度は社内外の教育プログラム受講者への金銭的・時間的支援や、一定の社外資格取得者に対して奨励金の支給など
を行うもので、社員一人ひとりがプロフェッショナルとして高い目標に向かって主体的・積極的に能力開発にチャレンジ
できる風土を醸成しています。

階層別研修制度

三菱電機は、2011年度から、入社後の節目の時期（25歳、30歳、40歳の3回）に、年齢層に応じて期待される資質や役
割を認識・習得させることを目的として、階層別研修「Value-up研修」を導入しています。

この研修は、若手社員が業務を遂行する上で必要なマインド・知識・スキルである「仕事力」と、中堅・ベテラン社員が
その仕事力を後進（部下・後輩）に対して伝え、後進の仕事力を向上させる「育成力」の両方を強化するもので、社員一
人ひとりの仕事力の向上と職場全体での育成風土の醸成に今後とも取り組んでいきます。

計画的・効率的な能力開発の推進

三菱電機では、社員、特に若手社員の能力開発量とその履歴を把握
し、計画的かつ効率的に能力開発を推進することを目的に研修ポイン
ト制を導入しています。研修ごとにポイントを定め、各人に設定され
た取得推奨ポイントの達成を目指していきます。



「全社技術相談窓口」

三菱電機グループ技能競技大会の様子

技術技能・知識・ノウハウの伝承

世代交代に際して生産現場の高度熟練者の技能を若手技能者に伝承し
ていくために、熟練者の技能をマンツーマンで習得できる研修システ
ムを整備しています。また、技術伝承についても、イントラネットを
通じて若手技術者が熟練者に質問できる「全社技術相談窓口」の設置
など、各種施策を展開しています。

三菱電機グループ技能競技大会

「技能の伝承と技能水準の一層の向上」「技能尊重風土の更なる醸
成」「トップレベルの技能者育成」を目的とし、三菱電機グループの
技能力強化施策の一環として、技能競技大会を毎年開催しています。



労働災害度数率（100万時間当たりの休業災害件数）の推移

基本的な考え方

三菱電機では、「従業員の安全と健康を守ることをすべてにおいて優先する」ことを基本方針としています。①安全衛生
管理は経営管理の根幹であり、いかなる社会・経営環境にあっても安全・健康を最優先する風土を確立するとともに、健
康経営企業を実現すること、②従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことにより、誰もが明るく健康で働きや
すい職場環境を形成することを目指しています。

三菱電機ではこれらの基本方針に立脚した全社5カ年計画（現計画は2017～2021年度）を策定し、安全管理面、衛生管
理面でそれぞれ重点施策を明確化し、年度ごとに推進事項を定めて具体的な活動を推進しており、グループ会社でも、法
令や各社の課題に即した安全衛生管理活動を推進しています。

推進体制

三菱電機グループでは、三菱電機と国内グループ会社の経営幹部が出席して「三菱電機グループ健康大会」を定期的に開
催するなど、トップの強いリーダーシップのもと、グループ全体で安全管理活動や健康づくり活動に積極的に取り組んで
います。

安全衛生管理体制を継続的に強化し、三菱電機とグループ会社が連携して、様々な情報交換や教育活動、各種安全対策を
行っています。また、労働組合との協議会や安全衛生委員会などを通じて、従業員とも積極的に意見交換し、安全衛生水
準の向上に向けて、労使が協力しながら、トップダウン・ボトムアップ双方の活動を展開しています。

万が一労働災害が発生した場合は、発生部門で即座に安全対策を講じるとともに、第三者による安全点検の実施や、災害
事例や対策内容の水平展開などを通じ、類似災害の発生防止に努めています。

労働安全衛生マネジメントシステム

三菱電機では、2009年より「労働安全衛生マネジメントシ
ステム（OSHMS ）」の社内認定制度を導入しています。
本制度では、総括安全衛生管理者をトップとした事業所構内
の管理体制整備や、リスクアセスメントをはじめとした各種
活動など、三菱電機グループの安全衛生管理のあるべき姿を
要求事項として示し、各事業所単位で安全衛生活動のPDCA
サイクルを構築しています。

三菱電機の全事業所が認定を取得し、取得から2年後のサー
ベイランス、4年ごとの更新審査を通じて全社的な管理水準
のスパイラルアップを図っており、このような取組の結果と
して、同一業種の中においても低い労働災害度数率や強度率
（延べ労働時間100万時間当たりの死亡・休業災害による死
傷者数、1千時間当たりの労働損失日数）を達成していま
す。
※ OSHMS：Occupational Safety and Health Management System

労働安全衛生と心身の健康の確保

※



「安全衛生教育eラーニング」

危険体感道場

安全衛生教育の徹底

三菱電機グループでは、法所定の教育の他、階層別教育、職種別教育など、事業
特性や社会環境に応じた安全衛生教育に積極的に取り組んでいます。グループの
共通教育として、三菱電機と国内グループ会社では社内eラーニングを利用した安
全衛生教育も展開しており、毎年10万人を超える従業員、管理監督者に対して、
安全衛生に関する考え方や基本的事項についての理解促進を図っています。ま
た、「安全の部屋」を設置するなど、従業員に対する危険体感教育の展開も強化
しています。

三菱電機 姫路製作所の「危険体感道場」

従業員の危険感度向上のため、2011年に危険体感道場を開設し、毎年、
関係会社を含めた構内全従業員（約6,000名）を対象とした教育を実施
しています。すべり転倒体感機、ギヤ巻き込まれ体感機、指差し安全確
認など、順次、設備を強化してきています。



健康経営企業の実現に向けた取組

三菱電機と国内グループ会社では、約10万名の従業員とその家族を対象に、会社・労働組合・健康保険組合の三者協働
事業（コラボヘルス）として、2002年から「三菱電機グループヘルスプラン21（MHP21）」活動を展開していま
す。MHP21活動は、一人ひとりができるだけ早い時期から生活習慣を見直し、生活習慣病を予防して「QOL（Quality
of Life）」向上と「健康経営企業」実現を図ることを目指しています。「生活習慣 変えてのばそう 健康寿命」をスロー
ガンに、適正体重、運動習慣、喫煙、歯の手入れ、睡眠の5項目について改善目標を設定し、達成状況を毎年評価してい
ます。

10年間のステージⅠ、5年間のステージⅡでの活動を経て、2017年からはステージⅢとして新たに5カ年の活動を開始
し、データヘルス等も活用した個別アプローチの強化、健康事業所表彰、三菱電機とグループ会社の連携強化など、グ
ループ全体で活動の更なる活性化を図っています。

このような10年以上にわたるMHP21の活動内容が評価され、2013年には、厚生労働省主催の「第1回健康寿命をのばそ
う！アワード」において「企業部門 厚生労働大臣 優秀賞」を受賞しています。

また、海外グループ会社においても、各国の実情に合わせ、従業員の健康保持増進に向けた取組を進めています。

MHP21活動の目標・実績

MHP21活動
重点項目

活動スタート前
（01年度）

ステージ
Ⅰ

最終年
（11年
度）

ステージ
Ⅱ

最終年
（16年
度）

ステージ
Ⅲ

1年目
（17年
度）

ステージⅢ
目標

（17～21年
度）

適正体重を維持している者 73.0％ 71.7％ 70.4％ 70.2% 73%以上

運動習慣のある者 11.7% 16.2% 24.1% 24.7% 39%以上

喫煙者 40.0% 27.6% 24.7% 24.0% 20%以下

1日3回以上歯の手入れをしている
者

13.3% 20.5% 22.5% 24.2% 25%以上

睡眠による休養が取れている者 － － － 67.0% 85%以上

※1 BMIが18.5以上25.0未満
※2 30分以上／回の運動を週2回以上、又は平均1万歩（1時間）以上／日歩行している
※3 ステージⅢより追加

※1

※2

※3



メンタルヘルスケア教育テキスト

メンタルヘルスケアの推進

三菱電機グループでは、メンタルヘルスケアを健康管理における重点課題と位置
づけ、産業医・カウンセラーを中心としたカウンセリング体制を整備するなど、
従業員の日常的な仕事の悩みや家庭の悩みなどの心の問題のケアに努めていま
す。

ストレスチェック制度への対応に加え、国内グループ会社も含めて、過去より外
部EAP による電話・メール相談システムも整備しており、従業員のメンタルヘ
ルス不調の一次予防（未然防止）に力を入れています。

三菱電機では、休業者の職場復帰に当たり、三菱電機版の職場復帰支援実施要領
に基づいて、受入部門、人事部門、産業医が連携して対応し、円滑な職場復帰と
再発防止に努めています。

また、国内とは職場や生活環境が大きく異なる海外出向者に対しても、三菱電機本社に専属のカウンセラーを配置して重
点的にケアを実施しています。

教育面では、メンタルヘルスに関する知識付与と、管理職・従業員双方の対応力向上を図るため、講習会や社内eラーニ
ングでラインケア研修、セルフケア研修を繰り返し実施しています。

※EAP（Employee Assistance Program）: 従業員支援プログラム。特にメンタルヘルスに関して支援するシステム。

快適な職場環境の形成

三菱電機グループでは、職場を生活の場として捉え、人に優しい職場環境の整備と、高齢者、障がい者などにも配慮した
快適空間づくりに取り組んでいます。

三菱電機では、空気環境や視環境、施設環境などについての社内基準（職場環境基準）を独自に定め、各基準の達成を目
指し、継続的な取組を推進しています。

※



資材調達基本方針

三菱電機グループでは、次の3つの基本方針に基づき、資材を調達しています。

1. Easy Access And Equal Opportunity

～常に公平に新しいパートナーを求めています～

広く門戸を開放して公正にお取引先を選定し、契約にもとづく誠実な取引を行います。

2. Mutual Prosperity

～相互理解を深め、信頼関係の構築に努めています～

製品の開発段階からお取引先の参画を得て、コスト・技術面などでWin-Win関係を構築します。

3. Ecological Soundness

～環境負荷の少ない資材の調達を推進します～

お客様からの要求内容と環境関連法規を踏まえて、環境負荷の少ない部品・サービス等を調達します。

基本的な考え方

三菱電機グループでは、国内外のお取引先を公平・公正に選定・評価するため、「資材調達基本方針」及び「CSR調達指
針」の考え方をお取引先に説明し、ご理解いただくとともに、三菱電機グループが定める取引先選定評価基準に基づきお
取引先を適正に評価することで、サプライチェーンにおけるリスクを低減させています。

三菱電機グループでは、取引先選定評価において評価項目に品質・価格・納期・サービス対応の他、環境規制への取
組、CSRへの取組を含めています。総合的に評価の高いお取引先から優先的に調達することを基本方針としています。

サプライチェーンマネジメント



CSR調達指針

2007年に「CSR調達指針」を定め、この指針に基づき、資材調達活動を行っています。
また、CSRへの取組に対する三菱電機の考え方やお取引先に遵守いただきたい事項をより周知するた
め、2018年より「CSR調達ガイドライン」を制定いたしました。今後、本ガイドラインの内容についてお取引
先へ活動推進に向けた同意確認を実施していきます。

1. 国内外の法令及び社会規範の遵守

（1） 法令遵守の徹底

（2） 人権尊重、あらゆる差別・児童労働並びに強制労働の禁止

（3） 適切な労働環境の整備、安全衛生への配慮

2. 製品・サービスの品質と安全性の確保

3. 環境への配慮

（1） 環境負荷の少ない資材の調達

（2） 環境マネジメントシステムにもとづく有害化学物質管理の徹底

4. 企業倫理にもとづく公正な取引の推進

（1） 公正、対等な立場での、法令、契約にもとづく誠実な取引の実行

（2） 情報システムセキュリティー構築による情報の管理・保護の徹底

（3） 不正、贈賄等、企業倫理にもとる腐敗行為の徹底排除



WΣ21Ⅱ：三菱電機グループの経営目標である「2020年度までに連結売上高5兆円、営業利益率8％以上」の
実現に向けた資材部門の活動

1. 活動期間：2017/4/1～2020/3/31までの3年間

2. 重点活動項目

（1） 目標原価達成に向けた原価企画活動の進化

（2） サプライヤと一体となった機種競争力の強化

（3） グローバルでの地域別最適調達の推進

（4） サプライチェーンマネジメントの強化

（5） 活動施策を支えるプラットフォームの構築

サプライチェーンマネジメントの推進体制

三菱電機グループでは、2017年4月よりＷΣ21Ⅱ（Worldwide Strategic Integration for Global Markets in the 21st
century Advance to the Next Stage） 活動を実施しており、地域別最適調達に向けた活動推進のため、中国、アジ
ア、欧州、米州の4地域で資材企画室を設置し、資材責任者会議等で購買戦略を展開しています。それに伴い、サプライ
チェーンも事業活動を行う様々な国にまで広がっており、労働法制や環境問題等、多様な問題があると認識し、こうした
リスクへの低減に向けた活動を推進していきます。

三菱電機グループのサプライチェーン

※

※



主要地域における現地調達比率（三菱電機グループ）

※1 現地調達比率：海外生産拠点が、それぞれの裁量で調達している材料・部品等（原産国にはよらない）
※2 地産率：現地調達のうち、海外拠点所在国の原産品の調達比率
※3 他国産：現地調達のうち、海外拠点所在国以外の原産国からの調達比率



責任ある鉱物調達への取組

三菱電機グループでは、コンゴ民主共和国及びその周辺国における武装勢力の人権侵害、環境破壊などの問題を重大な問
題ととらえています。この武装勢力は紛争鉱物※の取引を資金源にしていると言われており、これらの問題を助長した
り、加担したりすることのないよう、サプライチェーンの透明性をはかり、責任ある鉱物調達の推進に取り組んでいきま
す。
※ 上記諸国において採掘される金、錫、タンタル、タングステン、その他（米国国務省が資金源と判断する鉱物）

紛争鉱物規制に関する調査

三菱電機は一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）の「責任ある鉱物調達検討会」に参加し、業界団体と連携した
本規制への対応を進めています。お取引先への調査は、自動車業界や電機電子業界などが共通的に使用する調査様式
（EICC-GeSI 紛争鉱物報告テンプレート）を使用して行っています。2017年度では、約1000社のお取引先に調査を実
施し、95％のお取引先から回答を入手しています。製錬業者情報の精度の向上などをお願いしており、本規制への対応
を引き続き進めていく方針です。
※ EICC：電子業界CSR推進アライアンス

GeSI：グローバル・eサスティナビリティイニシアティブ

2017年度の精錬業者の特定状況（特定した精錬業者：延べ12,000社）

錫 タンタル タングステン 金

57％ 63％ 61％ 61％

特定した精錬業者のうち、約75％が紛争フリーと判明しています。

サプライチェーンにおけるCSRへの取組強化

環境課題への取組（2006年～）

2006年以降、三菱電機グループでは、お取引先の環境問題への取組状況を「グリーン認定制度」により評価していま
す。これは、三菱電機グループの「グリーン調達基準書」に基づき、お取引先の環境マネジメントシステム認証取得状況
や環境関連法規遵守状況、納入品に含有する化学物質管理状況などを調査し、基準に達したお取引先を認定していく制度
です。三菱電機グループでは、この制度を通じてお取引先の環境問題への取組状況を適正に評価し、認定水準に満たない
お取引先には適切なアドバイスを行い是正いただくことで、環境リスクを低減させています。

社会的な課題への取組（2009年～）

2009年より人権、労働慣行、安全衛生、法令遵守、製品安全性など、CSRへの取組状況も取引先評価項目の一つに追加
しています。また、2018年に制定したCSR調達ガイドラインにはRBA（Responsible Business Alliance：責任ある企業
同盟）が策定・公表しているRBA行動規範（RBA Code of Conduct : Version 6.0）とJEITAの資材委員会より発行され
た「サプライチェーンCSR推進ガイドブック」の内容が含まれており、国際的な基準に由来しています。お取引先が本ガ
イドラインの内容を推進いただくことを確認するために、本ガイドラインの最終頁には「同意確認書」を添付していま
す。
※ 三菱電機グループの「グリーン調達基準書」「CSR調達ガイドライン」は、下記に掲載しており、法令や社会規範などの変化にあわせ、適宜
見直しています。

【三菱電機について】グリーン調達・CSR調達

※



1. 法令及び社会規範の遵守

事業を行う各国・地域の法令、国際的取決め、取引倫理、社会規範などの遵守をお願いいたします。
（贈賄・横領・違法政治献金などの腐敗行為排除、独禁法・下請法・外為法などの関連法令遵守、知的財
産の違法な入手・使用の禁止、適切な情報開示、契約にもとづく誠実な取引の実行など）

2. 人権の尊重

事業を行う各国・地域において、基本的人権の尊重をお願いいたします。
（強制労働・児童労働・虐待・人身売買・ハラスメントなどの非人道的扱いの禁止、あらゆる差別の禁
止、適切な賃金の支払い、適切な労働時間の管理、団結権の尊重など）

3. 安全衛生への配慮

事業を行う各国・地域において、安全衛生への配慮をお願いいたします。
（機械装置類などへの安全対策、事故や健康障害の発生リスクの評価と対策、大規模災害・事故などに対
する事前対策など）

4. 環境への配慮

環境負荷の少ない製品・サービス提供のための取組をお願いいたします。
（環境マネジメントシステムの認証取得・維持管理、環境関連法令の遵守、製品に含有する化学物質の適
切な管理など）

5. 製品・サービスの品質と安全性の確保

提供する製品・サービスの品質・安全性確保のための取組をお願いします。
（安全性確保のための設計・評価・試験、安全性に関わる法令等の遵守、品質マネジメントシステムの構
築・維持管理など）

6. 情報システムのセキュリティー対策

コンピューターネットワークへの脅威に対する適切な防御への取組をお願いいたします。
（コンピューターウィルス、サイバーアタックに対する防御策構築、機密情報・個人情報の適切な管理に
よる情報漏洩防止など）

お取引先への依頼事項

三菱電機グループの調達基本方針及びCSR 調達指針をご理解いただくとともに、貴社サプライチェーンに対しても周知
いただきますようお願いいたします。また、三菱電機グループではサプライチェーンで取り組むべき重点内容を以下のと
おり設定していますので、貴社内及び貴社サブライヤー様へ周知徹底をお願いいたします。特に、新規お取引先につきま
しては、原則として三菱電機グループのCSR調達指針をご理解いただいた上、遵守への同意並びに調査票のご提出をお願
いしています。

詳細につきましては、弊社各種ガイドライン（グリーン認定基準書、CSR調達ガイドライン）をご参照ください。

【三菱電機について】グリーン調達・CSR調達



お取引先に対するCSRへの取組評価状況

取引先調査の基本的な考え方

三菱電機グループでは、お取引先の「グリーン調達基準書」及び「CSR調達ガイドライン」の要請事項おける取組を確認
するため、購入額上位80％に含まれる主要お取引先に対し、調査票への回答をお願いしています（新規取引では取引開
始検討時に、継続取引では一定期間経過（原則3年ごと）時に実施）。お取引先からの回答に対する三菱電機グループに
よる評価結果をフィードバックするとともに、評価の低い項目があるお取引先とは個別打合せなどによるコミュニケー
ションを図り、是正をお願いしています。なお、CSR調達ガイドラインの制定にあわせ、調査票の様式を2018年より改
訂しました。

活動経緯

2006年から国内のお取引先を調査対象としていましたが、2017年度以降は海外のお取引先も対象に加え調査を実施して
います。2017年度は中国及びタイ地区を重点的に調査対象としていますが、その他の地域についても今後調査活動を推
進していきます。特に2018年度は欧州や米国のお取引先への拡大に注力していきます。



2017年度グリーン認定のお取引先認定比率
（三菱電機グループ）

2017年度グリーン認定のお取引先認定比率（三菱電機グループ）

「グリーン認定・CSR調達に向けた調査票」の回収状況（三菱電機グループ）
（2006年～2008年はグリーン認定調査のみ。2009年以降はCSRの項目を加えた調査を実施）

2006年 2,656社

2007年 1,390社

2008年 534社

2009年 1,932社

2010年 954社

2011年 929社

2012年 1,395社

2013年 771社

2014年 675社

2015年 1,704社

2016年 1,062社

2017年 1,178社（内 海外：約400社）

※ 全取引先数：約25,000社（2017年度）
※ 新規取引先評価実施率は100％（2017年度）
※ 上記件数には、改善指導実施後、再度調査票が提出されたケースも含みます。
※ 2017年度では評価の結果、取引関係を解消したお取引先はありませんでした。



2017年度の指導社数及び改善指導内容（三菱電機グループ）

項目 指導社数 主な改善指導内容

環境 11社 含有化学物質規制への更なる取組強化（主にRoHS2指令改正
への対応）

人権・労働慣行・安全衛生 15社 労働時間管理の改善、危険箇所の是正、機械装置等の安全対
策強化

お取引先の現場確認による品質改善・安全指導の様子（海外サプライヤー）



お取引先との意見交換

お取引先とのコミュニケーション

三菱電機グループでは、「資材調達基本方針」及び「CSR 調達指針」の
考え方をお取引先にご理解いただくため、各事業所においてお取引先へ
の説明会を開催しています。このような活動を通して三菱電機グループ
の考え方にご賛同いただき、お取引先においてもCSR への取組を更に進
めていただくようお願いしています。

従来と同様、2017年度もお取引先への説明会を実施しており、BCP セ
ミナーや欧州RoHS指令などの化学物質規制改正がかかわる説明会やコ
ンプライアンスに関連する講座（輸出管理、情報セキュリティー管理、
下請法等）も開催しました。また、調査票の内容に基づき定期的にお取
引先と会話を行い、意見交換も実施しています。今後もお取引先とはコ
ミュニケーションを密にし、CSR への取組を更に進めていただくための
説明会などを開催していきます。
※ BCP（Business continuity planning）：災害などの緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るため
の計画。

また、三菱電機グループでは、海外のお取引先にも三菱電機グループの考え方をご理解いただくことが重要と考えてお
り、海外拠点におけるCSR 説明会開催などを進めています。

2017年度実績

拠点数 参加社数

CSR説明会 24 (国内)約1,800社 （海外）243社

BCPセミナー（耐震・減災への対応） 13 約400社

化学物質規制説明会 19 約5,000社

※ 社数は延べ数

各事業所におけるお取引先への説明会（通信機製作所、受配電システム製作所、タイ地区）

※



東南アジア地区におけるVE講習会（インドネシア） 東南アジア地区におけるVE講習会（インド）

東南アジア地区でのお取引先表彰（マレーシア） 中国地区におけるお取引先との打合せ

キーサプライヤーとのパートナーシップの強化

三菱電機グループでは、中期的視点に立ったお取引先とのより良い取引関係構築が重要と考えており、取引先選定評価に
おいて総合的に評価の高いお取引先から優先的に調達しています。また、特に事業を推進する上で重要なお取引先は
「キーサプライヤー」と位置づけ、「キーサプライヤー」とは製品性能にかかわる重要部品や高度な技術力を要する部品
などで、開発の源流段階から部品・材料の共同開発、先端製品の採用、VE の推進など、パートナーシップを築き、コス
トを共に創り込む活動（コスト共創活動）を展開しています。

※ VE：製品などの本質的機能を得るための最小原価を、部品などの段階から求める手法。

この取組では、小型軽量化による材料の使用量削減や環境に対する負荷低減を推進し、三菱電機とお取引先双方にとって
売上げ拡大や技術力の向上につながるWin-Winの関係を構築しています。

三菱電機は、2003年度以降、キーサプライヤーとともに、開発の源流段階からコスト共創活動を推進し、大きな成果を
あげており、本活動は今後も積極的かつ継続的に取り組んでいきます。

また、欧米・中国・アジアなど、海外においても日本国内での取組と同様に、お取引先と価格、品質、納期などの面で競
争力強化に向けた取組を共に進めていくことが重要と考えており、その取組を強化するため、海外でのVE事例発表会
やVE講習会などを積極的に展開しています（英国、米国、中国、タイ、インドネシア、メキシコ、インド、コロンビア
等）。筆記試験・VE実践などにより一定水準に達したことを確認できた受講者には、インストラクター資格を与えるな
ど、人材育成にも努めています。

海外においても評価の高いお取引先とのパートナーシップ構築は重要と考えており、2017年度も、価格、品質、納期な
どの面で特に成果の大きかったお取引先を表彰するなど、お取引先とのより良い関係づくりを継続的に進めています。

※



タイ地区における調達関連コンプライアンス教育 調達部門社員向けCSR教育

調達関連法規に関する教育の実施

三菱電機グループでは、調達業務に携わる社員に業務を遂行する上でかかわりのある法令を遵守させるため、調達関連法
規に関する様々な教育を行っています。例えば、国内では独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、建設業法など、調達
業務に特に関わりのある法令に関し、「資材調達関連法規講座」を開催し、遵守徹底に向けた指導・教育を行っていま
す。また、海外においても、贈収賄や横領など、公正な取引に反する行動がないよう、行動指針やチェックシートを使用
した指導・教育、調達業務に携わる現地社員などを対象にした調達関連コンプライアンス教育などを行っています。サプ
ライチェーンにおけるCSRへの取組を更に進めていくため、「サプライチェーンCSR推進検討会」開催などによる各事業
所活動情報・指導情報の共有化、調達部門社員向けCSR教育などを行い、CSRへの取組を一層強化しています。
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