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三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

価値創出活動

社

会

ガバナンス

企業理念
経営戦略
マテリアリティに関するマネジメント状況

三菱電機グループは、企業理念体系に基づき、全ての活動を通じてサステナビリティの実現へ貢献

することで、社会課題解決や脱炭素社会の実現に貢献し、社会的価値と経済的価値の創出活動を通じ

することを経営方針に掲げ、特に優先する事項をマテリアリティ
（重要課題）
として設定し、取組を推進

て
「活力とゆとりある社会の実現」
を目指します。

しています。ライフ、インダストリー、インフラ、モビリティの4領域を中心に統合ソリューションを提供

● 事業ポートフォリオ戦略の強化
（重点成長事業への経営資源投入、
リソースシフト）
● 社会課題解決を通じた持続的成長
（脱炭素ソリューション等）
● 技術シナジー・事業シナジー発揮
● 事業環境変化への俊敏な対応

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と
限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実
現に貢献します。

私たちの価値観
信頼

品質

技術

人

環境

社会

収益性
効率性

倫理・遵法

コミットメント

事業を通じた社会課題解決

成長性

企業理念

企業価値の
更なる向上
(経済的価値・
社会的価値)

健全性

売上高５兆円

2050年

ループの姿勢を意味するものです。私たちは、ひと

● 全ての活動を通じたサステナビリティの
実現への貢献

りひとりが変革へ挑戦し続けていく強い意志と情
熱を共有し、
『 もっと素晴らしい明日』を切り拓いて
いくことをお約束します。

多様化する社会課題の解決に向け、100年培った経営基盤の強化に加え事業モデルの変革により、
ライフ、
インダストリー、
インフラ、モビリティの４つの領域において、グループ内外の力を結集した
統合ソリューションを提供する
＊100年培った経営基盤：顧客との繋がり、
技術、
人材、
製品、
企業文化等

社会課題

企業理念

ライフ
余暇の充実
地域間格差の解消
交通事故ゼロ
快適なくらし
交通弱者のQOL向上
感染症への備え 健康
快適な移動
渋滞解消
教育･人材育成の機会均等
まちづくり
大気汚染の低減
地球温暖化対策
生態系の保全
インフラ老朽化対策
etc.
産業と技術革新 水不足･食料不足の回避
きれいな水
自然災害への備え
労働力不足への対策
貧困･格差の解消
人為的脅威への備え
資源の偏在･枯渇への対応

モビリティ

インフラ
私たちの価値観

コミットメント

持続的成長を支える経営基盤強化

サステナビリティ

あらゆる人の尊重

コーポレート・ガバナンスと
コンプライアンスの
持続的強化

サステナビリティを志向する
企業風土づくり

13

バリューチェーン全体で
の温室効果ガス排出量
2050年実質ゼロ
重点的に取り組むSDGs

インダストリー

持続可能な社会

社会的価値

脱炭素社会の実現

"Changes for the Better"は
「常により良いもの
をめざし、変革していきます」
という三菱電機グ

経済的価値
2025年度目標

営業利益率10％
安心・安全・快適な
社会の実現

● 健全な財務体質維持
● 持続可能な地球環境の実現
●コーポレートコミュニケーション強化
● 風土改革の徹底的推進(品質、
ダイバーシティ、
セキュリティ等)
● コーポレート・ガバナンス、
コンプライアンスの継続的強化

● 資本効率の向上、経営体質強化
● 温室効果ガス実質ゼロへの取組み
● より強固な経営基盤構築

持続可能な
地球環境の実現

目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

マテリアリティ（重要課題）

社

会

ガバナンス

持続可能な地球環境の実現
三菱電機グループは、環境課題への長期的な取組姿勢である
「環境
ビジョン2050」
のもと、2021年度から中期計画
「環境計画2023」
に
沿った活動に取り組み、製品・サービスにおけるイノベーションの推進
と統合ソリューションの提供により
「脱炭素社会」
と
「サーキュラーエコ
ノミー」
の実現を目指します。

三菱電機グループのマテリアリティ
三菱電機グループは企業理念にある
「活力とゆとりある社会」
を実現するため、サステナビリティの
取組をより一層、経営レベルで重視し、
「事業を通じた社会課題解決」
「持続的成長を支える経営基盤
強化」
の２つの面から５つのマテリアリティ
（重要課題）
を特定しました。マテリアリティの取組を通じて、

特に関係するSDGs

SDGs への貢献をはじめとした社会課題の解決に貢献し、経済的価値と社会的価値を創出します。ま
た、マテリアリティの取組状況について積極的な情報開示を行い、ステークホルダーの皆様との対話
を推進します。

環境ビジョン2050

マテリアリティ
（重要課題）
事業を通じた社会課題解決

中長期の主な取組
気候変動をはじめとする環境問題、資源・エネル
ギー問題は、世界的な課題です。三菱電機グルー
プは、持続可能な地球環境の実現を目指し、
これら
の解決に貢献します。

◦ イノベーションと統合ソリューションによる
「脱炭素社会」
の実現
◦「サーキュラ―エコノミー」
実現への貢献

三菱電機グループは、多様化する社会課題の解決
に向け、
「ライフ」
「インダストリー」
「インフラ」
「モビ
リティ」の領域においてグループ内外の力を結集
した統合ソリューションを提供し、安心・安全・快適
な社会の実現に貢献していきます。

2021年度の主な目標
新製品における
「製品使用時
のCO 2 排出量」の前モデル
比改善【1%以上】

持続的成長を支える経営基盤強化

人権は世界的な課題であり、すべての人を個人と
して尊重する必要があります。三菱電機グループ
はすべての活動において、人権を尊重します。ま
た、すべての従業員がいきいきと働ける職場環境
を実現します。

生産時のCO2排出量
2023年度末時点で2016年
度比９％以上削減

バリューチェーン全体での温室効果ガス排出量

コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスは、
会社が存続するための基本です。三菱電機グルー
プは、
これらを持続的に強化します。

2050年

三菱電機グループは、すべての活動を通じてサス
テナビリティの実現へ貢献します。そのために、ス
テークホルダーと積極的にコミュニケーションを
行い、中長期視点で取組を推進する風土を醸成し
ます。

80% 削減

環境ビジョン
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目標見直し

2050年

実質ゼロ

再生プラスチックの使用率
(成形用材料・包装材の調達
量 ) 【 2 0 2 3 年 度 末 時 点で
10%以上】

目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

安心・安全・快適な社会の実現

車イス

置き忘れ
ベビーカー

立ち止まり

ガバナンス

あらゆる人の尊重

三菱電機グループは創立以来、製品やサービスを提供することによ
り社会に貢献してきました。
企業理念にある
「活力とゆとりある社会」
を実現するため、事業を通じ
て、多様化する社会課題の解決を目指しています。
また、高品質で使いやすい製品づくりから、ご購入後のサポート、不
具合発生時の対応、製品の廃棄まで、すべての事業活動において常
にお客様の満足向上に努め、社会の繁栄に貢献していきます。

三菱電機グループは、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、すべての人々の人権を尊重
します。 また、多様な人材が活躍できるようダイバーシティを推進
すると共に、すべての従業員がいきいきと働ける職場環境を実現す
るため、
「職場風土改革プログラム」
をグループを挙げて推進してい
ます。

特に関係するSDGs

特に関係するSDGs

中長期の主な取組

中長期の主な取組
◦統
 合ソリューションによる
「ライフ」
「 インダストリー」
「 インフラ」
「 モビリティ」領域における
社会課題の解決
◦「品質第一」
の継続的な推進による製品・サービスの提供

2021年度の主な目標
SDGsへの貢献をはじめとし
た、事業を通じた社会課題解
決に資する目標/取組指標の
検討、取組の推進

会

◦ 国際規範に則った人権の尊重

◦ ダイバーシティの推進

◦ すべての従業員がいきいきと働ける職場環境の実現

◦ 労働安全衛生の確保と心身の健康の維持

2021年度の主な目標
全社共通の要素技術別設計
指針の整備による開発・設計
品質の向上

重要不具合の真因究明と再
発防止策の全社展開
【月1回】

人権インパクト・アセスメントの
実施による人権課題の特定、
各拠点の取組状況の把握
【対象部門への100％実施】

従業員意識サーベイ

目標

ダイバーシティ推進

働くことの誇りややりがい
を感じている社員の割合

80%
以上

新卒採用に占める
女性比率の向上

仕事と生活のバランスが取
れていると感じている社員
の割合

80%
以上

女性管理職
比率の向上
※1 2016-2020年度平均比

社会課題

職場風土改善に向けた施策のロードマップ

ライフ
余暇の充実
地域間格差の解消
交通事故ゼロ
快適なくらし
※
健康
向上
交通弱者のQOL
感染症への備え
快適な移動
渋滞解消
教育･人材育成の機会均等
まちづくり
大気汚染の低減
地球温暖化対策
生態系の保全
インフラ老朽化対策
etc.
産業と技術革新 水不足･食料不足の回避
きれいな水
自然災害への備え
労働力不足への対策
貧困･格差の解消
人為的脅威への備え
資源の偏在･枯渇への対応

モビリティ

インフラ

持続可能な社会

インダストリー

※ Quality of Life

事業を通じた社会への貢献
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働きやすい職場環境の整備

目標
1.2倍※1
2倍※2

※2 2020年度比

目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの持続的強化

環

境

会

ガバナンス

サステナビリティを志向する企業風土づくり

三菱電機グループは、経営の機動性、透明性の一層の向上を図ると
ともに、経営の監督機能を強化し、持続的成長を目指しています。顧
客、株主を始めとするステークホルダーの皆様の期待に、より的確に
応える体制を構築し、更なる企業価値の向上を図ることを基本方針と
しています。加えて、倫理・遵法の徹底はもとより、
「企業倫理」
の観点
も含めたより広義の
「コンプライアンス」
は、会社が存続するための基
本であると認識しています。

三菱電機グループは、サステナビリティの実現に
貢献するためには、社会課題解決に向けて長期視
点で取り組んでいくこと、社会の変化に対する感
度と適応力を持つこと、そしてステークホルダーに
対して積極的に情報開示を行っていくことを、三菱
電機グループの企業風土として根付かせていくこ
とが重要です。企業風土づくりは短期間で成し得
るものではないため、持続的経営を支える経営基
盤として、時間をかけてしっかりと取り組んでいき
ます。

特に関係するSDGs

中長期の主な取組

中長期の主な取組

◦ 健全なチェック機能が働く企業経営

◦ サステナビリティに貢献する調達

◦ コンプライアンスの徹底

◦ 大切な情報を守る情報セキュリティ活動

◦ 社会課題解決に向けた中長期視点での取組推進
◦ 社会や人々の価値観の変化に対する感度と適応力の向上
ステークホルダーとの積極的なコミュニケーションの推進
◦ 透明性の高い情報開示に基づく、

2021年度の主な目標
取 締 役 会での 適 時 適 切な報
告・議論と、
取締役会の実効性
分析・評価の定期的な実施

社

経営レベルでサステナビリティを推進
コンプライアンスeラーニング
の受講率100%維持
【100%維持】

総 合 的 な サ イ バ ー セ キュリ
ティー対策強化
「1.技術的対策 2.文書管理
の徹底 3.体制強化」

◦ 経営方針に
「全ての活動を通じてサステナビリティの実現」
を追加
◦ サステナビリティ推進部を新設(2021年4月)

三菱電機グループ 倫理・遵法行動規範

経営方針
「成長性」
「収益性・効率性」
「健全性」
のバランス経営に加え、全ての活動を通じたサステナビリティ
の実現に貢献し、経済的価値と社会的価値を両輪とした企業価値の更なる向上を実現

経営方針

三菱電機グループ倫理・遵法行動規範

コンプライアンス

ポスター

携行カード
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目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

会

ガバナンス

事業を通じた社会への貢献
事業を通じた社会への貢献
取組一覧

事業を通じた社会への貢献
事業本部名

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

取組一覧
重点的に取り組む SDGs

取組事例
オゾン発生装置や浸漬型膜分離バイオリアクターを通じた豊かな水循環社会の実現への貢献
フルSiCパワーモジュール適用鉄道車両用インバータ装置による省エネルギー化の実現
鉄道車両用空調装置の小型・軽量化を実現
鉄道車両メンテナンスソリューション「鉄道LMS on INFOPRISM」により、メンテナンスの効率化や鉄道事業者間のデータ共有・活用などを支援
ヘリコプター直接衛星通信システム（ヘリサット）による被災状況の適切な把握と、迅速な救護活動を支援
三菱インフラモニタリングシステム「MMSD 」による社会インフラ点検業務の負荷軽減に貢献
ネットワークカメラを通じた安心・安全な街づくりへの貢献
光アクセスシステム装置の省電力化・小型化を実現

社会システム事業本部

水の適正利用
エネルギーの最適な利用
気候変動への対応
大気、水、土壌汚染対策
廃棄物削減・管理
持続的な資源利用・開発

電力・産業システム
事業本部

エネルギーの最適な利用
クリーンエネルギーの導入
持続的な資源利用・開発
化学物質の適正管理
気候変動への対応
大気、大地、土壌汚染対策
グローバルパートナーシップの強化

ビルシステム事業本部

エネルギーの最適な利用
革新的なインフラの開発と普及
安心・安全・快適で持続可能なまちづくり
廃棄物削減

エレベーターで快適、安全・安心な移動とスマートビルの実現に貢献
メンテナンスサービスによるエレベーター・エスカレーターの安心・快適な利用のサポート
エレベーター・エスカレーターのリニューアルによる安全性・快適性・機能性の更なる向上
ビル統合セキュリティーシステムによる入退室管理と映像監視で安心・安全の提供
ビル設備運用システムによる、様々なビルの省エネと快適性へのサポート
省エネで快適、カーボンニュートラル社会の実現に貢献するビルを提供
ロボットのビル内移動支援やZEBの運用支援を通じたスマートビルの実現に貢献
光のアニメーションによる誘導で、施設内の円滑な移動を支援

電子システム事業本部

持続可能な食糧生産システムの確保
統合水資源管理
安心・安全・快適で持続可能なまちづくり
廃棄物削減・管理
気候変動への対応
海洋汚染の防止
森林破壊の防止

世界をリードする地球環境観測に貢献
衛星観測データの利活用により地球環境保全と安心・安全な暮らしに貢献
高精度測位ソリューションを通じて安心・安全・快適な暮らしに貢献

リビング・デジタルメディア
事業本部

エネルギーの最適な利用
クリーンエネルギーの導入
安心・安全・快適で持続可能なまちづくり
持続的な資源利用・開発
化学物質の適正管理
気候変動への対応

FAシステム事業本部

持続的な資源利用・開発
化学物質の適正管理
気候変動への対応
大気、水、土壌汚染対策
労働力人口減少への対応

2020年度省エネ大賞にて、「家庭用エコキュート」が資源エネルギー庁長官賞を、「全熱交換形換気機器『業務用ロスナイ 』」と「衣類乾燥除湿機『ズバ乾 』」が
省エネルギーセンター会長賞を同時受賞
環境規制の厳しい欧州を中心に、燃焼式からATW（Air to Water：ヒートポンプ式温水システム）への切り替えにより温水暖房機の高効率運転、CO2排出量削減を実現
電力消費の削減と快適性を実現するLED照明「MILIE（ミライエ）」
優れた省エネ性と快適性を実現するエコキュート
家電リサイクル
お客様の生産設備の自動化と生産性・品質向上を実現するFA機器・産業用ロボット・メカトロニクス製品の開発
ものづくりの効率化とエネルギー使用量削減に貢献するe-F@ctoryソリューションの提供
省エネ推進に貢献するエネルギー計測機器・配電制御機器の開発

自動車機器事業本部

大気汚染の低減、気候変動対策
交通事故ゼロ、渋滞解消、快適な移動
地域間格差の解消
交通弱者のQOL向上
まちづくり
インフラ老朽化対策

脱炭素と安心・安全の社会に向けた自動車機器製品の技術革新

半導体・デバイス事業本部

水の適正使用
化学物質の適正管理
気候変動への対応
生物多様性保全

お客様の機器の低消費電力化を実現する「SiCパワー半導体デバイス」
第5世代（5G）移動通信システム基地局ネットワーク機器の低消費電力に貢献する光通信用デバイス

インフォメーションシステム
事業推進本部

エネルギーの最適な利用
クリーンエネルギーの導入
廃棄物削減・管理
持続的な資源利用・開発
気候変動への対応
安全な社会の実現
労働力不足への対応

インターネットデータセンターを活用してお客様の環境負荷低減に貢献
働き方改革にも貢献するスマートオフィスソリューションを提供

ビジネスイノベーション
本部

人口構造の変化や社会基盤の弱体化
環境・災害・エネルギー問題の深刻化
老後の不安解消、社会福祉費用の抑制
労働可能年齢の延伸
高齢弱者や健康弱者の社会的包摂の実現
建設現場の働き手減少・生産性低下
巨大地震・津波や大規模噴火などへの対応
激甚化する気象災害への対応

「経済性・信頼性を両立する質の高い電力系統」「ICTを活用した相互接続性の実現によるエネルギー最適利用」
「緊急時にも対応したレジリエントなエネルギーインフラ」への貢献
発電機や開閉器、変圧器の高効率化
地球温暖化係数が高いSF6ガスの使用量低減や全廃を目指した環境重視対応技術の開発
再生可能エネルギー導入拡大下での需給管理、需要制御を含む分散型エネルギー源の系統安定化ソリューションの推進
電力事業者間をつなぐ全国での電力需給など新需要に対応する分散電源活用ソリューションの推進

「AI配筋検査システム」による建設現場の生産性向上に貢献
高齢者向けヘルステック事業の検討・取組
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目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

会

社会システム事業本部
本部長メッセージ
人々の暮らしを支える社会インフラ向け製品・システム・サービスの提供を通じて、

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

持続可能で安心・安全・快適な、豊かな社会の実現に貢献していきます
社会システム事業本部では、水環境・河川・鉄道・道路・航空・通信な
ど、社会インフラに関わる製品、システム、サービスをご提供していま
す。様々な社会課題に対して、蓄積した幅広い技術を統合しソリューショ

◦ 水の適正利用

◦ 大気、水、土壌汚染対策

◦ エネルギーの最適な利用

◦ 廃棄物削減・管理

◦ 気候変動への対応

◦ 持続的な資源利用・開発
重点的に取り組むSDGs

ンとしてご提示し、安心・安全・快適で豊かな社会の実現に貢献します。
1. 豊かな水循環社会の実現
人口や産業の集中など水質汚濁源の増加、産業発展や人口増加に
伴う水需要の拡大、気候変動による水資源の偏在などが、地球規模
で問題となっています。IoT の活用による上下水道システムの高度
化や、オゾンを用いた高効率な水再生システムの導入を通じ、環境
負荷の低減と豊かな水循環社会の実現を図っていきます。

事業を通じた社会課題への取組

福嶋 秀樹

常務執行役
社会システム事業本部長

▪ 豊かな水循環社会の実現
・オゾン発生装置
・浸漬型膜分離バイオリアクター
（EcoMBR®）
▪脱
 炭素社会への貢献
・フルSiCパワーモジュール適用鉄道車両用インバータ装置
・鉄道車両用空調装置
・鉄道車両メンテナンスソリューション
「鉄道LMS on INFOPRISM」

2. 脱炭素社会への貢献
エネルギー効率が高く、環境負荷の少ない輸送網である鉄道の発展に対して、高信頼で省エネル
ギー性に優れた鉄道車両用電機品の開発や、運行管理者や鉄道利用者に様々なサービスを提供

▪安
 心・安全・快適な街づくり
・ヘリコプター直接衛星通信システム
「ヘリサット」
・三菱インフラモニタリングシステム
「MMSD®」
・ネットワークカメラ
「MELOOK3」
「ROBOTY」
シリーズ
・光アクセスシステム
「10G-EPON」

する情報処理システムの開発を通じて貢献しています。今後は、故障対応や維持管理を効率化す
るメンテナンスソリューション、データの利活用を促進するプラットフォームの提供などを通じ、鉄
道事業のさらなる発展と脱炭素社会への貢献を果たします。
3. 安心・安全・快適な街づくり
激甚化する自然災害への対応を支援する防災・減災システムや、老朽化したトンネル等の社会イ
ンフラの維持管理を高度化するサービスの提供などを通じ、安心・安全な街づくりに取り組みま
す。また、人の動きや流れを解析して混雑回避や地域活性化を図るなど、新しいサービスを生み
出す映像解析ソリューションや、IoT 社会の発展を支える高速大容量通信システムの提供を通じ
て、快適な街づくりを目指していきます。

18

ガバナンス

目次・編集方針

三菱電機グループについて
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三菱電機グループのサステナビリティ
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会

ガバナンス

電力・産業システム事業本部
本部長メッセージ
自然災害やサイバー攻撃・テロなどの人為的脅威、カーボンニュートラルへの対応など

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

電力市場の変化にも対応できる高性能機器と次世代電力システムの開発により、
" いつもある安心・安全・快適な社会 " の実現に貢献していきます
電力業界を取り巻く環境・市場ニーズは、太陽光発電や風力発電など

◦ エネルギーの最適な利用

◦ 気候変動への対応

◦ クリーンエネルギーの導入

◦ 大気、大地、土壌汚染対策

◦ 持続的な資源利用・開発

◦ グローバルパートナーシップの強化

◦ 化学物質の適正管理

再生可能エネルギーの普及や ICT ／ IoT ※などデジタル技術の進化に
より、大容量・高電圧のハードウェアから、再生可能エネルギー関連機器

重点的に取り組むSDGs

をはじめとする中小容量・電圧ハードウェアやネットワーク化されたシス
テム・ソフトウェアへと急激に変化しつつあります。さらに、電力自由化
や業界再編なども急速に進展しており、電力業界は大きな転換期を迎
えています。
こうした中、電力・産業システム事業本部では、基盤事業である発電
機や開閉器、変圧器の高効率化、地球温暖化係数が高い SF6ガスの使
用量低減や全廃を目指した環境配慮型機器の開発に継続的に取り組む
とともに、
「経済性・信頼性を両立する質の高い電力系統」
「ICTを活用し

高澤 範行

事業を通じた社会課題への取組

常務執行役
電力・産業システム
事業本部長

▪ いつもある安心・安全・快適な社会の実現に貢献する発電、系統変電、受配電を支える
電力機器やシステムの開発
・水素間接冷却タービン発電機
「VP-Xシリーズ」
・環境負荷低減 開閉器
・環境負荷低減
（植物油入、走行風自冷式）
変圧器
・監視制御システム
・モジュール型AVR
（自動電圧調整装置）

相互接続性を実現することによるエネルギー最適利用」
「緊急時にも対
応したレジリエントなエネルギーインフラ」
の実現に貢献する監視制御
システム、スマートメーターシステム、蓄電システムなどの開発を進め
ています。

▪電
 力システムの新しい価値創出を目指してソリューション事業を推進し、
お客様の経営に貢献
®
・電力市場向けパッケージ型ソフトウェア製品
「BLEnDer（ブレンダー）
」
シリーズ
・分散型電源運用システム／VPP
（Virtual Power Plant）
システム
・スマートメーターシステム
・大容量蓄電池制御システム
・スマート中低圧直流配電ネットワークシステム
「D-SMiree」

今後は、これらに加え、再生可能エネルギー導入拡大下での需給管
理、需要制御を含む分散型エネルギー源の統合管理、電力事業者間を
つなぐ全国での電力需給など新しい需要に対応する電力系統安定化機
器・装置・ソリューション事業を推進していくことで、"いつもある安心・安
全・快適な社会 " の実現に貢献していきます。
※ Information and Communication Technology ／ Internet of Things
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ビルシステム事業本部
本部長メッセージ
三菱電機グループが持つ先進技術・環境技術を駆使し、安全性・快適性・効率性・環境の

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

すべてにおいて、お客様にご満足いただけるソリューションを提供します
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は、製品の納入とそ

◦ エネルギーの最適な利用

◦ 安心・安全・快適で持続可能なまちづくり

◦ 革新的なインフラの開発と普及

◦ 廃棄物削減

重点的に取り組むSDGs

の後の保守において、常にお客様の安全・安心を最優先とした事業運営
に努め、我々の製品・サービスを通じて快適で環境にやさしい社会を実
現することが重要な使命であると考えています。この認識のもと、当事
業本部では次の取組に注力します。

事業を通じた社会課題への取組

1. 人と環境にやさしい製品を追求
(1) 誰もが安心して容易に利用でき、かつ高効率で省資源の製品・
技術・サービスの開発を推進します。
(2) 既設品のリニューアルを推進し、消費電力の低減や安全性・利

▪ エレベーターで快適、安全・安心な移動とスマートビルの実現に貢献

松本 匡

代表執行役、専務執行役
ビルシステム事業本部長

▪ メンテナンスサービスによるエレベーター・エスカレーターの安心・快適な利用のサポート
▪ エレベーター・エスカレーターのリニューアルによる安全性・快適性・機能性の更なる向上

便性の向上を図るとともに、一部機器を流用することにより廃

▪ビ
 ル統合セキュリティーシステムによる入退室管理と映像監視で安心・安全の提供

棄物排出量の抑制に貢献します。

▪ビ
 ル設備運用システムによる、様々なビルの省エネと快適性へのサポート
▪ 省エネで快適、
カーボンニュートラル社会の実現に貢献するビルを提供

2. ZEB

ワンストップソリューションの提供

※1

▪ ロボットのビル内移動支援やZEBの運用支援を通じたスマートビルの実現に貢献
▪ 光のアニメーションによる誘導で、施設内の円滑な移動を支援

総合電機メーカー初の ZEB プランナー※2として、ZEB の設計支援
から運用開始後の省エネ支援サービスまでをワンストップで提供
するだけでなく、エネルギー効率化にとどまらないビルの付加価値
向上に向けた取組をサポートします。 
3. スマートビル※3・スマートシティ※4の実現に貢献
当社独自の IoT プラットフォームを活用したビル運用支援サービス

※1 ZEB
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
：省エネと創エネを組み合わせて正味
（ネット）
のエネルギー消費量をゼロとする建築物。

の提供により、スマートビル・スマートシティの実現に貢献します。

※2 ZEB プランナー：2017年より経産省が ZEB 普及のために設定した登録制度。
※3 ス
 マートビル：IoT 技術を用いて収集した様々なビル内データを活用し、省エネ／省力化などに向けて社会課題を解決しながら、
人が安心して過ごせる空間や効率的に働ける職場、快適に感じる環境などを提供できるビル。
※4 ス
 マートシティ：設備・環境・消費者行動データ等から生成したビッグデータをAI で分析し、設備・機器等を遠隔制御することで、都
市インフラ・施設運営業務の最適化や企業や生活者の利便性・快適性向上を目指す都市。
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社長メッセージ
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電子システム事業本部
本部長メッセージ
人工衛星を始めとした付加価値の高い製品・サービスの提供を通して、

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

地球環境保全や持続可能なまちづくりに関する諸問題の解決に貢献します
電子システム事業本部では、人工衛星や各種センサシステムを始め
とした多岐にわたる製品・サービスの提供を通じて豊かな社会の実現

◦ 持続可能な食糧生産システムの確保

◦ 気候変動への対応

◦ 統合水資源管理

◦ 海洋汚染の防止

◦ 安心・安全・快適で持続可能なまちづくり

◦ 森林破壊の防止

◦ 廃棄物削減・管理

に貢献しています。今後も衛星システム技術・センサー技術・高精度測
位技術などの強みを更に磨き、それらを活かした以下の取組を進める

重点的に取り組むSDGs

ことで、社会課題の解決に努めます。
1. 環境問題の解決に貢献する製品・サービスの提供
温室効果ガス観測技術衛星
（
「いぶき」
（GOSAT）
シリーズ）
、陸域観
測技術衛星
（
「だいち」
（ALOS）
シリーズ）
、気象衛星
（
「ひまわり」
シ
リーズ）
に代表される観測衛星により、温室効果ガス濃度分布・災害
状況・海洋環境などの地球環境に関するデータを継続的に提供し、

原 芳久

事業を通じた社会課題への取組

常務執行役
電子システム事業本部長

▪ 世界をリードする地球環境観測に貢献

地球規模の環境問題の解決に貢献します。

▪ 衛星観測データの利活用により地球環境保全と安心・安全な暮らしに貢献
▪ 高精度測位ソリューションを通じて安心・安全・快適な暮らしに貢献

2. 衛星データの利活用により、
様々な社会課題の解決に貢献するソリューションの提供
衛星の観測データに対する解析技術を活用し、インフラ監視などの
新たなソリューションを提供します。また3つのコアテクノロジー
（準
天頂衛星システム
「みちびき」
、高精度測位端末、高精度三次元地
図）
を融合させたセンチメータ級高精度測位ソリューションを提供
し、自動車・鉄道・農業・土木などの分野でさまざまなイノベーション
をもたらします。これらの取組により、安心・安全・快適で持続可能な
まちづくりの実現に貢献します。
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リビング・デジタルメディア事業本部
本部長メッセージ
幅広い領域に社会・環境貢献型の製品・サービスを提供するとともに、

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

製造時の環境負荷低減を推進していきます

リビング・デジタルメディア事業本部は、三菱電機の成長牽引事業の
一つである空調冷熱システム事業を重点事業と位置付け、事業の拡大

◦ エネルギーの最適な利用

◦ 持続的な資源利用・開発

◦ クリーンエネルギーの導入

◦ 化学物質の適正管理

◦ 安心・安全・快適で持続可能なまちづくり

◦ 気候変動への対応

に取り組むとともに、総合電機メーカーとしての幅広い技術シナジーと

重点的に取り組むSDGs

事業シナジーを武器に、働く人から暮らす人まで、誰もが自分らしく生
きるためのライフソリューションの実現に向け、三菱電機グループ内外
の IoT、AI 技術や製品を活用した統合ソリューション提案を推進してお
ります。
事業拡大においては、
「持続可能性と安心・安全・快適性の両立」
・
「社
会課題の解決」
に貢献する製品・サービスを提供することが重要と考え
ています。その一環として、製品使用時の CO2排出量を削減する空調
冷熱機器やエコキュートなどの省エネ製品、および環境貢献型のシス
テム・サービスを、家庭・店舗・オフィス・工場といった幅広い領域に提供

事業を通じた社会課題への取組

鈴木 聡

常務執行役
リビング・デジタル
メディア事業本部長

▪ 2020年度省エネ大賞にて、
「家庭用エコキュート」
が資源エネルギー庁長官賞を、
「全熱交換形換気機器『業務用ロスナイ® 』」
と
「衣類乾燥除湿機『ズバ乾® 』」
が
省エネルギーセンター会長賞を同時受賞。
▪ 業務用ロスナイ

しています。また、政府が推進するZEH、ZEB のような、建物のシステ

▪ 環境規制の厳しい欧州を中心に、燃焼式からATW
（Air to Water：ヒートポンプ式温水
システム）
への切り替えにより温水暖房機の高効率運転、
CO2排出量削減を実現

ム全体として省エネを実現するソリューションも提案しています。
一方、各製造拠点での
「生産時 CO2削減活動」
として、当事業本部の

▪ 電力消費の削減と快適性を実現するLED照明
「MILIE
（ミライエ）
」

省エネ製品である高効率空調機器・ヒートポンプ給湯機・LED 照明等

▪ 優れた省エネ性と快適性を実現するエコキュート

を積極的に導入するとともに、
「e-F@ctoryコンセプトによるJust in

▪ 家電リサイクル

Time 改善活動」
と連携した生産性改善による省エネ活動を推進してい
ます。
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FA システム事業本部
本部長メッセージ
ものづくりのプロセスにおけるエネルギー削減に貢献する機器・装置、

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

ソリューションをグローバルに提供しています

ものづくりを担う産業メカトロニクス分野の機器・装置は、製造業の

◦ 持続的な資源利用・開発

◦ 大気、水、土壌汚染対策

◦ 化学物質の適正管理

◦ 労働力人口減少への対応

◦ 気候変動への対応

お客様にとって、自社製品の品質向上や生産性向上など、事業の高付
加価値化や競争力向上に不可欠なものです。FAシステム事業本部で

重点的に取り組むSDGs

は、エネルギー消費の大きな割合を占めている工場の生産設備に対し
て、高い省エネルギー性能を有する機器・装置を提供しています。
三菱電機が培ってきた FA の技術と、FAとITをつなぐ連携技術を最
大限に活用することで、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコスト
を削減し、お客様の改善活動を継続して支援するとともに、一歩先のも
のづくりを指向するソリューション提案をコンセプトに、ものづくりと経
営の最適化を強力に支援しています。
また、名古屋製作所内で
「e-F@ctory モデル工場」
を稼動し、生産性

事業を通じた社会課題への取組

宮田 芳和

専務執行役
FAシステム事業本部長

▪ お客様の生産設備の自動化と生産性・品質向上を実現するFA機器・産業用ロボット・
メカトロニクス製品の開発
・汎用シーケンサ
「MELSEC iQ-R」
・ACサーボシステム
「MELSERVO-J5シリーズ」
・ACサーボモータ
「HKシリーズ」
・産業用ロボット
「MELFA FRシリーズ」
・ファイバレーザ加工機
「GX-Fシリーズ」

や設備稼動率を検証しています。そこでは、生産性向上、リードタイム
削減や品質ロス削減など、生産時 CO2削減活動につながる多くの実績
を上げています。
今後も高い省エネ性能を有するFA 製品の提供とこれらを組み合わ

▪ ものづくりの効率化とエネルギー使用量削減に貢献するe-F@ctoryソリューションの提供
・三菱FA統合ソリューション
「e-F@ctory」

せた最先端の e-F@ctoryソリューションを提案して、お客様のものづく
りの効率化とエネルギー使用量削減に貢献していきます。

▪ 省エネ推進に貢献するエネルギー計測機器・配電制御機器の開発
・エネルギー計測ユニット
「EcoMonitorシリーズ」
・スーパー高効率油入変圧器
「EX-αシリーズ」
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社

会

自動車機器事業本部
本部長メッセージ
自動車の
“脱炭素”
と
“安心・安全な社会の構築”
などに貢献する技術の開発を通じて、

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

SDGs
（持続可能な開発目標）
の達成を目指します

エネルギーや環境問題は、国を超えた社会課題であり、持続可能性
を確保するためには、
これらの問題を解決することが必要不可欠です。
自動車機器事業本部では、三菱電機製品の搭載により実現される自

◦ 大気汚染の低減、気候変動対策

◦ 交通弱者のQOL向上

◦ 交通事故ゼロ、渋滞解消、快適な移動

◦ まちづくり

◦ 地域間格差の解消

◦ インフラ老朽化対策
重点的に取り組むSDGs

動車の低燃費化・電動化と、製品生産プロセスにおける省エネ推進の両
面からCO2排出量削減に取り組んでいます。
自動車を低燃費化するためには、エンジンの更なる高効率化や HEV
や EV などの車両の電動化が求められます。三菱電機は、高圧縮比エン
ジンの燃焼を精密に制御する点火システムや、ダウンサイジングター
ボエンジンの過給圧を制御するターボアクチュエータなど、関連部品
やその制御部品の改善によるエンジンの高効率化、電動車両用モータ
およびインバータ等により自動車の低燃費化に貢献しています。

事業を通じた社会課題への取組

藪 重洋

常務執行役
自動車機器事業本部長

▪ 自動運転に向けた自動車機器製品の技術革新

製品生産プロセスにおける省エネ化に向けては、生産棟において、
LED 照明の導入や自動調光制御、空調・換気設備の中央監視・最適制
御、太陽光発電の採用などの省エネ対策を徹底することで電力量の抑
制を図っています。これらの成果は海外の製造拠点にも展開し、グロー
バルで省エネに努めています。
また、少子高齢化の進む日本では、近年、高齢ドライバーによる交通
事故が社会問題化し、
この解決が急務となっています。三菱電機グルー
プは、保有する
「自律型」
走行技術と
「インフラ協調型」
走行技術を組み
合わせ、高精度な自動走行システムの実現を目指しています。
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半導体・デバイス事業本部
本部長メッセージ
エネルギー、環境問題の社会的課題に対して、お客様のキーデバイスである

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

低消費電力製品の提供を通じて社会の脱炭素化に貢献しています
半導体・デバイス事業本部では、家電から宇宙まで機器のキーデバイ

スとして活躍し、我々の暮らしを豊かにする半導体・デバイスを提供して

◦ 水の適正使用

◦ 気候変動への対応

◦ 化学物質の適正管理

◦ 生物多様性保全
重点的に取り組むSDGs

います。エネルギー、環境問題が今日の社会的課題と認識しており、お
客様への低消費電力製品の提供を通じて持続可能な社会に貢献して
います。
持続可能な社会に求められるカーボンニュートラルを実現するには、
発電した電力を低損失で利用することが大切です。三菱電機のパワー

事業を通じた社会課題への取組

半導体デバイスは、電動自動車やエアコンなど、多くのパワーエレクト
ロニクス機器に搭載され、電力損失の低減に大きな役割を果たしてい
ます。三菱電機ではこれに加えて、大幅な損失低減を図れるSiC
（炭化
ケイ素）
を用いた最先端製品も提供しています。
また、高周波・光デバイスでは、DX 化が進む社会に対し、無線通信機

▪ お客様の機器の低消費電力化を実現する
「SiCパワー半導体デバイス」

齊藤 譲

常務執行役
半導体・デバイス
事業本部長

▪ 第5世代
（5G）
移動通信システム基地局ネットワーク機器の低消費電力に貢献する
光通信用デバイス

器や光ファイバー通信、データセンター向けに、化合物半導体技術を駆
使した高機能・低消費電力・小型の製品を提供することで、IT 機器の低
消費電力化を支えています。さらには通信設備の省スペース化を実現
することで、冷却機能を簡略にし、総合的な省エネに貢献しています。
このように、半導体・デバイス事業本部は、エネルギー・環境制約の克
服とアフターコロナのデジタル革命を同時に進めるキーデバイスを提
供することで、カーボンニュートラルに寄与し、持続可能な社会に貢献
しています。
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インフォメーションシステム事業推進本部
本部長メッセージ
様々な IT サービスを推進し、脱炭素社会の構築に貢献していきます

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

インフォメーションシステム事業推進本部は、お客様の経営戦略や経
営課題に踏み込んだご提案、社会課題を見据えたご提案に努め、お客

◦ エネルギーの最適な利用

◦ 気候変動への対応

◦ クリーンエネルギーの導入

◦ 安全な社会の実現

◦ 廃棄物削減・管理

◦ 労働力不足への対応

◦ 持続的な資源利用・開発

様満足度の向上と、持続可能な社会の実現を目指しています。
具体的には、ビデオ会議、Web 会議システム利用による人の移動の

重点的に取り組むSDGs

削減、帳票の電子化によるペーパーレス化推進といった働き方改革を
支援するとともに、インターネットデータセンター設備の省エネルギー
化を図ることで事業活動に伴うCO2削減を進めるなど、環境負荷低減
に努めています。また、安全な社会の実現や労働力不足といった社会
課題を解決する製品・サービスの開発にも積極的に取り組んでいます。
例えば、映像解析ソリューションでは、車いす・ベビーカー・つえ
（白杖）
等をもつヒトの検知に加え、立ち入り禁止エリアへの侵入や体調不良に
よるふらつき等の事象の変化
（コト）
を検知し、安心・安全に住み続けら

織戸 浩一

事業を通じた社会課題への取組

専務執行役
インフォメーション
システム事業推進本部長

▪ インターネットデータセンターを活用してお客様の環境負荷低減に貢献
▪ 働き方改革にも貢献するスマートオフィスソリューションを提供

れる街づくりに貢献します。また、製造現場では、不良品検出等のモノ
の検知に活用することで、生産性向上や少子高齢化に伴う人手不足解
消に寄与できると考えています。
今後もよりスマートな社会を実現していくために、幅広い要素技術を
持つ三菱電機グループの強みを活かしながら、IoT ※やビッグデータ処
理、AI 関連技術をはじめとする最新の ITを活用した次世代の情報シス
テムの構築に取り組んでいきます。
※ IoT
（Internet of Things）インターネットに様々な
‘モノ’
を接続し、遠隔から制御、操作、監
視、情報収集する仕組み。
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ビジネスイノベーション本部
本部長メッセージ
既存の枠組みを超えた新事業の創出により、多様化する社会課題の解決に

リスク・機会を認識・評価している主な社会課題

貢献していきます

ビジネスイノベーション本部は、多様化する社会課題解決に向けて、
当社の既存の枠組みでは対応できないテーマの事業化や、当社グルー
プが保有する様々な技術の統合・事業本部間の連携を支援することで、
持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

◦ 人口構造の変化や社会基盤の弱体化

◦ 高齢弱者や健康弱者の社会的包摂の実現

◦ 環境・災害・エネルギー問題の深刻化

◦ 建設現場の働き手減少・生産性低下

◦ 老後の不安解消、社会福祉費用の抑制

◦ 巨大地震・津波や大規模噴火などへの対応

◦ 労働可能年齢の延伸

◦ 激甚化する気象災害への対応
重点的に取り組むSDGs

新たな事業領域の探索の方向性として、人と人との関わり方の変化、
災害の激甚化、猛烈に加速するデジタル化等の不確実性の高い時代に
向けて、企業理念の
“活力とゆとりある社会の実現”
をあらためて目指
し、
「スマートシティ」
「
、ヘルステック」
「
、i-Construction」
「
、防災・減災」
、
「スマートモビリティ」
の５領域、さらには
「脱炭素社会」
も視野に新事業
創出に取り組んでいます。
新事業創出・育成にあたっては、センシング技術や映像解析・AI 等の
※
最新技術を組み合わせ、統合 IoT
「ClariSense
（クラリセンス）
」
を推進

松下 聡

事業を通じた社会課題への取組

専務執行役
ビジネスイノベーション
本部長

▪「AI配筋検査システム」
による建設現場の生産性向上に貢献
▪ 高齢者向けヘルステック事業の検討・取組

し、様々なデータからお客様の価値を創出すべくDX( デジタルトラン
スフォーメーション)を実現することにより社会課題の解決に繋げてま
いります。
※ ClariSense 機器からセンシング
（Sense）
した情報に潜む本質
（Essence）
を見抜き
（Clarify）
、課題を解決するという思いを込めた造語です
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サステナビリティマネジメント
マネジメント
サステナビリティの考え方

ガバナンス

の内容については、執行役会議や監査委員会を通じて

活動は企業経営そのものであるとの認識から、倫理・遵
法、品質の確保・向上、環境保全活動、社会貢献活動、ス

顧客
株主

地域社会

せ、社会にご迷惑をかけないことはもちろん、持続可
様々なステークホルダーとコミュニケーションを取る

会

ら議論を行っています。なお、サステナビリティ委員会

三菱電機グループのステークホルダー

たちの価値観」
「コミットメント」
に則り、全ての活動に

能な社会の実現に向けた取組を推進するためには、

社

具体的な活動については、サステナビリティに関する

三菱電機グループでは、サステナビリティを企業

社会からの期待や要請・ご意見を活動に反映さ

境

経営層へ報告されています。

経営の基本を成すものと位置付け、
「企業理念」
「私
おいてサステナビリティを志向した取組を行います。

環

取引先

テークホルダーの皆様とのコミュニケーションなど、そ

従業員

サステナビリティ方針に基づき、責任を持って推進して

三菱電機
グループ
……など

れぞれを職掌する部門が三菱電機グループに共通する
サステナビリティ委員会

います。

行政

サステナビリティ委員会を原則として年に2回以上開催しているほか、サステナビリティ委員会で定
めた方針・計画を共有・実行する場として、サステナビリティ専門部会、サステナビリティ事業推進部会
【3-4-3】サステナビリティ推進体制図
を開催しており、コミュニケーションを図りながら活動を推進しています。

NGO・NPO

三菱電機グループのステークホルダー

ことが必要です。

執行役（会議）

サステナビリティに関する透明な情報開示を行うことでステークホルダーからの共感をいただき、
ステークホルダーと共に
「活力とゆとりある社会の実現」
を目指します。
ステークホルダーとのコミュニケーション

サステナビリティ委員会

コーポレートコミュニケーション本部
サステナビリティ推進部

委 員 長：サステナビリティ担当役員
事務局長：サステナビリティ推進部長

マテリアリティ（重要課題）
※
三菱電機グループは、GRI
（Global Reporting Initiative）
からの要請や、社会動向及び事業環境

に鑑み、より一層、経営レベルでサステナビリティに取り組み、長期的に推進していくため、2015年度

サステナビリティ専門部会

に特定したマテリアリティ
（重要課題）
、取組項目、目標／取組指標
（KPI）
を2021年度に見直しました。

サステナビリティ事業推進部会

マテリアリティ、取組項目、目標／取組指標
（KPI）
について PDCA
（Plan-Do-Check-Action）
サイ
クルによる継続的な改善活動を実施します。

社内各部門

※ 企業のサステナビリティ報告に関する世界共通のガイドラインを提唱する国際団体

マテリアリティとSDGsマネジメント

国内関係会社

海外関係会社

サステナビリティ推進体制図

サステナビリティ委員会の主な議題（2021 年 4 月開催）

サステナビリティ推進体制
三菱電機グループのサステナビリティの取組は、三菱電機の執行役会議から委嘱を受けたサステ

⃝
⃝
⃝
⃝

ナビリティ委員会で方針・計画を決定しています。サステナビリティ委員会は三菱電機の管理部門長
（経営企画室や人事部などの環境、社会、ガバナンス担当の23名）
から構成されており、前年度の活
動実績の把握や今後の活動計画の決定、法改正への対応など、三菱電機グループの横断的な視点か
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前年度の実績報告と今年度の活動予定
経営レベルでのサステナビリティについての取組
マテリアリティ
（重要課題）
の見直し
SDGsへの対応

⃝E
 SG
（環境・社会・ガバナンス）
投資を
考慮した情報開示の一層の拡充
⃝ 人権の尊重の取組
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サステナビリティに特に関連性の高い23部門の担当

社

会

ガバナンス

三菱電機グループと SDGs

者が集まり、定期的に会議を開催しています。三菱電機

2015年に国連総会で SDGs
（持続可能な開発目標）
が採択されました。三菱電機グループはこれ

グループのマテリアリティや今後の取組の活性化、法規

を社会から求められる重要な課題と捉えています。

制やサステナビリティの国際規格への対応について、情

「私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会

報共有して理解を深めるとともに、コミュニケーション・

の実現に貢献します」
という企業理念のもと、社会課題の解決に貢献することを目指しています。これ

合意を図りながら議論を重ねています。

は、世界共通の目標であるSDGs が目指すものと合致していると考えています。

2020年度は会議を4回開催し、マテリアリティの取組

三菱電機グループは、社会課題の解決に向け、多くの事業や、環境・社会・ガバナンス
（ESG）
などの

項目の実績確認と目標の見直しを実施しました。また、
人権の尊重の取組への対応について検討しました。

境

マテリアリティと SDGs マネジメント

サステナビリティ専門部会の開催

関連部門によるワーキンググループを構築し、国際的な

環

すべての企業活動を通じて SDGs の17の目標の達成に貢献します。

サステナビリティ専門部会、サステナビリティ事
業推進部会
（合同開催時）

サステナビリティ事業推進部会の開催
すべての事業本部の担当者が集まり、定期的に会議を開催しています。
「事業を通じた社会への貢
献」
を主題として、三菱電機グループのサステナビリティについての情報共有や解決すべき社会課題
について議論を重ねています。
2020年度は4回開催し、主にSDGsに対して、
どのように事業を通じて貢献できるか議論しました。

2020 年度のサステナビリティ専門部会、サステナビリティ事業推進部会の主な議題
⃝
⃝
⃝
⃝

マテリアリティ
（重要課題）
の見直し
SDGsへの対応
ESG
（環境・社会・ガバナンス）
投資を考慮した情報開示の一層の拡充
人権の尊重の取組

SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）
2001年に策定されたミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals：MDGs）
の後継
として、
2015年9月の国連総会で採択された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な
世界を実現するために、17のゴール・169のターゲットからなるSDGs
（持続可能な開発目標）
を掲
げています。SDGsにおいては、
日本も含む先進国の在り方にも変化を求めていること、
また、その
取組の過程で
“地球上の誰一人として取り残さない
（no one will be left behind）
”
ことを誓って
いることが特徴です。
国際連合広報センター
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重点的に取り組む SDGs

環

境

社

会

ガバナンス

17 の目標への取組

2018年度に定めた
「重点的に取り組む SDGs」
について、2021年度のマテリアリティ
（重要課題）

三菱電機グループは、
すべての企業活動を通じて、
SDGs の17の目標の達成に貢献します。特に、
身

特定にあわせて、見直しを行いました。見直しにあたって、社内外アンケートで SDGs への貢献につい

近な家電製品から国家規模のプロジェクトや人工衛星まで、技術・製品・サービスを多岐にわたって展

て期待の高い項目を確認した結果、事業を通じた社会課題解決への期待が高いことが判明しました。

開している総合電機メーカーとして、製品・サービスを通じて貢献できる面は大きいと考えています。

社内での検討の結果、三菱電機グループが今後注力していく
「脱炭素社会の実現」
「ライフ、インダ
ストリー、インフラ、モビリティの４つの領域における社会課題の解決」
に対応する目標3、7、9、11、
13を
「重点的に取組む SDGs」
としました。総合電機メーカーとしての強みを発揮できるこれらの目標
に対し、価値創出への取組をより一層推進することで、SDGs の目標の達成に具体的に貢献します。
● 目標3：すべての人に健康と福祉を ............................. ライフ領域、モビリティ領域

● 目標7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに ...... 脱 炭素社会の実現にむけた生産時や製品・
サービスの省エネ化等

● 目標9：産業と技術革新の基盤をつくろう .................. インダストリー領域
● 目標11：住み続けられるまちづくりを ........................ インフラ領域、モビリティ領域
● 目標13：気候変動に具体的な対策を ......................... 脱炭素社会実現
今後も三菱電機グループは SDGs の考え方を経営に統合し、重点的に取り組む SDGsに対してマ
マテリアリティと SDGs

テリアリティの取組を通じて貢献していきます。
マテリアリティ
（重要課題）

SDGsへの貢献

事業を通じた社会課題解決
持続的成長を支える経営基盤強化

雇用の創出と
貧困の解消

農業の支援と冷凍・冷蔵技
術による食糧問題への貢献

健康的な生活の確保と
福祉の推進

途上国への技術支援と社会
貢献活動による次世代の育成

事業のグローバル展開による
雇用創出、社会インフラの整
備やボランティア活動等を通じ
て、貧困解消に取り組んでいま
す。

ICTや測位衛星によるIT農業の
支援、FAによる食品工場の生
産性向上、食品の冷凍・冷蔵技
術等によって、食糧問題の解決
に貢献しています。

交通事故の削減に貢献する安
全運転支援システムや、空調事
業を通じた快適な空気環境の
提供等によって、健康と福祉の
向上へ貢献しています。

途上国への技術支援や通信・IT
技術による遠隔教育支援への
寄与に加えて、社会貢献活動に
よる次世代育成等に貢献して
います。

女性活躍の
サポートと推進

水の利用可能性の拡大と
持続可能な管理の提供

持続可能なエネルギーの
確保と利用拡大

ICTサービスや家電製品の提
供を通じた女性の社会進出の
サポートに加えて、グループ内
にて女性の更なる活躍を推進
しています。

水処理・水の浄化に関する技術
を用いて、安全な水を供給する
ための技術やシステムを提供し
ています。

省エネ・創エネやスマート社会
の実現に貢献する技術やシス
テムの開発を進めるとともに、
これらの技術・製品・サービスの
普及に取り組んでいます。

FAやAI技術による生産性
の向上と働きやすい
職場環境の整備
FAやAI技術による生産性の向
上への貢献や、
グループ内にお
ける働きやすい職場環境整備
に取り組んでいます。

持続可能な産業化の促進と
技術革新の拡大

人権の尊重と差別の撲滅

安心・安全・快適な
くらしの実現

持続可能な
生産消費形態の確保

FAによって
「ものづくり」
を支え
るとともに、技術革新を進める
こと等で、産業分野の発展へ貢
献しています。

ステークホルダーと協力し、人
権が尊重され、差別のない社会
の実現に貢献しています。

インフラ、家電製品などを通じ
て、人々のくらしに安心・安全・
快適性を提供しています。

メーカーの責任として、製品製
造時に使用する資源量の削減、
使用済み製品のリサイクルに取
り組むほか、廃棄物最終処分量
の低減、グリーン調達を推進し
ています。

気候変動及び
その影響の軽減

生態系の保護・回復、
生物多様性の損失防止

公正で平和な社会の実現

パートナーシップによる
SDGsへの貢献

CO₂を含む温室効果ガスの排
出量をバリューチェーン全体
で把握し、目標を立てて削減を
図っています。

海洋や森林の状況を伝える観
測衛星を開発・提供しているほ
か、三菱電機の各事業所で、周
辺環境との共生を図る取組も
進めています。

法や国際規範に基づき、サプラ
イチェーンと共に、グローバル
で人権・労働・環境・腐敗防止等
の改善に取り組んでいます

行 政 、大 学 、研 究 機 関 、企 業 、
NGO等とのオープンイノベー
ションなどによるパ ートナ ー
シップを通じ、SDGsの達成に
貢献しています。

全ての企業活動を通じた貢献

マテリアリティとSDGs
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境

社

三菱電機グループでは SDGsに関する従業員一人ひとりの理解を深めるべく、SDGs の採択の背

リアリティ
（重要課題）
と取組項目を2015年度に特定しました。

ビリティ専門部会、サステナビリティ事業推進部会では SDGsに対して、三菱電機グループとしてど

2020年度は、2016年度から継続している一般消費者向けのステークホルダーアンケート
（600

のように貢献できるか、自社の取組を整理することから検討を開始し、2018年度に
「重点的に取り組

名）
を実施したほか、三菱電機グループ従業員、お取引先、投資家・アナリスト等計951名のアンケー

む SDGs」
を決定し、2021年度に見直しました。

トおよび聞き取り調査による社外からの客観的な評価を考慮した上で、社内のサステナビリティ専門

世界共通の目標達成に向けて、引き続きマネジメントを強化するとともに、社内浸透を図り、経営と

部会やサステナビリティ事業推進部会において議論を重ね、マテリアリティ
（重要課題）
、取組項目、目

して SDGs の達成に貢献していきます。

標／取組指標
（KPI）
について全面的な見直しを行いました。

これまでの主な SDGsに関する取組

今後も社内外の声を取り入れながら、PDCA
（Plan-Do-Check-Action）
サイクルによる継続的な
改善活動によりマテリアリティ
（重要課題）
、取組項目、目標／取組指標
（KPI）
についての見直しを行う

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン有馬利男氏による役員向け講演会
（2017年度）
経営戦略への反映
（2017年度、2018年度、2019年度、
2020年度、
2021年度）
研究開発部門での講演会
（2017年度、2019年度）
社内報を通じた理解促進
（2017年度、2018年度、2019年度、
2020年度、
2021年度）
CSR担当者研修での推進者への教育
（2017年度、2018年度）
SDGs研修
（2018年度、2019年度）

とともに、取組を強化し、情報開示を拡充します。

Step 1 社会的課題の認識（2020 年度実施）
ISO26000※1、GRI スタンダード※2、SASB ※3、SDGs
（持続可能な開発目標）
などをもとに、マテリア
リティ
（重要課題）
の候補となる項目を設定しました
（357項目）
。
※1 国際標準化機構
（ISO）
が発行する社会的責任に関する手引き

※2 国
 際 NGO であるGRI
（Global Reporting Initiative）が発行
する持続可能性報告のための国際的な規準

※3 米
 国 の 非 営 利 組 織 SASB
（Sustainability Accounting
Standards Board サステナビリティ会計基準審議会）
でつくら
れた ESG
（環境、社会、ガバナンス）
に関する情報開示ルール。

ロングリストを下記項目から抽出

SDGs研修

ガバナンス

三菱電機グループは、社会動向や事業環境に鑑み、GRIガイドライン第4版で要求されていたマテ

景や個々の目標について、様々な形で浸透策を実施しています。サステナビリティ委員会、サステナ

グローバル・コンパクト・ネットワーク・
ジャパン有馬利男氏による役員向け
講演会

会

マテリアリティの特定・見直しプロセス

SDGs への取組の進捗

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

環

【一般的課題】

研究開発部門での講演会

GRI スタンダード
ISO26000

●

類似項目の整理
貴社事業と関係の
小さい項目を除外
● 経済関連項目は除外
●

SDGs
【業界特有の課題】

SASB
同業他社のマテリアリティ

三菱電機の経営戦略
（2020年11月）

社内報

ガイドライン等からの
マテリアリティ候補の抽出
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ショートリスト化
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

SDGsゴール１「貧困をなくそう」への貢献
SDGsゴール２「飢餓をゼロに」への貢献
SDGsゴール３「すべての人に健康と福祉を」への貢献
SDGsゴール４「質の高い教育をみんなに」への貢献
SDGsゴール５「ジェンダー平等を実現しよう」への貢献
SDGsゴール６「安全な水とトイレを世界中に」への貢献
SDGsゴール７「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」への貢献
SDGsゴール８「働きがいも経済成長も」への貢献
SDGsゴール９「産業と技術革新の基盤をつくろう」への貢献
SDGsゴール10「人や国の不平等をなくそう」への貢献
SDGsゴール11「住み続けられるまちづくりを」への貢献
SDGsゴール12「つくる責任 つかう責任」への貢献
SDGsゴール13「気候変動に具体的な対策を」への貢献
SDGsゴール14「海の豊かさを守ろう」への貢献
SDGsゴール15「陸の豊かさも守ろう」への貢献
SDGsゴール16「平和と公平をすべての人に」への貢献
SDGsゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」への貢献
人権の尊重 （例 差別、強制労働、ハラスメントの禁止など）
ダイバーシティ（多様な人材の活用）の推進
ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進
人材の育成
労働安全衛生と心身の健康の確保
製品の品質・安全の確保
地域社会への貢献（ボランティア）
環境への取組の強化
健全なチェック機能が働く企業経営（コーポレート・ガバナンス）
適切なリスクマネジメント
適時適切・透明性の高い情報開示
コンプライアンス・法令順守の徹底
情報セキュリティー（企業機密管理・個人情報の保護）の徹底
研究開発によるイノベーションの創出
知的財産力の強化・知的財産権の保護
取引先に対するCSR活動への協力依頼（サプライチェーン・マネジメント）
グループ・グローバル一体での企業活動
ステークホルダー（利害関係者）との積極的な対話
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Step 2 社内外の意見の把握とマテリアリティの検討
（2020年度実施）
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境

社

会

ガバナンス

Step 3 マテリアリティの特定
（2020年度実施）
■ サステナビリティ委員会での特定

Step1で作成したショートリストから、ステークホルダーである消費
者、サプライヤー、投資家及び三菱電機グループ従業員に対して、三菱

このようなプロセスを経て抽出・検討した課題と具体的な取組項目、目標／取組指標
（KPI）
を執行

電機グループにどのような社会課題解決の貢献を期待しているか、アン

役等にて確認し、三菱電機グループのマテリアリティ
（重要課題）
としてサステナビリティ委員会で特

ケートを実施しました。また、有識者へのヒアリングや有識者とのダイア

定しました。

ログを通じてマテリアリティ特定に対するご意見をいただき、三菱電機
グループに対する社内外の意見を把握しました。これらの結果を基に、
社内ワーキンググループにて三菱電機グループが最優先で対応すべき
課題の絞り込み等を行い、サステナビリティ専門部会及びサステナビリ
ティ事業推進部会にてマテリアリティを検討しました。
各ステークホルダーへの
アンケート

三菱電機グループのマテリアリティ
（重要課題）
マトリックス

高

・SDGsゴール3
「すべての人に健康と福祉を」
への貢献

・SDGsゴール7
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
への貢献
・SDGsゴール8
「働きがいも経済成長も」
への貢献

・SDGsゴール9
「産業と技術革新の基盤をつくろう」
への貢献
・SDGsゴール11
「住み続けられるまちづくりを」
への貢献

中

・SDGsゴール13
「気候変動に具体的な対策を」
への貢献

サステナビリティ委員会

・人権の尊重
（例：差別、強制労働、ハラスメントの禁止など）
・ワークライフバランス
（仕事と生活の調和）
の推進
・人材の育成

低

ステークホルダーからの期待度

最優先で対応すべき課題

・労働安全衛生と心身の健康の確保
・製品の品質・安全の確保
高

中

低

自社からみた取り組み優先度の認識

・環境への取組の強化

・健全なチェック機能が働く企業経営
（コーポレート・ガバナンス）
・コンプライアンス・法令順守の徹底

・情報セキュリティー
（企業機密管理・個人情報の保護）
の徹底
・研究開発によるイノベーションの創出

三菱電機グループのマテリアリティマトリックス

社内ワーキンググループ

有識者へのヒアリング

経営層と有識者とのダイアログ
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目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

会

ガバナンス

マテリアリティに関するマネジメント状況
2015年度に三菱電機グループのマテリアリティ
（重要課題）
、取組項目、目標／取組指標
（KPI）
を特定し、2016年度より継続的に実績の開示及び各目標／ KPI の見直しも行っています。2021年度に三菱電機グ
ループのマテリアリティの見直しにあわせて、2021年度の取組項目と目標／取組指標
（KPI）
の見直しを行いました。
これまでの実績はサステナビリティレポートのバックナンバーをご覧ください。

報告書ダウンロード（サステナビリティ）
マテリアリティ（重要課題）
2021年度の目標
マテリアリティ
（重要課題）

取組項目
イノベーションと統合ソリューションによる

事業を通じた社会課題解決

持続可能な
地球環境の実現

「脱炭素社会」
の実現

目標／取組指標（KPI）【

範囲

】内は定量目標

の前モデル比改善率【2023年度末時点で1％以上】
新製品における
「製品使用時のCO2排出量」
生産時CO2排出量【2023年度末時点で2016年度比9％以上削減】

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

生産時の再生可能エネルギーの利用率【2023年度末時点で2％以上】
再生プラスチックの使用率
（成形用材料・包装材の調達量）
【2023年度末時点で10％以上】

「サーキュラーエコノミー」
実現への貢献

廃プラスチックの有効利用率
（国内、海外は調査のみ）
【2023年度末時点で90％以上】

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

高リスク拠点の水使用量の売上高原単位【2023年度末時点で2019年度比4％以上削減】
統合ソリューションによる
「ライフ」
「インダストリー」
「インフラ」
「モビリティ」
領域における社会課題の解決

SDGsへの貢献をはじめとした、事業を通じた社会課題解決に資する目標／取組指標の検討、取組の推進

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

共通の要素技術別設計指針の整備による開発・設計品質の向上

安心・安全・快適な
社会の実現

「品質第一」
の継続的な推進による
製品・サービスの提供

重要不具合の真因究明と再発防止策の全社展開【月1回】

三菱電機グループ全体
（国内）

変更点管理に関わる品質関連ガイドブックを社外サプライヤーへ展開
品質eラーニングの継続的実施と教材拡充
品質関連の各種研修と品質第一の重要性についての講話実施
（品質風土の醸成）
【国内年4回、海外年1回】

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

持続的成長を支える経営基盤強化

継続的な人権啓発活動の推進
人権インパクト・アセスメントの実施による人権課題の特定、
各拠点の取組状況の把握【対象部門への100％実施】 三菱電機グループ全体
（国内、海外）
国際的な規範に則った人権の尊重

あらゆる人の尊重

すべての従業員がいきいきと働ける
職場環境の実現

人権に関わる苦情・相談窓口の対応充実と適切な対応
新入社員研修、新任管理職研修での人権啓発とハラスメント防止に関する講義実施【受講率100%】

三菱電機

グループ従業員へのハラスメント防止教育の実施【受講率100％】

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

三菱電機職場風土改革プログラムを始めとした職場環境改善に向けた取組と、働き方改革の活動方針
「職場内
コミュニケーションの深化と業務のスリム化と質的向上による業務の変革」
に基づく活動の強化・継続推進

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

ストレスチェックを活用した職場環境調査と従業員意識サーベイによるハラスメントに関する実態調査等の実施
（定量目標は三菱電機のみ）
【従業員エンゲージメントスコア※1：22年度までに70％以上】
【ワークライフバランススコア※2：22年度までに70％以上】
※1 三菱電機で働くことの誇りややりがいを感じている社員の割合
※2 従業員意識サーベイで仕事と生活のバランスが取れていると回答した社員の割合

33

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

目次・編集方針

三菱電機グループについて

マテリアリティ
（重要課題）

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

取組項目

ダイバーシティの推進

目標／取組指標（KPI）【

環

境

社

会

範囲

】内は定量目標

地域・業態に応じた、多様な人材の採用・活用によるダイバーシティの推進

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

法定雇用率を上回る障がい者雇用の推進【2.3％以上】

三菱電機グループ全体
（国内）

新卒採用に占める女性比率の向上【2025年度までに過去5年平均
（2016-2020年度）
の1.2倍】
女性管理職比率の向上【2025年度までに2020年度の2倍】

三菱電機

海外OJT研修制度、海外語学留学制度等への計画的派遣【80名以上／年】

あらゆる人の尊重
（続き）

安全管理活動や健康づくり活動の推進
安全衛生教育の推進と、同業種平均を下回る労働災害度数率※の維持【0.52以下】

※ 100万時間当たりの休業災害件数

労働安全衛生の確保と心身の健康の維持

持続的成長を支える経営基盤強化
（続き）

株主総会、経営戦略説明会・事業戦略説明会、決算説明会などの各種説明会、および個別ミーティングなど、国内
外IR活動を通じた株主・投資家との対話の実施
健全なチェック機能が働く企業経営

コンプライアンスの徹底

三菱電機グループ全体
（国内、海外）
三菱電機

働きやすい職場環境の実現に向けた、
メンタルヘルス対策の積極的推進
三菱電機グループヘルスプラン21
（MHP21）
活動ステージⅢによる生活習慣改善と健康経営企業の実現推進
【適正体重維持者の割合73.0％以上、運動習慣者の割合39.0％以上、喫煙者割合20.0％以下、1日3回以上の
歯の手入れ者の割合25.0％以上、睡眠による休養が取れている者の割合85.0％以上】

コーポレート・
ガバナンスと
コンプライアンスの
持続的強化

ガバナンス

取締役会での適時適切な報告・議論と、取締役会の実効性分析・評価の定期的な実施
取締役及び執行役に対する就任時の研修、及びその他のコンプライアンス教育や研修の適時適切な実施

三菱電機グループ全体
（国内）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）
三菱電機

三菱電機グループの業務の適正を確保するために内部監査を行い、監査担当執行役を通じ、監査結果を定期的に
監査委員会へ報告

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

コンプライアンス研修の継続的実施
・多様な手法を駆使したコンプライアンス教育の継続的実施

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

コンプライアンスeラーニングの受講率100％維持【100％維持】

三菱電機

公正な競争
（独占禁止法違反防止）
の推進
・独占禁止法違反防止施策の定着・徹底：実践的な研修を継続実施、規則・ルールの定着に向けたモニタリングの
実施

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

汚職防止
（贈収賄防止）
の徹底
・贈賄防止施策の定着・徹底：贈賄防止教育の実施、規則・ガイドラインの定着に向けたモニタリングの実施

サステナビリティに貢献する調達

CSR調達ガイドラインに対する同意確認書の入手完了【2021年9月末までに入手】

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

サプライチェーンにおける重大な人権侵害リスク
（強制労働、危険有害労働）
の把握と是正に向けた活動の継続

三菱電機グループ全体
（国内）

グリーン調達基準書とCSR調達ガイドラインを統合し、
サステナビリティ調達ガイドラインを制定【2022年3月末】 三菱電機グループ全体
（国内、海外）
大切な情報を守る情報セキュリティ活動

情報漏えい事故防止【漏洩0件】
総合的なサイバーセキュリティー対策強化 「1.技術的対策 2.文書管理の徹底 3.体制強化」

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

社会課題解決に向けた中長期視点での取組推進

サステナビリティを
志向する企業風土
づくり

社会や人々の価値観の変化に対する感度と
適応力の向上

新設したサステナビリティ推進部を中心とした目標/取組指標の検討、
取組の推進

透明性の高い情報開示に基づく、ステークホルダーと
の積極的なコミュニケーションの推進
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三菱電機グループ全体
（国内、海外）

目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

会

ガバナンス

2020年度の取組項目と実績
4つの
重要課題

取組項目

低炭素社会の
実現への貢献
持続可能な社会の実現

循環型社会の
「環境ビジョン
形成への貢献
2021」
の実現
自然共生社会の
実現への貢献

製品・サービスを通じた貢献
お客様の安全を
第一とした製品づくり
安心・安全・快適性の提供

お客様の声を反映した製品・
サービスの提供

目標／取組指標（KPI）【

実績

】内は定量目標

生産時のCO2排出量削減の推進【2020年度に147万トン以下】

116万トン

○

2000年度比で36％削減

○

資源投入量の削減の推進【2020年度に2000年度比で40％以上削減】

2000年度比で43％削減

廃棄物最終処分率の改善の推進
【内関係会社で0.1％未満を維持、海外関係会社で0.5％未満に削減】

三菱電機と国内関係会社で0.02%、海外関係会社で0.2%

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

水使用量の売上高原単位の向上【2020年度に2010年度比で10％以上改善】

2010年度で非で20％向上

野外教室および里山保全活動の参加者数の増加【2020年度に累計51,000名以上】

累計48,872名

愛知目標に沿った事業所の生物多様性保全活動レベルの向上

各事業所にて積極的な取組を推進

SDGs
「目標7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに」
「目標13：気候変動に具体的な
対策を」
に貢献する製品・サービスの提供

製品・サービスを通じてSDGs
「目標7：エネルギーをみんなに そしてク
リーンに」
「目標13：気候変動に具体的な対策を」
に貢献し、Web等にて
三菱電機グループ全体
実績を開示
（国内、海外）

○
○
○

三菱電機グループ全体
（国内）
三菱電機

△
○
○

製品使用時のCO2削減貢献量の維持【2000年度基準で7,000万トン以上】

2000年度基準で7,400万トン

○

リスクアセスメントによる安全性の追求【対象家電製品のリスクアセスメント実施100％維持】

対象家電製品のリスクアセスメント実施100％維持

○

製品がお客様仕様を確実に満たしていることを確認する品質管理体制の強化

事業所の品質保証部門の役割を改めて整理し展開、強化中

お客様の声を品質に作り込むキーパーソンの育成【国内対象部門に対し100％育成】

2017年度：96％育成
→2018年度：97％育成
→2019年度：100％育成
→2020年度：100％維持

過去重要不具合の真因究明と対策の全社展開

・前年度の重要不具合の真因究明につき100％実施
・共通課題の
「金属腐食」
「樹脂材料使用上の注意」
等につき、技術的再発
防止策を三菱電機グループ全体に展開

過去重要不具合の全社での情報共有迅速化による対応力の強化

重要不具合に至る前に全社で情報共有し、迅速な対応を実施

○
○

お客様を最優先とする
品質マインド教育の継続的実
施

品質eラーニングの受講率100％維持【100％維持】
品質マインドに関わる階層別集合研修と講話の実施
（品質風土の醸成）

経験に応じた階層別研修の継続、全社品質保証推進責任者会議等での講
話実施

製品・サービスを通じた貢献

SDGs
「目標11：住み続けられるまちづくりを」
に貢献する製品・サービスの提供

製品・サービスを通じてSDGs
「目標11：住み続けられるまちづくりを」
に
貢献し、
Web等にて実績を開示

人権の尊重と多様な人材の活躍

継続的な人権啓発活動の推進

「社内報めるこ」
のCSR連載にて人権啓発の記事を掲載

人権侵害に関する通報制度の充実化

三菱電機グループ
「苦情対応窓口」
を整理し、Webサイトにて社内外へ開
示・周知

新入社員研修、新任管理職研修での人権啓発とハラスメント防止に関する講義実施

新入社員研修833名、新任管理職478名への人権啓発とハラスメント予
防に関する講義の実施
2020年12月～2021年3月、全従業員へのハラスメント防止教育を実施
（受講率：100％）

全従業員へのハラスメント防止教育の実施【受講率100％】

仕事と生活を両立して
いきいきと働ける
職場環境の実現

評価

製品使用時のCO2排出量削減の推進【2020年度に2000年度比で35％以上削減】

社のeラーニング受講対象者の受講率100％維持
・三菱電機・海外関係会社のeラーニングの受講社実績：52社

国際的な規範に則った
人権の取組の推進

範囲

働き方改革の目標
「全ての従業員がいきいきと働ける職場の実現」
に向け、20年度より新たに掲げた活動
方針
「職場内コミュニケーションの深化と、業務のスリム化と質的向上による業務の変革」
の視点に基づく、
取組の強化・継続推進
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三菱電機グループ各社での
「働き方改革」
を推進。
（ 職場内コミュニケー
ションの活性化、業務のスリム化・効率化、在宅勤務を始めとした柔軟な働
き方を支援する制度の拡充と運営等）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）
三菱電機グループ全体
（国内）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

△

○

○

○
○

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

○
○
○

三菱電機
○
三菱電機グループ全体
（国内、海外）

○

目次・編集方針

4つの
重要課題

三菱電機グループについて

取組項目

社長メッセージ

目標／取組指標（KPI）【

三菱電機グループのサステナビリティ

人権の尊重と多様な人材の活躍
（続き）

労働安全衛生と
心身の健康の確保

ステークホルダーとの
積極的な対話
コーポレート・ガバナンス、
コンプライアンスの継続的強化

健全なチェック機能が働く
企業経営

コンプライアンスの徹底

社

会

ガバナンス

範囲

三菱電機グループ全体
（国内、海外）
における様々な人材採用・活用を通じ 三菱電機グループ全体
たダイバーシティの推進
（国内、海外）

法定雇用率を上回る障がい者雇用の推進【2.2％以上】

・＜2021年3月15日時点＞三社連結※：2.36％
・国内関係会社各社での法定雇用率達成に向けた取組推進

技術系新卒採用に占める女性比率の向上【2021年度目標20％以上】

2021年度
（2020年10月および2021年4月）
：14.4％

三菱電機グループ全体
（国内）

※ 三菱電機＋三菱電機ライフサービス＋メルコテンダーメイツ
（特例子会社）

三菱電機

海外OJT研修、
海外語学研修等の計画的派遣
（2020年度はコロナウィルス感染拡大のため中止）

新型コロナウイルス感染症のため中止

安全管理活動や健康づくり活動の推進

・三菱電機と同エリア内にある関係会社と連携した安全衛生管理活動の
推進
・三菱電機による関係会社
（国内、海外）
支援の実施

安全衛生教育の推進と、同業種平均を下回る労働災害度数率※の維持【0.58以下】
※100万時間当たりの休業災害件数

・安全衛生教育
（e-learning）
の全従業員への展開
・＜2021年3月15日時点＞ 労働災害度数率
（休業）
：0.02

三菱電機グループヘルスプラン21
（MHP21）
活動ステージⅢによる生活習慣改善と健康経営企業の実現
推進【適正体重維持者の割合73.0％以上、運動習慣者の割合39.0％以上、喫煙者割合20.0％以下、
1日3回以上の歯の手入れ者の割合25.0％以上、睡眠による休養が取れている者の割合85.0％以上】

適正体重維持者の割合：68.0％、運動習慣者の割合：27.4％、喫煙者割
合：三菱電機21.6％、1日3回以上の歯の手入れ者の割合：27.0％、睡眠
による休養が取れている者の割合：71.5％

CSRをテーマにしたステークホルダーとの対話の年1回以上の実施【1回以上／年】

CSRをテーマにした有識者ヒアリングを3回実施、有識者と経営幹部との
CSRをテーマにしたダイアログを1回実施

三菱電機グループ全体
（国内、海外）
三菱電機
三菱電機グループ全体
（国内）

評価
○
○
△
△
○
○
△
○

株主総会、経営戦略説明会や決算説明会などの各種説明会および個別ミーティングなど、国内外 IR活動
を通じたステークホルダーとの対話の実施

三菱電機グループ全体
・株主総会の開催
・機 関投資家やアナリストを対象に、オンライン、テレフォンカンファレン （国内、海外）
ス、Web配信を活用した経営戦略説明会・決算説明会・個別ミーティン
グなどを実施

○

取締役への適時適切な情報提供と、取締役会レビュー及びその分析・評価の実施

・事 業の中長期的課題や事業戦略、経営基盤強化策などに加え、労務問
題・不正アクセス等各事案の原因・再発防止策等につき報告、議論を実施
・取締役会実効性評価の結果を踏まえた改善の積み重ねにより、
従来以上
に様々な切り口からの自由闊達な議論・意見交換が行われていると評価

○

取締役及び執行役に対する就任時の研修、及びその他のコンプライアンス教育や研修の適時適切な実施

・取締役及び執行役に就任する前に、役割・責務や対応等に関する研修を
実施
・就任後のコンプライアンス教育や最新研修資料の提供等を実施

三菱電機グループの業務の適正を確保するために内部監査を行い、監査担当執行役を通じ、監査結果を
定期的に監査委員会へ報告

国内外93拠点に対し内部監査を実施し監査委員会に報告

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

○

コンプライアンス研修の継続的実施
・多様な手法を駆使したコンプライアンス教育の継続的実施

講習会、eラーニング、マニュアル配布等様々なツールを用いた教育を実
施
（2020年度に三菱電機 法務・コンプライアンス部が実施した講習会は
113回、
参加者は延べ8,134名）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

○

コンプライアンスeラーニングの受講率100％維持【100％維持】

100％受講達成

公正な競争
（独占禁止法違反防止）
の推進
・独占禁止法違反防止施策の定着・徹底：実践的な研修を継続実施、規則・ルールの定着に向けたモニタリ
ングの実施

独占禁止法教育を実施
（対面教育
（オンライン含む）
＜48回、
1,974名受講
三菱電機単体の回数及び受講人数＞、eラーニング＜14,824名受講 ※三
菱電機単体の受講人数＞）

汚職防止
（贈収賄防止）
の徹底
・贈賄防止施策の定着・徹底：贈賄防止教育の実施、規則・ガイドラインの定着に向けたモニタリングの実
施
総合的なサイバーセキュリティー対策強化「1.技術的対策

CSR調達
（環境、品質、人権、
コンプライアンス等）
の推進

境

実績

】内は定量目標

地域・業態に応じた、多様な人材の採用・活用によるダイバーシティの推進

多様な人材の採用・活用による
ダイバーシティの推進

環

2.文書管理の徹底

3.体制強化」

三菱電機
○

三菱電機

○

※

贈賄防止教育の実施
（eラーニング＜25,371名受講 ※三菱電機単体の受講人数＞）

○
三菱電機グループ全体
（国内、海外）

1．
国内外のネットワークアクセス制御の強化、端末のセキュリティー対策
や監視・認証基盤の強化を実施、2．
文書保管状況の再点検と従業員教育
を実施、3．
20年4月に情報セキュリティ統括室を発足

○

○

CSR調達ガイドラインに対する同意確認書の入手徹底【2021年9月末までに入手】

約650社に同意確認書への署名を依頼、550社から入手（2018年～
2020年度累計で約2,800社から入手）

三菱電機グループ全体
（国内、海外）

○

サプライチェーンにおける重大な人権侵害リスク
（外国人労働者に対する強制労働、危険有害労働）
の把握
と是正に向けた活動の継続

三菱電機グループ全体
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で外国人の受入が停止したことに
より活動を休止
（国内）

△
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三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

環

境

社

会

ガバナンス

バリューチェーンにおける取組
三菱電機グループは、身近な家電製品から国家規模のプロジェクトや人工衛星まで、多岐にわたる事業によって社会に影響を与えており、バリューチェーンも拡大しています。
それらを認識し、マテリアリティ
（重要課題）
を中心に、バリューチェーン全体でサステナビリティの取組を推進しています。

調達に関する考え方を共有し、
サステナビリティの取組をサ
プライチェーンと共に推進し
ています。

環境負荷の低減や製品の安
全・品質に配慮したものづくり
を行っています。

事業の徹底強化と変革に向け
た開発を推進するとともに、
更
なる価値の創出や未来技術の
開発に取り組んでいます。

包装材の使用量削減やCO₂
排出量の少ない製品輸送に
努めています。

製品・サービスを通じて、持続
可能な地球環境の実現と安
心・安全・快適な社会の実現に
貢献しています。

生産時CO₂排出量の削減
生産時の再生エネルギーの利用

水の有効利用
廃プラスチックの有効利用

SDGsへの貢献をはじめとした、事業を通じた社会課題解決

品質関連ガイドブックを
社外サプライヤーへ展開

共通の要素技術別設計指針の
整備による開発・設計品質の向上
重要不具合の真因究明と再発防止策の全社展開

マテリアリティに関するマネジメント状況

バリューチェーンにおけるマテリアリティの取組
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目次・編集方針

三菱電機グループについて

社長メッセージ

三菱電機グループのサステナビリティ

イニシアティブ／外部評価

環

境

社

会

ガバナンス

三菱電機はバスケットボール、テニス、バドミントンなどの企業スポーツ活動を通じ、スポーツ文化
の輪を広げる活動を行っています。また、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会及び一般社団法

イニシアティブ

人日本車いすバスケットボール連盟のオフィシャル契約として、障がい者スポーツの普及・啓発に寄与

国連グローバル・コンパクトへの参加

するとともに、
「障がいのある方も、そうでない方も、あらゆる人がお互いを尊重し認め合う
『共生社

2018年5月、三菱電機グループは、国際的な規範に基づいたサステナビリ

会』の実現への貢献」
を目指して、活動を推進しています。

ティ活動を推進するため、
「国連グローバル・コンパクト」
に署名しました。

具体的には、東京2020パラリンピックに向けて障がい者スポーツをより多くの方に知っていただく

「国連グローバル・コンパクト」
とは、持続可能な成長を実現するための世界

ためのイベント
「三菱電機 Going Up キャンペーン」
を2016年10月に開始し、2019年11月までに

的な枠組み作りに参加する自発的な取組です。三菱電機グループは社会に

42都道府県・11万人に参加いただきました。その後、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中断し

対して与える影響を認識しながら、
「人権」
「
、労働」
「
、環境」
「
、腐敗防止」
の4分

ていましたが、残り5県
（茨城県、滋賀県、鳥取県、奈良県、三重県）
には地域にゆかりのあるアスリート

野10原則を遵守・実践し、国連機関や関連するイニシアティブとコミュニケ—

が出演する映像コンテンツを制作・配布して2021年4月に終了しました。また、2017年11月には従

ションを取り、活動の向上に努めます。

業員一人ひとりの多様性への理解促進と人権を尊重した行動

国連グローバル・コンパクト

の実践を目指した意識啓発の施策
「三菱電機 Going Up セ
ミナー」
を開講し、これまでの受講者は集合型のセミナー約

TCFD の提言への賛同を表明

2,200名、e-learning 約38,000名になりました。

三菱電機グループは、気候関連財務情報開示タ

これらの活動を通じて学んだ、多様性の尊重、サポートが必

スクフォー ス
（TCFD：Task Force on Climate-

要な方への配慮などをレガシーとして、今後も共生社会の実

related Financial Disclosures）
の提言への賛同

現に貢献します。

を表明しており、TCFD の提言に従った取組の推進、および情報の開示を行っています。

三菱電機 Going Up キャンペーンサイト

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に基づく開示情報

経団連 企業行動憲章の改定

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会オフィシャルパートナーとしての取組

経団連は、2017年11月に
「企業行動憲章※1」
を改定しました。
「Society 5.0

三菱電機は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
（東京2020大会）
のオフィシャルパー

の実現を通じた SDGs
（持続可能な開発目標）
の達成」
を柱とした改定であ

※2

トナー
（エレベーター・エスカレーター・ムービング

り、持続可能な社会の実現や人権の取組を重視した内容であると認識してい

ウォーク）
として、大会関連施設及び周辺インフラ

ます。会員企業である三菱電機はこの憲章の精神を遵守し、自主的に実践して

のバリアフリー化への貢献に取り組むとともに、オ

いきます。

リンピック・パラリンピックムーブメントの推進活動

※1 企業が高い倫理観と責任感を持って行動し、社会から信頼と共感を得るために制定された行動原則
※2 狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類社会発展の歴史における5番目の新しい社会

や、日本代表選手団の応援などを通じ、東京2020

そのほかの参画している主なイニシアティブ

大会の成功に向けて尽力しています。東京2020

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

大会は新型コロナウイルス感染拡大の影響で2021年に延期されましたが、同年に創立100周年を
迎える当社として、レガシーを次の世代に残せるよう、大会組織委員会、開催都市である東京都、自治
体、政府、パートナー企業の皆様とともに引き続き活動を展開してまいります。
三菱電機東京2020サイト
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一般社団法人日本経済団体連合会
公益社団法人経済同友会
日本商工会議所
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人日本電機工業会
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

一般社団法人日本機械工業連合会
一般社団法人産業競争力懇談会
一般財団法人日本規格協会
一般社団法人日本知的財産協会
公益社団法人発明協会
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三菱電機グループのサステナビリティ

外部からの評価

環

境

社

会

ガバナンス

MSCI 各種インデックス

CDP

MSCI
（米国）
は世界の銘柄に対して様々な指数を算

三菱電機は、CDP から
「気候変動」
「ウォーター」
の2分野において最高評価の
「Aリ

出・公表しています。

スト企業」
に選定されました。
「ウォーター」
の分野においては5年連続での選定です。

三菱電機は日本の銘柄の中で ESG
（環境・社会・ガバ

その他、
「サプライヤーエンゲージメントリーダー」

ナンス）
格付けにより構成した MSCIジャパンESGセレ

にも選定されており、三菱電機グループが関連する

クト・リーダーズ指数と、日本の中で性別多様性に優れ

すべての分野で最高評価を獲得しています。

た企業を選別して構成した MSCI 日本株女性活躍指数
（WIN）
に採用されています。同2つのインデックスは GPIF の運用対象としても選定されています。

CDPから「気候変動」
「ウォーター」
2分野で最高評価を獲得

※M
 SCI 指数への三菱電機株式会社の組み入れ、および本項におけるMSCI のロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、
MSCIまたは関連会社による三菱電機株式会社への後援、推奨、広告宣伝ではありません。

CDPサプライヤーエンゲージメント評価で最高評価の「リーダー・ボード」に選定

MSCI 指数は、MSCI の独占的財産です。MSCI および MSCI 指数の名称およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もしくは
サービスマークです。

SBT
S&P ／ JPXカーボン・エフィシェント指数

2030年に向けた三菱電機グループの温室効果ガス削減目
標が、
「パリ協定」
における
「地球の気温上昇を産業革命前の気

三菱電機は、炭素効率性に優れた企業を対象とするS&P ／ JPXカーボン・エ

温と比べて2℃未満に維持する」
ための科学的な根拠に基づい

フィシェント指数に採用されています。同指数は環境評価機関であるTrucostに

た目標であると承認され、SBT
（Science Based Targets）
イニ

よる炭素排出量データをもとに、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに構築され

シアティブの認定を取得しました。

GPIF の運用対象としても選定されています。

三菱電機グループの温室効果ガス削減目標がSBTイニシアチブの認定を取得

えるぼし

EcoVadis

三菱電機は、女性の活躍推進に関する取組を推進する優良企業として、厚生労

国際的な評価機関であるEcoVadis 社のサステナビリティ評価において、

働大臣認定
「えるぼし
（2段階）
」
を取得しています。

「環境」
と
「持続的な資材調達」
分野において高い評価を受け、調査対象全体

ホワイト500

の上位25% 内にあたる企業として
「シルバー」
を獲得しました。

三菱電機は、健康経営に資する各種活動が評価され、経済産業省と日

FTSE 各種インデックス

本健康会議により
「健康経営優良法人2021
（大規模法人部門
（ホワイト
500）
）
」
として認定されました。

FTSE
（英国）
は世界的な投資インデックスの開発と金融データ提供を行う企業です。三菱電機は
FTSE4Good Index Series
（フッツィーフォーグッド・インデックス・シリーズ）
の構成銘柄に、採用され
ています。
ま た、三 菱 電 機 は FTSE Blossom Japan Index
（フッ
ツィーブロッサム・ジャパン・インデックス）
の構成銘柄として
採用されています。同インデックスは年金積立金管理運用独
立行政法人
（GPIF）
の運用対象としても選定されています。
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ステークホルダーとのコミュニケーション
コミュニケーション状況
事業活動を行う上で、ステークホルダーとの強い信頼関係は必要不可欠です。ステークホルダーに三菱電機グループをご理解いただくとともに、期待や要請・ご意見を伺う多様な機会を設けています。
主なステークホルダー

顧客

個人、法人のお客様

責任と課題

主な窓口となる部門

・お客様満足度の向上
・商品の安全性、
品質の確保
・お客様への対応、
サポート

従業員

三菱電機グループにかかわる労働者全般

主なコミュニケーションの機会

・営業部門
・品質部門

問い合わせ窓口
（家電：お客さま相談センター、
ビルシステム：
情報センター等）
、営業活動、
ウェブサイト、
ショールーム、
イベント、
展示会、
お客様アンケート、
メディア・CM

・人事部門
・サステナビリティ推進部門

ホットライン、
イントラネット、社内報、各種研修、経営層と従業員の
ミーティング、従業員意識調査

・渉外部門

各種審議会・委員会への参画、業界団体・経済団体の活動への参画

・サステナビリティ推進部門

社会貢献活動
（基金、財団、
ボランティア活動）
、社会・環境面の対話

・資材部門

サステナビリティに関する調達説明、BCPセミナー、公正な取引先
選定評価結果による打合せ

・労働安全衛生の確保
・人権の尊重
・人材育成
・多様性の尊重

政府・自治体・業界団体

・法令遵守

三菱電機グループの事業活動にかかわる
政府機関、
自治体、業界団体

・規制への対応

NGO・NPO

・地域社会への貢献を通じた助成とパートナーシップ

・政策への提言

三菱電機グループの社会・環境面にかかわる
NPO／NGO、市民団体等

・社会・環境面の対話

取引先

・公正な取引の徹底

原料・部品の調達先であるビジネスパートナー

・サプライチェーンにおけるサステナビリティへの
取組推進

地域社会

・社 会貢献活動の4つの活動分野
（社会福祉、科学技
・サステナビリティ推進部門
術、地球環境保全、
文化芸術・スポーツ）
への貢献

事業所周辺地域

株主

三菱電機グループの株式を直接・間接に保有す
る株主・投資機関、投資家等

本業での貢献、社会貢献活動
（基金、海外財団、
ボランティア活動）
、
大学への助成、工場見学、工場開放イベント

・企業価値の向上
・適正な利益還元
・情報開示

・IR部門

決算説明会
（年4回）
、株主総会
（年1回）
、IRイベント／
個別ミーティング、
ウェブサイト
（IR資料室）
、取材対応、株主通信

・研究開発部門

産学連携研究、
ステークホルダーダイアログ
（年1回）

・サステナビリティ推進部門
・海外財団

問い合わせ窓口、社会貢献プログラム、工場見学、財団を通じた
助成、
イベント

・ESG投資への対応

その他

・イノベーション創出への協働

学術機関や研究機関

・共同研究

将来世代

・教育機会の提供
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CSRの重要課題
（マテリアリティ）
の評価
●Ｃ
ＳＲの重要課題
（マテリアリティ）
の評価
十分

サステナビリティレポートに関するアンケートの実施

やや十分
0

三菱電機グループのサステナビリティの取組及び
「サステナビリティレポート2020」
に対して、国
内のステークホルダーの皆様を対象に、アンケート調査を行い、計600名の方からご回答いただきま
した。
本項にてアンケートの結果の一部をご紹介しています。全体的に高く評価いただき、肯定的な意見
を多く頂きましたが、ご指摘いただいた点、気づいた課題を真摯
（しんし）
に受け止め、今後の活動へ
と反映し、グループ全体でサステナビリティを更に推進したいと考えています。

アンケートの概要と一部の結果

20

やや不十分
40

60

不十分
80

(%)
100

a 持続可能な社会の実現

47.5

43.0

8.5 1.0

b 安心・安全・快適性の提供

47.2

45.3

6.8 0.7

c 人権の尊重と多様な
人材の活躍

43.3

d コーポレート・ガバナンス、
コンプライアンスの継続的強化

45.2

43.8
45.0

11.3 1.5
9.0 1.7

CSRの重要課題
（マテリアリティ）
に対する取組へのコメント
【頂いた主なコメント】

【アンケート実施時期】 2020年12月
【アンケート対象者】

社

読者アンケート結果̲2

・CO2排出量への意識が高く、行動の実績もある
（女性35歳）

日本一般男女・15歳以上 600名
（サステナビリティへの関心が高い方々）

・目標が具体的でわかりやすい
（女性35歳）

【主な質問項目】

・もっと目標は高く設定してほしかった
（男性55歳）

◦経営のトップがCSRの取組を本気で推進しようとしているか

【頂いた主なコメント】

◦企業が組織全体でCSRを推進することができる仕組みをもっているか

・お客様への取組の第一歩は従業員教育からという姿勢もいいと思う
（女性68歳）

◦企業の取組が本当に進んでいるか

・安全のための実際の商品への取組がわかるのが良い
（男性47歳）

◦自社を取り巻く関係者の人々と対話を行っているか

・顧客最優先への企業姿勢が明確に示されている
（男性63歳）

◦分かりやすさ、情報へのアクセスのしやすさへの配慮がされているか

・品質管理上の不適切行為」
「製品の出荷検査誤り」
など重要不具合への再発防止策が
適切に取られているのかどうかが不透明
（男性65歳）

◦レポートの中で特に印象に残った
（好意を持った、興味をもった、評価できると感じた）
ものはなにか
◦CSRの重要課題に対して三菱電機グループの取組が十分かどうか

【頂いた主なコメント】
・働きやすい環境づくりに配慮している点が数値からも読み取れた
（女性33歳）

総合評価

総合評価

83.0/100点

Accessibility
分かりやすさ・
情報へのアクセス
のしやすさ

・過去の汚点をしっかりと認識し、SGDsの達成のための課題とも結びつけ、改善に向け
て取り組む姿勢が感じられた
（男性36歳）

Commitment
経営トップの決意

・人材をどのように活用させるかに注視しながら、その活用方法に具体性が欠けるところ
がある。抽象的な表現になっているので、
さらに具体例がほしい
（男性66歳）

20.0
15.0

16.9

5.0

16.1

・コロナ禍で今迄とは違う形態も受け入れないと企業として生き残れないと思う
（男性49歳）

Management
CSR推進の
仕組み

10.0

【頂いた主なコメント】

16.9

・コンプライアンスの継続的強化に対する意気込みが感じられた
（男性42歳）

・実績の数字を見て取組が真剣にされていることがわかり、良いと思う
（男性33歳）
Engagement
自社をとりまく
関係者との対話

16.6

16.5

・記載されている内容は非常に良いが如何に具現化するかが重要
（男性86歳）

Reliability
取組の
信頼性・客観性

・対外的にはもちろん対内的にもクリーンでいてほしい。取組の具体的な例があれば
もっとよかった
（女性61歳）
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吉高 まり氏

有識者ヒアリングの実施

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング 経営企画部 副部長
プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト

三菱電機グループは、各界でご活躍され、深い知見をお持ちの有識者の方々に、三菱電機グルー

【専門分野】

プのサステナビリティの取組について最新の潮流を踏まえてご意見を頂きました。持続可能な開発

環境金融、気候変動、炭素クレジット、ESG 投資・金融、SDGs、

目標
（SDGs）
や ESG
（環境・社会・ガバナンス）
投資などの国内外の動向を踏まえ、主に
「三菱電機グ

サステナブルファイナンス

ループのマテリアリティ
（重要課題）
」
「
、三菱電機グループに期待すること」
について、
「三菱電機グ

【頂いたご意見】

ループ サステナビリティレポート2020」
を読んでご意見を頂きました。また、三菱電機グループのマ

● 投資家は、企業へリスクマネジメントとサステナビリティを考慮した成長戦

テリアリティ特定に向けてのアンケートにもご協力いただきました。ここでは、それらの一部を報告し

略の構築を強く求めている。

ます。

●「人権」
はグローバルな視点から重大なリスク要素と認識している。日本は少子高齢化が進んでいることか
ら、よい人材を獲得するための人材戦略の視点からも非常に注目している。

● 従来から環境は非常に重要と認識しており、近年はサイバーセキュリティやサプライチェーンマネジメント
の重要度があがっている。

三菱電機グループに対する期待

● ガバナンスの観点では、役員の評価にESG 面を考慮することに期待している。
● 企業活動を通じたステークホルダーへの貢献を重視するステークホルダー資本主義が広がりつつある中、

下田屋 毅氏
Sustainavision Ltd.

長期視点での企業価値向上の施策について、ステークホルダーと対話し理解いただくためにも、実績だけ

代表取締役

でなく、将来に向けた企業の在り方を発信することが重要である。それを踏まえ、貴社の素晴らしい技術や
施策についてスピード感を持って発信することを期待する。

【専門分野】

サステナビリティ、
ビジネスと人権、サプライチェーンマネジメント

【頂いたご意見】

ウォン・ライヨン博士

● 新型コロナウイルス感染症による影響は、国内外の工場の非正規従業員
等、弱い立場にいる労働者などにしわ寄せがいっている可能性がある。貴

First Penguin
Founder & Chief
ファースト・ペンギン創立者

社にはグループ会社や取引先を含め、発注済みの契約をキャンセルするこ

となく、サプライチェーン上の弱い立場にいる労働者にも配慮することを
期待する。

【専門分野】

● サステナビリティに配慮した調達基準等を徹底するためには、基準を満たす企業と取引をするという姿勢を

アジアにおけるサステナビリティ、ステークホルダーエンゲージメント、

明確に示す必要がある。新規の企業には契約条件の中に調達基準等を満たすことを入れ、既存の取引相手

若者・女性のエンパワーメント
（マレーシアを拠点に活動）

とはサプライチェーン全体での価値創出に向けて、基準の理解を進めるとともに不適合な事由があれば、

【頂いたご意見】

共に取り組んで改善をしていくことが望ましい。

● 貴 社が100周年を迎え、予測困難な次の100年に向けた活動を進めるに

● 人権とは人を大切にすることを徹底すること。企業内の人権対応としては、従業員に自社で働きたいと思っ

あたって、バックキャストの手法でマテリアリティ
（重要課題）
を検討する事が重要と考える。

てもらうためにも、会社が従業員を大切に考え、それを社長からはもちろん、管理職全員からもその大切に

● SDGs の目標9
「産業と技術革新の基盤をつくろう」
および目標13
「気候変動に具体的な対策を」
への貢献に

している思いを伝えることが重要である。また、そのような取組を行うことは、従業員のモチベーションやロ

期待する。脱炭素社会の実現に対しての解決策は見つかっておらず、高い技術力を持つ貴社が技術革新を

イヤリティを高めるとともに、優秀な人材の獲得にもつながると考える。

起こすことに期待する。

● SDGs の 目 標12
「つくる責 任 つ かう責 任」へ の 貢 献 に 期 待 する。サ ー キュラ ー エコノミー の 視 点
から、設 計から廃 棄までの 製 品ライフサイクルを考 慮して原 材 料を少 なくするなどの 取 組に期 待
する。
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有識者からの主なご意見・提言
サステナビリティに取り組む意義を、社内に明確に発信することが重要
マテリアリティの見直しのプロセスでは、国内外のグループ従業員だけでな

三菱電機グループでは、さまざまなステークホルダーの視点からサステナビリティの取組につい

く、消費者、サプライヤー、投資家など幅広いステークホルダーへのアンケート

てのご意見をいただき、今後の活動に反映していくため、有識者とのダイアログを実施しています。

を実施されており、多様な意見に正面から向き合う姿勢を感じられます。

2021年3月に、5回目のダイアログを開催し、3名の有識者からサステナビリティに関する最新の動

一方、マテリアリティは、特定後に社内に浸透させていくことが重要です。メー

向や三菱電機グループへの期待について、幅広くお話を伺いました。

カーはかつて TQC
（総合的品質管理）
を徹底していましたが、同じように現在は

また、創業100周年を機に改定した企業理念体系やグループの環境変化を踏まえ、マテリアリティ

サステナビリティの価値観をしっかりと社内に徹底する必要があります。社長

（重要課題）
の見直しを行いました。今回のダイアログでは、マテリアリティ特定に向けてご意見もい

フォーラムのような従業員との直接対話の場を生かし、
「何のためにサステナビ
リティに取り組むのか」
明確に発信していただきたいと思います。
トップの意思を

ただきました。

伝えることが従業員のモチベーション向上には欠かせません。

※ 新型コロナウイルスの感染症対策のため、オンラインで開催しました。

ものづくり企業として歩んできた貴社が
「統合ソリューションの提供」
を新たな
経営戦略の中で掲げるように、モノからコトへという社会の変化は今後も続くも
のと考えられます。この転換期以降も企業を継続するためには、組織や人のあり
方を見直し、適応していかなければなりません。

グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン
代表理事

有馬 利男氏

また、新型コロナウイルスをめぐる経験を通して、人々は
「今までの常識が変わること」
を恐れない傾向にあ
ると思われますので、貴社にはこれまでの常識にとらわれず、社会課題の解決に向けて取り組むことを期待し
ます。

社会課題と
「人」
の関係性を整理し、貴社らしいマテリアリティの取組に期待
マテリアリティの見直しは、きちんとしたプロセスで実施されていますが、それ
に加えて長期的視野で社会のあるべき姿を考え、それに対しどのように自社の強
みを生かして貢献していくのかを明確にしなければなりません。
これまでの石油・石炭といった
「炭素」
を活用する社会から、
「脱炭素」
社会へと
大きく変わりつつあります。
「モノが売れない時代だからコトを売る」
のではなく、
「持続可能な未来には脱炭素化が不可欠だからこそ、コトづくりへの転換を図
る」
という強い意思を、社内にも発信していくことが重要です。社会課題の解決に
は、これまでの企業活動が環境・社会にマイナスの影響を及ぼしてきた側面もあ
るという事実をスタート地点として、常に
「人」
との関係性を考えることが重要で
す。貴社が重視するライフ、インダストリー、インフラ、モビリティという4つの領
域と人との関係性を踏まえ、
事業にかかわるすべての人を幸せにする会社を目指

左から、立教大学 21世紀社会デザイン研究科特任教授／不二製油グループ本社株式会社
CEO補佐
（ESG・市場価値創造担当）河口 真理子氏、
グローバル・コンパクト・ネットワーク・
ジャパン 代表理事 有馬 利男氏、株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部副本
部長兼経営企画部サステナビリティ経営室長 竹ケ原 啓介氏
（2021年3月開催当時）

していただきたいと考えます。
労務問題に対しては、制度面で必要な対策はとられていますが、風土の変革が
必要であり、風土は短期で変わるものではありません。経営層と従業員の間では

立教大学 21世紀社会
デザイン研究科特任教授、
不二製油グループ本社
株式会社CEO補佐
（ESG・市場価値創造担当）

河口 真理子氏

意識の差も出やすいので、しっかり施策に落としていただきたいと思います。例えば、社会に貢献したいと考え
ている若手の従業員に、社会課題の解決を目指すという会社方針がしっかりと伝わるよう、経営層の考えを直
接従業員に伝えるなどの思い切った風土改革を進められることを期待します。
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社内浸透策

社会課題の解決に向けて、ソリューション提供という新たな挑戦に期待
様々な環境変化を乗り越え、100年にわたり事業を継続されてきたことは、そ
れ自体が素晴らしいことです。投資家が次に求めることは、この先の100年も貴

サステナビリティの社内浸透の取組として、以下の施策を実施しています。

社が持続的に発展していくことです。社会が直面する課題を認識し、その解決と
企業成長を同期させた価値創造シナリオを示すことに期待します。

役員層へのサステナビリティ講演会の開催

貴社は多彩な事業を持つだけにシンプルで明快なシナリオが描きにくいと感

役員やサステナビリティ委員会
（旧 CSR 委員会）
の委員等に対して、サステナビリティに関する社会

じていましたが、ソリューションを提供するというビジネスモデルによって、様々
な事業分野を見事に一気通貫で結んでいるところは高く評価しています。数多く

的視点の変化や最新の業界動向について、有識者からお話を頂く講演会を開催しています。役員層に

の優れた製品・サービスを持つ貴社だからこそ、それを基盤に価値あるソリュー

とってもサステナビリティについての重要性を再確認する機会となっています。

ションを提供できるのだと思います。
マテリアリティの見直しについては、4つの領域とのつながりを大切にして、ソ
リューション提供という成長戦略を組み合わせることで貴社らしさが出ると考え
ます。特に環境分野において多くの企業が抱える
「脱炭素」
という課題に対し、貴
社がこれまで培ってきた製品・ソリューションを生かして、産業界全体の脱炭素化

株式会社日本政策投資銀行
執行役員 産業調査本部
副本部長兼経営企画部
サステナビリティ経営室長

竹ケ原 啓介氏

に貢献するということが貴社ならではのメッセージになります。
どのような変化を起こそうと意図しているのか、価値創出のゴールを明らかにすることが、顧客や社会への
ソリューション提供にもつながります。
また、人的資本の評価は難しいものですが、従業員のエンゲージメント向上に向けて、働きがいやワークラ
イフバランスに取組指標
（KPI）
を定めて取り組まれるのは先進的です。リスクが高いという結果が出た対象に
対して具体的な対策を取り、社内外に示していくことを期待します。

CSR講演会①

CSR講演会②

三菱電機グループ総務部長会議でのサステナビリティの情報共有

ダイアログを受けて

三菱電機グループでは年に2回、国内関係会社の

三菱電機グループは創業100周年を機に企業理念体系を改定しました。
また、経営戦略としてもソリューションの提供を通じて社会課題の解決を目

総務部長が集まり、コンプライアンス等に関する会議

指すことを表明しています。今般、その実行に向けてマテリアリティ
（重要課

を開催しています。近年ではサステナビリティの重要

題）
を見直しますので、三菱電機グループらしく社会課題解決に取り組んで

性を鑑み、三菱電機グループに共通するサステナビリ

いきたいと考えます。

ティの方針や良好事例等について情報を共有してい

今回いただいたご指摘をしっかりと受け止め、特に経営側の考えを従業員へ

るだけでなく、個々の会社にとってのサステナビリティ

丁寧に説明することの重要性については、従業員が自分事として社会課題の

について考える機会としています。今後もグループ全

解決に向けた業務に取り組めるよう、
しっかりとコミュニケーションも行って

体でのサステナビリティのレベルアップに取り組んで

いきたいと考えます。こうした取組を通じて、サステナビリティを志向する企
業風土を醸成し、ライフ、
インダストリー、
インフラ、モビリティの４つの領域
での統合ソリューションを提供することを通じた社会課題の解決に向けた価
値創出を追求していきます。本日は誠にありがとうございました。

いきます。

三菱電機株式会社
代表執行役、専務執行役

永澤 淳
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社内報を通じたサステナビリティの理解促進

毎年三菱電機の新入社員に対するサステナビリティの研修を実施しています。企業経営の基本で

国内外のグループ会社に配布してい

あるサステナビリティへの理解を深め、日々の業務において倫理・遵法を徹底し、品質や環境問題など

る社内報で、サステナビリティに関する

に取り組むことの重要性を認識する機会としています。新入社員たちは、従業員一人ひとりが日々の

取組を紹介しています。一人でも多くの

業務の中でサステナビリティを実践していくことが必要だということを学んでいます。

従業員が理解できるよう、日本語と英語
にて展開しており、従業員一人ひとりが
三菱電機グループに共通するサステナ
ビリティについて考える、貴重な機会と
なっています。

社内報を通じたサステナビリティの理解促進

社長フォーラム
三菱電機では、
「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開催しています。

新入社員への研修
（2018年）

社長自ら、会社の方針などを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

サステナビリティ担当者研修の実施

に結びつけていきます。

2016年度以降、三菱電機の各事業所のサステナビリティ担当者と国内関係会社のサステナビリ

また、2021年4月には、従業員と社長が直接メールで対話を行う
「社長の部屋」
を開設しました。こ

ティ担当者を対象に研修を実施しています。サステナビリティの基本的な考え方、社会からの要請、三

れらの施策を通じて、従業員一人ひとりの思いや考えを把握すると共に、社長の考えや思いを伝えて

菱電機グループのサステナビリティの取組の理解やグループディスカッションを通じて、日々の業務

います。

の中での担当者としての具体的な役割について学習しています。
また、三菱電機や国内外関係会社の従業員がサステナビリティについて学習できるよう、e ラーニ

海外関係会社でのサステナビリティの検討

ングの教材を展開しています。

三菱電機グループの海外関係各社でも、サステナビリティを推進するための委員会を運営するな
ど、それぞれの地域に則した活動を行っています。
2019年度は、三菱電機グループ共通のサステナビリ
ティの考え方を浸透させるため、アジア地域の関係会社
スタッフ向け研修や、海外の経営幹部向け研修の中でサ
ステナビリティの浸透を図りました。また、各地域の担当
者とサステナビリティの課題や三菱電機グループ共通
のサステナビリティの考え方について意見を交わしまし
サステナビリティ担当者研修

た。今後も三菱電機グループ全体のサステナビリティ向

サステナビリティ
（CSR）eラーニング

上のための取組として、実施してまいります。
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