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社会の中のこんなところに三菱電機 三菱電機を知る6つのキーワード
「家庭から宇宙まで」と言われる、三菱電機の幅広い製品をご紹介します。

街のいたるところに
三菱電機の技術が
活きているんですね！
知らなかったなー。

Global

About150,000people

About 40countries

01 世界約40カ国、およそ15万人

社員はグループ全体でおよそ15万人。関係会社の
総数は世界で200社以上。MITSUBISHI ELECTRIC
は世界にその存在感を示しています。

02 グループ内外の力を結集した
統合ソリューション提供

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していきます。

三菱電機は環境問題をはじめ多様化する社会課題に
対して、製品・システム・サービスの提供などにより
解決に取り組み、「持続可能な社会と安心・安全・快適
の両立」をはじめとする価値の創出を目指します。

企業別国際特許出願件数では、2014年から7年連続
で世界10位以内、日本国内では6年連続で1位を獲得
しています。※三菱電機ならではの技術力で、これから
も世界のものづくりを牽引します。

03 安心・安全・快適かつ
環境にやさしい社会への貢献 04 豊富かつ高レベルな技術資産

※世界知的所有権機関（WIPO 本部：スイス）調べ 

出願件数

※ 100年培った経営基盤：顧客との繋がり、技術、人材、製品、企業文化など

“Changes for the Better”は「常により良いものを
めざし、変革していく」という三菱電機の姿勢を体現
しています。社員一人ひとりが強い意志と情熱を共有
し、「もっと素晴らしい明日」を切り拓いていきます。

一人では成し得ない社会課題の解決。三菱電機が
それを実現できるのは、それぞれの分野で強みを
持つ職種が連携し、最大限の力を生み出すから。
事務系も技術系も一丸となって、理想の実現を目指して
います。

05 Changes for the Better 06 職種を越えたシナジー

Team MITSUBISHI ELECTRIC

新世代の気象観測センサーを搭載したひまわり
8・9号。日々の天気予報はもちろん、世界の防災
対応にも貢献します。

ひまわり8・9号 
脱炭素社会の実現に向けて、三菱電機は自動車
の電動化に貢献しています。

HEV・EV車のキーデバイス
高効率・高濃度オゾン発生技術で、国内外の水
環境改善に貢献。水道水をおいしくしています。

オゾナイザ

野球場や競馬場など、世界中のスタジアムで、三菱
電機の大画面がエンターテインメントを盛り上げて
います。

オーロラビジョン
光のアニメーションを用いた「動くサインによる
施設案内」。多様な施設利用者に直感的で分かり
やすい案内・注意喚起を行います。

てらすガイド
三菱電機のFA技術とFAとITを繋ぐ連携技術を
最大限に活用し、スマート工場化を実現。製造業を
支えています。

e-F@ctory

あらゆる分野で活躍するパワー半導体。省エネ
効果に大きく貢献しています。

パワー半導体
最適な発電機や発電プラント用の機器・システムを
提供。「スイッチを押せば電気がつく生活」を当たり
前にしています。

発電機・発電ビジネス
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こんなに私たちの
暮らしの近くに
存在してたなんて！

What is MITSUBISHI ELECTRIC ? 三菱電機って
どんな会社だろう？

Solution
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世界90カ国以上で稼働する三菱昇降機（エレベーター、エスカレーター）は、安全・
安心に加え、高い輸送効率を先進のテクノロジーで実現しています。また、IoTやAIを
活用し、ビル利用者の出入り状況に応じて昇降機・空調・照明などのビル内設備を
稼動させるなど、効率的で快適なスマートシティ・スマートビルの実現に貢献します。

シーケンサーやレーザー加工機などのFA分野で、世界トップクラスのメーカーとして
各国の「ものづくり」を支えています。また、FA 技術と IT 技術を活用し、開発・生産・
保守のトータルコストを削減し、一歩先のものづくりを支援するソリューション
「e-F@ctory」も展開しています。

創業以来続く伝統あるビジネスで、発電から送変電、配電に至るすべてのフェーズに
おいて、世界各国の電力インフラの発展に大きく貢献してきました。再生可能エネ
ルギーやスマートグリッドなど電力供給の多様化・分散化を受け、パワーエレクトロ
ニクス技術やICT、IoTを活用した新たなビジネスにも積極的に展開しています。

高度な社会インフラに貢献するライフラインや公共施設・サービスなど、生活基盤を
築く数々の分野で事業を展開しています。水環境システムを始め、安全・安心な社会
づくりへの貢献、そして映像エンターテインメントの提供まで、社会が必要とするものを
つくり出し、暮らしの質を高めていきます。

1964年の開通以来、すべての新幹線の車両システム、運行システムの開発に携わって
きた技術力。そして、様々な分野で培ってきた電力や通信などの技術を集結し、
省エネにも貢献しています。既に世界約30カ国で当社の製品が採用されています。
これからも省エネで安全・快適な国内外の鉄道を支えていきます。

世界で初めて製品化した電動パワーステアリングを始めとして、世界トップクラスの
シェアを誇る数多くの製品で安全・安心・快適なクルマづくりを支えています。電気自動
車やハイブリッド車の普及、自動運転の実現など、変わり続ける時代のニーズを様々な
視点からとらえ、誰もが安全に安心して利用できるクルマづくりに貢献していきます。

・タービン発電機
・変圧器
・開閉器

・系統安定化システム
・直流送電システム
・発電プラント計装制御システム

・スマートメーター
・蓄電池システム

・車両用主回路システム
・車両情報管理装置
・トレインビジョン

・車両用空調装置
・電力管理システム
・列車運行管理システム

街やビルのスマート化を支える。

もっと良い未来のために、確かな生活基盤を最先端の技術で。

リーディング企業として日本の、世界の「ものづくり」を支える。

車両用機器・システムをトータルで提供する「鉄道の三菱」。

多彩な製品群で、モータリゼーションの発展を下支えする。

川上から川下まで、国内屈指の総合力で電力インフラを構築。

12の事業分野

・エンジン電装品
・エンジン制御製品
・電動化関連製品

・電動パワーステアリングシステム
・カーマルチメディア製品
・ADAS関連製品

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

・水処理技術
・防災情報システム

・ヘリサットシステム
・大型映像装置

・シーケンサー
・サーボ
・省エネ支援システム

・レーザー加工機
・産業用ロボット
・配線用遮断器

・エレベーター
・エスカレーター

・ビル管理システム
・ビルセキュリティーシステム

ビル
Building Systems

産業・FA
（ファクトリーオートメーション）

Factory Automation Systems

公共
Public Utility Systems

エネルギー
Energy Systems

交通
Transportation Systems

自動車機器
Automotive Equipment

ETC

・人工衛星
・人工衛星搭載機器

・大型望遠鏡

・光通信システム
・映像セキュリティーシステム

・無線通信システム

・パワー半導体モジュール
・高周波デバイス

・光デバイス

・ルームエアコン「霧ヶ峰」
・換気システム「ロスナイ」

・業務用空調機
・業務用「エコキュート」

・液晶テレビ
・電気給湯機

・掃除機・冷蔵庫
・ジャー炊飯器

・金融業向け大規模ネットワーク
・映像解析ソリューション

・製造業向け生産管理システム
・航空管制システム

これまでに世界各国で650機以上の人工衛星開発に参加しています。宇宙環境を再
現できる試験設備を備え、人工衛星の設計・製造・試験を一貫して自社内で行うこと
ができます。また、ハワイの「すばる望遠鏡」やチリの「ALMA望遠鏡」など、大型望遠
鏡の分野でも世界をリードしています。

インターネットなどの通信インフラ上で、高画質動画コンテンツなど大容量データを高速
でやりとりするための光通信システム製品を手掛けています。また、安全・安心な社会の
実現に貢献する映像セキュリティーシステムや、エネルギーの最適利用に向けたスマート
メーター用無線通信システムなど、多彩な製品を通じて豊かな社会づくりを支えます。

ルームエアコン「霧ヶ峰」に代表される住宅用から、ビル用、産業用まで幅広く省エネ
効率の高い空調機を生産しています。一方で冷凍・冷蔵などの低温分野においても、
低温倉庫・食品加工場やアイススケートリンクの製氷用冷凍機など、流通から産業
分野まで幅広い低温システムを提供しています。

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います。特にパワー半導体は家電製品や産業機器、電気
自動車、鉄道などの電力制御やモーター制御、風力発電や太陽光発電などあらゆる
分野で活躍。その性能によって各分野で高い省エネ効果を生み出しています。

お客様が気づいていなかったニーズまで先回りしてカタチにする、生活者視点の商品
開発に注力し、お客様の期待を超えるような、当社独自性を発揮した家庭電器商品
の開発・製造・販売・サービスに取り組みます。また日本国内だけでなく、世界の人々
の暮らしの快適空間づくりに貢献していきます。

金融機関や製造現場、社会インフラ（交通・航空・空港・電力）など幅広い分野におい
て、暗号化を始めとするセキュリティー技術やAI、loT技術、クラウド基盤の活用によ
り、豊かな暮らしと社会を支えるITソリューションを提供しています。

宇宙という広大なビジネスフィールドで先端技術が活きる。

より豊かな社会を支えるキーデバイスを提供。最先端技術に挑戦。

情報を「送る」技術で、快適なコミュニケーションを実現。

期待にこたえる・期待を超える製品を目指して。

暮らしのあらゆる場面に、ITで快適・安心・発展を提供。

暮らしや産業のあらゆるシーンで快適性・省エネ性を求めて。

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

主な製品及び開発テーマ

宇宙
Space Systems

通信
Communication Systems

半導体・
電子デバイス
Semiconductors & Devices

空調・冷熱
Heating, Ventilation
& Air Conditioning

ホーム
エレクトロニクス

Home Electronics

I Tソリューション
IT Solutions
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神戸製作所

人の暮らしと環境のために。
高度な技術で社会を支える

●上下水道プラントシステム　●オゾナイザー
●鉄道輸送計画・運行管理システム　●防災情報システム

2

伊丹製作所

3

水環境・道路情報・防災・地上系交通システムなどの社会インフラ
整備を主力事業とし、最先端の通信ネットワークや情報処理技術を
駆使して総合的ソリューションを提供しています。

国内の主な事業所一覧

世界を舞台に、鉄道の未来をつくる

長崎から発信する
“次世代インフラソリューション”

高度なエネルギーソリューション技術で
社会と環境に貢献する

高度な技術力で明日の電力インフラをつくる

今日も世界の「電気が当たり前にある暮らし」を守る

快適と安心の最先端を目指すマザー工場

●車両用電機品（主電動機、推進制御装置、補助電源装置、ブレーキ装置など）
●列車内液晶表示装置「トレインビジョン」　●車両情報管理装置

●車両用空調機器　●非常用発電システム　●ホームドア
●映像情報システム　

●タービン発電機　●発電プラント監視制御システム
●電力流通システム　●系統監視制御システム

●外鉄形変圧器　●系統安定化機器
●系統保護リレー　●ガス絶縁開閉装置（GIS）

●スイッチギヤ　●遮断器　●コントロールセンタ
●受配電監視制御システム　●キュービクル型ガス絶縁開閉装置（C-GIS）

●エレベーター　●エスカレーター/スパイラルエスカレーター
●ビル管理システム　●ビルセキュリティーシステム　●ビル統合ソリューション

上下水道プラントシステム 防災情報システム

主電動機

「オーロラビジョン」 ホームドア

タービン発電機 発電プラント監視制御システム

外鉄形変圧器 ガス絶縁開閉装置

スイッチギヤ 真空遮断器

機械室レス・エレベーター
「AXIEZ-LINKｓ」

次世代超大型望遠鏡
「TMT(Thirty Meter Telescope)」

ヘリコプター衛星通信システム
「ヘリサット」

ビル統合ソリューション「BuilUnity」

「トレインビジョン」

安心・安全を支えるインフラ分野で社会に貢献

●大型光学赤外線望遠鏡「すばる」　●次世代超大型望遠鏡「TMT」　●気象レーダー
●津波対策用支援海洋レーダー　●ヘリコプター衛星通信システム
●放送局向け衛星通信車載局 (SNG)　●密着イメージセンサー (CIS)

製作所 研究所 製作所・研究所以外

車両用電機品・地上側システム・交通システムエンジニアリングの
3部門を柱に、国内外の鉄道業界における安全安定輸送と高速化、
サービス向上に貢献しています。

車両用空調・非常用発電機・ホームドア・大型映像などの各分野で、
大型案件のオーダーメイドビジネスを高度な技術力と営業力で
展開しています。

電力プラントの中核をなすシステムやタービン発電機の開発製造
を手がけ、電力インフラを支えてきました。

系統変電システムのエンジニアリングや、開閉装置・変圧器・監視
システムなどの開発製造を手がけています。信頼ある総合技術力
で、世界規模でビジネスを展開しています。

工場やビル、発変電プラントなどで活躍するスイッチギヤなどの受
配電機器や電力の監視・制御機器など、電力インフラの安定供給
を通じて社会に貢献しています。

通信・気象・宇宙・防衛などの分野において、世界トップレベルの高度
な技術を結集させ、社会のニーズに応えるシステム・製品を提供してい
ます。

エレベーター・エスカレーターのマザー工場として海外製造拠点を
統括し、世界規模で事業を展開。遠隔監視やセキュリティーなどの
ビルマネジメントシステムでも豊富な実績を誇ります。

写真提供：国立天文台殿

長崎製作所

4

電力システム
製作所 

5

系統変電
システム製作所

6

受配電
システム製作所

7

稲沢製作所

8

通信機製作所

9

●空港旅客案内情報システム（FIS）　●スマート制御クラウドサービス DIAPLANET
●空港管制処理システム（TAPS）

価値あるITソリューションを社会の最前線へ

空港管制処理システム（TAPS） 空港旅客案内情報システム(FIS)

情報システム分野におけるITソリューション製品の企画・提案・開発の
中核を担っており、特に大規模で社会性の高い事業においては、シス
テム構築の信頼性を誇っています。インフォメーション

システム
統括事業部
神奈川県鎌倉市 他

兵庫県神戸市

兵庫県尼崎市 他

長崎県西彼杵郡

兵庫県神戸市 他

兵庫県尼崎市 他

香川県丸亀市

愛知県稲沢市

兵庫県尼崎市

1

次世代の通信環境を担う技術の追求

風と空気と水のテクノロジーで
環境貢献製品を独創する

快適とエコロジーを実現する“冷熱技術力”

映像事業のスペシャリスト集団

●光通信システム　●無線通信システム
●映像セキュリティーシステム

●「ジェットタオル」　●全熱交換形換気扇「ロスナイ」
●小型換気扇用コンデンサーモーター「MINIMO」

●ビル用マルチエアコン　●業務用「エコキュート」
●高性能スクロール圧縮機　●Web対応集中コントローラー

●液晶テレビ

●ヒートポンプ給湯機「三菱 エコキュート」(家庭用・小型業務用)
●ヒーター式電気温水器　●ヒートポンプ給湯暖房機

光アクセスシステム（GE-PON）

ジェットタオル 全熱交換形換気扇
「ロスナイ」

ネットワークカメラシステム
「MELOOK3」

ビル用マルチエアコン
「シティマルチR2 E eco」

スクロール圧縮機
 「HNK97F形20HP」

ヒートポンプ給湯機
「三菱 エコキュート」

光通信・無線通信など、先進的で高度な通信ネットワークを構成
する製品・システムの開発・供給を通じて、多様な通信サービスの
実現に貢献し、豊かな社会づくりを支えます。

風と空気と水の技術分野でイノベーションを続け、換気機器を主力に
生活環境事業を推進。環境配慮型の住宅・業務用設備機器システム
づくりを通じて、暮らしと地球の未来に貢献しています。

「冷やす」｢熱する｣ための高度な技術とその応用力を保有し、冷凍機や
パッケージエアコンなどの業務用冷熱システム分野で長年業界を
牽引しています。

映像ビジネスのコントロールセンターとして他の追随を許さない技術力
を誇り、国内外で高い評価を受けています。

ヒートポンプ給湯暖房機

液晶テレビ「REAL」

給湯システム機器の開発生産を担い、オンリーワン技術を活かした
製品づくりで住環境の快適性向上のみならず、地球環境負荷低減
にも貢献しています。

日本を沸かせるスマート給湯

冷熱システム
製作所

13

コミュニケーション・
ネットワーク製作所

11

中津川製作所

12

静岡製作所

14
“人と地球のための技術”で築くエコ・アメニティー

●冷凍冷蔵庫　●ルームエアコン
●パッケージエアコン　●圧縮機 ルームエアコン「霧ヶ峰」 冷蔵庫

エアコンや冷蔵庫など冷凍空調製品のパイオニアとして先進的な
製品の開発を手がけており、世界規模の生産体制でグローバルトップ
への挑戦を続けています。

京都製作所

15

群馬製作所

16

産業メカトロニクス
製作所

18

神奈川県鎌倉市 他

兵庫県尼崎市 他

岐阜県中津川市 他

和歌山県和歌山市 他

静岡県静岡市

京都府長岡京市

群馬県太田市

高度な技術で未来社会を創造する　

●ひまわり7号・8号・9号　●TURKSAT-4A /4B　●Es‘ha i l -2　
●準天頂衛星「みちびき」　●宇宙ステーション補給機「こうのとり」（HTV)
●高度道路交通システムITS　●車載ミリ波モジュール ひまわり8号・9号 高度道路交通システムITS

人工衛星の開発で世界トップレベルの地位を構築。今後も情報
処理技術と宇宙・防衛システムの融合、社会インフラの構築などを
図っていきます。

鎌倉製作所

10

グローバルでのものづくり現場へ安心、安定の供給

ワイヤ放電加工機「MPシリーズ」 板金レーザ加工機「GX-Fシリーズ」

ものづくりの現場へ産業メカトロニクス製品(加工機、制御装置)を提供
しており、日本のみならず、海外でも多く使用されています。グローバルで
顧客満足度No.１に向けて挑戦中です。

愛知県名古屋市
●数値制御装置　●放電加工機　●板金レーザ加工機　
●基板穴あけ用レーザ加工機

世界のものづくりへの貢献を目指して

協働ロボット

工場自動化の要となる先進のFA機器システムを開発製造し、産業界を
支えてきました。お客様のオンリーワンFAサプライヤーとして、これまで
培ってきた技術をさらに磨き、世界のものづくりを支えていきます。名古屋製作所

17

愛知県名古屋市 他
●シーケンサ（プログラマブルコントローラー）　●ACサーボシステム
●産業用・協働ロボット　●SCADAソフトウェア シーケンサ

（プログラマブルコントローラー）
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これまで世界の誰も成し得なかった
技術と価値を創出する

デザインの行き先は、人。

●車載レーダー / 衛星放送受信器用低雑音増幅器 
●モバイル基地局用高出力 GaN 増幅器　●光通信用半導体レーザーモジュール
●防犯・見守り・人数カウント用赤外線センサー

●低圧配線用遮断器（ブレーカ）　●省エネ支援機器　●電力管理用計器
●無停電電源装置（UPS）　●スマートメーター

●xEVシステム　●電動パワーステアリングシステム（EPS)　●オルタネーター
●モータージェネレーター　●エンジン制御用コントロールユニット（ECU）
●ETC・DSRC車載器　●スターター

●産業用カラーTFT液晶モジュール「DIAFINE」　●タッチパネル技術　
●車載用カラーTFT液晶モジュール　●超高輝度/超広視野角技術
●インテリジェントGUI技術

●パワーエレクトロニクス技術　●電気・機械技術
●メカトロニクス技術　●環境・エネルギー・材料技術

●ユーザーエクスペリエンスデザイン　●ソリューションデザイン
●プロダクトデザイン　●インターフェースデザイン
●ユニバーサルデザイン　●ユーザビリティワークショップ

“変革と創造”で新しい波を起こす

長年培った省エネノウハウを集結させ、
“カーボンニュートラル”の実現に貢献

革新的な製品づくりで世界のクルマ社会に発展を

低圧配線用遮断器（ブレーカ） スマートメーター

車載用カラーTFT液晶モジュール タッチパネル技術

ｘEVシステム 電動パワーステアリングシステム（EPS)

青空を模擬するライティング技術 ビル内ダイナミックマップを用いた
「モビリティ・ビル設備連携制御技術」

ユーザーエクスペリエンスデザイン ソリューションデザイン

光通信用半導体レーザーモジュール 車載レーダー / 
衛星放送受信器用低雑音増幅器

低圧配線用遮断器（ブレーカ）や電力量計など配電制御分野で実効性に富
む製品の開発実績を誇っています。また環境保全と省エネに取り組み、得ら
れたノウハウを活用した省エネ支援のソリューション活動を推進中です。

衛星通信などのマイクロ波通信向けの高周波デバイス・光通信向け
の光デバイスなどを開発・製造。ICT社会を支える半導体デバイス
の最先端を担っています。

高度な構造設計技術などを活かして液晶ディスプレイの高画質化・
高性能化を追求。定評ある三菱電機グループの液晶事業全体を
統括する役割も担っています。

世界有数の自動車機器生産拠点として、エンジン電装品や各種制御
機器を、海外拠点との連携によって開発生産し、世界のクルマ社会の
発展に貢献しています。

三菱電機の最先端技術の研究開発拠点として、基礎研究から次世代製品
・サービス開発まで幅広い新技術開発を推進するとともに、社会課題を
解決するソリューションを提供する開発にも取り組んでいます。 

公共・産業分野から身近な家電まで多彩な三菱電機製品のデザイン
開発を担当。「デザインの行き先は、人。」を理念とし、人々が「あった
らいいな、欲しいな」と思うものを創造していきます。

ディスプレイの高機能化を通し社会に貢献する　

高周波
光デバイス製作所

21

先端技術
総合研究所

25

19

液晶事業統括部

22

姫路製作所

23

統合デザイン
研究所

27

福岡県福岡市 他

兵庫県伊丹市

熊本県菊池市

兵庫県姫路市 他 

広島県福山市

●民生用パワーモジュール　●鉄道車両用パワーモジュール
●自動車用パワーモジュール　●産業用パワーモジュール

パワー半導体で、エコチェンジ

民生用パワーモジュール（DIPIPM） 産業用パワーモジュール

電力の効率利用の鍵を握るパワーデバイス（電力用半導体）の開発
製造で世界市場を牽引。その高度な開発力と技術力で今後も
省エネに貢献していきます。パワーデバイス

製作所

20

●先進運転支援システム関連機器　●カーナビゲーションシステム
●ドライバーモニタリングシステム　●DIATONE車載高級オーディオ
●カーメカトロニクス製品　●車載用ライティングシステム

“快適” “安全・安心” “環境”で新時代の車を支える

カーマルチメディアシステム カーメカトロニクス製品

カーマルチメディア機器やLED点灯装置、EGRバルブなどを開発生
産し、自動車のさらなる快適性・安全性・環境性を追求しています。

三田製作所

24

最先端技術で未来を拓き、新しい安全・安心を世界に

●情報技術　●メディアインテリジェンス技術
●光電波・通信技術　●EMC設計・評価技術 5G通信向け

高周波・光モジュール
コンパクトな人工知能
（Maisart）

情報、メディアインテリジェンス、光電波・通信技術の研究開発拠点と
して、三菱電機全事業を最先端の情報通信技術で支え、豊かで安全・
安心な社会の実現を目指します。情報技術

総合研究所

26

兵庫県三田市

兵庫県尼崎市

神奈川県鎌倉市

神奈川県鎌倉市

モータ ステータロータ　
インバータ

福山製作所

こころ豊かな生活環境を提供する研究開発を推進

●冷凍・空調技術　●製品設計・評価技術　●ビル空調制御
●誘導加熱・冷却・センシング技術　●家電機器技術
●高効率モーター・インバーター技術 室外機搭載時のファンの風速解析結果 家電機器技術

三菱電機の住環境に関する機器の研究開発拠点。「環境」「省エネ」
に対応した高度な最先端技術を駆使し、豊かな生活環境を提供
します。住環境

研究開発センター

28

神奈川県鎌倉市 他

知的財産戦略で変革の時代を乗り切る

●国内外トップクラスの知的財産活動　●事業・開発と一体となった知的財産網の構築
●グローバルな知的財産体制　●特許技術者教育・支援制度
●発明・意匠表彰制度　●国レベルの知的財産活動 取得した権利の特許証

特許などの知的財産を扱う専門家集団として全社知的財産戦略の
策定や実務支援などを行い、権利取得から活用まで事業経営と連動
した知的財産活動を展開しています。

知的財産センター

33

東京都千代田区 他

情報インフラ・業務プロセスの革新で経営戦略の解を導く

●ITインフラの標準化　●グローバルオペレーション　●情報システムによる可視化
●ITインフラ技術開発　●グループ共通システム、広域営業情報システム
●IT要員育成 グループ全体の「ビジネスを支える

ITの活用と推進の中核」として活動
製販連携による最適なグローバル需給を
実現する統合化システム環境を創出

重要な経営資源である「情報」を最大限に活用し、IT戦略の企画・推進、営
業・経営プロセス革新、ITインフラの標準化、基盤技術の先行開発を通じ、三
菱電機グループの経営戦略を基盤から支える役割を果たしています。

34

東京都千代田区

街やビルの安全・安心・快適な移動・利便性向上に貢献

●昇降機やビルマネジメントシステムのエンジニアリング業務
●昇降機やビルマネジメントシステムの据付工事 昇降機据付工事 ハンズフリー入退室管理システム

お客様に対して、昇降機やビルマネジメントシステムに留まらず、街や
ビル全体の利便性やデザイン性までを加味した提案を行い、製作仕
様を取り決めます。また、据付工事の全体管理を担い、高品質で高信
頼な製品をお客様にお届けします。

ビルシステム
事業本部

35

東京都千代田区 他

社会インフラを支える建設技術集団

●水環境プラント関連工事　●交通施設関連工事
●ビル設備関連工事　●テクノセンター 水環境プラント工事 大型映像装置の設置

三菱電機のプラント建設工事を横断的に統括するスペシャリスト集団。
水処理プラントやビル大型設備、交通関連などインフラ系システムの
建設統括を行います。プラント建設

統括部

36

東京都千代田区 他

●火力発電プラント工事　●変電プラント工事
●原子力軽水炉プラント工事 原子力軽水炉プラント工事 火力発電プラント工事

発電や変電設備、監視・制御設備の新設工事から定期点検や補修などを
行い、基本設計・施工計画から、現地工事の管理監督、工事完了までを
統括しています。電力プラント

建設センター

37

東京都千代田区 他

モーターとパワー半導体で未来を動かす

●製品・部品（キーパーツ）の機能設計・生産設計（機械・電気・材料）
●製造プロセス・装置開発　●生産性改善 EVモーター

自動車機器、FAシステム、空調システム、昇降機といった当社の中核とな
る事業に必要不可欠なモーターなどの電磁気を応用した関連機器、パワ
ーデバイス・モジュール、及びこれらを統合した製品の開発企画から量産
安定化までを支援しています。

コンポーネント
製造技術センター

32

兵庫県尼崎市

三菱電機の「ものづくり」全体を支える“すご腕の技術者集団”

●品質改善　●生産性改善　●業務プロセス改善　●ICT活用・DX推進
●加工/設備/システム技術連携　●自働化設計・メカトロニクス技術
●構造設計・加工技術 レーザー加工機の機能開発 生産ライン レイアウト設計

三菱電機の全事業所に対し、生産技術を基軸とした技術支援を行い、
三菱電機の「ものづくり」全体を支え、牽引する組織。製造だけではなく、
設計・開発から販売・保守に至るものづくりの全プロセスが活動領域です。

生産技術センター

31

兵庫県尼崎市

夢をかなえる設計革新の最前線

●システム実装技術と開発プロセスの革新　●ソフトウエア設計技術と設計プロセスの革新
●LSI設計技術と設計プロセスの革新　●構造設計技術と設計/製造プロセスの革新 空調・冷熱機器 自動車機器

システム実装、ソフトウエア設計、LSI設計、構造設計の分野において
高い技術を保有し、三菱電機の全製品について設計品質と設計生産
性の向上を図るべく、全事業所に対して支援を行っています。設計システム

技術センター

30

兵庫県尼崎市

環境に配慮し、安全・便利・快適なクルマ社会を目指す

●予防安全・自動運転技術　●モビリティ社会にむけたインフラ協調自動運転
●電動化コンポーネント開発　●安全・快適な移動を実現する車載情報システム 予防安全・自動運転技術 電動化コンポーネント開発

環境に配慮した安全・快適なクルマ社会の実現を目指し、次世代
の車載機器や制御システムの先行開発に取り組むことで未来のク
ルマ社会の発展に貢献します。自動車機器

開発センター

29

兵庫県姫路市 他 

インバーター
実装設計

熱流体設計

カーナビゲーションシステム
組込みソフトウエア設計

エンジン制御
専用LSI設計

DIPIPM

平成30年度全国発明表彰・発明賞を受賞した
「インテリア指向型エアコンの意匠」

IT戦略室

情報連携

データ分析
生産

販売 販売

事業戦略・経営計画

調達

エネルギーを支える建設技術集団
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エネルギー
Energy Systems

宇宙
Space Systems

空調・冷熱
Heating, Ventilation & Air Conditioning

ホームエレクトロニクス
Home Electronics

半導体・電子デバイス
Semiconductors & Devices

産業・FA（ファクトリーオートメーション）
Factory Automation Systems

通信
Communication Systems

自動車機器
Automotive Equipment

ビル
Building Systems

ETC

交通
Transportation Systems

公共
Public Utility Systems

実現のための2つの戦略

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する
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していきます。

強い事業をより強く戦略

マーケットにおいて、競争
優位性や成長可能性の
高い事業を選択し、その
事業に集中して投資や
リソースの投下を行うこと
により、注力事業のさら
なる強化を続けています。

技術シナジー・事業シナジー戦略

幅広い事業分野を持つ
三菱電機ならではの強み
を活かし、「技術×技術」
や「事業×事業」を組み
合わせることによる、さら
なる価値創出や競争力
強化を追求しています。

01 02

SYNERGYSYNERGYPOWER UP!!

目指している企業の姿

人為的脅威への備え 資源の偏在・枯渇への対応

持続可能な社会

インフラ老朽化対策 地球温暖化対策 生態系の保全

自然災害への備え きれいな水 水不足・食料不足の回避

貧困・格差の解消 産業と技術革新 労働力不足への対策

大気汚染の低減 まちづくり 教育・人材育成の機会均等

交通弱者のQOL向上 余暇の充実交通事故ゼロ

モビリティ ライフ

インフラ インダストリー

渋滞解消 快適な移動 地域間格差の解消 感染症への備え

快適なくらし
健康

Mobility Life

Infrastructure Industry

ITソリューション
IT Solutions

総合電機メーカーだからこそできる、多様な事業分野・技術分野を
掛け合わせることによって生まれたソリューション事例を紹介します。

三菱電機のシナジー創出

自動運転支援技術 宇宙システム 自動車機器

人工衛星から受信する位置情報と高精度3次元地図データを組み合わせ活用する「インフラ
走行技術」と、カメラやセンサーなどの周辺センシング技術を活用する「自律走行技術」。このどちら
の技術も保有する三菱電機では、これらの技術を連携させ、よりスムーズで安定した自動運転を
実現できます。「車」で完結しない分野だからこそ、三菱電機の様々な技術の掛け合わせが、自動
運転の未来を強くします。

霧ヶ峰 FZシリーズ 空調機 AI

ボタン1つでAIが、わが家にぴったりの快適を。高精細赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.＋（ミライ
プラス）」が人の温冷感を見極め、住宅性能※・外気温や日射熱の影響をセンシングし、AIが室温
変化を先読みします。 AIが自動で制御するのでリモコンの「おまかせA.I.自動」のボタンを押す
だけで一人ひとりに快適をお届け。さらにスマートフォンで外出先からでもセンシングした熱画像
が確認でき、帰宅前に運転開始や設定温度の変更ができます。

赤外線センサー IoT

ZEB ビルシステム 空調冷熱システム

ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら省エネと創エネで、エネルギー消費量を大幅に削減し、
年間エネルギー収支をプラスマイナスゼロ（もしくは創エネ量＞消費量）とする建築物のこと。
三菱電機では、ZEB化に必要な設備（空調・換気・照明・給湯・昇降機など）の選定・導入から、
BEMS※を使った省エネ支援サービスまでをワンストップで提供。ZEB関連技術実証棟にて、
省エネ技術の開発と実証実験を加速し、省エネ性に優れた快適な居住空間の実現に貢献します。

2020年4月に新設された「ビジネスイノベーション本部（BI本）」は、当社グループが
保有する技術やノウハウを統合し、新しい領域でのソリューション事業創出にチャレ
ンジする組織です。BI本メンバーは各事業本部との連携を図るとともに、当社にない
技術や先進的なビジネスを行う企業の探索などを進め、スタートアップ企業への
投資をはじめとしたオープンイノベーションも活用しながら新事業創出を推進し、
社会課題の解決に貢献していきます。

電力システム など

※ ビルエネルギーマネジメントシステム(Building Energy Management System)

※ 室温に影響する性能(断熱性、気密性、広さを総合的に判断)を指します。

三菱ルームエアコン

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

事業モデル変革のために新設された新しい組織をご紹介！Column

幅広い技術が自動運転に繋がるなんて！
すでに高速道路※1や一般道※2での実証実験を実施していて、
今後は三菱電機独自のAI技術とも組み合わせていくのだとか。

な、なんと！霧ヶ峰の「ムーブアイmirA.I.＋」の赤外線センサーには
人工衛星「だいち２号」に搭載されたセンサー技術が活用されて
いるようです！幅広い分野の技術が使われているんですね。

総合電機メーカーとしてこれまでに培ってきた
経験と実績を活かして、オフィスビルの新しいニーズにも
柔軟に対応しているんですね！

センシング技術による
安全運転のサポート

準天頂衛星 みちびき
人工衛星から

測位補強情報を車両に送信

“ビジネスイノベーション本部”？What is 

ZEB関連技術実証棟
「SUSTIE（サスティエ）」
が2020年10月に竣工
しました！

車車間連携通信技術

車両コントロール技術

測位補強情報生成技術

高精度3次元地図生成技術

ムーブアイmirA.I.＋
（ミライプラス）

スマートフォン専用アプリ
「霧ヶ峰REMOTE」操作画面

陸域観測技術衛星2号
「だいち2号」

ビジネスイノベーション本部では、新しい
アイデアがたくさん生まれているんだって！ 
今までの三菱電機とは違った視点で多く
のイノベーションが起きそうだ！

※1 山陽自動車道、道央自動車道、新東名高速道路、東名高速道路、首都高速道路、常磐自動車道　
※2 都内の臨海副都心地域、つくば市内

自動運転支援技術のための技術連携



Column 三菱電機の最新IoTプラットフォームがスマートシティ・ビルの実現を支える！

三菱電機が開発した「Ville-feuille
（ヴィルフィーユ）」は、クラウド上に蓄積
したビル設備データの利活用を可能に
するオープンなIoTプラットフォームです。
　

Ville-feuilleがエレベーターや入退室管理システムなどと連携し、ロボットが安
全で確実にビル内を移動できるようサポート。表示サイン（てらすガイド）を活用
し、ロボットの通行や接近を表示し、人に通知します。

様々なロボットがビル内を自由に縦横移動？ 個人の嗜好に合わせた室内空間？

ロボットが「人と共存しながら」活躍

Mitsubishi Technology Pick up

らせん階段のようなエスカレーター「スパイラルエスカレーター」は、
世界中で長い間実現することができませんでした。それを1985年
に三菱電機が新たな技術で開発。その技術の独自性から、開発以
来30年以上、世界で唯一製造できるのは三菱電機だけです。
移動手段としての役割に加え、スパイラルエスカレーターならでは
のパノラマ効果や現代建築を彩るモニュメントとして、世界中の
人々を魅了しています。国内では「横浜ランドマークタワー」、海外
では上海「新世界大丸百貨」やラスベガス「ザ・フォーラムショップ
ス」など、世界各国の様々な施設に納入され、「エスカレーターに
乗ること自体が楽しい」とお客様に好評です。

30年以上三菱電機にしかつくれない
「らせん状のエスカレーター」
メリーゴーランドのような、乗って楽しい、空間彩る、ユニークなエスカレーター。

03

ラスベガス「ザ・フォーラムショップス」 上海「新世界大丸百貨」

乗っていて楽しそう！
どんな構造に
なってるんだろう？

Ville-feuilleがビル内外のデータを収集・分析し、温湿度や照度・個人の嗜好、
人数分布などに応じて空調や照明などの設備を最適制御。省エネと快適を両立
させ、みんなが心地よく感じる空間を実現します。

みんなが元気にイキイキと過ごせる空間の提供

エレベーター てらすガイド

温湿度や照度

入退室管理システム

過去のデータ 最適な換気制御

最適な空調制御 最適な照明制御人数分布 個人の嗜好

ロボット移動支援サービス エネルギーマネジメントサービス

環境、働く場所、
人に応じた

最適な空調制御

ロボットフレンドリーな
環境づくりに役立っていますね!

世界最高品質を追求し、
安全・安心・快適なビル環境を。

より豊かな暮らしに貢献するために、変わらぬ安全・安心・快適なエレベーター・エスカレーターを
国内外90カ国以上に送り出してきました。国内では3台に1台は三菱電機のエレベーターと言われています。
また、システムでビル全体の設備や入退場を管理するマネジメントシステムなども提供し、ビルの利便性や
省エネの向上に貢献しています。三菱電機はビル全体に関する様々なニーズに応える技術力を兼ね備えています。

Various Solutions of
MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Technology Pick up

エレベーター、エスカレーターからセキュリティーまで、
お客様のお悩みをトータルサポート。

上海の新しいシンボルとして誕生した「上海中心」は、地上高さ
632mを誇る中国最高層のビルです。計114台が納入されてい
る三菱電機のエレベーターの中でも、地上119階の展望デッキ
へと向かう3台のエレベーターのうちの1台は、世界トップクラス
となる分速1,230m※です。当社の最先端技術により、超高速
エレベーターの課題であった横揺れと騒音を、アクティブロー
ラーガイドを始めとする制振技術と低
騒音化技術で解決し、立てた10円玉
が倒れない程の快適な乗り心地を実
現しました。

上海中心大厦 世界トップクラスの超高速エレベーター
分速1,230m※で、地下2階から地上119階までわずか53秒で駆け上がる。

Building Systems

※ 上海中心大厦側にて利用状況に応じ分速1,230mと分速1,080mを切り替えて運用

01

利用者を第一に
考えるのが
三菱電機らしいね！

Mitsubishi Technology Pick up

ミャンマー最大の都市ヤンゴンに建つ「シュエダゴン・パゴダ」。1
日でおよそ2,000人、年間延べ70万人が訪れるミャンマー最大
級の仏塔（パゴダ）であり、ミャンマーの仏教徒にとって一生に一
度は参拝したい、最高の聖地とされています。そんな子供からお
年寄りまで幅広い年齢層が集う、ミャンマーの精神的支柱ともい
える地で採用されたのが「三菱電機のエスカレーター」。
安全・品質における信頼の高さ、充実した保守体制が評価され、
今日も訪れる人の願いを
乗せて動き続けています。

シュエダゴン・パゴダ ミャンマー最大級の仏塔にあるエスカレーター
ミャンマー最大級の仏塔「シュエダゴン・パゴダ」の境内へと続くエスカレーター。
老若男女にとっての移動手段を便利かつ安全に。

02

国境を超えて、
実績や品質が認められて
いるんですね！

12 13



※1 営業運転車両において、2015年11月時点当社調べ
※2 SiC：炭素とケイ素の化合物(Silicon Carbide)
※3 当社従来型製品比

※ 2017年3月当社調べ

History of Transportation Systems 

三菱電機 鉄道事業の歩み

国内外での実績の
積み重ねが、
高い信頼を求められる
鉄道事業では大きな
強みになるのですね。

Solution for Transportation Systems  

三菱電機は、総合電機メーカーならではの強みを活かして、安全・安定で、安心・快適・便利な鉄道システ
ムをつくり上げてきました。三菱電機のコア技術である、「パワー半導体」「監視制御」「通信」「空調」「液
晶」などを鉄道事業へ応用。例えば、最先端の半導体を適用し省エネを実現する「推進制御装置」や列車
の安全輸送を支える「列車無線システム」、車内の「トレインビジョン」など、お客様の課題に応えるシステ
ムの製品化を進めてきました。幅広い技術を持つ三菱電機だからこそ、実現できるシナジーがあります。

三菱電機だからこそ成し得る
先進技術×総合力のシナジー

「鉄道の三菱電機」が創造する
先進の鉄道ソリューション。

三菱電機は 「走る」「止まる」「制御する」を1社で行える国内唯一のメーカーとして、
創立した1921年より日本や海外の鉄道の発展に貢献してきました。
国内では新幹線に開通以来携わり、海外では世界30カ国以上に製品を納入。
そんな三菱電機の「技術」や「取り組み」などが国内外で高く評価され、「鉄道の三菱電機」として成長を遂げてきました。
今後も鉄道事業を通じて社会の発展に貢献すべく、挑戦を続けていきます。

鉄道事業を通じて、社会の発展のため、お客様とともに。

Transportation Systems

Column 最新のIoT技術を鉄道車両に適用

列車編成全体の機器を制御する、鉄道車両の頭脳とも言
われる「列車統合管理装置（TCMS※）」。
三菱電機は、このTCMSのほか、車両を動かすモーターか
らブレーキ制御装置、空調機器まで、車両用電機品を幅広
く手がけています。この強みを活かし、IoT（モノのインター
ネット）技術を組み込んでTCMSを進化させ、新たなサー
ビス創出を図ります。
具体的には、無線で地上システムと情報をリアルタイムに連
携し、乗務員の支援や故障対応の迅速化に役立てる、一元
管理されるデータを活用・分析し、メンテナンスの省力化・
機器の劣化の早期発見につなげるなどの開発を進めてい
ます。今後、鉄道会社との連携を強化し、実現を目指します。

鉄道輸送の安定化とメンテナンスの効率化・最適化を目指します。

［国内初※］
旧鉄道省（現国土交通省）向け
変電設備を受注

1921年［創立年］

［国内初※］
列車を自動で制御する「自動列
車運転装置」を営団地下鉄日比
谷線に納入

1962年

［国内初※］
東海道新幹線向け車両用電機
品を旧国鉄（現JR東海）に納入
（翌年開業）

1963年

［メキシコ・豪州に製造拠点設立］
1979年
1988年

メキシコで現地生産開始
豪州で近郊電車向け電
機品の生産を開始

1970‒80年代

［米国市場進出］
ニューヨーク地下鉄向け車両用
空調装置を受注

1999年

［国内初※］
乗客へ映像情報を提供する「ト
レインビジョンシステム」をJR東
日本に納入

2001年

ロンドン地下鉄の車両には、これまで空調装置
が設置されていませんでしたが、近年の温暖化
の影響などにより導入への機運が高まっていま
した。三菱電機の高い技術力や豊富な納入実
績などが評価され、受注を獲得。市民に愛され
ている地下鉄に、これまでになかった快適な車
両空間を提供しています。

〈世界最古の地下鉄に初搭載〉 イギリス鉄道市場に参入
2010年 ロンドン地下鉄に車両用空調装置を納入

三菱電機の鉄道事業の海外展開は、1960年
にインド国鉄向け車両用電機品を輸出したの
が始まり。これまでにデリー、ムンバイ、バンガ
ロールをはじめとする12都市の地下鉄に累計
2,500両分の車両用電機品を納入し、インド市
場でトップシェアを誇っています。市民の足とし
て三菱電機の製品が活躍しています。

〈60年以上 世界の交通インフラに貢献〉 インドへの輸出から始まる

無線通信

デジタル列車無線1960年 インド国鉄向け車両用電機品を輸出

2017年6月に全線開業したバンガロール地下鉄

車両空調機器を搭載したロンドン地下鉄

フルSiC適用鉄道車両用インバーター装置を
搭載した「小田急電鉄1000形」

世界で初めてフルSiCを適用した鉄道車両用
インバーターの製品化に成功。車両機器の高
効率化による環境負荷の大幅な低減を実現し、
主回路システム全体として約40％の省エネ効
果※3、小型・軽量化による体積・重量の65％低
減※3を達成。2015年度には「エコプロダクツ大
賞優秀賞」「優秀省エネルギー機器表彰経済
産業大臣賞」などを受賞しました。

〈世界で初めて製品化〉 車両機器の高効率化による省エネの実現
2014年 世界初※1「フルSiC※2適用推進制御システム」を納入

三菱電機のコア技術と鉄道用製品群

監視制御・情報システム

列車運行管理システム

主電動機

回転機

鉄道車両用空調装置

空調・冷熱

フルSiC適用鉄道車両用インバーター装置

制御

鉄道車両用パワーモジュール

パワー半導体

液晶

列車内映像情報システム「トレインビジョン」

世に新しいものを
たくさん生み出して
きたんだ！

無線通信
ネットワーク
（地上↔車上）

地上

列車統合管理装置
(TCMS)

車上

車両機器の劣化診断

故障対応迅速化

検査業務効率化

装置の遠隔監視

情報の連携

※ Train Control and Monitoring Systemの略

Various Solutions of
MITSUBISHI ELECTRIC
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三菱電機の職種
事務系・技術系、一人ひとりの社員が主役となり、

それぞれが“プロフェッショナル”として、役割を果たすことで、
世の中に様々な価値を届けています。

三菱電機の働き方
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、

会社として様々な取り組みを行っています。

採用ホームページ内では、職種の詳細説明や職種ごとに
多様な社員のキャリアを紹介しています。合わせてご覧ください。

三菱電機 採用 検索 三菱電機の働き方改革についての詳細は採用ホームページ内からご確認ください。

計数的データを基に、当社の
経営課題と解決策を進言し、
事業の発展を支援してい
ます。

採用・教育・処遇・退職など
あらゆるマネジメントを行って
います。

ハードとソフトの両面から、
製品を制御する全体システム
の設計を行っています。 生産の合理化・効率化に結び

付く製造技術の開発や生産
設備の導入などを行ってい
ます。

研究・開発
（基礎/応用）

基礎技術の研究や、新技術
を製品化・事業化に結び
付ける活動を行っています。

技術営業・
工事技術など

お客様へ仕様提案を行う
技術営業や工事設計・施工
管理などを行う工事技術
など、様々な職種の技術職
が連携しています。

評価手法・品質基準の設定や
品質管理体制を構築し製品
の信頼性を確保しています。

営業
（本社・支社）

市場動向・お客様のニーズを
製作所と連携しながら、提案・
受注活動を行っています。

製作所内で製品企画・戦略
立案などを担当し、本社・支社
営業と連携しています。

法務/
知的財産渉外

経営や知的財産権に関する
法律を理解し、トラブルを
防止・解決しています。

資材

生産に必要な素材、部品など
様々な資材の取引選定、
購入を担当しています。

経理/財務人事/総務

営業
（製作所）

システム設計
生産技術

品質管理

OS・アプリケーション・組み
込みなど、製品のソフトウェア
を設計しています。

ソフトウェア
設計

機構・流体・熱などの設計
技術を用いて、製品のハード
ウェア設計を行っています。

機械設計

事務系・技術系が
連携し合って
いるんですね！ 設計・開発以外にも

技術系職種は
たくさんあるんだ！

製作所にも
営業が！

三菱電機の
バックオフィスは
人を支えるだけでなく
会社を牽引する役割も
担っているんですね。スタッフ職

技術系職種

営業職

事務系も
ものづくりの
一員なんだな。

社員の声を
働き方改革に
活かしているん
ですね！

への取り組み全社の意識改革・制度改革

※従業員の仕事に対するモチベーション
や、企業に対する愛着心・信頼などの
感情を可視化する調査

への取り組み業務効率化

への取り組み多様なキャリアの実現

個々人のキャリアプランの実現性を高めるためのサポート

両立支援のための勤務面などでのサポート

キャリア形成・自己実現のための自己申告
（CARROTS）

休職制度
（育児・介護・出産支援）

短時間勤務制度
（育児・介護・妊娠）

社内求人情報「Job-Net」

への取り組みワークライフバランス

エンゲージメント
サーベイ※結果に基づいた

職場風土の改革

高度技術保有者に
対する評価制度の拡充

在宅勤務

生活に合わせて
働き方を選べる制度が充実

定時退社日や
Refresh Wednesdayの

導入

全社

自身や家族のライフイベントに
合わせて多様なキャリアを実現
するため、導入された施策。社員
が長期的に活躍できるよう、
サポートしています。

キャリアサポート
プログラム

全社

全社

会議の場を短時間かつ有意義
なものにするため、上限50分・
17時以降は設定禁止など
工夫を行っています。

会議ルールの設定

電話や打ち合わせを行わない
時間を設けることで、自分の
仕事に集中できる環境を
つくっています。

「業務集中時間」の導入

全社

仕事もプライベートも
相談ができる

メンター・研修サポート制度の導入

全社

全社 事業所

事業所 事業所

定時帰宅推奨日を設ける
ことで、仕事とプライベート
の両立を図っています。

キャリア支援休職

再雇用制度

時間単位休暇

フレックスタイム制度

出張時や在宅勤務時も効率
的に作業をすることが可能
になりました。

従業員への
モバイル端末支給

セルフサポート休暇
（育児・介護・治療など）

配偶者出産休暇
（産前産後各8週・10日）

再雇用制度
（配偶者転任・育児・介護）

セレクトプラン
（育児・介護両立支援メニュー）

Career Challenge制度

キャリアサポート制度

転居を伴う異動を一定期間対象外とする措置

Career支援休職制度

全社施策
事業所ごとの取り組み

全社

事業所

……。
（カタカタカタ）

長期的に
活躍できる環境が
整っていると
安心だな。

超高電圧から低電圧まで、
電気的側面から幅広い製品
に関わりモノづくりをして
います。

電気設計
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女性の仕事場として、三菱電機はどうですか？

あらゆるものづくりを支えるFA製品を通じて、
お客様のビジネスパートナーに。

学生時代から、自らが前面に立つのではなく、裏方とし
て周囲をサポートする仕事に魅力を感じる性分。入社
後は、中部支社のFA（Factory Automation）機器を取
り扱う部門に配属され、その地域にあるメーカーのも

のづくりを支える仕事に携わる。今後は、国内の他のエ
リアや海外での営業にも挑戦していきたいと考える。
法学部卒。2005年入社。

私が籍を置く中部支社は、三菱電機のすべての事業セグメントを担い、愛知・静岡・岐阜・
三重の東海4県のお客様を担当する一大営業拠点。FA（Factory Automation）機器の
リーディングメーカーとして、同地域のメーカー各社の“ものづくり’’を支えています。
FAシステムの提案は、まさにお客様である製造装置メーカー、ひいては最終消費財
メーカーを支える仕事。お客様の商売をお客様以上に理解しなければなりませんし、お
客様の業績が伸びるか否かは、私たちの提案にかかっています。タイムリーかつスピー
ディーにといった生産性を高めることはもちろんですが、それ以上に品質も重視され、
製作所の技術担当や販売代理店、商社の方 と々チームを組み、お客様のニーズにフィッ
トした製品を提供していきます。一つのプロジェクトを通して、お客様に寄り添いながら
パートナーの関係になっていき、一緒に成長していける点に大きなやりがいを感じてい
ます。

夫との意思疎通を大切にしながら、
活躍の場をさらに広げていきたいです。
私事ですが、2013年に結婚しました。私の仕事柄、週末に開催されるお客様の販促イ
ベントに参加することや、泊まりがけの出張をすることもチラホラ。同様に夫も仕事で忙
しいですが、忙しくとも二人の時間を大切にし、プライベートも充実させています。　
お互い総合職として働いているので、特に営業の私は今後、海外を含めた転勤の可能性
があります。夫は「出産後も子育てをしながら、ずっと仕事を続けたい」という私の気持
ちを尊重してくれており、私が転勤となった時は「お互い、自己管理をきちんとして頑張
ろうね」という話し合いもしています。将来的には、国内外の様々な市場に精通し、総合
的な提案ができるようになることで、お客様が抱える課題を一つでも多く、高いレベル
で解決できるような営業になれればと思います。

Career
Profile

01 Azusa Tsuruga

仕事もプライベートも充実。
出産後も仕事は続けて
いきたいです。
中部支社 機器第二部

敦賀 梓

仕事にも子育てにも
夢中になれる環境がある。

学生時代から環境工学に興味があり、卒業後は社会
インフラを支えるメーカーの技術者を希望。人の暮らしを
安全に、豊かにするものづくりを通じて、社会に貢献
したいと考える。入社後は、防災監視や道路情報、

鉄道交通などのシステム設計を経て、現在はインフラ
関連のシステム開発に取り組む。現在、二児の母。

上の子を出産後、若手社員からインタビューを受ける機会があり、趣味を聞かれたとき
のこと。私は「仕事と子育て」と答えました。「趣味…」と考えたときに「仕事と子育て」
以外、自分の生活の中にはなかったので。でも逆に考えると、「仕事と子育て」を趣味と
答えられる環境が整っていたからかなと思います。
もっとも職場復帰直後は、保育所への子供の送り迎えなど働ける時間がかなり限定
されたので、仕事の進め方、ペース配分にひと苦労でした。また、子供が頻繁に病院の
お世話になるなど予想外の出来事も重なりましたが、周囲の理解と協力のおかげで
大変な時期を乗り越えることができました。この経験を通じて、私自身、成長できたと
思いますし、“ママさんエンジニア”としてやっていく自覚が芽生えました。以来、日々オン
とオフのメリハリをつけ、仕事と子育てをバランスよく楽しもうと心掛けています。

私の前を走る先輩がいる。
目標にしたい先輩がいる。
先日、私は開発第二課内のグループリーダーになりました。もっとも会社が私に期待す
る成果は、他のリーダーと少しも変わらないと思っています。三菱電機は全社的に働き
方改革を推進しており、これまで以上に生産性を高める工夫をしていますが、悩むこと
も多いです。
そういう時に頼りになるのが、先輩のママさんエンジニア。三菱電機には、仕事と育児を
両立してきた先人が何人もいます。入社当時の私の課長も二児の母でした。職場内にお
いては「困っていたら助けよう」という風土があるので、私のようなママさんエンジニアも
家庭と仕事を両立できてきたのだと思います。いずれは私も後輩たちの良き相談相手と
なって、先輩や職場に恩返しがしたいと思っています。仕事も家庭も、私の趣味なので。

Career
Profile

02 Megumi Irie

何人もの
ママさんエンジニアが
私たちのお手本です。
神戸製作所 開発部

入江 恵

採用ホームページ内「女性エンジニア特集」の中でも女性社員のキャリアや
長期的に活躍するための制度を紹介しています。合わせてご覧ください。

三菱電機 採用 検索


