
サステナビリティ取り組みの進捗

　2018年度は、2020年度のサステナビリティ目標の達成に向けた全社マネジメント構造を確立しました。
サステナビリティ推進委員会及び執行会議での議論やエンゲージメント活動を通じたステークホルダーによる
評価を通じて、個別課題への対応が着実に進みました。取締役会は執行部門から報告を受け、サステナビリティ
課題への取り組みを監視監督しています。

事業を通じた社会的課題の解決（4ドメイン）
ファクトリーオートメーション

解決すべき
社会的課題

● 労働力不足（先進国での労働人口減少と新興国での熟練者不足等）
● 高度化、多様化するモノづくりへの対応

2020年度の
目標

注力4業界における“　　　　　　　”を実現する新商品の創出
 ～モノづくり革新の制御技術創出～

2018年度の
進捗

重要顧客との共創を通じて、革新的なアプリケーション＆新商品を創出、モノづくり現場を革新中
● integrated：高速高精度モーション制御の進化と共に熟練技能者を代替する“官能検査”の提供
● intelligent：モノづくり現場のデータを活用し、熟練者のノウハウ継承や現場改善に貢献する

 i-BELTサービスの提供開始
● interactive：単純作業を代替し、人と機械が協調するフレキシブルな生産現場を

 実現する協調ロボットを発売

事例 ● 3つの“i”の進化で生み出されたX線検査装置による、基板の立体的な画像検査のスピードアップ約2倍

年度計画
（目標決定）

重要課題の実行・推進

年度成果
（方針策定・修正）

進捗モニタリング
（社会動向・評価とのギャップ把握）

執行会議

執行会議

執行会議

サステナビリティ
推進委員会

重要
課題

取締役会

監督

情報開示

報告

評価活用

取締役会による監督

ステークホルダーエンゲージメント

全社マネジメントサイクル

執行
部門 重要課題のPDCA
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Do

Act

Check
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サステナビリティ推進のための全社マネジメント構造
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ヘルスケア

解決すべき
社会的課題

● 高血圧由来の脳・心血管疾患発症の増加
● 全世界で増加する喘息などの呼吸器疾患

2020年度の
目標

● 血圧計販売台数：2,500万台/年
● 血圧変動を連続的に把握できる解析技術の確立
● ネブライザ＋喘鳴センサ販売台数：765万台/年

2018年度の
進捗

● 血圧計・ネブライザともに販売地域拡大中
● 血圧変動を把握できるウェアラブル血圧計を開発、米国にて上市（2018年12月）

事例
（脳・心血管疾患対応）

● 血圧変動把握を可能にする解析技術確立に向け、「夜間家庭高血圧測定意義に関するコンセンサス
 論文」が欧州高血圧学会の論文誌に公表

モビリティ

解決すべき
社会的課題

● 先進国での事故リスクの急激な増加、新興国での事故、渋滞の増加
● 新興国での交通渋滞の増加や環境負荷の増加

2020年度の
目標

● 安全運転支援システム、技術の創出（SSB）
● 高度運転支援/自動運転用の車両前方認識技術の創出（AEC）
● エコ製品搭載台数：1,200万台/年

 上記のうち、燃費効率の高い製品提供比率：50％（AEC）

2018年度の
進捗

● 安全運転管理サービス「ドライブカルテ」導入開始（SSB）
● 安全運転指標の高度化完了、商品化に向けた実証完了（SSB）
● エコ製品搭載台数は増大中、燃費効率の高い製品提供比率も向上中（AEC）

事例
● 安全運転管理サービス「ドライブカルテ」を2019年1月から自社社有車数百台に導入。特に、

 社有車を使用する機会の多い社員には、活動量計を配布し、睡眠時間などの生活習慣（健康状態）
 と安全運転度合いに相関があるのかについて実証実験実施。
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エネルギーマネジメント
解決すべき
社会的課題

● CO2排出増による地球温暖化、再エネ市場の拡大不足

2020年度の
目標

● 太陽光/蓄電システム累計出荷容量：11.2GW 
● 太陽光/蓄電を活用した電力アグリゲーション事業の構築（国内）

2018年度の
進捗

● 太陽光/蓄電システム累計出荷容量：8.8GW
● 蓄電システム事業が好調に推移

事例 ● 建物内の電力利用効率を上げる充放電制御や、エリアでの電力安定化などの実証実験に参画

P59 
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ステークホルダーの期待に応える課題の解決

人財マネジメント
人財アトラクション

2020年度の
主な目標

● 企業理念実践に向けTOGA*1の発展的継続
● 海外重要ポジションに占める現地化比率：66%
● エンゲージメントサーベイVOICE*2実施によるPDCA加速

2018年度の
主な進捗

● TOGAへの社員参加者数増：前年比22%
● 海外重要ポジションに占める現地化比率：62%
● VOICE結果を基にした経営陣と社員の対話機会の増加

事例
（VOICE）

● VOICE結果を基に、ビジョン・戦略の浸透徹底、人財育成、業務生産性向上
 など、組織単位で共通する課題を特定し対応策を実施

従業員の健康

2020年度の
主な目標

● 健康経営の浸透度の向上（Boost５*3をベースにした活動をグローバルに浸透）

2018年度の
主な進捗

● Boost5を設定し、国内グループで推進
● 海外リージョンごとにBoost5をベースにした活動目標を設定し、取組みを開始

事例
● 「オムロン健康白書」を発行し、Boost5と社員の健康状態やパフォーマンスとの関係を社員に発信
● 経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄2019」に初めて選定

 （2019年2月）

人権の尊重と労働慣行

2020年度の
主な目標

● 人権デューデリジェンスのプロセスの設定・導入
● 生産拠点における人権リスク分析の実施と是正

2018年度の
主な進捗

● 国内事業所における構内業務委託会社社員の実態調査を実施
● グローバルの21生産拠点で人権リスクの調査・分析を実施（前年比5拠点増）

事例
● 生産拠点での潜在的な人権リスクとして、強制労働、児童労働、ハラスメント、外国人労働などを

特定し、予防対策を実施（例：就業規則の見直し、研修実施）

P61 

　ステークホルダーの期待に応える課題として、計11のサステナビリティ目標を設定しています。今回はその中か
ら６つの事例をご紹介します。全項目につきましては、Webにて順次開示予定です。
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ものづくり・環境

リスクマネジメント

製品安全・品質

2020年度の
主な目標

● 新規開発品の製品安全アセスメント実施率：100％
● 製品安全アセスメントの進化

2018年度の
主な進捗

● 同アセスメント実施率：100％
● アセスメント内容を進化させ、新プロセスで試行開始
● オムロングループルール*4のガイドライン改定完了

事例
● 最新安全規格、法令への適用、市場/顧客のユーザビリティ向上にアセスメント内容を拡大し、

 各事業のアセスメントプロセスに適用

環境

2020年度の
主な目標

● 温室効果ガス排出量総量：4％削減（2016年度比）
● 環境貢献量＞生産拠点のCO2排出量

2018年度の
主な進捗

● 2020年度までに4%削減アクションプランの策定完了
● 徹底した省エネと使用電力のクリーン化を推進
●  環境貢献量：1,055千トンCO2 ＞ 生産拠点のCO2排出量：193千トンCO2

事例
● 温室効果ガス削減のポテンシャル診断を実施し、省エネ、再エネ導入計画を策定
● 関東・関西エリアでCO2ゼロ電力の調達を開始

情報セキュリティ・個人情報保護

2020年度の
主な目標

● 新たな情報セキュリティ体制の構築

2018年度の
主な進捗

● GDPR*5等の法規制対応の完了
● 情報セキュリティに関する脅威情報の集約監視を開始

事例
● グループ会社間でのデータ移転に関する契約締結
● 各国の個人情報保護法令の調査及びオムロングループルールの整備
● 社員への情報セキュリティ教育強化

*1 TOGA：The OMRON Global Awards
*2 VOICE：VG OMRON Interactive Communication with Employee
*3 Boost5：心身の健康状態を把握するための5項目（運動・睡眠・メンタルヘルス・食事・タバコ）
*4 オムロングループルール：倫理行動、リスクマネジメント、不正統制、情報セキュリティ、安全保障取引管理、IT統制、会計資金、労働安全性制管理、環境経営、購買、ブランド
 ロゴ管理等様々なリスクを網羅した24のグローバル共通ルールからなる。
*5 GDPR：EU一般データ保護規則（General Data Protection Regulation）
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