
　オムロンは、社会的課題の解決に向けてソーシャルニーズを創造する「企業理念経営」を実践し
ており、それを支えている仕組みのひとつが「技術経営」です。これまでオムロンは、無接点近接
スイッチや自動改札機など技術の力で世界初の製品やシステムを次々と生み出してきまし
た。AI、IoT、ロボティクスなどの技術革新が加速するいま、オムロンはどのような未来を描き、
今後どのようにして社会的課題解決を目指すのか。オムロン流イノベーションの加速を託され
た宮田CTOに、進化する技術経営について聞きました。

（聞き手｜統合レポート編集部）

CTOインタビュー

2019年8月
代表取締役 執行役員専務  CTO 兼
技術・知財本部長 兼 イノベーション推進本部長 宮田  喜一郎

技術と人財でソーシャルニーズを創造する。
進化する「技術経営」への挑戦。
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—編集部（以下太文字） ： オムロン流のイノベーシ
ョンとはどういったもので、どのように加速されようと
しているのでしょうか。

宮田（以下略） ： オムロン流のイノベーションとは、
「社会的課題を解決するため、技術革新をベースに近
未来をデザインし、その実現に必要な戦略を明確に描
き、実行すること」です。これは、オムロンの技術経営
そのものです。

CTO就任以来、私はオムロンが組織としてソーシャ
ルニーズを創造していく力を強化するために、技術経営
の確立と強化によるイノベーションの加速、全社技術戦
略の策定と実行によるコア技術「センシング＆コント
ロール+Think」の強化に取り組んできました。特に、

「VG2.0」がスタートした2017年度からは、オムロンの
技術経営を強化し、全社でイノベーション創出を加速し
ていくために、今の時代に適合したオムロン流イノベー
ションの「型」つくりを行っています。具体的には、近未来
デザインを起点としたバックキャスト型のイノベーショ

ンを創出する、戦略策定や事業検証までを行う専門組
織の構築と、そのナレッジの蓄積です。

—それが2018年4月から本格稼働した「イノベー
ション推進本部（IXI）」と、その傘下の子会社「オムロン 
サイニックエックス株式会社（OSX）」ですね。設立 
から1年経ちましたが、どのような手応えを感じられ
ていますか。

IXIは、バックキャスト型のイノベーション創出に必要
な機能を全て揃えており、そのプロセスを一気通貫で
実行できる組織です。その傘下の子会社OSXは、イノ
ベーション創出のプロセスの起点となる近未来デザイ
ンを研究する役割を担っています。OSXには、AI、IoT、
ロボティクスなど最先端技術のトップ人財を広く外部
から登用しています。その人脈もフル活用しながら、社
内だけでなく社外の研究機関などと徹底したオープン
イノベーションを行い、近未来をデザインしています。

IXIを設立する際にこだわったことは、IXIをオムロン
全社の「イノベーション・プラットフォーム」にするとい
うことです。新事業を創出する部門の設立は、オムロン
も過去に何回も挑戦し、失敗してきました。そこで 
改めてなぜ失敗したのかを探ってみると、答えが見え

事業検証

● プロジェクト
 マネジメント室

近未来デザイン

● オムロン
 サイニックエックス
 株式会社

戦略策定

● プロジェクト
 マネジメント室

全社人財

課題形成 実行事業部門
本社部門

イノベー
ション

推進本部

■ オムロングループ全社のイノベーションプラットフォーム「イノベーション推進本部」

ソーシャルニーズの創造プロセス

機能を
実行する
組織

オムロン流イノベーションの
「型」をつくる
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てきました。それは“離れ小島”だったからです。独立
性が高いばかりに、既存の事業部門の人たちから見
れば「お手並み拝見」となってしまい、各事業部門が本
気のテーマとリーダーを送り込めていなかった。それ
をどう払拭するかが課題でした。

そのため設立以降、IXIの価値を社内外に積極的に
発信してきました。その結果もあり、この1年間で社
内外から60以上のさまざまなアイデアが持ち込ま
れ、20件近くのプロジェクトが走るようになりまし
た。また、全社から20名以上の若手の戦略人財候補
もIXIに参画してもらえました。

IXIで走っているプロジェクトの一つに、2019年4月
に京都府舞鶴市様とオムロンの社会システム事業

（SSB）が発表した「2030年を見据えた日本の地方都
市の課題解決に向けた連携協定」があります。このプ
ロジェクトは、OSXの存在を知った舞鶴市山口副市長
から「日本の地方創生の未来を一緒に創りたい」とコン
タクトいただいたことがきっかけでスタートしました。
舞鶴市山口副市長とOSX社長の諏訪の面談後、すぐ
にIXIとしてプロジェクトを立ち上げることが決定、舞
鶴市様とIXI、SSBによるプロジェクトが立ち上がりまし
た。プロジェクトのメンバーは、「人口が5万人から10
万人の日本の地方都市が活性化した、2030年のあり
たい姿は何か、それを実現していくためにはどのよう
な技術やビジネスモデルを含めた枠組みが必要なの
か」について、議論を重ねました。現在は、創り上げた
近未来デザインの実現に向けた実証実験の段階に入
っています。これは、社会的課題から近未来デザイン
を描き、戦略策定、事業検証と進めていくIXIのイノ
ベーション創出のプロセスと、それを回す仕組みの確
からしさを示している一つの事例です。

このようなプロジェクトは他にも複数動いてい
ます。大きな成果が出るまでには時間がかかるの
で、経営的には忍耐強さが求められますが、それで
も可能性の大きなネタがゴロゴロ転がっています。
これからが楽しみです。

—オムロン流イノベーションの「型」が回り始めて
きたということですね。一方、イノベーション創出 
のためには、技術が欠かせません。コア技術強化の 
手応えはいかがでしょうか。

技術を生み出し、磨き上げるのは人です。全社技術
戦略を実行する中で、技術人財の採用と育成に特に
注力してきました。その成果の一例として、技術論文
発表数と特許保有件数の質と量の向上があります。
2018年度の技術論文発表件数と特許保有件数は、と
もに2014年度と比較して約1.4倍と大幅に増加して
います。技術の質に関しても、オムロンが発表した技
術論文が権威ある学会で採択される例が増える、 
オムロンが保有する特許の内、事業への貢献が大き
く期待される特許の割合が倍増するなど、着実に成果 
が表れています。これは、オムロン全社で技術を社会 
に実装する力が底上げできたことを示しています。

また、分散データを活用した人工知能（AI）の学習
モデルを統合する技術や、ロボットを遠隔操作するプ
ラットフォーム、人の感性をAIが再現できる画像検査
技術など、近未来デザインにつながるユニークな技術
や構想も生み出され始めています。

—「型」と「技術」の双方がうまく強化されている 
ように見えますが、今後オムロンが強化すべきことは
何でしょうか。

技術経営の強化を行う中で、ソーシャルニーズの
創造をさらに加速させていくための新たな課題が
見えてきました。それは、社会的な価値が高く、かつ
技術革新を伴ったイノベーションをいかに創出し
ていくのかということです。舞鶴市様との事例のよ
うに、社会的課題を起点に近未来デザインを描き、
社会に実装していく、社会的な価値の高いイノベーP53 社会システム事業（SSB）

未来に向け、一段上の
イノベーションを創出する
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ション創出のプロセスは確立できました。また、 
それを回せる人財も育ってきました。しかしオムロン
が、自らの手で自律社会を実現していくベンチャー
であり続けるためには、誰も想像できていない未来
の社会的課題を解決できる、社会的な価値が高く、
かつ技術革新を伴ったイノベーションを創出して
いく必要があります。舞鶴市様とのプロジェクトに
ついても、社会的な価値の実証を進めるとともに、
技術によるイノベーションをより高めていくため
の検討を重ねています。

そのために2019年度は、社会的価値を高めるた
めの「新しい価値の生み出し」と、技術革新を起こす

「高い技術で競争力を強める」ことに、徹底的にこだ
わっていきます。具体的な取り組みとしては、「人
財」と「仕組み」の強化と、「ナレッジ・マネジメント」
に注力します。

特に、IXIでイノベーション創出のプロセスを回す
ために欠かせない技術戦略や知財戦略、ビジネスモ
デルなどを構築できるアーキテクト人財と、技術・
知財本部で技術革新を起こせるAI、ロボティクスを
はじめとするコア技術人財の育成が急務です。両人
財とも、市場にはなかなかいないため、自前で育て、
数を増やしていく必要があります。そのために、戦
略人財育成専門の組織をIXI内に新設しました。アー
キテクト人財については、2018年度に技術戦略、知
財戦略、ビジネスモデルなど、それぞれの分野の
アーキテクトに必要な能力は何か、そしてどのレベ
ルが必要かなどという能力要件が、「構想力」「表現
力」「貫徹力」の3つの要素で定義できています。この
能力要件を伸ばすために、IXIで確立されたイノベー
ション創出のプロセスを複数経験させることで、全
社から参画してきた戦略人財候補を鍛え上げてい
きます。コア技術人財は、IXIの人財育成プロセスを
参考にして能力要件の定義からスタートすることに
なりますが、技術・知財本部でも新技術探索に取り組
みやすくする施策の実行などを通じて、育成を進めて

いきます。
また、社会的、技術的な価値を高めていくための

仕組みとして、直感的なアイデアを試してアイデア
を形にする経験を積ませる場や、視点・知見の多様
性を持つメンバーが異なる切り口で議論すること
でアイデアを磨き上げる場を設けます。

そして、IXIでプロセスを回した経験から得られた
成功事例のノウハウや技術・知財本部で創り上げる
価値創出ノウハウを、再現性と継続性が担保された
状態の組織知として蓄積し、全社に展開できる形と
して資産化していきます。

オムロンの技術経営は、スタンス、戦略、プロセ
ス、組織、制度といった「仕組み」と、それを実行する

「人財」が揃いつつあります。これからは、その「仕組
み」と「人財」を有機的につなぎ合わせ成果を最大化
していく、全社の知を結集した総力戦といえる「ナ
レッジ・マネジメント」に取り組んでいきます。そし
て、オムロンのあらゆる組織でソーシャルニーズが
次々と創造されている状態を創り上げていきます。

オムロンによるソーシャルニーズの創造にご期
待ください。

社会イノベー
ション

（社会的価値
が高い）

技術イノベーション

オムロンが目指す
社会的な価値が高く、

かつ技術革新を
伴ったイノベーション

舞鶴市様との
プロジェクト

■ オムロンが目指す一段上のイノベーション
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オートメーションでモノづくりを革新し、
世界中の人々を豊かにする

事業ビジョン

　制御機器事業は、オムロンが歴史的に育んできたオートメーションを事業の
中心におき、モノづくりを革新することで、世界の製造業の生産性向上に貢献
してきました。そして現在、モノづくり現場のオートメーション化は、ますます
加速しています。独自のコンセプト「　　　　　　  」を掲げ、業界随一の幅広
い制御機器を軸に、技術とソリューションでお客様のモノづくり現場にイノ
ベーションを起こし、世界中の人々を豊かにする世界を目指します。

　モノづくり現場は、大きな変革期を迎えています。それは、「作るモノ・作り方」「作る場所」「作るヒト」といったニーズの
変化です。「作るモノ・作り方」では、CASE*1や5Gに代表される業界の変化に伴う製品の高度化、小型化、高品質化、そして
消費者ニーズの多様化による多品種少量生産などのモノづくりへの対応が急務です。「作る場所」では、米中貿易摩擦を
起因に、地産地消の流れが加速し、世界中に分散した生産現場における同一品質のモノづくりや、生産設備の急峻な立ち
上げが求められています。「作るヒト」では、人件費の高騰や少子高齢化から製造現場で働く人、特に熟練技能者の不足が
深刻です。このようなニーズの変化は、時代の流れと共に急速に拡大しています。
　一方、AI、IoT、ロボティクスに代表される技術革新、シーズの変化も加速しています。これらの技術の急速な変化は、
モノづくり現場におけるニーズの変化を解決するうえでの大きな追い風となります。

　2016年、モノづくり現場が直面する課題をイノベーションで解決するべく、IABの価値創造コンセプト「 」
を打ち出しました。 の「i」は、「innovation（革新）」。それは、製造現場の自動化を革新する「3つの“i”」の
イノベーションで構成されています。３つの“i”とは、「integrated（制御進化）」、「intelligent（知能化）」、「interactive

（ヒトと機械の協調）」です。これは、ニーズの変化とシーズの変化とオムロンの独自性を掛け合わせたものです。「制御進化」
とは、IABが所有する業界随一の幅広い制御機器とソフトウェアの“擦り合わせ”による超高速・超高精度な機械制御を

執行役員副社長
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長

宮永 裕

制御機器事業（IAB）

モノづくり現場に共通する課題

「　　　　　　　  」の誕生

*1 CASE：Connected（つながる車）、Autonomous（自動運転）、Shared（共有）、Electric（電動化）
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実現するものです。「知能化」は、製造現場のあらゆる制御機器をAI、IoT化することで機械自らが学習し、進化すること
で止まらないライン、不良品をつくらない高品質なモノづくりを、そして「ヒトと機械の協調」は、機械が自律的に動き、
ヒトと一緒に働くことで、ヒトと機械がそれぞれの持ち味を引き出し、相互に協力し合うという新たなモノづくり現場
の実現を目指すものです。

※ アイシン・エィ・ダブリュ社のスマート工場の
詳細記事は、こちらをご覧ください

　　　　　　    を“リアル”に実現、アイシン・エィ・ダブリュ社のスマート工場

　世界有数の自動車部品メーカー、アイシン・エィ・ 
ダブリュ株式会社の岡崎工場は、オムロンとの共創
で、まさに が実現されたスマート工場
です。電子制御ユニット（ECU）の組立てを行うため
の天井から吊り下げられたロボット、高度な基板検査
装置、部品を自動的に搬送するモバイルロボットと、
製造現場の革新がリアルに実現された姿がそこに
あります。

従来は10人がかりで行っていた、各装置への部品の設置と工程間
移動を完全自働化した天井吊り下げ型のロボット

Before After
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ntegrated
制御進化

nteractive
ヒトと機械の新しい協調

「現場と事務所の融合」
設備技術と

管理技術の融合

「官能検査」
人の感性の再現

ntelligent
知能化

「モバイルロボット」
コンベアレス生産

「機械化するセルライン」
ヒトとロボットとの協調

「知能化するセルライン」
データ収集、蓄積、分析

「設備のイベントゼロ」
予兆管理

「知能化機械」
学習、進化する機械

「匠の技」
高速、高精度加工
革新的機械制御
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“　　　　　　　”で、自動車業界の社会的課題を解決

　自動車業界では、自動運転車の開発が活況の中、その心臓部にあたる電子制御基
板の高精度かつ効率的な全数検査がますます切実な課題となってきました。なぜな
ら、安全な自動運転を担保する最も重要な生産工程が、高度な電子部品等が実装さ
れた電子制御基板の検査だからです。電子制御基板は、自動車のブレーキやエンジ
ンの制御という人命に関わる所にも使用されており、商品不良は一切許されないか
らです。この課題を解決したのが、オムロンの「Ｘ線検査装置」です。X線の技術を活
用し、ヒトの目に見えない基板実装の不具合を発見する画像検査装置です。オムロン
の独自性は、そのスピードと精度。立体画像を連続撮影しながら止めることなく、 
従来の2.3倍という圧倒的なスピードで検査することを可能にしました。

の誕生以来、数多くの革新的制御アプリケーションを増産
　オムロンは、20万種にも及ぶ幅広い制御機器を所有する業界随一の企業です。この圧倒的な商品群とソフトウェアを高
度に摺合わせ、極めてスムーズで、高精度かつ高速な制御を実現してきました。具体的には、製品の搬送時に発生する「揺れ」

「ずれ」「こぼれ」をソフトウェアで解決する制振制御技術や、高速に動く異なる機器の動きをピタリと合わせる高速同期制御
などです。ますます高まるモノづくり現場の課題を解決する革新的な制御アプリケーションの拡充に取り組んでいます。

integrated（制御進化）

　民生品に使われているごく小さい部品が車にも搭載されていく、という大変革の兆しを
我々は2007年に掴んでいました。 の制御技術によって量産に耐える検査
スピードをもち、3D-CT技術*2を搭載した自動検査装置を開発しました。これからも「車の安
心・安全を我々が創る」いう使命感をもって、高品質な検査装置を提供していきます。

企画担当：検査システム事業部　プロダクトマネージャー　藤田 有人

　X線検査装置の開発の歴史は、『お客様のためになるものを創る』ということに徹底的にこだ
わった、お客様との密着による共創の連続でした。性能を落とさずスピードを速め、品質やメンテ
ナンス性を格段に向上させた設計刷新で画期的なX線検査装置を誕生させました。

開発担当：検査システム事業部　開発部　七呂 真

　業界最高のX線検査装置をいち早く最適品質・コスト・納期で安定供給し、世の中の安全・安心
づくりに貢献したい。その想いで商品企画段階から生産・開発・企画が一体となり、急速な受注増
にも対応できるモノづくり体制を実現することができました。重要な検査工程を担う責任と誇り
を持ち、さらなる社会的課題の解決、顧客価値創造に向け邁進していきます。

生産担当：綾部工場　藤原 秀介

【社員コメント】

　　　　　　　  の進化

X線検査装置で撮影した電子制
御基板の立体検査画像

X線検査装置

*2  3D-CT技術：X線を用いて、ヒトの目に見えない構造物内部の連続的な断面の画像を撮影し、コンピューター処理することで、3次元の立体的
な画像を得る技術。医療機関などで利用されているCTスキャンに同様の技術が使われている。
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3つの“i”を強化する2018年度の取り組み
台湾・協調ロボットメーカー

「テックマン・ロボット社」と提携（2018年5月）
　「テックマン・ロボット社」は、製造現場において、人と一緒に作業できるアーム型
協調ロボットの世界的なリーディングカンパニーです。同社とオムロンは、成長著し
い協調ロボット分野において、戦略的提携を締結しました。人と機械が協調する革
新的なモノづくり現場の実現に向け、次世代型の協調ロボットの共同開発に取り組
んでいます。 アーム型協調ロボット

組み込み型AI開発ベンチャー
「エイシング社」と提携（2018年11月）
　エイシング社は、少ない学習数でも予測精度が高く、高速処理が可能なAIアル
ゴリズムを保有する世界有数のAIベンチャーです。同社との提携により制御機器
用AIエンジンを共同開発しました。センシングしたデータの収集から機械制御
へのフィードバックまでを瞬時に行うことが求められる未来型のモノづくり現場に
おいて、同社とともに製品不良の発生を予防するスマートな製造ラインの実現を
目指します。

オムロンの主戦場は、リアルな現場のオートメーション
　オムロンが拘るのは、リアルな現場のオートメーションによるモノづくり革新です。オムロンの20万種にも及ぶ制御機器を
ネットワークに接続し、生産ラインや装置の状態をリアルタイムに収集します。2017年4月、業界初のAI搭載マシンオート
メーションコントローラー（AIコントローラー）を開発、2018年10月には、AIコントローラー用「AI予知保全ライブラリ」を発売
しました。大量の現場データをAIコントローラーにより収集、分析し、そして制御するといった“学習する設備”が可能となり、

「止まらない」「不良品をつくらない」生産ラインづくりが実現しています。さらに2018年11月には、世界最速の組み込み型
AIベンチャー「株式会社エイシング（エイシング社）」と提携するなど、オープンイノベーションによる、さらなる技術の開発
にも取り組んでいます。

intelligent（知能化）

ヒトと機械が互いに補完し、協力し合いながら働く
　オムロンは、モノづくり現場で人と機械が共に働き、機械が人の動きや考えを理解しサポートするなど、人と機械が互い
に補完し、協調し合う「製造現場における人と機械の新たな関係」を目指しています。これこそ、未来のモノづくりの姿です。
そのため、2015年に産業用ロボットのアデプト テクノロジー社を買収。現在、フレキシブルな自動搬送を行うモバイルロ
ボットを世界中で発売しています。2018年5月には、モノづくり現場におけるヒトとロボットの協調を進化させるために台
湾の協調型ロボットメーカー「テックマン・ロボット社」と提携しました。アーム型協調ロボットを新たに商品ラインアップに加
えることで、“ヒトと機械が協調する未来型のモノづくり現場”を加速させています。

interactive（ヒトと機械の新たな協調）

エイシング社との提携発表
（左）技術開発本部長 福井と
（右）株式会社エイシング代表取締役 
CEO 出澤氏

※ エイシング社との提携の詳細記事は、
こちらを覧ください。
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　　　　　　　 を届けるビジネスモデル「i-BELT」を2017年に開始しました。同ビジ
ネスは、データを使った保守・メンテナンスや生産ラインの進化を、オムロンのエンジニ
アがお客様のモノづくり現場でお客様と一緒に行う課金型のサービスです。お客様の
現場に密着することで、様々なデータを収集、分析することが可能になり、課題の抽出、
新たなソリューションの提案に繋げることができます。また、現場から得た様々な制御の
ノウハウを新たなビジネスに結び付けています。「i-BELT」を通じ、お客様とより継続的
な関係を構築することで、熟練技能者に依存していた「設備のいつもと違う状態の予兆
管理」や工作機の「切削速度の調節」など“匠の技”を、簡単に再現できるようになりました。

　　　　　　　  を広げ、i-BELTでお客様とつながり続けることでモノづくり現場に革新を起こしつづけます。これを
可能にするのが、世界各地に広がるオートメーションセンタ（ATC）と、そこでお客様に密着するセールスエンジニアで
す。ATCは、セールスエンジニアがお客様のモノづくり現場の課題解決に向けて、実際にお客様が現場で使用される
装置を想定して解決策を検証・実証する場所です。2017年度に世界17か所だったATCは、2018年度35か所に拡大
しました。また、現場に精通したセールスエンジニアは、2016年度比で約20%増員しました。現在、1,000名以上の
セールスエンジニアが、世界中に広がるお客様との共創により製造現場の課題解決に取り組んでいます。

スペイン
（マドリード）

スペイン
（バルセロナ・
マドリード）

イタリア
（ミラノ）

インド
（ムンバイ）

トルコ
（イスタンブール）

インドネシア
（ジャカルタ）

上海（2拠点）

北京

深圳
台湾

韓国
（ソウル・
天安）

日本
（草津・刈谷・関東）

タイ
（バンコク）

ベトナム
（ハノイ・ホーチミン）

メキシコ
（メキシコ）

シカゴ ニューハンプシャー
デトロイト
シンシナティナッシュビル

サンノゼ

シンガポール

ドイツ
（シュツットガルト）

ポーランド
（ティヒ）

ロシア
（モスクワ）

スウェーデン
（マルモ）イギリス

（ミルトン・キーンズ）

ブラジル
（サンパウロ）

カナダ
（トロント・モントリオール）

課金型サービス「i-BELT」も、さらに進化

「オートメーションセンタ」もさらに拡大

お客様の製造設備での
診断サービス

グローバル

35拠点

お客様との共創で、モノづくり現場の課題解決に取り組むセールスエンジニア

47

Business 制御機器事業（IAB）

010_0394387891907.indd   47 2019/08/20   14:01:35



　創業者 立石一真は、「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」と唱えまし
た。オムロンが目指すのは、人と機械の協調による新しい関係です。機械が人の仕事を奪うのではなく、ロボットが人に合
わせて仕事をする世界です。
　現在、必要な時に、必要な場所で、人と共同で作業ができる「モバイルマニピュレーター（MoMa）」 を開発しています。
2019年度導入予定です。MoMaは、人や障害物を検知し、ぶつかることなく自由自在に動くモバイルロボットの上にアー
ム型協調ロボットを設置した、移動型作業ロボットです。モノを画像で認識して掴むことができるため、搬送に加え、部品の
陳列や組み立て作業の自動化が可能です。モノづくり現場で多くのロボットが、ワーカーの如く人と協調して働く、人と機
械が絶妙に調和した夢の世界は、実はもう手に届くところまで来ているのです。
　　　　　　　  で世界中の工場で働く人や消費者を豊かにするモノづくり現場の実現を目指すオムロン。刻一刻と変化
を遂げるモノづくり現場革新のチャレンジに、終わりはありません。　　　　　　 は、更に未来に向けて進化していきます。

“ヒトと機械の新しい協調”の完遂で、　　　　　　    は更に未来へ

モバイルマニュピレーター リレーをソケットに挿入して組み立てる

商品を陳列する

リレー

ソケット
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電子部品事業（EMC） オムロンの発展を支える
デバイスモジュール

高度なものづくり力で、
先進的な電子部品をグローバルに提供

事業ビジョン

　電子部品事業は、リレー、スイッチ、コネクタなど豊富な実績をもつ基幹商品を
中心に、お客様のさまざまなニーズに応えるデバイスやモジュールで幅広い商品
群を展開しています。スマートフォンなどのデジタル製品、エアコンや冷蔵庫、電
子レンジなどの家電製品、そして自動車、工作機械などの産業機器から車載領域
にいたるまで、電子部品はさまざまな分野で私たちの生活に溶け込み、社会を便
利にしています。最先端技術と長年培われた確かなものづくり技術を駆使し、幅
広い分野で人と機械を快適につなげる先進的な電子部品・機構部品をグローバル
に提供し、世の中を支えていきます。

　創業者 立石一真が立石電機を創業する基盤となったのがリレーの技術です。リレーとは外部から電気信号を受け取り、電
気回路のオン/オフや切り替えを行う部品です。電気製品に組み込まれた「リレー」は電気信号を受け取り、スイッチをオン、
オフすることにより次の機器へ信号を伝える働きをしています。例えばテレビのリモコンのスイッチを押すと、テレビの中
の「リレー」に電気信号が送られ、主電源のスイッチが入り、テレビが視られるようになります。リレーは、電気の流れる量・回
路の数など、その用途によって数多くの種類があります。この技術がのちに世界初の「無接点スイッチ」の開発へとつながり、
機械による自動化・無人化が進むオートメーション時代のオムロン飛躍の原動力となりました。
　そして現在、リレーの技術はハイブリッドカー・電気自動車などに使われるDC高容量リレーとして需要の増加に対応して
います。同様に、電子部品事業を支えるさまざまな技術は社会の変化とともに進化し、私たちの身近な製品に搭載されてい
ます。例えば、顔認識技術（OKAO Vision）は、人の顔を自動で見つける機能としてデジタルカメラなどに、超小型で高感度
のMEMSマイクロフォンチップは、携帯電話の小型マイクロフォンに搭載されています。
　当初、オートメーションの現場で活躍していたセンサー技術は、来客を知らせる人体センサーや、農業で活用される環境セ
ンサーに変化し、社会のインフラの一部としてさまざまなシーンに活用されています。

執行役員常務
エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長

行本 閑人

モビリティ

ファクトリー
オートメーション

アミューズメント

ヘルスケア

ビルオートメーション
環境・エネルギー

家電・通信機器

HEMS
（ホーム・エネルギー
マネジメント・システム）

社会を支える電子部品

電子部品事業はオムロンの歴史とともに
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　オムロンの強みは、創業以来、時代の変遷に合わせて
移り変わる、お客様の電子部品に対する高度化、小型化、
短納期化などのニーズをキャッチアップして培ってき
た、商品開発力や安定した生産能力です。
　あらゆる製品がスマート化していく、これからの社会に向
けて、オムロンは、この強みを活かし、お客様のニーズに応え
るバリエーション豊かな電子部品を提供していきます。
　その一例が、競技人口が一億人を超え、市場が急成長し
ているeスポーツで使われるマウスやキーボード用のスイ
ッチです。eスポーツでは、素早く繊細な動きが求められ
るためプレイヤーは、マウスやキーボードのスイッチの操
作感触に非常にこだわります。オムロンは、プレイヤーが
気持ちいいと感じる操作感触を、計測して見える化し、定
量化したことで、個別ニーズに応えるスイッチを提供して
います。これも長年、お客様に寄り添い、技術を磨き上げて
きたオムロンだからこそできることです。
　創業以来培った電子部品の技術は、歴史を重ねる中で
進化し続け、今もオムロンのさまざまな事業を支えてい
ます。 定評のあるeスポーツ用キーボードやマウスのスイッチ

eスポーツに熱中する若者たち

　家電やファクトリーオートメーションのスマート化は、これからさらに加速していきます。それを支えるのは、先進的な高品
質の電子部品・機構部品です。オムロンは、これらを安定的に供給するために、生産地の最適化を軸とした生産構造改革を
行い、生産能力を増強しました。これからも先進的な電子部品・機構部品をグローバルに提供し、世の中の発展を支えてい
きます。

次なる成長に向け、筋肉質な構造改革

　スマートコミュニティなどの新たな市場でイノベーションを起こすには、電子部品が欠かせ
ません。お客様のさまざまな要求を叶え、品質の良い電子部品を大量にローコストで提供す
るために生産構造の大改革を行いました。
　その内容は、リレー・スイッチ・コネクタなどの36本もの生産ラインを移管・増設するもの
で、生産ラインがフル稼働すれば年間100億円規模の売上アップになります。
　大規模な移管・増設は、370台ものトラック搬入が必要となる大がかりなものでしたが、
品質システムや設備の改革、生産技術者の確保と養成を一気にやりきったこの改革により、
私たちの電子部品の品質がお客様からも評価され、受注アップに繋がりました。さらに納期
も改善されたことで、顧客価値向上に貢献することができました。

生産構造改革に向けて　中国深圳工場への大規模移管と増設

オムロン電子部品（深圳）
有限公司

袁冬華

これからのスマート社会における電子部品事業
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車載事業（AEC） 該当する
SDGs項目ドメイン  モビリティ

C A S E

クルマ社会の未来を見据え、
人とクルマのベストマッチングに貢献

事業ビジョン

　車載事業は、安心・安全で快適なクルマ社会の実現に向けた製品の提供に関わ
る事業です。私たちは、車載製品を通じて、人とクルマのベストマッチングに貢献
することをミッションとして、クルマの高機能化の実現に不可欠なカーエレク
トロニクス製品を提供しています。今後もクルマ社会の未来を見据え、ものづく
り力を進化させ続けることで、世界中の人々がより安全・安心・快適・クリーン
に生活できるモビリティ社会づくりに貢献していきます。

　自動車が便利な移動手段として世界中に行き渡りつつある一方で、自動車に起因する問題も大きくなっています。増
え続ける交通事故死亡者数に対して、安全運転支援関連の技術開発によって交通事故を抑制することが期待されてい
ます。また、新興国では自動車の排ガス等の呼吸器疾患による死者数増加が問題となりつつあります。
　次世代モビリティ社会の潮流「CASE：Connected（つながる）、Autonomous（自動運転）、Shared/Service（シェ
ア＆サービス）、Electric（電動化）」の進展により、商品構造やバリューチェーン、ビジネスモデルのあり方について新
たな価値創出が始まっています。同時に、協業加速、選択と集中、異業種の新規参入、業態転換といった業界構造の変革
も進んでいます。

執行役員常務
オムロン オートモーティブエレクトロニクス株式会社

和田 克弘

車載事業の解決すべき社会的課題

代表取締役社長

コネクテッド
Connected

シェア&サービス
Shared/Service

自動運転
Autonomous

電動化
Electric
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　DC/DCコンバータとは、電気自動車等の自動車の電動化に欠かせない商品です。この商品はOAEで生産してい
る他の商品と比較し、「大きく」「重く」、組立部品点数が格段に多く、製品の組立が複雑であることに加え、顧客からの
品質安定性への要求も高く、生産ラインの設計に困難を極めました。
　このような課題に直面する中、品質を安定させるためにすべての生産工程を自働化するの
ではなく、『人と機械のベストマッチング』『良品しかつくれないライン』『止まらないライン』
を生産モデルラインのコンセプトとし、諦めずチャレンジし続けることでオムロングループの
生産技術共創を生み、革新的な生産モデルラインを体現させることもでき、結果としてお客
様からの評価にも繋がりました。
　チャレンジしなければ何も始まりません。勇気を出して一歩踏み出し、自分のやるべきこと
を信じ続けることが大切であり、理念や社会を見つめ、行動し続けることが周囲を巻き込み、
グローバルでの大きなプロジェクトの成功に繋がりました。

生産統括室
生産技術部

田中 一也

環境に配慮したDC/DCコンバータの革新的生産モデルラインを構築 

移動手段を安全・安心・快適・クリーンに

ストレス（事故・渋滞）のない都市交通の創造

クルマ社会の発達と地球環境の両立
×

交通社会

事故ゼロ

渋滞の
減少

環境負荷
低減

　オムロンは、安全・安心、環境への貢献度を高めるべく、「CASE」の示す4つの業界変化を踏まえたコネクテッド・自動運転・
電動化に必要な製品の開発に力を入れています。なかでも、自動運転を実現するアクティブセーフティ領域と電動化を支え
る電源制御領域の２領域を強みとしています。 
　高度運転支援などのアクティブセーフティ領域では、車両前方認識技術でクルマの自動運転の実現に貢献するとともに、
ドライバーが運転に集中できる状態かを判断する技術を搭載したドライバー見守り車載センサーなどにより、車内外の状況
を高度にセンシングする商品・サービスを展開して新たな価値創出を進めています。
　電源制御領域では、電気自動車で使われる電力を変換するDC/DCコンバータ（直流電圧変換装置）など、電気自動車の性
能をアップする超高効率なパワーユニットや直流電圧を変換する装置で、新たなモビリティ社会の顧客要求に応えています。

　事故ゼロでクリーンなクルマ社会への貢献を目指して、
オムロンはこれからもクルマを熟知したエレクトロニクス
の進化と技術を追求していきます。
　自動車の事故を未然に防止する高度運転支援制御や
自動運転制御に必要なセンサー、燃費向上に貢献する
モーター制御製品や電力制御製品など、これまで培って
きたセンシング＆コントロール技術とものづくり力を進化
させ続けて、安全・安心・快適で環境に配慮したモビリティ
社会に挑戦します。

オムロンが目指す未来の交通社会

自動運転やEV化を支えるメーカーとしてモノづくり力を進化

モビリティ3.0を未来へのエンジンに
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社会システム事業（SSB）
該当する
SDGs項目ドメイン

 エネルギー
 マネジメント

世界中の人々が、安心・安全・快適に
生活できる社会を創造する ～スマート社会の実現～

事業ビジョン

　社会システム事業は、自動改札機、券売機などの駅務システム、交通管制システム、決済シ
ステム、電源保護・データ保護などのIoTソリューション、エネルギーマネジメントなど、社会
インフラを支える様々なシステムを提供している事業です。鉄道事業者様、道路事業者様を
はじめとするインフラ事業者様へコア技術を活用したソフトウェアと、保守メンテナンスの
トータルサービスでソリューションを構築し、お客様とともによりよい社会づくりに貢献し
ています。深刻化する労働力不足による社会課題に対し、IoT、AIなどの最先端技術と独自の
サービスプラットフォーム、データプラットフォームを活用した「ソーシャルオートメーショ
ン」で、誰もがより安心・安全・快適に生活できるスマート社会の実現を目指します。

執行役員常務
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

細井 俊夫代表取締役社長

　少子高齢化に伴う労働人口の減少が引き金となり、交通サービスの低下、地方都市の機能維持困難、社会インフラの
老朽化など、様々な不都合が顕在化、深刻化しています。一方で、インバウンド需要の増加、防災・減災対策など安心安全
要求の高まりなど、これまで以上に社会システムに求められる領域は広くなっています。

　これからますます深刻化する社会課題に対して、社会システム事業は新たに４つの事業ドメインを設定しました。これまでの
交通（鉄道、警察）、エネルギーに留まらず、安心・安全・快適な暮らしを実現する「生活サービス」、自律した地域社会の実現を
目指す「コミュニティ」の領域にも拡大し、これまで以上に幅広く社会課題の解決に取り組んでいます。また、これらの事業
を、コンサル（業界熟知）、機器・ソフト開発、設計、製造から保守・運用サービスに至る『バリューチェーン※』を強みとして、
日本全国ワンストップでソリューション提供しています。

保守・運用サービス

社会システム　4つの事業ドメイン
交通（鉄道・警察） 生活サービスエネルギー コミュニティ

事業を支えるバリューチェーン

工事・施工機器・システム提供機器・ソフト開発設計コンサル

エネルギー
マネジメント

自動改札機・券売機

交通管制
システム

無停電
電源装置
（UPS） 決済システム

全国で均質な
サービス

コンタクトセンタ

※ 業務の流れを機能単位に分割してとらえ、効率化や競争力強化を目指す経営手法

日本の社会システムが抱える課題

社会システム事業の取り組み

 モビリティ

社会システム事業のドメインと強み
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　地方都市では人口減少が続き自治体の収入が減少し、満足のいくサービスを住民に提供しにくくなっていま
す。その状況から抜け出すために、私は地方都市が“自律”する必要があると考えています。私が考える「自律社
会」とは、地域がリソースを最大限活用して自らの力で財源を稼ぎ、住民が心身ともに健康で、ありたい姿を探求
し、そして必要なときには助け合って、やりたいことを実現する社会です。
　京都府舞鶴市様を舞台に現在取り組んでいるのは、ITを活用した、人々が助け合い心豊かに暮らせる「お互い
さま」の共生社会の実現です。人と人、人とコミュニティ、コミュニティとコミュニティが
簡単につながる仕組みがあれば、より人々が助け合う関係性を実現できるのではないか
と考えました。具体的には、生活のあらゆるシーンにおいて、困っている人と助ける人を
安心して簡単につなぐ共生型マッチングシステムの開発です。

　都市圏や海外の使用を前提とした一般的なマッチングシステムではなく、地方特有の
コミュニティや環境に合わせたマッチングシステムの成功の鍵は、『信用担保』と『インセ
ンティブ』の設計です。舞鶴市様とオムロンのチームで実地調査と実証実験に向け準備を
進めています。金銭的価値を目的としない、「共生」の新しい物語をつくるには課題は多く
ありますが、この課題を一つ一つ解決していけば、日本の地方都市が持続的に発展してい
けると信じています。 

自律社会の実現

マッチングによる
お互いさま社会の実現

完全キャッシュレス
社会の実現

再生可能エネルギー
自給率向上への挑戦

ビッグデータ＋AIによる
街全体の見守り

ITスキルをもった若者の育成

若者チャレンジ

再生可能エネルギー

共 生

モニタリング

キャッシュレス

お互いさまプラットフォーム

NEXT事業統括部
プロジェクトリーダー

横田 美希

　社会システム事業が関わる領域は、交通、エネルギー、生活サービス、コミュニティの４つです。コミュニティ領域では、
社会システム事業がこれまで培ったノウハウを活かし、2030年に向けて京都府舞鶴市様をはじめとする自治体と共同で
スマート社会を実現する取り組みを開始しました。きっかけは、オープンイノベーションを行うオムロン サイニック
エックス株式会社へのお声かけでした。

舞鶴市様との取り組み事例

2030年に向けた社会システム事業の新たな取り組み

■ 社会システム事業が考える2030年の日本の地方自治体のありたい姿
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ヘルスケア事業（HCB） ドメイン 該当する
SDGs項目

循環器疾患

脳・心血管イベント患者*1

1,750万人

循環器疾患医療費*4

120兆円

呼吸器疾患

世界の呼吸器疾患患者*2

4.4億人

日米欧呼吸器疾患医療費*5

19兆円

ペインマネジメント

日米慢性疼痛患者数*3

7,300万人

日米鎮痛剤市場*6

2.4兆円

*1 WHO報告より
*2 International Respiratory Societies報告より
*3 Pain in Japan（日本）、National Health Interview（米国）より 
*4 世界銀行並びにOECDのデータを基に推計
*5 厚生省公表データ、欧州呼吸器学会データ、Creative Biotech Inc調査を基に推計
*6 世界鎮痛剤市場調査2013より

地球上の一人ひとりの
健康ですこやかな生活への貢献 

事業ビジョン

　ヘルスケア事業は、世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献するために
健康医療機器およびサービスを提供しています。医療現場で活用される精度の高いデバ
イスへの信頼や、グローバルで要求される品質と安全性を担保する許認可の取得
は、血圧計事業を40年以上おこなってきた私たちの強みです。
　今後は主力の循環器事業に加え、呼吸器事業、ペインマネジメント事業の３つの注
力分野においても積極的に革新的デバイスの開発とデジタルヘルスを推進し、一人ひと
りに最適なパーソナライズ医療の実現で、疾病の進行を防ぎ、健康寿命の延伸にチャ
レンジし続けます。

執行役員常務
オムロン ヘルスケア株式会社

荻野 勲代表取締役社長

　新興国における中間層の拡大による生活習慣病患者の増加、先進国における超高齢化社会の到来による平均寿命と
健康寿命のギャップ拡大、それらに伴う医療費の増加は、グローバルな社会的課題となっています。特に、患者や疾病予
備軍が多く存在している注力3分野では、その対応を迫られています。
　一つ目は、食生活など生活習慣の変化により増加する高血圧が原因となって発症する脳卒中や心筋梗塞などの「循環
器疾患」の分野です。発症者数は1,750万人、その医療費は120兆円にもおよびます。二つ目は、グローバルで進む大気
汚染などにより増加する、「呼吸器疾患」の分野です。患者数は世界で4.4億人いるとされています。
　そして、三つ目は、腰痛や関節痛などの日常生活の妨げとなる「痛み」の分野です。日米で7,300万人もの方が、慢性的
な痛みに悩み、その多くが痛みを緩和するために薬の力を借りています。

ヘルスケア市場が直面する社会的課題
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　『ゼロイベント』とは、脳卒中や心筋梗塞など、高血圧が原因で起こる重篤な疾患
（イベント）の発症を未然に防ぐことです。新たなセンシングデバイスにより、従来は
計測が難しかった日中行動下や夜間のバイタルデータの計測を可能にします。新た
に蓄積されたデータを解析することで、高血圧治療の効率化につながる診断・治療
サービスを提供し、「ゼロイベント」の実現を目指します。

　ゼロイベントの実現には、日々の生活の中でストレス無く血圧の状態を把握することが大切です。
　オムロンの血圧計は医師からも信頼のある高品質なデバイスでしたが、日常持ち歩くには、大きさが課題でし
た。腕時計型に小型化したHeartGuideTMの登場によって、ユーザーはいつでも気になった時にみずからの健康
状態を把握しケアできるようになりました。
　医療精度基準を満たしつつ、デバイスを小型化するのは並大抵のことではな
く、開発の努力は計り知れないものでした。しかし、ゼロイベントを実現し、トッ
プブランドとして走り続けていくためにはHeartGuideTMの成功はなくてはなら
ないものであり、世界中のスタッフが一丸となって発売にこぎつけました。
　今年1月に北米で発表されたHeartGuideTMは、世界最大の家電ショー「CES」
で発表され、多くのメディアに取り上げられました。HeartGuideTMへの期待を
感じるとともに、各国スタッフ全員が、この期待を誇りと自信に変えて、今後の展
開を加速していきます。

オムロン ヘルスケアInc.（米国）
エグゼクティブ ディレクター

プロダクト ストラテジー アンド テクノロジー

ジェフ・レイ

革新的デバイスのリリース
　独自の腕帯構造により小型化を実現し、医療機器認証を取得した世界初のウェア
ラブル血圧計「HeartGuideTM」を米国で発売しました。ウェアラブル血圧計により、
今までは捉えることがむずかしかった日中の血圧変動を医療精度で把握すること
ができます。

デバイス・エビデンス・サービスが一体となり
ゼロイベントを推進
　多くの大規模臨床研究で採用されているオムロンの血
圧計。そこで得られる医学的エビデンスから、行動変容支
援プログラムや投薬最適化支援プログラムなどの降圧エ
ビデンスを伴った、診断・治療支援サービスを構築します。
これらのサービスを、遠隔医療やコーポレートウェルネス
サービスなど、国ごとに異なる文化や生活習慣、医療や保
険制度に合わせて提供し、ゼロイベントの実現につなげて
いきます。

データ蓄積・解析

・行動変容支援
・パーソナライズ
  医療

診断・治療支援
サービス

革新的デバイスの
提供

患者 医師
血圧　活動量
睡眠　心電図

脳・心血管疾患を起こさない「ゼロイベント」の推進

2018年12月に発表したウェアラブル血圧計
「HeartGuideTM」

ゼロイベントを実現するパーソナライズ医療の確立
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　今日の日本では、平均寿命と健康寿命のギャップは男性が約9年、女性では約12年と、その間には１０年近い隔たりがある
ことが社会的課題となっています。そして、健康的な生活の阻害要因（介護の原因）の第一位は、関節痛や腰痛など運動器の
障害です。
　ペインマネジメント事業では、ひざ下に電気刺激を与えることでひざの痛みを緩和し、ひざの痛みが気になりはじめた方
のウォーキングをサポートするひざ電気治療バンドや、国民病ともいえる腰痛やアスリートの筋肉疲労回復に特化したワイ
ヤレス低周波治療器などの新たなデバイスを発売しました。日常生活の妨げになる関節痛などの痛みや身体的な疲労を緩
和することで、生活の質の維持・向上を実現し、何歳であっても健康でいきいきと暮らせる社会を実現します。

　ひざ痛の予防と改善には、ひざ関節を支える筋力の低下を防ぐことが重要で、特に歩
くことが大切といわれています。しかし、ひざ痛を抱える人にとって、痛みを我慢しな
がら歩くことは、肉体的だけでなく精神的な側面からも大きな負担になっています。そ
の結果、痛みに耐えられず、歩かなくなることで筋力が低下し、さらにひざ痛が悪化し
てしまうという悪循環に陥るケースも多いのが現状です。ひざ電気治療バンドは、歩行
中にひざ下に装着し、電気刺激を与えることで、ひざの痛みをやわらげてくれます。
　歩きながら使用することでウォーキングをサポートできるので、筋肉を鍛えること
ができ、ひざ痛を予防改善できるという好循環を生みます。
　少しでも多くのひざ痛に悩む方々のQOLを向上し、ロコモーティブシンドロームか
ら歩行困難、要介護という悪循環を断ち切りたいです。

ペインマネジメント事業部

浅井 義人

■ 平均寿命と健康寿命の
 ギャップ

■ 介護が必要となった
 主な原因の構成割合

運動器の障害
22.3%

脳心疾患
21.2%

認知症
18.0%

高齢による
衰弱

13.3%

その他
25.2%

男性

女性

60 65 70 75 80 85 90
（年）

健康寿命
71.19

健康寿命
74.21

9.02 年

12.40 年

平均寿命 86.61

平均寿命 80.21

出典：平均寿命 厚生労働省 平成25 年簡易生命表
健康寿命 厚生労働省 平成25 年簡易生命表、平成25 年人口動態統計、
平成 25 年国民生活基礎調査、総務省 平成25 年推計 人口より算出

健康上の問題で
生活が制限
される期間

シニアのひざに ニッポンの
悩める腰に

アスリートの
疲労回復に

ひざ電気治療バンド
HV-F710

2018年12月発売開始

コードレス低周波治療器
HV-F602T

2018年11月発売開始

コードレス低周波治療器
HV-F601T

2018年11月発売開始

ひざ痛・腰痛を緩和し健康寿命を延伸するデバイスをリリース

　喘息のお子さまを持つ家庭では、いつ喘息発作が起きるのか、どのタイミングで投薬すればよいのかなど、日々不安
を抱えています。呼吸器事業では、喘息の治療薬の吸引に使用するネブライザの使いやすさ、手入れのしやすさを追求
しています。さらに、次のチャレンジとして喘息発作の予兆をとらえ、早期発見を可能にするデバイスの提供を目指します。
そのために、喘息発作で生じる喘鳴音を検出して解析する新たなセンサーとサービスを開発しています。これらの取り組
みにより、小児における重大な喘息発作を未然に防ぎ、重症化の予防に貢献します。

喘息発作ゼロを目指して
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　2020年3月、松阪工場は「ものづくり技術発信基地」として、グローバルな生産を支えるマザー工場の役割を強化し、ロー
コストかつフレキシブルな自動化を核とする先端生産技術のグローバル展開拠点に生まれ変わります。より高度な自動化
により、生産性を従来の3倍にするとともに、商品の多様化にフレキシブルに対応し、お客様の需要に合わせた最適な生産を
実現します。さらに、日本で構築した最先端の生産ラインを、世界中の生産拠点へ展開していきます。
　私たちは「よりスピーディーに、より高品質に、より安定的に商品を供給する」をテーマに、高度な自動化・精密加工技術・品
質管理力の開発に取り組んでいきます。

　ヘルスケア事業は、革新的なデバイスの開発、医療従事
者と連携したデータの蓄積と解析、そこから生まれる信頼の 
高いサービスの提供、高度な生産技術とモジュール化により、
ヘルスケアを推進するビジネスモデルを構築してきました。
今後も、引き続き循環器、呼吸器、ペインマネジメントの3分野
に注力し取り組みを加速していきます。グローバルでの圧倒
的なシェアのもと、バイタル・医療・生活情報などを組み合わ
せ、解析することで個人に最適化された診断・治療支援サー
ビスを創出していきます。

パーソナライズ医療で

最適治療・服薬
生活改善

データ蓄積・解析

生活
情報

医療
情報

バイタル
情報

欧州生産拠点
イタリア

アジアパシフィック
生産拠点
ベトナム

中南米生産拠点
ブラジル

中国生産拠点
大連

日本生産拠点
松阪工場

グローバルなものづくり技術発信基地へと「松阪工場」がさらなる進化

パーソナライズ医療の未来へ向かって
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本社直轄事業（環境事業） 該当する
SDGs項目ドメイン  エネルギー

 マネジメント

太陽光
3.3%

バイオマス
1.6%

太陽光
7.0% 程度

バイオマス
3.7～4.6% 程度

原子力
22～20% 程度

火力 56% 程度

（年度）2015 2030

設備容量（%）

再エネ
22～
24％程度

再エネ
15％

太陽光倍増

■ 日本が目指す電源構成

*1  BCP（事業継続計画）：企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した
場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるい
は早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続の
ための方法、手段などを取り決めておく計画

*2  COP21（気候変動枠組条約締約国会議）：2015年にパリで開催され、2020年以降
の地球温暖化対策について議論し“京都議定書”に代わる新たな国際枠組みを決定
した会議

（出所）経済産業省、isep

エネルギー変換技術と制御技術で
再生可能エネルギーを普及させ持続可能な社会づくりへ貢献

事業ビジョン

　環境事業は、人々が快適に生活できる社会の実現に向け、CO2排出量を抑制す
る再生可能エネルギーの普及に取り組んでいます。エネルギーマネジメントを支
える蓄電制御テクノロジーや、「エネルギー見える化」といった先駆的取り組みに
よるエネルギー効率化への貢献。また、企画から保守管理にいたるすべてのプロ
セスで品質・性能の向上に携わり、環境分野におけるNo.1ビジネスパートナーを
目指しています。「効率よく創る」から「上手に蓄える」、「かしこく使う」まで、エネ
ルギーライフサイクル全般を独自のバリューチェーンで支え、持続可能な社会づ
くりに貢献します。 

執行役員
環境事業本部長

立石 泰輔

　CO2排出増による地球温暖化や化石燃料の
枯渇、度重なる災害や燃料コスト高騰のなかで
クリーンなエネルギーをより活用できる社会
が求められており、実際に企業活動においても
自然エネルギーの有効活用を含めた、エネル
ギー利用体制の見直しの動きが始まっていま
す。また、目まぐるしく変化する環境関連法令・
規制への適応や、BCP*1への対応も急務です。
　こうした中、COP21*2により、温室効果ガス
の削減に向けた施策がグローバルに進められ
ています。日本では2030年度までに、使用電源
における再生可能エネルギーの割合を2015年
度の15％から22～24％に増やすことを目標と
して掲げています。その中でも、太陽光発電の
比率は3.3%から7.0%に倍増する見込みです。
　太陽光発電システム用のパワーコンディシ
ョナや蓄電システムをもっと効率よく、最適に
制御していくことで、温室効果ガスの削減につ
ながる再生可能エネルギーを普及させ、持続可
能な社会にすることが求められています。

エネルギーマネジメント市場が直面する課題
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　天候によって発電力が変動する再生可能エネ
ルギー（再エネ）を有効活用するには、電力の安定
化が欠かせません。エネルギー変換と制御の技術
を持つオムロンは、再エネ発電や使用電力の情報
を活用できることに着目し、「電池を束ねて制御
することで電力の安定化を実現する」ことにチャ
レンジしてきました。電力の安定化で再エネ導入
を最大化し、エネルギーの観点から豊かな社会の
実現を目指します。

　昨今、人口減や高齢化といったキーワードをよく見かけるようになりましたが、私
の出身地でも、帰省のたびに小売店やバスの本数が減少するなど、身近な課題として
実感していました。このような社会問題に対し、自然エネルギーから安定収入を実現
できる再エネは、課題解決の大きな一歩となりえます。まずは太陽光＋蓄電池の普及
を加速するため、お客様の価値とビジネススキームをチームで徹底的に考え抜き、関
係者それぞれの価値を実現するスキーム（コト）を創り出すことができました。現在、
お客様からの「いいね！」を原動力として、組織を巻き込んだ「コト売り」への事業変革
を進めています。

　固定価格買取制度（FIT）終了や自然災害による
停電対策など、太陽光発電と蓄電池を組み合わせ
たエネルギー利用ニーズが加速しています。その
ため、電流電圧特性が異なるさまざまな蓄電池を
活用できるよう、エネルギー制御技術の構築を進
めています。また、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。培った技術を更に磨き上げ、蓄電
ソリューションを拡大していきます。

　エネルギー変換技術および制御技術を軸に再エネと蓄電池を連携し「エネルギーを効率よく創り、上手に蓄え、賢く使う」
より高度なエネルギーマネジメントにチャレンジします。今後はエネルギーの制御対象をEV（電気自動車）を活用したV2X
等へ拡大し、建物内におけるエネルギー効率の更なる向上を実現します。導入を進めたエネルギーリソースを束ねて制御
を行い、エリアでの電力安定化を行うことで再生可能エネルギーをより普及させ、地球に負担をかけず、持続可能な社会づ
くりへ貢献します。

事業所、店舗、工場、マンション、住宅、集合住宅、野立て

エネルギー事業者等

リソース
アグリゲーター

需要家

A社 B社

連携
連携連携

遠隔で各機器（電力）を
束ねて制御

環境事業本部
マーケティング部

川合 喜典

エネルギー事業者と需要家をつなぐリソースアグリゲーターの役割

需要と太陽光発電の状態をセンシングし、蓄電コントロールによって電力バランスを取る

エネルギーマネジメントのトータルソリューションプロバイダーに

再生可能エネルギーのさらなる普及に向けて

無駄のないエネルギー利用 〜蓄電ソリューションの構築〜
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人財マネジメント

イノベーション創出の原動力である「人財」と「組織」の成長を加速

　企業理念経営の実行に不可欠なのは、社員です。私たちは、オムロンの成長
を支える社員が、楽しみながら、社会的課題を解決するソーシャルニーズの創造
にチャレンジできる魅力的な企業づくりに取り組んでいます。
　VG2.0人財戦略のゴールは、「人が育ち、仕事を楽しみ、高いパフォーマンス
を上げ続けることができる強い会社を創る」ことです。イノベーション創出の原
動力である「人財」と「組織」の成長を加速することで、ソーシャルニーズを創造
する力を高めていきます。これを実現する、3つのグローバル重点テーマを設定
しています。

執行役員
グローバル人財総務本部
グローバル人財戦略部長

ヴィレンドラ・シェラー
グローバル重点テーマ
● 経営と事業をけん引するリーダー人財の育成
● 多種多様な人財の採用・育成・活躍
● 自律型人財の創出

　この重点テーマは、企業理念と深く結びついています。中でも、「経営と事業をけん引するリーダー人財」とは、企業理
念の中で、価値ある行動例に示している「未来志向で社会を捉える」「本質的な課題はなにかを常に考え行動する」「高い
目標を掲げ宣言する」「どんな環境でも誠実さを貫く強い意志を持つ」などの行動を実行し続けられる人財です。全社員
の企業理念の実践力を高めることを、人財戦略の土台に添え、理解・浸透から、共感・共鳴、そしてモニタリング・改善に
至る、オムロンユニークな3つのプロセスを通じて企業理念実践の強化に取り組んでいます。一つ目は、企業理念を社内
に理解・浸透させる活動です。経営陣がダイアログや車座などを通じて、社員と直接対話することで、社員が理解を深
め、主体的に企業理念の実践に取り組めるように促します。
　二つ目は、社員一人ひとりの企業理念実践を、全社員に共有することで共感と共鳴を起こさせることです。その活動が
2012年度から続けている「The OMRON Global Awards（TOGA）」です。社会的課題の解決につながるチャレンジ
をお互いに称え合うことで、自分たちの理念実践を実感する活動につなげています。

　三つ目が、社員の生の声を軸に、社員が感じ
る課題をモニタリングし、経営課題の改善に
つなげるエンゲージメントサーベイ「VOICE」*
の取り組みです。
　これら3つのプロセスを通じて、社員の企
業理念の実践力を高め、「ダイバーシティ＆
インクルージョン」を加速することで楽しみ
ながらソーシャルニーズを創造できる魅力
的な企業づくりに努めていきます。

企業理念の
実践強化

理解・浸透

モニタリング
・改善

❷
* VOICE:
 VG OMRON Interactive Communication with
 Employees

トップメッセージ
会長ダイアログ

社長車座

企業理念 
職場対話
TOGA

VOICE

共感・共鳴

❶

❸
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社員の生の声を聴き、経営課題の解決につなげる

　オムロンでは、経営陣がグローバル全社員の生の声を聴くエンゲージメントサーベイ「VOICE」を2016年度より実
施しています。オムロンが持続的に発展し続けるため、経営陣が働く場としての自社の魅力度を測り、経営課題を把握・
特定し、その課題解決のためのアクションを起こす取り組みです。VOICEの結果をもとに、経営陣が会社をより魅力的
にしていくために議論を重ね、改革を続けています。
　2018年度は、前年度の結果を受けて、グローバル共通のコミュニケーションインフラの導入・強化に加えて、ITシステムの見
直しを含む業務プロセスの革新を図りました。また、国内では、高い志を持ち、チャレンジに向けてしっかりと準備をしている社
員の期待に応え、多様な機会にチャレンジできる環境・仕組みを構築しました。従来からある、各部門の求人に対し手上げによ
る異動ができる「公募制」に加えて、自らを各部門に売り込みチャレンジ機会を作ることができる「応募制」を導入しました。集
計・分析したスコアに加えて、社員の生の声である「フリーコメント」から経営陣が真のニーズをつかみ、次のアクションにつな
げています。これからもVOICEの結果を活かして、経営の意思決定スピードのさらなる向上や、組織としてのコミュニケーショ
ン力の強化など、特に重要な課題を特定し、経営陣で改革に向けた議論を重ねていきます。

■ 2018年度のVOICEの結果（抜粋）

　アジアパシフィックエリアでは、2017年度VOICEの「多様性・相互尊重」の集
計から、社員がより効果的でオープンなコミュニケーションを望んでいること
がわかりました。その分析から見えてきた共通課題は、経営陣が企業理念の精
神に沿って、社員の多様な視点や意見を取り入れようと努力していることが、社
員には十分に伝わっていないことです。アジアパシフィックエリアは9か国で社
員が働いているため、それぞれの文化的な背景から、無意識に持つ考えや振る
舞いが、社員のモチベーションや職場環境にマイナスの影響を与えている可能
性があると考えました。
　そこで、私が導入したのは、多様性やすべての人を受け入れることを重んじる
研修プログラムです。シンガポールで2018年度に2回実施し、上中層部のマ
ネージャー43人が参加しました。研修では、職場のダイバーシティ、無意識のうちに持つ考えや振る舞い、マイク
ロ・ビヘイビア（人に一瞬だけ現れる感情を表すしぐさ）の概念を定義して行動例を使って掘り下げることで、参加
者が持っているステレオタイプや無意識の考え方について振り返りました。そして、それらがいかに職場のダイ
バーシティ尊重の障壁となり、ビジネスへの影響があるのかについて話し合いました。
　この活動は他の社員にも拡大し、参加者は多様性を受け入れる職場環境を築くためのノウハウを学んでいま
す。2019年度は、他のエリアにも活動を展開し、「ダイバーシティ&インクルージョン」を加速していきます。

オムロン マネジメント センター オブ
アジアパシフィック

ニュートン・ジラウド

一人ひとりの声から始まった理想の職場づくり 
〜効果的でオープンなコミュニケーションを目指して〜

回答率
企業理念・
中期経営計画
への納得・共感

誠実性・
倫理性の実践

84% 75% 77%

タワーズワトソン社 肯定的回答の比率による評価：
70‐80% 健康的、50‐70% 維持・向上すべき水準、50%未満 要改善
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The OMRON Global Awards (TOGA)

　TOGAを起点に生まれた共鳴の輪は、社外の人たちをも巻き込み、新たなソーシャルニーズ創造の起点になろうとして
います。2012年から開始したTOGAの「はじまりの物語」と、2018年度の発表事例をご紹介します。

TOGAのはじまりは、ひとりの社員の熱い想いだった

　TOGAのはじまりは、インドネシアにある生産拠点、P.T.オムロン マニュファクチャリング オブ インドネシア（OMI）社長
のイラワン・サントソによる同国での企業理念の実践でした。サントソの企業理念の実践とは、自社工場のみならず、周囲の
工場、インドネシア政府をも巻き込んだ障がい者雇用の促進です。2012年の創業記念式典では、企業理念を実践した素晴
らしい事例として「特別チャレンジ賞」を受賞しました。「オムロンには、きっと彼のように企業理念を実践した事例が他にもた
くさんあるはずだ。今、皆が取り組んでいる企業理念の実践、そして、未来に向けて取り組んでいる企業理念の実践を掘り
起こしたい。そして、その実践を皆と共有し、応援し、賞賛したい。」というCEO山田の想いからTOGAがはじまりました。

　私は、2007年にOMIの工場長に就任した後、世界初の福祉工場であるオムロン太
陽（大分県別府市）を訪問しました。そこでは、障がい者が個々の能力や個性を最大限
に発揮し活き活きと働いていました。すべての労働者が互いの足りないところを補い
あい、それぞれの強みを活かしながら働いていたのです。その光景を目の当たりにし
た私は、オムロン太陽のようにすべての人々が輝ける職場をインドネシアにもつくり
たいと強く思いました。そこで帰国後にチャレンジしたのが、これまで取り組んできた
障がいを持つ労働者の雇用だけでなく、健常者と障がい者の双方が働きがいのある
現場づくりです。その後さまざまな工夫を重ね、2010年に障がい者の方へのトレーニ
ングと雇用をセットにしたプログラムをつくり上げました。その結果、障がい者の雇
用を前年の倍以上となる30人まで広げることができました。これからも、世界中のす
べての人々にとって働きがいのある環境をつくり出せるよう努力していきます。

OMI社長

イラワン・サントソ

TOGAグローバル大会の冒頭で、握手を交わすCEOの山田とサントソ（2019年5月）
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　オーストラリアでは、ゴミの埋立地不足と、埋立地から発生する有害物質に
よる環境汚染が大きな問題となっています。そのため、同国連邦政府は、2030
年までに埋め立てゴミを大幅に削減する目標を打ち出しています。
　私たちは子供たちの世代にまで影響するこの社会的課題を解決したいと思
い、シンガポールと日本の技術者を巻き込んで、IoTとビッグデータ活用の技
術を駆使した業務用“スマートゴミ箱”を開発しました。業務用“スマートゴミ
箱”は、ショッピングセンターなどの事業者が、施設内のゴミを集約する際に利
用する大型のもので、埋め立てに回される一般ゴミ用とリサイクル用の２つ
の箱があります。事業者の環境に対する意識を喚起するために、一般ゴミは廃
棄重量による課金制、リサイクルゴミの回収は無料となっています。また回収
事業者は、このゴミ箱を導入することでのメリットがあります。ゴミ箱には、
ゴミの蓄積状況や“スマートゴミ箱”の回収のタイミングをインターネットで
通知できる仕組みが入っており、ゴミを収集するトラックの効率的な運用や、
積載量を超過したゴミ箱のトラック運搬による道路の破損防止を含めたトータルでの運用コストの最適化が実現でき
るのです。このゴミ箱は、200個以上が設置され、その数は日々増え続けています。これは、私たちの制御機器事業の事
業領域を広げるチャレンジでしたが、私たちが連邦政府の掲げる埋め立てゴミを削減するという目標への貢献と、持続
可能な社会の実現に貢献できたことに誇りを感じています。今後も、この取り組みを続けていくことで、よりよい社会
を、子供たちにつないでいきます。

　中国では、家庭用医療機器の需要が高まるとともに、ネット販売が急激に
拡大しています。このような環境の変化に対応するために、お客様が欲しい
時に買っていただける環境を整えることが急務と考えました。そこでキーと
なるのは「スピード」です。私たちは、家庭用医療機器を製造するオムロン大
連の製品供給スピードをあげれば、オムロンの健康機器を必要とするすべて
の人々に、必要なときに届けられると考えました。その実現のために立てた
目標は、ボトルネックとなっていた部品供給のリードタイムを、従来から
1/10に短縮することです。当初はその目標に疑念の声もありましたが、私の
思いが伝わり、チームオムロンが一丸となって目標に取り組むことができま
した。各部品の仕入先様と運搬ルートを一から見直し、何度もシミュレー 
ションを重ねることで実現できたのが、部品保管倉庫の集約化です。また、部
品の開梱作業や梱包材の見直しなど、前例のないことにも挑戦し続けたこと
で、2016年から3年間かけて、ようやく部品供給のリードタイム1/10を達成しました。これらの取り組みによって、
在庫削減や物流コスト削減実現。さらに、運送頻度も下がり、CO2排出量の削減にもつながりました。これらは企業
理念の実践の賜物です。これからもすべての人々が欲しいときに健康機器を手に入れることができるよう取り組み
を進め、人々の健康ですこやかな生活に貢献していきます。

われわれの働きで社会的課題を解決する
「IoTを活用した廃棄物処理の実現で、環境に対する意識変革に貢献」

人々の健康ですこやかな生活への貢献を実現する
「お客様へタイムリーに製品を届けるために部品のリードタイムを大幅に短縮」

制御機器事業のオーストラリア販売会社
オムロン エレクトロニクスPTY. LTD.

ミロハド・サディージ（左）と
ヘンリー・チョウ（右）

ヘルスケア事業の中国生産拠点
オムロン大連有限公司

唐麗華
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TOGAの特徴

TOGAの7年間の進化

　TOGAは、社員自らが目標を立てることで、企業理念実践にチャレ
ンジし続ける風土の醸成を狙いとした取り組みです。日々の仕事や
職場における企業理念実践の取り組みを全社員で共有し、称え合う
ことで、企業理念実践への共感、共鳴の輪を拡大しています。
　TOGAは年間を通じて取り組み、創業記念日には、各組織・地域予
選を勝ち抜いた13チームが、京都で開催するグローバル大会でプレ
ゼンテーションを披露します。他のチームの取り組みや審査での評
価が、チームや職場での話題となり、仲間と共に語り合うことによっ
て、共感の輪が世界中に広がっています。

　2012年度に開始したTOGAは、7年間のエントリー実績が延べ275,000人、31,000件にのぼります。企業理念実践の
草の根運動としてグローバルに定着しています。
　2015年の企業理念改定後、理念と事業のつながりをよりはっきり見せるため各カンパニーや本部主体で活動を進めてきまし
た。その結果、TOGAにおけるチャレンジは多様化し、ソーシャルニーズの創造を意識したテーマは年々増加しています。TOGA
自体も、社員のエントリー内容も進化し続けています。さらに、TOGAを起点に生まれた共鳴の輪は、社外にも広がっています。

TOGAのプロセス
個人に内在化する暗黙知を表出させ組織共通の知識にするナレッジ・マネジメントの枠組み「SECIモデル」*で設計
しています。旗を立てて宣言する、実行する、振り返り共有する、共鳴する、というサイクルで、年間を通じて取り組ん
でいます。

*SECIモデル ： 一橋大学の野中教授が提唱した、知識創造活動に注目した、ナレッジ・マネジメントの枠組み。個人が持つ暗黙的な知識は、「共同
化」「表出化」「連結化」「内面化」の4つの変換プロセスを経ることで、集団や組織の共有の知識となると考える。（グロービス経営大学院　MBA用
語集より抜粋引用）

有言
実行共鳴

表出

1
2

34

5

旗を立てる

宣言する共鳴する

実行する振り返り、
共有する

（年度）20152012 2013 2014 2016 2017 2018

20152012 2017 2020

● イベント軸での
 ムーブメントづくり

● 本社主導の企画と運営

● 表出・共鳴の機会の
 拡大

● カンパニー主導の
 現場の巻込み

● 現場でのソーシャル
 ニーズ創造の連結

● 社内外への共鳴の
 輪の拡大

2,481 2,519

3,651
4,173

5,003

6,216

51,093
46,885

38,100
32,751

23,52420,828

6,957

62,469
● エントリー件数（件）　■ 参加人数（人）　　
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　オムロンでは、社員一人ひとりが、企業理念の実践と自身の行動を結びつけるために、企業理念に基づいた価値ある
行動例を18個定義しています。

企業理念を実践できる人財になるために――― 
オムロン社員が大切にする「価値ある行動例」

ソーシャルニーズの創造
私たちは、世に先駆けて新たな価値を創造し続けます。
  価値ある行動例
● 未来志向で社会を捉える
● 本質的な課題はなにかを常に考え行動する
● 求心点はお客様であることを忘れない
● 現状に甘んじたり、安易な現状肯定はしない
● 「なぜ」、「何のために」を習慣化する
● これまでと違う新たな方法を試してみる

絶えざるチャレンジ
私たちは、失敗を恐れず情熱をもって挑戦し続けます。
  価値ある行動例
● 7:3の原理で、まずやってみて誤りがあれば正していくという考え方を持つ
● チャレンジを楽しむ心を大切にする
● 失敗を糧にし、次の成功につなげる
● 高い目標を掲げ宣言する
● 揺るぎない自分の考え、信念を持つ
● 人に言われてからではなく自らが積極的に行動する

人間性の尊重
私たちは、誠実であることを誇りとし、人間の可能性を信じ続けます。
  価値ある行動例
● 責任感と良識のもと、法令と社会的ルールを遵守し、高い倫理観をもって行動する
● どんな環境でも誠実さを貫く強い意志を持つ
● 社会の一員としての自覚を持ち、他社への配慮や思いやりを心がける
● 最初からできないとあきらめるのではなく、自分はできると信じて行動する
● 一人ひとりが仲間の可能性を信じ、お互いが支援しあい共に成長する
● 自分とは違う多様な価値観を受け入れ、新たな価値創造につなげる
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2016 年度
（基準年）2020年度 2030年度 2050年度

100

50

75

25

0

削減率
（%）

年度

4%削減

32%削減

100%削減

■ 目標

■ 温室効果ガス排出量削減目標

環境

2050年に温室効果ガス排出量ゼロを目指す  「オムロン カーボンゼロ」実現に向けた取り組み

　オムロンは、2018年7月、2050年に温室効果ガス排出量ゼロを目指す
「オムロン カーボンゼロ」を新たな目標として掲げました。それに合わせ、
気候変動・地球温暖化への対応として、温室効果ガス排出量削減目標を、従来
の売上高CO2生産性から排出総量の削減に変更しました。2016年の温室効
果ガス排出量を基準として、2050年からのバックキャストで2030年と
2020年の目標を設定しています。

　オムロンの場合、排出する温室効果ガスの90%は電力消費に由来するため、電力に対する取り組みを最重要課題
と置いています。そのため、自社で消費する電力を最小化し、企業活動に必要最低限の電力を、再生可能エネルギー由
来の電力を使用することで、企業の成長と温室効果ガス排出量削減を両立していくことを、基本方針として進めてい
ます。
　2018年度、オムロンの電力消費の約40%を占める日本の電力調達の方法を見直しました。それに伴い、2018年
12月から関西エリア、2019年6月には関東エリアで、再生可能エネルギー由来の電力調達を開始しました。
　今後は、アジアなど他のエリアにも取り組みを広げていくことで、 2050年の温室効果ガス排出量ゼロを目指して
まいります。

　オムロンは、環境分野において持続可能な社会をつくることが企業理念にある「よりよい社会をつくる」こと
と捉え、環境ビジョン「グリーンオムロン2020」のもと、取り組みを進めてきました。「グリーンオムロン
2020」では、2020年をゴールとする環境目標を6つ設定しています。その中でも「温室効果ガス排出量削減」と

「化学物質の適正な管理と削減」は、全社でのサステナビリティ課題（重要課題）として、2017年に目標を定め、
注力して取り組んでいます。

　私たちは「企業理念」をすべてのよりどころにしています。その中で謳う、社憲 
「われわれの働きで　われわれの生活を向上し　よりよい社会をつくりましょう」
を、「事業活動を通じて、環境負荷を低減するとともに環境への貢献を拡大する」こと
で、私たちが「安心して心豊かに暮らせる」「持続可能な社会を実現すること」と捉え
ています。「よりよい社会」を次の世代につないでいくことが私たちの使命との信念
のもと、日々の企業理念実践として環境活動を推進していきます。

グローバルものづくり革新本部　今井 照泰

2018年度の実績：

2020年4％削減目標（基準：2016年）に向けたアクションプラン
（省エネ、再エネ投入及び再エネ購入）を作成、2018年度に前倒し
で2.1万t-CO2削減しました。
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社会に有用な商品・サービスを提供

クリーンエネルギー普及に
貢献する商品

耕作放棄地を活用したエネルギーの
地産地消化（京都府宮津市）

サービス

商品

すべての経営資源を最大限に有効活用

消費電力を見える化するシステム
の導入（京都府綾部市の事業所）

自社電力のクリーンエネルギー化
（中国 広州の生産工場）

海外

国内

温室効果ガス排出量削減の取り組み

TCFDへの対応

　オムロンの温室効果ガス排出量削減に関連する環境アクションは、事業活動における環境負荷低減と、社会に有用な
商品やサービスの提供を通じた環境貢献の２つがあります。事業活動における環境負荷低減の事例として、自社工場で
生産フロアの空調や照明などファシリティの消費量を見える化し、生産の状況に応じて最適に制御することで省エネ
を推進しています。また、建屋に太陽光発電の設置も進めています。事業を通じた環境貢献の事例として、太陽光発電に
必要なパワーコンディショナーや発電した電力を有効活用するための蓄電池などの事業（「環境貢献量」として測定）　
のほか、地域の活性化と連動した地産地消のエネルギーシステムやサービスの導入を行っています。

　オムロンは、気候変動が我々の今後の持続的な成長に影響を及ぼすことを認識しています。2019年2月に賛同した気候
変動財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言を活用し以下の枠組みで取り組みを進めています。

事業活動での
環境負荷の低減

商品・サービスによる
環境貢献の拡大

カテゴリー オムロンの取り組み

ガバナンス
● サステナビリティ取り組みや目標に関するガバナンス及びマネジメント体制に気候変動課題を組み込み
● 役員の中長期業績連動報酬に気候変動を含むサステナビリティ全体を連動

戦略

● リスク：エネルギーコストの上昇や再エネ・省エネ対応の設備投資、炭素税の影響等による事業
 　　　 コストの増加（移行リスク）と、水害リスク等に伴う自社及びサプライチェーンの事業継続
 　　　 等（物理的リスク）への対応を検討開始

● 機  会：事業を通じた商品・サービスによる環境貢献量の拡大に加え、環境事業及び環境関連
 　　　 保守・メンテナンス事業における機会拡大を見込む

リスク管理
● 規制や事業への影響等のリスク要因を幅広く情報収集・分析
● 気候変動により大規模化し、頻度が増すと想定される各拠点での自然災害（洪水、集中豪雨、水不

足等）に対する生産拠点等の脆弱性を把握、事業継続への備えを検討中

指標と目標
● 2050年にカーボンゼロ達成（Scope1&2)を目指し目標設定
（SBT*承認基準に合わせ1.5℃目標に改訂）

● Scope３についても目標を策定中
*SBT ： Science Based Targetsの略。科学的根拠に基づく温室効果ガス削減の中長期目標。

P30

P59
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　VG2020開始と共に、現在の統合リスクマネジメントがスタートしました。経営・事業を取り巻く環境変化のスピードが上
がり、不確実性が高くなる中で、リスクに備え、素早く対応するため、リスクへの感度を上げて、リスクが芽のうちに手を打っ
ています。
　グローバルに事業を展開する中で、さ
まざまなリスクに対応していく必要があ
ります。そのため、経営や財務状況に影
響を及ぼしうるリスク全般を分類し、そ
の相互関連を把握しています。
　目指す姿は、現場だけでは対処でき
ない環境変化から生じる問題を、現場と
経営が力を合わせて解決するリスクマ
ネジメントです。VG2.0においては、イ
ノベーションの創出を支える事業リスク
マネジメントにも挑戦しています。

■ 統合リスクマネジメントの活動サイクル

企業倫理・リスクマネジメント委員会
●  次年度のリスク対策計画の確定
●  次年度の予算の確定

年度計画の実行
●  重要リスク情報の報告および共有
●  計画に基づく活動の実施
●  企業倫理月間

取締役会
●  年間活動の評価
執行会議
●  当年度の活動進捗状況の報告
●  グローバルリスク分析の結果報告
●  次年度グループ重要リスクの決定

グローバルリスク分析
● 本社、海外地域統括本社、各事業部門
企業倫理・リスクマネジメント委員会
● 年度活動のレビュー
● リスク分析の共有
● グループ重要リスク（案）の選定

Do

Check

Plan

Act

活動の外部公表

リスクマネジメント

統合リスクマネジメントの仕組み

　年間のPDCA活動を確立し、リスク分析や重要リスクへの対策や危機管理対応を行っています。例えば、過去のリスク事
例をまとめて社内共有していることです。グループ共通の活動の枠組みは、企業理念に基づいた「オムロングループルー
ル」にまとめ、グループ経営におけるリスクマネジメントの位置づけを明確にしています。

グローバルな事業活動を支える統合リスクマネジメント

外部環境リスク 経営・事業戦略・財務リスク

欠陥・リコール品質
保証

知的財産権係争研究
開発賃金の急上昇人財

ブランド侵害研究
開発幹部人財不足人財

情報漏えい情報
セキュリティ

環境法規制違反品質
保証労働法法規

制等

重要データ破壊情報
セキュリティ

環境法令の変更品質
保証

個人情報保護法規
制等労働災害人財

システム停止情報
セキュリティ

規格変更研究
開発

自然災害自然
災害等

感染症自然
災害等

安全保障貿易管理法規
制等

初動対応の失敗品質
保証

仕入先CSR不備購買
関連

調達部品入手困難購買
関連

顧客への製品供給停止生産

生産活動の停止生産

原材料価格変動購買
関連

リーガルリスク

リソース・インフラリスク自然災害等リスク

人的リスク

独占禁止法令法規
制等

贈収賄防止法規
制等

景気変動経済
状況

金融市場不安定化資金

マクロ経済悪化経済
状況

円の金利上昇資金

為替レート変動経済
状況

市場動向経済
状況 信用格付け引下げ資金

*https://www.omron.co.jp/ir/keiei/risk.htmlに記載の「事業などのリスク」を図示したもの

■ 事業等のリスク＊

経
営
成
績
・
財
務
状
況
へ
の
影
響
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倫理行動ルールの浸透によるコンプライアンス強化の取り組み

従業員とその家族が利用できる「内部通報制度」

　オムロン社員が大切にする企業理念の「価値ある行動例」の一つに、「責任感と良識のもと、法令と社会的ルールを遵守
し、高い倫理観をもって行動する」ことを掲げています。オムロンでは、グループ全社員がこの行動が実践できるよう、日本
中心に行ってきた「企業倫理月間」の活動を、2016年度からグローバルに拡大しています。
　オムロンにおける企業倫理月間は、法令やルールの遵守の観点に加え、企業理念に立ち返り、私たちの業務に取り組む姿
勢が、社会に対して誠実であるかを見直す機会としています。毎年10月の1か月を企業倫理月間としており、その期間に、社
員への企業倫理の浸透と教育機会の提供を行っています。
　この活動をグローバルに拡大していくために、各地域統括本社でリスクマネジメントを担当する社員がコアメンバーとな
り、グローバルで活動を根付かせていくためには、どのような方法がベストなのか議論を重ねました。その結果、企業理念を
ベースとしたグループ共通の取り組みに加えて、事業の最前線である各地域の法令や習慣などの特性に合わせてカスタマ
イズした取り組みを加えていくこととしました。2018年度は、CEO山田のメッセージを25言語に翻訳してグローバル全社
員に配信することに加え、各地域では独自の倫理行動ルールの学習を行いました。例えば、ヨーロッパエリアでは、個人情報
保護を大幅に強化するEU一般データ保護規則（GDPR）が適用されたことを受けて、その内容を題材にするなど、時代に合
わせて話題を変えることで、社員が、より身近で親しみが持てるように工夫しています。
　このような倫理意識を向上する取り組みを推進してきたことで、2018年度のエンゲージメントサーベイ「VOICE」では、 

「倫理性・誠実性の実践」が77%となりました。これは、調査委託先である第三者機関から、企業にとって健康的な状態である
との評価を受けています。

　オムロンは、組織や従業員等による人権の尊重、労働基準を尊重した職場づくり、製品・サービスの安全性、会社のブラン
ドを傷つける私的行為の禁止などを「オムロングループ倫理行動ルール」で定めています。ルールに違反する行為およびそ
の可能性がある場合に、会社として速やかに把握し早期解決を図るための通報・相談窓口が「内部通報制度」です。2003年
に日本で開設して以降、グローバルに取り組みを拡大しており、各地域にあったやり方で運用しています。窓口は社内と社外
に設けており、社内窓口は現地法人の法務部門、社外窓口は外部の専門機関や弁護士事務所が行っています。この窓口に
は、オムロンの正社員だけでなく、関連会社を含む嘱託社員・パート社員・派遣社員およびそのご家族が相談できるようにし
ています。運用にあたっては、秘密厳守や相談により不利益を受けないことなどを社内規定で定め、掲示板や社内研修など
で窓口の周知を図っています。2018年度の通報・相談件数は83件でした。

アジアパシフィックエリアでは全従業員の倫理意識を高めるため、成長や
調和、安全性、環境を表すグリーンの色の服を着用するイベントを実施

ヨーロッパエリアではポスターを通じた啓発や、E-learningによる研修で 
オムロンにおける企業倫理を浸透

P61 人財マネジメント

70

Vision Strategy Governance Financial Info Corporate InfoBusiness

010_0394387891907.indd   70 2019/09/04   13:25:26



自然災害への対応

　メーカーとしての「供給責任」を果たすことは重要課題であり、結果として企業価値の向上につながります。「お客様とオムロン
への事業の影響を最小化する」取り組みの一つが、東日本大震災を教訓に2012年に構築したサプライヤー＆リスク マネジメ
ント システム（以下 SRM）を活用した調達リスク対策です。SRMとは、全社業務基盤システム上のアプリケーションソフトで 
あり、グローバルの仕入先様の所在地や、生産されている部材の情報を一元管理しています。
　東日本大震災の際は、東北地方にあった半導体や電子部品を中心とした多くの仕入先様が被災、広範囲の部品調達網に甚
大な被害を受けました。そのため、部材およびその生産拠点の把握や特定に1か月以上かかり、生産復旧が読めない状況が続
きました。
　SRMは、その教訓をもとに構築しました。また、調達BCP運用ガイドラインを2016年の熊本地震を契機に作成し、システム
構築に加え運用にも磨きをかけ続けています。現在では、災害発生の際、SRMから得られた情報をもとに、災害が発生したエリ
アの仕入先様で生産されている部材と、その部材で構成される製品の把握、事業影響のシミュレーション評価を24時間以内
に行うことが可能となりました。
　2018年のメキシコ地震、大阪北部地震、西日本豪雨といった災害の際にも、SRMと調達BCPの運用が効果を発揮し、迅速
に仕入先様の状況把握と部材管理を行い、メーカーとしての調達と供給の責任を果たしました。

　2018年度は、大阪北部や北海道、インドネシア、メキシコでの大規模地震、西日本での豪雨災害、大型台風など、
オムロンの事業の継続を脅かす可能性のある自然災害の発生が続きました。
　オムロンは、2011年3月の東日本大震災以降、「供給責任」と「事業継続」という社会的責任を果たすために、気候変動
などにより今後、増える可能性が想定される自然災害等のリスクへの対応を強化する取り組みを進めています。

サプライヤー＆リスク マネジメント システムによる調達BCPの強化

　調達BCPは、「災害は発生するかもしれない」ではなく、「災害は必ず発生す
る」というスタンスのもと平時から情報収集とリスク軽減策実行に取り組ん
でいます。有事の迅速な対応には、情報精度が重要になります。仕入先様のご
協力をいただきながら、インタラクティブなシステムによるタイムリーな情
報収集を実現しています。災害発生時でも、お客様への供給責任を果たすこと
で、持続可能な社会に貢献しています。

グローバルものづくり革新本部　上野 久美子

グローバルで共通化されている
運用ガイドライン（2016年策定）

SRMに登録した部材の生産地情報をもとに、対象となる
部品・在庫・販売情報から事業影響をシミュレーション

部品情報 在庫情報 販売情報

SRM（部材の生産地情報）

事業影響
シミュレーション

対策
実施
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BCP訓練による災害対策の強化

 東日本大震災以降、グローバルの各拠点において、
人的・物的被害の未然防止および軽減を図り、災害発
生時に迅速かつ的確な初動対応を定着させるために、
災害対策とその訓練・教育に注力しています。災害時、
訓練で行っている以上のことを対応することは難し
いと考え、社員の防災意識・対応力を向上することを
目的に、各地域で発生しうる災害を想定した訓練を行
っています。
　オムロンでは、従来から全社員を対象に行っている
初動訓練・避難訓練、安否登録訓練などの災害対策訓
練に加えて、2012年度から、地震や台風など、自然災
害の多く発生する日本を中心にBCP訓練を実施して
きました。その成果が表れたのは、2016年4月に発生した熊本地震です。オムロンも熊本・大分に位置する複数の拠
点が被災しましたが、幸い生産に影響の出るような大きな被害はありませんでした。電子部品の生産拠点である 
オムロン リレーアンドデバイス株式会社では、従業員の安全確認と、工程の品質確認を迅速に行い、熊本に位置す
る企業として、いち早く生産を再開できました。それは、従来からの災害対策訓練に加えて、2014年に地震を想定
して実施したBCP訓練での経験があったためです。
　これら日本を中心とする訓練で培った経験やノウハウをオムロングループ全体に広げていくために、2016年度
から、グローバルにもBCP訓練を展開しています。2018年度は、生産拠点が多く位置する中国と日本を含むアジア
を中心に15か所で実施しました。BCP訓練では、各拠点の上層部および危機管理担当者自身が、過去の自然災害で
オムロンが対応したノウハウや観点などを踏まえて用意したシナリオに沿って、災害の状況を予測し、対策を判断
していきます。この訓練を通じて、状況を予測する能力の向上や、メンバー間で災害発生時の認識共有を行い、災害
によるオムロンの事業への影響の最小化を図っています。
　このような訓練によって社員の防災意識を高める災害対策を強化することに加え、訓練および被災時の経験知を
財産とするためのナレッジ・マネジメントにも力を入れています。この取り組みを継続することで、オムロンで働く
従業員の安全、供給責任と事業継続につなげています。

　オムロンや社員に関する直接・間接的なリスクや被害を未然に防止することに
加えて、万が一リスクや被害が発生した場合に備えた安全対策を行っています。
私自身も現場に出向き、現場と一緒になって、オムロンで働く従業員の安全対策
に日々取り組むことで、オムロングループの事業を支えたいと強く思っています。
その現場で体感し、学んだことをオムロングループ全体に広げていくことで、従
業員の安全を守り、さらなる事業の発展に寄与していきます。

オムロン エキスパートリンク株式会社　櫛田 昌徳

電子部品事業の生産拠点での訓練の様子（2017年12月）
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