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トップメッセージ

代表取締役 社⻑執⾏役員 CEO
アルプスカンパニー⻑

ものづくりの情熱を継承し、より強いアルプスアルパインへ

社会の⼀員として、品質の追究、地球との共⽣に全社
を挙げて

 エレクトロニクスの進展により、私たちの⽣活は、ますます
便利で快適になる⼀⽅、更に重要性を増しているのが「安全
性」です。今後、CASE(Connected︓つながる⾞、
Autonomous︓⾃動運転、Shared & Services︓シェアリン
グ、Electric︓電動化)領域の進展により、従来、⾃動⾞での快
適性の実現が中⼼だった電⼦部品は間接的に、「⾛る、曲が
る、⽌まる」という基本性能に関連する分野へと広がっていき
ます。⼈の命に関わる機能の⼀部を担う上で、「品質」の確保
は最重要課題であり、決して疎かにしてはならないと、気を引
き締めています。

 我々は品位ある製品を作り
 常に社会に奉仕することを忘れない。

 これは、創業期に定めた社訓の⼀節です。各種家電製品からはじまり、1980年代には本格的に⾞載
市場へ参⼊。90年代から、⼤陸間通信⽤海底ケーブルに使⽤される光通信⽤部品を⼿がけるなど、厳し
い使⽤環境下、⾼い耐久性や信頼性の要求に応えてきました。これからもその⼿を緩めることはありま
せん。
 私たちが以前から⼒を⼊れているもう⼀つの取り組みが、地球環境との共⽣です。全社を挙げた環境
保全活動は、1994年にその基本理念、⾏動指針がまとめられました。以降、国内外⽣産活動における
取り組みのほか、省エネルギーの観点から環境に寄与する製品開発も進⾏しています。2016年には⼦
会社アルプス・グリーンデバイス（株）を吸収合併し、開発スピードを加速しています。更に近年、東
京都内に開発センターを設置するなど、⽣産、開発両⾯での活動を進めています。
 ステークホルダーの皆様におかれましては、引き続き、変わらぬご⽀援とご協⼒をお願い申し上げま
す。
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価値の追究

地球との調和

顧客との共⽣

公正な経営

個の尊重

企業理念
アルプスアルパインは⼈と地球に喜ばれる
新たな価値を創造します。

事業領域
美しい電⼦部品を究めます。
- ⼈とメディアの快適なコミュニケーションをめざして -

経営姿勢

私たちは、新たな価値の創造を追究する経営をめざします。

私たちは、地球に優しく環境に調和する経営をめざします。

私たちは、お客様から学び素早く応える経営をめざします。

私たちは、世界的な視点に⽴った公正な経営をめざします。

私たちは、社員の情熱を引き出し活かす経営をめざします。

⾏動指針

1    柔軟な思考と挑戦的⾏動で新しい価値を実現する。

2    美しい⾃然を守り、貴重な資源を⼤切にする。

3    スピードある判断と実践でお客様の期待に応える。

4    世界のルールや⽂化の理解に努めフェアに⾏動する。

5    専門性を追究しプロフェッショナルな集団を志向する。
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お客様との関わり

研究開発

 現在、地球環境の変化、新興国の急速な成⻑をはじめとした世界経済の変動の中、⾞の
⾃動運転技術やIoT等に代表される電⼦化技術は急速な進化をしています。アルプスアルパ
イングループ(電⼦部品事業)では、こうした事業環境の変化に対応しつつ、培ってきた技
術の進化と融合により社会的に意義のある⾼付加価値の製品創出にむけた研究・開発を持
続的に⾏っています。

●体制
 私たちは、基礎技術・先端技術の開発は⽇本で⾏
い、顧客や市場のニーズに合わせた製品バラエティ
の設計は現地で開発する体制を採っています。これ
により技術・製品の共通化・標準化をグローバルに
推し進めています。
 また、国内外の⼤学や研究機関との共同研究や、
他社との協業による開発、またグループ内の電⼦部
品事業と⾞載情報機器事業との協創による開発にも
積極的に取り組んでいます。

●戦略
 私たちは、⻑年培ったメカトロニクス技
術・プロセス技術・材料技術・各種設計技
術を深化させ、これらを融合するイノベー
ションを継続し、「市場・顧客ニーズに合
致」した新規事業・製品の創出で他社との
差別化を図り、優位性を確保します。
 コア技術をベースに新しい機能追加を継
続し、同時に「環境」にも配慮した新たな
ビジネス分野への展開を図る「しみだし」
と、容易に真似されることのない「技術の
ビジネスブラックボックス化」による製品
開発を重視しています。
 これらを基本に私たちは、「HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)の深化」・「センサバラ
エティの拡⼤」・「コネクティビティをキーとしたビジネスの拡⼤」を成⻑エンジンとして注⼒し、
EHII*ビジネスの確⽴・⾞載デバイスビジネスの拡⼤を図ることで、これからの社会が求める⼈にも地
球環境にもやさしい豊かな暮らしの実現に貢献できる製品開発を⾏っています。

* EHII : Energy, Healthcare, Industry, IoT
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「しみだし」

「しみだし」とは、製品や技術の連続性を維持しながら、新しい機能や技術を付加することで、
徐々に染み出すように事業領域を拡⼤させていくことです。また、この「しみだし」は、技術開
発に留まらず、所有する設備や培った製造⼿法の連続性も意図するところです。
アルプス電気は、「しみだし」によって、新製品の開発や新たな事業領域への参⼊による売上拡
⼤と、効率的な投資やコスト競争⼒の優位性向上を図っています。

●グローバル開発体制

●アライアンス活動
 当社グループにない新技術は、外部からの技術の導⼊により開発のスピードアップを図り、市場・社
会ニーズに対応した製品をいち早く顧客に届けられるよう、各分野での協業を積極的に進めていきま
す。

「コア技術の強化を目的としたオープンイノベーションを推進」
 2017年3⽉に東北⼤学とアルプスアルパインは、先端技術新事業の創出とイノベーションを担う
⼈財育成を図り、電⼦部品産業の振興と社会発展への寄与を目的とした「組織的連携協⼒協定」を
締結しました。
 この協定に基づき、2017年12⽉に東北⼤学キャンパス内に連携拠点を開設。具体的な共同研究
テーマを設定し、連携活動を推進しています。特に、注⼒する3つの技術領域の⼀つであるHMI分野
において、「真に⼼地良い」と感じられる操作デバイスの実現に向け、新たに複数の研究室との共
同研究・技術開発を開始しました。
 更に、当社は、東北⼤学が中核機関として参画する⽂部科学省事業「⾰新的イノベーション創出
プログラム（COISTREAM）」の研究プロジェクトの⼀つである「さりげないセンシングと⽇常⼈
間ドックで実現する理想⾃⼰と家族の絆が導くモチベーション向上社会創⽣拠点」にも参画。この
プロジェクトで、私たちは、⼈の動きや取り巻く環境変化から健康状態を把握する研究の社会実装
のため、センサ製品やセンシング技術を提供しています。
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 また、アルプス電気は、岩⼿⼤学とも「研究連携の推進に関する協定」を締結しています。プリ
ンタの熱伝導制御や異種材料接合などの共同研究を進めると共に、SIP（StrategicInnovation
Program︓戦略的イノベーション創造プログラム）にも参画しています。
 アルプス電気は、そのほか数多くの⼤学、研究機関との共同研究を推進し、当社のコア技術の更
なる強化を図っています。

将来の成⻑エンジンの開発に向けての取り組み
●コア技術の強化
 私たちは、独⾃のコア技術に磨きをかけ、深化させることが製品の競争⼒強化にとって最も重要と考
えています。当社グループはコア技術として、各種設計技術(機構設計・ソフトウェア・IC・⾼周波・
光学・静電)、評価・シミュレーション技術、材料技術に加え、製品を⽣産するためのプロセス技術(精
密加⼯・微細印刷・MEMS・精密⾦型・⾃動組⽴)を有し、これらのコア技術の深耕を進めることによ
る「しみだし」と、コア技術と新しい技術との融合により、他の追随を許さない競争⼒のある製品を継
続的に⽣み出しています。

コア技術の融合により注⼒する技術分野

HMI
 HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)とは「⼈と機器をつなぐもの」を意味し、当社が
創業時から追究し続けている分野です。さまざまな⼊出⼒関連の電⼦部品の開発を通した豊富なノ
ウハウを基に、タクトスイッチ®やグライドポイント™などを⽣み出してきました。私たちは⼈に
とって使いやすく、感触の良い製品を開発するために新たな材料開発や精密加⼯技術などの独⾃技
術を追究し続けています。
 スイッチ、タクトスイッチ®、可変抵抗器などのヒストリカルな製品群はこれらの独⾃技術を
ベースとして幅広い電⼦機器に搭載されています。
 近年は操作デバイスのタッチ化とその進化が顕著であり、私たちは静電容量検出技術を応⽤し、
タッチパネルの曲⾯化やより感度をアップした製品の開発を進めています。

センシング
 このセンサ分野において私たちは、磁気・地磁気・湿度・気圧・圧⼒・光・電流等の各種物理量
を検出する技術をこれまでに開発してきました。これらのセンサ技術を⽣かすことで、微細な信号
変化の検知を可能とし、電⼦機器にとって最適な信号のフィードバックを⾏う各種センサ製品を開
発することにより、さまざまな電⼦機器のニーズに応えています。
 また、これらセンサ製品のモジュール化・システム化と共にIoTを活⽤することで、電⼒制御や医
療・ヘルスケアなどの新しい社会インフラへの展開も進めています。
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●主要製品

●主要製品

コネクティビティ
 コネクティビティは、機器と機器、情報と情報の的確な接続を実現する分野であり、私たちはそ
のベースとなる⾼周波技術を、放送・通信ビジネスを通して⻑年培ってきました。
 昨今安全・安⼼の交通社会に向けて⾃動⾞における⾞内でのスマートフォンとの連携や、路⾞
間・⾞⾞間の情報通信が急速に進展しています。
 また、スマートシティなど新しい省エネルギー社会の実現に対しても、コネクティビティ技術へ
のニーズの⾼まりが顕著になってきています。
 これらの市場ニーズに対して、Bluetooth®、W-LAN、LTEなどに対応した⾼周波技術を追究し
ています。

注⼒する市場への対応状況

●⾞載モジュール
 ADAS（先進運転⽀援システム）や⾃
動運転機能を搭載した⾞が登場し、コク
ピット周辺機器のインテリジェント化が
活発化しています。電⼦シフター、セン
ターコンソールやハンドル周りの各操作
⼊⼒機器など、快適な操作性を追求した
モジュールを開発、提供しています。

●⾞載デバイス
 ADASや⾃動運転に必要なW-LAN、
LTE 等の通信⽤⾼周波製品、カーナビ
ゲーションや室内ランプに使⽤される⼊
⼒操作デバイス、ドアやシートベルト、
スロットル等の動作検知を⾏う各種セン
サ等の提供を通じて、⾞やオートバイの
安全性、快適性、省エネ化に貢献しま
す。
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●主要製品

●主要製品

●モバイル／ゲーム／デジタル機器
 デジタル機器は、更なる多機能化、⾼
機能化が進んでいます。アルプス電気
は、精密かつロバスト性*1 の⾼い各種デ
バイスの提供はもとより、フォース
フィードバック技術の活⽤など独⾃性に
富んだ電⼦部品の開発を⾏っています。

●EHII EHII︓Energy、Healthcare、Industry、IoT（Internet of Things）

 近未来における気候変動、健康管理、
⽣産性の向上など、多くの課題が指摘さ
れています。私たちは、これまでに開発
してきた材料や製品・技術を応⽤するこ
とで、近未来の課題解決につながる製品
の創出に取り組んでいます。

7



美しい電⼦部品
 アルプスアルパインが追究する「美しい電⼦部品」とは、Right、Unique、Green のバランスが備
わった電⼦部品であることを指しています。これからも美しい電⼦部品を通してお客様に新たな価値を
提供することで、豊かで便利、安全な暮らしの実現に貢献していきます。

●事例紹介1︓ハプティック® リアクタ
 ハプティック® リアクタは、ゲーム機やVR（VirtualReality）／
AR（Augmented Reality）デバイス等に使⽤される代表的な⼩型振動デ
バイスです。このデバイスは、様々な振動を発⽣させることができ、⼊
⼒操作や操作シーンなどに合わせ、「振動」を通して操作状況をユー
ザーの触覚にフィードバックさせることができる電⼦部品です。画⾯上
のボタンを押すなど単純な⼊⼒操作の操作フィードバック機能としてだ
けではなく、⾳楽やスポーツなどシーンに合わせて多彩な振動を伝える
ことで、ユーザーにより臨場感のある感触を与えることができます。

Right  ⼩型でありながら、強い振動⼒
 ハンディタイプの電⼦機器に使⽤される電⼦部品は、⼩型であることが求められます。⼀⽅で、振動
デバイスは、ユーザーがしっかり認識できる振動を発⽣させるために、デバイス⾃体に相応な⼤きさが
必要となります。この相反する条件を同時に満たすために、アルプスアルパインはメカトロニクス設計
を駆使し、電磁駆動の共振型振動として、⼩型で、かつ最⼤限の振動を⽣み出す電⼦部品ハプティック
® リアクタを開発しました。

Unique  多彩な振動を⽣み出すデバイス
 ハプティック® リアクタの特⻑の⼀つとして、多彩な振動を⼀つのデバイスで⽣み出すことができ
ることが挙げられます。アルプスアルパインが⻑年培ってきたメカトロニクス設計技術と、独⾃のバネ
構造設計により、特定の周波数を⼊⼒することで⼤きな振動を⽣み出すことのできる「共振周波数」を
複数持つ振動デバイスを実現しました。これにより、重量感ある振動から軽いフィーリングの振動まで
豊かに再現させることが可能となりました。

Green  消費電⼒
 ハンディタイプの電⼦機器では、低消費電⼒であることが求められます。ハプティック® リアクタ
は共振現象を利⽤した駆動原理により、より少ない消費電⼒で⼤きな振動を⽣み出すことができ、省エ
ネ化に貢献しています。
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●事例紹介2︓⾞載⽤電流センサ
 ⾞載⽤電流センサは、EV（電気⾃動⾞）やハイブリッド⾞に使⽤され
る電⼦部品で、その⼼臓部である駆動部に搭載されます。EVは、モー
ターによって⾛ります。そのモーターを動かすための電気を直流から交
流に変換するインバータ部などで電流値を検知するために使われるのが
⾞載⽤電流センサです。

Right  ⼩型かつ軽量
 ⾞載⽤部品に求められる条件の⼀つに、「⼩型化、軽量化」が挙げられます。⾞という限られたス
ペースに搭載するには⼩さいこと、限られた電気で⻑く⾛るにはできるだけ⾞体を軽くすることが求め
られるためです。また過酷な環境で⽤いられる⾞載⽤途において、軽量化は振動に対しても優位性を発
揮します。アルプスアルパインは、他の電流センサで⽤いられるコアと呼ばれる部品を省くことに成功
し、⾞に適した⼩型かつ軽量、⾼信頼性の電流センサを実現しています。

Unique  独⾃の⾼感度磁気素⼦
 コア部品なしの電流センサを実現できたのは、独⾃に開発した⾼感度磁気素⼦の活⽤にあります。そ
の素⼦技術は、かつてのHDD⽤磁気ヘッドの開発で培われ、「しみだし」の考え⽅の下、電流センサ
という新しい製品の誕⽣につながりました。

Green  CO2排出量削減と省資源
 電流センサは、ガソリン⾞に⽐べ、CO2 排出量の少ないハイブリッド⾞やCO2を排出しないEVに搭
載される電⼦部品であり、CO2排出量削減の⼀端を担っているとも⾔えます。また、コアが使われない
こと、⼩型化によりパッケージング材も少なくて済むことから、省資源にも貢献している製品です。
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知的財産

 知的財産の創出、維持・管理、活⽤などの活動は、企業の持続的な成⻑に資する事業活
動の⼀つと位置付けています。アルプスアルパインは、事業の成⻑基盤となるコア技術・
製品の領域における⾃社創出の知的財産の強化を図り、⼤学や他社との共同開発・アライ
アンスによる知的財産の創出・活⽤のスピードアップを推進しています。

●基本⽅針

●プロダクトライフサイクルと連動した知的財産活動
 アルプスアルパインでは、事業や商品群の創⽣、成⻑、成熟などにわたるプロダクトライフサイクル
を創⽣期（CTB︓Create the Business）、成⻑期（GTB︓Get the Business）、成熟期
（MTB︓Maintain the Business）、終息期（WTB︓Watch the Business）と区分けし、それぞれ異
なる知的財産戦略を実践しています。
 CTBからGTBの時期には、知的財産権の⾃社創出による出願・権利化を図ると共に、外部とのアライ
アンスやライセンスなどの活動⽀援を⾏います。⼀⽅で、MTBからWTBに移⾏する時期には、新事業
への転⽤及び事業撤退について検討します。プロダクトライフサイクルとの連動により、急速な市場変
化の中でも⽣き残りと成⻑の機会の確保につなげる活動を⾏っています。
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●保有知的財産の強化
 新製品の企画・開発初期の段階におい
て、製品展開が想定される製品群に共通す
る特徴を抽出し、基礎的な知的財産権の出
願を⾏うと共に、市場動向や製品化動向に
応じた外国出願により、保有知的財産の増
強を図ります。
 また、複数の事業領域にまたがって使⽤
される技術を軸にした知的財産ポートフォ
リオの構築等の横断的活動を⾏うため、技
術部門及び知的財産部門で定期的に戦略会
議を開催し、事業創出ステージに応じた取
り組みを⾏っています。
 国内外における特許等出願も強化を継続しており、2017年度には約800件出願しています。

●発明創出の推進
 アルプスアルパインでは、知的財産取扱規定の改定を⾏い、新たな報賞制度を2016年度から導⼊
し、発明に対するインセンティブを⾼めています。
 その⼀つが、発明等の創出に顕著な功績がある社員へ称号（パテントフェロー）を授与する制度で
す。称号獲得者は、発明創出につながる様々な発想法や視点、⾏動を後進に指導することで発明者の育
成に貢献しています。また、称号授与制度は、⼈事制度とも連携しており、知的財産活動の推進につな
がっています。

11



品質

 アルプスアルパインでは、「品質」は事業活動の根幹にかかわる最重要課題と捉え、
「品質管理基本⽅針」の下、品質改善活動を⾏っています。
 各製品に関する品質実績や課題については個別の取り組み改善で終わらせることなく、
全社の品質状況として定期的に取締役会に報告され、全社での品質向上に向けた改善に結
び付けています。
 国内はもとより海外においても、品質問題の発⽣は⼤きな事業リスクになりかねませ
ん。私たちは「品質こそ我らの未来」を合⾔葉に品質の維持・向上、また問題発⽣の未然
防⽌に⼀丸となって取り組んでいます。

●品質管理基本⽅針と中期経営計画

 アルプスアルパインは、お客様に満⾜していただける卓越した製品とサービスを提供していきます。
また、第8次中期経営計画においては「グローバル同⼀品質」を実現すべく、製品間や⽣産拠点間の体
制、⼒量のばらつきをなくすとともに、⾼いレベルでの品質安定化に取り組んでいます。

品質管理基本⽅針

アルプスアルパインは、お客様に満⾜して頂ける
卓越した製品とサービスを提供する。

●品質マネジメントシステム（QMS︓Quality Management System）

 アルプスアルパインでは、海外⼯場を含む全ての⽣産⼯場においてISO9001認証を取得していま
す。また、⾃動⾞業界向けの製品を⽣産している⼯場はISO / TS16949の認証を取得済ですが、2016
年10⽉に発⾏された新規格であるIATF16949への移⾏を順次進めており、2018年9⽉14⽇までに認証
取得を完了する予定です。
 今後の⾃動⾞新事業領域の開発に対応すべく、国内・海外の全⽣産拠点におけるIATF16949認証取
得に向け活動を進めていきます。
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QE成果発表会の様⼦

●グローバル品質情報管理システム(GQIS)

 グローバル品質情報管理システム(GQIS: Global Quality Information System)はグローバルで品質
情報を共有化し、敏速な改善と横展開を図ることで不具合の封じ込め(未然防⽌)を図るためのシステム
です。このシステムの活⽤により、顧客あるいは市場の品質情報をグローバルで共有化が可能となり、
敏速な原因解析と対策を実施しています。更に、⼀度⾏われた対策や改善については恒久対策化を⾏
い、再発防⽌や次モデル開発の重点確認項目としています。
 GQISは、2001年、⽇本国内での運⽤を開始。分析機能の向上、検索・追跡機能の強化などリニュー
アルした新システムを2016年4⽉からグローバルで運⽤を開始しました。今後、本システムを技術シ
ステムと連携・併⽤することで更なる品質向上につなげていきます。

●品質⼯学(QE)の積極活⽤

 品質問題の発⽣は、信頼を失うと同時に、業績や
その後のビジネスの獲得・維持継続の場⾯で⼤きな
マイナスとなります。しかも起きてからでは⼿遅れ
になるケースもあり、いかに発⽣を未然に防⽌する
かが重要です。
 アルプスアルパインでは、その取り組みの⼀つと
して、品質⼯学（QE︓Quality Engineering）を積
極的に活⽤しています。
 例えば、開発・設計段階では製品のロバスト性※
を上げるために、お客様（市場）における製品の使
⽤⽅法や環境条件を想定して機能の安定性を評価し
たり、設計条件の最適化を図ったりしています。ま
た、製造段階では出来栄えの判定にQEの考え⽅、
⼿法を活⽤し、特性のばらつきが少ないものを出荷できるように努めています。こうした取り組みは国
内拠点のみならず、海外拠点においても展開を進めています。
 これまで以上に開発・設計の早い段階からのQE活⽤で品質問題の未然防⽌に取り組み、お客様に満
⾜していただける品質の製品を提供していきます。

※ロバスト性︓お客様が使⽤される様々な条件（使い⽅、扱い⽅、⾼温多湿や塵埃などの環境条件等）においても、出
荷された製品が本来の機能を発揮する程度を⽰す。
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●⾞載製品の機能安全に対する取り組み

 運転⽀援システムや⾃動運転システム等の普及に伴い、⾞載関連製品の安全に対する要求は⼀層⾼
まっています。アルプスアルパインはお客様に安全・安⼼な製品をお届けするために、⾃動⾞に特化し
た機能安全規格ISO26262（2011年11⽉発効）に対応する製品化プロセス及び体制を確⽴し、既に国
内外の⾃動⾞メーカー向けに機能安全規格に準拠した数多くの製品開発を⾏っています。
 また、⾞載製品の開発・⽣産に関わる全社員が、安全最優先で判断・⾏動すべく安全⽂化の醸成・定
着を目指し、機能安全基本⽅針の下、活動を推進しています。
 ⾞載製品の機能安全に関する活動は、マネジメントレビューとして定期的に取締役会にて包括的な振
り返りを⾏い、年度⽅針と重点施策の策定の展開を通じて、継続的な改善活動を⾏っています。
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環境への取り組み

環境経営の推進

 グループ全体で「地球社会の⼀員」としての認識を持ち、環境問題へのアプローチを全
社的な取り組みと捉え、環境経営の推進を社員⼀丸となって⾏っています。

持続可能な環境を目指して

●⽅針
 アルプスアルパインでは、環境問題を重⼤な経営課題の⼀つと捉え、それに取り組むため環境経営を
推進しています。その推進のために1994年に環境憲章を定め、中期計画を策定し、環境負荷低減に貢
献する製品の提供、事業活動における環境負荷低減に取り組んできました。
 現在はこの取り組みを更に発展させ、グローバルな体制の構築、グループ⼀体となった活動の推進に
取り組んでいます。

アルプスアルパイン環境憲章

《基本理念》
私たちは地球社会の⼀員として社会の持続可能な発展のため卓越した技術に⽀えられた事業活動
と社員⾏動を通じて、美しい⾃然を守り貴重な資源を⼤切にします。

《⾏動指針》
私たちはいつも環境保全に⼼掛け
1. 環境を意識した製品開発に取り組みます
2. 環境にやさしい⽣産・販売に取り組みます
3. モノを⼤切にします
4. ムダを省きます
5. リサイクルに努めます

 私たちは、このグループ環境憲章の理念の下、気候変動課題に対する取り組みとして、省エネルギー
活動によるCO2削減や、省エネに寄与するグリーンデバイスの開発・販売を推進していきます。
 また、資源の有効活⽤の課題についてもゼロエミッションの達成を継続しており、⾼効率のリサイク
ルを推進することで、地球社会に貢献していきます。
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環境ISO 審査の様⼦

●推進体制
 環境経営に関する⽅針・施策は、年に２
回開催される「環境推進会議」にて決定さ
れます。この会議は、環境担当役員である
取締役 気賀洋⼀郎を議⻑とし、国内各拠
点の代表者から構成されています。決定さ
れた⽅針・施策は、国内外とも各拠点の責
任者及び環境管理責任者によって推進さ
れ、振り返りも同会議にて⾏っています。
環境推進会議の事務局は、総務部環境課が
受け持ち、全社環境施策の企画・⽴案など
を⾏い環境経営を推進しています。⼀⽅、
温暖化対策や廃棄物削減などの個別課題に
ついては、環境推進会議の下に設置された
課題別ワーキンググループで対応していま
す。

2017年度環境推進会議 議題⼀覧

議題

2017年8⽉22⽇開催 １． 中期・短期計画の進捗状況報告
２． 法規制（欧州指令等）への対応について
３． 省エネ投資の進捗状況について ほか

2017年12⽉20⽇開催 １． 中期・短期計画の進捗状況報告
２． 法規制（⼟壌汚染対策法等）の改正動向について
３． ESG投資関連の動向について ほか

●環境マネジメントシステム
 アルプスアルパインでは、環境負荷の継続的な改善や環
境法令順守のために環境マネジメントシステムの活⽤が適
切と考え、⽣産拠点は必ずISO14001を取得することを⽅
針としています。国内外の⽣産拠点の取得率は、100％
（2018年4⽉１⽇現在）です。また、⽇本国内においては
ISO14001の仕組みを⽤いて、本社や⽀店・営業所など非
⽣産拠点を含んだ全拠点を対象としたシステムを運⽤して
おり、⼀体となった環境経営の推進を⾏っています。
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キャリア採⽤者向けの環境教育

環境⽅針

《基本理念》
私たちは地球社会の⼀員として社会の持続的な発展のため、卓越した技術に⽀えられた事業活動
と社員⾏動を通じて、美しい⾃然を守り貴重な資源を⼤切にします。

《環境⽅針》
1. 環境マネジメントシステムを継続的に改善し、汚染の予防を図ります。
2. 環境関連の法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守します。
3. 地球温暖化対策を推進します。
4. 資源の有効利⽤を⾏います。
5. 化学物質を適正に管理し、環境への排出を抑制します。
6. 環境に調和した製品の開発、製造、販売に取り組みます。

●教育
 新⼊社員やキャリア採⽤者、及び社員の職能資格に応じ
て環境教育を実施しています。また、各⼯場では社員の業
務内容に合わせた環境教育や、内部環境監査員研修などの
専門教育を実施。この他に、海外⽣産拠点では国や地域の
法規制や慣習に沿った、実効性の⾼い教育を事業所ごとに
実施しています。
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環境保全中期⾏動計画

 アルプスアルパイングループでは3年毎に、「環境保全中期⾏動計画」を策定し、地球温
暖化対策をはじめとした環境保全活動に取り組んでいます。
 2016年度からは「第8次環境保全中期⾏動計画」に沿って、地球温暖化対策をはじめと
した環境保全活動に取り組んでいます。

 第8次計画では、ものづくりの会社として製造・製品開発の⾯からも、より環境保全への
貢献が出来るよう製造における資源の有効利⽤として材料歩留*1の改善及び材料ストレー
ト通過率*2の改善を、また、環境配慮製品の積極的販売を計画に追加しました。なお、第
7次計画で目標としていたエネルギー原単位改善などは、対象範囲をひき続きアルプスグ
ループ全体とし、取り組みを継続します。

*1: 材料歩留:

「製品を構成する原材料等の量」を「製品を製造するために必要な原材料等の量」で除した値(理論値)。値は、1に近い

ほど良く、製品設計や⾦型仕様の⼯夫により、⾦属材料の端材やプラスチックのランナー等をいかに減らすかが重要にな

ります。

*2: 材料ストレート通過率:

「理論上必要な原材料等の量」を「実際に⼯程で使⽤した原材料等の量」で除した値。値は、1に近いほど良く、製造⼯

程での不良、製品ロットの切り替え時のロスなどを削減することが重要になります。

●⾏動計画の策定
 アルプスアルパイングループでは、環境推進会議にて、お客様や他社の取り組み、環境関連ニュー
ス、⾏政の⽅針、法令や規制の変化など世間の動向、化学物質や廃棄物による環境汚染、温暖化、⽔不
⾜など当社に関わる環境リスクや事業機会などを踏まえ３年ごとに「環境保全中期⾏動計画」を策定
し、地球温暖化対策をはじめとした活動に取り組んでいます。環境推進会議は、年に2度開催され、目
標達成の進捗確認のほか、施策推進の年次の振り返り、次年度課題の確認をするなど、⾏動計画に基づ
いたPDCAを⾏っています。
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●第8次環境保全中期計画

項目 目標(2017年度) 適⽤範囲 実績(2017年度)
⾃⼰
評価

事業所における地球
温暖化対策

2020年に向けて、エネルギー
原単位を年平均1%改善
（2012年度⽐で4.90%削減）

アルプスアルパ
イングループ※1

原単位15.7kℓ／億円
基準年度⽐21.5%減少（改善）

物流における地球温
暖化対策

製品の国内物流に関するエネル
ギー消費の原単位を2018年度
まで年1%改善
（2015年度⽐で1.99%削減）

アルプスアルパ
イン

原単位0.53kℓ／億円
基準年度⽐13.4%減少（改善）

廃棄物総排出量の削
減

廃棄物総排出量の原単位を
2018年度まで年1%改善
（2015年度⽐で1.99%削減）

アルプスアルパ
イングループ

原単位3.57トン／億円
基準年度⽐0.4%減少（改善）

設計、製造における
資源の有効利⽤

（1）材料歩留の改善
（2）材料ストレート通過率の
改善

アルプスアルパ
イングループ(電
⼦部品事業)

（1）改善⾦額目標⽐＋17.5%
（2）改善⾦額目標⽐＋71.1%

⽔使⽤量の削減
⽔使⽤量の原単位を2018年度
まで年1%改善
（2015年度⽐で1.99%削減）

アルプスアルパ
イングループ(電
⼦部品事業)

原単位289.4m3 ／億円
基準年度⽐14.0%減少（改善）

環境配慮製品の拡販 環境配慮製品の拡販の推進
アルプスアルパ
イン

⼀部顧客都合等で未達になる
も、概ね計画通り達成

⽣物多様性保全活動
の推進

⽣物多様性保全活動の推進
アルプスアルパ
イン

平⼯場（福島県）植物調査。調
査結果からカタクリ保全活動開
始。
コアジサシ営巣地保全ボラン
ティア参加

⾃⼰評価 ︓順調に推移しています  ︓遅れています  

※1 「アルプスアルパイングループ」はアルプス電気及びアルパイン、アルプス物流などからなります。
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環境負荷全体像

 海外拠点の⽣産の拡⼤に伴い、海外での環境負荷が増加しています。
 今後、更に海外におけるパフォーマンスデータの収集体制を整備し、情報を活⽤しなが
ら環境負荷の低減を進めていきます。
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環境リスク対策

 アルプスアルパインでは、事故や災害による環境汚染リスクを抑制し、環境汚染を軽減
するために、各種対策を⾏っています。
 ひとつは、関係設備の強化です。例えば、地下埋設配管の地上化や、配管の⼆重化、タ
ンクローリー停⾞場所の防液堤設置、漏洩センサの設置などの対策を実施し、環境汚染の
発⽣、拡⼤の防⽌を⾏っています。また、化学物質の使⽤状況を確認するパトロールの実
施や、万が⼀の場合に備えて「緊急事態対応計画」を作成し、計画に基づく訓練を定期的
に⾏っています。
 また、⼯場ごとの「環境リスクマップ」作成と定期的な更新を⾏っています。環境リス
クマップとは、化学物質や廃棄物を保管、取扱う場所などを図⾯化したもので、事故が起
こりやすい場所を可視化し、環境リスクの低減につなげています。

●法令順守及び環境事故
 アルプスアルパインでは法基準より厳しい⾃主基準を設け、法規制の順守や事故の未然防⽌に努めて
います。
 2016年度は涌⾕⼯場において⻘森県への産業廃棄物搬⼊事前協議数量を超える事案が発⽣しまし
た。⻘森県に対策書提出することで、了解を得ています。今後は、こうした事案を発⽣させないよう、
管理の徹底を図ります。なお、同年度における環境関連の事故、罰⾦、訴訟はありませんでした。
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PRTR法対象物質調査結果(対象︓アルプスアルパイン) 単位︓(t)

●化学物質の適正使⽤・管理と排出抑制
 アルプスアルパインは、化学物質を使⽤し、社会のニーズに応える製品を⽣産・提供しています。しかし、化学物質
の多くは、管理・使⽤⽅法を誤ると、環境や⼈体に対して悪影響を及ぼします。私たちは、環境への影響が⼤きい化学
物質を極⼒使⽤せず、正しい管理の下で化学物質を使⽤することが、事業活動における重要課題であると認識していま
す。
 アルプスアルパインでは、企業の責務として法規制などに基づいて、「環境負荷物質管理基準」などの管理基準を作
成。これにより製品に含有あるいは⽣産⼯程で使⽤する化学物質の保管・使⽤・排出を適正管理し、環境負荷の低減を
図っています。

項目
取扱量

排出量 移動量

⼤気 ⽔域 下⽔道 処理委託

'15 '16 '17 '15 '16 '17 '15 '16 '17 '15 '16 '17 '15 '16 '17

2-アミノ
エタノー
ル

2.3 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0

エチルベ
ンゼン

1.2 3.1 3.1 0.6 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 1.7

塩化第⼆
鉄

15.8 23.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 20.7 18.9

キシレン 2.4 12.5 11.9 1.6 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.3

銀及びそ
の⽔溶性
化合物

4.7 5.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3

無機シア
ン化合物

3.1 2.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ジメチル
アセトア
ミド

2.1 3.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.7 3.2

1, 2, 4 -
トリメチ
ル
ベンゼン

9.4 10.0 11.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

トルエン 21.0 22.6 14.9 14.3 16.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 8.3

ニッケル 6.4 7.1 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.4

ニッケル
化合物

2.3 1.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1

ほう素化
合物

0.7 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2

ペルオキ
ソ 2硫酸
の⽔溶性
塩

30.7 31.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 31.6 29.6

メチルナ
フタレン

23.1 14.4 13.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

※︓PRTR法︓Pollutant Release and Transfer Register。環境への化学物質排出量を把握することで、事業者の⾃主的
な化学物質管理を促すことを目的に1999年に制定。事業者は指定された化学物質の排出量の届出を⾏い、国が集計して
公表する。
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環境負荷の少ない製品づくり

●安全で環境に配慮した製品供給のために
 近年、製品含有化学物質規制は世界各国で導⼊され、かつ強化される傾向にあります。こうした環境
の下、企業は、製品含有化学物質に関して速やかな情報伝達が求められています。
 アルプスアルパインでは、材料・部品の調達から製品の組み⽴て加⼯・出荷までのプロセスの中で有
害な物質を使⽤せず、製品に含有させることがないように、グリーン調達基準書を策定し、基準に基づ
いた資材購⼊を⾏っています。
 また、資材を購⼊するお取引先様へは環境への取り組みを評価する「環境企業評価」を実施。アルプ
スアルパインでは、地球環境の保護に対し、⼗分な理解を持って事業運営を⾏うお取引先様からの購⼊
を優先しています。

●開発時における製品アセスメントの実施
 アルプスアルパインでは、製品の開発 ・設計段階から製品の環境への影響を評価する「製品アセス
メント」を実施し、多くの環境配慮型製品の開発につなげています。例えば、製品の⼩型化・薄型化・
軽量化により資源利⽤削減することで⽣物多様性保全を考慮する製品設計や、原材料のグリーン調達、
解体・分離性を⾼めることによる環境負荷低減などを製品アセスメントに取り⼊れています。更に製造
時の消費電⼒の削減や⼯程の効率化による地球温暖化対策を⾏っています。
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気候変動への対応

 気候変動は、台風や洪⽔の発⽣による⽣産停⽌やサプライチェーンの分断など事業へ⼤
きな影響を与えるだけではなく、穀物⽣産や感染症の拡⼤といった私たち⼀⼈ひとりの⽣
活にも⼤きく影響を与えます。アルプス電気グループは事業所において消費エネルギーの
削減、温室効果ガス排出の少ないエネルギーへの転換、再⽣可能エネルギーの利⽤などを
進める⼀⽅で、電流センサなどの各種センサモジュール、⾼効率インダクタ等、グリーン
デバイスの⽣産を通じて、気候変動への適応課題に取り組んでいます。

●温室効果ガスの排出（CO2）

 私たちは第8次環境保全中期⾏動計画において、⽣産および物流のエネルギー原単位改善による省エ
ネにてCO2の削減を⾏っています。2017年度通期の状況は下記の通りです。

項目 対象 目標(2017年度)
実績（2017年
度）

事業所における
地球温暖化対策

アルプスアルパイン及び電⼦部品事業の海外
⽣産⼦会社、国内海外アルパイングループ、
アルプス物流(国内)

2020年度までエネルギー原単位改
善率を年１％とする。
2012年度⽐で4.9％削減

原単位︓
15.73kl/億円
改善
率︓21.5%

物流における地
球温暖化対策

アルプスアルパイン(国内)、
アルプス物流(国内)

2018年度まで国内物流のエネル
ギー原単位改善率を年１％とする。
2015年度⽐で1.99％削減

原単位︓
0.53kl/億円
改善
率︓13.4%

 上記の改善は、主に⾼効率機器（空気圧縮機、空調機、LED照明など）の導⼊と管理強化（空気圧縮
機の配置最適化や配管系統の合理化、待機電⼒削減など）によるものでした。次年度以降はこれらを踏
まえ、国内外の拠点への⽔平展開、エネルギー使⽤合理化対策の更なる掘り起しなどの施策を進めるこ
とで、引き続きCO2の削減を進めていきます。

●省エネルギーの取り組み
 私たちは、地球温暖化対策の観点から省エネルギーへの取り組みを第8次環境保全中期計画の⼀つと
して実施しています。この取り組みは、2012年度を基準年とし、エネルギー原単位換算で2020年まで
年平均1%の削減を目標としています。
 この目標は、アルプスアルパイングループが、それぞれの事業形態に即した施策を計画・実施するこ
とによってグループ全体として達成することを目指しています。
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＊1 エネルギー使⽤量(原油換算)︓電気、燃料等のエネルギー使⽤量を原油量に換算したもの
＊2 ⽣産⾼原単位︓エネルギー使⽤量を⽣産⾦額で除した値
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＊ ⽣産⾼原単位︓CO2排出量を⽣産⾦額で除した値
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・取組事例1︓⾼効率機器（ターボコンプレッサ）導⼊による省エネ
 角⽥⼯場（宮城県）では、⾼効率⼤容量のターボコンプレッサ（空気圧縮機）を導⼊しました。これ
までは、⽐較的⼩容量（毎分13ｍ3）で効率の低いコンプレッサ複数台を台数制御しながら運転してい
ましたが、エア消費量の多い設備の近くに⾼効率⼤容量（毎分50ｍ3）のターボコンプレッサを導⼊す
ることで、年間 約400MWhの電⼒削減、236tのCO2削減につながりました。今後は 運転時の廃熱を
空調利⽤することによる、更なる省エネを計画しています。

・取組事例2︓太陽光発電設備の導⼊
 寧波⼯場（中国）では、太陽光発電設備
（1.2MW）を導⼊し、2017年11⽉より運転を開始
しました。
これにより、寧波⼯場で使⽤する電⼒の約５％を再
⽣可能エネルギーで賄うことができるようになりま
した。
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資源の有効利⽤

 私たちは第8次環境保全中期⾏動計画の中で“設計・製造における資源の有効利⽤”を目標
として掲げ、材料歩留の改善や、材料ストレート通過率の改善について数値目標を設定
し、グローバルで取り組んでいます。

●廃棄物の削減
 アルプスアルパインでは、資源の有効利⽤の観点から廃棄物削減の取り組みを第8次環境保全中期計
画の⼀つとして実施しています。この取り組みは、2015年度を基準年とし、売上⾼原単位換算で2018
年まで年平均1%の削減を目標としています。
 また、アルプス電気では、2001 年度から事務所や⽣産現場から出るすべての排出物を再資源化する
「ゼロエミッション※活動」に取り組み、2004年度末までに国内の全事業部で達成しています。

※ ゼロエミッション︓あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活⽤し、廃棄物を⼀切出さない資源循環型の社会システ
ム。1994年に国連⼤学が提唱。

＊1 総排出量︓社外に不要物として排出している廃棄物と有価物の量の合計
＊2 廃棄物原単位︓廃棄物の総排出量を⽣産⾦額で除した値（国内外）
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＊再資源化率 ︓ 再資源化量の総排出量に占める割合
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●⽔不⾜への取り組み
 ⽔不⾜は、世界の環境問題の⼀つであり、アルプスアルパインも各国で事業を展開していることか
ら、重要な課題として認識しています。私たちは、第8次環境保全中期計画の中で⽔使⽤量の定量的な
削減目標を設定しています。⽔リスクが懸念される操業地域として、中国、インドなど主にアジア地域
であると認識し、循環⽔の活⽤など、節⽔対応を進めていきます。なお、現時点では、特に問題が発⽣
していない拠点を含め、今後も対策を検討していきます。

＜⼤連アルプスでの⽔循環システムの利⽤＞
 ⼤連アルプスでは⽣活排⽔や⼯業排⽔を浄化槽や活性炭での処理を⾏い、⼯業⽤⽔への再利⽤、トイ
レ⽤⽔や植栽への散⽔などに利⽤しています。2017年度は約12,000ｍ3の⽔を再利⽤しました。
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⽣物多様性への取り組み

 アルプスアルパインでは、事業活動、社会貢献活動などを通じて⽣物多様性への取り組
みを⾏っています。

●事業活動における取り組み

 アルプスアルパインは、⼩型かつ低消費電⼒低電圧駆動のセンサと通信モジュールを組み合わせた、
IoT対応センサモジュールを開発しました。このセンサモジュールは、温度、湿度、気圧、照度等、周
囲環境のデータ取得が可能で、加えて取得したデータを無線通信で伝送する機能を備えています。

こうした技術は⽔⽥や耕作地での農薬や肥料の効果的な散布などにつながり、⽣物多様性保全に資する
ことが期待されます。

●社会貢献活動

 環境NPOのオフィス町内会が運営する「森の町内会」の間伐と間伐材の有効利⽤を促進して健全な
森づくりに貢献する活動への⽀持、東⽇本⼤震災で失われた宮城県名取市の海岸林再⽣に向けた活動へ
の⽀援を継続しています。
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⽣物調査報告書

●ボランティア活動 「森ヶ崎⽔再⽣センター屋上営巣地 春の整備作業」へ参加

 アルプスアルパイングループ社員が、「森ヶ崎⽔
再⽣センター屋上営巣地 春の整備作業」へボラン
ティア参加し、環境省絶滅危惧Ⅱ類に指定される
「コアジサシ」の営巣地保全活動に取り組みまし
た。このボランティアは毎年募集されており、
2017年はあいにくの⾬で中⽌となりましたが、
2018年は晴天に恵まれ、通路や排⽔⼝周りの清掃
を実施。今後も、絶滅危惧種の保全につながるこの
ボランティアへの参加を続けていきます。

●植物調査

 2017年は福島県いわき市にある平⼯場の植物調
査を⾏いました。平⼯場は、いわき市のほぼ中央に
位置し、阿武隈⼭地の平野に近い丘陵部に作られた
⼯場です。敷地には、コナラ、クヌギ、ヤマザクラ
等からなる落葉広葉樹林、アオキ、ヤブツバキ等の
低⽊があり、林床には、ジャノヒゲ、ヤマイタチシ
ダ、シュンラン等の草本、カタクリ、エゾタンポ
ポ、ホウチャクソウやコバギボウシなどの花も確認
できました。調査結果から、いわき市に保存会もあ
るカタクリを保全することを決定し、活動を始めて
います。

●⽣き物調査

 事業拠点の周辺に、どのような⽣物が⽣息してい
るのかという基礎的な情報を得るために、⽣き物調
査を実施しています。2016年度は、本社周辺にて
実施。本社のある東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚は、閑静な
住宅街で、近くに⼤⼩さまざまな公園や神社、学校
があり、緑にも恵まれています。
 本社敷地内の緑地には、ヒヨドリ、ムクドリ、メ
ジロ、ハクセキレイなどの⿃たちが⾶来し、ナミテ
ントウやベニシジミなどの昆⾍がいることが確認で
きました。
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●緑のカーテン作り

 福島県にある平⼯場では、毎年、アサガオやゴー
ヤを育て、緑のカーテン作りを⾏っています。いわ
き市で毎年開催されている「緑のカーテンコンクー
ル」では、2017年店舗・事業所部門で⼤賞を受賞
しました。
 社員⼀⻫清掃の⽇に皆で⼿⼊れをすることで社員
同⼠のコミュニケーションの場にもなっており、楽
しく管理しています。また、収穫したゴーヤは、⾷
堂にて無料提供しています。
 この緑のカーテンは、⽇差しを遮る効果による
CO2削減効果もさることながら、そのさわやかな緑
⾊は、業務フロアが落ち着いた雰囲気になり、癒さ
れると社員からも好評を得ています。

●宮城県産環境保全⽶ 社員⾷堂で提供

 農薬不使⽤、もしくは減農薬で、たくさんの⽣き
ものの住む⽥んぼで育てられた宮城県⽶を、⾷堂で
提供しています。この活動は、農薬不使⽤・減農薬
栽培による⾃然の化学物質汚染の抑制と地産地消の
取り組みにつながっています。
 環境保全⽶は、古川開発センター・古川⼯場、涌
⾕⼯場、角⽥⼯場、仙台開発センターで提供してい
ます。
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●次世代教育

 グループ会社社員家族を対象に、環境教育を⾏い
ました。実際に公園に出向き、ヤモリなどの⽣き物
を⼀緒に⾒つけたり、指導員から植物の話を聞いた
りすることで、次世代を担う⼦どもたちに、楽しみ
ながら環境保全の⼤切さを知るきっかけ作りをして
います。

34



従業員との関わり

⼈財育成の取り組み

 「⼈に賭ける」私たちアルプスアルパイングループの⼈財に対する考え⽅です。
チャレンジしたい、成⻑したいという社員の⾃⼰実現への意欲を尊重し、社員⼀⼈ひとり
が、より⾼いレベルの仕事に⾃ら挑戦し、創造的で⾃⽴したプロフェッショナルな存在に
成⻑していくよう促します。社員の成⻑は、会社の持続的成⻑の重要な要素です。社員⼀
⼈ひとりのレベルアップにより、組織の活性化、⽣産性や収益性の向上を追求します。

●⼈財育成の⽅針
 アルプスアルパイングループは、社員が仕事を通じて成⻑していくことを⼤切にしています。そのた
めに、社員⾃らが描くキャリアプランを実現できるよう、「OJT」つまり実践を通じた育成に加え、
「評価」「配置」「能⼒開発」を連携して、総合的かつ⻑期的な育成を図ります。
 仕事を通じて多くの⼈と関わり、相互に教え学び合い、やり遂げることで、成⻑が実感できます。同
時に、スキル ・知識等の習得のための教育・研修や⾃⼰啓発⽀援施策など、様々な能⼒開発の機会
を、社員の成⻑段階に応じて提供しています。
 「実践（仕事）」と「理論（能⼒開発施策）」の両輪の充実により、プロフェッショナルな個⼈と組
織に成⻑させます。

●実践を通じた育成
 仕事の成功・失敗体験は、成⻑の⼤きなエンジンです。
 社員は成⻑段階に合わせて、目標と仕事の進め⽅を上司と話し合い、主体的にテーマに取り組みま
す。経験したい仕事があれば、積極的に⼿を挙げることが推奨され、挑戦する意欲のある社員は、より
多くのチャンスを掴むことができます。
 また、職場同僚と切磋琢磨し、協⼒しあい刺激しあうことも、成⻑に必要な要素です。例えば、新⼊
社員には、職場の先輩社員がマンツーマン指導員としてサポートを⾏います。指導員は、仕事や会社⽣
活における指導をするだけではなく、ちょっとした悩みの相談を受けるなど新⼊社員サポーターとして
の役割を担います。先輩社員も後輩を教えること、⽀えることを通じて、マネジメントの最初の⼀歩を
体験することができます。
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●充実した⾯接制度
 アルプスアルパインの⼈材育成制度の特徴のひとつに、⾯接制度があります。考課時、上⻑評価前に
業務成果を上司と部下ですり合わせる⾯接、評価結果とその理由を上司が部下に伝えるフィードバック
⾯接、年次毎に上司と部下で業務目標と進め⽅を相談し決める⾯接、将来のキャリア開発の道筋を話し
合う⾯接と、定期的な⾯接の実施を制度に位置付けています。これらの⾯接を通じて、上司と部下の業
務・キャリアに対するお互いの考えを理解し合うことができ、社員は⾃ら「何をすべきか」を考え、⾏
動できるようになると考えています。

●成⻑へのステップとしての⼈事考課
 ⼈事考課は、半期ごとに実施されています。アルプス電気の⼈事考課は、まず部下が能⼒・意欲⾏
動・業績の観点で半年の活動を⾃⼰評価し、活動内容を上司と⾯接などで共有します。その上で、上司
が評価を⾏い、複数の部門⻑による調整を経て、評価を決定します。その結果は、再度、⾯接にて部下
本⼈にフィードバックされます。
 こうした⼀連の⼈事考課プロセスを通じて、上司は評価をするだけでなく、部下⼀⼈ひとりの強みや
啓発点を明らかにし、次のステップに活かしていくことも重視しています。

●キャリア開発⽀援
 社員がこれまでの経験した仕事などを振り返り、⾃分⾃⾝の将来の⽅向性やキャリアプランを考え、
今後の仕事の要望や能⼒開発目標などを上⻑と共有する「⾃⼰申告制度」を導⼊しています。毎年、社
員が⾃⾝の中期的なキャリアプランを考え「⾃⼰申告書」を記⼊し、上司と⾯接を通じて共有します。
この制度は、これまでの経験を棚卸しし、⾃分の強みは何かを考え、今後やりたい仕事や将来の夢など
を描くきっかけと位置付けています。⾃⼰申告書は、上司と内容を共有することで、担当したい仕事や
ローテーション先の希望などを伝え、能⼒開発に向けて上司のアドバイスや協⼒を得るツールとしても
活⽤しています。上司は、「⾃⼰申告書」を基に、研修、ローテーション、⽇常の業務などを通じた部
下の育成計画を作成し、部下本⼈の⾃⼰実現に向けての後押しを⾏なっています。
 また、10年毎、節目の年齢で受講する「キャリアマネジメントセミナー」を⽤意し、社員⾃⾝の
キャリアプランを再考する機会を設けています。
 このように、アルプスアルパインでは、⾃らキャリアプランを描き、それに向かって挑戦し、⾃主的
かつ計画的に専門性を⾼め仕事の幅を広げていく社員が増えることが、会社の総合⼒向上につながると
考え、キャリア開発⽀援を推進しています。
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●育成型ローテーション
 アルプスアルパインでは、複数の業務や部門の経験を通じて、「職務範囲の拡⼤」「組織の多⾯性や
様々な環境変化への対応⼒の獲得」「社内⼈脈の拡⼤」「従来のやり⽅にこだわらない広い視野、⾼い
視点、柔軟な感覚を養う」ことを狙いとして、特に⼊社から10年間の若⼿層の社員に対し育成型ロー
テーション制度を導⼊しています。当社の目指す育成型ローテーションは、最初の段階で、⾃分の柱と
なる専門分野の基礎固めを⾏う「I型」育成を実施し、次の段階では、関連技術の深掘りや周辺技術分
野の習得を進める「T 型」育成を進めていくものです。
 また、若⼿層に限らず、社内外の⼈脈を広げ、複数部門の仕事を通じて得た視点やノウハウや知識
を、今後の業務に役⽴てることを目的としています。

2017年度ローテーション実績（アルプス電気）

⼈数※1 461⼈
割合※2 7.8%
※1 部署を超える異動者数
※2 ⺟数は全社員

●教育・研修による能⼒開発
研修は、⼤きく階層別研修、課題別研修、機能別研修に分類しています。

・階層別研修︓
 組織⼒強化のために、部⻑、課⻑、中堅社員、若⼿社員など、階層ごとの役割や組織の⼀員
 として求められる⾏動を理解し実践する。
・課題別研修︓
 グローバルでビジネス推進を加速するために、基本的な業務推進能⼒の向上に加え、
 異⽂化適応⼒やＣＳＲ教育など、企業を取り巻く環境に応じて必要な知識を習得する。
・機能別研修︓
 各部門における基礎的な専門知識スキルを主に社内講師により習得する。

 特に階層別研修では将来の経営層育成のため、若⼿部課⻑クラスを対象に幹部要員育成研修を2014
年から実施しています。また、組織⼒強化の要は管理職であることから、管理職向け研修では「理論」
を学び動機づけするだけでなく「職場での実践」を推進しています。階層別研修は、2017年度は582
時間、延べ604⼈が受講しました。2018年度は690時間の実施を予定しています。
 これらの研修は、1970年に設置された「研修センター」で実施してきました。研修センターは⽇常
の仕事から離れ⾃⼰を⾒つめ学びに集中する「道場」として親しまれてきましたが、創業70年を迎え
る今年、新・研修センターが開設します。快適な研修空間で、充実した研修ラインナップを提供し、次
世代を担うグローバルに活躍する社員の成⻑を促します。
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教育研修体系図

●社内研修講師の充実
 ⾃ら得意とする専門分野に更に磨きをかけるために社員が講師となり、研修や教育を実施し育成にあ
たっています。「教える」ことは最⼤の「学び」でもあり、社員が相互に啓発しあう企業風⼟の伝承に
も寄与しています。

●グローバル⼈財育成に向けた「海外トレーニー制度」
 若⼿・中堅社員を海外現地法⼈や外部機関へ1年間派遣し、実務、実習を通じて学ぶ「海外トレー
ニー制度」を実施しています。海外でのビジネスや⽣活体験を通じて、⽂化・慣習の理解や語学習得な
ど、国際的な視野と⾏動⼒を持った「グローバル⼈財」を育成することが目的です。
 派遣終了後、トレーニーは、⽇本国内でグローバル課題解決を牽引するチームリーダーや、海外現地
法⼈で最前線でビジネス開拓に取り組む出向社員になるなど、多⽅⾯で活躍が⾒られます。

●トレーニー制度による海外現地法⼈幹部⼈財、コアメンバーの育成
 海外現地法⼈の運営が、⽇本⼈主体から現地社員主体へシフトしています。
 グローバルでの⼈財育成施策の⼀環として、海外現地法⼈幹部⼈財の育成を目的とした「アルプスア
ルパインジャパントレーニー制度」を実施しています。現地法⼈の部課⻑クラスのトレーニーは、1年
間の⽇本でのビジネス体験を通じて事業運営と共に企業⽂化を体得し、将来の現地法⼈の幹部として⽇
本と現地のかけ橋になることを期待されています。 また、海外現地法⼈でのビジネスの意思決定が、
これまで以上にスピードをもって進められています。
 このほかに、海外現地法⼈からは、実務担当者層のコアメンバー（70〜80名程度）が、⽣産部門を
はじめ、開発部門や品質保証部門を中⼼に、知識ノウハウ習得や⼈脈形成のため、アルプスアルパイン
ジャパンで数ヶ⽉から数年間の勤務をしています。これにより、担当者間の協⼒がスムーズになりビジ
ネス獲得へ貢献しています。
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ダイバーシティへの取り組み

 アルプスアルパインでは、多様な価値観を持った⼈々が、国籍・宗教・性別・年齢・性
的指向または性⾃認・障がいの有無などに関わらず、個性や能⼒を最⼤限に発揮し活躍で
きる職場環境の実現を目指しています。
 この考えの下、多様な⼈財の積極的な登⽤・採⽤をはじめ、職務の明確化や公正で透明
性の⾼い⼈事評価制度の構築、個々の社員の多様性を引き出し⽣かす配置・転換を実施し
ています。また、キャリア形成や能⼒開発のための教育・研修の機会を様々な形で提供し
ているほか、年⼀回コンプライアンス・CSR教育をグローバルに実施し、社員へダイバー
シティへの取組みの周知と理解促進を図っています。

個⼈の能⼒を最⼤限に発揮できる環境へ

●「グローバル⼈事指針」策定によるダイバーシティとグローバル⼈事マネジメントの推進

 アルプスアルパイン、アルプス物流各グループ共通の「グローバル⼈事指針」を策定し、これに基づ
きグループ(連結)⼀体となったグローバル⼈事マネジメントの推進に向けて取り組んでいます。グロー
バルビジネスの拡⼤の中で、海外法⼈間の⼈事交流・社員の異動やCSR調達への対応等、グローバル基
準での⼈事管理体制の整備を推進しています。
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ママカフェ

キラキラ語ろう会

●⼥性の活躍推進

 アルプスアルパインでは、海外勤務や海外トレーニー派遣、管
理職候補者向け研修や外部研修への派遣において、従来から男⼥
平等に機会を提供しています。
 また、新卒採⽤では、エンジニアを含めて⼥性を積極的に採⽤
しています。
 更に、育児や介護と仕事の両⽴に関する各種制度の充実による
就業環境の整備、教育訓練などを通じて、管理職や⼥性社員⾃⾝
の意識改⾰を図っています。
 その成果として、⼥性の平均勤続年数は20年以上、⼥性の既婚
率は60%以上と結婚後もワークライフバランスを確保し、活躍し
ている⼥性が増えています。
 これらを推進するために、仕事と育児の両⽴に対する不安や悩
みの解消と社員同⼠のネットワーク構築を目的に語り合う「ママ
カフェ」、ママ社員の体験談を聞いて⼦育てしながら働くイメー
ジを描く「ママ社員とキラキラ語ろう会」などの取り組みを進め
ています。
 ⼥性活躍推進に向けた報告や意⾒交換は、取締役が出席する⼈
財会議でも⾏われています。

全社員に占める⼥性⽐率(アルプス電気)

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

男性 4,435⼈ 4,350⼈ 4,422⼈ 4,571⼈ 4,598⼈

⼥性 1,265⼈ 1,283⼈ 1,313⼈ 1,375⼈ 1,403⼈

計 5,700⼈ 5,633⼈ 5,735⼈ 5,946⼈ 6,001⼈

⼥性⽐率 22.2% 22.8% 22.9% 23.1% 23.4%

※各年4⽉1⽇現在。

採⽤者に占める⼥性の割合(アルプス電気)

男性採⽤数 ⼥性採⽤数 ⼥性⽐率

2016年度 2017年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度

新卒者 57⼈ 105⼈ 122⼈ 48⼈ 48⼈ 47⼈ 45.7% 31.4% 27.8%

経験者 61⼈ 65⼈ 15⼈ 42⼈ 19.7% 39.3%

合計 192⼈ 170⼈ 83⼈ 90⼈ 30.2% 34.6%

※新卒者は、各年度4⽉1⽇⼊社⼈数。

男⼥別の平均勤続年数(アルプス電気)

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

男性 20年8ヶ⽉ 20年9ヶ⽉ 20年6ヶ⽉ 20年6ヶ⽉ 20年3ヶ⽉

⼥性 22年0ヶ⽉ 21年5ヶ⽉ 20年9ヶ⽉ 20年6ヶ⽉ 20年0ヶ⽉

全体 21年0ヶ⽉ 20年11ヶ⽉ 20年7ヶ⽉ 20年6ヶ⽉ 20年3ヶ⽉

※各年4⽉1⽇現在。
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   ※各年6⽉1⽇現在

⼥性管理職の割合推移(アルプス電気)

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

男性管理職 ⼈数 387⼈ 376⼈ 363⼈ 370⼈ 378⼈

⼥性管理職 ⼈数 4⼈ 4⼈ 6⼈ 8⼈ 8⼈

⼥性管理職 ⽐率 1.0% 1.1% 1.6% 2.1% 2.1%

※各年4⽉1⽇現在

【⼥性活躍推進法に関する取り組みについて】

⼥性活躍推進法施⾏に基づき、当社は次のとおり⾏動計画を策定しました。

《期間》
2016年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇

《目標》
1. 2018年度までに、新卒＋経験者の⼥性採⽤⽐率を34％(2015年度)→40％以上にする。
2. 2. 2018年度まで、正社員全体の⼥性の勤続年数(21年)が男性(20年)を上回る状態を維持し、

⼥性総合職の勤続年数(10年)の伸⻑を図る。

アルプスアルパインでは、海外勤務や研修受講など男⼥平等に機会を提供しています。現在も、
多くの⼥性社員が、そのチャンスを掴み、やりがいを感じながら⼀歩ずつ着実にキャリアを積ん
でいます。アルプスアルパインは、⼥性社員が更にいきいきと、そして安⼼して⻑く働けるよう
に、社内環境を整えていきます。

●障がい者雇⽤

 アルプスアルパインでは、障が
いの有無にかかわらず、社員がい
きいきと働き、能⼒を最⼤限に発
揮できる環境整備に取り組んでい
ます。法改正に伴い2018年4⽉以
降法定雇⽤率が段階的に引き上げ
られますが、引き続き労働環境の
整備を進め、雇⽤機会の拡⼤（法
定雇⽤率達成の継続）に努めてい
きます。
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●外国⼈採⽤(IAP: International Associates Program)

 IAPは、海外で新卒者を採⽤し、アルプスアルパインの⽇本本
社で契約社員（2年間）として勤務する制度です。この制度は
20年以上の歴史があり、毎年5⼈程度、これまでに欧州、北
⽶、アジアの国々から合計100⼈近くを採⽤しました。IAP期間
終了後も、多数がグループ各社で引き続き勤務し、勤続20年を
超える社員もいます。
 また、国内新卒採⽤においても外国⼈留学⽣が約1割を占め、
設計開発・製造・営業・経理など多岐にわたって活躍していま
す。
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労使関係

労使⼀体での働きやすい職場づくり推進
●社員制度
 アルプスアルパインの社員制度は、1. ⼈間性尊重、2. 集団精鋭、3. ⾃⼰啓発を基本理念とし、社員
の適性、能⼒、意欲に応じた選択を可能とする資格制度や役割、機能に基づく賃⾦制度などで構成され
ています。この理念の下、多様な⼈財を活かし、モチベーションを⾼め、社員の能⼒発揮と働きやすい
職場を実現するために、時間単位の有給休暇取得、⼆重就労制限の緩和、短時間勤務制度の適⽤、⼀定
要件の下での在宅勤務、テレワーク、再⼊社、資格取得奨励⾦の拡⼤などの制度を導⼊してきました。
 また、働き⽅改⾰の⼀環として進めてきた時間外労働削減と年休取得率向上の2017年度実績は前の
年度と⽐較し、時間外労働4.8%の削減、年休取得率4%の向上が図られています。

・DCエクセレントカンパニー(2015年)
アルプス電気は、確定拠出年⾦の継続教育や制度運営に積極的に取り組んでいる企業として、確定
拠出年⾦教育協会が主催する第4回⽇本DCフォーラム（2015年）において、「DCエクセレントカ
ンパニー表彰」を受賞しています。

●ハラスメント防⽌
 アルプスアルパインでは、職場におけるハラスメント・虐待、差別を防⽌するために、毎年全社員に
対してモラルある職場づくりのための研修を実施しています。

●労使関係
 アルプスアルパインは、従業員代表組織である「アルプスアルパイン労働委員会」との間で相互の信
頼と理解に基づき、労使双⽅が誠意を持って、全ての課題を徹底した話し合いで解決し、調和のある発
展を目指しています。
 2017年度は、働き⽅の改⾰を中⼼とした労使⼀体となって取り組むテーマを掲げ、全社に影響する
労働条件等を検討する審議会を年４回開催し、賞与や新たな勤務形態の導⼊を答申しています。

●グローバル⼈事指針
 私たちは、グループ・グローバルでの⼈財配置・活⽤を図り社員の持てる⼒を最⼤限に発揮し、社員
と会社が共に成⻑できる関係の構築を図るためアルプスアルパイングループ共通の⼈事指針「グローバ
ル⼈事指針」を定めています。
 この指針の中で、私たちが児童労働、強制労働、⼈⾝売買など関わることを禁⽌し、従業員への処遇
で差別がないこと、また、団体交渉権については従業員の権利として尊重していることをうたっていま
す。
 この指針は、社内イントラネットで⽇本語と英語で掲載され、共有化されています。
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●働く環境づくり
 私たちは、働く環境づくりとして、従業員の⼼⾝の健康維持・向上、労働時間・残業に関する各国の
法令、慣⾏等を重視した上で安全で快適な職場環境の維持に努めています。グローバル⼈事指針には、
労働時間においては各国の法律で定められている限度を超えない範囲で設定し、管理することをうた
い、過度な労働時間の削減に取り組んでいます。
 賃⾦⽔準および福利厚⽣については、各国の地域・業界の⽔準や労働市場における競争⼒や会社業績
などを考慮し、適正で妥当なものになるように努めています。アルプスアルパインでは、18歳未満の⼦
⼥を有する社員への次世代育成⽀援⼿当や社員のライフデザイン⽀援を目的とした住宅⼿当等を⽀給し
ており従業員の状況に応じた、より適切な⽣活賃⾦確保の⽀援に努めています。
 また、アルプスアルパインでは労使対話の仕組みとして従業員代表組織であるアルプス電気労働委員
会が組織され、賃⾦基準の確認や賞与、社員制度、労働時間の改善を含む働き⽅について、労使対等を
基軸に対話を⾏っています。

・新卒⼊社3年以内離職率の推移（アルプス電気）

2012年⼊社者 2013年⼊社者 2014年⼊社者

10.5% 16.4% 4.9%

●従業員の満⾜度調査
 アルプスアルパイン労働委員会は、社員の意識調査を3年に1回定期的に⾏っています。調査は、コ
ミュニケーション、モチベーション、労働環境等を中⼼に実施され、結果を労使で共有すると共に、ア
ルプス電気労働委員会の活動⽅針や施策⽴案等に活⽤しています。

 ・2015年調査（第15回調査）の概要︓対象者2,012名 回収率87.5%
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労働安全

 安全、かつ健康でいきいきと働ける職場づくり。これも、企業価値を⽀える源泉と私た
ちは考えています。

安全で健康な職場づくり

●基本⽅針
 アルプスアルパインでは、社員⼀⼈ひとりが、⼼⾝ともに安全で健康に働けるように各種制度や職場
環境の維持・向上に取り組みます。

⾏動⽅針
1. 安全衛⽣関係法令及び社内基準を遵守し、より⼀層の安全衛⽣管理に努めます。
2. ⽇々の安全衛⽣管理活動を継続的に⾏い、“災害ゼロ”から“危険ゼロ”の安全で快適な

職場づくりに努めます。
3. 社員教育および社内広報活動を通じて、安全衛⽣意識の⾼揚に努めます。
4. 安全衛⽣管理活動を定期的に⾒直し、適切性と有効性を確実にします。
5. 社員とコミュニケーションを図り、社員参加型の安全衛⽣活動を実⾏していきます。

●安全衛⽣の推進体制
 アルプスアルパインでは、事業所ごとに安全衛⽣委員会を設置し、安全衛⽣を推進しています。通
勤、就労時の安全確保、構内感染症に対する予防、メンタルヘルスケア、災害対策などについて、各拠
点の委員会は定例会を開催し、健康と安全に関わる労働災害の予防とリスクの管理に努めています。
 国内外で深刻な労働災害、事故・⽕災（⼩⽕を含む）等が発⽣した場合は、管理本部⻑（取締役）、
コンプライアンス部門⻑、経営企画部門⻑をはじめとする関係者に即時報告される体制となっていま
す。加えて、定期的に取締役会にも報告されています。
 また、アルプスアルパインでは、2017年度末時点で、9つの⽣産拠点にて、安全衛⽣マネジメント
システム OHSAS18001を取得しています。(全⽣産拠点における42%で取得)
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※アルプスアルパインでは労災・疾病の件数を8⽉から翌年7⽉までを
1年として集計しています。

●労働災害への対応
 アルプス電気では、2017年度（8⽉
から翌年7⽉までの1年）の労災・疾
病の件数は１４件で、発⽣した労働災
害に関する調査、事後処理など対応状
況は下記の通りです。
 2018年度は、重⼤災害（死亡など
につながる労働災害）ゼロを目標とし
て活動を推進します。

主たる労働災害対応状況

事故概要 調査結果 事後処理 再発防⽌策など

設備点検時に社員が指定
された以外の冶具を⽤い
負傷

本来使⽤すべき冶具
を使わず対応したた
め

正しい冶具を使うことを周知し、事
故発⽣当⽇に職場内パトロールを実
施

⼿順書を整備し、正しい他
所⽅法を職場内に周知した

材料開封時、材料で⼿を
負傷

本来使⽤すべき保護
器具を使わず対応し
たため

関係する社員全員に状況を報告し、
緊急⼣礼を実施。保護器具利⽤の徹
底を指⽰

保護器具を使う作業⼿順の
明⽂化、職場への周知を実
施

●国内拠点での⽣活習慣改善活動
 近年、平均寿命が延びている⼀⽅で、がん、⼼臓病、脳卒中、糖尿病等の⽣活習慣病が増加し、⼤き
な社会問題となっています。こうした⽣活習慣病は、⽇常⽣活のあり⽅と深く関連しており、健康の保
持・増進のためには、運動習慣の定着や⾷⽣活の改善といった健康的な⽣活の確⽴が重要です。
 国内拠点では、⽣活習慣病予防のための⽣活習慣改善活動を実施しており、今後も継続して取り組み
ます。

・活動例1︓活動量計を使⽤したウォークラリー
 運動の習慣化や継続を目的に、国内全拠点で活動量計を利⽤したウォークラリーを実施。参加者同⼠
で、歩数の競争や各拠点で運動教室等を実施し参加者のモチベーション維持などにも⼯夫をして取り組
みました。

・活動例2︓「健康⾷堂」を目指して
  アルプスアルパインでは、⽇ごろの⾷事から、塩分やカロリーなどを意識することで、個々の健康
管理につながるよう、⾷堂メニューの⼯夫をしています。本社では、「健康⾷堂」と称し、800キロカ
ロリー以下の定⾷提供、主⾷(ご飯)茶碗の⼩型化、不⾜栄養素をカバーできる⼩鉢メニューの提供を実
施しています。また、試験的に野菜スープの提供などを⾏い、⽣活習慣病対策と朝⾷を取ってもらうこ
とに対し意識付けを⾏いました。
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アルプス・マレーシアでの避難訓練の様⼦

アルプス・インドでの避難訓練の様⼦

●グローバルでの安全衛⽣
 アルプスアルパインでは、国内拠点のみならず海外拠点に
おいても、安全衛⽣の取り組みを推進しています。研修など
による安全に関する意識向上の取り組み、作業⼿順書の順
守、整理整頓の励⾏などを⾏っています。衛⽣に関しても、
健康維持・増進、定期健康診断実施、⼿洗い・うがいの励⾏
などを⾏っています。
 また、突発的な事故あるいは災害から⾝を守るための防災
訓練を定期的に実施しています。
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取引先との関わり

「グリーン調達基準書」
⽇本語、英語、中国語版を作成し、
グローバルに展開

調達

 アルプスアルパインでは、「誠実」を基本とし、サプライヤーを公平に接遇するととも
に、信頼ある協⼒関係を確⽴。
 安全や環境にも配慮をし、持続的な発展に成⻑することを調達の⽅針としています。

●グリーン調達の推進
 アルプスアルパインでは、安全で環境に配慮した製品を
供給するため、管理体制の整っているサプライヤーから有
害物質を含まない原材料・部品を調達するグリーン調達を
進めています。当社基準の「グリーン調達基準書」をサプ
ライヤーに提⽰し、各社の環境への取り組みを評価する
「環境企業評価」と、原材料・部品に当社指定の禁⽌物質
が含まれていないことを確認する「部材評価」を実施して
います。また、インターネットを使⽤した「アルプス・グ
リーン調達システム(Green-AXIS)」をグローバルに展開
し、「環境企業評価」と「部材評価」のデータを共有・活
⽤しています。
 適応される法令や規制などの変更点を踏まえた、「グ
リーン調達基準書」の改訂を毎年⾏っています。また、原
材料・部品の製造拠点も毎年⾒直しを⾏い、継続的な改善
を⾏っています。

●紛争鉱物への対応
 コンゴ⺠主共和国及びその周辺国の武装勢⼒による⼈権侵害や、これらの地域から採掘される鉱物の
⼀部が武装集団の資⾦源となり紛争を激化させていることが問題となっています。2013年1⽉に施⾏
された⽶国⾦融改⾰法第1502条は、これらの鉱物を紛争鉱物と定義し、⽶国の証券取引所に上場して
いる企業に対して、製品への紛争鉱物の使⽤に関する情報開⽰を義務付け、最終的には「紛争に資⾦的
に加担する」紛争鉱物の使⽤を排除させることを目的としています。
 アルプスアルパインは同法令の対象企業ではありませんが、⼈権を尊重する⽴場からその目的に理
解・賛同し、コンゴ⺠主共和国及びその周辺国において非⼈道的な⾏為を⾏っている武装勢⼒の資⾦源
となっている紛争鉱物を意図的に製品の原料として使⽤しないよう努めます。
 また、アルプス電気は⼀般社団法⼈ 電⼦情報技術産業協会（JEITA）の考え⽅に賛同し、「責任ある
鉱物調達検討会」へ発⾜当初から参加し、活動を⾏っています。また、毎年4⽉に取引先様向けに「事
業⽅針説明会」を開催し、その中で鉱物調達に関する注意事項や動向などの周知を⾏っています。
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●調達リスクへの対応
 アルプスアルパインは、⽇本をはじめ、中国・韓国・マレーシア・メキシコ・アイルランド・ドイ
ツ・チェコ・インドの⽣産拠点（9カ国、21拠点）及び台湾と⾹港に
IPO（InternationalProcurement Ofce ︓ 海外購買部門）を設置し、調達活動を⾏っています。調達
においては、品質・価格・デリバリー・環境保全の観点から優れた原材料・部品等をタイムリーかつ必
要数を⼊⼿しなければならず、信頼のおける取引先様からの調達が必須であり、信頼関係の構築に注⼒
しています。
 また、サプライチェーンは⾃然災害・事故・労働争議・倒産等により、調達活動のみならず物流など
広範囲にわたり影響を受けます。アルプス電気グループでは、サプライチェーンデータベースを定期的
に整備すると共に、グローバルで情報を⼀元化し、調達リスクが発⽣した場合は、タイムリーに対応で
きるよう体制を構築しています。
 私たちは、継続的に取引先様向けの事業⽅針説明会を開催し、調達リスクへの対応についても説明会
の中で協⼒をお願いしています。調達リスクへの対応は、取引先の皆様の協⼒なしでは実現しないと考
え、今後も取引先様との連携を強化し、取り組みを推進していきます。

●CSR調達の取り組み
 アルプスアルパインは、地球社会の⼀員としてサプライチェーンを通した環境保全、⼈権課題などへ
の対応も⼤切なテーマと考えています。お取引先様とは取引基本契約書の締結を通じ、持続可能な社会
の形成を共に目指していきます。

お取引先様向け⾏動規範の内容

1. 従業員への安全衛⽣上の⼗分な予防措置と安全かつ衛⽣的な職場の提供
2. 国際労働機関（ILO）の規則および各国の法令に反する児童労働の禁⽌
3. 強制労働の禁⽌
4. ⼈種、性別、⾔語、宗教、政治、⾝分、財産等に基づく差別の禁⽌
5. 賃⾦・労働時間を含む従業員の雇⽤条件の国際労働機関(ILO)および各国の法令への準拠
6. 紛争地域における非⼈道的な⾏為を⾏う組織または武装集団の資⾦源となりうる鉱物その他

資源の原材料の不使⽤に向けた啓蒙
7. 事故・災害発⽣の際のサプライチェーンを含めた速やかな事業復旧および継続

お取引先様向け環境保護⽅針の内容

省エネルギー、省資源、リサイクル等環境保護活動の推進
適⽤される⽇本国内外の環境関連法令の遵守
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公正な経営

コーポレート・ガバナンス

 アルプスアルパインは、現代社会の⼀員として公正な経営を実現・実⾏していくための
基盤の強化を目的に、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメン
ト、情報セキュリティについて積極的な取り組みを⾏っています。

●コーポレート・ガバナンスの考え⽅
 アルプスアルパイングループでは、コーポレート・ガバナンスの定義を、「企業価値を増⼤するた
め、経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執⾏、並びにステークホルダーに対する迅速な結果
報告、及び健全かつ効率的で透明性のある経営を実現する仕組みの構築・運⽤」としています。株主を
はじめ、全てのステークホルダーの利益最⼤化が重要と考え、企業価値の最⼤化を図り、かつステーク
ホルダー間の利益をバランス良く満たし、その利益を直接、間接的に還元することを基本としていま
す。
 また、アルプスアルパインでは、株主、顧客、地域社会及び従業員等のステークホルダーに対する責
任を果たすと共に、企業として実効性のあるコーポレート・ガバナンスを実現するために「アルプスア
ルパイン株式会社 コーポレートガバナンス・ポリシー」を制定し、当社ウェブサイトにて公開してい
ます。

●コーポレート・ガバナンス体制
 アルプスアルパインは、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採⽤しています。業
務執⾏者から独⽴した監査監査・監督機能を強化することで、⼀層のコーポレート・ガバナンスの強化
と公正で透明性の⾼い経営の実現を図ります。
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出席回数／開催回数 出席回数／開催回数 出席回数／開催回数

12回／12回 12回／12回 12回／12回

12回／12回 12回／12回 12回／12回

12回／12回 12回／12回 12回／12回

12回／12回 12回／12回 12回／12回

11回／12回 12回／12回 12回／12回

11回／12回 12回／12回

●取締役会
 アルプスアルパイン(株)の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名(うち社外取
締役1名)及び監査等委員である取締役6名（うち社外取締役4名）で構成され、経営の基本⽅針や中短
期経営計画を含む経営に関する重要事項を審議・決定すると共に、職務執⾏状況の監査・監督を⾏う機
関と位置付けています。2018年6⽉からは、ジェンダー・ダイバーシティにも対応して⼥性取締役
を、また、事業経営経験者を選任し、多様性と事業性を備えた実効性を確保しています。
 取締役会は⽉1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、重要事項を全て付議して⼗分な討議
を経た上で決議を⾏います。決議事項については、取締役会規則・細則に基づき、法務、会計、税務及
び経済合理性などについて事前確認を⾏い、取締役会決議の適法性及び合理性を担保します。
 また、当社では、会社⽅針・⼤綱に基づき中短期の経営計画を作成し、取締役が出席する経営計画会
議を年2回開催し、経営計画に関する審議と情報の共有化を図った後、取締役会の審議・決議を⾏う体
制にしています。これに従い、⽉次単位の業務遂⾏の進捗管理を⾏い、経営資源の最適活⽤を図るた
め、重要事項については取締役会規則・細則に基づき取締役会に付議した上で、業務執⾏を⾏っていま
す。
 当社では、これまで、2013年に社外取締役を導⼊以降、監査等委員会設置会社への移⾏やコーポ
レートガバナンス・ポリシーの制定、取締役報酬制度の改定、取締役会実効性評価の実施など、コーポ
レート・ガバナンスの改⾰を進めてきました。アルプスアルパイン（株）では、100年に⼀度といわれ
る⾃動⾞の技術⾰新などこれまでにない急激な環境変化に対応し、経営の機動性を更に⾼めるため、経
営監督と業務執⾏を分離し、執⾏役員制度を導⼊します。また、取締役数をアルプス電気(株)時の17
名から12名（うち監査等委員である取締役は6名）に変更し、モニタリングを主軸とする取締役会にシ
フトすると共に、社外取締役をアルプス電気(株)時の3名から5名に増員し（うち⼥性取締役2名）、社
外取締役⽐率を1／3以上とすることで、より株主利益確保のために独⽴した客観的な視点を増やし、
新しいコーポレート・ガバナンス体制に取り組んでいきます。
 なお、アルプス電気(株)の2017年度における取締役会の各取締役の出席状況は以下の通りです。

取締役 取締役 取締役

栗⼭ 年弘 枝川 仁⼠ 髙村 秀⼆

⽊本 隆 ⼤王丸 健 藤井 康裕

笹尾 泰夫 岡安 明彦 飯⽥ 隆

天岸 義忠 佐伯 哲博 秋⼭ 洋

⽚岡 政隆 氣賀 洋⼀郎 國吉 卓司

梅原 潤⼀ 佐藤 浩⾏

51



出席回数／開催回数 出席回数／開催回数 出席回数／開催回数

13回／13回 13回／13回 13回／13回

13回／13回 13回／13回

取締役会の実効性評価

 アルプスアルパインは、株主、顧客、従業員並びに地域社会等のステークホルダーに対する責
任を果たすと共に、持続的成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を目的とした、実効性あるコーポ
レート・ガバナンスを実現するため、コーポレートガバナンス・ポリシーを定めています。それ
に基づき、取締役会の機能の⼀層の向上を図ることを目的に、取締役会実効性評価の実施を取締
役会規則に規定し、毎年実施しています。なお、2017年度のアルプス電気(株)取締役会実効性評
価の結果の概要は以下の通りです。

1. 分析・評価の⽅法
 取締役会メンバーに対し、取締役会の構成、運営、審議内容、取締役間のコミュニケー
ション、⽀援体制等について設問票による記名式アンケートを⾏い、各々の所感を含む⾃⼰
評価を実施しました。そして、これらを社外取締役を含む監査等委員会及び管理担当・ 経営
企画担当各取締役が分析、課題整理を⾏った後、取締役会において報告を⾏い、検証及び議
論を⾏いました。

2. 分析・評価結果の概要
 結果として、2017年度は、議論、審議、運営が適切かつ合理的に⾏われていることが確認
され、実効性が確保されていることが検証できました。⼀⽅、取締役会の規模 ・ 構成や、審
議資料の事前確認、事業のリスク及びヘッジ策の議論の充実、監査等委員と執⾏系取締役間
の更なる交流などについて、具体的な意⾒・提案が寄せられました。

3. 今後の対応等
 上記結果を踏まえて、2019年に予定しているアルパイン（株）との経営統合に向けて検討
を⾏っていくと共に、今回提案された取締役の⾒解・評価を共有化することで更に⼀体感の
ある経営姿勢を育み、当社のガバナンス並びに企業価値の向上に活かしていきます。

●監査等委員会
 アルプスアルパインの監査等委員会は、社外監査等委員が2/3を占める体制により、業務執⾏者から
独⽴した客観的な⽴場から適切な判断をするように努めます。また、社内の重要な会議に出席すると共
に、重要な情報の収集及び報告の受領等を⽇常的に⾏うため、常勤の監査等委員を選定しています。そ
して、事業経営経験者や法律の専門家である弁護⼠並びに会計の専門家である公認会計⼠として豊富な
経験を持った社外監査等委員と、当社の事業に精通した社内監査等委員が⾼い実効性を持って監査を⾏
うと共に、内部監査部門と連携を図り、取締役会やその他の重要な会議の場において、経営陣に対して
意⾒を述べるよう努めます。更に、監査等委員会の職務の補助者を置くこととし、当該業務を担う使⽤
⼈については取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独⽴性を確保します。なお、当社は、
会社法第427条第1 項の規定に基づき、監査等委員5名と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契
約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める最低責任限度額としています。
 なお、アルプス電気(株)の2017年度における監査等委員の監査等委員会の出席状況は以下の通りで
す。

監査等委員 監査等委員 監査等委員

髙村 秀⼆ 藤井 康裕 飯⽥ 隆

秋⼭ 洋 國吉 卓司
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●社外取締役
 アルプスアルパインは、客観的な⽴場から事業経営、法律、会計の専門家として豊富な経験や幅広い
⾒識に基づき、当社経営に対する助⾔をいただき、監督していただくため、社外取締役を選任していま
す。社外取締役は、経営の適法性の確保に注⼒すると共に、全てのステークホルダーを念頭に置き、取
締役会で積極的な意⾒交換や助⾔を⾏い、経営陣の選解任及び報酬の決定や会社と経営陣・⽀配株主等
との間の利益相反の監督及びその他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営監督の強化に努めていま
す。また、定期的に当社拠点を訪問し、情報収集を⾏うと共に、他の取締役や従業員と情報・意⾒交換
を⾏い、実効性のある監督に努めています。なお、社外取締役の選任については、当社の定める独⽴性
基準を含む取締役候補者の選任基準に基づき判断しており、各⽒の同意を得た上で独⽴役員として指定
し、（株）東京証券取引所に独⽴役員として届け出ています。

社外取締役の選任理由

⽒名 選任の理由 重要な兼職の状況

飯⽥ 隆
弁護⼠として法曹界における豊富な経験と実績を基に当社
の経営について的確な指導や助⾔をいただくため

（株）島津製作所社外監査役
⽇本電信電話（株）社外監査役

中⽮ ⼀也
⻑年にわたり企業実務経験者として培われた専門的な知
識・経験と幅広い⾒識を当社の経営に反映していただくた
め

東葭 葉⼦
会計事務所における⻑年の会計監査経験と公認会計⼠とし
て培われた専門的な知識・経験と幅広い⾒識を当社の経営
に反映していただくため

⽊下 聡

国内外のグループ会社経営で培われた豊富な経験と幅広い
知⾒を有しており、経営統合後の当社の持続的な成⻑と中
⻑期的な企業価値の向上に資する適切な⼈材と判断したた
め

⻑⾕川 聡⼦

⻑年にわたり弁護⼠として法律実務に携わり、専門的な知
識に加え幅広い⾒識を有しており、経営統合後の当社が引
き続き健全な発展と成⻑を目指すに当たり、当社の経営監
督を⾏う適切な⼈材と判断したため

⽩銅（株）社外取締役監査等委員

●役員報酬の仕組み
 アルプスアルパインでは、短期及び中⻑期の業績との連動性を重視した報酬体系により、役員の企業
業績及び株価向上に向けた⾏動を最⼤限に促進し、グループ全体の永続的な企業価値の向上を図りま
す。具体的には、以下のような報酬の構成としています。
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報酬決定の⽅針

a）監査等委員以外の社内取締役の報酬
  当社では、固定報酬、業績連動賞与、株式報酬型ストック・オプションで、監査等委員以外の
  社内取締役の報酬を構成しています。
  業績連動賞与は、単年度の業績（営業利益、当期純利益等）に応じて変動する仕組みとして
  います。
  株式報酬型ストック・オプションは、中⻑期の業績と連動する報酬として、役位別に定める
  ストック・オプション報酬額に応じて、付与時の価値から算出した株数の株式報酬型ストック・
  オプションを付与しています。
  これは、実質的な⾃社株の⽀給と同等の効果があるストック・オプションで、当社株式の
  株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主と共有する仕組みです。

b）監査等委員である取締役の報酬
  当社では、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみです。

なお、取締役および監査役の報酬等の総額は、当社ホームページの「第85期定時株主総会招集
ご通知」をご参照下さい。

報酬決定の⼿続き

 当社では、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
は取締役会で、監査等委員である取締役は監査等委員会で報酬を決定しています。 
 アルプス電気(株)における2017年度の取締役の報酬等の内容は以下の通りです。

アルプス電気(株)における2017年度の役員報酬

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役
員の員数
（⼈）基本報酬 賞与

ストック・
オプション

取締役（監査等委員を除く。） 525 316 157 51 12

（うち社外取締役） (－) (－) (－) (－) (－)

取締役（監査等委員） 62 62 － － 5

（うち社外取締役） (28) (28) (－) (－) (3)

合計 588 378 157 51 17

（うち社外取締役） (28) (28) (－) (－) (3)

1. 取締役（監査等委員を除く。）の⽀給額には、使⽤⼈兼務取締役の使⽤⼈分給与は含まれていません。
2. 2017年度末⽇における取締役(監査等委員を除く。)は12名、取締役(監査等委員)5名(うち社外取締役3名)です。
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●内部統制
 アルプスアルパインは、創業の精神（社訓）をグループ経営の原点と位置付け、アルプスアルパイン
グループ経営規範の下、当社のコンプライアンスについての基本理念と⾏動指針を定めて当社及び上場
⼦会社を含むグループに展開しています。また、当社及びアルプスアルパイングループ全体の業務を適
正かつ効率的に遂⾏するため、会社法及び会社法施⾏規則に基づく内部統制システム体制（業務の適正
を確保するための体制）の整備を⾏っています。なお、内部統制システムに関する基本⽅針及び当該体
制の運⽤状況の概要は、当社コーポレート・ガバナンス報告書の「内部統制システム等に関する事項」
をご参照ください。

アルプスアルパイングループ内部統制模式図
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取締役
監査等委員(社外)

飯⽥ 隆

社外取締役メッセージ

⼤変⾰期を勝ち抜くために、社外役員として経営をサポート
当社の社外取締役を5年間務めている飯⽥隆⽒に、当社のコーポレート・ガバナンスに対する評価やア
ルプスアルパイングループへの今後の期待についてお聞きしました。

5年間を振り返って
 私が当社の社外取締役に就任して、5年が経ちました。就任直前の2013年3⽉
期の当社業績は、売上⾼が現在の約半分、営業利益も⼤変厳しい状況にありまし
た。しかし、リーマンショックを乗り越え、溜めた⼒をこれから⼀気に開花させ
ようとした時期でした。その後、当社は最⼤の強みである「⽣産技術⼒」によ
り、⾃動機によるスマートフォン向け部品の超⼤量⽣産を実現し、また、⾃動⾞
の電動化・電装化の波を捉え、⾞載市場向けの売上⾼を⼤幅に拡⼤させるなど、
「⾶翔期」を迎えました。
 この間、ガバナンスにおいては、監査等委員会設置会社への移⾏があり、更
に、アルパインとの経営統合による事業持株会社への移⾏という重要な意思決定
をしました。特に、経営統合については取締役会だけでなく、その他の機会も含
め、⼤変真剣な検討・議論を重ねました。また、2019年3⽉期からは取締役会の
構成員として、社外取締役に事業経営経験者や⼥性も加わり、⼤きな前進があり
ました。
 この5年間で、我が国のグローバル化は⼤きく進展しました。2015年に（株）
東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを適⽤したのも、世界の投資
家に我が国の上場企業のガバナンスを理解しやすいものにすることで、資本市場
のグローバル化を推進するものでした。アルプスアルパイングループは、事業活
動の⾯では、我が国でも有数のグローバル化が進んだ企業である⼀⽅、ガバナンスにおけるグローバル化については、
引き続き取り組みを進めていく必要があります。

社外役員としての役割
 私は、法律実務家として四⼗数年が経ち、その間に数多くの企業の様々な局⾯に出会うことができました。また、複
数の企業の社外役員として、企業活動を会社の内側から検討・議論する機会を多く得ることができました。その経験か
ら、社外取締役として果たすべき役割は、株主をはじめとする全ステークホルダーの利益、即ち、企業にとって何がベ
ストかを常に座標軸の中⼼に据えて判断し、⾏動することだと考えています。そして、リスク等を徹底的に熟慮した上
で、原則的には経営陣を応援するというのが、私の基本スタンスです。
 また、監査等委員としての役割は、当社のサステナビリティ、即ち、事業活動への信頼性の維持・増進にあります。
これには、2つの柱があります。それは、「コンプライアンス」と「品質への誠実性」です。後者には、「品質の向上」
と「品質管理」という⼆⾯があります。この2つの柱をしっかりと建て、守り抜いていくことが肝要です。アルプスアル
パインは、グローバル企業であるという⾃覚の下、事業活動のグローバルな信頼性を⼀層⾼めていかなければなりませ
ん。

これからのアルプスアルパイングループに期待すること
 現在、⾞載市場は、「CASE」と呼ばれる⼤変⾰の真只中に突⼊しています。アルプスアルパイングループのビジネス
に占める⾞載市場のウェイトは非常に⼤きい。変化はチャンスです。この激変期にアルプス電気とアルパインが⼀体と
なり、より⾼度で強⼒な企業⼒を発揮しながら変⾰していくことが不可⽋です。それが今、経営統合が必要とされた所
以です。
 同時に、当社の強さである「⽣産技術」に更に磨きをかけ、今後も⾃動機による超⼤量⽣産の商機を貪欲に追求して
いく必要があります。更に、眼の前に⼤きく広がり、かつ、⼤変⾰期にある⾞載市場では、「多品種少量⽣産」が求め
られますが、競争優位性のある⽣産⽅式の確⽴は道半ばです。アルプスアルパイングループには、70年にわたり培わ
れ、鍛え抜かれた「⽣産技術」と、それを⽀える「基礎⼒」があります。
 ⾞載市場において、近い将来、必ずやその⾼い⽣産技術⼒を⼗分に発揮したハイレベルの⽣産⽅式を開発することが
期待されるし、また、私もそれを後押ししていく所存です。

56



コンプライアンス

●コンプライアンスの基本的な考え⽅
 アルプスアルパインは、グループ本社のア
ルプスアルパイングループ経営規範の⼀つと
して、グループコンプライアンス憲章を制定
し、グループ全体に共通するコンプライアン
スについての基本理念と6つの⾏動指針を定
めています。
 そして、グループに属する全ての組織及び
社員⼀⼈ひとりがグループコンプライアンス
憲章の下に、法令の趣旨や社会の要請、企業
倫理に基づいて公正な経営を目指し、良識と
責任ある⾏動をとることを常に⼼がけるよう
に働きかけています。⼤切なことは、形式的
に法令やルールを守ることではなく、法令や
ルールがなぜ必要とされるのか、その趣旨や
意味を理解した上で、正しい⾏動をプロアク
ティブに実践していくことだと考えていま
す。
 更に、グループコンプライアンス憲章を
ベースに、事業セグメントごとに各基幹会社
（電⼦部品・⾞載情報機器事業セグメントで
はアルプスアルパイン、物流事業セグメント
ではアルプス物流）がそれぞれの事業セグメ
ントに即して「業務の適正を確保するための
体制」を整備し、必要な社内規則を定めるなど、具体的な施策をセグメントごとにグローバルに展開し
ています。

●施策の推進
 アルプスアルパインは、セグメントの基幹会社として、グループコンプライアンス憲章をベースにし
た「コンプライアンス基本規定」を定め、具体的な施策をセグメント内でグローバルに展開していま
す。
 その展開に際しては、ルールや仕組みを構築、導⼊するだけでなく、これらが適切に運⽤され、かつ
有効に機能するように、実際に活動する社員⼀⼈ひとりが適切にコンプライアンスの重要性を理解し、
プロアクティブな⾏動につなげられるように働きかけることを重視しています。
 具体的には、会社の経営やグループとして業務が適正に⾏われるための内部統制の仕組みの整備・運
⽤、各部門による活動状況の⾃主点検（モニタリング）、内部監査部門による各部門及び海外現地法⼈
を含む⼦会社の業務活動に対する内部監査を実施しています。例えば、⽇本では公的機関から受領する
補助⾦・助成⾦の管理・運⽤については、「公的補助⾦管理・運⽤規定」を定め、最⾼管理責任者を社
⻑、統括管理責任者を管理本部⻑とした全社的な管理体制を整備しています。その上で、本部ごとにコ
ンプライアンス推進体制を設け、その推進責任者である各本部企画部門⻑が推進者を指名し、規定に基
づいた現場での管理運営を徹底しています。推進責任者は各本部の運⽤状況を定期的に確認した上で、
統括管理責任者と内部監査部門に報告します。内部監査部門は全社の運⽤状況を定期的に確認し、統括
管理責任者及び最⾼管理責任者に報告することになっています。
 更に、不正⾏為などのコンプライアンス違反⾏為（インシデント）を早期に発⾒し是正するために、
インシデント発⽣時には、国内各拠点及び海外現地法⼈の責任者によるアルプスアルパインの担当取締
役、管理担当取締役、経営企画部門及びコンプライアンス担当部門への報告を義務付けています。
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●税務⽅針
 アルプスアルパインは、創業の精神(社訓)に基づき、グループ会社の⾃主性・独⽴性を尊重しつつグ
ループ会社の緊密な連携と総合⼒を発揮して⼈と地球に喜ばれる新たな価値を創造し、グループ全体の
企業価値向上を図ると共に、社会に貢献します。という経営理念の下、「世界的な視点に⽴った公正な
経営をめざす」という姿勢を忘れることなく、社員全員が法令を遵守することはもとより、社内規定を
遵守し、社会規範を尊重し、企業倫理に則った⾏動をとること、すなわち「コンプライアンス（倫理法
令遵守）」を励⾏しています。
 税務においても、世界各国の各地域における税務法令を遵守した適正な納税を⾏うことで社会的責任
を果たすことを基本⽅針とし、税の軽減を主目的とした法⼈の活⽤や、施策等は⾏いません。

1. 税務ガバナンス
 アルプスアルパインの税務ガバナンスの責任は、経理担当役員が負い、その実務運営は税務担当部門が税務
に関する報告、管理を⾏う体制としています。尚、アルプスアルパインは国内外の法⼈税の納税状況を取締役
会に定例報告する他、税務調査等の税務案件の個別報告を取締役会にて、いずれも経理担当役員より報告して
います。また移転価格課税調査対応等の専門性が⾼い事案に関しては、外部専門家を活⽤しています。

2. タックスプランニング
 グローバルな事業活動がより拡⼤される状況において、アルプスアルパインは各国における優遇税制につい
ては株主価値最⼤化の観点から効果的に活⽤します。但し法令等の趣旨を逸脱する租税回避⾏為は⾏いませ
ん。

3. 税務リスク
 税務案件に関しては、税務リスクもしくは税務ベネフィットに関する重要性を考慮して意思決定を⾏ってい
るものの、当該重要性に関する定量基準は予め定めておらず、個別案件毎に重要性を判断して保守的な観点か
ら意思決定しています。

4. 税務モニタリング
 各国の課税の状況について、経理担当役員及び当社税務担当部門は各国の⼦会社から定期的に法⼈税の申告
状況報告等を受けることで継続的なモニタリングを⾏っており、また税務調査や税制改正等に伴う新たな税務
課題についても、随時各国の⼦会社から情報を⼊⼿することで適宜対応出来るようにしています。
 また移転価格税制対応等の各国での⾼度な税務課題へのサポートは、税理⼠法⼈などの外部専門家によるサ
ポートを受けて対応しています。

●社内通報制度
 アルプスアルパインでは、法令や社内ルールなどコンプライアンスに違反した⾏為（各種のハラスメ
ント⾏為なども含む。）が発⽣した場合、業務ラインでの問題解決が困難な場合に備えて、執⾏系の経
営陣から独⽴した社内通報制度（倫理ホットライン）を設置し、運⽤しています。倫理ホットライン
は、所在国・地域ごとの法規制や通報対応の機動性等を考慮し、⽇本及び主要な海外現地法⼈に設置し
ています。
 アルプスアルパインでは、倫理ホットライン規定を定め、常勤監査等委員、社外監査等委員、コンプ
ライアンス担当部門⻑を倫理ホットラインの窓⼝とし、通報に関する守秘義務、通報者の匿名性の確
保、及び通報者の保護等について規定しています。これらの通報受付窓⼝の連絡先は、社報及び社内
ポータルサイト内の倫理ホットラインのホームページで常時公開すると共に、社内向けのコンプライア
ンスCSRニュースや各種の社内研修などで随時周知を図っています。
 また、当社の倫理ホットライン窓⼝が、内部通報を受け付けた場合には、上記の倫理ホットライン規
定に定めたルールに依拠し、特に通報に関する秘密保持及び通報者の匿名性確保に配慮して事実調査を
⾏い、通報内容が事実だと認められた場合には、適切な処置をとっています。これまでにも、労働安全
衛⽣やハラスメント⾏為について、倫理ホットラインへの通報を契機にコンプライアンス違反⾏為の早
期是正や防⽌につなげた事例があります。
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1. 社⻑メッセージ 2. 品質へのこだわり 3. ハラスメント ・ 差別、虐待、強制労働の禁⽌
4. 適切な会計処理 5. 情報管理 6. 危機管理（有事への対応）
7. 安全衛⽣ 8. 環境保全 9. インサイダー取引

10. 横領・背任・接待贈答 11. 競争法（独禁法） 12. 内部通報制度

●コンプライアンス・CSR研修のグローバル展開
 アルプスアルパインでは、電⼦部品事業セグメントの基幹会社として、コンプライアンスとCSRに関
する理解や意識の向上を図るため、2015年度にアルプス電気及び中国、⾹港、台湾の現地法⼈に対す
るコンプライアンス・CSR研修を開始し、2016年度以降は電⼦部品事業セグメントの構成会社を対象
として定期的に実施しています。
 研修は、グループコンプライアンス憲章を踏まえ、経営者である社⻑のメッセージに始まり、コンプ
ライアンスやCSRについての概論のほか、適切な会計処理、情報セキュリティ、ハラスメントと差別の
禁⽌、独占禁⽌法の遵守、及び汚職・贈収賄の禁⽌等の内容が盛り込まれています。
 2018年度にアルプスアルパインで実施する同研修の教育項目のカリキュラムは、以下の通りです。

2018年度のコンプライアンス・CSR研修のカリキュラム

●腐敗防⽌への取り組み
 アルプスアルパインは、「コンプライアンス基本規定」の中で、顧客、取引先、公務員との接待・贈
答の授受の範囲、及び利益相反の禁⽌、横領・背任の禁⽌を定めています。そして、全社員を対象とし
たコンプライアンス・CSR研修を毎年実施し、横領・背任の禁⽌、及び贈答・接待に関する注意喚起の
ための教育を継続しています。
 また、当該問題は倫理ホットラインに通報できるコンプライアンス違反⾏為であり、当該⾏為を知っ
た社員は倫理ホットラインに通報することができます。
 当該⾏為が確認された場合、担当役員の統括の下に（ただし、倫理ホットラインに通報された場合
は、執⾏部門から独⽴した倫理ホットラインでの対応）事実調査を⾏い、事実であることが確認された
場合は適切に対処すると共に、再発防⽌策を検討・実施し、取締役会に報告することとしています。発
覚した腐敗⾏為を⾏った社員は、社内規定に基づき懲戒処分の対象となります。
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リスクマネジメント

●リスクマネジメントの考え⽅
 事業のグローバル化、技術の進化等による多様
化するリスクに対し、未来に起こり得る危険や損
失を予⾒し、回避または被害を最⼩限に抑えるた
めの対策を⾏うことが重要課題となっています。
また、社会における企業の存在価値が問われる
中、経営、業務執⾏の適法性・妥当性を⽀える経
営・事業基盤の強化が求められると共に、景気低
迷、低成⻑の時代においても、リスク管理を徹底
した攻めの経営が不可⽋となっています。アルプ
スアルパイングループでは、リスクマネジメント
を事業の持続的成⻑と中⻑期的な企業価値の向上
を実現するための「経営・事業運営の基盤＝攻め
の経営を⽀える基盤」と位置付けています。

●リスクマップの整備
 アルプスアルパインでは、管理担当取締役の下、経営企画、法務、⼈事、総務、経理、貿易管理、コ
ンプライアンス等のコーポレート部門、及び技術、⽣産、品質、営業などの事業部門が、危機管理規定
に基づき、第8 次中期経営計画に沿ったリスクマネジメントについての機能・役割を検討し、管理体制
を構築しています。その施策の⼀つとして、アルプスアルパイングループを取り巻くリスクを⾒える化
するためにリスクマップの整備を⾏っています。リスクをカテゴリー別に整理し、影響度、発⽣可能
性、及びリスク管理対策の実施状況の視点から評価。その評価結果に基づいてマッピングを⾏っていま
す。このリスクマップをベースに、リスクマネジメント活動を展開していきます。
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●危機管理
 地震や⼤⾬などによる被災、そして⽕災など事故は、企業の事業・経営だけでなく、そのサプライ
チェーンにも、⼤きな影響を与えます。アルプスアルパインは、こうした危機的事象に対して、早期復
旧と被害の最⼩限化を実現するため、取り組みを進めています。

危機管理⽅針
・社員及び社内にいる関係者(来訪者、関係会社社員、構内請負、派遣社員等)並びに社員家族の
 安全確保を第⼀優先とする。
・事業活動を極⼒維持し、顧客に対する製品の供給とサービスの提供を可能な限り維持する。
・有形・無形を問わず企業資産の安全を図り、公正な⼿段の使⽤により被害極⼩化するよう
 努める。
・リスク顕在時には、顧客・株主をはじめとするステークホルダーからの信頼性確保を念頭に
 責任ある⾏動をとり、迅速かつ適切な対応と回復に努める。

●危機管理規定、マニュアルの整備
 アルプスアルパインでは、危機管理規定で管理すべきリスク項目を特定し、リスクの重要性に応じて
マニュアルを整備、必要に応じて更新を⾏っています。また、国内外の各拠点においても、同マニュア
ルを基にした各々の危機管理マニュアルの整備を進めています。
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情報セキュリティ

●情報管理に関する⽅針
 アルプスアルパインは、お客様及び取引先様各社の情報(個⼈情報を含む)を、⾃社の情報と共に秘密
情報として厳重管理することを社会的責任と認識しています。それらの情報に対して、社外に不適切に
開⽰しない、業務以外の目的には使⽤しない、特段の必要がある場合を除きそれらの情報の持ち出しを
禁じるなどを基本⽅針としています。
 基本⽅針は情報管理規定に定め、電⼦部品事業の国内及び海外の全ての構成会社に展開し、役員から
社員まで周知しています。

●情報管理の取り組み
 アルプスアルパインでは、情報システム部門が中⼼となり、情報セキュリティに関わる規定の制定、
セキュリティ強化施策の策定及び教育計画の⽴案などを⾏い、各部門に配置されている情報管理責任者
と連携し、国内及びグローバルで展開しています。
 また、情報管理の⽅針を統制するため、毎年各部門への情報管理監査を⾏い、教育計画や強化施策の
実施状況を確認しております。システム部門においても運⽤・保全・障害対応業務の監査を⾏い、扱う
情報の漏えい防⽌や不正改ざん防⽌、システムの可⽤性維持に努めるとともに、標的型攻撃など新たな
脅威への対策や⽣産設備に対するセキュリティ対策に取り組んでいます。

62



社会貢献

●ものづくり教室
 私たちは、⽇本の各拠点において毎年「も
のづくり教室」を開催し、特に本社では
2003年11⽉から「⼤⽥ものづくり・科学ス
クール」を⼤⽥区と共催し、開催回数は延べ
146回、受講者も約2,241名となりました。
(2018年7⽉末時点)
 製造業の原点は「ものづくり」です。未来
を担う若い世代に対して、「ものづくり」の
すばらしさを伝えていくことは、当社にとっ
て重要な社会的責任であり、エレクトロ⼆ク
ス産業の発展、社会全体の持続的発展につな
がるものと考えます。
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CSRマネジメント

●CSR活動推進と体制

 アルプスアルパインのCSR活動
は、各部門がプロアクティブに推進
しています。その各部門での活動実
績や課題等の取りまとめは経営企画
室が⾏い、半期ごとに取締役会に報
告しています。

●アルプスアルパイン 第4次CSR活動中期⽅針

 アルプスアルパインでは、3年ごとに中期活動⽅針を定め、CSR活動を推進しています。現在、第4
次中期(2016年度~2018年度)にあたり、CSR課題の活動に携わる各部門が、それぞれに中期目標を掲
げ、取り組みを推進しています。
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●2017年度 振り返り

全体
・CSR情報の開⽰⽅法の改善を図るものの、結果からステークホルダーの期待に応えた開⽰状況に
なっていないことを認識。今後も、ステークホルダーの期待に沿った開⽰ができるよう、項目・コン
テンツの改善を継続する。

E(環境) ・エネルギー使⽤量、歩留率、ストレート通過率、⽔使⽤は、各目標KPI達成を達成。

S(社会)

（国内）
・⽉間所定外労働時間が減少傾向であることを確認。
（海外）
・⼈権課題について、現地法⼈の現状調査を実施。

G(ガバナンス)
・監査等委員会設置会社等、各種機関の機能定着と円滑な運営に向けた取り組みを実施。
・RCコミッティーにて、リスクマップを作成。リスクリストに基づいたモニタリングを実施。

●ISO26000対照表

社会的責任に関する国際規格ISO26000の7つの中核主題に該当する当社の取組みです。

ISO26000
中核主題

課題 掲載ページ

組織統治 課題1: 組織統治
公正な経営

（コーポレートガバナンス、コンプライアンス 等）

⼈権

課題1: デューディリジェンス
課題2: ⼈権に関する危機的状況
課題3: 加担の回避
課題4: 苦情解決
課題5: 差別及び社会的弱者
課題6: 市⺠的及び政治的権利
課題7: 経済的、社会的及び⽂化的権利
課題8: 労働における基本的原則及び権利

お客様との関わり

（製品安全、研究開発 等）

従業員との関わり

（労使関係、労働安全 等）

取引先との関わり

（紛争鉱物への対応 等）

公正な経営

（コンプライアンス 等）

労働慣⾏

課題1: 雇⽤及び雇⽤関係
課題2: 労働条件及び社会的保護
課題3: 社会対話
課題4: 労働における安全衛⽣
課題5: 職場における⼈財育成及び訓練

従業員との関わり

（労使関係、労働安全 等）
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ISO26000
中核主題

課題 掲載ページ

環境

課題1: 汚染の予防
課題2: 持続可能な資源の利⽤
課題3: 気候変動の緩和及び気候変動への適応
課題4: 環境保護、⽣物多様性、及び⾃然⽣息地の
回復

環境への取り組み

（環境経営の推進、製品での
環境貢献、省エネ、
省資源、⽣物多様性の取組み
等）

公正な事業慣⾏

課題1: 汚職防⽌
課題2: 責任ある政治的関与
課題3: 公正な競争
課題4: バリューチェーンにおける社会的責任の推
進
課題5: 財産権の尊重

公正な経営

（コンプライアンス 等）

消費者課題

課題1: 公正なマーケティング、事実に即した偏り
のない情報、及び公正な契約慣⾏
課題2: 消費者の安全衛⽣の保護
課題3: 持続可能な消費
課題4: 消費者に対するサービス、⽀援、並びに苦
情及び紛争の解決
課題5: 消費者データ保護及びプライバシー
課題6: 必要不可⽋なサービスへのアクセス
課題7: 教育及び意識向上

お客様との関わり

（製品安全、研究開発 等）

コミュニティへの参画及びコ
ミュニティの発展

課題1: コミュニティへの参画
課題2: 教育及び⽂化
課題3: 雇⽤創出及び技能開発
課題4: 技術の開発及び技術へのアクセス
課題5: 富及び所得の創出
課題6: 健康
課題7: 社会的投資

お客様との関わり

（研究開発 等）

ステークホルダーとのコミュ
ニケーション

（お客様、地域社会とのコ
ミュニケーション）
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