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企業理念
アルパインは、人々の心を大切にし、仕事の質を高め、

活力に溢れた魅力ある企業を目指します。

個 性の尊 重
アルパインは社員一人一人の誇りと情熱を大切にし、人を育て、人を活かし、相互信頼の絆を築きます。

価 値の創 造
アルパインは時代をリードする先進技術に挑戦し、人々に喜びをもたらす新しい価値を創造します。

社 会 へ の貢 献
アルパインは品位ある商品の提供を通じ、明日の豊かな社会作りに貢献します。
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編集方針

　本報告書は、持続可能な社会の実現に向けたアルパイ
ンの活動について、ステークホルダーの皆様にできるだ
けわかりやすくお伝えすることを目的に発行しています。
　各ステークホルダーとの関わりが大きく、アルパイン
としても重視しているテーマについて、報告の充実を心
がけました。また、各ステークホルダーの読みやすさを考
慮して、全体を「CSRマネジメント」「環境報告」「社会性報
告」の３つに分け構成しました。　
　本報告書を通じて、アルパインのCSRについてご理解
いただき、皆様とのコミュニケーションをさらに深めて
いきたいと考えています。
　同封しているアンケート用紙などより、ご意見・ご感
想をお寄せいただければ幸いです。

レポートの対象範囲
　●対象範囲：連結27社
　●対象期間：2007年4月1日～ 2008年3月31日

参考としているガイドライン
　●環境省「環境報告書ガイドライン（2007年度版）」
　●GRI 「サスティナビリティ・リポーティング・
　　ガイドライン第3版」

ホームページ掲載について
　本報告書の情報は、Webサイトでも掲載しています。

　 Webサイト  CSR/環境：http://www.alpine.com/j/csr/

関連するレポート
　「アニュアル・レポート」にて、詳しい財務情報を開示しています。

次回発行予定
　2009年6月を予定しています。
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新しいクルマ社会を可能にする環境保護
　企業の社会的責任に関する内閣府の調査に拠れば、

『環境保護』について、66％の人が「企業の社会的役

割」として、71％の人が「今後企業が力を入れるべき

もの」として挙げています。

　なかでも自動車産業への要望は、地球温暖化に加

えてガソリン価格の高騰を背景に、CO2排出の少な

い環境対応車への需要が世界的な高まりとなってい

ることでも明らかです。

　世界人口は今年度中に67億人を突破、国連経済社

会局人口部の推計では、2050年には91億人に達する

とのことです。人口増加の著しい資源国、新興国では、

今後自動車市場の拡大が見込まれ、2050年に地球上

を走るクルマは現在の3倍強、25億台になるだろう

と予測されています。

　地球環境を保護しつつ、この膨大なクルマ需要に

応えるには、温暖化効果ガスCO2の排出ゼロを可能

にする環境対応自動車の開発が焦眉の急となってい

ます。

　世界60カ国以上のドライバーと世界の主要自動

車メーカーをお客様とする、車載専業のエレクトロ

ニクスメーカーとして、アルパインが、今日、グロー

バル社会に対して果たすべき役割は、持続可能な『低

炭素社会』実現のために、自動車産業の喫緊の課題

『環境保護』に寄与することだと考えています。

軽量化技術で応えるアルパインの環境チャレンジ
　アルパインは、昨年から“CHALLENGE30”を全

社業務改善目標のキーワードに掲げ、中期経営計画

の一つの節目である2010年までに、30％の効率向上、

30％のコスト削減など、企業活動のすべての面で

30％の改善を目標としました。

トップコミットメント

持続的なモビリティ社会の実現に向けて

アルパイン株式会社
取締役社長



CSR Report 2008    04

　そうした活動の中で環境対応の柱となるのが、ア

ルパイン製品の小型／軽量化への取り組みです。「車

両重量を100㎏軽くすると燃費は2 ～ 3％向上する」

と言われていますから、原料や素材を見直し、部品点

数を削減し、モジュール化や高密度実装技術を駆使

して、従来比30％の小型軽量モデルの実現を目指し

ています。

　今では1台のクルマに搭載されるセンサーやマイ

コンは100 ～ 200個にも及び、自動車部品の電装品

比率はまもなく50％を超え、コストに占める比率も

40％に近づきます。車載専業エレクトロニクスメー

カー・アルパインの果たすべき役割も一段と大きく

なりつつあります。

　また環境に配慮した製品の開発と同時に、アルパ

インの企業活動における総体的なエネルギーの削減

を、生産段階、物流段階など全工程で実施しています。

　世界各地のお客様へのグリーン物流、お取引先様

との連携によるグリーン調達、世界中の事業所で実

施しているグリーンITの推進、リサイクルシステム

によるゼロエミッションなど、すべてCO2削減の一

環であり、その数値目標もまた“CHALLENGE30”の

方針に沿ったものとなっています。

社員一人ひとりの意識と行動の総和こそがCSR
　21世紀を迎えて、社会に対して負うべき企業の責

任は、その範囲を大きく広げています。

　その責任を全うし、アルパインの企業活動を支え

てくださるお客様、株主/投資家、お取引先様、従業員、

地域社会、行政機関、NPOなど、すべてのステークホ

ルダーの方々からの信頼を得ることが、私たちの最

も重要な経営基盤になると認識しています。

　アルパインにとってのCSRとは「持続可能な未来

をグローバル社会とともに築き、企業理念を具現化

する経営活動そのもの」です。

　アルパインはブランドのロゴマークに、技術、製品、

マーケティング、サービス体制、パートナーの5つの

『エクセレンス』をシンボライズさせています。その

ロゴマークに込めた想いに向けて、時代が求めるエ

クセレンスを具現化し続けてきました。

　今日、社会が求めるエクセレンスである『環境保

護』を柱とするCSR経営の実践が、私たちに課せられ

た使命であり、それこそが中期経営計画を達成する

成長戦略に直結すると確信しています。

　CSR=Corporate Social ResponsibilityのC、すなわ

ちCorporate（企業）は、Consumer（消費者）や、Citizen

（市民）に置き換えて考えることができます。私は、ア

ルパインの全世界の従業員13,000人が一人ひとり

Corporate、Consumer、Citizenの３つの視点から見え

てくる『社会的責任』に対する自覚を持って、毎日の

行動を通して誠実に実践してくれることを強く求め

ています。例えば地域との交流や環境ボランティア

など、社員一人ひとりの社会的責任行動の総和が、す

なわちアルパインのCSRの水準を決定するからです。

　アルパインはモービルメディア・ソリューション

カンパニーとして、環境対応のみならず、安全対策、

快適性向上の課題を解決する高度な製品を開発、安

心社会の実現に貢献できるよう全社を挙げて努める

とともに、ステークホルダーの皆様からの声に真摯

に耳を傾け、CSR活動のさらなる深耕を目指して参

ります。

　今後とも一層のご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

2008年6月

ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
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会社概要

会
社
概
要

事業概要
　アルパインは創業以来、車室内において感動や
快適さをお約束するモービルメディアシステムを
世界中のドライバーや主要自動車メーカーの皆様
に提供しています。車室内で最高の音を徹底的に
追求した音響機器製品、音・映像・ナビ・情報通
信の車室内インテグレーションをコンセプトに
した先進的な製品を開発。Driving Mobile Media 
Solutions「モービルメディアの未来価値へ」を
コーポレートメッセージに掲げ、魅力あるクルマ
社会の発展に貢献し、人々に、より一層の感動と喜
びをもたらすモービルメディア・ソリューション
カンパニーを目指しています。

アルパインは、カーオーディオ、カーナビゲーション事業などを通して
世界中の皆様とさまざまなつながりを生み出しています

会社基本情報・ (2008年3月末日現在）

社名 アルパイン株式会社

設立 1967年5月10日

代表者 取締役社長　石黒  征三

東京本社 〒141-8501 東京都品川区西五反田1-1-8
 電話 03(3494)1101（代表）  FAX 03(3494)1109

いわき本社 〒970-1192 福島県いわき市好間工業団地20-1
 電話 0246(36)4111（代表）  FAX 0246(36)6554

資本金 259億2059万円

従業員数 13,403名（連結ベース27社合計）

事業内容 車載音響機器事業／車載情報通信機器事業

連結売上高 252,071百万円

株式上場 東京証券取引所市場第一部

主要製品

デジタル・メディア・ヘッドユニット

次世代ナビゲーション　モービルメディア・ステーション X075

DDLinearスピーカー

自動車メーカー向けナビゲーションシステム

CSRに関する外部評価
　アルパインは、2007年度、右記の外部評価をいた
だきました。

●モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）
　構成銘柄リスト入り（2008年5月時点）

●2007年日本経済新聞社環境経営度調査ランキング
　製造業 28位 / 520社
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経済性報告・ (2008年3月末日現在）
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特　集

世界のさまざまな日照
環境での光の入射角と
強度を再現して、モニ
ターの視認性や安全性
を徹底分析する「ライ
ティング室（ソーラシ
ミュレーション室）」。

総合評価センター 「振動」「視野」「音響」「衝撃」「温湿度」「電波」。車載機器の品質にとって重要項目について、厳しい試験や
精密な解析、高度な分析を行うための専門施設が整えられています。

ロードノイズ、エンジ
ンノイズまで、各車
種のさまざまな走行
スピード下での「いい
音」への影響をテスト
する「音響実験室」。

多種多様な電波が混
じり合う市街地でも、
狙った電波の正確な
受信性能を測定する
「電波暗室」。

より安全・快適な
クルマ社会の実現に向けて
―ドライブアシスト（DA）評価体制の強化―

「製品を通じた社会貢献」

安全への責任を果たすために
　アルパインは創業以来、高品位なカーオーディオ
製品を提供し車室内の快適性を追究してきました。

そして、カー AV、カーナビ分野に事業領域を拡大

し、車室内での音と映像による快適なドライブの実

現を図ってきました。

　また、2005年には、アルパインが将来どのような

企業になっていくべきかの検討・議論を重ね、2015

年に向けた企業ビジョンを策定。お客様に未来のク

ルマ社会において提供すべき事業領域として、従来

のAV（オーディオ・ビジュアル）、NC（ナビゲーショ

ン・コミュニケーション）に、新たにD（ドライブア

シスト）領域を加え、その頭文字をとったAVNCDを

事業領域と定めました。

　ドライブアシストとは、社会インフラや車載カメ

ラ/レーダーなどから得られるクルマの周囲の情報
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を既存製品と組み合わせ、後方確認や車間距離制御

など、ドライバーの安全・快適な運転をサポートす

るものです。

　快適なドライブとはいかなるものか？この問いに

対して、アルパインの出した答えがAVNCDです。ア

ルパインは、これまで蓄積してきたノウハウや技術

を活かし、AVNCDをキーワードとした新しい価値をもつ

車載機器の創造を目指しています。

　そのためにアルパインでは、AVNCDの開発・評

価体制を整備・強化しています。

　1992年に「総合評価センター」を設立。世界のさ

まざまな日照環境を再現し視認性を検証する「ライ

ティング室」やロードノイズやエンジンノイズなど

の影響をテストする「音響実験室」などを設け、お客

様に快適に使っていただける商品品質を高めてき

ました。そして2007年10月に、ドライブアシスト商

品を具現化するため、より多様なクルマ社会の場面

を再現・評価する「ドライブアシスト（DA）評価セン

ター」を設立。ドライブアシスト分野の製品開発を進

めています。

　例えば、車載カメラ開発においては、カメラ特有

の画像をさまざまな角度から評価できる「キャリブ

レーションルーム」を設け、歪みのないより良質な

画像を目指し、改善を繰り返しています。また屋外

に、「ブロック塀に囲まれた細い路地」を設け、ドライ

バーの目に見えない部分をいかにリアルに情報提供

できるかなど、実際の運転状況を再現した評価・検

証も行っています。これにより、ドライバーからみて

も安全で確かな車載カメラ画像が実現できるように

なっています。

　DA評価センターには、この他にも、数多くのシ

チュエーションを再現した施設が整えられています。

　実際の使用環境に徹底してこだわる評価体制。そこか

ら生まれた製品こそが、安全で快適な未来のクルマ社会

へ貢献していくことができるとアルパインは確信しています。

ＤＡ評価センター
53,000㎡の敷地に、高速走行中の性能評価が可能なバンク角33度・1周900mの外周走行路をは
じめ、DA商品の開発・評価に必要なあらゆるシチュエーションを想定した設備が備えられています。

レーダー、通信の確度評価を行う坂道 死角を再現する交差点や細街路 「キャリブレーションルーム」レーダー波反射特性などを評価する
トンネル
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安全・快適を支える製品開発
―現場担当者からのメッセージ―

　商品企画部門では、「お客様の声を製品づくりに活

かす体制」を強化しています。HDDカーナビゲーショ

ンX07の発売以降、「Webアンケート」や「お客様へのグ

ループインタビュー」、あるいは営業、設計部門と一体

となって量販店へのヒアリングなどを行っています。

2007年秋に発売したX075は、そうした取り組みの成果

を盛り込むことができ、特に「オーディオなど操作頻度

の高い機能へのアクセス性向上」という面で、「お客様の

視点」に立った製品ができたと自負しています。

　ナビゲーションとは本来は実用品であって、お客様、

つまりドライバーの使い勝手を悪くすることがあって

はなりません。「お客様の視点」という基本を押さえた

上で、iPodやDVD、地デジへの対応といった新機能を

追求していくべきです。

　ナビゲーション市場が成熟し、単に新機能を搭載す

ることの価値が薄れている中で、アルパイン製品が独

自性を発揮していくには、「いかにお客様に快適に使っ

ていただけるか」が大切になります。

　今後、ナビゲーションは、家の中にあるさまざまなデ

ジタル機器とつながっていくなど、クルマの中にとどま

らず、生活全体の中で存在感をさらに大きくしていくは

ずです。より多くの人たちに使われる機器として進化し

ていくわけですから、もっと「お客様の視点」に立って付

加価値の高い商品を企画したいと考えています。

「お客様の視点」に立った商品企画
商品企画部

●佐藤　浩之

※Ｘ07、Ｘ075
「モービルメディアステーションＸ07」は、2006年にアルパインが次世代カーナ

ビとして発売した製品。地デジ、iPod、ケータイなど、フルメディアとつながるばか

りでなく、安全・低燃費なエコロジー運転を支援するエコドライブ機能も搭載しま

した。Ｘ075は、2007年に発売したＸ07の後継機です。

「製品を通じた社会貢献」

写真：安全管理用監視棟からの風景（ＤＡ評価センター）
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　入社以来、市販製品の構想設計を担当し、現在は次期

モデルの開発プロジェクトを管理するモデルチーフを

務めています。構想設計とは、商品企画の段階で方向づ

けされた内容を実際の設計に落としこみ、要求される

仕様を具現化していく仕事です。モデルチーフの立場

で今痛感しているのは、「使いやすさ」の重要性です。少

し前のナビゲーション開発は、機能競争に走る傾向に

あったように感じます。しかし今では、先進的な機能を

充足しながらも、一方で「誰でも簡単に使える配慮」が

徹底されているかどうかが重視されてきています。「ド

ライバーが迅速に検索できる」「必要な機能にすぐアク

セスできる」といった「使いやすさ」の追求が、いわば設

計の原点です。常にそこに立ち戻ることで、アルパイン

らしい製品を作っていきたいと思っています。

　これからのアルパイン製品の一大テーマは、先進機

能と操作性のバランス。これまでの反省や、お客様から

いただいたヒント、営業担当者とともに行なったベン

チマーキングをベースに、「使いやすさ重視」の設計に

徹底して取り組んでいきたいと考えています。具体的

には、「地図の見やすさ」、「わかりやすい操作表示」など

が課題です。

　私たちが手がけている車載機器は、その「使いやす

さ」が「安全運転」に直結します。今後、ナビゲーション

がますます多機能化・高度化し、クルマにより深く関

わろうとしている中で、「使いやすさ」をいっそう大切

にしていきたいと考えています。

　私は、ドライブアシスト製品の開発部門で主に車載カ

メラの開発を担当しています。車載カメラは、これから

の運転支援システムの中核になっていく要素で、認知・

判断・操作という運転の流れのうち、ドライバーの認知

と判断の部分をサポートするものです。ゆくゆくは画像

認識技術と組み合わせて、「走行中の自車位置を車線レ

ベルまで検知して分岐案内に役立てる」など、より高度

な案内を実現するためのキーとなる役割を担うことに

なると考えます。こうした車載カメラにおいては、ドラ

イバーが見やすく、一目でわかる視認性の高い色づくり

が重要で、信号処理などさまざまな技術を高めていく必

要があります。視認性の高い色づくりを目指し試行錯

誤と探求を積み重ね、アルパインの優位性を打ち出し

ていきたいと思います。

　おかげ様で「視認性」「見やすさ」という点では、昨年

秋に発売したリアビューカメラHCE-C105は、お客様

からもご好評をいただいています。今後は、デバイス

メーカーとの連携を強化し、「理想的な画像品質」をさ

らに追求していきたいと考えています。

　クルマには、事故や渋滞などマイナス面もあります。

しかし、いつでも好きなところに移動できるなど、人や

社会にもたらすプラスの部分がたくさんあります。そ

うしたクルマのプラスの部分を、製品づくりを通じて

社会に広めていくことができると嬉しいですね。

先進機能と操作性の
バランスを目指して
市販製品開発部

●片寄　順

クルマのプラスの部分を
広めていきたい

ドライブアシスト製品開発部

森崎　広純●

特
集
「
製
品
を
通
じ
た
社
会
貢
献
」 
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個性の尊重
アルパインは社員一人一人の誇りと情熱を大切にし、
人を育て、人を活かし、相互信頼の絆を築きます。

価値の創造
アルパインは時代をリードする先進技術に挑戦し、
人々に喜びをもたらす新しい価値を創造します。

社会への貢献
アルパインは品位ある商品の提供を通じ、
明日の豊かな社会作りに貢献します。

企業理念

アルパインは、人々の心を大切にし、仕事の質を高め、
活力に溢れた魅力ある企業を目指します。

近 年、多 様 化 するステ ークホ ル ダーとの 関 わりの 中 で、CSR（Corporate Social 
Responsibility）＝企業の社会的責任の重要性が高まっています。アルパインの企業理念
には、「個性の尊重」、「価値の創造」、「社会への貢献」という3つの柱が定められています。
その意味には、「人を育て、人を活かす｣、｢人々に新しい価値を創造する｣、｢本業を通じ豊
かな社会作りに貢献する」という想いがこめられています。
アルパインは、この｢企業理念の具現化」をCSR活動と位置づけ、社会的責任を果てしていきます。

アルパインのCSRは、
「企業理念を具現化するための
経営活動そのもの」です。
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アルパインのCSR

■ アルパインCSR推進体制図 お
取
引
先

従
業
員

地
域
社
会

業
界

行
政
府

投
資
家

お
客
様

連携

災害リスク

コンプライアンス

事業リスク

情報管理

Ｃ
Ｓ
Ｒ
委
員
会

ＡＬＰＳグループ CSR委員会

全社統制
IT全般統制
業務プロセス統制

内部統制部会

Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
事
務
局

災害対策本部

地域/社会貢献部会

環境管理委員会

ＲＣ委員会

CSR委員長  常務取締役

田中 統治

　今日、グローバル化の進展とともに企業環境はめ
まぐるしく変化しています。環境問題、自然災害、金
融問題など、アルパインも、世界60カ国以上でビジネ
スを営むようになり、さまざまなリスクに直面する
ことが増えてきました。社会変化やビジネスリスク
に迅速に対応し、ステークホルダーの皆様との信頼
関係を築きながら事業活動を進めていくことがます
ます重要になってきています。
　アルパインでは、そうした認識の下、2006年に発
足したCSR委員会を中心として、CSRに関する課題
や考え方をグローバルに共有し、全社横断的に課題
解決に取り組んでいます。
　昨年末に、｢CSR中期計画｣を策定し、中期的に取り
組むべき課題を明確にしました。2008年度は、欧州

を中心としたREACH規制や内部統制の本格的な法
令施行など、環境や危機管理への意識が高まる中、環
境保全および内部統制システムの構築に取り組みま
す。今後、確実にこのPDCAサイクルを廻していくこ
とで、経営基盤の強化を図っていきます。
　こうした取り組みは、従業員一人ひとりが会社を
社会的存在として認識し行動していく「気づき」こそ、
重要なポイントになります。そのために、アルパイン
は、従業員のCSRに対するモチベーション・意識を
高め、社員満足度の向上を図ることで、CSRを企業文
化として確実に定着させていきたいと考えています。
今後も皆様から信頼される企業を目指して一層の努
力を図っていきます。

ＣＳＲを企業文化として
定着させていくために。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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コーポレートガバナンス

健全かつ効率的で透明性のある経営を目指し、体制整備に努めています。
アルパインは、アルプスグループの一員として、グループ全体の健全で効率的な企業活動の確保に向けて、ガバ
ナンス体制のさらなる充実・強化を図っています。

コーポレートガバナンスへの取り組み

　アルパインは、コーポレートガバナンスを｢企業価
値を増大するため、経営層に対して適正かつ効率的な
意思決定と業務執行」、「ステークホルダーに対する迅
速な結果報告の動機付け」、「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｣と定義し
ています。そして、すべてのステークホルダーの利益
最大化が重要と考え、企業価値の拡大を図っています。
こうした考えのもと、監査役制度を採用し、経営の健
全性の確保、効率性の向上を図っています。

内部統制への取り組み

　アルパインは、内部統制の構築を法的な対応のみ
ならず、業務の効率性、有効性の向上、改善活動の継
続による企業価値の増大としてとらえています。
　2008年4月の法令施行に基づき、各課題に取り組
む専門チームを設け、海外を含めた、グループ全体の
内部統制の更なる強化に取り組んでいます。

アルプスグループの一員として
　アルプスグループは、電子部品事業、音響製品事業、物流事業を柱
とし、それぞれアルプス電気㈱、アルパイン㈱、㈱アルプス物流の上
場企業3社を基幹会社としています。
　アルプスグループでは、創業の精神（社訓）をグループ経営及び
CSRの原点と位置付け、グループコンプライアンス憲章、グループ
環境憲章、グループ経営規程からなる「アルプスグループ経営規範」
を共通の基盤として、グループ各社の自主性・独立性を尊重しつつ、
緊密な連携と総合力を発揮しています。

コーポレートガバナンスの枠組み

企 業 統 治

株主総会 株主による経営層統治

取締役会

内部統制

業務執行の決定
取締役職務執行監督

・ アルプスグループ経営管理諸規定
・ リスクマネジメント
・ 社内通報制度
・ 内部監査  ・ 自己チェック

会計監査人 会計監査

監査役による経営層監視・監督

適
法
経
営
の
確
立

経営層による企業内統治

監査役 取締役業務執行監査  会計監査

企
業
価
値
の
維
持･

拡
大

コーポレートガバナンス組織体制

代表取締役社長

CSR委員会

業務執行
部門

業務執行
部門

業務執行
部門

内部統制部会

選解任

通報

選解任忠実義務
善管注意義務

出席・
意見陳述義務

監督・監査

選解任

コンプライアンス

事業リスク

情報管理

災害リスク

RC委員会

地域・社会貢献部会

災害対策本部

環境管理委員会

会計監査人

株 主 総 会

監査役会
監査役4名

（社外監査役3名）

倫理ホットライン 内部監査室

自己チェック（CSA）

取締役会
取締役13名

アルプスグループ 経営体系の概念

（2008年4月現在）

C S R マ ネ ジ メ ン ト
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Ｓ
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ト
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コンプライアンス／リスクマネジメント

グローバル企業として法令遵守・危機管理に取り組んでいます。
アルパインは、企業として最も基本的な責務である法令の遵守と健全な事業活動を通して、お客様や社会から
信頼される会社でありたいと考えています。そのため、社内にコンプライアンスやリスクマネジメントの体制や仕
組みを構築することで、予防活動を推進しています。

グローバルコンプライアンス体制

　日本・米国・欧州・中国それぞれにコンプライア
ンス担当事務局を設置し、毎月1回本社とリスク情
報を共有すると共に、各国特有の課題を吸い上げる
体制を構築しています。
　2007年度は、独占禁止法の理解を再徹底する目的
で、グローバル会議を開催
し、各国の法制度の動向と
遵守に向けた対応方針を
共有化しました。

コンプライアンス監査

　アルパインではコンプライアンスポリシーを発行
し、業務活動における遵守状況をチェックする仕組み
として、定期的に国内・海外拠点のコンプライアンス
監査を実施しています。
　2007年度は、国内関連会社と米国にて監査を実施
しました。監査の結果は、RC（リスク＆コンプライア
ンス）委員会および経営層に報告し、迅速な問題解決
と改善を図っています。

倫理ホットライン（社内通報制度）

　日本・米国・中国において、全従業員および協力
会社から倫理問題に関する相談を受付ける「倫理
ホットライン」を設置していま
す。気軽に相談しやすい開かれ
た窓口として、問題の早期発見
と迅速な対応に努めています。
　また、倫理ホットライン実施
規定を整備することにより、相
談者が不利益を被ることがない
ことを明確化しています。

コンプライアンスへの取り組み

2007年度のグローバル会議

倫理ホットライン
ポスター 中国版

・コンプライアンスポリシー
・行動基準

・コンプライアンス教育
 新入社員向けセミナー
 部門向けセミナーなど

・RC委員会
・倫理ホットライン
・コンプライアンス監査

基本方針

遵法教育社内推進

コンプライアンス体制の構築と推進

　アルパイン・アメリカの法務は、ステークホルダーに
対する社会的責任を果たすため、リスクマネジメントと
コンプライアンス活動に取り組んでいます。従業員の遵
法意識を啓発し、経営層が適切な経営判断を行うための

各種教育活動を充実させています。また、定期的にコン
プライアンス監査を行うことでビジネスにおける潜在的
なリスクの掘り起こしを行い、適切な予防策をとること
ができる体制を整備しています。 　

Employees's 
 Voice従業員の声

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
Vice President, General Counsel

Cynthia Woodruff-Neer

より適切な予防策を目指して

Ｃ
Ｓ
Ｒ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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コンプライアンス／リスクマネジメント

　多様化するリスクの最小化を図るため、リスクマネ
ジメントの強化に取り組んでいます。2007年度も、グ
ローバルベースでリスクの全体評価を実施し、緊急性・
重要性の高い潜在的な事業上のリスクを分析しました。
　各国のコンプライアンス担当事務局がリスクを検
証し、仕組み作りを進めています。

情報管理レベルの向上

　社外に持ち出す情報の管理を強化することにより、
情報漏洩の発生リスクの低減に努めています。
　また、2007年度はアルパイングループ全体の情報
セキュリティ施策実施状況をグローバルで調査し、問
題点の洗い出し・対策を実施しました。今後は定例的
に実施状況を把握し、情報セキュリティ施策の職場・
従業員レベルへの浸透を図っていきます。

リスクマネジメントへの取り組み

検　証

実　行

対策立案リスクの最小化

リスク発見・
評価

災害リスク防止の強化

●災害リスクマネジメントの取り組み
　アルパインでは、災害対策本部を常設し、全世界の
拠点を対象に災害リスクマネジメント施策を展開し
ています。組織的な活動のベースとなる情報収集・
伝達網について、定期的（年２回）に改訂を行い、緊急
事態に対し迅速に対応できる体制を維持しています。
また、各拠点では、定期的な安全総点検や防災体制に
関するリスクアセスメントも導入し、計画的なリス
ク低減に取り組んでいます。
　2007年には、自衛
消防隊の活動が認め
られ、「消防庁長官表
彰」を受賞しました。

●事業継続計画（BCP）の取り組み
　災害などの緊急事態により、事業継続に影響が発
生した場合でも、ステークホルダーへのリスク影
響を最小限に留めるために、事業継続計画（BCP：
Business Continuity Plan)の構築に取り組んでいま
す。2007年度には、建物・地盤調査を実施し被害の
想定を行いました。　

消防庁長官表彰受賞

社員教育の取り組み

　企業活動におけるリスクの多様化などを背景に、コンプ
ライアンス教育と情報管理教育を強化しています。2007
年度はコンプライアンス分野においてコンプライアンス
セミナー、新入社員向けセミナーに加え、「契約に関する基

礎知識」と「下請法」をテーマに教育を行いました。また、情
報管理分野においては、各部門に情報管理責任者/推進者
を設置し、「情報セキュリティ管理者教育」を実施すること
で、情報漏洩の予防対策を強化しました。

C S R マ ネ ジ メ ン ト
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品質保証

お客様の満足を目指して、グローバルな品質活動を推進しています。
アルパインは､卓越した商品とサービスをお客様へ提供するため､｢プロセスで品質を保証する｣との考え方に基
づき､｢正しく設計を行う｣｢不良品を作らない｣｢問題を迅速に解決する｣という3つの基本姿勢で、品質活動に
取り組んでいます。

グローバル品質保証体制

　お客様に満足していただける品質を実現するため
に、アルパインではグローバルな品質保証体制を確
立しています。
　2005年には業界標準の品質マネジメントシステ
ムであるISO9001、ISO/TS16949の認証を全世界の
生産工場で取得しました。また、米国・欧州・中国・
日本に品質センターを設置し、お客様のニーズに密
接に対応する体制を構築しています。
　日本および中国に設置した信頼性評価センターで
は、高度化する車載電装機器との一体評価や実使用
環境を想定した機能評価を実施しています。
さらに、ドライブアシスト（運転支援）分野の評価を
目的としたDA評価センターも稼動を開始しました。

製品品質の向上 

　製品の大型化・高度化・ソフトウェア化に伴い、
アルパインではより信頼性の高い製品の実現を目指
し取り組んでいます。
　設計では、構想段階から品質要件を固め、ITを活か
したDM（デジタルマニュファクチャリング）や品質
工学を活用し、確実・最適な設計を行っています。
　生産段階では、MT法を活用した工程の導入や生産
ラインの自動化など、100%の良品を目指した活動
を推進しています。
　また、お客様の声や、解析・修理から得られた情報
を迅速にフィードバックすることで、製品品質のさ
らなる向上に活かしています。

品質マインドの高揚（啓発活動）

　アルパインでは、品質マインドの高揚、自主自律の
風土の醸成、従業員の改善スキル向上に向けてさま
ざまな活動を行っています。
　1981年に製造部門を中心にスタートした小集団
活動は、事務・間接部門も含め国内外のアルパイン
グループ各社へ展開され、業務品質の改善と品質意
識の向上に成果を上げています。
　その他、桁違い品質活動や生産革新運動などを通
じて品質に対する意識の高揚にも努めています。

世界の品質センター

日本品質センター（HQ）北米品質センター

中国品質センター欧州品質センター

2007年の
小集団活動本大会

DMを活用した設計

Ｃ
Ｓ
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基本方針
私たちは地球社会の一員として、自らの責任に
おいて、「はやい」「かるい」「みえる」活動を行な
い、環境対策と経営効率の両立を目指します。

行動指針
1．「はやい」ニーズへの対応

①国内外の法規はもとより、自らの責任にお
いて基準を定め、これを遵守する。

②広く社会に目を向け、環境保全に関するお
客様や社会の期待を把握し、それに応える。

2．「かるい」事業活動

①軽量化、化学物質の削減、分解性の向上等に
より、環境や安全に配慮した製品を開発する。

②汚染予防、省資源、リサイクル、廃棄物削減等
を通じ、環境負荷の軽い事業所を構築する。

3．「みえる」コミュニケーション

①環境教育を通じ全社員の意識向上を図る
とともに、一人ひとりの自発的活動を支
援する。

②環境取組みの積極的な公開に努め、社会と
の調和を図る。

4．環境保全体制と運用

①全社的な環境保全体制を整備し、継続的改
善や技術革新を推進する。

②具体的目標を定めた計画を作成し、その達
成の為に必要な経営資源を割り当てる。

アジア

米州

取締役社長

環境担当役員

環境管理責任者

内部環境監査員

アルパイン（株）いわき事業所エネルギー管理WG

環境設計システムWG

化学物質管理WG

公害防止管理WG

廃棄物管理WG

アルパインマニュファクチャリング（株）好間工場

アルパインプレシジョン（株）

大連アルパイン

太倉アルパイン

アルパイン中国開発センター

アルパイン・テクノロジー・マニュファクチャリング・タイ

アルコム・メキシコ

アルパイン・マニュファクチャリング・ヨーロッパ

環境事務局

アルパイン環境管理委員会

アルパインマニュファクチャリング（株）小野町工場

欧州

■ 環境マネジメント
　 推進体制組織図
　 （2008年4月現在）

アルパイン環境管理委員会

■ 環境方針

アルパイングループ全体で、
環境経営を推進しています。
アルパインは企業理念を原点とする「環境方針」を基に、グループ全体で環境保全活動を
行っています。ものづくりメーカーとして、小型軽量化や素材１点１点を吟味した環境配慮型
製品の開発に取り組むと同時に、リサイクルや地球温暖化防止の観点から全世界の生産
工程における環境負荷低減に注力しています。

環 境 報 告
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製品の環境保全取り組み

製品ライフサイクル全体での環境負荷軽減を目指します。
アルパインは製造業を営む企業の責任として、自らが生産・販売する製品が環境に与える影響を軽減すること
を重要視しています。そのため、資材の選定から輸送の方法、生産工程、お客様が使用する段階など製品のライ
フサイクル全体を考慮した製品開発を進めています。

■ 環境配慮型製品開発の概念

輸
送

輸
送

輸
送

お客様アルパインお取引先

インプット：エネルギー源、資源など

アウトプット：廃棄物、CO₂など

製品ライフサイクル全体での環境負荷の小さな製品

天
然
資
源

資
材
調
達

設
計
生
産

資
材
調
達

リ
サ
イ
ク
ル

設
計
生
産

使
用

廃
却

製品の小型・軽量化

　アルパインの製品は、車載機器であるため、その重
量が車の燃費に影響を与えます。製品を軽くするこ
とで、車の燃費向上に貢献できると考えています。

●スピーカー
　日本向けのスピーカー「DLX-F17S」は高音質を実
現すると同時に、部品構造の工夫により従来に比べ、
約60％の軽量化を実現しました。また、シミュレー
ションによる0.1mm単位の磁気回路の見直しによ
り、性能を劣化させることなくスピーカーのサイズ

（奥行き）も約13％薄型化しました。車両への取り付
け性も向上し、より多くのお客様にご使用いただく
ことで、CO2排出の抑制を図っています。

●パワーアンプ
　パワーアンプ「M1000」は、回路上の工夫により製
品からの熱の発生を抑制するとともに、発生した熱
を効率的に放熱する構造を採用することで、従来よ
りも性能アップを実現しつつ、約10%の軽量化に成
功しました。

DLX-F17S

改善前の製品：M850 (4.7kg) 改善後の製品：M1000 (4.2 kg)

薄型化イメージ

LCA（ライフサイクルアセスメント）

　製品を生産する段階、使用する段階、廃却する段階
など、ライフサイクル全体を通じた環境負荷を定量
的に評価するLCA手法を採用しています。
　日本向けスピーカー「DDL-R17C」では、使用段階
において製品の重量に起因するCO2排出量が最も多
いことが判り、軽量化の重要性を再認識しました。

「DDL-R17C」のライフステージ別CO2排出量 （当社調べ）

8000
（g）

資源採掘・
素材製造

7000

6000

5000

4000
3359

3000

2000

1000

0
部品の
製造

製品の
組立

使用 廃棄 輸送

3683

30

6907

7 105

電力使用起源
1867

総排出量:14091（g）

（１ユニットあたり）

重量負荷起源
5040
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製品の環境保全取り組み

カーナビゲーションシステム

　道に迷って必要以上の距離を走行すれば､それだ
け燃料を消費し、CO2を排出します。
　アルパインは、より高性能のカーナビゲーション
システムを開発し、ドライバーを目的地にスムーズ
に案内することで、快適かつエコロジーなドライブ
を可能にしてきました。最新モデルでは、膨大な渋
滞情報のデータベースなどから、渋滞を避けた最適
ルートを探し出す機能を搭載し、渋滞時の長時間の
アイドリングによる、余分なCO2排出の抑制に貢献
しています。

●エコドライブ機能
　最新のカーナビゲーションX075シリーズには「エ
コドライブガイド」機能を搭載しています。エコドラ
イブ機能は、走行中の加速や減速からドライバーの
ドライブスタイルを診断し採点します。
　急な加速や減速をしないように意識したエコロ
ジー運転により、燃費の向上や地球温暖化の原因と
されるCO2の発生を10%程度抑制できます。

停車中に区間毎の
採点結果を表示。

走行中の平均採点
結果を表示。

エコドライブガイド表示 エコガイドバー表示

エコガイド点数表示

SECT.

燃　費 良

過去6区間の採点結果履歴を表示。

100～81 80～21 20～0 Point
悪普通

走行中の
診断時

走行区間
採点時

AVE.

BRAKEBRAKE
ACCELEACCELE

BRAKEBRAKE
NORMALNORMAL

NORMALNORMAL

GOODGOOD BADBADNORMALNORMAL

ACCELEACCELE

X075

蛍光X線分析装置

環境に配慮したプロモーション活動

　従来、モーターショーでは、来場されるお客様にパ
ンフレットを配布し、大量の紙を使用していました
が、「東京モーターショー 2007」では、 環境への配慮
からQRコードを付けた名刺サイズのカードのみを
配布しました。これにより、紙の使用量を従来比で
95%以上削減することができました。

化学物質の管理

　近年、欧州を中心に、特定の化学物質に関する規制
が強化されてきています。それらの化学物質は製品
を作るためには有用であっても、環境汚染や人体へ
の影響が懸念される化学物質です。
　アルパインはこのような化学物質の使用を削減す
るため、調達資材や開発中の製品に含有する化学物
質を管理するデータベースを構築し、設計段階から
含有物質に配慮しています。

QRコード付きカード

環 境 報 告

環
境
報
告
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製品の環境保全取り組み

有害化学物質の削減

●鉛フリーはんだの採用
　環境や人体への悪影響が懸念される鉛を削減する
ため、アルパインでは2003年に初めて鉛フリーはん
だを採用した製品を発売して以来、新規に開発した
製品のほぼ全てに鉛フリーはんだを採用しています。

●VOCの削減
　VOC（揮発性有機化合物）は、シックハウス症候群
を引き起こす原因の一つと言われています。
　アルパインでは、従業員の健康への影響はもとよ
り、生産工程からの大気への排出、製品への残留に配
慮し、VOC削減を進めています。
　2007年度は回路基板上のVOC含有材料の削減や
水系塗料の導入を進めました。

梱包改善

　製品の梱包材は、製品をお客様にお届けした後、す
ぐに廃却されるケースが多く、廃棄物増加の要因と
なります。このような梱包材を削減するため、アルパ
インは、梱包材の構造や材質などを工夫し、梱包材の
小型化を進めています。
　ダンボール梱包のサイズを34%小型化し、内容量
も4台から6台に改善することにより、輸送時の積載
効率を約2倍に高め、CO2排出の抑制を図っています。

意匠製品開発部  荒木　努

　梱包材の多くはお客様に製品をお届けした後、廃却さ
れてしまうことが多く「もったいない」と感じていまし
た。また梱包材の大きさによって、輸送効率も大きく左
右されるため、「環境」を考える上では重要なポイント
だと思います。アルパインの製品は、世界各国に輸送さ

れていくため、梱包材の改
善に当たっては、さまざま
な輸送条件を考慮した衝撃振動試験などを繰り返し、最
適な梱包設計を行いました。
　今後もさらなる改善を進めていきます。

最適な梱包設計を追究

Designer's
 Voice設計者の声

改善後

改善前
鉛フリーはんだ工程 環

境
報
告
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事業所の環境保全取り組み

限りある資源の有効活用のため、アルパインでは廃棄物のリサイクル活動を徹底しています。2001年4月よりゼロ
エミッション活動を開始して以来、グループ会社へと活動範囲を広げ、2005年3月には、4拠点において初めてゼ
ロエミッションを達成しました。また、廃棄物の発生そのものを抑制するリデュースの活動にも力を入れています。

ゼロエミッションへの取り組み

エコステーション

　廃棄物の分別収集施設「エコステーション」を設置
し、従業員一人ひとりが分別を徹底することで再資
源化を図っています。また、2006年から、特に廃棄物
の発生抑制（リデュース）に注力しています。
製品や梱包材の小型・軽量化や試作レスなどに取り
組み、廃棄物の発生量を2年連続25%削減すること
ができました。
　2008年の活動
計画では15%の
削減を目標とし
ています。

生ゴミリサイクル

　社内の食堂で発生する生ゴミは「生ゴミリサイク
ルマシーン」で肥料化し、周辺の農場での有機野菜栽
培に有効活用しています。

マイカップ運動

　従来、休憩室に設置していた使い捨てのカップを
廃止し、マイカップ運動を推進。年間62万個の削減
効果をあげています。

※アルパインいわき事業所、アルパインマニュファクチャリング、アルパインプレシ
ジョンを含むデータ

（t） （%）

2,000

1,500
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80.0

75.0
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

再利用される量 最終処分される量 再資源化率

リサイクル処理

マイカップの利用

アルパインのゼロエミッションの定義
再資源化を推進し、最終処分場への排
出をゼロにすること。

（再資源化率99.7％以上）

年度 2003 2004 2005 2006 2007

再利用される量（t） 1,319 1,500 1,732 1,300 981

最終処分される量（t） 196 100 59 30 14

再資源化率   83.7% 93.1% 96.6% 97.6% 98.4%

肥料化

農場での活用廃棄物の状況

環 境 報 告
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事業所の環境保全取り組み

試作レス

　製品の開発にあたっては、DM（デジタルマニュ
ファクチャリング）などのシミュレーション技術や
品質工学を活用することにより、試作レスを進めて
います。これにより、従来廃却していた試作品を大幅
に減らすことが
でき、廃棄物の
リデュースを実
現しています。

廃棄物処理事業者との連携

　排出した廃棄物は廃棄物処理事業者（リサイクル事
業者）との連携により、再資源化を行っています。また、
自ら排出した廃棄物がどのように再資源化されてい
るかを定期的に現
場で確認し、廃棄
物の管理・監視を
徹底しています。

発泡スチロールのリサイクル

　発泡スチロールは社内で溶解後、固形化すること
で体積を極小化、
輸 送 効 率 を 向 上
した上で、プラス
チックの原料とし
て再資源化してい
ます。

余剰成形部分の再利用

　成形部品を生産する際にどうしても発生してしま
う余剰成形部分を社内で生産治工具の材料として再
利用することで、廃棄処理する量を大幅に削減して
います。

発泡スチロールリサイクル

処理後

処理中

廃棄物処理現場の確認

余剰成形部分 成形材粉砕機

生産治工具 粉砕後のモールド

製品開発段階でのシミュレーション

クッション材への再利用

　オフィスで使用した事務用紙は、裁断し、輸送時の
緩衝材として再利用しています。

環
境
報
告
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事業所の環境保全取り組み

地球温暖化の主要原因の一つと言われているCO₂の排出量を削減するため、アルパインは、電力使用量をはじめ
としたエネルギー使用量の削減に取り組んでいます。

地球温暖化防止

省電力の取り組み

　使用電力量やフロアの室温をリアルタイムに把握
し、空調およびその他関連機器をコントロールするこ
とで、効率的なエネルギー使用を可能にしています。

　空調の吹き出し口にファンを付けることにより事
務所内の温度のムラを減らし、空調の効率化を行っ
ています。

　エアコンの効率運転のために、室外機に水を利用
し、冷 却 効
果を高める
省エネ設備
を設置して
います。

電力消費量の状況

（MWh）
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日本 その他

年度 2003 2004 2005 2006 2007

日本 17,661 20,202 21,516 21,487 20,796

その他 31,876 39,080 47,382 55,488 64,511

合計   49,537 59,282 68,898 76,975 85,307

電力集中管理システム

省エネ設備

空調の吹き出し口のファン

熱の再利用

　生産工程から発生する熱を事務所の暖房に利用す
ることで、冬季の
エネルギー使用量
を削減しています。

　断熱フィルムで
建物の断熱能力を
強化することによ
り、冷暖房効率を
高めています。

（単位：MWh）

断熱フィルムを貼ったガラス面

排熱利用設備

※日本（主要7拠点）、その他（主要6拠点）のデータ

環 境 報 告

環
境
報
告
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事業所の環境保全取り組み

グリーン物流の取り組み

　製品や部品の輸送ルートの変更、積載率の向上や、
アイドリングストップを推進することで、物流過程
でのCO2削減に努め
ています。一部の区
間では、トラックから、
より環境負荷の少な
い鉄道輸送への転換
を行いました。
　また、従来、従業員一人ひとりが車で移動していた関
連会社間の移動に、シャトルバスを導入しました。複数
人が相乗りで移動するため、ガソリンの使用やそれに
よる排気ガスを大幅に削減しています。

アイドリングストップ

グリーン電力証書

水・騒音・臭気への取り組み

水の適正管理

　事業所内で使用した水は、事業所内の排水処理施
設で浄化し、トイレ
の水や事業所内の
緑化に再利用して
います。

　テストコースに設置した雨天時の路面を再現する
散水装置では、雨水を溜めて利用し、利用した水は更
に循環させ再利用
することで水道水
の使用を最小限に
抑えています。

塗装工程の管理

　塗装工程で発生する
VOCなどによる従業員の
健康被害や悪臭を防止す
るため、清浄設備を導入
しました。

騒音対策

　大型プレス設備の騒音による従業員や周辺環境に
対する影響を軽減す
るため、防音対策を
実施しています。

排水処理施設 洗浄設備

プレス機の防音対策

グリーン電力の導入

　グリーン電力証書の仕組みを活用し、約1300人の
従業員が参加する社内イベントを、太陽光で発電さ
れたグリーン電力で運営しました。
　今後も省エネルギーの取り
組みと同時に、グリーン電力
の導入を進めていきます。

テストコースの散水装置

環
境
報
告
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環境コミュニケーション

地球市民の一員として環境保全活動に取り組んでいます。
アルパインでは、環境保全の継続的改善のためには、従業員一人ひとりが地球社会の一員として環境の保全
活動に取り組むことが重要と考えています。各地の拠点では、エコロジーの思想を社会へ発信するさまざまな活
動を行っています。

学生との共同学習

　地域の学生を招いて、アルパインの環境取り組み
を紹介するとともに環境問題をテーマとした意見交
換や勉強会を
行いました。

地域への環境活動支援

　生産拠点があるメキシコ
の地方行政機関に、環境に
関する教材500冊を寄付し
ました。また世界環境デー
には250本の苗木の植林を
行いました。

環境ボランティア活動

　アメリカの拠点では、自発的に環境保全活動を行
うグループ「Eco Route Group（ERG）」を発足し、社
内外で広く環境保全活動に取り組んでいます。
　2007年度、社内ではERGを中心としたメンバーが
中心となって、環境保全の大切さを訴えるショート
ムービーを制作し、従業員への上映会を開催しまし
た。また、社外では地域の海岸清掃や自然保護の活動
などを行いました。

自然保護活動

環境関連教材の寄付

ミーティング風景

Eco Route Group

　私たち「Eco Route Group（ERG）」は、近年深刻化す
る環境問題について、真剣に考えていた社員同士の呼
びかけで発足したグループです。会社からの支援を受
けながら、一人ではなかなかできなかった活動をグ
ループで行うことで、職場全体に、環境や資源を大切
にするという意識を広げることを目的としています。
活動を通して、環境保護に貢献できることは大変うれ
しいことです。今後
も地球市民の一員と
してERGの活動を発
展させていきます。

環境保護に貢献できる喜びがあります

Employees's 
 Voice従業員の声

ERGのメンバー

ショートムービーの上映会

環境イベントへの出展

　いわき市が主催する「いわき環境展2007」に出展
し、リサイクルの重要性やアルパインのゼロエミッ
ション活動について理解をいただきました。展示
ブース内では、市
内 で 発 生 し た
ペットボトルを
再 利 用 し た ス
ピーカー作りの
体験教室を行い
ました。

いわき環境展

環 境 報 告

環
境
報
告
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環境監査／環境会計

数値的環境経営評価を行い、環境保全活動の改善に努めています。

環境監査

　自らの環境保全活動の監視機能として、年2回内
部監査を実施しています。内部監査では環境マネジ
メントシステムの運用状況に加え、遵法の状況や、地
域住民の方からの苦情の有無について確認していま
す。2007年度は、法規制からの逸脱や地域住民の方
からの苦情はありませんでした。
　また、このような内部監査に加え、より客観的な監
査を行うため、年1回第三者機関（ISO14001登録認
証機関）によるISO14001の審査を受けています。

環境会計

　アルパインは2001年に「環境会計ガイドライン」
を策定し、いわき事業所にて初めて環境会計を導入
して以来、対象範囲を子会社であるアルパインマ
ニュファクチャリング、アルパインプレシジョンに
拡大し、企業経営と環境保全の両立を目指す環境経
営に役立てています。

●大連アルパイン（登録日：2005.5.5）

●太倉アルパイン（登録日：2005.1.21）

●アルパイン中国開発センター
  （登録日：2005.1.27）

●アルパイン・テクノロジー・
　マニュファクチャリング・タイ
   （登録日：2006.10.26）

●アルパイン（株）いわき事業所
　（登録日：1998.12.4）

●アルパインマニュファクチャリング（株）好間工場
　（登録日：2001.11.22）

●アルパインマニュファクチャリング（株）小野町工場
　（登録日：1998.12.4）

●アルパインプレシジョン（株）
　（登録日：2002.12.20）

●アルパイン・
　マニュファクチャリング・
　ヨーロッパ
   （登録日：2002.4.5）

（ハンガリー）
（日本）（中国）

（メキシコ）

●アルコム・メキシコ
   （登録日：2001.12.6）

（タイ）

※アルパインの環境会計は、実質的効果金額のみを集計しています。

（単位：千円）

（単位：千円）

分類  主な取り組みの内容 投資 費用 関連ページ

事業エリア内
 公害防止 9,630 63,109 24

コスト
 地球環境保全 31,500 41,749 23,24

  省資源・リサイクル 18,500 19,106 21,22

上・下流コスト
 製品等のリサイクル・ 

0 2,259 22
  回収･再商品化･適正処理

管理活動コスト
 ISO14001取得や維持、 

0 52,193 26
  教育・啓発

研究開発コスト
 環境保全に資する 

0 43,306
 18,19,

  製品等の研究･開発   20

社会活動コスト
 自然保護､緑化､美化､ 

0 5,853 25
  情報公開

環境損傷コスト 土壌汚染､自然破壊等の修復 0 0 ―

合計   59,630 227,576

環境保全効果  関連ページ

環境教育の実施 全従業員 25

環境配慮型製品の開発 多数 18,19,20

グリーン調達による取引先との環境保全推進 全取引先 31

化学物質管理データベース整備 6600件登録 19

ISO14001認証継続 認証継続取得 26

内部監査によるシステム改善 66件改善 26

環境保全対策に伴う経済効果  関連ページ

照明インバータ化による電力代及び修繕費の削減効果 198 23

空調ファン工事による電力代削減効果        121 23

試験設備の改造による電力代削減 300 23

リサイクル推進による有価物売却代金 417 21,22

事務用紙の再利用による緩衝材材料費の削減 5,367 22

合計 6,403 

環境保全コスト
環境取り組み効果

ISO14001取得状況

アルパインではISO14001をベースとした環境マネジメントシステムを構築しています。また、環境会計において、
環境保全活動にかかる費用やそれによる効果を定量的に把握することにより、環境保全活動を継続的かつ効
率的に進めています。

環
境
報
告



アルパインは、さまざまなステークホルダーの皆様に支えられ事業活動を営んでいます。
アルパインが、グロ－バル社会とともに成長していくためには、社会の皆様からの期待・要望
にお応えするとともに、皆様とのコミュニケーションを深めていくことが重要と考えています。

アルパインは、
ステークホルダーの皆様との
信頼関係強化を目指し、
一層の努力を図っていきます。
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社 会 性 報 告

アルパイン

価値の創造

魅力的商品・ｻｰﾋﾞｽの提供
安心/安全な品質
役立つ情報提供
お客様ニーズの反映

個性の尊重 社会への貢献

お客様

利益配分
IR・情報開示
コミュニケーション

雇用創出
地域交流・活性化
次世代人材の育成
社会福祉

コーポレートガバナンス
法令遵守
環境保全

雇用・賃金
従業員満足
コミュニケーション
人材育成

共存共栄
公正取引
グリーン調達

お取引先

従業員

業界
行政府

地域社会

株主・投資家
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地域社会との関わり

世界各地で地域社会に根付いた活動を展開しています。
アルパインは、グローバル企業として世界各地で地域社会との共存を目指して、社会福祉活動や次世代人材育
成活動を通じ、地域社会との交流を深めています。

社会福祉活動への取り組み

　アルコム・メキシコでは、ボランティア活動に従業
員が積極的に参加し、地域の皆様とのコミュニケー
ションを深めています。老人養護施設や障がい者施
設でクリスマスパーティーを開き、参加者と楽しい
時を過ごしました。また、赤
十字を通して食糧援助を行
うなど、地域に密着した支
援活動を推進しています。

次世代人材の育成

　アルパインでは、次世代を担う人材の育成支援と
して、世界各地でさまざまな活動を行っています。

●「ものづくり」教室の開催
　いわき事業所では音響機器メーカーならではの活
動として、地域の子供たちを招いてペットボトルを
再利用した「リサイクル・スピーカー作り」教室を開
いています。
●学生への教育支援（奨学金・インターンシップ制度）
　アルパインでは、中国の東軟信息学院に奨学金制
度を設置し、大学生への教育支援を行っています。ま
た、2004年より中国大連地区の大学と提携し、講師
の派遣を行うなど、学生たちへ技術・管理の専門知
識教育にも取り組んでいます。2007年度には新た
に3大学増え、6大学で実施しました。
　さらに、インターンシップ制度を設け、海外の大学
生が日本の企業文化を
理解し、キャリア形成
の場の提供にも努めて
います。

リサイクル・スピーカー作り（いわき事業所）

地域との交流

　アルパインは、地球市民としての自覚を大切にし、
世界各地で地域社会との共存共栄を進めています。

●夏祭り開催
　いわき事業所では毎
年8月に、グループ従業
員やその家族だけでな
く、地域住民の皆様にも
参加いただき「夏祭り」を開催しています。
●地域イベントへの協賛
　大連アルパインでは、2007年「大連国際マラソン大
会」に協賛するとともに、社員も選手として参加する
など、大会の成功にさまざまな形で貢献しました。
●「スクールプログラム」のサポート
　アルパイン・アメリ
カでは、2003年よりロン
グビーチの学校と地域
ぐるみでの「サイエンス
フェアプログラム」のサ
ポートを行っています。

2007年の夏祭り（いわき事業所）

クリスマスパーティ
（アルコム・メキシコ）

　インターンシップで得た最も大きな収穫は、日本
人の真面目な勤務態度と仕事に対する
考え方を学ぶことができたことです。
私はこの経験を活かして中国と日本の
間を繋げるブリッジエンジニアにな
りたいと思っています。

インターンシップを体験して

Student's 
 Voice学生の声

「サイエンスフェアプログラム」
（アルパインアメリカ）

社
会
性
報
告
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お客様との関わり

お客様一人ひとりとの良好な関係づくりに努めています。
アルパインでは、お客様との窓口としてインフォメーションセンターを設けて、顧客満足度の向上にむけたさまざ
まな取り組みを行っています。

お客様がすべての出発点

　インフォメーションセンターでは、お客様に、より
快適なカーライフを過ごしていただけるよう、ご購
入の相談はもとより、ご購入後のアフターケアも重
視し、長期にわたりお客様にご満足いただくための
活動を進めています。
　インフォメーションセンターには、電話、FAX、
E-Mailで年間4万件以上のお
問合せが寄せられています。
窓口サービスの品質向上に
向けて、外部機関による応対
品質調査や顧客満足度調査
を実施しサービス品質の改
善に取り組んでいます。

「個」客満足のソリューションを推進

　「環境変化に敏感に、お客様の琴線に触れる応対を
心掛ける」がインフォメーションセンターの行動指
針です。窓口担当者は、車種別のサポートやアドバイ
スなど、一人ひとりのお客様に、より一層満足してい
ただけるよう応対にあたっています。

お客様の満足/不満足をタイムリーに社内配信

　お客様からいただいたお問合せは全てリアルタイ
ムでデータベース化し、さまざまな角度から分析し
た上で「お客様の声」として社内配信しています。応
対内容の中でお客様の満足／不満足を正確に把握し
て「見える化」を図り、商品開発やサービスの改善な
どに全社で活用しています。
　特にお問合せの多いご質問については、Webサイ
トに「よくあるご質問」、「車種別取付情報」といった
形で掲載し、お客様の問題解決に役立てていただい
ています。
　お客様からお預かりした個人情報は、「情報セキュ
リティポリシー」を遵守し、管理を徹底しています。

「お客様の声」を活かす仕組み

お問合せ

TEL
FAX
E-mail

ご意見
ご要望
苦情

「よくあるご質問」
「車種別取付情報」

製品開発

データベース化

製品・サービスに反映

社内配信 お客様の声活用

「お客様の声」

お客様 システム

DB

　アルパイン・アメリカ　カスタマーリレーション部

門ではCS（顧客満足度）向上を目指して、米国製品に対

して寄せられるお客様からのあらゆるお問合せに対応

しています。修理、技術サポート、ディーラー支援、製品

のお問合せなどに対し、迅速

なレスポンスに努めお客様の

ニーズに対応すべく日々実践

しています。

CS向上への取り組み（アルパイン・アメリカ）

C o l u m n  

その他

購入のご相談

クレーム

取付・操作
などのご質問

57％
22％

20％

1％

お問合せの内容

社 会 性 報 告

社
会
性
報
告
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株主・投資家との関わり

適時・適切な情報開示とコミュニケーションを推進しています。
アルパインでは、株主・投資家の皆様や社会から信頼される企業を目指して、適時・適切な情報開示、コミュ
ニケーションの充実に努め、透明性を高めるとともに、企業価値の拡大を図っています。

情報開示に関する基本方針

　株主・投資家の皆様に、アルパインの事業内容な
どに関する理解を深めていただくため、業績や財務
情報、将来の事業戦略などについて、「透明性」・「正確
性」・「公平性」を基本に、適時・適切な情報開示に努
めています。

IR（株主・投資家向け広報）活動

　株主・投資家との双方向コミュニケーションを積
極的に推進し、お寄せいただいたご意見を経営判断
に活かすなど、市場との対話に取り組んでいます。
 このため、アナリスト・機関投資家向け決算説明会
を年2回、経営トップによる事業方針説明会を年1回、
その他証券会社主催のスモール・ミーティングを随
時、実施するなど、円滑なコミュニケーションに努め
ています。

　また、「アニュアル・レポート」や「CSRレポート」、
年2回発行する「アルパイン・レポート」、Webサイ
トの「投資家情報」などにより、株主・投資家の皆様に、
アルパインの事業・製品・財務状況などの情報を提
供し、株式を長期にわたり保有していただくことを
目指しています。

Webサイト  投資家情報：
　http://www.alpine.com/j/investor/

アナリスト・機関投資家向け決算説明会

株主総会の活性化に向けて

　株主総会の活性化を目指して、さまざまな工夫に
取り組んでいます。例えば、株主総会においては動画
を使用した判りやすい事業報告や当社製品の展示を
行っています。
　また、株主の皆様に議案を十分にご審議いただく
ための時間を確保する目的で、招集通知を法定の期
限より早く、株主総会日の3週間前に発送しています。
　さらに、外国人株主（海外機関投資家）の皆様への
情報開示を迅速かつ公平に行うため、招集通知の英
文版を作成・発送するとともに、Webサイトに開示
しています。

利益配分に関する基本方針

　アルパインは、株主の皆様への利益還元を経営上
の重要課題と位置付けており、連結業績をベースに

「株主への利益還元」・「競争力強化のための積極的
な研究開発投資や設備投資」・「将来の事業成長に向
けた内部留保」のバランスを考慮して利益配分を決
定することを基本方針としています。

1株当たり配当金の推移（円）
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（年／月期）
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お取引先との関わり

お取引先との共存・共栄を目指しています。
アルパインは、お取引先との相互信頼に基づいた強力なパートナーシップを築き、共存・共栄を目指して資材
調達活動を展開しています。

資材調達方針

　アルパインは、社会的責任の実践を目指し、具体的に
以下の４つの方針を掲げ、日々の調達を行っています。

アルパイン資材調達方針

お取引先向け業況報告会開催

　アルパインでは、業況報告会を通じ調達方針を展開
し、パートナーシップの強化に努めています。国内では
春と秋の年2回、海外においては、年1回開催しています。
報告会では、お取引先に生産・販売状況および調達方
針についての説明を行い、相互理解を深めています。
　また、品質・コスト・納期・VE提案などにおいて、ご
協力度の高いお取引先には、ベストサプライヤー賞、
VE優秀賞を設け、表彰をしています。

国内業況報告会

グリーン調達推進

　アルパインでは、環境に優しい資材調達を最優先
取り組みと位置づけ、グローバルでグリーン調達率
100％を目指しています。
　また2007年には、2008年度中の環境ISO14001の完
全認証取得を目指し、海外のお取引先130社へ「アルパ
イングリーン調達基準」説明会を実施し、環境に優しい
サプライチェーンのグローバル展開を行いました。

松下電器産業株式会社 半導体社 
  東日本半導体営業統括部 統括部長  小澤　恵 様

　アルパイン様は、環境に配慮した購買活動に早く
から取り組まれており、部品の鉛フリー化も他社に

先駆け実現されました。さらにはグリー
ン調達、RoHSなど法令が整備される
たびに迅速に対応されております。
　また品質に対する要求が非常に高く、

弊社の車載品質確立にも大きな影響
を与えていただいています。

弊社の品質確立にも影響

Supplier's 
 Voiceお取引先の声

公正
Open and Fair

法令遵守
Legal

Compliance

グリーン調達
Environment
Friendly

共存・共栄
Partnership

環 境 に 優 し い 資 材

グリーン調達

・ISO14001認証取得状況
・環境保全取り組みの内容

お取引先の企業評価

・使用禁止物質の不使用
・含有物質情報

お取引先の企業評価

お取引先 アルパイン

国　内 98.6％ 海　外 98.0％

お取引先　環境ISO14001認証取得率

社 会 性 報 告

社
会
性
報
告
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従業員との関わり

生き生きとした職場作り、組織作りに取り組んでいます。
「個性の尊重」の企業理念のもと、従業員が意欲的に生き生きと働けるような職場環境・組織作りを目指し、仕
組みや制度の充実、人材の育成に取り組み、社員満足度の向上を図っています。

経営層とのコミュニケーション

　アルパイン全世界のグループ従業員と経営層との
コミュニケーションの場として、月次朝礼を実施す
るとともに、従業員からの質問に経営層が直接回答
するシステムを導入しています。
　また、 「社員満足度調査」を実施し、従業員の意識
と要望を定期的に吸い上げ、労使関係の向上と人材
育成、働きやすい職場作りに取り組んでいます。

障がい者雇用促進とワークライフバランス

　働く意欲と能力を持っている障がい者を支援する
取り組みを強化しています。障がい者雇用率は、2007
年3月の1.4％から2008年3月には、1.7％に向上しま
した。2008年度はアルパイングループとして雇用率
1.8%を目指し、さらなる雇用促進を進めていきます。
　また、仕事と育児の両立を支援する制度の拡充に努
めており、育児休職や、短時間勤務の適用期間の延長

（小学校3年末に達するまで）などの制度導入を推進
しています。

人材育成

　アルパインは、一人ひと
りにキャリアプログラム
を設定し、階層別、職種別に、組織力のアップや、専門
性向上のための研修を行っています。
　また、次世代人材の育成や海外従業員の日本研修な
どにも力を入れ、経営基盤の強化に取り組んでいます。

風通しの良い労使関係

　アルパインでは、定期的に
会社側と社員代表メンバー
との間で連絡会や職場での
コミュニケーションを図り、
風通しの良い労使関係を築いています。

　アルパイン・UKでは、従業員の健康やワークラ
イフバランスを大切にしています。
　健康管理の向上を目的としたLearning Wel l 
Program制度には、従業員の約半数が参加し、参
加者の53％で血圧の低下が確認されました。また、

42％が体脂肪率を下げることに成功し、
体格指数にいたっては47％が良好にな
りました。
　従業員の健康管理や福祉への取り組

みとして2008年もLearning Well 
Programを継続していきます。

健康とワークライフバランスを大切に

Employees's 
 Voice従業員の声

労使協議会

年度 2005年度 2006年度 2007年度

雇用率 1.60% 1.40% 1.70%

年度 2005年度 2006年度 2007年度

育児休職 11名 7名 11名

短時間勤務 4名 9名 3名

経営層と従業員のコミュニケーションシステム

障がい者雇用率推移（アルパイン単独）

育児休職・短時間勤務制度の取得者推移（アルパイン単独）

社員満足度調査

人材育成体系図

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Human Resources Department

Cathy Buckly

社
会
性
報
告
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コーポレート・ ・財務報告に係る ・グローバルベースでの △ ・一部遅れあるも ・内部統制 13

ガバナンス
   

内部統制システムの
 
  準備年度作業の終了

  
  本番年度対応へ進展

 
  報告書の作成

 
  
構築

   
・評価・改善体制決定

コンプライアンス/ ・体系的リスク管理の ・定量的リスク分析の実施　 ○ ・評価シートによる ・法令遵守・リスク管理　 15

リスクマネジメント
 
  実現　

    
  リスク分析　　

 
  啓蒙活動　

 
・従業員の情報

 
・情報管理規定類整備と 

 
○
 
・情報管理規定

 
・E-learning実施

   
セキュリティマインド

   
情報セキュリティ管理者    整備完了 （RC、情報セキュリティ）

   

向上

   

教育の実施  
・管理者教育完了 ・情報保護（暗号化）

    

品質保証 ・製品品質の向上 ・上流段階からの ○ ・上流～下流段階の ・継続的改善による 16

  
  品質レベル向上

  
  品質対応実施

 
  スパイラルアップ

地域社会との ・地域の ・体験学習実施 ○ ・体験学習実施 ・次世代育成に関する 28

関わり
 

  次世代人材育成
   

 「子供向けリサイクル
 
  イベント開催継続

    
    スピーカー作り」

お客様との関わり ・お客様との ・お客様応対品質向上と ○ ・年平均着信率65% ・Webサイトを通じた 29

   
接点拡大

 
  問題解決スピードアップ

  ・一次回答率80% 
  お客様の問題解決へ

    ・オペレーションミス 
・HP/FAQの充実

      
1.3%以下

株主・投資家との ・株主総会の活性化 ・判りやすい事業報告 ○ ・動画による ・四半期決算制度 30

関わり
      

事業報告の導入
 

  正式導入に伴う
 

 
・機関投資家向け 

 
・英文招集通知の発行

  
・英文招集通知の発行

 

  開示情報の充実

　 

  個別IRの

 
・積極的・能動的  

  
・機関投資家向け

 

  アクティブ化

 
  IRの実施

    
個別IR実施件数増加

お取引先との ・サプライチェーン ・海外取引メーカー  ○ ・海外取引メーカー  ・海外取引メーカー  31

関わり
 

  環境への取り組み
 

  ISO14001
  

  ISO14001
 

  ISO14001

  

  取得率90%

  

  取得率95%

 

  取得率100%

従業員との関わり ・働き方の変革による ・社員満足度65％ ○ ・社員満足度67％ ・社員満足度の 32

 
  社員満足度向上

    
  さらなる向上70%

製品の環境保全 ・環境に優しい ・梱包材の削減 ○ ・梱包材の削減 ・梱包材の削減 20

 
  製品の開発

 
  従来モデル比１０％

  
  従来モデル比１０％

 
  従来モデル比１０％

 
（30%軽量化）

事業所の環境保全 ・廃棄物の ・2006年比３％削減 ○ ・2006年比24％削減 ・2007年比15％削減 21

 
  総発生量削減

物流の環境保全 ・物流での ・2006年比３％削減 ○ ・2006年比15％削減 ・2007年比3％削減 24

 
  CO₂排出量の削減

  ・機構部品の軽量化 ○ ・機構部品の軽量化 ・機構部品の軽量化 18

  
  従来モデル比１０％

  
  従来モデル比１０％

 
  従来モデル比１０％

Ｃ
Ｓ
Ｒ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動

社
会
性
活
動

環
境
活
動

目標 実績

掲載
ページ

分類
主な中期重点
取り組み項目

2007年度 主な活動実績
2008年度 主な計画

○：達成   △：一部達成   ×：大幅未達成

ア ル パ イ ン Ｃ Ｓ Ｒ 中 期 計 画

ア
ル
パ
イ
ン
Ｃ
Ｓ
Ｒ
中
期
計
画

アルパインでは2007年度より、CSRの取り組むべき項目と優先順位を設定し、
PDCAサイクルを廻しながら、確実な実施に向けて取り組んでいます。
主な中期の重点取り組み項目と、2007年度の活動実績、および2008年度の計画を報告します。
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●環境方針として、「はやい」「かるい」「みえる」と
いうわかりやすい行動原則を掲げていること
（P17）。今後は個々の職場での業務目標としても
「はやい」「かるい」「みえる」を明示し、その具体的
な取り組み事例を本報告書でより多く紹介され
ることを期待します。

●左記の一例として、製品の軽量化や、ショーやイ
ベントでの配布資料の大幅削減などに、積極的に
取り組んでいること（P18）。搭載される車の燃費
や、資料利用後の保管・廃棄など、利用者の環境
負荷削減にも貢献するものであり、さらに推進さ
れることを強く期待します。

●成形部品生産時の余剰成形部分（ランナー）を生産
時の治工具の材料として活用していることを評価
するとともに、今後は余剰をより生みにくくする
生産ラインづくりを進めることを期待します。

●海外グループ会社の社員を３年間、本社に派遣す
る制度（International Service Personnel）をはじ

めとする、国内外の人材育成体制の推進を評価
するとともに、今後はグループ全体の人的ポート
フォリオについて長期的な計画に基づいて立案
した上で、真にグローバルな企業として人的な多
様性を積極的に活用できる採用・育成体制を整
えることを期待します。

●本報告書の記述内容として、国内外のグループ会
社のデータをより詳細に集計・紹介し、グループ
としての報告書としての精度を高めること。デー
タの集計や紹介が少ないことは、実態の把握や取
り組みの推進が十分でない可能性も伴うことを
強く認識し、早急に改善してください。

●調達先におけるCSR（P31）について、環境負荷の
削減だけでなく、特に働く人々の人権への配慮・
対応を含めて包括的に説明し、具体的な取り組み

を求めること。また、サプライヤーの環境や人権
への取り組みや課題を可視化し、事例の共有や表
彰、課題解決に向けて交流する体制を整えること
を期待します。

●障碍を持つ人の雇用の促進について、これまで達
成できなかった法定雇用率を早期に満たすため
に、他社の研究や職種の開発をさらに積極的に行
うこと（P32）。

Profi le

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]

代表者　川北 秀人氏
IIHOE:「地球上のすべての生命にとって、民主
的で調和的な発展のために」を目的に1994年

に設立されたNPO。主な活動は市民団体・社

会事業家のマネジメント支援だが、大手企業の

CSR支援も多く手がける。

http://blog.canpan.info/iihoe/（日本語のみ）

■高く評価すべき点

■取り組みの進捗を評価しつつ、さらなる努力を求めたい点

■一層の努力を求めたい点

第
三
者
か
ら
の
意
見

第 三 者 か ら の 意 見

当意見は、本報告書の記載内容、および同社の環境・人事・CSRの担当者へのヒアリングに基づい
て執筆しています。
同社のCSRへの取り組みは、環境負荷の削減など、基本的な項目についてPDCA（マネジメント・サ
イクル）を進め始めていると言えます。
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