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オムロンの「公器性」について
オムロンは、1959年に「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」という社憲を制定して以来、
「企業の公器性」を重視し、事業活動と社会活動の
2つの活動を通して自らの社会的責任を果たそうと努めてきました。

経営者緒言
社会の持続的発展に貢献する企業を目指します

オムロンの原点
企業とは「公器」である、という自覚

オムロンのこれから
最適化社会への持続的発展に向けて

コーポレート・ガバナンス
「公器性」を支える組織体制

企業倫理とコンプライアンス
すべての企業活動に「公明正大」を徹底するために
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人類誕生から数百万年もの間、人間は社会をつくり、文化や経済を
発展させてきました。しかし近年、経済発展の速さが社会のあちこち
に歪みを生じさせ、持つ者と持たざる者の格差は広がり、限りある資
源が浪費されています。
エネルギー・産業廃棄物・資源・食糧・人権などにまつわる問題。こ
れらは社会を持続的に発展させるためには解決しなければならない
大問題であり、私たちオムロンでは「工業社会の忘れ物」と表現してい
ます。私たちは社会を構成する当事者としての自覚を持って、これら
の問題を解決しなければなりません。
オムロンは、創業者・立石一真が1959年に社憲を制定して以来、

「企業は公器である」という企業理念を持ち続けてきました。社会か
ら評価されない企業は存続する価値がありません。「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」この言
葉を私たちは毎朝全員で唱和し、一人ひとりが実践しようと努力して
います。大切なことは、社憲に込めた思いをバックボーンにして、私た
ちを取り巻くステークホルダーの皆様と十分に対話することです。
この度、以上の思いをCSR基本方針としてまとめました。「『企業の公
器性』という社憲の精神をベースに、あらゆるステークホルダーの皆様

経営者緒言

社憲の精神を基本に、ステークホルダーとの対話を重視します。
との対話を充実し、『工業社会の忘れ物』を解決して社会の持続的発展
に向けて責任を果たしていくこと」であり、具体的には、次の3つの柱を
企業経営行動として三位一体で取り組んでいくことです。
① 事業を通じてよりよい社会をつくること
② 企業活動を進める上で、常に公明正大であること
③ 社会が抱える課題に当事者として自ら取り組むこと
そして、2007年度までの重点課題として、以下の4点を掲げました。
　1 事業を通じたソーシャルニーズの創造
　2 コンプライアンス・企業倫理の強化
　3 障害者支援強化や女性の活躍の場の拡大など多様性への対応
　4 環境課題への取り組み
これらの重点課題を世界各地で徹底し、サプライチェーン全体へ
展開していきたいと考えています。2004年10月、社長直轄組織とし
て設置したCSR総括室を中心に、社内カンパニー、国内関係会社、海
外拠点のマネジメント体制を明確にし、PDCAサイクルの確立を目指
します。そして、これからも経営活動・事業活動はもちろんのこと、社
員一人ひとりの行動原則として「公明正大」を徹底し続けます。

社会の持続的発展に貢献する企業を目指します
～「人と機械のベストマッチング」を通じて～

代表取締役会長　立石 義雄代表取締役社長　作田 久男
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私たちは2010年までの21世紀初頭10年間の経営構想を示した
「グランドデザイン（GD）2010」で、オムロングループの企業価値の
長期的最大化を図るとともに、社会の持続的発展に貢献できる「21世
紀企業」を標榜しています。これからの社会とは、「個人と社会」「人と
自然」「人と機械」が最適なバランスを保ち合う「最適化社会」です。そ
の中でオムロンは、得意領域を活かして「人と機械がベストマッチす
る社会の実現」に貢献したいと考えています。それは難解な機械を人
が苦心して使うのではなく、人のやりたいことを機械が理解して動い
てくれる社会です。人と機械のそんな関係をつくっていくために、オ
ムロンのコアコンピタンスである「センシング&コントロール技術」
をさらに磨きたいと考えています。
またグローバルな事業活動においては、経済発展の著しい中国で
事業を拡大していきます。2004年11月には上海で「欧姆龍 伝感&控
制 技術総合展（オムロンセンシング＆コントロール技術総合展）」を
開催し、15,000名の参加者をお迎えしてオムロンの考え方をご説明
することができました。中国においても他の地域と同様に、経営の現
地化を推進し、労働安全衛生や人権、環境に配慮して、中国社会の健
全な発展に貢献したいと考えています。

「多様性」はこれからの社会のキーワードです。それぞれがお互い
の文化や価値観などの個性の違いを認め合い、個々の長所を伸ばす
とともに、弱点を補い合って暮らす社会をつくっていかねばなりま
せん。
オムロンは障害者に対する支援を強化することや、女性が活躍す
る場を拡大することなどを通じて、多様性の尊重に取り組みます。
とりわけ、オムロンでは障害者雇用が法制化される以前から、積極
的に障害者支援をしてきた経験と実績があります。また「人と機械の
ベストマッチング」という考え方は障害者支援にも役立つはずです。
これを活かし、さまざまな工夫によって働く場を提供するだけでな
く、生活の質（QOL）の向上という観点から、幅広い分野で支援を強化
したいと考えています。

2005年2月16日にいよいよ京都議定書が発効されました。その採択
地に本社を置く企業として、改めて環境経営への強い決意を表明します。
 私たちは1998年に「環境宣言」を制定し、さらに2002年5月には
環境経営ビジョン「グリーンオムロン21」を制定し、2005年度への目
標を掲げて積極的に環境対策に取り組んできました。2004年度は、
国内全生産事業所で廃棄物を100%再資源化・再利用化するゼロエ
ミッションを達成するとともに、2006年7月に施行されるRoHS指令
への対応として、約17万品目の購入部材の規制化学物質含有量情報
を把握し、部材の切替対応を進めることにより全製品の約30%にお
いて使用禁止物質を廃止することができました。
今後は、「グリーンオムロン21」の目標を2010年までの目標へと発
展させて取り組み、とりわけCO2については京都議定書で定められた
削減目標を全社の温室効果ガス削減目標に掲げます。そのため、社内
での省エネ対策の継続・強化といった環境改善活動に加え、風力・バイ
オマス発電などによるクリーンエネルギーの導入、排出権の購入など
の京都メカニズムの活用も選択肢に加えて、目標の達成を目指します。

2004年、従来の環境報告書に社会報告を加え、初めて「企業の公器
性報告書」として発行しました。今回、第2号を発行するにあたり、ス
テークホルダーの皆様からの意見を参考にし、CSR（企業の社会的責
任）に対するオムロンの考え方を明確にするとともに、2004年度の
報告と2005年度の方針を可能な限り掲載して、よりわかりやすい報
告書にするよう努めました。
私たちは、多くのステークホルダーと対話し、皆様の期待に対して
オムロンの考え方を説明し、ご理解をいただくことが説明責任と考え
ています。そのための重要なツールの1つがこの公器性報告書です。
本報告書がオムロンのCSRへの取り組みをご理解いただく一助とな
れば幸いです。
当社ウェブサイトに詳細情報を掲載し、また経済報告はアニュア
ルレポートとして発行しております。ぜひご一読いただき、皆様から
忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
2005年6月

（左）社憲制定を掲載した社内報
（右）創業者が描いた社憲碑の構想スケッチ

オムロン株式会社　代表取締役会長

オムロン株式会社　代表取締役社長

「最適化社会」への持続的発展に貢献します。

職場における社員の多様性を尊重します。

環境経営の実践への決意を表明します。

多くのご意見をもとに説明責任を果たします。

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント



これまで、オムロンは事業活動や社
会活動を通して社会的責任を発揮し
てきました。
今後も、人権・労働などさまざまな新
たな課題への対応も含めて企業の公
器性を発揮していきます。

● 顧客満足の最大化

● たえざるチャレンジ

● 株主からの信頼重視

● 個人の尊重

● 良き企業市民の実践

● 倫理性の高い企業活動

企業理念体系

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

経 営 理 念

環 境 宣 言企 業 倫 理 宣 言 企 業 市 民 宣 言

私たちは、社会の一員であることを自覚し、「よ
りよい社会」の実現を目指し、誇りをもって企業
市民活動を行います。

私たちは、環境と人との調和を目指し、公器性
の高い企業活動を通して、よりよい環境の実現
に貢献します。

私たちは、企業が法と倫理にもとづく社会とともにある
ことを自覚し、法令の遵守と公平な社会的ルールの尊
重を優先し、高い倫理観をもって企業活動を行います。

事業の公器性 社会の公器性

企業の公器性
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オムロンの創業者・立石一真は「企業は利潤の追求だけでなく、社
会に奉仕してこそ存在する意義がある」という「企業の公器性」を認識
し、この考えを社内に浸透させるために、『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』というわかりや
すい言葉にまとめて、1959年に社憲として制定しました。この社憲
には、利潤を従業員や株主に分配するだけでなく、本業を通じて社会
に貢献することで還元し、さらに社会貢献活動を通じても還元してい

オムロンの原点 企業とは「公器」である、という自覚

く、というオムロンの精神が込められています。
この社憲が制定されて以来、オムロンは事業活動を通して、また企
業市民活動を通して、社会や環境への貢献に継続して取り組んできま
した。その精神は今もなお全世界のオムロン社員全員に脈々と受け
継がれています。今後も、人権・労働などさまざまな新たな課題への
対応も含めて企業の公器性を発揮していきます。

　オムロンは創業以来、社会の流れをいち早く察知し、社会に眠る潜
在的なニーズを創造してきました。その中で社会に貢献するさまざ

社憲に込められたオムロンの精神

社憲の精神の実践とは

オートメーション用電子制御機器の開発（1953年）

 
自動食券販売機の開発（1963年）

交通管制システムの開発（1964年）

無人駅システムの開発（1966年）

バンキングシステムの開発（1971年）

社会奉仕委員会の設置と奉仕活動の開始（1957年）

 

サリドマイド児用電動義手の製作（1968年）

オムロン太陽※設立（1972年）

オムロン京都太陽※設立（1986年）

立石科学技術振興財団設立（1991年）

オムロンデーの制定と社会貢献活動の実践（1991年）

人道目的の地雷除去支援（1998年）

1950年代

1960年代　

　

1970年代

1980年代

1990年代

事業活動を通して 社会活動を通して

※ P36参照
保護継電器 無人駅システム

まな製品が生まれました。また、社会が抱える課題に対してもさまざ
まな活動を世に先駆けて実践してきました。
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創業者が見た未来
1970年に創業者・立石一真が国際未来学会で提唱したSINIC理論

（Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution）。これはオ
ムロンの経営の羅針盤ともいえる独自の未来予想理論です。
この理論によれば、農業社会に続くのが工業社会（手工業社会、工
業化社会、機械化社会、自動化社会、情報化社会）であり、その最終段
階である情報化社会を経て、2005年から次の新しい社会である最
適化社会へと移行すると予測しています。
工業社会において人類は物質的な豊かさを手に入れました。一
方で、エネルギー、産業廃棄物、資源、食糧、人権などのさまざまな
問題が未解決のまま取り残されています。これをオムロンでは「工
業社会の忘れ物」と表現していますが、最適化社会では、これらの
負の遺産が解決され、効率や生産性の追求といった工業社会の価
値観から次第に人間として生きていく喜びといった精神的な豊か
さを求める価値観が高まり、「個人と社会」「人と自然」「人と機械」
が最適なバランスを保ちながら融合する社会が到来すると予測し
ています。

最適化社会のオムロン
オムロンは今までこのSINIC理論という未来予想理論に基づき、社
会の潜在的なニーズをいち早く察知し、オートメーション時代の制
御機器、そして当時の社会的な課題に応えた社会システムや交通シス
テムの開発など、独自のセンシング技術とコントロール技術、そして
新たにデバイス技術を組み合わせて、事業を通じた社会への貢献に尽
力してきました。そして2005年から始まる最適化社会においてオム
ロンは「安心、安全、環境」をより確かなものにするために、「人と機械
のベストマッチング」の実現を目指します。
たとえば、操作が複雑で使うには知識や技量が必要な機械。それを
機械がその人に合わせて機能を選んでくれたり、熟練者のような判断
でその場に応じた的確な情報をくれる機械へ。また、取り付けたセン
サーが周囲の状況を把握し、危険を予知すれば運転手に警告を出した
り、自動的にブレーキをかけてくれるクルマへ。
今は人が機械に合わせて生活していますが、逆に機械が人に合わ
せてくれる。そんな時代がすぐそこまで来ています。企業哲学の実
践を通して、オムロンはこの最適化社会において新たな時代に貢献
するパイオニアでありたいと考えています。

企業哲学

機械にできることは機械にまかせ、
人間はより創造的な分野での活動を楽しむべきである

未来予測のためのSINIC理論

種（Seed）
革新（Innovation）
必要性（Need）
刺激（Impetus）
円環的発展
（Cyclic Evolution）
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SINIC DIAGRAM
Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution

社会

工
業
社
会

SINIC理論では、科学と技術と社会との間には円環論的な関係があ
り、次の2つの方向から相互にインパクトを与え合っているとしています。
1つの方向は、新しい科学が新しい技術を生み、それが社会へのイン
パクトとなって変貌を促すというもの。
もう1つの方向は、逆に社会のニーズが新しい技術の開発を促し、
それが新しい科学への期待となるというもの。
この2つの方向が相関関係により、お互いが原因となり結果となって
社会が発展していくという理論です。

種（Seed）

刺激（Impetus）

革新（Innovation）

必要性（Need）

SINIC理論に見る未来

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント



光ナノデバイス技術とセンシング技術を強
化し、コントロール技術を融合させること
により最適化社会で求められる「人と機械
のベストマッチング」を実現していく。

「人と機械のベストマッチング」をコンセプトに、
「センシング&コントロール技術」を強みとして、
「安心・安全・環境」をキーワードとするソーシャ
ルニーズの創造によって社会貢献していく。

未来へのグランドデザイン＝GD2010
～企業価値の長期的最大化に向けて～

GD2010
（2001-2010）
2001年5月発表

GD2010 2nd Stage
（2004-2007）

GD2010 1st Stage

成長戦略 CSR戦略の
体系化と実践コア技術の強化 中国事業の成長

最適化社会の実現にはCSRが不可欠との認識
のもと、CSR総括室を設置してCSR戦略を策
定し実践をスタート。

コア技術の強化

中国を起点としたグローバル競争力の強
化を図る。また、中国人による経営･マネジ
メントを実践していく。

中国事業の成長

2004年度からGD2010はセカンドステージをスタート。
成長性と安定性を高めるバランスの取れた戦略を実行する。

6

前頁の「SINIC理論」で説明したように、今まさに最適化社会が始ま
ろうとしています。また、そのためには「工業社会の忘れ物」という課
題も解決しなければなりません。この時代認識を踏まえて、オムロン
は2001年に経営構想「グランドデザイン2010=GD2010」を発表。
2010年までのありたい姿と、経営施策を示しました。その目標は、オ
ムロングループの企業価値の長期的最大化を図るとともに、社会の持
続的発展に貢献できる企業になることであり、それが、目指す「21世
紀企業」の姿であると考えています。
2004年から2007年までの期間をGD2010のセカンドステージと
して位置づけ、「企業価値の長期的最大化」のために成長性と安定性
を高めるバランスのとれた戦略を実行しています。
具体的な成長戦略としては、オムロンのコア技術である光ナノデ
バイス技術とセンシング技術を強化し、コントロール技術を融合させ

オムロンのこれから 最適化社会への持続的発展に向けて

ることにより最適化社会で求められる「人と機械のベストマッチン
グ」を実現していきます。
同じく、成長著しい中国において、中国を起点としたグローバル競
争力の強化を図ります。また、中国人社員を重要ポストに登用し、中
国人による経営・マネジメントを実践します。
一方、オムロンの長期的な発展のためには、さまざまなステークホ
ルダーへの社会的責任を果たすことが重要と考えています。事業強
化だけでは企業価値を高めることはできません。あらゆる企業活動
において社会的責任を果たすことが、ステークホルダーの皆様に評価
されてオムロンブランドへの信頼に繋がることになります。このよ
うな認識から、2004年10月、「CSR総括室」を設置してCSR戦略を策
定し、2005年度より実践をスタートしました。

人と機械のベストマッチングをコンセプトに



品質、性能の追求だけではなく、環境や安全、
健康に配慮した製品開発と、安定供給で製品
責任を果たします。

個人情報保護法の施行に先だって情報セキュリ
ティのマネジメント体制を強化しました。

→ P30

2004年度の実績

顧客

取引先

従業員

社会

 株主・
投資家

適切な情報開示で説明責任を果たし、ご意見や
ご要望を経営に反映させるためのコミュニケー
ションルートを確保して、安定した企業経営と
適切な利益配分を目指します。

個人投資家様向けIR活動の充実により株主
数が増加しました。                       → P32

2004年度の実績

地域社会、国際社会の一員として、「科学技
術」、「社会福祉」、「文化芸術」、「国際交流」の
分野での社会貢献とコミュニケーションの充実
を図ります。

障害者スポーツ・文化・科学技術分野への支援
を中心に活動しました。                     → P33

2004年度の実績

単に労働の機会を提供するだけではなく、個
人がその持てる力を最大限に発揮できる機
会の提供を目指します。

専門職制度を設けてオムロンが求める人材
像の1つを明確化しました。 

→ P26

2004年度の実績

パートナーとして共に発展できるよう最
大限の努力をお互いに求め、透明で公正
な取引を徹底します。

RoHSなど環境対応方針を取引先様と共有
化し、規制化学物質フリー調査や代替品の
設定を進めました。　　　　　　　→ P29

2004年度の実績
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CSR基本方針

オムロンは「企業は利潤の追求だけでなく、社会に役に立ってこそ
存在意義がある」という企業の公器性を理念に、潜在的な社会のニー
ズを掘り起こすこと、つまり「ソーシャルニーズの創造」という事業で
の社会への貢献と、企業市民活動などの直接的な社会への貢献を行っ
てきました。
これまでの人類の経済活動の結果、国際社会にはエネルギー・産業
廃棄物・資源・食糧・人権などの多くの解決すべき課題が残っています。
オムロンはこれらの問題に対して、①事業を通じてよりよい社会
を作ること ②企業活動を進める上で、常に公明正大であること ③社
会が抱える課題に当事者として自ら取り組むこと という3つの柱を
オムロンが果たすべき社会的責任の基本方針に据え、あらゆるステー
クホルダーの信頼を得ながら最適化社会への持続的発展に向けて社
会的責任を果たしていきます。

ステークホルダーとの関わり
オムロンでは従業員、顧客、株主・投資家、取引先、社会（地域社会、国
際社会、官公庁・自治体、NGO・NPOなど）を主なステークホルダーと

① 事業を通じて
よりよい社会を作ること
雇用機会の提供、納税、配当を通じた社会へ
の貢献はもちろん、ソーシャルニーズを創造
し、優れた技術、製品、サービスを提供し続け
ていく。

② 企業活動を進める上で、
常に公明正大であること
法令遵守、企業倫理、説明責任、情報開示な
どさまざまな課題に取り組み、より透明で公
明正大な企業活動を実践していく。

③ 社会が抱える課題に
当事者として自ら取り組むこと
人権・労働問題や環境問題、貧困や人口増加
あるいは少子化問題などのさまざまな課題に
対し、オムロンの特色を活かした解決への取り
組みを行う。

ＣＳＲの「3つの柱」

考え、各ステークホルダーごとの期待に応え、責任を果たすためのコ
ミュニケーションを重要視しています。

CSRの重点課題
①事業を通じたソーシャルニーズの創造
「人と機械のベストマッチング」をコンセプトに「センシング&コン
トロール技術」を強みとして、「安心・安全・環境」をキーワードとする
ソーシャルニーズを創造します。
②コンプライアンス・企業倫理の強化
「公正性」については、オムロングループ全体としてグローバルに一貫
性をもった取り組みを目指します。
③障害者支援強化や女性の活躍の場の拡大など多様性への対応
早くから力を入れて取り組んできた、障害のある人々の雇用や支援に
ついては、今後も法令遵守はもちろんのこと社会をリードするレベル
での取り組みをグローバルに展開することを目指します。
④環境課題への取り組み
環境問題への取り組みは経営の最重要課題であると認識しています。
2002年5月に制定した環境ビジョンである「グリーンオムロン21」の
もと、持続可能な循環型社会の構築に貢献します。

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント



コーポレート・ガバナンス体制
取締役会
経営目標･経営戦略など重要な業務
執行戦略を決定するとともに、事業執
行（代表取締役社長）を監視する。議
長は代表取締役会長が行い、執行を
兼務せずステークホルダーの代表とし
て執行監視を行う。

監査役会
監査役4名（うち社外監査役3名）で
構成。ガバナンスのあり方と運営状況
を監視し、取締役会を含めた経営の日
常的活動の監視を行う。

人事諮問委員会
社外取締役を委員長とし、取締役会
議長、代表取締役社長から諮問を受
け、取締役・監査役・執行役員の選考
基準の策定、候補者の選定、現職の評
価を行う。

報酬諮問委員会
社外取締役を委員長とし、取締役会議
長、代表取締役社長から諮問を受け、
取締役・監査役・執行役員の報酬体系
の策定、評価基準の設定、現職の評価
を行う。

執行会議
社長の権限の範囲内で重要な業務執行案
件の審議･決定を行う。社内カンパニー制の
もと、各カンパニー社長への大幅な権限委
譲により、意思決定の迅速化と業務の効率
化を実現。

グループ環境委員会
　　　　　　  ※ 9ページ参照

グループ企業倫理行動委員会　
　　　　　　  ※ 10ページ参照

監査室
各本社機能部門および各カンパニーの会
計、業務、事業リスク、コンプライアンスな
どの内部監査を定期的に実施し、監視と
業務改善に向けて具体的な助言を行う。

CSR総括室　※ 9ページ参照

取締役会

社長

執行会議 CSR総括室グループ環境
委員会

株 主 総 会

執行機関

監査役会

監査役室 人事諮問委員会

報酬諮問委員会監査法人

監査室グループ企業倫理
行動委員会
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オムロンでは、「グローバル企業として資本市場に対応できる、国
際社会に通用するコーポレート・ガバナンスの確立」に向けて、1999
年以降、コーポレート・ガバナンス改革を実践してきました。経営監
視と事業執行の分離を推進し、経営監視機能の強化はもとより、環境
変化に迅速に対応できるコーポレート・ガバナンスを目指しています。
コーポレート・ガバナンスの目的は、ステークホルダーの支持を得
て、「企業の永続的な成長」を実現するために、「企業競争力の強化」を
図り、これを証明することができる仕組み（監視システム）を構築し
て、機能させることです。
すべてのステークホルダーの期待に連鎖する目標として、『企業価
値の長期的最大化』を経営目標とし、効率的で競争力のある経営を実現
するために「最適な経営体制の構築」と「適正な企業運営」を行うととも
に、そのことを証明する「経営・監視の仕組み」を充実していきます。
具体的には、事業執行体制として執行役員制度を導入し、事業最
強化に向けたカンパニー制のもと、カンパニー社長への大幅な権
限委譲による意思決定の迅速化と業務の効率化を図るとともに、

コーポレート・
ガバナンス 「公器性」を支える組織体制

経営環境の変化に迅速に対応するガバナンスの確立
コミットメント運営を徹底し株主価値に基づいた企業価値経営を
実践しています。
また、取締役会を効率化し、かつ実質的な議論を深めるために取締
役を7名に少人数化するとともに、事業執行を兼務する取締役は社長
のみとして、取締役から日々の業務執行を分離することで執行モニ
タリング機能を強化しています。さらに経営の客観性をより高める
ために、2003年には、社外取締役を2名、社外監査役を3名（うち1名常
勤）と増員しました。取締役会議長とCEOも分離して、経営監視機能
の強化を図っています。また、全役員（取締役・監査役・執行役員）に対
する指名・昇格・報酬については、取締役会の中に人事諮問委員会・報
酬諮問委員会を設置して透明性を高め、社外取締役を各々の委員長と
することで、客観的判断を確保しています。
このようなガバナンス体制の適正な運営のために、「アカウンタ
ビリティ（説明責任）の実行」、「透明性の高い経営の実現」、「倫理性
の追求」の3つの視点を常に意識し、コーポレート・ガバナンスを強
化しています。
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オムロンでは、以前から法令遵守、製品責任、社会貢献、環境負荷低
減などに取り組んできましたが、私たちを取り巻くステークホルダー
の期待になお一層応えるために、2004年10月に社長直轄の組織とし
て「CSR総括室」を設置、オムロンのCSRに対する基本方針を整理し、
重点課題を設定しました。
CSR総括室は、CSRに関する企画機能、社内総括機能、対外的な代

CSR推進体制

オムロンでは環境問題を経営の重要課題の1つと位置づけて環境
保全に取り組み、エコロジーとエコノミーを同時実現させる環境経営
を進めています。
社内における環境経営推進組織として、環境担当執行役員を委員
長とし、各カンパニーおよび本社機能部門の代表で構成するグループ
環境委員会と、そのもとで実行推進を担う組織体制を構築・運営し、グ
ループとしての環境保全活動を推進しています。
グループ環境委員会では、環境経営会議の意向を反映し、環境戦略、
方針、課題の審議・決定・推進と、本社機能執行部門と事業執行部門（各
カンパニー）の戦略整合を行っています。

環境経営推進体制

CSRマネジメント体制図

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

エレクトロニクスコンポーネンツ
ビジネスカンパニー

オートモーティブエレクトロニック
コンポーネンツカンパニー

ソーシアルシステムズ・ソリューション＆
サービス・ビジネスカンパニー

オムロンヘルスケア（株）

監査室

経営企画室

経営総務室

人材マネジメント室

CSR総括室

技術本部

事業開発本部

業務改革本部

C
S
R
推
進
委
員
会

社長 グループ
環境委員会

カンパニー
環境委員会

事業所

各カンパニー
専門部会

各カンパニー

事業所

ワーキンググループ

環境経営
会議

経営総務室
品質・環境部

グループ
環境推進部会 ワーキンググループ

The Global Leadership Network（GLN）は、世界のトップレベル企業9
社と、ボストンカレッジ企業市民センター（米国）およびアカウンタビリ
ティ社（英国）で構成するグローバル企業ネットワーク組織です。 
オムロンは唯一の日本企業としてこのネットワーク組織に参画し、
他の参加企業と協力し合いながら「企業にとって世界をリードする
CSR活動はいかにあるべきか」、「企業価値を高めるためにCSRを事
業戦略にどのように織り込んで行くべきか」という命題に取り組んで
います。そして、CSR活動の成果を測るための尺度の開発や、CSRを
事業戦略の中に組み込むためのマネジメントツールおよびフレーム
ワークの開発を進めています。
GLNでの活動を通じて得られるマネジメントツールやフレームワー
クをオムロン自身にも適用するとともに、参加他社の優れたCSR活動
事例をオムロン自身の活動の参考にすることによって、グローバルに通
用するCSRをオムロンは目指しています。
また日本企業は欧米企業にない優れた面を多数持っています。オム
ロンは、日本企業のCSR活
動や考え方の優れた面をア
ピールし、影響力を発揮する
ことで、大きな社会的責任を
果たしていきたいと考えて
います。

The Global Leadership Network（GLN）への参画

＊GLNステアリングコミッティー
　メンバー企業
IBM（米）、GE（米）、FedEx（米）、Cargill
（米）、3M（米）、Diageo（英）、Manpower
（米）、General Motors（米）、Omron（日）

表機能を持ちますが、環境・人権・労働・企業倫理・企業市民などのCSR
の具体的な実践は各々の専門機能部門や社内カンパニーが主管しま
す。従って、重点課題の解決に向けたさまざまな施策を展開するにあ
たっては、CSR推進委員会を通じて各部門と戦略統合を図るととも
に、実践状況の把握を行っていきます。

環境経営体制図

CSRマネジメント体制図CSR総括室の機能
　・企画立案機能
　①ステークホルダーからの社会的要請の情報収集による把握
　②オムロンらしいCSR戦略・方針の立案
　③ステークホルダーとのコミュニケーション機会の企画
　④オムロンの理念体系の整理
・社内推進総括機能
　①グループ内CSR活動の推進総括
　②グループ内への啓発活動 
・代表機能 
　①対外的対応窓口（アンケート、問合せ、来客等）
　②CSRに関する対外的活動支援

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント
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リスクマネジメントを戦略的投資と位置づけ、体制整備や改善活
動を通じ、従業員の意識改革を促すとともに、そうした取り組みや成
果を適時開示することで、ステークホルダーからの評価を高め、企業
価値の創造につなげることが重要だと、オムロンは考えています。
企業にとっての最大のリスクは、コンプライアンス・リスクです。
そこでリスクマネジメントと企業倫理・コンプライアンスを統合して
強化するため、従来の委員会を改編し、2003年4月に「グループ企業
倫理行動委員会」として発足。同委員会で今後のコンプライアンス活
動のあり方を検討した結果、2004年12月に以下4つの重点戦略を掲
げました。
①現場の問題を発見し改善する「モニタリング」の実施
②ビジネスカンパニーとの連携を高める計画的な「PDCAサイク
ル」の実行
③意識・知識・センス（感度）を高める「コンプライアンス教育」の充実
④企業競争力を支える「コンプライアンス態勢」の再構築
こうした戦略に基づいて、2005年度はまず関係会社に対するリス
クの洗い出しに注力します。特に、少ない戦力で競争にさらされ、相
対的に高い事業リスクを抱えていると推測される「外販機能を有す

企業倫理と
コンプライアンス すべての企業活動に「公明正大」を徹底するために

グループ企業倫理行動委員会

企業倫理宣言
私たちは、企業が法と倫理にもとづく社会と共にあることを自覚し、法
令の遵守と公正な社会的ルールの尊重を優先し、高い倫理観を持って企
業活動を行います。
1.公正で自由な競争 2.情報の積極的開示 3.安全および環境保全 
4.人権の尊重 5.知的財産の尊重 6.国際ルールの遵守等 
7.国際取引制限の遵守 8.行政等と健全な関係 9.反社会的勢力との対決
10.本宣言の徹底

体制図オムロンは1998年に企業倫理宣言を行うとともに、その具体的行
動指針として企業倫理行動ガイドラインを制定し、社員教育の充実や
通報窓口「企業倫理119番」の整備など、企業倫理・コンプライアンス
のグローバルな浸透・定着に努めてきました。
一方、これまでの価値観や慣例・慣行が通用しないリスク社会が

到来する中で、リスクマネジメントの取り組みをより強化するため、
2003年からはコンプライアンス活動と統合して、重大リスクの把
握や改善活動にも取り組んできました。また、2004年度にまとめた
CSR基本方針では、「企業倫理・コンプライアンスの強化」を重要な取
り組みの柱として位置づけました。
社会の持続的発展をめざす企業市民の一員として、企業倫理は何

よりも優先されなければなりません。そこでオムロンは、すべての
企業活動、社員一人ひとりの行動に「公明正大」を徹底させるため、グ
ループ企業倫理行動体制をさらに充実させていきます。また、事業活
動を行う中で、従業員が企業倫理的な疑問を感じたり、成果追求との
狭間で判断や行動に悩むこともありえます。企業倫理行動ガイドラ
インをより具体化し適切な判断基準を示す「ケースブック」の作成、不
祥事を未然に防止し現場改善につながる「職場モニタリング」の実施
などにより主体的なPDCAサイクルの実践を目指します。 

企業理念とコンプライアンスの強化

カンパニー委員
（カンパニー社長）

グループ企業倫理行動委員会

委員長（社長）

事務局

コーポレート委員
（本社機能部門長）

グループ企業倫理
行動推進委員会

企業倫理119番

情報リスク特別委員会

地震対策特別委員会

カンパニー推進組織 本社部門推進組織

専門委員会 輸出管理委員会

人権委員会

安全衛生委員会

中央防災委員会

る」関係会社に対して、優先的にモニタリングやマネージャー研修を
行い、コンプライアンス・リスクマネジメントの浸透・定着を図ってい
く予定です。
また関係会社の多くは、コンプライアンス・リスクマネジメントの
PDCAサイクルを自律的に推進する体制が整っていないため、関係会
社ごとに推進リーダーを選任・養成し、オムロングループとしての組
織的な推進体制の構築を目指します。

企業倫理119番
　内部通報窓口「企業倫理119番」を、社内に加え外部の法律事務所にも
設置しています。2004年度の相談内容と件数は、以下の通りです。今後
さらに、「企業倫理119番」の認知を高め、より相談しやすい環境づくり
を進めるとともに、これらの改善経験を社内データベースで共有化する
など、企業倫理の浸透に活かしていきます。
＜企業倫理119番の相談内容内訳（2004年度）＞
　・人権の尊重（6件） ・国際取引制限の遵守（1件）
　・仕入先との公正な取引（3件） ・会社に関する私的行為（1件）
　・知的財産の尊重（3件） ・その他（4件）
　・職務権限を濫用した私的行為（1件）
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1998年に「企業倫理宣言」および「企業倫理・行動ガイドライン」を
制定し、全役員・従業員に対して倫理性の高い行動を求めてきました。
しかし2003年2月、公正取引委員会より交通信号機の工事入札に関
して独占禁止法違反による排除勧告を受けました。私たちは、これを
重く受け止め、同年4月に「法令遵守特別委員会」を設置しました。
同委員会でチェックリストを作成して全社的調査を行った結果、「生
産現場におけるアウトソーシング問題」「秘密情報の管理問題」「人権
問題」の3つを重点テーマに掲げました。このうち、人権問題について
は人事問題でもあるため、人事部門に対応の強化を要請。あとの2テー
マに関しては、それぞれタスクフォースを設けて社内規定やチェック
リストの整備、全社研修の実施、改
善活動などに努めました。
同委員会は2005年3月をもっ
て解散し、グループ企業倫理行動
推進委員会に承継して、継続的に
取り組んでいます。

法令遵守特別委員会での取り組み
よりトータルなＩＴセキュリティ対策を実施するため、オムロンは
2004年4月に「情報リスク特別委員会」を設置し、2005年4月施行の
「個人情報保護法」への対策を中心に取り組んできました。その結果、
同法施行までに最低限必要な社内規程の整備やホームページ掲載の
セキュリティ・ポリシーの改定などは実施できました。
しかし同法制定は、企業に対して情報管理の考え方の抜本的改革
を迫るものであり、利便性重視からセキュリティ重視への転換を図る
必要があります。そこで今後も、個
人情報保護対策を同委員会の中心
テーマとし、重要個人情報を明確に
して取扱部門への啓蒙・指導を徹底
するなど、実効性のある情報マネジ
メント対策を進めていきます。

情報リスク特別委員会での取り組み

2004年3月から経営総務室長を委員長とする「地震対策特別委員
会」を設置し、オムロングループ全国拠点や事業活動における地震リ
スクを調査し、次のような対策を検討・実施してきました。
① 東海地震対応基本方針・行動基準の策定
② 建物耐震補強工事や設備・備品の固定化および備蓄品配備など
を含む耐震基準の設定と実施

③ 災害対策基本規定の改定と事業所災害対応マニュアルの策定
④ 社員への教育・啓発・訓練の実施
⑤ 各カンパニーの事業継続・復旧の体制づくりと基本計画策定・実行
⑥ ボランティアを含む地域との連携検討など
2005年度も引続き社員への教育・訓練の継続実施、災害対策本部
間の組織化とコア要員の養成、モニタリングの実施・改善、インフラ部
門におけるリスク分析・対策実施などに取り組み、2006年度以降は
常設の「防災委員会」へと活動を引き継ぐ予定です。

地震対策特別委員会での取り組み

海外エリアにおけるコンプライアンス推進のため、オムロングルー
プでは日本国内版の「企業倫理行動ガイドライン」を現地に合わせて
修正し、エリア版ガイドラインとして制作。北米から欧州、中国、アジ
アパシフィックの順に展開してきました。
中国では2002年に秘密情報管理ルールの浸透を図ったことを契機
にコンプライアンスの機運が高まり、2003年12月に中国版ガイドラ
インが完成。2004年度には全関係会社でマネージャー教育が一巡し
ました。またアジアパシフィックでも、2004年度に現地弁護士の確認
を受けてガイドラインを完成させました。
今後は、北米・欧州ではモニタリングと教育を継続しながら、個別法
律やコンプライアンス・リスクについて、予防策やプログラムを実行
していきます。また全エリア共通の課題として体制整備・リーダー育
成、教育ツールの整備、リスクの把握にも継続的に取り組みます。

海外エリアでのコンプライアンス推進

エリア 2004年度成果

グローバル・コンプライアンスの推進
課　題

北　米

欧　州

中　国

AP

アジア・

パシフィック

● 製造拠点のコンプライアンス・

　 レビュー

● 企業倫理相談窓口設置

● Compliance Officer設置

● コンプライアンス監査の定着

● OEE
※
リスクマネジメント委員

 　会設置

● マネージャ向け企業倫理研修

● 中国版企業倫理ガイド周知

● 中国全拠点での企業倫理研修

● 監査部門と同行しコンプライ

　 アンス監査

● コンプライアンス監査・研修の

　 OEE
※
以外への展開

● 相談窓口の可能性検討

● OED-C
※
、カナダ・ブラジルの

　 レビュー未完

● 相談窓口の周知・活用

● コンプライアンス状況のモニタ

　 リング実施

● 教育の継続（事業拡大により

　 対象人員増大）

● AP版企業倫理ガイドの完成

● OEP
※
、OCB-AP

※
、OMB

※
・

　 OMI
※
、OHS

※
での企業倫理研修

● ガイドラインの各国語の作成と

　 一般職への周知・教育

● コンプライアンス・リスクの把握

※ 海外関係会社の略称
地震防災マニュアル 地震防災カード

社員・家族への安否報告

社員および家族の安否
出社の可否
避難している場合は、その場所と連絡先
その他必要と思われる事項（ex.自宅被害等）

安否報告の内容

1
2
3
4

安否登録の方法

会社からのメッセージ確認方法

075－253－2809
BOX番号：075－365－0660
暗証番号：0660　

電話番号

http://www.omron.co.jp/saigai/

oc_anpi@omron.co.jp

03－5835－6161
BOX番号：03－5401－0660
暗証番号：0660　

電話番号

075－365－0660京　都 03－5401－0660東　京

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント



高品質を保証するために

地球環境を守るために

クルマの安全性を高めるために

安心・安全な社会づくりのために

健康な毎日を支えるために

Topics

2000

2001

2002

2003

（億円）

（年度） （年度） （年度）

（年度） （年度） （年度）

5,943

5,340

5,351

5,849

会社概要
（2005年3月31日現在）

オムロングループの主要関係会社 （2005年3月31日現在）※詳細はアニュアルレポート2005をご覧ください。

主要財務諸表

アジア・オセアニアエリア
子会社
関連会社
従業員数

20社
2社

3,706名

日本
オムロン株式会社
子会社
関連会社
従業員数

45社
12社

10,438名

中国エリア
22社
3社

7,351名

子会社
関連会社
従業員数

北南米エリア
子会社
従業員数

20社
1,536名

売上高推移（連結）

2000

2001

2002

2003

5,931

5,494

5,674

5,923

2000

2001

2002

2003

3,260

2,982

2,516

2,747

2000

2001

2002

2003

（億円）

400

ｰ254

47

480

税引前純利益（連結）

（億円）

当期純利益（連結）

（億円）

総資産（連結） 株主資本、株主資本比率（連結）

2001

2002

2003

7,004名

8,405名

2,161名

3,132名

2,646名

24,809

24,759

23,359

24,331

6,757

6,556

5,508

5,158

従業員数

オムロン株式会社　英文名 OMRON Corporation

1933年（昭和8年）5月10日
1948年（昭和23年）5月19日
64,100百万円
608,588百万円（連結）

社名

創業
創立
資本金
売上高

2000

2001

2002

2003

223

ｰ158

5

268

オムロン岡山（株）　　オムロン出雲（株）
オムロン武雄（株）　　オムロン阿蘇（株）　　オムロン太陽（株）
オムロンマニュファクチャリングアメリカ（米国）
オムロンマニュファクチャリング（オランダ）
オムロンエレクトロニクスマニュファクチャリング（ドイツ）
上海オムロンオートメーションシステム（中国）
オーティーイーエンジニアリング（台湾）
オムロン上海（中国）
上海オムロンコントロールシステムエンジニアリング（中国）

ヨーロッパエリア
子会社
従業員数

35社
1,873名

●ECB エレクトロニクスコンポーネンツビジネス

●AEC オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツビジネス
オムロン飯田（株）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（米国）
オムロンデュアルテックオートモーティブエレクトロニクス（カナダ）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（イギリス）
オムロンビトロンオートモーティブコンポーネント（イタリア）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（韓国）

●SSB ソーシアルシステムズビジネス
オムロンソフトウェア（株）　　オムロンフィールドエンジニアリング（株）

●HCB ヘルスケアビジネス
オムロンへルスケア（株）　　オムロン松阪（株）
オムロン大連（中国）

従業員
子会社
関連会社

4,670人（連結24,904人）
142社（国内45社、海外97社）
17社（国内12社、海外5社）

1,556名●その他
オムロン直方（株）　　オムロンエンターテインメント（株）

2004年度の事業概況
報告組織の概要

2004年度のハイライト
オムロンは、創業以来、社会の潜在ニーズを掘り起こす技術や製品の開発に

取り組んできました。これからも製品を通じて、私たちを取り巻く

ステークホルダーへの責任を果たすと共に事業を通じて社会に貢献していきます。

13 14

2004 6,086 2004 525 2004 302

2004 5,854 2004 3,058 2004 24,9044,67052.2

セグメント別売上高

エリア別売上高

総売上

6,086億円
（2004年度）

IAB
41.1％

● IAB インダストリアルオートメーションビジネス

ECB
16.6％

AEC
10.6％

SSB
18.9％

HCB
8.5％

その他 4.5％

総売上

6,086億円
（2004年度）

日本
60.1％

北米
10.8％

欧州
15.3％

アジア他
13.8％

オムロン倉吉（株）　　オムロン山陽（株）
オムロンアミューズメント（株）　　多摩ファインオプト（株）
オムロン京都太陽（株）　　オムロンリレーアンドデバイス（株）
オムロンマレーシア
オムロンマニュファクチャリングインドネシア
上海オムロンコントロールコンポーネンツ（中国）
オムロンエレクトロニックコンポーネンツ深　（中国）

しん せん

46.4

44.3

54.3

55.0

14

16

18

20

22

24
2000

単体（人）株主資本（億円） 連結（人）株主資本比率（％）
12
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2002
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会社概要
（2005年3月31日現在）

オムロングループの主要関係会社 （2005年3月31日現在）※詳細はアニュアルレポート2005をご覧ください。

主要財務諸表

アジア・オセアニアエリア
子会社
関連会社
従業員数

20社
2社

3,706名

日本
オムロン株式会社
子会社
関連会社
従業員数

45社
12社

10,438名

中国エリア
22社
3社

7,351名

子会社
関連会社
従業員数

北南米エリア
子会社
従業員数

20社
1,536名

売上高推移（連結）

2000

2001

2002

2003

5,931

5,494

5,674

5,923

2000

2001

2002

2003

3,260

2,982

2,516

2,747

2000

2001

2002

2003

（億円）

400

ｰ254

47

480

税引前純利益（連結）

（億円）

当期純利益（連結）

（億円）

総資産（連結） 株主資本、株主資本比率（連結）

2001

2002

2003

7,004名

8,405名

2,161名

3,132名

2,646名

24,809

24,759

23,359

24,331

6,757

6,556

5,508

5,158

従業員数

オムロン株式会社　英文名 OMRON Corporation

1933年（昭和8年）5月10日
1948年（昭和23年）5月19日
64,100百万円
608,588百万円（連結）

社名

創業
創立
資本金
売上高

2000

2001

2002

2003

223

ｰ158

5

268

オムロン岡山（株）　　オムロン出雲（株）
オムロン武雄（株）　　オムロン阿蘇（株）　　オムロン太陽（株）
オムロンマニュファクチャリングアメリカ（米国）
オムロンマニュファクチャリング（オランダ）
オムロンエレクトロニクスマニュファクチャリング（ドイツ）
上海オムロンオートメーションシステム（中国）
オーティーイーエンジニアリング（台湾）
オムロン上海（中国）
上海オムロンコントロールシステムエンジニアリング（中国）

ヨーロッパエリア
子会社
従業員数

35社
1,873名

●ECB エレクトロニクスコンポーネンツビジネス

●AEC オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツビジネス
オムロン飯田（株）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（米国）
オムロンデュアルテックオートモーティブエレクトロニクス（カナダ）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（イギリス）
オムロンビトロンオートモーティブコンポーネント（イタリア）
オムロンオートモーティブエレクトロニクス（韓国）

●SSB ソーシアルシステムズビジネス
オムロンソフトウェア（株）　　オムロンフィールドエンジニアリング（株）

●HCB ヘルスケアビジネス
オムロンへルスケア（株）　　オムロン松阪（株）
オムロン大連（中国）

従業員
子会社
関連会社

4,670人（連結24,904人）
142社（国内45社、海外97社）
17社（国内12社、海外5社）

1,556名●その他
オムロン直方（株）　　オムロンエンターテインメント（株）

2004年度の事業概況
報告組織の概要

2004年度のハイライト
オムロンは、創業以来、社会の潜在ニーズを掘り起こす技術や製品の開発に

取り組んできました。これからも製品を通じて、私たちを取り巻く

ステークホルダーへの責任を果たすと共に事業を通じて社会に貢献していきます。
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2004 6,086 2004 525 2004 302

2004 5,854 2004 3,058 2004 24,9044,67052.2

セグメント別売上高

エリア別売上高

総売上

6,086億円
（2004年度）

IAB
41.1％

● IAB インダストリアルオートメーションビジネス

ECB
16.6％

AEC
10.6％

SSB
18.9％

HCB
8.5％

その他 4.5％

総売上

6,086億円
（2004年度）

日本
60.1％

北米
10.8％

欧州
15.3％

アジア他
13.8％

オムロン倉吉（株）　　オムロン山陽（株）
オムロンアミューズメント（株）　　多摩ファインオプト（株）
オムロン京都太陽（株）　　オムロンリレーアンドデバイス（株）
オムロンマレーシア
オムロンマニュファクチャリングインドネシア
上海オムロンコントロールコンポーネンツ（中国）
オムロンエレクトロニックコンポーネンツ深　（中国）

しん せん
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44.3

54.3

55.0

14
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20
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24
2000

単体（人）株主資本（億円） 連結（人）株主資本比率（％）
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ステークホルダーからのメッセージ

オムロンからは検査機器を導入したのですが、それに附属し
ていた外観検査装置のソフトを、当社でより使いやすいように工
夫を加えました。それを評価していただき、逆にそのソフトを購
入していただくことになり、知的財産権や守秘情報保護も配慮
した真の協業パートナーとして、WIN-WINの関係が生まれまし
た。今後も、こうした良好な関係を続け、将来的にはさらに素晴
らしい製品を生み出せたらと思っています。

実装業界内でも品質水準の高さで知られているＲＭＥ様で、
オムロンの検査装置が役立っているのは非常に光栄なことで
す。また業界をリードする企業から最先端の技術情報が提供さ
れるおかげで、装置やシステムはどんどん進化し、高精度化する
とともに、使いやすくなってきています。「Ｑ-upＮavi」の活用によ
り、ＲＭＥ様に良品を低コストで生み出していただくとともに、
パートナーとしてよい関係が築きあげられれば、と願っています。リコーマイクロエレクトロニクス株式会社

生産室　生産１グループ
リーダー

中村 賢一様 ＩＴソリューション事業部
実装ソリューション部　第１営業課

主事

湯口 康則

ＩＡＢ社員からのメッセージ
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高品質を保証するために
　IAB　インダストリアルオートメーションビジネス

独自のソリューションで品質改善に貢献
技術革新の進む実装業界の課題に応えて

試験導入であがった大きな成果

機器を導入するだけでなく、協業のパートナーに

SMTラインにおいて、印刷（P）、マウント（Z）、リフロー（S）の各工程での検査から得
たそれぞれの結果をひも付けした3点照合により、製造工程を改善

Q-upNavi システム図

3点照合での検査結果画面

製造現場では現在、多品種少量生産から需要同期による変種変量

生産へのシフトが進みつつあり、在庫を持たないジャストインタイム生

産を実現する高効率・高品質生産のニーズが高まっています。これに

ともない実装技術の面でも、CSP（Chip Size Package）の本格導入

や、さらなる微細化・高密度化、はんだの鉛フリー化に加え、高効率生

産への取り組みといった生産革新が進展しています。こうした業界ト

レンドに対応するため、オムロンでは従来から実装基板の品質確保に

貢献するべく基板検査装置の能力向上に取り組んでいました。

OA・通信機器などの電子回路部品ユニット（プリント基板）の設計・

生産・販売を行っておられるリコーマイクロエレクトロニクス（以下

RME）様は、1990年にオムロンの外観検査装置を導入していただい

て以来のお客様です。このRME様においても、OA・通信機器の小型

化・高性能化にともなって、基板の実装工程に求められる品質管理レ

ベルが高くなってきていました。そこでオムロンは、外観検査装置とと

「Q-upNavi」は、実装工程において各々単体で機能していた印刷検

査機、実装検査機、基板はんだ検査機を“つなぐ”という新しい外観検

査・品質改善システム。各工程での検査結果（画像情報と数値情報）を

ひも付けした3点照合により、不良の詳細を分析するだけでなく、工程

品質の最適化と傾向管理ができるため、迅速な品質改善と品質最適

化をヒト型ノウハウに頼ることなく実現することが可能です。そのため、

従来のように検査機を「不良品をハネる」ためだけに利用するのではな

く、「工程改善」を通して生産性向上へ結びつけることができます。

RME様においても、これまで多大な労力と時間がかかった「不良の

要因特定」、「工程改善・安定化」、「不良の未然防止」という作業を手間

をかけず素早く行うことが可能となりました。その結果、外観検査工程

の目視工数を92％削減しながらも、不良率は35PPM※という水準ま

で低減することに成功。高品質な製品、且つ、検査コストの削減による

低価格での製品提供が可能となりました。また、不良品が減ったことか

ら廃棄物削減にもつながり、環境対応面でも役立っています。

※ 基板を100万個製造した中で不良品が出る確率が35件という値のこと。

RME様は、オムロンの検査装置を実際に使用する中で、装置のプロ

グラムソフトに手を加え、例えば異常箇所を印字ではなく画面上で知

らせるようにしたり、チェックポイントの集約化によって工程を削減し

たりと、さらに使いやすいシステムにカスタマイズされました。そこで、こ

のソフトを逆にオムロンが購入し、装置とパッケージで他の顧客に販

売するというビジネスをスタートさせ、RME様に協業のパートナーと

なっていただきました。

今後、「Q-upNavi」で引き続き「組み立て工程へ不良を流さない」

「次工程へ不良を流さない」「工程情報を収集」という3点検査を実施

していただき、初めから不良品を出さない“工程保証・改善”に向けた不

良率極少と生産ロス撲滅、ヒト依存型からの脱却などへの効果も検証

していただいています。この試験期間を経て、RME様は2005年度内に

「Q-upNavi」の正式採用を予定されています。実装ソリューションとし

て、RME様が目指しておられる「高効率生産」「良品ものづくりライン構

築」の実現に大きく貢献することになるでしょう。

もに、SMT（表面実装）工程改善支援システム「Q-upNavi」をご提案

し、2004年6月から試験導入していただくことになりました。

IAB

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では、生産

現場において「品質、安全、環境」

の視点から、常に新たなるものづ

くりの実現に応えてきました。

ものづくりの過程で生まれる課題

をあらゆる機器とノウハウで解決

し、生産工程にとどまることなく、

研究開発から出荷後のサポート

まで、お客様の「ものづくりの革

新」を具現化していきます。

インダストリアル
オートメーションビジネス

1
オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

第三者コメント

オムロンの社会的パフォーマンス

オムロンの環境パフォーマンス

オムロンの「公器性」について

オムロンの社会報告

オムロンの環境報告

第三者コメント

2004年度のハイライト



ステークホルダーからのメッセージ

オムロンからは検査機器を導入したのですが、それに附属し
ていた外観検査装置のソフトを、当社でより使いやすいように工
夫を加えました。それを評価していただき、逆にそのソフトを購
入していただくことになり、知的財産権や守秘情報保護も配慮
した真の協業パートナーとして、WIN-WINの関係が生まれまし
た。今後も、こうした良好な関係を続け、将来的にはさらに素晴
らしい製品を生み出せたらと思っています。

実装業界内でも品質水準の高さで知られているＲＭＥ様で、
オムロンの検査装置が役立っているのは非常に光栄なことで
す。また業界をリードする企業から最先端の技術情報が提供さ
れるおかげで、装置やシステムはどんどん進化し、高精度化する
とともに、使いやすくなってきています。「Ｑ-upＮavi」の活用によ
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　IAB　インダストリアルオートメーションビジネス

独自のソリューションで品質改善に貢献
技術革新の進む実装業界の課題に応えて

試験導入であがった大きな成果

機器を導入するだけでなく、協業のパートナーに

SMTラインにおいて、印刷（P）、マウント（Z）、リフロー（S）の各工程での検査から得
たそれぞれの結果をひも付けした3点照合により、製造工程を改善

Q-upNavi システム図

3点照合での検査結果画面

製造現場では現在、多品種少量生産から需要同期による変種変量

生産へのシフトが進みつつあり、在庫を持たないジャストインタイム生

産を実現する高効率・高品質生産のニーズが高まっています。これに

ともない実装技術の面でも、CSP（Chip Size Package）の本格導入

や、さらなる微細化・高密度化、はんだの鉛フリー化に加え、高効率生

産への取り組みといった生産革新が進展しています。こうした業界ト

レンドに対応するため、オムロンでは従来から実装基板の品質確保に

貢献するべく基板検査装置の能力向上に取り組んでいました。

OA・通信機器などの電子回路部品ユニット（プリント基板）の設計・

生産・販売を行っておられるリコーマイクロエレクトロニクス（以下

RME）様は、1990年にオムロンの外観検査装置を導入していただい

て以来のお客様です。このRME様においても、OA・通信機器の小型

化・高性能化にともなって、基板の実装工程に求められる品質管理レ

ベルが高くなってきていました。そこでオムロンは、外観検査装置とと

「Q-upNavi」は、実装工程において各々単体で機能していた印刷検

査機、実装検査機、基板はんだ検査機を“つなぐ”という新しい外観検

査・品質改善システム。各工程での検査結果（画像情報と数値情報）を

ひも付けした3点照合により、不良の詳細を分析するだけでなく、工程

品質の最適化と傾向管理ができるため、迅速な品質改善と品質最適

化をヒト型ノウハウに頼ることなく実現することが可能です。そのため、

従来のように検査機を「不良品をハネる」ためだけに利用するのではな

く、「工程改善」を通して生産性向上へ結びつけることができます。

RME様においても、これまで多大な労力と時間がかかった「不良の

要因特定」、「工程改善・安定化」、「不良の未然防止」という作業を手間

をかけず素早く行うことが可能となりました。その結果、外観検査工程

の目視工数を92％削減しながらも、不良率は35PPM※という水準ま

で低減することに成功。高品質な製品、且つ、検査コストの削減による

低価格での製品提供が可能となりました。また、不良品が減ったことか

ら廃棄物削減にもつながり、環境対応面でも役立っています。

※ 基板を100万個製造した中で不良品が出る確率が35件という値のこと。

RME様は、オムロンの検査装置を実際に使用する中で、装置のプロ

グラムソフトに手を加え、例えば異常箇所を印字ではなく画面上で知

らせるようにしたり、チェックポイントの集約化によって工程を削減し

たりと、さらに使いやすいシステムにカスタマイズされました。そこで、こ

のソフトを逆にオムロンが購入し、装置とパッケージで他の顧客に販

売するというビジネスをスタートさせ、RME様に協業のパートナーと

なっていただきました。

今後、「Q-upNavi」で引き続き「組み立て工程へ不良を流さない」

「次工程へ不良を流さない」「工程情報を収集」という3点検査を実施

していただき、初めから不良品を出さない“工程保証・改善”に向けた不

良率極少と生産ロス撲滅、ヒト依存型からの脱却などへの効果も検証

していただいています。この試験期間を経て、RME様は2005年度内に
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築」の実現に大きく貢献することになるでしょう。
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し、2004年6月から試験導入していただくことになりました。
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ステークホルダーからのメッセージ

ECB社員からのメッセージ

松下電器産業様は早くから環境対応についての方針を明ら
かにしておられたので、当社なりにできるところから着手してい
たことが、今回の成功に結び付きました。開発過程では、伊東様
から要求されたことに対して極力レスポンス良く対応することを
心掛けました。さらに耐久試験については途中経過についても
詳しい報告をしてコミュニケーションを密に取ることを大切にし
ました。今後はリレーだけでなく、他の部品でも貢献できればと
考えています。

松下電器産業株式会社
松下ホームアプライアンス社
クッキングシステム事業部
神戸ビジネスユニット
技術グループ 主任技師

伊東 忠明様

業民営業事業部
西部営業課

主査

山口 和廣

弊社ＩＨクッキングヒーターで使用しているリレーの「カドミウ
ムフリー化」を私どもから要請する前から自主的に進めていると
山口様からお聞きした時「それだったら、ヒーター容量のアップ
も同時に実現するリレーにしたい」と考え、開発を進めていくこと
になりました。リレーをカドミウムフリー化するのは、ＲｏＨＳ指
令のなかでも特に難しいテーマでしたが、耐久性をはじめとした
性能面でも基準をクリアしていただき、大変感謝しています。

オムロンのリレー
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地球環境を守るために
　ECB　エレクトロニクスコンポーネンツビジネス

環境に有害なカドミウムの不使用を実現
有害物質を全廃するために

新しい材料で耐久性の問題をクリア

RoHS指令実施期日より2年半早く目標を達成

オムロンでは、欧州で2006年7月に実施される「RoHS指令（電子・

電気機器特定有害物質使用制限に関するEU指令）」に対応するため、

以降使用が禁止される鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、特定臭素系

難燃剤（PBB、PBDE）の６物質を全製品から全廃する取り組みを進め

ています。

特に、家電製品やモバイル端末機器など組み込まれる電子部品を

開発、製造しているECB（エレクトロニクスコンポーネンツビジネス

カンパニー）では、製品から使用禁止物質を全廃することにより、当社

の製品をご採用いただいているお客様の製品の品質向上にも貢献で

きるよう、環境負荷低減に取り組んでまいりました。

以前からＩＨクッキングヒーターに組み込まれているリレー（継電

器）をご採用いただいていた松下電器産業様では、独自のグリーン

プランを策定し、その中で製品づくりの重点課題の1つとして「環境に

負荷を与える『化学物質』の禁止措置」を挙げておられます。そこで

オムロンのECBは、この禁止措置に対応して、カドミウムが含まれてい

たリレーから、これを除去するとともに、代替材でも以前と同等以上の

性能を維持するという開発テーマに取り組みました。

松下電器産業様の環境方針に従ってRoHS指令をクリアするため

新しいリレーの開発に着手したものの、カドミウムに代わる材料を探す

のは容易ではありませんでした。　

通常、リレーのスイッチでオン・オフを繰り返していると、その接点の

部分が荒れてきて、抵抗成分が発生します。すると、しだいに高熱を生

じさせるようになり、接点が溶着して製品寿命を短くすることになりま

す。その点、カドミウムは熱への耐久性が最も優れており、代替の材料

を探すのは難しいとされてきたのです。

このハードルの高いテーマにオムロンの開発陣は挑戦しました。代わ

りの材料として探り当てたのは銀スズインジウムです。これを用いたリ

レーを開発して耐久試験を実施しました。松下電器産業様からは「10

年使っても故障がないよう、50万回のスイッチ開閉を保証して欲しい」

とのご指示があり、オムロンはその1.5倍の開閉試験を実施することで

高い耐久性を確認しました。

こうした試験を経て、2003

年10月に最初のカドミウムフ

リーのリレーをご採用いただき

ました。松下電器産業様側でも

独自に試験を行い、使用しても

不安がないことを確認。翌

2004年１月に発売された新製

品に搭載されるに至りました。

それ以後、カドミウムフリーのリレーはＩＨクッキングヒーターに標

準搭載され、わが国での販売だけでなく、国外への輸出もはじまり、環

境に優しい製品としてマーケットを拡大しています。

松下電器産業様のグリーンプランでは、RoHS指令が実施される

2006年7月より1年以上「前倒し」して、2005年４月出荷分から対応

することを宣言しておられました。そのためした。そのうえＩＨクッキン

グヒーターなどのシステム製品は、開発サイクルが1.5年周期のため、

2005年４月からRoHS指令に対応した製品を出荷しようとすると、

2003年10月から、つまりRoHS指令が実際に実施される2年半も前

にカドミウムフリーを実現せねばならなかったのです。

実は、オムロンでは自主的に早くからカドミウムフリーでの開発を進

めていました。そのため松下電器産業様のご要望に迅速に応えること

ができました。

リレーはすでに性能面では開発され尽くしたデバイスです。それでも

環境面では、まだ未開拓の部分が多く残されています。今後は、そんな

環境面での研究開発を重ねることで、お客様の製品イノベーションに

貢献することを目指します。

リレー製造ライン

クッキングヒーターに組み込まれているリレー

ECB

エレクトロニクスコンポーネン

ツビジネスカンパニーでは、ナノ

レベルの最先端技術で、デジタル

機器やモバイル機器を高機能化

し、光通信ネットワークを革新す

る電子部品（デバイス）を開発し

ています。

デバイスは、日常生活の中で目に

する機会が少ない製品ですが、誰

もが、いつでも必要な情報にアク

セスできるユビキタスネット

ワーク社会をつくるために、見え

ないところで貢献しています。

エレクトロニクス
コンポーネンツビジネス
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ステークホルダーからのメッセージ

オムロングループの基本的な考え方は、「安全性は、機能や性
能、コストより優先される」です。しかし車載製品の場合、安全を広
く提供するには、まず普及を図る必要があります。今回のレーザー
レーダーは、光を利用していますので、ミリ波利用などに比べてコ
ストを大幅に抑えることができ、かつ性能的にも十分な、普及の
きっかけになる製品です。さらに今後は、高性能チップや画像セン
サーなども含めて、より高性能な安全走行支援製品を開発し、国
内外に普及させたいと考えています。

開発事業部
レーザレーダＭＢＵ長

井上 長徳

ＡＥＣ社員からのメッセージ

実は1999年に発売した「ＣＩＭＡ」にオプション装備していた
のはミリ波レーダーのIＣＣでした。ところがオムロンの技術と出
会い、まさしくこれが私たちの求めていたICC用センサーとして
のベストソリューションでした。低速追従機能付きIＣＣは、試乗
会で誰もが驚いたほどの性能です。今後は、他メーカーも含めて
色々な車種で採用されることで、コストの削減とさらなる高性能
化を進めていただければと思います。

日産自動車株式会社
先行車両開発本部　先行車両開発部
※現在
第一車両開発本部　第一車両計画部
プロジェクト統括グループ
主管

白石 恭裕様
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クルマの安全性を高めるために
　AEC　オートモーティブエレクトロニックコンポーネンツビジネス

AEC

クルーズコントロール技術の進化に貢献
車間距離を感知するレーザーレーダーを開発

一般道でも通用する高い性能を実現

ICCの普及を促し安全走行に貢献する

オートモーティブエレクトロニック

コンポーネンツビジネスカンパ

ニーは、カーエレクトロニクス分野

に特化した事業です。自動車に

組み込まれる各種コントローラ

やセンサ、スイッチ、リレーなど

を顧客と一体となって開発・提供

しています。技術革新のスピード

が速いこの分野において、安全

性・セキュリティー・小型軽量化

を追求した画期的製品を生み出

し、ドライバーの皆さんの安全・

快適な走行を支えています。

オートモーティブ
エレクトロニック

コンポーネンツビジネス

2004年10月、日産自動車様から発売された高級セダン「FUGA

（フーガ）」。2005年次RJCカー・オブ・ザ・イヤーに輝いたこの車には、ア

クセル操作をしなくても定速走行するクルーズコントロール機能に加

え、「インテリジェントクルーズコントロール（低速追従機能付）＝ICC」※

がオプション装備されています。その車間距離を測定するのに採用され

ているのが、オムロンの車間距離センサ“レーザーレーダー”です。

オムロンがレーザーレーダーの開発に着手したのは1991年のこ

と。この技術を車載製品に応用し、交通事故削減に役立てたいという

思いが背景にありました。そうして試行錯誤の末、1998年に初めて

実用化に成功したのです。その頃すでに高級車用オプションとして市

場に出始めていたICCは、悪天候性能に優れた“ミリ波レーダー”を

使ったものが主流でした。しかし、ミリ波レーダーは高精度な反面、コ

ストが高く、それがICCの普及を阻む要因となっていました。高級車の

みならず、コンパクトカークラスにまで普及するICCにするには、比較的

廉価なレーザーレーダーを、ミリ波レーダーと遜色がないまでに高性能

化するのが最善策でした。

そこでオムロンは、第一世代の実用化以降も、レーザーレーダーの

高性能化に向けて、あくなきチャレンジを続け、第一世代のレーザー

レーダーよりも感度をアップさせた第二世代を2001年に開発しまし

た。しかし、他社品もそうであったように、当時のICCはあくまでも高速

走行時専用、つまり高速道路で先行車に追従している時しか使えない

機能だったのです。このままでは急激な普及は望めないと考えたオム

ロンは、すぐさま一般道でも適用できる第三世代レーザーレーダーの

開発に乗り出しました。

一般道には高速道よりも激しいアップダウンがあります。隣車線か

らの急な割り込みも想定しなければなりません。したがってレーザーの

視認範囲を縦方向にも、横方向にも広げる必要がありました。加えて、

レーザーレーダーの弱点となっていた雨や霧の中での探知能力を向

上させることも大きな課題でした。日産自動車様と密接に連携しなが

ら、開発とテストを重ね、すべてのハードルをクリアした第三世代レー

ザーレーダーを実現。それが搭載されたことで、「FUGA」のICCにはか

つてない低速追従機能が付加されました。この新型ICCは、発表前か

ら自動車関連業界はもちろん、プレス関係からも熱い注目を浴びること

となったのです。

日産自動車様では、日産車による死亡重傷者数を、2015年をめどに

1995年に対して半数までに削減するよう目指しておられます。そのた

め、ドライバーの負荷を軽減することと、交通事故の危険性を限りなく

低減することを目的に、運転補助機能をさらに発展させようと取り組ま

れています。「FUGA」発売時、日産自動車様が掲げられたICCのオプ

ション装着目標は10%。この数字は、それまでのICC装着率が数パー

セントだったことを考えると、相当高いレベルでした。ところが、2004

年11月の新聞発表によると、実に23%の装着率を達成。ミリ波レー

ダーを使った他メーカー車のICCに比べ、大幅な低価格と高性能が普

及を促したのです。

オムロンは今後、レーザーレーダーの一番の理解者ともいうべき日産自

動車様において採用車種を拡大していくとともに、国内外の他の自動車

メーカーへの展開も視野に入れて取り組んでいます。より多くの人々に安

全を提供するために、レーザーレーダーの限りない高性能化・低価格化に

挑み、21世紀の自動車社会にベスト・ソリューションを提供します。

※ インテリジェントクルーズコント
ロール（低速追従機能付）＝ICC：
先行車との距離を感知して車間距
離を一定に保つよう自動的に加減
速して追従する機能で、「FUGA」
ではかつてなかった低速での追従
機能が付加された

レーザーレーダー

ブレーキ
アクチュエーター

車間自動感知システム
レーザーレーダーセンサー

コントローラー

表示装置

ブザー
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ステークホルダーからのメッセージ
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ステークホルダーからのメッセージ

かつて“世界一安全な国”と言われた日本ですが、近年では治
安が悪化し、防犯ニーズは高まる一方です。しかしホームセキュ
リティの普及率は、いまだ米国の10分の1程度に過ぎず、これを
伸長させることは、安心して暮らせる社会づくりにもつながりま
す。「ホームセキュリティ７」はＡＬＳＯＫの事業戦略上、重要な
位置づけにあるサービスです。今後もオムロンの技術力に支え
られながら、新たな機能開発やコスト低減に取り組み、一層の普
及を図っていきたいと考えています。

当初、2年間で1万台の販売予測でオファーをいただいた「ホー
ムセキュリティ７」は、発売開始から5カ月の間に生産1万台を突
破し、今も契約数を伸ばしていると聞いています。予測を大幅に
上回ったことで、生産計画の変更に奔走しましたが、対応するこ
とができました。現在の目標は、インターネット技術の活用による
通信コストの削減。また追加機能の開発も急務で、ＡＬＳＯＫ様
の戦略商品を成功に導くとともに、安心・安全な社会づくりに貢
献するため努力を傾注しています。綜合警備保障株式会社

ホームマーケット営業部長
執行役員

中島 英夫様
セキュリティソリューション
事業推進室　事業推進部

参事

宇田川 文雄

ＳＳＢ社員からのメッセージ
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SSB

家庭で、企業でセキュアな社会の実現に貢献
高まる防犯ニーズに応える開発

ガードセンター

異常発生

ソーシアルシステムズ・ソリュー

ション&サービス・ビジネスカンパ

ニーでは、快適で安全な社会のた

めに鉄道（自動券売機・自動改札機

など）や交通（道路管理システム・

交通管制システムなど）の分野に

おいて社会インフラの整備に貢献

してきました。そして今、人、物、情

報といった企業資産を守るセキュ

リティの分野を加え、家庭や企業、

街で人々が安心して生活できる

社会の構築に取り組んでいます。

ソーシアルシステムズビジネス

近年、空き巣や強盗など、家宅侵入の増加と犯罪検挙率の低下を背景

に、ホームセキュリティへの関心が非常に高まってきています。ところが、

利用料金の高さが障壁となり、わが国の全世帯数における普及率は1%

にも届いていません。

低コストで簡単に利用できるホームセキュリティサービスがあれ

ば・・・・・。このような社会ニーズに対応すべくオムロンでは、綜合警備保障

様＝ALSOK様が2004年11月に発売された「ホームセキュリティ7」の

心臓部となるコントローラ（制御用ボックス）の開発に携わりました。

ホームセキュリティは、個人顧客が「安心・安全」を購入される商品で

す。誤って通報してしまう「誤報」も大きな問題ではありますが、緊急時に

発信されない「失報」こそ、製品上致命的な不具合となります。

またALSOK様にはOEM供給（相手先ブランド販売）となります。機器

は10年保証であり、ALSOK様への信頼確保のためにも、コントローラを

長期的に安定稼動させることが絶対条件でした。

長期安定稼働のために果たしていく役割 「安心・安全」を企業社会にも

そこでオムロンでは、創業以来FA（ファクトリーオートメーション）の

現場で培ってきた制御（コントロール）技術、大量生産時にも不良品の

発生を極めて抑制する生産技術、品質管理技術を駆使し、最高の品質

かつ長期安定稼動を実現するホームセキュリティ用コントローラを完

成しました。

コントローラと各センサ間の通信方式においては、「無線」技術を採

用したことで、配線・配管の必要がなくなり、従来は1日近くかかった機

器設置工事も約2～3時間に短縮。簡単に取り付けることができ、すぐ

に使用できるシステムとなりました。

「ホームセキュリティ7」は、社会ニーズにマッチしたことから、発売後

の反響は予想をはるかに上回り、発売5カ月間で年間目標台数をクリ

アするなど、社会に広く受け入れられ、普及しはじめました。「安心・安

全」は何人にも等しく提供されねばならない、とALSOK様、そしてオム

ロンは考えます。シルバー層や独り暮らしの若年層、共働き世帯などに

も手軽に導入いただける「ホームセキュリティ7」は、社会全体に安心・

安全を広げる新しいカタチを提示したといえるでしょう。

ただし、その品質が問われるのはこれからです。それはオムロンの

技術力が問われることでもあり、ALSOK様に対してはもちろん、ご契

約くださった個人顧客一人ひとりの期待を裏切ることなく、安心して

末永くお使いいただくために、オムロンが果たすべき役割はまだまだ

あります。

オムロンは「ホームセキュリティ7」のコントローラ生産を通じて、す

でに顕在化している社会ニーズ“生活者の「安心・安全」”を守ると同時

に、企業社会が必要とする「安心・安全」の多様なニーズにも対応して

いきます。

特に製造業においては、人材派遣や業務委託など雇用形態の多様

化、またＩＴ化の進展によって、新たな不安も生まれています。すなわち

工場の資産（ヒト、モノ、カネ、情報）の「安心・安全」が脅かされる危険性

が増しているのです。そんな時代のニーズに、オムロンはセキュリティソ

リューション事業を推進することで応えていきたいと考えます。

社会の環境変化をすばやく察知し、そこから創出されて増大化する

ニーズにできるだけ早く対応することこそ、オムロンのDNAである

「ソーシャルニーズの創造」の実践そのものです。

オムロンは暮らしや

ビジネスの場におい

て、ニーズを先取りす

る「安心・安全」の提供

で、今後も社会に貢献

していきたいと考えて

います。

「ホームセキュリティ7」コントローラ

侵入感知 非常通報 火災感知

緊急連絡先110番
119番

状況に応じて
連絡・通報

指 示

急 行

安心・安全な社会づくりのために
SSB　ソーシアルシステムズビジネス
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ステークホルダーからのメッセージ

オムロンヘルスケア社員からのメッセージ

家庭用自動血圧計のソフトウェア開発担当としては、マイコン
の仕様決定は重要なプロセスです。仕入先選定はオムロンの調
達ガイドラインに沿って毎回入札をお願いしており、ＴＯＬＳ様に
はいつも多大な努力をいただいています。むろん、コスト面ではシ
ビアな交渉になりますが、それも信頼関係あってこそ。「血圧計」
という主力製品をともに開発し、ヒットさせてきたというパート
ナーシップがあるから毎回、真剣勝負で挑んでいます。

商品事業統轄部
生体計測事業部　血圧計グループ

主事

澤野井 幸哉

東芝LSIシステムサポート株式会社
第一マイコン応用技術部
応用技術第１担当
チームマネージャー

増田 孝雄様

オムロン様は独創的な製品を産み出す会社であり、当社として
も新しい技術を獲得するチャンスをいただいています。また血圧計
のような世界的シェアを持つ製品づくりに関われることも、開発者
の喜びです。オムロン様から明確に指示を仰ぐことで、８ビットマイ
コンながら血圧計に必要な機能だけに特化し、低コスト・高性能を
実現しています。今後も切磋琢磨できる関係でヘルスケアに役立
つ製品づくりに協力したいと思います。
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協力関係が生み出す世界No.1のヘルスケア商品
ユニバーサルデザインの最新型血圧計を開発

機能と品質を決めるマイコンをTOLS様より調達

仕入先に対するメーカーの責任を自覚

オムロンヘルスケアは、「ホームメ

ディカルケア、はじめよう」を事業

コンセプトに、個人が家庭で計測

した毎日の健康情報を医療現場

で活用できるような製品・サービ

スを、家庭医療の観点から開発

し、生活習慣病の予防・改善を推

進していきます。私たちは、地球

上の一人ひとりのすこやかで豊か

な生活に貢献できるよう、新しい

価値創造に向けて、チャレンジし

つづけます。

ヘルスケアビジネス

代表的な生活習慣病の１つである「高血圧症」は日本人の三大死因で

あるがん、脳卒中、心臓病などの発症リスクを高めます。これを予防し、健

康を維持するためには、日頃から家庭で血圧をチェックして適正な状態

にコントロールすることが欠かせません。オムロンのユーザー調査では、

血圧を毎日測定する人は使用者の約55%、そのうち1日2回以上測定す

る人は65%に達しています。

家庭用自動血圧計で世界No.1シェアを確保しているのがオムロン。実

に年間700万台を世界中へ販売しています。血圧計は大切な人の体に

関わる商品だからこそ、誰もが「使いやすい」だけでなく、医師の治療にも

役立つような「測定値の信頼性」を追求する必要があります。そこでオム

ロンは新開発の血圧計に、人間工学に基づくユニバーサルデザインを採

用。利用者が重視する「視認性」「操作性」を従来品よりも格段に向上さ

せました。表示画面と文字を大きくし、測定の開始・終了をボタン1つで簡

単に行えるようにしたり、腕帯を正しくきっちりと巻けるようにするなど、

今までにない配慮をいきわたらせた商品に仕上げました。

この最新型血圧計は手首式が「HEM-6000」、上腕式が「HEM-7000」

の名で2005年3月に発売されました。

「HEM-6000」と「HEM-7000」が従来品よりも使いやすく高精度

でありながら、従来品並みの価格に抑えられたのには理由があります。

2004年春に販売を開始したデジタル自動血圧計「HEM-650」と

「HEM-780」では、市場競争力の維持・拡大のために使用部材・ソフト

ウェアの規格の統一やマイコンの共通化などに取り組み、今後の商品

開発の雛形部分をつくる“プラットホーム化”を進めました。したがって

以降の商品では、このプラットホームを基にして、新しい機能部品を組

み合わせる方式をとることにより、製品開発のスピードアップとともに

調達のコストダウンが図れたのです。

こうしたメーカーとしての努力とともに、欠かせないのが仕入先様の

協力です。特に血圧計の心臓部であるマイコンの供給では、東芝LSIシ

ステムサポート（以下TOLS）様、および東芝様に多大な努力を払って

いただいています。マイコンは年間何百万個と調達する基幹部品であ

り、血圧を正しく計測するというミスの許されない機能を担うだけに、

その品質には譲れないハードルがあります。TOLS様は、これを維持し

つつ、コストを上げない努力を

お願いし、十分に応えていただ

ける信頼の厚い仕入先様です。

過去10年以上にわたる取引実

績が、この信頼関係を築きあげ

たといえるでしょう。

血圧を正確に計るため、マイコンには複雑な演算を処理する能力が求め

られます。オムロンでは、これまで東芝様製の8ビットマイコンに、血圧計だ

けに必要な機能を付加して搭載してきました。しかし、さらなる機能向上を

図るためには現行のマイコンの処理能力では限界に来ているため、ユー

ザーの期待に応えられるような、次世代の血圧計向け高機能マイコンの検

討に取り組んでいます。

高機能マイコンを新しく搭載するにあたっては、TOLS様の協力が今後

も欠かせません。TOLS様にはすでにオムロンの血圧計用高機能マイコン

の研究を進めていただいており、できるだけコストを抑えるための方策も検

討していただいています。こうして多大な協力を仰ぎ、多数のマイコンを供

給していただく以上、市場で支持される商品を開発することはオムロンの

責任でもあります。オムロンが、そしてTOLS様が、互いに協力しながらそれ

ぞれの専門領域でベストを尽くす

ことで、よりよい製品をつくりだす

こと。それがひいては、世界の人々

の健康な暮らしづくりへのお役立

ちにもつながると、オムロンは考

えています。

血圧計用マイコン

デジタル血圧計「HEM-7000」

デジタル血圧計「HEM-6000」

健康な毎日を支えるために
HCB　ヘルスケアビジネス
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上海の新拠点完成予想図
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猛烈な勢いで成長を続ける中国経済。オムロンにとっても中
国市場の重要性は高まっており、2004年度目標に掲げた「2001
年度からの3年間で中国の事業規模倍増」も達成しました。さら
に2005年度からの経営構想「GD2010」第2ステージにおいて、
2007年度は2003年度の4倍に当たる1,500億円の売上達成を
新たな目標に掲げています。その達成に向け、2004年から3年
間で計300億円を中国に投資する計画です。具体的には、2004
年6月に中国地域本社であるオムロン（中国）有限公司が中国商
務部より“地域本部”の認定を取得。7月には、分散していたイン
ダストリアルオートメーション事業の設計・開発・生産機能を統
合・強化するとともに顧客サポートセンター機能を有する制御
機器の新拠点を上海市に設立することを決定。また9月には、社
会システム事業で現地大手の北京北大方正集団公司様（本社:北
京市）と、鉄道事業向け自動料金収受システム（AFCシステム）事
業などで包括協業契約を締結。さらに中華圏市場向け携帯電話
用バックライトのデザインセンタを香港サイエンスパークに開
設。11月には上海国際工業博覧会において、参加企業中最大規模
のスペースで「オムロンセンシング&コントロール技術総合展」
を開催するなど、積極的に活動しています。また事業拡大に伴
い、中国でも環境と社会の両面からさまざまな取り組みを進め、
オムロン全体で企業活動を展開していきます。

オムロンは中国事業の強化にあたり、「人の現地化」と「マネジ
メントの現地化」を方針としています。「人の現地化」とは、中国人
社員を重要ポストに登用し、中国人による経営・マネジメントを
実践することです。そのため2004年度は、幹部層を対象にマネ
ジメントセミナーを実施しました。また2004年9月からは現地
人幹部による提言も取り入れ、作田社長や各カンパニートップ
と議論する中国発展建設委員会（China Advisory Committee）
を開始しました。一方、「マネジメントの現地化」とは人材マネジ
メントに関する制度・仕組みの整備であり、2005年度から現地
人マネージャが人事施策のあり方を自ら検討するプロジェクト
を立ち上げました。

中国における第二のオムロン創業へ

人とマネジメントの“現地化”を推進

大連

北京

上海

深圳
香港

中国での集中購買の取り組み
オムロンの中華圏での売上は、2003年度から2007年度まで
の4年間で約4倍、金額にして1,500億円の目標を立てています。
その一方で、中華圏において「狙う市場でマーケット・リーダー
となること」も目標に掲げており、2004年から3年間で300億円
の投資を段階的に行なっていく計画です。
このような事業の拡大を支援するため、2003年4月、中国の華
南地区（深圳）に「中国集中購買センタ」を設立し、健康事業を皮切
りにそれまで拠点単位で個別に行っていた購買業務の集中運営
に取り組んできました。
中国集中購買センタの主な業務は、現地での客観的な評価基
準に従って最適な部材/仕入先様を評価、選定しています。2年間
で65社の品質認定を行い、うち取引実績は35社となりました。
2005年度は、業種の拡大を含め認定活動を強化していく計画で
す。
また、2005年度からは、基幹事業において、上海地区で分散し
ている設計、開発、生産機能を統合・強化するための新拠点が設
立されることから、このエリアにおいても同様の集中購買体制
を整備し、活動を強化していく予定です。全体としては2007年
度までに、中国全エリアに拡大していく計画です。選定した仕入
先様はパートナー仕入先様として、事業と連携しながら中国全
体で取引拡大を推進していきます。

中国での積極的な事業展開
オムロンの中国での拠点

実地調査を通じて現状と課題を認識
中国地区の生産拠点における環境への取り組みを調査するた
め、我々は2005年3月に生産3拠点（大連、上海、深圳）を訪問し、
現地環境関連法規制への対応とグリーン調達の進捗、ISO14001
を中心とした取り組み内容と課題についてヒアリングしまし
た。その結果、グリーン調達については経済特区以外の仕入先で
ISO14001認証の取得が進んでおらず、またRoHSなど法規制に対
する社員への教育、情報伝達が不十分であるため、仕入部材の規制
化学物質含有量調査が進んでいないという課題が判明しました。
また環境への取り組みについては、社員の5S※に対する意識
が低く、節水や節電などが全社員に徹底できていないことが課
題です。今後は各拠点で「グリーンオムロン 21」の行動計画に連
動した目標を掲げ、地域の実情に配慮しながら課題解決に取り
組んでいきます。
※ 整理・整頓・清掃・清潔・躾のこと
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従業員とともに「個人の尊重」を経営理念に掲げています

オムロンは「個人の尊重」を経営理念として掲げています。その
意味するところは、従業員の「多様性」を重視し、世界でともに働く
従業員一人ひとりを個人として尊重するとともに、成果を公正に
評価し、処遇するということです。背景には、「人材」こそが企業競
争力と企業価値向上の源泉であるという認識があります。従業員
が企業の戦略を実行して初めて、すべてのステークホルダーを満
足させることができるとオムロンは信じています。

雇　用

オムロンは健全な雇用・労働環境を整備し、各国・地域の適用法令を
遵守して、従業員を処遇することを基本方針としています。
そして、「個人の尊重」の経営理念のもと、多様性を重視し、従業員
に対しては、常に「人」を大切にする姿勢で臨んでいます。
従業員に対しては優れた成果の追求を求めるとともに、客観的で
公正・公平な評価・処遇を行うことで、相互の信頼関係を醸成し、企業
の成長と個人の成長の一体化を図っています。

雇用に関する基本方針

採用に際して、雇用機会均等と多様性を尊重し人種・宗教・国籍・年
齢・性別などの要素によって差別しないことを基本方針としています。
採用計画については、中長期的な観点から企業業績に大きく左右され
ない一定人数の継続的な採用を立案・実行してきました。
採用活動では、男女雇用機会均等法を遵守し、説明会や資料送付な
どの情報提供を男女別で行わない、採用試験・面接で性別によって異
なる取扱をしないなど細かく規定しています。また、ホームページ、
各種広報媒体を活用し、応募機会を広く提供しています。
2005年3月末現在オムロンで働く従業員（嘱託、パート・アルバ
イト含む）はオムロン＋国内関係会社で11,645人、海外関係会社で
15,021人となっています。

従業員採用

オムロンは経営と従業員の間のコミュニケーションを大切にしています。
オムロン（株）では、オムロン労働組合と労働協約を結び、相互の誠
実と信頼を基調とした労使関係の確立・発展のために、双方が誠意を
もってこれを遵守することを約束しています。経営方針や事業計画、
経営施策・事業施策については、適宜「中央経営協議会」や「事業所経営
協議会」を開催し、会社から組合員に対して十分な説明を行う一方、組
合の意見を聞き、労使で理解を深めながら各種施策の実現に取り組ん
でいます。また、労働条件については、労使協議会にて労使間の合意
を得るための協議を尽くして決定しています。さらに重要なテーマ
については、労使検討委員会を設置し、労使での課題解決への取り組
みや、課題認識を共有するための意見交換を随時行っています。

労使の協議を重視した労使関係

GD2010の達成に向け、オムロンが求める人材像の1つが高度専
門人材です。高度専門人材は、「専門能力の発揮・活用を通じて組織
および自らのミッションを完遂することにより、企業価値の向上や
業績向上に貢献する」存在と位置づけ、求める人材像の明確化とそ
れにふさわしい処遇を行うことができるように2005年度から専
門職制度を設けました。
専門職はつねに最先端のテクノロジースキルの探究とその発揮を
期待されます。そのため専門職制度では、専門性の高まりに呼応した
昇格制度や成果をダイナミックに反映させる処遇によって個々人の
意識的・主体的な能力研鑽の意欲を高揚させることを目指しています。
専門職には最長1年間の探究休
暇や専門能力の発揮による60
歳以降の就労など特有の条件
が与えられ、今後のオムロンの
企業力・競争力強化を担う人材
として活躍が求められます。

専門職制度の導入

「企業価値の最大化」という経営目標を実現させるための手段の1
つとして、知的財産戦略を掲げ、①成長と収益につながる強い特許の
創出 ②グローバルでの知的財産の強化 に取り組んでいます。この戦
略に沿った取り組みとして、1999年に自社の評価制度により最高で
1億円を支給するスーパー特許報奨制度を導入しました。
しかし、特許法改正を踏まえ、スーパー特許制度も報奨制度から補
償制度へ変更し、評価範囲の拡大や支給金額の上限廃止などといった
制度の全面改定を行いました。2005年度から新しい制度での運用を
行います。

知的財産の取り組み

従業員内訳

男74.7%

女25.3％

事務 26.1％

研究 12.1％

生産 48.6％

販売 13.3％

社員 89.4％

嘱託 2.7%
パート・アルバイト 7.8%

日本 44.1％

アメリカ 5.8％ヨーロッパ 7.4％

中国 28.4％

アジア諸国 14.3％

性別
（国内）

雇用形態別
（国内）

職種別
（国内）

国別
（国内＋海外）

「専門職認定証書」と「専門職ネームプレート」

労働組合員数
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多様性の尊重

障害者法定雇用率を遵守することはもとより、障害者が普通の市
民と同じ生活が営めるようノーマライゼーションを推進し、障害者の
能力発揮の場を拡大していくことを目指しています。
2004年度のオムロン（株）の障害者雇用率は2.14%。この数字は
前年より0.03ポイント下回ったものの、法定雇用率（1.8%）を0.34ポ
イント上回って、現在日本の製造業の上位水準にあります。これには
障害者に特別の配慮をした特例子会社であるオムロン太陽（株）、オム
ロン京都太陽（株）での雇用維持拡大が大きく寄与しています。
一方、国内グループ各社においては未だ1.8%に満たない会社もあ
り、国内グループ全体での障害者雇用率は1.6%という状況です。今後
は、グループ各社で障害者に配慮した新たな職務開発を行い、2007
年度には、グループ会社すべてにおいて障害者雇用率1.8%を達成し、
国内グループ全体の障害者雇用率で現行を超える水準を目指してい
きます。

障害者雇用への取り組み

障害者雇用率の推移（国内）
（年度）

（％）

1.49
1.88

1.99

2.03

2.17

全国平均オムロン（株）

1.49

1.47

1.48
2.14

1.462004

2003

2002

2001

2000

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

性別に関わりなく、意欲のある社員が心身ともに充実して働ける
環境整備を従来から進めてきました。その一環として、仕事と家庭の
両立を支援する勤務制度、法定の日数・期間以上の産前産後休暇制度
をはじめ、育児休職、育児短時間勤務、介護休職、介護短時間勤務など
の制度を整えています。2004年度は、オムロン（株）で28名が育児休
職を、13名が育児短時間勤務を利用しました。今後も制度を利用しや
すい環境整備を進め仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組みます。

仕事と生活の両立を支援する勤務制度

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、65歳まで
の雇用確保のための措置が必要となります。オムロンでは既に2001
年度より「定年退職者再雇用制度（エルダー・パートナー・プログラ
ム）」を導入。法改正で求められる継続雇用制度と同等の内容での65
歳までの枠組みで雇用確保を行っています。

定年退職者の再雇用制度

性別など属性に関わらず、多様で能力の高い人材を獲得し、その能
力を十分に活かしていくことが重要と捉えています。女性について
は、一層の活躍の支援と、女性管理職の登用率向上に積極的取り組ん
でいきます。
このため、先に述べた仕事と家庭の両立を支援する勤務制度や後
述する女性リーダ研修の実施など、女性の活躍機会の拡大に取り組ん
できました。今後もより実効ある施策を推進していきます。

女性の活躍機会の拡大

人材育成

オムロンでは、人材育成の目的を「企業価値の長期的最大化を実現
する人材の強化」に置いています。オムロンの発展に貢献し、かつ自
己の成長を目指す従業員に対してさまざまな成長機会を提供し、支援
することを通じて「企業の成長と個人の自己実現の統合」を目指すこ
とを人材育成の基本方針としています。
この方針に沿って企業目標の実現に必要な教育研修を実施すると
ともに、従業員一人ひとりの成長を支援するためのさまざまな能力開
発機会を提供しています。 

人材育成の基本方針

オムロンでは、インターネットやイントラネットを利用したe- 
ラーニング形式の自己啓発・教育システムを導入し、2004～2005年
にかけて積極的に推進しています。特に環境教育（規制物質関連）に
ついては2004年から本格稼働し、現在500名を超える受講者数があ
ります。今後も、e-ラーニングによる自己啓発、社員教育は国内グルー
プにまで拡大して、積極的に展開していく予定です。

e-ラーニングは、環境教育を本格稼働しました

オムロンの能力開発制度は、日常の業務遂行の中での能力開発
（OJT）を育成策の柱としています。また、それを補完するものとして
「社内研修制度」「自己啓発支援制度」を用意しています。
2004年度は、①従業員のキャリア自律の支援 ②将来の経営幹部の
育成 ③女性リーダーの育成 に重点を置いて能力開発に取り組みま
した。①では、キャリア開発面接制度の改定や、従来35歳以降に設定
していた各種研修に加え30歳の社員へのキャリアデザイン研修の新
設など、制度の一層の充実を図りました。②では、オムロングループ
の次代を担う経営幹部を計画的に育成するための取り組みを本格的
に展開。③では、将来の女性管理職候補の育成を狙いとした「女性リー
ダー養成研修」を開催しました。
なお、2005年度からは重点地域である中国をはじめとする海外関係
会社の現地幹部候補者の育成にも本格的に取り組んでいく予定です。

能力開発制度：
今後、海外関係会社の現地幹部候補生育成にも注力

能力開発制度表

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの環境報告

第三者コメント

オムロンの社会報告
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休業日数（日）

2000

2001

2002

2003

2004

（年度）

業務上災害件数と休業日数の推移（国内）

38

38

32

35

8

業務上災害件数（件）

435

134.5

84.5

84

293

2000

2001

2002

2003

労働災害度数率の推移（国内）

0.58
0.38

0.61
0.34

0.45
0.36

0.35

0.39

0.57

0.38

全産業オムロン 電気機械器具製造業
度数率＝ ×100万時間災害による死傷者数

のべ労働時間

1.82

1.79

1.77

1.78

1.852004

（年度）

人権意識の高揚を図り、従業員一人ひとりを大切にする明るい職
場づくりを進めることにより、差別のない明るい社会の実現を目指し
ています。そのために各事業所ごとに人権啓発推進のための委員会
を設置し、従業員自らが参画する、計画的な教育・研修などの啓発活動
の継続を通じて、全従業員への人権意識の浸透を図っています。
また、セクシャルハラスメントについても、企業倫理行動ガイドライン
に「セクシャルハラスメントの禁止」を掲げるとともに、セクシャルハラ
スメント相談員を設け相談しやすい環境づくりにも取り組んでいます。

人権教育：
全従業員への人権意識の浸透に向けて 

労働安全衛生

オムロンの国内生産事業所における安全管理の取り組みは、現場
主体の活動に主眼を置き、ゼロ災害を目標として事業所ごとに安全推
進活動を行っています。各職場での安全管理はライン長の責任と権
限において実施され、事業所の安全管理者、衛生管理者等のスタッフ
がその支援にあたります。さらに全社の安全衛生管理事務局では、全
拠点における災害発生状況を把握し、各拠点にフィードバックするこ
とで、災害発生の未然防止に向けた事業所の活動を支援しています。

労働安全衛生の管理体制

2004年度は、国内の関係会社を委員会組織に組み入れ、国内グ
ループをあげて人権啓発活動を推進しました。これにより関係会社
30社での組織化(推進委員会設置)を完了し、関係会社を含めての推進
体制が確立しました。また、パート・アルバイト・派遣社員も研修受講
対象とし、啓発活動を拡大しました。
2005年度は、事業所の全社員対象研修のさらなる受講率改善を目
指すとともに、関係会社の啓発活動の体制定着に向けた取り組みを進
めていきます。

オムロングループの生産ラインには危険有害作業が比較的少ない
ために、休業をともなうほどの重大な労働災害の発生は非常に少ない
のが現状です。2004年度におきましても重大な労働災害は発生して
いません。ただし、機械等の修理・調整などの臨時的作業時に、ちょっ
とした不注意で指先をはさんだり、切り傷を負うといった軽い災害
が、経験年数の少ない社員に見受けられたため、今後とも安全教育の
徹底に努めていきます。

労働災害の発生状況

ヘルスケアマネジメント

健康管理センタ（2000年4月設立）では、2005年3月現在、産業医
12名、看護職11名、カウンセラー3名が中心となって活動していま
す。生活習慣病をはじめとする疾病予防のための健康診断はもちろん
のこと、『自分の健康は自分で守る』を基本に、一人ひとりに合った保
健指導を心身両面にわたって実施しています。今後とも従業員の健
康づくりと健康維持のため、健康管理センタの増員・支援体制強化に
取り組んでいきます。

健康管理センタでの取り組み
従業員の「心の健康」については、管理監督者が職場における部下
の変化に気づき、「早期発見」「早期対応」また「未然防止策」に取り組
めるよう、1997年度よりメンタルへルスマネジメント研修を管理職
を対象に実施しています。2001年度からは係長職リーダー層に対象
を拡大し、2004年度までに約1,170名が同研修を受講しています。一
方、1991年度からは隔年で、「自らの気づき」を目的に、全従業員を対
象として『こころの健康診断』調査を継続実施するなど、社員の心の健
康づくりの啓発に努めています。

メンタルヘルスケアへの取り組み

福利厚生（法定以上の取り組み）

従業員とともに「個人の尊重」を経営理念に掲げています
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公正な取引を徹底します取引先とともに

オムロンはお客さまに信頼される商品づくりにご協力いただけ
る仕入先様と強固でグローバルなパートナーシップ関係を築き上
げたいと考えています。そのため仕入れはオープンで公正に行わ
れるべきというのが、オムロンの考え方です。オムロンでは、「企業
倫理行動ガイドライン」の中に仕入れに関する規定を設けるとと
もに、「オープン」「フェア」「グローバル」を機軸とする購買方針を
定め、グローバルでオープンな参入機会を提供できるよう心がけ
ています。

購買方針

■ OPEN 自由競争原理に基づき、開かれた購買で
 あり続けます
■ FAIR 公正・公平に、そしてパートナーシップを
 大切にします
■ GLOBAL グローバルに良きパートナーを求めます

購買組織

＜本社部門＞
業務改革本部

＜事業部門＞
カンパニー

集中購買部 中国集中購買センタ（深圳）

統括事業部 国内工場

国内関係会社

海外関係会社

購買部

購買部

購買部

■ 全社購買方針・戦略
　 の立案
■ 全社共通部材の集中
 　購買
■ 国際購買業務の管理

■ 工場購買方針
　 ・戦略の立案
■ 調達業務

香港IPO

購買組織の充実・拡大

国内では80年代初めから、新規仕入先様との取引開始においては
集中購買部が総括管理を行っているほか、購買担当者は、下請法改正
時の講習会や部内勉強会、行政機関・業界団体との情報交換会等に参
加し、研鑽に努めるとともに、企業倫理月間での購買チェックリスト
による振り返りなども行っています。
海外では、2003年4月中国に集中購買センタを設立し共通部材や
一部加工品の購買について総括管理しています。それ以外、およびそ
の他の地域については各カンパニーの統括する海外グループ会社で
管理しています。

集中購買部と各カンパニー統括事業部で総括管理しています

仕入先とのコミュニケーション

仕入先様とのWIN-WINのパートナーシップを築き上げるため、集
中購買部ではオムロンの事業状況や購買方針を仕入先様と共有して
いくための場として毎年1回、方針発表会を開催しています。
2004年度は国内で、2004年5月に改訂した「グリーン調達基準書」
の徹底を図るため、6月に約100社の仕入先様に参集いただき、購買
方針に加えRoHS指令対応など、規制化学物質フリー調査や代替品の
設定など環境対応方針の共有化を図りました。その結果、オムロンと
して認定するグリーン仕入先社数は約390社となりました。
2005年度も同様に方針発表会を開催し、「2005年購買方針」や「環
境対応方針」などとともに、CSRの視点から人権・労働に対する考え
方を共有していきます。
また、各カンパニーとは、購買担当者会議において購買方針を整合
させながら実際の購買を進めています。2005年度は人権・労働に関
する取り組み方針を共有化し
ていく計画です。各カンパニー
の統括する海外事業所や国内
外グループ会社についても、
カンパニーを通じて徹底指導
していく計画です。

2005年度は人権・労働について共有を図ります

下請法の遵守

オムロン国内グループでは、下請法を遵守し、違約などはありま
せんでした。海外については、取引基本契約に則った取引を基本にし
ています。今後とも、現地での法令を精査しながら基本契約の見直し
を検討していくとともに、購買行動指針の全社への再徹底を通じてマ
ネジメントの充実を図っていきます。

国内での下請法遵守とともに海外でも基本契約の見直しを検討します

児童労働と強制労働の禁止の方針

これまで仕入先様との取引においては、品質、価格、納期、環境対応
などの観点で、取引選定基準を設け確認してきましたが、今後、グロー
バル展開が加速されるなか、CSRの観点から取引先のコンプライ
アンスも大きな調達リスクになると考えています。
したがって、これからはILOが掲げている児童労働や強制労働の禁
止、海外仕入先様や仕入先メーカーでの労働条件など、人権パフォー
マンスの評価や監視システムについては「取引基本契約の遵守事項に
盛り込む」というかたちで現在検討しています。また、児童労働、強制
労働の禁止については「企業倫理行動ガイドライン」に新たな項目を
設けて盛り込みました。

自社サプライチェーンのコンプライアンスも取り組み検討します

方針発表会福利厚生（法定以上の取り組み）

グリーン調達基準書

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの環境報告

第三者コメント

オムロンの社会報告
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顧客とともに

オムロンは経営理念に「顧客満足の最大化」と「たえざるチャ
レンジ」を掲げています。品質第一を基本に、安全で、より良い製品
を、安定して提供することは勿論ですが、それだけでなく社会の発
展に役立つ新しい価値を創造することで、顧客満足の最大化を図
ります。その新しい価値の創造のために、オムロンではDNAとし
て創業以来受け継がれてきたベンチャー精神を大切にし、これか
らも、つねに顧客の声に耳を傾けながら、新しいことへ挑戦し続け
ます。

品質保証組織体制

社
長

品
質
保
証
部
門

統
括
事
業
部 品

質
保
証
部
門

品
質
保
証
部
門

事　

業　

部

生
産
工
場

カ
ン
パ
ニ
ー

【本社機能部門】 【事業部門】

※1 ※2※2

※3

※1：本社品質・環境部
オムロンの品質に関する基本的施策を策定し、各事業部門
の監査を実施して全社の品質保証活動を推進する。

※2：カンパニー/事業部品質保証部門
事業部門における品質システムを構築し、企画・開発設計、
生産、営業、据付、付帯サービスにおける品質保証活動を統
轄する。

※3：生産工場品質保証部門
製品の品質を造り込み、かつ保証する活動を実行する。工場
内および市場品質状況の把握と改善活動を行う。

品
質
・
環
境
部

製品責任

製品の企画・開発から仕入れ、生産、そして営業・アフターサービス
に至るまでのすべての段階にわたって、品質保証活動に取り組んでい
ます。同時に品質向上プログラムによって、品質の目指すべき姿に向
けて、品質実行計画のPDCAのサイクルと、Qup活動などの改善活動
により、品質の継続的な改善を図っています。

品質保証活動への取り組み

顧客満足の最大化を目指します

PL（Product Liability： 製造物責任）を、非常に重要な問題と考えて
おり、1970年代から、全社規模でPL対策に取り組んできました。
オムロンがPL対策の基本としているのは、①製品を設計する段階
で、可能な限りリスクを除去する ②除去できないリスクに対しては
保護手段を講じる ③それでもなお残るリスクに対しては、ユーザー

製品安全への取り組み
にそのリスクを知らしめる という、3つの「安全設計の原則」です。 
このほか、事前に予想されるあらゆる不具合を列挙し、その中から
周囲への影響度の高い不具合を抽出して、その対策を講じるFMEA
（Failure Mode and Effects Analysis）という信頼性解析の手法など
を用い、安全性・信頼性を高めています。

ソーシアルシステムズ・ソリューション&サービス・ビジネスカン
パニー（SSB）は、官公庁や鉄道事業者など公共性の高いお客様との
取引を通じて重要情報に接しながら、つねに情報の保護に配慮しつ
つ事業を展開してきました。その経験を活かして2004年10月、情報
を含む資産管理を行うセキュリティソリューション事業を積極的に
推進するべく、セキュリティソリューション事業推進室（SS）を立ち
上げました。これら情報関連の新規事業拡大にともない、SSBカンパ
ニーでは情報管理に対する取り組みを強化し、セキュリティの向上
に努めています。2004年度は、個人情報保護対策として、ワーキング
グループを組織し、SSB事業に最適な体制の構築を進めてきました。
一方、SSではセキュリティ事業に着手する前提として、情報セキュリ

情報セキュリティの強化
ティマネジメントシステム（ISMS）認証を2004年度に取得していま
す。同様に、SSBの関係会社であり、データセンタ事業を手がけるオ
ムロンソフトウェア（株）※では、より信頼性の高いデータセンタ運営
を目指して、オムロンフィールドエンジニアリング（株）はコールセン
タ事業における適切な情報管理を徹底するために、それぞれ2004年
度にISMS認証を取得しました。
2005年度からは、これまでに築き上げた秘密情報保護体制と、改
正法に基づく個人情報保護管理体制を運用するとともに、ISMS認証
取得部門を中心に、SSB全体の情報セキュリティ体制をさらに強化し
ていきます。
※ オムロンソフトウェア（株）ではJISQ15001（Pマーク）を2002年に認証取得しています。

オムロンの経営理念である「顧客満足の最大化」をもとに、次の通り品
質基本方針を定めています。
1）顧客に満足いただける品質レベルを実現する。
2）ISO品質関連規格を基本とした品質システムを確立し、維持向上する。
3）全員の参加と協力による品質保証活動を推進する。

品質保証活動への取り組み

また、製品の品質については定期的に監査を行い、万一、市場におい
て重大なクレームが発生した場合は、その情報が経営トップ層に早
く、正しく、漏れなく伝えられる手順を制度化し、顧客被害の極小化と
品質改善の迅速化を目指しています。
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オムロンの企業理念
（企業の公器性）

事業の
公器性

社会の
公器性

高齢
社会

障害者の
社会参加

情報
利用の
格差

グローバル
社会

環境
問題

技術
社会の
ストレス

「情報化
  社会」

「最適化
  社会」

最適化社会への課題
（社会ニーズ）

UDユニバーサルデザイン
への取り組み

オムロンフィールドエンジニアリング（株）では、金融、駅務、交通、
流通の各分野におけるシステム機器の総合メンテナンスサービス事
業を展開しています。お客様の機器のトラブルやご要望にスピーディ
に対応するため、全国150か所に営業所を設置するとともに、札幌、東
京、大阪、福岡の4か所にコールセンタを設けて、専門スタッフが24時
間態勢でサポートにあたっています。
1999年にはサービスレベル向上をめざす業務改革プロジェクト
の一環として「新オンコール業務プロセス」を開発しました。これは、
かたちのないサービスの提供過程をITの活用により「目に見える」よ
うにすることで、サービスの質の向上を図ろうというものです。たと
えば『お客様へのサービスの見える化』では、カスタマエンジニア(CE)
とサービスカーの位置およびCEの位置/CEのステータスがWEB上
でリアルタイムに確認できる仕組みを、『社内のサービスの見える化』
では、コールセンタやマネージャがCE毎に全体の進捗状況を確認し
たり、各CEの移動時間・作業時間などを一覧できる仕組みなどを導入
しました。

メンテナンスサービスのカスタマーサポート
その結果、2004年度には95%以上の電話応答率を達成し、電話が
かかりにくいという苦情はほとんどなくなりました。さらに電話応
対だけでトラブルを解決する「電話処理件数」も60%以上の解決率を
実現し、CEの予定通知や状況通知を的確に行うことで、督促苦情を
20分の1以下に削減することに成功しました。
これら一連の『見える化』の取り組みによって、「コンタクトセン
ター・アワード2004 マネジメント部門金賞」（株式会社リックテレコ
ム主催）、「ベストプラクティス賞」（CRM協議会主催）を受賞しまし
た。また、サポート活動
全般に対しても、東海交
通機械株式会社（JR東
海グループ）様、りそな
銀行様から表彰いただ
くなど、多くのお客様か
ら高い評価をいただい
ています。

ユニバーサルデザイン

オムロンは、企業理念である「企業の公器性」追求の一環として、
製品のユニバーサルデザイン化を推進しています。健常者だけでな
く、障害者でも、子供でも、老人でも、簡単に、安全に、扱える製品デザ
イン。まさに「ユニバーサル」な、誰にとっても良いデザインという考
えに、大いに賛同しているからです。
一方、ユニバーサルデザインには「ビジネスチャンス拡大」という側
面もあります。より多くの人にとって使いやすくするということは、
対象ユーザーが拡大するということであり、事業機会の拡大に直結す
るからです。
オムロンはこれからも社会のさまざまなニーズに応え、人に最適
な製品を目指して、ユニバーサルデザインに取り組んでいきます。

ユニバーサルデザイン基本方針

正しい測定結果を得るには正しい測
定姿勢が不可欠です。デジタル自動血
圧計HEM-1000は、常に最適な角度
に上腕を固定し、ひじ置きで安定した
測定姿勢をキープ。これにより誰でも
腕を通すだけで簡単に精度の高い血
圧測定ができるようになりました。ま
た、液晶画面と操作ボタンを大きくし、
使いやすさにもこだわっています。

・デジタル自動血圧計  スポットアーム  HEM-1000
電子体温計MC-670は、脇にしっかり
フィットするように感温部を大きく平らに
するなどの工夫を凝らし、従来の製品に比
べて格段に早い、約30秒での測定を可能に
しました。また、表示画面を大きくし、文字
も大きく表示できるように改良。長い時間
じっとしていられない小さいお子様から、
視力の衰えたご年配の方にまで配慮して、
安心快適に使えるデザインを目指しました。

・オムロン電子体温計  けんおんくん  MC-670  

スポットアーム
HEM-1000

けんおんくん
MC-670

「新オンコール業務プロセス」画面

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの環境報告

第三者コメント

オムロンの社会報告
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双方向コミュニケーションを一層強化します株主とともに

オムロンは経営理念に「株主からの信頼重視」を掲げ、企業価値
を高め、収益を適正に還元することで株主からの信頼と期待に応
えることを目指しています。さらに、株主に対する説明責任と情報
開示を実行すると同時に、株主からのフィードバックを経営に反
映するという双方向コミュニケーションを一層強化することで、
より透明性、倫理性の高い企業の実現を目指しています。 5,713

3,284

4,808

3,227

2,455

67,213

56,687

58,711

71,260

2000

2001

2002

2003

内部留保額の推移

配当金の推移
（年度）

（百万円）

（年度）

19,013

22,003

ｰ19,000

ｰ1,944

2004

（年度）

24,759

（百万円）

2004

2001

2002

2003

（百万円）

2004

有利子負債の推移

24,461

2000

2000

2001

2002

2003

情報開示

経営の透明性を確保し、株主様・投資家様からいただいた貴重なご
意見をただちに経営に活かしていくこと──。すなわち、株主様、投
資家様との双方向コミュニケーションこそ、オムロンのIR活動が目指
すところです。この目標に向けて、経営IR部が中心となり、タイムリー
かつオープンな情報提供に努めています。
具体的な活動としては、機関投資家様向けに
は、四半期毎に説明会を開催して経営状況を説
明するほか、社長自らが国内外の機関投資家様
のもとに赴く個別面談などもあり、年間を通し
ての面談数は延べ500社にもなります。

さまざまなIR活動を通じて双方向コミュニケーションを実施

オムロンでは、「開かれた株主総会」を目指し、1998年から、集中日
を避けて開催しているほか、交通の便を考えて株主様が参加しやすい
JR京都駅階上のホテルを会場としています。
また、当日にご出席いただけない株主様のために、インターネッ
トを通じて議決権を行使していただける「電子投票」のシステムも
2003年から導入しました。総会の内容は、モニターを通じて報道関
係者各位にも公開しています。
さらに、総会の終了後には、株主様
に経営についてわかりやすく説明す
る「経営状況説明会」や、株主様が経営
陣と自由に対話できる「株主懇談会」を
実施。株主様との双方向コミュニケー
ションの機会を大切にしています。

開かれた株主総会を目指して

オムロンは、機関投資家様のみならず、個人投資家様へのIR活動に
も注力しています。2004年度は会社説明会や投資家フェアなどに
計6回参加したほか、証券会社様支店
での会社説明会も6回開催いたしま
した。その結果、2005年3月末時点
で、株主数は30,947人と、前年同期比
14.5%増となりました。

個人投資家様向けIR活動の充実により株主数が増加

利益配分

オムロンでは「企業価値の長期的最大化」に向けて成長投資のため
の内部留保を優先しています。そのうえで、余剰資金についてはフ
リーキャッシュフローのレベルを勘案しつつ可能な限り株主様に還
元していく方針です。つきましては連結当期利益の20%前後の配当
性向を目標とする一方、長期安定配当として、最低年間10円の配当水
準は維持したいと考えております。また、長期にわたり留保された余
剰資金は、自己株式買入れなどにより機動的に株主様に還元していく
方針で、2004年度は120万株（取得総額28億8千万円）の自己株式の
買入れを実行しました。
2005年3月期の年間配当金は1株あたりで24円、総額で57億13
百万円、配当性向は19%となりました。

利益の配分について

SRIインデックスへの組み入れ状況
オムロンの積極的なCSRへの取り組みが高く評価された結果とし
て、数々のSRIインデックスに組み込まれています。例えば、モーニン
グスター社の社会的責任投資株価指数、エティベル社のサスティナビ
リティー・インデックスなどです。また、複数のSRIファンドにも組み
込まれており、今後も、株主の方々の期待に応えるべく、企業価値を高
める努力を実施していきます。

IRウェブサイト

株主総会

投資家説明会
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国内外で企業市民活動を展開します社会とともに

企業は社会の公器でなくてはならない─。この理念のもと、
1991年に制定された企業市民憲章（1998年に企業市民宣言に発
展）と「機械にできることは機械にまかせ、人間はより創造的な分野
での活動を楽しむべきである」という企業哲学に基づき、オムロン
は特に障害者などの制約ある人々のQOL（Quality Of Life）向上
と、制約ある人々が自律し個性を輝かせる社会づくりに取り組ん
でいます。また、国内にとどまらず各国、各地域の文化、風土に合わ
せたグローバルな企業市民活動を展開しています。

企業市民宣言
私たちは、社会の一員であることを自覚し、「よりよい社会」
の実現を目指し、誇りをもって企業市民活動を行います。

活動指針 
●社会と共生する優しい企業であるために、
　企業市民活動は大切な活動です。 
●企業市民活動は自発的に行うもので、
　他から強制されるものではありません。 
●自らの特長が生きるテーマと方法が
　企業市民活動をより成果のあるものにします。 
●社会への貢献は、同時に自らの人間性を高めるものです。 
●知恵を出し、汗を流す社会への貢献は、尊いことと
　自覚しましょう。 

貢献活動

活動支援

良き企業市民推進センタ

社会

直接活動と従業員の活動支援

従業員

立石科学技術
振興財団

京都オムロン
地域協力基金

「良き企業市民推進センタ」の活動

オムロンは、企業としての「直接的な社会貢献活動」と、従業員のボ
ランティア活動を支援することによる「間接的な社会貢献活動」の両
方を重視しています。また、活動テーマに応じて「当社グループとし
て」「複数の事業所で」「事業所ごとに」など、取り組み規模を設定し、
より効果的な活動となることを追求しています。
このような当社グループの社会貢献活動の要となって、グループ
全体をマネジメントしているのが「良き企業市民推進センタ」です。

グループ全体の社会貢献活動をマネジメント

オムロンの特長を活かせる分野での“寄付”“NPOなどの活動への参
加・支援”“公益団体への人材派遣”などを企業としての「直接的な社会
貢献活動」と位置づけ、全社・全グループで推進しています。
一方、従業員には、各種ボランティア活動・寄付活動に関する情報発
信・紹介を行い、これらに参加する従業員を支援することで「間接的な
社会貢献活動」をしています。とりわけ企業として支援している障害
者スポーツ大会やコンサートなどにおける障害者介助などについて
は従業員から積極的に参加者を募るなどして、「直接活動」との相乗
効果が発揮できるようにしています。

「直接活動」と「従業員の活動支援」

地域社会の人々と社内の従業員の両方に向けて、社会、環境パ
フォーマンスに関する表彰を行っています。具体的には京都オムロン
地域協力基金を通じて、地域の福祉向上等に尽力された地域の方に
ヒューマン大賞を贈呈、従業員向けには、創業記念日にコミュニティ
表彰（社会貢献）、環境表彰（エコ商品、環境貢献活動）、ブランドコニュ
ニケーション表彰などを行っています。

社会貢献活動支出の内訳グラフ

5月10日を「オムロンデー」と定め、1991年から毎年世界中のオムロン
グループでボランティア活動を実施しています。2004年度は清掃活動、
障害者支援活動、老人ホーム
慰問交流、献血などを実施し
ました。参加者概数はオム
ロン（株）の従業員が約3,900
人、国内関係会社約1,500人、
海外関係会社約2,100人で、
総計約7,500人が全世界で活
動に参加しました。

2004年度オムロンデー実績

水口工場の清掃活動

社会、環境パフォーマンスに関する表彰

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの環境報告

第三者コメント

オムロンの社会報告
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NHK京都文化センターとタイアップした文化フォーラムを市民
に公開しています。これは、作家や文化人など、さまざまな分野で活
躍される方々を招き、講演いただくもので、その内容はNHKラジオで
も放送されます。1989年に始った文化フォーラムは、2005年3月で
203回を数え、入場者数は累計で
約46,000人にのぼります。

立石科学技術振興財団は、2004年度に研究助成テーマを20件、国
際交流助成課題を5テーマ選定し、合計4,800万円の助成を決定し、
2004年5月に第15回助成金贈呈式を行いました。
また、オムロンはNPO「人道目的の地雷除去支援の会」（JAHDS）の
趣旨に賛同して2002年から地雷
探知機開発に協力してきました。
2004年度はタイ・カンボジア国
境の山頂に建立されたクメール
遺跡がある「カオプラビーハン地
域」での地雷除去プロジェクトを
支援しました。

分野別活動の紹介
科学技術分野

助成金の贈呈式

2005年3月、（社）日本職業スキー教師協会と太陽の家京都事業所
と協働で「障害者スキー講習会」を富山県で開催しました。開催に先立
ち、太陽の家において「障害者スポーツが社会参加の一部であり、健康
維持の手段として有効であること」をメインテーマに「障害者スポー
ツ講演会」を開催し、参加を募集しました。また、2004年10月の第24
回「大分国際車いすマラソン」や
2005年2月の第16回「全国車い
す駅伝競走大会」などに選手やボ
ランティアを参加させるなど、障
害者スポーツの振興を積極的に
支援しています。

社会福祉分野

障害者スキー講習会

高齢者・障害者の「ケア」を介護や看護として捉えるだけでなく「文
化」として捉えて子から親へ愛を贈る「親守唄・歌会」（財団法人たん
ぽぽの家主催）に「制約ある人々」を支援するイベントとして協賛し、
当日はオムロン従業員が審査員として参画しました。京都障害者芸
術祭実行委員会の主催による「京都とっておきの芸術祭」や「ボーダレ
ス・アートギャラリーNO-MA」開設記念企画展など、障害者のアート
活動を通じた福祉の向上と社会
参加の促進を図る活動にも協賛
しています。

文化芸術分野

オムロン京都文化フォーラム

コソボ避難民の子供たちやモンゴルのストリートチルドレンに贈
るセーターを編むボランティアに参加し、2004年度はオムロンから
60着のセーターを贈りました。
また、管理職のオムロンボランティアカード利用額に応じた寄付
金に、同額を会社から上乗せ（マッチングギフト）し、フォスタープ
ラン※が主催する「フォスターペアレント」の取り組みを支援してい
ます。2004年度は管理職のボ
ランティアカード利用額24万円
に会社から同額の24万円を加え
48万円を寄付しました。
※ フォスタープランは発展途上国の保健・
衛生・人材教育、技術支援分野で、さまざ
まなプロジェクトを展開する国連公認
NGOです。

国際交流分野

フォスターチャイルド親守唄・歌会

国内における地域貢献活動
オムロン文化フォーラム

1995年秋に完成した京都コンサートホールにパイプオルガンを
寄贈しています。以来、パイプオルガン音楽をより多くの方々に楽
しんでいただくため「オムロン・パイプオルガンコンサートシリー
ズ」と銘打ってコンサートに協賛し、若手オルガン奏者に発表の機
会を提供してきました。2004年度は、4月にフランスから来日した
ジャン・ギュー氏の演奏会を開催。9月には坂戸真美氏、11月にはトー
マス・シュメークナー氏、2005年2月には小林英之氏をそれぞれ迎
え、演奏会を開きました。

パイプオルガンコンサート

社会とともに 国内外で企業市民活動を展開します社会とともに



35

OMD※では、大連市内のショッ
ピングセンターで市民約300名の
体温・血圧を無料で測定しました。
OMCC※、OMC※では緑化活動
として公園への植林を行いました。

OEP-TH※では、木・土・肥料を
購入し、Chatuchak公立公園で植
樹を行いました。
OCB-TH※では今年発生した大
規模な火災の被害者のために義
援金の寄付と衣類などを寄贈し
ました。

財団法人京都オムロン地域協力基金は、地域の社会福祉活動や青
少年の健全育成事業、女性の地位向上および社会参加活動、生活環境
整備などに関する支援など、オムロングループ本社のある京都での
地域貢献活動に取り組んでいます。2004年5月に行われた第19回
ヒューマン大賞の贈呈式では、広く社会活動をされ顕著な功績のあっ
た3名の方々、前・京都市美術館長
の上平貢様、社会福祉法人いのち
の電話・専務理事、事務局長の平
田真貴子様、衣装デザイナーの和
田恵美子様が顕彰されました。

京都オムロン地域協力基金

ヒューマン大賞贈呈式

大連での無料測定風景 Chatuchak国立公園の植樹

OSP※（フィリピン）では、視聴
覚障害者施設を訪問。子供たちと
ゲームをし、中古衣類・玩具を寄
贈しました。
OMB※（マレーシア）ではクア
ラルンプール総合病院に入院中
の恵まれない子供たちへ文具や
玩具などを贈りました。

※ 海外関係会社の略称

OEI※では、発育障害のある
人々に対してサービスやサポー
トを提供する施設「クリアーブッ
クセンタ」の屋外清掃、メンテ
ナンスを行いました。
OHI※では、家庭環境に問題を
抱えた子供に大人の相談相手を
紹介する福祉団体「ビッグブラザーズ・ビッグシスターズ」に対して学
用品の寄付をしました。

視聴障害施設への訪問 クリアーブックセンタでの清掃活動

2004年12月に発生したスマトラ沖大地震にともなう津波でインドネシ
アをはじめ周辺のアジア各国は多大な被害を受けました。オムロンは1月
11日、CSR活動の実践の1つとして、また、日本、アジアに原点を置く企業と
して、復興支援のために（財）日本ユニセフ協会を通じて1億円を寄付しま
した。その後も、国内外のオムロングループで義援金の拠出および募金活
動を実施した結果、約1,800万円の義援金が集まり、日本ユニセフ協会や各

スマトラ沖大地震にともなう津波被害への復興支援
国の赤十字などを通じて寄付しま
した。また、アジア地区のオムロン
関連会社からは救援物資として衣
料、食料、薬品、浄水システム用制御
コントローラー（オムロン製）等を
提供しています。 マレーシアの寄付活動

オムロンヘルスケアは2005年1月、京都市立山ノ内小学校の授業
に協力しました。総合学習授業のテーマ「人と出会い・見つめ・人から
学ぶ」の一環として、将来の抱負をもってもらうことや授業の中で商
品を見て触ったり、その仕組みを理解いただくことで、科学的な見方
や考え方を身に付けることを狙いとするもので、社内で実施した授業
には63名の生徒が参加して、開
発者の携わる仕事のやりがいや
苦労を見聞しました。

総合学習授業

地元小学生への総合学習授業

海外の地域貢献活動（オムロンデー）
中国 タイ

フィリピン・マレーシア アメリカ

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの環境報告

第三者コメント

オムロンの社会報告
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『世に身心障害者はあっても仕事に障害はありえない。保護よ
り機会を』
このモットーを元に、オムロンは社会福祉法人太陽の家との

合弁で、我が国初の福祉工場、オムロン太陽(大分県別府市)を
1972年に設立しました。そして1986年には、地元京都にオム
ロン京都太陽（京都市）が誕生しました。
障害者が残存機能を十分に活かして完全な社会復帰をするた

めには、適切な職業訓練と働く場所が不可欠であるという、社会
福祉法人太陽の家の創設者、故・中村裕氏の考えにオムロン創業
者、故・立石一真が賛同したことがそもそもの始まりでした。『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』というオムロンの社憲の精神は、この2工場にも受
け継がれています。

オムロン太陽、京都太陽の設立背景

オムロン太陽、京都太陽では、障害者が働きやすい職場をつく
るために、生活環境や仕事環境に、さまざまな工夫がなされてお
り、障害者が自分たちの目線で改善を加えたところも随所に見
受けられます。作業をするうえで不自由な部分は従業員自らが
工夫を凝らし、補助機器や治工具を製作。これを使うことで健常
者と同等レベルの仕事ができるようになっています。このよう
に、両工場では障害者が自分たちの手でユニバーサルな職場づ
くりに取り組んでいるのです。
また、障害者が製品の開発当初から参加する場合もあります。
たとえば車椅子の方でも無理なく使用できるATMは、オムロン
京都太陽の従業員が開発に参加して完成した製品です。

障害者が働きやすい職場を作るために

高い品質を保つために、現場作業者による自主的な会議を開
催、またIEエンジニアが作業中のさまざまな動作をビデオで収録
し、分析することで作業の合理化や問題点の改善を図ってきま
した。それらの取り組みから、高度な電子センサーの工場として
設立されたオムロン京都太陽は、不良率が低く生産性の高い優
良工場になりました。

高い品質を保つために

オムロン太陽では5S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾）をユニ
バーサルな職場づくりの一環として位置づけ、品質・環境・安全
の向上に取り組んでいます。その取り組みの結果、ISO9001、
ISO14001、OHSAS18001をそれぞれ取得、お客様への信頼の
高い製品の提供と、環境汚染の予防に努め、快適かつ安全な職場
づくりを目指しています。
また、オムロン京都太陽では、『障害のある人々に優しい環境

づくりは、地球に優しい環境システムをつくり、行動することと
同義である。』という考えのもとに環境方針を定め、独自の取り
組みを行なってきました。その結果、日本で初めて社会福祉法人
と企業の連携により、ISO14001を取得、地域社会の一員として
環境に優しい企業であるとともに、クリーンな最先端工場を目指
しています。

オムロン太陽： http://www.omron-taiyo.com/index.html　オムロン京都太陽： http://www.kyoto-taiyo.omron.co.jp/index.html

品質・環境・安全への取り組み

たとえば、片手が不自由な作業者でも、工夫を凝らした治工具を使う
ことで、健常者と同等レベルの仕事をこなせるようになります。

自主的な品質改善会議開催や、自動検査機を使った部品解析など、障害者
による障害者のための改善努力を続けています。

オムロンが開発したユニバーサルデザ
インのATMは、障害のあるオムロン京
都太陽の社員が開発当初から参加し、
車いすでのアプローチや操作パネルの
高さなどを検証し、完成しました。

ユニバーサル工場、オムロン太陽・京都太陽の紹介
～人と機械のベストマッチングが活かされた職場を目指して～



オムロンは、事業活動にともなう環境負荷の低減に取り組む一方で

環境保全に役立つ製品・技術の創出にも取り組んでいます。

こうした取り組みを進めていくことで、エコロジーとエコノミーを両立させ

環境先進企業となることを目指しています。

環境への基本姿勢

マスバランス（投入と排出）

目標と実績

環境経営の推進

製品・技術を通じた環境負荷低減

事業活動を通じた環境負荷低減
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グリーンオムロン21を見直しました

環境への基本姿勢

オムロンでは、環境を企業責任として取り組むべき重要な経営課
題と捉え、21世紀企業としての「環境経営」の方向性を示す環境経営
ビジョンと、活動内容・目標を明確にした環境行動計画からなる「グ
リーンオムロン21」を2002年5月に制定しました。この「グリーンオ
ムロン21」では、エコ・マインドをベースに置きながら、エコ・マネジ
メント、エコ・プロダクツ、エコ・ファクトリー/ラボラトリー/オフィ
ス、エコ・ロジスティクス、エコ・コミュニケーションの6領域を活動
の柱として、企業価値の長期的最大化と持続可能な循環型社会への貢
献をその目的としています。環境行動計画では2005年度末までの達
成目標を各テーマごとに定めて取り組んできましたが、今回、2010
年までのありたい姿や経営の基本方針を示したオムロンのグランド
デザイン（GD2010）の最終年を目標年度として「グリーンオムロン
21」の見直しを行いました。
見直しにあたっては、2010年までの「環境経営」の方向性に大きな
変化要因がないことから、環境経営ビジョンは現行の「取組領域」と
「目指す姿」を踏襲しました。環境関連法規制の強化や京都議定書発効
にともなう省エネ対策の強化などの社会的動向と、これまでの環境改
善活動の課題などを反映し、さらにグローバルな取り組みを強化すべ
く、環境行動計画で取り組むテーマと設定目標を見直し、今後5年間で
取り組むべき環境行動計画（Ver.2）にまとめました。
今後は、それぞれの事業や現場の状況に合わせた行動計画に展開
し、環境負荷低減に向けた活動を推進していきます。

環境経営ビジョン「グリーンオムロン21」

全員が高い環境意識を持ち活動

21世紀企業の創造

企業価値の長期的最大化

社会の発展　
持続可能な循環型社会への貢献

社会への環境情報公開と
環境貢献活動

環境配慮型商品、環境
貢献商品の創出

エコ・コミュニケーション

エコ・プロダクツ

環境に配慮した物流
エコ・ロジスティクス

環境に優しい事業活動

エコ・ファクトリー/
ラボラトリー/オフィス

企業経営への環境の組み込み
エコ・マネジメント

エコ・マインド

環境宣言

環境方針  （1996年4月1日制定　2003年7月1日改訂）

法遵守
環境基本法をはじめとする環境関連法を遵守することは勿論、可能な
限りその施行に先立ち適応させるとともに、環境保全を促進するため
の自主的な基準を定める。

外部への対応
利害関係者からの環境についての要望は、誠意をもって対応する。

組織体制
オムロン本社に環境担当役員と専従の組織を設置する。また全てのカ
ンパニーおよびサイトは環境と人との調和を指向する組織・体制を設
置する。

システム
ＩＳＯ14001に適合した環境マネジメントシステム（以下ＥＭＳとい
う）を構築する。

継続的改善
上記環境関連の各組織は、下記の重点課題より、該当する課題を選択
し、環境負荷とＥＭＳの継続的な改善をする。
1）顧客の環境負荷低減に寄与する商品と技術の創出を推進する。
2）環境に優しい部材・什器・備品の購入を推進する。
3）資源生産性向上に向けた活動を推進する。
4）CO2発生量の削減に向け、省エネ活動を推進する。
5）地域環境の汚染軽減及び防止を推進する。

計画とレビュー
環境改善の目的と目標は文書化し、その達成状況を定期的に監査し、
環境管理の見直しおよび維持向上に努める。

周知と啓発
環境方針を全社員に対して教育および啓発活動を行い周知する。

社会貢献
環境に関する社会貢献の場には積極的に参加する。

情報の公開
環境方針、環境に対する取組みは、適切な形で一般に公開する。

私たちは、環境と人との調和を目指し、
公器性の高い企業活動を通して、
よりよい環境の実現に貢献します。

私たちは、環境宣言の理念に基づき、
環境問題を経営の重要課題の一つとして位置づけ、
マイクロエレクトロニクス事業、サービス事業等、
オムロングループの全ての活動と製品、サービスを対象に
以下の方針のもとで行動する。
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事業活動にともなって発生する環境負荷を削減するために、資材
調達から廃棄、回収にいたるライフサイクルの各段階における資源・
エネルギーの投入量（INPUT）、廃棄物などの排出量（OUTPUT）を把
握して、分析しています。

電気
ガス
燃料

10,573 万 kWh
584.6 万m3 
5,971kL 

エネルギー使用量

化学物質
取扱量
62.7t

BOD
COD

22.7t
13.3t

化学物質
移動量 1.3t

95 万m3
水使用量

ＯＡ紙使用量

容器包装材
使用量

11,576t
原材料投入量

251.3t

1,895t

梱包材使用量
1,062kL
燃料使用量

233t

94,176 万 kWh
（推定値）

電気使用量

CO2排出量 CO2排出量物流でのCO2
排出量69,121t-CO2

NOx 排出量
221.1t
SOx 排出量
65.1t

77.2 万m3

下水道・公共用
水域排水量

4,693t

廃棄物
排出量

6,383t-CO2
41.1 万 t-CO2
（推定値）

5.7t
化学物質
排出量

事　業　所 物　流 廃　棄使　用

水循環利用量

化学物質
リサイクル量

原材料の
リサイクル量

4.5 万m3

13.7t

219.8t

INPUT

回収量 
1,520t

INPUT（投入） OUTPUT（排出）
電気

ガス
燃料
水
化学物質
ＯＡ紙
原材料
梱包材
容器包装材

： 工場・オフィスで使用する電力会社からの購入電力
： 製品使用時の電力消費量（推定値）
： エネルギーとして使用する都市ガス・ＬＰＧ
： エネルギーとして使用する灯油・軽油・重油
： 水道水・工業用水・地下水
： 生産工程で使用する規制化学物質（PRTR法対象物質）取扱量
： 工場・オフィスで使用するコピー用紙
： 製品製造に投入する成形材料・金属材料
： 製品輸送に使用するダンボール
： 製品個装に使用する紙・プラスチック

CO2
NOx
SOx
下水道・
公共用水域
化学物質

廃棄物
BOD
COD

： 電気・ガス・燃料の使用にともなって発生する二酸化炭素
： ガス・燃料の使用にともなって発生する窒素酸化物
： ガス・燃料の使用にともなって発生する硫黄酸化物
： 工場からの生産系排水・生活排水

： 大気・土壌・公共水域への排出量
： 廃棄物、下水道への移動量
： 事業活動にともなって生じた産業廃棄物・事業系一般廃棄物
： 微生物で水質汚濁をなくすのに必要な酸素量
： 酸化剤で水質汚濁をなくすのに必要な酸素量

分　類 計 中国 アジア・パシフック 北米 欧州
生産でのCO2排出量（t-CO2）
エネルギー使用量

水使用量（万㎥）
はんだ使用量（t）

廃棄物（t）

電気（万kWh）
ガス（万㎥）
石油燃料（kL）

合計
鉛含有タイプ
鉛フリータイプ
総排出量
再資源化量

50,186.8 
6,803.4 
143.7 
6,295.8 
63.9 
116.5 
96.0 
20.5 

2,931.3 
2,190.2 

21,840.0 
2,756.1 
21.9 

3,380.3 
49.6 
46.8 
33.8 
13.0 

1,912.8 
1,460.5 

17,389.0 
2,135.1 

0.9 
2,915.3 

9.8 
19.2 
12.6 
6.6 

210.5 
120.8 

7,639.8 
1,575.9 
35.0 
0.1 
3.9 
40.7 
39.9 
0.8 

554.0 
410.6 

3,318.0 
336.3 
85.9 
0.1 
0.6 
9.8 
9.7 
0.1 

254.0 
198.3 

工程内での
リサイクル量

OUTPUT

2004年度は生産量が増加したことにより、2003年度に引き続き、
すべての環境負荷項目が前年度に比べて増加しました。生産量増加
にともなう環境負荷増大への対策が今後の課題であると認識し、グ
ローバルでの取り組みを強化していきます。

マスバランス（投入と排出）

（参考）海外グループ［2004年度対象事業所］生産:中国5事業所、アジア・パシフィック4事業所、北米3事業所、欧州3事業所

国内グループ ［2004年度対象事業所］生産：15事業所　非生産：23事業所

生産量増加にともない環境負荷も増大しました

国内・海外事業所サイトレポート

海外での環境パフォーマンスデータ

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告
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目標と実績

エコ・マインド

環境教育

環境啓発

環境会計

環境ISO取得推進

エコ商品の開発／提供

汚染管理／
環境リスクマネジメント

・ 環境教育プログラムの運用
・ 環境ｅ-ラ－ニングの運用開始、コンテンツ
 の拡充

・ 認証取得済み事業所の認証維持と更新完了
・ 海外非生産関係会社への取得拡大は未着手
・ 国内非生産関係会社1社（2事業所）、海外生産1社での新規認証取得

環境月間行事の実施（6月）
・ 国内非生産関係会社2社へ環境月間行事を拡大
・ 環境提案と環境標語を募集

・ 環境会計指標の充実
・ 海外関係会社への展開準備

・ 環境ISO認証取得と維持
・ 海外非生産関係会社への認証取得の拡大

環境関連法規制違反、汚染事故、環境クレーム
での0件の継続 環境関連法規制違反、汚染事故、環境クレームは0件

・ 環境会計指標の充実と海外関係会社への展開準備は共に未完了
・ 国内非生産関係会社2社での導入

・ 職務階層別教育の対象拡大
  （新任主事、新任経営層、キャリア入社）
・ 環境e-ラ－ニングの運用開始、2コンテンツの拡充

グリ－ン調達の推進

規制化学物質削減
・全廃商品の創出

新基準（第三者認証取得と規制化学物質情報提供）での国内外の仕入先
認定開始

新商品のエコ商品化率75％

使用禁止物質・全廃物質の全廃に向けた活動
の推進

新基準に基づく国内外での仕入先評価の実施

新商品のエコ商品化率100％

・ 環境保証製品創出のしくみ構築と全社導入完了
・ 環境保証製品設計支援システム（E-Warps）開発完了と運用定着

CO2削減活動の促進

文具・事務用品の
グリ－ン購入推進

廃棄物削減／
リサイクル

国内生産15事業所合計の廃棄物での再資源
化率98％以上、最終処分率0.1％以下の達成

グリーン商品登録率100％の維持継続

国内生産15事業所合計のCO2排出量を
44,564トンに削減（1995年度比-6.4％）

SLIM（購買マネジメントシステム）への
グリーン商品登録率100％維持

製品リサイクル
／リユ－ス

使用済みATMの再資源化率99.5％（4,013台を回収）使用済みATM（現金自動預金支払機）の再資
源化率98％以上を維持

国内生産15事業所でゼロミッションを達成
（再資源化率99.5％／最終処分率0.02％）

・ 国内生産15事業所合計のCO2排出量54,068トン
  （1995年度比13.6％増）
・ ISO認証取得済み国内非生産23事業所のCO2排出量合計は15,053トン
  （2003年度比13％増）

物流領域でのCO2排出量
削減活動

物流領域での省資源活動推進 ・ 「脱ダンボ－ル化」での運用の定着
・ ストレッチフィルムの削減策導入

CO2排出量削減活動の継続
・ 国内輸送CO2排出量6,383トン（2003年度比で317トン削減）
・ 海外輸送CO2排出量66,595トン（2003年度比で9,909トン増加）
・ 大阪-九州（直方）間での鉄道輸送導入

・主要特約店でコンテナリターナブルシステムの運用定着
・荷崩れ防止用ネットへの変更と流通センタ3拠点間での導入完了

環境コミュニケ－ション
（報告書、サイトレポ－トの発行）

環境コミュニケ－ション
（環境広告、展示会）

環境社会貢献活動

・ グループ環境報告書の年1回発行を継続
  （社会報告、経済報告を充実）
・ 国内非生産関係会社の情報開示を拡充

・ オムロンデー（創業記念日）の貢献活動を実施
・ 小学校での環境出前授業を実施主要事業所での貢献活動の継続

・ 環境ウェブサイトの定期更新を継続
・ 環境展示会の出展継続

・ CSRウェブサイトの開設と定期更新
・ 環境展示会への出展継続
  （びわ湖環境ビジネスメッセ2004、エコプロダクツ2004）
・ 日経エコロジーへの環境広告掲載

環境e-ラーニングのコンテンツ拡充、関係会社へ
運用拡大

・ ISO14001（2004年度版）での認証維持
・ 西部流通センタ、福岡事業所でISO新規認証取得
・ グリ－ン経営認証制度による第三者認証取得
  （東部、中部、福岡流通センタ）

新商品におけるエコラベル商品化率50％
＊2005年度にエコラベル認定基準を改訂し、新商品
　におけるエコラベル認定商品化率へ目標を変更

・ 環境月間講演会の実施（6月）
・ 省エネルギー意識の向上のため環境小冊子を全社員に配布
・ 環境提案と環境標語の募集を継続

0件の継続

・ 内部指標を設定して機能を充実
・ 海外への展開準備

グリーン仕入先認定完了、未認定仕入先との取引を
0件に設定

社内で規定する指定有害物質（鉛、カドミウム、水銀、
六価クロム）の全廃

グリーン商品登録率100％の維持

・ 生産事業所でのゼロエミッションレベルの向上
・ 非生産事業所でのゼロエミッションの加速
・ 資源有効利用のために総排出量の削減を強化

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-4.5％
＊日本のCOP3目標（1990年度比6％削減）の遵守に
　向けて、全事業所合計の削減目標を新たに設定

・ 流通センタ―工場間でのリターナブルシステムの
 導入の拡大
・ 薄肉タイプのストレッチフィルム導入検討

CO2排出量削減活動の継続
＊共同輸配送領域、混載便利用拡大
＊アイドリングストップ、車両整備励行

・ 各事業所で地域と連携した貢献活動の実施
・ 環境教育授業の実施継続

・ 報告書の発行を継続
・ 国内非生産関係会社の情報開示の充実

・ ウェブサイトでの環境情報発信の継続
・ 環境展示会への出展継続
・ メディアでの環境情報発信の継続

環境教育プログラムの運用定着

ISO14001認証維持と拡大

エコラベル商品化率で目標設定

・ 環境月間講演会の実施継続
・ 環境小冊子の発行継続
・ 環境提案と標語募集継続

0件の継続

海外生産関係会社での展開完了

グリーン仕入先からの調達の維持

全廃取り組みの継続

グリーン商品登録率100％の維持

新たな製品リサイクル/リユースに着手

・ 海外を含む全事業所でのゼロエミッション取組の加速
・ 廃棄物総排出量の削減

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-5％

・ リターナブルシステムの運用経路拡大
・ 薄肉タイプのストレッチフィルム導入

輸送効率向上策の実施
＊国内外の配送ルートの見直し
＊CO2排出量算定基準の見直しと統一化

貢献活動の実施継続

・ 報告書の発行継続と情報開示の充実
・ 海外非生産関係会社へ報告対象範囲の拡大

・ ウェブサイトでの環境情報発信の継続
・ 環境展示会への出展継続
・ メディアでの環境情報発信の継続

環境教育プログラムの運用継続

ISO14001認証維持の継続と拡大

エコラベル商品化率で目標設定

環境啓発施策の充実

0件の継続

全社での運用定着

グリーン仕入先からの調達の維持

全廃取り組みの継続

グリーン商品登録率100％の維持

新たな製品リサイクル/リユースの定着

・ 国内全事業所でのゼロエミッションの達成
・ 廃棄物総排出量の削減

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-6％

運用継続

輸送効率向上策の実施継続
＊国内輸配送ルートおよび手段の最適化
＊海外在庫拠点の対象工場枠拡大

貢献活動の実施継続

・ 報告書の発行継続と情報開示の充実
・ 報告対象範囲の拡大

環境フォーラムの開催

テーマ 2004年度目標 2004年度実績 評価 2007年度目標 2010年度目標 参照ページ2005年度目標

ATM事業の移管にともない、新たな対象製品を選定

：未達成評価 ：目標達成 ：目標を一部未達成

49ページ

49ページ

44ページ

43ページ

42ページ

45ページ

46ページ

46ページ

47ページ

50ページ

48ページ

48ページ

50ページ

49ページ

49ページ

49ページ

49ページ
・ 初の持続可能性報告書を発行（6月）
・ 国内非生産関係会社2社のサイトレポートをウェブサイトに掲載

エコ・
コミュニケーション

エコ・プロダクツ

エコ・マネジメント

エコ・ロジスティクス

エコ・ファクトリー／
ラボラトリー／
オフィス

グリーンオムロン21で定めた行動計画に沿って取り組みを進めた2004年度の目標と実績は下表のとおりです。ほとんどの項目を達成して
いますが2項目で未達成となりました。1つめは、環境会計で国内非生産関係会社2社への導入拡大ができたものの、環境会計指標の充実が遅れ
たため海外関係会社への展開準備が未達成となったこと。2つめはCO2排出削減活動では国内生産15事業所のCO2排出量を1995年度比6.4%
削減の目標を掲げて取り組みましたが、生産増や事業所増設などのため、エネルギー使用量の増加によって、1995年度比13.6%増となったこと
です。今後は2010年度までの行動計画と目標を見直し、環境法規制や京都議定書発効など社会的動向への対応、ならびに海外拠点での環境負荷
対策の強化を図っていきます。
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エコ・マインド

環境教育

環境啓発

環境会計

環境ISO取得推進

エコ商品の開発／提供

汚染管理／
環境リスクマネジメント

・ 環境教育プログラムの運用
・ 環境ｅ-ラ－ニングの運用開始、コンテンツ
 の拡充

・ 認証取得済み事業所の認証維持と更新完了
・ 海外非生産関係会社への取得拡大は未着手
・ 国内非生産関係会社1社（2事業所）、海外生産1社での新規認証取得

環境月間行事の実施（6月）
・ 国内非生産関係会社2社へ環境月間行事を拡大
・ 環境提案と環境標語を募集

・ 環境会計指標の充実
・ 海外関係会社への展開準備

・ 環境ISO認証取得と維持
・ 海外非生産関係会社への認証取得の拡大

環境関連法規制違反、汚染事故、環境クレーム
での0件の継続 環境関連法規制違反、汚染事故、環境クレームは0件

・ 環境会計指標の充実と海外関係会社への展開準備は共に未完了
・ 国内非生産関係会社2社での導入

・ 職務階層別教育の対象拡大
  （新任主事、新任経営層、キャリア入社）
・ 環境e-ラ－ニングの運用開始、2コンテンツの拡充

グリ－ン調達の推進

規制化学物質削減
・全廃商品の創出

新基準（第三者認証取得と規制化学物質情報提供）での国内外の仕入先
認定開始

新商品のエコ商品化率75％

使用禁止物質・全廃物質の全廃に向けた活動
の推進

新基準に基づく国内外での仕入先評価の実施

新商品のエコ商品化率100％

・ 環境保証製品創出のしくみ構築と全社導入完了
・ 環境保証製品設計支援システム（E-Warps）開発完了と運用定着

CO2削減活動の促進

文具・事務用品の
グリ－ン購入推進

廃棄物削減／
リサイクル

国内生産15事業所合計の廃棄物での再資源
化率98％以上、最終処分率0.1％以下の達成

グリーン商品登録率100％の維持継続

国内生産15事業所合計のCO2排出量を
44,564トンに削減（1995年度比-6.4％）

SLIM（購買マネジメントシステム）への
グリーン商品登録率100％維持

製品リサイクル
／リユ－ス

使用済みATMの再資源化率99.5％（4,013台を回収）使用済みATM（現金自動預金支払機）の再資
源化率98％以上を維持

国内生産15事業所でゼロミッションを達成
（再資源化率99.5％／最終処分率0.02％）

・ 国内生産15事業所合計のCO2排出量54,068トン
  （1995年度比13.6％増）
・ ISO認証取得済み国内非生産23事業所のCO2排出量合計は15,053トン
  （2003年度比13％増）

物流領域でのCO2排出量
削減活動

物流領域での省資源活動推進 ・ 「脱ダンボ－ル化」での運用の定着
・ ストレッチフィルムの削減策導入

CO2排出量削減活動の継続
・ 国内輸送CO2排出量6,383トン（2003年度比で317トン削減）
・ 海外輸送CO2排出量66,595トン（2003年度比で9,909トン増加）
・ 大阪-九州（直方）間での鉄道輸送導入

・主要特約店でコンテナリターナブルシステムの運用定着
・荷崩れ防止用ネットへの変更と流通センタ3拠点間での導入完了

環境コミュニケ－ション
（報告書、サイトレポ－トの発行）

環境コミュニケ－ション
（環境広告、展示会）

環境社会貢献活動

・ グループ環境報告書の年1回発行を継続
  （社会報告、経済報告を充実）
・ 国内非生産関係会社の情報開示を拡充

・ オムロンデー（創業記念日）の貢献活動を実施
・ 小学校での環境出前授業を実施主要事業所での貢献活動の継続

・ 環境ウェブサイトの定期更新を継続
・ 環境展示会の出展継続

・ CSRウェブサイトの開設と定期更新
・ 環境展示会への出展継続
  （びわ湖環境ビジネスメッセ2004、エコプロダクツ2004）
・ 日経エコロジーへの環境広告掲載

環境e-ラーニングのコンテンツ拡充、関係会社へ
運用拡大

・ ISO14001（2004年度版）での認証維持
・ 西部流通センタ、福岡事業所でISO新規認証取得
・ グリ－ン経営認証制度による第三者認証取得
  （東部、中部、福岡流通センタ）

新商品におけるエコラベル商品化率50％
＊2005年度にエコラベル認定基準を改訂し、新商品
　におけるエコラベル認定商品化率へ目標を変更

・ 環境月間講演会の実施（6月）
・ 省エネルギー意識の向上のため環境小冊子を全社員に配布
・ 環境提案と環境標語の募集を継続

0件の継続

・ 内部指標を設定して機能を充実
・ 海外への展開準備

グリーン仕入先認定完了、未認定仕入先との取引を
0件に設定

社内で規定する指定有害物質（鉛、カドミウム、水銀、
六価クロム）の全廃

グリーン商品登録率100％の維持

・ 生産事業所でのゼロエミッションレベルの向上
・ 非生産事業所でのゼロエミッションの加速
・ 資源有効利用のために総排出量の削減を強化

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-4.5％
＊日本のCOP3目標（1990年度比6％削減）の遵守に
　向けて、全事業所合計の削減目標を新たに設定

・ 流通センタ―工場間でのリターナブルシステムの
 導入の拡大
・ 薄肉タイプのストレッチフィルム導入検討

CO2排出量削減活動の継続
＊共同輸配送領域、混載便利用拡大
＊アイドリングストップ、車両整備励行

・ 各事業所で地域と連携した貢献活動の実施
・ 環境教育授業の実施継続

・ 報告書の発行を継続
・ 国内非生産関係会社の情報開示の充実

・ ウェブサイトでの環境情報発信の継続
・ 環境展示会への出展継続
・ メディアでの環境情報発信の継続

環境教育プログラムの運用定着

ISO14001認証維持と拡大

エコラベル商品化率で目標設定

・ 環境月間講演会の実施継続
・ 環境小冊子の発行継続
・ 環境提案と標語募集継続

0件の継続

海外生産関係会社での展開完了

グリーン仕入先からの調達の維持

全廃取り組みの継続

グリーン商品登録率100％の維持

新たな製品リサイクル/リユースに着手

・ 海外を含む全事業所でのゼロエミッション取組の加速
・ 廃棄物総排出量の削減

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-5％

・ リターナブルシステムの運用経路拡大
・ 薄肉タイプのストレッチフィルム導入

輸送効率向上策の実施
＊国内外の配送ルートの見直し
＊CO2排出量算定基準の見直しと統一化

貢献活動の実施継続

・ 報告書の発行継続と情報開示の充実
・ 海外非生産関係会社へ報告対象範囲の拡大

・ ウェブサイトでの環境情報発信の継続
・ 環境展示会への出展継続
・ メディアでの環境情報発信の継続

環境教育プログラムの運用継続

ISO14001認証維持の継続と拡大

エコラベル商品化率で目標設定

環境啓発施策の充実

0件の継続

全社での運用定着

グリーン仕入先からの調達の維持

全廃取り組みの継続

グリーン商品登録率100％の維持

新たな製品リサイクル/リユースの定着

・ 国内全事業所でのゼロエミッションの達成
・ 廃棄物総排出量の削減

国内全事業所のCO2排出量合計 1990年度比-6％

運用継続

輸送効率向上策の実施継続
＊国内輸配送ルートおよび手段の最適化
＊海外在庫拠点の対象工場枠拡大

貢献活動の実施継続

・ 報告書の発行継続と情報開示の充実
・ 報告対象範囲の拡大

環境フォーラムの開催

テーマ 2004年度目標 2004年度実績 評価 2007年度目標 2010年度目標 参照ページ2005年度目標

ATM事業の移管にともない、新たな対象製品を選定

：未達成評価 ：目標達成 ：目標を一部未達成

49ページ

49ページ

44ページ

43ページ

42ページ

45ページ

46ページ

46ページ

47ページ

50ページ

48ページ

48ページ

50ページ

49ページ

49ページ

49ページ

49ページ
・ 初の持続可能性報告書を発行（6月）
・ 国内非生産関係会社2社のサイトレポートをウェブサイトに掲載

エコ・
コミュニケーション

エコ・プロダクツ

エコ・マネジメント

エコ・ロジスティクス

エコ・ファクトリー／
ラボラトリー／
オフィス

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告
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環境経営の推進

環境国際規格ISO14001取得状況　※ 環境経営推進体制はP9参照

2004年度は、国内非生産関係会社であるオムロンエンタテイン
メント（株）が2拠点一括でISO14001の認証を取得しました。また、
海外生産拠点であるOMRON Automotive Electronics Co., Ltd.（タ
イ）がISO14001を認証取得しました。以上の結果、2005年4月現在
でISO14001認証取得事業所は、国内では18の生産事業所と25の非
生産事業所、海外では15の生産事業所となりました。これにより、当
社グループ全従業員24,904人中22,171人（89%）がISO14001認証
取得事業所に所属していることになります。

従業員の89％が認証取得事業所に所属

ビジネスカンパニー環境経営度評価制度

ビジネスカンパニー（BC）の環境への取り組みを加速し、環境重視
の風土を形成していくことを目的として、2003年度から「BC環境経
営度評価制度」を試行導入しています。
この制度では、各カンパニーの環境取り組みを、「製品」による環境負
荷低減、「事業所」の環境負荷低減、「環境法規制違反」の有無、の3項目
について評価し、A～Cの3段階でランク付けします。これにより、カン
パニー間の競争意識を醸成することで環境に対するアテンションを
強化し、さらに評価結果がCランクのカンパニーには環境保全への追
加投資を義務づけて具体的な環境への取り組みの改善を図ります。
試行初年度の2003年度は、2部門がCランク評価となり、規制化学
物質全廃への取り組みに対する追加投資や管轄する非生産関係会社
のISO14001認証取得の2004年度必達が社長から指示されました。
一方で、事業内容・形態の違いに起因したカンパニーごとの環境取り
組み項目や目標値のばらつきにより、評価に対するカンパニーの納得
性に課題を残しています。
試行2年目となる2004年度は、課題への対応策として年度当初に
評価項目と評価基準の全社ガイドを各カンパニーに提示し、それぞれ

ビジネスカンパニー環境経営度評価制度を試行
の環境取り組み項目や目標値のばらつきを低減させました。また、対
象範囲を国内生産事業所中心から国内非生産事業所や海外生産事業
所の実績まで拡大し、グローバルでの環境取り組みを推進してきまし
た。その結果、2004年度は全てのカンパニーがAまたはBランク評価
となり、Cランク評価のカンパニーはありませんでした。
今後は、2年間の試行で判明した課題事項と対応策を制度案に反映
し、2005年度より正式運用を開始します。また環境取り組みへのよ
り一層のアテンション強化のために業績評価制度への組み込みの検
討などを進め、環境重視の風土をより強固に形成していきます。

現在、オムロン福岡事業所（熊本事業場含む）、西部流通センタ、オ
ムロンフィールドエンジニアリング（株）6拠点が、2005年度中の
ISO14001認証取得を目指し、環境マネジメントシステム構築を推進
しています。さらに、東部流通センタ、中部流通センタ、福岡流通セン
タでは、庫内業務を委託している協力会社様にご協力いただき、ト
ラック運送事業者向けグリーン経営認証制度※による第三者認証取
得に向けた取り組みを進めています。
※ （財）交通エコロジー・モビリティ財団がトラック事業者を対象に環境改善の推進とその
努力を客観的に証明する制度。

今後の取得予定
ISO14001の2004年版への改訂にともなう、認証移行を円滑に
行うため、4月に全国の環境管理責任者、担当者など120名を集め
「ISO14001：2004年版移行オープンセミナー」を本社主催で開催し
ました。セミナーでは、改正の目的や改訂のポイントなどについて説
明をするとともに、質疑応答により
理解を深めました。
今後、認証取得済み事業所におい
て順次審査時期に合わせて2004年
版への移行を行っていきます。

2004年版改訂セミナーを実施

ビジネスカンパニー
（事業所の範囲は国内生産事業所、国内非生産事業所、海外事業所）

対象範囲

２００４年度

評価項目 ・「製品」による環境負荷低減（「エコラベル認定商品の創出」「規制化学
　物質削減」）
・「事業所」での環境負荷低減（「省エネ」「省資源」「規制化学物質削減」）
・「法規制違反」（「事業所の土壌・地下水汚染等」「製品への使用禁止物
　質含有」「地域からの環境クレーム」）

ISO認証取得事業所一覧表
2004年度改訂セミナー

ISO14001
取得事業所の従業員
22,171人

グループ
全従業員数
24,904人

89％

ISO14001取得事業所の従業員と全従業員に対する割合
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内部監査員数の推移

環境監査

各事業所の環境マネジメントシステムに基づく「サイト内部環境
監査」とグループ本社が行う「グループ環境監査」の2つの環境監査を
実施しています。また、ISO14001の定期外部審査を通じて規格への

グループ監査と各サイト内部監査、2つのチェック機能

環境リスクマネジメント

各事業所の環境マネジメントシステムを有効に活用して、事業所の
立地条件や事業内容から想定される環境リスクを特定しています。特
定されたリスクに対しては、設備・施設の定期的な点検保守や緊急事態
対応訓練などを実施し、リスクの未然防止と最小化を図っています。
また、環境法規制の改正情報や環境関連事故情報などの事業活動
に重大な影響をおよぼすような環境情報を入手した場合は、環境通達
制度に基づいて社内に周知し、事業部門でのリスク対策の実行を徹底
しています。
それらの取り組みの結果、2004年度も環境に関する法規制違反、
環境事故、環境に関する苦情、および罰金、科料、訴訟は国内外ともに
ありませんでした。

環境通達制度運用の結果、環境法遵守の徹底を図ることができました
オムロン山陽（株）の敷地内自主調査で検出された揮発性有機化合
物による地下水汚染については、2000年12月に行政・地域へ報告し
浄化を続けてきましたが、浄化対策を効果的に進めるために、2002
年下期に新しいバイオ技術を導入しました。
その結果、トリクロロエチレンの濃度は2003年7月より環境基準
値をクリアしています。
今後は、リバウンドが予測される井戸
周辺に栄養剤の注入井戸を設置して、環
境基準値以下の低濃度で安定化を図り、
2006年度の浄化完了を目指して取り
組んでいきます。

地下水汚染浄化を継続しています

浄化装置

2004年度は、9事業所のグループ環境監査を行いました。グルー
プ環境監査では、リーガルリスクおよび環境汚染リスクの低減、「グ
リーンオムロン21」に基づくグループ環境行動計画の事業所におけ
る実行加速と取り組み内容の質の向上に主眼をおき、環境関連法規制
の遵守状況、環境リスク対策状況、グループ環境行動計画の推進状況
を重点的にチェックしています。監査で発見された指摘事項に関して
は、改善・対策を指示し、仕組み面の見直しも含めて再発防止策を図っ
ています。
2004年度の監査では、法規制に関わる義務違反や法規制基準違反
などの関連法規制違反および地域での環境汚染につながる不備は発
見されませんでした。

グループ環境監査結果

● 適用法規制および法規制改正内容の実対応はできているが、文書への
反映遅れ

● 環境関連施設・設備への法的表示の記載事項不備
　（管理者等変更内容の反映漏れ）
● 事業所で使用する化学物質のリ
ストへのオムロン規制化学物質
の一部識別漏れ

● 施設・設備の新規導入、廃棄時にお
けるアセスメント（事前評価）の
対象の拡大

2004年度も、ISO14001認証取得の全事業所で内部環境監査を実
施しました。法規制基準違反や法的届出漏れなどの環境関連法規制
違反および地域での環境汚染につながる不備は発見されませんでし
た。ただし、サイト環境マネジメントシステム運用の観点およびパ
フォーマンス改善の観点から改善事項が発見されました。指摘状況
は右の通りです。

サイト内部環境監査結果

● 環境影響評価での側面抽出漏れ/評価不備
● 教育・訓練の計画に対する実施時期遅れ
● 教育実施後の教育記録の作成漏れ/記載事項不備
● 法的届出施設・設備の登録リストへの反映漏れ（届出は実施済み）
● 消防施設・設備の点検実施時期の遅れ
● MSDS（製品安全データシート）の一部入手漏れ
● 薬品保管庫である旨の表示等、保管庫表示類の全体見直し

監査の様子

（改善指摘事項）

さらなる法遵守の観点から、より万全を期すべき内容や管理・仕組
みの面で下記の改善事項が発見されました。

（改善指摘事項）

適合状況を審査しています。
なお、2005年度は中国の生産拠点でのグループ環境監査を実施す
べく検討を進めています。

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告



分　類 主　な　取　組　の　内　容

環境保全コスト
投資額 費用額 合　計 前年度比増減

（1）事業エリア内コスト
　　（1）-1 公害防止コスト
　　（1）-2 地球環境保全コスト
　　（1）-3 資源循環コスト
（2）上・下流コスト
（3）管理活動コスト
（4）研究開発コスト
（5）社会活動コスト
（6）環境損傷対応コスト
合　計

大気、水質、土壌汚染防止などのコスト
省エネルギー対策、地球温暖化防止などのコスト
廃棄物のリサイクル、処理などのコスト
製品・容器包装等のリサイクル、回収などのコスト
環境推進活動、ISO14001認証取得・維持、環境負荷測定などのコスト
環境配慮商品の研究開発コスト
緑化、地域清掃などの環境改善コスト
土壌、地下水汚染などの修復コスト

+21.7
-38.0
+17.4
+42.3
-48.6
+94.8
+507.4
-5.6

-100.3
+469.4

（単位：百万円）

（単位：百万円）

805.9
222.2
323.3
260.4
2.2

450.1
972.4
12.0
70.0

2,312.6

492.1
179.1
79.9
233.1
2.2

450.1
972.4
12.0
70.0

1,998.8

313.8
43.1
243.4
27.3
0
0
0
0
0

313.8

内
訳

効　果　の　内　容

環境保全効果

環境保全対策に伴う経済効果　－実質的効果（前年度比）－

前年度比増減指標の分類
環境保全効果を表す指標

（1）事業エリア内コストに対応する効果

（2）上・下流コストに対応する効果
（3）その他の環境保全効果

③事業活動から産出する財・サービスに関する効果
④輸送その他に関する効果

①事業活動に投入する資源に関する効果

②事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する効果

エネルギー使用量（TＪ）
水使用量（万ｍ３）
各種資源の投入量（ｔ）
PRTR対象物質取扱量（ｔ）
大気へのCO2排出量（t-CO2）
排水量（万ｍ３）
廃棄物排出量（ｔ）
PRTR対象物質排出量（ｔ）
ＡＴＭリサイクル量（ｔ）
輸送量（ｔ）

+118.0
+8.2

+2,560.4
-5.1

+10,957.9
+18.0
+142.8
-0.3

+698.2
-13,416.5

項　目 内　容　等 金　額
当該期間の投資額の総額
当該期間の研究開発費の総額

成長基盤整備のための設備投資などで、前年度比6億円減
事業拡大に向けた研究開発などで、前年度比32億円増

37,400
49,700

（単位：百万円）
効　果　の　内　容 金　額

費用節減 省エネルギーによるエネルギー費の節減
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減

集計範囲：国内生産１５事業所、非生産15事業所
　　　　 （非生産は2004年度に8事業所追加）
対象期間：2004年4月１日～2005年3月31日

-94.1
+42.4
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環境経営の推進

オムロンでは、自らの環境保全に関する投資や費用を定量的に管
理し、その投資や費用に対する効果を把握することで、改善の効率化
を図るため環境会計に取り組んでいます。環境省環境会計ガイドラ
イン（2002年版）に準拠した「オムロン環境会計マニュアル」を作成

し、経済効果は実質効果のみ算出して、環境経営をより効果的に推進
していくツールとして活用しています。
2004年度は国内の非生産関係会社へ対象範囲を拡大し、今後は海
外関係会社へも対象を広げていきます。

環境会計

2004年度環境会計集計結果
（1） 環境保全コスト
環境投資
2004年度の主な環境投資は、地球温暖化防止や省エネルギーなどを
目的とした省エネタイプインバータ空調機導入と、製品に含まれる規
制化学物質全廃のための分析・試験設備の導入が大きな投資項目とな
りました。
環境費用
欧州での規制化学物質規制に対応した商品開発加速にともない、研究
開発費に含まれる商品開発や確認評価試験などの費用が大きく増加
しました。

（2） 環境保全効果
生産量の増加にともない環境保全効果を表す指標では、多くの項目
で対前年度比の環境負荷が増加しています。今後は新たに策定した
2010年を目標とした環境行動計画に基づき、環境負荷低減に向けた
取り組みを強化していきます。
（3） 経済効果
2004年度は猛暑に加え生産量の増加に伴うエネルギー消費量が増
加し、エネルギー削減による節約効果はありませんでした。また廃棄
物の発生量増加に伴い、処理・リサイクル費用が増加しましたが、有価
物売却益が増加したため節減効果がありました。
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製品・技術を通じた環境負荷低減

※ エコラベル：オムロンのエコラベルのタイプには日本のエコマークやドイツのブ
ルーエンジェルなど第三者機関が定めた基準に対して適合認定した［タイプ（Ⅰ）
型］、自社で定めた独自基準による自己宣言マークの
［タイプⅡ型］、環境性能をデータシートなどで表示し
た［タイプⅢ型］があります。オムロンの商品はタイプ
Ⅰ型・Ⅲ型のような公的な評価基準に対応するものが
ないため、自社で独自に定めた環境基準（ISO14021を
基本に独自設定した基準）を満たす［タイプⅡ型］を採
用しています。

エコプロダクツ創出
オムロンでは、省資源、省エネルギー、長寿命、再使用、原材料への再

資源化、有害物質不使用など、製品のライフサイクル全体を通して地
球環境に配慮したエコプロダクツの創出を推進しています。
エコプロダクツの創出にあたってはREJECT（法規制、健康への影

響物質の不使用）、REDUCE（環境負荷の低減）、REUSE（商品・部品・
梱包材として再利用）、RECYCLE（原材料として再利用）の4Rをキー
ワードに開発に取り組み、製品を通して社会全体の環境負荷低減に貢
献することを目指しています。

製品の製造・流通・使用・保守・回収・廃棄・リサイクルの各ステージ
での環境負荷を可能な限り低減することと、各国の法規制や基準を遵
守して環境保証を行うために、製品アセスメントを実施し、商品企画・
開発・設計段階において製品が社会に与える環境負荷を事前に評価し
ています。
製品アセスメントでは、商品企画段階で適用するアセスメント項

目を明確にし、商品開発の各ステージで第三者（製品アセスメント・レ
ビュアー）がエビデンスを基に妥当性を検証します。アセスメント項
目ごとの目標が設定され、かつアセスメント項目の判定基準を満たし
ている場合は合格となり、生産に移行します。

製品アセスメントの流れ 

製品アセスメントで掲げた環境目標を達成した製品を「エコ商品」
とし、エコ商品の中でさらに高いレベルの環境負荷低減基準をクリア
した製品を「エコラベル※商品」として認定し、オムロンが独自に定め
たエコラベルを表示しています。2004年度では新商品開発に占める
エコラベル商品の割合を40%、エコ商品の割合を75%とする目標を
掲げて取り組みました。
その結果、多くの商品で2006年から使用が禁止される化学物質の

全廃を達成し、エコラベル商品を137機種、エコ商品を25機種創出
し、エコラベル商品化率85%、エコ商品化率100%となりました。
また、オムロンではこれまで創出したエコラベル商品の使用によ

る省エネルギー、省資源効果を試算しています。2004年度一年間で
の省エネルギー効果は合計で約1,096万kWh（平均家庭約2,945世帯
の年間消費電力量に相当）になりました。一方、省資源効果では、プラ
スチック材料約421トン、金属材料9トンを削減しました。

エコラベル認定制度

・音波式電動歯ブラシ（HT-B402）  
主要材料（金属及びプラスチック）55%
削減
超高速でブラシのヘッドを立体振動さ
せ、歯に軽くあてるだけで歯のすき間や
奥歯の歯垢までしっかり浮かして取り
去ります。音波式電動歯ブラシで「最軽
量・最スリム」を実現しました。

・V7自動精算機  
待機時の消費電力を従来機種比30%削減
鉄道駅における精算処理を行う機器で、構
想・試作段階から利用者の声を反映させる
ユーザー中心設計により、健常者だけでな
く高齢者や障害者の操作性を考慮したユニ
バーサルデザイン商品です。

2004年度エコラベル商品の紹介

製品アセスメントフロー

商品企画

量産開始

構想・概念設計

設計試作評価

製品アセスメント
レビュー

製品アセスメント
レビュー

合

製品アセスメント
レビュー

製品環境仕様の設定

製品環境目標の設定

製品環境結果の確認

否

合

否

合

否

エコラベル商品、エコ商品一覧表　　　

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告



46

製品の規制化学物質不使用をお客様に保証するためには、開発設
計段階での規制化学物質不使用のチェックとその証明データに基づ
く第三者レビューが必須となります。従来は開発設計段階での製品ア
セスメントで規制化学物質不使用を確認していましたが、設計者によ
る自己チェックが中心であり、合否判定基準も事業部門ごとに定めて
運用していたため、お客様への保証の仕組みとしては不十分でした。
そこで2004年度は製品の環境保証のために、製品アセスメント項

目と合格基準を全社統一基準として明確に定めることにしました。
これにより設計者の自己チェックが中心であったものを、E-Warps
から出力される製品の規制化学物質非含有エビデンスに基づいて設
計者以外の第三者がレビューし保証する仕組みへと改め、全ビジネス
カンパニーで運用定着を図りました。
今後は新しい製品アセスメントをグローバルに定着させることに

より、すべてのオムロン製品の環境保証を確実なものとしていきます。

2003

規制化学物質対応進行表

2004/上 2004/下 2005 2006

社内規定の
見直し

製品からの使用禁止物質全廃/代替対応

オムロンの全廃目標時期2006年3月末

RoHS指令
発効

（グローバル展開）

STEP1 STEP2-1 STEP2-2 STEP3

環境保証製品提供の
仕組み構築

I T支援システムの開発

（新規採用部材）

（年度）

部材の規制化学物質含有調査

●ISO14001、またはEMAS※同等の第三者認証取得
●国、地方自治体等が支援する環境管理認証制度等

●使用禁止物質、全廃物質を含まない部材の提供と保証
●部材の規制化学物質含有情報の提供

グリーン仕入先認定基準

グリーン仕入先の認定

グリーン仕入先から部材調達

※ EMAS：Eco-Management and 
Audit Scheme 欧州内で適用され
る環境管理・監査制度欧州規則で
あるが、認証取得は任意

製品の規制化学物質削減

近年、化学物質に関する法規制が全世界で強化されています。特に
欧州のRoHS指令、WEEE指令※1、ELV指令※2では、製品への含有禁
止・排除の義務化など、これまでのような「環境に配慮した製品」では
なく、「環境を保証した製品」の提供が企業に求められています。
オムロンでは、環境を保証した製品をお客様へ提供するために

2006年3月末までに全てのオムロン製品からの規制化学物質全廃を
目標に定め、この目標達成に向けて取り組みを推進しています。
2004年度は、環境を保証した製品を提供するための業務の仕組み

構築とIT支援システム（Rechs/E-Warps）の機能充実に取組んできま
した。2005年度はこれらの仕組みを活用した製品からの規制化学物
質の全廃対応に注力し、2006年3月末全廃の目標必達に向けて取り
組んでいきます。
※1 WEEE指令: Waste Electrical and Electronic Equipment（廃電気電子機器指令）
※2 ELV指令: End of Life Vehicles（廃自動車指令）

2006年3月末に全製品から規制化学物質を全廃します

製品・技術を通じた環境負荷低減

製品アセスメントの仕組みを変革

規制化学物質対応進行表

グリーン調達
オムロンでは製品からの規制化学物質を全廃するため、製品を構

成する部材を調達する場合の方針を、規制化学物質が含まれた部材を
買わない、使わない方針に変更しました。
それにともないオムロンではグリーン仕入先認定基準として、「環

境保証を可能とする環境マネジメントシステムとしてISO14001な
どの第三者認証取得」と「納入部材に含有する規制化学物質の情報提
供とその内容の保証」を条件に定めたグリーン調達基準書を2004年
5月に改訂し、仕入先様のご理解とご協力を得ながらグリーン調達に
取り組んできました。

その結果、2004年度のグリーン仕入先認定社数は、国内外の仕入
先約2,000社に対して約390社を認定しました。そのうち国内のグ
リーン仕入先認定の仕入先様からの部材調達金額は約430億円で、全
部材購入金額の約30%になりました。
一方、購買部門では原材料や電子部品等の市販部品と加工品の部

材調査を進めており、計約17万点におよぶ部材の約95%について調
査を完了しています。今後は海外仕入先を含めたグリーン仕入先認
定を推進し、2006年4月より仕入先認定基準を満足したグリーン仕
入先様から部材を調達していきます。

グリーン調達基準書
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ションズ（株）へ移管されたため、今後は
オムロンにおける新たな廃製品リサイ
クル・リユースへの取り組みを検討して
いきます。

部材含有化学物質
調査支援システム
（Rechs）

部材含有化学物質
調査支援システム
（Rechs）

製品アセスメント
支援

製品環境情報提供

開発/購買/
営業の各部門

環境保証製品設計支援システム（E-Warps）

既存の
部材情報システム

既存の
部材情報システム

お客様、Ｗｅｂ

回答、情報開示

製品構成情報製品構成情報

既存の
設計情報システム

既存の
設計情報システム

部材環境情報管理

非含有・全廃
証明書情報
収集

部材化学物質
情報収集

インターネット

仕入先様

規制化学物質を全廃した製品事例
・エリアスキャナ（形F3ZN）
エリアスキャナは、検出エリアを通過す
る物体の形状や大きさを把握するセン
サーで、工場の生産ラインで製品の識別
や状態の把握に使われています。

部品や原材料などの仕入先様から必要な情報をインターネット経
由で収集する「部材含有化学物質調査支援システム」（Rechs）と、その
データを用いて環境を保証した製品開発を可能とする「環境保証製
品設計支援システム」（E-Warps）を開発しました。E-Warpsは2004
年4月から運用を開始し、その活用を促進するために順次機能追加を
図っています。当初は設計段階での活用機能を先行リリースし、その

環境保証製品設計支援システム（E-Warps）開発

製品のリサイクル・リユース事例
使用済みのATM（現金自動預金支払機）を回収して解体・分別し、

原材料へのリサイクルやメンテナンス用部品としてのリユースに、
2001年度から取り組んできました。2004年度は4,013台の使用済み
ATMを回収し、99.5%のリサイクル率を達成しています。
この事業は2004年度下期に日立オムロンターミナルソリュー

環境を保証した製品を継続的にお客様に提供するために、開発業務の
見直しや、お客様への情報提供業務などの幅広い検討を行い、これらの業
務を支援する情報システムの開発を実施しました。業務を支援する情報
システムは、国内外のグループで利用できるPLUS（部材選定支援システ
ム）とE-Warpsがあります。PLUSは新製品開発及び設計変更の初期段階
で法規制に対応した部材の選定に利用しています。E-Warpsは新製品開
発検討、設計変更検討やデザインレビューなどに利用し、今年度から規制
化学物質を削減した製品を発売しております。また、お客様へ製品の環境
情報を提供する業務にも利用しています。
今後これらの情報システムを活用し、2006年3月末、全世界のオムロン製
品を「環境を保証した製品」にするという目標に向けて加速していきます。

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

技術統括センタ  高度生産システムグループ
藤政  智郎

・スイッチング・パワーサプライ（形S8VS）
パワーサプライは、商用電源の交流電
圧（AC100Vや200V）を安定した直
流電圧（DC24Vや5V）に変換する装
置です。

回収ATM

後は部材選定支援や顧客への情報提供支援、そして製品の履歴管理支
援機能等を段階的にリリースし、機能を充実させてきました。また、
E-Warpsの利用可能な対象拠点も日本国内限定から海外拠点へと拡
大し、2005年3月にシステムとしてほぼ完成の域に達しました。今後
はE-Warpsを活用してグローバルでの規制化学物質全廃の取り組み
を推進していきます。

「環境を保証した製品」提供を
サポートしています

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告
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■ 排出量（t）　■ 最終処分量（t）　　　再資源化率（％）

　 生産事業所再資源化率（％）　　非生産事業所再資源化率（％）

廃棄物の推移（国内）

廃棄物の推移（海外）

2002

2003

2004

（年度）
3,882

4,102

4,183

78

30

5 91

2002

2003

2004

（年度）
2,964

2,931

676

670

552
2,625

■ 生産事業所排出量（t）　　　■ 非生産事業所排出量（t）
■ 生産事業所最終処分量（t）　■ 非生産事業所最終処分量（t）

14

70.9

72.9

74.7

国内：生産15事業所
　　 非生産23事業所（02年度7事業所、03年度15事業所追加、04年度1事業所追加）
海外：生産15事業所

280

431

510

97.2

95.1

99.591.5

73.0

76.5

41

事業活動を通じた環境負荷低減

廃棄物削減

「ゼロエミッション─事業活動で発生する廃棄物を単純焼却や埋
め立て処分することなく100%再資源化、再利用化すること」に取り
組んでいます。
2004年度には、国内生産15事業所が「ゼロエミッション工場」とな
り、非生産23事業所中1事業所（東京本社）が達成しました。
今後、国内非生産事業所においては2006年度に、海外生産事業所
においては2007年度に全事業所で「ゼロエミッション達成」を目標
に掲げ取り組んでいきます。
すでにゼロエミッションを達成した国内生産事業所では、より高
次な資源の循環的利用のためにサーマルリサイクルからマテリアル
リサイクルへと再資源化のレベルを高め、5つの事業所がその社内基
準を達成しています。今後もこの取り組みを残りの事業所へと拡大
していきます。
こうした取り組みの結果、2004年度の国内生産事業所の再資源化
率は99.5%となり、非生産事業所でも91.5%となりました。
一方で事業量の増加にともない、排出量は2003年度より国内合計
で約160トン増加しました。そのため今後はさらなる排出量の削減
に向けた取り組みを強化していきます。
海外も事業量増加にともない、排出量は約300トン増加しました
が、再資源化率は向上しています。海外においてもゼロエミッション
の達成と排出量削減の取り組みを強化します。

ゼロエミッションの取り組み

廃棄物処理の適正化を推進するため、オムロンと廃棄物処理業者
（収集・運搬業者、再資源化業者、処分業者）との間で処理委託契約を締
結し、マニフェスト伝票（産業廃棄物管理票）を適切に運用・管理して
います。さらに排出した廃棄物の処理内容について処理場の現地確
認を定期的に行っています。
また、経済産業省の「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバ
ナンスガイドライン」策定（2004年9月）を機に社内チェックリストを

廃棄物適正処理への取り組み
新たに作成し、全事業所一斉に全契約業者との状況確認を行いました。
廃棄物処理の適正化と再資源化率を高めていくには、廃棄物処理
業者とのパートナーシップが重要と考えています。そのために産業
廃棄物処理委託契約書とマニフェスト伝票管理を適正かつ効率的に
行い、廃棄物処理の適正化をより確実なものにするために廃棄物一元
管理システムの導入を計画しています。

省資源の取り組み
オムロンは持続可能な循環型社会の構築に向けて、限りある資源
を有効に利用するため、資源投入量を減らすこと、循環利用量を増や
すことを追求しています。具体的には、排水の再利用による水使用量
の削減、ペーパレス化や両面・縮小コピーによるOA紙使用量の削減、
製品の省資源化設計やインラインリサイクルによる金属材料・樹脂材
料投入量の削減、文具、事務用品のグリーン購入の推進など、さまざま
な活動により資源の有効利用を推進しています。

OA紙使用量の推移（国内）

資源投入量の推移（国内）

137
84

131

119

■ 生産事業所での使用量（t）　■ 非生産事業所での使用量（t）

■ 金属材料使用量（t）　■ 成形材料使用量（t）

8,751
2,187

6,539
2,476

7,807
3,768

（年度）
2002

2003

2004

（年度）
2002

2003

2004

127

132
・NOx. SOx排出量  ・水使用量  ・PCB保管量  
・BOD. COD排出量  ・PRTR実績  ・グリーン購入量  
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また、環境啓発の取り組みとして「環
境家計簿」を発行して社員に配布すると
ともに、「オムロンニュース」「環境掲示
板」などを活用し、社員との環境情報や
施策内容の共有化を図っています。

成形廃材のインラインリサイクル
オムロンリレーアンドデバイス（株）では、製造工程で発生する成形廃材

（ランナー）を再生利用するインラインリサイクル技術を確立しました。
その結果、2004年度は新規購入の成形材料を200トン削減しました。成形
材再生利用の技術確立は、μmオーダーで制御したい部品にとって物性値（寸
法など）がバージン材の5～数10倍と大きくばらつくため困難でした。さま
ざまな課題を1つ1つ解決し、再生利用技術を確立した成形材の種類を増や
すことにより、ゼロエミッションへの貢献と、省資源に大きく寄与することが
できました。

取組事例

環境教育/啓発
環境経営を推進するための原動力となる従業員一人ひとりの環境
意識とそれを行動へと移す実践力の向上を目指して、環境教育・啓発
の強化を図っています。
2004年度は本社主催で階層別環境教育プログラムを実施し、また
環境e-ラーニングのコンテンツに「環境科学・技術」「環境監査・監査技
術」の2つを追加しました。2005年度には6コンテンツを追加し、国内
関係会社へも展開を図っていきます。

教育体系・啓発活動一覧表

環境保全活動に積極的に取り組み、その結果や計画をさまざまな
媒体を通じてステークホルダーに開示してコミュニケーションを深
めていくことは、持続可能な社会を実現していくための有効な手段で
あるとオムロンは考えています。
公器性報告書の作成、ウェブサイトからの情報発信、展示会への出
展などに積極的に取り組み情報開示を進めています。
これからも、さまざまな媒体で当社の取り組みを知っていただく
とともに、ステークホルダーとの対話に一層注力し、寄せられたご意
見、ご要望を今後の活動に反映していくことに努めていきます。

環境コミュニケーション

社外表彰一覧表

成形廃材（ランナー）のリサイクルフロー

再生混合材

バージン材 再生材

粉砕材ランナー

冷却カットした樹脂 溶融し押し出した樹脂

環境展示会・広告
オムロンの環境貢献商品、環境活動を
紹介し、多くの人々からのご意見・ご要
望を頂戴するために、環境関連展示会へ
の出展や新聞、雑誌などマスメディアを
使った企業広告を行なっています。
地域コミュニケーション
京都商工会議所主催の小学生を対象
とした環境学習事業に参加しています。
2004年度は京都市内の2校で出前授業を
行いました。
・伏見板橋小学校（5年生78名）
・宇多野小学校（5年生84名）

高度純水再利用システム

コンテナリターナブルシステム

エコプロダクツ 2004

環境出前授業

水の循環利用
水口工場では半導体のウェハ洗浄工程に1日あたり約400㎥の純水を使用し
ています。純水には高い純度が要求されるため排水の再利用は非常に困難です
が、水口工場では1997年に高度純水再利用システムを導入し、洗浄工程で1日
あたりに使用する純水の25%、約100㎥を
再利用しています。
オムロンでは洗浄や冷却などで大量に
水資源を使用する事業は少ないため、こ
れまで全社的な削減目標は設定していま
せんでした。しかし、今後は全社的な削減
目標を設定し、水資源の有効活用の取り組
みを進めていきます。

コンテナリターナブルシステムの運用
オムロンの流通センタでは、2002年度より特約店様間での製品輸送に、再
使用可能なコンテナリターナブルシステムを導入し、継続運用しています。
2004年度には、コンテナ利用対象の見直しを行い、国内製品輸送の約35%
（2003年度比約5%増加）をこのリターナブルシス
テムで対応しています。2004年度は輸送量増加に
より、物流用ダンボールの購入量は増加しましたが、
リターナブルシステム導入によって、1年間で約105
トンのダンボールを削減することができました。
今後は、特約店様間に加えて、流通センター工場
間へのコンテナリターナブルシステムの導入を進
め、さらに梱包用ダンボールの削減に努めます。

環境e-ラーニング

オムロンの「公器性」について

2004年度のハイライト

オムロンの社会報告

第三者コメント

オムロンの環境報告
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CO2排出量と原単位推移（国内）
（年度）

（基準年）
1995

2002

2003

2004

CO2排出量推移（海外）

生産事業所（t-CO2） 非生産事業所（t-CO2） 1995年の生産高原単位を0とした改善率（％）

2002年の生産高原単位を0とした削減率（％）

9,218

13,295

15,053

47,601

42,486

44,642

54,068

（t-CO2）

（年度）
2002

2003

2004

25,060

38,796

50,187

0

-14

-18

0

0

46

66

国内：生産15事業所
　　 非生産23事業所（02年度7事業所、03年度15事業所追加、04年度1事業所追加）
海外：生産15事業所

地球温暖化ガス排出量削減

地球温暖化対策の推進は、現在および将来の社会に対して負うべ
き責務として最も重要なテーマであるとオムロンは考えています。
2004年度は各事業所で右のように目標を設定し、空調温度の適正
化、離席時のPCモニター電源OFF、こまめな消灯といった日常管理の
徹底を基本として、熱源設備、空調、照明への高効率システム、設備の
導入などに取り組みました。
しかし、国内生産事業所においては猛暑による空調稼動増加、建屋
増設、生産量増加などの影響でエネルギー使用量が増えた結果、CO2
排出量は54,068トンとなり2003年度よりも約9,500トン増加する
とともに、エネルギー使用効率改善の指標である生産高原単位（単位
生産高あたりのCO2排出量）も18%悪化しています。非生産事業所に
おいても、猛暑の影響だけでなく、クリーンルームなどのエネルギー
消費の多い施設が増えたため約1,800トン増加しています。
CO2排出量を削減するために、2005年度は各事業所の予実管理を
徹底するとともに、事業所を統轄する各カンパニーの省エネ目標の達
成度合いを点数化し、評価するBC環境経営度評価制度を本格的に導
入することで、省エネ対策のさらなる強化を図ります。
また、海外においても事業量の増加により2004年度のCO2排出量
は前年度比約11,400トン増の50,187トンとなりました。
今後、海外、特に中国への生産シフトの加速によりさらなる排出量
増加が予測されることから、中国を重点地区として省エネ取り組みを
本格的に推進していく計画です。

CO2排出量の削減

オムロングループの物流を担うオムロンロジスティクスクリエイ
ツ（株）を中心に、輸送効率向上によるCO2削減に取り組んでいます。
2004年度の国内輸送については、輸送量の減少、大阪-九州（直方）
間に鉄道輸送の導入、物流効率向上により、CO2排出量は2003年度比
300トン削減しました。
一方、海外輸送については、共同輸送など輸送効率向上を継続しま
したが、輸送量が2003年度比約3,300トン増加したことにより、CO2
排出量は約9,900トン増加しました。今後も引き続き、共同輸送など
を継続して実施するとともに、さらなる輸送効率の向上を目指します。

物流でのCO2排出量削減

・エネルギー別使用量
・低公害車の導入状況

事業活動を通じた環境負荷低減

物流でのCO2排出量推移
（年度）

2002

2003

2004

61,405

56,686

66,595

5,938

6,700

6,383

海外排出量（t-CO2）国内排出量（t-CO2）

生産事業所 非生産事業所 1995年の生産高原単位を0とした削減率（％）

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000

20,353
91,482

15,486

16,986

76,132

104,898

国内輸送量（t） 海外輸送量（t）

CO2以外の温暖化ガスは早い段階から使用を削減しており、排出
量はCO2に比べて非常に少なく、2004年度の国内での排出量合計は
CO2換算で1,264トンとなっています。しかし、CO2に比べて数百倍
の温暖化効果があるため全廃に向けた取り組みを行なっています。
水口工場がシリコンウェハのドライエッチングとしてSF6（フッ
素化合ガス）を年間100kg使用しており、フッ酸化合溶液（ウェット
エッチング）など代替方法の検討を進めています。
また、オムロン倉吉（株）で製品の気密性を確認するためPFC（パー
フルオロカーボン類）を年間60kg使用しています。代替薬品への切
り替えや試験方法自体の変更を検討しています。
ATMや自動改札などの保守サービスで使用するエアスプレーに
HFC（ハイドロフルオロカーボン類）が含まれており、年間162kg使
用していました。スプレー使用方法の見直しや手動式のほこり飛ば
し器、ハンディー掃除機への切替えを推進した結果、2005年2月に全
廃しました。

CO2以外の温暖化ガス排出量の削減

国内生産事業所
日本のCOP3目標に基づき、2010年度（COP3の第1約束期間2008～2012年
度の中間年度に設定）に1990年度比-6%の目標に対して各年度目標を設定

国内非生産事業所
ISO14001認証取得を進め、EMS（環境マネジメントシステム）をベースと
した目標を設定

海外生産事業所
生産高原単位改善の目標を設定
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オムロンが出資する（株）パワーシステムでは、次世代型電源
として期待される蓄電装置キャパシタを生産しています。鉛蓄
電池などのように電気エネルギーを化学反応により蓄電する2
次電池と違い、キャパシタは電気のまま蓄電するため物質変化
や性能劣化が極めて少なく半永久的に使えるのが特長です。
パワーシステムが生産するキャパシタ「イーキャス（ECaSS）」

は、独自の回路技術を応用し
た電気二重層タイプです。
基本となる原料は炭素と紙
と電解液で、鉛などの有害物
質を含まず高効率なエネル
ギー利用が可能です。また、
従来では成し得なかった大

容量化や低コスト化を可能とするため、環境の世紀にふさわし
い理想的な蓄電システムとして期待が寄せられています。
応用例としては、太陽光・風力などの自然エネルギーの蓄電、
ハイブリッド自動車や鉄道車両の駆動・回生用電源およびデジ
カメなどのモバイル電源※など多彩な用途が広がっています。
すでに日本南極地域観測隊でも駆動用電源としてパワーシス
テム製キャパシタが採用されています。

1997年の「気候変動枠組条約第3回締約国会議」（COP3）にお
いて採択された『京都議定書』が2005年2月16日に発効しました。
同日、作田社長より国内グループ全社員に向けてメッセージを

送り、議定書が採択された京都に本社を置く企業として、この議定
書に定められた削減目標（1990年度比-6%）を達成すべくグルー
プ全社をあげて取り組んでいくという決意をあらたにしました。

コージェネレーションシステムの導入
発電の際に発生する排熱を冷暖房や給
湯などの用途に有効利用するコージェネ
レーションシステムを積極的に導入して
います。これまで4事業所に導入して年間
2,000万kWhを発電、CO2換算で約6,000
トンの削減に貢献しています。2005年度
には綾部事業所に導入し、年間1,000トン
の削減を目指しています。
太陽光発電システムの導入
1996年度より太陽光発電システムの
導入を開始し、現在までに6事業所で発電
を行っています。2004年度の発電量合計
は約10万kWhで、CO2換算で約40トンの
削減効果がありましたが、全CO2排出量
の0.1%にも満たない低い水準となって
います。CO2を排出しないクリーンエネ
ルギーを今後も導入していきます。

対　象 省エネ対策

照明
空調
熱源
モータ

その他

蛍光灯のインバータ化
インバータ化、デマンドコントロール導入
吸収式冷温水器導入、ポンプインバータ化
高効率モータへの交換、インバータ化
氷蓄熱システム導入、中央管理システム導入
高効率トランスへの交換、断熱フィルム貼付など

これまでの省エネ対策事例

京都議定書目標達成に向けて
～1990年度比-6％をオムロングループ全社で目指します～

これまでの取り組み

具体的には、これまでの社内の省エネ取り組みの継続、強化に
加えて、太陽光・風力などのクリーンエネルギーの積極的な導入
や京都メカニズムの活用により、オムロングループとして議定
書目標を達成します。そして、我々のコア技術である「センシン
グ&コントロール技術」をより強くし、省エネやCO2削減に貢献
する製品、サービスの創出を目指します。

オムロンではISO14001認証取得を進め、EMS（環境マネジ
メントシステム）をベースとした省エネ活動に取り組んできま
した。各事業所において2010年度の達成目標とその目標に向
かっての各年度目標を設定しています。
90年代後半からこれまでに以下のような省エネ対策に投資
し、年間約10,000トンのCO2削減を実現しました。
2004年度は空調機の省エネタイプへの更新やモータのイン
バータ化を中心に省エネ投資を行いました。

2004年度は国内全事業所で排出量が大幅に増加し、COP3に
基づく目標値を約8,000トンオーバーしています。このまま推移
した場合、2010年度には目標値を約10,000トンオーバーする
見込みとなっています。
この対策として、全生産事業所やエネルギー使用量の多い非
生産事業所を対象に空調、照明、生産設備などのエネルギー消費

量を再調査して今後の省エネ対策を立案し実行していきます。
また、COP3目標をISO未取得事業所へも対象拡大し、目標設
定と削減対策の取り組みを開始します。
このような社内対策とあわせて京都メカニズムなど外部から
の排出権の調達を2006年度から開始する予定です。

「ECaSS」

コージェネレーションシステム

京阪奈イノベーションセンタ
では年間4.8万kWhを発電

南極ラングホフデでの測地計測

課題と今後の取り組み

安全で環境にやさしい電気二重層キャパシタの開発

※ デジタルカメラ程度の電源容量の場
合、これまで1時間程度かかっていた
充電時間をわずか5分程度に短縮する
高速充電性能を備え、原理上性能が劣
化することはありません。
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第三者コメント

麗澤大学　国際経済学部　教授

高　巖

オムロングループ　
「企業の公器性報告書 2005」に対する意見

2005年5月24日

　多くの企業が報告書の名称を「ＣＳＲ報告書」や
「サステナビリティ・レポート」などと変更している
が、そんな中で、貴社はあえてこれを「公器性報告
書」と呼んでいる。その理由は、おそらく、1959年
に制定された「社憲」の理念がＣＳＲのエッセンス
を先取りしていたからであろう。もっとも、ＣＳＲを
理念のレベルにとどめていれば、それは論外である
が、貴社はこれをかなり具体的なレベルにまで落し
込んでいるとの印象を持った。
　そもそも、事業活動のキー・コンセプトが、人と機
械をマッチングさせること、人がより創造性を発揮
できる社会を構築すること等となっている。このコ
ンセプトで製品開発に務めれば、それ自体が実は
社会貢献ということになる。
　本業以外に目を転ずれば、貴社のＣＳＲに対す
る姿勢はもっとはっきり見えてくる。たとえば、特例
子会社を活用した障害者雇用について、筆者は特
に高い評価を与えたい。貴社にあっては、ハンディ
を負った人たちが自らの創造性を発揮し、製品づく
りや職場づくりに務めておられる。そうした職場を
提供し、またそこでの成果を事業活動に活かそうと
する経営姿勢。これは、多くの事業者が学ばなけれ
ばならない点と強く感ずる。
　さらに、経営理念を担保するものとして、ＣＳＲ推
進・支援体制についても言及しておきたい。まず透
明性を高める上で不可欠となる企業統治に関して
は、執行と監視を明確に分離し、社外の目を積極
的に取り入れていること、取締役会の機能を監視
に特化させていること。その上で、リスクマネジメン
トの中核的機能を担うグループの企業倫理行動委
員会や環境委員会が置かれ、さらに社長直轄の
ＣＳＲ総括室が設置されている。これらの委員会や
部署が常設されたことで、貴社のＣＳＲに対する継
続的改善が一層進むことになるとの感想を持った。
　たとえば、2003年度に試行導入された、各カン
パニーの環境取り組みを点数化する「環境経営度
評価制度」は、社内に競争原理を導入することで、
オムロンとしての環境経営を促してきた。過去の経
験等を踏まえ、この評価制度が今後さらに改善・強

化されるため、グループとしての取り組みは一層高
いレベルを目指すことになると思われる。規制物質
全廃に向けたシステム（E-Warps）構築について
も、同様の印象を持った。
　こうした取り組みの中で、筆者が最も高く評価す
るのは、実は同社が自らの抱える課題を披露し、そ
の解決に向けて、一定の方向を示している点であ
る。サイト内部環境監査の実施と改善事項の指摘、
海外の生産拠点に対する調査と課題の抽出、グロ
ーバル・コンプライアンスの成果と課題など。これ
らは、問題を直視しその解決に取り組む意志がな
ければ、決して報告書に記載したい内容ではない
はずだ。その意味で、まさにここに貴社の強いコミ
ットメントを感ずるのである。
　これらの評価を行った上で、報告書の記載に関
する課題点を指摘したい。基本的に、報告内容は、
ステークホルダー別に整理され、読み手には分か
りやすいものとなっているが、過去から現在、そして
将来に向かう流れがより鮮明に見えてくれば、さら
に読みやすい報告書となるのではなかろうか。
　環境への取り組みについては、達成状況の数値
化や目標年度が示されているが、社会性報告の箇
所については、現状報告あるいは過去から現在ま
での推移を示すにとどまっている。つまり、今後の
方向や着地点が具体的に見えない、というのが率
直な印象である。
　たとえば、従業員内訳の中で、女性の割合を○○
パーセントにまで高める、中国などの海外生産拠
点における環境問題をどこまで解決する、海外に
おけるリスクの洗い出し作業を再度実施する、いく
つかの地域を特定した上で海外の二次・三次サプ
ライヤーの労働環境に関する調査・監査を行う。こ
うしたテーマを並べた上で、その達成目標年度等
を掲げてもらえれば、貴社の将来に向けての動き
が見えてくるのではなかろうか。またそれと同時に、
目標年度を示すことで、読者は、オムロンのＣＳＲに
対するコミットメントの強さを、より明瞭な形で感
じとるのではなかろうか。今後の検討課題として考
慮して戴ければ幸いである。
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「企業の公器性報告書2005」
第三者のコメント
オムロン株式会社
代表取締役会長　立石義雄　殿
代表取締役社長　作田久男　殿

１．CSR体制構築及び今後の展開への期待
　オムロンでは2004年10月にCSR総括室を新設し、
CSR活動を強化しました。2004年度はCSR活動の大
枠を整理し、今後の活動につなげることが主な活動と
なっていました。2005年度は、本業においてCSR活動
をより一層推進し、事業の公器性を高めていく計画を
既に立てています。また、The Global Leadership 
Network（GLN）への参加を通じて、CSR活動を指標
化し、評価するツールの作成にも積極的に取り組んでい
ます。このように本業においてCSR活動を推進していく
こと、更にCSR活動を数値化し、明確に評価していこう
という姿勢は非常に高く評価できます。
　今後の課題としては、第1に、ステークホルダー、特に
社会全般に対してのコミュニケーションの推進が挙げ
られます。特に本業において、事業の公器性を高めてい
く際に、NGOとのパートナーシップの構築の検討をお勧
めします。第2に、女性を含めた人材の多様性の強化が
挙げられます。長期的な観点から人材の多様性の確保
に向けた施策を実施することが必要です。第3に、CO2
排出削減への取組の強化です。2004年度は国内生産
事業所・物流領域ともに全体でのCO2排出削減目標を
達成できませんでした。京都議定書も発効し、企業の
CO2排出削減への対応に対する社会の視線も一層厳
しさが増していくと思われます。多様な手法を考慮した
CO2排出削減対策の実施が必要です。

２．水口工場での取り組みについて
（１）地震リスクへの迅速な対応
　水口工場は設立が1975年と古く、また滋賀県震源
の地震が発生した際には、高震度が予測される地域に
あります。そこで、水口工場ではリスクの重点課題を地
震対策とし、地震への対策に真摯に取り組んでいます。

2005年5月25日
　第三者コメントの目的は「企業の公器性報告書2005」（以下、「同報告書」という。）に記載された重要な社会面・
環境面の取り組み及びその記載内容に関して、特徴、成果、改善点、今後の方向性についてコメントすることを目的と
しています。コメントするために以下の手続きを実施しています。
　1. CSR担当取締役（明致親吾取締役副社長）へのインタビュー
　2. 本社、水口工場における視察及びヒアリング
　3. 同報告書の最終原稿の通読

オムロングループ全体でも地震は重点リスクの１つであ
り、対応を2004年3月からとっていますが、このように
工場において独自にリスクを的確に判断し、速やかに対
応をとっていく姿勢は高く評価できます。
（２）適切な環境保全活動
　水口工場では、所属する統括事業部全体の環境シス
テム管理責任者が常駐し対応していることもあり、CO2
排出削減、RoHS対応、廃棄物管理等の環境保全活動
はヒアリングの範囲では適切に実施されています。

３．昨年度指摘事項の改善状況― CSR活動のグロー
バル展開への課題

　昨年度指摘した事項として、本社でオムロングループ
全体の社会・環境情報を管理する体制が十分ではない
ことがあります。
　オムロンは1999年にカンパニー制に移行しました
が、その際に、世界の各地域統括会社の管理機能が各
カンパニーへ移されました。法律、会計、知的財産等に
ついては、本社でのグローバルな管理が実施されてい
ますが、環境、社会等を含めたCSRに関しては、各カン
パニーが基本的には管理することになっており、本社で
のグローバルな状況の把握が十分になされているとは
言い難い状況であり、この点では昨年度と大きな進展
はありません。
　今後の課題は、オムロングループが的確にCSR活動
を展開していくためにも、グループ全体の状況を正確に
把握できるCSR体制の構築が挙げられます。特に中国
は、「第2のオムロン」として力を入れている地域です。本
社において状況をタイムリーに把握し、速やかに対応で
きる体制がより強化されることが望まれます。
※このコメントは、報告書の記載情報の収集と報告に関するプロセ
スの有効性や信頼性を述べるものではありません 
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