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皆様により深くご理解していただくために作成しまし
た。Corporate Profile
（会社案内）
とCSR
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Reportをひとつにし、
事業活動を通じた、
人
や社会、
地球環境との関わりをご紹介しています。
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CSR 情報について
対象範囲

● 対象範囲：連結 34 社 ● 対象期間： 2014 年 4 月1日～ 2015 年 3 月31日

参考としている
ガイドライン

● 環境省
「環境報告書ガイドライン 2013 年版」
● GRI「サスティナビリティ・レポーティング・ガイドライン
（第 3 版）
」
● 国際標準化機構
「 ISO26000 」

本報告書

基本的な管理体制と 2014 年度の新しい取組みを中心にご紹介しています。

ホームページ

本報告書の内容を含む、
活動全体の情報を公開しています。
Web サイト CSR ／環境 http://www.alpine.com/j/csr/

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

2016 年 6 月を予定しています。
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アルパインの事業、CSR に関する情報は、
本冊子と Web でご紹介しています。
（注意）本報告書には、当社グループの過去と現在の事実だけでな
く、発行日時点における計画や見通し、経営計画・経営方針に基づ
いた予測が含まれています。これらは、現時点で入手できた情報
に基づいた仮定ないし判断であり、世界経済の動向、地球環境の
変化などに影響を受けるため実際とは異なる可能性があります。
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トップメッセージ
トップメッセージ

Top Message

モービルメディア・イノベーションカンパニーとして
持 続 可 能 なモビリティ社 会 に 貢 献 する

アルパインを取り巻く環境変化

動車メーカーのニーズに応えるコックピットディスプレイ
などの新領域を加えて、
進化させています。

自然、政治・経済、市場環境など、私たちの生活・ビジネス

ア ル パ イ ン で は、2014 年 か ら の 3 年 間 を
『 VISION

を取り巻く変化はますます激化しています。近年は、干ば

2020 』達成への足場固めの時期と位置づけ、様々な面か

つ、土砂災害など思いもよらぬ自然災害が発生すると同時

ら成長基盤の構築を図っています。事業展開においては、

に、ウクライナ問題や国際テロなど、世界経済に影響する

多彩なアプリやサービスを車の中で安全・快適に利用でき

地政学的リスクも顕在化し、今まで以上に変化やリスクを

るスマートフォンとの融合型商品の発売や、ドライバーの

見据えた企業経営が求められるようになっています。また

体や心をとらえる新しい HMI（ヒューマンマシンインタ

自動車業界においては、中国や米国に牽引されて新車販売

フェース）といった先端領域への研究開発、さらには次世

台数 1 億台へ向けて拡大しつつある一方、自動運転分野へ

代の車載プラットフォーム開発におけるアライアンスな

の異業種からの参入が続くなど、新たなビジネス環境が生

ど、競争力の強化に向けた動きを加速させています。アル

まれつつあります。そしてカーエレクトロニクス業界に

パインは事業活動のすべてにおいて、グループ全従業員が

おいても、
「 クルマの情報端末化」
「 ドライバーのニーズの

ワンチームとなり、革新的で創造的な商品・サービスを提

多様化」がさらに進展し、車載情報機器には、スマートフォ

供できるよう、取り組んでいます。

ンとの連携など新たな車載インフォテイメントへの対応
がより一層求められています。こうした中でアルパイン

持続的に成長する企業として

は、市場の変化をとらえながらグローバル SMD（ Sales・
『 VISION2020 』
、さらにその先に向けて、アルパインは

の貢献―」の具現化と位置づけて、事業活動と一体となっ

「 3 つの C
（ Connect, Change, Cost ）
」を重要視していま

た CSR 活動を推進してきました。2014 年度は、CSR 活

す。1 つめは、
Connect。市場やお客様をはじめとしたあら

動と事業活動の結びつきを強化するために、より戦略的な

ゆるステークホルダーの皆様とのつながり、
連携、
絆を大切

CSR として、社会価値と企業価値の両立を追求する CSV

にします。2 つめは、
Change。激動する社会、環境、市場競

（ Creating Shared Value：共通価値の創造）の視点を導

争の変化に対応するため、アルパインも変化し続けます。

入し CSR 経営を加速しています。あわせて、ステークホ

た企業ビジョン
『 VISION2020 』とその実現のための中期

そして 3 つめは、
Cost。企業として健全経営を持続してい

ルダーの意見を反映した CSR 活動を計画的に実行するた

事業計画を策定しました。
『 VISION2020 』
では、
「あなたの

くため、
コスト意識をしっかり持って活動していきます。こ

め、社会とアルパイン双方にとっての重要課題（マテリア

カーライフを豊かにするモービルメディア・イノベーショ

れらの 3 つの C を持つ人材を軸とした経営により、社会的

リティ）の明確化も行いました。お客様、株主・投資家の皆

ンカンパニーを目指します」
をビジョンステートメントと

責任を果たしながら持続的な成長を目指しています。

様、サプライヤー様、従業員、そして本拠を構える福島県い

Manufacturing・Development ）体制を強化し、自らの変
革に挑戦しています。

事業領域を進化させる
アルパインは 2014 年度、
2020 年の到達すべき姿を描い
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し、
お客様の期待を超える感動と喜びのプレミアムカーライ

企業には今日、社会や地球環境への責任を果たすだけ

わき市をはじめ各拠点の地域社会の皆様と共に、アルパイ

フを提供する企業となることを宣言しています。事業領域

でなく、ステークホルダーと連携して、社会課題を解決す

ンはモビリティ社会に貢献する価値創造に挑戦し続ける

も AVNCD
（ Audio・Visual・Navigation・Communication・

る存在となることが期待されています。アルパインは、自

ことをお約束します。

Drive Assist ）
に、
車内と外部をつなぐクラウドサービス、
自

社の CSR を「企業理念―個性の尊重、価値の創造、社会へ
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代表取締役社長

2015 年 6 月
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商品紹介

Navigation
カーナビゲーション

お 客 様 の 期 待 を 超 える

BIG X Premium【日本】
X701D-A【欧州】

プレミアムカーライフを 提 供 する

業界最大 10 インチモニターを搭載する車

Audio・Visual・Navigation・Communication・Drive Assist の

ても 2013 年より提供を開始し、
対象車種

種専用カーナビゲーション。海外におい

事業領域から、
多彩な機器 ･ システムを発信しています。

を拡大しています。

Communication

Visual

スマートフォンアプリ

AV ヘッドユニット

TuneIt【北米・欧州・アジア】

iLX-007【北米・欧州・アジア】
洗 練されたフラットデ ザインで、
Apple
CarPlay を高音質、
高画質で提供します。

商品紹介

Products

アルパインのスマートフォンアプリ
「 TuneIt 」
とリンクし、
クラウドを使った様々なサービス

リアビジョン

を受けることができます。

PXH12-RB-AV【日本】
地デジや DVDを後席からも11.4 インチ
の大画面で楽しめます。車室内の空気を
きれいにするプラズマクラスターが搭載
されています。

Drive Assist
バックビューカメラ

Audio

スピーカー

HCE-C1000【日本】
暗い場所でも明るくクリアな画像を表示し、
スムーズな駐車をアシストします。

アンプ

PKG-F171SW【日本】

PDR-V75【北米・欧州・アジア】

ヴェルファイア / アルファード専用設計・

5 チャンネル高音質デジタルパワーアン

専用チューニングで最高の音を提供し、

プで、
多彩なシステムに対応します。

オーナーの満足度
を向上させます。

S

y s t e m

S

o l u t i o n

アルパインは機器同士をリンクさせることで、
ドライブの安全・快適を広げます。

たとえば、
ルームカメラでとらえたリアシートの様子をカーナビ画面に映すことで、
後ろのお子様を振り返ることなく見守れるといったシステムを提案しています。
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会社概要／財務ハイライト
地 域売上げ 状 況

仕向け別売上げ 状 況

日本

販 売・生 産・開 発 のグローバルネットワークを 基 盤 に

音響機器
事業

9%

米州

アジア他

企 業 価 値 の 最 大化 に 取 組 みます

21%

37%

23%

会社概要／財務ハイライト

Profile / Financial Highlight

情報・通信機器事業

79%

欧州

31%

主要財務データ
S
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3000
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2500
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2,012 2,029

2000

S M

売上高
（連結）

（億円）

S

120

40

500

20

0

0

H

統括拠点（ Headquarters ）

30

S

販売拠点（ Sales Base ）

25

M

生産拠点（ Manufacturing Base ）

20

D

開発拠点（ Development Base ）

15

13/3

14/3

15/3 （年/月）

配当金

（円）
35

23

11/3

13/3

14/3

15/3 （年/月）

自己資本比率
63.7

64.9

65.1

13/3

14/3

67.4

60.4

60

20

12/3

70

25
20

56

（%）

30
20

98

80

1000

12/3

115

111

100

2,223

60

11/3

営業利益
（連結）

（億円）

1500

S

S

2,945

50

10
5

0

0

11/3

アルパイン株式会社
設立年月日

1967 年 5 月 10 日

従業員数

259 億 2,059 万円

東

京：〒 141-8501 東京都品川区西五反田 1-1-8

本社
所在地

電話：0246
（ 36 ）4111（代表）

株式上場

東京証券取引所市場第一部

発行済株式総数

8

69,784,501 株
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11,107
10,835 11,058

11,608

11,343

代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
取締役
取締役
取締役

アジア
欧州

14%

10000

アメリカ
14%

8000

役員
160,000,000 株

14/3

15/3 （年/月）

11/3

12/3

15/3 （年/月）

従業員 グローバル分布

FAX：0246
（ 36 ）6898

（連結ベース 34 社合計：2015 年 3 月 31 日現在）

車載音響機器事業、車載情報通信機器事業

会社が発行する
株式の総数

いわき：〒 970-1192 福島県いわき市好間工業団地 20-1

従業員数推移（連結）

（人）

12000

FAX：03（ 3494 ）1109

11,343 名

事業内容

13/3

従 業員関連データ

電話：03（ 3494 ）1101（代表）

資本金

12/3

3%

中国

38%

日本

31%

宇佐美 徹

米谷 信彦
梶原 仁
小林 俊則
田口 周二
河原田 陽司

常務取締役
常務取締役

森岡 洋史
水野 直樹

取締役
取締役
取締役

遠藤 浩一
池内 康博
片岡 政隆

6000

0
11/3

12/3

13/3

14/3

15/3 （年/月）

社外取締役 長谷川 聡子
常勤監査役

飛田 勝美

監査役

江尻 和繁

社外監査役

小島 秀雄

社外監査役

柳田 直樹
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企業理念
企業理念

Corporate Philosophy

環 境 変 化 に 対 応しながら 、
不 変 の 価 値 を 追 求します
アルパインは、企業理念の実現を追求していくための経営サイクルをベースに日々の活動を行っています。
目指すべき方向
（企業ビジョン）
や達成すべき事業目標を
従業員全員で共有しながら、
人と組織の力で目標と夢の達成に挑戦します

企 業 理 念

アルパインにおける
マネジメントフレーム

アルパインは、
人々の心を大切にし、
仕事の質を高め、
活力に溢れた魅力ある企業を目指します。
企業が永続していくための
不変の価値

企業理念

到達すべき
目標／姿

1「個性の尊重」

VISION2020
ビジョンステートメント

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

アルパインは、
あなたのカーライフを豊かにする
モービルメディア・イノベーションカンパニーを目指します。

企業ビジョン

アルパインは時代をリードする先進技術に挑戦し、

行
市場環境
変化

経営戦略／
計画・目標

目標と実績
の比較

中期経営計画／
事業予算

人々に喜びをもたらす新しい価値を創造します。

動

3「社会への貢献」

行動指針

指
針

経営管理／マネジメント

2「価値の創造」

アルパインは品位ある製品の提供を通じ、

創造・情熱・挑戦

従業員全員が共有する
行動基準

明日の豊かな社会作りに貢献します。

私たちは、
新たな価値の創造・ものづくりに
日常行動

事業領域
アルパインは 2005 年より、事業領域を
AVNCD
（オーディオ・ビジュアルを中
心としたエンターテイメント領域、
ナビ
ゲーション・コミュニケーションを中心
としたテレマティクス領域、
ドライブア
シスト領域）と定義しています。2014
年 3 月に策定した企業ビジョンでは、
AVNCD を進化させ、車室内と外部を結

情熱を持って果敢に挑戦しつづけます。

日常業務

ビジネスモデル
アルパインの事業は、
世界の自動車メー
カーからの高度な要求に、多彩な機器・

ビジネス規模
の拡大

システム提案で応える
「 OEM ビジネス」

新製品展開

と、
ドライバーの皆様に顧客価値の徹底
追求からうまれたアルパインブランド
を提供する
「市販ビジネス」を 2 つの軸
としています。

受注

自動車メーカー様向け
OEM 製品
開発サイクル

新技術
先行導入

市販製品
開発サイクル

アルパインが 市販製品で具

ぶ
「クラウド」
、
未来のクルマづくりの高
度なニーズに応える
「コックピットディ
スプレイ」
へと対象を広げています。

市場の創造

現化した先進技術、あるいは

共同
ワークショップ

OEMへ
先行提案

創出した価値をOEM製品へ。
OEM製品で培った品質、信頼
性を市 販 製品へ。OEMビジ
ネスと市販ビジネスの相乗効
果が、ブランド価値の向上と
事業拡大を加速させます。
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アルパインのCSR

アルパインの C S R 活 動 は 、

アルパイン CSR ガイドライン

CSR 推進体制図
内部統制部会

企 業 理 念 を 具 現 化 する

コミュニティ参画

事 業 活 動 そのものです

人権

ALPSグループ
CSR関連部署

公正な事業慣行

アルパインの企業価値と社会価値を両立する CSV
（ Creating Shared

企業統治

アルパインの CSR 活動の位置づけ

・説明責任
・透明性
・倫理的な行動
・ステークホルダーの利害の尊重
・法の支配の尊重
・国際規範の尊重
・人権の尊重

RC部会※
情報管理部会

連携

全体原則
消費者課題

労働環境･社会部会
労働慣行

CSR委員会
リスクマネジメント部会
CSR推進
事務局

環境管理部会
サプライチェーン部会
消費者部会

環境

Value：共通価値の創造）
が日常業務の中で推進され、
CSR ガイドライ

※RC
（リスクマネジメント&コンプライアンス）
部会

ンを基軸とした CSR 委員会が活動の達成をサポートします。

ISO26000 が定める事項を網羅する、各部会によって構成されていま

企業理念

グループとしての方針の明確化とグローバルステークホルダーからの

企業ビジョン

アルパインのＣＳＲ

Alpine CSR

CSR ガイドライン

す。部会ごとに年次目標、
アクション計画を策定し、
PDCA サイクルをま

要求に対応するため、企業理念／ ISO26000 をベースに作成した CSR

わしています。海外現地法人、
ALPS グループとも連携をとりながらグ

活動の重点課題ごとに
「ありたい姿」
を表した指針です。

ローバルに活動しています。

達成
中期経営計画／
事業予算

CSV

経営管理／マネジメント

活動

サポート
行

CSR 委員会

動
指
針

日常業務

社会的な価値と企業の価値を
両立するために

みを強化しました。事業活動において、
社会課題の解決、
環境
への配慮、
地域との連携などをテーマに、
CSV 視点での取組
みをスタートしています。

アルパインは、
CSR 活動を
『
「企業理念」
を具現化するため

さらに、
社会やステークホルダーの皆様からの期待に応じ

の事業活動そのもの』
と位置づけています。アルパインが永

た活動を進めるために重要課題
（マテリアリティ）
の特定を

続していくための不変の価値である
「企業理念」
、
それを実現

行いました。2015 年度以降は、
それらの課題をCSR 中期計

するために目指すべき姿
「企業ビジョン」
を全従業員で共有

画に反映するとともに、
KPI(Key Performance Indicators:

し、
従業員一人ひとりが CSR の担い手として日々の業務に

重要業績評価指標）
を設定し、
レビューなどによるPDCA サ

あたっています。また、
グローバルな視野から自社のCSR 活

イクルを実践していきます。

動を検証するために、
国際標準規格 ISO26000を手引きとし

アルパインは、
従業員が一体となってバリューチェーンの

て独自のCSR ガイドラインを策定し、
活動を進めています。

すべてにおいてCSR を推進していくことが、
社会的責任を

2014 年度は、
より戦略的なCSR 活動の推進に向けて、
社会

果たすと同時に中長期的に成長していくための基盤になる

にとっての価値とアルパインとしての企業価値を両立する

と確信しています。引き続き、
「企業理念」
を具現化するCSR

CSV
（ Creating Shared Value：共通価値の創造）
への取組

活動の継続的なレベルアップに取組んでいきます。
CSR委員長 専務取締役  

12
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作は大きな社会問題となっています。

Chapter : 01

アルパイン製品に
期待される価値

アメリカでは NHTSA
（国家道路交通
安全局）※ 2 によって車載機器向け HMI
（ヒューマン・マシン・インタフェース）
に関するガイドラインが出されており、
それらへの対応がアルパインへ期待さ
特集 座談会

れる価値のひとつと言えると思います。

CSR事務局 経営企画室

第2国際OEM部

白石 港

大久保 翼

サウンドシステム開発部

先行共通開発部

多田 新

林 修平

大久保：私は営業担当者として自動車
メーカーのお客様と接する中で、
「 品質
の向上」
「燃費の改善」への要望が日々高
まっているのを感じています。また、ド

商品企画部

田園 千秋

代表取締役社長

法務部

ライバーディストラクション※ 1 への対

宇佐美 徹

渡辺 寛菜

応など「安全・安心」や
「使いやすさ」への

Case : 01
ドライバーディストラクション

要求も強くなってきています。

Feature
特 集：座 談 会

一人ひとりが考える
アルパインの CSV

「画面の大型化」が進んでいます。カーナ

向上／改善のための軽量化や省エネに

ビゲーションはいろいろな情報をドラ

つながる高効率化が課題となっていま

イバーに提供するわけですが、その画面

す。つまり高音質と環境負荷軽減の両立

を大きくすることでボタンや表示も大

が求められています。

きくなり、高齢者でも使いやすくなりま

宇佐美：よく価値創造と言われますが、

す。その他、スマートフォンが普及し、

商品に求める価値というのは、人それぞ
れで多様化しています。ですからアルパ

う要望が高まっていますが、操作をしな

インとしてはターゲットとなるお客様

がらの運転は違法ですので、
「 いかにス

を絞り込んだうえで、求められる価値を

マホとカーナビゲーションを融合させ

具現化することが大切です。

るか」も商品企画の大きなテーマとなっ

渡辺：私は昨年、
「 30-40 代の子育て女

Apple CarPlay 対応専用機器

ています。

性」をターゲットに、アルパインが提供

2014 年秋、車室内で Apple 社の iPhone®
をより安全、快適に使うための CarPlay に
対応した車載機器をいち早く欧米市場に
投入しました。iPhone®を簡単に接続し、
多彩なアプリを利用できるだけでなく、
Apple の世界観と親和性の高いデザイン

できる価値を検討するプロジェクトに
参加しました。社外の方も含めて、いろ
いろなメンバーが集まり、ターゲット層
のカーライフや生活全般に関する困り

Case : 02

を追求した製品となっています。

ごとや悩みごとについて議論しました。

アルパインは、
事業活動にCSV
（共通価値の創造）
の視点を組み込み、
社会課題の解決に貢献

といった女性が車室内に求める価値が

い不安を解消したい」
「清潔に保ちたい」

しながら企業として成長していきたいと考えています。アルパインが商品・サービスを通して

林：2 人の話と関連しますが、事故につ

社会に提供できる価値について、
様々な部門のメンバーと宇佐美社長が意見交換をしました。

ながる運転中のスマホや車載機の操

●バックカメラ

「ドライビングシミュレータ」
を使って、
市
街地、高速道路など、様々な走行中の状況
を再現しながら、
車載機器を操作するドラ
イバーの心理的負荷
（脈拍など）
を計測し、
多様な機能を安全に使いこなすことがで
きるHMI の研究にいかしています。

「スマホをクルマの中で使いたい」とい

そこでは、
「 運転中に子供の顔が見えな

安全・安心

見えてきました。

※ 1 ドライバーディストラクション：車載情報機器の操作、同乗者との対話など、ドライバーの意識が運転時に運転
以外のことに向けられることで、安全な運転を妨げられること
※ 2 自動車交通の安全管理を受け持つ米国運輸省の内局

環境配慮・省エネ

快適・使いやすさ
●大画面カーナビ

●ジェスチャー操作

●ナビゲーションの
エコルート検索

●視線検知

● EV ※ 1 専用ナビ

2
● HMI ※（音声操作など）

●渋滞ルート検索

●メカレスヘッド
ユニット

※ 1 EV：Electric Vehicle
アルパイン 会社案内/CSRレポート 2015/2016

多田：カーオーディオについては、燃費

社会課題を解決する商品・サービスの創造を目指して

商品・サービスづくりにおけるアルパインの CSV 視点

14

田園：
「使いやすさ」で言うと、商品では

※ 2 HMI：Human Machine Interface

Driver Distruction

Apple CarPlay
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Chapter : 02

一人ひとりが
チャレンジする
価値創造

関する常識を取り払ったことで、新しい

ではの機能開発に取組みました。社会の

価値を創出したという市販ビジネスで

トレンドにアルパインの付加価値をど

の 1 つ の 成 功 事 例 で す。一 方、
OEM ビ

れだけ付けていくかが、今後は重要にな

ジネスにおいては、常識を取り払うこと

ると思います。

に加えて、新たなニーズの先取りが求め

林：私の部署では、
「 快適で使いやすい

られます。市販ビジネスと OEM ビジネ

コックピット」という価値を目指してい

ス、それぞれの成果を融合することで、

ます。NHTSA のガイドラインでは、
「ク

アルパイン独自の価値をつくっていく

ルマの走行中に複雑な操作をさせない」

ことができると思います。

けカーナビゲーションは、間違いなくこ

「操作を何回も行わせない」という車載

れからの社会に求められる価値のひと

機器の HMI に関する指針が示されてい

つだと思います。その中でアルパイン

ます。そのためドライビングシミュレー

は、運転中のエネルギー消費を抑えるエ

タを使って、実際に走行している状況下

コルート機能、チャージステーションへ

Case : 03
EV 専用カーナビゲーション
バッテリー残量、
走行モードを考慮して、
お
およその航続可能距離を表示するなど、
EV
自動車専用ナビならではの機能を搭載し
ています。航続距離が目的地まで足りない
場合、
エネルギー効率の高い
「 ECO PRO 」
モードへの切り替えや、
最寄の充電ステー
ションへの立ち寄りを提案してくれます。

Enterprise Value

Social Value

その結果にもとづき、
「 簡単に操作でき

で車載機器がそのガイドラインをクリ

るカーナビゲーション」
「 後部席の見守

アしているかを評価できる体制を整え

りカメラ」
「 駐車をスムーズにするカメ

ていますが、こうした評価体制そのもの

ラ」など女性の運転への不安を軽減する

もアルパインがクルマづくりに提供で

商品パッケージを提案することができ

特集 座談会

大久保：私が最近担当した電気自動車向

のガイダンス機能など電気自動車なら

価値あるオーディオ製品を積極的に提

Chapter : 03

求められる価値を
生み続けるために

案していきたいですね。
渡辺：私は法務部に所属していますが、
新しい技術や製品ができてからではな
く、企画や開発の段階から法務が加わる

きる価値ではないかと思います。

林：私が担当するコックピット開発は、

多田：私も自分の仕事に、クルマづくり

まさに先取りの領域です。センサー技術

値創造に寄与したいと思います。

に対する価値を感じています。設計開発

を使って、ドライバーの生体情報と連動

白石：CSR 事務局としては、全従業員に

を担当したフレッシュ・エア・サブウー

した新しい HMI の開発に、外部の企業

田園：期待される価値を、
そのまま提供す

自分の業務と社会価値の関係を意識し

ファーを提案した時は、
「 スピーカーが

とも協業しながら取組んでいます。

るだけではお客様に満足していただけ

ていただけるように働きかけていきた

小さくなったおかげで、車室内のデザ

宇 佐 美：先 行 開 発 で 注 意 し た い の は、

ません。かといって、メーカーの一方的

いと考えます。従業員がお互いに CSV

ました。

ことによって、他部門と一体となって価

インを変えられる」という点を、自動車

「メーカーの論理」に陥らないこと。エ

な押し付けも受け入れられません。
「お

への意識を高めあうことでアルパイン

メーカーのお客様からとても高く評価

レクトロニクス業界では、新技術でマー

客様の声を聞く」
ということを基本に、
ア

の CSV がより推進されていくのではな

していただきました。

ケットを作り出そうとしても、それが世

ルパインがどのような価値を提供すれ

いでしょうか。

Case : 04

の中のニーズに合わず失敗してしまう

宇 佐 美：現 在、女 性 の 活 躍 に 注 目 が 集

ば感動していただけるのかを考えなが

ケースが多々あります。既成概念にとら

まっていますが、我々が関わっているも

ら商品企画業務に携わっていきます。

われず、真にお客様から望まれる価値を

のづくりの世界でも、もっと女性が活躍

大久保：皆さんの意見を聞いて、自動車

追求していく必要があります。

できるはずです。男性の技術者だけがも

メーカーのお客様の先にいる、エンド

白石：お客様が本当に求めるものを探る

のづくりをするのでなく、よりマーケッ

ユーザーの皆様を考えた価値提案がよ

フレッシュ・エア・サブウーファー

という点では、先ほどの「 30-40 代の子

トに近い女性や若者が発想したアイデ

り一層求められてくると感じました。

自動車メーカー様向けスピーカー「フレッ

育て女性」に絞って車室内へのニーズを

アを生かす環境をつくっていきたいと

検討するプロジェクトは、理想的な取組

思います。

シュ・エア・サブウーファー」では、旧モデ
ル比容量 86％、重量 80％削減という大幅
な小型・軽量化を達
成すると同時に、コ
ンパクト化しながら

田園：
「車室内を変えられる」という意味

みですね。

では、大画面カーナビ BIG X も同様で

渡辺：女性のプロジェクトメンバーが

も音質の向上も追
求 し、
10db 出 力 UP
を実現しています。

す。それまでの常識だった 7 インチサイ

議論しただけでなく、ターゲット層の

子育て女性向け商品パッケージ

ずは CSV について語る場を持つことが

ズを超える、
8 インチ、
9 インチといった

グループインタビューやユーザーアン

重要です。そうすれば、どのような取組

大型画面のカーナビを車種専用設計で

ケートも実施し、そこで
「女性は運転に

提供し、多くのドライバーから支持をい

苦手意識を持つ人が多い」
「 特に子供を

ただきました。

乗せて運転する際には安全への意識が

宇佐美：BIG X は、既存の商品サイズに

高まる」といったことがわかりました。

30-40 代子育て女性の暮らしやカーライ
フのスタイルを想定し、車室内のどんな
ニーズを持っているのかを考察。
「 子供を
見守りながら運転に集中したい」
「 いつも
車内を清潔にしたい」
といった生の声をと
らえた商品パッケージにまとめました。

Car Navigation for EV

16

Fresh Air Subwoofers
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宇佐美：日常的に、CSR や CSV について

Case : 05

考えることは簡単ではありませんが、ま

みが価値創造に結びついているか、いな
いかといった振り返りもできますし、何
林：先行開発の技術者として取組むべき

が不足しているかを考える機会ともな

要素技術はいろいろありますが、業界の

ります。CSV についてのコミュニケー

ガイドラインへの対応だけでなく、今後

ションやチェックを継続し、お客様から

はそこにいかに付加価値をつけていく

望まれる価値を追求することで、アルパ

かを心がけていきます。

インは商品・サービスを通じて社会へ貢

多田：今回の話にあったように、お客様

献しながら成長を続けていけると確信

に寄り添い、かつ発想の転換をはかる姿

しています。

勢を大事にしながら、高音質で高効率な

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2015/2016
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Marketing

アルパインの
事 業 活 動

アルパインの事業活動

マーケティング

アルパインの事業活動 ─ マーケティング

未来価値を創りだしていく人と技術のネットワーク
アルパインは、
世界中に拠点を展開しながらお客様のカーライフを豊かにする
革新的で独創的な商品・サービスの創造を目指しています。
事業活動のすべてにおいて、
お客様視点を徹底追求しながら、
そして地球環境や社会との関わりを重視しながら、
アルパインにしか提供できない価値を創出しています。

生 産
資材調達
研究開発

マーケティング

お客様と対話を重ねて
お客様視点の価値創造に取組む
アルパインは世界中のお客様の声に耳を傾けて、それぞれのニーズや期待
を超えた商品・サービスを提供します。独自の技術力、企画力を発揮しな

品 質

サービス

がら、
お客様満足の向上や新たな市場の創出を目指します。

活動 お客様の
事例 「車種専用カーナビ」
を提案
お客様視点の追求から、
「車種専用カーナ
ビ」
という新市場を生み出しました。お客様
のマイカーの車種専用にチューニングさ
れたカーナビゲーション、
そして後席モニ
ター、
バックビューカメラによってカーライ
フの満足度向上を実現します。新たに登場
する人気車種にもスピーディーに対応し、

各国のモーターショーに出展

多くのお客様から支持をいただいています。

多くの皆様にアルパイン体験を
日本、
北米、
欧州、
中国、
アジアなど世界各国のモーターショーやエレクトロニクス
関連の展示会に出展。最新の商品・サービスやアルパインのテクノロジーを体験
していただくと同時に、
お客様の生の声をいただいたり、
自動車メーカーの皆様と
交流する機会としても活用しています。

18
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Research and
Development
アルパインの事業活動

研究開発

安心・安全な運転をサポート

リアカメラによる運転支援システム
普及が進むリアカメラをベースとした運転支援システムの開発に取組んでい
ます。斜め後方の車両の存在を知らせ高速走行中の車線変更を支援するBSI
(Blind Spot Information) 、
車線逸脱に対して警報を発するLDW(Lane Departure
Warning)、
駐車場での後退出庫を支援する CTM (Cross Traffic Monitor) など運転

アルパインの事業活動 ─ 研究開発

シーンに応じた様々な機能を提案しています。

活動
事例 小型・省電力化と
高性能化を両立
独自の音響設計技術により、
総重量を従
来比 60%、
設置面積を従来比 50% もの
小型化を達成したLight Weight Amplifier

次世代のコックピットを見据えて

を開発しました。燃費への影響を最小限

イノベーションを創出
コア技術を深耕し、

に抑えるだけでなく、
左右対称レイアウト
基盤の採用によるノイズ対策などプレミ
アムアンプにふさわしいスペックを実現
しています。

高機能かつ信頼性の高い商品を支える技術基盤の強化へ、
そして新市場を
切り拓く新技術の確立へ。アルパインは、培ってきたコア技術を深耕し、
車載情報機器・システムのイノベーションに挑戦します。

アルパインの R&D

市場をリードするための技術領域 H E A D S
アルパインは先進的な商品を創出するための技術領域を設定し、
研究開発を進めています。

20

Human Machine Interface

人と車載機器の快適なコミュニケーション

Evaluation

フィールド評価とシミュレーションの融合

Acoustic

車載音響スペシャリスト

Digital Media & Mechatronics

市場をリーﾄﾞするメディア／メカニズムオリジナリティ

System Integration

多機能大規模製品

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2014/2015

・ドライバーフレンドリー ・ビッグデータ活用
・サーバー連携パーソナルHMI ・車室内高画質表示
・車載機評価ナレッジ ・Driver Distraction 評価
・高信頼性シミュレーション
・車載音質の追求 ・音質処理技術 ・多重情報サウンド
・車内外の操作・動作音
・先端メディアの車載機取り込み ･クラウド車載機連携
・高品位稼働メカニズム ・コスト追求メカニズム
･安全文化・品質マネジメント進化 ・顧客／市場別高品質要求の実現
・車載機と車両BUS 取り込み連携 ・車車間通信キャッチアップ

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2014/2015
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Material Procurement Manufacturing
アルパインの事業活動

アルパインの事業活動

資材調達

生産

アルパインの事業活動 ─ 資材調達／生産

より付加価値の高い部品を求めて
世界のサプライヤーと連携
製品に求められる信頼性を確保するために、
そして従来にない機能を生み
出すために。アルパインは、適正な品質とコスト、
さらには地球環境や社会
的責任を重視しながら、
グローバルに調達活動を展開しています。
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活動 サプライヤー様への
を
事例 「業況報告会」
各地で実施
アルパインは、
サプライヤー様とのパー
トナーシップの強化に努めています。日

各地の市場に密着しながら
高品質なものづくりを追求
アルパインは、
Made In Market を基本方針に、日本、北米、欧州、中国、ア

本国内において年 2回、中国、北米、欧州

ジアを五極とした生産のグローバルネットワークを構築。各地の市場ニー

地区においてそれぞれ年1回、
「業況報告

ズや需要の変化をタイムリーに反映する製品供給体制をとっています。

OEM向けディスプレイ製品梱包のコンパ
クト化により1カートンの搭載個数が 5台
から12台となり、
輸送1回あたりの積載量
を増加することができました。こうした梱

会」
を開催し、
経営トップ自らが生産・販売

包の改善は、
「カートンのサイズ変更」
や
「梱

状況ならびに購買方針の説明を行い、
信

包部材の変更」
といった面でお客様にもご

頼関係の構築に努めています。

協力をいただくことで実現しています。

先行開発の購買活動

進化する生産ネットワーク

最適なクオリティ＆コストで新製品を

人と情報がつながる新しい仕組みづくり

新規の部品を使う新製品の開発にあたっては、
部品調達を担う購買部門と設計を

より高品質で効率的なものづくりのために、
アルパインは生産体制のさらなる高

担う技術部門が連携します。要求される機能を効率よく、
しかも高い信頼性で実

度化に取組んでいます。より戦略的で迅速な経営判断を可能にする生産マネジメ

現するために、
それぞれの知識・ノウハウをあわせながら、
クオリティ & コストの

ントシステムの導入を進めるとともに、
各拠点の人材育成とグローバルなグルー

バランスがとれた部品を選定しています。

プ連携の強化を図り、
競争力の向上を目指しています。

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2014/2015

活動
事例 サプライチェーンの
環境負荷を低減
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Quality

Services

アルパインの事業活動

アルパインの事業活動

品質

サービス

アルパインの事業活動 ─ 品質／サービス

車載環境に特化した評価体制のもと
信頼性の高い製品をお届けする
走行中の振動や衝撃、
日照や温度変化などの過酷な環境下での安定動作や、
ユーザーの使いやすさを実現するために、
「 総合評価センター」や
「テスト
コース」
での実地試験を行い、
そこから得られた様々なデータと高精度解析
を元にした品質評価体制を確立しています。

活動
事例 重要な品質問題を
グループで共有
過去の品質問題を風化させないよう、過
去の品質問題に起因する事故内容やその

全社をあげてお客様に寄り添い、

あらゆる面からサービス向上に取組む
様々な流通店舗や国内外の自動車メーカー様を通じてエンドユーザーの

現物、
ご迷惑をおかけしたお客様の声を

皆様に届けられるアルパイン製品。自社の生産工場からお客様のもとに

展示する
「重要品質展示室」
をいわき本社

至るまでのロジスティクス、さらに販売後のサポートについて継続的な改

に設けて、
これを活用した研修を全従業
員に義務づけています。2015 年は生産・

24

を行い、
研修の対象を拡大しました。

善を図っています。

を追求しています。ご登録いただいたお客
様へは、
新商品・サポート情報の案内など
ます。また、
お客様の声を商品企画部門に
フィードバックすることで、
さらなる魅力

顧客満足度調査

お 客 様 の 期 待 を 超 え る「 魅 力 品 質 」へ

総合的にサプライチェーンを評価

アルパインは、
理想とする製品の品質を
「魅力品質」
と定義しています。魅力品質と

「品質」
「システムサプライ力」
「ビジネススピード」
「アフターサービス」
など、
アル

は、
製品機能の優劣だけで無く、
お客様のカーライフに期待以上の価値を提供する

パインは自社のサプライチェーンに関わるあらゆる要素について顧客満足度を調

ことで、満足を超えた
「感動」
を体験していただける製品が持つ特性です。アルパ

査しています。リサーチ結果から浮かび上がった課題への対策は、部門の中期計

インは、
魅力品質を備えた製品でアルパインファンを増やしていきます。

画へ反映し、
取組み状況は、
定期的にモニタリングしています。

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2014/2015

インフォメーションセンターでは、
双方向
コミュニケーションによってお客様の満足

を通じて、
継続的な関係づくりに努めてい

設計を担うグループ会社への出張展示会

独自の品質定義

活動 お客様との
事例 コミュニケーションを
深める

向上にも努めています。

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2014/2015
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CSR活動ハイライ
ト

CSR activity highlight

2014 年度、
アルパインは、
ステークホルダーの皆様の期待に応えながら、
自社のさらなる成長を目指すため、
初めて CSR の重要課題
（マテリアリティ）
を設定しました。
特定した重要課題を中心に、
全グループをあげて CSR 経営を推進しています。

重要課題（マテリアリティ）の特定

社会課題を解決する製品・サービスの提供

重要課題の特定にあたっては、
企業の社会的責任に関する
国際規格であるISO26000 や各種基準を参考に、
「ステーク

映するとともに、
社外有識者からレビューをいただきました。
特定した重要課題は、
当社の重要テーマとして CSR 中期計画
へ反映し、
取組みの進捗を管理するとともに定期的な見直し

性」
の観点から評価を行い、
社内の CSR 委員会での意見を反

を行いながら、
CSR マネジメントの強化を図っていきます。

マテリアリティの特定プロセス
Step

Step

1

2

課題の整理

ステークホルダー
からみた
重要課題の特定

Step

3

Step

4

アルパイン
からみた
重要課題の特定

Step

有識者ヒアリング

5

CSR 計画へ反映

ライフサイクル全体での環境負荷に配慮

アルパインは、ハイブリッド車向けのエネルギーモニ

製品の環境負荷を LCA
（ライフサイクルアセスメント）の

ターを商品化。大画面ディスプレイに、
航続可能距離、
通算

手法で明らかにし、
削減に取組んでいます。例えば、
カーナ

平均燃費などを表示し、
地球にやさしい運転をサポートし

ビゲーションでは、製品の CO₂ 排出は、使用段階での重量

ています。他にも、すべてのカーナビゲーションをアイド

に起因するものが大半を占めることを把握し、
製品の重量

リングストップ対応にするなど、
製品を通じてクルマの燃

削減 ( 部材の削減や軽量化）
、小型化、
そして省電力化を進

費向上を目指しています。

めています。

ＣＳＲ活動ハイライト

ホルダーの関心事の重要度」
と
「アルパインにとっての重要

エコドライブを支える製品開発

カーナビゲーション製品PX-8のライフステージ別CO₂排出量

29,231

（ｇ）

ISO26000 及び
各種基準を参考に
ステークホルダーの
関心事を整理

ステークホルダーの
関心事について
重要度を評価

30,000

ステークホルダーの
関心事について
アルパインへの
影響を評価し
優先度を特定

Step3 で特定した
優先度について
有識者からレビュー
をいただく

Step3,4 で特定した
優先度に基づき、
CSR 中期計画へ
反映する

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
エネルギーモニター画面

マテリアリティ・マトリクス
非常に
高い
●気候変動影響の緩和（GHG※削減）
●再生可能な資源の利用

マネジメント

ステークホルダーからの期待度

●多様な人材の活躍
(ダイバーシティ）
●汚職防止

サプライチェーン全体の CSR 取組み

高い

609
資源部材の 製品の
製造
組み立て

輸送

24
使用
■ 電力起源

廃棄
■ 重量起源

アルパインは、
「資材調達方針」
（ JEITA 一般社団法人電

コンゴ民主共和国とその周辺国の武装勢力が、
希少金属
用鉱物の採掘のために、
強制労働や児童労働といった人権

ドブック」
に準拠）
を作成し、
サプライヤー様と一体となっ

侵害を行い、
これらの鉱物の取引を資金源としていること

●顧客満足とプライバシー保護

て責任ある調達活動に努めています。2014 年度は、
「情報

が国際的な問題となっています。

●地域社会との関わり

セキュリティ」
「環境負荷軽減」
「紛争鉱物への対応」
を重点
テーマと位置づけ、
課題解決に取組みました。

共存・共栄

●説明責任、透明性確保

Partnership

●コンプライアンスの遵守

グリーン調達
非常に
高い

の鉱物を紛争鉱物
（同法において、
「紛争鉱物」
とは、
タンタ
る鉱物のこと）
と定義し、米国の証券取引所に上場してい
る企業に対して、
製品への紛争鉱物の使用に関する情報開

Open and Fair

●従業員との対話・人材育成

2010 年に米国で成立した金融規制改革法では、
これら
ル、スズ、金、タングステン、その他米国国務長官が指定す

公正

●適切な労働条件・職場環境確保

アルパインにとっての重要度

紛争鉱物への対応

子情報技術産業協会の
「サプライチェーン CSR 推進ガイ

アルパイン資材調達方針

●責任ある政治関与

5,419

4,784

サスティナブル・サプライチェーン・マネジメント

●社会課題を解決する
製品・サービスの提供

最 重 要 課 題

●統治構造の整備

23,812

13,372

●サスティナブル・サプライチェーン

●汚染の予防

●自然環境の保護

総排出量：48,021
（ｇ）

示を義務付けています。アルパインは、人権を尊重する立
法令遵守

場からその目的に理解・賛同し、グループ各社やサプライ

Legal
Compliance

ヤー様、
JEITA と連携し、
「 紛争鉱物」の不使用に向けた取
組みを推進しています。

Environment
Friendly

※GHG：温室効果ガス（Green House Gas）
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顧客満足とプライバシー保護
信頼される製品の実現

気候変動影響の緩和
お客様に密着した事業活動

自動車に搭載されるアルパイン製品は、
過酷な環境にさ

アルパインは、お客様視点での製品・サービスづくりを

排熱の活用

環境活動に対する自治体からの表彰

いわき本社では、
排熱の活用による省エネルギーに取組

福島県主催の温暖化防止事業
「福島議定書」
において、アル

追求しています。お客様相談窓口へ寄せられたご意見は、

んでいます。環境試験室は、
多数の大型試験設備が稼働す

アルパインプレ
パイン技研がオフィス部門で最優秀賞※1、

場に届けられます。信頼性評価センターやテストコースで

個人情報を保護した状態で社内共有化され、
製品開発や品

るため高温となり、冬季でも空調による冷却が必要です。

シジョンが製造業部門で最優秀賞の表彰を受けました※ 2。

は、太陽光の反射チェック、砂や埃に対する耐久性の確認

質改善、
経営判断のベー

そこで、
環境試験室に外気
（冷気）
を取込むことで空調を停

また、
2014 年は同じく福島議定書において表彰を受けてい

をはじめ温度・湿度・振動・衝撃・電波・音響など多岐に渡る

ス とし て い ま す。そ の

止し、
試験設備から発生した熱をロビーの暖房として利用

る県内の他企業や地元小中学校との交流をスタートし、
地

項目で品質検査を行っています。

他にも、
製品修理などで

することで、
空調による電力使用量を削減しています。

域における省エネ活動の輪を広げています。

ＣＳＲ活動ハイライト

らされるため、実際以上の厳しい条件での検査を経て、市

ご利用いただいた方の
フォローアップ巡回を
実施するなど、
お客様視
点を追求しています。

信頼性評価センター

店頭でのお客様コミュニケーション

いわき事業所のロビー

福島議定書受賞学校での環境教育活動
※1 アルパイン技研は5年連続の最優秀賞受賞 ※2 計1,856団体中

地域社会との関わり

多様な人材の活躍（ダイバーシティ）

次世代の育成支援

音楽の力で復興支援

個性を活かす

事業所を構える世界各地で、
地域の次世代育成に参加し

「東日本大震災により甚大な被害を受けたいわき市の復

様々なバックグラウンドや個性を持った従業員を擁す

ています。日本では、
アルパインマニュファクチャリング小

興の力になりたい」
という想いを同じくする世界的トラン

ることを、企業の強みとしてとらえ、ダイバーシティを重

野町工場が地元の小中学校へ出前授業
「ものづくり体験教

ペット奏者 日野皓正氏を招いて、
社長の宇佐美自らが率い

視しています。一人ひとりの個性をさらに伸ばし活かすた

室」
を積極的に行っています。また、
タイでも 2011年の大

る社内のビックバンド The Five Stripes がコンサートを

め、
「 人材開発会議」を開催
（年 2 回）
し、若手人材の育成方

洪水で被害を受けたアユタヤ地方の小学校と教材の寄贈

開催
（ 2015 年 2 月）
しました。地元の学生、
約 100 名を招待

針や最適な人事ローテーション、
研修内容などについて議

をきっかけに公開授業などを通じて交流を続けています。

し、
音楽の感動を経験していただきました。

論しています。

アジア 3%

38%

ALPINE ELECTRONICS OF MIDDLE EAST, FZCO
セールス＆マーケティングマネージャー

Syed Khaja Raziuddin

( サイード カージャ ラジウッドディン )

日本
中国

当 地の宗 教や文 化に
配 慮 した 事 業 運 営

31%

ドバイオフィスでは、
イスラムの伝統を尊重し
た労働環境づくりに努めています。稼動曜日は、
イスラム暦にあわせて、金曜・土曜日を休みとし
ています。さらにイスラム教徒が日の出から日の

従業員
グローバル分布

入りまで断食をするラマダンの約一ヶ月間は、
就
業時間を短縮。また、
この期間中は、
イスラム教徒
の従業員の前で食事をしたり、
水を飲んだりしな
米州

タイでの小学生との交流
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招待した学生たちといっしょに

欧州

14%

いことを規則に定めています。

14%
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コーポレートガバナンス

ISO26000 とアルパイン

お客様や社会から信頼される企業へ。

アルパインはグローバルな視点から CSR 活動の継続的な改善をはかるため、

アルパインは、
法令、
社内規定、
社会規範、
倫理などの遵守を

ISO26000 を指針として活用しています。

グループを横断して徹底しています。

2014 年度に新たに実施・拡充した取組みとISO26000 の関連を紹介します。

Corporate Governance

コーポレートガバナンス体制
アルパインは、経営上の意思決定、職務執行の監視 ･ 監
査機関として取締役会を設置しています。取締役を機能別

コーポレートガバナンス体制図（2015 年 6 月現在）

株
報告

選解任

取締役会

2名

社内監査役

2名

選定解職 連携
指示
代表取締役社長
報告

報告

法務部門

人権

内部監査室

管理部門

品証部門

世界の各拠点では、
各々の国の法律などを反映した規定

生産部門

令 遵守方 針」としてまとめて、全 社に展開しています。

技術部門

従業員が守るべき基本ルールを
「 ア ル パ イン 倫 理・法

営業部門

社 会 の 一 員として 公 正･適 切な 行 動をとるために

関係会社（国内・海外）

環境

しています。また、
「 具体的な法務知識の浸透」や
「個人の
意識強化」といった課題に関しても、
e- ラーニングや法務
ニュースなどの社内メディアを活用し、
積極的に取組んで
います。

人

個人情報
差別の禁止

物

製品の安全

財産
情報
取引
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展開しています。

暴力・暴言・性的嫌がらせ・不当な

2014 年教育実績

差別を行わない
製品の安全性・品質に十分配慮する
環境に十分配慮する

会社財産

会社の財産を私的に使用しない

知的財産権

他社の知的財産を侵害しない

企業秘密

企業秘密の漏洩や私的利用をしない

インサイダー取引の
禁止

会社情報の公表前に

贈与と接待

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2015/2016

法務部門が、
地域の特性に応じたコンプライアンス教育を

個人情報を漏洩しない

環境への配慮

公正な取引の推進

コンプライアンス教育
アルパインでは日本・米国・欧州・中国の各拠点に置かれた

アルパイン倫理指針（アルパインの十戒）

当社の株式取引をしない

には契約管理、独禁法、人権・ハラスメント教育、海外赴任
者向けにはエリア別ケーススタディ
（独禁法、贈収賄など）
、

イバーズディストラクション規制（運転の妨げになる機能
規制）、人権・ハラスメントの教育活動も行いました。

消費者
課題

独禁法、英国賄賂防止法、オープンソースソフトウェアの
欧州

従業員の健康増進

-

労使間コミュニケーション
の活性化

社長および役員と従業員の相互理解を目的とした
座談会の開催

-

ハイブリット車向けエネルギーモニターの商品化

27

ライフサイクル全体での環境負荷への配慮

27

環境にやさしい物流

梱包材・梱包方法と流通ルートの改善

23

グリーン調達

サプライヤー様への環境配慮依頼及び現状調査の実施

環境にやさしい事業所

排熱の活用による電力使用量の削減

29

従業員の環境活動

従業員参加型の環境活動拡大と、
それに対する自治体から表彰

29

コンプライアンス教育

国内外主要生産拠点における地域特性に応じた
コンプライアンス教育の実施

30

公正な競争の徹底

高品質製品・サービスの
提供

アフターサービスの徹底

リスク管理、国際契約管理などの従業員向けセミナーを開
催しました。

中国

ました。

韓国

職場内セクハラに関する予防教育を行いました。

コミュティへの
参画及び
コミュニティの
発展

地域社会との関わり強化

-

情報セキュリティ事故対応体制の整備

-

アルパイン構内勤務者全てを対象にした
情報倫理教育の実施

-

新興国お客様・サプライヤー様を対象とした契約書の改訂

-

国内外主要生産拠点における
サプライヤー様向け業況報告会の実施
サプライチェーン全体における情報管理レベルの向上

22

19

過去の重要品質問題についての展示と、
それを活用した研修の実施

24

中国北京評価センターの新設による製品品質評価の強化

-

お客様に来社頂いたその場でのサービス提供の実施

-

「お客様登録」によるユーザーへの
サポート情報配信の仕組み構築

東日本大震災被災地への物資提供による支援
音楽の力による復興支援を目的とした
チャリティーコンサート開催

Web サイトの関連掲載項目
・コーポレート ･ ガバナンス体制
・内部統制システム
・CSR 推進体制
・多様な人材の活用
・人権に配慮した調達
・アルパイン倫理指針
（アルパインの十戒）
・子育て・介護支援
・ワークライフバランスの重視
・従業員の会社満足度調査
・育成環境整備
・従業員の育成
・労働委員会による自己啓発
・職場の安全管理
・健康管理
・メンタルヘルス管理
・震災後の安全と安心

・環境活動の枠組み
・環境にやさしいものづくり
・環境にやさしい物流
・環境にやさしい事業所
・みんなで環境活動
・地球環境に配慮した調達
・環境データ

・コンプライアンス体制
・アルパイン倫理指針
（アルパインの十戒）
・リスクマネジメントの取組み
・災害リスクマネジメント
・情報セキュリティ対策の強化
・資材調達方針

-

各国での技術展およびショー出展の開催

生産拠点における学生向けものづくり教育の拡大

契約基礎知識、独禁法、締結リスクなどの教育活動を行い

常識の範囲を超えて
取引先から贈物・接待を受けない

-

ホールボディカウンター活用による
従業員とその家族の放射能被害不安の緩和

お客様との
双方向コミュニケーション

独禁法、オープンソースソフトウェアのリスク管理、ドラ
米国

27

構内カフェテリアの新設、および食堂サービスの刷新

サプライチェーンを通した
CSR 推進

部門別には営業部門へ独禁法教育を行いました。

独占禁止法など
法令・ルールを遵守する

公正な
事業慣行

-

働きやすい環境整備

情報セキュリティの徹底

新入社員向けには技術者倫理教育、新任マネージャー向け
日本

異文化コミュニケーションスキル向上セミナーの実施

-

各部門による自己チェック

消費者部会

項目を加えて、
より日常の行動と密着した指針として運用

29

女性従業員の活躍推進に向けた「女子会」の開催

環境にやさしい製品開発

リスクマネジメント部会

サプライチェーン部会

当地の宗教や文化を考慮した就業規則の設定

-

労働環境･社会部会

環境管理部会

30

主要拠点にて幹部候補生人材育成プログラムの継続実施

多様な人材の活躍

労働
慣行

関連
ページ

社外取締役制度導入による
コーポレートガバナンスの強化

サプライヤー様 /JEITA との連携による
紛争鉱物不使用に向けた調査実施

内部統制部会

情報管理部会

人権の尊重

連携

報告 指示

RC部会

コーポレートガバナンス体
制の整備

会計監査人

CSR委員会

コンプライアンス体制

組織
統治

本冊子で紹介する 2014 年度 新規／拡充取組み

ＩＳＯ２６０００とアルパイン／コーポレートガバナンス

報告

論理ホットライン

置している監査役設置会社です。経営の健全性を守るため

社外監査役

通報

社内取締役 11名

選解任
報告

（監査役4名）
連携

ルパインは取締役会を監査する機関として監査役会を設

1名

主な取組み項目

会

監査役会

（取締役12名）
社外取締役

総
選解任

監査

率的に職務執行が行われる体制をとっています。また、ア

に、
経営面、
会計面、
法務面等から監査を実施しています。

主

通報

に設置し、
経営責任の所在を明確にすることで適正かつ効

ISO26000 and Alpine

25
28
28

・お客様視点のものづくり
・お客様相談窓口の取組み
・お客様とのコミュニケーション
・品質取組みの教訓
・グローバルでの品質向上取組み
・信頼される品質の実現
・感動を生む品質への挑戦
・環境にやさしいものづくり

・次世代の人材育成
・教育支援チャリティ
・職場訪問
・地域との交流 ･ 対話
・NPO 法人設立への参画
・清掃活動
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31

www.alpine.com

2015 年 6月発行

