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Topics

新卒採用
新卒採用プレエントリー、各種セミナー、エントリーシート受付中
です。

from ME
人と歴史・宇宙・テクノロジー・エコ・広告宣伝。三菱電機を5つ
の側面からご紹介します。

ニュースリリース

2019年04月04日 ルーマニアの国際空港向け晴天時風観測用「空港気象ドップラーライダー」を受注

2019年03月28日 三菱エレベーター「NEXIEZ-LITE MRL」発売のお知らせ

2019年03月27日 「三菱電機SOCIO-ROOTS基金」による2018年度寄付実績のお知らせ

2019年03月27日 三菱電機パワー半導体「1200V SiC-SBD」発売のお知らせ

2019年03月26日 DIC株式会社の5事業所に太陽光発電設備を一括納入

ニュースリリース一覧



三菱電機イベントスクエア
METoA Ginza ウェブサイト 

三菱グループのポータルサイト 三菱電機 公式Facebookページ 当サイトの開発・運用・保守業
務

展示会情報 広告／宣伝



事務系 2019年10⽉
⼊社

技術系 2019年10⽉
⼊社

事務系 2020年4⽉
⼊社

技術系 2020年4⽉
⼊社

エントリーに関する重要なお
知らせ
事務系・技術系総合職（⾃由応募）は、
エントリーシートの提出・テストセンタ
ー受検・WEB適性検査受検の全てが完了
した時点で、本エントリーとなります。

締め切り間近のエントリー期⽇をチェッ
ク！

S C R O L L  D O W N

T O P I C S

全国各地で随時開催予定の各種セ
ミナーについてご覧になれます。



三菱電機を「知る」
C O M P A N Y

三菱電機グループは、「グローバルで、豊かな社会構築に貢献する環境先進企業」を目指し、幅

広い分野で国内だけでなく、世界規模での社会性・公共性の高い事業を展開しています。

実は世界のインフラ電機

発電、水道、交通、通信など

社会のインフラとして働く「電機」なのです。

ほんとうの総合電機

多彩な事業、技術、ノウハウのシナジーにより

新たな価値をつくりだしていく、「総合」電機なので

す。

自動運転に貢献する技術シナジー



1 2の事業分野
総合電機メーカーである三菱電機の

広範な事業領域を12区分でご紹介します。

経営戦略
三菱電機グループの経営戦略を ご覧になれます。

三菱電機の技術
よりよい社会作りを支える 幅広い技術をご紹介します。

製作所・研究所
全国に広がる三菱電機の製作所・

研究所を地域別・分野別にご紹介します。



事務系

C a r e e r  P r o f i l e
大木 幸司
/ 営業

技術系

C a r e e r  P r o f i l e
入江 恵
/ 設計・開発・技術管
理

技術系

C a r e e r  P r o f i l e
平岡 利枝
/ その他企画・管理等

事務系

C a r e e r  P r o f i l e
木元 薫
/ 営業

技術系

C a r e e r  P r o f i l e
高坂 麻里奈
/ 設計・開発・技術管
理

Career Profile 〜先輩のキャリア〜 Project Interview

S p e c i a l  C o n t e n t s
女性エンジニア特集

三菱電機で活躍する女性エンジニアの
ワークライフバランスや、 各種セミナーなどをご紹介し

ます。

特集を見る

三菱電機の「仕事」と「人」
W O R K S

世界中で人々の暮らしや社会を支える三菱電機の広範な事業領域や最先端技術、スケールの大き

なプロジェクトに携わる社員の挑戦をご紹介します。

職種紹介
事務系、技術系問わず全社員が ものづくりを支える一員です。

その幅広い活躍の場をご紹介します。

f r o m五大陸
海外駐在社員ブログ



三菱電機で「働く」
S Y S T E M

社員の成長に合わせた能力開発を支援する、各種支援制度や社員一人ひとりの豊かな生活を支援

する、様々な制度をご紹介します。

人材育成 福利厚生・各種制度 女性の活躍推進



採用基本情報
R E C R U I T

採用メッセージ
求める人物像や 採用グループマネージャー

からの
メッセージをご覧になれます。

採用コンセプト
「理想と、競おう。」の

メッセージをご覧になれます。

採用データ
採用者数の推移や配属先部門実績を

ご覧になれます。

内定者の声
当社の内定者に行った

様々なアンケートをご覧になれます。

よくあるご質問
応募方法や採用に関して、

毎年数多く 寄せられるご質問をご紹介しま
す。

秋季採用制度
制度や応募資格、

制度を利用した先輩社員をご紹介します。

募集要項・選考フロー・
応募受付期間

募集対象や待遇、
プレエントリーから 選考の流れをご覧になれま

す。

セミナー情報

全国各地で随時開催予定の
各種セミナーについてご覧になれます。



プレエントリー マイページ



2019年04月12日

2019年04月11日

2019年04月11日

ニュースリリース
N E W S

「第68回 電機工業技術功績者表彰」重電部門優秀賞を受賞

三菱電機「ETC車載器」新製品発売のお知らせ

「知財功労賞」経済産業大臣表彰の企業部門を初受賞

ニュースリリース一覧

三菱電機東京
2020スペシャル
サイト東京2020オリン
ピック・パラリ
ンピックへの取
り組みをご紹介

先進技術を結集
せよ

持てる技術力を
つないで応え
る、三菱電機の
取り組みをご紹

AREA 
HIGHLIGHTS

地域の特色あふ
れる活動をお伝
えします。

研究開発・技術

最新の研究開発
と技術、三菱電
機技報などをご
紹介します。



12の事業分野
総合電機メーカーである三菱
電機の広範な事業領域を12
区分でご紹介します。

経営戦略
三菱電機グループの経営戦略
をご覧になれます。

三菱電機の技術
三菱電機の最新の技術や研究
をご紹介します。

製作所・研究所
全国に広がる三菱電機の製作
所・研究所を地域別・分野別
にご紹介します。

三菱電機を「知る」
三菱電機の経営戦略、
広範な事業領域をご紹介します。
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■エレベーター ■エスカレーター ■ビル管理システム

■ビルセキュリティー
システム

80年以上の歴史を持ち、これまで約90カ国に昇降機を送り出してきまし
た。国内では3台に1台は三菱電機の昇降機と言われています。またビルマ
ネジメントシステム事業では、入退室管理などのビルセキュリティーシス
テムや、ビルの設備を管理・制御するビル管理システムなどにより、安
全・安心に加え、省エネにも貢献しています。

主な製品

その他製品情報：ビル

総合電機メーカーである 三菱電機の広範な事業領域を12区分でご紹介します。

ビル Building Systems

世界最高品質の昇降機を追求し、ビルの安全・安心を守る。



■シーケンサー ■レーザー加工機 ■サーボ

■産業用ロボット ■配線用遮断器

シーケンサーやレーザー加工機などのFA分野で世界トップクラスのメー
カーとして各国の「ものづくり」を支えています。また、FA技術とIT技術
を活用し、開発・生産・保守の全般にわたるトータルコストを削減し、一
歩先のものづくりを支援するソリューション「e-F@ctory」も展開してい
ます。

主な製品

その他製品情報：産業

■水処理技術 ■航空管制システム

■大型映像装置 ■防災情報システム

高度な社会インフラに貢献するライフラインや公共施設・サービスなど、
生活基盤を築く数々の分野で事業を展開しています。水環境システムや先
端医療を始め、安心・安全な社会づくりへの貢献、そして映像エンターテ
インメントの提供まで、社会が必要とするものをつくり出し、暮らしの質
を高めていきます。

主な製品

その他製品情報：公共・エネルギー

産業・FA（ファクトリーオートメーション）Factory Automation Systems

リーディング企業として日本の、世界の「ものづくり」を支える。

公共 Public Utility Systems

もっと良い未来のために、確かな生活基盤を最先端の技術で。



■タービン発電機 ■保護、制御システム ■真空遮断器

■変圧器 ■受変電システム ■系統安定化システム

■開閉装置 ■太陽光発電システム

創業以来携わってきた伝統あるビジネスであり、発電から送変電、配電に
至るすべてのフェーズにおいて、世界各国の電力インフラの発展に大きな
役割を果たしてきました。クリーンエネルギーの需要が高まる中、スマー
トグリッド関連事業など、新たなエネルギービジネスも積極的に展開して
います。

主な製品

その他製品情報：公共・エネルギー

■車両用主回路システ
ム

■車両用空調装置 ■車両情報管理装置

■電力管理システム ■トレインビジョン ■列車運行管理システ
ム

1964年の開通以来、すべての新幹線において車両・地上システムの開発に
携わってきた技術力。そして、様々な分野で培ってきた電力や通信などの
技術を集結し、省エネにも貢献しています。既に世界30カ国以上で三菱電
機の製品が採用されています。これからも省エネで安全、快適な国内外の
鉄道を支えていきます。

主な製品

その他製品情報：公共・エネルギー

エネルギー Energy Systems

川上から川下まで、国内屈指の総合力で電力インフラを構築。

交通 Transportation Systems

車両用機器・システムをトータルで提供する「鉄道の三菱電機」。



■エンジン電装品 ■電動パワーステアリ
ングシステム

■エンジン制御製品

■カーマルチメディア
製品

■電動化関連製品 ■予防安全製品

世界で初めて製品化した電動パワーステアリングを始めとして、世界トッ
プクラスのシェアを誇る数多くの製品で安全・安心・快適なクルマ作りを
支えています。電気自動車やハイブリッド車の普及、自動運転の実現な
ど、変わり続ける時代のニーズを様々な視点からとらえ、誰もが安全に安
心して利用できるクルマ作りに貢献していきます。

主な製品

その他製品情報：自動車機器

■人工衛星 ■大型望遠鏡 ■人工衛星搭載機器

これまでに世界各国で500機以上の人工衛星開発に参加しています。宇宙
環境を再現できる試験設備を備え、人工衛星の設計・製造・試験を一貫し
て自社内で行うことができます。また、ハワイの「すばる望遠鏡」やチリ
の「ALMA望遠鏡」など、大型望遠鏡の分野でも世界をリードしていま
す。

主な製品

その他製品情報：宇宙・通信

自動車機器 Automotive Equipment

多彩な製品群で、モータリゼーションの発展を下支えする。

宇宙 Space Systems

宇宙という広大なビジネスフィールドで先端技術が活きる。



■光ブロードバンドシ
ステム

■無線アクセスシステ
ム

■ホームICTシステム

■映像セキュリティー
システム

■列車無線システム

インターネットなどの通信インフラ上で、高画質動画コンテンツなど大容
量データを高速でやりとりするために、光ブロードバンドサービスに対応
した製品を手がけています。また、安心・安全な社会の実現に貢献する映
像セキュリティーシステムや、エネルギーの最適利用に向けたスマートグ
リッド用通信システムなど、多彩な製品を通じて豊かな社会づくりを支え
ます。

主な製品

その他製品情報：宇宙・通信

■パワーモジュール ■光デバイス ■高周波デバイス

■TFT液晶モジュール

家電から宇宙まで、機器のキーデバイスとして活躍し、我々の暮らしを豊
かにする半導体・デバイスを提供しています。特にパワー半導体は家電製
品や産業機器、鉄道などの電力制御やモーター制御、風力発電や太陽光発
電などあらゆる分野で活躍。その性能によって各分野で高い省エネ効果を
生み出しています。

主な製品

その他製品情報：半導体・電子デバイス

通信 Communication Systems

情報を「送る」技術で、快適なコミュニケーションを実現。

半導体・電子デバイス Semiconductors & Devices

より豊かな社会を支えるキーデバイスを提供。最先端技術に挑戦。



■ルームエアコン ■業務用空調機 ■低温・給湯・産業冷
熱

ルームエアコン「霧ヶ峰」に代表される住宅用から、ビル用、産業用まで
幅広く省エネ効率の高い空調機を提供しています。一方で冷凍・冷蔵など
の低温分野においても、低温倉庫・食品加工場やアイススケートリンクの
製氷用冷凍機など、流通から産業分野まで幅広い低温システムを提供して
います。

主な製品

その他製品情報：空調・冷熱

その他製品情報：個人のお客様

■液晶テレビ ■冷蔵庫 ■掃除機

■電気給湯機 ■ジャー炊飯器

スマート（賢い・つながる・ムダがない）な技術により、社会・暮らし・
製品・人をつなぎ、明日の暮らしのクオリティ向上を実現する新コンセプ
ト「SMART QUALITY」を展開。快適に楽しく続けられる節電をアシスト
する「節電アシスト」、誰でも「高性能」を使いこなせる「らく楽アシス
ト」を、多くの機種に搭載しています。

主な製品

その他製品情報：個人のお客様

空調・冷熱 Heating, Ventilation & Air Conditioning

暮らしや産業のあらゆるシーンで快適性・省エネ性を求めて。

ホームエレクトロニクス Home Electronics

暮らしの「本質」を見つめた新しいものづくりで、スマートライフを実現。



■ターミナルレーダー情報処理シス
テム

■空港旅客案内情報システム

■エネルギーマネジメントシステム ■大規模セキュリティ―システム

金融機関や製造現場、社会インフラ（交通・航空・空港・電力）、デベ
ロッパーなど幅広い分野において、暗号化を始めとするセキュリティー技
術やIoT技術、及びクラウド基盤の活用により、豊かな暮らしと社会を支え
るITソリューションを提供しています。

主な製品

その他製品情報：ITソリューション

ITソリューション IT Solutions

暮らしのあらゆる場面に、ITで快適・安心・発展を提供。



経営理念・経営方針
三菱電機グループは、「企業理念」及び「7つの行動指針 」に基づき、CSR（Corporate Social 
Responsibility）を企業経営の基本と位置付け、社会課題に対する解決への取組を通じて価値を評価される企業、
すなわち、事業活動を通じて「社会」「顧客」「株主」「従業員」をはじめとするステークホルダーから信頼と満
足を得られる企業を目指しています。

環境問題や資源・エネルギー問題をはじめとする今日的な社会課題に対して、製品・システム・サービスの提供等
によりグローバルに解決に取り組み、持続可能性と安心・安全・快適性が両立する豊かな社会の実現に貢献する
「グローバル環境先進企業」として認められることを目指すことで、グループ全体で持続的な成長を追求いたしま
す。



また、持続的な成長を追求するにあたっては、グループの経営方針として2001年度から実践してきた「成長性」
「収益性・効率性」「健全性」の3つの視点による「バランス経営」を堅持し、更なる企業価値の向上に努めま
す。

コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化にも継続して取り組んでまいります。



経営目標
「質のよい」成長の実現に向けて

三菱電機グループは、もう一段高いレベルの成長を目指し、2020年度までに達成すべき成長目標として「連結売上
高5兆円以上」「営業利益率8%以上」を設定しています。また、今後も継続的に達成すべき経営指標として
「ROE10%以上」「借入金比率15%以下」を設定しています。

2017年度は、連結売上高4兆4,311億円、営業利益3,186億円となり、共にグループにとり過去最高の業績となり
ました。また、2017年度末のROEは12.6%、借入金比率は7.3%となり、継続的に達成すべき経営指標の
「ROE10%以上」「借入金比率15%以下」も達成いたしました。



成長戦略の推進
三菱電機グループの大きな強みは、「制御やパワーエレクトロニクスなどの広範にわたる技術資産」「事業特性の
異なる複数の事業群による事業活動の展開」、および、これらを支える「生産・品質管理・販売・サービス等の全
ての現場に定着した改善文化」です。
これらの強みに基づき、「強い事業をより強く」し、「技術シナジー・事業シナジー」を発揮することをグループ
の成長戦略の核に据え、2020年度までに達成すべき成長目標の実現と、2020年度以降の成長持続に取り組みま
す。



強い事業をより強く

現在は、8つの事業－電力システム、交通システム、ビルシステム、FAシステム、自動車機器、宇宙システム、パ
ワーデバイス、空調冷熱システム－を、成長を牽引する事業群として位置づけ、資源投入や改善活動の推進による
更なる事業の強化に取り組んでおります。これらの成長牽引事業群を中心として、日本・北米・欧州・中国をはじ
め、アジア他の新興市場までグローバルに事業を展開し、各市場のニーズに応じて顧客に評価される価値を提供・
創出し続けることで、持続的な成長の実現を図ります。

技術シナジー・事業シナジー

三菱電機グループの強みを活かし、「技術と技術の組合せ」や「事業と事業の組合せ」による更なる価値創出や競
争力強化を追求してまいります。
具体的には、広範にわたる強い技術資産の最適な組合せによる「技術シナジー」の発揮や、多岐にわたる事業群の
連携による「事業シナジー」の発揮により、個々の製品・システム等における性能・信頼性を向上するとともに、
技術・製品・システム・サービスの組合せを通じて、課題やニーズへの対応力を強化することで、既存の事業領域
における顧客からの評価の向上に加え、新たな事業・市場を開拓してまいります。

成長戦略の推進にあたっては、開発投資や設備投資などにおける高水準の資源投入の継続に加え、「事業拡大に向
けて不足している製品群や技術領域等の補完」「新地域・新市場への進出に際しての販売網・サービス網の確保」
「事業遂行力の強化に向けた人的資源の獲得」の3つの視点から、三菱電機グループの成長に資する協業やM&Aに
も積極的に取り組み、投資成果を最大化してまいります。あわせて、事業の新陳代謝を通じた成長分野への経営資
源の再配分や、将来の成長を支える新たな強い事業の継続的創出により、事業ポートフォリオの強化を図ります。



グローバル戦
略
「強い事業をグロー
バルでより強く」す
るため、事業体制整
備、設備投資を実施
し事業拡大に取り組
んでいます。

強固な経営体質の構築
より強固な経営体質を構築すべく、資本効率の向上にも継続して取り組みます。その方策として、引き続き売上拡
大・原価低減活動・棚卸資産回転率改善活動・売掛債権回転率改善活動・Just in Time改善活動を徹底するととも
に、事業別資産効率指標として2015年度から導入した三菱電機版ROICを継続的に運用し、グループ全体のROEの
更なる改善を図ります。
今後も、安定的なキャッシュフローの創出に努め、戦略的な成長投資の推進や、収益拡大に応じた株主還元の拡大
などにバランスよく配分し、企業価値の向上を図ります。

変革への挑戦
三菱電機グループは、バランス経営に基づいて経営施策を着実に実行していくとともに、コーポレートステートメ
ント「Changes for the Better」を実践すべく、「変革を通して、新たな価値の創出を。」という姿勢を従業員全
員が共有し、三菱電機グループ自身が変革し続けることで、常によりよいものを生み出し続ける企業へ成長してま
いります。



※1
※2

三菱電機では、海外留学制度※1や海外OJT制度※2を積極的に実施し、グローバルで活躍する⼈材を多数育成するこ
とにより、海外事業を拡⼤してきました。 今では売上2兆円を超え、全売上の45％を占めるまでに拡⼤していま
す。

今後も、「強い事業をグローバルでより強く」するための事業体制整備として、引き続き、既存の事業拠点への設
備投資（⽶国︓電⼒⽤変圧器⼯場新設など）を実施するとともに、事業規模の拡⼤が著しい市場に対応するための
製造会社（中国︓FAシステム、⾃動⾞機器、など）や、新市場開拓に向けた販売拠点（インド、ベトナム）の設⽴
だけでなく、2010年11⽉に買収したVincotech社（パワーデバイス事業）のようにシナジー創出を通じて事業を拡
⼤できるM＆Aにも取り組んでいきます。

なかでも、⾼い市場成⻑率が⾒込まれる新興国市場に対しては、特にアジアを中⼼に事業横断的な地域戦略を強化
していきます。既に多くの事業が進出し、事業基盤を築いている中国市場においては、拠点間の連携や事業間の連
携を強化し、三菱電機グループの総合⼒を発揮して更に事業を拡⼤していきます。

また、今後、本格的な事業進出の時期を迎えるインド市場においては、重電システムや産業メカトロニクスなど、
三菱電機グループの中でもとりわけグローバルに強い事業を核にした成⻑市場開拓に取り組んでいきます。

海外の⼤学等へ留学する制度
三菱電機グループの海外拠点にて1年間語学や実務の研修を⾏う制度



（2018年3⽉現在）

経営戦略
三菱電機グループの
経営戦略をご覧にな
れます。

国境を越えた ビジネスが広がり、
現在では海外41カ国に 153社の関係会社を置

く。



先進技術を結集せよ

持てる技術力をつないで応え
る、三菱電機の取り組みをご
紹介します。

研究開発
社会インフラから家庭電器ま
で、研究開発・技術を各分野
ごとにご覧いただけます。

三菱電機の技術
三菱電機の技術力や研究成果をご紹介します。



全国に広がる三菱電機の製作所・研究所を地域別・事業分野別にご紹介しま
す。

※地域・事業分野のいずれか一方でテーマ検索したい場合は、他方は「全て」を選択してください

地域で絞り込む

全国

東北 関東 東海 関西 四国・中国 九州

事業分野で絞り込む

事業分野についての説明はこちら全て

ビル 産業・FA 公共 エネルギー 交通

自動車機器 宇宙 通信 半導体・電子デバイス

空調・冷熱 ホームエレクトロニクス ITソリューション

製作所



※地域・事業分野のいずれか一方でテーマ検索したい場合は、他方は「全て」を選択してください

地域で絞り込む

全国

東北 関東 東海 関西 四国・中国 九州

事業分野で絞り込む

事業分野についての説明はこちら全て

ビル 産業・FA 公共 エネルギー 交通

自動車機器 宇宙 通信 半導体・電子デバイス

空調・冷熱 ホームエレクトロニクス ITソリューション

インフォメーショ
ンシステム統括事

業部

地域

関東（東京・神奈
川）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇

神戸製作所

地域

関西（兵庫）

事業分野

ビル、公共、エネル
ギー、交通、通
信、ITソリューショ
ン

伊丹製作所

地域

関東（東京）、東海
（岐阜）、関西（兵
庫）

事業分野

交通

長崎製作所

地域

九州（長崎）

事業分野

ビル、公共、エネル
ギー、交通、空調・
冷熱

製作所



宙、通信、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

電力システム製作
所

地域

関東（神奈川）、関
西（兵庫）、九州
（長崎）

事業分野

公共、エネルギー、
通信、ITソリューシ
ョン

系統変電システム
製作所

地域

関東（東京）、関西
（兵庫）

事業分野

公共、エネルギー、
交通

受配電システム製
作所

地域

四国・中国（香川）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通

稲沢製作所

地域

東海（愛知）

事業分野

ビル

通信機製作所

地域

関西（兵庫）

事業分野

公共、宇宙、通信、
半導体・電子デバイ
ス

鎌倉製作所

地域

東北（福島）、関東
（神奈川）

事業分野

公共、交通、自動車
機器、宇宙、通信

コミュニケーショ
ン・ネットワーク

製作所

地域

東北（福島）、関西
（兵庫）

事業分野

ビル、公共、エネル

中津川製作所

地域

関東（長野）、東海
（岐阜）、関西（京
都）

事業分野

ビル、産業・FA、公



ギー、交通、通
信、ITソリューショ
ン

共、エネルギー、交
通、空調・冷熱、ホ
ームエレクトロニク
ス

冷熱システム製作
所

地域

関西（和歌山）、九
州（長崎）

事業分野

ビル、公共、空調・
冷熱

静岡製作所

地域

東海（静岡）

事業分野

空調・冷熱、ホーム
エレクトロニクス

京都製作所

地域

関西（京都）

事業分野

ビル、公共、エネル
ギー、交通、通信、
ホームエレクトロニ
クス

群馬製作所

地域

関東（群馬）

事業分野

空調・冷熱、ホーム
エレクトロニクス

名古屋製作所

地域

東海（愛知・岐阜）

事業分野

産業・FA

福山製作所

地域

四国・中国（広島）

事業分野

産業・FA、公共、エ
ネルギー、通信

パワーデバイス製
作所

地域

九州（福岡・熊本）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、半
導体・電子デバイ
ス、空調・冷熱、ホ
ームエレクトロニク

高周波光デバイス
製作所

地域

関西（兵庫）

事業分野

産業・FA、公共、自
動車機器、宇宙、通
信、半導体・電子デ
バイス、ホームエレ
クトロニクス



ス

液晶事業統括部

地域

九州（熊本）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、交通、自動車機
器、半導体・電子デ
バイス、空調・冷熱

姫路製作所

地域

関西（兵庫）

事業分野

自動車機器

三田製作所

地域

関西（兵庫）

事業分野

自動車機器、通信

先端技術総合研究
所

地域

関西（兵庫）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空

情報技術総合研究
所

地域

関東（神奈川）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空

デザイン研究所

地域

関東（神奈川）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空

住環境研究開発セ
ンター

地域

関東（神奈川）、東
海（静岡）、関西
（和歌山）

事業分野

ビル、エネルギー、
通信、空調・冷熱、
ホームエレクトロニ

研究所



調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

クス

自動車機器開発セ
ンター

地域

関西（兵庫）

事業分野

自動車機器

設計システム技術
センター

地域

関西（兵庫）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

生産技術センター

地域

関西（兵庫）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

コンポーネント製
造技術センター

地域

関西（兵庫）

事業分野

ビル、産業・FA、エ
ネルギー、交通、自
動車機器、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニクス

知的財産センター

地域

IT戦略室

地域

ビルシステム事業
本部

地域

プラント建設統括
部

地域

製作所・研究所以外



プロジェクトME

三菱電機の製造現場の秘密を映像で徹底レポートします。普段は入れな
い製造の裏側、働く人々の情熱や製品への想いをお伝えします。

関東（東京・神奈
川）、関西（兵庫）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

関東（東京）

事業分野

ビル、産業・FA、公
共、エネルギー、交
通、自動車機器、宇
宙、通信、半導体・
電子デバイス、空
調・冷熱、ホームエ
レクトロニク
ス、ITソリューショ
ン

関東（東京）

事業分野

ビル

関東（東京）

事業分野

ビル、公共、エネル
ギー、交通

電力プラント建設
センター

地域

関東（東京）

事業分野

公共、エネルギー
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インフォメーション
システム統括事業部

価値あるITソリューションを
社会の最前線へ



インフォメーションシステム統括事業部
〒247-8520  神奈川県鎌倉市上町屋325番地

地図を⾒る

インフォメーションシステム統括事業部（東京）
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

概要
⾼度情報化社会に対応したIT提案
⾼度情報化社会において情報システムの役割が益々⾼まる中、三菱電機のシステムインテグレーション事業の中核
となるのが、インフォメーションシステム統括事業部である。インフォメーションシステム統括事業部には、IT技
術を活⽤し、当社が保有する製品機器の強みを更に⾼めるソリューション事業の企画・推進を担う部門と、主に官
公庁、航空・空港・交通、公営競技分野などにおける様々なITサービス提供のためのシステム構築を担う部門があ
る。
2部門いずれも国⺠⽣活を⽀える社会インフラとして停⽌することが許されないミッションクリティカルなシステ
ムが多く、⾼い信頼性が⽋かせない。

価値あるシステムの創造に向けて
もともと多様な事業分野でシステムエンジニアリング事業を⾏ってきた三菱電機だけに、社内には経験豊富なシス
テムエンジニアが多数在籍している。厳しい開発条件のなかで、クライアントの要望や要求に応えてきた経験は、
確かな技術⼒として蓄積されており、今後もそれを駆使することで、社会的に価値あるシステムを提供していく。
積極的に新しい⼈材の開発を進め、全社的なIT事業の推進役となっていくことが、インフォメーションシステム統
括事業部の目標である。

業務内容

ITサービス提供のためのシステム構築

所在地



街や都市のスマート化に向けて・・・
エネルギーマネジメントシステム
（xEMS）
トータルセキュリティーやスマートグリッドな
ど、スマートな社会の実現に必要なエネルギーマ
ネジメントシステムには、多種多様な機器とITの
連携が必要となる。インフォメーションシステム
統括事業部では、住宅（HEMS）、⼯場
（FEMS）、オフィスビル（BEMS）、集合住宅
（MEMS）などのエネルギー関連システムにおい
て、様々な製品機器を扱う総合電機メーカーの強
みを活かして関係事業本部と連携し、お客様に最
適・最良なシステムインテグレーションを⾏って
いる。

航空管制に必須の装置
ターミナルレーダー情報処理システム（ARTS）
ARTS（Automated Radar Terminal System）は、空港監視レーダーの
情報に⾼度処理を加え、レーダースコープ上にコールサイン（便名）、⾶
⾏速度、⾶⾏⾼度などの情報を表⽰する、航空管制には不可⽋なシステム
である。世界でもトップクラスのレーダー技術を持つ三菱電機の強みを活
かし、インフォメーションシステム統括事業部ではいち早くこのシステム
を完成させ、国内⼤規模空港の多くに納⼊している。航空の安全を常時
担っているARTSには、トラブルによる停⽌が許されない。また、複雑化す
る管制業務に対応する管制官訓練のために3次元シミュレーションができる
航空管制訓練システムも提供している。

CLOSE-UP PRODUCTS



国内⼤規模空港の多くで稼働中
空港旅客案内情報システム（FIS）
空港の旅客ターミナルビルでは⼤型映像表⽰装置や各所のモニターでフラ
イト情報を提供している。三菱電機は、このFIS（Flight Information 
System）の開発の先駆者として現在も⾼いシェアを誇る。FISは旅客への
情報提供だけでなく、空港スタッフにリアルタイムで最新情報を伝え、そ
の運営を⽀援している。インフォメーションシステム統括事業部は、情報
処理システム、⼤型平⾯LCD、⾼品位液晶ディスプレイ、液晶マルチ⼤画
⾯表⽰装置、⾃動放送システムなどの技術を駆使し、品質・信頼性・経済
性・操作性の⾼い製品を構築している。

関連リンク︓ 空港フライトインフォメーションシステム

IoTシステムを⽀えるプラットフォーム
スマート制御クラウドサービス「DIAPLANET」

近年、IoT※1の普及により、多種多様な機器がインターネットに接続可能となり、それらの機器に対する遠隔から
の制御・監視・情報収集のニーズが⾼まっている。さらに、多数の機器から収集したセンサーデータを分析・可視
化することによる制御の⾼度化や業務の効率化など新しいサービスの創出が求められている。インフォメーション
システム統括事業部は、IoT通信制御及びデータ分析などのPaaS※2機能を提供し、このPaaS機能をベースにIoTシ
ステム、エネルギーマネージメントシステム（xEMS）を提供している。

※1 Internet of Things
※2 Platform as a Service

関連リンク︓ DIAPLANET



地域コミュニケーション活動
毎年、盛⼤に夏祭りが⾏われま
す。社員による神輿や職場対抗の
仮装コンテストが⾏われる他、多
くの模擬店や、豪華商品が当たる
抽選会などもあります。近隣住⺠
の⽅々も多数来場され、⼤変に盛
り上がるイベントです。

夏祭り

教育プログラム
新⼊社員研修では、関係会社とと
もに3ヶ⽉間の研修でIT技術や社会
⼈としての基礎を学びます。3年間
の基礎教育期間は各⼈に先輩社員
がトレーナーとしてついてOJTを
⾏います。また、海外OJT、語学
留学並びに⽶国スタンフォード⼤
学IT研究機関での研修機会が⽤意
されています。

海外OJT

最寄の名所・
観光スポットなど

若者に⼈気があるのは、マリンス
ポーツが盛んな湘南海岸や江ノ
島。社内にもヨット部があり、
セーリングを楽しんだり、本格的
なレースにも参加しています。個
⼈的にサーフィンを趣味にしてい
る⼈も多くいます。

江ノ島に沈む⼣⽇は⼀⾒の価値あり

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

官公システム部
岡⽥ 友司 

TOPICS

インフォメーションシステム統括事業部
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⼈の暮らしと環境のために。
⾼度な技術で社会を⽀える



神⼾製作所
〒652-8555  兵庫県神⼾市兵庫区和⽥崎町⼀丁目
1番2号

地図を⾒る

概要
総合的な技術⼒で社会に貢献
三菱電機発祥の地である神⼾の名を冠した神⼾製作所は、創業以来、様々なインフラ関連事業を展開し、その総合
的な技術⼒によって現代社会の根幹をなす、実に多くのニーズに応えてきた。
主⼒事業である⽔環境・鉄道交通・道路関連システムを始め、防災・⼤規模ビル管理・電⼒情報分野など神⼾製作
所が⼿掛けるインフラ分野は多岐にわたる。

⽔と鉄道、道路などのインフラ整備
上下⽔道分野においては、安全でおいしい⽔の安定供給や汚⽔の浄化・⾬⽔処理の監視制御、オゾンによる⾼度⽔
処理などを通じ、⼈々の快適な暮らしを⽀えている。
鉄道交通分野においては、電⼒を供給する変電プラントやその制御・保護システム、列⾞ダイヤ作成、運⾏管理、
沿線防災監視といった地上系システム全体を提供している。
道路においては、道路情報システムを始めとする交通の安全な運⾏や効率的な道路利⽤を実現するための⾼機能シ
ステムを次々と開発してきた。私たちが安⼼してドライブできるのは、これらのインフラが広域な道路管理を⾏っ
ているからなのである。
その他、河川情報・河川管理システムによる⽔位監視や、災害時のヘリコプター映像情報の解析による被害状況の
迅速な把握など、気象変動や⾃然災害が発⽣した際の被害拡⼤防⽌に向けた重要な役割を担っている。

業務内容

官公庁・地⽅公共団体、上下⽔道・電⼒・鉄道・道路などの社会インフラ事業者、ビル施設分野向けの情
報通信技術を基盤としたソリューションの提供及び監視制御システム、広域運⽤管理システム、通信ネッ
トワークシステム、各種情報システム、オゾン応⽤装置などの開発・製造・保守サービス

所在地



⾼度な社会インフラに貢献する⽔環境技術
上下⽔道プラントシステム
上下⽔道システムは、快適な⽣活環境を⽀える社会インフラのひとつであ
る。河川の⽔を浄化し利⽤、利⽤後は下⽔処理を⾏い河川へ放流という⽔
循環において、安全・安⼼で安定した⽔供給や下⽔浄化を実現する上下⽔
道プラントを、神⼾製作所の監視制御システムが⽀えている。

関連リンク︓ 上下⽔道プラント⽤計装機器
関連リンク︓ ⽔環境システム

地球環境に配慮した⽔処理技術
オゾナイザー
オゾンは、強⼒な殺菌・脱臭・脱⾊効果を持ち、処理後は分解して酸素に
戻るため、環境を汚染しない。三菱電機のオゾナイザーは、放電により⾼
濃度オゾンを効率よく⽣成する。安全でおいしい⽔の供給、下⽔再利⽤な
ど、国内及び海外での⽔環境の改善に貢献している。

関連リンク︓ ⽔環境システム オゾナイザー

CLOSE-UP PRODUCTS

⾛⾏しながら道路や鉄道の変化状況を⾼精度に三次元計測し解析
三菱インフラモニタリングシステム「MMSD™」
近年、我が国の重要な社会インフラである道路・鉄道などの適正な維持管理、⽼朽化対策への社会ニーズが⾼まっ
ている。三菱インフラモニタリングシステム「MMSD™」は、道路・鉄道などの設備の⽼朽化状況を、⾞両⾛⾏に
より⾃動で⾼精度に三次元計測・解析することが可能。これら点検・維持管理の効率化を実現した技術開発によ
り、社会インフラの⻑寿命化に貢献している。



安全・安⼼・防災活動を情報で⽀援
防災情報システム
地震や風⽔害など⾃然災害が発⽣した時には、まず正確な被害状況の把握
が重要になる。
官公庁及び⾃治体はこの情報を基に被害拡⼤防⽌に向けた活動や緊急出動
の優先順位付けなどを決定するが、神⼾製作所はそれらを⽀援するための
防災情報システムを提供している。ヘリコプターの映像情報により被害状
況を瞬時に分析し、災害対策室の⼤型表⽰装置に分かりやすく表⽰した
り、道路・鉄道・河川などの各種社会インフラ情報を迅速に収集し、情報
提供することで市⺠の安全確保を図っている。

関連リンク︓ 公共 ⾏政システム

省エネ、低炭素社会に貢献する鉄道地上システム
鉄道輸送計画・運⾏管理システム
輸送計画システムは、旅客の需要予測に基づき、列⾞ダイヤ・⾞両運⽤・乗務員運⽤の計画作成を⽀援する。運⾏
管理システムは、作成したダイヤに基づき、列⾞運⽤の集中的な監視・制御を⾏う。ダイヤの乱れが発⽣しても、
駅・⾞両基地・乗務員への情報伝達や乗客への情報提供・案内を⾃動で⾏い、指令員の負担を軽減する。ダイヤの
迅速な回復を可能にし、影響のミニマム化を実現する。輸送指令業務の効率化を図るとともに、安全・迅速・確実
な輸送実現に寄与している。

関連リンク︓ 輸送システム



沿⾰（神⼾地区）
神⼾製作所がある神⼾地区は、三
菱電機発祥の地の1つとして1921
年（⼤正12年）に設⽴されまし
た。昭和11年に⽴て直された本館
は阪神⼤震災をも乗り越えていま
す。本館2Fの廊下は当時のデザイ
ンをそのまま引き継いでおり、レ
トロ調の空間が今も残っていま
す。

昭和建築のデザインが残る本館廊下

付帯施設について
社員⾷堂はカフェテリア⽅式で
す。毎⽇好きなメニューを選び、
好きなだけ、しかもいつも温かい
状態で⾷べることができ、社員に
⼈気です。また、構内には品揃え
が豊富な充実した売店もありま
す。

社員⾷堂

地域コミュニケーション活動
社会貢献活動として⼯場⾒学、
ひょうご街角クリーン作戦、募⾦
活動、⾥⼭保全活動などを⾏って
おり、社員1⼈ひとりが社会の⼀員
として貢献しています。また、和
⽥岬地域最⼤の⾏事として当所で
の夏祭りがあります。

夏祭り

研修
神⼾地区は、独⾃に開催している
研修が数多くあり、研修制度が充
実しています。⼀例として、定時
後に開催している英語・中国語等
の語学教室や当所中堅社員が講師
を務める「神⼾Mゼミ」・「もの
学」等の技術講座があります。
定時後に開催される外国⼈講師に
よる語学のプライベートレッスン
は⼈気があり、若⼿から管理職ま
で幅広い年代の社員が受講してい
ます。

趣味・サークル
神⼾製作所では、14のスポーツク
ラブ、他に6つの⽂化・野外活動ク
ラブが運営されています。活動場
所は体育館、武道場を主に、社
内、社外と多数の試合を⾏い、ま
た⼤会などに出場して活躍してい
ます。

⽴地
神⼾地区は古くから港町として栄
え、異⼈館・中華街等異国情緒の
あふれる観光スポットがありま
す。都市である⼀⽅で、近隣に六
甲⼭や神⼾港を有し、豊かな⾃然
にも恵まれてます。会社から電⾞
で10分圏内に、ハーバーランドや
神⼾の中⼼地・三宮などがありま
す。

ハーバーランド

TOPICS



研修風景

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

社会システム第⼆部
⼊江 恵

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⽮⼝ 惠理

神⼾製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

⽣活に⽋かせない様々な社会インフラを⾒守る監視制御システムとは︕︖

プロジェクトME 神⼾製作所

神⼾製作所で働く社員
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伊 丹 製 作 所

世界を舞台に、
鉄道の未来をつくる



伊丹製作所
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

伊丹製作所（東京）
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

地図を⾒る

伊丹製作所（恵那⼯場）
〒509-7124  岐⾩県恵那市三郷町佐々良⽊地内
（恵那テクノパーク）

概要
“⾛る”“⽌まる”“制御する”を1社で 
伊丹製作所は、三菱電機交通事業の中核製作所として、快適で信頼できる安全・安定輸送を実現する⾞両システム
の開発・製造を⼿がけている。当社は、“⾛る”“⽌まる”“制御する”を1社で⾏える唯⼀のメーカー。最新のパワーエ
レクトロニクス技術を駆使した推進制御システム、⾞両の頭脳となる⾞両統合管理システム（TIMS）、乗客サービ
ス向上に寄与するトレインビジョン、「安全・確実に⽌まる」を実現する信号システム・ブレーキシステムなどを
提供している。
低炭素社会の交通インフラにおいて脚光を浴びる鉄道輸送。当社は更なる省エネを目指し、⼤容量SiCパワーモ
ジュールを適⽤した推進制御装置を世界に先駆けて製品化、従来製品と⽐較して※30％の発⽣損失低減を実現し
た。また、列⾞がブレーキをかける際に得られる回⽣エネルギーを、駅舎の電気設備に有効利⽤する装置の製品化
にも取り組んでいる。

※IGBTパワーモジュールを適⽤した当社同等製品⽐

世界の鉄道フィールドに
鉄道網の発達した⽇本で培った要素技術を適⽤した製品群は、世界各国の鉄道⾞両に搭載され、既に2万両以上の
納⼊実績がある。また、⽶国・中国・メキシコ・オーストラリアに⽣産⼯場を持ち、グローバル化を積極的に推
進。地域社会との融和を図りながら、真のグローバル企業として成⻑し、世界No.1の鉄道システムプロバイダーを
目指していく。

業務内容

交通システム・エンジニアリング（⾞両システム、交通情報通信システム）及び⾞両⽤電機品（主電動
機、制御装置、電源装置、ブレーキ電機品、⾞上情報装置、⾞上保安装置ほか）

所在地



軽量化・低騒⾳化・⾼効率化を図り環境保全にも
貢献
⾞両⽤電機品
主電動機（モーター）や推進制御装置（インバー
ター）、補助電源装置、ブレーキ装置など、当社
の⾞両⽤電機品は国内外で多くの列⾞に採⽤さ
れ、最新のパワーエレクトロニクス技術やIT技術
を駆使し、安全・快適かつ環境にも配慮した列⾞
運⾏を実現している。
特にインバーター制御技術は常に最先端を⾏き、
製品の核となるIPM（主回路パワー半導体）やパ
ワーユニット、ゲート制御装置を全て⾃社内で⼀
貫⽣産するなど、統合的な設計・製造体制で品質
をゆるぎないものとしている。さらには省エネ
化・低騒⾳化・⾼効率化に加え、軽量化、メンテ
ナンスフリー化に取り組むなど、当社の技術を凝
縮することで多彩な製品開発に成功してきた。
これら最新技術の集⼤成として、2012年1⽉に⼤
容量SiC（炭化ケイ素）パワーモジュールを適
⽤、従来以上の⾼効率・省エネを実現した鉄道⾞
両⽤インバーターが世界に先駆けて製品化され、
国内外共にますますのシェア拡⼤が⾒込まれてい
る。

関連リンク︓ 鉄道交通システム

CLOSE-UP PRODUCTS



鉄道⾞両の安全・快適・環境・省エネを駆動系で実現する先端技術
主電動機（モーター）
当社は、新幹線を始めとする鉄道⾞両を駆動する主電動機（モーター）
で、⼩型軽量・⾼効率・低騒⾳を実現。厳しい環境への耐久性と、交通機
関としての⾼信頼性を追求した製品開発に成功してきた。
最近の環境関連ニーズの⾼まりから、⾼効率・省保守・低騒⾳の特性を備
えた全閉形主電動機の設計、製造技術を確⽴。さらにSiCパワーモジュール
を適⽤した制御装置の特性を活かした主電動機設計により、更なる世界
シェア拡⼤をねらう。

省エネ、⼩型、軽量な環境配慮型⾞両推進制御システム SiC適⽤鉄道⾞両
⽤インバーター
推進制御装置（インバーター）
近年では地球温暖化対策としてCO2排出量削減が求められ、環境負荷の少
ない輸送⼿段である鉄道の重要性が⾼まっている。
当社では更なる環境負荷低減を目指し、⼤容量SiCパワーモジュール適⽤の
鉄道⾞両⽤インバーターを世界に先駆けて製品化した。従来製品と⽐較し
て低損失、⼩型・軽量などの性能改善に加え、⾞両システムの更なる省エ
ネルギー化、低騒⾳化、省メンテナンス性を実現する。

⾼速メタル線デジタル伝送により動画や路線案内もくっきり鮮やか
列⾞内液晶表⽰装置「トレインビジョン」
CM、ニュース、天気予報、運⾏案内など、乗客のニーズにあわせた情報を
常にリアルタイムで列⾞内のディスプレイに表⽰するトレインビジョン。
既に数多くの鉄道⾞両内に設置され、乗客の情報源として広く定着してい
る。また、⾼速メタル線デジタル伝送により、動画や路線案内の画⾯も
くっきり鮮やか。⼤容量動画データも⾼速無線通信により、短時間で地上
からリモート更新可能。さらに「⾞両情報統合管理装置」と連動して、電
⾞の運⾏に合わせた案内を表⽰する。

関連リンク︓ 鉄道交通システム



⾞両情報システムのパイオニアとして⾞両の頭脳を開発
⾞両情報統合管理装置「TIMS」
当社は、業界のパイオニアとして常に先進的なIT技術を適⽤した集中監視
システムなどを提供し、⾞両のインテリジェント化に貢献している。⾞両
情報システムは“⾛る”“⽌まる”の制御はもちろん、各種⾞両⽤電機品を結
合し、⾞両機能の向上や乗務員⽀援を実現。乗務員⽀援を中⼼とする「モ
ニター装置」、加速やブレーキなどの指令機能を有する「⾞両情報制御装
置 TIS」、さらに列⾞の運転に関わるすべてを⼀括で⾃動制御できる「⾞
両情報統合管理装置 TIMS」など、お客様のニーズに最適なソリューショ
ンを提供する。

関連リンク︓ 鉄道交通システム



付帯施設について
当社保有のスポーツ総合施設
「BRIO」では、多目的体育館のメ
インアリーナをはじめ、プールや
フィットネスルームを完備。エア
ロビクスやヨガなどの体験講座も
開催しています。その他、総合グ
ランドに各種球技場を有し、当社
のクラブ活動の拠点となっていま
す。

BRIO外観

環境への取組
屋上緑化事業により、空調費約50
万円／年、CO2排出量約6万ｔ／年
削減の成果を挙げています。ま
た、ビオトープの造成にも取り組
んでおり、構内の池には野⽣のト
ンボが⽣息しています。緑も多
く、年間を通じて花や紅葉を楽し
むことができます。

構内の池では野⽣のトンボが⽣息

地域コミュニケーション活動
毎年夏祭り（ふるさと祭）を開催
しています。地域の⽅々にも参加
いただき、来場者数は毎年20,000
⼈を超えています。祭りでは社員
による模擬店や趣向を凝らした催
物などの他、芸能ショーも開催さ
れ⼤いに盛り上がります。

ふるさと祭

趣味・サークル
27の運動⽂化部があり、⼥⼦バド
ミントン部、男⼦バレーボール
部、テニス部などでは全国⼤会に
出場。⼥⼦バドミントン部は⽇本
リーグに所属しています。

⼥⼦バドミントン部は、⽇本トップレベ
ルの試合に多数出場している

教育プログラム
当所では層別や職種別で様々な研
修を実施。⾃ら考えて意⾒を発す
る⼒をつける為、グループワーク
を中⼼に研修プログラムを多く取
り⼊れています。新⼈研修では、2
カ⽉間の毎⽇の研修を通じて同期
の結束は強くなり、会社⽣活を⽀
える⼤切な仲間になります。

研修の様⼦

最寄の名所・観光スポットな
ど

夏に猪名川の河川敷で⾏われる猪
名川花⽕⼤会が有名です。江⼾時
代から続き、⼤阪府池⽥市と兵庫
県川⻄市の共催で開催していま
す。約3,500発の花⽕が打ち上が
り、夏の夜を彩ります。周辺には
屋台も数多く出店し、毎年11万⼈
以上の⼈々で賑わいます。

TOPICS



⼟地の名産
伊丹は清酒発祥の地と⾔われてい
ます。江⼾末期には、銘柄は200
以上を数えていました。江⼾時代
からの酒造り⽂化は脈々と現代ま
で受け継がれ、今なお当時の酒蔵
が現存します。有名なブランドと
しては、「⽼松」、「⽩雪」、
「⼤⼿柄」などがあります。

清酒発祥の地

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

⾞両システム部
⼭本 有⾥

伊丹製作所で働く社員
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⻑ 崎 製 作 所

⻑崎から発信する
“次世代インフラソリューション”



⻑崎製作所
〒851-2102  ⻑崎県⻄彼杵郡時津町浜⽥郷517番
7号

地図を⾒る

概要
重電分野の⼤型案件で実績を積む
⻑崎製作所は1923年の発⾜以来、重電技術を活かした⼤型案件を中⼼に実績を積み上げ、三菱電機の成⻑を⽀えて
きた。その事業分野は多岐にわたり、国内シェアがトップクラスで海外にも積極的に展開する「⾞両空調機器」、
⻑い歴史をもち、数多くの納⼊実績を有する「非常⽤発電設備」や、エレベータードアで培った技術と⾼い評価で
事業規模を拡⼤している「ホームドア」、三菱電機の製品名「オーロラビジョン」がその代名詞となっている「⼤
型映像情報システム」などがある。
幾多の⼤型案件を通じ、⻑崎製作所の技術は⾼く評価されており、国内外で⼈々の⽣活を⽀えている。

現代社会に不可⽋なインフラを⽀える製品で世界に貢献
事業に共通する特徴は、ほとんどの製品の規模が⼤きく、ユーザーの使⽤条件や環境に合わせた設計、納品を必要
とするオーダーメイドビジネスである点である。こうした案件には、顧客ニーズを正確に把握し確実に実現する⾼
度な技術⼒、営業⼒が必要とされる。⻑崎製作所が⼿がけるものの多くは、現代社会に不可⽋なインフラを⽀える
製品である。これまで築き上げた実績と付加価値の⾼い製品づくりで、活躍のフィールドは世界に拡⼤している。
今後も、現代社会のニーズに応える製品の開発や⽣産に取り組んでいく。

業務内容

⾞両空調機器、非常⽤発電設備、ホームドア、⼤型映像情報システム

所在地



⽇本と世界の鉄道で快適な移動空間を実現
⾞両空調機器
鉄道⾞両においては、通勤ラッシュや頻繁なドアの開閉、乗⾞⼈数の急激
な変化など、⼀般の家庭やオフィスとは異なる⾞内環境が発⽣する。空調
システムにおいては⾞内環境を快適なものにするために、⾞両構造と運⽤
形態に応じて適正な空調能⼒を有する装置の搭載と快適な温度・湿度環境
を維持する制御が求められる。また、⾞両⾛⾏中の振動や電圧変動などに
対応した⾼信頼性の確保、限られた空間に設置できる省スペース性、省エ
ネや軽量化ニーズへの対応、保守性への配慮など、厳しい課題をクリアす
る必要がある。
⻑崎製作所は鉄道⾞両空調システムの導⼊計画から製作、納⼊、保守まで
トータルに提供し、国内では⾼いシェアを誇る。また、その信頼性から、
⽇本国内の新幹線、特急⾞、通勤⾞、路⾯電⾞、新交通⾞両など、各種⾞
両はもとより、ニューヨークやロンドンの地下鉄⾞両、欧州の⾼速⾞両、
オーストラリアの通勤⾞両など、海外での鉄道にも採⽤されている。多く
の⼈々の移動がより快適であるために、また時代の要求である省エネを実
現するために、付加価値の⾼い空調システムの実現を目指す。

関連リンク︓ 交通システム

「いざ︕」と⾔う時に安全を守る
非常⽤発電設備
⽕災や震災などで電⼒会社から供給される電源が停電した際、⾃動的に起
動し、消防設備、各種照明、コンピューターなどのバックアップ電源とし
て⽤いられる非常⽤発電設備。これまで4万台を超える納⼊実績があり、病
院や学校、銀⾏、スポーツ施設、公共設備（上下⽔、⾼速道路）など、⾝
近な様々な場所に設置され、緊急時に確実に電源を供給する発電装置とし
て、多くのお客様から⾼い評価を得ている。

CLOSE-UP PRODUCTS



毎⽇の安全を技術⼒で⽀える
ホームドア
軌道への転落事故や⾞両扉での挟まれなど、プラットフォームで起こる危
険から、利⽤者を安全に守るのが、このホームドア。エレベータードアで
培った世界トップ⽔準の「ドアコントロール技術」、また、⼾あたり、⼾
ばさみ、⼾袋への引込、居残りの検知などの「センサー技術」により、“⼈
にやさしい開閉制御”を実現。総合電機メーカーとしての強みを活かし、
様々な⾞両に対応するバリエーションを⽤意し、好評を博している。

関連リンク︓ 交通システム

興奮と感動を呼ぶ⼤迫⼒のスクリーン
⼤型映像装置「オーロラビジョン」
1980年、三菱電機は世界に先駆けて⼤型映像装
置を開発、納⼊した。以来、現状の性能に満⾜す
ることなく開発を重ね、常に業界をリードし続け
てきた。
2010年にドバイのメイダン競⾺場に納⼊した
「オーロラビジョン」は横幅約107.5m、縦幅約
10.9mの表⽰⾯積があり、フルハイビジョン対
応の世界最⻑の映像スクリーンとしてギネス認定
された。写真は、⾹港最⼤の繁華街である銅鑼湾
地区に建つ総合百貨店⾹港SOGO。2017年に店
舗ビルの外壁に設置したオーロラビジョンは、縦
19.2m、横71.68mとテニスコート5⾯分以上に
相当するスクリーンで、ビル外壁設置の⾼解像度
スクリーンとしては⾹港最⼤※である。これから
もダイナミックな映像と多彩な情報表⽰で、訪れ
る多くの観客に興奮と感動を提供していく。 

※2017年10⽉26⽇現在、当社調べ

関連リンク︓ ⼤型映像情報システム



歴史
⻑崎製作所は⼤正12年に発⾜。三
菱電機の発展とともに歩んできた
歴史と伝統ある製作所です。船の
回転機、配電盤の製造からスター
トし、現在は⾞両空調装置や非常
⽤発電機、ホームドア、オーロラ
ビジョンなど、重電技術を活かし
た公共性の⾼い製品を数多く⼿が
けています。

⻑崎製作所⽯版レリーフ

受賞歴
2011年にオーロラビジョンが電気
技術の顕彰である「でんきの礎」
を受賞しました。「21世紀におい
て持続可能な社会」を考える上
で、20世紀に⼤きな進歩を⾒せ、
「社会⽣活に⼤きな貢献を果たし
た電気技術」の中でも特に価値の
あるものとして⾼く評価されまし
た。

付帯施設について
独⾝寮「ラ・ヴィータ千歳」は、
⻑崎で交通・⽣活利便性の⾼い住
吉地区に位置しており、⾷堂など
社員同⼠のふれあいの場と、ワン
ルームタイプの個室プライベート
の空間も確保し、時代に即した
「個」と「和」の両⽴を図りなが
ら、明⽇への活⼒を養うための快
適な⽣活の場を提供しています。

ラ・ヴィータ千歳寮

環境への取組
⻑崎製作所は⽣物多様性保全活動
を推進しています。製作所構内及
び周辺の「⽣き物調査」や⾃然の
⼤切さを学ぶ「みつびしでんき野
外教室」を実施し、環境マインド
の育成と共に多様な⽣き物が⽣息
できる環境の維持に取り組んでい
ます。

⽣きもの掲⽰板

地域コミュニケーション活動
社会貢献活動の⼀環として、⻑崎
の外国⼈墓地の清掃活動に参加し
ています。2000年から毎年参加し
ており、市⺠ボランティア250名
の⽅々とともに墓地の除草や清掃
作業に取り組み、環境美化に貢献
しています。

外国⼈墓地の清掃ボランティア

教育プログラム
技術者教育は「講義型（座学）」
「交流型（グループ討議）」「実
践型（技能実習等）」など、様々
な形態で実施しており、技術者に
必要な基礎技術を段階的に習得で
きる教育体系となっています。ま
た、各事業に必要な専門技術は、
都度勉強会を実施し、技術の伝
承・技術⼒向上に努めています。

技術勉強会の模様

TOPICS



最寄の名所・
観光スポットなど

世界三⼤夜景のひとつと称される
⻑崎の夜景。⻑崎の港は⼭に囲ま
れており、⽔に映る船や⼭の斜⾯
に⽴った家々の灯りまでもが美し
く、特に稲佐⼭からの眺めがおす
すめです。ロープウェイで⼭頂ま
で登ると、⻑崎の街を⼀望するこ
とができます。

⻑崎の夜景

⼟地の名産
⻑崎で有名な⾷べ物といえば、⻑
崎ちゃんぽん。⻑崎製作所の⾷堂
メニューとしても、社員が⾏列を
作るほどの⼈気です。鎖国時代、
唯⼀の開港地だった⻑崎。⻑崎
ちゃんぽんは、⻑崎が中国⽂化の
影響を受け継いで作り上げた、ポ
ピュラーな名物料理です。

⻑崎ちゃんぽん

その他
幕末の志⼠として現代でも絶⼤な
⼈気を誇る坂本龍⾺。彼が設⽴し
た、⽇本で初めての貿易会社「⻲
⼭社中（後の海援隊）」は⻑崎の
地に誕⽣しました。⻑崎の風頭⼭
にはブーツを履き、腕組みをしな
がら⻑崎港を⾒据える坂本龍⾺の
像が設置されています。

坂本龍⾺の銅像

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

⾞両空調システム部
古賀 知樹

⻑崎製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

ダイナミックな映像と多彩な情報表⽰で観客に興奮と感動を提供する、
オーロラビジョンの開発現場の舞台裏を徹底解明︕

プロジェクトME ⻑崎製作所

⻑崎製作所で働く社員
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⾼度なエネルギーソリューション技術で
社会と環境に貢献



電⼒システム製作所（神⼾地区）
〒652-8555  兵庫県神⼾市兵庫区和⽥崎町⼀丁目
1番2号

地図を⾒る

電⼒システム製作所（⻑崎）
〒850-8652  ⻑崎県⻑崎市丸尾町6番14号

地図を⾒る

電⼒システム製作所（横浜地区）
〒220-0012  神奈川県横浜市みなとみらい四丁目
4番5号（横浜アイマークプレイス）

地図を⾒る

概要
⽇本のエネルギーを⽀え続ける
1923年にタービン発電機の製作を⼿がけて以来、三菱電機は⽇本の電⼒インフラを⽀える事業を積極的に拡⼤して
きた。発電プラントや電⼒系統制御に必要な機器や様々なシステムの開発と製作を担当している電⼒システム製作
所は、その伝統あるビジネスを継承していくとともに、その事業から⽣まれる先端技術によって社会と環境に貢献
している。

エネルギー関連技術で新たな分野へ
事業分野は⼤きく三つに分けられる。⼀つは、発電機や発電プラント監視制御システムなど、発電所の中核となる
設備を供給するエネルギー事業だ。当社は⽕⼒発電や原⼦⼒発電⽤のタービン発電機の分野で国内で⾼いシェアを
誇っており、2015年に「電機⼯業技術功績者表彰」最優秀賞を受賞するなど、数多くの賞を受賞している。海外プ
ロジェクトへの参画も多く、地球規模のエネルギー需要に⾼度な技術で応えている。
また、電⼒系統を監視・制御する機器やシステム、及び電⼒市場の変⾰と効率的運⽤をサポートするシステムの提
供により、電⼒の安定供給を⽀えている。さらに、エネルギーに関連する技術を⾼度に発達させた加速器や超電導
の分野でも、豊富な経験と先端技術を有している。

業務内容

発電プラント・システムのエンジニアリング及び監視・制御・保護装置、タービン発電機、⽔⾞発電機、
広域侵⼊検知センサー、電⼒事業者向け各種情報システム、電⼒系統制御システム、配電⾃動化システ
ム、電⼒流通関連システム

所在地



エンジニアと職⼈の技でつくり出す
タービン発電機【神⼾地区】
三菱電機は、発電所や各種プラントに設置される⼤型の事業⽤発電機を製
作している。特に、ガスタービンとスチームタービンを組み合わせた熱効
率の⾼いコンバインドサイクル発電プラント向けに、国内外を問わず多数
納⼊している。その⼤きさは⻑さ8〜10m、直径3〜4m、重量は数百トン
あり、この⼤型の機械構造物を1／100mmの精度で加⼯・組み⽴てるに
は、⾼度な技術・技能が求められる。
1世紀もの⻑きにわたり、新進気鋭の“エンジニアと職⼈”によってつくり出
されてきた当社の発電機は、磁界・電界・熱流体・材料分野などの最先端
技術の集合体である。近年では、材料の⾼性能化や3次元の電磁界解析や流
体解析、有限要素法を駆使した最適設計により、発電機の⾼効率化に取り
組んでおり、これからも、地球環境に配慮した発電機をグローバルに供給
していく。 

関連リンク︓ 発電システム

電気を安全・安定的に供給する発電システム
発電プラント監視制御システム【神⼾地区】
私たちの⽣活と産業を根本から⽀える電気エネルギーの役割はますます重
要度を増し、発電プラントの運転制御には⾼い安全性と安定性が求められ
ている。当社のプラント制御システムは、最先端のマンマシン技術・計装
技術と⾼信頼性を実現する検証技術を⽤いて構築しており、⼤規模なプラ
ントシステムの基本計画から設計・製作・試験・保守に⾄るエンジニアリ
ング業務も含めて担当、提供している。国内では⽕⼒・原⼦⼒各種プラン
トに導⼊され、海外においても⽕⼒はもちろん、最近では原⼦⼒プラント
にも進出し、まさに世界を股にかけたビックプロジェクトに取り組んでい
る。

関連リンク︓ 発電システム

CLOSE-UP PRODUCTS



電⼒システム改⾰・再⽣可能エネルギー拡⼤を⽀える電⼒流通システム
電⼒流通システム【横浜地区・神⼾地区】
電⼒流通システムは、2016年から始まった⼩売完全⾃由化と2020年に予定される発送電分離などの電⼒システム
改⾰、ならびに低炭素社会に向けた再⽣可能エネルギーの⼤量受け⼊れなど、⼤きな変⾰が求められている。当社
はこの分野でBLEnDerシリーズとして、電⼒需給・取引システム、スマートメーターシステム、系統⽤蓄電池シス
テムなど数多くの製品群を開発しており、いずれも⾼い信頼を獲得している。

関連リンク（横浜地区）︓ 電⼒ICTシステムソリューション
関連リンク（神⼾地区）︓ 電⼒系統監視制御システム



沿⾰【神⼾地区】
電⼒システム製作所がある神⼾地
区は、三菱電機発祥の地の1つとし
て、1921（⼤正12年）に設⽴され
ました。三菱電機設⽴から今⽇ま
でと培ってきた、タービン発電機
をはじめとした⼤型発電機の製造
技術で、⽇本のエネルギーを⽀え
続けてきました。

昭和建築のデザインが残る本館廊下

沿⾰【横浜地区】
電⼒ICTセンターがある横浜地区
は、各製作所の電⼒ICT事業を集約
し、2017年1⽉に新しく設⽴され
ました。電⼒システム改⾰により
目まぐるしく変化している市場動
向・技術動向を捉え、電⼒送配電
ネットワークのスマートな運⽤と
電⼒市場の拡⼤をサポートするた
めの各種ソリューションを提供し
ています。

付帯施設について
神⼾地区の社員⾷堂はカフェテリ
ア⽅式です。毎⽇好きなメニュー
を選び、好きなだけ、しかもいつ
も温かい状態で⾷べることがで
き、社員に⼈気です。また、構内
には品揃えが豊富な充実した売店
もあります。

社員⾷堂

表彰状
表彰式

受賞歴
スマートメーター通信システムの業績を評価され、2018年に第47回⽇本
産業技術⼤賞にて「⽂部科学⼤⾂賞」を受賞しました。国際標準に準拠し
ているため汎⽤性が⾼く、電⼒分野のみならず広い産業分野に適⽤が可能
な技術です。これからも伝統によって培われた基盤技術を進化させ、広く
社会を⽀えていきます。

地域コミュニケーション活動
社会貢献活動として⼯場⾒学、
ひょうご街角クリーン作戦、募⾦
活動、⾥⼭保全活動等々を⾏って
おり、社員1⼈ひとりが社会の⼀員
として貢献しています。また、和
⽥岬地域最⼤の⾏事として当所で
の夏祭りがあります。

夏祭り

TOPICS



研修風景 研修風景

研修
当所は、独⾃に開催している研修が数多くあり、研修制度が充実していま
す。⼀例として、定時後に開催している英語・中国語等の語学教室や当所
中堅社員が講師を務める「神⼾Mゼミ」・「もの学」等の技術講座があり
ます。定時後に開催される外国⼈講師による語学のプライベートレッスン
は⼈気があり、若⼿から管理職まで幅広い年代の社員が受講しています。

趣味・サークル
電⼒システム製作所では、14のス
ポーツクラブ、他に6つの⽂化・野
外活動クラブが運営されていま
す。活動場所は体育館、武道場を
主に、社内、社外と多数の試合を
⾏い、また⼤会などに出場して活
躍しています。

ハーバーランド（神⼾） みなとみらい（横浜）

⽴地
神⼾地区・横浜地区共に、古くから港町として栄え、異⼈館・中華街等異
国情緒のあふれる観光スポットがあります。神⼾地区は都市である⼀⽅
で、近隣に六甲⼭や神⼾港を有し、豊かな⾃然にも恵まれてます。会社か
ら電⾞で10分圏内に、ハーバーランドや神⼾の中⼼地・三宮などがありま
す。横浜地区は、東京都⼼からのアクセスが良く、便利で都会的な街並み
が魅⼒です。会社は横浜駅とみなとみらいの間に位置しており、横浜の中
⼼地にあります。 
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⾼度な技術⼒で
明⽇の電⼒インフラをつくる



概要
⽇本の電⼒系統を築いた信頼と実績
三菱電機は系統変電システムの分野において80年以上にわたり製品を供給し続けてきた。世界中から⾼い信頼を得
ている⽇本の電⼒系統メーカーとして、当社の技術⼒は海外でも⾼く評価されており、各国で多くの製品が運⽤さ
れている。その開発・⽣産拠点が系統変電システム製作所である。主な事業範囲は、当社がトップクラスのシェア
を持つガス絶縁開閉装置（GIS）、⼤容量外鉄形変圧器や内鉄形中⼩容量変圧器、電⼒系統保護・制御・監視シス
テムの開発と製造だ。

明⽇の電⼒インフラを⽀える“総合技術⼒”
同製作所は72kV〜1,100kVに⾄る各国系統電圧に対応した変電機器をフルラインアップしている。これまで培って
きたノウハウと⾼度な技術⼒を活かし、海外では⼤規模変電所フルターンキー⼯事を⼿掛けるほか、世界的な電⼒
需要の伸⻑に対応した海外関連会社との⽣産連携も積極的に推進し、グローバルな⽣産体制を構築している。
現代社会において、電気は⽋かすことのできないライフライン。系統変電システム製作所は豊富な技術で、電⼒の
品質と地球環境への配慮、また経済など多様化する様々なニーズを実現し、明⽇の電⼒インフラを創造していく。 

業務内容

電⼒系統・変電システムエンジニアリング、ガス遮断器、ガス絶縁開閉装置、発電機主回路接続装置、避
雷器、変成器、油⼊変圧器、ガス絶縁変圧器、リアクトル、⾞両搭載⽤変圧器、系統保護システム、超電
導マグネットならびに各種保護継電器ほか



系統変電システム製作所（伊丹地区）
〒661-8661 兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1号

地図を⾒る

系統変電システム製作所（⾚穂地区）
〒678-0256 兵庫県⾚穂市天和651番地

地図を⾒る

系統変電システム製作所（神⼾地区）
〒652-8555 兵庫県神⼾市兵庫区和⽥崎町⼀丁目1
番2号

地図を⾒る

系統変電システム製作所（本社地区）
〒100-8310 東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3号
（東京ビル）

地図を⾒る

所在地



世界のライフラインを⽀える電⼒の安定供給のために
ガス絶縁開閉装置 【伊丹地区】

三菱電機は、1968年に国内初※の84kVGIS（ガス絶縁開閉装置）を納⼊し
て以来、72kVから1,100kVまで多数のGISを製作。多くの納⼊実績を誇
り、海外でもトップメーカーの⼀つとして活躍している。
機器の⾼い信頼性と経済性の両⽴が求められる中、当社では⼤電流遮断技
術を駆使したGCB（ガス遮断器）を搭載し、開閉機器全体の⼩型化・⾼性
能化を実現。今後も機器の設計製造から制御・監視診断に⾄るまで、⾼い
総合技術⼒で時代のニーズに応えていく。

※当社調べ

関連リンク︓ 系統変電システム

電⼒系統の安定運⽤に寄与する
系統安定化機器 【伊丹・神⼾地区】
当社は電⼒品質の安定化ニーズに対し、系統解析
も含めた⾼度なエンジニアリングにより最適なシ
ステムを提案し、直流送電から無効電⼒補償装置
まで最適な装置を提供している。
直流送電としては、世界最⼤級の直流送電設備で
ある紀伊⽔道直流連系設備のプロジェクトに参画
し、サイリスタバルブなどの交直変換装置や主要
機器を納⼊している。
また、無効電⼒補償装置としては、パワーエレク
トロニクス技術により無効電⼒を⾼速に制御する
静⽌型無効電⼒補償装置（SVC・STATCOM）を
納⼊している。

関連リンク︓ 系統変電システム

CLOSE-UP PRODUCTS



多様化する電⼒系統に柔軟に対応
系統保護リレー 【神⼾地区】
系統保護リレーは雷撃などによる系統事故発⽣時
に事故地点を素早く検出し、遮断器を開放させて
事故区間を分離する。これにより停電区域は局限
化され、停電時間も短縮される。当社の保護リ
レーは、多様化する電⼒系統に容易かつ柔軟に対
応できる優れた保護機能に加え、瞬時の事故地点
判断や⾼度な⾃⼰診断機能も備えており、電⼒の
安定供給に貢献している。

関連リンク︓ 系統変電システム

⼤容量⾼効率化&コンパクト化を実現
外鉄形変圧器 【⾚穂地区】
多くのメーカーが内鉄形のみを扱う中、当社は⽇本で唯⼀、外鉄形・内鉄
形の両タイプを⽣産している。外鉄形変圧器は⾼電圧・⼤容量の変圧器を
コンパクトに実現できる特⻑があり、2004年にはその特⻑を活かし、世界
最⼤容量（1,510MVA）の発電所⽤主変圧器を完成させた。また、機械的
強度にも優れていることから、新幹線の動⼒⽤変圧器として⾞両に搭載さ
れており、この分野で当社は国内トップレベルのシェアを誇っている。

関連リンク︓ 系統変電システム

超電導技術を医療機器へも応⽤
MRI⽤超電導マグネット 【⾚穂地区】
MRI装置とはX線CTでは写りにくい脳や脊髄を映像化したり、臓器の形や
状態を確認できる医療⽤診断装置である。本製品に応⽤されている超電導
技術を40年以上にわたり研究開発し続けてきた当社はこの分野でリーディ
ングカンパニーの地位を確⽴。系統変電システム製作所では、その核とな
る技術を提供することで医療の発展に貢献していくとともに、この技術の
様々な分野への応⽤も考えている。



付帯施設について
当社保有のスポーツ施設「BRIO」
では、多目的体育館のメインア
リーナをはじめ、プールやフィッ
トネスルームを完備。エアロビク
スやヨガなどの体験講座も開催し
ています。その他、総合グランド
に各種球技場を有し、当社のクラ
ブ活動の拠点となっています。

BRIO外観

環境への取組
屋上緑化事業により、空調費約50
万円／年、CO2排出量約6万ｔ／年
削減の成果を挙げています。ま
た、ビオトープの造成にも取り組
んでおり、構内の池には野⽣のト
ンボが⽣息しています。緑も多
く、年間を通じて花や紅葉を楽し
むことができます。

構内の池では野⽣のトンボが⽣息

地域コミュニケーション活動
毎年夏祭り（ふるさと祭）を開催
しています。地域の⽅々にも参加
いただき、来場者数は毎年20,000
⼈を超えています。祭りでは社員
による模擬店や趣向を凝らした催
物などの他、芸能ショーも開催さ
れ⼤いに盛り上がります。

ふるさと祭

趣味・サークル
27の運動⽂化部があり、⼥⼦バド
ミントン部、男⼦バレーボール
部、テニス部などでは全国⼤会に
出場。⼥⼦バドミントン部は⽇本
リーグ1部に所属しています。

⼥⼦バドミントン部は、⽇本トップレベ
ルの試合に多数出場している

教育プログラム
当所では層別や職種別で様々な研
修を実施。⾃ら考えて意⾒を発す
る⼒をつける為、グループワーク
を中⼼に研修プログラムを多く取
り⼊れています。新⼈研修では、2
カ⽉間の毎⽇の研修を通じて同期
の結束は強くなり、会社⽣活を⽀
える⼤切な仲間になります。

研修の様⼦

最寄の名所・
観光スポットなど

神⼾は旧居留地や南京町など異国
情緒あふれる観光名所が数多くあ
ります。伊丹には江⼾時代から続
く酒蔵や古寺、神社が多数点在
し、⾚穂は四⼗七浪⼠の討⼊りで
歴史的に有名です。市内には浪⼠
たちの墓や邸宅跡など彼らゆかり
の史跡が数多く残っています。

TOPICS



⼟地の名産
系統変電システム製作所は広域
事業所であり、伊丹、神⼾、⾚
穂の3つの拠点があります。関
⻄には名産が多くありますが、
製作所の拠点それぞれ有名な名
産品として、伊丹は「清酒」、
神⼾は「神⼾和⽜」、⾚穂は
「塩」があげられます。

清酒発祥の地

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⼤⽊ 幸司

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

開閉機器製造部
樽床 祐樹

系統変電システム製作所で働く社員
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製作所
受配電システム製作所

今⽇も世界の
「電気が当たり前にある暮らし」を守る



受配電システム製作所
〒763-8516  ⾹川県丸⻲市蓬萊町8番地

地図を⾒る

概要
電⼒インフラの安定供給に貢献
⽣活に⽋かすことのできない電気。
受配電システムとは、⼯場やビル、鉄道変電所、発変電プラントなどで、発電所から送られてきた電⼒を受け、コ
ントロールし、各設備に安全・確実に送るための製品群のこと。三菱電機はこのシステム分野で圧倒的な競争⼒を
誇っている。
受配電システム製作所は、1979年に36kV以下の開閉装置の製造拠点として誕⽣し、現在では84kV以下まで領域を
拡⼤、受配電設備とその制御・監視設備を製造する⼀貫⽣産⼯場に成⻑した。⻑年にわたり培われた⾼い技術で、
社会を⽀える電⼒インフラの安定供給に貢献している。

フィールドを拡げ変⾰へ挑戦
受配電システム製作所は、“受配電システムの世界トッププレーヤー”を目指し、世界各地域に応じた技術開発で世
界中のエネルギーインフラ推進に貢献している。⽶国などの海外⽣産拠点と連携した製品供給や、中東・アジア地
域の技術拠点構築など、フィールドは全世界に拡がっている。
また、スマート中低圧直流配電システム事業「D-SMiree」を展開。再⽣可能エネルギーや蓄電池など、直流で発
電・蓄電された電⼒を、交流に変換せず供給・最適利⽤することで系統全体の消費電⼒を削減する。
受配電システム製作所は、今⽇の電⼒の安定供給を⽀え、明⽇への変⾰に挑戦し続けている。

業務内容

受配電システムエンジニアリング、84kV以下開閉装置及び遮断器、真空バルブ、監視制御板、コント
ロールセンター、受配電監視制御システム、開閉装置⽤電⼦機器、保全⽀援システム

所在地



様々な受配電設備にフレキシブルにフィット
スイッチギヤ
3.6〜84kVの受配電設備で使⽤される配電盤で、遮断器、計測・制御・保
護機器を搭載。総合技術⼒によって受配電設備の近代化、ネットワーク化
を実現し、業界をリードしている。ガス絶縁開閉装置（GIS）においても
三菱電機はキュービクルタイプのコンパクトな製品を開発し、2000年には
地球温暖化抑制のためSF6ガスを使⽤しない乾燥空気（ドライエアー）を⽤
いた新型スイッチギヤを発表した。また72／84kV級縮⼩変電所（C-GIS）
は国内シェア約20％※1を維持している。

※1 2016年 JEMA調べ

関連リンク︓ 受配電設備

世界のニーズに対応できる多彩なラインアップ
遮断器
3.6〜84kVの幅広い電圧階層で事故電流を遮断するのが遮断器。電圧・⽤
途により真空、ガス、気中式があり、多くの種類を⽣産している。三菱電
機は1965年に国内で初めて※2真空遮断器の量産化に成功。2014年3⽉に
は遮断器の累計⽣産台数は100万台を突破した。また、2015年6⽉には宇
宙空間並みの⾼真空を保った容器内に電極を構成する、「真空バルブ」の
累計⽣産本数が400万本に到達。過酷な使⽤条件の下でも優れた性能を発
揮する、⻑寿命・⾼品質の製品を送り出している。

※2 当社調べ

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト

CLOSE-UP PRODUCTS



⼀目瞭然の運転監視で、24時間万全を図る
受配電監視制御システム
受配電設備の運⽤の効率化と省エネルギーを図る受配電監視制御システ
ム。電⼒需要においては、電⼒の⾃由化の進展に伴い、コジェネレーショ
ン・⼤容量電池などを利⽤した分散電源システムの⾼信頼度運⽤による電
⼒供給の安定化とトータルエネルギーコスト削減、設備運⽤の効率化・保
守の省⼒化によるライフサイクルコスト低減のニーズがある。通常の運転
時の監視制御や故障時・停電時の⾃動処理、さらには保全の省⼒化なども
含む監視制御をトータルに⾏い、設備運⽤の合理化を図る。

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト

グローバル市場で活躍
三菱低圧モーターコントロールセンター
⼯場や発電所などで使われる多数のモーターの開閉制御を⾏うモーターコ
ントロールセンターは、国内では三菱電機が業界に先駆け開発、1954年に
⽣産を開始し、国内トップシェア※3を誇っている。
また、海外市場向け製品として、IEC規格対応や⾼電圧・⾼遮断の要求、
さらには盤内でのアーク事故時における設備や⼈の保護要求など、国内よ
り⼀段と⾼い性能と安全性の要求に応えた「三菱低圧モータコントロール
センタD」を2016年に開発。海外の未熟練者にも分かりやすいユニバーサ
ルデザインが評価され、2016年グッドデザイン賞を受賞した。海外⽣産拠
点との技術提携を⾏い、グローバル市場の開拓を更に推進している。

※3 2018年 当社調べ

関連リンク︓ 受配電設備



世界に先駆けた技術で保全に貢献
MT法による絶縁物の劣化診断・余寿命推定技術
配電盤に使⽤される絶縁物表⾯のイオン付着量と⾊彩に着目し、統計的な
品質⼯学⼿法であるMT法による解析、湿度特性や放電特性を加えた分析を
⾏うことで、絶縁物の寿命を推定する技術を確⽴（2007年特許取得）。絶
縁物は使⽤環境の影響を受け、時間の経過とともに品質・性能が低下し、
ひいては事故を引き起こす可能性がある。絶縁物の状態を定量的に把握
し、配電盤の保全や更新計画をサポートすることで、事故を未然に防⽌
し、電気の安定供給に貢献している。

関連リンク︓ 受配電設備



歴史
1979年に丸⻲の地にて36kV以下
の開閉装置製造拠点として産声を
上げ、2019年4⽉には40周年を迎
えます。現在は、84kV以下の受配
電システムの⼀貫⽣産拠点に成⻑
し、社会を⽀える電⼒インフラの
安定供給に貢献しています。

受発電システム製作所の社員

グローバル市場への進出
当製作所は、世界各地域の特性に
応じた技術開発を通じて、世界中
のエネルギーインフラ推進に貢献
しています。中国・⽶国・インド
ネシアの⽣産拠点と連携した製品
供給を⾏っているほか、経済発展
が著しい中東・アジア地域への積
極的な拡販活動の展開に向けたエ
ンジニアリング拠点の構築など、
活躍のフィールドは全世界に拡
がっています。

技術拠点の⼀つである
Mitsubishi Electric Asia Pte.Ltd.

［シンガポール］

次世代電⼒システムの主要拠
点

当社では太陽光発電や蓄電池など
の直流電⼒を交流に変換すること
なく、そのまま供給・最適利⽤す
ることで系統全体の消費電⼒を削
減することができる「スマート中
低圧直流配電ネットワークシステ
ム」の事業展開を開始。当製作所
の「中低圧直流配電システム実証
棟」が主要拠点となり製品開発を
進めています。

TOPICS



環境への取組
電⼒インフラの⼯場として省エネ
に貢献する製品を提供することは
もちろん、エネルギーロスの⾒え
る化や、合計623kWの太陽光発電
システムを増設するなど、当社の
省エネモデル⼯場として、CO2排
出量削減に取り組んでいます。

⼯場敷地に設置されている
太陽光発電システム

※1
※2

※3

⼯場外観

IoTを活⽤した⽣産⾰新⼯場

2018年8⽉、国内トップシェア※1製品である真空バルブと遮断器の⼀貫⽣
産⼯場が本格⽣産を開始しました。この⼯場は、当社の「e-F@ctory※2」
を導⼊、IoTを活⽤した⽣産情報の⼀元化などにより、納期短縮と⾼品質･
⾼効率な⽣産を目指す⽣産⾰新⼯場です。当社のスマート中低圧直流配電
ネットワークシステム「D-SMiree※3」を当社⼯場で初めて採⽤しました。
また、太陽光発電やLED照明、空調機（放射空調⽅式）など、最新の当社
製省エネ機器を導⼊し、消費エネルギーを削減した、地球環境に配慮した
⼯場でもあります。

2018年8⽉23⽇現在（当社調べ）
e-F@ctory︓FA技術とIT技術を活⽤し、開発・⽣産・保守の全般にわ
たるトータルコストを削減するFA統合ソリューション
D-SMiree︓Diamond-Smart Medium voltage direct current 
distribution network system innovative（⾰新性） reliability（信
頼性） economy（経済性） ecology（環境性）



⼟地の名産
やはり、いわずと知れた「さぬき
うどん」が有名です。週末にはさ
ぬきうどんを目当てに、他県から
の観光客が有名なうどん屋に⾏列
を作り、もちもちとして弾⼒とコ
シのあるおいしいさぬきうどんに
⾆⿎を打っています。

さぬきうどん

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

受配電システム部
福野 研⼀

受配電システム製作所で働く社員
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稲 沢 製 作 所

快適と安⼼の
最先端を目指すマザー⼯場



稲沢製作所
〒492-8682  愛知県稲沢市菱町1番地

地図を⾒る

概要
世界中に“三菱昇降機”を発信
稲沢製作所は1964年に昇降機（エレベーター・エスカレーター）の専門⼯場として⽣まれ、1982年にはビルマネ
ジメントシステム事業を開始。以来、90ヶ国以上に三菱昇降機を送り出してきた。世界中で稼働する三菱昇降機・
ビルマネジメントシステムの品質を統括するマザー⼯場として、安全第⼀に、環境、効率、省エネ、快適を追求。
培われた技術・技能は海外12ヶ所の製造拠点に受け継がれ、世界の販売・据付・保守の拠点に根付き、製品品質の
維持・向上を⽀えている。

品質第⼀を胸に世界No.1へ
ビルの⾼層化は国内外で進み、エレベーターに対する⾼速・⼤容量化ニーズは拡⼤している。稲沢製作所は多様な
ニーズに応える次世代昇降機の研究開発に挑むため、2007年10⽉、⾼さ173.0mのエレベーター試験塔を竣⼯し
た。分速1,000m級の超⾼速エレベーターなど先進技術製品の開発と品質のより⼀層の向上で、グローバル競争⼒
の更なる強化に向けた研究開発に取り組む。
また、2007年に竣⼯したエスカレーター⼯場では、⽊曽三川をモチーフに本格的な屋上緑化を施し、夏にカルガモ
が茂みに産卵して雛を育てている様⼦が話題を集めマスコミ報道もされた。このように同製作所は、製品品質を追
求するだけでなく、製造現場としての環境共⽣にも取り組んでいる。

業務内容

エレベーター、エスカレーター、ビルマネジメントシステムの開発・設計・品質管理・⽣産技術及び情報
システムの開発・運営に関する業務

所在地



⾼速＆省スペースの⾰新的エレベーター
機械室レス・エレベーター「AXIEZ（アクシーズ）」
三菱電機は、モーター電源容量を増やさずに乗⾞⼈数に応じて速度を上げ
られる「可変速駆動技術」、設置スペースを広げずに⾼速化できる「電⼦
化終端階強制減速装置（SETS）」を世界で初めて※1開発。通常、定格速度
の速いエレベーターに必要とされる、モーター容量と減速停⽌のためのス
ペースを⼤幅に削減した。⾼速化と省スペース化の相反する要求に応えた
⾰新的エレベーターである。

※1 2005年10⽉三菱電機技報より

関連リンク︓ エレベーター・エスカレーター

オンリーワン※2の技術が⽣んだ“曲がる”エスカレーター
スパイラルエスカレーター
三菱電機は、技術的に難しく、⻑年夢のエスカレーターとされた曲線エス
カレーターを、弧の中⼼を連続的に移動させる中⼼移動⽅式の採⽤により
実現した。らせん状に曲がったスパイラルエスカレーターは、建物の空間
を美しく“魅せ”、利⽤者の視界を楽しませる。単なる移動⼿段を超え、建
物の空間利⽤概念を覆したのである。

※2 2015年8⽉現在 当社調べ

関連リンク︓ エレベーター・エスカレーター

CLOSE-UP PRODUCTS



指内部の情報で対応率99%以上を実現
指透過認証装置
本装置は、⽪膚内部組織の光透過率分布特性を検出して指紋をセンシング
する、世界初※3、当社独⾃の「光透過率変化検出⽅式」センサーを採⽤す
ることで、ユーザー対応率・認証精度の⼤幅改善を実現。さらには光源を
指の両側⾯に配置する「側⽅光源型」を採⽤することで⼩型化にも成功し
た。操作時にセンサー部に触れないため衛⽣的で、ユーザーは快適に操作
することができる。

※3 2003年8⽉27⽇付、研究開発広報より

関連リンク︓ ビルシステム

分速1,230mを実現
超⾼速エレベーター
三菱電機は、⾼度な設計・制御技術や、⾼層ビルにおいてミリ単位の位置
決めを可能とするレール据付技術など先端技術を結集し、“振動の極⼩
化”に成功。例えば横浜ランドマークタワーにおいて、分速750ｍの超⾼速
で“床に⽴てた10円⽟が倒れない”ほどの乗り⼼地を実現するなど、常に最
先端の“速さ”“快適さ”に挑んでいる。また、中国上海市に建設された「上
海中⼼⼤廈」向けに世界最⾼速※4となる分速1,230mのエレベーターを開
発し、⾼速⾛⾏ながら快適な乗り⼼地を実現している。

※4 2018年12⽉現在、稼働しているエレベーターにおいて 当社調べ

関連リンク︓ エレベーター・エスカレーター



環境を考え、⼈にやさしく、美しく
Zシリーズ エスカレーター
インバーターを標準装備し、利⽤者数に応じて速度を⾃動切換する省エネ
運転モードや照明のLED化により実現した⾼い省エネ性。安全装置が作動
して緊急停⽌する場合でも利⽤者の安全に配慮して緩やかに停⽌するス
ローストップ機能。LED採⽤によりシームレスで美しい光を演出する欄⼲
照明やスカート照明。Zシリーズ エスカレーターはこれからのエスカレー
ターの使命を形にしたものである。

関連リンク︓ エレベーター・エスカレーター

設備連携が実現するトータルセキュリティーソリューション
DIGUARD
セキュリティーIDカードを⼊⼝にかざすとゲートが開き、ほどなくエレ
ベーターが到着。オフィスのある階で⾃動で停⽌し、扉が開く。⾃席周辺
の照明がつき、空調がコントロールされ、PCが⽴ち上がり・・・。⼊退室
管理システム、ビル管理システム及び業務システムなど、ビルの様々なシ
ステムや設備を連携させて⾼度で便利なセキュリティー機能・サービス・
保守を実現する。

関連リンク︓ DIGUARD



受賞歴
＜AXIEZ＞
機械室レス・エレベーター
「AXIEZ」は、移動性能、省ス
ペース、ユニバーサルデザイン、
快適性を軸に究極の品質を構築。
2005年はグッドデザイン賞、
2008年には中⽇産業技術賞中⽇新
聞社賞、2009年にキッズデザイン
賞を受賞しています。また、新
AXIEZも2011年にグッドデザイン
賞、2012年には機械⼯業デザイン
賞とキッズデザイン賞を受賞しま
した。

機械室レス・エレベーター「AXIEZ」

受賞歴
＜世界最⾼速エレベーター＞
分速1230メートルと世界最⾼速※4

で⾛⾏するエレベーター。制振制
御技術、騒⾳低減技術等を駆使し
快適な乗り⼼地を追及しました。
「上海中⼼⼤厦」に初号機を納⼊
し、2016年7⽉より稼働していま
す。2016年に⽇経優秀製品・サー
ビス賞、2017年に電機⼯業技術功
績者賞を受賞しました。
※4 2018年12⽉現在、稼働してい
るエレベーターにおいて 当社調べ

かごの概略形状

付帯施設について
世界有数の⾼さ（173.0m）を誇
るエレベーター試験塔SOLAÉ（ソ
ラエ）に併設するショールームで
は三菱昇降機の歴史や、エレベー
ター、エスカレーターやビルマネ
ジメントシステムの最新製品／技
術にいたるまで、実機や模型、映
像など⼯夫を凝らした様々な展⽰
をしています。普段⾒ることので
きないエレベーター、エスカレー
ターの仕組みや、ビルマネジメン
トシステム製品の動作などを⾒て
触って体験することができます。

SOLAÉに併設されたショールーム

TOPICS



環境への取組
2007年に完成したエスカレーター
の製造⼯場では屋上緑化に取り組
んでいます。⼯場の屋上緑化とし
ては⼤規模であり、⼟厚80mmの
芝⽣などが熱を吸収し、建物内の
空調効率を著しく向上させ、夏は
涼しく冬は暖かい⼯場として地球
温暖化抑制に貢献しています。

屋上緑化

地域コミュニケーション活動
「三菱夏まつり」は、30年以上毎
年8⽉に実施されている当地で有名
な祭りです。⼯場敷地内に屋台や
お化け屋敷など多くの出店が並
び、盆踊りや⼯場⾒学ツアーなど
の各種イベントも催されます。近
隣住⺠の⽅々など毎年約⼀万⼈も
の来場者を集めて⼤変賑わいま
す。

三菱夏まつり

教育プログラム
ビルシステム事業において⻑年
培ってきた技術やノウハウを次世
代に継承していくことや、ビルシ
ステム事業に求められる⼈材像に
沿った⼈材の作り込みに向け、多
様な技術系研修・スキル系研修を
実施しています。また、グローバ
ル事業のマザー⼯場として、常駐
外国⼈講師による英語講座なども
積極的に取り⼊れています。
⼈材育成強化の⼀環として、2016
年には新研修センター「SOLAÉ 
place」を竣⼯し、教育プログラム
を快適かつ効率的に受講できる環
境を整備しました。



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
梨本 由佳

稲沢製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

昇降機・ビルシステムの⽣産・開発現場に潜⼊し、⾼速で安全・快適なエ
レベーターづくりの舞台裏を徹底解明︕

プロジェクトME 稲沢製作所

稲沢製作所で働く社員
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通 信 機 製 作 所

安⼼・安全を⽀えるインフラ分野で
社会に貢献



通信機製作所
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

概要
幅広いインフラ分野で社会に貢献
通信機製作所は、1953年に設⽴された「無線機製作所」を前⾝とし、1965年に｢通信機製作所｣として発⾜してい
る。
｢電⼦情報通信の三菱」をリードする製作所として、電波・光・通信などに関連する最先端の⾼度な技術を保有し、
新たな事業や製品を創出し続けており、衛星通信・宇宙観測・監視システム・電⼦デバイスなどの幅広い分野で社
会に貢献している。

⾼度な技術により社会のニーズに応え続ける
同製作所では、これまで多くの歴史的・国際的なプロジェクトを担ってきた。独⾃の衛星管制ソフトウエアを搭載
し「準天頂衛星」「気象衛星ひまわり」などの⼈⼯衛星の追尾管制を⾏なう地上管制局、超精密な駆動制御技術に
よりµm単位で主鏡の歪みを補正する⼤型望遠鏡、幅広い周波数帯やレーザー光を⽤いた気象観測システム、航空
機の位置を⾼精度に測位する航空管制システム、最先端の追尾・送信技術により災害時でもリアルタイムな通信を
可能にする衛星通信システムなどにおいて、⻑年培ってきた先進技術により、世界最⾼クラスの性能を実現してい
る。
昔も今もこれからも、『安⼼』『安全』『グローバル』をキーワードに、既存の事業領域に留まることなく、⾼度
な技術を結集したシステム・製品を社会に提供し、更なる⾶躍・発展を続けていく。

業務内容

衛星通信地球局設備、衛星追跡管制設備、移動体衛星通信端末システム、宇宙天⽂観測設備、気象レー
ダー、空港気象ドップラーレーダー、航空管制関連システム、密着イメージセンサーなど電⼦デバイス、
RFIDリーダーライター装置、ミリ波列⾞監視システム、電⼦戦システム、警戒管制レーダー

所在地



⼝径30メートルの超⼤型望遠鏡で世界の天⽂学をリードする
TMT（Thirty Meter Telescope）
TMT（Thirty Meter Telescope）計画は、国際協⼒により標⾼4,200mの
ハワイ島マウナケア⼭に建設される、30m⼝径の次世代⼤型光学⾚外線望
遠鏡。⾼い観測性能により、宇宙や⽣命の起源、宇宙構造を究明すること
が期待されている。通信機製作所は、2,000トンを超える望遠鏡本体構造
やそれを精密に駆動する制御系、主鏡交換ロボットを担当し、開発・詳細
設計に取り組んでいる。

関連リンク︓ すばる望遠鏡

映像を衛星に直接送信し、全国へ⼀⻫配信
ヘリコプター衛星通信システム「ヘリサット」
ヘリコプター衛星通信システムは、⾼速回転するブレード（⽻）の間隙を
縫って空撮映像を直接、衛星に送信することができる。⾼速通信でリアル
タイム映像を全国へ瞬時に配信することが可能となり、災害時や緊急時の
迅速な情報収集・伝達を⽀えている。

関連リンク︓ 衛星通信システム

真上から⽇本を⾒守り、測位制度を⼤幅に改善
準天頂衛星地上局
準天頂衛星システム（みちびき）はナビゲーションに代表される測位サー
ビス及び災害時の安否確認サービスなどを提供する衛星測位システムで、
⽇本版GPSと呼ばれることもある。通信機製作所はその地上設備を担当
し、サービスに必要な電波を送受信するアンテナや衛星の安定・効率的な
運⽤を⾏う衛星管制ソフトウエアの製造を⾏っており、より⾼精度な位置
情報ビジネスの発展に貢献している。

関連リンク︓ 宇宙システム

CLOSE-UP PRODUCTS



⼤型⼤気レーダーで南極⼤気を精密観測
南極昭和基地⼤型⼤気レーダー「PANSY」
PANSY計画は、南極昭和基地に⼤型⼤気レーダーを建設し、上空約500km
までの⼤気の動きを⾼精度で観測する、東京⼤学・国⽴極地研究所・京都
⼤学などによる共同研究プロジェクト。通信機製作所はアンテナ素⼦を除
く装置の開発・製造を担当している。南極という過酷な環境下でも⼤気の
動きを正確にとらえる世界最⾼⽔準の技術で、地球環境変動の解明を目指
している。

関連リンク︓ from南極

海表⾯の流速から津波成分を抽出し、早期の津波検知を⽀援
津波対策⽀援⽤海洋レーダー
津波対策⽀援⽤海洋レーダーは、海洋の流速を測定する従来の海洋レー
ダーを津波監視⽤に改良したもの。津波到来の視認性向上のため、測定し
た流速から潮汐や風浪などの通常の流速成分を差し引くことによる津波成
分抽出に取り組んでいる。津波対策⽀援海洋レーダーはHF帯の電波を⽤い
るため、地平線から更に遠くの領域まで観測できる特徴を持つ。そのため
早期に津波を観測し、沿岸地域の防災・減災へ貢献することが期待されて
いる。

関連リンク︓ 宇宙システム

複写機・⾦融端末など 画像⼊⼒装置の読取り系キーデバイス
密着イメージセンサー（CIS）
密着イメージセンサー（CIS︓Contact Image Sensor）は、CMOSライン
センサー・光源・信号処理回路を内蔵し、世界最速クラスの読取速度とデ
ジタル出⼒により使いやすさを実現した読取デバイスである。複写機や
ATM、近年では産業⽤各種検査装置に採⽤されるなど、IoTやIndustry4.0
の流れに不可⽋な最先端の技術として幅広く利⽤されている。

関連リンク︓ 密着イメージセンサー



環境への取組
現在、環境への取組の⼀つとし
て、緑地⾯積の確保と断熱効果に
よる省エネルギーをめざす屋上緑
化に取り組んでいます。通信機製
作所は、1997年にISO14001を取
得し、持続可能な発展のために、
環境の保全と向上に努めていま
す。

緑化の取組には、屋上トレーを使⽤

所内イベント
通信機製作所では社員相互の交流
を目的に例年春にソフトボール⼤
会を開催しています。当⽇は多く
の社員や家族が参加し、⽩熱した
戦いが繰り広げられ、⼤変に盛り
上がる恒例⾏事です。この他にも
フットサル⼤会やバス旅⾏など多
数のイベントを開催しています。

ソフトボール⼤会の模様

最寄の名所・
観光スポットなど

通信機製作所の⼯場周辺ではたく
さんの桜の⽊々が植えてありま
す。春になるとその桜があたり⼀
⾯に咲き、お花⾒スポットになり
ます。桜は春だけでなく、夏は深
緑、秋には紅葉と、四季折々で⾒
る⼈々を楽しませてくれます。

⼯場周辺の桜

TOPICS



受賞歴
各々の技術・研究分野等の発展に
⼤きく貢献したとして、最近で
は、京都⼤学と共同開発し1984年
に完成した世界初のアクティブ・
フェーズドアレイ⽅式による⼤型
⼤気レーダー「MUレーダー」や、
国⽴天⽂台と共同開発し1982年に
納⼊した「野辺⼭45ｍ電波望遠
鏡」がIEEEマイルストーン※に認
定されました。この他にも世界
トップクラスの技術⼒を背景に多
数の表彰受賞実績があります。

※ IEEEマイルストーン︓電気・電
⼦・情報・通信分野において、開
発から25年以上経過し、地域社会
や産業の発展に多⼤な貢献をした
歴史的偉業を認定する制度。

IEEEマイルストーンに認定されたMU
レーダー

教育プログラム
通信機製作所では、各種専門知識
研修、階層別研修、語学研修等の
多様な研修プログラムが整備され
ています。また、通信機製作所で
は独⾃に技術研修プログラムを構
築し、年間100講座近い研修が開
講されています。加えて、若⼿技
術者の育成にも⼒を⼊れており、
育成プログラムの作成やフォロー
アップ体制を充実化させていま
す。

研修の模様

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

インフラ情報システム
部
佐藤 真帆

通信機製作所で働く社員
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鎌 倉 製 作 所

⾼度な技術で
未来社会を創造する



概要
宇宙開発のリーディングメーカー
鎌倉製作所は、1962年に関東における最先端のエレクトロニクス開発・⽣産の拠点として操業を開始した。そして
1976年、⽇本初の電離層観測衛星の打ち上げに成功し、宇宙開発のリーディングメーカーとしての礎を築く。その
後、現在まで約40年間、気象観測・通信・測位衛星・宇宙機の開発と運⽤成功など、国内外を問わず様々な分野の
⼈⼯衛星や、その搭載機器の開発・製造を⼿がけている。
さらに、貴重な周波数「ミリ波」に注目し、⼈⼯衛星に搭載する地球観測機器や⾃動⾞搭載の前⽅監視レーダーな
ど、様々なミリ波利⽤製品の開発にも取り組んでいる。

拡⼤する宇宙事業
ここ数年でだいち2号、準天頂衛星、HTV初号機〜7号機などの宇宙航空研究開発機構（JAXA）向け衛星の打ち上
げや、ST-2、Turksat-4A／-4Bなどの商⽤衛星の打ち上げ成功、運⽤継続しており、現在16機の衛星が軌道上で
順調に運⽤され、観測・通信・測位など様々な役目を果たしている。
今後も最新テクノロジーを駆使し、マルチメディア情報処理技術と宇宙・防衛システムとの融合を図る。
また、位置情報ソリューションサービスなど保有する多様な技術を活かしたシステムの提供で、社会をより豊かに
するインフラの構築に貢献していく。

業務内容

誘導⾶しょう体システム、⽕器管制システム、情報・通信・指揮システム、⼈⼯衛星、⼈⼯衛星搭載機
器、衛星通信⽤地上設備、ITS、DSRC応⽤システム、統合セキュリティー、LBS、⾼精度測位応⽤シス
テム、三次元GIS



鎌倉製作所
〒247-8520  神奈川県鎌倉市上町屋325番地

地図を⾒る

鎌倉製作所（郡⼭⼯場）
〒963-0215  福島県郡⼭市待池台⼀丁目21番地
（郡⼭⻄部第⼆⼯業団地内）

地図を⾒る

鎌倉製作所（相模⼯場）
〒252-5295  神奈川県相模原市中央区宮下⼀丁目
1番57号

地図を⾒る

所在地



気象現象に加え、地球環境の監視機能を持つ衛星
ひまわり8号／9号
静⽌気象衛星のひまわり8号と9号は、当社が2006年に納⼊したひまわり7
号（運輸多目的衛星︓MTSAT-2）の後継機である。ひまわり7号に⽤いた
信頼性の⾼い当社標準衛星プラットフォーム「DS2000」を⾼性能化し、
世界最先端の観測能⼒を有するセンサー（可視⾚外放射計）を搭載し、気
象予報の精度向上が期待されている。8号は2014年10⽉に打ち上げ、
2015年7⽉より本格運⽤を開始し、2016年11⽉に打ち上げた9号は、
2017年3⽉より待機運⽤を開始している。

関連リンク︓ 宇宙システム

厳しい国際競争を勝ち抜いて受注
Turksat-4A／-4B
「Turksat-4A」及び「Turksat-4B」は、トルコの国営衛星通信会社から
受注した通信衛星。「ST-2」に続く海外商⽤衛星であり、海外衛星メー
カーとの厳しい受注競争を勝ち抜いたものである。4Aは2014年2⽉、4B
は2015年10⽉に打ち上げを完了した。世界の商⽤通信衛星市場は今後も
通信量の増加による堅調な需要が⾒込まれており、当社も積極的な海外展
開を進める。

関連リンク︓ 宇宙システム

CLOSE-UP PRODUCTS



地球の安全を⾒守る観測技術衛星
だいち2号
陸域観測技術衛星第2号の「だいち2号」については、宇宙航空研究開発機
構（JAXA）とともに開発を⾏い、2014年5⽉に打ち上げを完了した。だい
ち2号は前号機である「だいち」の合成開⼝レーダーの性能を向上し、地球
規模の災害状況把握に加え、国⼟管理や資源管理などの多様なニーズに利
⽤を拡⼤する。だいち2号のLバンド合成開⼝レーダー（PALSAR-2）は
3.6×10mの⼤型展開アンテナを有し、1〜3mの⾼分解能と広域観測（〜
490km）を実現する。衛星バスシステムでは、当社の持つ豊富な軌道上開
発実績に基づく⾃律化機能を備えた先進システムを搭載、地上系システム
と連携することで迅速な災害観測を実現する。

関連リンク︓ 宇宙システム

地上からISSに物資を補給
宇宙ステーション補給機「こうのとり」（HTV）
国際宇宙ステーション(ISS)まで無⼈で⾃動接近⾶⾏する補給機。ISS交換
部品、実験機器、宇宙⾶⾏⼠の⽇常品などの物資を運び、補給後は使⽤済
みの実験機器や⾐類などを積み込み、⼤気圏に再突⼊して廃棄。
三菱電機は全体システム設計を三菱重⼯と担当し、2009年の初号機に始ま
り、現在までに7機をH-ⅡBロケットで打ち上げ、ISSとのドッキング及び
物資輸送を完了した。また、後継機となる新型宇宙ステーション補給機
（HTV- X）の開発も進められており、当社はHTVと同様に重要な役割を
担っている。

関連リンク︓ 宇宙システム



⾃動ブレーキで安全交通社会作り
⾞載ミリ波レーダー⽤モジュール
⾞載ミリ波レーダーは⾃動⾞に搭載して前⽅を監視するセンサーであり、
⾃動ブレーキや⾞間距離を⼀定に保って⾛⾏するオートクルーズなどに⽤
いられている。
他のセンサーであるカメラやレーザー、レーダーと⽐較して、ミリ波レー
ダーは検知距離が⻑く、検知性能が天候に左右されにくいという特徴を有
する。ミリ波レーダー⽤モジュールは、アンテナ／電波送受信／デジタル
信号処理を⼀体化したもので、ミリ波レーダーのキーパーツである。鎌倉
製作所は保有する優れた⾼周波回路技術やアンテナ技術により、2003年か
らミリ波レーダー⽤モジュールを量産している。⼩型化、低コスト化開発
の成果と市場の需要増加を受けて、ミリ波レーダー⽤モジュールの⽣産数
量は急拡⼤する⾒込みである。

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

安全・快適な道路交通環境を実現
⾼度道路交通システム「ITS」
ITS（Intelligent Transport Systems）は、⼈・交通・⾞両を有機的に結
びつけることで、渋滞・交通事故の低減や利⽤者の快適性向上を目的とし
た新しい概念の交通システムの総称。鎌倉製作所が関わる技術の⼀つが、
DSRC応⽤システム。DSRCとは専⽤狭域通信技術で、5.8GHz帯の電波を
使⽤し、限定されたスポットにおいて最⼤4Mbpsの転送速度で双⽅向通信
を⾏うことができる。この通信⽅式は、既に全国のETCに使われている。

関連リンク︓ ⾼度道路交通システムITS



歴史
鎌倉製作所は1968年に打ち上げら
れたINTELSAT以降、現在まで約
50年間、国内外を問わず様々な分
野の⼈⼯衛星や、その搭載機器を
製造してきました。今⽇までに
培った実績や技術を活かし、これ
からも世界の宇宙事業に貢献すべ
く邁進してまいります。

世界の宇宙事業に貢献する三菱電機

受賞歴
2009年9⽉に国際宇宙ステーショ
ン（ISS）にドッキングを果たした
宇宙ステーション補給機「こうの
とり」（HTV）において、当社は
「⼈⼯頭脳」に相当する電気モ
ジュールを開発したことが⾼く評
価され、2010年に宇宙航空研究開
発機構（JAXA）他関連企業連名
で、⽇本産業技術⼤賞の「⽂部科
学⼤⾂賞」を受賞しました。

宇宙ステーション補給機「こうのとり」

付帯施設について
社員の安全で健康な暮らしを⽀え
るため、鎌倉製作所には社宅・独
⾝寮（男⼦寮、⼥⼦寮）や運動場
（グラウンド・テニスコート）と
いった付帯施設があります。写真
は若⼿男性社員が利⽤している男
⼦寮で、現在約700⼈が⼊居して
います。寮での仕事の枠を超えた
交流は、社員同⼠の絆を深めるこ
とに⼀役買っています。

男⼦寮外観

地域コミュニケーション活動
毎年、夏の恒例⾏事として「サ
マーフェスティバル」を会社グラ
ウンドで開催しています。模擬店
をはじめ、本格神輿祭り、仮装コ
ンテストなど、様々な催しを企
画。社員だけではなく地域住⺠の
⽅々と⼀緒になって⼤いに盛り上
がり、夏の暑さを吹き⾶ばしてい
ます。

神輿祭りの様⼦

最寄の名所・観光スポットな
ど

鎌倉には⻑⾕の⼤仏や鶴ヶ丘⼋幡
宮など由緒ある神社仏閣や遺跡が
散在し、歴史ある街並みが残るほ
か、ヨットや釣り、サーフィンな
どのマリンスポーツを楽しめる湘
南海岸や江の島が近くにあり、国
内外から年間約1,900万⼈もの
⽅々が観光で訪れます。

湘南海岸

⼟地の名産
鎌倉彫り、鎌倉ハム、鳩サブレな
ども⼈気ですが、特にシラスが有
名です。湘南で朝に獲れた新鮮な
⽣シラスは⾝が綺麗に透き通って
いて、プリっとした⾷感、やさし
い汐の⾹りとほのかな⽢みが楽し
めます。刺⾝でもシラス丼やかき
揚げにしてもおいしいです。

湘南で獲れる⽣シラス

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

宇宙システム第⼆部
三輪 章⼦

秋季採⽤制度
先輩社員

営業部
⽑利 拓史

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⼭本 悠

鎌倉製作所で働く社員
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次世代の通信環境を担う
技術開発の要



コミュニケーション・ネットワーク製作所
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

コミュニケーション・ネットワーク製作所（郡⼭⼯
場）
〒963-8586  福島県郡⼭市栄町2番25号

地図を⾒る

概要
通信インフラの開発担当として
伝統ある当社無線ビジネスを受け継ぐ製作所であるコミュニケーション・ネットワーク製作所は、1995年、通信機
製作所の無線機器や有線機器などの事業部門が独⽴する形で設⽴された。1998年からは、通信キャリアや企業官公
庁に対する無線及び有線による通信ネットワークのインフラシステム機器やシステムの開発⽣産を担当。最先端の
技術を⽤い新たな戦略を打ち出している。

光・無線技術で⾼いシェアを維持
光通信技術、無線通信技術を核とした通信ネットワーク機器・システムにより、国内外の通信キャリアの多様な
ニーズに即応。最近では毎秒10ギガビットの通信をユーザーに提供する光アクセスシステムや、次世代移動体通信
インフラビジネスに対応する新たな無線アクセスシステムの開発に取り組む。また、無線のデジタル化により列⾞
無線のシステム⾼度化に貢献し、⾼いシェアを維持。さらに、通信機能、各種連携機能を有する映像セキュリ
ティーシステムを始め、幅広い分野のセキュリティーニーズにも対応している。
通信キャリアは新サービスの創出と同時に、次世代ネットワークの構築に取り組んでいるが、同製作所は先⾏開発
して蓄積してきた技術をベースに、さらに顧客ニーズに追従した新技術にも取り組むなど、その構築に向け、積極
果敢にチャレンジしている。

業務内容

光アクセスシステム、⾼速⼤容量光通信システム、移動体通信システム⽤基地局、無線通信システム（列
⾞無線システムほか）、映像セキュリティーシステム

所在地



安全・安⼼な暮らしを“目”でサポート
映像セキュリティーシステム
防犯を目的としたセキリュティー⽤途に加え、画像解析技術を利⽤した
マーケティングへの応⽤など、監視カメラシステムの活⽤範囲はますます
広がっている。当社はフルHDカメラによる⾼精細な映像監視や、インター
ネット回線を経由したスマートフォン・タブレット端末からの遠隔監視な
ど、映像監視技術の⾰新を進めている。⼈々の安⼼・安全な暮らしを⽀え
るセキュリティー分野での豊富な経験を活かし、今後は顔認証や⼈物の⾏
動検知などの画像解析技術を活⽤し、お客様の利⽤価値を創出する製品・
技術の⾼度化を目指す。

関連リンク︓ 映像監視システム

⾼速&⼤容量で通信ネットワークを⽀える
光アクセスシステム（GE-PON）
パソコンやタブレット端末、スマートフォン、テレビなど、多様な端末を
家庭でインターネットに接続し、ハイビジョン動画をはじめとした⼤容量
のコンテンツを楽しむために、FTTH（Fiber To The Home）と呼ばれる
光ファイバーを⽤いた⾼速⼤容量通信ネットワークが通信事業者により構
築されている。当社は、通信事業者の局舎と家庭を結ぶ「光アクセスシス
テム」で国内トップシェア※を誇り、世界最先端の通信ネットワークの構
築、普及に貢献している。

※ 2018年9⽉11⽇ 株式会社富⼠キメラ総研「2018コミュニケーション関
連マーケティング調査総覧」より

関連リンク︓ 通信キャリアネットワーク

CLOSE-UP PRODUCTS



さまざまなIoTソリューションを実現
IoTシステム対応通信ゲートウェイ
既存の設備や機器の稼働データをインターネット経由でクラウドにつな
ぎ、運⽤最適化や予防保全を⾏うIoTシステムの導⼊が増加している。
当社はお客様のニーズに応じたアプリケーションを実⾏でき、⾼いセキュ
リティー性能をもった製品を提供している。

低炭素社会の実現に貢献
スマートグリッド⽤通信システム
地球環境問題への対応のため、世界各国で太陽光発電システムなどの再⽣
可能エネルギーの導⼊と転換（電化）が進められている。これらのエネル
ギーによって電⼒を安定的に供給するにはスマートグリッドが不可⽋とな
る。スマートグリッド関連システムの中の通信系ネットワークシステム関
連機器を担当し、低炭素社会の実現に貢献している。

ブロードバンド化に伴うネットワークの⾼速・⼤容量化に対応
WDMシステム
WDM（Wavelength division multiplexing）は、都市圏のネットワークに
おいて1本の光ファイバーに100G×40〜88波の⼤容量伝送が可能である。
国内の通信キャリアをはじめ、世界各地の海底ケーブルシステム向けに多
数の納⼊実績を保有。



⾼品位な無線インフラで列⾞の安全・円滑な運⾏に貢献
デジタル列⾞無線システム
低炭素化社会の実現に向け世界的に鉄道の重要性が⾒直されている。当社
は最新のデジタル列⾞無線技術により、⾼品位な地上̶⾞上間の情報通信
システムを提供している。同分野のトップメーカーとして列⾞の安全で円
滑な運⾏、またトレインビジョンなどによる⾞内情報サービスの提供に貢
献している。



歴史
コミュニケーション・ネットワー
ク製作所の歴史は、1953年の無線
機製作所に遡ります。2002年に現
在の名称になり、当社無線ビジネ
スの伝統を受け継ぐ製作所とし
て、世界の通信インフラを⽀えて
います。

⽇本初 全トランジスタ⽅式無線機
ふるさと祭りの新⼊社員イベント 郡⼭ 夏祭り

地域コミュニケーション活動
コミュニケーション・ネットワーク製作所では、伊丹地区・郡⼭地区とも
に、毎年夏祭りを開催しています。伊丹地区では、同地区内の他製作所と
合同で「ふるさと祭り」を開催し、新⼊社員による地域の⼦供向けイベン
トや、芸能⼈のステージ、豪華景品が当たるお楽しみ抽選会など、楽しい
イベントが目⽩押しです。郡⼭⼯場の夏祭りでも、クイズ⼤会や社員の有
志によるバンド演奏など、地元の皆様に楽しんでもらっています。

所内イベント
毎年、社員相互のコミュニケー
ション強化施策の⼀環として、所
内スポーツ⼤会を開催していま
す。所⻑から新⼊社員までの⼤勢
が参加し、スポーツを通じて交流
を深めています。普段は⾒られな
い好プレー、珍プレーがあり、⼤
いに盛り上がります。

スポーツ⼤会

その他
コミュニケーション・ネットワー
ク製作所の郡⼭⼯場は、太陽光発
電システムやLED照明の導⼊によ
り、エコファクトリーとして注目
されています。今後もコミュニ
ケーション・ネットワーク製作所
の⽣産拠点として、三菱電機の通
信事業を⽀えていきます。

郡⼭⼯場の建屋

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
圓尾 ⼀太

コミュニケーション・ネットワーク製作所 郡⼭⼯場について、さらに詳しく映像で紹介していま
す。

安全・安⼼な暮らしを「目」でサポートする、監視カメラ開発現場の舞台
裏を徹底解明︕

プロジェクトME コミュニケーション・ネットワーク製作所 郡⼭⼯場

コミュニケーション・ネットワーク製作所で働く社員
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中 津 川 製 作 所

風と空気、⽔と光のテクノロジーで
環境貢献製品を独創



中津川製作所
〒508-8666  岐⾩県中津川市駒場町1番3号

地図を⾒る

中津川製作所（飯⽥⼯場）
〒395-0812  ⻑野県飯⽥市松尾代⽥1213番地

地図を⾒る

中津川製作所（京都⼯場）
〒617-8550  京都府⻑岡京市⾺場図所1番地

地図を⾒る

概要
“風の中津川”と呼ばれて
中津川製作所は、送風技術を駆使した換気扇及び業務⽤・産業⽤送風機事業の成功から、“風の中津川”と呼ばれて
きた。世界7ヶ国で基本特許を取得した全熱交換形換気扇「ロスナイ」、ハンドドライヤー市場に⾰命を起こした
「ジェットタオル」など、それまで市場に存在しなかったユニークな製品を⽣み出し、多くが今も国内トップクラ
スのシェアを占めるなど、理想的なビジネス形態を維持。熱・流体・燃焼・送風・空調・制御など様々な技術領域
で、深く幅広いノウハウを蓄積したことが、新たな市場を開拓する気風を⽣み、イノベーションを実現する原動⼒
となっている。

4つの技術分野をベースに多様なニーズに対応
中津川製作所は4つのキーワード「風・空気・⽔・光」をベースとして、それぞれのテクノロジーを活かした商品
群を展開中。住宅⽤では、2014年から発売となったエネルギー管理システム（HEMS）事業において、太陽光発電
及び換気送風機、冷温⽔システムを担当。業務⽤では、オフィスビルや商業施設などの⺠間施設から、学校や病院
などの公共施設まで幅広く活躍しているロスナイやジェットタオルなどを展開。また、⼤規模発電事業にも対応し
た太陽光発電システムを展開するなど、様々なシーンでの省エネ化や快適性の向上に貢献している。

業務内容

換気扇、全熱交換形換気扇「ロスナイ」、ヒートポンプ式冷温⽔システム「エコヌクール」、業務⽤産業
⽤換気送風機（有圧換気扇、空調⽤送風機、エアーカーテンなど）、ハンドドライヤー「ジェットタオ
ル」、住宅⽤／公共・産業⽤太陽光発電システム「ダイヤモンドソーラー」、喫煙⽤集塵・脱臭機「ス
モークダッシュ」

所在地



風速98m/s※1のジェットの風が⽔滴を吹き⾶ばす
ジェットタオル
⼿洗い後の濡れた⼿を素早く乾かす「ジェットタオル」は“両⾯ジェットの
風”で⽔滴を吹き⾶ばす新しい発想・⽅式のハンドドライヤーとして、世界
で初めて当社が開発・発売し、ハンドドライヤー市場に⾰命をもたらし
た。ペーパータオルなどのゴミを出さないなど、環境への貢献や衛⽣性が
評価され、オフィス、飲⾷店、コンビニエンスストア、アミューズメント
施設、⾷品⼯場といった施設から、近年では⼤学などにも導⼊されている
（1⽇300回使⽤しても電気代はわずか8円※1の低ランニングコストを実
現）。 

実際に使⽤する機会が多く、⼀般に広く親しまれている製品の⼀つであ
る。今後も常に業界トップであることを目指し、乾燥性能・静⾳性・消費
電⼒・衛⽣性・デザインを意識した製品づくりに取り組んでいく。

※1 JT-SB116KN2の場合。
電気代は1ヶ⽉25⽇（乾燥時間6秒／回）の使⽤、常時通電（1⽇24時間、
1ヶ⽉30⽇として算出）、電気料⾦目安単価27円／kWh（2018年2⽉現
在）にて算出

関連リンク︓ 三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」

“室内温度を保つ換気”で理想の省エネ
全熱交換形換気扇「ロスナイ」
優れた省エネ効果を発揮する熱交換器（ロスナイエレメント）を搭載する
ことで、換気の際に捨てられてしまう室内の暖かさや涼しさを再利⽤（熱
回収）しながら換気ができ、約6〜8割の熱エネルギーの回収を実現。夏
季・冬季の冷暖房負荷を低減し、省エネで快適な換気を実現する「ロスナ
イ」は、温度も湿度も交換できる和紙の特性に注目することで誕⽣した。
1970年の発売以降、住宅や⼤学などの学校、オフィスビル、店舗など、
様々なシーンで⽤途を拡⼤しており、40年以上経過した今も理想的な省エ
ネを可能とする製品として、業界から⾼く評価されている。写真は住宅⽤
の換気空清機「ロスナイ」。

関連リンク︓ 換気扇・換気空清機ロスナイ

CLOSE-UP PRODUCTS



発電⾯積を最⼤限にするモジュールラインアップ
太陽光発電システム「ダイヤモンドソーラー」
太陽光発電システムは⾃然エネルギーの中でも注目度が⾼く、急速な需要
拡⼤が続いている。三菱電機では、住宅⽤として多様な形状の組み合わせ
で発電⾯積を最⼤限にする太陽電池モジュール「マルチルーフ」と変換効
率98％※2の⾼効率「パワーコンディショナー」を、公共・産業⽤として
様々な施設や⽤途、導⼊目的にマッチするシステムを提案、クリーンでエ
コロジーな⽇本を作り出している。また、⽇本の風⼟を考慮した設計・製
造技術で、安全・安⼼な製品を供給。国内で初めて※3「無鉛はんだ太陽電
池モジュール」を量産。廃棄された場合の環境負荷まできちんと配慮し、
より地球思いの太陽光発電システムを提供している。

※2 PV-PN44KX2、⼒率1,00におけるJIS C 8961で規定する定格負荷効
率
※3 当社調べ

関連リンク︓ 三菱太陽光発電システム

技術の融合が“世界最⼩※4”を⽣んだ
⼩型換気扇⽤コンデンサーモーター「MINIMO」
「MINIMO」の直径（モーター外郭）は、世界最⼩サイズのわずか
45mm。従来品に⽐べ容積で約68%減、質量で73%減と、⼤幅な軽量・
コンパクト化を実現した。これにより、「MINIMO」を搭載したパイプ⽤
ファン（換気扇）は、従来よりも換気風量が約25%増加した⼀⽅、消費電
⼒は約22%も低減された。モーターの性能を落とさず⼤幅な⼩型化を実現
した「MINIMO」は、モーター設計・製造技術・設備開発など専門分野の
異なる技術者たちが⼀体となって最⾼の製品を追求した結果であり、中津
川製作所のものづくりの基本姿勢として⻑く受け継がれてきた“コンカレン
ト・エンジニアリング”の成果といえる。

※4 全⾃動無⼈化⽣産対応コンデンサー搭載型換気扇⽤交流モーターにお
いて。
2018年2⽉28⽇現在、当社調べ 

関連リンク︓ 換気扇・換気空清機ロスナイ



歴史
⽊曽11宿のうち、⼀番南にある宿
場・⾺籠は、全国でも珍しい、坂
のある宿場町。⾺籠峠から⽯畳の
坂道に沿って600ｍほどの家並が
続きます。⽂豪島崎藤村の⽣地で
「藤村」の作品・資料を集めた記
念館があります。

⾺籠宿の家並

環境への取組
中津川製作所は「環境配慮型 住
宅・業務⽤設備機器システム製作
所」をめざし、省エネ・再エネ・
創エネ商品の開発や、製造時の環
境負荷低減に積極的に取り組んで
います。

中津川製作所

地域コミュニケーション活動
市や地元団体、市⺠が協⼒して⾏
う「森のめぐみ塾」では、毎回約
40名の参加者が下草刈や間伐など
に約2時間汗を流します。野外教室
や⾃然にあるものを使って遊ぶ
「森のめぐみ⼤会」も開催。⾃然
の⼤切さについて参加者の皆さん
と⼀緒に学んでいます。

森のめぐみ塾

最寄の名所・
観光スポットなど

恵那⼭は、中津川市の東南部と⻑
野県阿智村にわたる、中央アルプ
ス最南端の主峰。標⾼2,191ｍ、
⽇本百名⼭と新・花の百名⼭に選
定されています。頂上には中津川
市の花であるサラサドウダンが⾃
⽣しており、6⽉下旬〜7⽉上旬が
⾒頃。かわいらしい花を咲かせま
す。

恵那⼭

TOPICS



秋季採⽤制度
先輩社員

営業部
藤⽥ 望

中津川製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

クリーンエネルギーとして注目を浴びる「太陽光発電システム」の開発・
製造現場を取材し、「⽣涯発電⼒」をコンセプトに⾼い発電量と耐久性を
兼ね備えた製品の秘密を徹底解明︕

プロジェクトME 中津川製作所

中津川製作所で働く社員
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冷熱システム製作所

快適とエコロジーを実現する
“冷熱技術力”



冷熱システム製作所
〒640-8686　 和歌山県和歌山市手平六丁目5番66
号

地図を見る

冷熱システム製作所（長崎）
〒851-2102　 長崎県西彼杵群時津町浜田郷517番
7号

地図を見る

概要
販売実績と技術力で業界をリード
冷熱システム製作所の前身、和歌山製作所は、1943年に操業を開始。1956年に開放型冷凍機をラインアップに加
えた時から、“冷熱システムの総合製作所”としての歴史は始まった。販売実績はもちろん、低温用及び空調用スク
ロール圧縮機で日本冷凍空調学会技術賞、既設配管を再利用する環境配慮型の空調機更新技術で発明協会会長賞、
CO2冷媒を使用した業務用エコキュート「サニーパックQ ECO」で電力負荷平準化機器システム表彰、ホット
ウォーターヒートポンプで英国 National Heat Pump Awards 2012「Heat Pump industry Product innovation 
of the year」を受賞するなど、技術の高さでも文字通り日本を代表する冷熱システムメーカーであることを証明し
てきた。

生産体制の革新で更なる満足を
「冷やす」「熱する」行為は一見単純そうだが、それぞれの機能に応じた複雑な技術の応用が求められ、世界の至
るところにニーズが存在している。欧州を始めとする海外展開も好調であり、パッケージエアコン、冷凍・冷蔵機
器など、業務用の冷熱システム分野において常にトップランナーとして業界をリードしている。また、生産革新活
動に全所一丸となって取り組んでおり、「必要なものを、必要な時に、必要なだけつくる」生産体制を目指し、
「受注〜調達〜製造〜供給」の全般を通じたリードタイム短縮を推進している。

業務内容

冷凍機、冷凍・冷蔵クーリングユニット、ユニットクーラー、パッケージエアコン、チリングユニット、
業務用除湿機、圧縮機

所在地



業界初※1「扁平管熱交換器」を搭載したビル用マルチエアコン
グランマルチ
業界で初めて「グランマルチ」シリーズに搭載した扁平管熱交換器は、円
管タイプに比べて約30%も熱交換性能が向上。これにより高APFを実現し
全機種が省エネ法基準値を達成。また、夏の猛暑化が進む中、52℃（乾球
温度）までという業界No.1※2の高外気冷房運転を実現し、高外気でも優れ
た省エネ性能を発揮している。 
日本生まれのビル用マルチエアコンの商品と技術は、欧州、中国・アジ
ア、北米に進出。冷熱システム製作所では、省エネ空調機の開発、業界唯
一2管式で冷暖同時運転が可能な空調機の開発、寒冷地向け空調機の開発、
世界初の既設配管リユース型空調機開発など、先進の技術でビル空調にお
けるさまざまなご要望にお応えし、この分野のパイオニアとしての役割を
果たしている。 

※1 2013年10月製品発売時点（当社調べ） 
※2 2016年4月現在（当社調べ）

業界初※・新技術 欧州専用ハイブリッド式ビル用マルチエアコン
HYBRID シティマルチ
欧州を中心とした厳しい環境規制に対応するため、システム内のうち居室
側への熱搬送に通常の冷媒では無く水を採用。ビル用マルチエアコンの特
徴である個別分散空調による省エネ性や快適性を維持させながら、システ
ム使用冷媒量の大幅削減を実現（当社特許技術）。ホテル・事務所・病院
などでの採用が益々拡大し、欧州市場における当社技術を誇示する製品と
して認知されている。

※2012年2月現在（当社調べ）

CLOSE-UP PRODUCTS



業界トップクラス※高効率空冷式ヒートポンプチラー
空冷式モジュールチラーDT-R
高効率・大容量を両立した新型モジュールチラー。業界最大容量60馬力モ
ジュールをラインアップし省設置スペースを実現。業界トップクラスの省
エネ性を誇り、ヘッダー内蔵シリーズに加え、ポンプ内蔵・ポンプレスを
選択できることで設計・施工の容易化などを実現。主に大規模システムに
採用されている。将来的にはグローバルスタンダード機としての展開も視
野にユニットの開発に注力している。

※ 50馬力・散水無し・インバータタイプの冷却能力150kWにおいて。
2016年9月現在（当社調べ）

地球環境に貢献する高性能大容量スクロール圧縮機
分割コア形集中巻モーター搭載「HNB形圧縮機」
最先端の小型軽量技術に加え、モータースロット内の巻線密度を飛躍的に
高密度化できる分割コア形集中巻モーターの開発により、高性能とともに
省資源化も進化させた圧縮機である。またこのモーターに最適化した駆動
制御技術により、広い運転範囲を実現。空調負荷変動が大きいビル用マル
チエアコンにおける省エネ性と高い快適性の創出にも寄与。冷熱システム
製作所ではビル用マルチエアコン、産業用冷熱機器、列車空調用にそれぞ
れ業界をリードする高機能、高品質の圧縮機を開発している。

関連リンク：
三菱電機FAサイト



運用管理性に優れ、エネルギー管理機能搭載
空調冷熱総合管理システム「AE-200J」
10.4インチカラー液晶タッチパネルを採用した空調・冷熱機器集中管理コ
ントローラー。最大200台までの空調・低温機器を集中管理でき、年間・
季節別に設定可能なきめ細かいスケジュール機能や電力量デマンドなどの
省エネ機能と、使用電力量などを液晶画面上でグラフ表示するエネルギー
管理機能を搭載している。また当社独自の技術に基づくWebサーバー機能
により、遠隔監視・操作、エネルギー管理も可能となるなど、運用性に優
れる点も特長である。世界各国の販売拠点では、顧客への提案力の強化に
つながっている。

関連リンク：
三菱電機業務用空調機器



受賞歴

「既設配管を利用した環境配慮型
空調機更新技術」で2007年に発明
協会会長賞、2010年には文部科学
大臣表彰科学技術賞を受賞しまし
た。ビル用空調機更新の際に、空
調機自身が建物内部の汚れた配管
を洗浄して配管の交換作業・廃棄
ロスを省く画期的な技術で、快適
な空間づくりを支えています。

ワイドリプレースインバーター（日経新
聞掲載広告）

周辺環境について

冷熱システム製作所は、和歌山城
を望む城下町の中心地にあり、万
葉集にも詠われた和歌の浦までは
車で10分。少し足を伸ばせば熊野
古道や高野山などの世界遺産もあ
り、山・海に囲まれ自然豊かな環
境下にあります。山海の幸はもち
ろん、和歌山ラーメンや有田みか
んなどの名産品も豊富で、南紀白
浜などの観光地も近接し、休日の
楽しみもたくさんあります。

和歌浦海岸

環境への取組

冷熱システム製作所では、製品の
省エネ性追求だけでなく、製造工
程においても環境負荷の低減（＝
エコファクトリー化）を推進して
います。その取組の一環で、工場
廃水浄化のシンボルとして、処理
済み廃水の水槽で金魚を飼育して
います。

処理済み廃水の水槽で金魚を飼育

地域コミュニケーション活動

毎年8月ごろに製作所構内を開放し
て「黒潮夏祭り」を開催していま
す。従業員はもちろん、地域住民
の方にも多数参加いただき、ス
テージや模擬店、福引き大会など
例年お客さんでごった返すほどの
大盛況。従業員他、近隣住民の
方々も毎年楽しみにしている冷熱
システム製作所の恒例行事です。

TOPICS



例年盛況の黒潮夏祭り

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

製造管理部
川端 亮平

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

製造管理部
西田 梨奈

冷熱システム製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

「冷やす」「暖める」を極め、私達の暮らしを支える匠の集団を徹底解
明！

プロジェクトME　冷熱システム製作所

冷熱システム製作所で働く社員
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静 岡 製 作 所

“⼈と地球のための技術”で
築くエコ・アメニティー



静岡製作所
〒422-8528  静岡県静岡市駿河区⼩⿅三丁目18
番1号

地図を⾒る

概要
冷凍空調のパイオニアとして
静岡製作所は、1954年の設⽴以来、約半世紀にわたり、冷凍空調製品の分野で国内外をリードしてきた。1967年
には当社ルームエアコンの代名詞「霧ヶ峰」を⽣み出し、翌年にはセパレート式壁掛エアコンを発売。家庭などで
利⽤される⾝近な製品を扱う同製作所は、時代のニーズを先取りした機能やユーザビリティーの追求とともに、⾼
品質化に取り組んできた。その製品開発の歴史は、⽇本の電化製品の進化の歴史といっても過⾔ではない。

海外拠点の売上も拡⼤中
同製作所では現在、⻑年培ってきた技術をベースに、環境保護関連技術を始め、⾷品保存性向上、低騒⾳、気流制
御、暖房能⼒など技術⼒強化に取り組んでいる。“Eco Amenity”をキーワードに、最先端の熱解析、気流解析、イ
ンバーター制御など電⼦制御技術を駆使し、⾼品質、⾼性能で価格耐⼒ある製品の開発が進⾏中だ。
また、最先端の技術を盛り込んだ製品は国内にとどまらず、広く海外へも送り出している。さらには、マザー⼯場
として、タイ、イギリス、中国、トルコにある海外8拠点を統括し、優れた技術を提供しており、これら8拠点の売
上⾼は静岡製作所本体を上回る規模にまで増えている。世界市場をにらみ、今後もグローバルトップへの挑戦は続
く。

業務内容

冷凍冷蔵庫、ホームフリーザー、ルームエアコン、ハウジングエアコン、事務所・店舗⽤エアコン、空
調・産業⽤コンプレッサー

所在地



技術とアイデアで「家事をもっとラクに楽しく」を提案
冷凍冷蔵庫
三菱電機の冷凍冷蔵庫は、独⾃の薄型断熱構造「SMART CUBE」で設置ス
ペースそのままで内容積を⼤幅UP。省エネと⼤容量の両⽴を図り、他社差
別化を実現。2018年には、この「SMART CUBE」の技術を活⽤し、『野
菜室が真ん中』でありながら省エネと⼤容量を両⽴したMXシリーズを発
売。『冷凍室が真ん中』のWXシリーズと合わせて、⽣活スタイルに応じ
て“選べる2形態”を提供している。
⾷品保存技術においては、「切れちゃう瞬冷凍」「氷点下ストッカーD」
「朝どれ野菜室」など、家事をラクにするための機能を技術とアイデアで
実現。今後もお客様の豊かな⾷⽣活に貢献できる製品開発を目指す。

関連リンク︓ 三菱冷蔵庫

最先端の省エネ技術で業界をリード
ルームエアコン「霧ヶ峰」
50年以上の歴史を誇る三菱ルームエアコン「霧ヶ峰」。「霧ヶ峰」ブラン
ドは常にニーズを先取りした機能と⾼い品質の維持に努め、⻑年お客様に
ご愛⽤いただいている。近年の製品では部屋の床・壁の温度に加え、⼈の
居場所を捉え、⼈の⼿⾜の温度までもセンシングを可能にし、快適性と省
エネ性を実現するムーブアイを搭載。2016年には室内ユニット構造を⼀新
し、世界初※1の左右独⽴駆動「パーソナルツインフロー」を搭載したFZシ
リーズを発売。過去に「省エネ⼤賞・資源エネルギー庁⻑官賞」や「省エ
ネ⼤賞〈機器・システム部門〉経済産業⼤⾂賞」を受賞。環境⾯では「エ
コプロダクツ⼤賞」を受賞している。毎年、数々の表彰を受賞するなど、
その技術⼒は社外からも⾼く評価されている。

※1 2015年10⽉現在 家庭⽤エアコン室内機において 当社調べ

関連リンク︓ 三菱ルームエアコン

CLOSE-UP PRODUCTS



先進技術で培われた信頼のグローバルブランド
パッケージエアコン「Mr.SLIM」
1978年の発売当時、画期的な“イスひとつ分”の省スペース設計で業務⽤エ
アコン業界に旋風を巻き起こした「Mr.SLIM」。その後も、既設配管を洗
浄せず再利⽤できる「リプレースインバーター」、床温度と⼈を検知して
風向を上下左右に⾃動調整する「ぐるっとスマート気流」、独⾃の冷凍サ
イクル技術で外気-25℃まで運転可能、エアコン暖房の限界を打破した
「ズバ暖スリム」など、オンリーワンの技術開発に成功してきた。これら
の技術は欧州の住宅⽤給湯暖房システム「Ecodan」の開発などにも応⽤さ
れ、グローバルな事業拡⼤を⽀えている。パッケージエアコンのトップブ
ランドとして、エンドユーザーはもちろん、⼯事業者、メンテナンス業者
まで、その技術は⾼く評価されており、今後もより多くのお客様に喜ばれ
る製品開発を目指している。

関連リンク︓ 業務⽤空調機器

世界に誇る空調・給湯機器の “⼼臓部”
圧縮機
エアコンの⼼臓部であり、基本性能に⼤きく影響する圧縮機。ルームエア
コン「霧ヶ峰」シリーズに搭載されているツインロータリーコンプレッ
サーには、⾰新的⽣産技術により⼩型で⾼効率を実現した「ポキポキモー
ター®」「シリンダ熱かしめ固定⼯法」「分割Mプレート⼯法」を開発導⼊
し、省エネと⼩型化による省資源化を実現。また、パッケージエアコン
「Mr.SLIM」シリーズでは、世界初※2のフレームコンプライアント機構を
採⽤した⾼効率スクロール圧縮機を搭載し、⾼効率化と⾼い信頼性を実現
した。現在、給湯機⽤圧縮機においても性能の⼤幅な改善に成功するな
ど、同製作所の圧縮機は、幅広い製品において重要な役割を担っている。

※2 1998年、特許出願。2002年、発売。2016年現在、フレームコンプラ
イアント機構を採⽤しているのは当社のみ

関連リンク︓ 三菱ルームエアコン
関連リンク︓ 業務⽤空調機器
関連リンク︓ エコキュート



歴史
1954年創⽴以来、50年以上の⻑い
歴史の中で、我が国初のセパレー
ト式壁掛け式ルームエアコン、天
吊式パッケージエアコン（1968年
発売）など、これまで世界初・⽇
本初・業界初といわれる⾰新的な
製品を数多く発信してきました。

創⽴以来、⾰新的な商品を数多く発信し
てきた

受賞歴
今まで「省エネ⼤賞・資源エネル
ギー庁⻑官賞」や「省エネ⼤賞＜
機器・システム部門＞経済産業⼤
⾂賞」を受賞。環境⾯においては
「エコプロダクツ⼤賞」を受賞す
るなど、環境意識による成果を評
価いただくとともに、⾰新的な技
術により、数多くの賞を受賞して
います。

付帯施設について
⼯場内にある体験型ショールーム
では当社の先進技術とシステムを
体感することができます。また、
地域の⼩学⽣などを対象に⼯場⾒
学も実施しており、より多くのお
客様に当所製品を体感いただく機
会を提供しています。

⼯場内に体験型ショールームを設置

地域コミュニケーション活動
春は⼯場内でイベントを⾏ってい
ます。イベントには、社員の家族
はもちろん、地域住⺠の⽅々な
ど、合わせて1万⼈以上のお客様が
来られ、⼤いに盛り上がります。
その他、全所でのお花⾒、夏祭な
ど所内⾏事も多くあります。

春のイベントの様⼦

⼟地の名産
静岡は全国でも有数のお茶の産地
であることはよく知られていま
す。その他にも、桜えび、わさ
び、おでん、⿊はんぺん、安倍川
もちなど、温暖で豊かな⾃然と静
岡特有の地域⽂化に育まれた、特
に⾷に関する多種多様な名産品が
数多くあります。

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
櫻井 由紀⾳

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

経理部
粟⽣ 敏亮

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
杉⼭ 知佳

静岡製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

家庭⽤ルームエアコン「霧ヶ峰ムーブアイ」の⽣産・開発現場に潜⼊し、
「ムーブアイ」に代表される、省エネと快適性を両⽴させる最新技術を徹
底解明︕

プロジェクトME 静岡製作所

静岡製作所で働く社員



ビル 産業・
FA

公共 エネル
ギー

交通 ⾃動⾞
機器

宇宙 通信 半導体
・電⼦
デバイ

ス

空調・
冷熱

ホーム
エレク
トロ

ニクス

IT
ソ

リュー
ション

製作所
京 都 製 作 所

新しい映像の世界が、
今ここから



京都製作所
〒617-8550  京都府⻑岡京市⾺場図所1番地

地図を⾒る

概要
他の追随を許さないAV技術
京都製作所は1962年にテレビの部品⼯場として発⾜し、現在では三菱電機の映像分野の中核を担う⼯場として、
BtoC（⼀般消費者向け事業）とBtoB（企業・団体向け事業）の両輪で事業を展開している。
BtoC事業では、世界初となる液晶テレビとハードディスク・ブルーレイディスクレコーダーが⼀体となった「オー
ルインワン録画テレビ」を他社に先駆け※1開発。また、新4K8K放送に対しても、業界初※2となる4K対応オールイ
ンワン録画テレビを開発、⾼い利便性が市場から受け⼊れられている。

※1 2009年8⽉19⽇時点 ⺠⽣⽤液晶テレビにおいて
※2 2018年10⽉現在

多様なニーズに応えるBtoB事業
1990年代にはAV事業で培ってきた映像技術を幅広く活⽤し、BtoB事業を拡⼤。⼤画⾯表⽰機器として、DLP®⽅
式ディスプレイウォールを開発。マルチ画⾯対応による⼤画⾯化と、圧倒的な⾼画質により、公共案件を中⼼に受
注を重ね、⾼いシェアを誇る。
また、写真画像を⾼速プリントできる昇華型⽅式プリンターを導⼊、94年に新給紙⽅式を開発。この技術を搭載し
た製品が「プリント倶楽部®」のプリンターに採⽤されたことで、京都製作所のプリンターは全国へ広まり今⽇で
は全世界で利⽤されている。
さらに、新たな事業としてスマート戦略の下、HEMS※3と連携しパワーコンディショナーの開発を担う。

※3 家庭内エネルギー管理システムHome Energy Management System

業務内容

液晶テレビ、業務⽤プリンター、レーザー光源、映像情報システム、パワーコンディショナー

所在地



4Kチューナー内蔵4K録画テレビ
「REAL 4K」
京都製作所で設計・開発されている液晶テレビ「REAL」は、2018年秋に
4K放送に対応した「REAL 4K」を発売。2Kモデルで⾼い満⾜度を得てい
る、観る・録る・残すを4K放送でも可能にしている。さらに⾼⾳質も徹底
的に追及。カーボンナノチューブを樹脂に配合した当社独⾃開発の⾼性能
スピーカー「DIATONE® NCV スピーカー」を搭載、原⾳に忠実で透きと
おった⾳を再現し、「⾼画質」「⾼⾳質」でお客様に感動体験を提供して
いる。

関連リンク︓ 三菱カラ－テレビ

街で、駅で、そしてお店で
デジタルサイネージ（電⼦看板）
京都製作所は、ニュースや広告を表⽰する電⼦看
板であるデジタルサイネージ事業を積極的に展
開。空港などの公共スペースや、流通、飲⾷など
の店舗へ多数のディスプレイを納⼊している。
ディスプレイ単独で使⽤可能な製品から、システ
ム化した製品まで、豊富なラインアップにより、
様々なお客様のご要望に対応している。特に「カ
ンタンサイネージ®」シリーズは、コンテンツを
記録したSDカードを本体に挿し込むだけの簡単
操作で、店舗向けサイネージとして、広く採⽤さ
れている。

関連リンク︓ 映像ソリューション

CLOSE-UP PRODUCTS



世界初︕3つの電⼒の同時使⽤を実現
EVパワーコンディショナー
京都製作所では、エネルギーマネジメント事業の⼀環として、電気⾃動⾞
（EV）に充電する機能に加えて、電気⾃動⾞にためた電気をご家庭に給電
する「SMART V2H」を設計・開発している。世界で初めて※、電気⾃動
⾞、太陽光発電システム、系統（電⼒会社からの電⼒）という3種類の電⼒
の同時使⽤を可能にしている。

※ V2Hシステムにおいて、2014年7⽉現在 当社調べ

関連リンク︓ 映像ソリューション

社会のインフラを24時間365⽇監視する
ディスプレイウォール
京都製作所のディスプレイウォールは、50型から80型までの画⾯サイズ、
また、DLP®⽅式、狭ピッチLED⽅式、液晶⽅式の三つの⽅式による、多様
なラインアップを展開。それらを複数組み合わせマルチ対応することで、
お客様の多彩な⼤画⾯ニーズに対応している。国内においては、製品開発
からシステム構築、施⼯、保守まで⼀貫した受注⽣産を実施。警察、鉄
道、電⼒など、24時間365⽇稼動の信頼性が求められる分野において⾼い
評価を得ており、国内のみならず、海外でも欧⽶・中国を中⼼に展開、⾼
いシェアを確保している。

関連リンク︓ 映像ソリューション



デジタル写真・アミューズメントから医⽤画像まで
昇華型⽅式プリンター
京都製作所の昇華型プリンターは、お客様をお待たせしない⾼速プリント
と、美しい⾊を再現する優れた画像表現⼒により、国内外を問わず各界で
評価されている。写真店、コンビニエンスストアでのデジタル写真プリン
ト端末や、街中の証明写真に搭載されるプリンターとして⾼いシェアを獲
得している。また医⽤の分野においても、超⾳波診断装置などに搭載され
る医⽤画像⽤プリンターとして活躍している。

関連リンク︓ 映像ソリューション

体感、デジタル映画館
レーザー光源
今後、世界的に映画館での普及が⾒込まれているレーザープロジェクター
において、京都製作所では、重要な部品である⾚レーザー光源を独⾃開
発。多くのプロジェクターメーカーに採⽤されている。

関連リンク︓ 映像ソリューション



歴史
京都製作所は1962年にテレビの部
品⼯場として発⾜しました。製作
所が誕⽣した当時は、周りに住宅
もなく⽥畑ばかりでしたが、今で
は周囲の環境も様変わりしまし
た。京都製作所はテレビを始めと
した映像機器を開発・製造し56年
という⻑い歴史を刻んできました
が、それは地域のお客様との繋が
りを⼤切にしてきた歴史でもあり
ます。

京都製作所誕⽣当時の様⼦

地域コミュニケーション活動
毎年8⽉には、京都製作所構内にて
夏祭り「洛涼祭」が開催されま
す。当⽇は、地域の⽅々や従業員
の家族を招待して、模擬店やフ
リーマーケット、お笑いタレント
ライブ、キャラクターショーな
ど、数多くの催しを楽しんでいた
だいています。

洛涼祭の様⼦

最寄の名所・
観光スポットなど

京都は全国でも有数の観光地とし
て知られています。嵐⼭、清⽔寺
や⾦閣寺、祇園祭など、歴史的に
有名な建造物、観光地が数多く存
在し、たくさんのイベントも開催
されています。春夏秋冬を問わず
多くの観光客が訪れています。

美しい京都の桜

TOPICS
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群 ⾺ 製 作 所

暮らしの快適さや安⼼感を
三菱ならではの技術で実現



群⾺製作所
〒370-0492  群⾺県太⽥市岩松町800番地

地図を⾒る

概要
⾼い技術⼒とノウハウで常に業界をリード
群⾺製作所は、電気給湯機に特化した事業を展開している。⽇本初※1の深夜電⼒を利⽤した電気温⽔器を1964年
に発売して以降、半世紀にわたる開発・製造の中で⾼い技術⼒とノウハウを蓄積。近年は、⾼効率ヒートポンプ給
湯機「三菱 エコキュート」が注目を集めているほか、三菱電機HEMS（Home Energy Management System）と
の連携や、新事業として2016年から英国向けに⾃然冷媒CO2ヒートポンプ給湯暖房機の販売を開始するなど、常に
業界をリードしている。今後も、当社独⾃機能の搭載や快適性を追求した新製品の開発に注⼒していく。

※1 当社調べ

エコプロダクツ・エコファクトリーで環境ニーズに応える
電気給湯機は電気使⽤量のピークシフトが可能な製品であり、省エネという社会的なニーズに応えてきた。近年で
は三菱独⾃のマイクロバブル機能を進化させた「ホットあわー」などにより「快適性」の追求も⾏っており、省エ
ネ性と快適性を両⽴させる製品として更なる期待が寄せられている。
また、省エネに対する想いは同製作所の⽣産活動にも反映されている。省エネ機器の製作所としていかにあるべき
かを考え、⽣産プロセスの改善や当社製太陽光発電システムなど省エネ設備の導⼊を通して環境負荷の低いものづ
くりを実現し、社内外から注目を集めている。 

業務内容

給湯システム機器（ヒートポンプ式電気給湯機、電気温⽔器）

所在地



CLOSE-UP PRODUCTS
ご家庭で、施設・店舗で、かしこく省エネ
⾃然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機「三菱 エコキュート（家庭⽤／⼩型業務⽤）」
⾃然エネルギーを効率良く利⽤して湯を沸かすヒートポンプ給湯機「エコキュート」は、省エネのみならずCO2排
出量削減の⾯からも普及に⼤きな期待が寄せられている。主⼒の家庭⽤機種では、マイクロバブル（直径約0.01〜
0.1mmの微細な気泡）技術を⽤いて、ふろ配管を⾃動で洗浄できる“バブルおそうじ”機能や、浴槽内に発⽣させた
マイクロバブルが⼊浴者の⾝体全体を包み込むことで⼊浴時の快適性を⾼める“ホットあわー”機能といった当社独
⾃の機能を搭載。新機種には、残り湯の熱を回収してタンクに戻し、夜間の沸き上げに必要なエネルギーを節約す
る“ホットりたーん”機能、天気予報と太陽光発電量実績をもとにお湯沸き上げ時の太陽光発電電⼒使⽤有無を⾃動
で判断する“お天気リンクAI※2”機能を搭載。今後も様々なお客様のニーズに応えるべく、より付加価値の⾼い製品
づくりに取り組んでいく。

※2 お天気リンクAIの使⽤にはHEMSが必要

関連リンク︓ ⾃然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機



世界の暮らしを⽀える
⾃然冷媒CO2ヒートポンプ給湯暖房機「Air to Water
（ATW）」
欧州で普及している燃料燃焼系ボイラーによる給湯暖房機に代わる製品と
して、国内で実績のあるCO2冷媒ヒートポンプ技術と群⾺製作所のタンク
製造技術を最⼤限に活かした新しいヒートポンプ式給湯暖房機を2015年度
に英国向けに開発。地球環境に配慮した⾃然冷媒であるCO2を活⽤して効
率よくお湯を沸かし、かつ静⾳性にも優れた製品である。

今後は拡販活動を強化していくことで、さらに海外事業拡⼤に向けた取り
組みを推進していく。

関連リンク︓ 電気温⽔器



歴史
群⾺製作所は2009年に創⽴50周
年、2016年に給湯機累計⽣産500
万台を達成しました。今後も地球
環境にやさしい製品として伸張が
期待されるヒートポンプ式電気給
湯機「エコキュート」を軸に、こ
れまでに培った経験を活かしてよ
り良い製品作りに努めます。

2009年、創⽴50周年

受賞歴
2012年度省エネ⼤賞（主催︓⼀般
財団法⼈省エネルギーセンター）
の省エネ事例部門において、群⾺
製作所の省エネ活動が⾼く評価さ
れ、資源エネルギー庁⻑官賞を受
賞しました。⽣産プロセスの改善
や当社製の太陽光発電などの省エ
ネ設備の導⼊をとおして環境負荷
が低いものづくりを実現し、社内
外から注目を集めています。

2012年度省エネ⼤賞（省エネルギー庁⻑
官賞）を受賞

付帯施設について
部品調達から⽣産・出荷までの⼀
貫体制を実現した「物流セン
ター」、実感・体感型ショールー
ム「ユクリエ」、開発・設計事務
所「技術センター」を併設した
「複合棟」が2016年に竣⼯し、電
気給湯機事業のさらなる強化を
図っています。

複合棟外観

地域コミュニケーション活動
群⾺製作所の所在地区では、毎年
お盆に「尾島ねぷたまつり」が開
催されています。⻘森県弘前市と
友好都市を締結していることが始
まりで、当所も20年以上連続で参
加しています。夜空に映える荘厳
な武者絵巻と、町を包み込む太⿎
の響きは圧巻です。

尾島ねぷたまつりの武者絵巻

最寄の名所・
観光スポットなど

群⾺製作所からはやや距離があり
ますが、群⾺県には草津温泉や伊
⾹保温泉などの有名温泉地や尾瀬
のような美しい⾃然が多くありま
す。また、スキー場も多いので、
スキーやスノーボードを楽しみた
い⽅にはおすすめの⼟地です。

尾瀬の風景

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

製造管理部
芳野 ⻯太

群⾺製作所で働く社員



概要
グローバルなサポートを実現
1924年、名古屋製作所は三菱電機の汎⽤電動機の量産⼯場として設⽴された。以来、⽣産ラインの⾃動化・省⼒化
を担うFA事業の中核製作所として、常に時代の最先端を⾛り続けてきた。21世紀を迎え、更にものづくりの⼀流
化、情報技術の活⽤、グローバルなサポート体制の構築、環境への配慮などの取組を推し進めている。
その⼀つが、世界に広がるネットワークでお客様のものづくりをフルサポートする「グローバルFAセンター」の構
築である。拡⼤するFAビジネスのニーズに応えるため全世界30ヶ所にFAセンターを設置、⽇本⼈エンジニアが駐
在して技術相談・トレーニング・アフターサービス対応など、“⽇本”の品質を世界中に届けている。

第⼆FA開発センター竣⼯により「e-F@ctory」の開発・設計を強化
近年、製造業ではIoT（Internet of Things︓モノのインターネット）を活⽤した⽣産性・品質向上への取組が加速
している背景から、2017年7⽉に第⼆FA開発センターを竣⼯し、IoTを活⽤した次世代のものづくりを実現するFA
統合ソリューション「e-F@ctory」の開発・設計強化を推進している。第⼆FA開発センターでは、当社FA製品と
パートナー製品の動作検証を⾏う共同開発ルームが設けられ、パートナーと⼀体となってお客様の⽣産課題解決に
向けた製品開発に取り組むなど、更なる顧客満⾜度の向上とFA事業の拡⼤を目指している。

ビル 産業・
FA

公共 エネル
ギー

交通 ⾃動⾞
機器

宇宙 通信 半導体
・電⼦
デバイ

ス

空調・
冷熱

ホーム
エレク
トロ

ニクス

IT
ソ

リュー
ション

製作所
名 古 屋 製 作 所

世界のものづくりへの
貢献を目指して



名古屋製作所
〒461-8670  愛知県名古屋市東区⽮⽥南五丁目1
番14号

地図を⾒る

名古屋製作所（新城⼯場）
〒441-1317  愛知県新城市有海字⿃影1番地1

地図を⾒る

名古屋製作所（可児⼯場）
〒509-0249  岐⾩県可児市姫ケ丘3丁目5番地

地図を⾒る

業務内容

シーケンサ（PLC）、表⽰器、インバーター、ACサーボ、三相モーター、数値制御装置、放電加⼯機、
レーザー加⼯機、基板⽳あけ⽤レーザー加⼯機、産業⽤ロボット、電磁開閉器、配電⽤変圧器、FAセン
サー、FAプラットフォーム、e-F@ctoryビジネス、アプリケーションパッケージ

所在地



お客様の⼯場の新たな可能性をひらく
シーケンサ
リレー回路の代替装置として開発されたのがPLC（プログラマブルコント
ローラー）だが、国内では当社呼称である『シーケンサ』が⼀般名称化し
ている。主に⼯場などで使われる機械や⾃動化ラインの制御に使われる。
近年はより複雑化する⽣産設備や製造装置の更なるタクトタイム短縮に応
えるため、ナノオーダーの領域までの⾼速化を実現。膨⼤化する制御・⽣
産管理データを処理するため、扱えるプログラム本数やメモリ容量も⼤幅
に拡⼤している。

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト・MELSEC iQ-Rシリーズ

レーザーの⼒で電⼦機器を更に⼩型、⾼機能化
プリント基板⽳あけ⽤レーザー加⼯機
スマートフォンやタブレットPCといった⼩型化・⾼機能化が進む電⼦機器
において、重要なパーツである多層プリント基板。この多層プリント基板
の層間を⾦属で接続するための⽳あけ加⼯に、機械加⼯ではできない⾼
速・⾼精度・微細加⼯が可能なレーザーが⽤いられている。
名古屋製作所では、これまで蓄積してきた機械技術・制御技術・ソフトウ
エア技術を融合させ、レーザー加⼯機を含む「メカトロニクス製品」の開
発に取り組んできた。そして、世界最先端といわれるレーザー技術・光学
技術・制御技術を駆使し、⾼精度かつ6,000⽳／秒ものスピードで基板に
⽳をあけることができるレーザー加⼯機を実現。世界中のプリント基板
メーカーから寄せられる期待に応えるため、更に⾼度なレーザー加⼯機の
開発を進めている。

関連リンク︓ レーザー加⼯機

CLOSE-UP PRODUCTS



先進のテクノロジーを搭載した、FAのための右腕
産業⽤ロボット
産業⽤ロボットは、対象物（部品・⼯具など）を掴む・動かす機能を持っ
た機械で、主に⽣産ラインの組⽴・搬送⼯程で使⽤されている。三菱電機
の産業⽤ロボットは、基本性能である⾼速・⾼精度を追求するだけでな
く、微⼩な⼒加減を感知するセンサーを搭載することでより繊細な組⽴作
業を可能としている。これまで⼈⼿作業に依存していた⽣産ラインの⾃動
化を実現することで、世界各国の製造現場に採⽤され、⽣産性向上・品質
向上に貢献している。

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト・産業⽤ロボット MELFA

⾼速・⾼精度制御で世界のトップを目指す
ACサーボ
ロボット・⼯作機械から半導体・液晶製造装置など幅広い分野で駆動源と
して活⽤されるサーボシステム。三菱電機サーボシステムMR-J4シリーズ
は、⾼速位置決めによるタクトタイム向上、⾼精度運転による機械性能向
上により、業界最⾼⽔準の⾼速・⾼精度な制御を実現。更に⼩型化、フレ
キシブル化に加え、⽔やホコリに強い耐環境性も向上させた。また、ほと
んどの製品が海外規格に対応しており、グローバルに展開するユーザーの
多様なニーズに応えている。

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト・ACサーボ MELSERVO



歴史
1924年、名古屋製作所は当社の汎
⽤電動機量産⼯場として設⽴。基
幹機種として電動機が事業を牽引
する⼀⽅、家電製品をはじめ、
数々の関連・応⽤製品を開発し、
それぞれ他の製作所へと移管。“⺟
なる製作所”として三菱電機全社の
発展にも貢献しています。

環境への取組
各種省エネ・⾼効率機器の導⼊や
e-F@ctory活⽤による省エネ活動
を推進。2013年に竣⼯されたFA機
器新⽣産棟では、e-F@ctoryとIoT
技術を活⽤した⽣産性向上と設備
省エネ運⽤の取組が評価され平成
28年度省エネ⼤賞（省エネ事例部
門）において「資源エネルギー庁
⻑官賞」を受賞しました。

FA機器新⽣産棟

地域コミュニケーション活動
名古屋製作所を拠点に活動し、⽇
本のトップリーグに所属するバス
ケットボールチーム名古屋ダイヤ
モンドドルフィンズと三菱電機コ
アラーズ。シーズンオフを利⽤し
て様々な地域活動を⾏っていま
す。その⼀つとして、地域の⼦供
達を対象にしたバスケットボール
教室を開催しています。

バスケットボール教室

その他
世界でお客様のものづくりをフル
サポートする「グローバルFAセン
ター」。名古屋製作所では全世界
30カ所にFAセンターを設置。⽇本
⼈エンジニアも駐在し、技術相
談・トレーニング、アフターサー
ビス対応など、“⽇本”品質を世界
中にお届けしています。

グローバルFAセンター

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

FAシステム第⼀部
次⻑
⼤⻄ 厚⼦

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
峯村 貴⼦

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⽵村 優⼤

秋季採⽤制度
先輩社員

経理部
川村 芽⾐

名古屋製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

効率化はもちろん、エコにも配慮した三菱電機ならではのFA技術。さまざ
まな製品を⽣産し、⼯場の効率化を実現する「FA機器」の開発現場を徹底
解明︕

プロジェクトME 名古屋製作所

名古屋製作所で働く社員
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製作所
福 ⼭ 製 作 所

エコロジーとエコノミーを
追求するエコファクトリー



福⼭製作所
〒720-8647  広島県福⼭市緑町1番8号

地図を⾒る

概要
約70年にわたり業界をリード
福⼭製作所は1943年の創業以来、ブレーカー（遮断器）を始め、電⼒量計、指⽰計器、省エネ⽀援機器などの製品
開発・製造により、配電制御機器分野を中⼼として常に業界をリードしてきた。約70年にわたり培ってきた技術
は、国⼟交通⼤⾂賞などの数々の賞を受賞するなど、⾼い評価を得ている。事業領域は、ノーヒューズ遮断器を核
とした「配線⽤遮断器」、電⼒量計、指⽰計器などの計器・計測機器、省エネ⽀援機器、無停電電源装置からなる
「計測制御機器」、「スマートメーター」の3分野に分けられ、それぞれがより⾼いレベルでの製品開発・製造を
目指している。

⾃⼯場で1億円の省エネを実現
福⼭製作所は、古くは万葉集に詠まれ、近年では映画やドラマのロケ地や演歌の舞台となっている鞆の浦の近くに
位置している。この美しい⾃然環境を守ることが、ひいては地球環境を守ることにつながっていくと考えている。
その取組の⼀環として、開発・製造した省エネ⽀援機器やシステムを使⽤し、⾃⼯場を省エネモデル⼯場と位置づ
け、CO2排出量を約14％削減、1億円もの省エネを実現（1997年度⽐2009年度実績）。これらが評価され、2009
年に「資源エネルギー庁⻑官賞」「ふくやま環境賞」を受賞している。

業務内容

ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、安全ブレーカー、低圧気中遮断器、省エネ⽀援機器（MDU・
EcoMonitor・EcoServer）、スマートメーター、電⼒量計、電⼒管理⽤計器、指⽰計器、計器⽤変成
器、タイムスイッチ、配電制御ネットワーク機器B／NET、無停電電源装置（UPS）

所在地



家庭からオフィスや⼯場まで、電気の安全を⽀える低圧配電制御機器
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器（ブレーカー）

1933年に国内初※1の低圧配線⽤遮断器を発売して以来、時代のニーズ、環
境変化に対応した遮断器を開発し、⼯場、ビル、公共施設から船舶といっ
た電気が使⽤されるあらゆる場所で採⽤され、常に業界をリードし続け、
⻑年国内No.1シェア※2を維持している。
新遮断技術による遮断性能の向上に加え、様々なシステムに⾼い安全性、
信頼性で応えるべく630AF〜6300AFをラインアップした『気中遮断
器』、電路情報の監視及び多彩なネットワークへの対応により、きめこま
やかなエネルギー管理ができる『MDU（Measuring Display Unit）ブレー
カー』をリニューアル開発。また、⾃然エネルギー発電やデータセンター
などの直流回路設備システムにおいて、電⼒利⽤効率を改善するための直
流⾼電圧給配電に応える『直流⾼電圧対応遮断器』をはじめとする各種国
際規格への適合など、ますます⾼度化、多様化するニーズに応えるべく、
より付加価値の⾼い製品づくりに取り組んでいる。
⼀⽅、世界に目を向けると、欧州メーカーとの競合の中で、中国・東南ア
ジア・インドといった成⻑市場に対し、それぞれの市場に適応した製品を
福⼭製作所や、海外⼯場（中国・インド）から投⼊を⾏っている。
また、FA機器の総合メーカーとして蓄積したノウハウを結集し、ロボット
による組⽴制御やe-F@ctoryを活⽤した⽣産／品証データの⾃動収集、⾒
える化など、弛まぬ進化を続ける最新鋭遮断器⽣産ラインを構築し、海外
⼯場を含めた⽣産性向上、短納期、品質改善を徹底的に追求した⽣産⾰新
を実現している。

※1、2 当社調べ

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト

電源障害時に安定した電源を供給し、システムを保護
無停電電源装置（UPS）
電源障害に伴う⼯場設備停⽌による不良品の発⽣や、通信基地局の停⽌に
よる通信障害など、停電・瞬停で影響を受ける装置の電源バックアップ⽤
途で幅広く採⽤されている。また、省エネを意識した⾼効率UPSの開発に
も取り組んでいる。

関連リンク︓ 電源・環境周辺機器

CLOSE-UP PRODUCTS



⼯場まるごと、ビルまるごと、エコチェンジ
省エネ⽀援機器
環境問題への関⼼が地球規模で⾼まるなか、ISO14001や省エネ法によ
り、企業は環境への配慮が求められている。三菱電機グループでは、「環
境ビジョン2021」を策定し、地球温暖化対策事業を推進。その対象製品で
ある省エネ⽀援機器は、設備や⽣産ラインの使⽤エネルギーを計測し、
データの“⾒える管理”によりムダを⾒つけ、省エネ促進を⽀援するもので
ある。実際に製品を⾃⼯場に取り付け、省エネモデル⼯場として省エネ活
動を実践し、その改善効果をお客様にPRしている。現代社会の電⼒事情を
考えると、企業などにおける省エネ活動は不可⽋であり、省エネ⽀援機器
は市場の計測ニーズに⾼精度の計測技術で応えつつ進化を続けている。

関連リンク︓ 三菱電機FAサイト

スマートグリッド（次世代電⼒網）のキーコンポーネント
スマートメーター
福⼭製作所では、1946年以来、電⼒会社向けとして電気料⾦取引証明⽤の
電⼒量計を開発・製造している。1995年にデジタル乗算処理技術を国内で
初めて※3製品搭載するなど、計測技術をコア技術として製品の⾼精度・⾼
品質・⼩型化を推進している。近年、スマートグリッド構築に向けた動き
が進むなか、双⽅向通信機能、遠隔開閉機能を備えたスマートメーター
（電⼦式電⼒量計）の導⼊に貢献している。また、⾼圧⼀括受電マンショ
ンなどの⼀般産業向けにも展開。

さらに、海外関係会社と協⼒して、スマートメーターの海外展開も進めて
いる。

※3 2011年11⽉現在 電⼒量計において 当社調べ



歴史
福⼭製作所は、1943年の創業以
来、配電制御分野の機器を中⼼に
常に業界をリードしてきました。
遮断器を始めとした、電⼒量計、
省エネ⽀援機器に代表される製品
の開発、数々の受賞など、約70年
にわたり技術を培い、⾼い評価を
いただいてきました

グローバル
当製作所は、グローバルに事業を
展開しています。中国・タイ・イ
ンドネシアにおける⽣産活動に加
え、アジアを中⼼とした拡販活動
も積極的に展開しており、活躍の
フィールドは全世界に広がってい
ます。

三菱電機低圧電器（厦門）有限公司〔中
国・廈門市〕

環境への取組
2007年に発表した三菱電機グルー
プの環境ビジョン2021に基づき省
エネ活動、廃棄物削減、⾥⼭保全
活動などに取り組んでいます。省
エネ活動においては、太陽光発電
導⼊、⾼効率機器の採⽤、当所製
品である省エネ⽀援機器・システ
ムを使⽤し1億円のコスト削減を達
成しました。

省エネで1億円のコスト削減を実現

2015年6⽉、新独⾝寮のサンティ
エ野上が竣⼯ しました。若⼿社員
に安⼼・安全な住環境を提供する
ため、全室オール電化に加えて、
全館オートロックでセキュリティ
を確保しています。居室ごとの使
⽤電⼒量を計測するため、福⼭製
作所のスマートメーターも導⼊さ
れています。

サンティエ野上外観

新独⾝寮について
60⼈以上が同時に利⽤できる⾷堂
を併設しており、平⽇・⼟曜の朝
⼣に⾷事を提供しています。寮⾷
管理システム「M-D meal」によ
り、PCやスマートフォンからも毎
⾷の利⽤登録が可能です。栄養バ
ランスのとれた⾷事で、寮⽣の健
康的な会社⽣活をサポートしま
す。

⾷堂

全室ワンルームタイプの居室は、
オール電化でエコキュートやIHシ
ステムキッチンを完備していま
す。備え付けの照明器具や洗濯
機、カーテンもあり、スムーズに
⼊居を始められます。

居室

TOPICS



付帯施設について
福利厚⽣施設として、グランド・
体育館・テニスコートと三菱電機
健保会館「せとうち」を有してお
り、なかでも「せとうち」は、四
季折々の素材を活かした創作料理
を中⼼に、リーズナブルに仲間と
楽しめると、社内外から評判のお
店です。

福利厚⽣施設

地域・
職場コミュニケーション

社会貢献活動として、⾥⼭保全活
動や募⾦活動を⾏っています。ま
た、職場コミュニケーション活性
化を目的とした職場対抗野球⼤
会・卓球⼤会や、製作所構内を開
放して従業員・地域住⺠との親睦
を図る秋祭り（ファミリーフェス
ティバル）を開催しています。

ファミリーフェスティバル

最寄の名所・
観光スポットなど

製作所から⾞で30分ほどの南に位
置する瀬⼾内海、鞆の浦。万葉集
に詠まれ、古くから潮港待ちの
港、⼤陸との交易港として栄えて
きました。現在も趣のある町並み
が残り、近年では映画やドラマの
ロケ地としても親しまれていま
す。

福⼭の観光名所「鞆の浦」

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

⽣産システム推進部
⽥村 壮

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

スマートメーター製造
部
⾕道 あゆみ

福⼭製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

家庭からオフィスや⼯場まで電気の安全を影で⽀える「ブレーカー」の開
発現場を徹底解明︕三菱電機が誇る省エネモデル⼯場の秘密に迫ります。

プロジェクトME 福⼭製作所

福⼭製作所で働く社員
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パ ワ ー デ バ イ ス
製 作 所

パワー半導体で、エコチェンジ



パワーデバイス製作所
〒819-0192  福岡県福岡市⻄区今宿東⼀丁目1番
1号

地図を⾒る

パワーデバイス製作所（熊本）
〒861-1197  熊本県合志市御代志997

地図を⾒る

概要
電⼒需要拡⼤の歴史とともに
三菱電機のパワーデバイス（電⼒⽤半導体）への取組の歴史は古く、1952年、中央研究所での開発にさかのぼる。
初期の需要は、電気機関⾞や電⼒会社などであり、その後、産業機器（インバーター、サーボ、ロボットなど）の
拡⼤とともに発展し、現在ではIGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）チップを搭載したモジュールとIPM
（Intelligent Power Module:駆動回路や保護回路を搭載するモジュール）が主⼒製品となっている。また、従来の
Si（シリコン）素材から、より電⼒損失が発⽣しにくいSiC（炭化ケイ素）へと研究開発を進め、2010年には世界
で初めて※1SiCモジュールをエアコンへ搭載するなど、最新のSi、SiCデバイスが、家電、産業機器、鉄道⾞両の各
分野でインバーターの⼩型・省エネ化に貢献している。

※1 2010年8⽉24⽇現在、当社調べ

パワーデバイスに期待される役割
近年、環境保護意識と省エネ意識の⾼まりを背景に、家電のインバーター化が進展。また、風⼒発電や太陽光発
電、ハイブリッド⾞など、電⼒の効率利⽤の鍵を握るパワーデバイスは、地球環境保全に貢献し、あらゆる分野に
不可⽋なキーデバイスである。パワーデバイス製作所では、市場のニーズに適合する製品及び⽣産体制を、⾼度な
開発⼒・技術⼒によって構築することで、今後も社会へ寄与していく。

業務内容

パワーモジュール、⼤電⼒パワーデバイス、半導体センサー、トランジスターアレイ、HVIC

所在地



“⽩物家電”を中⼼に海外でも圧倒的シェア
⺠⽣⽤パワーモジュール
省エネ化を実現する最新の半導体デバイスを搭載したインバーター回路内
蔵の製品（インテリジェントパワーモジュール）。業界トップ※2の性能を
誇る電⼒素⼦（IGBT,Diode）、⾼耐圧の制御ICなど複数の半導体デバイス
を、樹脂封⽌技術を使い、業界に先駆けワンパッケージ化することで低消
費電⼒、低コスト、低ノイズ、⼩型、⾼品質を実現した。
業界をリードする総合技術で世界シェアも⾼く、幅広い⺠⽣⽤途に対応。
主に⽩物家電といわれるエアコン、洗濯機、冷蔵庫⽤途や、オール電化の
進展により普及してきたIHクッキングヒーターや家庭⽤給湯システム⽤
途、⾃動⾞のHEV／EV化に連動した電動カーエアコン⽤途、太陽光発電⽤
途にも採⽤されている。また、これらの製品にSiCモジュールを適⽤するこ
とにより、更なる省エネに貢献している。

※2 当社調べ

関連リンク︓ 半導体

国内の電鉄分野でトップシェアを獲得
鉄道⾞両⽤パワーモジュール
電鉄・電⼒・⼤型産業などの重⼯業分野では、システムの⼩型・軽量化、
省エネ化要求が年々⾼まっている。これに応えるために、コンバーターや
インバーターに代表される⼤型電⼒変換装置に使⽤されるパワー半導体デ
バイスの主流は、従来広く採⽤されていたGTO（Gate Turn Off）サイリ
スタからHVIGBT（High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor）モ
ジュールなど新しいデバイスへ変化している。当社は⼤容量デバイスとし
て1.7kV〜6.5kV耐電圧の豊富なラインアップを揃え、電⼒変換装置の⼩
型・軽量化、保守性の向上に⼤きく貢献。国内の電鉄分野市場では、トッ
プクラスのシェアを誇り、海外ではヨーロッパを中⼼に北⽶、アジアなど
様々な国の鉄道に採⽤されている。世界に先駆けフルSiCモジュールを製品
化するなど、国内外の更なる市場拡⼤に向け、今後も開発に取り組んでい
く。

関連リンク︓ 半導体

CLOSE-UP PRODUCTS



電気⾃動⾞のためのキーデバイス
⾃動⾞⽤パワーモジュール
⾃動⾞の電動化（電気⾃動⾞、ハイブリッド⾃動⾞など）に⽋かせない
キーデバイスとして⾃動⾞⽤パワーデバイスを開発している。世界トップ
クラスのパワーデバイス技術を活かし、1997年にパワーモジュールに制御
回路を搭載した⾃動⾞⽤IPM（インテリジェントパワーモジュール）を製
品化し、2001年に⾼信頼性を特徴とするトランスファーモールドタイプの
パワーモジュールを市場投⼊するなど、数多くの⾃動⾞の電動化に⼤きく
貢献してきた。現在は、⾛⾏性能の向上や低燃費を実現する⾼性能で低損
失なパワーチップの開発、モジュールの⼩型化や⾼信頼性を実現するパッ
ケージ技術や⽣産技術の進化により、⾼出⼒でありながら世界最⼩クラス
のパワーモジュールを製品化し、世界各国のユーザに採⽤されている。今
後加速する⾃動⾞の電動化を⾒据え、更なる性能向上を目指し次世代⾃動
⾞⽤パワーモジュールの開発を進めている。

関連リンク︓ 半導体

先端の制御技術で産業界をまるごと省エネ
産業⽤パワーモジュール
世界的な環境保護意識の⾼まりにより、パワーエレクトロニクス分野でも
パワーデバイス応⽤機器の省エネ化が強く求められている。当社は、モー
ターを制御するパワーデバイスの電⼒損失を独⾃の最新技術により低減す
ることで、省エネ化、電⼒変換効率向上に寄与し、⽤途に合った性能を有
する最適なパワーデバイスを提供している。
たとえばIGBTとFWDi（Free Wheeling Diode）から構成されるIGBTモ
ジュールや、ゲート駆動回路や保護機能を内蔵したIPMなどのモジュール
は、業務⽤のエアコン、医療機器、UPS、エレベーター、溶接機、ロボッ
ト、⼯作機械に⾄るまで、エレクトロニクス分野に多く使⽤され、省エネ
に貢献。近年では、太陽光・風⼒発電などのクリーンエネルギー分野への
応⽤も拡⼤している。

関連リンク︓ 半導体



受賞歴
⽣産⼯学、⾼度⽣産⽅式などの研
究により得られた優れた発明、考
案に基づく産業上の顕著な業績を
称えられ、2006年に「トランス
ファーモールド型インテリジェン
トパワーモジュールの開発と量
産」で⼤河内記念⽣産賞を受賞し
ました。

⼤河内記念⽣産賞の盾

環境への取組
構内を南北に流れる旧・松本川で
は希少なメダカが泳いでいます。
⾬⽔と⼯場排⽔以外流れないこの
川に⽣息するメダカは、事業所の
⼯場排⽔の安全性をあらわしてい
ます。地元新聞にも「三菱メダ
カ」と紹介されました。

教育プログラム
エンジニアの技術⼒の向上と技術
⼒の⾒える化を目的に、エンジニ
アの保有技術と技術レベルを取り
まとめた技術マップを作成してい
ます。技術マップにもとづいた各
技術⼒向上のためにベテランエン
ジニアが講師を務める基礎技術講
座を毎年開講し、新⼊社員はパ
ワーデバイスに関する基礎技術と
特許や規格などの周辺知識を習得
します。
また、英語⼒向上にも注⼒してお
り、ネイティブ講師によるレベル
別の英会話研修（グループ・個
別）も⾏っております。

地域コミュニケーション活動
毎年、福岡・熊本それぞれで夏祭
りを開催しています。⼯場周辺地
域の皆さんも多数来場され、従業
員はお店の切り盛りで⼤忙しにな
ります。豪華景品が当たる抽選会
が⾏われるなど、⼤変に盛り上が
る恒例⾏事です。

夏祭りの様⼦

⼟地の名産
熊本といえば、⾺刺し。美しい⾊
合いから桜⾁とも呼ばれ、⽣で⾷
べることが認められている唯⼀の
⾁です。岩塩、ごま油、おろしに
んにくなどを合わせて⾷べると絶
品。
福岡は、何といっても豚骨ラーメ
ン︕飲んだ後の⼀杯は、これで決
まりです。発祥地とされる久留⽶
では濃厚ですが、博多ではあっさ
りとした味わいです。

霜降りの⾺刺し

その他
パワーデバイス製作所（福岡）に
隣接する従業員の飲み処「筑前
荘」。当⽇仕⼊れた新鮮なイカ
は、まさに絶品。刺⾝を頂いた後
には、天ぷらも堪能できます。何
を頼んでもおいしい筑前荘に、仕
事の後に集って疲れを癒します。

筑前荘イカ

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

パワーデバイス第⼆部
松本 学

パワーデバイス製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

未来のエコ社会に⽋かせない省エネの為の重要なパーツである「パワー半
導体」の開発や設計を⾏う「PI棟」に潜⼊し、開発現場の舞台裏を徹底解
明︕

プロジェクトME パワーデバイス製作所

パワーデバイス製作所で働く社員
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高 周 波 光 デ バ イ ス
製 作 所

“変革と創造”で新しい波を起こす



高周波光デバイス製作所
〒664-8641　 兵庫県伊丹市瑞原四丁目1番地

地図を見る

概要
半導体デバイス開発の最先端
高周波光デバイス製作所は、ICT※分野の最先端半導体デバイスの研究開発・生産を担っている。
その前身は、半導体専用工場として1959年に設立された北伊丹工場。1960年代から研究を進めた化合物半導体に
よる半導体レーザーや高周波デバイスは、光通信やレーダーに欠かせないキーデバイスとして結実し、業界屈指の
地位を占める三菱電機の主力事業へと成長している。同製作所で生み出される製品の多くは国内外で大きなシェア
を誇り、性能面においても他社の追随を許さない。

※ ICT：Information and Communication Technology

情報化社会進展の鍵を生む
従来の半導体デバイスの研究開発に加え、2003年からはそれまで鎌倉製作所で行われていた光通信用光モジュール
事業を受け継いだ。現在は素子から光モジュールに至るまでの一貫した開発・生産体制を確立している。
高周波と光による半導体デバイスは、進展するICTの最先端分野において、様々な応用が可能な事業であり、世界
トップクラスの技術を有する同製作所には、GaN（窒化ガリウム）など新素材デバイスで業界をリードする成果が
期待される。
国内外の顧客ニーズに応えるため、今後も一丸となって課題を解決し、進展する情報化社会を支える技術に不可欠
なキーデバイスを生み出していく。

業務内容

高周波デバイス（衛星通信・放送、携帯基地局などの無線通信機器用）、光デバイス（光通信機器用、産
業・映像機器用）

所在地



新しい映像表現の世界を拓く
カラープロジェクター用半導体レーザー
近年映像の表現力を高め、かつ大画面での省電力化の手段として、光源に
半導体レーザーを利用した投影型の映像機器が登場してきた。
三菱電機は視認性の優れた波長638nmの高出力赤色半導体レーザーを業界
に先駆けて製品化し、さらに映像の高輝度化・大画面化のために必要な半
導体レーザーの高出力化においても業界をリードしている。

関連リンク：
三菱半導体・デバイス

高速＆大容量を実現するキーパーツ
光通信用半導体レーザーモジュール
情報化社会の進展と、それに伴うインターネット上の情報量の急激な増加
とともに、光ファイバー通信網は、通信幹線やデータセンターから一般家
庭まで整備が進んでいる。増大する情報通信のトラフィック量に対応する
ためには、光ファイバー通信網に必要とされる様々なデバイスの高性能化
も求められる。
三菱電機の光モジュールは、伝送レート100ギガビット毎秒の製品を始
め、光通信の高速・大容量化に不可欠なキーパーツとして、高度情報化社
会の進化を支えている。

関連リンク：
三菱半導体・デバイス

CLOSE-UP PRODUCTS



高感度でレーダー・無線通信システムの基盤を支える
車載レーダー／衛星放送受信器用低雑音増幅器
空間を駆け巡る多種多様な雑音に埋もれがちな微弱な信号をキャッチし、
確実に増幅するためには、自身の発する雑音が無く高感度な低雑音増幅器
が欠かせない。
三菱電機の低雑音増幅器は、トランジスタ構造の改良とパッケージ方法の
工夫により、高性能と経済性の両立を実現した結果、自動運転化で脚光を
浴びている準ミリ波帯車載レーダーや、設置コストが小さく全世界で使用
されている衛星放送受信アンテナの信号受信増幅器として高い市場シェア
を持ち、安全・快適な社会の発展に日々貢献している。

関連リンク：
三菱半導体・デバイス

スマートフォンの高速化・エリア拡大を支える
モバイル基地局用高出力GaN増幅器
全世界的なスマートフォンのユーザー数増加、使用エリア拡大に伴い、ス
マートフォンに電波を送るモバイル基地局用送信機には、高出力を維持し
つつ消費電力を抑えるために高効率化が求められている。
三菱電機では、材料物性によりこの用途に適したGaNを用い、増幅器の高
出力、高効率動作の両立に最適化した最先端のHEMT（高電子移動度トラ
ンジスタ）を開発し、世界トップクラスの効率74％を達成した。今後のモ
バイル基地局用送信機の小型・軽量化、低消費電力化に貢献してゆく。

関連リンク：
三菱半導体・デバイス



教育プログラム

新入社員研修では、集合研修・現
場ライン実習の後、入社後3年間を
基礎教育期間として各人にトレー
ナーがつきOJTを実施。各職場で
の技術勉強会、英会話教室・海外
OJTなどの国際化研修に併せ、今
後は製作所独自の技術講座も開講
予定です。

最寄の名所・
観光スポットなど

大阪国際空港（伊丹空港）は隠れ
た名所といえます。構内では、飛
行機の利用だけでなく、自然や空
の風景も楽しめます。特に4階の展
望デッキからは、飛行機の発着の
他、構内庭園内にある何種類もの
植物を観察できるなど、市民の憩
いの場となっています。

職場対抗行事

職場活性化の活動の一環として、
毎年、夏に「職場対抗ソフトバ
レー大会」、冬には「職場対抗オ
セロ大会」を実施しています。と
もに、白熱した試合が展開されて
おり、毎年非常に盛り上がってい
ます。大会を通じて、従業員の仕
事とは異なる一面も垣間見ること
ができ、職場のコミュニケーショ
ン活性化に繋がっています。

社会貢献活動

定期的に会社周辺の清掃活動を実
施し、毎年約100名の従業員が参
加しています。また、2010年度よ
り、事務技術系新入社員研修に
て、研修および地球環境保護の一
貫として森林整備作業実習も行っ
ており、社会貢献活動にも積極的
に取り組んでいます。

社会貢献活動

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
大鋸 司朗

高周波光デバイス製作所で働く社員
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製作所

液 晶 事 業 統 括 部

ディスプレイの高機能化を通し
社会に貢献する



液晶事業統括部
〒861-1203　 熊本県菊池市泗水町住吉1576番1
号

地図を見る

概要
業界に先駆けた”液晶事業“
三菱電機は、液晶ディスプレイについても業界のトップをきって開発に着手しており、その歴史は30年以上に及
ぶ。
1987年には旧材料研究所（現：先端技術総合研究所）にて10インチ（86万画素）のTFT（Thin Film Transistor）
カラー液晶ディスプレイの開発に成功するなど、技術開発の先駆けとなる存在であった。
1996年の事業化以降も、ノートPC、モニター用TFT液晶ディスプレイの生産を通して、IT産業の発展に貢献して
きた。

多様な生産を可能にする生産システム
現在は「メルコ・ディスプレイ・テクノロジー社（MDTI）」を製造拠点として、産業用、車載用液晶ディスプレ
イを主として生産している。
FA機器、計測機器から医療機器、カーナビゲーション機器に至るまで幅広い応用製品をもつこれらのディスプレイ
では、多様なお客様のニーズに対応する高度な技術力が要求される。そのため、個々の装置から、生産ライン、工
場全体の生産管理に至るまで、多様な生産に適した最新の機能が整備されている。そこから生まれる製品は、国内
を始め、米国、欧州、中国の販売拠点を通して全世界に供給されている。

業務内容

各種TFT液晶モジュール

所在地



リアルな色再現性と豊富なラインアップでニーズに応える
産業用カラーTFT液晶モジュール「DIAFINE｣
三菱電機の産業用カラーTFT液晶モジュールは、FA機器・POS／ATM・計
測機器から医療・交通まで、様々なシーンでの使用を想定し、見やすさと
美しさ、そして使いやすさを追求している。市場動向を的確に捉え、これ
までに自然な色表現を可能にする色変換技術の開発や低消費電力に貢献す
るLED化を実現。次世代技術の開発推進により、社会や暮らしに欠かせな
いディスプレイとして、ますます活躍の場を増やしている。

関連リンク：
三菱産業用LCDの特徴

高い品質と高機能を両立させたディスプレイ
車載用カラーTFT液晶モジュール
車載用の液晶ディスプレイは高品質と高機能の両立が求められる。品質の
面では、自動車業界向けの品質マネジメントシステム「ISO／TS16949」
の認証を取得すると共に、機能においても、高精細・超広視野角・高色再
現範囲を有する表示特性を実現。また、車載用として必須である広温度範
囲化にも対応。世界中の自動車メーカーに信頼される製品づくりに努めて
いる。

関連リンク：
三菱電機自動車機器

屋外でも明るくワイドな視野角を実現
超高輝度／超広視野角技術
産業用液晶ディスプレイには、屋内だけでなく屋外での厳しい環境にも耐
え得る機能や、あらゆる角度からの十分な視認性を満たすことが要求され
る。三菱電機では、高度な設計、プロセス技術でディスプレイの広視野角
化を達成、さらにバックライトの光学及び放熱設計技術を駆使し、ディス
プレイの高輝度化を実現。他社に先駆け超広視野角、超高輝度を同時に満
たす製品を実用化している。

関連リンク：
三菱産業用LCDの特徴

CLOSE-UP PRODUCTS



耐衝撃性を備えたタッチパネル
タッチパネル技術
スマートフォンやタブレットPC向けに代表される静電容量方式タッチパネ
ル。産業用においても実用化が求められていたが、過酷な環境下での信頼
性確保が課題であった。三菱電機では、これまで培ってきた液晶ディスプ
レイの開発力を活かし、独自方式による、耐衝撃性に優れ、手袋越しの操
作が可能な静電容量方式タッチパネルを開発。屋外用途にも最適なタッチ
パネル一体型液晶ディスプレイを実現している。

関連リンク：
三菱産業用LCDの特徴

高品位なデザイン画面を簡単に組み込める
インテリジェントGUI技術
産業用機器分野でも、より分かりやすい操作パネルの実現のため、高品位
で滑らかなグラフィックス表示の導入が望まれている。しかし、タッチパ
ネルと組み合わせたグラフィックス描画機能を機器上で実現するために
は、組込みソフトウエアの開発と試験が必要であり、開発期間や開発費が
増大するといった課題があった。三菱電機では、タッチパネル処理や高品
位グラフィックス表示を簡単に実現できるグラフィックスボードを開発。
高品位なGUI（グラフィック・ユーザー・インターフェイス）画面を搭載
した産業用機器の普及に貢献する。



熊本から世界に新製品を発信

2015年1月にＬＣＤイノベーショ
ンセンターを建設し、 開発・設計
部門拠点と生産拠点を集結しまし
た。 これにより、ますます拡大・
高度化・多様化する 産業用・車載
用液晶モジュールの需要に対応
し、 新技術・新製品開発の加速お
よび業務効率改善を 図ります。

最寄の名所・
観光スポットなど

名将・加藤清正によって築かれ、
日本三大名城のひとつといわれる
熊本城、東海道五十三次をかた
どった廻遊式庭園として有名な水
前寺公園、世界最大級のカルデラ
を誇る阿蘇山、標高700メートル
の静かな山間に沸く黒川温泉な
ど、熊本県は観光名所の宝庫で
す。

熊本城

土地の名産

熊本が誇る名産といえば、馬刺
し。熊本県内の居酒屋には必ずあ
ると言ってもいいほどです。ま
た、郷土料理のひとつ、からし蓮
根もおすすめ。これらの美味を肴
に、日本三大急流・球磨川の良質
な水とおいしい米で作られた球磨
焼酎を楽しむひとときは格別で
す。

馬刺しとからし蓮根

TOPICS
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製作所
姫 路 製 作 所

⾰新的な製品づくりで
世界のクルマ社会に発展を



姫路製作所
〒670-8677  兵庫県姫路市千代⽥町840番地

地図を⾒る

姫路製作所（広畑⼯場）
〒671-1123  兵庫県姫路市広畑区富⼠町1-40

地図を⾒る

概要
世界有数の⽣産拠点として
三菱電機の⾃動⾞機器事業を牽引する姫路製作所は、1943年に航空機の電装品⼯場として設⽴され、モータリゼー
ションの発展とともに業容を拡張、現在では世界有数の⾃動⾞機器⽣産拠点となった。
この間に⽇本の⾃動⾞産業は幾度も転換期を迎えた。優れた量産品質で世界に衝撃を与えた1960年代、排ガス規制
に取り組んだ70年代、⾼級化の進んだ90年代、いつの時代も同製作所はその技術⼒で⾃動⾞業界を⽀えてきた。今
後は、HEV（ハイブリッド⾞）やEV（電動⾃動⾞）を始めとした低炭素社会の実現に向けて、同製作所の⾼い技術
⼒で⾃動⾞業界の新しい未来を切り拓こうとしている。

進歩し続けるエレクトロニクス技術
⾃動⾞の進歩は決して⽌まることなく、それに伴い次々と事業を開発。オルタネーター、スターターなどが主要製
品だった時代から、エンジン制御コントロールユニット、電動パワーステアリング、そしてハイブリッド⾞や電動
⾃動⾞などの電動化を⽀える電動パワートレインシステム関連製品へとビジネス領域を拡⼤している。⾃動⾞メー
カー間の激しい競争の中、先⾏開発部門を結集した⾃動⾞機器開発センターとの連携及び海外⽣産体制の強化に加
え、電動化プロジェクトなど次世代⾞の開発強化により、姫路製作所は更なる発展を目指す。

業務内容

xEVシステム、⾃動⾞⽤エンジン電装品・制御製品、電動パワーステアリングシステム、ETC⾞載器

所在地



HEV／EV⾞の電動パワートレインシステムを構築
xEVシステム（モーター・インバーター）
xEVシステムとは、ハイブリッド⾞や電動⾃動⾞の主モーターとそれを駆
動する⾞載インバーターから構成される「電動パワートレインシステム」
であり、環境⾃動⾞の中枢製品である。
同製作所では、オルタネーター（⾃動⾞⽤交流発電機）やモータージェネ
レーター（⾃動⾞⽤発電電動機）で培ってきた巻線技術などを⾃動⾞⽤の
主モーターに応⽤することで、⼩型・⾼出⼒・⾼効率化するとともに、⾃
社製造する最新のパワー半導体と、交通、FA、宇宙の分野で培った最先端
の制御技術を⾞載インバーターに適⽤することで、時代のニーズに沿った
電動パワートレインシステムを量産している。

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

世界⼀※1の巻線密度を誇る⾃動⾞⽤交流発電機
と発電電動機
オルタネーター&モータージェネレーター
オルタネーター（⾃動⾞⽤交流発電機）は、エン
ジンの回転エネルギーの⼀部を電気エネルギーに
変換し、⾞内電気機器への電気供給や充電を⾏う
発電機である。同製作所では、新冷却構造を採⽤
することにより、⼩型・⾼出⼒・⾼効率・低騒⾳
を実現し、環境に配慮した第10世代オルタネー
ター（GXオルタネーター）を開発・量産化し
た。
さらにこれを⺟体に当社固有のインバーター製
造・制御技術を⽤いたパワーエレクトロニクスを
機電⼀体化することで、⾼出⼒・⾼効率な発電・
駆動を実現した第1世代モータージェネレーター
（⾃動⾞⽤発電電動機）の開発・量産化に成功。
各⾃動⾞メーカーが環境対策に⼒を⼊れるなか、
両製品とも更に⾼出⼒・⾼効率を目指すととも
に、燃費向上に⼤きく貢献していく。

※1 2015年4⽉ 当社調べ

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

CLOSE-UP PRODUCTS



滑らかなハンドルアシストを実現
電動パワーステアリングシステム（EPS）
ハンドル操作をアシストするステアリング制御は、かつて、油圧式で⾏わ
れていた。1988年、同製作所は世界で初めて※2電動パワーステアリングシ
ステム（EPS）の量産化に成功。現在も世界トップクラスのシェアを維持
している。従来の油圧式と⽐較し、燃費向上・軽量化・環境負荷への低減
など、多くのメリットがあるのに加え、近年のADAS（先進運転⽀援シス
テム）への拡張や今後の⾃動運転への適応など、更なる発展が期待される
製品である。

※2 当社調べ

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

⼩型軽量化で世界をリード
⾃動⾞向けエンジン制御⽤コントロールユニット（ECU）
エンジン制御コントロールユニット（ECU）とは、⾼度で緻密な制御によ
り、⾃動⾞のエンジン性能を最⼤限に発揮させ、⾼出⼒・排ガス低減・燃
費向上を実現させるための製品である。近年は、燃費向上・排ガスのク
リーン化といったニーズを果たすため、非常に⾼度な機能が要求されてい
る。同製作所で開発・製造されているものは、⼩型ながら燃費向上・排ガ
ス低減・⾛⾏性能を⾼次元で実現させる制御機能が内蔵されており、今後
更なる⾼機能化を実現していく。

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

⼩型・軽量・⾼出⼒で迅速にエンジンを始動
スターター（⾞両⽤始動電動機）
スターターは、バッテリーの電気エネルギーを回転エネルギーに変換し、
停⽌しているエンジンを始動するための電動機である。同製作所では、軽
⾃動⾞⽤の⼩出⼒タイプから、トラック・バスに搭載される⼤型ディーゼ
ルエンジン⽤スターターまで幅広く⽣産する。⼩型・軽量・⾼出⼒に加
え、耐久性、始動迅速性を強化したアイドリングストップシステム⽤ス
ターターを開発・製造し、各⾃動⾞メーカーのニーズに対応して、⾃動⾞
の更なる燃費向上に貢献していく。



最寄の名所・
観光スポットなど

姫路といえば、やはり姫路城。
1993年12⽉に⽇本で初めて世界⽂
化遺産に登録され、世界的に⾼い
評価を受けており、四季を通じ
て、世界中から多くの観光客が訪
れます。2015年には⼤規模な改修
⼯事が終わり、新たな装いの姫路
城を⾒ることができます。

姫路城

⼟地の名産
姫路市近郊（播磨地区）は、“播磨
の地酒”として有名な地域。全国で
も⼈気の⽇本酒が数多くありま
す。その他にも、そうめん、おで
ん、あなごなど、多数の特産品を
楽しむことができます。

純⽶⼤吟醸 極上「⼒菱」（社内販売）

イベント・活動
姫路製作所には、社員相互の親睦
と教養・体育の向上を図ることを
目的として各種イベントを⾏なう
「姫菱会」があり、鮎狩り、ソフ
トボール⼤会、⽂化講演会などを
企画・運営しています。家族連れ
でも楽しめるイベントもあり、普
段（会社）とは違う同僚の⼀⾯を
発⾒できる場でもあります。

鮎狩りの様⼦

その他
客先であるカーメーカ―の積極的
な海外展開に合わせ、我々の⾃動
⾞機器は⽇本のみならず、グロー
バルで⽣産し、世界中に14拠点を
展開しております。特に経済発展
が著しい中南⽶・インド・中国・
ASEANなどといった新興国・地域
では今後も更なるビジネス拡⼤を
目指し、「現地調達・現地⽣産」
の強化に取り組んでいます。

メキシコの新⽣産拠点

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⼤島 ⾹織

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

x EV製造部
⻄村 健吾

姫路製作所で働く社員
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製作所
三 ⽥ 製 作 所

⼈とクルマの未来を創造する



三⽥製作所
〒669-1513  兵庫県三⽥市三輪⼆丁目3番33号

地図を⾒る

概要
モータリゼーションの進化を⽀える
三⽥製作所は、1986年にカーオーディオ、アクチュエーターなど、⾃動⾞機器の開発⽣産拠点としてスタートし
た。その後、カーナビゲーションシステムやエアバッグコントロールユニットといった⾼度な製品群も開発・⽣産
を担うようになり、国内外の主要な⾃動⾞メーカー各社と取引を開始。今では製品の半数以上を海外に輸出するな
どグローバル化を加速させ、事業規模は⾶躍的に⼤きくなっている。

時代が求める最先端の技術を追求
⾞の進化は⽌まらない。
近年では、「電気⾃動⾞／電動化」や「⾃動運転」といったキーワードをよく⽿にするが、⾃動⾞⾃体が変⾰期に
ある。その中で、⾞のキーパーツを開発・製造する同製作所では、“安全・安⼼”“快適”“環境”をコンセプトに、⾼
度化・多様化するニーズに対し、最先端の技術を搭載した製品づくりを⾏っている。そのためには、同製作所だけ
でなく、社内の各研究所、⾃動⾞機器開発センター、姫路製作所、他の製作所などとの連携が必要不可⽋であり、
三菱電機グループの総⼒を結集していくことで、当社にしかできない製品づくりを実現していく。
そして、⾃動⾞メーカーを通じて、新しい価値を提案していくことで、⼈と地球環境にやさしく、より安全・安⼼
で快適な⾞社会を創造していく。

業務内容

カーマルチメディア機器（ナビゲーションシステム、リアシートエンターテインメントシステム、カー
オーディオ、BD、DVD、CD、TV他）、⾃動⾞⽤装備品（エアバッグコントロールユニット、HID点灯
装置他）、⾃動⾞⽤アクチュエーター・バルブ類

所在地



CLOSE-UP PRODUCTS
単体から統合コックピットシステムへ
“安全・安⼼”と⾞内の“快適”をトータルサポート
カーマルチメディアシステム
三⽥製作所の代表製品はカーインフォテインメント（インフォメーション＋エンターテインメント）製品であり、
また、先進運転⽀援システム（Advanced Driver Assistance System: ADAS）のコンポーネントとして、ドライ
バーモニタリングシステム（DMS）や⾼精度ロケータなどが存在する。
今後カーインフォテインメントシステムを中⼼に、ADASコンポーネントを“統合コックピットシステム”として統
合し、“安全・安⼼・快適”を提供するトータルソリューションとして、三菱電機の総合⼒を活かし、⾃動⾞社会の
未来に向けて新たな価値を創造する。
運転⽀援・⾃動運転を視野に構成する製品・技術は、三菱電機が保有する得意領域であり、衛星、通信、⼤容量⾼
速通信、信号処理、グラフィック、HMI、⼈⼯知能など、広範囲をカバーする最先端技術の集合体である。

関連リンク︓ 三菱電機カーエレクトロニクス製品



ハイエンドオーディオの⾼⾳質を⾞室で実現
DIATONE®⾞載⾼級オーディオ
ハイエンドホームオーディオの⾼⾳質を⾞室内で実現すべく、⾞載⾼級
オーディオの開発に取り組んでおり、オーディオナビという新ジャンルも
開拓している。

関連リンク︓ 三菱電機カーエレクトロニクス製品

“環境”に配慮した製品開発
カーメカトロニクス製品
環境への対応として、燃費改善によるCO2排出量低減や排気ガス中の有害
物質の削減が重要になってきている。同製作所では燃費改善と排気ガス中
の有害物質を低減するEGRバルブ（排出ガス再循環制御弁）、ガソリンタ
ンクからの蒸発ガスを処理するソレノイドバルブ（電磁弁）、燃費改善と
排気ガス浄化を⾼次元で実現させる可変バルブ制御製品（VVT,VVL）、及
び過給圧制御⽤ターボアクチュエーターの開発により、環境に配慮した製
品づくりを⾏っている。

関連リンク︓ EGR（エキゾースト ガス リサキュレーション）バルブ



安全・安⼼と環境に貢献する製品開発
カーエレクトロニクス製品
⼈と地球環境に配慮した⾞開発のために、より安全・安⼼でエココンシャ
スな製品を開発している。代表的なものとして、⻑寿命・低消費電⼒の
LEDヘッドライト⽤の点灯装置やADAS（先進運転⽀援システム）関連製品
がある。
また、電気⾃動⾞⽤の⾞載⽤充電器、燃費改善⽤制御機器の中⼩容量イン
バーター（モータードライバー）なども⾼度な技術によって“安全・安
⼼”や“環境”に貢献する製品といえる。

関連リンク︓ HIDコントロールユニット



地域コミュニケーション活動
三⽥地区の社員相互、地域住⺠と
の親睦を目的とした、オータム
フェスティバルには、多くの地域
住⺠の⽅に参加いただいていま
す。催し物では社員による各種屋
台や芸⼈による漫才ショー、⼤抽
選会などがあります。

2018年オータムフェスティバル時の挨拶

趣味・サークル
ソフトボール、野球、卓球、サッ
カー、テニス、バドミントン、⼭
岳、剣道、軽⾳楽などといった多
種様々なクラブ活動を⾏っており
ます。中でも、バスケットボール
部は兵庫県実業団選⼿権に毎年出
場、サッカー部は社内⼤会で連覇
するなど、活動が盛んです。

サッカー部
2018年 社内⼤会 3連覇︕︕

三⽥市について
三⽥市は⼤阪・神⼾に近く関⻄の
ベッドタウンとして⼈気の町で、
10年間にわたり、⼈⼝増加率⽇本
⼀を記録したこともあります。近
隣には関⻄最⼤のアウトレット
モールがあり、緑豊かな⾃然に包
まれた中、「住む・働く・遊ぶ」
どれも充実した⽣活を送ることが
できます。

冬の名物ぼたん鍋

最寄の名所・観光スポットな
ど

六甲⼭の麓に広がり、紅葉の名所
とも知られる⽇本最古の温泉郷
「有⾺温泉」。1300余年もの歴史
に加え、泉質の良さでは⽇本三名
湯の1つに数えられています。宿泊
でも⽇帰りでも楽しめる良質な温
泉を求め、連⽇多くの⼈で賑わっ
ています。

グローバル
近年、⾃動⾞業界では積極的な海
外展開が⾏われており、当事業本
部の関連事業は欧州・北⽶・中南
⽶・アジアを中⼼とする11カ国14
社に製造・販売拠点を構えていま
す。現地に駐在している社員も多
く、活躍の場は世界へと広がって
います。

製造拠点の⼀つ
Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts 

Co.,Ltd

付帯施設について
構内には売店のほかに2010年に開
設した準カフェテリア⽅式の⾷堂
が完備しており、⼿ごろな値段で
出来⽴ての昼⾷をとることができ
ます。定⾷2種、ヘルシー弁当、カ
レー、和麺、中華麺、丼など⽇替
わりのメニューが並びます。

⾷堂とメニュー⼀例

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜

カーメカトロニクス製
造部
武藤 睦

秋季採⽤制度
先輩社員

カーマルチメディア
製造第⼀部
清⽔ 遼太郎

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

営業部
⼩幡 晃

三⽥製作所について、さらに詳しく映像で紹介しています。

製作所の中にオーディオルーム!?上質な⾞内を演出する“⾳”の秘密を探
れ︕

プロジェクトME 三⽥製作所

三⽥製作所で働く社員
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研究所

先端技術総合研究所

無限の可能性に向けて
未来を創出する



先端技術総合研究所
〒661-8661　 兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番1
号

地図を見る

概要
最先端技術で社の成長を推進
1935年設立の神戸本店研究課を母体として、1995年に中央研究所、材料デバイス研究所、半導体基礎研究所を統
合し、先端技術総合研究所が設立された。さらに2002年、産業システム研究所と映像情報開発センターを統合し、
現在に至る。
先端技術総合研究所は、三菱電機の全事業に関わる最先端技術の拠点として、事業を支える共通基盤技術の開発か
ら新製品の開発、また、将来の新事業の芽となる研究開発に至るまで幅広く取り組み、当社の持続的な成長を推進
する役目を担っている。そして、各分野のスペシャリストたちが常識にとらわれない自由な発想を育みながら、独
創的な技術力で研究開発に取り組んでいる。 

連携が技術進化のカギ
当社の最先端技術をリードする同研究所は、社内外での連携に力を入れている。所内には部門・世代を越えた交流
のためのコミュニケーションエリアを設け、生産技術センターと研修を合同で実施するなど、総合電機メーカーと
しての強みを活かすべく研究開発で得られた技術を組織の成果として共有し、三菱電機及び三菱電機グループ企業
の様々な製品や事業に横展開している。また当社の成長性を担う将来技術の研究開発は、当社独自で研究開発を進
めるとともに、産学連携や国家プロジェクトに積極的に参画し世界一流の技術力に磨き上げている。

業務内容

パワーエレクトロニクス、パワーデバイス、電機、機械、メカトロニクス、新デバイス、エネルギー、環
境、材料、システム・ソリューション、映像・表示技術分野の研究開発

所在地



革新的な技術で快適社会への未来の扉を開く
パワーエレクトロニクス技術
先端技術総合研究所はパワーエレクトロニクスに関する先進技術を結集
し、環境に配慮し、経済性に優れたパワーエレクトロニクス製品の新技術
を研究開発するとともに、その技術を活かした製品化に取り組んでいる。
身近な家電製品から社会インフラまで、暮らしと産業を支え、エコロジー
とエコノミーを両立した快適な社会の実現のために、日々努力を重ねてい
る。

関連リンク：
階調制御型インバーター

電気・熱流体・機械の尖った技術で高付加価値システムを実現
電機技術
電気・熱流体・機械の基盤技術を高度化し、 三菱電機製品群の性能・品
質・信頼性を支えるとともに、顧客視点、システム志向で付加価値向上の
コアとなる尖った技術の開発を推進中。電力システム、空調冷熱システ
ム、エレベーター、FA機器、車載機器など幅広い事業に役立つ研究開発を
通じて、持続可能で安心・安全な社会、快適で豊かな暮らしの実現に貢献
していく。

関連リンク：
霧ヶ峰ADVANCE

機械・制御・物理の技術融合による先進メカトロニクス製品の価値創造
メカトロニクス技術
産業メカトロニクスシステム、FA機器、自動運転システム、車載機器、昇
降機システム、宇宙システム、オプトシステムなどの製品群に対して研究
開発を行っている。機械・制御・物理の技術融合によって、メカトロニク
スのブレークスルーを生み出す。また機械・制御・物理の知識基盤を確実
に深化させ、先進メカトロニクス製品による豊かな社会の実現に貢献して
いく。

関連リンク：
プリント基板穴あけ用レーザ加工機

CLOSE-UP TECHNOLOGY



人と地球を活かすテクノロジーで環境循環型社会に貢献
環境・材料技術
水や空気の浄化技術、マテリアルリサイクル技術により、環境調和型社会
に貢献。地球環境保護を視野に入れた省エネルギーシステム及びデバイス
技術、有害物質の分解技術を開発している。また、材料・プロセス技術を
駆使したプラスチックリサイクルや高機能部材により資源・エネルギーの
利用率を極限まで高めることを目指し、分析技術、成形技術、絶縁材料技
術など全社に関連する材料面の共通基盤技術も支えている。

関連リンク：
X線吸収効果を利用したRoHS指令対象物質高速除去技術

高度情報化社会を支えるキーテクノロジー
デバイス技術
性能と経済性を兼ね備えた、環境に配慮し省エネを実現する次世代キーデ
バイスや、その先の新規デバイスの創出を目指して日々研究開発に取り組
んでいる。中心となるのはSiCデバイス技術、デバイス構造・回路設計技
術、プロセス・評価技術を基本としたパワーデバイス技術、半導体デバイ
ス技術、MEMSデバイス技術、液晶デバイス技術などである。

関連リンク：
SiCパワーエレクトロニクス技術

豊かな社会を実現するために
システム・ソリューション技術
情報・映像システム技術を中心とした先進のテクノロジーを駆使し、電
力・産業・交通などの社会インフラやビル・FA・自動車・家電などの幅広
い分野における機器・システムを最高の効率と性能で実現するシステム構
築技術、制御技術、最適化技術、センサー情報処理技術、映像信号処理技
術の研究開発に取り組んでいる。これらにより、安全で快適な社会づくり
に貢献していく。



歴史

1935年神戸本店研究課を設立後、
1995年中央研究所、材料デバイス
研究所、半導体基礎研究所を統合
し、先端技術総合研究所を設立。
2002年産業システム研究所と映像
情報開発センターを統合し、現在
に至ります。

中央研究所

受賞歴

大河内記念生産特賞、平成23年度
工業標準化事業表彰経済産業大臣
賞、第60回電機工業技術功績者表
彰ものづくり部門優秀賞など多数
受賞しています。

企業サイトR&D　表彰実績

付帯施設について

研究開発と製品化の加速、大学や
研究機関との連携強化を目的とし
て、技術連携室、社外連携室が併
設されています。建物中央には、
ライトウェル（中庭）を設け、採
光性に配慮。自然光利用による照
明負荷の低減に貢献しています。

中庭を設け、採光性に配慮

環境への取組

環境負荷低減に貢献する研究活動
を促進しています。また、構内緑
化率向上（屋上緑化）にも取り組
んでいます。屋上緑化では、緑化
トレーを採用し、乾燥に強く手間
のかからない、メキシコマンネン
グサを植えています。

構内の屋上緑化

教育プログラム

入社後約3カ月間は、配属された各
製作所において研修を受け、"もの
づくり"の原点を学びます。他に英
会話研修やロジカルシンキング研
修など、多様なコースが用意され
ており、各種能力を高められる内
容となっています。

研修の模様

その他

各フロアには、コミュニケーショ
ンエリアがあり、部門や世代を越
えた交流が盛んに行われていま
す。特に、生産技術センターとは
業務だけではなく、研修などを合
同で実施したり、様々なイベント
でも交流するなど、親睦を深めて
います。

コミュニケーションエリア

TOPICS



Career Profile
〜先輩のキャリア〜
映像入出力技術部
投写ディスプレイ技術
グループ
グループマネージャー
小島 邦子

秋季採用制度
先輩社員

パワーモジュール技術
部
伊藤 悠策

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

システム構築技術部
高坂 麻里奈

先端技術総合研究所で働く社員
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研究所
情 報 技 術 総 合 研 究 所

最先端技術で未来を拓き、
新しい安全・安⼼を世界に



情報技術総合研究所
〒247-8501  神奈川県鎌倉市⼤船五丁目1番1号

地図を⾒る

概要
最先端の情報通信技術で社会に貢献
情報技術総合研究所は、三菱電機グループ全事業の幅広い製品群を情報通信技術で⽀える技術者集団である。技術
⼒によって、⼀⼈ひとりが未来への希望を持ち、⼈と⼈との絆を⼤切にする社会を⽀えている。これからの新しい
時代に向けて⼈とモノを繋ぎ、さらにIoT時代を目指して、モノとモノを安全・安⼼に繋ぐインフラの実現に向
け、最先端の情報通信技術で⼈々の⽣活に貢献している。宇宙を巡る⼈⼯衛星から、⽣活に⾝近な家電、目に⾒え
ない情報の安全まで、情報技術総合研究所は最先端技術で未来を拓き、新しい安全・安⼼を世界に届けている。
IoT時代に必須であるセキュリティ技術などの情報分野、⼈⼯知能や画像処理などのメディアインテリジェンス分
野、⼈⼯衛星、通信装置やEMC技術などの光電波・通信分野の研究開発で、三菱電機グループ全事業に、そして、
社会に貢献している。

世界に挑戦する舞台がここに
情報技術総合研究所では、当社のグローバルな成⻑に向けて、世界で戦える⼈材の育成に⼒を⼊れている。世界中
の⼤学や研究機関との連携を積極的に進め、研究員間の多様な価値観から⽣まれるイノベーションを促進し、⾰新
的な新しい技術の研究開発に今⽇もチャレンジしている。

業務内容

情報、メディアインテリジェンス、光電波・通信技術分野の研究開発

所在地



安全・安⼼な情報社会を目指して
情報セキュリティー技術

ISO／IEC国際標準規格や電⼦政府推奨暗号に採択されたMISTY®や
Camellia®、携帯電話の国際規格暗号に採⽤されたKASUMI®、暗号化とア
クセス制御を同時に実現する関数型暗号など、世界最⾼⽔準の研究開発を
進めてきた。これらをもとに、IoT時代のセキュリティー技術として、クラ
ウド上に保管している暗号化した情報を復号することなく検索可能な秘匿
検索技術や、機器搭載LSIの個体差を利⽤し複製できない固有IDを⽣成・
利⽤した新たなセキュリティー技術、さらにハッカーの攻撃⼿⼝に着目し
たサイバー攻撃検知・防御システムなど、幅広い情報セキュリティー技術
の研究開発に取り組んでいる。

関連リンク︓ 秘匿検索技術
関連リンク︓ 固有IDを⽣成・利⽤した新たなセキュリティー技術

電波による⾼解像度地表観測を実現
衛星搭載アンテナ技術
陸域観測技術衛星2号（ALOS-2）への搭載に向けて宇宙航空研究開発機構
（JAXA）と共同で開発したアクティブフェーズドアレーアンテナは、アン
テナの向きを固定した状態でも電波の⽅向を前後左右⾃由に変えることが
可能である。これにより、⾶⾏する衛星から同⼀地点をスポットライト的
に観測することで、解像度1m〜3mの電波画像取得が可能となる。また、
三菱電機では、巨⼤電波望遠鏡からRFIDといった⼩型アンテナまで、幅広
い技術開発に取り組んでいる。

関連リンク︓ 宇宙システム

CLOSE-UP TECHNOLOGY



受信障害や誤動作のない⾼信頼製品を実現
EMC設計・評価技術
EMC（Electromagnetic Compatibility︓電磁両⽴性）は、電気・電⼦機器
が不要電磁波を発⽣して他の機器に障害を与えたり、外来電磁波により誤
動作を起こしたりしないための性能である。⾼いEMC性能を実現するため
の設計技術やEMC性能の評価技術を開発し、⼈⼯衛星から家電まで、当社
の幅広い製品の品質や信頼性向上に貢献している。様々な機器が電⼦化さ
れ通信でつながる安全で快適な社会を⽀える重要な基盤技術である。

関連リンク︓ EMC設計・評価技術

全ての機器をより賢くし、安⼼・安全・快適な社会の実現に貢献
⼈⼯知能（AI）技術
AIの演算量を減らして省メモリー化することにより、⼩さな機器でも賢く
することが可能になる「コンパクトな⼈⼯知能（AI）」を開発した。その
アプリケーションとして、イベント会場への経路の混雑状況を⾼精度に予
測する「リアルタイム混雑予測技術」、AIの設計を⽀援する「ディープ
ラーニングの⾃動設計アルゴリズム」、対象物の状況の変化に合わせて最
適な動作をリアルタイムにAIが制御する「器⽤に制御するAI」など、幅広
い研究を⾏っている。また、当社独⾃のAIを「Maisart※」としてブランド
化し、当社AI技術の認知度を向上するとともに、搭載機器の事業展開を加
速していく。

※「Maisart（マイサート）」は三菱電機AI技術ブランドの名称であり、独
⾃のAI技術ですべてのモノを賢く（Smart）する思いを込めた、
Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyの
略です。

関連リンク︓ Maisart



⼈の視覚を超えて、⼩さな物体まで⾒逃さずに認識できる“AIの眼”を開発
遠⽅物体認識技術
当社のAI技術「Maisart」を活⽤した「遠⽅物体認識技術」を開発。この技術を電⼦ミラーに適⽤した場合、⾞両
後側⽅の物体を100m程度の遠⽅から早期にカメラで認識でき、業界最⾼性能を実現する。視野内の目⽴つ領域に
優先的に着目するという⼈間の「視覚的注意」を応⽤した独⾃の「視覚認知モデル」を開発し、低演算量で遠⽅の
⼩さな物体まで認識できる技術を開発。遠⽅の物体でも早期に検知し、物体の種類（⼈、乗⽤⾞、トラックなど）
を識別してドライバーに注意を促すことで⾞線変更時などの事故防⽌に貢献していく。



付帯施設について
東部研究所地区では、仕事と家庭
を両⽴する社員への新たな⽀援策
として、2014年10⽉に事業所内託
児施設が開設されました。社員が
個⼈⽣活の充実と⾃らのキャリア
形成を追求しやすい職場風⼟の醸
成に努めています。

事業所内託児施設がオープン

地域コミュニケーション活動
構内には約200本の桜が植えてあ
ります。桜の花が満開になる春に
は、毎年「桜まつり」を開催して
います。地域住⺠の⽅々に構内を
開放して、地域交流を⾏っていま
す。例年、およそ3,000⼈の来場
者を迎えています。

桜まつり

最寄の名所・
観光スポットなど

鎌倉市には、初詣⼈出全国ベスト
10（神社・仏閣）に毎年ランクイ
ンされる鶴岡⼋幡宮があります。
⼋幡宮へと続く段葛の桜並⽊、⾺
で⾛りながら的に⽮を射る流鏑⾺
など、四季を通じて美しい風情を
楽しむことができます。

鶴岡⼋幡宮

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

光通信技術部専任
⼩⻄ 良明

TOPICS

情報技術総合研究所で働く社員
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研究所

デザイン研究所

デザインの行き先は、人



デザイン研究所
〒247-8501　 神奈川県鎌倉市大船五丁目1番1号

地図を見る

概要
三菱電機の“カタチ”を創出
1954年、当社初のデザイン担当組織として本社生産技術部開発課が誕生した。その後、独立組織として1977年に
デザインセンターが設立され、 1988年に「デザイン研究所」に改称。 2017年に設立40周年を迎えた。
デザイン研究所では、三菱電機の多彩な製品群（宇宙、環境・エネルギー、社会インフラシステム、交通システ
ム、ビル・昇降機、産業・FA、自動車機器、コンピューター・通信、家庭電器、デジタルAV）のデザイン開発を
担当している。“デザインの行き先は人”を理念とし、人々が「あったらいいな、欲しいな」と思うものを創造し続
けていくことが、デザイン研究所の使命である。

使う人の目線でデザインを
デザイン研究所では、ユーザーの感性に響く美しい造形を創り出すプロダクトデザイン、使いやすく・分かりやす
く・楽しい操作性を実現するインターフェースデザイン、より多くの人に使いやすいモノづくりを目指すユニバー
サルデザインを推進している。これらに加え、近年ではユーザーエクスペリエンス（UX）デザイン、そしてソ
リューションデザインを次なるコア技術と位置付け、取り組みを強化している。UXデザインでは、エスノグラフィ
やプロトタイピングの手法を駆使し、徹底したユーザー視点で新たな経験価値を創造する。ソリューションデザイ
ンでは、社会変化の兆しから未来予測を行い、新たな事業提案やコンセプトの見える化を推進している。

業務内容

プロダクトデザイン、インターフェースデザイン、ユーザーエクスペリエンスデザインなどのデザイン関
連活動

所在地



新たな経験価値を創造する
ユーザーエクスペリエンスデザイン
徹底したユーザー視点で新たな経験価値を創造する。エスノグラフィと呼
ばれる行動観察手法にもとづくニーズ発掘や、プロトタイピングによるア
イデアの可視化で経験価値を共有し、提案を深度化。また、感性評価や生
理計測を通じて、心地よい経験の数値的な裏付けにも挑戦している。写真
は快適で気持ちのいい生活を提供する「三菱電機スマートホーム」コンセ
プト。家電と住宅設備の連携によって、センシングにより得た「ココロと
カラダ」の状態変化を家族で共有し、日々の生活のサポートとコミュニ
ケーション機会創出を実現する。

関連リンク：
デザイン研究所

社会環境に対応する総合的な視野に立った提案
ソリューションデザイン
三菱電機の保有する強い技術を融合し、顧客のベネフィットに繋がるソ
リューション提案により、競争力の高い製品の創出や事業化の推進を支援
するのも同研究所の役割。例えば、乗客の多様なニーズに対応し、様々な
情報を視覚的に提供するトレインビジョンなども、デザイン研究所の提案
である。

関連リンク：
デザイン研究所

CLOSE-UP TECHNOLOGY



ユーザーニーズや新しい技術を“カタチ”にする
プロダクトデザイン
デザイン研究所では、市場の動向を注視しながら新しいライフスタイルを
予測し、ユーザーニーズや新しい技術を製品としての“カタチ”にする提案
をしている。企画からブランドプロモーションまで総合的な視野に立ち、
デザイナーの感性によってつくり出されたイメージを魅力ある製品とすべ
く、細部までこだわったデザイン開発を行う。写真は空気清浄機付きス
ティッククリーナー「iNSTICK」。面倒な掃除機の出し入れの手間を軽減
できる“お部屋に出しておく”新しい掃除スタイルを提案した。インテリア
に調和する、一見クリーナーに見えないデザインに仕上げた。

関連リンク：
デザイン研究所

ユーザーと製品とのコミュニケーションを図る
インターフェースデザイン
ユーザーと製品とのコミュニケーションを図る、ヒューマンインター
フェースの開発も手がける。「使いやすく」「わかりやすく」「楽しく」
を掲げ、ユーザーの気持ちとテクノロジーを繋いで、技術の発展によって
複雑化する機能を、誰もが思うままに楽しく使いこなすことができるよう
なインターフェースデザインを目指し、開発を進めている。写真は自動車
向けの「簡単操作インターフェース」。操作回数2回以内、操作時間15秒
以内で実行したい操作ができるインターフェースを開発した。

関連リンク：
デザイン研究所



より多くの人が生活しやすい環境づくり
ユニバーサルデザイン
高齢化が進み、社会的弱者への理解も深まる中、ものづくりの姿勢を見直
し、「より多くの人が使いやすいものづくり・生活しやすい環境づくり」
を目標とした取り組みが進行中だ。「簡単でわかりやすい使い方」「識別
しやすい表示・表現」「楽な姿勢・身体的負荷への配慮」「安全性と利便
性の追求」「使う人の気持ちに配慮」を基本とし、真の「使いやすさ」
「生活しやすさ」を実現するため、満足度の高い生活環境と製品の提供を
目指している。写真はエレベーター「AXIEZ」の操作ボタン。視覚障がい
者への配慮として、立体的な数字の形状を工夫し、識別性の向上と押し心
地の良さを追求した。

関連リンク：
デザイン研究所

使いやすく、わかりやすく、満足度の高い製品を開発
ユーザビリティーワークショップ
評価用プロトタイプを製作し、モデルユーザーによる評価実験を行ってい
る。実験データを解析し改善指針を立案するユーザー参加型の開発プロセ
スを取り入れ、開発当初から各段階において、使いやすさの評価と改善提
案を実施している。代表的なものとして、大画面表示の視認性や液晶テレ
ビのGUI（グラフィカルユーザーインターフェース）の評価、様々な状況
下でのカーナビ操作性評価、エレベーター乗客の行動観察などがある。

関連リンク：
デザイン研究所



歴史

当研究所の歴史は、1936年に1人
のデザイナーが採用されたことに
端を発し、1954年には本社生産技
術部開発課が誕生。その後、独立
組織として1977年にデザインセン
ターを設立、1988年に現在の「デ
ザイン研究所」に改称されまし
た。

創立30周年記念パーティーを開催

付帯施設について

所内にはユーザビリティー評価
室、人間行動評価室など、自動
車、キッチン空間など、目的や用
途別の実験・評価スタジオがあり
ます。プロトタイプの組み立てや
使用環境を再現して評価を行うた
めなどにデザイナーが使用してい
ます。 

所内イベント

毎年、新入社員が配属されると所
員全員で歓迎会を行い、懇親を深
めています。海辺のレストランを
貸し切ったり、ドレスコード（“マ
リンリゾート”など）を設けたりと
楽しい宴になっています。写真を
見ると、みんな良い顔をしていま
す。

新入社員歓迎会

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

産業システムデザイン
部
朴 信映

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

ホームシステムデザイ
ン部
安田 倫子

TOPICS

デザイン研究所で働く社員
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研究所
住 環 境 研 究 開 発
セ ン タ ー

こころ豊かな⽣活環境を提供する
研究開発を推進



概要
住環境に関する機器の研究開発
住環境研究開発センターは、その前⾝にあたる「商品研究所」として1959年12⽉に設⽴された。その後、現リビ
ング・デジタルメディア事業本部所属研究所となり、現在の名称となったのは1994年である。
同センターでは、家電製品（エアコン、冷蔵庫など）、住宅設備機器（照明機器、給湯機、HEMSなど）、設備・
業務⽤機器（冷凍機、空調機など）、さらに製品の品質・安全性向上（機構部品・電⼦部品・基板の設計技術、評
価技術など）に関わる研究開発を⾏い、⼈々の⽣活向上に⼤きく寄与する研究開発拠点としての役割を果たしてい
る。

研究開発の風⼟
同センターでは、研究員個々の感性を研究開発に活かす活動を⾏っている。製品開発を担当する製作所からの依頼
研究の他、今後の事業展開を⾒据えて⾃主的に設定したテーマの研究に加え、部門横断的なチーム編成にて⾏う提
案活動「未来創造活動（FC活動）」も⾏っている。本活動では、各研究員⾃らのアイデアを事業化させるととも
に、他部門研究員との交流、専門分野外技術の習得の場となっている。
また、グローバル化を⾒据え、海外拠点との交流や、連携した研究開発活動にも積極的に取り組み、豊かで快適、
安全な⽣活環境の提供を目指している。

業務内容

冷熱・空調機器、ビル空調・照明制御システム、住宅⽤エネルギーシステム、家電機器、住宅関連機器の
モーター・パワーエレクトロニクス技術、製品評価の技術開発



住環境研究開発センター
〒247-8501  神奈川県鎌倉市⼤船五丁目1番1号

地図を⾒る

住環境研究開発センター（静岡）
〒422-8528  静岡県静岡市駿河区⼩⿅三丁目18
番1号

地図を⾒る

住環境研究開発センター（和歌⼭）
〒640-8686  和歌⼭県和歌⼭市⼿平六丁目5番66
号

地図を⾒る

所在地



冷やす、暖めるの匠
冷凍・空調技術
住環境研究開発センターでは、業務⽤冷凍空調機器やルームエアコン、冷
蔵庫などの分野で地球温暖化係数の⼩さい冷媒を⽤いる技術、新しい省エ
ネデバイス技術（熱交換器、送風機、冷凍サイクル）の開発を進めてい
る。
また、低騒⾳や気流制御など、快適性を含めた建物全体の空調エネルギー
マネジメント技術の開発に努め、故障診断などの技術開発にも積極的に取
り組んでいる。

関連リンク︓ ビル／オフィス⽤空調システム

省エネ・快適・安全・安⼼をシステムで実現
システム制御技術
ビル・住宅の空調、照明などの家電・設備機器を
連携し、省エネと快適性、経済性を両⽴した、安
全、安⼼を届けるシステムを開発。機器の監視・
制御を⾏うためのネットワークや、コントロー
ラー、使いやすいグラフィカルなユーザーイン
ターフェースなどを開発している。さらに、クラ
ウドを駆使した遠隔監視と診断技術により、設備
機器の最適な運⽤を⽀援する。

関連リンク︓ ビルシステム

CLOSE-UP TECHNOLOGY



品質・安全第⼀の製品を目指して
設計・評価技術
製品や部品の品質と安全性向上のため、品質⼯学やシミュレーションを適
⽤した設計技術と、X線CT装置や電⼦顕微鏡などを活⽤した評価技術の開
発を進めている。さらに、段ボールや発泡スチロールの省資源化を考慮し
た包装設計技術の開発に取り組んでいる。

関連リンク︓ 確かな品質を確保するために

⽣活スタイル⾰命を実現する技術開発
家電機器技術
冷蔵庫、IHクッキングヒーター、炊飯器、クリーナー、エアコンなどの商
品分野で、おいしさ、使い勝⼿、快適性などのオンリーワン商品の開発を
目指し、⾷品保存・加熱制御（炊飯・調理）・空質制御（除塵・脱臭・除
菌・気流・加湿）などの要素技術開発に取り組んでいる。

関連リンク︓ 個⼈のお客様

省エネの原点
⾼効率モーター・インバーター技術
家電製品や住宅設備・業務⽤機器の⼼臓部であ
り、先進コア技術であるモーター・インバー
ター。省エネ性や快適性を⾼めるため、⼩形で⾼
効率、⾼出⼒なモーター、パワエレ技術を応⽤し
た⾼効率・低振動インバーター制御の開発を⾏っ
ている。新価値創出やグローバル展開を踏まえ、
CAEを⽤いた最適設計⼿法を⽤い、⽣産技術部門
とも連携しながら、トータルでの性能改善に取り
組んでいる。

関連リンク︓ FA機器情報サービス



歴史
前⾝の「商品研究所」は1959年12
⽉に設⽴、1988年には「⽣活シス
テム研究所」、1994年には「住環
境研究開発センター」とそれぞれ
改称し、2019年には創⽴60周年を
迎えます。設⽴以来、⽣活向上に
寄与する家電製品の研究開発拠点
として活躍。現在も将来性ある“環
境”“省エネ”ビジネスに対応する研
究拠点として⼤きな役割を担って
います。

前⾝である、商品研究所外観

環境への取組
東部研究所地区（情報技術総合研
究所・デザイン研究所・住環境研
究開発センター）では、2009年9
⽉、当社で初めて、100kW級を超
える太陽光発電を設置しました。
またオフィスの省エネモデル事業
所として「ビル丸ごと省エネ」な
どの研究開発により、環境活動へ
積極的に取り組んでいます。

地域コミュニケーション活動
住環境研究開発センターは、静岡
製作所地区・冷熱システム製作所
地区にも駐在組織があり、⼤船地
区と合わせて、3拠点で研究開発を
推進しています。それぞれの拠点
において、社員のご家族はもちろ
ん、地域の⽅々をお招きしたイベ
ントを⼯夫して開催しています。
（写真は「静岡地区でのお祭り」
の様⼦です。）

趣味・サークル
⼤船地区構内では年に数回、ス
ポーツ⼤会が⾏われます。住環境
研究開発センターも職場単位で
チームを結成し、参戦していま
す。試合では上位へ進出する割合
が⾼く、抜群のチームワークを発
揮して好成績を収めています。こ
の結束⼒の強さが新製品開発の源
です。

TOPICS



バレーボール⼤会

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

システムエンジニアリ
ング部
⼩堀 浩⼦

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

センター⻑ 
平岡 利枝

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

空調冷熱技術開発部
⽵⽥ 恵美

住環境研究開発センターで働く社員
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環境に配慮した
安全・便利・快適なクルマ社会を



自動車機器開発センター
〒670-8677　 兵庫県姫路市千代田町840番地

地図を見る

自動車機器開発センター（三田）
〒669-1513　 兵庫県三田市三輪二丁目3番33号

地図を見る

概要
世界的視野を見据え創設
自動車機器開発センターは、1997年に自動車機器に関する先行開発部門を結集して誕生した。地球規模で進む企業
間の吸収合併やメガコンペティション時代の到来により、自動車メーカーだけでなく部品メーカーの間の競争も激
しさを増している。このような動きに対応するために、姫路製作所、三田製作所の先行開発部門を集結させ、同セ
ンターを設立した。センターの基本方針は、技術的にもコスト的にも国際競争力のある自動車用電子装置の開発を
通じて自動車機器事業の発展に貢献することだ。

環境に配慮した車、そして安全・安心、快適な車を
同センターは「先端製品の創出による差別化と新規事業化」を方針として、幅広い事業を持つ三菱電機の総合力を
活用し、開発成果を既存事業に活かすとともに、システム志向で新規事業の立案と開発を進めている。
現在は、電動車両用の機器、自動運転を見据えた予防安全技術、走行安全支援のキーテクノロジーとなるセンシン
グ技術、HMI（Human-Machine Interface）を中心とした車載情報システム、車外の情報ともつながり活用する
技術などが主な開発テーマだ。
同センターは、重要アイテム別にプロジェクトを組み、社内のほかの研究所や製作所と協力しながら開発を進め、
事業化まで責任を持って携わる。

業務内容

自動車用各種エレクトロニクス製品などの開発

所在地



安全なクルマ社会のために（1）
安全運転支援技術
レーダー、カメラ、超音波センサーなどのセンシング技術によって、走行
車線の逸脱や、車両や歩行者との衝突の危険を検知することで、安全運転
をサポートする。さらに、複数のセンサー情報を融合した高度な信号処理
技術によって、センシングの信頼性を向上するとともに、運転者の挙動認
識技術と組み合わせた効果的な警報や車両制御の実現を目指す。自動車機
器開発センターでは、安全なクルマ社会の実現のため、これらの技術を追
求していく。

関連リンク：
三菱電機自動車機器

安全なクルマ社会のために（2）
自動運転システム
予防安全システムは自動運転システムへと進化している。自動運転の実現
に向けて、リクスマップ技術などの人工知能技術を実装して、より高度な
安全運転を確立していく。リクスマップ技術を活用することで、周辺車両
の行動を予測して危険を予知することが可能となる。

関連リンク：
三菱電機自動車機器

地球の明日を考えたクルマづくり
環境に配慮した車載機器開発
世界の自動車メーカーが「電気自動車（EV）」、「プラグインハイブリッ
ド（PHEV）」など、電動化車両の開発を総力を挙げて加速しはじめた。
それらに対応した車載機器、要素技術及び設計技術を、社内の製作所や研
究所と連携しながら開発・推進していく。

関連リンク：
三菱電機自動車機器

CLOSE-UP TECHNOROGY



自動運転時代を見据えた車載情報機器とHMIの
探求
次世代コックピットシステム
安全かつ快適なドライブを実現する運転支援に向
けて、ドライバーや搭乗者の状態を見守るととも
に、状態に基づく適切な運転支援を行うためのド
ライバーモニタリングシステムを開発中。
また、HMI（Human-Machine Interface）に関
する幅広い領域の技術を追求し、高ノイズ環境で
の音声入力機能や複数話者を対象とした音声分離
や対話応答など運転中でも使いやすい音声操作機
能、HUD（Head-Up Display）を活用したAR
（Augmented Reality）にも注力。機能評価と
ユーザビリティなどの評価を行いながら、改善を
重ねて、次世代コックピットシステムを具現化し
ていく。

関連リンク：
カーナビゲーションシステム

快適な次世代のクルマ社会に向けて
コネクテッドカー技術
クルマが様々な情報をやりとりすることで、安全
で快適な次世代のクルマ社会の実現が期待されて
いる。クラウドとの連携により、遠隔からの車両
状態見守りや安全な状態を保持する技術、最新の
価値ある情報を入手し、状況に応じて活用する技
術、道路交通インフラとの連携により、安全・エ
コ運転を実現する技術を開発中。クルマの機能の
高度化に対応して、車内の機器間の次期ネット
ワーク技術や人工知能を用いたクルマ情報のビッ
グデータ活用技術、ネットワークからの不正侵入
に対するセキュリティー技術にも注力し、次世代
のクルマ社会づくりに貢献していく。

関連リンク：
三菱電機自動車機器



最寄の名所・
観光スポットなど

姫路といえば、やはり姫路城。
1993年12月に日本で初めて世界文
化遺産に登録され、世界的に高い
評価を受けており、四季を通じ
て、世界中から多くの観光客が訪
れます。2015年には大規模な改修
工事が終わり、新たな装いの姫路
城を見ることができます。

姫路城

土地の名産

姫路市近郊（播磨地区）は、“播磨
の地酒”として有名な地域。全国で
も人気の日本酒が数多くありま
す。その他にも、そうめん、おで
ん、あなごなど、多数の特産品を
楽しむことができます。

純米大吟醸 極上「力菱」（社内販売）

イベント・活動

姫路製作所には、社員相互の親睦
と教養・体育の向上を図ることを
目的として各種イベントを行なう
「姫菱会」があり、鮎狩り、ソフ
トボール大会、文化講演会などを
企画・運営しています。家族連れ
でも楽しめるイベントもあり、普
段（会社）とは違う同僚の一面を
発見できる場でもあります。

鮎狩りの様子

TOPICS

姫路製作所



その他

客先であるカーメーカ―の積極的
な海外展開に合わせ、我々の自動
車機器は日本のみならず、グロー
バルで生産し、世界中に14拠点を
展開しております。特に経済発展
が著しい中南米・インド・中国・
ASEANなどといった新興国・地域
では今後も更なるビジネス拡大を
目指し、「現地調達・現地生産」
の強化に取り組んでいます。

メキシコの新生産拠点



地域コミュニケーション活動

三田地区の社員相互、地域住民と
の親睦を目的とした、オータム
フェスティバルには、多くの地域
住民の方に参加いただいていま
す。催し物では社員による各種屋
台や芸人による漫才ショー、大抽
選会などがあります。

オータムフェスティバルの大抽選会

趣味・サークル

ソフトボール、野球、卓球、サッ
カー、テニス、バドミントン、山
岳、剣道、軽音楽などといった多
種様々なクラブ活動を行っており
ます。中でも、バスケットボール
部は兵庫県実業団選手権大会で優
勝するなどの活躍をみせていま
す。

バスケットボール部

三田市について

三田市は大阪・神戸に近く関西の
ベッドタウンとして人気の町で、
10年間にわたり、人口増加率日本
一を記録したこともあります。近
隣には関西最大のアウトレット
モールがあり、緑豊かな自然に包
まれた中、「住む・働く・遊ぶ」
どれも充実した生活を送ることが
できます。

冬の名物ぼたん鍋

Career Profile
〜先輩のキャリア〜

開発第二部
表 朝子

三田製作所

自動車機器開発センターで働く社員
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夢をかなえる設計⾰新の最前線



設計システム技術センター
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

※会社パンフレットと⼀部内容が異なります

概要
設計向上のため全社を⽀援
設計システム技術センターは三菱電機グループにおける製品設計の⽣産性向上と設計品質向上を目的に、全社に対
して⽀援を⾏う技術者集団として、1993年に発⾜した。
同センターは、製品トータルの機能・性能や品質を左右する設計技術である“システム実装”“ソフトウエア設
計”“LSI設計”“構造設計”の分野において⾼い技術を保有し、これらの設計検証技術の⾼度化と設計プロセスの改善
により製品を⾰新する役割を担っている。

幅広い分野の製品開発に密着
三菱電機は、⾞載機器、FAシステムから宇宙機器まで多彩な事業を展開している。
同センターは、これら幅広い分野の製品開発に密着するとともに、⾼付加価値製品を⽣み出す「先進の製品設計要
素技術の研究開発」「設計⼿法の構築・実⽤化」「開発・設計分野における⾰新的な⽣産性向上⼿法の創出」「最
先端の設計ツールの評価・普及」などに取り組んでいる。
また、同センターは、全社⽀援の役目を果たすため、全国の製作所・研究所に出張し、その場所のエンジニアと連
携しながら、開発プロジェクトを⽀援している。様々な製品の開発に携わることができるのが、同センターで働く
魅⼒のひとつである。

業務内容

設計技術の研究・開発ならびに設計業務改善の推進

所在地



実装技術で全ての製品を変える
システム実装技術と開発プロセスの⾰新
電気・電⼦回路設計技術、EMC／ノイズ対策技
術、放熱構造設計技術、基板実装技術など、電気
回路を「カタチ」にするための技術を統合したシ
ステム実装技術を核に、パワーエレクトロニクス
製品や電気機器の⽣産設計を推進。開発から量産
に⾄るあらゆるフェーズでコスト低減と品質向上
を図り、他社を凌駕する製品を作り上げる。

関連リンク︓ 産業⽤

開発プロセス全体にわたる改善に貢献
ソフトウエア設計技術と設計プロセスの⾰
新
ソフトウエア要求分析⼿法の構築、ソースコード
の静的解析・構造分析ツールを活⽤した構造改善
⼿法の構築及びシミュレーター開発による試験環
境の整備など、ソフトウエア開発プロセス全体
（ソフトウエアの分析・設計、実装、試験）にわ
たる改善活動を推進。また、国際標準に準拠した
プロセス改善、ガイドライン制定、設計上流での
デザインレビュー技法開発も推進し、製品に組み
込まれるソフトウエアの品質と⽣産性の向上に貢
献している。

関連リンク︓ 企業情報

CLOSE-UP TECHNOLOGY



製品の中枢、LSIをパワーアップするために
LSI設計技術と設計プロセスの⾰新
機能の複合化・ネットワーク化が進むLSI搭載製
品に対し、性能向上、⼩型軽量化、低消費電⼒化
を実現するキーデバイスである「ASIC／FPGA」
設計検証技術の⾼度化（アナログ／デジタル混
載、CPU内蔵）を推進している。開発の成果は、
⾃動⾞エンジン制御、衛星制御、エレベーター制
御など多様な分野に活かされている。

関連リンク︓ エレクトロニクス製品

3次元データの活⽤で設計を効率化
構造設計技術と設計プロセスの⾰新
CAEを活⽤した3次元設計を展開するとともに、
設計の標準化やモジュール化を推進し、設計を効
率化している。さらに、構造強度、機構動作、振
動、熱流体などの解析や組⽴性の確認に3次元
データを⽤い、これを製品開発プロセスに適⽤す
ることで、製品の⾰新に貢献している。



歴史
設計システム技術センターは、
1993年に設計システム技術の技術
者集団として発⾜し、2013年に20
周年を迎えました。2014年までは
尼崎と鎌倉の2拠点で活動していま
したが、2015年に尼崎に拠点を集
結し、現在に⾄っています。

設計システム技術センター

⼤縄跳び⼤会の様⼦ ソフトボール⼤会優勝

所内イベント
年2回のゴルフ⼤会をはじめ、ソフトボール⼤会やバレーボール⼤会、⼤縄
跳び⼤会、ボーリング⼤会に積極的にセンター員が参加し、センター内の
交流を深めています。

その他
若⼿技術者が元気に活躍する職場
です。⼊社当初は先輩社員による
OJTにつきながら、仕事を通して
効率的で⾰新的な設計をするため
の、基本的な設計⼿法を学んでい
きます。仕事を⼀⼈で任されるよ
うになると、責任感とともにやり
がいも⼤きくなっていきます。

研修の様⼦

TOPICS
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研究所
⽣産技術センター

ものづくりと製品を⽀える
“すご腕の技術集団”



⽣産技術センター
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

概要
グループ全体のものづくりを⾰新
⽣産技術センターは三菱電機グループのものづくりを様々な⽅法で⾰新している。「製品そのものを変える⽣産技
術を開発する」「製造難易度の⾼い製品・部品の設計・製造技術を確⽴する」「最適な⽣産システムを構築し、そ
れらを実現する製造⽅法・装置を開発する」「ITを活⽤して、受注から出荷、保守に⾄るものづくり全体の仕組み
を構築する」、これらは全て同センターの仕事だ。また、要素技術、製造の基礎となる基盤技術についての研究開
発も⾏っている。海外⼯場での⽴ち上げや技術⽀援など、グローバルに活躍できるチャンスも多くある。

⽣産に関わる様々な課題を解決
⽣産技術センターは、各製作所が抱えている様々な課題を解決する重要な役割を担っている。例えば製品開発にお
いては、様々な課題を抽出し、製作所のエンジニアと真剣な議論を交わす。事業に関する知識とセンターの技術⼒
とのシナジーによって、より良い解決に導くのだ。事業の成功に貢献する、⽣産技術センターのエンジニアならで
はの仕事のおもしろみはここにある。
センターの仕事は多岐にわたるが、共通点は三菱電機グループのものづくりを⽀える技術者集団であることだ。も
のづくり・技術開発のプロフェッショナルを目指す⼈に適した職場といえよう。

業務内容

製造技術・装置及びキーパーツの開発、製品構造設計ならびにものづくり⼒強化の推進、⽣産管理・⽣産
⽅式の企画・開発及び⽣産システムの構築

所在地



JIT改善活動をベースとした⽣産⾰新
JIT改善活動拡⼤、IT技術の活⽤

JIT※⼯場診断を通じた「徹底したムダ排除」の意識付けと、5S3定活動に
よる正常／異常の⾒える化、成果の⾒える化を基本に活動し、海外⼯場
や、現地据付⼯事など活動を拡⼤している。また、IT技術を⽤いて⼯場⽣
産性を分析。設備、⼈員などの製造リソースの⾼効率運⽤を実現した。

※ Just In time

世界中でゼロから⼯場を⽴ち上げる
スタートアップ・ビジネスプロセスエンジニアリング
国内・海外にて、事業環境・⽣産構造変化に素早く対応できる⼯場やライ
ンの設計・⽴上げを⾏うとともに、⽣産⽅式や⽣産管理システムの設計、
⽣産設備の導⼊、物流SCMの整備など、ものづくりの仕組みを丸ごと構築
する。

グローバル拠点間・部門間のサプライチェーン業務
SCM業務改善
グローバル拠点間、営業－設計－⽣産－保守・アフターサービス
部門間の情報共有・連携強化して、サプライチェーン業務を改
善。総合リードタイム短縮による変動対応⼒強化、コスト削減を
実現している。

CLOSE-UP TECHNOLOGY



曖昧さを排除して製品の品質を確保
購⼊品品質の向上
グローバル化するものづくりでは、製造現場だけでなく、購⼊部品に⾄る
まで品質を確保することが必要不可⽋である。そのため、購⼊デバイスに
対する故障分析技術を開発し、迅速な原因究明・対策を⾏うことで、当社
グループの競争⼒向上に貢献している。

“よいものを安く早く”の実現
⽣産設計・省⼒化技術
製品開発から製造プロセス、物・情報の流し⽅、設備化まで⼀貫したもの
づくりコンセプトに基づいた省⼒化技術を展開。開発設計と製造現場の間
に⽴って、新技術の開発と現場改善を並⾏して実施している。 例えば、遮
断器では、⾃動化しやすい構造に製品を再設計し、さらに2台のロボットが
協調して組⽴を⾏う⾃動機を開発した。

関連リンク︓ 低圧遮断器

キーパーツの内製化に取り組み性能アップと低コスト化を実現
レーザー発振器・加⼯機の製品⼒強化
これまで培った⽣産技術を結集した、ものづくりの⾰新。キーパーツの内
製化の試みもまた、その⼀環である。同センターでは、レーザー発振器や
加⼯機の機能向上と低コスト化を図るため、機器の重要かつ⾼額な部品の
設計、内製化に向けた取り組みを実施している。設計、試作、量産まで⼀
貫した活動を⾏うことで、製品競争⼒を強化することがねらいである。

関連リンク︓ プリント基板⽳あけ⽤レーザ加⼯機



受賞歴
市村産業賞は、優れた国産技術の
開発による産業分野の発展への貢
献・功績を称える賞です。当セン
ターは平成24年度貢献賞（⾼効率
モーター）を受賞しています。

市村産業賞受賞

趣味・サークル
センター内交流の⼀環として、ソ
フトボール、バレーボール、ゴル
フ、テニスなどのスポーツ⼤会を
実施しています。特にソフトボー
ルやバレーボールは、多くのグ
ループがエントリーして、汗をか
いた後はおいしいBBQやビールを
飲みながら親睦を深めています。

スポーツ⼤会

教育プログラム
新⼈研修カリキュラムには冷蔵
庫、炊飯器などの製品解体やコス
ト・機能分析、製造ライン改善な
ど、ものづくりに関連する実習を
盛り込んでいます。実習では製品
開発や製造現場を体験し、仕事の
全体像をつかむことができます。
また、グループワークをとおして
同期⼊社の結束も強くなります。
新⼈研修以降も、センター独⾃の
能⼒開発プログラムを⽤意してお
り、意欲ある社員がさらに成⻑で
きる環境があります。

新⼈研修の様⼦

TOPICS
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研究所
コンポーネント製造
技術センター

モーターとパワーモジュールで
三菱電機を⽀える



コンポーネント製造技術センター
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

概要
⼀気通貫のものづくり⼒
コンポーネント製造技術センターは、⾃動⾞機器、FAシステム、空調システム、昇降機といった当社の中核となる
事業に必要不可⽋なモーターなどの電磁気を応⽤した関連機器、パワーデバイス・モジュール、及びこれらを統合
した製品の開発企画から量産安定化までを⽀援する組織である。活動の原点を製造現場に置き、製造現場の課題を
上流の設計で解決し、製造までの⼀気通貫のものづくり⼒を牽引する役割を担っている。

新しいキーコンポーネントの開発
コンポーネント製造技術センターは、当社を代表する「ポキポキモータ®」や「DIPIPM」のように、これまでの製
品を⾰新する新しいコンポーネントや、様々なキーコンポーネントの製造装置の開発を⾏っている。また、SiCな
どの「新材料の適⽤」や機電⼀体化などの「機能の構造化」といった設計技術⼒の⾼度化と、⾼速巻線技術や⾼信
頼性接合技術など⼀歩先の⽣産技術⼒の強化にも挑戦している。
新しいことを⾃由に発想できる風⼟と、良いアイデアを具現化するための組織⼒、それがコンポーネント製造技術
センターである。設計から量産まで⾃分が携わったキーコンポーネントが製品に搭載されることで⽣産技術者とし
て⾃らの成⻑と社会への貢献を実感できる点が当センターの魅⼒といえるだろう。

業務内容

モーター、パワーデバイスモジュール及びこれらを搭載した製品の開発、設計、製造技術の開発

所在地



ゼロ・エミッションクルマ社会実現に向けて
次世代パワートレインシステム
SiCなどの次世代半導体や独⾃の巻線・冷却技術により、インバーターや
モーターなどを⼤幅に⼩型化・効率化させ、「ゼロ・エミッションクルマ
社会」の実現に向けた開発を⽀えている。

関連リンク︓ 三菱電機⾃動⾞機器

当社を代表するポキポキモータ®技術を展開
産業・ビル⽤モーター
産業⽤サーボモーターやエレベーター⽤巻上機などを対象に、ポキポキ
モータ®技術の展開と⾃動化技術・制御技術を基軸として、⼩容量から⼤
容量まで多品種ラインアップと短納期のものづくりを⽀えている。

関連リンク︓ Factory Automation

業界トップクラスの省エネを実現
空調機器⽤圧縮機
空調機器⽤圧縮機を対象に、圧縮機構とモーターを組み合わせた当社独⾃
の製品構造と⽣産技術を開発。業界トップクラスの省エネの実現を⽀えて
いる。

関連リンク︓ 空調・冷熱

CLOSE-UP TECHNOROGY



省エネ・低炭素社会の“縁の下の⼒持ち”
パワーデバイス・パワーモジュール
LSI製造で培った半導体プロセス技術を基本にSiやSiC基板を使⽤したパ
ワーデバイスの低コスト/低⽋陥化を実現。さらにマイクロアセンブリー技
術の⾼度化によりデバイスの特性を最⼤限に引き出す⾰新的なパワーモ
ジュールの開発を⽀えている。

関連リンク︓ 半導体・電⼦デバイス

当社独⾃の量産技術
⾃動組⽴・調芯技術
⾼速巻線機、調芯組⽴機、電磁応⽤計測機などを対象に、カム機構やサー
ボ技術を応⽤した⾼速・連続⽣産技術を開発。当社のオリジナル機能を
持った製品の量産化を⽀えている。

関連リンク︓ Factory Automation

⾼い信頼性を維持するために
デバイス・モジュールの評価・解析技術
パワーデバイスとパワーモジュールのテスト及び評価に⽤いるデバイス解
析技術、データ解析技術、テスト技術を開発し、⾼い信頼性を⽀えてい
る。

関連リンク︓ 半導体・電⼦デバイス



受賞歴
市村産業賞は、優れた国産技術の
開発による産業分野の発展への貢
献・功績を称える賞です。当セン
ターは平成29年度貢献賞（⾞載機
器）を受賞しています。

市村産業賞受賞

TOPICS
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製作所・研究所以外
知的財産センター

知的財産戦略で
変⾰の時代を乗り切る



知的財産センター
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

地図を⾒る

知的財産センター（鎌倉）
〒247-8501  神奈川県鎌倉市⼤船五丁目1番1号

地図を⾒る

知的財産センター（尼崎）
〒661-8661  兵庫県尼崎市塚⼝本町⼋丁目1番1
号

地図を⾒る

概要
グローバルに活躍する知的財産活動の専門家集団
三菱電機は創⽴当初から知的財産の重要性を認識し、積極的に知的財産活動に取り組んできた。1954年に「本社特
許部」を設⽴。その後の発展により、現在の知的財産センターがある。同センターは、全社知的財産戦略の策定・
運⽤の推進をはじめ、知的財産権の取得・活⽤や知的財産紛争などに関しての製作所等への⽀援、国内外の特許
庁・特許事務所に対する出願・権利化業務管理等を担当している。当社の知的財産権活動の中核をなす専門家集団
である。また、⽶国、欧州及び中国には知的財産活動を担う駐在員を置くことで、各国の事業拠点等の知的財産⼒
を強化中。こうした取組などにより、グローバルで強⼒な知的財産網を構築している。他の技術系の職場に⽐べて
⼥性の⽐率が⾼いのも特徴で、約1／4が⼥性。複数の⼥性管理職もいる。（2018年12⽉1⽇現在）

知的財産⼒強化で研究・開発をバックアップ
現在、技術⾰新や市場変化は非常に速い速度で進み、知的財産は事業戦略、開発戦略とリンクした重要な経営資源
として、その活⽤が重要となっている。このため、メンバーは新事業開発プロジェクトや研究所を中⼼とした重点
研究開発テーマに深く関与し、「有効特許」の取得・活⽤活動に注⼒している。

業務内容

知的財産戦略の⽴案・業務管理、重点プロジェクトの推進活動

所在地



CLOSE-UP TECHNOLOGY
重要な経営資源を獲得するために
国内外トップクラスの知的財産活動
当社では、知的財産を事業競争⼒向上のための重要な経営資源の⼀つと位置づけており、知的財産センターでも、
積極的な知的財産活動をグローバルに展開している。例えば、2017年の実績では、国内の特許登録件数は第1位
※1、意匠登録件数も第1位※1であり、また、特許の国際出願件数においても第4位（⽇本企業の中では第1位）※2と
なっている。このように、特許出願件数などのランキングでは、当社は常に上位にランクインしており、国内外で
トップクラスの知的財産活動を⾏っている。

※1 特許庁ステータスレポート2018より
※2 世界知的所有権機関調べ

関連リンク︓ 知的財産

事業・開発と⼀体となった
三位⼀体経営の推進
当社では、事業戦略、研究開発戦略、及び知的財産・標準化戦略を⼀体と捉えた「三位⼀体の経営」を推進してい
る。特に、グローバル事業展開や重要な研究開発プロジェクトと連携して、知的財産の重点プロジェクトを設定
し、事業展開国への出願を進めて強⼒なグローバル知的財産網の構築を進めている。例えば、今後の事業拡⼤が予
想されるインド、ブラジルなどの新興国にも事業展開に先⾏して特許出願している。また、当社グループの技術を
機能とデザインの両⾯から保護する活動も進めており、特許権のみならず、意匠や商標の権利取得も国内外で積極
的に展開している。

関連リンク︓ 知的財産

現地関係会社を⽀援するために
グローバルな知的財産体制
アメリカ・イギリス・中国・タイに知的財産活動を担う専任の駐在員を置いている。各駐在員は、現地の関係者と
共に、各国の関係会社（事業拠点、研究所）の知的財産⼒を強化する活動を推進している。また、事業のグローバ
ル化に伴い、国際標準が事業戦略や研究開発戦略に⼤きな影響を与えつつある状況を踏まえ、知的財産戦略におい
ても国際標準との関わりを重視し、オープン・クローズド戦略への取組みを進めている。

関連リンク︓ 知的財産



知的財産活⽤のプロフェッショナルを養成
教育プログラム
⼀般に知的財産に関する知識を⼤学で学ぶ機会は少ない。そこで、知的財産センターでは、様々な研修教育プログ
ラムを⽤意し、知的財産活動のプロフェッショナルを育成している。また、知的財産業務への対応能⼒を認定する
「特許技師制度」を定め、目指すべきスキルを明確にして技術⼒の向上を図っている。モチベーションアップに繋
がる資格取得も⽀援しており、国家資格である弁理⼠試験合格者は年々増加、50名を超える社内弁理⼠が在籍して
いる。（2018年10⽉1⽇現在）

関連リンク︓ 特許ライセンス

優れた発明・意匠を世に
発明・意匠表彰制度
当社では、発明・意匠に対する社員のインセンティブ向上を目的に、社内外の表彰制度を積極的に活⽤している。
社内発明・意匠表彰は、優れた発明・意匠の発明者・創作者や、重要な特許権・意匠権取得に貢献した知的財産担
当者を対象とした表彰制度。特に優れた発明・意匠には社⻑表彰が授与される。⼀⽅、公益社団法⼈発明協会主催
の「全国発明表彰」にも積極的に応募し、受賞を推進するとともに表彰を事業広報活動に利⽤している。当社は平
成28年度より3年連続で全国発明表彰を受賞している。平成28年度は、「コンパクトでシンプルなタービン発電機
の意匠」（発明協会会⻑賞）、平成29年度は、「レーザー⽳開け加⼯精度を向上させる形状可変ミラーの発明」
（特許庁⻑官賞）と「回転電機の偏⼼推定⽅法と偏⼼推定システムの発明」（朝⽇新聞社賞）の2件が受賞。平成
30年度は、霧ヶ峰FLシリーズの『インテリアと調和する上質なデザインと快適性との両⽴』部分が評価され、「イ
ンテリア志向型エアコンの意匠」（発明賞）が受賞した。

関連リンク︓ 知的財産

国内外の知的財産施策に積極的に関与
国レベルの知的財産活動
特許審査のグローバル化、国際標準化活動、模倣品・海賊版対策などは、当社の知的財産⼒増強に関わる重要な施
策。さらに、IoTやビッグデータの進展で、当社事業におけるデータ利活⽤時の知的財産権の取扱もクローズアッ
プされている。このため知的財産活動の場は社内にとどまらず、知的財産政策や関連法の改正に関して知的財産戦
略本部、経済産業省、特許庁などの政府機関や、経団連、⽇本知的財産協会などの業界団体に働きかけ、当社の意
⾒を発信している。また、事業のグローバル化に伴い、諸外国の特許庁などへも⽇本特許庁や業界団体を通じて知
的財産制度に関する要望の発信に努めている。

関連リンク︓ 知的財産



趣味・サークル
当センターではゴルフ好きの有志
を集い、年に数回、コンペを開催
しています。毎回、初⼼者から上
級者まで20名弱が参加し、上司も
部下も和気あいあいと熱戦を繰り
広げています。参加者のスコアに
応じてハンデを決めているので、
初⼼者でも優勝が可能です。

ゴルフコンペトロフィー

その他
「社内弁理⼠会」は、知的財産部
門所属の弁理⼠資格保有者（50名
以上）からなる組織です。知的財
産重視国の流れにより、内外で頻
繁に⾏われている知的財産関連法
の改正に対応し、法改正に係るパ
ブリックコメントの検討や取りま
とめ、改正後の周知徹底などを
⾏っています。

社内弁理⼠会

秋季採⽤制度
先輩社員

特許技術推進部
後藤 峰⽣

TOPICS

知的財産センターで働く社員
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製作所・研究所以外
IT戦略室

ITインフラ・業務プロセスの⾰新で
経営戦略の解を導く



IT戦略室 
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

地図を⾒る

概要
グループ全体の情報基盤を担う
IT戦略室は、三菱電機グループの事業強化、経営リスク低減、経営環境変化への迅速な対応に資するIT戦略、ガバ
ナンス⽅針の企画・⽴案・推進を担う組織として2012年に発⾜した。
2014年10⽉には、経営・営業プロセスの改⾰やITインフラの⾰新及び標準化を推進する情報システム技術セン
ターと統合・再編され、三菱電機グループ全体の業務・システムの最適化を目指してITにかかる施策を推進する組
織となった。今⽇に⾄るまで、国内外の関係会社を含む三菱電機グループ全体の“ビジネスを⽀えるITの活⽤と推進
の中核”としての重要な役目を果たしている。

“情報”を最⼤限に活かすために
企業活動において“情報”は、⼈・モノ・⾦と並ぶ経営資源の⼀つであり、近年その重要性が⾼まっている。IT戦略
室では、三菱電機グループにおけるIT戦略の企画・推進から、会社全般の経営諸活動のための情報システムの構
築・運⽤、事業所・関係会社の⽀援、更には基盤技術の先⾏研究・開発に⾄るまで、経営戦略に基づいたITインフ
ラ整備を推進。また、⽣産システム本部や開発本部、インフォメーションシステム事業推進本部と連携し、情報シ
ステムの利⽤技術を⾼めることでグローバル化の推進、情報システムQCD（品質、コスト、納期）の向上、セキュ
リティーの強化に取り組んでいる。

業務内容

三菱電機グループのIT戦略、ITガバナンス⽅針の企画・⽴案・推進、及びIT基盤の先⾏評価と構築・展
開、ならびに全社共通システムの構築・運⽤

所在地



国内外の事業の全体最適に貢献
グローバルオペレーション
三菱電機グループでは事業のグローバル化がます
ます拡⼤している。国内、海外の各事業所及び関
係会社と連携し、⽣産拠点や販売拠点で毎⽇繰り
返される業務（グローバルオペレーション）の標
準化・効率化を図ることで全体最適となる統合化
システムを創出している。具体的には、⽣産拠点
と販売拠点間の連携によるグローバル需給調整業
務を確⽴し、連結在庫の適正化、総合リードタイ
ム短縮、⽣産部材供給⼒を強化する仕組みを構築
することで事業に貢献している。

関連リンク︓ 企業情報

CLOSE-UP TECHNOLOGY

経営や業務が⾒えるシステムの構築
情報システムによる可視化
経営や業務の改⾰・改善のためには、業務成果を正確に把握した、正しい施策の⽴案が不可⽋である。また、施策
の実⾏後にその成果を把握し、更なる改善活動につなげるためのPDCAサイクルも重要である。情報システムを活
⽤した可視化活動は、従業員から管理者、経営幹部にわたる、三菱電機グループの活動における問題の⾒える化、
変化の⾒える化により、経営改善・業務改善に貢献している。

関連リンク︓ 企業情報

先⾏開発と実⽤化検証を実⾏
ITインフラ技術開発
情報システムを稼働させるために必要なプラットフォーム、ネットワーク、セキュリティーなどの分野ごとに三菱
電機グループ全体で必要となる技術の先⾏的な開発と実⽤化検証を⾏っている。最近では、情報システムセキュリ
ティー対策のための認証基盤、情報漏えい防⽌のための新システム⽴案など、全社的な課題に対し、最新技術を⽤
いた実現案を提⽰するとともに、グループ全体に先進の共通インフラを安定的に提供し、事業に貢献している。

関連リンク︓ 企業情報



IT戦略の基盤を確保
ITインフラの標準化
三菱電機の各事業所や関係会社では、ビジネス特性に応じて様々な情報・通信システムを導⼊している。IT戦略室
ではセキュリティー強化と情報システムQCD（品質、コスト、納期）向上のため、これらの標準化を推進。情報シ
ステムプラットフォームの標準化、全社共通システムの企画・設計・開発・運営、IT要員の育成に⾄るまで、全社
IT戦略の中枢を担い、三菱電機グループのITインフラを整備、強化している。

関連リンク︓ 企業情報

経営管理部門・販売事業部門の業務プロセス改⾰に貢献
グループ共通システム    広域営業情報システム
事業を横通した⼈事、経理、資材、環境、知財業務や、重電から家電、半導体にわたる販売業務のIT化推進によ
り、業務プロセス改⾰を⽀援している。当社及び関係会社の経営管理共通システム、販売事業部門の広域営業情報
システムの企画、構築、維持管理の継続こそが、事業競争⼒強化と効率的な経営基盤の確⽴に貢献する重要なミッ
ションの⼀つである。

関連リンク︓ 企業情報

当社ITを⽀える⼈材を育てる
IT要員研修
当社情報システム部門の新⼊社員から管理者まで、階層別の研修やスキル診断による体系的なIT要員育成カリキュ
ラムを企画・推進。情報システム構築・運⽤技術からプロジェクト管理、IT企画⼒強化まで、当社IT要員のスキル
アップに貢献している。

関連リンク︓ 企業情報



歴史
2012年、三菱電機グループのIT戦
略、ガバナンス⽅針の企画・⽴
案・推進を担う組織として発⾜。
2014年10⽉には、⽣産システム本
部情報システム技術センターと統
合・再編され、三菱電機グループ
情報システムの全体最適を目指し
てITにかかる施策を推進する組織
となりました。

環境への取組
情報システムのサーバー統合によ
る消費電⼒の削減や、タブレット
端末などのIT活⽤によるペーパー
レス化を推進しています。

教育プログラム
新⼊社員から中堅社員にかけて、
IT技術習得を目的とした情報シス
テム要員研修や、語学習得・海外
実務経験を目的とした海外語学研
修、海外OJT制度など、幅広い研
修プログラムが⽤意されていま
す。また、三菱グループの若⼿を
対象にした異業種間の交流の場、
三菱CC（コンピューター&コミュ
ニケーション）研究会を運営して
おり、毎年多くの社員が参加して
います。

TOPICS
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製作所・研究所以外
ビルシステム事業本部

安全・安⼼で快適な縦の移動と
ビルのさらなる付加価値向上へ



ビルシステム事業本部
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

地図を⾒る

概要
お客様の求める昇降機の具現化
ビルシステム事業本部は昇降機事業（エレベーター､エスカレーター）及びビルマネジメントシステム事業を担って
おり、マザー⼯場である稲沢製作所と本社と全国の⽀社に事業部門がある。本社と全国の⽀社には営業技術部門が
あり、昇降機に対するお客様の幅広いニーズを吸い上げ、営業部門や製作所と連携しながら、お客様の求めるエレ
ベーターやエスカレーターをデザインしている。
しかし、昇降機は設計して製造し、出荷したら終わりではない。ビルの建築現場での「据付・調整」といった⼯事
も重要な仕事である。このため、本社・⽀社に⼯事部門を置き、昇降機を設置するための施⼯管理や⼯事業者に対
する技術指導を⾏う。また、安全で効率的な据付作業を⾏うための据付⼯法や治⼯具の開発も⾏っている。営業技
術部門、⼯場、⼯事部門が三位⼀体となって、三菱昇降機の⾼い品質、優れた乗り⼼地が実現する。

ビル全体のさらなる価値向上に貢献するビルトータルソリューションの創出
また、エネルギーマネジメントシステムやセキュリティー・防犯システムと、昇降機や空調、照明などのビル内設
備とを連携させた“ビルまるごと”視点のソリューションを提案し、ビルの快適性や利便性、省エネ性を向上しま
す。近年では、経済産業省が主導しているZEB※1政策に対応し、ZEBプランナー※2として事業者に向けたシステム
提案や省エネ計算⽀援を積極的に⾏っています。ソリューションの創出・ZEBの実現においては、他事業部との連
携が不可⽋であり、まさに三菱電機の総合⼒を最⼤限に活かした事業活動です。

※1 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）︓年間の⼀次エネルギー消費量がネット（正味）でゼロまたは概ね
ゼロとなる建築物
※2 ZEBプランナー︓2017年より経済産業省がZEB普及のために設定した登録制度

業務内容

エレベーター、エスカレーター、ビルマネジメントシステムに関する技術営業、システムエンジニアリン
グ、製品据付⼯事管理に関する業務

所在地



製作仕様を決めるスペシャリストが司令塔
昇降機製作仕様取りまとめ（受注後）
昇降機をビルに納めるためには、製品の詳細スペック、建物や電気・空調
設備との取合い、法規との整合など、多岐にわたる仕様を取りまとめる必
要がある。顧客・製作所・据付部門など社内外の関係者ときめ細かい打合
わせを⾏い、最終製作仕様を決め、製作所へ指⽰を出す。このような社内
外関係者との仕様の打合わせや、ビルの建築⼯程に即したスケジュール管
理こそは、その案件の司令塔が果たすべき業務であり、幅広い技術知識と
コミュニケーション能⼒、粘り強い折衝⼒、スケジュール管理能⼒が必要
とされる。責務が重い反⾯、ビルが竣⼯し、苦労して設計したエレベー
ター・エスカレーターの完成品を⾒たときには、何物にも代えがたい達成
感があり、やりがいを感じることができる仕事である。

ビルの快適性・知的⽣産性・資産価値の向上に貢献
ビルまるごとワンストップZEBソリューション
ZEBの実現には、「建物の⾼断熱化」に加え、「⾼効率設備の導⼊」と
「設備制御の効率化」、そして「運⽤段階でのエネルギーマネジメント」
がカギとなります。
総合電機メーカー初のZEBプランナーとして、ZEBの設計⽀援から運⽤開
始後の省エネ⽀援サービスまでをワンストップで提供するだけでなく、エ
ネルギー効率化にとどまらないビルの付加価値向上に向けた取り組みをサ
ポートします。

CLOSE-UP TECHNOLOGY
ビルの建築計画に設備計画は不可⽋
昇降機設備コンサルティング（受注前）
ビルの建築計画には、そこに集う⼈やものの動線を考慮した昇降機のスペックや台数のプランと、それに伴うレイ
アウト設計は⽋かせない。ビルシステム事業本部では、設備計画シミュレーション、レイアウト設計、デザインや
制御システムの提案、昇降機関連法規の⼿引きなど、幅広いコンサルティング業務を⾏い、個々のビルに最適な昇
降機設備を提案している。技術者も顧客と直接コミュニケーションをとり、営業活動を強⼒にバックアップして事
業に貢献している。



建物・製品に最適な⼯法を⽣み出す
据付⼯法の開発
据付⼯事の安全性及び据付品質を確保し、また、建築物ごと異なる制約や条件などの⼯事環境に対応するため、昇
降機の製品仕様に適した据付⼯法・治⼯具の開発を⾏っている。製品知識や施⼯⽅法など幅広い専門知識による⼯
事技術⼒を必要とする仕事である。

現場の作りこみが安⼼を⽀える
据付⼯事の技術
昇降機は⼯場から出荷した時点では完成品ではなく、建築物に据え付けられ、品質が作りこまれて初めて完成品と
なる。当社は社会に安全・安⼼な製品を提供するため、エレベーター・エスカレーターの据付技術を重視してい
る。また、国内で培った据付技術を海外の販社に対して指導すべく、グローバル視点での⼈材育成を⾏っており、
現在も多数の技術者が世界で活躍している。



お客様のビル運⽤や管理形態に合わせた多彩な機能を提供
ビル統合ソリューションBuilUnity（ビルユニティー）
設備の監視・制御、⼊退室管理、映像監視の各システムを1台のコントローラーで⼀括管理。⼊室、退室履歴を活
⽤して空調や照明などのビル設備を最適に連動制御することで省エネに貢献します。
クラウドサービスにより、どこからでもスマートフォンやタブレットにて空調、照明、扉などのビル設備を監視・
制御。ビル設備の警報をスマートフォンにメール通知、現地の状況をタイムリーに把握することで、迅速な対応が
可能です。また、複数ビルの設備を監視・制御できるため、ビル管理業務の効率化に貢献します。



①東京ビルディング（三菱電機本社）
②丸の内ビルディング
③新丸の内ビルディング
④三菱商事ビル
⑤丸の内OAZO／丸ノ内ホテル
⑥丸の内トラストタワー 本館
⑦パシフィックセンチュリープレイス
丸の内
⑧ザ・ペニンシュラ東京

⑨丸の内パークビルディング／三菱⼀
号館
⑩丸の内永楽ビルディング
⑪パレスビル
⑫JPタワー
⑬⽇本⽣命丸の内ガーデンタワー
⑭鉃鋼ビルディング
⑮丸の内⼆重橋ビルディング

TOPICS
その他

本社がある東京・丸の内は⽇本屈指のビジネス街で、近年再開発により数多くの⾼層ビルが林⽴しています。当社
の昇降機はここ丸の内でも多数納⼊されており、毎⽇往来する多くの⼈たちの重要な「⾜」となっています。

当社納⼊物件

三菱エレベーター・エスカレーター 納⼊事例
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製作所・研究所以外

プラント建設統括部

社会インフラを支える
建設技術集団



プラント建設統括部
〒100-8310　 東京都千代田区丸の内二丁目7番3
号（東京ビル）

地図を見る

概要
プラント建設を横断的に統括
プラント建設統括部は三菱電機のプラント建設工事を横断的に統括するスペシャリスト集団。1966年に発足した
「重電工事部」を前身として、1976年に独立、1993年に現在の組織名となり、2006年に電力部門が「電力プラン
ト建設センター」として分離した。
現在は本社に業務、資材、計画、プラント建設の各部門があり、札幌、名古屋、大阪、福岡の各支社にプラント建
設部が置かれている。

暮らしに直結したインフラを整備
同部が手がける分野は、上下水道・道路・河川などの公共施設向け監視制御システムや各種電機設備など、市民生
活に欠かせないものが多い。さらにはビル向けの管理システムや各種電源システム、スタジアム向け大型映像シス
テムなど大規模な設備や、社会インフラとして重要な、鉄道交通向けの受変電・ホームドア設備なども担当する。
工事で扱う機器の中には重量が数十トンに及ぶものもあれば、数千本もの複雑な配線をしなければならないものも
ある。設置する場所の条件を考慮しつつ、工事方法の計画を立てる必要がある。得意先や諸官庁、建築、電気、機
械などの工事会社、社内の関係者などと調整しながら現地工事を円滑に進め、機器を運用できる状態に導くことが
主な業務である。

業務内容

水処理プラント・ビル大型設備・インフラ系システムの建設統括

所在地



豊かなくらしと自然環境保護に貢献
水環境プラント関連工事
水環境プラントは浄水場、下水処理場、及びポンプ場など、生活基盤を支
える身近な設備である。下水道関連では、普及率の低い地方で小規模な処
理場を新設するほか、大都市での増設・更新ニーズに応えている。電気設
備としては、中央制御監視システム、受変電、動力制御、自家発電などの
設備に加え、水質改善を目指した高度処理設備としてオゾン設備が導入さ
れつつある。また、地球温暖化防止を考慮し、処理場の池の上への太陽光
発電施設の設置も広がりつつある。

関連リンク：
オゾナイザ

CLOSE-UP TECHNOLOGY



ニーズに即したビル・スタジアム設備を完成に導く
ビル設備関連工事
情報通信の高度化に伴い、ビル内電源設備は大規模化、高信頼度が要求さ
れる。阪神・淡路大震災以降は、耐震性能の更なる強化も要求されてい
る。このようななか、ビルをトータルに監視・制御するビル管理設備、無
停電電源設備、非常用発電設備、受変電設備の各分野で、プラント建設統
括部の高度な工事技術が高い評価を受けている。また、野球場やサッカー
場、競馬場などの大規模集客施設向けの大型映像装置についても担当して
おり、最近では世界最大級の大型映像装置や野球場でのリボンボード（字
幕表示装置）などの設置を行っている。さらに、昨今の再生可能エネル
ギーに対する注目度が高まる中、大規模太陽光発電設備（メガソーラー）
の設置にも貢献している。

関連リンク：
ビルシステム

“安全”で“快適”な鉄道インフラを実現
交通施設関連工事
JR、公営交通、私鉄などの鉄道交通システムは、その国の基幹的なインフラストラクチャーであり、安全性につい
ては特に高信頼度が要求されている。なかでも日本の鉄道交通システムには、秒刻みの緻密なダイヤを正確かつ安
全に運行することが社会から強く要請されている。プラント建設統括部が担当している設備には、鉄道運行のため
に必要な電力を供給する受変電設備、列車の精密な運行を監視・制御する運行管理システムなどがある。さらには
駅ホームに整備されつつある転落防止用ホームドアの設置工事なども行っている。

関連リンク：
交通システム



信頼の建設技術を支えるサポート体制
テクノセンター
プラント建設の工事技術を開発するテクノセンターでは、プラント建設統括部の建設施工技術を結集し、次世代の
電気設備工事に求められるより安全で高品質な工事工法、作業合理化のための機材の開発を行っている。開発され
た機材は、テクノセンター内で一括管理され、現場のニーズに対応してタイムリーに供給される。まさに“縁の下の
力持ち”的存在である。
また、センター内には研修施設があり、電気設備施工に関する技能技術教育を行っている。新入社員、現場代理
人、設計計画者などそれぞれの実務に即した教育カリキュラムにより、確実な技能技術を持った人材を育成してい
る。

関連リンク：
三菱電機冷熱プラント株式会社



勤務地

北海道、仙台、東京、千葉、名古
屋、大阪、福岡と全国に拠点を置
いています。いずれも事務所は街
の真ん中（建設現場は田舎も多い
ですが…）。地域密着体制、全国
津々浦々で仲間が日々建設工事を
展開しています。

教育プログラム

プラント建設統括部では、30講座
以上にわたる「技術者共通教育講
座」を設置。経験年数や業務内容
に応じた豊富な教育カリキュラム
により、業務遂行上必要な知識の
習得と資格取得をサポートしま
す。

その他

水処理プラントやビル設備、交通
施設など、手がける建設工事の多
くは竣工後、何年も地図に残るモ
ニュメント。中には子や孫の世代
までくらしを支えていくものもあ
ります。無事に完成した建築物を
見上げるときの充実感と感激は何
ものにも代えがたいものです。

TOPICS
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電⼒プラント建設センター
〒100-8310  東京都千代⽥区丸の内⼆丁目7番3
号（東京ビル）

地図を⾒る

概要
プラント建設部門の歴史と組織
三菱電機のプラント建設部門は1976年に発⾜。電⼒⼯事及び⽔処理に代表される公共⼯事を担当してきた。2006
年6⽉、事業本部の組織改編に連動し、社会システム事業本部のプラント建設統括部から電⼒⼯事部門に特化した
｢電⼒プラント建設センター｣として分離独⽴し、電⼒・産業システム事業本部に誕⽣した。
当センターの事業部門は、原⼦⼒発電プラントを担当する「原⼦⼒プラント建設部」（関⻄・九州地区）と、事業
⽤⽕⼒・⾃家発電プラント及び変電プラントを担当する「発変電プラント建設部」（関東・関⻄地区）から構成さ
れ、それぞれの電⼒会社などのニーズに対応している。

プラントに“命を吹き込む”
社会を⽀える主要インフラの⼀つである発変電プラントは、数⼗年という⻑い期間稼働する複雑で⼤規模な施設で
ある。発電機・遮断器・変圧器や制御装置・監視装置など全体で数百キロメートルになる配線作業を完成させて、
はじめてプラントとしての機能を発揮する。私たちはプラントに“命を吹き込む”使命を帯びている。⼤型プラント
は、延べ数万⼈が従事する。そこは、私たちの知識と技術の習得の場でもある。多くの⼈々と共に働き、完成した
時には⼤きな達成感を得られる仕事である。

業務内容

各種発電・変電プラントの建設

所在地



総合⼒と豊富な実績を社会のために
⽕⼒発電プラント⼯事
三菱電機が⼿掛けた⽕⼒発電プラントは国内をはじめ海外20ヶ国以上で稼
働している。プラント建設には⼟⽊建築・機械・電気・電気通信などの総
合エンジニアリング⼒が必要とされ、当センターの豊富な実績が活かされ
ている。近年は、東⽇本⼤震災後に増加傾向にある事業⽤⽕⼒発電所の建
設⼯事に対応し、社会インフラを⽀えている。⾃家⽤発電やIPP（独⽴系発
電事業者）、PPS（特定規模電気事業者）の中規模容量の⼯事案件では、
三菱電機がボイラーやタービンなどの機械メーカーとJV（ジョイントベン
チャー）を組むなどして、当該⼯事のメインコンストラクターとして⼯事
全体を統括するケースが増加している。敷地整備や建屋の建築については
ゼネコンを傘下に、機械その他の据え付け⼯事などについては機械メー
カーを傘下にして、⼯事全体を管理している。

関連リンク︓ 発電システム

新規制基準への適合
原⼦⼒軽⽔炉プラント⼯事
当社は、北海道・関⻄・四国・九州地区に計24基の軽⽔炉型原⼦⼒発電プ
ラントを建設してきた。東⽇本⼤震災以来停⽌していた原⼦⼒発電所に要
求されている、新規制基準に対応する安全対策⼯事の完遂により、既設原
⼦⼒発電所の再稼働へ貢献してきた。また、今後も不測の事故などに対応
する特定重⼤事故対処施設建設を主体とした⼯事に携わることにより、原
⼦⼒発電所の安全・安定運転に万全を期すべく対応していく。これまで積
み重ね培った経験に最新の技術⼒を適⽤し、常に⾼い品質でプラント建設
に対応している。

関連リンク︓ 発電システム

CLOSE-UP TECHNOLOGY

“電⼒の安定供給”を担う技術集団
変電プラント⼯事
変電プラントとは各種発電所でつくられた電気を低損失で送電するために変圧する設備である。各変電所はネット
ワークで結ばれ、地域への電⼒の安定供給を担っている。当社が製作する主要機器には、変圧器・GIS（ガス絶縁
開閉装置）と保護制御装置があり、電圧階級も6kVから500kVまでと多彩だ。国内の主要送電系統は今後、更新・
予防保全⼯事の需要が⾼まる傾向にあるが、無停電で更新・点検が可能なGCB（ガス遮断器）を利⽤した⼯法は、
特許を取得し、⾼い評価を受けている。

関連リンク︓ 発電システム



地域コミュニケーション活動
福井県美浜町では、毎年、町をあ
げてのマラソン⼤会が開催されて
おり、電⼒プラント建設センター
からもマラソン⼤会に10⼈以上の
メンバーが参加します。⾛りなが
ら美しい景⾊を望めるとともに、
完⾛後に得られる達成感は実にい
いものです。

趣味・サークル
プラント建設⼯事は、数百⼈の協
⼒会社メンバーをまとめながら進
⾏していきます。そのため、⽇々
の現場での会話はもちろん、時に
は世代の垣根を越えて、レクリ
エーションを開催し懇親を深め、
⼀層の意思疎通・連携強化を図っ
ています。

その他
電⼒プラント建設⼯事は、お客様
はもとより、現場で建設⼯事に従
事する他社の⽅々、当社の営業・
製作所のメンバー、協⼒会社のメ
ンバーなど、⼀⽇中、いろいろな
⼈とコミュニケーションを取りな
がら進めていく仕事です。アク
ティブで賑やかな仲間が集まって
います。

TOPICS



職種紹介
事務系、技術系問わず全社員
がものづくりを支える一員で
す。その幅広い活躍の場をご
紹介します。

Career Profile 
〜先輩のキャリア〜

当社で働く社員一人ひとりの
キャリアをひも解き、当社で
の働き方をお伝えします。

Project Interview
経験したことのない課題に挑
戦した事務系・技術系の社員
はどのように困難を乗り越え
たのか。その情熱の軌跡をご
覧ください。

三菱電機の「仕事」と「人」
三菱電機の職種や大規模プロジェクト、
一線で活躍する 社員のリアルな声をご紹介します。



生産拠点である製作所におい
て、製品企画、製品戦略立案、
販売支援などを担当。設計・開
発部門にお客様のニーズを伝
え、本社・支社と製作所の情報
共有を図るキーパーソンです。

営業
（製作所）

常に市場動向を把握し、最前線
でつかんだお客様のニーズを製
造・開発部門などにフィード
バックしながら、お客様への提
案活動・受注活動を行っていま
す。

営業
（本社・支社）

海外のお客様向けの製品を担
当。商談、情報収集、輸出業
務、代金回収のほか、国内外の
生産工場とも連携し、各販売会
社のサポートも行っています。

営業
（海外）

社会課題を解決するためには、一人ひとりの情熱と、チームでの強い連携が求められます。
三菱電機では、事務系社員、技術系社員もものづくりの一員。

製品の開発から製造、販売にいたるまで、幅広い活躍の場をご紹介します。

事務系総合職の仕事
情報のハブとして、人をつなぎ、人を導くコンダクターとして、人、技術、ものづくりを多面的に支え活躍する、
事務系総合職の仕事をご紹介します。



生産に必要な素材、部品、ソフ
トウェアなどの様々な資材の取
引先選定、購入を担当。製品競
争力強化のために、製品開発段
階から、設計・製造部門やサプ
ライヤーとの連携により、原価
をつくり込んでいます。

資材

各部門とのコミュニケーション
を取りながら、事業動向や費用
の傾向・特性を把握し、計数的
データを基に、当社の経営課題
と解決策を経営トップや関係部
門に進言することで経営に参画
し、事業の発展を支援していま
す。

経理／財務

人材は企業にとって最大の資
源。社員一人ひとりが活き活き
と働くことができるよう、採
用、教育、配置、処遇、福利厚
生、退職に至るまでのあらゆる
マネジメントに精通していま
す。

人事／総務

会社経営に必要な法律や知的財
産権に関する法律を理解し、紛
争やトラブルを防止・解決する
ことで、事業の発展を支援して
います。

法務／知的財産渉外



将来、事業化が期待できる要素
技術の研究や、これまでにない
画期的な新製品の技術開発に取
り組んでいます。

研究・開発
（基礎研究）

市場の動向を見据えながら基礎
研究から創出された様々な新技
術の、製品化、事業化に結びつ
ける活動に取り組んでいます。

研究・開発
（応用研究）

製品化に必要なデバイスや回路
など、電気的なハードウェアの
開発・設計を担当。100万Ｖも
の超高電圧から半導体を流れる
数Ｖの低電圧まで、幅広い製品
に関わっています。

電気設計

あらゆる分野で製品化に欠かせ
ない強度設計、機構設計、流体
設計、熱設計などの技術を用い
て、製品の機械的なハードウェ
ア設計を行っています。

機械設計

電機製品の動きをコントロール
するための、基本ソフトウェア
や制御ソフトウェアなどの組込
みソフトウェアや、アプリケー
ションソフトの設計開発を行っ
ています。

ソフトウェア設計

あらゆる事業の製品開発にとど
まらず、製品同士を組み合わせ
たシステムとして提案するケー
スが増えており、ハードとソフ
トの両面から複数の製品を制御
するシステムの設計開発を行っ
ています。

システム設計

品質の確保やコストダウンな
ど、より良いものづくりのため
に、生産管理・生産方式の合理
化・効率化に結びつく設計製造
技術の開発や生産設備の導入等
を行っています。

生産技術

製品の高い信頼性を確保するた
めに、開発段階からプロジェク
トに参画し評価手法・品質基準
の設定や、品質管理体制の構築
行っています。

品質管理

お客様への技術提案活動や受注
後の仕様提案・設計などを行う
技術営業や、完成した製品を現
地で稼動させるために、工事設
計・施工管理などを行う工事技
術など、様々な分野で多くの技
術者が活躍しています。

技術営業・工事技術など

技術系総合職の仕事
ひと口に「技術職」といっても、一つの製品づくりに多くの技術者が関わっており、仕事内容は多岐にわたりま
す。大きな使命感を胸に、世界最高レベルの技術・製品を生み出す技術系総合職の仕事をご紹介します。



世界をつくる キャリアとは。
社会をつくるものづくりに携わるやりがいとは、強い意志の源泉にあるものとは。

当社で働く社員のキャリアをひも解き、当社での働き⽅を伝えます。



1998年⼊社

杉⼭ 素
e-F@ctory化にお
ける重要な要素と
は何か。それに気
づいてもらう使命
を帯びて、今⽇も
海外に⾶び⽴ちま
す。

2007年⼊社

樽床 祐樹
社会の基盤を⽀え
る使命とともに、
より良いものづく
りを。

2013年⼊社

⻄村 健吾
世界初、世界最⾼
⽔準に挑む、⾯⽩
さとやりがいが満
ち溢れている。

2008年⼊社

神⼾ ⼀篤
昇降機の安全・安
⼼・快適を担う、
「最後の砦」とし
て。

2007年⼊社

⼭本 悠
拡⼤・発展し続け
る宇宙産業の中
で、三菱電機ここ
にあり︕を知らし
めていきたい。

2006年⼊社

⽵村 優⼤
最先端技術を広く
普及させ、世界の
ものづくりの進化
を⽀えていく。

2008年⼊社

⼤⽊ 幸司
⼈とのつながり、
信頼関係を⼤切
に、世界中の電⼒
安定供給に貢献し
たい。

2008年⼊社

⼩幡 晃
私たちのアイデア
が形となり、更な
る安⼼安全な⾃動
⾞社会を実現して
いく。

2007年⼊社

⼩森 真吾
国際課税ルールの
変⾰をチャンスと
捉え、国際課税リ
スクを低減させ
る。

2009年⼊社

⽊元 薫
⽇本の技術を海外
に展開し、世界の
インフラづくりに
貢献したい。

2010年⼊社

⽮⼝ 惠理
蛇⼝からきれいな
⽔が流れる暮ら
し。それが世界中
で当たり前となる
ように、社会イン

1998年⼊社

古川 ⾹織
社員の成⻑、幸せ
につながる仕組み
をつくり、次世代
の新しい三菱電機



フラづくりに役⽴
ち続けたい。

を⽣み出してい
く。

2006年⼊社

峯村 貴⼦
製作所営業がつな
ぐ、技術者とお客
様のコミュニケー
ション。優れた製
品は、ここから⽣
まれている。

2014年⼊社

⾼坂 ⿇⾥奈
常に新しい物の⾒
⽅ができるエンジ
ニアを目指す。世
界にないものを創
造し、未来を変え
る。

2008年⼊社

表 朝⼦
今しかできない仕
事が、将来、世界
中の⼈々にとって
「当たり前」の技
術につながる。

2007年⼊社

安⽥ 倫⼦
エンジニアの知
識、働く⺟親の実
感を三菱電機の家
電デザインに活か
す。

2004年⼊社

⽵⽥ 恵美
⼦育てをしながら
技術者としての夢
もあきらめない。

2010年⼊社

佐藤 真帆
世界最⼤級の超⼤
型光学⾚外線望遠
鏡の開発。2020
年以降の完成を目
指し、数カ国がか
かわる壮⼤なプロ
ジェクトに携わ
る。

2004年⼊社

⼭本 有⾥
⼊社以来、世界を
⾛る鉄道⾞両のイ
ンバータ装置を担
当。出産を経ても
なお、同じ仕事に
従事。

2013年⼊社

⻄⽥ 梨奈
⽣産ラインの効率
化に向けた緻密な
検証を繰り返す先
に広がる、三菱電
機と⾃分の可能
性。

2012年⼊社

⾕道 あゆみ
1990年⼊社

⼤⻄ 厚⼦
2011年⼊社

梨本 由佳
1985年⼊社

平岡 利枝



確かな品質を守る
ため、製品のすべ
てを理解する存在
を目指す。

FAシステム開発を
リードしていく中
で真のエンジニア
を育てていくのが
私のミッションで
あり、⾄福のやり
がい。

⽇本の素晴らしい
技術が搭載された
製品を世界中へ広
めたい。それが、
私の夢。

幅広い製品と技術
を持つ⾃分たちの
強みを集め、家電
の新時代をつく
る。

2004年⼊社

松本 学
世界規模で省エネ
に貢献するモ
ジュール設計。
No.1の製品を作り
上げ、世界に広め
ていきたい。

2006年⼊社

朴 信映
世界中の⼈に喜ん
でもらえるよう
に。「使いやす
い」「わかりやす
い」「気持ちい
い」そんなデザイ
ンを目指していま
す。

2006年⼊社

三輪 章⼦
誰もが気軽に宇宙
を利⽤できるよう
な、そんなワクワ
クする時代を私た
ちの技術で。

2011年⼊社

櫻井 由紀⾳
三菱の冷蔵庫が普
及すれば、世界中
の⾷⽣活が豊かに
なると信じて。

2007年⼊社

川端 亮平
トライ＆エラーの
先に、世界初の技
術がきっとある。

2008年⼊社

圓尾 ⼀太
世界中をつなぐ、
通信インフラネッ
トワークを。

2006年⼊社

⼤島 ⾹織
世界中の⾃動⾞を
もっとエコに。⾼
い技術⼒と海外
ネットワークで実
現したい。

2008年⼊社

芳野 ⻯太
ものづくりのため
のものづくり。良
い製品は必ず、良
い⼯場から⽣まれ
ています。



2006年⼊社

⽥村 壮
できるだけ現場の
息づかいや温度を
感じながら。⼈が
⼈のためを思って
実⾏する業務改善
でありたい。

2008年⼊社

⼤鋸 司朗
“作る”と“売る”の
スムーズな連携を
実現し、グローバ
ル市場における三
菱電機のプレゼン
スを⾼めていきま
す。

2005年⼊社

粟⽣ 敏亮
事業の参謀とし
て、経理の⽴場か
ら、ものづくりの
現場に深く関わ
る。

2011年⼊社

⽚桐 ⼤介
ものづくり⼤国
ニッポンの品質を
世界へ。

2011年⼊社

古賀 知樹
寒がりな⼈にも、
暑がりな⼈にも、
電⾞の中が快適空
間であるように。

2011年⼊社

⼩堀 浩⼦
新しい技術を取り
⼊れ、事業の可能
性を広げることが
私のミッションで
す。

2011年⼊社

福野 研⼀
私が書いた⼀枚の
図⾯で今⽇も⼯場
が動き出す。

2009年⼊社

岡⽥ 友司
⼤きな空を⾒上げ
ると、⼤きなこと
を考えます。

2005年⼊社

阪本 亜希
アメリカでも闘え
る私になる。

2005年⼊社

武藤 睦
⾃動⾞の環境性能
の追求は⼦どもた
ちの未来を豊かに
することにつな
がっている。

2005年⼊社

敦賀 梓
製品を売り込む、
というよりはビジ
ネスパートナーに
なる、という感覚
に近いかも。

2004年⼊社

杉⼭ 知佳
私の企画したエア
コンで寒い国も、
暑い国もいい風が
吹きますように。



2001年⼊社

⼊江 恵
⼀歩間違えれば⼈
命にかかわる、と
いう⾃覚と責任を
胸に。

2001年⼊社

⼩⻄ 良明
光海底ケーブルシ
ステムで⼤陸間を
夢のスピードでつ
ないでいます。

2001年⼊社

篠 陽⼦
この⼩さな製品の
先に、無数の⼈々
がつながってい
る。だから期待を
超えたくなる。

2000年⼊社

和久 摂
⾃分のやれる領域
に⾃分をしばるの
は⼈⽣の損。視界
を広げられたら、
分かってきた。

1999年⼊社

風村 典秀
「これは⾃分の製
品だ」と胸を張っ
て⾔えるものをつ
くる。

1998年⼊社

領家 輝幸
⼈命と便利さを乗
せるエレベーター
という製品は、重
い責任と未来の夢
も乗せている。

1996年⼊社

北尾 健司
ホーチミンのど真
ん中。更地に僕ら
の変電所は⽣ま
れ、いまも市⺠の
命を⽀え続ける。

1996年⼊社

松本 匡史
震災で知った。僕
らはなぜ、ペンを
置いてはいけない
のかを。そして、
⼈間のすごさを。

1994年⼊社

浅葉 由貴
世界中の国で私た
ちのエレベーター
を活躍させたい。

1993年⼊社

⼤⾦ ⼀之
ものづくりは、資
材からはじまりま
す。

1988年⼊社

⽵内 敏惠
電⼒の「安全」に
イノベーションを
起こすことは、私
が未来と交わした
約束です。

1984年⼊社

⼩島 邦⼦
たくさんの⼈にこ
の⾊を届けたい。
強い思いが実現し
た世界初。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

社会の基盤を⽀える使命とともに、
より良いものづくりを。



⼊社以来、変電所などで使⽤される電⼒⽤開閉機器の製造部に所属してい
ます。開閉機器とは、簡単に⾔えば変電所におけるブレーカーやスイッチ
の役割を果たしています。例えば、落雷などにより事故が発⽣した回線を
電⼒系統から切り離し、送電先の⼯場や家庭にまでその悪影響が及ばない
ようにする装置になります。私がこれまで主に従事してきたのが、開閉機
器の新機種における開発検証業務。実際に機器を作り、動かし、どのよう
な動作特性があるのか、さまざまな計測器やセンサーを⽤いて測定しま
す。開閉機器は、開閉、遮断、通電、絶縁といった多くの要求性能を満た
さなくてはならず、まさに複合要素の塊です。アウトプットされた検証結
果をどのように捉え、どう判断すれば良いのか、問題がある場合その原因
はどこにあるのか、理解するのにさまざまな知識と経験を必要とします。
しかも、何⼗トンもの⼤きな出⼒を放出し動作する機器でありながら、そ
の測定精度は1ミリ秒（1000分の1秒）という世界。⾼い精度が求められ
る非常にシビアな作業です。機器がそれぞれの企画規格に準じて正常に作
動するのはもちろん、強度や耐久性が保たれているのかを検証していきま
す。性能評価については、社会の基盤である電⼒を⽀えるという使命を考
えると、決して妥協は許されません。

私はもともと、ものづくりが好きで、社会インフラで活躍する⾃動ロボッ
トに適⽤する様々なセンシング技術の開発・研究を⾏ってきました。その
中で、社会インフラに携わる仕事のやりがいと、電⼒ネットワークという
スケール感のある世界に興味を持ち、この分野を志望しました。

電⼒ネットワークは、発電所や変電所、送電線によって構成され、さらに
それらは発電機や変圧器、遮断器や断路器などさまざまな機器の集積に
よって構築された世界です。暮らしの基盤に直結する「電⼒」という社会
インフラを⽀える要とも⾔える分野でもあり、⼤きなやりがいを感じてい
ます。

社会の基盤を⽀える要、電⼒開閉機器。妥協は許されない。



現在は、開閉機器製造部の製品試験部門の係⻑として従事しています。具
体的には、開閉機器および避雷器、変成器、変流器などの⼯場出荷試験、
現地据付試験、試験⼯程管理、客先対応、製品試験業務の合理化開発業務
などの統括業務です。管理職という⽴場上、これまで以上に関わる業務
も、製品も、⼈も圧倒的に増えました。設計、検査、製造など、各部門の
スペシャリストたちとやりとりをしながら、お客様に⾼品質の製品を納め
るべく、品質を最重要視しながら、全体コーディネートしています。もの
づくりの現場であるため、周りの⽅々は職⼈気質の⽅ばかり。その中で、
どのように仕事を依頼していくのかは、強く意識するようにしています。
それぞれの案件に対して、⾃分の考えや信念のようなものがないと相⼿も
本気で動いてくれません。そのため、いつも仕事では、しっかりと目的や
ゴール、そこに⾄るまでのステップを定めた上で、相⼿と向き合うように
⼼がけています。

そういった考え⽅に⾄るにあたっては、⼊社6年目から携わった新機種の
開発設計業務の経験が役⽴っていると感じます。その時は、断路器と呼ば
れる開閉機器のスイッチの設計を担当し、ミッションとしては、従来機種
よりコストを抑えつつ性能を満たすため、新しい機構開発にチャレンジす
ることが求められました。当然、⼀筋縄ではいきませんでしたが、試⾏錯
誤を繰り返す中で、何が原因で、何を解決すれば良いか、⾃らが考え徹底
的に追求していく⼒が⾝についた気がします。また、各機器の構造や役
割、これまで先輩⽅が⼿がけてきた知⾒、また⾃分の⼿がけた機器が導⼊
される喜びを知ることで、より製造に関わる業務全体を把握できるように
なった気がします。現在、製品品質の最後の砦である製品試験部門にいる
からこそ、機器、品質、⼈、をしっかりと⾒つめ、三菱電機ブランドに恥
じない⾼品質な製品を、数多くお客様に提供していきたいです。

機器、品質、⼈を⾒つめ、三菱電機のブランドを守っていく。



今の私の原点とも⾔えるのが、⼊社後すぐの1年間の研修です。その道40
年ほどの⼤先輩とともに、開閉機器の開発検証試験を最初から最後まで担
当しました。新⼈が開発から製品化、製品試験、現地据付まで⼀貫して関
われるのは稀なことで、早い段階で経験できたことは非常に運が良かった
と思っています。開発検証では、機器の動作特性の測定⽅法はもちろんの
こと、わざわざ紙に測定回路の式を書き、理論から説明して頂けたこと
は、非常に印象深い思い出です。その時、頂いた紙は、今でも⾃分のノー
トに貼り付け、⼤切に保管しています。特に学んだことは、「世の中に⾃
分たちの製品を納めるとはどういうことなのか」ということ。先述の通
り、開閉機器に問題が起きたとき、世の中に与える影響が非常に⼤きいも
のであり、そういったトラブルが起きないようにするには、どういったと
ころに気を配り、管理していくのかという品質管理部門の重要さを徹底的
に叩き込んでいただきました。⽇々、しつこいくらいに製品と向き合う⼤
先輩の姿を間近に⾒ることで、ものづくりにおける⼤切なことを⾝をもっ
て実感することができ、それが現在の仕事にも活きています。

また、仕事の進め⽅においても⼤きなことから⼩さなことまで数多く学ぶ
ことのできる機会になりました。例えば、⼀つの製品をつくるにしても、
製造現場の⼈と設計の⼈とでは、ミッションが異なるのは当然で、それぞ
れの視点や気質も全く違うもの。製造現場では「この構造の⽅が作業効率
が良い」、設計では「性能を満たすのにはこの構造の⽅が良い」といった
形で意⾒が対⽴することがあります。そういった時に、品質管理部門とし
て間に⼊り、お客様視点で最善の形を模索します。その際に、相⼿の⽴場
を慮ることや、それぞれの思いの汲み取り⽅などを、妥協するのではなく
どうすればより良い製品がつくれるかという視点で、とりまとめることの
⼤切さを学びました。あの頃、⼤先輩から受け継いだたくさんのことを、
今度は私が次の世代へと伝えていけるように⽇々、精進していきたいと思
います。

仕事の原点。ものづくりにとって⼤切なこと。



ものづくりの世界において、お客様の要求を満たしたものづくりを推進す
るためには、すべての製造⼯程で、それを意識して活動することが必要で
す。そうした中だからこそ、より上流のタイミングで「どれだけ品質を作
り込むか」という課題をクリアしていくことが、今の私の使命だと考えて
います。これまで開発検証や設計、製品管理に携わってきた者として、そ
れぞれの現場を把握し、つなぎ、横通しを良くするような働きをしていく
ことができればと思います。同じ機器を扱っていても他部門とのやりとり
は、つい省略されてしまいがち。しかし、今、何が進んでいて、何を考え
なくてはいけないのか、という共通の意識を関係者全員で持てることが、
よりチームの団結⼒を強め、密に連携を取ることでより良いものづくりへ
とつながっていきます。解決すべき課題に対して、⼀⼈ひとりの「点」で
はなく、チームとして「⾯」で挑んでいけるような体制づくりに尽⼒して
いきたいです。

また、将来的なキャリアビジョンとしては、海外で働いてみたいという思
いもあります。同じ開閉機器を扱っていても、きっと国や地域によってや
り⽅や考え⽅は違うはずです。より幅広く視野を広げるという意味でも、
⼀度、⽇本とは異なる環境の中で、⾃分の経験値を上げていければと思い
ます。そして、新たな知⾒を吸収し、さらに発展させ、開閉機器製造部の
エキスパートとして活躍していきたいと思います。

「点」ではなく「⾯」で、品質を作り込む。



2007年

2013年

2016年

2017年

Career Profile

⼊社。開閉機器製造部の品質管理課新製品管理係に配属。

同部の設計部門に異動し、新機種の開発設計業務を担当。

同部の品質管理課新製品管理係に戻り、開発検証業務の取りまとめ
を担当。

同部の製品試験部門の係⻑に任命。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

世界初、世界最⾼⽔準に挑む、
⾯⽩さとやりがいが満ち溢れている。



ますます開発研究が進むハイブリッド⾞や電気⾃動⾞の世界。私が勤務す
る姫路製作所にも所内最⼤規模の実験棟が新たに建設されることが発表さ
れるなど、当社としても今、⼒を注いでいる分野です。その中で私は、
HEV・PHEV向けインバーターのシステム設計を担当しています。国内外
の⾃動⾞メーカー様の要望に対して、⾞両に搭載するための要件を整理
し、ハードウェア設計やソフトウェア設計への仕様の落とし込みなどを⾏
い、カタチにしていきます。

特に、担当している新規開発のインバーターは、新しい⾼放熱パワーモ
ジュールや独⾃の昇圧回路を採⽤するなど、当社として初めての試みでし
た。当然ながら課題も多く、製品化に漕ぎ着けるまで⼀筋縄ではいきませ
ん。次々に⽴ちはだかる様々な壁に対して、機構部門や制御部門、また部
品メーカーなど、さまざまな⼈と、とことんすり合わせを⾏いながらクリ
アしていきます。お客様のご要望に応えつつ、各担当の意⾒や想いを上⼿
く取りまとめて提案へと導いていきます。

当社では、パワーエレクトロニクスのキーとなる最先端技術が、家電から
宇宙まで多くの製品に採⽤されています。⾃分たちならではの強みである
製品⼒や技術⼒の素晴らしさをインバーターという⾃⾝の担当分野にどう
活かしていくのかは、少しずつ経験を積んでいるものの今も苦⼼していま
す。

最近、⼊社以来携わっていたインバーターが製品化されました。かつてな
い⼩型・⾼出⼒を実現しており、世界トップクラスのものと⾔えるでしょ
う。ここに⾄るまで5年、実際にカタチになった時の達成感、喜びはひと
しおものであり、⾃分の⼿がけたものが、世界最⾼⽔準のものとして世に
出されていくことは、とても誇り⾼く、強いやりがいを実感しました。

新製品のシステム設計。製品化までの⻑い道のり。



インバーターの設計にとって、「熱」は常に避けることのできない問題。
⾼出⼒、⾼効率を目指す中、⾼放熱パワーモジュールの性能を活かしつ
つ、発⽣する熱をどうコントロールしていくのかも考えなくてはなりませ
ん。当然ながら、扱う出⼒が⾼くなればなるほど、発熱しやすく、上⼿く
コントロールできていないと最悪の場合、発⽕する危険性も。厳しい構造
制約の中でお客様の求める出⼒性能を、当社ならではの構造や制御で、い
かに実現させるか最適解を求めていきます。世の中に求められる技術は
⽇々⾼まっておりますが、社内には、インバーターに関わる様々な分野の
スペシャリストが揃っていると⾃負しています。専門的なところで不明点
があれば、声をかけ合いながら、チームで難題を突破していくことのでき
る環境です。

私が仕事をする上でモットーとしているのは、信頼関係を築くことと、事
前の調整・整合。どんな仕事も⼈と⼈とのつながりが最重要だと思ってい
ます。電話やメールで済むやりとりであっても、できる限りFace to Face
で向き合い、仕事を進めるようにしています。この⼈のためなら多少無理
してでも頑張ろうとお互い思えるチーム・関係性づくりを⼼がけていま
す。⾃動⾞メーカーをはじめ、社内外のさまざまな⼈と関わるシステム設
計業務。これからも、⾃分の信念に沿ってより多くの⼈と信頼関係を結
び、そこから⽣まれるパワーを、より良いものづくりへとつなげていきた
いです。

知識や技術を越えた、信頼関係を築いていく。



信頼関係という点では、お客様と信頼関係を築き「チーム」となること
は、プロジェクトを成功させる上でとても⼤切だと思っています。そのよ
うに考えるようになったのは、⼊社3年目の頃に直⾯した困難がきっかけ
でした。

当時携わっていたのは、新規開発していたインバーターの案件。開発もあ
る程度まで進み、いざ⾃動⾞メーカーに試作機を持ち込み、⾃動⾞に搭載
したところ、⾛⾏中のインバーター⾳についての課題が判明しました。事
前に検証はしていたものの、従来以上の⼩型・⾼出⼒を追求する中で、ど
うしても細かなところまでは予⾒することができなかったのです。そこか
らは、要因分析と対策、そして検証の繰り返しでした。2〜3ヵ⽉の間、お
客様の試験場に通いつめ、何度もトライ＆エラーを繰り返しながら課題解
決を目指しました。そこで実感したのが、「世の中により良いものを出し
たい」という想いはお客様も我々も同じだということ。⻑期間に渡った分
析・検証には、お客様にもずっとお付き合いいただき、様々な角度からア
ドバイスをいただいたり、深い議論をしたりなどまさに同じ目線に⽴っ
た、「チーム」として取り組んでいくことができ、無事、世界最⾼⽔準の
⼩型・⾼出⼒のインバーターを製品化することができました。

それまではお客様へは「クライアント」としてある種、事務的に対峙する
ような意識をどこかで持っていたのですが、この経験をしてからは、同じ
製品開発に携わる⼀員であり、いかに⼀体となり、より良いものづくりに
取り組めるかを考えるようになりました。

⽴場は違えども、想いは同じ。チームで⽴ち向かう。



⼊社してから約5年間、新開発のインバーターのシステム設計に携わって
きた私。初めは先輩に依頼されたことをこなすだけでしたが、徐々に主体
的に課題解決に取り組むようになり、それに伴い、社内外の関わる⼈も増
えていきました。そして、現在では次機種のプロジェクトにおける中⼼メ
ンバーとして先頭に⽴ち、お客様とのやり取りを⾏なっています。前機種
に開発から量産まで関わることができたことは私にとって貴重な経験とな
りました。その経験と、5年間培ってきたことを活かして、今度は⾃分が
積極的に周りを引っ張っていきたいと考えています。

前機種では新規開発品ということもあり、開発過程において非効率的なこ
とも多かった印象です。今回は、⼀度、開発から製品化まで経験してきて
いるので、次にどういったことが必要になるのか、事前に予測しながら動
くように努めています。また、開発初期段階でのお客様との打ち合わせに
も注⼒すること。すべては仕様を決めるところから始まります。相⼿の要
望を単に聞くだけでなく、ポイントはどこにあるのか、しっかりと⾒極め
ていきたいです。当社には、最先端の技術を追求する研究所があります。
研究所との連携を密に、新たな技術も積極的に取り⼊れながら、三菱電機
の技術⼒でどう応えていくのか、当社ならではの提案をしていければと思
います。ハイブリッド⾞や電気⾃動⾞がますます普及していく、これから
の時代。⾃分の⼿掛けた製品を搭載した⾃動⾞が世界中で⾛ることを夢み
て、さらなる技術と経験を積み重ねていきます。 

次機種プロジェクト始動。視線の先に、世界が広がる。



2013年

Career Profile

⼊社。x EVセンター（現・x EV製造部）に配属。以降、同部にて
HEV・PHEV⽤のインバーターのシステム設計を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

昇降機の安全・安⼼・快適を担う、
「最後の砦」として。



⼤学時代は電気電⼦の伝送技術に関する分野を専攻していましたが、研究
成果としては目に⾒えにくかったこともあり、もっと目に⾒える、世の中
に役⽴っていることがわかるような仕事がしたいと考えていました。それ
に伴い、就職活動中はものづくりを⾏っているメーカーを志望。将来的に
は海外に出て活躍したいというビジョンも持っていたので、世界への強い
影響⼒を持っていた三菱電機はとても魅⼒的に感じました。特に、「形と
して残るものをつくりたい」という想いから、昇降機事業を希望していま
した。

そんな経緯の中、⼊社後に配属されたのは、エレベーター、エスカレー
ターの据付技術開発業務。⼤学時代の専攻内容とは180度と⾔ってもよい
くらい違った分野への配属だったこともあり、当初は不安がありました。
しかし、ひとたび業務に携わり始めると、仕事の重要性や奥深さに触れて
みて「この仕事、⾯⽩い︕」と、スムーズに仕事に⼊り込んでいくことが
できました。エレベーターやエスカレーターは、製品構成、求められるス
ペック、据付ける現場の事情など、⼀つひとつ違うものが求められる世
界。「1台の据付をするのに、ここまで細かな技術が要求され、ここまで
⾊々なことを検討しなくてはいけないのか」という⽇々の発⾒は、とても
充実していました。

現在は、世界中の⼈々に安全安⼼で⾼品質な昇降機を提供するため、海外
拠点の⼯事部門に向けた昇降機据付⼯事に関する技術的な⽀援を⾏ってい
ます。具体的には、海外の⼤型特殊案件への据付⼯事コンサルティング業
務、海外での教育研修の企画⽴案・開催による現地の据付⼯事技術者の育
成⽀援、実際に据付を⾏う建設物などのフィールド調査を通じた現地の⼯
事技術者への安全・品質管理指導などが、主な業務になります。

どんなに設計が素晴らしい昇降機も、そのパフォーマンスがきちんと発揮
されるか否かは、据付の技術や精度にかかっています。特に三菱電機は、
安全・安⼼を最重要視していたり、世界最⾼速のエレベーターや、スパイ
ラルエスカレーターなど、「三菱電機にしか実現できない技術」を有して
いたりすることから、それ相応の⾼い据付技術が要求されます。現地の⼯
事技術者からは「三菱電機の昇降機は、品質も素晴らしいし、⼯事に求め
られる技術も⾼いレベルが要求される」というありがたい声をよくいただ
き、その度に私たちが提供している昇降機の技術レベルを実感していま
す。

世の中に形として残るようなものづくりに携わりたかった。

昇降機の最終的なパフォーマンスは据付にかかっている。



私たちの仕事の成否を⼤きく左右するのは、現場の⼯事技術者たちとの連
携です。特に、海外での昇降機の据付作業は、私たちがコンサルティング
やサポート、品質管理などは担うものの、実際に据付⼯事を⾏うのは現地
の技術者たち。その国・地域ごとに、持っている技術の違いや、その国の
法律、国⺠性とも⾔えるような技術者たちの性格などと、しっかりと向き
合い、受け⼊れながら据付⼯事の完了までマネジメントをしていくことが
求められます。

その重要性を実感したのは、初めての海外案件となる中東のある国でのス
パイラルエスカレーターの据付を任された時のこと。私が現地の状況を⼗
分に理解しないまま仕事を進めようとし、⽇本で経験をしていたやり⽅や
考え⽅を、⼀⽅的に押し付けてしまいました。当然、現地の⽅々からは反
発され、現地の技術者たちを管理するマネージャーからは「どうなってる
んだ︕」と⾔われてしまうようなことも…その影響もあり、当初に想定し
てた施⼯計画が思うようにまとまらず、⼯事進捗にも遅れが発⽣してしま
いました。最終的には、先輩⽅のサポートもあり、現地の⽅々から理解を
得られるよう、度重なる計画の⾒直しと現地の技術者たちとの膝を突き合
わせたコミュニケーションを⾏いながら、なんとか無事にスパイラルエス
カレーターを納品するに⾄ったのですが、現場の理解と意思疎通の重要性
について、⾝をもって知ることができました。以降の海外案件では、まず
現地の環境を知り、ルールを知り、そこで働く⼈たちを知る、ということ
を注意深く、丁寧に⾏うようになりました。

私は、仕事で嫌なことがあるとプライベートにも影響してしまうタイプな
ので、ストレスフリーに、やりがいを持ちながら働いていくことができれ
ばと思っています。幸いなことに、現在は、部署の周りのメンバーの年齢
層が近いこともあり和気あいあいと働くことができたり、上⻑も気さくな
⽅で、ささいなことでも気兼ねなく相談ができたりと、仲間同⼠で協⼒し
合いながら充実して仕事ができています。

また、世界各地での経験は、私にとって⽇々の成⻑にもつながっていま
す。もともと、就職活動の時には「海外の事業に携われたらいいな」くら
いの淡い期待だったのですが、世界中の⼤型案件に関われて、誰もが知っ
ている製品を世の中にとどけることができる現在の仕事は、当時に思い描
いていた以上に、⾃分の希望にあった仕事だなと感じます。三菱電機の昇
降機は、今も技術的な進化も続けていますし、90カ国以上と、まさに世界
中に納⼊をしている製品なので、これから先、ワールドワイドに信頼され
る昇降機の据付エンジニアのスペシャリストとして、さらに有意義な体験
をしていきたいです。

「三菱電機の品質」を担保するのに不可⽋な現場との連携。

ストレスフリーな環境で働きがいを⼤切に、挑戦を続けていきた
い。



2008年

2011年

2012年

2013年

Career Profile

⼊社。稲沢製作所にて昇降機の据付技術開発業務に従事。

海外OJT制度にてフィリピンに語学留学（現地法⼈の昇降機⼯事部
門に所属）

稲沢製作所に戻り、昇降機の据付技術開発業務に従事。

本社にて昇降機海外フィールド事業の⽀援業務に従事。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

常に新しい物の見方ができる
エンジニアを目指す。

世界にないものを創造し、 未来を変える。



共働きの家庭に育ち、母親から「女性であっても働き続けたほうが面白いし、一生
働くなら理系が有利」と聞かされてきました。結婚・出産しても仕事を続ける上で
は、専門職なら産後復帰もしやすいということで、理系の道を選択。高校時代、一
つの明確な解が導き出せる数学の面白さに魅せられたことも理由の一つにありま
す。

大学では情報科学科でプログラミングを学び、ソフトウェア開発などを研究しまし
た。大学院の研究室では幅広い研究対象が選べ、食事の画像認識でメニューを導き
出すプログラムの開発や、心拍センサーとスマートフォンを連携させて健康に関す
る情報を表示させるアプリ開発などに取り組みました。

そのまま大学に残って研究を続ける選択肢もありましたが、社会とのかかわりを持
ちたい気持ちが高まり、就職活動を開始。関西に研究所がある企業を中心に検討し
ました。三菱電機に就職した大学の先輩とじっくり話す機会があり、とても正直に
リアルな情報を教えてもらえたことで、自分がそこで働くイメージが明確につかめ
たのは、企業選びにおいて大きなポイントとなりました。また、そのとき、高校時
代に見た三菱電機の新聞広告を思い出しました。それは、世界初のスパイラルエス
カレーターの全面広告。きれいな曲線と外装が建物のインテリアと絶妙に共鳴して
いて、その美しさに大きな衝撃を受けました。「三菱電機なら、こんなものがつく
れる」とあのとき思ったことが、今のキャリアへ私を導いたのかもしれません。

入社後はまず、「事業本部別・製作所別集合研修」があります。先端技術総合研究
所配属の同期が各グループに分かれ、各地の製作所へ研修に向かいました。私は、
14人のグループで名古屋製作所へ。研修期間は2カ月で、事業内容に関すること
や、仕事の進め方・考え方などを学びました。記念製作に、三菱エンブレムのス
リーダイヤを糸ノコギリでつくったことが印象に残っています。

その後、情報技術総合研究所と先端技術総合研究所に配属となる同期が情報技術総
合研究所に集められ、主に新製品開発へつながる課題についてグループディスカッ
ションを行う研修が1週間ほどありました。配属先の先端技術総合研究所へ移って
からは、各部の紹介や研究に関することなど、座学中心にさらに1カ月間の研修を
受けました。

合わせて3カ月以上の研修を受け、「人を育てることを大切にしている会社」と実
感。他の会社に就職した大学の友人に話を聞くと、それほど長い間みっちり研修を
行う企業は珍しいようです。基礎からしっかり丁寧に教えてもらえたことに加え、
同期と長い時間を共有することで、強い連帯感や絆も生まれました。これは今後の
業務において、大きな支えと力になると感じています。

結婚・出産しても働き続けたい気持ちから、理系の道を選択。

しっかりとした研修で身につけた基礎と、同期社員たちとの強い絆。



現在はトレーナーと呼ばれる先輩社員と行動をともにし、FA分野・PA分野向けコ
ントローラーの研究開発と、三次元再構成技術のビジネス検討に携わっています。
前者は工場や電力プラントなどで使われるコントローラーのプログラミング環境を
つくる業務、後者は空間をスキャンし、タブレット上で三次元表示・分析する技術
のビジネスモデル化を図る業務です。

三次元再構成技術の業務においては、展示会などで一般の企業の方たちに新技術を
披露する機会があります。そこで私は、新技術の説明やお客様からの要望ヒアリン
グを担当しました。例えば、オフィス・工場の内部や、エレベーター昇降路などを
スキャンすることで、現場での計測作業や図面作成が容易となり、装置の搬入・置
き換え時の効率化が見込めます。建設分野ではスキャンしてタブレット上で三次元
構成することで、実際の距離が簡単に測れるようになるかもしれません。お客様か
らのヒアリングを通じて、「自分の行っている業務が多くの人の役に立つときがい
つか訪れる」という未来への手応えが感じられると、モチベーションが非常に上が
ります。

毎日、新しい発見や感動があると同時に、まだ経験が浅いからこそできる物の見方
があるということも感じています。今後、私が目指すのは、経験を積んで知識を蓄
えてからも、いつでも新しい物の見方ができるような、広い視野を持ったエンジニ
ア。そういう意味で、同じ部署にいる4人の女性の先輩たちは、どの人も私にとっ
て憧れの存在です。何年か先の自分と先輩たちの姿を重ね合わせることで、今の私
に足りないのは何か、伸ばすべき点はどこかがはっきりと見えてきます。後輩が2
人入ってきたので、私もいつか先輩たちのように、後輩の道しるべとなれるよう成
長していきたいと思います。

未来を少し、いや、もしかしたら大きく変えるかもしれない技術開発に携わってい
る自信を胸に、これからいろいろなことを吸収し、キャリアを積んでいきます。今
の世界にないものをこの手で創り出したいという気持ちが、どんどん高まっていま
す。

未来への手応えが感じられる新技術に触れる日々。

広い視野を持って開発できるエンジニアが私の目標。



2014年

Career Profile

入社。先端技術総合研究所に配属。FA分野・PA分野向けのコントローラーの
研究開発と、三次元再構成技術のビジネス検討を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

今しかできない仕事が、将来、
世界中の人々にとって 「当たり前」の技術につな

がる。



私は10代前半の頃から信号処理に興味を持ち、大学でも同分野を専攻しました。
しかし、将来どんな仕事に就きたいのかは就職活動を始めるまで定まっておらず、
もっと知見を広めようと、とある展示会へ参加しました。そこで出会ったのが、三
菱グループが開発した超指向性スピーカー。高い音響技術に心を揺さぶられ、信号
処理の知識を活かした開発に携わってみたいという想いが強まり、進むべき道が定
まりました。入社後は希望していた自動車機器開発センターへ配属となり、自動車
用各種エレクトロニクス製品の先行開発業務を担当しました。さまざまなプロジェ
クトで経験を積み、入社6年目の2013年からはドライバーモニターユニットの開
発プロジェクトを任せられ、現在も取り組んでいます。そのミッションは車内に搭
載したカメラを用いてドライバーの顔を検出し、居眠りやわき見運転といった危険
な状況を判断して警告音や自動ブレーキなどを行う安全安心機能の実現。また、
ジェスチャーによってカーナビゲーションのアプリケーションを起動させるヒュー
マンマシンインターフェース機能も開発しています。このプロジェクトによって、
快適で安全な自動車社会を実現するためには、国内外の自動車メーカーへ技術の素
晴らしさを提案しなければなりません。「クルマが人に調和する」をコンセプトに
掲げ、私を含む女性エンジニア3人がチームを組み、試作機の製作に取り掛かった
のです。

私たちが挑むのは、まだ世にない製品。自動車メーカーそれぞれのニーズ、要件定
義や収集するデータの内容など、すべてが一からのスタートでした。試行錯誤を何
度も繰り返した末、2014年の東京モーターショーで最初のコンセプトカーを出
展。まだ製品化をイメージさせるものではなかったため、さらに改良を続けまし
た。2015年1月にラスベガスで開催された、世界最大のテクノロジー見本市であ
るCES（Consumer Electronics Show）では、実用化を見据えた車載スペックを
満たす試作機に実装するまでに進化。それから9カ月後の2015年10月の東京モー
ターショーでは、EMIRAI3 xDAS（イーミライスリーエックスダス）というコン
セプトカーに搭載し、安全安心機能とドライバーの視線の動きから交通状況を把握
するヒューマンマシンインターフェース機能を実現しました。自動車メーカーをは
じめ多くの方々から反響をいただき、非常にうれしかったです。しかし、このプロ
ジェクトのゴールはまだ先。お客様それぞれの仕様に応じた改良や変更、技術提案
などをこれから行っていきます。具体的には、ドライバーがわき見運転をしている
と検知したら、カーナビゲーションやスピーカーから警告音を発生させたり、自動
ブレーキといったタイミングの制御を行うなど、さまざまなシステムと組み合わせ
た一体型の提案を考えています。これは、幅広い分野の技術を手掛けている三菱電
機だからできること。多くのエンジニアの熱意が込められた技術を、必ず製品とし
て世に出したいです。今しかできないことですので、後悔することのないように取
り組んでいます。

進路に迷う自分を導いてくれたのは、三菱の技術力。

3人の女性から始まった、誰も実現したことのないプロジェクト。



「後悔しないように」と意識するようになったのは、以前担当していた電気自動車
のプロジェクトがきっかけです。電気自動車は静かな走行が特徴の一つですが、他
のドライバーや歩行者が存在に気づかず、事故へつながる恐れがありました。それ
を防ぐために、音声信号を使った擬似的なエンジン音の開発を任せられたのです。
試作を重ね、海外のお客様へ提案することになり、最後のお客様を残すのみとなっ
た前日、「もっと良くならないだろうか」とソフトウェアの改良を試みました。し
かし、それまで何度も使用したことで機材が弱っていたせいなのか、日本と微妙に
異なる電圧のせいなのか、最後まで原因が分からないまま機材を壊してしまうとい
う結果を招いてしまうことに。結局、その状態で翌日の提案を迎え、大勢の方々と
つくり上げたシステムを100％の状態で見せられず、とても落ち込みましたが、帰
国後すぐに上司へかけ合い、再びチャンスをもらいました。周囲の力添えもあっ
て、故障する前よりも改善されたシステムは、お客様から「とても感動した」と好
評価。それまで支えてくれた方々へ感謝の気持ちが込み上げてきましたが、ほっと
したのも束の間、諸事情により開発は中止を迎えるという結末でした。この経験か
ら、「こうしていればよかった」と後悔しないよう、またお世話になった先輩方に
恩返しをするという意味でも、常に最善を尽くすことを誓い、現在も大切にしてい
ます。

電気自動車のプロジェクト後、結婚してプライベートにも変化が生まれました。今
後は出産や子育てなども視野に入れながら頑張ろうと思っています。そうした支援
も三菱電機は手厚く、例えば、社外から講師を招いてワークライフバランスに関す
る講演を開いたり、実際に子育てしている先輩を囲む会などを催したりと、参考に
なる機会が多くあります。また、三田製作所には女性社員が多く、所内の女性社員
による飲み会が年に1度開催されています。そこでも同じ女性の視点から、仕事や
家庭のことでアドバイスをいただけるので、安心して働き続けることができると思
います。さらに、仕事柄、海外出張の機会も増えたので、多くの方々の熱意が詰
まった技術の魅力をきちんと伝えられるよう、英語のスキルアップも心掛けていま
す。まだまだ課題は多いですが、これからも技術とスキルを高めていき、プロジェ
クトの成功を目指して開発に最善を尽くしていきます。将来、世界中の人々にとっ
て当たり前の技術になることを願いながら。

今しかできない仕事。後悔だけはしないように。

妻として母として、技術者として、理想をカタチにしていきたい。



2008年

2010年

2013年

Career Profile

入社。三田製作所内の自動車機器開発センターに配属。カーナビゲーションの
圧縮音源で失われた高域や低域の音情報を復元する高音質化技術の開発を担
当。

電気自動車の走行音を疑似的に付加する車両接近通報装置のアルゴリズム検
討・ソフトウェア開発を担当。

ドライバーモニターのソフトウェア開発を担当。現在に至る。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

エンジニアの知識、 働く母親の実感を
三菱電機の家電デザインに 活かす。



大学時代は、機械情報工学科で機械やロボットによる医療技術の研究に取り組んで
いました。この分野に進んだのは中学・高校の一時期、不整脈の治療のために病院
に通っており、そのときに会った先生や看護師さんのように、自分も将来は人の役
に立つ仕事に就きたいと思ったのが大きな理由です。最初は漠然とした目標だった
のですが、あるときテレビで機械を使ったより高度な医療システムの研究が進めら
れていることを知り進路を決めました。

大学時代の勉強や研究はとても充実していたものの、研究を深めるに従って分かっ
てきたのが、機械からのアプローチで医療に貢献するのはなかなか難しく、実現に
はまだ時間がかかるということ。研究職より製品に直結した技術者を志望していた
ので、就職先を考え直し、機械工学の知識が活かせて、人の役に立つ仕事は何かを
考えたときに思い至ったのが、インフラ関係に強い電機や機械のメーカーでした。
三菱電機に興味を持ったのもインフラ系の事業を幅広く展開しているのがきっかけ
で、技術領域が広いのもいろいろな知識が吸収できそうで魅力でした。さらに、面
接などでお会いした社員の方たちの雰囲気もとても良く、働きやすそうだと感じた
ことから入社を決めました

入社して最初に配属されたのは、設計システム技術センターでした。三菱電機では
各地の製作所でそれぞれに製品を開発・生産していますが、それら製作所の設計部
隊が抱える課題の解決を、CAEのシミュレーション技術を使ってバックアップする
のが役割です。部署内は製品分野ごとにグループが分かれていて、本当は電力や下
水道などのインフラ関連が希望だったのですが、配属でパッケージエアコンや換気
扇などの家電系を担当することになりました。

ただ、大学時代にプログラムを組んだ経験もあり、家電系の仕事自体には比較的ス
ムーズになじめました。「どうしても振動が収まらない」といった製作所の困りご
とや悩みを受け、送ってもらった3次元の設計データに修正を加えてシミュレー
ションを行い、「これではコスト的に厳しい」と回答されれば、さらに修正を加え
て解決策を見つけていく。解決策を見出すまでには多くの試行錯誤があり苦労もし
ますが、その結果、厚い壁にぶつかって開発作業が滞っていた製作所の設計者たち
から「助かった」「ありがとう」と喜ばれることがとても嬉しく、当初希望はして
いなかった家電系の仕事でも想像以上にやりがいが大きいことを実感しました。製
品分野に関係なく、私が望んでいた、「人の役に立つ」仕事だったのです。

このときに私が目指していたのは、製作所から「安田さんに」と言われるエンジニ
アになることでした。そこで、社内には品質工学や熱流体など、さまざまな分野の
プロフェッショナルがいるので、自分が困ったときに頼れる、問題解決のヒントが
もらえる人脈づくりに努めました。また、「MELCOゼミナール（Mゼミ）」と呼
ばれる技術関係の研修講座があり、この研修にも積極的に参加して知識を深めまし
た。成果を上げるに従って、「これも安田さんにお願いしたい」といった依頼が増
え、長崎や静岡、中津川など、製作所への出張頻度が増したのは、自分の成長を実
感できるうれしい忙しさでした。

就職時の目標は、人の役に立つ仕事がしたい。

CAEのシミュレーションで製作所を支援。



工学の世界に男女の違いはなく、女性だからと仕事上のハンディキャップを感じた
ことはありません。むしろ、女性エンジニアは男性と比較すると少ないため、印象
に残りやすく、人脈づくりや製作所とのやりとりでメリットのほうが多いように思
います。製造工程の確認や実験で製作所内の設備を使うため、工場に入ることも多
いのですが、現場の方たちにも何かと親切に接していただきました。

入社6年目から約1年半、産前・産後休業、育児休職に入りました。自分が休むこ
とで、せっかく築いた製作所との信頼関係がゼロに戻らないよう、引き継ぎ資料の
用意には力を入れました。結果、休む前も復職もとてもスムーズで、唯一困ったこ
とといえば、娘の慣らし保育がうまくいかず、復職予定が1カ月ずれこんだことく
らい。その際の急な予定変更も、職場の方にはご配慮いただけ、無事復職できまし
た。

復職し、元の職場でパッケージエアコンの配管振動設計の支援などを担当して1年
ほど経った頃、私にとって大きな転機が訪れました。部署自体が関西の拠点と統合
されることになったのです。幼い子供を連れて関西へ転勤することはやはり難し
く、上司と相談した結果部署を移ることに。そうして新たな舞台となったのが、今
在籍するデザイン研究所です。デザイン部門にはエンジニアを加えたいという意向
があり、私も製品のコンセプトなど、最上流の工程を経験したいとの気持ちがあっ
て、双方の想いがうまく合致してデザイン研究所へ異動することとなりました。

現在担当しているのは、炊飯器を主とした調理家電です。まったく新しい世界です
べてにおいて勉強中ですが、構造解析を行ってきたことや製品設計・製造の現場を
知ることを強みに、三菱電機の調理家電の魅力を高めるコンセプトやデザインを生
み出したいと思っています。

現在は夫が地方勤務になったため、ほぼ1人で子育て中です。娘は会社近くの保育
園に預けており、社内に同じ保育園を利用しているママさん社員も多く、子育てに
ついて情報交換したり、応援し合っていますが、現実的に育児と家事の忙しさから
逃れることはできません。そんな私にとって、家電はまさに「インフラ」。スイッ
チ1つでおいしくご飯を炊いてくれる炊飯器の存在に、どれだけ助けられているこ
とか。そうした、子育てをしながら働いている自分の経験や視点も、これからの三
菱電機の調理家電に反映させたいと思います。

製品開発のより上流へ。

家電はまさに「インフラ」。



2007年

2012年

2014年

2015年〜

Career Profile

入社。設計システム技術センターに配属。主にパッケージエアコンや換気扇の
担当として、CAEを活用した製品の品質向上活動を支援。

産前・産後休業、育児休職。

復職。パッケージエアコンの配管振動設計やエンコーダーの防水設計を支援。

デザイン研究所に異動。調理機器のデザイン業務を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

子育てをしながら
技術者としての夢もあきらめない。



大学時代に研究していた、熱流体の知識を活かせる仕事がしたい。そう考えて就職
先の企業を探す中で出会ったのが、三菱電機でした。採用パンフレットの中に、三
菱電機にはどのような製品があり、それぞれにどんな技術が必要とされるかが載っ
ており、そこに流体も記載されていたことから、「流体技術も重視しているんだ」
というのが最初の印象です。その後、最初の勤務地となった静岡製作所を見学する
機会があり、対応していただいた社員の方たちの印象がとても良かったことから働
きやすさを感じ、三菱電機を第一志望にして入社に至りました。

入社から現在まで所属しているのは住環境研究開発センター。神奈川県鎌倉市に本
体の拠点を置いています。ただ、私が最初に配属されたエアコンや冷蔵庫の技術開
発を担うグループは、これらの製品の具体的な開発や生産を担う静岡製作所にあ
り、私はここで結婚までの4年間を過ごしました。

1〜2年後の実際に店頭に並ぶ製品の開発を製作所のグループが担い、さらに先の
製品に盛り込む技術の研究開発を私たちのグループが行うという役割分担になって
おり、仕事に就いて初めて知ったのは、研究開発の対象が冷蔵庫の全パーツに及ぶ
こと。会社での仕事は分担が細かく決められているものだと想像していたので、意
外でした。テーマは主に省エネで、熱交換器も断熱材も冷蔵庫にかかわるすべての
技術・部材・材料を見渡して、新たな省エネ技術を考え実現することが求められま
した。

こうした技術開発の一環として、入社2年目には冷蔵庫の温度状況をシミュレー
ションするソフトの開発に加わりました。アメリカの専門会社との共同プロジェク
トで、数カ月おきに現地に出張して先方の技術者と一緒に開発作業を進めたのです
が、考え方の違いから衝突することも度々あり、苦労したのを覚えています。

私たち日本の技術者は実験データとの整合性やモデルのつくり方について細かい点
まで詰めようとする一方、アメリカの技術者は目的に行き着くまでのスピードを優
先して全体が合っていればOKとする体質。この姿勢の違いを、なかなか埋めるこ
とができませんでした。良い刺激になったのも確かですが、あらためて考えると、
私もまだ若く柔軟性が足りなかったのだと思います。今なら、相手の考え方や良い
点を受け入れて自分の考えとのバランスを取り、もっとスムーズに仕事が進められ
ると思います。

静岡時代を通じて一番の成果は、エアコンや冷蔵庫のコア技術の吸収・習得ができ
たこと。実際の技術開発に取り組みながら先輩たちに多くのことを教わったのに加
え、製作所内での技術伝承のための勉強会で、基礎をしっかり固めることができま
した。人材育成に熱心なのは、三菱電機に深く浸透した風土であり、魅力だと思い
ます。

そして、もう一つ、同期や年の近い先輩・後輩とよく飲みに行ったことが、今に
なって良い財産になっています。当時はたわいない話しばかりしていましたが、最
近その人たちと一緒に仕事をする機会が増え、気心の知れた心強い仕事仲間になっ
ています。

熱流体の知識を活かすために。

米国企業との共同プロジェクトに参加。



静岡駐在から住環境研究開発センターの本拠がある鎌倉市大船に移ったのは、結婚
のタイミングでした。職場の場所は大きく変わるものの、同じ部署内でグループを
移るという形になるため、当時のセンター長や上司が後押ししてくださり、結婚後
も仕事を続けられることになりました。後に子どもができたときにも感じたのです
が、三菱電機には女性の活躍を支援する意識が浸透しているのだと思います。

これを機に担当製品はビル空調になりましたが、技術分野としては大きく変わら
ず、仕事には自然になじむことができました。冷蔵庫や現在担当している住宅用空
調とビル空調で大きく違うのは、「売り切り」ではないこと。計画的なメンテナン
スや省エネの管理など、ビジネスとしての幅が広い製品と言えます。技術的にも、
稼働状況のデータの入手・分析ができるため、新たな技術提案がしやすいという醍
醐味があります。ビル空調も主なテーマは省エネで、「ET制御」と呼ぶ冷媒の柔
軟な温度コントロール技術の開発などにかかわりました。建物やフロア、時間帯ご
との室温の変化を空調の運転制御に盛り込み、より高いレベルの省エネを実現して
います。

ビル空調の技術開発に3年間携わり、1年間の産前・産後休業、育児休職後に担当
しているのが、現在の住宅用空調です。サイズやコスト面での制約が厳しいもの
の、それを乗り越えて魅力的な機能を実現する点にやりがいがあります。住宅とエ
アコンの関係を冷蔵庫の箱体と冷却器の関係のように捉えたり、オフィスでのデー
タ分析をHEMS（Home Energy Management System）に応用したり、以前の経
験が活きる仕事とも言えます。

子育てをしながら働くようになって、仕事がもっと楽しくなりました。今は短時間
勤務中ですが、限られた時間の中で精一杯仕事をして、あとは子どものために使う
というメリハリが良い効果になっているのかもしれません。子どもに合わせて食事
をして寝て、規則正しい健康的な生活にもなりました。

以前は子どもを持ったらキャリアは途中で終わる、技術者としての夢はあきらめざ
るを得ないと漠然と思っていました。でも、実際にはそんなことはありません。先
日、高断熱住宅の視察のため、ドイツに1週間ほど出張してきましたが、子育て中
でもチャンスは与えられます。夢は、子どもを連れての海外赴任。空調事業は国際
展開を広げているので、今後も海外に出るチャンスが広がると考え始めています。

ビル空調で新たな省エネ技術を実現。

夢は、子ども連れの海外赴任。



2004年

2008年

2011年

2012年〜

Career Profile

入社。住環境研究開発センターに配属となり、冷蔵庫の省エネ技術担当として
静岡製作所に駐在。

結婚。静岡から鎌倉市大船へ異動し、ビル空調の省エネ制御を担当。

産前・産後休業、育児休職。

復職。住宅用空調の技術開発を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

世界最大級の超大型光学赤外線望遠鏡の開発。
2020年以降の完成を目指し、

数カ国がかかわる壮大な プロジェクトに携わる。



父の影響で小さい頃から空や宇宙が好きで、科学雑誌を読んだり、空の写真集を見
たりしていました。大学では、航空宇宙工学を専攻。ロケットの燃焼シミュレー
ションなどの研究に取り組むとともに、グライダー部にも所属しており、私は安全
に飛行するために気象状況を分析する係でした。そんな縁もあって、就職活動の
際、気象レーダーやライダー（光を用いて風や雲の分布を測定する装置）の最先端
技術に三菱電機が取り組んでいることを知り、興味を持ったのが入社を志望した
きっかけです。

就職活動当時、鎌倉製作所で働いていた大学の先輩と話す機会があり、いきいきと
前向きに活躍していることが感じられたのも魅力的でした。実際に入社してみて、
職場の風通しが良く、上司や先輩とも話しやすい環境だと実感しています。若手の
意見でも方向性が間違っていなければくみ取ってもらえ、男女の区別なく、社員そ
れぞれの個性を発揮して成長できる会社です。

入社以来、国内外の気象レーダーおよび観測処理装置のプロジェクトに携わってい
た私は、2014年から国立天文台がかかわる超大型光学赤外線望遠鏡プロジェクト
の担当になりました。

ハワイのすばる望遠鏡の近くに設置される計画の超大型望遠鏡は、30メートル口
径で重さ2,000トン、部品数は40万点以上と世界最大級の規模を誇り、完成、初
観測は2020年以降という長い歳月を要するプロジェクトです。私はプロジェクト
エンジニアとして、輸送・組立の計画策定、サブシステムの調達、研究所との開発
作業を行っています。三菱電機にとっても国立天文台にとっても前例のない初めて
の開発案件のため、山積する課題に対して試行錯誤を重ねています。正直、どこか
ら手をつけたらいいか悩むこともありますが、そのときは早めに周囲に相談し、無
理をしないよう心がけています。一人の仕事が止まってしまうと、結局はメンバー
全員に迷惑をかけてしまうことになりかねません。社内外を問わずまめに相談し
て、知恵を出し合いながら着実に業務を進めています。

輸送一つとっても、国内で仮組みしてから船でハワイへ送り、港から山頂への道の
りにおいて大型構造物をどうやって輸送するか」「現地住民や環境に配慮しなが
ら、効率よく組立に投入するにはどうすべきか」など、さまざまな課題がありま
す。パーツを複数に分割して輸送できればベストですが、中には精度を保つ関係で
絶対に分割できない大きなパーツもあります。そのため、機械設計や品質管理部門
などと連携し、部品・パーツの設計段階から調整を行っています。

協力会社や現地当局など、かかわるスタッフは総勢200〜300人規模のビッグプロ
ジェクト。しかも、複数の国と機関が協力し合っているため、物事を一歩進めるの
も簡単ではありませんが、最前線の宇宙観測装置にかかわっているという誇りを感
じながら、日々、数々の難題解決に向け、関係者の方々とともに奮闘しています。

空や宇宙への憧れが、今の仕事にたどり着いたきっかけ。

30メートル口径の超大型望遠鏡の輸送・組立計画を策定。



数カ国がかかわる国際協力プロジェクトという性格上、英語は必須。客先仕様書が
英語だったり、協力メーカーへの指示書を英語で作成したり、英語のプレゼンを聴
講したりと、高い英語力が求められます。私自身はスキルアップのために、土日や
平日の仕事帰りに英会話教室に通ったり、社内の英語教室を活用したりして、日々
勉強しています。

国際業務を進めていると外国の方との意識の違いに戸惑うことがあります。国内外
の気象レーダーや観測処理装置のプロジェクトに携わっていたとき、私たちがお正
月に一斉に休みを取ろうとすると、外国の取引先は「どうして一斉に休むんだ。業
務が滞るじゃないか」と理解できない様子でした。「日本人は真面目で勤勉」とい
うイメージがあり、お正月やお盆に一斉に休みを取る日本の習慣が奇異に感じられ
たようです。結局、そのときは社内で調整し、順番で休みを取ることになりまし
た。また、海外の協力会社に、日本人同士の感覚で「だいたい分かってもらえるだ
ろう」と解析を依頼した際、期待にそぐわないアウトプットが提出されたこともあ
りました。これを教訓として、今は日本の常識を忘れて1から10まで丁寧に説明
し、コミュニケーションを密に取りながら業務を進めるよう心がけています。

輸送・組立の計画策定以外にも、望遠鏡の像がぶれないための、微振動の観測性能
への影響評価や開発において、研究所との調整を進めています。大型であり、試作
品を用いて実験できるものではないため、できる限り設計段階で仕様を詰めてから
実機での調整に臨みます。それだけに、さまざまな難題を乗り越え、開発が一歩前
進したときには大きな喜びと達成感を覚えます。

より広い視野で観測できるすばる望遠鏡で観測対象を絞り、続いて、新しい超大型
光学赤外線望遠鏡でより詳細な観測を行うことで、地球外生命体の発見や宇宙の始
まりの解明を可能にする、そんな壮大な国際プロジェクト。そこに携われるのは非
常に名誉なこと。2020年以降の完成を目指して、やるべきことはまだまだ数多
く、時間が足りないと焦ることもありますが、科学の歴史が変わる瞬間に立ち会え
ることが、今から待ち遠しくて仕方ありません。

英語必須の国際協力プロジェクト。常識は一度捨てる覚悟で。

科学の歴史が変わる瞬間に立ち会う。



2010年

2014年

Career Profile

入社。通信機製作所に配属。国内・海外の気象レーダーおよび観測処理装置の
プロジェクトに携わる。

超大型光学赤外線望遠鏡プロジェクトで、輸送・組立計画やサブシステムの調
達などを担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

入社以来、世界を走る鉄道車両の
インバーター装置を担当。

出産を経てもなお、 同じ仕事に従事。



中学・高校では数理系の教科のほうが得意で、地球環境にかかわるテーマにも興味
があったため、理系の道を歩むことになりました。大学では、電気電子工学科でパ
ワーエレクトロニクスを研究。就職か進学か悩みましたが、「社会に出たい」とい
う気持ちが強かったため、大学院へは進学せず就職を選択しました。

就職活動では電力会社やIT系・ネットワーク系など、いろいろな会社も検討した中
で、一番印象に残ったのが三菱電機のリクルーターの人柄でした。温かみのある方
で、「三菱電機は人が良い」と実感したことが、三菱電機への入社を決める大きな
きっかけとなりました。また、幅広い事業があり、さまざまなことにチャレンジで
きる環境も魅力でした。

入社から現在に至るまで、海外の鉄道車両用の制御装置（VVVFインバーター装
置）のシステム設計業務を主に担当しています。これは省エネルギー性に優れた制
御装置で、鉄道車両の主幹制御器（マスコン）からの指令を受け、動力源である直
流電力の周波数や電圧を変換・制御し、モーターを駆動する役割を果たしていま
す。お客様である鉄道事業者から「電車をこう走らせたい」という要望を伺い、詳
細な仕様に落とし込み、設計・開発・品質管理部門と連携しながら開発や保守を進
めていきます。多くの部署とかかわる仕事なので人間関係の構築がとても重要であ
り、トラブル発生時には各部門の調整役として迅速に対応することが求められま
す。

大学でパワエレを専攻。現在はVVVFインバーター装置に携わる。



私は主に、海外の鉄道車両を担当しています。開発中には、お客様である車両メー
カーと設計に関する打ち合わせが必要になるため、海外出張も何度か経験しまし
た。出張先は、スペイン、トルコ、チリ、メキシコなど。海外出張では、業務終了
後に同行しているメンバー（プロジェクトマネージャーや品質管理部門の方）とご
飯を食べるのが楽しみの一つでした。

3日間の予定が3週間に延びたスペイン出張は、今も忘れられません。出荷を終
え、実機での営業がすでに開始されていた時期に、VVVFインバーター装置の仕様
説明とメンテナンス講習のため、品質管理部門と一緒に出張したときのことです。
当時の私は、知識も経験も浅い入社3年目。講習を行っていたところ急に呼び出さ
れ、制御装置に不具合が発生したと告げられたのです。もう講習どころではなく、
原因究明と処置に追われ、日本の製作所から確認作業・指示が矢のように飛んでき
ました。スペイン語も英語も話せず、現地の担当者とは電子辞書を頼りにどうにか
意思疎通。エンジニアとして十分なスキルもない中で、誠意を持って説明するなど
して奮闘し、何とかトラブル収束までを見届けました。

非常に大変だったスペインでの経験でしたが、その際にトレーナーから教えても
らったことを肌身で実感しました。「トラブルに遭遇したときには、まず“あるべ
き姿”を思い描くこと。現状の制約からそれを実現できないときは第二・第三の選
択肢を選ぶことになるが、それを選択したときにも“あるべき姿”を念頭に置いてお
くべき」という教えです。何かを決断するとき、この考え方を軸に持っていればブ
レのない判断ができます。後輩に何かを指示するときにも、この考え方に基づき、
確かな理由づけをした上で指示することができるようになりました。

三菱電機は、人を育てることを大切にしてくれます。入社後3年間はトレーナーと
呼ばれる先輩社員がつき、いろいろ相談に乗ってくれます。皆さんに育てられなが
ら、エンジニアとしての決断力やスキルを着実に習得することができました。今後
は私自身が導く側となり、後輩の成長を見守っていこうと考えています。

2012年に産前・産後休業、育児休職に入りました。休む前は、「また仕事に戻っ
てこれるだろうか」と不安だったのが本音です。でも、上司は「システム設計以外
の仕事を任せるつもりはない」と言ってくれるなど、周囲のサポートのおかげで復
職後もこうして以前と同じ仕事に就けています。皆さんに支えられる日々、感謝の
気持ちでいっぱいです。

子どもが発熱して、急に休まなければならないこともあります。だからこそ、出産
してからは業務の効率化を一層考えるようになりました。できる限り前倒しで作業
を進め、どうしても自分の手で足りないときには皆さんに助けてもらっています。
当初、自分の仕事を自分でやり切れないことに葛藤した時期もありました。しか
し、今は他の人に任せられるところは詳細をまとめて早めにお願いする、自分が相
手を助けられる場面ではできる限りサポートするなど、時間管理をより厳しく行
い、周囲に最大限尽くすことを心がけることで、前向きに考えられるようになりま
した。

海外滞在3日間の予定が3週間に。奮闘したスペイン出張。

母親として、エンジニアとして。周囲の支えあってこそ。



エンジニアとしてはまだまだですが、他部署との連携、後輩のサポートなどの面で
は自分の持ち味を活かせているのではないかと感じています。このあたりは、女性
だからこその特性なのかもしれません。これから、まわりをフォローできる頼れる
存在になれるよう、精進していきたいです。

そして、インバーター設計者として、国内外を含め、競合に負けない設計ができる
エンジニアになれるよう、努力を続けていきます。幸運なことに、部内にも社内に
も、目指すべき先輩たちがたくさんいるので、スキル面でも人としての成長という
面でも、先輩たちの背中を追いかけながら一歩一歩前進していきたいと思います。

2004年

2012年

2013年

2016年

お手本である先輩たちの背中を追って努力し、一歩一歩前進する日々。

Career Profile

入社。交通システム事業所（現・伊丹製作所）に配属。鉄道車両用の制御装置
（VVVFインバーター）のシステム設計業務に携わる。

産前・産後休業、育児休職。

復職。休職前と同じ業務を担当。現在に至る。

産前・産後休業、育児休職予定。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

生産ラインの効率化に向けた
緻密な検証を 繰り返す先に広がる、

三菱電機と自分の可能性。



作業服に身を包み、広い工場の中で颯爽と働く飛行機の女性整備士。中学2年のと
きにテレビドラマで見たその姿に憧れ、私は工学部を志しました。飛行機の整備士
という夢を持ちつつ、就職活動をしているうちに出会ったのが三菱電機でした。女
性の大先輩も活躍されていて、宇宙・電車・家電など、さまざまなものづくりに携
わるこの会社なら、作業服姿で自分のやりたいことを思う存分やれると感じたので
す。

入社以来、冷熱システム製作所で産業冷熱機器（冷凍機やチラー）の生産ラインの
改善支援を担当しています。作業時間の短縮、生産の効率化、品質を保ちながらの
コスト削減が私のミッション。実際に生産の現場をつぶさに観察しながら、現状の
作業時間や状況を計測して正確に把握し、それに対してどのような改善が有効かを
打ち出していきます。全社的に改善活動への意識が高い中で、PDCAをどう上手に
回していくかを考えながら、他部署との連携も密に図り、わからないことを聞いた
り、相談を持ちかけて幅広く知識を深め、経験を積んでいます。

改善では、あらゆる視点から状況を判断することが大切です。例えば、組立作業を
行うのに30秒かかっているラインについて、周囲の設備や配置を変更したり、人
員の動線を調整することでどうにか時間短縮できないか考える場合、工具の置き場
を変えたらどうか、作業者がかがむ体勢になるステップをどうにか省けないかな
ど、具体的に細かくあらゆるケースをシミュレーションします。さらに、改善を行
うにはどれだけのコストがかかり、費用対効果はどうなるか、改善したことで製品
の品質は損なわれないか、新たなムダな作業・時間は発生しないか、作業者の負担
はどう変わるか、安全は確保できるかなど、緻密な検証が不可欠です。

アイデアが行き詰まったときには、他の工場の生産ラインを担当している先輩にも
相談します。開発・設計・品質管理の部署を巻き込んで検証を進めることもありま
す。品質に影響を及ぼさず、ムダな作業・時間を減らすために「部品置場をもっと
近接化できないか」、コストを下げるために「ネジを5つから4つに減らせない
か」などの自問自答を繰り返し、検証。とにかく多角的な視点で見直すことで、新
たな改善策につなげられるよう、努力しています。

女性整備士への憧れ。作業服で働くことが、ずっと夢だった。

多角的な視点と細かな検証が、改善提案につながる。



日々の業務では、相手の立場や気持ちを考えて行動するよう意識しています。ま
た、わからないことはそのままにせず、自分なりに考えた上で、先輩や上司、他部
門の方に相談して一つひとつ解決していくよう努めています。改善提案の実施にお
いては、上司や現場の方などを説得し、しっかりと理解し納得してもらうことが大
切なので、わかりやすい説明を行うよう心がけています。

入社当初は失敗も多々ありました。作業時間は製品コストに直結する重大な要素で
すが、その関係性を根底から理解できていなかったために、設計部署から、「これ
だけの時間がかかるという試算ですが、実際にはもっと短縮できるのでは？」と指
摘を受けたことも。精度の甘い数値を出した場合、他部署から厳しい指摘が入るの
は当然のことです。この失敗を経験してからは、自分の作業を大きなプロセスの一
部として捉え、全体像をつかむことを重視して行動できるようになりました。

私の提案した改善策が実際に採用され、効果が目に見えてあらわれる瞬間を迎える
ことができたときに、現場の作業者から「ありがとう」と言葉をもらえるのが本当
にうれしくて、大きなやりがいを感じます。また、スーパーやショッピングセン
ターの屋上などに設置されている三菱電機製の冷凍機を実際に見かけると、不思議
な感覚と感動が込み上げてきます。「ここのネジを締めたのは○○さん」と細部ま
で知り尽くしている製品を身近な場所で目にできるのは、この仕事ならではの醍醐
味。日本中、そして世界中に出荷されるものづくりの一端を担っていることが、何
よりうれしいです。

生産技術の職場は、若手が多く和気あいあいとした雰囲気で、上下関係に縛られ
ず、話しやすくて居心地の良い環境です。また、上司も先輩も「しっかり仕事す
る、プライベートもしっかり楽しむ」というメリハリのある働き方を実践している
ところも、三菱電機らしさの一つ。「この人のようになりたい」という先輩が大勢
いることに誇りを感じますし、そんな先輩たちの背中を見ながら成長していけるの
は大きな魅力です。

先輩たちの背中を追っていろいろな経験を積んでいく中で、私が将来目指すのは、
設備や組立技術に関する豊富な知識量を武器に、新規の生産ライン立ち上げをリー
ドしていく仕事ができるようになること。そして、「冷熱システム製作所で初」
「三菱電機で初」の何かを成し遂げるという大きな夢に向かって、まずは今の現場
で切磋琢磨・自己研鑽を重ね、新しいことにも積極的に挑戦し、自分の可能性をど
んどん広げていきたいです。

自分たちの手がけた製品が、身近な場所で目にできる感動。

先輩たちの背中を追って、将来「初の快挙」を成し遂げたい。



2013年

Career Profile

入社。冷熱システム製作所に配属。冷凍機やチラーなど、産業冷熱機器の生産
現場の改善活動を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

確かな品質を守るため、
製品のすべてを 理解する存在を目指す。



学生時代は電子工学と通信技術を学び、マイコンなどの集積機械内の回線にまつわ
る研究を行っている中でものづくりの楽しさに気づき、メーカーで働きたいという
気持ちが高まりました。三菱電機への入社を目指したきっかけは、就職活動時、三
菱電機のリクルーターが頻繁に大学で説明会を開いていたり、大学の先輩が多く働
いていたりなど、とても身近に感じられたから。女性のリクルーターもいたので、
男女分け隔てなく働ける会社だと思えたこともプラスに働き、また、得意分野に注
力して事業を展開している点にも将来性を感じました。研究で培った知識を活か
し、生活に身近なものづくりに携わりたいとリクルーターに相談したところ、この
福山製作所を薦められました。福山製作所では当時、日本最大シェアを誇るノー
ヒューズ遮断器と、自動車やバイクの重要部品である燃料ポンプに加え、電子式電
力量計を生産していました。まさに私の希望が叶う環境であり、電力量計を生産す
る計測制御製造部（※2015年に、スマートメーター製造部として独立）の品質保
証担当として配属されました。具体的には、新規開発機種の評価や製造工程の品質
確保、お客様対応といった業務を行っています。製品の全体像と構造、その製品が
果たす社会的意義など、製品に関する一番の理解者が品質保証であり、言ってみれ
ば母のような存在です。

品質保証担当としての発言には、大きな責任が伴います。理解が中途半端なままで
「この製品ではだめだ」と言えば、お客様へ納品できないばかりか、現場に混乱を
招き、生産自体がストップしてしまう可能性も生じてきます。一つの製品に大勢の
人たちがかかわっているので、細部に注視しすぎず、全体の動きを見据えた上で適
切な判断が日々求められます。かと言って、それをプレッシャーに感じて問題を抱
え込んでもいけません。自分にできることとできないことを把握し、できないこと
は誰に依頼するかを考えて行動するのが私の役割。「報告・連絡・相談」を徹底
し、自分で判断できないものは上司に判断を仰いだり、忙しい中でどうすれば要点
が伝えられるかを考えられるようになってから、仕事がうまく回り始めました。そ
して、入社から3年目、ちょうど部署全体でもターニングポイントを迎えたタイミ
ングの2014年に、双方向通信と遠隔開閉機能を備えた電力量計、いわゆるスマー
トメーターの量産が本格的にスタートしました。これによって多くの経験を得るこ
とができましたが、当初は戸惑いの連続でした。

一番の理解者である母のような存在、それが品質保証。

自分の役割が果たす大きな責任。2014年が大きな転機に。



まず、数字が大きく変わりました。例えば、電子式電力量計の生産台数は当時1カ
月に2,000〜3,000台ほどでしたが、スマートメーターに変わってから約10万台ま
で急激に増加。お客様である電力会社も3社から全国10社へ増え、それまでの対応
力や生産スピードでは通用せず、多くのトラブルが発生してしまいました。また、
以前ならベテランの社員がすぐに対応できていた簡単な部品修正なども、経験の浅
い若手社員が対応する中では思うように進まないことも多く、加えて、今までいか
に製造の人たちのマンパワーに依存していたかを痛感しました。現在は部署全体の
方針として、人の感覚や経験に依存しない品質づくりを掲げ、取り組んでいます。
最初に行ったのは、設備の導入。人に頼らなくていいところは、機械やシステムに
頼ることで作業効率を上げています。一方で、変わらないこともあります。それ
は、お客様が満足する品質を保証し維持し続ける方法を模索すること。三菱電機が
2014年5月に発表した経営戦略の中で、成長を牽引する事業としてスマートメー
ターが紹介されるなど、会社からの期待を強く感じながら、私は縁の下の力持ちと
して活躍することで、その一端を担いたいと思っています。三菱電機グループが掲
げる「Changes for the Better」が表すように、答えが見当たらない中でも必死
に模索し、答えをつくり出すことが楽しい。努力すれば確実に前進するので、まず
は行動することが大事だと学びました。

スマートメーターをある電力会社へ納品する際、何万個もの製品を輸送する方法と
して、物流担当の方と協議のうえで、貨物列車を使うことになったことがありま
す。そこで輸送にもさまざまな方法があることを知り、輸送を通じて多彩な技術に
触れられる仕事に興味を持ちました。将来は、そうした違う分野でも活躍してみた
いと思っています。また、プライベートもより充実させたいと考えています。三菱
電機には人事部内にCP-Plan推進センターという、女性社員や育児をする社員の生
活とキャリア形成に関する支援を行う機関があるので、困ったことがあればすぐに
相談できます。加えて、同じ福山製作所で働く女性社員が集まる会があるので、今
後のプランについて話し合ったり、女性の先輩がアドバイスをくれたりと、手厚い
サポートが受けられます。もちろん仕事で性差を感じることはありませんし、上司
からは「最後は責任を取るから、自分の思うように動け」と背中を押されることも
多々あります。不安や悩みは自ら上司に相談し、上司も親身に応えてくれるので、
とても働きやすい環境です。自ら発信すれば必ず応えてくれるのが、三菱電機の良
さ。周囲からのサポートや会社の制度などを活用し、これからも長く働き続けてい
きたいと思います。

常に最良な方法を模索し続ける、三菱電機のスピリットを胸に。

自ら発信すれば必ず応えてくれる環境の中で、長く働き続けていきた
い。



2012年

2014年

2015年〜

2017年

Career Profile

入社。福山製作所に配属。電子式電力量計の品質保証業務を担当。

スマートメーターの量産が本格的に開始され、スマートメーターの工程内品質
を中心にスマートメーターの品質保証業務を担当。

所属部名称が計測制御製造部からスマートメーター製造部として独立。引き続
き、スマートメーターの品質保証業務を担当。

名古屋製作所　FA工作部へ異動。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

FAシステム開発を リードしていく中で
真のエンジニアを育てていくのが

私のミッションであり、 至福のやりがい。



私は現在、FAシステム部でグループを統括する役割を担っています。課長になっ
て5年目を迎え、FAシステム製品群の開発責任者として、1,000機種を超える製品
のサポート・維持管理および新製品開発をチームで進めています。工程管理や人員
の割り振り、ユニット作成時の企画を行うとともに、課長間のとりまとめ業務や資
料づくり、開発部からFAシステム部への情報伝達なども行っています。

管理職として心がけているのは、グループのメンバー一人ひとりと向き合い、しっ
かり話を聴くとともに、こちらからの意見・要望もちゃんと伝えること。グループ
の一体感を大切にして、全員が高いモチベーションでいきいきと働ける環境づくり
を目指してきました。部長の方針により、相手が役職者であっても役職名をつけず
に「○○さん」と互いに呼び合うなど、垣根なくフラットに話せる風通しの良さ
が、良好なコミュニケーションにさらに拍車をかけています。周囲からは「大西さ
んのところはホンワカしている」と言われるほど、メンバー同士の連携体制が厚
く、抜群のチームワークが発揮できていると自負しています。

私たちが担当しているFAシステム（シーケンサー）は、国内トップシェアを誇っ
ています。今後はグローバルでの首位を奪取するべく、全員一丸となって日々チャ
レンジしています。そのプロセスにおける私の役目は、メンバー全員の成長をサ
ポートすること。

エンジニアは、ともすると技術にばかりのめり込んでしまう傾向があるものです。
技術はもちろん大切ですが、お客様に本当に喜んでいただける製品をつくるために
は多面的なアプローチが欠かせません。技術的な難しさばかりを追い求めるのでは
なく、ブランドとしての品質、ビジネスとしての開発意義、使い勝手の工夫など、
あらゆる角度から製品開発を考えられるエンジニアに育ってほしいと願いながら、
一人ひとりを導いています。だからこそ、メンバーそれぞれが自発的にお客様にヒ
アリングして満足度調査を行ったり、幅広い議題でディスカッションを展開する姿
などを目にする度に「成長している」と手応えを感じますし、その成長がお客様の
満足・評価という結果につながったときには、もう至福の境地です。

一人ひとりと密に向き合い、コミュニケーションをとるチーム力。

グローバル首位を目指すプロセスで感じる、成長への手応え。



大学では、工学部で応用化学を学んでいました。所属していた研究室の先輩が何人
か三菱電機に入社していて、「化学専攻も活躍できる」「人を大切にする会社」
「休みもしっかりあり、プライベートも充実できる」という話を聞き、興味を持ち
ました。OBにも話を伺い、最終的に入社を志望。入社以来ずっと名古屋製作所に
勤務しています。当初はレーザー加工機のプログラミングを担当し、その後の異動
によって、パソコン上の制御系ソフトウェアのプログラミングに携わりました。現
在のFAシステム部に配属となったのは、20年ほど前。インテリジェント機能ユ
ニットのファームウェア設計を経て、現在に至っています。

仕事に対する私自身のスタンスは、「何でもチャレンジしてみよう」「自分にでき
ることをやってみよう」と前向きに取り組むこと。ある意味、楽観的なタイプなの
かもしれません。配置転換や担当プロジェクトの変更によって、またゼロから勉強
しなければならないことも数多くありましたが、そこでめげることはありませんで
した。「知らない世界を見ることができる」わけですから、これほど楽しいことは
ありません。これから就職する学生の皆さんにも、そういうしなやかさやバイタリ
ティを持って、力を発揮してほしいと思います。自分のやりたいことと少しくらい
違っても、挑戦してみれば楽しさが必ず見つかりますし、大きな成果が得られるも
のです。

三菱電機は、男女関係なくやりがいを持ってキャリアを積める、働きやすい会社で
す。「人を大切にする」と先輩たちが口をそろえていたとおり、職場の雰囲気も良
く、休みも多いですし、子育て中の女性も産前・産後休業、育児休職制度を活用し
て存分に活躍しています。だから、女性エンジニアがもっと増えて欲しい。チャレ
ンジ精神旺盛でバイタリティのある若手に期待したいです。就職活動では「自分は
これしかできない」と決めつけず、広い視野を持って自分の可能性を広げていって
欲しいと思います。

モノをつくり、世に送り出し、お客様に喜んでいただけるFAシステム開発の仕事
には、たくさんの面白味が詰まっています。お客様にも社員にも「三菱電機を選ん
で良かった」と言っていただけるような仕事を、これからもチームで実現していく
ことはもちろん、個人的には海外での仕事や新しいミッションにもどんどん挑戦し
ていきたいです。機会があれば積極的に挙手して、新しい世界に飛び込む準備は常
に整えています。

何でも挑戦してみることで、「知らない世界を見ることができる」楽し
さがある。

新しい世界に飛び込む準備は、常にできている。



1990年

1993年

1995年

1997年

1999年

2011年

2016年

Career Profile

入社。名古屋製作所に配属。レーザー加工機用加工プログラム作成支援パッ
ケージやCAD/CAMソフトウェアの開発を担当。

MSW（三菱電機メカトロニクスソフトウェア）に出向。FA機器用のソフト
ウェアパッケージの開発を担当。

出向解除となり、FAシステム部PC応用機器開発課に配属。ここから、シーケ
ンサーインテリユニットのF/W開発を担当。

MEE（三菱電機エンジニアリング）に出向。業務内容に変化はなく、引き続
き、シーケンサーインテリユニットのF/W開発を担当。

出向解除。ベストセラー製品である”MELSEC　Qシリーズ”の開発を担当し、
以降はLシリーズ、iQ-Rシリーズ、CC-Link、CC-LinkIEなど、すべての新シ
リーズ製品開発に携わる。

4月に新グループであるインテリユニット開発グループが設立され、グループ
マネージャーに任命。

FAシステム第一部の次長に任命。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

日本の素晴らしい技術が
搭載された製品を 世界中へ広めたい。

それが、私の夢。



機械が好きで、ラジオを解体したりしていた幼少の頃。中国で生まれ育った私に
とって、日本の製品は安心・安全でクオリティが高く、高級品というイメージで憧
れていました。来日したのは、中学2年のとき。すでに10年ほど日本に住んでいた
祖父が、私たち家族を呼び寄せたのがきっかけです。日本に到着して移動する際、
「なんてきれいな国なんだろう」と思ったことを今でも鮮明に覚えています。都市
を抜けると緑がいっぱいで、空気もきれい。こんな国があるんだと驚きました。

日本の中学に入って2日目に受けたテストは、国語が4点で数学が60点。散々な結
果だった国語に対して、何とか読める漢字を拾って取り組んだ数学の結果が良かっ
たことが救いでした。普通科の高校に進学し、大学・大学院は電気電子学科で学び
ました。就職先は総合電機メーカーに絞り、就職活動を進める中、OB・OG訪問で
出会った三菱電機の先輩たちの人柄に魅力を感じたことが、一番の志望動機です。
本当に面倒見の良い人たちばかりで、「こんな人たちと働きたい」という思いで入
社を決めました。現在の仕事である営業設計では、電気はもちろん、機械から意匠
まですべての知識が必要になるため、大学・大学院で学んだことも活かされていま
す。昔から憧れていた、安全・安心な日本製品に携わっているのは幸せなことで
す。

私は現在、中国向け昇降機（エレベーターやエスカレーター）の営業設計として、
中国にある販売会社のサポートのため、CADでの図面作成、仕様決定や提案書づ
くりなどに携わっています。販売会社の先にいるお客様の要望をしっかり把握し、
昇降機の設計段階にまで突き詰めていくのが主な役割です。その過程では、社内の
開発・設計部門との連携も重要な業務。相手に対する感謝を常に忘れずに、時間を
有効活用してテキパキと業務を進めるのが私のモットーです。

中国の販社やお客様は、文化や価値観など日本と違う点が多く、関係づくりに一層
時間がかかることも少なくありません。よって、メールでの連絡だけでなく、こま
めに電話でコミュニケーションを取り、密なやりとりを通じて信頼関係を築くよう
心がけています。お客様の要望に沿って提案する際も丁寧にしっかりと説明し、納
得していただけるよう努力しています。

中国のビルは400〜500m級のものが多く、日本のビルより高さがあるため、昇降
機の設計はより難しくなります。また中国ならではの特徴として、エレベーター内
の天井を高くすることで開放感を求めるお客様が多い点が挙げられます。こうした
移動距離・容量・速度などの要件と安全・安心を両立させるのは簡単なことではあ
りませんが、困難であればあるほど、お客様の要望を満たすことができたときの喜
びはひとしお。日本の素晴らしい技術が搭載された製品を、中国をはじめ世界中へ
広めたいというのが私の夢です。

憧れだった、安全・安心な日本製品。

中国では、400〜500m級の超高層ビルがメジャー。



職場には若手が多く、明るくて元気な雰囲気。皆さんとても優しく良い人たちばか
りで、会社に来るのが毎日楽しみです。また、私のまわりでは女性の技術系社員も
増えてきています。三菱電機は産前・産後休業、育児休職の制度もしっかりと整っ
ていて、育児中の女性でも働きやすい会社。女性だからといって物怖じすることな
く、安心して活躍できるフィールドがあります。

入社2年目の2012年、1人目の子供を妊娠したことがわかった際、みなさんに迷惑
をかける申し訳なさで、上司に泣きながら謝って報告をしました。私の気持ちとは
裏腹に、「子どもは天からの授かりもの。泣いて謝るなんて、何事だ」と叱ってく
ださいました。上司をはじめ、職場の皆さんが私の出産・育児を心から応援してく
ださって、仲間から「愛されている」ことを実感しました。職場に復帰してから
も、子どもが病気になったときには会議に代理で出席してもらうなど、いろいろな
面でお世話になっています。2016年には2人目の子供を出産予定。再び産前・産
後休業、育児休職に入ります。迷惑をかける分、復職後の20〜30年のキャリアの
中で、精一杯恩返しをしていこうと思います。

中国を担当している営業設計のチームには、私を含めて7人が所属し、同じような
問題や難しさを抱えているので、相談したりアドバイスをもらったりすることが
多々あります。2015年に新卒の女性エンジニアが1人増えて、より明るく華やか
な雰囲気になりました。中国に出向し、常駐している社員もいます。私も今まで2
回、中国分室との交流のために中国出張を経験しました。これからも出張などの機
会があれば、率先して参加したいです。

これからの目標は最前線のビッグプロジェクトに携わり、お客様から信頼される営
業設計者へと成長すること。今は中国市場の担当ですが、ゆくゆくは東南アジアや
英語圏など、他の国の営業設計にも挑戦したいです。将来的には海外赴任を経験
し、さらなる知識とノウハウを蓄えたいと思っています。

仲間から「愛されている」環境。恩返しをしていきたい。

最前線のビッグプロジェクトを担当することが目標。



2011年

2012年

2013年

2016年〜

Career Profile

入社。稲沢製作所に配属。昇降機（エレベーター・エスカレーター）の海外営
業設計（主に中国）を担当。

産前・産後休業、育児休職。

復職。休職前と同じ業務を担当。

産前・産後休業、育児休職。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

幅広い製品と技術を持つ
自分たちの強みを集め、 家電の新時代をつくる。



私の最初の配属先は、静岡製作所の冷蔵庫製造部・技術課。それから23年間、冷
蔵庫の設計や技術開発に携わりました。三菱電機では、各製作所が担当製品の商品
企画から営業までを担う体制になっており、技術課は「来年の冷蔵庫をどうする
か」を、社内の研究所や大学の研究室などの力も借りながら企画し、具体化する役
割を担っていました。その中でも主になるのは設計で、私も10年近くは部品設計
が主な担当業務でした。

自分に身近な製品の「ものづくり」に携わりたいと思って三菱電機に入社したので
すが、設計者の一員になって驚いたのが、ものづくりの奥の深さ。庫内のラックは
牛乳パックならここ、缶ジュースならここに入れようと自然に導く高さになってい
る、卵ケースの穴はL・M・Sのどの大きさでも安定して収まる大きさになってい
る。設計図の1本1本の線にさまざまな意味と想いが凝縮していて、その結果、
ユーザーは何も考えなくても使える冷蔵庫ができ上がっていることに感動すら覚え
ました。

私が入社したのは男女雇用機会均等法が制定された年で、各社とも女性総合職の採
用を増やし、三菱電機にも技術系の女性総合職が100人ほど入社しました。それで
も男女比は8：1程度で、静岡製作所に配属されたのは私一人。製造現場に近い設
計部門の技術者として女性総合職が配属されたのは私が初めてという状況でした。
そのため、上司も私の扱いに戸惑ったのではないかと思います。均等法が制定され
たとはいえ、当時はまだ「女性は結婚や出産で退職する」という意識が強かった時
代。最初の1年は自分の立場が定まらず、いろいろな仕事を任されていました。同
期で入った男性技術者を見ると、早い段階で断熱材のウレタンといった一定の担当
領域が決まり、技術を蓄積していくのですが、私にはそういった方向性が見えませ
ん。しかし、それが貴重なチャンスをつかむことにつながりました。入社2年目に
入ったある日、上司から「次のモデルに新しい機能を盛り込むことになった。その
開発を担当してくれるか？」と告げられたのです。

おそらく、急遽開発が決まったため、担当できる技術者がいなかったのでしょう。
調湿機能に優れた新素材を取り入れるという方向性は決まっており、毎日野菜を
買っては保存実験を行い、レポートにまとめました。急遽決まったことなのでスケ
ジュール的にも厳しく、休日も返上して実験を繰り返しました。そんな苦労もあり
ましたが、おかげで新機能の導入を決める重要な会議に出席するなど、若手にはな
かなかできない貴重な経験もできました。妥当性を高めるため、さまざまな文献で
原理原則まで調べたレポートが部署全員に回覧されたのも、仕事の達成感を感じる
最初の経験になりました。

この実績が認められ、部品設計と並行して食品の保存性に関する機能開発に携わる
ようになり10年ほどが経った頃、大きな転機が訪れました。「切れちゃう冷凍」
という、多くの方に注目していただいた新機能の開発を担当することになったので
す。

「ものづくり」の奥深さに感動。

入社2年目で偶然巡ってきた責任ある仕事。



このアイデアは、部署の若手を集めて行われた、企画力を高めるための研修の中で
生まれました。企画立案をする上では、まず対象製品の在るべき姿をとらえること
が重要だという話があり、まずは冷蔵庫の本質とは何かをとことん考えることにし
ました。その結果、思い至ったのが「冷蔵庫の価値とは、時間をつくる」こと。冷
凍であれば、スーパーでまとめ買いして長期間保存できるため、買い物に行く頻度
が減り、時間をつくることができます。しかし、本当にそうなっているのか。実生
活では、使うときのことを考え、小分けにして冷凍室に入れます。その小分けにす
るという作業時間が取られていることに疑問を感じたのです。冷凍室から出した食
材をそのまま包丁で切って使えるのが、本来の在るべき姿ではないか。そうして
「切れちゃう冷凍」のアイディアは生まれました。研修で発表したところ、実際に
開発を進めることになり、1999年に製品化に至りました。

「切れちゃう冷凍」では、既成概念の壁を感じることもありました。主婦の方を集
めた開発途中の調査では、「冷凍したままの食品が包丁で切れる」と説明するだけ
で、ほとんどの方が「そんな冷蔵庫があれば買いたい」と評価してくれました。と
ころが、営業現場の説明に行くと、「そんな冷凍ではおいしく保存ができない」と
否定的な反応ばかり。冷凍の温度帯を上げるので、確かに従来ほどの長期保存はで
きません。しかし、日々家事を行っているユーザーほど真の価値を理解してくれた
のです。「この冷蔵庫で冷凍したお肉を切って食べてみてください」。実際に切れ
ることを体感いただき美味しく召し上がっていただくことで、営業担当にも販売店
のバイヤーの方にも理解が広がり、「切れちゃう冷凍」は三菱冷蔵庫の商品競争力
の一つになりました。

2008年に住環境研究開発センターに異動して製品化技術開発部の部長となり、
2014年からは副センター長も兼務しています。冷蔵庫の開発に長く携わってきま
したが、今は炊飯器やレンジ、クリーナーなどの家電製品にも携わる立場になりま
した。冷蔵庫製造部の先行開発マネージャーとして設計や特許などの専門家をとり
まとめていたように、各技術のプロをとりまとめていけばいい。その上でニーズと
シーズ、社会の動きを見て、製品の方向性・コンセプトを押さえていくという自分
の役割は、静岡時代も今もそう大きくは変わりません。

「ものづくり」から「ことづくり」へと移りつつある今は、より広い視野を持つこ
とが重要になっています。炊飯器だけでなく、食生活を考える。エアコンも住宅や
住環境とともにとらえ直す。他事業とも手を組み、新たな価値を創造していく。幸
いにも、三菱電機には多彩な製品と技術があります。それらの横のつながりを強化
し連携していくことで、新たな価値を創造し、三菱電機の存在感をより一層高めた
いと思っています。

冷蔵庫の本質を見直して生まれた「切れちゃう冷凍」。

「ものづくり」から「ことづくり」の時代へ。

※写真及び記事は取材当時のものです。



1985年

2004年

2008年

2014年

2016年

Career Profile

入社。静岡製作所の冷蔵庫製造部・技術課に配属。家庭用冷蔵庫の開発を担
当。

冷蔵庫製造部に新たに設けられた先行開発グループのマネージャーに。

住環境研究開発センターに異動。製品化技術開発部の部長に任命される。

住環境研究開発センターの副センター長に。製品化技術開発部部長との兼任。

住環境研究開発センターのセンター長に任命。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

世界規模で省エネに 貢献する モジュール設計。
No.1の製品を作り上げ、 世界に広めていきた

い。



卒業したら、社会のために何か貢献できる仕事がしたい。学生時代からずっとそう
思っていました。ちょうどその頃、2000年前後からニュースなどでも取り沙汰さ
れるようになったのが、大気汚染や温暖化などの環境問題。工学を学んでいた自分
に何ができるかと考えた結果、パワーエレクトロニクスの分野で製品を開発し、環
境問題に貢献できる仕事をしようと決めました。三菱電機のパワーモジュールは、
電力変換の高効率化で世界規模の省エネに貢献しているという点に惹かれ、入社を
決意しました。

パワーデバイス製作所で開発しているパワーモジュールは、近年意識が高まり続け
ている環境保全や省エネに、無くてはならないデバイスです。インバーター製品を
はじめ、風力発電や太陽光発電など、あらゆる分野の電気機器に搭載されており、
三菱電機の製品だけではなく、様々なメーカーの製品にも採用されているキーテク
ノロジーなのです。現在、私は再生可能エネルギーや汎用インバーター向けの産業
用「IGBTモジュール」の製品設計をしています。「設計」と聞くと、図面を引く
仕事だと思われがちですが、それだけではありません。チップ技術、パッケージ設
計、組立て技術はもとより、市場や競合他社の動向を総合的に判断し、様々な部門
の協力を得ながら”一つの製品”にまとめあげる事が業務です。コーディネートする
という表現が近いかもしれません。新製品のコンセプトを考えることから始まり、
客先との交渉、要素技術開発の社内他部門への依頼、テストサンプルづくりと評価
を繰り返し、様々な評価基準をクリアして量産化まで漕ぎ着けること、つまり製品
が生まれ世に出るまでをすべて見ます。ある部分に特化して設計をするのではな
く、製品全体の設計に携われることは、責任はとても大きいですが、やりがいを感
じています。

入社以来、IGBTモジュールの設計に携わってきまし
たが、良い製品づくりのためには、市場の情報を肌で
感じる必要があると、日々のお客様とのやり取りの中
で感じていました。入社７年目の時、もっとマーケ
ティングの勉強がしたいと、海外OJT研修でドイツに
行かせていただいた際は、マーケティング部門での研
修を希望しました。ドイツを含む欧州は、環境性能の
分野に関しては先進国で、街には風車がまわり、太陽
光発電も進んでいます。日本の各メーカーも、常に欧
州製品の動向には注目しています。三菱電機のパワー
デバイス分野のシェアは、欧州ではまだまだ。実際に
顧客訪問にも同席させてもらい、欧州のお客様がどう
いう製品を求めているのか、どんな製品をつくれば売
れるのかを調査しました。顧客訪問では、特にお客様
の生の声や温度感に直接触れるように意識していまし
た。この研修で得た経験や感覚は、日本に帰ってきて
からの、製品企画に大いに活きています。

社会貢献のために、今できることは何か。

環境先進国ドイツでの海外研修。



あるインバーターメーカーとの共同開発でのこと。い
ただいた仕様や要望をもとに製品を仕上げたのです
が、なぜかうまく動かないという原因不明の事態に
陥ったことがありました。お客様と密に連携を取りな
がら、解決策を模索するも、なかなか原因がわからな
い。製品リリースが迫る中、とにかく一緒に解決しよ
うと休み返上で取り組みました。この時は、お客様側
の機器の問題でしたが、我々の製品の不具合ではない
としても、知らないふりはできません。できる限りを
尽くして、お客様と一緒に解決に向けて取り組むのが
三菱電機流。駆動回路系に問題を発見し、なんとかリ
リースに間に合わせることができました。どんなにテ
ストや評価を繰り返しても、想定できない不具合が起
きてしまうことはありますが、担当する製品の品質は
もちろん、それが動くところまでしっかり責任を持つ
スタンスも三菱電機のもうひとつの品質だと、私は考
えます。お客様との関係性サポート力や最後まで責任
感を強く持ちお客様と向き合う姿勢こそ、今のシェア
につながっている大きな要因だと思います。

私が手がけているパワーモジュールは、最新技術だけを集めて組み立てても良い製
品になるものではありません。形状や特性、コストの他にも、使用されるお客様側
の制御や設計のしやすさを、どう担保するかが重要なポイントになります。モ
ジュールの低損失を重視するお客様もいれば、それよりもパッケージの小型化を求
めるお客様もいます。大切なのは、お客様が喜ぶ姿をイメージしながらつくるこ
と。その姿をイメージできた製品は、本当に良い製品になります。以前開発した太
陽光発電向けの製品が、お客様が目標とする電力変換効率の達成に寄与し、お客様
から感謝のお言葉をいただけた際は、本当に嬉しかったです。私たちのつくってい
る製品は、省エネ・環境保全に貢献できるものですが、お客様に使っていただけな
ければ社会に還元できません。これらの製品は、まだまだ世界の発展途上国に浸透
していないのが現状です。もっともっと世界中に広めていき、自分が設計した製品
で、社会に貢献していきたい。これは、今も変わらぬ想いです。

三菱電機が誇る、もうひとつの「品質」。

最新の技術を集めるよりも、大切なこと。



2004年

2010年

2011年

Career Profile

入社。パワーデバイス製作所にて、現在の主力製品である産業用IGBTモ
ジュールの製品設計に携わる。

環境先進国であるドイツに1年間の海外研修へ。より良い製品企画のために
マーケティング部門への配属を希望し、現地の生きた情報を肌で感じ取る。

再びパワーデバイス製作所にて次世代型の産業用IGBTモジュールの製品開発
に取り組む。お客様視点を大切にしたものづくりで、世界中の省エネに貢献す
る製品を広めていく。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

子供の頃からお絵描きが好きで韓国の美大へ進み、プロダクトデザインを学んだ私
が大学院でデザイン工学を選んだのはユーザビリティをもっと勉強したかったから
です。そのきっかけは、日本製のお菓子パッケージを手にしたことでした。日本の
お菓子の箱はパッと開いて、パッと食べられます。そうしたアイデアや工夫に感心
した私は、それが「ユーザビリティ」を含むUD（ユニバーサルデザイン）の概念
であることを知ります。学べば学ぶほどユーザビリティを科学的に解明したいとい
う欲求に駆られた私は、人間の心の働きだけでなく、脳内の活動についても学べる
「感性認知脳科学」という学問の存在を知り、日本の大学院へ留学します。心理学
をはじめとする認知科学のみならず脳科学、情報工学などの関連専門分野を横断的
に学び、人間の創造性や感受性といった感性の働きを評価する研究に勤しみ、私は
感性科学博士となります。この5年の大学での研究生活が、現在の私のベースと
なっています。 

世界中の人に 喜んでもらえるように。
「使いやすい」「わかりやすい」「気持ちいい」

そんなデザインを 目指しています。

きっかけは日本のお菓子でした。



私が所属するデザイン研究所は、文字通り三菱電機が市場に提供している多彩な製
品群のデザインを一手に引き受けています。エンドユーザーがより大きな満足を感
じられるような“三菱電機らしい未来の形”を作り出すことがミッションです。この
ため当研究所では、ユーザーが共感できるコンセプト創出に向けた３つのテーマを
掲げています。プロダクトデザインでは｢美しい造形」、インターフェースデザイ
ンでは｢気持ちよく、わかりやすい操作性」、UD（ユニバーサルデザイン）では
｢便利な機能を多くの人に」です。感性科学博士としてユーザーテストを専門とす
る私の役割は、ユーザビリティ評価によって裏付けられたUI（ユーザーインター
フェース）の開発とデザインの推進、さらにUX（ユーザーエクスペリエンス）を
より心地良く、満足度の高いものにしていくことです。ユーザーにとって何が望ま
しいのか、ユーザーにとって使いにくいものになってはいないか、常に検証しなが
ら開発を進める「ユーザー中心設計」をデザイナーやエンジニアに啓発し、浸透さ
せていくことに力を注いでいます。

デザイン研究所には、使いやすさや気持ち良さを検証する「ユーザビリティ評価
室」をはじめ、自動車、キッチン空間など目的や用途別の実験・評価スタジオが設
けられています。こうした施設を利用して、可能な限りユーザーの利用環境を再現
し、実際に高齢者や未熟練者、障がい者といった方々に製品や評価用プロトタイプ
を使用してもらうことで自社製品の課題を抽出しています。たとえばエレベーター
のユーザビリティ評価や、工場の製造ラインにおける作業環境の評価なども担当し
ます。

その中の一つがトレインビジョンの開発プロジェクトです。トレインビジョンと
は、電車などの公共交通機関を、あらゆる人が安心して利用できるように考えられ
た列車内映像情報システムです。従来、音声アナウンスでしか得られなかった列車
案内や次の停車駅情報、さらには路線図、マナー案内などの旅客案内情報を、車両
内に設置されたディスプレイに映像や文字情報で表示します。これによって、耳の
不自由な人はもちろん、日本語が理解できない外国人や、土地勘のない人でもスト
レス無く鉄道を利用できるようにしました。

「ユーザー中心設計」を啓発し、浸透させること。

ユーザーの「使いやすい」「気持ちいい」を科学的に分析、評価。



このプロジェクトにおける私の役割は、ユーザビリティ評価を通して営業、エンジ
ニア、デザイナーと協働しながらUXを開発すること。開発においては、機能が斬
新で高性能であればあるほど、ユーザーのためになると思ってしまいがちですが、
ユーザー不在のデザインや設計がユーザーの真の満足を引き出すことはありませ
ん。追求すべきは、私たちではなくユーザーの「使いやすさ」「気持ちよさ」なの
です。ユーザビリティワークショップや視線計測、主観評価を含めたモデルユー
ザーによる評価実験などを繰り返し実施するのは、さらなる品質向上のため。三菱
電機の品質追求において、妥協は許されません。関係者も多い中、各自の意識の差
を埋めながら進めていくことは困難なことでしたが、トレインビジョンのユーザビ
リティ評価は、HI（ヒューマンインターフェース）学会での論文発表や特許技術
の取得、『IAUD（国際ユニヴァーサルデザイン協議会）アウォード 2013』の交
通部門での金賞受賞につながるなど、大きな成果を上げることが出来ました。

“どんな有益な情報も伝わらなければ表示する意味がない”とはトレインビジョン開
発の基本の考え方ですが、公共設備であれ、公共サービスであれ、結局のところ使
う人の立場になっていなければ世の中に提供する価値は無いのかもしれません。こ
のプロジェクトを通して、改めて学ぶことができました。だからこそ、ユーザビリ
ティ評価という科学的アプローチを通じて気付いたこと、分かったことを、自社ブ
ランドのブラッシュアップに活かしていきたいと思います。これからも三菱電機の
製品があらゆる人の役に立ち、世界中の人に喜んでもらえるように貢献していきた
いです。

あらゆる人に意味のある、価値のあるものづくりのために。



2006年

2007年

2010年

2014年

2017年

Career Profile

入社。デザイン研究所に配属。研修や社外活動を通じて、UD（ユニバーサル
デザイン）の必要性を学ぶ。

ユーザビリティ評価及びUD推進を含めたUX（ユーザーエクスペリエンス）向
上を任される。主に公共交通機関の列車内情報システム「トレインビジョン」
や車載機器のユーザビリティ評価を担当。

出産・育児休職。翌年復職。

現在は交通系デジタルサイネージの他、空調システムの快適度を指標化する生
理計測など、主に三菱電機製品の感性評価を担当する。

ソリューションデザイン部へ異動。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

小学生の頃から、宇宙に憧れる女の子でした。大学の工学部に進学したのもロケッ
トや往還機といった宇宙に行くための手段について研究したいと考えたからです。
大学院に進んだ年、アメリカの民間企業が開発した往還機が宇宙空間に向けて弾道
飛行を実施すると知り、カリフォルニア州のモハベ砂漠まで見に行きました。それ
まで宇宙とは遙か向こうにある未知の空間で、強い想いと大きな覚悟を持って“目
指すべきもの”だと思っていました。ところがその往還機は、3分余りの無重力状
態での宇宙飛行を経て、あっという間に戻ってきました。その様子を目の当たりに
した私は、既に宇宙が身近な存在であることを知ります。「どうやって宇宙に行く
かを考える段階は終わり、どうやって宇宙を人類のために利用するかを考える
フェーズに移行している」ことに気付いたのです。宇宙の実利用に寄与する国内屈
指の人工衛星メーカー、三菱電機の存在を強く意識するようになったのは、この旅
行がきっかけでした。

誰もが気軽に 宇宙を利用できるような、
そんなワクワクする時代を 私たちの技術で。

宇宙は“目指す”場所から“利用する”場所へ。



入社後、私は人工衛星に搭載する「サテライトコントローラー｣の開発に4年間携
わります。衛星はひとたび宇宙空間に出ると、約15年にわたって休みなく働き続
けます。もちろん宇宙ではひとりぼっち。誰も頼れないので太陽電池パドルで自ら
電力を賄い、不具合が生じないよう常に自分自身の体勢や温度、通信状態を管理し
ています。万一、故障を検知した場合には、衛星自身で壊れた部分を遮断するなど
して、システムの再構成を図るといった機能まで搭載していますが、これらの自律
的な制御をつかさどるのがサテライトコントローラー。衛星を我が子同然に思える
ようになったのは、衛星でもっとも人間らしい部分の開発に携わったおかげかも知
れません。

5年目に入ると、現在のシステム部門に異動します。ここでは衛星全体の、電気系
統のシステムインテグレーション及び試験や調整、デザインレビューを任されてい
ます。衛星は「姿勢制御」や「データ処理」、「電源系」といった複数のサブシス
テムによって構成されていますが、これらサブシステムを合理的かつ効果的につな
いでシステム全体の最適化を図り、より軽くより丈夫で、より省エネな賢い衛星シ
ステムに仕上げることが私の役割です。たとえば、消費電力や充電能力から太陽電
池パドルのサイズや、各消費モードにおける電力配分を割り出して、電源系チーム
に設計要件を渡したり。地球観測にさらなる精度が要求される場合には、姿勢制御
チームに対してセンサーアクチュエーターの具体的な安定精度を要求することもあ
ります。

入社1年目から現在まで人工衛星の開発一本です。



2010年からシステム設計を担当した商用通信衛星『TURKSAT-4A/4B』の開発プ
ロジェクトは本当にいい経験になりました。お客様はトルコの国営衛星通信事業者
なのですが、事業主をコンサルティングするのはカナダの衛星会社。さらにアメリ
カ、ヨーロッパ、日本で製造されたコンポーネントを、私たち三菱電機がインテグ
レーションし、打ち上げはロシアのロケットという国際色豊かなプロジェクトだっ
たのです。Turksat社は過去5機の衛星をすべて欧州メーカーから調達していたの
で、日本メーカーとしても重要なプロジェクトでした。

欧米の開発手法はトップダウン。すべての仕様が上から縦割りに定義され、エンジ
ニアの専門分野、役割分担が明確です。ところが私たちのものづくりは、各プロセ
スの境界がオーバーラップしていて、お互いがお互いをカバーしながら仕様を練り
上げるという進め方をします。それは、調整会議を繰り返し、チームでアイデアを
出し合いながら、専門領域の壁を越え、より良いものをみんなで作り上げていくた
めです。そうした日本的な仕事の進め方を、お客様には当初理解していただけず、
「どうして最初に決まった何かがなくて衛星を作ることができるんだ！」と私たち
に対して不信感を抱いていたようです。その誤解を解くために、私たちはお客様と
何度もディスカッションを繰り返し、メールで済ませることなく、対面で、とにか
く誠実にていねいに粘り強く説明しました。おかげで文化や宗教が違っても、ちゃ
んと向き合って諦めずに話し合えば、お互い分かり合えることを体験し、誰と組ん
でもやっていける自信がつきました。

そうした苦労もあり、2014年2月、衛星の打ち上げに成功した時はいつにも増し
てうれしかったことを覚えています。今後はカタールの国営衛星通信事業者から受
注した商用通信衛星の開発プロジェクトに着手します。今回は品質だけでなく、短
納期という点においても成果を上げ、あらゆる面で欧米の人工衛星メーカーと肩を
並べたいという強い想いがあります。

ほとんどの場合、人工衛星の開発は国家プロジェクト。国民の血税を使って仕事を
させてもらっている以上、決して失敗は許されませんし、プロとして恥ずかしくな
い仕事がしたい。そして、いつの日か「通信・放送」「GPS」といった既存のサー
ビスだけでなく、宇宙というフィールドを使ったまったく新しい、インフラなり
サービスなりを生み出せたらと思っています。地球上の誰もが気軽に宇宙を利用で
きるような、そんなワクワクする時代を私たちの技術でグッと引き寄せたいもので
す。

大きな成長機会となったグローバルプロジェクト。

カタールの衛星開発で世界のトップレベルと肩を並べたい。



2006年

2010年

2012年

2014年

Career Profile

入社。鎌倉製作所に配属。人工衛星本体の体勢や通信システムを自律的に制御
する『サテライトコントローラー』の開発に携わる。

現在の部署に異動し、人工衛星のシステム設計を担当。主に電気系システムの
インテグレートにより衛星システム全体の最適化を目指す。

出産・育児休職。

日本の衛星メーカーとして初めてアラブ諸国から受注した商用通信衛星のシス
テム設計を担当。2016年末の打ち上げが予定されている。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

トライ＆エラーの先に、
世界初の技術が きっとある。



学生時代の研究テーマは、非平衡プラズマを用いたVOC（揮発性有機化合物）の
除去技術でした。メーカーの生産過程などで放出される大気汚染の原因となる有害
物質を、プラズマを用いて無害な物質に分解する研究です。他の研究室と違ったの
は、対外活動が多かったことです。医療機器メーカーと共同で研究開発を行ない、
具体的な製品化に携わってきました。この経験から、基礎研究よりも直接モノに触
れる製品開発に強く興味を持ちました。三菱電機には、自分の研究テーマにマッチ
した研究所もありましたが、それよりも製品づくりの現場である製作所での勤務を
希望しました。

様々な研究所や製作所をまわりましたが、和歌山の冷熱システム製作所では、現場
主義をより強く感じ、配属を希望しました。決められた範囲の業務に携わるより
は、一人ひとりに与えられる仕事の範囲が広い製作所で現場と深く関わっていきた
いと思ったからです。もちろん大変なこともありますが、今振り返ると、その選択
は間違っていなかったと感じています。入社以来、『空調機をコントロールする制
御機器』に使われる基板の、はんだ付け技術に取り組んでいます。基板は様々な製
品に使われているので、自分の専門以外の領域を経験することで学べる点も多いで
す。私も、三菱電機全体の製造を支援する生産技術センターへ行き、1年間OJTで
勉強させてもらうなど、空調機以外の基板技術も経験させてもらいました。違う考
え方や視野を身につけ、さらに技術を進化させていきたいと考えています。 

最近では、既存設備の改良による新機種開発の動きが
活発化しています。これまで蓄積されたノウハウを
ベースに、新しいことを試しながら技術を進化させて
いく。今はまだ確立されていないような技術開発が求
められる場面も増えています。また、これからは国内
だけでなく、海外向けを視野に入れた技術開発が必須
となります。実際にタイなどの海外へ行き、現地での
生産ライン立ち上げの支援も行なっています。生産ラ
インの立ち上げにおいて重要なことは、設備の準備は
もちろんですが、現地で働く社員のみなさんに三菱電
機の品質に対するこだわりを理解してもらうことで
す。海外の現地スタッフとのコミュニケーションは価
値観や志向の違いから苦労することも多くあります
が、根気よく話すことで必ず伝わります。意識をお互
いに高めあい、さらに海外での生産性を高めていきた
いと考えています。

研究よりも現場主義。製品化にかける想い。

絶対に譲らない。「品質」への取り組み。



技術は常に進化し続けています。世の中の動きを見
て、常に技術力を更新していかないと、世界から遅れ
をとってしまいます。そのため、三菱電機では業界の
動向分析や情報収集、部署を超えた技術の共有などの
取り組みの一つとして、ワーキングと呼ばれる全社会
議を実施しています。各製作所から代表一人が集まっ
て課題や要求を持ち寄り、挙がったテーマごとにサブ
ワーキングというグループを組んで課題解決に取り組
みます。私も製作所・製品の枠を超えた情報共有や連
携ができるこの活動に興味があり、自ら立候補して参
加させてもらいました。ここで得られる知識やノウハ
ウ・人脈は、自分の担当する製品の向上にとても活か
されています。この活動は、三菱電機全体の技術力向
上に関わる取り組みであり、冷熱システム製作所の代
表として大きな責任を感じています。

ワーキング活動は、第一線で活躍されている専門家の方ばかりが参加しているの
で、とても貴重な経験をさせてもらっています。今はその中で、サブワーキングの
リーダーに選ばれ、課題解決に向けて率先して進めているところです。基板はあら
ゆる製品に使われています。その技術は製作所を超え、製品の隔たりがありませ
ん。だからこそ、他の製作所とコミュニケーションを取ることを大切にしていきた
いと考えています。今はまだない新技術を導入できれば、三菱電機全体の製品開発
にもつながっていくと信じています。今はまだ試行錯誤段階ですが、いつか、きっ
と、三菱電機全体でシナジー効果を発揮できるような、世界初の技術を生み出して
いきたいです。

三菱電機全体の技術力を底上げするワーキング活動に参加。

その技術は、全製品に、世界に、影響を与える。



2007年

2010年

2011年〜

Career Profile

入社。冷熱システム製作所にて空調機の基板のはんだ付け技術に取り組む。

三菱電機全体の課題解決や研究開発を行なう生産技術センターに1年間OJTと
して派遣。空調機以外の製品に触れ、新たな視野で開発に挑んでいく。

冷熱システム製作所の製造管理部に戻り、国内製品の技術開発や海外工場の立
ち上げを行なっている。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

ものづくりのための ものづくり。
良い製品は必ず、 良い工場から 生まれていま

す。



群馬製作所は、省エネルギー機器として注目を集める家庭用の高効率ヒートポンプ
式電気給湯機『三菱エコキュート』をはじめとする電気給湯機の専門製作所です。
この製作所内の設備投資やレイアウトの変更を通じて、製品の品質向上やコストダ
ウンなどを踏まえたより良いものづくりを実現していくことが私たち生産技術部門
のミッションです。なかでも私の主な業務は、製作所内の投資計画の策定と管理。
生産性改善に向けた合理化投資や、開発・設計で必要な評価設備・建屋・電力イン
フラの更新など、長期的な視点で製作所の方向性を検討しながら進めています。例
えば当製作所では、工場建屋などに当社製の太陽光発電設備を導入していますが、
これも綿密な投資計画による裏付けをもって実行したものです。具体的な成果とし
て、太陽光発電により工場で使用する電力の約10％を賄うことで電力会社との契
約電力量を減らすことができ、電力のトータルコストを下げることに繋がりまし
た。このような投資による効果の事前評価が、投資計画担当としての主な業務で
す。コストだけではなく、太陽光発電設備の導入によって省エネ先進工場としての
ＰＲが可能になることなど、数値に表せない効果・影響も総合的に評価しなければ
ならない点が、投資計画策定の難しいところであり、面白いところでもあります。

以前、製作所内の部品倉庫の再配置を目的に、構内に
新しいトラック通路を開通させ、納品業者トラックの
動線を改善したことがありました。その際、構内道路
の拡張やそれに伴う部品保管庫などの解体にあたり、
建設業者とのやり取りが生じました。それに加え、新
しい通路の開通によって部品の納入場所の変更が必要
になる業者との折衝など、これまでに経験したことの
ない業務も多く、とても苦労したことを覚えていま
す。おまけに計画段階では倉庫内にすべての部品を収
容できるはずでしたが、当時の生産負荷変動により部
品の在庫量にも影響が及んだことなどから、一部の部
品が倉庫に収容できないという事態が発生してしまい
ました。これにより、在庫縮減や保管方法見直しなど
追加改善の必要が生じましたが、部品調達部門などの
スタッフと連携しながら乗り切ることができました。
苦労した分、トラック通路が開通し、大きく変わった
工場の風景を見た時は喜びもひとしお。この時感じた
達成感や、関係者と力を合わせて困難を乗り越えた経
験を、いつまでも忘れないようにしたいと思います。
ちなみに物流改善は、製作所内だけの話ではなく、出
荷後の配送について改善を実施するケースもありま
す。例えば、完成した製品を全国各地の配送センター
に送る際の効率的な輸送手段・ルートや、製品の輸
送・保管効率などについて、時には生産技術センター
の技術者や設計課の包装改善のチームとも連携しなが
ら改善に取り組んでいます。

品質向上も、省エネも。より良いものづくりの実現。

目に見えて“工場が変わる”と大きなやりがいにつながります。



群馬製作所では、工場の一角に生産エリアを構えるグ
ループ会社に電気給湯機の基板やリモコンの製造を委
託しています。私が入社３年目の年に、同社から老朽
化した製造機器を新機種に置き換えたいという設備投
資の要望が上がってきたのです。これを受け私たち生
産技術部門は、「製造戦略」の策定に着手しました。
単に設備の入れ替えありきで検討を進めるわけではな
く、給湯機事業の拡大による基板・リモコンの増産に
対応するための工場全体の整備、さらには社内の他拠
点製品の基板やリモコン製造を取り込む可能性までを
視野に入れて、製造機器を新しくすべきかどうかを評
価するわけです。このような大きな案件を入社３年目
の私が任されるとは、正直なところ驚きでした。ただ
そのおかげで、年度毎の生産性改善計画や設備投資と
その回収費用算出、海外生産との比較など、1つの企
業の製造全般に関わる検討を経験することができまし
た。なにより、経営に大きく関わる内容について幹部
の方々と議論できたことは、自分の仕事がいかに責任
の重いものかを実感する機会になりました。

私が三菱電機を選んだ理由は、様々な分野で高度な技術を持っていることはもちろ
ん、製作所が多種多様な部門を有し、オープンに連携している点に注目したからで
す。特にモノをつくる工場と同じ敷地内で「営業」「開発・設計」「品質管理」と
いった部門が業務を行っていて、ものづくりにおいてお互いの意見を自由に交換で
きる環境は実に魅力的に映りました。実際、まだまだ若手である私の提案に対して
も、製造現場の方々は積極的にトライしてくれますし、建設的なアドバイスをくだ
さいます。そんな製作所の人たちのためにも働きやすく、ムダやロスのない効率的
な工場運営を実現していきたいです。そのためにも省エネやインフラ強化の点でこ
れまで以上に所内の歩調を合わせ、製作所内全体のレイアウト策定に取り組みたい
と考えています。群馬製作所は三菱電機グループの中で比較的小さな製作所です
が、創意工夫と高い意識、行動力で全国にある他の製作所のお手本となるようなモ
デル工場に成長させていきたいと思います。

入社3年目、「製造戦略策定」への挑戦。

全員のシナジーで、モデル工場への成長を目指す。



2008年

2010年

Career Profile

入社。群馬製作所製造管理部 製造企画課に配属。作業研究グループに所属
し、給湯機の現場作業改善による生産性向上の業務に従事。

同課生産技術グループに異動。製作所の投資計画の策定・管理を中心とし、出
荷製品の物流改善業務、構内レイアウト計画策定・管理業務を担当。現在に至
る。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

できるだけ 現場の息づかいや 温度を感じなが
ら。

人が人のためを思って 実行する
業務改善でありたい。



生産企画課に所属する私の担当業務は、福山製作所の主要ビジネスユニットである
「配線用遮断器(いわゆるブレーカー)」の製造現場を支援すること。作業改善や作
業者毎の時間配分を見直すなどの業務改善を通じて、現場スタッフの働きやすさや
作業効率を最適化した製造ラインを設計、導入することが主な業務となります。具
体的には“必要なものを、必要なときに、必要なだけ、生産する「JIT（Just In 
Time）生産方式」”に基づく改善活動、一言でいえば“無駄取り”です。たとえば、
労働力の無駄遣い、リードタイムの無駄遣い、物流やスペースの無駄遣いを改善す
ることで、それまで10人でやっていた作業を9人で、あるいは30分かけていた工
程を25分でできるように業務の効率化を図り、現場を支援することが私のミッ
ションです。

この他、国内では技術仕様の管理、あるいは遮断器の設計・システム開発・部品の
製造を委託している外部の協力会社や製造工場に対する支援も担当しています。一
方、海外では2014年10月に設立20周年を迎えた中国大連市の工場や、2012年に
遮断器の製造を開始した福建省厦門の工場で、新機種製造移管に伴う製造ラインの
立ち上げや、現地スタッフの教育研修といった業務を推進しています。

つい先日も大連に出張し、福山製作所主催のセミナー「中国ものづくり研修」を責
任者として企画運営してきたばかりです。この研修は毎年大連工場で実施されてい
るもので、日中双方の製造現場で管理者レベルにあるスタッフが混成チームをつく
り、一週間かけてみっちりと大連工場の業務改善を検討、実施します。日本からの
参加者が、長年培ってきた福山製作所の製造業務に関する知見やスキルを大連工場
のスタッフに伝えるだけでなく、大連工場の生産ノウハウや業務改善から知見を得
て、福山へ持ち帰るという技術交流を兼ねた研修となっています。研修プログラム
の最後には、チームで協力して、業務改善に関するレポートをまとめ、大連工場の
トップに研修内容の成果報告を行います。こうしたセミナーを製作所の人事研修課
とともに企画し、運営することもまた私たちの仕事なのです。

セミナーを終え、私がいつも感じることは、自分たちが働いている職場を少しでも
良くしたいという想いは、みんな一緒だということです。大連スタッフのそうした
想いは、日本人スタッフのそれに勝るとも劣らない。それは厦門工場のスタッフも
同様で、大連に追いつき追い越せの気持ちで業務改善に取り組んでいます。そんな
想いが伝わってくると、こちらの指導にも熱が入ります。

製造部門の業務改善を通じて、 現場スタッフをバックアップ。

自分の職場を少しでも良くしたいという想いは万国共通です。



今でこそ中国工場における業務改善について、現場管理者を指導する役割を担って
いますが、入社1年目の頃は、私が身につけていた生産技術や設備導入、業務改善
に関する知識などはまだまだ不十分でした。ですから、生産企画課に異動したばか
りの入社2年目、業務改善のテーマを与えられてもパソコンの前で悩むばかりで、
いいアイデアなど浮かぶはずもありませんでした。そんな私の様子を見かねたの
か、当時のトレーナーでありグループリーダーだった上長から「現場にどんどん行
け！」「机の前に座るな、現場に行って来い!!」とアドバイスをいただきました。
事務所に居たままどうやって現場を支援するのだ？ということです。さらに「現場
の人たちに顔を覚えてもらって、とりあえず50点の出来でも構わないから現場で
業務改善を考えてこい」と。「やってみないと分からない。失敗したって構わない
から、前に進みながら経験を積め」と言ってくれた上長の言葉で、目が覚めまし
た。実際、机の前でパソコンを睨んでいるのではなく、現場を歩き回って、現場の
人たちと積極的に関わるようになると、課題が見えてくるようになりました。ここ
から私の仕事のやり方が変わりました。この経験から、新人の私でも現場からヒン
トをもらうことで、50点のアイデアを100点に近づけることができ、業務改善に
貢献できると実感したからです。

生産企画の仕事の難しさは、やはり、関係者の意識や想いの違いを調整し、同じ方
向に向かうようにリードすることで業務全体を最適化していくところだと思ってい
ます。たとえば、単純にこの業務の無駄を省けば、利益率はこれだけ上がるという
ことは、定量的には計算できます。理屈も分かりやすい。しかし、だからといっ
て、必ずしも業務効率が向上するとは限りません。生産性も同様です。無駄を省い
て、生産性が向上するとしても、品質が低下してしまう可能性があるとすれば、そ
の改善策は実施するべきなのか、するべきではないのか。品質検査をクリアできる
範囲内であれば、業務効率を優先しましょうという判断もあるが、果たして現場も
賛同してくれるのかどうか。難しい判断です。だからこそ私は、現場の意見を聞
き、こちらの意見も積極的にぶつけていく。現場スタッフとのキャッチボールを大
切にしています。そうして築き上げた信頼関係なくして、業務改善活動は上手く機
能しないと考えているからです。以前、現場の大先輩に言われたことがあります。
「田村、仕事は人間だぞ」「何をするかも大切だが、誰とするかも同じくらい大切
だ」と。その言葉を胸に、これからも現場スタッフが生き生きと働ける職場づくり
を目標に、業務改善に取り組みます。もちろん、すべて一人でこなせるわけではあ
りません。遮断器だけではなく他の製品分野を含め、製作所内外により多くの信頼
関係を構築し、業務改善から三菱電機の品質をこれからも支えていきます。

仕事への取り組み方が変わったのは上長の一言でした。

業務改善には現場との信頼関係の構築が欠かせません。



2006年

2007年

2010年

2013年

Career Profile

入社。福山製作所に配属。生産技術課にて生産設備の改善、導入を担当。

生産企画課に異動。主に製造ラインの設計、JIT（Just In Time）改善活動を
担当。

FAシステム事業本部（本社）に異動。グローバルSCM（サプライチェーンマ
ネジメント）の全体最適化を推進。

福山製作所生産企画課に異動。製作所ならびに海外生産拠点のJIT改善活動や
製造ライン設計、製造スタッフの教育研修などを担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

三菱電機の鉄道車両用空調システムは国内トップシェアを誇ります。海外にも展開
しており、その技術力の高さは多くのお客様から期待されています。私が担当して
いるのは、国内の鉄道会社に向けた空調システムの設計開発。受注前の提案から設
計・製造・試験、そして納入後の保守保全まで、幅広い業務に関わっています。パ
ソコンの前で図面をつくるだけではなく、実際に現場に行って汗をかく。思い描い
ていた設計の仕事とは少し違っていましたが、現場の声を直接聞けるのはとても良
い経験で、新しい発見がたくさんあります。良いものを作るために必要となる大切
な情報源は、現場の声やお客様の声から生まれます。

車両空調システムに求められているものはたくさんあります。あの大きな車内の室
温をコントロールする機能はもちろんのこと、最近では消費電力についても厳しく
みられるようになりました。それから、限られたスペースに全ての部品を組みこん
でいく設計上の難しさもあります。単に設計をすれば良いというわけではなく、作
りやすさ、組み立てやすさも製品の品質向上には必要不可欠だからです。また、設
置後のメンテナンスのしやすさについても要望が多く寄せられます。修理等のアフ
ターサービスにも力を入れている当社ですが、一番求められているのは製品そのも
のの品質です。三菱電機だからできて当たり前といった信頼を勝ち得るような製品
をつくりたいと思っています。

寒がりな人にも、 暑がりな人にも、
電車の中が 快適空間であるように。

国内シェアNO.1だからこそ、 当たり前に求められる品質。



鉄道会社によっても、路線によっても求められる性能
が違います。たとえば、電車の中にはたくさんの人が
乗車しますが、人によって体感温度って違いますよ
ね。それでも、一人ひとりに合った快適な温度調整が
求められます。難しいところではありますが、要望が
ある限り応えていくのが私たちの仕事。お客様の声
は、その先にいる鉄道利用者の声です。現実的に実現
が困難な要望や、まだこの世に開発されていない技術
が必要な要望もあったりします。しかし、その求めら
れている要望の高さが、三菱電機への期待の大きさ。
その期待に応えていくため、開発課とも連携して、今
までにない新しい空調設備を作ろうと動きはじめてい
ます。

良い製品を作るためには、現場の声を聞くことが何よ
り大切。入社3年目が過ぎ、ようやく一通りの業務を
任せてもらえるようになった今、強く感じていること
です。車両空調システム部の中に、経験・技術ともに
レベルが高く、困った時この人に聞けばなんでもわか
る！という頼れる方がいるのですが、その人は設計職
でありながら、現場の人と会話をすると、その人の名
前が出てこないことはまずありません。それだけ、現
場に足を運んでいるということなのですよね。だから
こそ、現場での信頼も厚い。自分にはまだまだ足りな
いなと感じています。経験を積んで、何でも答えられ
る人になりたいですね。「車両空調システムのことな
ら、古賀に聞け！」と言われることを目指していま
す。

お客様からの要望の高さが、期待の大きさ。

現場で、必ず名前が上がる設計者になりたい。



今は国内を担当していますが、いずれ海外のお客様を相手に仕事がしたいと思って
います。大きく左右されるのは気候です。人口が多くて気温50度にもなるような
国ですと、製品の性能や機能の面でも日本とは大きく変わります。そのほか低予算
の金額面や短納期などの特記事項も多く、海外で求められることは山ほどありま
す。でもクリアしなければいけない問題が多い分、乗り越えてやろうという気持ち
になります。日本国内でNO.1のシェアを獲得しているため、世界でもトップクラ
スの売上規模ではありますが、世界の人から見れば、まだまだマイナー。三菱の品
質の良さを海外の人にもわかってもらえるような製品の開発、提案活動をしていき
たい。車両空調システムの世界シェアNO.1を目指します。

目指すのは、世界シェアNO.1。



学生時代

入社を決めた理由

2011年

Career Profile

機械工学システム部専攻。大学4年生から大学院まで、実験用ヘリコプターの
飛行制御をテーマに研究。実験を繰り返しながら日々研究に没頭。その成果を
数々の学会で発表するなど、充実した学生生活を送る。

人の生活に関わる身近な製品に興味を持ち、電機メーカーを中心に就職活動を
行う。セミナーやOB訪問で、製品が形になる喜びを熱く語る社員に惹かれて
入社を希望。自分の作っている製品に誇りを持っている姿に、自分もそうあり
たいと強く感じた。

入社。長崎製作所　車両空調システム部に配属。1年目で新製品や新規事業の
研究開発拠点でもある先端技術総合研究所へ長期出張。最先端技術を研究する
場所で、熱流体解析技術を学ぶ機会を得る。ここでの経験が、今の空調システ
ム設計開発にも生かされている。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

実は学部生、院生時代、私はヒューマノイドロボットの研究に取り組んでいまし
た。洗濯物をたたんだり、視覚による認識の可能性など、人型ロボットによる生活
支援をテーマに、研究を続けていたのです。だから 採用面接の時には、なぜロ
ボット研究の道に進まないのか質問されました。
でも、実用化という点で言えば、ロボットの研究開発は先の長い話になります。で
きれば、もうすこし短いスパンで成果物になるもので、実際に暮らしの中で利用さ
れる製品の開発がしたいと思い、家電系を希望しました。

三菱電機を選んだのは、家電製品を専門にした研究所があったこと。もちろん、他
のメーカーも研究されている部署はありますが、製品開発と一緒であるとか、全社
的な中央研究所というケースがメイン。三菱電機には、身近な製品である家電製品
を専門にしている研究所があることに魅力を感じたのが大きいです。最終面接の前
にジョブマッチングの面談を実施するなど、希望の部署に配属してもらえるスタイ
ルでしたし、実家も大学も大学院もずっと関東だったので、希望する研究所が神奈
川にあったこともポイントでした。こうして私が勤務することになった住環境研究
開発センターは、新たに製品化される家電や空調の売りとなる技術や新しい機能を
生み出す研究開発拠点。技術を駆使して、暮らしの質を向上させることを目指して
います。

新しい技術を取り入れ、
事業の可能性を 広げることが

私のミッションです。

日々、新技術のことばかり考える仕事です。



たとえば、CMでお馴染みの住宅向けエネルギー管理
システム『三菱HEMS（ヘムス）』は、主として私が
所属するシステムエンジニアリング部で開発を進めて
きた技術。
いろいろな家電をネットワークでつなぎ、暮らしに必
要なエネルギーをかしこくコントロールしながら、便
利で快適、しかも省エネな暮らしをアシストする技術
です。一方、私が入社以来担当しているのは、同じ
ネットワーク技術でも主にビル空調設備のコントロー
ラー系。集中管理や、エネルギー管理あるいはイン
ターネット遠隔監視を実現する制御装置と、制御装置
に必要なハード・ソフトウェア技術、GUI（グラフィ
カルユーザーインターフェース）構築技術の開発に取
り組んでいます。もうすぐ丸3年。ビル空調の省エネ
と快適を両立させるシステム開発の奥深さがやっとわ
かってきたところです。

何しろ空調を設置するビルが建つ場所の気候風土や、
建物自体の気密断熱性能が違うほか、フロアや部屋の
利用状況、テナントの業種業態によってもシステムの
考え方が変わります。そもそも快適は、人によって感
じ方が違うわけです。もっと言えば、空調設備にス
ペックを求めるか、省コストを求めるか、省エネ性能
に関心のあるオーナー、テナントによってもプライオ
リティが異なります。だから最近は、周囲でビルメン
テナンス業務など、直接お客様と会話される方と打ち
合わせする機会があると同席させてもらい、直接いろ
いろな方の話を伺うようにしています。今のところ、
ビル空調の理想的なコントローラーは、あらゆる利用
状況にあわせてカスタマイズできる柔軟なシステムに
するのが正解に近いのかなと思っていますが、まだま
だ道半ばです。

ビル空調の省エネと快適の両立をめざして。

技術開発には、利用する現場の理解が欠かせません。



実は去年の秋、学生時代から知り合いだった彼と結婚しました。その前後で環境に
大きな変化はありませんが、この先、出産・育児となった際、会社や周囲の人間に
甘えるばかりではいけないと思っています。職場に復帰後も主体的に仕事をつくり
だし、新しい技術提案もしていきたい。そのためには今のうちに出来るだけスキル
を磨いておきたいですね。たとえば、海外の事業所や研究所で担当業務を続けなが
ら、語学を学ぶ「海外OJT」のプログラムを利用するなど、今しかできない勉強や
経験を積んでおきたいです。そうすればママになった時に押し寄せてくるであろう
様々な波にも緩急つけて対応できますし、いま技術を貯金しておけば、余裕を持っ
て働けそうな気がします。
事業の可能性を広げていくことが、研究所そして私のミッション。家電分野はハー
ドウェア、ソフトウェア、通信、電気回路など幅広い知識が必要となるので、新し
いことに積極的に挑戦しながら学び続けることで、仕事を創造できるエンジニアで
ありたいと考えています。

いつまでも“仕事を創造できる”技術者に。



2011年 入社

2012年

2013年

Career Profile

住環境研究開発センターに配属。
主にビル空調システムの省エネ運用技術開発に携わる。

上記業務に並行して、白物家電やビルエアコン等のユーザーインターフェース
部分の開発支援を担当。

炊飯器のモデルチェンジに合わせ、使いやすく分かりやすいインターフェース
を目指して、フルドット液晶を適用。そのための技術開発を担当し、現在に至
る。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

現在、私は受配電システム部の、オフィスビルや工場などの施設内に設置されてい
る受配電設備のシステム設計を担当するセクションに所属しています。ご存知かも
知れませんが、発電所から送り出される電気は、送電線内での電気抵抗によるロス
を抑えるため、12万〜50万ボルトといった高い電圧に変圧後、送電されます。そ
して、特別高圧変電所、一次・二次変電所、配電用変電所といった変電所で徐々に
電圧を下げられ、業務用（3,300〜77,000ボルト）や一般家庭用（100／200ボル
ト）の電気として届けられています。このうち業務用の電気を各施設で「受電」
し、オフィスビルであれば空調・照明、セキュリティシステム、昇降機など、建物
内の様々な設備の負荷に合わせて「変電・配電」し、送り届けるのが受配電設備。
この設備のマザー工場が、受配電システム製作所であり、同製品の設計、製造から
納品、テストまでの業務一切を取りまとめる“司令塔”が私たちです。

具体的には、本社や全国の支社の営業が受注した受配電設備の開発案件を、受配電
システム製作所が一手に引き受けます。プロジェクトを担当するのは私たち。本
社・支社営業からバトンタッチして、お客様との打ち合わせやマスタープランの構
築から提案までを担当し、その後、細部を詰めながら、システムの完成を目指すの
です。システムが決まるとハードとソフトの設計部隊に図面作成の指示を出し、そ
の図面をもとに製造部隊への製作指示出しをしていきます。その間、スケジュール
と予算も私の方で管理します。このように製品の仕様決定から生産、現地納入まで
一貫して関わり、全てを取り仕切るのが私のミッション。責任は大きいですが、そ
の分やりがいも大きい仕事です。

私が書いた一枚の図面で 今日も工場が動き出す。

一言でいえば工場の“司令塔”です。



この業務の醍醐味は、やはり大勢の人間が関わり、
チームで一つの仕事をやり遂げるところにあります。
もっとも最初の頃は、仕事の醍醐味を味わう余裕はあ
りませんでした。何しろ、私がチームを組んでいる人
たちは、それぞれのプロセスのプロ。当然その分野に
おけるスキルや経験は、私より上です。その相手に新
人の私が指示を出し、取りまとめていくわけですか
ら、緊張するに決まっています。それでも分からない
ことを放っておくわけにはいきません。設計のことは
設計部門に、製造のことは製造部門に、テストのこと
はテスト部門にと、製作所内を駆けずり回って、教わ
りながら身に付ける毎日です。メールや電話はあまり
使いません。相手の顔を見て話した方が、多くのこと
が学べますし、信頼関係を築くことができると考えて
いるので、Face to Faceのコミュニケーションを大切
にしています。

入社から1年半くらいが経った頃でしょうか、それまではお客様のところへ打ち合
わせに行くにしても先輩社員と一緒だったのですが、徐々に「一人で行ってこい」
と言われる案件が増えました。そんな中、オフィスビル既設の受配電設備の改造工
事を担当。お客様から求められた条件は、通常通りビルを営業しながら限られた時
間内で工事を行うという、当時の自分にとってはハードルの高いものでした。何し
ろ、改造手順や方法を間違えれば、停電の恐れがある工事。一発勝負で、絶対に間
違いは許されない。工事の成否は、設計である私の手腕に大きく左右される。そん
なプレッシャーの中、膨大な図面を一枚一枚根気強くチェックしたことを覚えてい
ます。この時の経験が、後の財産になったことは言うまでもありません。

こうした案件以外にも、社会インフラの一部を支える仕事に携わっている責任の重
さを感じることは多々あります。受配電設備が止まることは施設内の電気機器が全
て止まること。それが工場であれば生産ラインはストップし、データセンターや金
融機関などでは業務停止に陥ると同時に大規模な顧客データの喪失につながりま
す。病院では、生命維持装置の停止など生死に関わることになりかねません。だか
らこそ私たちの仕事は、あらゆるケースを想定しながらプランを構築しなければな
りませんし、万一の時にも最低限の電力を安定供給できる受配電設備を提供しなけ
ればならないのです。

信頼関係を築くのは、Face to Faceのコミュニケーション。

もがきながらも、少しずつ手応えを感じ始めています。



私が理系を、エンジニアの道を志したのは、自分が中高生の頃、父親が好んで見て
いたテレビ番組の影響が大きかったと思います。その番組は、終戦から高度経済成
長期までの製品開発プロジェクトなどを取り上げ、技術者たちの奮闘を追ったド
キュメンタリー。ものづくりという仕事に感動し、そこに描かれた技術者のカッコ
良さにしびれました。

私は、まだまだ日々の業務で一杯一杯。もちろん、あの番組の登場人物のようには
いきません。でも、あの人たちと同じように、技術者として恥ずかしくない仕事を
することはできると思っています。まずは、日々の業務を着実にやり遂げ、「今回
の設計は福野君にお願いしたい」とお客様から求められるような技術者になりた
い。そして、いつの時代にも、技術の進歩にあわせた最適なシステムを、お客様の
ため、ひいては社会のために提案していきたいですね。

技術者として恥ずかしくない仕事をしよう。



学生時代

入社を決めた理由

2011年

Career Profile

暇さえあれば研究活動に取り組む。大学院に進学してからは、携帯電話のアン
テナなどに使用される「マイクロ波材料」が持つ電気的特性を調べ、その活用
法を確立することに没頭。周波数帯域利用の効率化・省電力化をめざす。

三菱電機が自分の専攻であるマイクロ波技術分野で高い技術力を有していたこ
と。また、電力分野など社会インフラ関連事業において高いシェアを誇ってい
たこと。B to Bでシェアの高い企業は、他社にはない独自の技術を持っている
と考えたため。

入社。受配電システム製作所　受配電システム部に配属。ビルや工場などの施
設内に設置される受配電設備のシステム設計を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

私が配属されたのは、航空機の安全運航に欠かすことのできない航空管制システム
「ARTS」などをつくっている部署。「ARTS」は、もっとも複雑な管制が必要と
なる空港ターミナルで、離発着する航空機を誘導するためのシステム。レーダーか
らの情報に高度な処理を加え、管制室の画面上に便名、航空機の型式、飛行速度、
飛行高度などを表示し、航空機が管制官の肉眼で見えない位置にある時から管制指
示を出せるようにすることで管制官の仕事を助けるとともに、日本の航空インフラ
の安全化、効率化を実現しています。三菱電機が航空管制システムをつくっている
ことは入社するまで知らなかったので、非常に大きなことをやっているんだなと驚
きました。

配属後は、まず先輩から渡された航空管制入門書を読破することからはじめまし
た。空港には、様々な運用ルールがあります。例えば滑走路の使い方。滑走路は風
向きで使う向きが変わります。航空機は向い風で離陸するので、南風運用と北風運
用があるのです。そのあたりが最初に覚えたことですが、運用方法のすべてが分
かっていないと航空管制のシステムはつくれません。空域の地図を読み、航路のポ
イントも把握しなければなりません。覚えることは山積みでしたが、覚えるまでひ
たすら読んで勉強していきました。

大きな空を見上げると、 大きなことを考えます。

航空管制入門書を まずは読破することから。



勉強に没頭する日々が続く中、1年目の終わりには予
測機能に大きく足を踏み入れた航空管制システムのプ
ロジェクトに参加し、主要設計を行うメンバーの中に
私も加わったのです。このシステムでは、天候などの
様々な条件を計算することで、目的地までの運航経路
や交通量、離着陸時刻を予測します。例えば、数時間
後の空港の混雑状況を事前に予測することで、航空機
を滑走路に出す前に、計画的に出発時刻を調整するこ
ともできるようになります。そうすると、迂回飛行や
渋滞のために使っていた燃料のムダが抑えられ、運航
の効率化が実現できます。

このシステムは、多くの人がかかわる大プロジェク
ト。そんな中、私は評価施設でのテスト作業を任され
ることになりました。先輩が「責任はとってやる」と
送り出してくれたので、最終的には思いきりやりきる
ことができましたが、実際は苦労の連続でした。評価
施設での調整ではお客様の意図するように動かず、な
ぜかうまくいかない。考えられることを一つひとつ試
しましたが、なかなか事態は好転しませんでした。引
き渡しの期限はどんどん近づいてくる。そんな状況で
私を支えてくれたのは先輩の言葉。試行錯誤の末なん
とか問題点を見つけ、無事引き渡すことができたので
す。システムがスムーズに動いているところを見たと
きは、感動しました。

予測の範囲を、どこまで伸ばせるか。

「責任はとってやるから、好きなようにやってこい」。



システムもいよいよ羽田への納入・調整のフェーズに
入りました。先日はお客様に機能説明と質疑応答もさ
せていただきました。入社3年目になった私は、これ
からはお客様から何を求められているのか？を一番大
事にするSEになりたいと思っています。ITの知識以
上に航空管制の知識を身につけ、「日本の世情を鑑み
た空港運用を実現するために、こんな管制システムを
つくりましょう」と提案できるようになっていきた
い。自分の提案したシステムで飛行機を飛ばして、日
本の空をもっと大きく使えるようにしたいですし、い
つかは管制を全て自動化できるシステムまでたどり着
きたいという野望も持っています。大きな空を見上げ
ていると、大きいことを考えたくなるんですよね。最
近では飛行機が動いているのを見ると、離陸にかかっ
た時間をついつい計ってしまいます。すっかり飛行機
が好きになりました。もっと乗りたいですね。揺れる
のが、ちょっとまだ怖いんですけど。

私のつくった管制システムで、日本の空を大きくしたい。



学生時代

入社を決めた理由

2009年

Career Profile

情報科学系のことがしたいと思い、画像研究を行う研究室に所属。研究テーマ
は、クルマの事故防止。クルマにカメラを積み、撮影した画像から先行してい
る車両を探す研究を行う。走行中に必ずできる影に注目し、プログラミングと
検証を重ねた。

先輩社員に志望動機を見てもらう機会があり「これでは伝わらないよ」と厳し
い指摘を受けた。その厳しさに、自分のことを真剣に考えてくれていると感
じ、好印象を受けた。人を大事にするというイメージは本当だと実感。入社を
決める。

入社。インフォメーションシステム事業推進本部システム統括部（現インフォ
メーションシステム統括事業部）に配属。航空管制システムの設計・開発、現
地調整作業を担当。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

私が設計を担当しているのは、自動車の燃料システムに取り付ける電磁弁。手の平
に乗るほど小さなパーツですが、大小を問わずガソリンを燃焼して動力を得る自動
車には欠かせない製品です。その役割を説明する前に、自動車のガソリンタンクに
はガソリンの蒸散ガスを逃がす経路が付いていることをご存知でしょうか。過剰な
ガソリンの気化、気圧上昇によってタンクが破裂しないようにするためです。蒸散
ガスをそのまま大気中へ逃がせば引火する可能性がありますし、有害なガソリン成
分が空気中に流れ出てしまいます。だからガソリン車には、蒸散ガスからガソリン
成分を吸着し、エンジンへ送り込んで燃焼するシステムを搭載しています。ところ
が、エンジンへ送り込む量が適当でないと急にクルマのスピードが出てしまった
り、エンストを起こしたりします。そこで必要になるのが、ガソリン成分のエンジ
ンへの流量を制御する電磁弁。自動車の環境性能を高める重要なバルブです。

私は入社以来、電磁弁の設計ひと筋に取り組んできました。長女を出産するまでの
6年弱で3社の国内自動車メーカーを担当。電磁弁は、エンジンの型の数だけ必要
になる製品なので、これまで数十種以上の仕様を手掛けてきました。街中では、私
が担当した電磁バルブを搭載した車が走っていて、見かけるたびに仕事へのモチ
ベーションが上がります。

自動車の 環境性能の追求は
子どもたちの 未来を豊かにすることに

つながっている。

ガスの排出には様々な工夫が 凝らされています。



電磁弁は10点ほどの部品で構成されており、設計は
一つひとつの部品設計から携わります。材料、寸法、
形状、作り方、コストを決め、図面にする。図面も平
面にしたり、3Dにしたりしながら、私の頭の中のイ
メージを私以外の関係者に齟齬無く伝えられるように
します。協力メーカーさんに試作をお願いし、出来上
がったら各種のデータを測定、分析し、自ら評価。耐
久テストなどは実験部門のプロにお願いします。こう
してお客様の要求レベルまで改良を加え、量産の段取
りをつけていく。この一連の業務に最初から最後まで
携わり、また指揮するのが私たち設計担当。責任も大
きく大変ですが、だからこそやりがいがある。自分の
思いがそのまま形になるって本当に面白い仕事だと思
います。

出産育児休職が終わり、職場へ復帰した私を待ってい
たのは、北米自動車メーカーへの新規参入プロジェク
トでした。お伝えした通り、電磁バルブはエンジンの
型次第。売り込むタイミングは基本的に、自動車メー
カーが新エンジン（新車種）を開発するタイミングで
す。今回で言えば、お客様の求める仕様やレイアウト
にあわせて自主開発をすすめ、コンペに臨むというス
テップ。国内自動車メーカーにはないニーズがあり、
試行錯誤する毎日ですが、なんとかしてこのチャンス
をものにしたい。何しろ国内自動車メーカーのプロ
ジェクトが幾つも動いていて忙しいはずなのに、私を
この案件の専任に据え、仕事と育児の両立に配慮して
くれたチームのためにも結果を出したいと思っていま
す。

責任の大きさこそ、設計担当者のやりがい。

チームの期待に「受注」という結果で応えたい。



当社には育児短時間勤務や保育料の補助などの支援制度が数多くあり、ワークライ
フバランスの観点においても、女性も(男性も)仕事を続けやすいように、サポート
してくれている会社です。なにより、復職後も子育てや仕事を両立できているのは
上司やメンバーのおかげ。だから自分で出来るところは、周囲に甘えずやっていき
たいと思っています。

小さい頃から飛行機が好きだった私が、何の疑いもなく理系の道を進み、三菱電機
に入社した決め手は、当時サポートしてくださった大学院OBの人柄でした。どん
な人と一緒に仕事をすることになるのかについても大切に考えようと思ったので
す。正解でした。今後もこれまで通り、気負わずフラットな気持ちで、エンジニア
としての成長、ママとしての成長を目指そうと思います。私の頑張りが環境を守る
ことにつながり、子どもや孫たちの未来を豊かにすると信じて。

2005年 入社

2011年

2012年

自分の成長が、未来を豊かにすると信じて。

Career Profile

三田製作所に配属。自動車の環境性能を向上させるカーメカトロニクス製品の
開発に携わる。ガソリンタンク内の蒸散ガスを処理するソレノイドバルブ（電
磁弁）の設計を担当。

出産・育児休職。翌年復職。

北米自動車メーカーへの新規参入プロジェクトを担当。北米仕様の電磁弁開発
に専心。現在に至る。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

私は学部生、院生時代を通して環境工学を学びました。大雑把にいえば半分は「建
築」、半分は「機械工学」という分野。水処理や環境アセスメント的な勉強にも取
り組みました。こうした社会、環境、街づくりに関わることを研究してきたからで
しょうか、いつかは人の暮らしを支える仕事に就きたいと考えていました。三菱電
機を選んだのは、人工衛星の製造など宇宙開発の一端を担うなど最先端の、高度な
技術力を有する企業だったから。ハイテク組織に身を置いて切磋琢磨し、エンジニ
アとして成長したいと考えたからです。
勤務地は私の希望通り神戸製作所。創業以来さまざまなインフラ関連事業を展開
し、人間の暮らしを支えてきた場所です。そこで私は社会インフラをソフトウェア
で支えるシステム設計課の一員に。最初に手掛けたのは「広域監視制御システム」
でした。たとえば、広い地域に点在する雨量計や風速計、路面温度計、河川の水位
監視モニター、カメラ映像などのデータを迅速に収集し、自治体の中央監視室など
に情報提供を行うというシステム。官公庁および自治体は、こうして集められた情
報を基に、市民に対して防災への備えを促し、一度災害が生じた場合には被害状況
の把握、拡大防止、緊急活動に迅速に対応していきます。こうしたシステムの構築
を通して、暮らしの安全、安心を追求することが、私たちに与えられたミッション
です。

一歩間違えれば 人命にかかわる、
という自覚と 責任を胸に。

安心して暮らせる世の中は 何物にも代え難い。



2005年からは「官公庁向け移動体情報通信システム
の車載情報端末」のソフトウェア設計を担当しまし
た。車両とセンターがリアルタイムに接続され、車両
の位置が分かるだけでなく、情報共有やリアルタイム
な指示ができるようになることで、災害や事故・事件
など緊急時に車両を迅速かつ効率的に運用するための
システムです。当時は、三菱電機という会社の、イン
フラビジネスにおけるフィールドの広さに驚いたもの
です。入社後2〜3年の経験の浅い間は、システムの
中の一つの機能の設計を任せていただきました。私が
一つの案件をトータルに任せてもらえるようになった
のは入社5年目となる2005年。この「官公庁向け移動
体情報通信システムの車載情報端末」のソフトウェア
設計業務を通して、独り立ちできるようになったと思
います。

第一子を授かり、産休・育休明けの2008年から担当
することになったのは、「鉄道旅客案内システム」。
駅のホームで待つ乗客に列車が近づいていることを、
LED発車標やモニターへの表示やアナウンスで知らせ
るシステムです。ちょうどこの頃、私は社内で昇進す
るための試験を受け、合格しました。この時、上司が
私に対する戒めとしてアドバイスしてくださったの
が、「社会インフラは一歩間違えば人命に関わる」と
いうこと。私は“万一、システムの不具合でホームに
居る乗客に電車が近づいていることを伝えられなかっ
たら”と想像しては、上司の言葉を胸に刻み、気を引
き締めました。と同時に、だからこそ社会インフラ
は“一生の仕事”にふさわしい、価値ある仕事であるこ
とを改めて実感したのです。

様々なインフラ分野で三菱電機の技術を役立てる。

社会インフラに携わる技術者としての自覚と責任を改めて。



正直、三菱電機に入社するまで、プログラムやシステ
ムの知識はゼロでした。二人の子供を授かり、母親に
なってから、仕事と育児を両立する大変さを初めて知
りました。そして今、私はグループリーダーとして初
めてメンバーを持ち、開発業務という新しい分野に挑
戦しています。そんな自分のこれまでを振り返って思
うことは、人間は一生勉強なんだということ。学ぶ姿
勢を崩さず、何事も好奇心を持って取り組むことが大
切だと感じています。それと、私がママさんエンジニ
アとして、限られた時間の中で新しい仕事に挑戦させ
てもらえるのは、職場の人たちをはじめ周囲の人間の
協力があればこそ。これからも感謝の気持ちを忘れ
ず、暮らしの安全、安心を追求していきたいと思いま
す。

技術者として大切なことは、学び続ける姿勢かも知れません。



2001年 入社

2003年

2005年

2007年

2008年

2011年

2013年

2017年

Career Profile

神戸製作所に配属。広域監視制御システムの大画面表示機能・映像表示機能に
関するソフトウェア開発を担当。

「Webによる地図情報システム」の工事案件向けソフトウェア開発を担当。

「官公庁向け移動体情報通信システムの車載情報端末」のソフトウェア設計を
担当。

出産・育児休職。翌年復職。

「鉄道旅客案内システム」、「鉄道電力遠制システム」のソフトウェア設計を
担当。

出産・育児休職。翌々年復職。

「ビル管理システム」のソフトウェア設計を担当。グループリーダーになり、
各種開発業務を担当。

開発部へ異動。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

大学時代の研究テーマは、光ファイバーを利用したセンサー。研究をしていくうち
に、光ファイバーを使ったシステムに興味を持ち、社会に出てもそこをスタートラ
インにしたいと思いました。
配属されたのは、神奈川県の大船にある情報技術総合研究所の光通信部。2001年
当時に研究開発が盛んであった、光ネットワーク内で光のまま信号をいろいろな目
的地に振り分ける「光クロスコネクト」の研究が、会社での仕事のスタートになり
ました。時間を見つけてSDHやOTNなどの光通信規格も積極的に勉強し、数年後
からは10GbE/OTNといった高速光通信を実現するための通信方式を専門分野とし
て、その検証のためFPGA/LSIや基板の開発にも携わりました。
そのほか、メーカー数社で先行開発した通信装置を持ち寄り、相互接続試験を行っ
たり、40Gbpsの光通信を数十キロ範囲で行う通信装置の開発は、商用化にも成
功。また2006年の国際学会では、投稿した論文のユニークな回路実現方法を評価
されて採択され、世界の光通信の専門家が集う場で発表しました。計算機に利用さ
れていた、回路を圧縮するアルゴリズムを光通信の技術に適用することで、回路を
100分の1のサイズにする「差動符号化」の論文が採択されたのです。英語での発
表は緊張しましたが、自分の論文を他の研究者が認めてリファレンスとして利用し
てもらえるのは、素直によろこべるものでした。

光海底ケーブル システムで
大陸間を夢のスピードで つないでいます。

世界の舞台に立ったときは、 胸がふるえました。



様々な技術の開発にかかわってきた私ですが、2010
年転機が訪れました。コミュニケーション・ネット
ワーク製作所へ異動になり、光海底ケーブルシステム
のプロジェクト業務に携わることになったのです。現
在は40Gbpsの光通信を、大西洋側と太平洋側で通す
プロジェクトに参加し、その中でも私は主に光トラン
スポンダと呼ばれる陸上端局装置の設計・開発・検証
に携わっています。海底ケーブル通信の性質上、装置
を納める先の大半は海外の局舎。私はまだ経験はない
のですが、システム導入時の現地調整では、大西洋を
挟んでヨーロッパ側とアメリカ側で連絡を取り合いな
がら、光トランスポンダの調整を行うという、非常に
スケールの大きい仕事です。

30年の耐久性を求められる光海底ケーブルシステ
ム。それほどの品質を保ちながら、大洋を挟んだ大陸
間で高速かつ大容量のデータをやりとりするシステム
の開発には、専門家である仲間たちと協力することが
必要です。仕様やシステムを決める人、ソフトウエ
ア・ハードウエアを設計する人、信頼性や品質、製造
を担う人、それぞれがその専門性をつくして課題を一
つひとつ解決し、50cmほどの基板の中に約6,000点
もの部品を集積していくのです。そして、試験を行い
評価された装置は海外へ運ばれ、太平洋や大西洋で通
信されている国際電話やインターネット通信を担うこ
とになります。自分の足跡を何らかのかたちで世の中
に残し、そのかたちを確かに誰かが利用し、役に立て
ている。それが、この仕事の醍醐味だと思います。

40Gbpsの光通信で6,000キロをつなぐ。

数十センチの基板を、みんなでつくりあげる。



半導体の技術は、日進月歩で進んでいます。ついこの
間まで40Gbpsは夢のスピードでしたが、今ではもう
世界の標準になりつつあります。そして、また次の夢
である100Gbpsが控えています。その技術をものに
することは、開発者としては大変なことであり、また
喜びでもあります。これからは、まず海外でのシステ
ム導入を経験して力をつけ、いろいろなかたちで会社
に貢献したいと思っています。広い視野を持ち、単純
に技術的に優れているものを選べばよいということだ
けでなく、それがコストや生産性、アプリケーション
に至るまでどのような影響を及ぼすのかを見極め、何
が最善かを判断し、実行していけるようになりたいと
考えています。

ひとつの夢が叶うとすぐに次の夢がはじまる。



2001年 入社

2010年

2012年

2017年

Career Profile

情報・通信分野の研究を行う、情報技術総合研究所に配属。光通信部のフォト
ニックネットワークチームにて、光クロスコネクターの研究をスタート。その
後、高速光通信を実現するための通信方式を専門分野とし、その検証のため
LSIや通信装置の開発に携わる。さらに40Gbpsの速度で数十キロメートルの
距離をやりとりできる通信装置の開発、学会への参加を通じた研究活動を行
う。

通信のインフラを開発する、コミュニケーション・ネットワーク製作所のコア
メトロシステム部へ異動。陸上端局装置の設計・開発を中心に、光海底ケーブ
ル通信のプロジェクト業務を担当。

情報技術総合研究所に異動。

独立研究開発法人　情報通信研究機構へ出向。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

入社以来、静岡製作所で私がつくってきたのは、業務用エアコン。 陰でひっそり
と働くことでみんなを幸せにするエアコンは、それほど目立つものではありません
が、とても奥が深い製品です。初めて「自分の思いを形にできた」と感じたのは、
入社6年目。一つの室外機に対して室内機を最大8個まで接続できる機種を担当し
た時でした。 
私は設計としてプロジェクトチームの中心に立ち、図面を描く人、資材の人、試作
をつくる人、試作を評価する人、製造ラインの人など、多くの人たちと力を合わせ
て、機種の仕様を検討するところから工場のラインにのせて量産体制を整えるまで
のすべての工程に携わっていきました。試作を何度もやり直し試行錯誤が続きまし
たが、私のやりたいことを周りのメンバーが理解してくれて、何とか製品を無事に
つくりあげることができました。自分が開発の真ん中にいる手応えを初めて実感
し、「これは自分の製品だ！」と思えたことを、今でもよく覚えています。
完成したエアコンは、日本全国とヨーロッパへ出荷されていきました。出荷を見送
る時は、いつもほっとします。そして、嬉しいのと、うまく動いてくれるか心配な
気持ちと、両方があります。街の中でも、自分の設計したエアコンは、見ればすぐ
に分かります。世の中で実際に使われているところを見られることは、私の仕事の
大きな原動力になっています。

「これは自分の製品だ」
と胸を張って言える ものをつくる。

自分の設計した製品が、 世の中で見える仕事をしたい。



異動を知ったときは、正直驚きました。配属された生
産管理課・試作評価グループの仕事は、設計者たちが
つくった試作を確認し、量産ラインにのせても不具合
が起こらないかを確認する生産設計。例えば、ライン
で組み立てられない形状で試作が上がってきた場合は
設計者に設計変更を依頼するなど、まさに180度違う
仕事だったからです。ラインの設備を熟知しなければ
なりませんし、仕事をする相手も金型をつくる人や組
み立てをする生産現場の人たち。入社7年目なのに何
をしていいかまったく分からず、現場の人たちに質問
して覚えていくしかありませんでした。

生産管理課にいた5年間は、本当にいろいろなことを
体験しました。海外の生産拠点であるスコットランド
への出張もその一つです。静岡で設計したものを海外
で生産するため、ラインでの組み立て指導を行うのが
主な仕事です。ゼロからの新機種を立ち上げた時は、
現地の工場で組み立てのラインもつくりました。うま
くいかない点は一度日本に戻って準備からやり直し
て、また現地へ飛ぶ。言葉の壁もありますし試行錯誤
の連続でしたが、できあがった時は日本で仕事してい
る時よりも喜びは大きかったし、自信にもなりまし
た。生産管理の仕事を通じて、設計の仕事では出会え
ない、ものづくりの現場の人たちと知り合えたこと。
そして、技術的に無理かなと思うことでも、現場と協
力することで、突破口を見つけられる可能性があると
分かったことは、とても大きな勉強になりました。

入社7年目。生産管理の仕事へ異動。

海外の生産拠点にも行きました。



2011年、また設計の仕事に戻りましたが、この5年間
でものづくりの方法について多くのことを学び、また
ものづくりに関わる頼れる人たちをたくさん知って、
設計者としての技術的な選択肢が増えました。困った
時や迷った時に、すぐに相談できる人ができたこと
は、本当に心強いです。私たちのものづくりは、たく
さんの人たちと力を合わせることで初めて製品化する
ことができます。どのステージでかかわっても、自分
の製品だ！と自信をもって言える仕事を誰もがしてい
ると思います。これからは、ますます自分の力を上げ
ていって、世の中に貢献できるものを生み出していき
たいです。

1999年 入社

2006年

2011年

2017年

そしてまた設計に。自分の幅が広がりました。

Career Profile

静岡製作所の業務用エアコンをつくる部隊である、パッケージエアコン製造部
に配属。プロジェクトを動かす設計技術者として、市場ニーズをもとに、開発
計画の立案、新機種仕様の検討・決定、性能評価内容の立案から試作、量産導
入まで携わる。

生産管理部門へ異動。試作評価グループにて、試作段階の新機種の仕様を確認
し、工場ラインへスムーズに導入するための生産設計業務を担当。

設計部門に戻り、新機種の設計業務を担当。

Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.（タイ）へ出
向。



※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。

2005年。私たちは、レーザーのテレビをつくる研究をはじめていました。ピュア
で鮮やかな色を再現したければ、レーザーの光を使えばいい。光の3原色である
赤、緑、青のレーザーを光源にすれば、通常の液晶テレビに比べて約2倍もの鮮や
かな色が再現できる。究極の色再現範囲を持っていると言われていたのです。その
事実は、研究者なら誰もが分かっていることでした。けれどレーザーは、ディスプ
レイとしてはとても扱いにくいデバイス。「レーザーTV」は世界中の誰も製品化
を成功させられなかった、夢のテレビだったのです。
私は光学設計を担当し、試作を繰り返しました。レーザーの光は直進性が高いた
め、映像として見たときにギラギラして、画質としてあまり好まれない現象をひき
起こすという難題があったのです。レーザーの光を抑えて安定させる。それが、開
発の最初から最後まで取り組んだテーマであり、製品化できるかどうかの鍵でし
た。できたかなと思っても、試作が進むとまた問題が起こる。その繰り返しでした
が、映像が圧倒的に美しいので、私自身も「どうしても世の中に出したい。たくさ
んの人に、この色を見てほしい」という強い思いでのぞみました。人がきれいだと
思う色。おいしそうだと感じる色にたどりつくまで、ただ数値を調べるのではな
く、私たちの目で見て最終判断をしていきました。

たくさんの人に この色を届けたい。
強い思いが実現した 世界初。

誰も製品化を実現できなかった、家庭用レーザーTV。



このプロジェクトには、アメリカの技術チームも参加
しました。基礎部分は日本チームでつくり、最終的な
製造開発は、アメリカで行われました。製品化が近づ
くと、私たちもアメリカへ行きました。そして2008
年。ようやく私たちは、世界で初めて（※）「レー
ザーTV」の製品化に成功したのです。まずアメリカ
で65インチを発売。迫力のあるきれいな絵を出せる
テレビなので、大きいところで勝負しました。アメリ
カでも日本でも、メディアに取り上げられ、大きな賞
もいただきました。2010年には、国内初となる75イ
ンチの「レーザーTV」も売り出しました。（※2008
年10月28日現在　三菱電機調べ）

レーザーTVは、ひとつの大きなステップアップにな
りましたが、その技術を応用した新しい開発もすでに
はじめています。三菱電機には、本当にいろいろな専
門家がいます。研究や開発を進める中で困ったことが
起こっても、会社の中を探せば助けてくれる人が見つ
かる。それはすごいことだなと思います。これから
も、今までにない三菱ブランドを製品化するまでやり
遂げることが私の目標であり、チーム全体の目標で
す。自分の携わった製品がお店に並んでいるのを見る
のは、すごくうれしいことです。大ヒットしてくれれ
ば、言うことないですね。

世界のみなさん。はじめまして。

製品化するまで、やり遂げること。

バリバリ働くタイプじゃないけれど。

重い荷物は男性が持ってくれる。三菱電機に男女の区別があるとすればそのくらいです。自由な社風。それでも、
一人目の子どもを授かった時は、悩んだ末に上司に「辞めます」と言いました。でも返ってきた言葉は「続けてみ
たら？」その言葉に後押しされ、子育てと仕事に励んだ日々。今では二人の子どもも大きくなりました。私は人の
前に立ってぐいぐい引っ張れるような、バリバリ働くタイプではありません。そんな私を見て後輩の女性たちには
「小島さんができるなら私にもできる」と思って欲しい。自分を大事にしながら仕事を続けていける。あのとき、
辞めなくて本当によかった。



1984年 入社

1991年

1996年

2000年

2008年

2010年

2014年

Career Profile

電子商品開発研究所（現先端技術総合研究所の前身）へ配属。電子回路の解析
ツール開発を担当。

育児休職。翌年復職。

育児休職。翌年復職。

映像入出力技術部　オプトメカニズムグループへ異動。
プロジェクター及びプロジェクションTVの光学設計、スクリーン設計業務を
担当。

光学設計を担当した家庭用レーザーTVを、世界で初めて製品化。

グループマネージャーに任命される。グループの統括業務を担当。

オプトメカニズム技術部　部長に任命。



Asia/U.S.A
Project Interview 09

アジア・⽶国間を結ぶ
国際通信網を強化し、
通信の未来を変えていけ。
アジア7カ国と⽶国間の国際通
信を⽀える
光海底ケーブルシステム増設
プロジェクト

U.S.A
Project Interview 08

新しい⽣産ラインを
海外で⽴ち上げるミッショ
ン
EPSの製造ライン新規導⼊
プロジェクト

Japan
Project Interview 07

世界最先端の観測センサー
を搭載し
⽇本の技術で、宇宙へ。
静⽌気象衛星「ひまわり8号・
9号」
プロジェクト

⼀⼤プロジェクトが⽣まれた背景とは。
現在、世界各国で社会を⽀えている三菱電機の製品。

それはかつて経験したことのない課題へ挑戦した結果、実現できたものです。
プロジェクトに関わった事務系・技術系社員がどのように

困難・逆風を乗り越え、ともにシナジーを⽣み出してきたのか。
その情熱の軌跡をお伝えします。



China
Project Interview 06

⽣産ラインを⽌めずに
問題解決するミッション
ファクトリーオートメーショ
ン（FA）
システムを⽀えるプロジェク
ト

U.S.A
Project Interview 05

戦略的パートナーシップで
世界に誇るFA事業をもっ
と強く。
⽶国ソフトウェア会社との
戦略的協業M&Aプロジェクト

China
Project Interview 04

超⾼速エレベーターへ。
挑戦の舞台を獲得せよ。
中国「上海中⼼⼤厦」向け
エレベーター開発プロジェク
ト

India
Project Interview 03

インドの⼈々の⽣活を
様々な⾯から⽀えるミッ
ション
FA、半導体、⾞両電機品で
インドの街づくりを⽀えるプ
ロジェクト

India
Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、
⾛り出せ「私たちのメト
ロ」。
インドバンガロール
地下鉄整備プロジェクト

Japan
Project Interview 01

全社の技術を結集し、
夢の電⼒網を実現せよ。
スマートグリッド・スマート
コミュニティ
推進プロジェクト



スマートグリッド・スマートコミュニティ
推進プロジェクト
安定的なエネルギーを確保しながら低炭素社会を実現する。この世界的な命題に対し、有力な解決策として検討さ
れているのが「スマートグリッド」。再生可能エネルギーが大量に導入されても安定した電力を供給する次世代の
電力網だ。三菱電機が目指すのは、この「スマートグリッド」を活用し、電力の供給と需要の全体を見渡し、自然
エネルギーも含めたエネルギーのベストミックスをベースに、コミュニティ全体のエネルギーを最適化する「ス
マートコミュニティ」。積極的に動き出している全社横断プロジェクトの中心となっている二人のメンバーに聞い
た。

Project  Interv iew 01

全社の技術を結集し、 
夢の電力網を実現せよ。



尾 崎 葉 一
Ozaki Yoichi

本社 戦略事業開発室
スマートコミュニティプロジェクトグループ

サブプロジェクトグループマネージャー

鈴 木 浪 平
Suzuki Namihei

本社 戦略事業開発室
スマートコミュニティプロジェクトグループ

主管技師長

もともとは社会システム事業本部で官庁向の営
業を担当していた尾崎葉一。当時担当していた
低炭素社会実現事業の一環としてスマートグ
リッドを担当することに。最初は尾崎を含め
たった3人での始動だったと言う。何からどう
手をつけたらいいのかわからない状態から、三
菱電機としてやるべきことは何か、戦略を練る
日々は2009年から始まっていた。



「我々はすべてを持っている。」
待たれているのは、三菱電機全事業のシナジー。

スマートグリッドを実現させていくうえで、三菱電機は大きな強みを持っている。それは電気を「つくる」発電系
から、「配る」配電系、そして電気を「使う」需要家に至るすべての分野で実績と技術を豊富に持っていること。
これらをつなぐことこそが、自分のミッションだと尾崎は言う。
「電気を「つくる」最上流では発電・変電設備や大規模太陽光発電システム、系統制御システムなどの豊富な納入
実績があり、多くの技術が蓄積されています。「配る」ところでは、配電自動化設備や、スマートメーター（電子
式電力量計）などや、ICT（情報通信システム、セキュリティシステム等安全に情報を伝達するしくみ）といった
電力の安定供給のカギを握る製品やシステムを持っている。さらに、コミュニティを構成する鉄道・車などの交通
システムやビル管理システム、家電製品など、街や住宅で電気を「使う」製品をつくっている。スマートグリッ
ド・スマートコミュニティに必要な技術が驚くほど我々の手中にある。これらをどう組み合わせ、つなぎ、融合さ
せるかなんです。」
三菱電機においてスマートグリッドを推進するということは、社内の事業本部が一つにつながること。「すべての
事業本部から人を集めたい。経験豊富で、自身のキャリアを全社に活かせる人、迅速に意思決定できる人を。」尾
崎はそう上司に要請した。



「ここからきっと何かが起こる。」
2011.2.16　全社から精鋭が集結したドリームチーム誕生。

尾崎の提言は受け入れられた。スマートグリッド・スマートコミュニティ関連の事業の推進を全社横断のプロジェ
クトとして立ち上げることが決定。2011年2月16日、一年前からワーキンググループをつくって議論してきたメン
バーを中心に、各事業本部からアサインされた精鋭が本社営業本部に集結する。メンバー10名、他事業と兼務のメ
ンバーも含めれば総勢20名の全社横断プロジェクト「スマートコミュニティプロジェクト」グループが発足する。
「少しでも早く具体的な活動を行うために2月に人事発令を行いました。いよいよ本格的に三菱電機のスマートグ
リッド・スマートコミュニティが動き出すと実感した。」（尾崎）
集結したメンバーの一人が、リビング・デジタルメディア事業本部からやってきた鈴木浪平。ホームエレクトロニ
クス製品の開発に携わって来た経験豊かなエンジニアにとっても、このプロジェクトへの招集は興奮するものが
あったと言う。
「電力インフラから家電までのスペシャリスト集団。本当に素晴らしいメンバーが集まっていて、自分もその一員
であることを光栄に思っています。」
街全体を見渡すインフラの視点、一方で、一軒一軒の住宅や家族の一日を細やかにみつめる生活家電の視点。通常
なら交わることのなかった視点が、ここで交わりはじめた。



入社以来、リビング・デジタルメディア事業本
部で冷蔵庫やIHクッキングヒーターなどの開発
に携わってきた鈴木浪平。スマートグリッド実
証実験の需要家側での実証設備である「大船ス
マートハウス」にも関連したことから、今回、
スマートコミュニティプロジェクトへ参画する
こととなった。
「電力関連の専門家と一緒に仕事をするのは初
めて。今まで、安定した電力を前提として製品
開発を行っていましたが、安定した電力を最終
ユーザに届けるためにいろいろな仕組みや制御
が行われているのを知ることができ、大変勉強
になります。」
2011年3月11日、東日本大震災が発生。計画
停電、各地で行われた節電の努力。それまで
あって当たり前のように思っていた電力エネル
ギーの大切さを、私たち日本人はあらためて痛
感させられることになる。同時に、再生可能エ
ネルギーのさらなる活用を含むスマートコミュ
ニティ建設の必要性をはっきりと認識する。尾
崎、鈴木たちの動きも加速する。 

2011.5.11 「大船スマートハウス」実証実験開始
2011.10.19「尼崎・和歌山地区スマートグリッド・スマートコミュニティ実証実験設備」本格稼働

「スマートコミュニティは概念も曖昧で、国や地域、提言する企業によって目指す姿もちがう。当社もいろんな方
法を模索してきましたが、三菱電機は地に足の着いた技術とビジョンで進めていこうと実証実験設備をつくって実
験を始めているんです。派手な夢物語を掲げている企業もある中、地味で真面目なやり方です。
たとえば、神奈川県鎌倉市大船に建設した「大船スマートハウス」での実証実験です。一軒家のモデル住宅で様々
なデータを取得しながら、住宅での「エネルギー管理モデル」の構築、「ゼロエミッション住宅」の実現に向けた
技術検証を行っています。
10月には、尼崎（兵庫県）、和歌山地区でも実証実験設備が稼働を始めています。こちらは7kmにわたり新たに設
置した実証実験用配電網上に発電模擬装置や蓄電池、大規模な太陽光発電システムなどのスマートグリッドで必要
とされるあらゆる設備を備え、再生可能エネルギーが大量導入された際の電力の送配電に関する課題と対策の検証
を行っています。
これらの実証実験設備を活用することにより、あらゆる組合せで実証実験が可能です。ここまで大規模な実験施設
を社内に保有しているのは当社だけではないでしょうか。」（鈴木）
他の企業や国、全国の自治体などからの問合せも増えていると鈴木は言う。実験設備があるということはアイデア
で終わらせず、確かめることができるということ。
「我々の構想についても実証データをもとにプレゼンテーションしていきます。」



強い事業を核として、 いくつもの事業・技術を融合させ、 社会課題にソリューションをもたらす。

三菱電機の成長戦略 そのものとも言える、 「スマートコミュニティ プロジェクト」。

社内実証以外にも実用化に向けた案件に尾崎たちは着手している。

確かな実証に基づいて構築され、 次世代電力網が細やかに張り巡らされたコミュニティが、

どこかに立ち上がる日は遠くない。 二人の挑戦は続く。



「組織づくりも、 ビジネスの仕組みづくりも、
すべては未来のものづくりのために。」

尾 崎 葉 一

「やっぱりうちはうちらしく、 地に足を着けて、
つくりながら前進する。」

鈴 木 浪 平

Project Interview 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信網を強
化し、通信の未来を変えていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち上げる
ミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭載し日
本の技術で、宇宙へ。

Project Interview 06

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 05

戦略的パートナーシップで世界に誇る
FA事業をもっと強く。

Project Interview 04

超高速エレベーターへ。挑戦の舞台を
獲得せよ。

Project Interview 03

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ「私た
ちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配電網を
実現せよ。

Project Outline

全社横断的プロジェクトとして2011年2月、営業本部 戦略事業開発室にスマートコミュニティプロジェクトグルー
プ発足。2015年度にスマートグリッド関連事業での売上げ1兆3,000億円を目標に、20名が実証実験や他社とのア
ライアンス立ち上げなどに取り組んでいる。

※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。



インドバンガロール地下鉄整備プロジェクト
成長著しい新興国、インド。しかし、鉄道は自国でつくるという方針を長年とってきたために進歩が遅れ、先進国
との間には20〜30年のギャップが生まれてしまっていた。増加する人口、その移動を支える交通インフラの整備
が急務となり、国の方針が2000年から変わる。海外資本を積極的に導入する方向へシフトし、人口が200万人以
上いる都市については地下鉄を導入するべきであるという基本方針が出された。三菱電機は2001年、デリー地下
鉄の第1期工事、2007年、第2期工事の車両電機品を受注。そしてデリーにつづき、2009年、インド南部の都市
バンガロールの地下鉄整備プロジェクトも、ODA（政府開発援助）案件として、韓国とインドの車体メーカーとコ
ンソーシアム（企業連合）を組んで受注。車両の心臓部となる電機品を担うことになった。

Project  Interv iew 02

新興国家の夢を乗せ、 
走り出せ「私たちのメトロ」。



薮 内 正 隆
Yabuuchi Masataka

伊丹製作所
車両システムエンジニアリング部 

鳰 原 隆
Nyuhara Takashi

本社　社会システム海外事業部
（前所属 Mitsubishi Electric India General Manager）

発展著しいインドのなかでも、IT産業の都市と
して知られ、インドのシリコンバレーとも言わ
れるバンガロール。しかし、都市の発展に交通
インフラが追いついておらず、狭い道路で一日
中、車が渋滞する。常にけたたましく鳴り響く
クラクションと充満する排気ガス。そんなな
か、薮内たちの挑戦は始まっていた。 



なんのために仕事をしているのか。ここに答えがあった。
2011.10.20. バンガロール・メトロ 第一期区間 開通。

「これはインドと日本のコラボレーションによる成功である。」そんな垂れ幕も掲げられていた。2011年10月20
日、大きな拍手とともにテープカットが行われ、バンガロールメトロ東西線、第一期区間6.7kmが開通。バンガ
ロール知事やインドの鉄道省大臣、都市開発省大臣を含む約2,500名が集う盛大な開業式典が開かれた。車両を走
らせる電機品をつくった三菱電機のメンバーたちも、VIPとして式典に招待された。インドの要人たちから最大級
の感謝の言葉が述べられると、プロジェクトマネージャーとして全体を管理してきた薮内正隆の胸に、無事開業に
こぎつけた安堵感、やり遂げた充実感がようやく訪れた。
「一般の人たちも大勢押し掛けて、本当に嬉しそうな顔で、真新しい車両に乗り込む姿がありました。それを見た
瞬間、それまでの辛かったこと、厳しいこと、いろいろあったのがすべて吹っ飛んでしまいましたね。やってよ
かったなあと。日頃の細かいことの積み重ねがこういう結果になるんだということが実感できました。」（薮内）
「たとえばお年寄りが一張羅で地下鉄に乗りに来ているのを見たりすると、鉄道は人々にとってまだまだ特別なも
のなんだと感じます。きっとこれからは生活は改善されていくでしょうね。もっともっと高品質、高性能な製品を
インドにたくさん納めて、インドの皆様のお役に立てるように頑張りたい。」（鳰原）



徹底して話し合うインドの人々。
一つひとつ説明し、信頼を築いた10ヶ月。

「実際のプロジェクトは2009年6月にキックオフをしています。日本から必要なエンジニアを呼んで、BMRC（バ
ンガロール・メトロ・レール・コーポレーション）の方たちと打合せを重ねました。本当に議論するのが好きな方
たち。うちには実績がありますから任せてくださいとか、全世界でそうやっていて同じですから大丈夫です、と
いった説明態度になると、すべて拒否されます。たとえばマスターコントローラー（運転操作盤）のハンドルの形
や位置は、なぜこう決まっているのかから話し合って決めました。それに10ヶ月を費やしてようやく詳細設計が決
まり、1号機を日本の伊丹製作所でつくりました。その日本での立ち会い試験が2010年6月でしたね。キックオフ
からちょうど一年が過ぎていました。」（薮内）
BMRCの方やコンサルタントを連れ、薮内たちは自分たちのホーム、三菱電機伊丹製作所へ。速度を制御する「推
進制御装置」、エアコンやライトといった車載設備を駆動する「補助電源」、車両の機器の状態を監視する「モニ
ター」など、車両に欠かせない様々な電機品の確認試験を立ち会いのもと行う。結果は、無事、合格。
「次は車両メーカーのつくっている車体に当社製品を載せての組み合わせ試験です。今回のプロジェクトは韓国の
車両メーカーと共同プロジェクトなので、日本でつくった電機品を韓国へ送り、韓国で車両に搭載され、電車とし
て試験を行いました。これが2010年10月でした。その頃には、あれだけ全部説明しないと納得してくださらな
かったインドの人たちが、もう説明はいい、あなたが言うんだから信用しますと言ってくれるようになったんで
す。」（薮内）



日本の鉄道を支えてきた歴史を持つ三菱電機。
推進制御システム、駆動システム、モーターと
いった車両用電気機器は、車両の心臓部となっ
て多くの列車を走らせている。これまでの新幹
線開発にもすべてに関わっており、「鉄道の三
菱」と言われるほど鉄道会社から強い信頼を獲
得している。 

「うちのせいじゃない」では電車が止まってしまう。
企業の連携も鉄道プロジェクト成功のカギ。

「韓国の車両メーカー、インドの車両メーカー、そして日本の商社、三菱電機という4社体制で進められてきたプ
ロジェクト。この会社同士の連携が、プロジェクト成功のためのひとつの鍵になると鳰原は言う。
「何か不具合が起こったとき、お互いを理解しあって解決策をみつけなければいけない場面にも関わらず、うちに
は関係ない、そっちのせいだろうといった会社同士の衝突は起きがちです。三菱電機のつくった機器の問題ではな
く、他社のつくったところが原因であるとしても、うちのせいではないと放っておいてはプロジェクトは止まって
しまう。常に、三菱電機が関与して問題を解決するようにしてきています。」（鳰原）
「顧客との関係においても、通常、海外のビジネスは本当に契約ありきで、契約外のところではすぐに別契約なの
でお金をいただきますということになる。我々としては契約期間の2年、3年でお付き合いを終えるつもりはなくて
20年、30年、いやもっと50年といったスパンでお付き合いしていきたいと考えている。そういう接し方でお客様
を大事にする日本的なやり方を海外でも通しているんです。」（薮内）
日本の鉄道を支えてきた歴史のなかで育まれてきたのは、高度な技術だけでなく、何があっても自らが率先してリ
カバーして列車を運行させる強い責任感だ。



プロジェクトはつづく。
たくさんの夢を乗せて。

インドの鉄道事業はまだまだ始まったばかり。やるべきことはたくさんあると鳰原は言う。
「デリー地下鉄の1期、2期、そしてこのバンガロール地下鉄、さらにムンバイ地下鉄と受注して、すでに合計で約
1,000両の車両電機品をインドに納入しています。これから約20都市に逐次地下鉄を導入していくとなれば、ざっ
と見積もって、地下鉄案件だけで3,000両の需要があると見込んでいます。さらに、納入して終わりではなく、納
入後の客先との関係維持や、何かあったらすぐに飛んでいくという対応をしていきたいと思っています。」（鳰
原）
「バンガロール地下鉄も開通したのはまだ東西線のほんの一部。さらに延伸し、南北線も走るようになります。最
終的には東京の地下鉄くらいまで発展するのではと考えています。その他の主要都市にもビジネスを広げていきた
い。世界中のパソコンに組み込まれているCPUがあるように、すべてのインドの電車には、当社の電機品が入って
いると言われたい。」（薮内）
バンガロール地下鉄の車両や線路の高架には、あちこちにカンナダ語の文字で「ナマ・メトロ」と書かれている。
これは「私たちのメトロ」という意味。バンガロールの人たちの、メトロ会社の人たちの、そしてこれをつくった
私たち三菱電機の想いも乗せたメトロ、まだまだどこまでも、進む。



「私たちの仕事が、 インドの生活を変えていく。」

薮 内 正 隆

「大切なことは海外でも変わらない。
お客様と心を通わせること。」

鳰 原 隆

Project Interview 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信網を強
化し、通信の未来を変えていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち上げる
ミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭載し日
本の技術で、宇宙へ。

Project Interview 06

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 05

戦略的パートナーシップで世界に誇る
FA事業をもっと強く。

Project Interview 04

超高速エレベーターへ。挑戦の舞台を
獲得せよ。

Project Interview 03

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ「私た
ちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配電網を
実現せよ。

Project Outline

2001年にインド初の地下鉄に車両用電機品を納入した三菱電機が2009年から取り組んだインド南部の都市バンガ
ロールの地下鉄開業に向けたプロジェクト。まずは東西線の6駅間4両編成で営業開始。今後も東西線の延伸、南北
線の新設など地下鉄網が広がる。既に第2期プロジェクトの計画が進行中。
※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。



Project  Interv iew 03

インドの⼈々の⽣活を 
様々な⾯から⽀えるミッション



渡 辺 康 雄
Watanabe Yasuo

Mitsubishi Electric India Pvt. 
Ltd.

2006年⼊社
⽇系⾃動⾞メーカーのインド⼯場
向けにファクトリー・オートメー
ション製品のセールス、アフター

サービスを担当

⾚ ⽥ 智 史
Akada Satoshi

Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.
1994年⼊社
半導体部門

鳰 原 隆
Nyuhara Takashi

Mitsubishi Electric India Pvt. 
Ltd. 

General Manager
1987年⼊社

インド各都市の地下鉄プロジェク
トに携わる。

インドの⼈々の⽣活を 様々な⾯から⽀えるミッ
ション



Digest
動画のダイジェストを写真とテキストでご紹介します。

※左右にスライドしてご覧ください。

北インドの都市、グルガオンにある総合販売会社、Mitsubishi Electric India。鉄道や発電所などの社会インフラ事業から、空調、
ファクトリーオートメーション（FA）、パワーデバイスの販売など、幅広い事業のインド展開を担っています。日系自動車メーカー
のインド工場向けに、ファクトリーオートメーション製品のセールス、アフターサービスを担当しているのが、渡辺康雄。



※記事、所属・役職及び動画・写真は取材当時のものです。
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中国「上海中心大厦」向け
エレベーター開発プロジェクト
高さ632m。 中国上海市で建設中の中国最高層ビル「上海中心大厦」。竣工時に世界最高速となる分速1080mの
エレベーター3台を含む106台を据え付ける工事が、オープンに向けて着々と進んでいる。競合他社との戦いを制
し、世界最高速への挑戦ができるこの物件の受注に尽力したメンバー3名の話を聴いた。

Project  Interv iew 04

超高速エレベーターへ。 
挑戦の舞台を獲得せよ。



加 藤 覚
Kato Satoru

稲沢製作所
開発部

小 林 義 治
Kobayashi Yoshiharu

稲沢製作所
営業部

寺 瀬 直 道
Terase Naomichi

本社 地域戦略推進部
（前所属 本社 

ビルシステム海外事業部）

高層化する都市生活において、移動手段として
欠かせないエレベーター。三菱電機はトップク
ラスのメーカーとして国内だけでなく、海外で
も豊富な実績を誇っている。なかでも今、いち
ばんホットなのが中国市場。高層ビルの建設計
画も多く、エレベーター需要は増えている。三
菱電機のエレベーターはすでに30万台が納入さ
れているが、当然、世界の競合他社もそこには
多く、ビジネスの主戦場となっている。



「なんとしても我々がやる。」
世界一への挑戦の舞台を獲得せよ。

「ついに来た。これは必ず受注しなければいけない。」
高層ビル建設が増えている中国のなかでも、632mという中国最高層ビル建設の情報が、上海三菱電梯有限公司を
通じて小林義治に届いたのは2008年8月のことだった。三菱電機でエレベーターという製品に関わる者にとって、
そのビルの高さが意味するのは、世界最高速のエレベーターを設置できる舞台であるということ。
「数十年に一度の案件。関わることのできる幸運を感じました。」
三菱電機にはこれまでも世界最高速のエレベーターをつくってきた歴史がある。最初が1978年にできた60階建て
の池袋サンシャイン60ビルで、分速600mを実現。60階までを35秒で結ぶスピードが世界を驚かせた。そして、
1993年には70階建ての横浜ランドマークタワーが完成。そこでも分速750mの世界最高速を記録。しかし、その記
録が台湾のビルに抜かれて以来、最高速記録の名誉からはしばらく遠ざかっていた。
入社以来、一貫して高速エレベーターの開発に携わり、今はサブグループリーダーとして数々の案件をマネジメン
トする加藤覚も、世界最高速に挑戦できる物件を心待ちにしていた一人。
「ランドマークタワーが、ちょうど私が入社したばかりの頃。そこからもう20年近く時が過ぎ、関わっていた先輩
技術者も年々開発部から異動され、少なくなっていきます。なんとしても技術が途切れてしまう前に挑戦できる案
件がずっと欲しかった。これは歴史を継承できる案件だと思いました。」



100台以上のエレベーターを総合的に提案。
2010年10月、まずは54台の受注が決定。

とはいえ、入札を経て、世界のエレベーター各社との競合に勝たなければ挑戦の舞台も獲得できない。施主へのプ
レゼンテーションに向け、事業部門の総力を挙げての準備がはじまった。当然ながら、エレベーターの世界最高速
だけが目的になってしまっては本末転倒。全部で100台以上のエレベーターをどう配置し、コントロールすること
がビルの利用者にとってより快適か。オフィス、ホテル、商業施設からなる複合ビルで、人の流れをうまく運べる
総合的なプランニングに向けて知恵が絞られた。
「結果的に、私たちは言われた通りのエレベーター設置計画に合わせた提案ではなく、一部、施主側の設置計画を
変えていただく提案にまとめました。建築図面のままでは、エレベーター配置に無理があり、いちばんの顔になる
展望フロアへのエレベーターが美しく収まっていなかった。我々なら、カゴを減らしてでもその分を超高速のエレ
ベーターで補うことができるとプレゼンしました。その超高速エレベーターとは、分速1080m。世界最高速の名誉
を貴社のビルにもたらしますと。」（小林）
その後、入札は、100台以上のエレベーターを半分ずつにわけて行われ、まずは低層、中層バンク54台のエレベー
ターを受注することができた。ただし、世界最高速を含むもう52台の決定はまだ。
「まだまだ全く安心できませんでした。」



営業と設計、その両面を持つのが「営業設計」
の小林。「あるときは客先の立場で工場と打合
せたり、あるときは設計の立場で客先に技術を
紹介したりします。今回のプロジェクトはまさ
にその両面を使い分けて、現地販社と工場の設
計部門の間を取り持つ役割を担いました。」小
林自身、上海三菱電梯有限公司に3年出向して
いた経験もあり、現地スタッフとの関係ができ
ていたことも今回のプロジェクトに活きたと言
う。

2011年1月、施主のトップが来日。
全員で伝えた三菱電機の本気。

そして何と、半分のエレベーター受注が決まった段階で、三菱電機の東京本社及び製造現場を視察したいと施主の
トップが来日することに。すでに発注の決まったメーカーの視察ということであったが、超高速エレベーターを含
む三菱の技術力を実際に確認してもらえる絶好のチャンスだった。
2011年1月、施主トップが来日。本社での社長との面談や横浜ランドマークタワー等の著名納入ビル視察後、三菱
電機エレベーター製造の本拠地、稲沢製作所を訪れた。
「あらためて自分たちの培ってきたエレベーター技術を紹介したうえで、実際の試験塔や機器を見ていただいた
り、実機に試乗していただくなど、今までは資料でしか伝えられていなかったものを目で見て、乗って体験し、納
得していただいたりしました」（加藤）。
さらに稲沢製作所始まって以来の社員たち総動員体制で、施主の視察をエスコート。通過するドアの一つひとつに
社員がついて開け閉めを行ったり、構内はすべてクルマで乗っていただいて移動したり、すべてリハーサルも行っ
て準備した丁寧なご案内で三菱電機のこのプロジェクトにかける想いを伝えた。



本社のビルシステム海外事業部だった寺瀬は、
プロジェクト関係部門の取りまとめを担当。日
本側のプロジェクトマネージャーとして中国現
地でのフォロー会議を月一回開催しながら、進
捗を管理していた。「当時入社4年目の自分が
このようなモニュメンタルな案件を担当するこ
とになり、身が引き締まる思いでした。」

2011年6月、その知らせは届いた。
「世界最高速の3台を含む、すべてを三菱に。」

2011年6月、入札した企業5社が1社ずつ施主に呼ばれ、インタビューが行われることになった。施主からのどんな
問合せや質問があるかわからないため、稲沢製作所も本社も、関係者はすぐ連絡がとれる場所に待機せよという指
示があり、それぞれの場所で上海からの情報を待っていた。
「上司含め関係者全員が落ち着かずピリピリしながら待っていました。あんな光景は初めてでした。」（寺瀬）
しかし、その日に結果が出るという情報もあったが、結果は出ず。それからしばらく落ち着かない日々が続いた。
そんなある日、突然、上海の現地会社から稲沢製作所、本社に連絡が入る。
「受注が内定したらしい。ただし、最終的な書面が出るのを待て。」
あらためて本社、稲沢の関係者すべてに、期待と緊張感が広がった。そして、ついに書面が到着。世界最高速3台
を含む52台の受注が決定し、上海中心大厦のエレベーター106台は全て三菱電機がつくることが決まる。やった。
おめでとう。俺たちがつくれる。寺瀬のいる本社のビルシステム海外事業部も喜びの声があがった。加藤、小林の
いる稲沢製作所でもあちこちで歓声と拍手があがった。
「一気に緊張が解けて、営業とか、技術とか、開発とか、商談に関わった人みんなでの宴になりました。」（加
藤）
自分たちがやりたい、三菱電機がやらなければ誰がやる、一人ひとりの想いが、三菱電機の総意となって、施主に
伝わった瞬間だった。



寺 瀬 直 道 加 藤 覚 小 林 義 治

「必ず世界一をつくる。」

Project Outline

中国「上海中心大厦」向けエレベーター開発プロジェクト

納入先：上海中心大厦
発注者：上海中心大厦建設発展有限公司
受注製品： 
1. 超高速（分速1080m）エレベーター　3台
2. ダブルデッキエレベーター 20台
3. 中高速エレベーター　64台
4. 低速エレベーター　19台
計106台 

高さ632m、121階建てで、建築面積は20万平方メートルのオフィス、ホテル、商業施設からなる複合ビル。この
ビル向けに、竣工時に世界最高速となる分速1080mのエレベーター3台を含む、106台のエレベーターを受注。

※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。
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米国ソフトウェア会社との
戦略的協業M&Aプロジェクト
三菱電機が世界に誇る事業の一つがファクトリーオートメーション（FA）事業。自動化ラインや製造装置を制御す
るプログラマブルコントローラー「シーケンサ」や、自動車や電機機器の板金部品を切断する「レーザー加工機」
など、高度化する生産現場を支える製品群を持っている。さらにその領域を広げ、水処理施設などの社会インフラ
分野にも本格的に踏み込んでいこうと、アメリカのソフトウェア会社ICONICS社との戦略的協業が検討されてい
た。M&Aを担当したチームから、矢野賀子と西村啓典に話を聞いた。

Project  Interv iew 05

戦略的パートナーシップで 
世界に誇るFA事業をもっと強く。



矢 野 賀 子
Yano Yoshiko

本社 FAシステム業務部

西 村 啓 典
Nishimura Keisuke

本社 FAシステム業務部

三菱電機の成長戦略の方針の一つが、「強い事
業をより強く」を合言葉とするVI戦略。強い事
業もそのままではなく、さらなるVICTORY
（勝利）を目指し、新たな領域、さらなる進化
へのチャレンジによって、その強さをより圧倒
的なものにしていく方針だ。その取り組みの一
つと言えるのが、ファクトリーオートメーショ
ン事業における戦略的協業。攻めの一手が繰り
出されようとしていた。



「え？ SCADAって何ですか？」
そのミッションは、突然降ってきた。

「SCADAというソフトウェアを評価して欲しい。」2006年の入社以来、名古屋製作所でFA製品のソフトウェア開
発を担当していた西村に、上司から急な指示があったのは2010年12月のことだった。SCADAとは、工場やプラン
トの稼働状況をビジュアル化して監視・制御するためのソフトウェアのことだ。
「最初は戸惑いました。自分たちが開発していないものを、どう評価していいのかわからない。日本語のマニュア
ルもない。上司ともう一人をあわせた三人で数週間かけて、ユーザーの立場、ソフトウェアエンジニアの視点の両
方から、製品を細かいところまで調べました。」
目的もわからずに調べていた西村だったが、本社のFAシステム事業本部でICONICS社のM&Aを検討していること
を知らされ、この評価の重要な意味を知る。
「全体として非常に優れたソフトウェア製品であり、パートナーとして組むにはとても魅力的な企業だという報告
をしました。私自身、結構好きになれるソフトでした。」
まだその時点では西村も、アメリカに自分で交渉に行くことになるとは思っていない。



「FA事業の未来のために、このM&Aは必要。」
契約締結に向けて動く決断。

西村たちに先立って、この案件に関わっていたのが矢野賀子。2003年の入社以来本社海外事業部企画グループの一
員として、三菱電機のFA事業に携わってきた矢野が、このM&A案件のリーダーとしてアサインされたのは2010年
9月のことだった。
「もともとICONICS社は10年くらいお付き合いしていた会社なんですが、FA事業をよりグローバル展開していこ
うというときに必要なパートナーと考え、戦略的協業の検討に入りました。技術の視点からの意見を求めて、名古
屋製作所にも製品評価を依頼したというわけです。」名古屋製作所からの前向きな報告に、このM&A案件を前進さ
せることを決断。「私のほうでは、出資の比率や、製品を共同開発する際の開発費の負担をどうシェアするかなど
の交渉に入りました。」
話し合いがはじまると、当初はすでにマッチしていると思えていた両社のスタンスが、実はだいぶ違っていたこと
が浮き彫りになってきたという。
「結局、5月にクローズすることをターゲットにしていたのですが、条件が合わなくて契約はずれ込んでいきまし
た。契約書の細かい文言一つひとつを、アメリカと電話会議で議論する日々でした。ほぼ毎朝、午前7時過ぎに集
合して7時半から弁護士の先生と打ち合せ、8時半からICONICS社との電話会議という日々が続きました。」
本当に契約を結べるのか、先が見えないことが矢野の気持ちを重くしていた。



ICONICS社は、工場や設備などを監視・制御
するためのソフトウェアであるSCADA
（Supervisory Control And Data 
Acquisition）を開発・販売する会社。北米・
欧州・アジアを中心にビル管理・エネルギー監
視・水処理などの幅広い分野での適用実績を
持っている。このSCADAと、三菱電機のシー
ケンサなどのFA機器とを組み合わせたシステム
ソリューションを提供し、新興国を中心とした
社会インフラ市場での事業拡大を目指そうとい
うのが今回の協業体制づくりの狙いだ。

「そうか、三菱はそういう開発がしたかったのか。」
少しずつ繋がりはじめる両社の想い。

出資についての話し合いと同時進行で、技術についてもICONICS社との議論が進められていた。2010年2月、4
月、6月、8月と、2ヶ月に一度のペースで渡米し、何を自分たちが共同開発できるのか、していくべきなのかが技
術者たちの間で検討されていた。名古屋製作所の西村も、アメリカでのミーティングに参加するようになる。
「最初のミーティングのときは、こういうビジネスをやっていきましょうと向こうの重役や社長もいらっしゃるな
かで、思い切りプレゼンテーションしたのですが、これが、ものすごい空振りでした。一緒にやろうという気持ち
はあるけれど、具体的なビジョンにズレがあることで、コミュニケーションが全くとれませんでした。」アメリカ
まで来て自分は何をしているんだろう。話を進められなかったことが西村は悔しかった。
「他社が実現している機能の開発をICONICS社は考えていたのに対し、私たちは自社の強みであるFA製品群と
ICONICS社の強みを活かした、他社には真似できない機能を開発したかった。この食い違いは4月の渡米のとき
に、双方の技術者が集まって3日間まるまるディスカッションできたとき、ようやく向こうの技術者たちにも伝
わった感じがありました。」
ともに進めていこうとする開発のイメージを共有。ソフトウェア技術者同士の想いがようやく繋がりはじめる。



2010年4月からは、西村も本社のFAシステム
業務部へ異動。
ICONICS社と出資関係の議論をしている真っ
最中の矢野のチームに合流する。技術系社員が
事務系メンバーのチームに異動するのは珍しい
こと。エンジニアにもグローバルな企業間の契
約やビジネスモデル構築を経験させたいという
方針から、三菱電機のなかで始まっている動き
だ。「英語で進められている契約についての議
論が最初は全くわからず苦労しました。でも、
名古屋製作所で開発していたときとは、全く違
う新しい視野が開けてきています。」（西村）

グローバルシェアNo.1を目指して共に歩こう。
この契約が、終わりなのではなく、はじまり。

出資についての議論と技術面の議論、両方が少しずつ進み、契約締結がようやく見えてきたのは2011年9月初旬
だった。契約書への調印式を名古屋製作所で行うことで合意し、その日程も決まった。しかし、それでも、まだ最
終決着が着かない契約内容についての議論。契約書の文言に微修正を加えながら、ついにすべての点についての合
意が得られたのは、調印式の前日だった。
2011年9月16日。その日はちょうど一年前にICONICS社から協業のオファーが三菱電機に伝えられた日だった。
まるまる一年かけて、両社の多くの想いが一言一句に込められた契約書にサインがなされ、堅い握手が交わされ
た。神経をつかう交渉の連続、寝不足の日々が続いた矢野、西村たちM&Aチームのメンバーにもついに大きな達成
感が訪れた。
「調印式では私が写真係を担当したんです。トップ同士が握手をしてにこやかにパートナーシップを約束する様子
を見て、まるで自分が握手しているみたいに感じていました。その後、広報発表も行われ、それが記事になって世
の中に出たときは感慨深いものがありました。」（西村）
「しばらく放心状態になるくらい、ホッとしたね。」（矢野）
M&Aプロジェクトとしては一区切り。しかし、これがビジネスとしては始まり。世界のプラントや水処理施設など
のインフラを監視・制御するソリューションの提供に向け、両社が動き出している。矢野、西村たちが契約書とし
て描いた未来が、製品として形になる日も近い。



「若手エンジニアでも グローバルなビジネスシーンで
活躍できることを証明する。」

西 村 啓 典

「グローバルシェアNo.1だって夢じゃない。
三菱電機はもっとアグレッシブになる。」

矢 野 賀 子

2011年9月16日、署名後の握手。

左から、FA海外事業部 松下事業部長、 ICONICS社 Agrusa社長、 名古屋製作所 山本所長。

ICONICS社の株式の19.9%を三菱電機が取得する出資し、

共同で製品開発やプロモーションに取り組むパートナーシップを締結。

世界でともにたたかうことを約束する。



Project Interview 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信網を強
化し、通信の未来を変えていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち上げる
ミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭載し日
本の技術で、宇宙へ。

Project Interview 06

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 05

戦略的パートナーシップで世界に誇る
FA事業をもっと強く。

Project Interview 04

超高速エレベーターへ。挑戦の舞台を
獲得せよ。

Project Interview 03

生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ「私た
ちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配電網を
実現せよ。

Project Outline

国内外で確固たる地位を築いているFA（ファクトリーオートメーション）事業を新興国の社会インフラ市場に展開
させていくため、米国のソフトウェア企業ICONICS社との戦略的協業関係を構築したM&Aプロジェクト。2011年
9月、ICONICS社の株式の19.9%を三菱電機が取得する出資関係で、共同で製品開発やプロモーションに取り組む
パートナーシップを締結した。

※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。



Project  Interv iew 06

生産ラインを止めずに 
問題解決するミッション



浅 野 有 紀
Asano Yuki

三菱電機自動化(中国)有限公司
Technical Support Division OJT研修生

2007年入社
シーケンサーのアフターサービスを担当

※シーケンサー：工場の自動化生産ラインを制御する装置

田 中 裕 一 郎
Tanaka Yuichiro

三菱電機自動化(中国)有限公司
Sales Consultant 2010年4月赴任

2007年入社
放電加工機(精密機械)の営業サポート

生産ラインを止めずに 問題解決するミッション



Digest
動画のダイジェストを写真とテキストでご紹介します。

※左右にスライドしてご覧ください。

ファクトリーオートメーション（FA）システムの販売拠点、三菱電機自動化（中国）有限公司。この国の発展の最大の原動力となっ
ている製造業に貢献するものたちがいる。



※記事、所属・役職及び動画・写真は取材当時のものです。



Project Interview 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信
網を強化し、通信の未来を変え
ていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち
上げるミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭
載し日本の技術で、宇宙へ。

Project Interview 06

生産ラインを止めずに問題解決
するミッション

Project Interview 05

戦略的パートナーシップで世界
に誇るFA事業をもっと強く。

Project Interview 04

超高速エレベーターへ。挑戦の
舞台を獲得せよ。

Project Interview 03

生産ラインを止めずに問題解決
するミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ
「私たちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配
電網を実現せよ。



静止気象衛星「ひまわり8号・9号」
プロジェクト
私たちの日々の暮らしに欠かすことのできない天気予報。現在その情報は、三菱電機が開発製造した「ひまわり7
号」の観測データに基づいて発信されている。その観測性能を更に向上させることで、天気予報の精度向上だけで
はなく、日本を含むアジア・太平洋地域の防災に貢献していきたい。後継機「ひまわり8号・9号」には、そんな大
きな期待が集められていた。「ひまわり7号」から後継機「ひまわり8号・9号」の衛星プロジェクトに中心メン
バーとして携わった田中と坂本に聞いた。

Project  Interv iew 07

世界最先端の観測センサーを搭載し 
日本の技術で、宇宙へ。



田 中 敦
Tanaka Atsushi

鎌倉製作所 宇宙システム第二部

坂 本 武
Sakamoto Takeru

本社 宇宙システム事業部

2014年10月7日。多くの関係者が見守る中、
鹿児島県種子島にある宇宙センターから「ひま
わり8号」が打ち上げられた。世界に先がけて
次世代気象観測センサー（可視赤外放射計）を
搭載したこの衛星によって、撮影間隔が短くな
るとともに、特定の領域も高頻度に観測できる
など観測機能が格段に向上する。また、観測画
像をカラーで映し出せるようになり、より鮮明
に地球環境を把握できるようになる。
打ち上げまで5年の歳月を費やしたこのプロ
ジェクト。しかし、その始まりは2000年にま
でさかのぼる。



「日本の技術で、
気象衛星ひまわりを国産化する。」
その大きな転換期に立ち会った。

「実はこのプロジェクトは『ひまわり7号』から始まっていると言ってもいいのです。ひまわりを国産化すること
は、衛星メーカーの責務と考えていました。」と田中は語る。田中は「ひまわり7号」ではシステムエンジニアと
して、衛星の開発設計、製造、試験、そして打ち上げに携わった。
ひまわりは、1号から6号まで、日本企業も参加していたもののアメリカ企業に席巻されていた経緯があった。そん
な流れの中、国内外の企業に開かれた競争入札で三菱電機が日本メーカーとして初めてひまわりを落札したのであ
る。
「世界のそうそうたるメーカーが競合。技術も実績も有する非常に手強い相手でした。ちょうどその頃、私たちは
JAXAと開発したデータ中継技術衛星（DRTS）や技術試験衛星Ⅷ型（ETS-Ⅷ）を基に標準静止衛星プラットフォー
ム『DS2000』を開発していました。この『DS2000』は気象衛星や通信衛星など、様々なミッション要求にマッ
チできる一方、共通設計を活用することで短納期・低価格要求にも対応できる優れものです。加えてこれまで
『DS2000』は軌道上で保険が適用されるような故障をしたことがなく、その品質は今では保険業界で世界最高ク
ラスの評価を得ています。こうした強みで勝負し、見事勝つことができたのです。ひまわりの国産化。これは大き
な出来事でした。」（田中）



物事の奥底にある
想いに触れる瞬間まで
向き合い続ける。

2008年、その後継機となる「ひまわり8号・9号」の入札の話が舞い込んできた。前回と同様、国内外の企業が相
手となる競争入札。「ひまわり７号」を手がけたというアドバンテージだけでは落札できない。営業としてプロ
ジェクトの前線に立つ坂本はどのような戦略を立てたのか。
「お客様との協議、入札手続きでの要求事項の整理や各種情報収集はもちろんのこと、他社価格の分析や適切な提
案価格の見極めなど、受注戦略を立案し、遂行していきました。また、衛星プロジェクトの提案には非常に多くの
関係者が関わります。個々の持つ使命感をつなげ、社内に大きなうねりを生み出していけるような環境作りを意識
していました。」（坂本）
坂本は、相手の話をじっくりと聴いて対話をすすめていくことで、物事の本質に迫っていくタイプだ。
「打ち合わせをしていても、相手の話を丁寧に聴くことに重点を置いています。相手が何を考えているのか。その
考えの根底にある想いは何なのかを慎重に奥深くへと探っていきます。必要があると思えば時に反論を含めて率直
に意見を伝えて、議論を深めていく。それが社内外で本当の信頼を獲得することにつながっていくと思っていま
す。」（坂本）
坂本は「ひまわり7号」の運用時にも、様々な現場でお客様のもとに足を運び、対話を繰り返していた。その成果
が、今回の入札においても発揮された。要望だけが記された書類からはわからない、そこに隠れているお客様の
ニーズを理解することができたのだと言う。
入札公募が出てから締め切りまで1ヶ月の間、営業・技術が一丸となって提案書を作り上げた。特に締め切り前の
数日間は夜を徹して推敲を重ねた。そして、迎えた提出日当日の朝5時。ようやく提案書が出来上がった。これ以
上の提案はない。チームの誰もが確信するほどの情熱がそこには注ぎ込まれていた。
「提案書を出してから1ヶ月後、開札が行われました。各社の代表者が出席し、お客様がその場で価格提案書を開
封し、技術点との総合評価を判定するのを見守ります。色々な人から、開札のときにどれだけ緊張したのか聞かれ
ますが、実は自分でも驚くほど冷静でした。ここまで考え抜いた、想いのこもった提案が負けるはずがない。やれ
るところまでやり切ったからこその心境でした。」（坂本）
『三菱電機にお願いしたい。』
お客様から、三菱電機の名前が発表された。世界の名だたるメーカーとの勝負に勝った瞬間だった。
「受注に注力したメーカーの営業担当者としてのこれまでの立場と違い、これからはお客様と一体になってプロ
ジェクトを牽引していく役割を担う。その責任の大きさを考えると、身が引き締まる想いでした。」（坂本）
「受注前から予備設計に携わり、そこで描いた夢がいよいよカタチになっていく。そんな希望溢れるプロジェクト
がスタートする。そう思うと胸から熱いものがこみ上げてきました。私にとって『ひまわり』は我が子のようなも
の。大切に育んで行こうと決意を新たにしました。」（田中）



契約締結はプロジェクトの序章にしか過ぎな
い。ここからが本当のスタートとなる。今回の
ミッションで最大の難関は、世界最先端の観測
センサーを搭載するということだった。2015
年現在もこのような高性能センサーを搭載した
静止気象衛星は他に存在しない。衛星の設計・
開発に加えて、観測センサーを搭載するための
インターフェースを調整しなければいけない。
前例のないミッションに田中、坂本たちは挑ん
だ。



「ONE TEAM」
お客様もサプライヤーも
一つになった合言葉。

「ひまわり8号・9号」ではサブプロジェクトマネージャーとして衛星のシステムエンジニアリング・マネジメント
を中心に携わった田中が語る。
「通常、商用通信衛星の開発期間は2〜3年。しかしこのプロジェクトは5年もの月日を費やしました。そのほとん
どは、観測センサーの開発製造にかかっています。」（田中）
お客様の要求の細かい部分にまで応えられる世界最先端の観測センサーを製造できる会社は世界に一社しかなかっ
た。田中はすぐさまアメリカに飛んで、最終交渉を進めた。とりわけ難しかったのは、価格面での交渉。オンリー
ワンの技術を有しているからこその強気の姿勢に、交渉は難航した。
「その会社が過去に開発した観測センサーの価格をくまなく調べ、社内でも技術や資材調達部門と連携しながら分
析を繰り返し、何度も交渉に挑みました。」（坂本）
その甲斐もあり、価格合意に達し、開発へと進んでいった。しかし、世界のどの衛星にも搭載されていない最新鋭
の観測センサーを搭載するためには、越えなくてはならない多くの壁があった。過酷な宇宙環境に耐えられること
はもちろん、膨大な撮影データを地球に送るための電気インターフェース設計など、様々なチャレンジが待ち受け
ていた。
「徹夜が続くこともあり、精神的に追い詰められた時期もありましたが、そんなとき私を支えてくれたのは仲間で
した。三菱電機の仲間に留まらず、お客様である気象庁、そして国内外のサプライヤーみんながこのプロジェクト
を成功させたいと思う気持ちが、前を向かせてくれたのです。」（田中）

「ONE TEAM」。

この合言葉のもと、立場も、国も越えて、プロジェクトは一つになった。
そうして5年の歳月をかけて、「ひまわり8号」はついに完成した。



「すべてをやりきった。
だから不安はなかった。」

田中は打ち上げの約14時間前から宇宙センター内にある衛星の遠隔監視・制御室にいた。
「不思議と不安はなかったです。ここまでやったのだから、絶対にうまくいく。失敗なんてするはずがない。そう
信じてモニター画面でロケットが上昇していく様子をじっと見守っていました。」（田中）
そして打ち上げから50分後に衛星から最初の信号を受信し、衛星が正常であることが確認された。
「すべての動作が完璧に行われていることを知り、安堵とともに、これまでの5年間が走馬灯のように蘇ってき
て、胸の奥から熱いものがゆっくりとこみ上げてきました。」（田中）
場所は違えど、現場でロケットが打ち上がる瞬間を見つめていた坂本も熱い何かを感じていた。
「既に引退されている気象庁のOBの方々や、開発をともにしたアメリカ企業からもその瞬間を一目見ようとプロ
ジェクトの仲間がやってきて打ち上げを見守りました。まさにONE TEAM。胸が熱くなりました。それぞれ立場は
違っても、感動を共有できる醍醐味がこの仕事にはありました。この5年間、自分の力を100％出し切る日々だった
と胸を張って言える本当にやりがいのある仕事でした。」（坂本）
衛星を打ち上げることが、プロジェクトの終わりではない。むしろここからが始まり。実用衛星として、15年間に
わたって間断なく観測を継続することが求められている。いかに安定的に稼働し、日本やアジア・太平洋地域を中
心とした世界の暮らしを支えていくことができるか。これからその真価が問われる。
「『ひまわり8号』はこれまで順調に稼働しています。来年には『ひまわり9号』を打ち上げますので、8号同様
しっかりと品質をつくり込んでいきたいですね。世界から信頼される三菱電機の衛星をつくり続けていくために、
これからもこの仕事に誇りを持ちながら携わっていきます。」（田中）
「人々の生活に欠かすことのできない社会インフラとしての衛星事業には難題もありますが、その分やり甲斐も多
く、社会的意義を感じながら仕事に取り組むことができます。このようなスケールの大きい事業を担当できる機会
はなかなかありません。日本の宇宙ビジネスのフロントラインに立っている実感を持ちながら、世界の人々の暮ら
しに貢献していきたいと思います。」（坂本）



「世界の人々の生活に貢献できる
世界に誇れる人工衛星を、

つくり続けていく。」

田 中  敦

「日本の宇宙ビジネスの
フロントラインに立って、
事業を前進させていく。」

坂 本  武

この星のよりよい

暮らしを支えるために。

私たちの挑戦は続く。

Project Outline

2015年に運用寿命を迎える「ひまわり7号」の気象ミッションを引き継ぐ静止気象衛星「ひまわり8・9号」。政府
調達の実用衛星のため、国際競争入札が義務付けられている中、ひまわり7号で培った経験を活かし、通信・放
送・観測など多くのミッションに対応できる技術力とコスト削減を図った提案を行い、受注を勝ち取った。その後
打ち上げられた「ひまわり8号」は順調に稼動しており、現在は後継機となる「ひまわり9号」の開発にチーム一丸
となって取り組んでいる。

※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。
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化し、通信の未来を変えていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち上げる
ミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭載し日
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Project Interview 05
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生産ラインを止めずに問題解決する
ミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ「私た
ちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配電網を
実現せよ。



Project  Interv iew 08

新しい生産ラインを
海外で立ち上げる ミッション



西 山 渉 一
Nishiyama　Shoichi

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE 
AMERICA,INC.

2005年入社
生産技術を担当

岩 田 洋 祐
Iwata Yosuke

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE 
AMERICA,INC.

2003年入社
品質管理を担当

新しい生産ラインを
海外で立ち上げる ミッション



Digest
動画のダイジェストを写真とテキストでご紹介します。

※左右にスライドしてご覧ください。

今、北米で挑戦する意味を、MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE AMERICA,INC. 社長 中垣伸幸に聞いた。
「伸びという面では、今は当然中国や新興国の方が高い伸びをみせているが、いわゆるDetroit3（アメリカ三大カーメーカー
（GM,FORD,CHRYSLER））のグローバルビジネスを、どのように獲得していくかということが大きな課題になっています。」



※記事、所属・役職及び動画・写真は取材当時のものです。



Project Interview 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信
網を強化し、通信の未来を変え
ていけ。

Project Interview 08

新しい生産ラインを海外で立ち
上げるミッション

Project Interview 07

世界最高性能観測センサーを搭
載し日本の技術で、宇宙へ。

Project Interview 06

生産ラインを止めずに問題解決
するミッション

Project Interview 05

戦略的パートナーシップで世界
に誇るFA事業をもっと強く。

Project Interview 04

超高速エレベーターへ。挑戦の
舞台を獲得せよ。

Project Interview 03

生産ラインを止めずに問題解決
するミッション

Project Interview 02

新興国家の夢を乗せ、走り出せ
「私たちのメトロ」。

Project Interview 01

全社の技術を結集し、夢の送配
電網を実現せよ。



アジア7カ国と米国間の国際通信を支える
光海底ケーブルシステム増設プロジェクト
あらゆる情報のデジタル化により、世界的なデータ通信需要は爆発的に増加。国際データ通信の大半を担うといわ
れる光海底ケーブルの強化は急務である。1995年に光海底ケーブル市場に参入した三菱電機は、世界のさまざま
な光海底ケーブルプロジェクトに参加し、インターネット時代の情報インフラを支え続けてきた。これまで蓄積し
てきた長距離伝送技術を持って、世界初アジア7カ国と米国間の波長増設プロジェクトに挑む。その当事者である
二人に話を聞いた。

Project  Interv iew 09

アジア・米国間を結ぶ国際通信網を強化し、 
通信の未来を変えていけ。



山 岡  寛 和
Yamaoka Hirokazu

本社 通信システム事業部

渋 谷  麻 美 子
Shibuya Mamiko

コミュニケーション・ネットワーク製作所 
光通信システム部

日々、国内外でやり取りされているデータ通信
のほとんどは、実は光海底ケーブル※によって
つながっている。2009年に敷設された、アジ
ア7カ国（フィリピン、中国(香港)、ベトナ
ム、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネ
イ）と米国を結ぶ総延長約20,000kmの光海底
ケーブルシステムAAG（Asia America 
Gateway Cable Network）は、スマート
フォンなどの急激な普及による通信需要の急増
によって、データ通信容量の増設が求められて
いた。海底ケーブルを新たに敷設することな
く、当初の設計容量を上回る通信容量を実現す
ることができるか。それが当プロジェクトに与
えられたミッションだった。どのような経緯を
経て、プロジェクトの実施にまで至ったのか。
営業担当として、入札の接点を生み出した山岡
が語る。
※海底に敷設または埋設された国際通信ネットワーク用の伝

送路。 



品質を落とすことなく、
最適な価格をいかに提示するか。
営業手腕が問われた。

「まず市場自体の常識を変えたことから、この仕事が生まれました。」と山岡は語りだした。これまで海底ケーブ
ルのプロジェクトは、初期に建設した企業が増設に関しても担うことが常識とされてきた。しかし2008年に三菱電
機はアジアの光海底ケーブル増設プロジェクトに参加し、受注。短期間で工事を完遂し、運用開始後も同装置の高
品質を維持したことで高い評価を得た。このような三菱電機の海底ケーブル事業で築いてきた実績と、高い技術力
が認められ、2011年に当プロジェクトへの入札参加の声がかかった。競争入札のクライアントは、世界中の名だた
る企業8社だった。
「クライアントは、8カ国8社の通信事業者で構成する企業連合(コンソーシアム)。社名を見ても、その国を代表す
る企業ばかり。とにかく品質のよいシステムを構築することを一番の命題としてオーダーされました。」（山岡）
必要なシステムの概要や構成要件、調達条件が記述されている提案依頼書を受領してから、入札までの期間およそ
一ヶ月。求められる高い技術力をいかにアピールするのか。緻密な戦略を立てることを山岡は求められた。
「海底ケーブルの場合の特殊な入札方法なのですが、最終決定までにいくつかステージが分かれています。選考が
進み企業が絞られてくるとBAFO（Best And Final Offer）と呼ばれる価格などの提案内容の見直しを求められるの
です。その時に価格を下げる余地がなくては戦えない。とはいえ、最初の価格が高ければ、そのステージに残るこ
とはできない。価格を下げたとしても、品質は落とさずに納品することが可能な価格の最適解をいかに導き出す
か。営業の手腕の見せ所です。そのためにクライアントとなる企業全社を巡回し、ニーズをくまなく聞き出し、課
題を洗いだしてから提案に臨みました。」（山岡）



数千キロに及ぶ距離でも
安定的な通信を可能とする
高い技術力への信頼。

今回の入札において最も求められていたのは、大容量の通信を安定的に実現できる高い技術力。入社以来、海底
ケーブル部門に身を置き、開発設計を担当してきている渋谷はその課題にどう応えたのか。
「今回の課題は海底に敷かれたケーブルを変更することなく、新技術を適用した陸上装置を導入し、当初の設計容
量を上回るようにすること。当時、10GbpsだったAAGの容量を4倍の40Gbpsにする技術を提案しました。しか
し、ただ容量増設するだけの提案では、他社との明確な差別化を図ることはできないかもしれない。そこでFEC
（Forward Error Correction）と呼ばれる、長距離伝送時に発生する信号の変換エラーを修正する技術を強化し、
同時にコヒーレントと呼ばれる均一にそろった光の位相に信号を乗せて伝送する技術を適用し、通信の精度を落と
さずに大容量長距離伝送を可能にする技術を提案しました。」（渋谷）
米国は本土だけではなく、ハワイ州やグアムからも成り立っている。そのため国内通信とはいえ、数千キロにも及
ぶ距離を結ぶことが要求される。その距離であっても精度を落とすことなく通信できる点が評価されて、最終選考
にまで残る。2011年6月、最終選考の地はハワイだった。その胸に熱い想いを秘めながら、山岡は現地へ向かっ
た。
「最終候補に残っていたのは3社でした。これまで万全の状態での提案を行った自信があったため、いい位置につ
けているはずとの確信を持ってはいたのですが、最終選考における質疑応答に出席しても一向に状況がつかめな
かったです。でも考えてみると、世界の通信網を新しくする大プロジェクト。クライアントは慎重になり、最後の
最後まで議論を重ねていたそうです。そんな状況を歯がゆくも感じながら、ホテルの部屋でドキドキしながら待つ
日々を過ごしていました。」（山岡）
どのような審議がなされているのか状況がつかめないまま数日が経過し、突然「三菱電機に決めた」と連絡が入
る。
「あの瞬間の嬉しさは今でも忘れられませんね。クライアントの想いにどうにか応えようとチームで臨み、勝ち
取った勝利であること。そしてようやく製品を世の中に出すことができるといった感情が溢れてきました。」（山
岡）
「プロジェクトを担当することが決まり、必ずプロジェクトを完遂させたい、させなければいけないという強い想
いが湧いてきました。私の担当する設計チームはもちろん、研究所も含めて一丸となり、新しい技術を世の中に送
り出していこう。そんな決意をしました。」（渋谷）



受注後、プロジェクトは一気に稼働していく。
AAGプロジェクトは8カ国に渡っているため、
装置そのものの大きさや伝送性能自体は変わら
なくても、装置の基板を動かすソフトはその国
の運用方法に合わせて、オーダーメイドで製作
していかなければならない。加えて現地では予
期せぬトラブルが発生し、チームがより一丸と
なってプロジェクトに臨むことが不可欠となっ
た。



海外で起こる予期せぬトラブル。
それを乗り越えたチームの力。

「海底ケーブルが他のビジネスと違うところは、作って納品して終わりではないところ。自分たちで据え付けて、
試験を実施し、最終的にきちんと稼働するかを確かめて、初めてお客様に所有権が移るのです。当然その過程で
は、予期せぬトラブルも起こります。今回もその例に漏れず、トラブル解決に苦労しました。」（山岡）
例えばすでに敷かれている光海底ケーブルを、漁船が引っ掛けて切ってしまい、通信の試験をしようとしても回線
が切れているので、試験を行うことができない、などといった問題が過去に起こったという事例もある。他にも、
同プロジェクトの場合では2011年にタイで起こった大洪水の影響で、工業地帯が壊滅的な被害を受けたことによ
り、伝送装置を組み立てるための部品が納品されず、納期に影響が出るかもしれないといった事態に陥った。山岡
は現地の通信事業者を相手に、トラブル対応のためにかさんでしまったコストをどちらが負担するのかといった点
や納期における交渉を懸命に続けた。当初の計画通りに進めるのは不可能となった状況において、交渉の肝となる
のは納期を守るための新たな提案。そこで渋谷たち製作チームが練り直した提案とはどのようなものだったのだろ
うか。
「洪水が起こったことによって、本当にいろんな部品に影響があり、焦ったことを記憶しています。しかし、あた
ふたしている訳にはいかない。間に合わせるにはどうしたらいいんだろうと、設計担当だけではなく、品質管理担
当や製造現場全員で議論を重ねました。現地に届かないことが判明した部品には、新たな代替品で対応する方法を
考察し、システムを構築していきました。交通インフラも壊滅的な状況の中、確実に部品を手にいれるために、関
係各所と連携をとりました。そのような過程を経て、当初から予定していた出荷時期に何とか間に合わせることが
できました。」（渋谷）
営業、製作所、研究所、それぞれの部門がそれぞれの知見を持ち寄り、議論を重ね、ともに力を合わせながら、一
つのゴールに向かう。関係者の力を結集させトラブルを乗り切り、最終的にすべての国に納品を達成した。クライ
アントからの評価も前よりも使いやすくなったと上々の評価を得ている。これは何とか課題を解決しようとチーム
で取り組み、総合力を持ってして成し遂げた結果である。太平洋における40Gbps波長増設という「世界初」の偉
業を達成したチームの顔は、達成感に満ち溢れていた。



世界を見渡すと、
私たちができることは
まだまだある。

これからの時代ますます世界の通信は高速化・大容量化することになり、世界中の通信インフラを整備することが
求められるだろう。プロジェクトを無事に終えて、より高い目標に向かって前進している二人に、これからのこと
を聞いてみた。
「私は去年1年間、研修でインドにいました。途上国に行くと、通信環境の違いに驚かされます。日本の携帯電話
サービスは4Gが当たり前になっていますが、インドは3Gさえも普及していない地域がいくらでもあります。これ
はアフリカや南米などの地域でも同様で、世界規模で起こっている事象です。そういった通信格差を無くしていく
ことが私の目標です。」（山岡）
「当時は、40Gbpsの増設を可能とする技術が世界最先端だったのですが、数年経った現在では100Gbpsの伝送速
度が可能となりました。これからは400Gbps、1Tbpsといったようなさらに大容量の通信を可能とする技術が生ま
れてくるでしょう。そんな最先端の技術を、いかに製品に落とし込めるかが私の仕事です。そのチャレンジがあっ
てこそ、製品として形になり、世の中に送り出すことができるので、大変ではありますが非常にやりがいを持って
仕事に臨んでいます。普段の生活でインターネットを使っていて、『お、速くなったな』と劇的に感じることは少
ないかもしれませんが、縁の下の力持ちとして、社会を支えていきたいと思います。」（渋谷）



「通信格差をなくし、
より便利な通信社会を実現する。」

山 岡  寛 和

「世界の通信システムを支える
縁の下の力持ちでありたい。」

渋 谷  麻 美 子

世界課題でもある通信インフラの整備。

多くの困難を乗り越えていくことで、 よりよい通信社会が訪れるだろう。

彼らの挑戦はまだまだ続く。

Project Outline

世界的なデータ通信需要に対応すべく、アジア7カ国と米国間の国際通信を支える光海底ケーブルシステム増設プ
ロジェクトが発足。当初想定することもできなかったトラブルをもチームの総合力で乗り越えて、プロジェクトの
成功に至った軌跡を追った。

※記事、所属・役職及び写真は取材当時のものです。
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⼀⼈ひとりが現状に満⾜することなく、⼈々の暮らしを、社会を少しでも良いものに

変えていきたいという強い意志を持つ三菱電機の⼥性エンジニアたち。

そんな彼⼥たちの仕事に対する思いや⽇常、三菱電機での働き⽅などをご紹介します。



INTERVIEW
三菱電機で働く⼥性エンジニアたちの声

三菱電機に⼊社したきっかけから、仕事について、ワークライフバランスのとり⽅、
ある週のスケジュールなどを紹介します。



2014年⼊社 研究開発

⾼ 坂  ⿇ ⾥ 奈

情報科学専攻

2008年⼊社 研究開発

表  朝 ⼦

電⼦情報⼯学科

2007年⼊社 研究開発

安 ⽥  倫 ⼦

機械情報⼯学科

2004年⼊社 研究開発

⽵ ⽥  恵 美

機械⼯学専攻

2004年⼊社 開発設計

⼭ 本  有 ⾥

電気電⼦⼯学科

1990年⼊社 開発設計

⼤ ⻄  厚 ⼦

応⽤化学科

2012年⼊社 品質保証

⾕ 道  あ ゆ み

電⼦情報システム⼯学専攻

2013年⼊社 ⽣産技術

⻄ ⽥  梨 奈

機械システム⼯学専攻

2011年⼊社 技術営業

梨 本  由 佳

電気電⼦専攻

1985年⼊社 開発設計

平 岡  利 枝

数理学科

SEMINAR REPORT
⼥性エンジニアのセミナーレポート

これまで開催したセミナーの様⼦や参加者からの感想等を公開していきます。
セミナーは3⽉より順次開催いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしております。



RESEARCH
⼥性エンジニア徹底調査

全国にいる三菱電機の⼥性エンジニアにアンケー
トを実施しました。

詳しくはこちら

INFORMATION
セミナー情報

全国各地で開催予定のセミナーおよび、WEBセミ
ナーの情報をご欄になれます。

詳しくはこちら

CAREER CONSULTATION
キャリア相談

三菱電機についてより詳しく知りたいこと、疑問や不安な点について等、
マイページよりお気軽にご相談ください。
まずは会員登録のうえ、プレエントリーをしていただくと
マイページをご利⽤いただけます。

プレエントリー マイページ





RECOMMEND

⼥ 性 の 活 躍 推 進

働きやすい会社から
"働きがい"のある会社へ

詳しくはこちら

eco changes（エコチェンジ）
くらしのエコテクノロジー

三菱電機 Biz Timeline
「⾼精度レーザーx画像解析」後編

プロジェクトME
三菱電機の製作所を動画でご紹介



職種
研究開発

担当製品
FA機器

⾼坂 ⿇⾥奈
Marina Kousaka

2014年⼊社

先端技術総合研究所 システム構築技術部
情報科学専攻 出⾝

person 01



⺟親から、「⼀⽣働くなら理系が有利」と聞かされて育ってきました。専門職なら出産しても働

けるという⺟親の助⾔と、数学の⾯⽩さに魅⼒を感じたのが理系を志したきっかけです。⾼校を

卒業する頃、三菱電機のスパイラルエスカレーターの新聞広告に出会いました。きれいな曲線を

描く世界初のエスカレーターは、ラスベガスにある建物の内装とマッチし、⾔葉をなくすような

美しさ。実はそのとき合格していた⼤学に進学するかどうか迷っていたのですが、その⼤学から

毎年何⼈かが三菱電機に就職していることを知り、「この⼤学なら、こんな世界初をつくれる企

業に⼊れる」と迷いが消え、進学を決意しました。

⼤学では、プログラミングを勉強。⾷事の画

像認識でメニューを導き出すプログラムや、

⼼拍センサーとスマートフォンを連動させる

アプリなどを開発していました。就職活動の

時期になり、関⻄に研究所がある企業がい

い、そして⼤学進学の決め⼿となったスパイ

ラルエスカレーターの広告を思い出し、三菱

電機をまた意識し始めました。お話を聞いた

⼤学の先輩である⼥性社員の⽅は、ごまかし

のない正直な⾔葉で会社について丁寧に説明

してくれ、ここなら⼥性も活躍できると確信。⼊社を決意しました。

スパイラルエスカレーターの広告に出会い、三菱電機へ。

⼤学の先輩の話から⼥性が活躍できる会社と確信。



⼊社してからは2カ⽉間みっちり、名古屋製

作所で座学メインの研修。事業内容について

学んだり、グループに分かれてディスカッ

ションを⾏ったり、働く上で必要になる知識

や考え⽅を⾝につけました。その後、情報技

術総合研究所で1週間の研修。さらに、配属

先の先端技術総合研究所で1カ⽉間の研修を

受けました。他の会社に就職した同級⽣の話

を聞くと、そこまで⼿厚く新⼈研修が組まれ

ている企業は少ないようです。初歩的なとこ

ろから学べたことが実際の業務でとても役に⽴ち、また、何より同期と⻑きにわたり⾏動をとも

にすることで強い絆が⽣まれました。現在はトレーナーと呼ばれる先輩社員の指導のもと、実務

の基礎を学んでいる最中です。⼊社から3年間、新⼈1⼈に1⼈ずつトレーナーがつく環境の中

で、FA分野・PA分野のコントローラの研究・開発、三次元再構成技術のビジネス検討に携わりな

がら勉強の⽇々。先輩たちをお⼿本に、広い視野を持って開発できるエンジニアになれるよう努

⼒していきたいと思います。

⻑期にわたる⼿厚い研修で基礎をしっかりとマスター。



わたしの ⼥性の先輩たち全員が憧れの存在。

同じ部署の⼥性の先輩全員が私にとっ

て憧れであり、「こうなりたい」と思

える理想像。5年上の先輩を⾒て5年後

の⾃分を思い描き、「先輩のようにな

るにはどうしたらいいか」と考えなが

ら仕事をしています。皆さんそれぞれ

に尊敬する点があり、社会⼈の先輩と

して、また⼀⼥性として、勉強になる

こと多々。相談もしやすく、何でもざっくばらんに話ができ、いつも助けられてい

ます。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
研究開発

担当製品
ドライバーモニターユニット

表 朝⼦
Asako Omote

2008年⼊社

⾃動⾞機器開発センター 開発第⼆部
電⼦情報⼯学科 出⾝

person 02



私は10代前半の頃から信号処理に興味を持ち、⼤学でも同分野を専攻しました。知⾒を広めるた

めに参加した展⽰会で、三菱電機グループが開発した超指向性スピーカーと出会ったことから、

信号処理の知識を活かした開発に携わりたいと思うようになりました。⼊社後は、⾃動⾞⽤各種

エレクトロニクス製品の先⾏開発を⾏う⾃動⾞機器開発センターで開発業務を担当。現在は快適

で安⼼な⾃動⾞社会の実現に向けて、居眠りやわき⾒運転といった危険な状況を把握し、警告⾳

や⾃動ブレーキなどを⾏う安全安⼼機能に加え、ジェスチャーによってカーナビゲーションのア

プリケーションを操作するようなヒューマンマシンインターフェース機能を開発しています。

私たちが挑むのは、まだ世にない製品。各⾃

動⾞メーカーのニーズの把握、要件定義や収

集するデータの内容など、すべてが⼀からの

スタートでした。試⾏錯誤を何度も繰り返

し、2015年10⽉の東京モーターショーで

は、安全安⼼機能とドライバーの視線の動き

から交通状況を把握するヒューマンマシンイ

ンターフェース機能を発表し、多くの反響を

呼びました。しかし、このプロジェクトの

ゴールはまだ先。多くのエンジニアの熱意が

込められた技術を、必ず製品化するという使命を背負っています。以前担当していたプロジェク

トが諸事情により開発中⽌となってしまったこともあり、「こうしていればよかった」と後悔し

ないよう、常に最善を尽くすことが、先⾏開発では特に重要だと思っています。

進路に迷う⾃分を導いてくれたのは、三菱の技術⼒。

今しかできない仕事。後悔だけはしないように。



今後は出産や⼦育てなども視野に⼊れなが

ら、頑張ろうと思っています。仕事と家庭の

両⽴において、三菱電機は⼿厚くサポートし

てくれます。例えば、ワークライフバランス

に関する講演や実際に⼦育てしている先輩を

囲む会など、参考になる機会が多くあるの

で、ライフスタイルが変わっても安⼼して働

き続けることができると思います。また、海

外出張の機会も増えたので、技術の魅⼒をき

ちんと伝えられるように英語のスキルアップ

も⼼がけています。まだまだ課題は多いですが、これからも技術とスキルを⾼めていき、プロ

ジェクトの成功を目指して最善を尽くしていきます。将来、世界中の⼈々にとって当たり前の技

術になることを願いながら。

妻として技術者として、これからも理想をカタチにしてい
きたい。



わたしの どんな⼈々にも製品の魅⼒を伝えられる存
在。

目標とする⼈は、直属の上司である平

野さんです。マネージャーとして、経

験の浅い若⼿社員にも論理的かつ分か

りやすく指導してくれ、また画像処理

に関する知識や造詣が深く、英会話も

とても堪能。海外出張や打ち合わせな

ど、ビジネスの場でも、平野さんは英

語で、専門的な⾔い回しや細かなニュ

アンスまで伝えることができており、私も⾔語に関係なく、製品の魅⼒を上⼿くア

ピールできるようになりたいです。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
研究開発

担当製品
調理家電

安⽥ 倫⼦
Tomoko Yasuda

2007年⼊社

デザイン研究所 ホームシステムデザイン部
機械情報⼯学科 出⾝
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⼤学で得た⼯学の知識を活かして、⼈の役に

⽴ちたい。それが就職活動時の私の想いで、

インフラ系に強いことから三菱電機を志望し

ました。最初に配属されたのは、設計システ

ム技術センター。三菱電機では各地の製作所

で製品の開発・⽣産を⾏っていますが、それ

ら製作所の設計チームが抱える課題の解決

を、コンピュータ・シミュレーションを活⽤

して⽀援する部署です。担当製品は、主にエ

アコンや換気扇。当時目指していたのは、各

製作所から「安⽥さんに」と⾔われるエンジニアになること。社内には品質⼯学や熱流体など、

各技術分野のプロフェッショナルがいるので、悩んだときには頼れる、解決のヒントがもらえる

⼈脈づくりに努めました。また、社内には「MELCOゼミナール（略称：Mゼミ）」と呼ばれる技

術関係の研修講座があり、この研修にも積極的に参加して知識を深めました。「どうしても振動

が収まらない」。そうした相談を受け、設計に修正を加えてシミュレーションを⾏い、解決策を

⾒出す。各地の製作所へ出張する忙しさはありましたが、現場の設計者から「ありがとう」「助

かった」と喜んでもらえるやりがいの⼤きな仕事でした。

目指したのは「安⽥さんに」と頼ってもらえるエンジニ
ア。



⼯学の世界に男⼥の区別はなく、仕事上で⼥

性のハンディキャップを感じたことはありま

せん。むしろ、⼥性技術者は男性と⽐較する

と少ないため、印象に残りやすく、⼈脈づく

りや製作所とのやりとりでメリットのほうが

多いように感じます。⼊社6年目から1年半、

産前・産後休業、育児休職に⼊りましたが、

休む前も復職もとてもスムーズで、唯⼀困っ

たことといえば、娘の慣らし保育がうまくい

かず、復職予定が1カ⽉ずれこんだことくら

い。その際の急な予定変更も、職場の⽅にはご配慮いただけ、感謝しています。元の職場に戻っ

て1年後、組織変更により異動することになり、新たな舞台となったのがデザイン研究所。デザイ

ン部門にはエンジニアを加えたいという意向があり、私も製品コンセプトの⽴案など、最上流の

仕事を経験したいとの気持ちがあって、双⽅の想いがうまく合致し、異動となりました。担当し

ているのは、炊飯器を主とした調理家電。すべてにおいて勉強中ですが、設計や製造に無理な負

担をかけず、三菱電機の調理家電の魅⼒を⾼めるコンセプトやデザインを⽣み出したいと思って

います。私の復職と同じ頃に夫が地⽅に転勤したため、今はほぼ１⼈で⼦育てをしています。⼦

供を預けているのは職場近くの保育園で、帰りには「今⽇は保育園で何したの？」など、おやつ

を⾷べながら話をし、30分ほどの電⾞通勤は娘との楽しいコミュニケーションタイムになってい

ます。

電⾞通勤の30分で娘と楽しくコミュニケーション。



わたしの 仕事への姿勢も素敵な2⼈の⼥性エンジニ
ア

最初の配属先の先輩、⻘⽊さんと堀越さんが私の憧れであり、目標です。⻘⽊さん

は熱流体、堀越さんは⾼速伝送の専門家。2⼈とも理系っぽくないというか、とて

も明るく気さくな⽅で、私より10歳以上年上ですが、後輩にも敬意を持って接する

姿勢は⾒習っています。
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職種
研究開発

担当製品
住宅⽤空調

⽵⽥ 恵美
Emi Takeda

2004年⼊社

住環境研究開発センター 空調冷熱技術開発部
機械⼯学専攻 出⾝
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就職する前は、結婚や出産についてあまり深く考えていなかったのと同時に、⼦どもを持ったら

キャリアは途中で終わる、技術者としての夢はあきらめざるを得ないと漠然と思っていました。

しかし、実際にはそんなことはなく、⼦育て中の今、もっとも楽しく仕事ができています。⼤学

時代に熱や流体にかかわる研究をしており、その知識を活かしたいと思い三菱電機を志望しまし

た。配属先も希望通り、熱にかかわるエアコンや冷蔵庫の技術開発を担う住環境研究開発セン

ターとなり、結婚までの4年間は静岡製作所に駐在し、冷蔵庫の省エネ化を進める技術開発に携わ

りました。

配属されたグループの役割は2〜3年後やさら

に先を⾒据えた新技術の開発で、熱交換器や

断熱材など、冷蔵庫全体にかかわるものでし

た。⼊社2年目には冷蔵庫の温度状況をシ

ミュレーションするソフトの開発に加わり、

アメリカにある専門会社に数カ⽉おきに出張

し、現地の技術者とともに開発作業を⾏いま

した。細部の完成度にこだわる私たちに対し

て、⽶国の技術者は全体が良ければ良しとす

るなど、考え⽅の違いから衝突することも

度々あり苦労したのを覚えています。ただ、これも若さゆえに柔軟性が⽋けていたのが原因で、

今なら相⼿の良い点を取り⼊れながら、もっとスムーズに仕事が進められたと思います。

⼤学時代の研究テーマ熱流体の知識を活かすために。

⼊社2年目で経験した⽶国企業との共同プロジェクト。



結婚のタイミングで、現在の勤務地である鎌

倉市⼤船の拠点に異動。勤務地は変わるもの

の、同じ部署内でグループを移るという形に

なるため、当時のセンター⻑や上司が後押し

してくださり、結婚後も仕事を続けられるこ

とになりました。後に⼦どもができたときに

も感じたのですが、三菱電機には⼥性の活躍

を⽀援する意識が浸透しているのだと思いま

す。異動とともに対象製品はビル空調になり

ましたが、技術分野としては冷蔵庫と⼤きく

は変わらず、仕事には⾃然になじむことができました。異動してから3年後に⼦供にも恵まれ、1

年間の産前・産後休業、育児休職後に復職し、以降は住宅⽤空調を担当しています。サイズやコ

スト⾯での制約が厳しい難しさはありますが、それを乗り越えて魅⼒的な機能を実現するやりが

いのある仕事です。⼦どもを持ってから仕事がより楽しくなったのは、肩の⼒が抜けたのが理由

だと思います。今は短時間勤務中ですが、⾃分の時間が限られるからこそ、何でも1⼈でやろうと

せず、周囲の助けを借りることができるようになりました。夢は、⼦どもを連れての海外赴任。

以前は絶対に無理だと思っていましたが、それも今ではできる、と思い始めています。

結婚、出産で実感した⼥性の活躍を⽀援する風⼟。



わたしの 空調技術と⼈材育成の巨匠

憧れの⼈は、元社員の松岡⽂雄さんで

す。2008年に定年退職され、東京⼤

学⼤学院の特任教授を経て、ヒートポ

ンプ研究所を⽴ち上げている⽅で、私

も静岡時代に、あるデバイスの研究で

仕事をご⼀緒しました。お酒が好きで

よく⼀緒に飲みに連れて⾏っていただ

き気軽に話をしていましたが、実は多

くの部⻑や課⻑も指導を受けていたほどの空調技術と⼈材育成の巨匠。「仕事はギ

ブ・アンド・テイク」。そんな助⾔が、今でも私の⼼に響いています。
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
開発設計 

担当製品
鉄道⾞輌⽤推進制御装置

⼭本 有⾥
Yuri Yamamoto

2004年⼊社

伊丹製作所 ⾞両システム部
電気電⼦⼯学科 出⾝

person 05



私は主に、海外鉄道⾞両⽤制御装置（VVVFインバーター装置）のシステム設計業務に携わってい

ます。この制御装置は、電⾞の運転⼿が操作する主幹制御器（マスコン）から伝わる指⽰を受け

⽌め、パンタグラフから取る直流電⼒の周波数や電圧を制御してモーターに電⼒を供給し、駆動

させる役割を果たします。お客様である鉄道事業者から「上り坂でもスピードを落とさず⾛⾏し

たい」「各駅停⾞と特急の⾛り⽅を変えたい」といった要望を伺い、インバーター装置の容量な

ど、各種仕様を決定。製造部門や品質管理部門と連携しながら、実⾞テストから納品まで⼀連の

⼯程にかかわっていきます。各関係部門のエンジニアと鉄道事業者との間に⽴ち、詳細まで仕様

を詰め調整する中では、お互いの意⾒・考えが異なる場合もあり、細⼼の注意を払って業務を進

めないと、次の⼯程以降に⼤きな影響を招きかねません。しっかり説明することで相⼿の理解を

促し、強固な⼈間関係を築くことが⼤切です。

⼊社以来、この仕事をずっと担当してきまし

た。⼊社9年目の2012年に産前・産後休業、

育児休職をし、翌年に復職してからも同じ仕

事に携わっています。当時、「復職してから

もちゃんと仕事ができるだろうか、役に⽴て

るだろうか」と、正直⼼配でした。しかし、

上司は「システム設計以外の仕事を任せるつ

もりはない。期待しているよ。」と⾔ってく

れました。復職後は時短勤務を選択し、⼦ど

もが発熱したときなどは急遽休むこともあり

ましたが、職場の皆さんに⽀えられて仕事を続けることができ、本当に感謝しています。そし

て、夫にも同じく、感謝の⾔葉しかありません。⼦育てに対する理解はもちろん、お互いのスケ

ジュールをスマートフォンのアプリで共有し、出張などの予定が重ならないように協⼒してくれ

ます。だからこそ、今の仕事が成り⽴っているのです。

VVVFインバーター装置のシステム設計を担当。

職場と夫のサポートで、出産後もエンジニアとして活躍。



就職活動で出会った三菱電機のリクルーター

の⽅の温かな印象と、「三菱電機は⼈が良

い」という⾔葉の通り、⼥性も活躍でき、働

きやすい会社だと実感しています。来年に2

度目の産前・産後休業、育児休職予定です

が、今はまったく不安はありません。早く復

帰し、インバーター設計者として国内外の競

合会社に負けない設計ができるようになりた

いと、情熱と期待に胸を膨らませています。

2度目の産前・産後休業、育児休職に、不安はまったくな
い。



わたしの 目指すべきスキルと決断⼒の持ち主。

エンジニアとしてのスキルはもちろ

ん、冷静な判断を下すグループリー

ダーの村端さんには⻑年⽀えていただ

いています。トラブルが⽣じたとき、

現状をどう把握して本来あるべき姿を

思い描くか、そこからどう決断してい

くべきか、ロジカルな視点での決断⼒

を養うことができたのは村端さんのお

かげです。これからも先輩を目標に、さらに技術を磨いていきたいです。
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職種
開発設計

担当製品
シーケンサー

⼤⻄ 厚⼦
Atsuko Onishi

1990年⼊社

名古屋製作所 FAシステム第⼀部 次⻑
応⽤化学科 出⾝
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⼤学では応⽤化学を学んでおり、同じ研究室の先輩が何⼈か三菱電機に就職していたので、学⽣

時代から話はよく聞いていました。著名企業であることに加え、「⼈を⼤切にする」「活躍の場

が広い」「プライベートも⼤切にできる」という点に魅⼒を感じ、研究室の教授を通じて就職を

希望しました。⼊社後はレーザー加⼯機のプログラミングを担当。その後、パソコン上の制御系

ソフトウエアの開発に携わりました。現在の部署であるFAシステム部に配属となったのは20年ほ

ど前のことです。当初は、インテリジェント機能ユニットのファームウェア設計を⾏っていまし

た。現在は課⻑として5年目を迎え、グループ全体のマネジメントおよびFAシステム製品群の開

発責任者を務めています。

三菱電機のFAシステム機器は、1,000機種を

超えます。また、FA製品はライフサイクルが

⻑く、製品によっては20年以上使われている

ものもあります。新製品開発とこうした製品

のサポート・維持管理と並⾏して、管理職と

して、グループのメンバー全員が気持ち良

く、楽しく、やりがいを持って仕事ができる

ような職場環境作りを⾏うのも私の役目で

す。⽇々⼤切にしていることは、相⼿の話を

しっかり聴くこと、そして、⾃分からも積極

的に話をすること。職場では、部⻑の⽅針で役職名をつけずに「○○さん」と名前で呼び合う⼟

壌であることも⼿伝って、周囲から「⼤⻄さんのグループはホンワカ家族のようだ」と⾔われる

20数年のキャリアを積み、開発責任者も務める管理職
に。

しっかり聴き、ちゃんと話す、⼀対⼀の関係づくりが⼤
切。



ほど、メンバー同⼠の連携体制が厚く、抜群のチームワークが発揮できていると⾃負していま

す。



エンジニアは、ともすると技術のみに集中

し、お客様とのコミュニケーションや満⾜度

の向上などに目が届かなくなりがちですが、

「三菱ブランドとしての質が保たれている

か」「ビジネスとして成⽴するか」といった

ところにまで⾔及し、⾃発的に業務に取り組

むメンバーの姿を⾒ると、成⻑が感じられま

す。それが何よりの喜び。私⾃⾝、「何でも

チャレンジして、やってみよう」をモットー

に、加⼯系から制御系へ配置転換になった際

も、「またゼロから勉強して頑張ろう」と気持ちを切り替え、新しい業務に前向きに取り組んで

きました。「知らない世界を⾒ることができる」わけですから、これほど楽しいことはない。こ

れから社会に出る皆さんにも、新しいことに果敢に挑戦するしなやかさとバイタリティを期待し

ています。私も、海外での仕事や新しいミッションにこれからもどんどん挑戦していき、⾃分の

可能性を広げていきたいと思います。

わたしの 構えず、⾃然体。私もそうありたい。

冷蔵庫の新製品開発など、新しいこと

にどんどんチャレンジされている平岡

新しいことへの挑戦で得る、「知らない世界を⾒られる」
楽しさ。



さん（住環境研究開発センターセン

ター⻑）は、豊富な知識と⾼い技術⼒

でまわりから絶対的な信頼を集めてい

る⽅です。それでいて、ご⾃⾝は⼒む

ことなく、いつでも⾃然体。新製品を

アピールする際には目を輝かせて熱弁

を奮うなど、周囲を巻き込む魅⼒にあ

ふれた⽅です。私が尊敬する先輩の1

⼈です。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
品質保証

担当製品
スマートメーター

⾕道 あゆみ
Ayumi Tanimichi

2012年⼊社

福⼭製作所 スマートメーター製造部
電⼦情報システム⼯学専攻 出⾝
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学⽣時代、集積機械内の回路にまつわる研究を⾏うなかで、ものづくりの楽しさに気づき、メー

カーで働きたいと思うようになりました。三菱電機への⼊社を決意したのは、社員として活躍す

る⼤学の先輩から話を聴いて⾝近に感じられたから。⽣活に役⽴つものづくりに携わりたいとい

う希望が叶い、⽇本最⼤シェアを誇るノーヒューズ遮断器と、⾃動⾞やバイクの燃料ポンプ、電

⼦式電⼒量計の⽣産を⾏う福⼭製作所へ配属されました。2014年、双⽅向通信と遠隔開閉機能を

備えた電⼒量計、いわゆるスマートメーターの量産が始まり、現在はその品質保証を担当してい

ます。⽣産数や扱う部品、納品先の電⼒会社も増えたことから、当初は⼾惑いの連続でしたが、

多くの経験が得られました。

品質保証は設計や製作ラインの確認からお客

様対応まで⾏う、製品についてもっとも理解

している⺟のような存在。社内外を問わず多

くの⼈たちとコミュニケーションを取り、全

体の動きを⾒据えた上での適切な判断が求め

られます。⾃分でできることはやりきる、で

きないことは誰かに依頼する、⾃分で判断で

きないものは上司に判断を仰ぐ、など「報

告・連絡・相談」を徹底したところ、仕事が

うまく回り始めるようになりました。現在は

部署全体の⽅針として、感覚や経験に依存しない品質づくりに取り組んでいる中で、三菱電機グ

ループが掲げる「Changes for the Better」が表すように、必死に模索して最良な答えをつくり出

品質保証担当として多くの経験を得られた、ターニングポ
イント。

常に最良な答えをつくり出す三菱電機のスピリットを胸
に。



すことにやりがいを感じています。また、スマートメーターは社内からも期待が寄せられている

事業。縁の下の⼒持ちとして、その期待に応えたいと思います。

これからはプライベートも充実させて、⻑く

働き続けていきたいと思います。三菱電機に

は多くの部活動があり、私はボウリング部に

所属しています。休みの⽇は他部署の⼈と練

習したり、全国⼤会に出場したりと楽しく過

ごしています。また、当社では、⼥性社員や

育児をしながら働く社員の⽣活とキャリア形

成に関する⽀援を⾏うCP-Plan推進センター

が設置されており、何かあればすぐに相談で

きます。さらに、福⼭製作所で働く⼥性社員

が集まる会があり、料理教室を開いたり、今後のキャリアプランについて⼥性の先輩がアドバイ

スをくれたり、安⼼できる環境が整っています。⽀援を得たい、制度を活⽤したい、と⾃ら発信

すれば、必ず応えてくれるのが三菱電機の良さです。

⾃ら発信すれば必ず応えてくれる環境の中で、⻑く働き続
けていきたい。



わたしの 背中から多くを学び、いつか肩を並べた
い。

憧れの⼈は、⼊社時からの上司である

⾕さん。「責任を持つから、思うよう

に動け」と背中を押してくれます。も

のづくりの知識、優先順位をつけて対

応する処理能⼒、周囲への影響も⾒据

えた決断⼒は今の私に⾜りないところ

なので、とても憧れます。上司として

きちんと話を聴いてくれ、また論理的

な説明が求められる品質保証としてコミュニケーション⼒にも⻑けている⽅。そう

した点を吸収しながら、いつか肩を並べられるようになりたいです。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
⽣産技術

担当製品
産業⽤冷熱機器

⻄⽥ 梨奈
Rina Nishida

2013年⼊社

冷熱システム製作所 製造管理部
機械システム⼯学専攻 出⾝
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技術職を志望したのは、中学2年のときに⾒たテレビドラマがきっかけです。⾶⾏機の⼥性整備⼠

が作業服できびきび働く姿に憧れ、⼤学は⼯学部に進学し、機械システム⼯学を専攻。就職活動

では整備⼠のほかに、⾷品メーカーなども検討しました。⼊社の決め⼿となったのは、サイトや

冊⼦で紹介されていた平岡さん（住環境研究開発センター副センター⻑）の姿です。「プライ

ベートも充実させつつ、いきいきと働く⼥性の⼤先輩がいる三菱電機なら、⾃分のやりたいこと

を⾒つけ、存分に成⻑できる」と確信しました。

私は現在、スーパーやショッピングモールの

屋上などに設置される冷凍機や、福祉施設や

ホテルで使⽤されるチラーを⽣産するライン

の改善⽀援を担当しています。実際の⽣産ラ

インを目視して現場の状況を数値化し、改善

策を打ち出す仕事です。例えば、組⽴作業に

30秒かかっているラインを、設備や⼈員配置

を変更することで10秒に短縮する⽅法を考え

たり、製品によっては「このネジは本当に必

要か」「この板⾦の⽳は何の役割を果たすの

か」といった細かい部分まで突き詰め、開発部門と連携した改善提案も⾏ったりしています。作

業時間の短縮、⽣産能⼒の向上と同時に、品質を保ち、⽣産する上でのあらゆるムダを減らすた

めには、ただ目の前の現場だけを⾒るのではなく、改善策の費⽤対効果や安全確保など、マクロ

視点での状況判断が⽋かせません。⼊社当初はそのポイントがつかめず、作業時間の⾒積もりの

詰めが⽢くなり、他部署から指摘されたこともありました。現在は「取り組んでいる作業の意

味」「最終的な目標」をしっかり念頭に置いて、⾏動するよう⼼がけています。

⾶⾏機の⼥性整備⼠に憧れ、作業服で働く夢が現実に。

細かい部分まで突き詰め、マクロ視点で⽣産状況を判断。



職場は30代前後の社員が多く、明るく和気あ

いあいとした居⼼地の良い環境です。部⻑を

はじめ、上司や先輩たちは仕事と遊びのメリ

ハリがはっきりしていて、何でも相談しやす

く頼れる存在。そんな先輩たちと⼀緒に⼿が

けた冷熱機器が、休⽇に⽴ち寄ったショッピ

ングモールの屋上などに設置されているのを

⾒かける度に、当時の奮闘ぶりが頭に浮かぶ

とともに感動が込み上げてきます。モチベー

ションが⾼まり、「将来はプロジェクトの

リーダーとなって、新ライン⽴ち上げすべてに関われるようになりたい」という想いが⼀層膨ら

みます。これから経験を積んで成⻑し、いつか必ず、「冷熱システム製作所で初」「三菱電機で

初」の何かを成し遂げるという⼤きな夢を叶えたいです。 

街でふと⾒かける度に、将来への想いが⼀層膨らむ。



わたしの 豊富な知識量で周囲から信頼される存在。

同じ課の先輩の川井さんは、いつも落

ち着いていて余裕を感じさせる雰囲気

の持ち主。他部門の⽅に質問した際

に、「その件なら川井さんが詳しい

よ」と名前が挙がるほど豊富な知識量

を持ち、また多⾯的なものの⾒⽅がで

きることから、周囲の⼈たちから信頼

されています。若⼿の頃は今の私と同

じ業務を担当されていたとのこと。視野を広げたい、知識を深めたい、と思ってい

る私にとって、まさに憧れの⼈です。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
技術営業

担当製品
エレベーター

梨本 由佳
Yuka Nashimoto

2011年⼊社

稲沢製作所 営業部
電気電⼦専攻 出⾝
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中国向け昇降機（エレベーターやエスカレーター）の営業設計として、私は中国にある販売会社

の窓⼝となり、図⾯作成や仕様決定、提案書づくりなどを⾏っています。販売会社の先にいるお

客様のニーズを把握し、プラン提案を経て、設計段階にまで落とし込んでいくのが主な役割。販

売会社とのやりとりでは中国語でのメールに加え、頻繁に電話をかけて密にコミュニケーション

を取ることを⼼がけています。⽇本の⾼層ビルは地震が多いこともあり、多くは200〜300m級の

⾼さなのに対して、中国では400〜500m級の超⾼層ビルが多く、昇降機の設計も難易度が増しま

す。「⽇本のメーカーである三菱電機」だからこそ⾼い安全性が⼀層期待される。その使命を果

たし、お客様に満⾜していただける昇降機を、中国をはじめ世界中へ広めることが私の夢です。

中国を担当している営業設計チームは、私を

含めて7⼈。他にも、中国に出向・常駐して

いる社員もいます。私も今まで中国出張を2

回ほど経験しました。今の職場は、2015年に

新卒の⼥性エンジニアが1⼈加わったことも

あり、若⼿が多く、明るくて元気な雰囲気に

さらに華やかさが加わりました。皆さんとて

も優しく、またそれぞれ担当している仕事が

同じような課題や難しさを抱えているため、

いつでも相談しやすく、アドバイスをもらう

ことも頻繁にあり⼼強いです。⼥性だからといって、物怖じすることは⼀切ありません。会社に

来るのが毎⽇楽しみです。

安全性の⾼い⽇本製品を中国をはじめ世界中へ広める。

若⼿が多く明るい職場。会社に来るのが毎⽇楽しみ。



私は機械が好きで、幼少の頃からラジオを解

体したりしていました。中国で⽣まれ育った

私が⽇本に来たのは、中学2年のとき。⽇本

語がまったく話せず、苦労しました。⼤学・

⼤学院は電気電⼦学科へ。就職活動のOB・

OG訪問の際、三菱電機の先輩が⾯倒⾒の良

い⼈たちばかりで、「⼀緒に働きたい」と思

い、⼊社に⾄りました。⼊社2年目の2012年

に1⼈目の⼦供を授かり、来年にも2⼈目の⼦

供の出産を予定しています。迷惑をかけて申

し訳ない気持ちもありますが、これから続く20〜30年のキャリアの中で恩返しをしたいと思って

います。今後は中国以外の営業設計や、さらには海外赴任にも挑戦したいです。三菱電機は、⼥

性エンジニアが⼤きく⾶躍できるフィールドがあり、また、結婚・出産を経ても活躍できる制

度・環境が整っているので、将来を⾒据えながら仕事を続けられます。これから社会に出る学⽣

の皆さんも、私と同じようにためらうことなく、夢に挑戦してほしいと思います。

これから続くキャリアの中で恩返しをしていきたい。



わたしの 尊敬・信頼できる古川課⻑が私の目標。

上司の古川課⻑は、中国に5年間赴任

していたこともあり、豊富な知識と⼈

脈のある⽅です。常に緊張感を持って

テキパキと業務に取り組んでおり、仕

事の進め⽅はもちろん、部下である私

たちを温かく⾒守ってくださるところ

や、また関連部門から信頼されている

ところも憧れています。私もいつか、

課⻑のようになりたいです。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



職種
開発設計

担当製品
冷蔵庫等の家電製品全て

平岡 利枝
Toshie Hiraoka

1985年⼊社

住環境研究開発センター センター⻑
数理学科 出⾝
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私が⼊社したのは、男⼥雇⽤機会均等法が制定された年。さまざまな企業が⼥性総合職の採⽤を

増やしており、三菱電機にも⼥性の技術系総合職が100⼈ほど⼊社しました。これはメーカーと

してはかなりの数だったようで、⼊社式にマスコミの取材が来ていたのを覚えています。それで

も男⼥⽐率は8：1程度で、静岡製作所に配属された⼥性は私1⼈。しかも、製造現場に近い設計

部門の技術者として⼥性総合職が静岡製作所に⼊社するのは私が初めてという状況でした。私が

三菱電機を志望した理由は、東京の⼤学を出た後は実家がある静岡で働きたい、そして、地元の

⼤⼿企業の代表格が三菱電機だったというのが正直なところです。また、当時はSEの募集が多

かったのですが、もっと製品に近い、モノづくりに携わりたかったのも理由の1つでした。配属先

は、冷蔵庫製造部技術課。それから23年間、冷蔵庫の開発に携わりました。

男⼥雇⽤機会均等法の制定1年目に⼊社。



法律が定められたとはいえ、当時は「⼥性は

結婚や出産をしたら辞める」という意識も強

く、当初は上司も私の扱いに⼾惑っていたの

ではないかと思います。同期で⼊った男性技

術者を⾒ても、早い段階で⼀定の担当領域が

決まり、技術を蓄積していくのですが、私に

はそうした進路が⾒えません。⼊社1年目

は、いわば遊軍のようにいろいろな仕事を担

当していました。しかし、結果的にそれが幸

運を呼び込むことになります。⼊社2年目を

迎えたある⽇、次期モデルに追加で導⼊する新機能の開発を任されることになったのです。導⼊

が急遽決まったため、⼿の空いている技術者がいない。それで「遊軍」状態の私に任せてみるこ

とになったのではと想像しています。このときに取り組んだのは野菜の鮮度を保つ機能で、毎⽇

野菜を買っては保存実験を⾏い、レポートにまとめました。スケジュールに余裕がないため、休

みも返上して実験を繰り返す毎⽇。苦労もあった⼀⽅、新機能の導⼊を決める重要な会議に出席

するなど、若⼿にはなかなかできない貴重な経験をしました。また、妥当性を⾼めるため、さま

ざまな⽂献で原理原則まで調べた⾃分のレポートが部署全員に回覧されたのも、「⾃分の仕事を

皆が⾒てくれている」と、仕事の成果を実感するうれしい経験になりました。

チャンスに恵まれ担当した⼊社2年目の新機能開発。



多くの⽅たちに注目された「切れちゃう冷

凍」という新機能の開発を担当したのは、⼊

社から10年を超えた頃のことです。このアイ

ディアは部署の若⼿を集めて⾏われた、企画

⼒を⾼めるための研修の中で⽣まれました。

企画⽴案をする上では在るべき姿をとらえる

ことが重要だという話があり、まずは冷蔵庫

の本質とは何かをとことん考えることにしま

した。そして思い⾄ったのが、冷蔵庫も他の

⽩物家電と同じく、家事の⼿間を省き、「時

間をつくる」ことに貢献すること。冷凍であれば⾷材を⻑期間保存できるため、買い物に⾏く頻

度が減り、時間をつくることができます。しかし、本当にそうなっているのか。使うときを考え

て⼩分けに冷凍するというのは、別の形で時間が取られているな、と疑問に思ったのです。冷凍

室から取り出した⾷材をそのまま包丁で切ることができれば、あらかじめ⼩分けにする必要もな

い。そうして「切れちゃう冷凍」のアイディアは⽣まれました。研修で発表したところ、実際に

導⼊することになり、1999年に製品化に⾄りました。このとき、開発のリーダーを務めたこと

が、⼀担当者から管理職へとステップアップするきっかけにもなっています。

冷蔵庫の本質を⾒つめ直して⽣まれた「切れちゃう冷
凍」。



2008年に住環境研究開発センターに異動して製品化技術開発部の部⻑となり、2014年から副セン

ター⻑を兼務、2016年からセンター⻑に就任しています。それまでは担当領域が冷蔵庫だけだっ

たのですが、炊飯器やレンジ、クリーナーなど、他の家電製品にも広がりました。冷蔵庫担当の

ときに設計や特許など、それぞれの専門家をとりまとめていたように、各技術のプロをまとめて

いく。その上で、ある⽅向に舵を取っていくという⾃分の役割は、静岡時代も今もそう⼤きくは

変わりません。課⻑や部⻑になるのは、会社員としての出世です。ただ、私⾃⾝は肩書きを得る

ことで「仕事がやりやすくなる」のが⼀番のメリットだと感じています。新技術の開発では、社

内の研究所や⼤学の研究室と共同で仕事を⾏うことが少なくありません。担当者であれば、話を

煮詰めたら次は課⻑に判断を仰ぐことになりますが、私はその場で⾃分が判断できるのですか

ら、仕事の進めやすさは格段に違います。私⾃⾝の歩みを振り返っても、性別は関係なく、実績

を⾒てふさわしい役割・役職を与えてくれるのが三菱電機だと思います。管理職向きの⼈もいれ

ば、製品開発の第⼀線で技術を深めることに⻑けた⼈もいる。「⼈」を⾒て、適材適所でこの研

究所全体のパワーアップを図っていくことが、管理職としての私の役目です。

肩書きは、仕事のしやすさにつながる。



わたしの 上司の⽅たちの応援と決断があって今の私
がある

これまで多くの⽅たちにお世話になってきたので、この⼈だと1⼈を挙げるのは難

しいです。⼥性の技術者が少なかった時代から、私に責任ある仕事を任せてみよう

と決断してくれた上司の皆さんに感謝しています。静岡製作所時代に先⾏開発グ

ループのマネージャーになったのですが、これはこの組織⾃体を新たにつくり、私

にリーダーを任せてくれたものだと思っています。周囲が可能性を拓いてくれたか

らこそ、今の私があると思っています。



WEEKLY SCHEDULE
ある週のスケジュール

MON TUE WED THU FRI SAT SUN



real voice
全国にいる三菱電機の⼥性エンジニアのうち、128⼈を対象にアンケートを実施しました。

三菱電機での働き⽅や⼥性エンジニアの仕事に対する想い、

また"やわらかネタ"も含めて、先輩たちのリアルな⽇常をのぞいてみてください。

⼥性エンジニア徹底調査 



Q1
⼊社動機は？

（より重視した3つを選択）

Q2
⼊社後に感じた

1番のギャップは？

Q3
三菱電機の好きなところ、

良いと思うところは？

Q4
反対に、三菱電機の

変えていきたいところは？

Q5
三菱電機のエンジニアとし

て
働く醍醐味は？

Q6
出張の頻度を

教えてください。

Q7
職場の仲間や同期と

⾷事や飲み会に⾏く頻度
は？

Q8
あなたの勤務する

事業所・地域の⾃慢は？

Q9
通勤時間は？

Q10
通勤⼿段は？

Q11
⼦育てと仕事を両⽴する上

で
⼯夫していることは？

Q12
今の住居は？

Q13
会社でのランチは？

Q14
仕事をするときの服装は？

Q15
上司や先輩からもらった
「⼼に残る⾔葉」は？

Q16
仕事をする上で

⼼がけていることは？

Q17
将来、どんな

エンジニアになりたい？



人材育成
社員の成長に合わせた能力開
発を支援する、各種支援制度
をご紹介します。

福利厚生・各種制度
社員一人ひとりの豊かな生活
を支援する、様々な制度につ
いてご紹介します。

女性の活躍推進
女性のキャリア形成支援制度
や、仕事と育児を両立しなが
ら活躍する社員の声をご紹介
します。

三菱電機で「働く」
働くことや社員の豊かな生活を支援する、
各種制度などをご紹介します。



各種支援制度
個々人が能力開発に取り組み、その能力に相応しい役割（仕事）を獲得し、その成果を適正に評価する。
これらのステップを有機的に連携（好循環）させるため、「社員の能力開発を支援するための制度」「その能力を
発揮できるよう適材適所を実現するための制度」「発揮した能力を適正に評価・処遇する制度」があります。



各種支援制度一覧
能力開発（人材育成）

社員の成長に合わせた能力開発を支援するための様々な研修プログラムを用意しています。その一部をご紹介しま
す。

■基礎的育成期間（教育主任制度）
当社では入社後3年間を「基礎的育成期間」と位置づけています。育成期間といっても、仕事をしながらの育成
（OJT）がメインとなりますが、職場の先輩が教育主任としてマンツーマンで仕事を教えたり、相談にのったり
しますので、新入社員に合わせたきめ細やかな指導ができます。

■新入社員研修
入社式後に実施する入社研修に始まり、事業本部別研修・事業所別研修などを通じて、事業動向、業務内容、会
社で必要な共通基礎知識や規則などを学んでいきます。
その後1年間は「研修生」と呼ばれ、OJTを中心に様々な知識・スキルを身につけていき、1年目の最後には自分
の業務に関するテーマで「修了レポート」を作成することになります。

■事務技術別研修
事務系社員には、その職種に応じた専門知識を身につけてもらうための職種別研修があります。技術系社員に
は、技術分野に応じた専門知識を身につけてもらうための技術講座があります。
初級・中級・上級など成長に合わせて新たな知識を得る機会を用意しています。

■事務技術共通研修
プレゼンテーションやロジカルシンキングなどのビジネススキルを学ぶ講座に加え、海外OJT研修（※）や異文化
コミュニケーション研修などの国際化研修も用意しています。
※海外拠点にて1年間、実務や語学の研修を行う制度。



■課長研修・部長級研修
管理職になると、実務上で必要であった知識に加え、リーダーシップやマネージメントのスキルも必要になりま
す。課長や部長級の社員に対して、管理職として必要な知識・スキルを付与する研修です。

■セルフディベロップメント支援制度
社員自らの、より積極的な能力開発を会社が支援する仕組みとして、社内外教育プログラム受講時の金銭的・時
間的支援や、社外資格取得に対する奨励金の支給を行う制度です。

配属（適材適所）

■自己申告制度
年に1回、今後のキャリアプラン・異動希望などについて、システム上にデータを入力し上司に申告する制度で
す。
また、本人が希望すれば、全社の部長級管理職に申告した異動希望の内容が公開され、異動希望と各部門での
ニーズがマッチすれば異動することになります。

■社内求人制度
「自己実現の支援」や「人材の有効活用と事業強化のための適正配置推進」を目的として、社内・グループ内の
求人情報を掲載し、希望者はその求人に応募することができる制度です。

評価（処遇）

■役割・成果レビュー制度
組織目標に基づく個々人の役割・目標を年度初に上司と確認し、その目標に対する成果に基づき評価がなされ、
年度末に面談を通じて評価結果と育成的視点でのアドバイスのフィードバックを受ける制度です。

■苦情処理システム
社員の納得性および公正・適正なる人事評価運営を維持するため、個人の評価に関して異議申立をし、解決を図
ることを可能とするシステムを導入しています。



各種制度一覧
入社し社会人としての第一歩を踏み出してから定年退職を迎えるまでには、結婚、出産・育児、親の介護など、
様々な生活の変化が訪れる可能性があります。 社員一人ひとりの豊かな生活を支援するため、これらの変化点を中
心に様々な福利厚生・ワークライフバランスの制度を用意しています。

各種制度内容
住居関連
入社後の寮の提供、結婚後の社宅の提供や家賃補助制度、自宅購入の際の低金利での借入制度（住宅融資）など、
生活の土台となる住居の不安なく生活してもらうための制度が整っています。



託児施設「ダイヤモンドキッズ」
社員のキャリア形成と育児の両立を支援するために、2014年10月1
日に神奈川県鎌倉市および兵庫県尼崎市の事業所内に託児施設「ダイ
ヤモンドキッズ」を開設しました。
職場に隣接した場所で、就業日・就業時間に合わせた運営や延長保育
などを実施するとともに、不審者の侵入を防ぐためのセキュリティー
対策や事故防止対策を図るなど、社員が十分に、また、安心して仕事
に専念できる保育環境を整えています。
また、年間にわたり入所の機会を設けることで、育児休職者の職場復
帰を支援します。

【施設の概要】

名称
ダイヤモンドキッズ 湘
南

ダイヤモンドキッズ 伊丹

所在地
神奈川県鎌倉市大船5丁
目1番1号
情報技術総合研究所内

兵庫県尼崎市塚口本町6丁
目9番22号
三菱電機健康保険組合伊丹
総合保健
体育館BRIO（ブリオ）内

施設面
積

床面積 約100㎡

定員 各10名程度

託児年
齢

0歳（生後57日目以降）～小学校就学前

利用対
象者

当社社員（女性に限定しない）

運営時
間

8時～18時（延長保育　21時まで）

ダイヤモンドキッズ湘南

余暇関連
余暇を充実させるため、保養所や旅行費用補助制度（※1）があったり、満30歳・40歳・50歳の節目の年には心身
の一層の充実を図るための特別休暇（チャージ休暇）が用意されています。

出産・育児関連
出産を迎えた女性社員を支援するための休業・休職や短時間勤務制度はもちろん、配偶者が出産を迎えた男性社員
を支援する配偶者出産休暇や休職・短時間勤務制度、子どもの看護や学校行事（入学式、授業参観など）のための
セルフサポート休暇など各種制度が充実しています。また、育児サービス（託児所など）利用料や教育費用（塾や
学校の授業料）の補助制度（※2,3）も用意されています。



介護関連
人によっては、在職中に親の介護をする必要が生じることがあります。その際には、介護休職制度や介護サービス
利用料補助制度（※4）などを利用することができます。

ダイヤモンドプラン
満59歳になる社員およびその配偶者を対象に、永年の会社への貢献に感謝するとともに、今後の人生設計を考える
機会として海外旅行（ハワイ、オーストラリアなど）に参加してもらう制度です。

※1～4の制度は、セレクトプラン（選択型福祉制度）を利用することになります。
セレクトプランは、毎年一定のポイントが社員に付与され、多様なメニュー（旅行、スポーツ・レジャー、自己啓発、ヘルスケア、介護、育児な
ど）の中から自由に選択して、ポイントに応じた費用補助を受けることができる制度です。



キャリア形成支援 仕事と育児両立のための各種支援制度

「キャリア」をテーマとした女性社員向けのフォーラムや
事業所単位の交流会などを開催し、女性社員自身の自立的
思考・行動の促進やネットワーク作りを支援しています。
また、育児休職者が円滑に職場復帰し、育児をしながら能
力を最大限発揮できるよう、休職中の能力開発を積極的に
支援するとともに、復職前・復職後に定期的に上長面談の
場を設けています。

働きやすい会社から”働きがい”のある会社へ

互いの努力を認め、支え合いながら、女性も男性もいきいきと働ける、

そんな職場環境づくりを目指しています。

三菱電機では、性別や年齢などにかかわらず社員が最大限に能力を発揮し、活躍することが事業発展のために大変
重要なことと考えています。
そのためには、多様な個性を持った一人ひとりの強い意志と行動力をもとに、チ－ムを組んで粘り強く挑戦し続け
ることが求められており、管理職・技術職・事務職(営業・スタッフ)など様々な職種で数多くの女性社員が個々人
の力を存分に発揮し、当社事業発展に大きく貢献しています。
当社では、そうした情熱をもった社員が能力を最大限発揮できるよう、本人・職場・会社が一体となり「いきいき
と活躍できる環境づくり」を推進しています。

キャリア形成支援



託児施設「ダイヤモンドキッズ」

キャリア形成を積極的に志向する社員の育児負担を軽
減して、仕事に専念できることを目的に、事業所内に
託児施設を開設しています。 

詳しくはこちら

「妊娠短時間勤務」

妊娠中は短時間勤務をすることができます。

「出産のための休業」

出産前後の約4ヶ月間について、有給で休むことがで
きます。 

「配偶者出産休暇」

配偶者が出産した場合、5日以内で有給で休むことが
できます。

「扶養手当」

子どもを扶養する場合は扶養手当を受給できます。
（但し一部社員を除く）

「育児休職」

子どもが1歳到達後最初の3月末日（特別な事情があ
る場合は、2歳到達後の最初の3月末日）までの期
間、育児のために休職することができます。

「育児短時間勤務」

最長で子どもが小学校卒業の3月末日までの期間、育
児のために短時間勤務をすることができます。

仕事と育児の両立のための各種支援制度

法定水準を上回る育児休職制度、育児短時間勤務制度に加え、在宅勤務制度や再就職支援制度も導入し、環境整備
を行っています。

仕事と家庭生活の両立を目指す人へ、等しい成長の機会と、それをサポートする制度を。それが三菱電機の考え方
です。



「在宅勤務制度」

育児などのために、在宅勤務することができます。

「セルフサポート休暇」

小学校卒業までの子どもの看護や入学式・卒業式や授
業参観など学校行事参加のために休むことができま
す。

「子の看護のための休業」

小学校入学前の子どもの看護のために、有給で休むこ
とができます。

「選択型福祉制度 セレクトプラン」

「保育所・託児所・ベビーシッターの利用料」「育児
用品の購入・レンタル費用」に対して費用補助が受け
られます。

「再雇用制度」

育児や配偶者の転任などを理由と
して退職した社員を再雇用する制
度です。



採用メッセージ
求める人物像や採用グループ
マネージャーからのメッセー
ジをご覧になれます。

採用コンセプト
「理想と、競おう。」のメッ
セージをご覧になれます。

セミナー情報
全国各地で随時開催予定の各
種セミナーについてご覧にな
れます。

採用データ
採用者数の推移や配属先部門
実績をご覧になれます。

内定者の声
当社の内定者に行った様々な
アンケートをご覧になれま
す。

よくあるご質問
応募方法や採用に関して、毎
年数多く寄せられるご質問を
ご紹介します。

採用基本情報
求める人物像や
過去の採用データなどをご紹介します。



企業トップが語る「仕
事とは？」
vol.39 取締役会長 柵山正樹
掲載日：2015年1月9日 

企業トップが語る「仕
事とは？」
vol.25 取締役相談役 山西健
一郎
掲載日：2010年12月6日 

人事部長インタビュー
「競争社会を生き抜く
ための事業戦略・人材
戦略」
vol.34 代表執行役 専務執行
役 大隈信幸
掲載日：2016年05月19日 

就職ジャーナルにて、当社役員のインタビュー記事が掲載中です。



強い意志を持ち、
自ら行動する人

物事には必ず始まりがある。どん
なに大きな社会課題でも、解決の
起点となるのは、何よりもまず一
人ひとりの強い意志と行動力で
す。

周囲と協働し、
より大きな力を生み

出す人

個人の力には限界がある。多様な
個性を持った一人ひとりの力をか
け合わせることで、新たな力が生
まれ、大きな困難にも立ち向かえ
るのです。

やりとげる
責任感を持つ人

簡単にできることは誰かがやって
いる。逆境にぶつかっても粘り強
く挑戦をつづける姿勢、やりとげ
る責任感が様々な社会課題の解決
につながるのです。

求める人物像

採用メッセージ
様々な社会課題に立ち向かうため、 
自ら周囲に働きかけ、大きな力を生み出し、
最後までやり抜く人を求めます。 



家電から宇宙まで幅広い事業を手がける総合電機メ－カ－とし
て、世界中の人々の心と生活を豊かにし、夢のある社会を実現
する、それが三菱電機の使命です。 その為には、多分野におけ
る高度な技術を育てるとともに安定した品質を確保し、全世界
を対象とした市場の声に応えて価値のあるものづくりを実行す
ることが重要であり、それらによってお客様からの信頼と満足
が得られ、より良い製品やサービスを社会に提供できると考え
ています。
「技術」、「品質」、「ものづくり」、そして「信頼」、これ
ら全てに関わるものが人の力です。企業が持続的成長を実現す
るためには、社員一人ひとりが会社の組織とともに成長しつづ
けることが最も重要なのです。
私たちのコーポレートステートメントである“Changes for the 
Better”とは、常により良いものをめざし、変革していくことで
す。自ら「より良いもの」を求め変革することで、新しい自分
と出会える。そこに成長があるのだと思います。

採用グループマネージャーからのメッセージ
本社 人事部採用グループマネージャー

片 山 敬 介

一人ひとりが常に理想を目指し、
変革に挑戦しつづけていく企業風土



三菱電機は、そんな新しい自分を育てる幅広いフィ－ルド（事
業領域）を持っています。新たな自分と出会った「人」たちが
チ－ムを組んで「組織」として挑戦しつづける、それが私たち
三菱電機のスタイルです。
当社は、皆様と直接お会いさせて頂く数多くの機会(セミナ－・
ガイダンスなど)を設けていますので、企業のイメージや社員の
人柄、仕事のスタイルなどを感じ取ることができると思いま
す。
そして、ものづくりから製品設計や研究開発など技術の最先端
で活躍しているエンジニア、グロ－バルに活躍している国内外
の社員、いきいきとやりがいをもって働く女性社員など、当社
の多様な人材との出会いが皆さんの社会人としてのキャリアイ
メ－ジ作りに繋がると思います。
三菱電機に興味がある方、やる気と熱い思いのある方、より幅
広いフィールドで挑戦してみたい方は、是非多くの当社社員に
会って頂き、皆さんが社会人になる上での「夢」、「理想」や
「不安」を直接ぶつけてみてください。きっと、三菱電機で働
くイメ－ジが深まると確信しています。
変革は、一人ひとりが理想を目指すことから始まります。その
理想と競い合いながら世界を切り拓きたい、そんなやる気のあ
る皆さんを待っています。
皆さんの「やる気」を、私たち三菱電機の「本気」でお迎えい
たします。





※1
※2

事務系総合職 技術系総合職（学校推薦） 技術系総合職（⾃由応募）

対象

2020年4⽉⼊社

次の3つの条件を満たす⽅からのエントリーを受付けています。

1. 総合職として国内外を問わず勤務可能な⽅

2. 2020年4⽉に⼊社可能な、国内・海外⼤学（院）を卒業または卒業⾒込みの⽅

3. 卒業済みの場合は、最終学歴卒業後、就労経験がない⽅

⼤学院、⾼等専門学校専攻科を含む、ポストドクターも可
最終学歴卒業後に就労経験を有する⽅でも、2016年3⽉以降に最終学歴を卒業された⽅については、
新卒として応募可
但し、新卒採⽤と経験者採⽤を同時期に併願することは不可



※1
※2

事務系総合職 技術系総合職（⾃由応募）

秋季採⽤（2019年10⽉⼊社）

次の3つの条件を満たす⽅からのエントリーを受付けています。

1. 総合職として国内外を問わず勤務可能な⽅

2. 2019年10⽉に⼊社可能な、国内・海外⼤学（院）を卒業または卒業⾒込みの⽅

3. 卒業済みの場合は、最終学歴卒業後、就労経験がない⽅

⼤学院、⾼等専門学校専攻科を含む、ポストドクターも可
最終学歴卒業後に就労経験を有する⽅でも、2016年3⽉以降に最終学歴を卒業された⽅については、
新卒として応募可
但し、新卒採⽤と経験者採⽤を同時期に併願することは不可



学部卒
修⼠了

階層別研修
職能別研修
国際化研修

技術研修
その他

待遇と勤務
勤務地 国内外の事業所（本社⽀社・製作所・研究所等）

勤務時間
7時間45分 
※時間帯は事業所によって異なる
※事業所・部署によってフレックスタイム制度の適⽤あり

休⽇ 週休2⽇制、国⺠の祝⽇、労働祭、年末年始、会社創⽴記念⽇、8⽉第1・第2⾦曜⽇
など（弊社カレンダーによる）

休暇 年次有給休暇、慶弔休暇、結婚休暇、転任休暇、チャージ休暇、セルフサポート休
暇、マイカレンダー休暇

初任給
︓211,500円（2018年度実績）
︓235,500円（2018年度実績）

諸⼿当 時間外⼿当、扶養⼿当、外勤⼿当、通勤費補助など

仕事内容

各職種の仕事内容については以下より確認ください。
職種紹介

具体的な仕事内容や役割は⼊社後に決定いたします。

賃⾦改定 年1回（4⽉）

賞与 年2回（6⽉・12⽉）

保険 雇⽤保険、労災保険、健康保険、厚⽣年⾦保険

福利厚⽣ 寮・社宅、保養所、契約リゾート施設、テニスコート・体育館・プールなどのスポー
ツ施設、財形貯蓄、住宅融資、社員持株会、社員互助会など

休職制度 傷病休職、育児休職、介護休職、セカンドライフ⽀援休職

研修制度

︓新⼊社員研修、管理者研修、ビジネススクール派遣など
︓スタッフ（⼈事・経理・資材・法務など）部門研修、営業部門研修など
︓海外留学制度、海外要員育成留学制度（海外OJT）、語学強化講座、社
内英語検定制度など
︓MELCOゼミナール、技術部会など
︓資格取得⽀援、⾃⼰能⼒開発⽀援制度、各種コーポレート教育、トータ
ルライフプログラムなど



※1
※2

対象︓2020年4⽉ ⼊社希望の⽅

次の3つの条件を満たす⽅からのエントリーを受付けています。

1. 総合職として国内外を問わず勤務可能な⽅
2. 2020年4⽉に⼊社可能な、国内・海外⼤学（院）を卒業または卒業⾒込みの⽅
3. 卒業済みの場合は、最終学歴卒業後、就労経験がない⽅

⼤学院、⾼等専門学校専攻科を含む、ポストドクターも可
最終学歴卒業後に就労経験を有する⽅でも、2016年3⽉以降に最終学歴を卒業された⽅については、新卒とし
て応募可
但し、新卒採⽤と経験者採⽤を同時期に併願することは不可

2020年4⽉⼊社では、「事務系総合職」、「技術系総合職（学校推薦）」、「技術系総合職（⾃由応募）」の3つ
の区分で採⽤を⾏っています。

事務系総合職
募集対象学部 全学部・全学科

募集職種 営業、経理／財務、資材調達、⼈事／総務、法務／知的財産渉外 など



選考フロー
STEP 1 当社HPへプレエントリー

まずは会員登録のうえ、プレエントリーをしてください。

プレエントリー

プレエントリーいただくと、ご登録の電⼦メールアドレスに「マイページ 」のIDとパスワードをお知らせ
いたします。
セミナー予約や選考応募、結果連絡は「マイページ 」で⾏います。

STEP 2 ①エントリーシート提出

「①エントリーシート」は、「マイページ 」からインプットし、顔写真をアップロードの上提出してくだ
さい。



①
②
③

STEP 3
②テストセンター（能⼒・性格検査）の

受検
③WEB適性検査の受検

「①エントリーシート」を提出いただきますと、提出受付が完了した時点で、「マイページ 」内メッセー
ジBOXに「②テストセンター（能⼒・性格検査）」の受検案内が配信されます。また、同じく「③WEB適性
検査」についても「マイページ 」から受検いただけるようになりますので、応募回所定期⽇までに②、③
双⽅の受検を完了してください。

＜留意事項＞

＜例＞
エントリーシート受付完了︓3／28（⽊）
テストセンター（能⼒・性格検査）の受検︓4／1（⽉）
WEB適性検査の受検︓4／3（⽔）

↓↓

第⼆回募集での受付
(「③WEB適性検査」の受検⽇が第⼀回募集の締切⽇（4／2（⽕）以降となったため、第⼆回募集で
の受付となります。)

なお、最終回においてエントリー未完了状態となった場合は書類選考対象外（「不合格」扱い）とな
りますので、予めご了承願います。

「①エントリーシート」の提出後、「②テストセンター（能⼒・性格検査）」・「③WEB適性検
査」の双⽅の受検が完了した時点で本エントリーとなりますので、ご注意ください。

■



STEP 4 エントリー完了

エントリー応募受付期間
以下四回の募集期間の他、留学⽣を対象とした東京サマーキャリアフォーラム（6⽉下旬）に出展予定で

す。

【第⼀回募集期間】
①エントリーシート応募受付締切⽇︓3／29（⾦）②テストセンター（能⼒・性格検査）︓4／2（⽕）

③WEB適性検査︓4／2（⽕）

【第⼆回募集期間】
①エントリーシート応募受付締切⽇︓5／10（⾦）②テストセンター（能⼒・性格検査）︓5／14（⽕）

③WEB適性検査︓5／14（⽕）

【第三回募集期間】
①エントリーシート応募受付締切⽇︓6／11（⽕）②テストセンター（能⼒・性格検査）︓6／13（⽊）

③WEB適性検査︓6／13（⽊）

【第四回募集期間】
①エントリーシート応募受付締切⽇︓7／5（⾦）②テストセンター（能⼒・性格検査）︓7／8（⽉）

③WEB適性検査︓7／8（⽉）

STEP 5 書類選考

STEP 6 ⾯接（複数回）

STEP 7 内々定



技術系総合職 （学校推薦）
募集対象学部 全学部・全学科

募集職種 基礎研究、応⽤研究、電気設計、機械設計、ソフトウェア設計、システム
設計、⽣産技術、品質管理、知的財産管理、⼯事技術、技術営業など。

選考フロー
下記選考フローと並⾏して、配属先に必要な専門性・適性と受検希望者の専門性・適性が合致する場合には、

⼊社後の配属先を⾃分で決めることができるジョブマッチング⾯談（配属先限定リクルート⾯談（配リク⾯談））
も実施しています。

（詳細はマイページ に掲載の配リク説明資料をご覧ください。）

STEP 1 三菱電機から各学校へ求⼈依頼

三菱電機から各学校に対し、3⽉頃に求⼈依頼を⾏います。学校推薦を希望される⽅は、各学校の就職担当
部門に確認の上、その指⽰に従ってください。

STEP 2 当社HPへプレエントリー

まずは会員登録のうえ、プレエントリーをしてください。

プレエントリー

プレエントリーいただくと、ご登録の電⼦メールアドレスに「マイページ 」のIDとパスワードをお知らせ
いたします。
セミナー予約や選考応募、結果連絡は「マイページ 」で⾏います。



STEP 3

応募書類の送付
＋

WEB適性検査・テストセンター（能⼒・
性格検査）の受検

学校推薦が決定しましたら、当社採⽤サイト「マイページ 」の「学校推薦情報」欄より必要事項を⼊⼒の
上、「⾃⼰紹介書」と「送付票」をダウンロードし、推薦書等の応募書類とあわせて下記の宛先に送付くだ
さい。
また、併せてテストセンター（能⼒・性格検査）及びWEB適性検査を受検ください。
応募書類のご提出と、テストセンター（能⼒・性格検査）及びWEB適性検査の受検をもって、応募完了とさ
せていただきます。

追って、選考⽇をご連絡いたします。

＜応募書類送付先＞

〒100-8310
東京都千代⽥区丸の内2-7-3
三菱電機株式会社 ⼈事部採⽤グループ

STEP 4 エントリー完了

STEP 5 ⾯接

STEP 6 内々定



技術系総合職 （⾃由応募）
募集対象学部 全学部・全学科

募集職種 基礎研究、応⽤研究、電気設計、機械設計、ソフトウェア設計、システム
設計、⽣産技術、品質管理、知的財産管理、⼯事技術、技術営業など。

選考フロー
STEP 1 当社HPへプレエントリー

まずは会員登録のうえ、プレエントリーをしてください。

プレエントリー

プレエントリーいただくと、ご登録の電⼦メールアドレスに「マイページ 」のIDとパスワードをお知らせ
いたします。
セミナー予約や選考応募、結果連絡は「マイページ 」で⾏います。



①
②
③

STEP 2

①エントリーシート提出
＋

②テストセンター（能⼒・性格検査）の
受検
＋

③WEB適性検査

「①エントリーシート」は、マイページ からインプットし、顔写真をアップロードの上、提出ください。
加えて「②テストセンター（能⼒・性格検査）」と「③WEB適性検査」の受検を完了してください。

＜留意事項＞

＜例＞
エントリーシート受付完了︓4／3（⽔）
テストセンター（能⼒・性格検査）の受検︓4／4（⽊）
WEB適性検査の受検︓4／5（⾦）

↓↓

第⼆回募集での受付
(「③WEB適性検査」の受検が第⼀回募集の締切⽇（4／3（⽔））以降となったため、第⼆回募集で
の受付となります。)

応募を希望する募集回締切⽇までに「①エントリーシート」提出を完了していても、「②テストセ
ンター（能⼒・性格検査）」・「③WEB適性検査」の受検いずれか⼀⽅でも同募集回の所定期⽇ま
でに未受検の場合は、エントリー未完了状態となりますのでご留意ください。（①〜③全て完了し
たタイミングでの応募受付となります）なお、最終募集回（第五回募集）においてエントリー未完
了状態となった場合は書類選考対象外（「不合格」扱い）となりますので、予めご了承願います。

■

「①エントリーシート」のご提出、「②テストセンター（能⼒・性格検査）」、「③WEB適性検
査」の受検をもって、エントリー完了とさせていただきます。

■



STEP 3 エントリー完了

エントリー応募受付期間
以下五回の募集期間の他、留学⽣を対象とした東京サマーキャリアフォーラム（6⽉下旬）に出展予定で

す。

【第⼀回締切】4／3（⽔）

【第⼆回締切】5／6（⽉）

【第三回締切】5／29（⽔）

【第四回締切】6／19（⽔）

【第五回締切】7／8（⽉）

STEP 4 書類選考

STEP 5 ⾯接（複数回）

STEP 6 内々定















※
※

こちらは 2019年10月入社の方、
2020年4月入社の方を 対象としています。

三菱電機では、全国各地で各種セミナーを随時開催していきます。
採用ホームページや、採用ホームページ内の会員制サイト＜マイページ My Page＞でも様々な情報を皆さんにお
届けしますが、以下にご案内する各セミナーの中では、採用ホームページだけでは伝えきれない「生」の情報や三
菱電機の雰囲気をリアルに感じ取っていただければと思います。
多くの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

こちらのセミナーは2019年10月入社、2020年4月入社、どちらの方も参加できます。
この説明会は、学生の皆さまに今後の就職活動を行ううえでの参考として、当社や業界の状況をご理解いただく
ための広報活動の一環として開催するものであり、本セミナーへの参加の有無が今後の採用選考のプロセスに影
響するものではありません。





WEB

WEB

リアル

文理共通セミナー

会社概要ムービー

当社の事業概要や経営戦略、職種内容など当社の概要について解説します。マイページにて常時公開していますの
で、ご視聴ください。

WEBセミナー＜テーマ別編＞

最前線で活躍する社員が出演し、「先進技術」「職種間連携」「グローバル」の3テーマごとに当社の強み・特徴
をご紹介します。

外部セミナー

文系及び理系の学生を対象として、他の企業と合同で説明会を実施します。その他、各大学内で開催されるセミ
ナーにも出展を予定しています。









リアル

※

WEB

リアル

理系セミナー

事業所紹介セミナー

当社の各事業所（製作所・研究所）で開発・製造している製品や技術内容などについて、各事業所のエンジニアや
人事担当者が各ブースにて解説するセミナーです。各回、女性エンジニアと交流していただけるブースもご用意し
ています。

一部、グループ企業も参加予定。また、日程により、不参加の事業所・グループ企業もありますので、予めご了
承ください。

WEBセミナー＜専攻別・職種紹介編＞

様々な事業や職種の先輩社員が登場し、現在の担当業務や仕事のやりがいなどをお伝えいたします。面と向かって
は聞きにくいことなどチャットを通じて是非お聞きください。（実施後、録画版をマイページに公開予定）

理系女子学生向けセミナー

理系女子学生を対象として、若手から子育て中の社員まで様々なライフステージで活躍する当社女性社員との座談
会や、託児所など所内施設の紹介を行います。女性限定ですので、普段のセミナーでは聞きづらいことも是非お聞
きください。 











リアル

※
※
※

リアル

WEB

事業所見学会

当社の各事業所（製作所・研究所など）を訪問していただき、実際の働く職場を見学できるイベントです。3月以
降順次開催。展示室や生産現場を見ていただくほか、実際に働いている先輩社員との交流もできます。配属先指定
リクルート制度の利用を希望される場合は、予め該当事業所の見学会に参加いただくことが基本となります。

事業所紹介セミナーで事業所の全体概要をつかんだ上で参加することをお勧めします。
各事業所に向かう交通費については自己負担となりますので、ご了承ください。
事業所ごとに実施日やプログラム内容は異なります。
詳細は事業所紹介セミナーの各事業所ブースにてお問い合わせください。 

グループ会社セミナー
当社のグループ企業が多数参加するセミナーとなります（三菱電機の参加はなし）。

三菱電機グループ合同セミナー

WEBセミナー＜三菱電機グループを知る！＞







2008年〜2018年の採⽤者数の推移、2018年度専攻分野別採⽤⽐率及び2018年度新⼊社員配属先

部門実績をご紹介します

採⽤者数の推移

※2012年度以降の採⽤者数には秋季採⽤者を含める



2018年度専攻分野別 採⽤⽐率 内訳
事務系 技術系

2018年度新⼊社員 配属先部門実績 内訳

事務系 技術系



三菱電機の内定者にアンケートに答えてもらいました。
就職活動を行う学生の皆さんに役立つ情報や参考となる情報があると思います。

ぜひ、ご一読ください。

三菱電機でのインターンシップで電力システムの設計、開発、解析業務に携わり、電力系統に携わる技
術者の使命感に魅せられました。そして、電力システムを通して社会に安心、安全を届けるために、
「チーム三菱」として挑んでいる方々に強い団結力を感じました。

技術系・男性

研究をしてきた過程で、より良い機能を有するためには各要素技術の向上に加えて、それら要素技術の
繋ぎ合せが重要だと感じるようになりました。このような思いがある中で、各事業所の強みをさらに強
くし、各事業所間の連携を上手くとれているところに魅力を感じたため内定を承諾いたしました。

技術系・男性

三菱電機への入社を決意した決め手
は何だったのでしょうか？



女性のための会社説明会にて、出産・育児などのライフイベントと仕事の両立を具体的にイメージでき
たことが非常に良かったです。また、女性の先輩社員の方のお話から、女性同士のコミュニティを作る
機会があり育児をしながら働いている先輩社員がたくさんおられるという話を聞いて、女性が出産を経
て育児をしながらずっと働いていきやすい会社であると感じました。

技術系・女性

大人しくて硬い人が多い印象を抱いていましたが、懇親会やプライベートで交流をした同期に良い意味
で予想を裏切られ、とても好感を抱きました。

事務系・男性

リーマンショック後も総合電機メーカーの中で唯一黒字を維持していたという話を社員から聞いて、業
績の安定性に強い魅力を感じました。

事務系・男性

会社説明会に伺った際に実際に働いている方のお話を聞き、三菱電機が多くの国に製品を提供し、また
それぞれの国で大きな影響を与えていることを知りました。私の希望として、自身が手がけた製品を通
じて世界を変えていける企業で働きたいという思いがありましたので、その思いを叶えることができる
と考え、三菱電機を志望しました。

技術系・男性

三菱電機の強みの1つにパワーデバイスがあります。パワーエレクトロニクスの技術を最大に活かせる
製品の製作を行うことができるからです。パワーエレクトロニクスという世の中に欠かすことのできな
い技術に携わり世の中に貢献することができる、やりがいのある仕事だと考えています。

技術系・男性

学んできたパワーエレクトロニクスの技術や知識を大いに活かしていける企業であると感じました。総
合電機メーカーということで、世の中の電気に関わること全てに携わることができるからです。

技術系・男性

積極的に海外大学生の採用を行っているため、アメリカの大学卒業時期に合わせた10月入社制度を取
り入れていること、帰国のタイミングに併せた選考をしてくださった事が、自分のニーズにマッチして
いました。

技術系・女性



「慣れない土地で異国の人と英語で働くことに最初は苦労するが、それを乗り越え、自分も相手も満足
のいく製品・システムを完成させたときの喜びは非常に大きい。大きな事業を任せられていることにプ
レッシャーを感じながらも、やりがいを感じる」というお話を聞いて、グローバルに活躍する技術者の
姿を具体的に想像できるようなった。私も世の中のニーズを満たすことができる製品やシステムを提供
したいと強く思うようになりました。

技術系・男性

大学OBの方に、若いうちから国内外問わず活躍しているお話をお聞きしました。企業としても海外で
の収益の拡大を図っていることなどから、自分自身としても入社後グローバルに活躍するチャンスが十
分にあると感じたのが大きかったです。

事務系・男性

周りの社員の方々の特徴を伺った際、仕事が大好きな方が多いと聞いて大変魅力的だと思いました。実
際、会社説明会で仕事の話をされた時の社員の方の表情が、活き活きとされていたのが大変印象的で、
私も将来そんな表情で自分の仕事について話が出来るようになりたいと強く感じました。

技術系・女性

大学院卒で司法試験受験生でしたので、法務担当者としての適性を、学業成績や語学力、専攻してきた
法律の分野などから選考されると考えていました。しかし、面接では、一次から最終面接まで一貫し
て、具体的なスキルや知識などではなく、私の人間性や、これまでの人生経験についての質問を受けま
した。人物本位・人を大切にする三菱電機の社風やそれを実践する社員の方々に魅かれ、色々考えまし
たが、最終的には迷いなく内々定の受諾を決意できました。

事務系・男性

ボストンキャリアフォーラムでいただいた企業パンフレットの中で、紹介されていた事業領域が他社と
比較して圧倒的に幅広かったためです。また選考の面接の中でも、どの事業に携わりたいかといった質
疑応答を通して、社員の方々からのお話から事業領域の広さを実感しました。

事務系・女性

志望理由は事業領域の広さや、自分のやりたい仕事がある事でしたが、就職活動中にお世話になった社
員の方々の雰囲気に魅力を感じ、三菱電機で働きたいと思うようになりました。

技術系・男性



社員の皆さんの性格や雰囲気が明るく、フランクにお話してくださり、非常に魅力的でした。また一緒
に仕事をしたいと思わせる熱意を感じました。就職活動中は、助言や励ましのお言葉により、仕事に対
する悩みや不安が解消され、自信を持って面接に臨むことが出来ました。

技術系・男性

社会貢献度が高いと感じるようになったのは社員交流会で実際の社員の方とお話した時でした。当初
は、消費者向けのエアコン、冷蔵庫などの家電の印象が強くありました。しかし、実際にお話を聞く中
で多くの事業があり、社員の方々はそれぞれの事業でのやりがいや明確なビジョンを伝えてくれまし
た。私もそのような環境で成長し、社会に貢献したいと考えるようになりました。

事務系・男性

就職活動を開始して、初めて会った社会人が三菱電機の社員でした。その時に三菱電機のことだけでな
く、就職活動全般にわたって熱心にアドバイスをいただき、とてもよい印象を持ちました。その後のセ
ミナーなどでお会いする社員の方々からも裏切られることなく、よい印象を受け、この会社に入りたい
という気持ちを大きくしていったのが理由です。

事務系・男性

学部生での就職を考えていたため、とても不安な中で就職活動を行いました。企業説明会や工場見学を
通し、学部生も必要とされていることや、研修・教育制度がしっかりと整っていることなどを丁寧に説
明していただきました。徐々に不安や心配もなくなりました。このようなことから、三菱電機が採用活
動に熱心に取り組み、また、社員の方を大切に育てていると感じました。

技術系・女性



自分が就いている仕事にいつまでも夢と誇りを持った社会人になりたいです。

技術系・男性

いつでも初心を忘れず、周りに恩返しができる社会人でありたいです。どんなに年をとって偉くなって
も、周りの支えがあったことを忘れず、支えられて助けてもらったからには自分に厳しく、常に全力で
仕事に取り組む社会人でありたいです。

事務系・男性

一言で言うと、社会貢献を第一とし、グローバルな舞台で活躍する社会人になりたいと思っています。

技術系・男性

与えられた仕事をきちんと遂行できることは勿論のこと、求められた以上のクオリティを提供できるよ
うな人材になりたいです。私に任せれば安心と言われるような存在になりたいと思います。また女性と
しては子育てと仕事を両立し、キャリアアップを図りたいです。

技術系・女性

先輩だけでなく後輩やお客様への思いやりや気配りを心掛け、初心を忘れない私でありたいです。その
思いこそが私に向上心を持たせ、次の目標へと動かし続けると思います。

事務系・男性

自分ひとりの力ではなく、様々な分野の人の力を集結してある一つの方向に向かって進むためのコンパ
スのような役割ができる人になりたいと考えています。

技術系・男性

周りを巻き込みながら、課題解決に向けて挑戦し続ける人間になりたいと考えます。そして人々の豊か
な生活に貢献できる新しい製品をチーム一丸となって開発し、世界に貢献できる社会人として活躍した
いと思います。

技術系・男性

どんな社会人になりたいですか？



いつまでも情熱を持って物事に取り組み、世界に夢を与えれるような社会人になりたいです。日本と世
界を繋ぐ懸け橋となり、自分の限界まで全力で働きたいです。

事務系・女性

仕事や家族など何事に対しても全力で取り組む社会人になりたいです。

事務系・男性

会社に、そして社会に頼られ必要とされる社会人でありたい。社会人となり責任は増すが、その期待に
応えることができ、且つ周囲に良い影響を与え続けることができる社会人になりたい。そのためには自
律した生活はもちろんのこと、ビジネスに必要なスキルの面もどんどん学んでいきたい。

事務系・男性

社会に対して変化のきっかけになれるような社会人。

事務系・男性

周りから信頼される社会人。周りが嫌な事でも積極的に引き受け、地道に努力出来る社会人になりた
い。

事務系・男性

パワフルに何事にも挑戦する社会人を目指したいと思います。会社に入ると、新しい環境になり、新し
い仲間ができます。身に付けなければならいことも多く、同時に様々なことに挑戦できる、良いチャン
スです。チャレンジを止めれば衰退するだけです。ものづくりに関わる上で常に何かに挑戦していくこ
とで自分を成長させ、世界に通用する製品を作り上げたいと思います。

技術系・男性

自分の仕事について、熱く語ることができ、仕事に対して情熱をもつ社会人になりたい。

技術系・男性



人にプラスの影響を与えられる人物。仕事を楽しんでできるような常に前向きな人間、社会人でありた
い。業績としても数字の出せる営業マンになり、最後まで人とのコネクションを大事に会社、国の発展
に貢献したい。

事務系・男性

高い壁に挑戦し続け、失敗をしても最後には結果の出せる社会人。

事務系・男性

周囲と切磋琢磨し、社会に貢献できる人材になりたいと考えています。

事務系・女性

広く社会に貢献できる社会人になりたいと考えています。また、そのために広い視野を持った技術者に
なりたいです。様々な経験をしたり、国内外含むいろいろな人との意見交換を通して多様な価値観に触
れたりして、そこから少しでも多くのことを学び取り、技術者として解決すべき問題を様々な角度から
考えることで課題解決に役立てていきたいです。

技術系・男性

志高く、しかし常に謙虚な気持ちを忘れずに、人に対して真摯に接することが出来る社会人。

事務系・男性

自分の仕事にプライドを持ち、お金のために働くのではなく、社会のために働いていると胸を張って言
えるような社会人になりたい。自分の人生において、最も長いスパンで打ち込むことができる事が”仕
事”であると思うので、その”仕事”を以って人や地球環境や社会に貢献していきたいと思っている。

技術系・女性

これから大きくなる子供たちが夢をもって生きていける社会を築ける人。

技術系・男性



技術者に対する憧れと、技術者と共に仕事がしたいという思いから。その中でも総合電機メーカーを志
望した理由は、重電分野に興味があったからで、日本が強みを発揮できる分野だと思ったからです。

事務系・男性

異なる分野のものを組み合わせることで、多機能な新しいものを生み出すシナジー効果に魅力を感じま
した。自社内でシナジー効果を生み出すことができる総合電機メーカーに多様な可能性を感じました。

技術系・女性

挑戦する気持ちを持ち続け、新しいものを作り続ける人になるためには、多くのことに挑戦している企
業に入るのが一番いいと考え、多くのことに挑戦し、常に人のために最先端を行く総合電機メーカーを
志望しました。

技術系・男性

世界に対して、日本だからこそ、その会社の技術だからこそ、自分だからこそできる貢献がメーカーに
はあるから。また、多くの役割を持った従業員が力を合わせて一つの形あるものを創り上げるそのプロ
セスに惹かれた。また、重電に興味があり、途上国のインフラ事業に携わりたいと思ったから。 

事務系・男性

地球温暖化を防止できるくらいの省エネを実現したいと感じ、総合電機メーカーを志望しました。それ
を実現するためには省エネのキーデバイスとなるパワー半導体を作っていること、それを活かせる製品
があること、そしてそれを世界中に広めるステージがあることの３つが重要だと思いました。

技術系・男性

最初は商社に就職したいと考えていましたが、自分の言語力を活かせるだけではなく、新興国の経済発
展とインフラ整備を支えたいと考えて総合電機メーカーへの就職を決めました。

事務系・女性

なぜメーカー、また、その中でも
総合電機メーカーを志望しましたか？



自分が働く会社がやっている仕事が、目に見える形で社会に残るものがいいと思ったためです。また電
機メーカーの作る製品がいかに私たちの生活を支えているかを、東日本大震災後の停電していた時期に
痛感したことも大きな要因です。

事務系・男性

ものづくりが好きであったためメーカーを希望しました。また、総合電機メーカーは様々な製品どうし
の技術を組み合わせることで社会に新しいものを作り出すことができることと、たくさんの人の役に立
つ製品作りができると感じましたので志望しました。

技術系・男性

技術力は人の生活を豊かにし、多くの人を助ける力があります。一つの事業よりも多彩な事業を持つ総
合電機メーカーであれば、より多くの方面から人の生活を豊かにすることができると思います。

事務系・男性

日本の産業はものづくりから発展してきたので、ものづくりに携われたらいいなと感じました。中でも
総合電機メーカーは生活の中のあらゆる製品にかかわっており、これほどまで社会に対して貢献してい
る業界もないだろうと感じた。

事務系・男性

ものづくりに携わりたかったからです。その中でも事業領域の広さ、グローバル展開に魅力を感じ志望
しました。その中でも三菱電機は家電よりも法人に対しての製品が中心で、そのため他社に比べ景気に
影響されず安定していると思ったからです。そういった経営方針も魅力的でした。

事務系・男性

幅広い視点からエネルギーに取り組みたいと考えたことがきっかけです。総合電機メーカーは重電から
弱電まで扱っており、系統から需要家まで一貫したソリューションを実現できると考えております。仕
事に取り組んでいく中で、スマートコミュニティを推進するような、総合電機メーカーの強みを生かし
た、新規ソリューションを提案、実現していきたいと考えております。

技術系・男性

ものを創り出すことこそが、一番社会に影響を与えられると考えている。総合電機メーカーを志望した
のは、業界や分野にとらわれずに横断的に仕事をしたかった。横断的ということは、それだけ多種多様
な人々に出会えるわけで、そんな方々と会う分だけ自分は成長できると考えている。

技術系・男性



幼少より工作が大好きで実際にもの、サービスを作り出している企業に就職したいと考えていた。特に
総合電機メーカーではその製品ラインナップが幅広く、自社技術のみでエアコンから人工衛星までの広
い範囲の製品を作り出すことができる技術力、人材が集まっていると考え、世界を支える製品の技術開
発に幅広くかかわることができると思ったから。

技術系・男性

私が携わりたいと考えているパワーエレクトロニクスは主に大電力の分野で使用されている技術であ
り、具体的には新幹線など鉄道から電力系統である。一方で家庭用のソーラーパワーコンディショナな
どへの応用もある。つまり技術の適用範囲が広いのである。これらをカバー可能な企業というとそれは
まさしく総合電機メーカーであった。

技術系・男性

ものづくりを通して社会貢献がしたいと考え、メーカーを志望しました。中でも、総合電機メーカーは
広い事業領域の中でさまざまな製品を製造しているため、各事業分野において培った高い技術を他の分
野で応用することで、さらなる技術の向上が可能となるのではないかと思い、志望しました。

技術系・女性

大学で、ものづくりに魅力を感じお客様に実際に使用してもらえる商品を作りたいという思いからメー
カーを志望しました。また、総合電機メーカーの技術力の高さ、広さから将来的な需要の変化に対応し
ていけると思い総合電機メーカーを選択いたしました。

技術系・男性

社会貢献度の高さと、事務系社員の活躍の場が広いと感じたため。

事務系・女性

メーカーを志望した理由は成果がしっかりと目に見える形で現れるからです。また、総合電機メーカー
を志望した理由は、多くの社会問題（環境問題・エネルギー問題など）に対してアプローチできると考
えたからです。

事務系・男性

具体的な製品があることで、社会にどのように貢献しているかわかりやすかったため。総合電機メー
カーは再生可能エネルギーの製品やシステムを多く扱っているため。

事務系・男性



日本のものづくりを世界に広めたいです。世界中の人が、三菱電機を知って、この製品があって良かっ
たな、この製品と出会えて良かったな思える瞬間をもっと増やしたいです。そして最終的には、三菱電
機のあの人に出会えてよかったなと思ってもらえる人になりたいと思います。

事務系・女性

私が関わった製品を世界中で使ってもらうことです。退職後に自分の製品を探す世界一周旅行をしたい
と思っています。

技術系・男性

東京オリンピックの会場に大型映像装置（オーロラビジョン）を納入するなど何らかの形で関わるこ
と。自分の仕事が自分の子供に自慢出来るようになること（一緒にエレベーターに乗ったときこれはお
父さんが受注したんだぞと言える）。

事務系・男性

時代ごとにその時代を代表する発明、製品があると思いますが、自分がそのような物を生み出したいと
思っています。

技術系・男性

三菱電機で実現したい夢はまだ漠然とはしていますが、世界中の国々を社会インフラを通して幸福に満
ち溢れるようにしたいです。人々の幸福は安心安全な生活ができることから始まると思います。まだイ
ンフラ（ビル、交通や公共）がしっかりと整備されていない国はたくさんあり、その実現に携わりたい
です。目標としては海外駐在をし、その国の発展に貢献することです。

事務系・女性

三菱電機での仕事を通じて自己成長し、将来的には、お客様に「お前だから、この製品を使ってみよう
と思う。」、「お前が言うなら、間違いないよな。」と言われるような、信頼される人間になること
が、私の目標であり、夢でもあります。

事務系・男性

三菱電機で実現したい夢・目標を教えてください。



一つの製品のスペシャリストになり、その製品が世界シェア一位になるための貢献をしたい。

事務系・男性

私は将来、人にも環境にも優しい技術者になり、人々の生活をより豊かに、より暮らしやすくしていき
たいと考えています。また、結婚・出産しても仕事を続け、子供に憧れてもらえるような母親になると
いう私の幼い頃からの大きな夢を実現させたいと考えています。ライフイベントを通して、感じること
や変化する価値観を仕事に生かしていけたらいいなと考えています。

技術系・女性

事業間の連携を進めることで三菱電機の強みをより強くすることや、新しい強みを生み出したいと考え
ます。さらには、これらの活動を自ら率先して引っ張る人間になりたいと考えます。最終的には、社会
を変革するビジネス創造のリーダーとして活躍したいと考えます。

技術系・男性

世界の様々な所で、私たちの技術が利用され、その技術に一人でも多くの人々が刺激を受け、次の世界
を創ろうと考える原動力になりたいです。

事務系・女性

人々の生活を変えてしまうような全く新しい製品の開発に取り組みたいです。

技術系・男性

「何かを残したい」という思いがあり、そして技術力を活かしたいと考えているため、特許になる技術
を創り出し社会に貢献したいという目標があります。

技術系・男性

日本にとどまらず、海外のお客様にも大いに信頼されるキャリアウーマンになりたいです。

技術系・女性



現在、我が国のエネルギー事情は大きな転換期を迎えておりますが、それらのニーズにいち早く対応し
た電力システムの設計に取り組みたいです。また、将来的には海外の新興国の電力ネットワークを構築
するプロジェクトに携わり、ひとつの街の電力インフラを自分の手で作りあげることが夢です。

技術系・男性

仲間と世界という舞台で『すごい！』と思われるものを作ること。

事務系・男性

私は人々の生活を劇的に便利にするような仕事がしたいです。それが海外でも、国内でも人の役に立つ
ならこだわりはありません。自分が何かを成し遂げ、それが将来自分の家族や友人の生活を豊かにする
ものであれば嬉しいです。

事務系・女性

自分が考えた技術や製品が、世界中の人が使い、そして世界中の人の笑顔を作る。それが私の夢です。

技術系・男性

三菱電機で培う技術力を用いて、人々に感動を与える事ができるような製品を作りたいと考えていま
す。また将来的には海外のビッグプロジェクトに参加して、自分の携わった製品を世界的に利用しても
らいたいと考えています。

技術系・男性

10年後には海外拠点、特に新興国に新規拠点の立ち上げに力入れて携わってみたいと考えています。

事務系・女性

家族に誇れる仕事をすること。

事務系・男性



A：

A：

A：

A：

A：

A：

A：

事務系総合職FAQ
応募にあたって

Q01：今後のセミナー予定について教えてください。

セミナー開催日程は決定次第「セミナー情報」のページでご案内いたします。

Q02：実際に働いている人の話を聞いてみたいのですが、大学の先輩を紹介してもらえますか？

当社では人事部からOB・OGの紹介は行っていません。ただし各種セミナーで当社社員と交流するこ
とができますので、プレエントリーいただいた方に随時ご案内していきます。

Q03：エントリーシートはどうやって入手するのですか？

当社にプレエントリーされると、＜マイページMyPage＞からインプット・提出できます。

Q04：応募にあたり、年齢の制限はありますか？

年齢制限（含：浪人・留年などの年数制限）は行っていません。最終学歴卒業後、就労経験のある方
は新卒採用ではなくキャリア採用として応募いただくことになります。ただし、最終学歴卒業後に就
労経験を有する方でも、2016年3月以降に最終学歴を卒業された方については、新卒として応募可能
です。なお、新卒採用と経験者採用を同時期に併願することは不可です。

Q05：海外の大学を卒業予定ですが応募できますか？

通常の新卒採用スケジュールもしくは、海外および日本国内で開催する留学生向け就職フェアを通し
て応募してください。

Q06：短大や専門学校生の採用は予定していないのですか？

総合職としての採用は、大学卒業、大学院修士・博士課程修了の方のみとさせていただいています。

Q07：大学卒業と大学院修士・博士課程修了とでは採用枠は違うのでしょうか？

採用枠は区別していません。ただし、入社後の初任給などは異なります。



A：

A：

A：

Q08：外国人留学生の採用は行っていますか？

国籍を問わず採用を行っていますので、通常の新卒採用スケジュールにて応募してください。

Q09：秋季採用（10月入社）と4月入社と、どちらに応募すればよいですか？

ご自身の勤務開始可能な時期にあわせて応募してください。ただし重複して応募していただくことは
できません。。

Q10：一度不採用になりましたが、応募方法や応募回を変えて再度応募することはできますか？

同じ年度の募集には、一度しか応募できませんので、ご了承ください。



A：

A：

A：

A：

A：

A：

A：

選考について

Q11：大学の成績や資格はどのくらい重視しますか？

面接中心の選考を行いますので、大学での成績そのものは問いません（大学の成績証明書は内定後に
提出いただくことになります）。資格については、資格を保有していること自体を評価するのではな
く、それを活かして何を行いたいのかに着目して評価の参考とします。

Q12：テストセンター（能力・性格検査）ではどんな内容が出題されるのですか？

テストセンター（能力・性格検査）は基礎学力を判定するためのものを想定しています。

Q13：テストセンター（能力・性格検査）の選考における考え方を教えてください。

人物重視のため、選考は面接を中心に行いますが、当社で活躍するための基礎学力を確認するため、
エントリー時にテストセンター（能力・性格検査）を受検いただきます。

Q14：面接はどのような形式で行われ、誰が出席するのですか？

人物面重視のため、選考は個人面接となります。出席者は選考段階などによって異なります。

Q15：面接は何回行われるのですか？

複数回の面接を行う予定です。

Q16：面接はどこで行われるのですか？

全国9拠点の本社・支社（北海道・東北・関東・北陸・中部・関西・中国・四国・九州）にて行いま
す。エントリーシート提出時に、受験希望地区を選択してください。

Q17：語学力は選考にどの程度重視されますか？

選考には関係ありませんが、業務上必要な場面も増えていますので、今後の語学力の習得に前向きな
方を歓迎します。



A：

A：

A：

A：

配属・異動について

Q18：配属先や勤務地の希望を出すことは可能ですか？

内定者全員の方に配属希望書を提出いただき、配属面談を通じて配属先を決定します。

Q19：入社後すぐに勤務地へ行くのですか？

入社式、事業本部別集合研修の終了後、実際の配属先で勤務することになります。

Q20：転勤はどのくらいの周期で行われるのでしょうか？

ローテーションは一律的な周期で行うなどのルールはなく、「いかに人を活かすか」という視点を
持って各人の育成的見地に立脚して行いますので、頻度や周期は人によって異なります。

Q21：自分の希望で部署異動することは可能ですか？

事業ニーズと個人希望のマッチングが必要となるので、希望が全て叶うわけではありませんが、毎年
行う「役割・成果レビュー制度」の中で、異動希望やキャリアビジョンを申告し上司と面談を行う機
会をもっています。



A：

A：

A：

A：

A：

その他

Q22：昨年の会社の業績を詳しく知るにはどうしたらいいですか？

当社オフィシャルウェブサイト内の「投資家情報」に決算情報などの詳細を掲載しています。

Q23：環境問題への取り組み状況を知りたいのですが？

当社オフィシャルウェブサイト内の「環境への取組」をご覧ください。

Q24：どのような社会貢献活動を行っていますか？

当社オフィシャルウェブサイト内の「CSRの取組」をご覧ください。

Q25：次世代育成支援への取り組みについて知りたいのですが？

当社オフィシャルウェブサイト内の「働きやすい職場環境の整備」をご覧ください。

Q26：三菱電機グループ各社の採用情報を知りたいのですが？

グループ会社各社で採用しておりますので、当社オフィシャルウェブサイト内の「国内グループ会社
採用情報」よりご確認ください。



A：

A：

A：

A：

A：

A：

A：

A：

技術系総合職FAQ
応募にあたって

Q01：今後のセミナー予定について教えてください。

セミナー開催日程は決定次第「セミナー情報」のページでご案内いたします。

Q02：実際に働いている人の話を聞いてみたいのですが、大学の先輩を紹介してもらえますか？

OB、OGの紹介については、大学の就職部や就職担当教授にご確認ください。また各種セミナーで
も、当社で働く社員と直接お話しいただけますので、是非ご参加ください。

Q03：エントリーシートはどうやって入手するのですか？

自由応募の場合は、当社にプレエントリーされると、マイページからインプット・提出できます。学
校推薦の場合は、エントリーシートの提出は不要です。応募に必要な提出書類は3月頃、マイページに
てご連絡予定です。

Q04：応募にあたり、年齢の制限はありますか？

年齢制限（含：浪人・留年などの年数制限）は行っていません。最終学歴卒業後、就労経験のある方
は新卒採用ではなくキャリア採用として応募いただくことになります。ただし、最終学歴卒業後に就
労経験を有する方でも、2016年3月以降に最終学歴を卒業された方については、新卒として応募可能
です。なお、新卒採用と経験者採用を同時期に併願することは不可です。

Q05：海外の大学を卒業予定ですが応募できますか？

通常の新卒採用スケジュールもしくは、海外および日本国内で開催する留学生向け就職フェアを通し
て応募してください。

Q06：博士後期課程の者の募集予定はないのですか？

博士後期課程の方は学部・修士の方に比べて高度な専門性を保有しているため、専門技術を活かすこ
とができる部門とあらかじめマッチングを図ることを前提に、募集をしております。

Q07：短大や専門学校生の採用は予定していないのですか？

総合職としての採用は、高等専門学校卒業、大学卒業、大学院修士・博士課程修了の方のみとさせて
いただいています。

Q08：大学卒業と大学院修士・博士課程修了とでは採用枠は違うのでしょうか？

採用枠は区別していません。ただし、入社後の初任給などは異なります。



A：

A：

Q09：秋季採用（10月入社）と4月入社と、どちらに応募すればよいですか？

ご自身の勤務開始可能な時期にあわせてご応募ください。ただし重複して応募していただくことはで
きません。選考基準は同一となります。

Q10：一度不採用になりましたが、応募方法や応募回を変えて再度応募することはできますか？

同じ年度の募集には、一度しか応募できませんので、ご了承ください。



A：

A：

A：

A：

選考について

Q11：大学の成績や資格はどのくらい重視しますか？

採用選考時に大学の成績証明書については提出をお願いしていますが、選考はあくまでも面接重視で
実施、学校の成績そのものは参考程度としての評価となります。また、資格については、資格を保有
していること自体を評価するのではなく、それを活かして何を行いたいのかに着目して評価の参考と
します。

Q12：テストセンター（能力・性格検査）ではどんな内容が出題されるのですか？

テストセンター（能力・性格検査）は基礎学力を判定するためのものを想定しています。

Q13：面接はどのような形式で行われ、誰が出席するのですか？

専門知識及び人物面重視のため、選考は個人面接となります。出席者は選考段階などによって異なり
ます。

Q14：面接は何回行われるのですか？

学校推薦で受験の方は1回、自由応募で受験の方は2回の面接を実施する予定です。



A：

A：

A：

A：

配属・異動について

Q15：事業所別採用も可能ですか？また、配属先はどのように決まりますか？

各事業所に必要な専門性と皆さんの専門性とのマッチングを図る「配属先指定リクルート制度」にて
入社時の配属事業所を決定した上で、採用試験を受験することも可能です。
この制度を利用しない方については、配属希望書を提出いただき、人事部との面談を通じて配属先を
決定いたします。制度の詳細は、マイページよりご確認ください。

Q16：入社後すぐに勤務地へ行くのですか？

入社式、事業本部別集合研修の終了後、実際の配属先で勤務することになります。

Q17：転勤はどのくらいの周期で行われるのでしょうか？

ローテーションは一律的な周期で行うなどのルールはなく、「いかに人を活かすか」という視点を
持って各人の育成的見地に立脚して行いますので、頻度や周期は人によって異なります。

Q18：自分の希望で部署異動することは可能ですか？

事業ニーズと個人希望のマッチングが必要となるので、希望が全て叶うわけではありませんが、毎年
行う「役割・成果レビュー制度」の中で、異動希望やキャリアビジョンを申告し上司と面談を行う機
会があります。



A：

A：

A：

A：

A：

その他

Q19：昨年の会社の業績を詳しく知るにはどうしたらいいですか？

当社オフィシャルウェブサイト内の「投資家情報」に決算情報などの詳細を掲載しています。

Q20：環境問題への取り組み状況を知りたいのですが？

当社オフィシャルウェブサイト内の「環境への取組」をご覧ください。

Q21：どのような社会貢献活動を行っていますか？

当社オフィシャルウェブサイト内の「CSRの取組」をご覧ください。

Q22：次世代育成支援への取り組みについて知りたいのですが？

当社オフィシャルウェブサイト内の「働きやすい職場環境の整備」をご覧ください。 

Q23：三菱電機グループ各社の採用情報を知りたいのですが？

グループ会社各社で採用しておりますので、当社オフィシャルウェブサイト内の「国内グループ会社
採用情報」よりご確認ください。



応募資格・募集要項
秋季採用制度の応募資格につ
いてご覧になれます。

セミナー情報
全国各地で随時開催予定の各
種セミナーについてご覧にな
れます。

先輩社員
秋季採用制度を利用した理由
や現在の仕事内容についてご
紹介します。

秋季採用制度
あなたの選択を、
胸を張ってアピールしてほしい。



あなたの選択を、
胸を張ってアピールしてほしい。

海外の⼤学に留学したい、部活や研究活動に没頭したい、など学⽣の選択肢は無数にあります。
ただ、今の⽇本では 就職活動のために その夢をあきらめている⼈がたくさんいます。

⾃分の夢に向けてチャレンジしてきた⼈と出会いたい。そんな思いを込めて、秋季採⽤制度を設けました。
三菱電機は10⽉⼊社を希望するあなたのご応募をお待ちしております。

⼊社時期

2019年10⽉



募集コース

事務系総合職

募集対象学部 全学部・全学科

募集職種
営業、経理/財務、資材調達、⼈事/総務 など
※希望する職種によっては選考途中に⼊社後の配属先を指定する形式にな
る可能性がございます。

勤務地 全国（転勤あり）

技術系総合職（⾃由応募）

募集対象学部 全学部・全学科

募集職種
基礎研究、応⽤研究、電気設計、機械設計、ソフトウェア設計、システム
設計、⽣産技術、品質管理、知的財産管理、⼯事技術、技術営業 など

勤務地
全国（転勤あり）
※初任地は、配属先指定リクルート⾯談の募集スペックによって異なりま
すので、詳細は採⽤グループまでお問い合わせください。



※1
※2

応募資格

総合職として国内外を問わず勤務可能な⽅

2019年10⽉⼊社可能な、国内・海外⼤学（院）を卒業または卒業⾒込みの⽅

卒業済みの場合は、最終学歴卒業後、就労経験がない⽅

⼤学院、⾼等専門学校専攻科を含む、ポストドクターも可
最終学歴卒業後に就労経験を有する⽅でも、2016年3⽉以降に最終学歴を卒業された⽅については、新卒とし
て応募可
但し、新卒採⽤と経験者採⽤を同時期に併願することは不可

募集要項・選考フロー・応募受付期間



2012年入社
川村 芽衣
本社 財務部

今までのチャレンジを見ても
らえる。
既卒の自分にも、希望を感じ
ました。

2013年入社
伊藤 悠策
先端技術総合研究所
パワーモジュール開発プロジェクト
グループ

自分の技能や経験で勝負でき
る。
学生生活の選択肢が広がる制
度です。

2013年入社
毛利 拓史
鎌倉製作所 営業部

部活動を最後までやりきった
経験が、
仕事でも、私の力になってい
ます。

2011年入社
片桐 大介
関西支社 ビルシステム部

一日でも早く働きはじめたか
った私には、願ってもない制
度でした。

2011年入社
後藤 峰生
知的財産センター 特許技術推進部

就職したくても、タイミング
が合わない。そんな思いに応
えてくれる制度です。

2011年入社
清水 遼太朗
三田製作所 カーマルチメディア製
造第一部

海外大学出身の私にとって、
待ちに待っていた制度でし
た。

秋季採用の先輩社員

秋季採用制度を利用した理由や現在の仕事内容について、先輩社員の声をまとめました。



2011年入社
藤田 望
中津川製作所 営業部

就活をしていた頃は、6月卒業
の私が、新卒扱いされるのか
不安でした。



自分の技能や経験で勝負できる。
学生生活の選択肢が広がる制度です。

秋季採用制度を利用した理由は？

本格的に就職活動を始めたのは、学位審査後でした。通常は博士課程の卒業１年前に就職活動をする人が多いので
すが、私は採用が決まったら１年間ポストドクターとして研究室で研究を続ける予定でした。しかし、三菱電機の
選考過程で秋季採用制度を知り、早く社会に出て経験を積めることに魅力を感じたのです。また私自身、学生時代
は炭素繊維など航空宇宙工学の構造材料の研究をしており、素材・材料の分野でものづくりに関わりたいと考えて
いました。そんな私の専門を活かせる環境を提供してくれたのが三菱電機。柔軟に学生を受け入れる三菱電機に入
社を決意しました。

秋季採用制度のいいところは？

ずっと海外で育って来た人、司法試験を受けていた人など、自分の想像以上に多様な経験をしている同期がたくさ
んいます。また年齢も様々で、私も馴染みやすかったです。さらに、私のようなポストドクターや、留学生にとっ
ては希望の入社時期の選択肢が増えるのは本当に嬉しいこと。例えば2年しかない修士課程だと、長期で留学をす
ると就職を１年遅らせてしまうこととなり、事情によっては留学を諦めてしまう人もいます。しかし秋季採用制度
によって、学生時代にできることの選択肢がぐんと広がります。年齢ではなく、自分が大学時代に培った技能や
様々な経験をアピールできる。そんな機会をぜひ多くの人に活用して欲しいです。



2013年入社

伊藤 悠策
先端技術総合研究所
パワーモジュール開発プロジェクトグループ

2013年入社

毛利 拓史
鎌倉製作所 営業部

2012年入社

川村 芽衣
本社 財務部

2011年入社

片桐 大介
関西支社 ビルシステム部

2011年入社

後藤 峰生
知的財産センター 特許技術推進部

2011年入社

清水 遼太朗
三田製作所 カーマルチメディア製造第一部

2011年入社

藤田 望
中津川製作所 営業部

いま、どんな仕事をしている？

電車や車、エアコンなど、様々な製品の電流を制御するパワーモジュールの研究開発に従事しており、自分の専門
である素材の分野で、製品構造の実験と解析を行い、耐久性や品質の向上に取り組んでいます。三菱電機の研究所
では、“ものづくり”がとても大事にされ、研究に集中できる環境が整っています。研究対象が今までの自分の専門
分野であった複合材料から金属へと広がり、知的好奇心をかき立てられながら日々研究を続けています。今後の目
標は、自分自身が材料に関する知識をより一層身につけて、自分の意見や考えを製品づくりに反映させていくこと
です。自分のアイデアで、より快適な暮らしの実現ができれば嬉しいです。

※写真及び記事は取材当時のものです。



就職したくても、タイミングが合わない。
そんな思いに応えてくれる制度です。

秋季採用制度を利用した理由は？

大学卒業後は、教授の推薦もあって博士課程に進学。基礎研究を専攻していましたが、進学するにつれ、自らの専
門性と就職先とのマッチングが狭まっていくことに不安を感じていました。その一方で、これからはグローバルな
技術競争がますます加速していく。基礎研究によって生みだされる技術の保守・運用が非常に重要になっていくと
感じ、次第に企業の知財活動に興味を持つようになりました。ちょうどその頃、大学OBの方から当社の秋季採用制
度を知ることに。法律関連の知識を学ぶプログラムが充実していて理系の知識を活かしながら知的財産活動に参加
できること、知的財産を扱う拠点が海外にも展開していてグローバルな知財活動に参加できることがわかり、求め
る環境とタイミングが見事に揃ったことで、入社に至りました。

秋季採用制度のいいところは？

大学院中退を考えていましたが、秋季採用制度を利用できたことで、翌年の4月まで待つことなく働き始められま
した。私の場合は博士課程からの進路変更がきっかけでしたが、就職しようと思いたっても、就職活動のタイミン
グと合わない。決して怠けていたのではなく、その時自分がやるべきことを頑張った結果、就職のタイミングを逃
してしまうなんて、非常に残念なことだと思います。秋季採用制度は、そうした学生個々の事情に柔軟に対応でき
る制度なのではないでしょうか。また、私の場合は大学時代の友人が先んじて4月に入社していたこともあって、
研修の状況や会社環境について詳しく知ることができ、入社後のイメージを持ちやすかったですね。



2013年入社

伊藤 悠策
先端技術総合研究所
パワーモジュール開発プロジェクトグループ

2013年入社

毛利 拓史
鎌倉製作所 営業部

2012年入社

川村 芽衣
本社 財務部

2011年入社

片桐 大介
関西支社 ビルシステム部

2011年入社

後藤 峰生
知的財産センター 特許技術推進部

2011年入社

清水 遼太朗
三田製作所 カーマルチメディア製造第一部

2011年入社

藤田 望
中津川製作所 営業部

いま、どんな仕事をしている？

幸いなことに入社前の希望通り、知財活動を扱う部署に配属となり、現在はディスプレイに関する技術開発を行う
部署で研修にあたっています。電気回路の設計や動作シミュレーションなど、日々「現場」にどっぷり浸かってい
ます。とくに、設計はこれまで全く経験がありませんでしたが、周囲からのサポートもあって、自分自身が日々進
歩していくのを感じています。ゆくゆくは「人々の暮らしを本当の意味で豊かにする健全な競争を先導・活性化し
ていく」そんな知財活動を展開していきたいと思います。

※写真及び記事は取材当時のものです。



海外大学出身の私にとって、
待ちに待っていた制度でした。

秋季採用制度を利用した理由は？

高校時代にホームステイしたことをきっかけに、もっと語学力を鍛え、視野を広げたいと渡米。工学科に進学しま
した。当初は海外での就職も視野に入れていましたが、海外に出たからこそ分かる日本企業の魅力もあるんです
ね。日本のメーカーの技術力や生産性の高さは、大学の講義でも頻繁に取り上げられていて、世界的な評価の高さ
を実感しました。せっかくなら世界レベルの舞台で勝負したい。留学経験を活かしながら日本で働けば、きっとま
た新しく視野が広がるはず。そんな思いを胸に帰国し、6月から就職活動を開始。当社の秋季採用制度を初めて
知ったのはその頃のことです。既に卒業していたこともあり、早く働きたかった自分にとってはまたとないチャン
スでした。

秋季採用制度のいいところは？

この制度を知った時は、すごく驚いたし、同時に嬉しかったです。まさに「こんな制度を待っていた！」というと
ころでしょうか。日本とアメリカでは就職活動の仕組みが全く異なりますが、秋季採用制度は両方のいいところが
混ざり合ったフレキシブルなシステム。企業と学生のニーズもマッチしていると思います。さらに選考から内定ま
での期間も短いので、集中して就職活動を展開できる。生活の切り替えもしやすく、モチベーションも維持しやす
かったですね。私と同じように海外の大学に在籍していると、入手できる情報が少なく、日本の就職活動に参加し
ようと思ってもハードルが高いのが現状ですが、この制度ならチャレンジしやすいのではないでしょうか。



2013年入社

伊藤 悠策
先端技術総合研究所
パワーモジュール開発プロジェクトグループ

2013年入社

毛利 拓史
鎌倉製作所 営業部

2012年入社

川村 芽衣
本社 財務部

2011年入社

片桐 大介
関西支社 ビルシステム部

2011年入社

後藤 峰生
知的財産センター 特許技術推進部

2011年入社

清水 遼太朗
三田製作所 カーマルチメディア製造第一部

2011年入社

藤田 望
中津川製作所 営業部

いま、どんな仕事をしている？

配属されたのは、海外の車両メーカーにむけて、カーオーディオやディスプレイといったマルチメディア製品をそ
れぞれの車種に合うよう設計・開発を行う部署。海外のお客さまや事業所とのやり取りが多く、最近は電話対応や
Web会議への参加など、培ってきた語学力を活かせる場面が増えてきました。とはいえ、まだまだ知識や経験を吸
収するので精一杯。もっと周囲の先輩や海外のお客さまを巻き込んでいける存在になりたいと思います。海外の事
業所に赴任している先輩も多いので、自分もそのチャンスを掴みたい。人種や分野も越えてリーダーシップを発揮
できるエンジニアになることが、私の目標です。

※写真及び記事は取材当時のものです。



応募⽅法

本ページの[キャリア採⽤エントリー]からエントリーしてください。
なお、キャリア採⽤の場合は、希望職種を選択してエントリーいただくこととなります。

応募資格（新卒）

次の3つの条件を満たす⽅からのエントリーを受付けています。

1. 総合職として国内外を問わず勤務可能な⽅

2. 2019年10⽉または2020年4⽉に⼊社可能な、国内・海外⼤学（院）を卒業または卒業⾒込みの⽅

3. 卒業済みの場合は、最終学歴卒業後、就労経験がない⽅

※1 ⼤学院、⾼等専門学校専攻科を含む、ポストドクターも可
※2 最終学歴卒業後に就労経験を有する⽅でも、2016年3⽉以降に最終学歴を卒業された⽅については、新卒として応募可

但し、新卒採⽤と経験者採⽤を同時期に併願することは不可

採⽤⽅針やセミナー情報については、新卒採⽤のページをご覧ください。

障がい者採⽤











三菱電機では毎年、学⽣のみなさんに就業体験を通じて「社会」「企業」「仕事」などに対する視野を
広げていただく機会として、実際に働く社員と触れ合いながら仕事を体感できる実習型インターンシッ
プを全国の事業所にて実施しています。

様々な実習テーマを⽤意しています。
2019年度夏季実習型インターンシップのテーマ⼀覧を公開いたしました。

事業分野 ITソリューション

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 001

実習テーマ IoTシステムのプロトタイプ製作実習 

実習内容 IoTシステムのプロトタイプ（サーバ側ソフトウエア、クライアント側ソフト
ウエア）の設計・製作・試験に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 AI技術、クラウド技術、セキュリティ技術、ネットワーク技術を活⽤した
IT・IoTソリューションの設計・構築・保守、および基盤技術の開発 

必須スペック プログラミングの経験を有する⽅
（開発⾔語は問わない）

保有が望ましいスペック AI技術・クラウド技術・セキュリティ技術・ネットワーク技術の基本知識を
有する⽅、もしくは興味のある⽅

実習場所 インフォメーションシステム統括事業部  ／ 神奈川県鎌倉市

実習型インターンシップ テーマ⼀覧



事業分野 公共、ITソリューション

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 002

実習テーマ IoTプラットフォーム（INFOPRISM）のソフトウウェアプロトタイプ開発実
習 

実習内容
INFOPRISMを使ったIoTサービスにおいて、社外ユーザー向けへの情報公開
や編集作業などを⾏うWeb機能に対するプロトタイピングを⾏い、IoT・クラ
ウド、Webの応⽤技術を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 IoTプラットフォーム開発 

必須スペック 情報系専攻の⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（HTML・JavaScript・CSS）の経験を有する⽅
Web（HTTP・HTML5）に関する知識を有する⽅

実習場所 神⼾製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 公共

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 003

実習テーマ 地図情報ソフトウエア（PreSerV－X）の活⽤技術について 

実習内容
地図情報ソフトウエア（PreSerV－X）の開発において、ソフトウエアの単体
試験、組合せ試験を経験頂き、システム開発技術・ソウトウェア開発技術を
実習いただきます。 

事業所における部門の役割 部門共通ソフトウエア開発 

必須スペック プログラミング経験を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）を利⽤できる⽅
JavaScriptプログラミングの経験がある⽅" 

実習場所 神⼾製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 公共

職種 機械設計、システム設計 

テーマ№ 004

実習テーマ オゾンを⽤いた⽔再⽣システム・⽔処理装置の設計について 

実習内容
オゾンを⽤いた⽔再⽣システムの開発設計（設計計算、システム設計）の⼀
部、もしくはオゾンを⽤いた⽔処理装置の⾒積り業務（設計計算、仕様書作
成）に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 オゾンを⽤いた⽔処理装置・⽔再⽣システム・環境システムの開発・設計 

必須スペック 機械系・環境系専攻の⽅
⽔処理技術、環境改善技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 神⼾製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 公共

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 005

実習テーマ 監視制御システムのソフトウエア製作実習 

実習内容 監視制御システムのソフトウエア仕様書に基づき、ソフトウエアの設計製作
試験を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 監視制御システムのソフトウエア設計製作 

必須スペック コーディング経験のある⽅

保有が望ましいスペック C⾔語によるコーディング経験のある⽅

実習場所 神⼾製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 交通

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 006

実習テーマ 列⾞統合管理システムに関わるソフトウエア製作実習 

実習内容
列⾞統合管理システム（鉄道⾞両に搭載されているさまざまな機器の情報を
統括し、最適な列⾞制御と乗務員⽀援を実現するための製品）における運転
台モニタ画⾯のソフトウエア製作を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞上機器のソフトウエア基盤および新規システムの開発 

必須スペック 情報系専攻の⽅
ソフトウエアの開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 007

実習テーマ トレインビジョンのシステム設計・ソフトウエア設計実習 

実習内容
トレインビジョンに関わる映像制御や通信プロトコル制御、それらに関わる
検証試験を通して、開発プロセスを理解する実習に取り組んでいただきま
す。 

事業所における部門の役割 トレインビジョンのシステムエンジニアリング 

必須スペック 情報系または電気系専攻の⽅
C⾔語によるプログラミングスキルを有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通

職種 システム設計

テーマ№ 008

実習テーマ 鉄道⾞両向け列⾞統合管理装置および遠隔保守⽀援システムのシステム設計
実習 

実習内容

鉄道⾞両に搭載し、⾞両電機品の監視・制御を担う、⾞両の頭脳に相当す
る“列⾞統合管理装置”と地上側の“遠隔保守⽀援システム”、いずれかの設計を
実施していただきます。
製品のシステム設計業務を通し、情報システムのシステム設計の流れを理解
することに加え、社会インフラを⽀える鉄道システムにおける設計の重要性
を理解しながら実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞両内情報制御システム（海外案件）・地⾞間連携の開発・設計 

必須スペック 電気・電⼦系または情報システム系専攻の⽅
社会インフラ向けの情報制御システムに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 特に無し

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通

職種 システム設計

テーマ№ 009

実習テーマ 鉄道⾞両向け列⾞統合管理装置のシステム設計実習 

実習内容

鉄道⾞両に搭載し、⾞両電機品の監視・制御を担う、⾞両の頭脳に相当す
る“列⾞統合管理装置”の設計を実施していただきます。
製品のシステム設計業務を通し、情報システムのシステム設計の流れを理解
することに加え、社会インフラを⽀える鉄道システムにおける設計の重要性
を理解しながら実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞両内情報制御システム（国内案件）の開発・設計 

必須スペック 電気・電⼦系または情報システム系専攻の⽅
社会インフラ向けの情報制御システムに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 特に無し

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通

職種 システム設計

テーマ№ 010

実習テーマ 列⾞⽤保安装置のシステム開発について 

実習内容
列⾞運⾏の安全を確保している地上および⾞上装置のシステム設計補助、検
証試験の実習を⾏います。実習を通して、メーカでの設計業務に取り組んで
いただきます。 

事業所における部門の役割 列⾞保安制御システムの開発・設計 

必須スペック 電気・電⼦・情報系のいずれかの専攻の⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通

職種 電気設計、システム設計

テーマ№ 011

実習テーマ 鉄道⾞両⽤推進制御装置より発⽣する帰線⾼調波電流解析とシミュレーショ
ンの最適化 

実習内容
鉄道⾞両⽤推進制御装置（VVVF／SIV）より発⽣する帰線⾼調波電流の実測
データとシミュレーションデータの⽐較・分析を⾏い、シミュレーションモ
デルの最適化検討を実習形式に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 海外鉄道向け推進制御装置・補助電源装置の開発・設計 

必須スペック 電気系・電⼦系専攻の⽅
電⼒⽤機器・パワーエレクトロニクスに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Matlabが使いこなせる⽅

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 012

実習テーマ FPGAによる信号処理回路の設計・検証について 

実習内容 制御ユニットのキーデバイスであるFPGAを使いデジタル信号処理回路の設
計、検証の⼀連の流れを実機を使い実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 推進制御装置・補助電源装置・TMCS・ブレーキ装置の制御ユニット開発・設
計 

必須スペック
"電気・電⼦系専攻の⽅
電⼦回路、マイコン（CPU・DSP）、FPGAなどの設計・検証のに興味を有す
る⽅

保有が望ましいスペック
デジタル回路、アナログ回路、マイコン（CPU・DSP）、FPGAなど⼀般的な
電⼦回路の設計・検証を有する⽅
信号処理技術、伝送・ネットワーク技術を有する⽅

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 交通、空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 013

実習テーマ ⾞両空調の薄板板⾦構造における接合部設計について 

実習内容 ⾞両空調の主構造である、薄板板⾦構造における接合部の強度評価を、実測
および数値計算を⽤いて実習いただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞両⽤空調システムの構造（⽣産）設計・開発、および冷熱要素開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
特に、構造・材料⼒学・振動に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック CAE技術（ソフトウエア不問）を習得している⽅

実習場所 ⻑崎製作所  ／ ⻑崎県⻄彼杵郡時津町



事業分野 公共、エネルギー

職種 電気設計、システム設計、品質保証・品質管理

テーマ№ 014

実習テーマ 非常⽤発電システムのシステム設計および試験実習 

実習内容 非常⽤発電システムのシステム設計技術や制御技術について実習いただきま
す。また、構成機器の⼀部である制御盤の試験実習も⾏います。 

事業所における部門の役割 非常⽤発電システムの受注前活動、開発、設計、製作および設計品質の維
持・向上にむけた管理、損益管理に関する事項 

必須スペック 電気・制御・機械系専攻の⽅

保有が望ましいスペック 特に無し

実習場所 ⻑崎製作所  ／ ⻑崎県⻄彼杵郡時津町



事業分野 エネルギー

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 015

実習テーマ ハードウエア（基板）の評価技法について 

実習内容 各種計測器を⽤いたハードウエア（主に基板）の評価技法について実習して
いただきます。 

事業所における部門の役割 開発製品の品質検査（試験）、管理 

必須スペック 電気・電⼦系専攻の⽅

保有が望ましいスペック 各種実験経験を有する⽅

実習場所 電⼒システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 016

実習テーマ 波形解析または映像解析のAI技術について 

実習内容 波形解析または映像解析のAIの技術検討・開発の⼀部を実習していただきま
す。

事業所における部門の役割 ICT技術を応⽤したソフトウエア・アプリケーション・サービス基盤の開発 

必須スペック 情報系専攻の⽅

保有が望ましいスペック AIに関する技術を保有する⽅

実習場所 電⼒システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー、ITソリューション

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 017

実習テーマ 系統制御システムにおけるビッグデータ活⽤による運⽤業務分析実習 

実習内容
電⼒系統の監視制御を⾏う系統制御システムの仕組み・概要を学んでいただ
くとともに、⼤規模システムで使⽤するデータ分析などについて、技術動
向、技術の活⽤⽅法を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒系統監視制御システムの開発 

必須スペック 電気・情報・システム系専攻の⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 電⼒システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー、ITソリューション

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 018

実習テーマ 電⼒系統監視制御システムソフトウエア開発実習 

実習内容 電⼒系統監視制御システムのシステム開発に求められるソフトウエア設計、
製作、検証、試験に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒系統監視制御システムの開発 

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
プログラミング（⾔語不問）の経験を有する⽅

実習場所 電⼒システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 019

実習テーマ 送変電機器の耐震強度解析について 

実習内容 送変電機器の耐震解析や機械強度解析を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 送変電機器の基盤技術の開発 

必須スペック 機械⼯学の基礎を有する⽅

保有が望ましいスペック 構造解析ソフトウエアを使⽤できる⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 020

実習テーマ ガス遮断器の機能・⽣産設計について 

実習内容 発変電プラントで使⽤する電⼒⽤ガス遮断器の構造の理解および機能・⽣産
設計を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒⽤ガス遮断器の設計 

必須スペック
電気系・機械系専攻の⽅
電⼒⽤機器に興味を有する⽅
ハードウエア設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 021

実習テーマ ガス絶縁開閉装置の配置構造設計について 

実習内容 電⼒系統の中で主に発電所、変電所に設置される⼤型のガス絶縁開閉装置の
配置構造設計を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒⽤開閉装置の設計 

必須スペック 電⼒⽤機器に興味がある⽅
⼤型のハードウエア設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 022

実習テーマ ガス絶縁開閉装置の開発設計について 

実習内容 変電所に⽤いられるガス開閉機器の3D-CADを⽤いたハードウエア設計と、
これに関わる強度または電界解析の実習を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 ガス絶縁開閉装置の開発 

必須スペック 機械系・電気系専攻の⽅
ハードウエア設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 機械的または電気的基礎知識を習得している⽅
3D-CADまたは汎⽤解析の操作経験を有する⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 公共、エネルギー、交通

職種 研究開発

テーマ№ 023

実習テーマ 変圧器⽤電磁シールドの3D磁界解析と検証モデルの⽐較評価について 

実習内容 変圧器⽤電磁シールドの特性試験を実施し、3次元磁界解析結果と⽐較・評価
を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒⽤・⺠需向けの外鉄・内鉄形変圧器の開発 

必須スペック 電気⼯学の基礎を有する⽅

保有が望ましいスペック 3D解析の経験がある⽅
（理想は磁界解析だが、解析の種類は不問）

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県⾚穂市



事業分野 エネルギー

職種 システム設計

テーマ№ 024

実習テーマ HVDC／FACTSシステムの制御設計について 

実習内容 HVDC／FACTSに関するシステム検討、制御⽅式検討などを実施していただ
きます。 

事業所における部門の役割 HVDC／FACTSシステムの開発・設計 

必須スペック 交流回路、電⼒系統⼯学、パワーエレクトロニクス、制御⼯学の知識を有す
る⽅

保有が望ましいスペック 英語に抵抗がない⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー

職種 電気設計、システム設計

テーマ№ 025

実習テーマ STATCOMシステムの設計について 

実習内容 STATCOMシステムに関わるシステム検討、制御⽅式検討などの実習を⾏いま
す。 

事業所における部門の役割 FACTS（SVC／STATCOM）システムの設計 

必須スペック
電気・電⼦系専攻の⽅
交流回路、電⼒系統⼯学、パワーエレクトロニクス、制御⼯学の知識のある
⽅

保有が望ましいスペック 英語に抵抗がない⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 026

実習テーマ 電⼒会社向け保護システム製品に関するシステム・ソフトウエア設計実習 

実習内容

製品を受注してから出荷するまでのシステム設計に関する⼀連の業務を実習
していただきます。
また、電⼒系統での事故時の応動解析としてEMTPを⽤いたシミュレーション
や、製品に実装するソフトウエアの製作についても実習していただきます。 

事業所における部門の役割 保護リレー装置（システム）の開発・設計 

必須スペック 電気・情報（システム）系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック 電⼒系統に関する知識、興味を有する⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 産業・FA、エネルギー

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 027

実習テーマ 保護リレーの”系統事故検出アルゴリズム”の検証について 

実習内容 海外向け保護リレーの⾼速動作のためのアルゴリズムのシミュレーションや
実機検証を実習していただきます。 

事業所における部門の役割 保護リレーの開発、設計 

必須スペック 電気・機械・情報・物理系専攻の⽅

保有が望ましいスペック 電⼒系統シミュレーションに興味を有する⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 エネルギー

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 028

実習テーマ 保護・制御装置に実装する通信⽤の機器組込みソフトウエア、またはハード
ウエアの設計実習 

実習内容
保護・制御装置を各種ネットワークに接続するために必要な通信機能
（IEC61850、TCP／IP、イーサネットなど）の機器組込みソフトウエア、ま
たは、ハードウエアの設計を実習していただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒保護・制御装置向けのソフトウエア、ハードウエア開発 

必須スペック 通信に関する基本事項（TCP／IP、イーサネット等）を有する⽅
ソフトウエアやFPGAの設計・製作に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック

IEC61850を知っている⽅
上記以外に、下記のいずれかを有する⽅
・プログラミング（C・C＃・C++）の経験を有する⽅
・FPGA設計（Verilog-HDL）の経験を有する⽅

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県神⼾市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 ⽣産技術

テーマ№ 029

実習テーマ IE⼿法（※）による製造現場改善業務体験実習 

実習内容

IE（※）⼿法を⽤いた作業分析を⾏い、製造現場の改善業務を体験いただき
ます。
具体的な改善内容は分析結果と改善の⽅向付けにもよりますが、主に作業⼿
順／⽅法や作業環境（作業台・台⾞）の⾒直しを検討・実施いただきます。
（※）Industrial Engineering 

事業所における部門の役割 ①製造プロセスにおけるJIT改善活動の推進、②⽣産管理（ヤードプラン、起
業投資、棚残、⼯数）、③物流管理（梱包、輸送、倉庫） 

必須スペック 機械系・経営システム⼯学系専攻の⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 ソフトウエア設計、システム設計、⽣産技術

テーマ№ 030

実習テーマ デジタルデバイスを利⽤した作業改善実習 

実習内容 顔認証技術（カメラ）を⽤いた作業者の個体判断の⾃動化により、作業省⼒
化を目的としたデジタルデバイスの活⽤評価につき実習いただきます。 

事業所における部門の役割 IoT関連システムの企画・開発（製造実⾏・作業⽀援・⾒える化・分析改善な
ど） 

必須スペック 電気電⼦系・機械系・情報通信系専攻の⽅
IoTを活⽤した⽣産性向上に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（.net）の知識を有する⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 機械設計、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 031

実習テーマ 受配電システムまたは電⼒監視装置の設計業務実習 

実習内容
様々なお客様に向けた受配電設備の計画・設計および受配電機器の組合せに
よる受配電システムの技術取り纏め業務や、それらの電⼒監視装置の設計業
務を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 ビル・⼯場・公共・交通プラント向けの受配電設備または電⼒監視装置の設
計 

必須スペック 電気電⼦系・機械系・情報通信系専攻の⽅

保有が望ましいスペック 電⼒インフラ事業に興味を有する⽅ 

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 032

実習テーマ C-GISとC-GISの品質管理業務実習 

実習内容
定格電圧84kV以下の受配電機器（C-GIS）に関する品質管理業務（⼯場出荷
試験、試験要領書・試験成績書の作成、製造プロセスの品質維持と改善等）
を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 C-GIS（キュービクル形ガス絶縁スイッチギヤ）の品質管理 

必須スペック 電気電⼦系・機械系・物理系専攻の⽅
試験装置を使った各種試験に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック テスタ、オシロ等の⼀般的な試験装置を使った試験経験のある⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 機械設計

テーマ№ 033

実習テーマ CADを使⽤した遮断器（ブレーカー）の設計業務実習 

実習内容 受配電機器（遮断器／ブレーカー）に関する客先要求に対し、⾒積業務や図
⾯作成、解析、⼿配業務等を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 遮断器のオーダ設計業務 

必須スペック 機械系専攻の⽅
電気電⼦系専攻でハードウエア設計に興味がある⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅
CAD／CAEに関する知識を有している⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 034

実習テーマ 遮断器および真空バルブの品質管理業務実習 

実習内容 遮断器と真空バルブ（遮断器に搭載するキーパーツ）の品質管理業務（部品
検査、評価試験および故障解析等）を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 遮断器および真空バルブの品質管理 

必須スペック 電気電⼦系・機械系専攻の⽅

保有が望ましいスペック 材料技術や部品解析技術に関する知識を有している⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 電気設計

テーマ№ 035

実習テーマ CADを使⽤した低圧配電盤（モーターコントロールセンタ）の設計業務実習 

実習内容 受配電機器（モーターコントロールセンタ）に関する客先要求に対し、電気
回路設計や機器・部材の⼿配業務を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 低圧配電盤（モーターコントロールセンター）の開発・⾒積・オーダ設計 

必須スペック 電気電⼦系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック 機械⼯学に関する知識を有する⽅ 

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通

職種 電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 036

実習テーマ 電⼦機器開発業務実習 

実習内容 受配電機器（スイッチギヤ、コントロールセンタ等）にて使⽤される電⼦機
器の開発業務（評価試験等）を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 受配電機器に搭載する電⼦機器の開発 

必須スペック 電気電⼦系・情報通信系専攻の⽅
電⼦機器の開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
プログラミングの経験を有する⽅

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市



事業分野 ビル

職種 機械設計、電気設計、技術営業・⼯事技術

テーマ№ 037

実習テーマ 海外におけるエレベーターの技術検討について 

実習内容
昇降機の構造・仕組み、海外商談フローを理解いただき、実際の引合商談を
ベースに、海外販社からの技術検討（交通計算、納まり検討、応札仕様作成
等）回答を実習いただきます。

事業所における部門の役割 海外販社に対する昇降機の技術サポート 

必須スペック 機械系・電気系専攻の⽅
海外・外国語に興味がある⽅

保有が望ましいスペック 特に無し

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ビル

職種 電気設計

テーマ№ 038

実習テーマ エレベーターの電気機器検討について 

実習内容
エレベーターを制御する電気機器（エレベーターを制御する制御盤・セン
サー・機器）の開発業務フローを学んでいただき、その中の⼀部フローにつ
いて実習いただきます。 

事業所における部門の役割 エレベーター向け電気品の開発 

必須スペック
電気・電⼦系専攻の⽅
モノづくりに興味があり、特に電気機器（基板）、電気回路や部品に興味を
有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（PowerPoint／Word／Excel）の基本操作を習得している
⽅

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ビル

職種 機械設計

テーマ№ 039

実習テーマ エレベーター⽤巻上機の機械機器検討について 

実習内容 エレベーター⽤巻上機の製品概要や開発業務フローを学んでいただき、その
中の⼀部フローについて実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 エレベーター⽤巻上機の開発 

必須スペック
機械系専攻の⽅
機械⼯学、材料⼒学の基礎があり、公共性の⾼い機器に興味があり、動くも
のが好きな⽅

保有が望ましいスペック 構造設計（製図・CAD）に関する知識を有する⽅
CAE技術を習得している⽅

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ビル

職種 機械設計

テーマ№ 040

実習テーマ エレベーター操作表⽰器具の受注⼯事設計について 

実習内容 エレベーターの操作表⽰器具の受注⼯事設計業務を学んでいただき、その⼀
部フローについて実習いただきます。 

事業所における部門の役割 エレベーター意匠部品の受注⼯事設計・標準化・⽣産移⾏準備・販売応援 

必須スペック 機械系専攻で⼯業デザイン、ヒューマンインタフェース、建築部材に興味を
有する⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（PowerPoint／Word／Excel）の基本操作を習得している
⽅
構造設計（製図・CAD）に関する知識を有する⽅

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ビル

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 041

実習テーマ エレベーター実機でのシステム性能の検証・評価について 

実習内容
新規開発エレベーターの企画から⽣産開始までの業務⼯程およびそれに関わ
る品質保証部門の役割を学んでいただき、エレベーターシステム検証・評価
業務の基本となる性能確認試験を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 新規開発エレベーターの検証評価 

必須スペック 電気系・システム系・機械系専攻の⽅
モーションコントロールやパワーエレクトロニクスに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（PowerPoint／Word／Excel）の基本操作を習得している
⽅
計測器の使⽤経験がある⽅
品質保証・品質管理に関する知識または関⼼がある⽅

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ビル

職種 研究開発、機械設計、電気設計

テーマ№ 042

実習テーマ セキュリティシステム（⼊退室管理システム）の開発について 

実習内容 セキュリティシステム（⼊退室管理システム）の機器開発、評価に参画いた
だきます。 

事業所における部門の役割 セキュリティシステム（⼊退室管理システム）・エレベータ遠隔監視システ
ムの機器開発 

必須スペック 電気系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 稲沢製作所  ／ 愛知県稲沢市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 043

実習テーマ 製作所内で利⽤される各種情報システムのソフトウエア開発について 

実習内容 製作所内で利⽤する情報システムのユーザインターフェースに関するソフト
ウエアの開発を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 製作所内情報システム・⽣産システムの企画・開発・運⽤管理 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅
量産⼯場のものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 通信機製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 電気設計

テーマ№ 044

実習テーマ CMOSイメージセンサーの設計作業と評価作業について 

実習内容

CMOSイメージセンサーとして、光源からの光を読取対象物に当て、反射し
た光をレンズで集光して取り込み、光源変換とアナログ／デジタル変換して
出⼒するデバイス製品について、評価のための回路設計作業と、それを⽤い
た性能評価作業を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 CIS等センシング応⽤デバイスおよびその応⽤製品の開発設計および試験評価
⽀援 

必須スペック 主に電気系の知識を有する⽅（物理・ソフトも関係）
ものづくりに興味のある⽅

保有が望ましいスペック ExcelVBA（評価データのまとめ効率化）を習得している⽅

実習場所 通信機製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 電気設計、システム設計

テーマ№ 045

実習テーマ 無線通信システムの設計・評価について 

実習内容 列⾞無線の無線評価、またはシステム総合試験（設計動作確認試験）を実習
いただきます。 

事業所における部門の役割 無線通信システム事業における開発設計 

必須スペック 無線通信技術・無線通信ｼｽﾃﾑに興味を有する⽅
電気・電⼦、または情報通信系専攻の⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 電気設計、システム設計

テーマ№ 046

実習テーマ 列⾞無線装置の設計検証について
（システム試験・環境試験等） 

実習内容 デジタル列⾞無線の無線装置設計評価として、開発中の無線装置の機能試
験、環境試験等を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 在来線・私鉄列⾞無線システム等の開発設計 

必須スペック 電気回路・情報通信専攻の⽅
無線に興味がある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 電気設計

テーマ№ 047

実習テーマ ネットワークカメラの開発・評価について 

実習内容 ネットワークカメラの電気設計・システム設計について実習いただきます。 

事業所における部門の役割 映像セキュリティ事業における開発・設計 

必須スペック 情報⼯学の基礎知識を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 電気設計

テーマ№ 048

実習テーマ 通信機器の基板開発における伝送路・電磁界解析について 

実習内容 通信機器の基板開発の中で、⾼速伝送解析・電磁界解析・電源ノイズ解析お
よび測定を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 通信システム機器における基板設計 

必須スペック 電気系専攻の⽅
伝送路・電磁界解析測定に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 基板の設計・製造・部品実装の基本知識を習得している⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 電気設計

テーマ№ 049

実習テーマ 通信・画像系FPGA設計・検証について 

実習内容 画像認識の推論処理におけるFPGA実装技術の実習もしくは、通信系FPGA検
証を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 通信システム機器におけるLSI・FPGA設計 

必須スペック
情報通信系・電気系専攻の⽅
通信・画像系のFPGA設計に興味を有する⽅
HDLによるFPGA設計の経験がある⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（C・C++）の知識がある⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 機械設計、⽣産技術

テーマ№ 050

実習テーマ 通信機器・画像機器に関する構造設計・検証について 

実習内容
通信機器／映像セキュリティ機器に関するCAE（強度解析／熱解析など）、
2D／3D-CADを使⽤した機械製図、実機を⽤いた検証などを実習いただきま
す。 

事業所における部門の役割 通信システム機器における機構設計 

必須スペック 機械、航空宇宙、物理系等、機械⼯学に関わる専攻の⽅
ハードウエア（ハードウエア、形あるもの）の設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 機械⼒学、材料⼒学、熱⼒学などの基本知識のある⽅
CAEによる強度解析、振動解析、熱解析などの経験のある⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 051

実習テーマ ソフトウエア開発の⾃動化について 

実習内容 列⾞システム、監視カメラ、IoT通信機器に実装されるソフトウエアを対象
に、ソフトウエア開発を⾃動化、機械化する技術を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 コミュニケーションネットワーク製作所が展開している事業のソフトウエア
開発設計 

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック ソフトウエア開発経験を有する⽅

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 052

実習テーマ 住宅⽤・業務⽤換気送風機の製造技術について 

実習内容 プレス・板⾦・溶接・射出成型・機械加⼯・モーター開発・組⽴等の製造技
術開発に係るシミュレーション・検証実験を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 住宅⽤・業務⽤換気送風機の製造技術 

必須スペック 機械系の知識のある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 エネルギー、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 053

実習テーマ 換気送風機開発における⾦型設計について 

実習内容 換気送風機⽤部品の⾦型（プレスまたはモールド）設計業務の⼀部を実施い
ただきます。 

事業所における部門の役割 換気送風機開発における⾦型設計 

必須スペック 機械⼯学・材料⼒学の基礎知識を有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 054

実習テーマ 住宅⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 住宅⽤換気送風機設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）を実施
いただきます。 

事業所における部門の役割 換気扇、扇風機、海外向け換気扇・扇風機の開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 055

実習テーマ 住宅⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 住宅⽤換気送風機設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）を実施
いただきます。 

事業所における部門の役割 換気扇・標準換気部材の開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 エネルギー、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 056

実習テーマ 住宅⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 住宅⽤換気送風機設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）を実施
いただきます。 

事業所における部門の役割 住宅⽤ロスナイ・ダクト空調システム・温⽔システムの開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 エネルギー、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 057

実習テーマ 業務⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 業務⽤換気送風機設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）を実施
いただきます。 

事業所における部門の役割 業務⽤換気送風機の開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 エネルギー、空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 058

実習テーマ 業務⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 業務⽤、設備⽤ロスナイ設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）
を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 業務⽤・設備⽤ロスナイの開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅ （技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 エネルギー、空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 059

実習テーマ 海外業務⽤換気送風機の設計・評価について 

実習内容 海外業務⽤換気送風機設計における⼀連業務（試作品組⽴や評価試験等）を
実施いただきます。

事業所における部門の役割 海外向け産業扇、業務・設備⽤ロスナイの開発・設計 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 060

実習テーマ 換気送風機等の開発・設計・評価について 

実習内容
ジェットタオル開発における設計業務（設計検討、試作評価等）や、換気送
風機製品へ搭載する送風機やIAQの基礎技術開発（設計検討や評価等）につい
て実施いただきます。 

事業所における部門の役割 ジェットタオルの開発・設計および送風機・IAQの基礎技術開発 

必須スペック 流体・送風技術に関する興味・知識のある⽅
（技術⽤語が理解できる⽅）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐⾩県中津川市



事業分野 空調・冷熱

職種 ⽣産技術

テーマ№ 061

実習テーマ 量産ラインの⽣産性向上に向けた調査・分析とトライ実施について 

実習内容

空調・冷凍機器の⽣産では、より効率の⾼い量産ラインに向け⽇々改善活動
を実施している。
この中で、作業者および設備の総合効率を最⼤限引き出すため、現場調査〜
分析〜改善トライの⼀連の改善活動を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 ⽣産性改善および⽣産⽅式・⽣産管理業務⾰新 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／Powerpoint）の基本操作を習得している⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 産業・FA、エネルギー、空調・冷熱

職種 機械設計、⽣産技術

テーマ№ 062

実習テーマ キーパーツ・コア技術の⽣産技術開発について 

実習内容 空調機、冷熱機器を構成する主要部品の技術課題について、各種試作評価、
検証を通じて製造技術開発に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 空調機部品の製造技術開発全般 

必須スペック 機械系・電気系専攻の⽅
ものづくり全般に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 063

実習テーマ スクロール圧縮機の性能分析および改善について 

実習内容 スクロール圧縮機の冷媒圧縮原理を学び、圧縮機の損失を分析したうえでの
損失低減⼿法を学ぶ。合わせて圧縮機の評価実習もしていただきます。 

事業所における部門の役割 スクロース圧縮機の開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
冷凍サイクルに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 064

実習テーマ スクリュー圧縮機の性能分析および改善について 

実習内容 スクリュー圧縮機の冷媒圧縮原理を学び、圧縮機の損失を分析したうえでの
損失低減⼿法を学ぶ。合わせて圧縮機の評価実習もしていただきます。 

事業所における部門の役割 スクリュー圧縮機の開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
冷凍サイクルに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ ⻑崎県⻄彼杵郡時津町



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 065

実習テーマ 冷凍機、冷応品の開発について 

実習内容 冷凍機および冷熱応⽤品における⾼性能化などを実現する技術検討・検証技
術につき実習していただきます。 

事業所における部門の役割 冷凍機・冷熱応⽤品の技術開発 

必須スペック 機械・電気系専攻の⽅
製品設計・開発に興味のある⽅

保有が望ましいスペック 冷媒サイクル基礎技術、振動・騒⾳技術、機械製図の知識を有する⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 機械設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 066

実習テーマ 業務⽤エアコン室内機の機能部品開発について 

実習内容 エアコン室内機の機能部品である熱交換器や送風機の性能改善に向けて、シ
ミュレーションを⽤いての仕様検討に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 業務⽤エアコン室内機の開発 

必須スペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

保有が望ましいスペック 熱・流体に関する知識を保有している⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 機械設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 067

実習テーマ 次世代チラーユニットの開発について 

実習内容 次世代のチラー（空調⽤熱源機）の開発チームに参画いただき、市場状況、
製品知識の習得、開発業務（シミュレーション等）を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 空調機・チラー・給湯器の製品開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
熱⼒学・流体⼒学等に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
シミュレーションの経験がある⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 電気設計

テーマ№ 068

実習テーマ 空調・冷凍⽤パワーエレクトロニクス応⽤開発について 

実習内容 実機を⽤いた動作確認も含めて、コンバータ、インバーター、モーター制御
等に係わる制御パラメータの仕様検討を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 冷熱機器に搭載する電⼦制御のパワーエレクトロニクス関連開発 

必須スペック インバーター、モーター制御等に関する基本知識がある⽅
オシロスコープ等の計測器を扱った経験のある⽅

保有が望ましいスペック インバーターを⽤いてモーターを実際に動作させたことがある⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 069

実習テーマ 空調・冷凍機⽤制御ソフトウエアＷ開発について 

実習内容 制御基板に実装するソフトウエアの仕様の妥当性確認やテスト業務の経験を
していただきます。 

事業所における部門の役割 冷熱機器に搭載する電⼦制御基板のマイコン組み込みソフトウエア開発 

必須スペック C⾔語ソフトウエアを書いた経験のある⽅

保有が望ましいスペック オシロスコープ等を⽤いた電⼦機器の計測の経験がある⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱、ITソリューション

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 070

実習テーマ 空調冷熱管理システム制御開発について 

実習内容 IoTを活⽤した空調冷熱管理システム制御基盤開発業務を通し、ソフトウエア
アーキテクチャ、セキュリティ技術を経験していただきます。 

事業所における部門の役割 空調冷熱管理システムの開発 

必須スペック C⾔語ソフトウエアを書いた経験のある⽅

保有が望ましいスペック IoT基礎知識を有する⽅

実習場所 冷熱システム製作所  ／ 和歌⼭県和歌⼭市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、品質保証・品質管理

テーマ№ 071

実習テーマ 空調冷熱機器材料（主に⾦属材料）の分析・解析評価実習 

実習内容 冷蔵庫、エアコンに使⽤される各種材料（主に⾦属材料）の開発評価試験、
材料分析機器を⽤いた解析技術を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 空調冷熱機器材料の開発評価 

必須スペック 家電製品の構成材料の開発評価技術に興味がある⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅
材料評価設備（電⼦顕微鏡・引張試験機等）の取扱経験がある⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計、電気設計、ソフトウエア設計、⽣産技術

テーマ№ 072

実習テーマ 産業⽤ロボットを使った⾃動化技術の開発実習 

実習内容 産業⽤ロボットを使ったエアコン室内機の組⽴技術を実習をしていただきま
す。 

事業所における部門の役割 キーとなる製造技術の開発・導⼊ 

必須スペック ⾃動化技術に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 ⽣産技術

テーマ№ 073

実習テーマ 量産ラインの⽣産性改善活動について 

実習内容
空調機器、または冷蔵庫の量産ラインにおける⽣産性向上活動として、IE
（インダストリアル・エンジニアリング）技法を⽤いた調査、分析、改善提
案といった活動の⼀連の流れに取り組んでいただきます。

事業所における部門の役割 総合的⽣産性の向上・作業研究 

必須スペック IEに関する基礎知識を保有している⽅

保有が望ましいスペック 積極的に周囲とコミュニケーションをとれる⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 074

実習テーマ ⾦型（樹脂⽤⼜は⾦属⽤）の設計・技術開発実習 

実習内容 解析などのツールを使⽤した⾦型（樹脂射出成形⽤⼜は⾦属プレス⽤）の⽣
産性改善を実習していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾦型の製造・技術開発 

必須スペック ものづくりに興味のある⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅
CAD／CAEの使⽤経験がある⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 075

実習テーマ ムーブアイによる熱画像の画像処理について 

実習内容
家庭⽤エアコンに搭載されているムーブアイで取得した熱画像のデータを⽤
いて、室内空間を認識するまでの画像処理技術について実習していただきま
す。 

事業所における部門の役割 家庭⽤・業務⽤エアコンの電⼦基板・ソフトウエアの先⾏開発設計 

必須スペック プログラミング（C・C++・PYTHONなど）の経験を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 画像処理に興味のある⽅
AI技術に興味を有する⽅ 

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 076

実習テーマ Wi-Fiインターフェースによるエアコン制御の検討・評価について 

実習内容 Wi-Fiとパブリッククラウドを⽤いたシステムによるエアコン制御の検証・評
価を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 空調機システム制御開発 

必須スペック 情報システムの知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Wi-Fi通信またはクラウドシステムの知識がある⽅ 

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 077

実習テーマ ルームエアコンの設計・評価・⽣産について 

実習内容

ルームエアコンの開発・設計の重要な要素技術である冷凍サイクルについて
シミュレーション等を活⽤して実習を⾏います。また、実習の合間には製品
評価室や製造ラインの⾒学を実施し、設計だけでなく、メーカーでの製品評
価や⽣産についても学んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ルームエアコンの先⾏開発企画に関する事項 

必須スペック 機械系専攻の⽅
設計業務に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック ⼤学院⽣（修⼠）の⽅
冷凍サイクル、熱⼒学、流体⼒学、機械⼒学のいずれかの知識をを有する⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 機械設計

テーマ№ 078

実習テーマ 店舗⽤エアコンの省エネ開発のため、年間消費電⼒量の性能予測および設計
実習 

実習内容

冷凍の基礎理論習得後、圧縮機、凝縮機、蒸発器、膨張弁で構成されたシン
プルな冷媒回路の冷凍サイクルシミュレーションを作成し、アクチュエー
ターと性能の関係を机上計算をしながら認識していただきます。実習の合間
に試験室、試作室を⾒学して、メーカーの開発現場を体感していただきま
す。 

事業所における部門の役割 パッケージエアコンおよび要素技術に関する開発企画・先⾏開発・設計効率
化推進 

必須スペック 機械系・物理系専攻の⽅
量産⼯場のものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 079

実習テーマ 霧ヶ峰⽤圧縮機の先端技術検証⼿法について 

実習内容
省エネNo.1となり続けるための、⾼効率圧縮機最先端技術を学んでいただき
ます。
また、先端技術を量産化するための検証⼿法などを学んでいただきます。 

事業所における部門の役割 圧縮機の設計開発 

必須スペック
圧縮機の開発設計に興味を有する⽅
⾃ら⼀つの製品の最初から最後までについて責任をもつことに喜びを感じる
⽅

保有が望ましいスペック 機械⼯学分野、特に機械⼒学、材料⼒学、流体⼒学の3つについて基礎知識を
有する⽅ 

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 080

実習テーマ 空調機に使われる圧縮機の性能改善について 

実習内容
空調機の仕組み、空調機における圧縮機の役割、圧縮機のメカニズムの基礎
を理解いただき、性能を向上させるアイテムについて、計算と実機で確認す
る実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 空調⽤圧縮機の開発 

必須スペック 機械系4⼒の基礎知識を有しており、⾞のエンジンなどの機械に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel）の基本操作を有している⽅

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市



事業分野 ホームエレクトロニクス

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 081

実習テーマ テレビのソフトウエア設計検証について 

実習内容

液晶テレビ（新製品）に搭載するソフトウエアの設計検証に向け、システム
試験（製品を使⽤した実機試験）を実施していただきます。試験を通じて、
ソフトウエアにおける品質を確保する⼿法についても体験していただきま
す。（製品開発の進捗により、変更になる場合があります。） 

事業所における部門の役割 液晶テレビのソフトウエア開発 

必須スペック 電気・電⼦・情報処理系を専攻の⽅
テレビなどのデジタル家電に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作経験を有する⽅

実習場所 京都製作所  ／ 京都府⻑岡京市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 082

実習テーマ 電気給湯機の開発・設計について 

実習内容 電気給湯機の構造もしくは機能に関する開発・設計関連の業務を担当いただ
きます。 

事業所における部門の役割 電気給湯機の開発・設計 

必須スペック 家電品の開発・設計に対する⾼い興味関⼼を有する⽅
機械系・電気系の基礎知識を保有する⽅

保有が望ましいスペック コミュニケーション能⼒（周囲と活発にコミュニケーションを取ろうとする
姿勢）のある⽅ 

実習場所 群⾺製作所  ／ 群⾺県太⽥市



事業分野 産業・FA

職種 システム設計、⽣産技術

テーマ№ 083

実習テーマ ⽣産現場での作業実測と改善活動、e－F＠ctory活⽤による⽣産性・品質向上
改善実習 

実習内容

組⽴作業の最適化を図るため、事実の認識するための作業実測を⾏い、そこ
から改善すべきアイテムを抽出し、改善案の検討と検証を実施していただき
ます。
e－F＠ctoryを活⽤するための、⼯作現場での⽣産システム調査、現場作業分
析、システム仕様検討の実習を⾏います。 

事業所における部門の役割
・JIT改善活動の企画・推進
・IE業務による⼯数管理と原価低減活動
・e－F＠ctory所内展開の推進

必須スペック ⽣産現場でのJIT、IEを活⽤した改善活動や、⽣産現場でのIT活⽤に興味があ
る⽅

保有が望ましいスペック IEの基礎知識があれば望ましい

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

テーマ№ 084

実習テーマ データ活⽤による海外拠点の改善活動について 

実習内容

海外⼯場の⽣産性・品質改善活動、あるいは⽣産計画や在庫量の最適化を⽀
援するため、データ分析と課題抽出を実施していただきます。
なお、業務進捗状況により実習内容に変更が⽣じ、他の海外⽣産⽀援業務が
実習内容になる可能性があります。 

事業所における部門の役割 FA機器の海外⽣産体制の企画・推進 

必須スペック

経営⼯学に関する基礎知識を有する⽅
⽣産性・品質改善活動に興味を有する⽅
サプライチェーン全体等、企業全体最適の視点で業務改善やIT化に興味を有
する⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅
業務フローチャート作成の経験を有する⽅
情報システムの基礎知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

テーマ№ 085

実習テーマ FA制御機器向けパワーモジュールの量産⼯程と品質向上についての実習 

実習内容
⼯作現場において、実際にパワーモジュールを製作する設備の条件出しや、e
－F＠ctoryコンセプトで収集したデータの解析を実施することにより、現場
作業の⼤切さを学び、ものづくりに対する達成感を得る実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 FA制御機器の⽣産体制整備等、⽣産に関わる技術・設備・⽣産性向上の推進 

必須スペック 量産⼯場のものづくりに興味のある⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

テーマ№ 086

実習テーマ サーボモーター⽣産ラインの⼯法開発について 

実習内容
サーボモーターの組⽴ライン⾃動化技術について、e－F＠ctory（IoT）を活
⽤したラインの現状把握、改善、⾃動化技術に関する構想を実施していただ
きます。 

事業所における部門の役割 サーボモーター・エンコーダの⽣産体制整備 

必須スペック 機械系専攻の⽅
「ものづくり」に興味のある⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

テーマ№ 087

実習テーマ 機械加⼯の⽣産性・品質向上活動について 

実習内容
機械加⼯⼯程において⾃ら現状分析を⾏い、加⼯時間短縮・加⼯精度向上・
製品品質向上等の改善業務を通じ、⽣産技術業務の実習を実施していただき
ます。 

事業所における部門の役割 変圧器・ロボット・放電加⼯機・レーザー加⼯機の⽣産体制整備 

必須スペック 機械系専攻の⽅
⽣産性改善活動に興味のある⽅

保有が望ましいスペック 機械製図、機械加⼯の知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

テーマ№ 088

実習テーマ モノづくりにおける⾃動化の重要性について 

実習内容

電磁開閉器は構造が⽐較的単純なため、⼿作業でも組⽴を⾏うことが可能で
すが、⽉産50万台近くの⽣産を⾏うため、⼤部分は⾃動機にて⽣産を⾏って
います。本実習を通じ、⾃動化の重要性（⽣産能⼒向上、省⼈効果、品質⾯
での向上等）について理解を深め、代表ラインの現状分析を通じ、改善要素
の抽出、対策の⽴案、効果把握までの⼀連の流れを実施していただきます。 

事業所における部門の役割
・電磁開閉器の⽣産体制整備
・放電加⼯機・レーザー加⼯機フィーダエリアの⽣産体制整備（板⾦部品・
各種盤の製作） 

必須スペック ⾃動化技術に興味のある⽅

保有が望ましいスペック シーケンス制御、サーボ制御、ロボット制御の基礎知識を有する⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 岐⾩県可児市



事業分野 産業・FA

職種 施設管理

テーマ№ 089

実習テーマ ⼯場運営における建物施設管理実習 

実習内容
製造業⼯場敷地における複数建物の維持保全業務を実施していただきます。
築96年のノコギリ屋根⼯場から最新の免震⼯場まで、それらの維持に必要な
補修計画⽴案や実際の⼯事運営まで、現場に即した実務の実習を⾏います。

事業所における部門の役割 構内施設（建築物・インフラ設備など）の維持・管理、および新設時の仕様
検討、それらに伴う遵法管理 

必須スペック 建設（建築・⼟⽊）に関する基礎知識を保有している⽅
建屋環境改善に興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している
⽅
プロジェクトマネジメント関連の知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 知財権管理

テーマ№ 090

実習テーマ 発明発掘業務や権利化業務について 

実習内容

名電技術者とのアイデアミーティングを実いただき、発明発掘を実施してい
ただきます。
出願済み案件の権利化作業業務（特許庁への技術反論⽂書作成）を実施して
いただきます。 

事業所における部門の役割 事業の知財⾯でのサポート
（戦略⽴案・出願・権利化・活⽤） 

必須スペック 特になし
（技術的判断を要するため理⼯系学部）

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 091

実習テーマ ⾦属材料開発と材料分析技術について 

実習内容 ⾦属材料（溶接材料、磁性材料）に関して、分析技術を活⽤した開発の流れ
を実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 産業⽤FA機器向け次世代材料技術の創出と開発推進 

必須スペック ⾦属材料を専攻している⽅

保有が望ましいスペック 材料・機械等の広い知識を有する⽅を歓迎

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 092

実習テーマ 産業⽤機器の構造強度／熱流体／振動騒⾳評価技術開発について 

実習内容 産業⽤機器の電磁気／構造強度／熱流体技術開発などのいずれかについて実
施していただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤FA機器向け機械基盤技術開発と構造設計技術開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
機械構造に関わるシミュレーション技術開発をしている⽅ 

保有が望ましいスペック
材料⼒学や構造解析（応⼒解析）の知識のある⽅
４⼒の基礎知識を有する⽅
最適化計算（寸法、トポロジィ）の知識がある⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 093

実習テーマ モーターの制御開発、産業機器向けEMC技術、回路技術開発などのうち、⼀
つの案件を実習 

実習内容
シミュレーションや実機による検証を通じて、産業機器向けモーターの制御
開発、EMC制御技術開発、回路技術開発などのうち、⼀つの案件について実
施していただきます。 

事業所における部門の役割 モーターの制御開発、産業機器向けEMC技術・回路技術開発 

必須スペック 電気回路、モーター制御、EMC関連技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気回路、モーター制御、EMC関連の基礎知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計

テーマ№ 094

実習テーマ ASIC・FPGAの設計と検証について 

実習内容 ASiC・FPGAの論理設計、論理検証、タイミング検証を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割 FA製品に組み込むASiC・FPGAの開発 

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 論理回路の基礎知識を有する⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 095

実習テーマ FA機器に使⽤されている電気・電⼦部品の評価・解析実習 

実習内容 FA機器に使⽤されている電気・電⼦部品に対する信頼性評価、故障解析等の
実作業を中⼼に実習を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 FA機器に使⽤される電気・電⼦部品の品質保証 

必須スペック 電気・電⼦系専攻の⽅
電⼦部品の評価・解析に興味がある⽅

保有が望ましいスペック 電気・電⼦部品に関する知識を有する⽅
品質管理に関する知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 品質保証・品質管理、ノイズ評価技術

テーマ№ 096

実習テーマ システム接続におけるノイズ対策検証について 

実習内容 FA製品を組込んだシステムにおけるノイズ測定・対策技術の検証を実施して
いただきます。 

事業所における部門の役割 名電製品の規格対応評価・信頼性評価 

必須スペック 電磁気学、⾼周波回路の基礎知識を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気ノイズに関連する知識、対応スキルの保有が望ましい 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 097

実習テーマ 統合エンジニアリング環境（MELSOFT iQ Work）の評価について 

実習内容
マニュアルやヘルプを参照しながら統合エンジニアリング環境（MELSOFT 
iQ Work）を操作し、ユーザーインターフェースや操作性の改善点の抽出を
実施していただきます。 

事業所における部門の役割 システム仕様設計・プログラム開発から現場調整、運⽤・保守までをサポー
トするエンジニアリング環境（ソフトウエア）の構築 

必須スペック Windowsアプリケーションが操作可能な⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Power Point／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計

テーマ№ 098

実習テーマ 電磁開閉器の開発・設計について 

実習内容 電磁開閉器の開発・設計に関する補助業務を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 電磁開閉器の開発 

必須スペック 電気・機械・製図の基礎知識がある⽅ 

保有が望ましいスペック CADの基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 岐⾩県可児市



事業分野 エネルギー

職種 研究開発、機械設計、電気設計

テーマ№ 099

実習テーマ 油⼊変圧器次期シリーズ開発について 

実習内容
油⼊変圧器次期シリーズ開発の補助を実施していただきます。具体的には、
ケース強度解析（評価）、巻線絶縁技術、鉄⼼の磁気特性分析等のいずれか
を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 配電⽤変圧器の技術開発 

必須スペック 電気系・機械系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計

テーマ№ 100

実習テーマ 汎⽤インバーターの新製品開発実習 

実習内容

⼯場の⾃動設備、空調、⽔処理等の社会インフラ装置などで広く使⽤されて
いる汎⽤インバーターの新製品開発に取り組んでいただきます。
パワーエレクトロニクス技術、電気回路技術を⽤いて要素技術検証を目的と
した試作機の検証を通して新製品開発の上流段階を経験出来る実習を⾏いま
す。 

事業所における部門の役割 汎⽤インバーターの開発 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計

テーマ№ 101

実習テーマ サーボアンプのハードウエア開発について 

実習内容
汎⽤サーボアンプの量産維持開発または新規拡張開発における電気回路検
討・評価（検証実験）を通して、品質の考え⽅を含めて設計の流れの実習を
⾏います。 

事業所における部門の役割 汎⽤サーボアンプの標準品維持・開発 

必須スペック 電気・電⼦系の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計、⽣産技術、技術営業・⼯事技術

テーマ№ 102

実習テーマ 産業⽤ロボットの活⽤（応⽤）技術について 

実習内容
産業⽤ロボットの活⽤技術から周辺機器（3次元ビジョンセンサー、⼒覚セン
サー）を含んだロボットシステム技術等、国内外⽣産現場で求められるロ
ボットの応⽤技術を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤ロボットの応⽤技術開発 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅
ロボットを活⽤した⾃動化技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 103

実習テーマ ⼯作機械の制御技術について 

実習内容
電流・速度・振動・温度・画像などの情報を収集して⼯作機械の異常診断や
各種補正制御を⾏うシステムにおいて、検証⽤のシステムを⽤いたデータ採
取と分析を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯作機械に搭載される数値制御装置のシステムソフトウエア開発 

必須スペック メカトロニクスの分野に興味を有する⽅
ものを作ったり動かしたりすることが好きな⽅

保有が望ましいスペック EXCEL等での実験データ分析の経験がある⽅
ネットワークやセンサーの知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計、品質保証・品質管理

テーマ№ 104

実習テーマ ⼯作機械に関わる電気・電⼦回路技術について 

実習内容 数値制御装置のハードウエア開発において、実際に電気・電⼦回路の動作・
性能の検証を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯作機械に搭載される数値制御装置のハードウエア開発 

必須スペック メカトロニクスの分野に興味を有する⽅
ものを作ったり動かしたりすることが好きな⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／Power Point）の基本操作を習得している⽅
デジタル・オシロスコープなどの計測器を使った経験がある⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 105

実習テーマ ⼯作機械の制御技術について 

実習内容
数値制御装置の新規開発機能について、実際に、数値制御スタンド、およ
び、⼯作機械でデータ収集を⾏いながら、分析・検証を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割 ⼯作機械に搭載される数値制御装置のシステムソフトウエア開発 

必須スペック メカトロニクスの分野に興味を有する⽅
ものを作ったり動かしたりすることが好きな⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Excel／Power Point）の基本操作を習得している⽅
時系列データの収集・分析に知⾒のある⽅
または、リアルタイム制御に知⾒のある⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA、半導体・電⼦デバイス

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 106

実習テーマ パワー半導体モジュールの品質改善業務について 

実習内容
量産ラインで発⽣する不具合（電気特性不良、組⽴設備トラブル）に対し、
「現場・現物・現実の解析」からの事実取得と「原理・原則に基づく推察」
によるに真因追究・対策に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 FA機器の量産ラインにおける品質保証 

必須スペック 電気系・機械系専攻の⽅
ものづくりの中で品質改善に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計、⽣産技術

テーマ№ 107

実習テーマ 試験設備開発実習 

実習内容 FA製品の出荷試験装置（機能試験）の設計・⽴上・改良業務の実習を⾏いま
す。 

事業所における部門の役割 FA機器の出荷試験装置開発設計 

必須スペック 電気電⼦回路の知識を有する⽅

保有が望ましいスペック ソフトウエアや機械設計の知識を有する⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 108

実習テーマ ACサーボモーターの開発・設計について 

実習内容 サーボモーターの電気設計・構造設計・評価などを実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ダイレクトドライブモーターおよび⼤容量サーボモーターの開発・設計 

必須スペック 機械系・電気系専攻の⽅

保有が望ましいスペック モーターに関し知識、興味がある⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計、電気設計、⽣産技術、技術営業・⼯事技術

テーマ№ 109

実習テーマ ACサーボモーターの開発・設計について 

実習内容

ACサーボモーターの次世代の新規製造ラインのプロセス構築のための実験・
検証について、設計の視点から実習に取り組んでいただきます。ACサーボ
モーターの量産設計のための電気／機械設計、解析、評価等を実施していた
だきます。 

事業所における部門の役割 サーボモーターの開発
および中国⼯場量産維持 

必須スペック モーターに興味がある⽅
モーターの⽣産設計に興味がある⽅

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 110

実習テーマ シーケンサーCPUユニットのファームウェア開発について 

実習内容
シーケンサーのファームウェア開発に関連して、シーケンサー専⽤⾔語（ラ
ダープログラム等）を⽤いて、外部機器を制御するプログラムや、他機器と
の通信を⾏うプログラムの課題・演習を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 シーケンサー製品開発 

必須スペック プログラミングの経験がある⽅

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、電気設計、システム設計

テーマ№ 111

実習テーマ シーケンサーCPUユニットの基礎検討実習 

実習内容 次世代シーケンサーのハードウエア開発において、プロトタイプ基板の回路
設計・基板設計に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ・シーケンサーCPUユニットの企画とりまとめ
・CPU・ベースユニットのハードウエア設計 

必須スペック
電気・電⼦・システム系専攻の⽅
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅

保有が望ましいスペック 電気回路の知識を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA、半導体・電⼦デバイス

職種 電気設計

テーマ№ 112

実習テーマ 当社iQ－R／Q／Lシリーズの近接I／O・電源ユニットの開発評価と他社製品
調査について 

実習内容

シーケンサーの開発・設計のプロセスを学んでいただくため、当社iQ－R／Q
シリーズの近接I／O・電源ユニットの開発プロト評価、I／Oシステム製作、
他社製品調査を経験していただき、ハードウエア視点で実習に取り組んでい
ただきます。 

事業所における部門の役割 シーケンサー製品開発 

必須スペック 電気・電⼦系専攻の⽅
電⼦・電気回路・部品の設計技術に興味がある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
電気回路・部品の知識を習得している⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計

テーマ№ 113

実習テーマ FAネットワーク⽤リモート機器のハードウエア開発について 

実習内容
イーサネットベースオープンネットワークであるCC－Link IEフィールド
ネットワーク対応リモートI／Oユニットの電⼦回路設計および評価試験な
ど、ハードウエア開発を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 当社CC－Link ＩＥフィールド ネットワーク普及拡⼤に向けた、リモートI
／Oユニット開発 

必須スペック ハードウエア製品開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック オシロスコープ・テスターなどの計測器の操作経験を有する⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 114

実習テーマ CC－Link IE TSNの機能評価実習 

実習内容 CC－Link IE TSNのF／W開発において、簡単なシステム構築と、開発品の評
価・検証を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 FA⽤ネットワーク製品の開発 

必須スペック ソフトウエア設計技術、プログラミング技術（C⾔語）を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 組込み系の知識を有する⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、品質保証・品質管理

テーマ№ 115

実習テーマ Ethenet通信ユニットの機能評価について 

実習内容

Ethernet通信ユニットと他社製コントローラを通信させる機能を、当社の
シーケンサーCPUやエンジニアリングツールと組み合わせた評価を実施して
いただきます。また当社のFAネットワーク製品（CC－Link IE）についても
実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 FA⽤ネットワーク製品の開発 

必須スペック Ethernet通信（TCP／IP通信）の基礎的知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計

テーマ№ 116

実習テーマ インテリジェント機能ユニットのハードウエア開発について 

実習内容

インテリジェント機能ユニットのハードウエアは
（１）センサーから電圧や温度などのアナログ信号を取り込むアナログ回路
（２）マイコン周辺回路などのディジタル回路
にて構成されており、開発時にこれらの回路を評価しています。
実習では、アナログ回路・ディジタル回路の特性評価を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割 シーケンサーのインテリジェント機能ユニット開発 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 117

実習テーマ FA向けデータ分析について 

実習内容 お客様または社内の製造設備データを分析し、予知保全・品質向上に繋げる
成果を導き出す実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 FA向けデータ分析有償ビジネスの展開 

必須スペック データ分析に関する基礎的知識（回帰分析等）を有する⽅ 

保有が望ましいスペック プレゼンテーションスキル 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 118

実習テーマ 産業⽤PC（MELIPC）による制御システム構築技術について 

実習内容
産業⽤PC（MELIPC MI5000シリーズ）から制御ネットワーク（CC－Link 
IE）を経由して位置決め機器を制御するシステムの構築技術を実習を⾏いま
す。 

事業所における部門の役割 産業⽤PC（MELIPC）・C⾔語コントローラ・パソコン⽤ネットワークインタ
フェースボードの開発 

必須スペック プログラミング（C・C++）の経験（2〜3年以上）を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 組込ソフトウエアの技術を有する⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 119

実習テーマ FA⽤センサーのファンクションブロック作成に向けた仕様・実現性検討実習 

実習内容
FA⽤センサーを使いやすくするためのファンクションブロック作成に向けた
仕様検討や、実現性検討（サンプルラダー作成等）を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割
・⽣産性改善・品質向上等の実現に対応するためのFAセンサー関連開発を推
進
・当社FAセンサーの市場浸透加速およびコントローラ規模拡⼤ 

必須スペック FA⽤センサー（レーザー変位センサー、ビジョンセンサー）を 活⽤したFA
技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 明るく元気で、物事に前向きに取り組める⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA、ITソリューション

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 120

実習テーマ シーケンサー⽤ファンクションブロックのソフトウエア開発について 

実習内容
シーケンサービジネス拡⼤に向けたソリューション対応⼒強化を実現するた
め、シーケンサー統合ソフトウエア環境で提供するファンクションブロック
（プログラム部品）の企画・開発を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 業種別攻略のためのソリューションコンテンツ拡充（シーケンサー⽤ファン
クションブロック開発） 

必須スペック プログラミング経験がある⽅ 

保有が望ましいスペック JAVAまたはC⾔語のプログラミング知識 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 121

実習テーマ 表⽰器のデモ機ソフトウエア制作実習 

実習内容
⼯場等で使⽤される産業⽤表⽰器の機能紹介⽤デモ機の制作（ソフトウエ
ア）を実施していただきます。お客様にPRできるデモ内容の企画から制作・
試験まで取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯場等で使⽤されるタッチパネル表⽰器に関する客先へのソリューション提
案 

必須スペック FA機器のものづくりに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
プログラミング経験（⾔語は問わない）のある⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 122

実習テーマ 表⽰器のソフトウエア開発および評価実習 

実習内容 ⼯場等で使⽤される産業⽤表⽰器のソフトウエア開発において、新機能開発
に向けた調査、検証を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯場等で使⽤されるタッチパネル表⽰器のソフトウエア開発・評価 

必須スペック FA機器のものづくりに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 123

実習テーマ 表⽰器のハードウエア開発および評価実習 

実習内容
⼯場等で使⽤される産業⽤表⽰器のハードウエアの開発における評価業務を
通じ、各種環境試験、EMC評価とレポートの書き⽅等を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割 ⼯場等で使⽤されるタッチパネル表⽰器のハードウエア開発・評価 

必須スペック FA機器のものづくりに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
オシロスコープ等測定器の使⽤経験のある⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 124

実習テーマ 表⽰器のソフトウエアに関する⾃動評価について 

実習内容 ⼯場等で使⽤される産業⽤表⽰器のソフトウエア開発において、ツールを使
⽤した⾃動試験のシナリオ作成を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯場等で使⽤されるタッチパネル表⽰器のハードウエアおよびソフトウエア
の評価 

必須スペック FA機器のものづくりに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 電気設計、加⼯技術開発

テーマ№ 125

実習テーマ ワイヤ・形彫放電加⼯機の加⼯技術開発業務について 

実習内容
放電加⼯機の加⼯性能向上を図るべく、加⼯技術開発、新製品の加⼯性能評
価、実機での加⼯テスト、テスト加⼯のまとめ等の開発業務補助、技術資料
の作成補助等の開発業務の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾦型等の製作に多⽤される放電加⼯機の新製品性能向上に向けた加⼯技術開
発 

必須スペック ⼯作機械に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel／Powerpoint）の操作が出来る⽅

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 機械設計、⽣産技術、技術営業・⼯事技術

テーマ№ 126

実習テーマ 産業⽤レーザー加⼯機の加⼯技術開発について 

実習内容

kW級のレーザービームで⾦属・樹脂を加⼯する産業⽤レーザー加⼯機のアプ
リケーション開発、加⼯機に搭載される加⼯技術開発、それらの評価につい
て実習を⾏います。実際に加⼯機に触れていただき、得られたデータの整理
と評価を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤レーザー加⼯機の加⼯技術開発・評価 

必須スペック 機械系・材料系・⾦属系専攻の⽅
レーザー加⼯機に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 127

実習テーマ ⾃動検査技術開発（稼動情報分析・検証・まとめ）の実習 

実習内容
FA製品（MELSECシーケンサー、MESインターフェースユニット）活⽤によ
る⽣産設備の稼動データ⾃動収集結果の分析、検証、まとめを⾏いながら、
⾼歩留まり検査技術開発を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 組⽴・検査全般に関わる⾃動化設備の企画・技術開発・設計・製作の推進 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅
専⽤設備の設計、⾃動化技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel／Power Point）の基本操作を習得している
⽅

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 128

実習テーマ ブレーカー機構の測定・評価・CAE解析の実習 

実習内容 配電⽤ブレーカーの製品、部品に要求される信頼性を考慮した機構、構造の
測定およびCAE解析の実習に取組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ブレーカー・配電制御機器の開発にともなう要素技術開発 

必須スペック 機械⼒学・材料⼒学の基礎素養を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
CADの操作経験がある⽅

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 産業・FA

職種 システム設計

テーマ№ 129

実習テーマ RPA・情報ツールを⽤いた業務改善のための情報システム構築実習 

実習内容 RPA（ソフトウエアロボット）、情報ツール活⽤による業務改善のための情
報システム構築に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ・製作所内の情報システム構築・運営
・情報インフラ整備・管理 

必須スペック プログラミング（⾔語不問）の経験を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel／Power Point）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、機械設計、電気設計、システム設計

テーマ№ 130

実習テーマ 新形ACB（気中ブレーカー）の技術開発実習 

実習内容

①機械系の場合︓新形ACB（気中ブレーカー）の開発において、遮断性能等
の性能向上に向けた機構開発を実習いただきます。
②電気電⼦系の場合︓新形ACB（気中ブレーカー）の開発において、電⼦式
引き外しリレーの電⼦回路開発、またはシステム設計を実習いただきます。

事業所における部門の役割 海外市場向け気中ブレーカーの開発

必須スペック 機械系・電気電⼦系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック

①機械系の場合︓ リンク機構の知識がある⽅
3D-CAD使⽤経験（できればNX）があるとなお良し
②電気電⼦系の場合︓ 電⼦回路、C⾔語を使⽤した経験がある⽅
アークに関する知識があるとなお良し

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、機械設計、電気設計

テーマ№ 131

実習テーマ 低圧ブレーカーの技術開発実習 

実習内容 低圧ブレーカーの開発を通じて、主に機械系設計の補助業務や開発試作等の
実習を⾏っていただきます。 

事業所における部門の役割 ⼯場・ビル等の低圧電気の電線を保護する配線⽤ブレーカー器や漏電ブレー
カーの開発 

必須スペック 機械系・電気系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Word／Excel／Powerpoint）の基本操作を習得している
⽅
新しいことを考えるということが好きな⽅（必須ではない）
製図の知識を有する⽅（必須ではない）

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 産業・FA、通信

職種 機械設計、電気設計、システム設計

テーマ№ 132

実習テーマ 電⼦式電⼒量計の電気電⼦回路設計または筐体設計、および試作・評価業務
の実習 

実習内容
電⼦式電⼒量計、通信機器の電気電⼦回路設計または筐体設計、および試
作・評価業務、設計検討、CADを使⽤した図⾯作成、電⼦回路の動作試験、
評価レポート作成などを⾏っていただきます。 

事業所における部門の役割 電⼦式電⼒量計・通信機器の開発 

必須スペック
電気・電⼦回路、電磁気学、または機械設計（材料⼒学）または情報通信の
基礎知識を有する⽅
明るく元気で、積極的にコミュニケーションが取れる⽅

保有が望ましいスペック オシロスコープ等の測定器、電⼦系CAD、または機械系CADの操作経験を有
する⽅ 

実習場所 福⼭製作所  ／ 広島県福⼭市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 材料評価

テーマ№ 133

実習テーマ 製品への材料適⽤評価について 

実習内容 ⾃動⾞部品には、⾦属、樹脂を始め様々な材料が使⽤されていますが、その
採⽤に必要な評価解析技術について、実習していただきます。 

事業所における部門の役割 姫路製作所の製品全般の材料に関する技術⽀援 

必須スペック 材料系・化学系専攻の⽅
評価解析技術を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ⽣産技術

テーマ№ 134

実習テーマ 量産ラインの⽣産性向上について 

実習内容 ⾃動⾞⽤部品の量産ラインにおいて、最適なモノづくりの仕組みを構築すべ
く、製造現場で作業調査、分析、改善案の⽴案を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 姫路製作所の⽣産構造に関する計画・企画業務 

必須スペック IEの知識がある⽅
⼯場の物作りの仕組みに興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 135

実習テーマ ⾃動⾞⽤部品の機械・電気製品における品質保証について 

実習内容 ⾃動⾞⽤部品に使⽤される製品・構成部品の品質管理⼿法習得・解析作業を
実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載⽤機器の品質保証・品質管理 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 電気設計

テーマ№ 136

実習テーマ 電⼒変換器の動作とパッシブ素⼦（LCR）の選定について 

実習内容 インバーター開発の設計業務について、変換器トポロジーと部品設計の関係
性の実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 ⾞載⽤インバーターの開発・設計 

必須スペック 電気・電⼦系専攻の⽅
パワーエレクトロニクスに興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック 電気回路、電⼦回路、パワーエレクトロ⼆クスの知識を有する⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、電気設計、システム設計

テーマ№ 137

実習テーマ 次世代インバーターシステム開発実習
（駆動システム・回路設計・構造設計） 

実習内容
⾃動⾞の電動駆動システムの検討・インバーターの回路設計業務・インバー
ターの構造設計業務の中から、その⼈の専攻・興味を踏まえて、実習業務に
取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載⽤インバーターの開発・設計 

必須スペック
⾃動⾞の電動化に興味がある⽅
パワーエレクトロニクスに興味がある⽅
電気・電⼦・機械・制御のいずれか専攻の⽅

保有が望ましいスペック ⾃動⾞⼯学、電磁気学の知識を有する⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 電気設計、システム設計

テーマ№ 138

実習テーマ 電磁気CAEツールの操作と電⼒変換器⽤電流センサーの設計について 

実習内容 インバーター開発の設計業務における電流センサーの設計の体験をし、電⼒
変換器の機能実現について、具体事例に基づき実習していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載⽤インバーターの開発・設計 

必須スペック 電気・電⼦系専攻の⽅
パワーエレクトロニクスに興味のある⽅

保有が望ましいスペック 電気回路、電⼦回路、パワーエレクトロニクスの知識を有する⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ⽣産技術

テーマ№ 139

実習テーマ プラスチック部品の開発・量産化について 

実習内容
新機種の開発・試作において、プラスチック部品の最適なモノづくりプロセ
スを構築するべく、品質・コスト・安定⽣産を織り込んだ最適形状の⽴案を
CAD・CAEを活⽤し実習していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞⽤電装部品のプラスチック部品開発・量産化 

必須スペック モノづくりに興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック
⾦属加⼯（切削・研削・放電）の知識がある⽅
プラスチックについて知識がある⽅
Microsoft Office（Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 140

実習テーマ トラック・バス向け次世代スターターの開発設計の実習 

実習内容
トラック・バス等に搭載される⼤型ディーゼルエンジン⽤スターターの開発
において、モーター、電磁ソレノイドスイッチ、動⼒伝達機構部の仕様検
討、および、評価品のデータ分析について実習していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞⽤スターターの開発設計 

必須スペック 電磁気学、材料⼒学の基礎知識を有する⽅
直流モーターに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Excel／Power Point／Word）の基本操作を習得している
⽅
CAE（構造解析、磁界解析）を使⽤したことがある⽅
製図、CADに関する知識を有する⽅

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 141

実習テーマ 電動パワーステアリングの制御設計・ソフトウエア設計の実習 

実習内容 電動パワーステアリングの制御仕様の検討から仕様を具現化するソフトウエ
アの作成およびテストまでを実習していただきます。 

事業所における部門の役割 電動パワーステアリングの制御・ソフトウエア設計 

必須スペック 電気系・情報系・機械系でシステム・制御・ソフトウエアを学んでいる⽅ 

保有が望ましいスペック C⾔語などでソフトウエアを作成したことが有る⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 142

実習テーマ 電動パワーステアリング⽤MCUのハードウエア設計の実習 

実習内容
電動パワーステアリング⽤MCUの内部機構・電磁気仕様等の設計検討を⾏
い、机上でのシミュレーション、3Dモデル作成までを実習していただきま
す。 

事業所における部門の役割 電動パワーステアリング⽤MCUのハードウエア設計 

必須スペック 磁気、電気回路、機材材料、材料⼒学等の基本的な知識を有してる⽅
⾃動⾞業界に強い興味を持っている⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Excel／Power Point／Word）の基本操作を習得している
⽅
図⾯の書き⽅・⾒⽅を理解できている⽅

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 143

実習テーマ ⾃動運転システム制御ユニットの設計と検証実習 

実習内容 ⾃動運転システム制御ユニットの開発業務のうち、回路設計および検証に取
り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載制御装置の要素技術開発 

必須スペック 電気電⼦回路の基本知識を有している⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 144

実習テーマ ⾃動⾞機器へのAI技術実装の実習 

実習内容
⾃動運転で必要となる認知・判断機能を実現するAIについて、AI学習〜シ
ミュレータでの検証まで⼀連の開発⼯程を実習していただく予定です。
（実習場所が神奈川県鎌倉市に変更する可能性がございます） 

事業所における部門の役割 ⾃動運転向け⼈⼯知能（AI）技術開発 

必須スペック 機械学習（特に深層学習）を使⽤した経験がある⽅
且つPythonによるプログラミングを習得している⽅ 

保有が望ましいスペック 英語⽂献のリーディングが問題ない⽅
TensorFlowを使⽤した経験がある⽅

実習場所 ⾃動⾞機器開発センター（三⽥）  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 145

実習テーマ ⾃動⾞の組み込み機器向けのセキュリティ対策技術について 

実習内容 ⾃動⾞の組み込み機器で動作するセキュリティ機能の開発（ソフトウエア実
装）を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載ソフトウエアに関する先⾏技術開発・標準化（SW Platform、セキュリ
ティ等）対応 

必須スペック 情報系または電気系専攻の⽅
C⾔語によるプログラミングスキルを有する⽅

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 ⾃動⾞機器開発センター（姫路）  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、システム設計

テーマ№ 146

実習テーマ 予防安全・⾃動運転⾞両のベンチマークの実習 

実習内容

予防安全・⾃動運転システムの開発にあたり、⾃社製品システムの開発品が
他社に⽐べて優位性を調査し、⾃社製品が勝っているところ、負けていると
ころ、次ステップへの課題を明確にするベンチマークの実習に取組んでいた
だきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動運転のシステム開発 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅
⾃動運転のシステム設計開発業務に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック MATLABを利⽤したことがある⽅ 

実習場所 ⾃動⾞機器開発センター（姫路）  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 147

実習テーマ センサー－／センサー－フュージョンアルゴリズムの性能評価実習 

実習内容 ミリ波レーダーやカメラの実機データ解析や、センサーフュージョンアルゴ
リズムの性能評価の実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 ⾞両全周囲センシング技術の開発 

必須スペック 情報処理系専攻の⽅
MATLABを使⽤できる⽅

保有が望ましいスペック C⾔語の知識を有する⽅
電気回路設計の知識を有する⽅

実習場所 ⾃動⾞機器開発センター（姫路）  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術、品質保証・品質管理

テーマ№ 148

実習テーマ ⾃動⾞搭載機器の構造開発・機構設計について（特にパワーエレクトロニク
ス関係） 

実習内容 ⾃動⾞に搭載される機器（インバーター、コンバータ等）の機構設計・評価
業務、製品調査などを実施していただきます。 

事業所における部門の役割 電気⾃動⾞向けの次世代パワーエレクトロニクス機器（コンバータ）の開発 

必須スペック 機械設計に興味がある⽅
エネルギッシュな⽅

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 ⾃動⾞機器開発センター（姫路）  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、電気設計、ソフトウエア設計、⽣産技術

テーマ№ 149

実習テーマ ⽣産設備の⽴上げ・検証について 

実習内容
受⼊れ職場では、設備技術、加⼯技術開発、⾦型・治⼯具の製作等を幅広く
⾏なっており、実習では、⽣産設備の⽴上げや検証等に取り組んでいただき
ます。 

事業所における部門の役割 ⽣産技術（設備設計）における新技術・新⼯法の開発と具現化 

必須スペック 機械系またはメカトロニクス系を専攻の⽅
ただし、電気系を専攻の⽅も可

保有が望ましいスペック
機械⼯具が使える⽅
CADの操作経験がある⽅
ものづくりの経験がある⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ⽣産技術

テーマ№ 150

実習テーマ ⾃動⾞機器の⽣産設備の稼働準備 

実習内容 ⽣産現場で使⽤する⽣産設備の新規導⼊にあたり、設備のセットアップ、調
整、検証業務を担当者と⼀緒に実習をいたします。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞機器に関する⽣産技術の開発並びに⽣産体制の構築 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅
メカトロ関連や⾃動化技術に興味がある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 品質保証・品質管理

テーマ№ 151

実習テーマ 排ガス制御バルブの解析・測定に関する実習 

実習内容
⾃社開発のモーターを使⽤したエンジンの排ガス制御バルブの構造・⽣産⼯
程について、ラインの品質管理業務、現品の測定・解析（分解調査など）業
務を通じて実習いただきます。 

事業所における部門の役割 カーメカトロニクス製品の品質管理 

必須スペック 機械系に関する基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Officeの基本操作を習得している⽅
測定・計測の経験を有する⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 152

実習テーマ カーナビ⽤アプリケーション・ミドルウェア開発 

実習内容 カーナビ⽤アプリケーションの１つである電話アプリを題材にとり、⾞載分
野で求められるBアプリやBluetoothなどの技術について実習いただきます。 

事業所における部門の役割 カーナビ⽤アプリケーション・ミドルウェア開発 

必須スペック プログラミング（C・C++・ Java・Kotlin）の経験を有する⽅
Androidアプリあるいはプラットフォームの開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
Androidプラットフォームの基礎知識を有している⽅
アドレス帳、 呼制御、Blutooth ハンズフリープロファイル（HFP）など電話
機能に関連した知識を有する⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計

テーマ№ 153

実習テーマ ⾞載向けカメラ画像処理の活⽤・評価技術について 

実習内容 ⾞内カメラを⽤いた認識処理について、簡単な評価プログラムの試作を実習
いただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載向けカメラ画像処理技術開発 

必須スペック プログラミング（C・C++）の経験を有する⽅
機械学習、画像認識技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Python、OpenCVの利⽤経験を有する⽅ 

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 154

実習テーマ ソフトウエア設計に関する業務について 

実習内容
海外⾃動⾞メーカー向けマルチメディア製品のソフトウエア設計やプロジェ
クト管理に関する業務を実習いただきます。
（現⾏開発機能を例にENG3-9／10までを体験） 

事業所における部門の役割 海外⾃動⾞メーカー向けマルチメディア機器ソフトウエア設計およびプロ
ジェクト管理 

必須スペック 情報系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック
MS-Office、Redmineの基本操作を理解している⽅
積極性、コミュニケーションに⾃信のある⽅
海外との業務に興味がある⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 155

実習テーマ カーマルチメディア機器開発における仕様設計およびソフトウエアプロジェ
クト運営に関する業務について 

実習内容 カーマルチメディア機器の仕様設計を実習いただきます。また、実機にも触
れていただきます。 

事業所における部門の役割 国内⾃動⾞メーカー向けマルチメディア機器の仕様設計およびソフトウエア
プロジェクト管理 

必須スペック 電気系・情報系・物理系専攻の⽅
情報系機器に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
プログラミング（C++・JAVA）の経験を有する⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、メカトロニクス

テーマ№ 156

実習テーマ ⾃動⾞搭載⽤モーターの製品開発・改良について 

実習内容 ⾃動⾞搭載⽤（エンジン周辺）に使⽤するモーターの基本技術の理解と、そ
の改良／開発プロセス、および応⽤技術を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞搭載⽤モーターの開発 

必須スペック 機械系・物理学系・メカトロニクス系を専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 機械設計、システム設計

テーマ№ 157

実習テーマ ⾞載⽤ヘッドランプの開発・設計について 

実習内容 ⾞載⽤ヘッドランプのシミュレーションを⽤いた光学設計および、モノづく
りを意識した設計⼿法を学習いただきます。 

事業所における部門の役割 カーエレクトロニクス製品の開発・設計 

必須スペック 光学系設計に興味を有する⽅
ライティング制御技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）、3次元CAD技術の経験を有している⽅ 

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 電気設計、ソフトウエア設計

テーマ№ 158

実習テーマ ⾃動⾞ヘッドランプ⽤ＬＥＤドライバーの開発・設計について 

実習内容
⾃動⾞ヘッドランプ⽤LEDドライバーにおいて、電⼦回路設計および検証・
またはソフトウエア設計および検証を通じて、量産設計を実習いただきま
す。 

事業所における部門の役割 カーエレクトロニクス製品の開発・設計 

必須スペック
電気系・情報系・システム系専攻の⽅
電⼦回路、もしくはプログラミングに関する知識を有する⽅
論理的に物事を考えられる⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
オシロスコープ操作の経験がある⽅

実習場所 三⽥製作所  ／ 兵庫県三⽥市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 159

実習テーマ SiCデバイス開発品の電気特性評価について 

実習内容 SiCを採⽤したデバイス（MOSFET or Dicde）を⽤いて、パワーデバイスの
基礎を学んでいただきます。 

事業所における部門の役割 SiCチップの構造開発・プロダクト・テスト業務およびエピ・基板技術 

必須スペック 半導体⼯学に関する基礎知識がある⽅
パワー半導体素⼦に興味がある⽅

保有が望ましいスペック 電気特性評価装置の利⽤経験のある⽅
デバイス素⼦構造やプロセスについて詳しい知識を有する⽅

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 システム設計

テーマ№ 160

実習テーマ 品質管理システムの設計・開発について 

実習内容 社内の品質管理システムの設計・開発（javaないし．NETを使⽤）を実習い
ただきます。 

事業所における部門の役割 社内情報システムの企画・設計・開発 

必須スペック 情報システムの設計・開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック プログラミング（javaないし.NET）の基礎を習得している⽅ 

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 161

実習テーマ SiCデバイス設計・開発について 

実習内容 SiCを採⽤したデバイス（MOSFET or Dicde）を⽤いて、パワーデバイスの
基礎を学んでいただきます。 

事業所における部門の役割 SiCデバイス（MOSFET・Diode）のチップ設計 

必須スペック 低炭素社会に向けて興味を有する⽅
パワーデバイスに将来性を感じて頂ける⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Exce／Power Pointl）の基本操作を習得している
⽅
電気の知識を有している⽅（安全上の問題）

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発 

テーマ№ 162

実習テーマ 次世代IGBTデバイス開発について 

実習内容 次世代IGBTチップ評価実習を通じて、パワーデバイスの基礎を学んでいただ
きます。 

事業所における部門の役割 低中耐圧級IGBTデバイス開発 

必須スペック パワーデバイスに将来性を感じて頂ける⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
電気の知識を有している⽅（安全上の問題）

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 163

実習テーマ パワー半導体チップの電気特性評価について 

実習内容 シリコンパワーデバイス（IGBT・Diode）の動作原理等を、開発チップの電
気特性評価を通して学んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾼耐圧IGBT／RC－IGBT・全耐圧クラスDiodeデバイス開発 

必須スペック 電気電⼦、物理系専攻の⽅
化学系専攻の⽅も可

保有が望ましいスペック パワーデバイスに興味を有する⽅

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 164

実習テーマ パワーモジュールの組⽴共通技術について 

実習内容 パワーモジュールの構造・整理・組⽴評価・まとめを実習いただきます。 

事業所における部門の役割 パワーモジュールのアセンブリ・テスト技術開発・量産改善 

必須スペック 材料⼒学、応⽤物理学、電気基礎の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 165

実習テーマ ⾃動⾞⽤モジュール・制御基板の評価技術について 

実習内容
⾃動⾞⽤モジュールの評価技術全般について実習いただきます。⾃動⾞⽤モ
ジュールは電気的特性、機械的特性共に重要な評価が多く、開発に必要な評
価項目について実習いただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞⽤モジュールの開発・評価 

必須スペック 電気系・機械系・制御系など⼯学全般の専攻の⽅
⾃動⾞に興味を持たれている⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 機械設計、電気設計

テーマ№ 166

実習テーマ ⾃動⾞⽤モジュールの評価技術について 

実習内容
⾃動⾞⽤モジュールの評価技術全般について実習いただきます。⾃動⾞⽤モ
ジュールは電気的特性、機械的特性共に重要な評価が多く、開発に必要な評
価項目について実習いただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞⽤モジュールの開発・評価 

必須スペック 電気系・機械系・制御系など⼯学全般の専攻の⽅
⾃動⾞に興味を持たれている⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 電気設計

テーマ№ 167

実習テーマ ⺠⽣⽤パワーモジュールの設計評価体験について 

実習内容
⺠⽣⽤パワーモジュール（DIPIPM）を取り巻く市場の状況や設計開発の流れ
を学ぶともに損失シミュレーションや実測評価を通して製品のキーとなる特
性を体感していただきます。 

事業所における部門の役割 ⺠⽣⽤モジュールの企画・開発 

必須スペック 電気系・情報系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
電気・電⼦回路の知識のある⽅

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 電気設計

テーマ№ 168

実習テーマ 集積回路の設計技術について 

実習内容 集積回路の開発（評価技術）を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 集積回路・ディスクリートデバイスの開発 

必須スペック 電気系専攻の⽅
集積回路の設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック CADを使⽤した回路SIMの経験がある⽅ 

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 169

実習テーマ IGBTデバイスのウエハプロセスにおける⽣産性・品質改善評価について 

実習内容 製品技術（インテグレーション技術）として、Ｓｉ 8インチプロセスIGBT
品、SiC品の品質改善、コスト改善業務を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 ウエハプロセスにおけるIGBT製品担当 

必須スペック 技術系（学部学科不問）で、Excel等PCの基本操作の知識がある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 熊本県合志市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 170

実習テーマ パワーデバイス製造における⽣産性改善について 

実習内容 ⾼効率な製造技術を製品へ適⽤する評価（製造現場への試作仕込み、測定、
考察）を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 パワーデバイスのウエハ製造技術 

必須スペック 技術系（学部学科不問）で、Excel等PCの基本操作の知識がある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 熊本県合志市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 171

実習テーマ 半導体レーザーの性能評価について 

実習内容
光ファイバー通信⽤デバイス（Fiber to the Home、モバイル、データセン
ター）の性能を実際の通信を模擬した形で測定し、光デバイスについて理解
を深めていただきます。 

事業所における部門の役割 半導体光デバイスの開発 

必須スペック 修⼠課程または博⼠課程在学中で、電気・電⼦・通信・物理系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック 所属する研究室・ゼミのテーマが半導体デバイス・材料関係、または光通信
関係の⽅ 

実習場所 ⾼周波光デバイス製作所  ／ 兵庫県伊丹市



事業分野 ⾃動⾞機器、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 172

実習テーマ パワーモジュールの信頼性評価について 

実習内容 パワーモジュールの信頼性評価技術開発として、パワーサイクル寿命評価と
故障解析に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 パワーモジュールの構造・回路・システムを統合的に考慮した次世代モ
ジュールの開発

必須スペック 電気評価機器（DC電源など）の使⽤経験のある⽅ 

保有が望ましいスペック
明朗な⽅
コミュニケーション能⼒（周囲と活発にコミュニケーションを取ろうとする
姿勢）のある⽅" 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、交通、⾃動⾞機器、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 173

実習テーマ パワーモジュールの電気特性の評価について 

実習内容
パワーモジュールをスイッチングさせ、その電気特性を評価していただきま
す。同時にパワーモジュールを駆動するゲートドライブ回路等の周辺電機回
路の評価にも取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 電気（回路）設計を通じたパワーモジュールの開発 

必須スペック 電気回路の⼀般的な知識（⼤学教養レベル）を保有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電気⼯作に前向きに取り組める⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 174

実習テーマ パワーモジュール⽤樹脂材料の設計と樹脂成形プロセスの実習 

実習内容
パワーモジュールに使⽤するエポキシ樹脂の材料物性評価と樹脂成形プロセ
スを実施していただきます。また、試作したパワーモジュールの評価・解析
についても取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 パワーモジュールの構造設計を通じた材料およびプロセス技術開発 

必須スペック 化学系専攻（⽣物系も可）の⽅
材料開発やもの造りに興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック ⼿先の器⽤な⽅
有機系材料に知識のある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、公共、エネルギー

職種 研究開発、電気設計、システム設計

テーマ№ 175

実習テーマ 電⼒変換器の回路・制御に関する実験と解析について 

実習内容
パワーエレクトロニクス機器（出⼒︓数kW〜数⼗kW程度）の開発を通じ
て、電⼒変換回路や周辺回路の設計・評価、回路・制御の実験やシミュレー
ション等に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 パワーエレクトロニクス機器の回路技術と制御技術の開発 

必須スペック 電気系・パワーエレクトロニクス系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック 回路設計や制御の実務経験のある⽅
またはPSIMやSpiceやMatlabなどの回路シミュレーションの経験のある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー

職種 研究開発、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 176

実習テーマ ⼤電⼒パワーエレクトロニクス機器の研究開発について 

実習内容
⾼圧直流送電（HVDC）⽤など、⼤電⼒パワーエレクトロニクス機器の研究開
発に取り組んでいただきます。シミュレーションによる制御⽅式開発、また
はハードウエアの部分試作検証に携わっていただく予定です。 

事業所における部門の役割 電⼒系統向けなど、⼤電⼒パワーエレクトロニクス機器の研究開発 

必須スペック 電気系専攻の⽅
または、物理系専攻で電気回路や制御にも興味を有する⽅

保有が望ましいスペック パワーエレクトロニクスの研究経験がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、宇宙、ホームエレ
クトロニクス

職種 研究開発、電気設計、システム設計

テーマ№ 177

実習テーマ 電池評価解析および電池制御技術の研究開発について 

実習内容 電池の特性を評価、解析を通じて、電池のモデル化や周辺機器のモデル化、
シミュレーション等に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 蓄電池応⽤技術の研究開発 

必須スペック 電気系・パワーエレクトロニクス系専攻の⽅
電池の制御⽅法や制御回路に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 回路設計や制御の実務経験のある⽅
またはPSIMやSpiceやMatlabなどの回路シミュレーションの経験のある⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、エネルギー

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 178

実習テーマ ワイヤレス給電の回路技術・制御技術の研究開発について 

実習内容 ワイヤレス給電の開発を通じて、電⼒変換器の回路・制御シミュレーション
等に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 パワーエレクトロニクスの研究開発 

必須スペック 電気系・パワーエレクトロニクス系専攻の⽅
電気回路または制御に関する基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック パワーエレクトロニクス関係の研究経験保有の⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、交通、⾃動⾞機器、空調・冷熱

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 179

実習テーマ モータードライブ⽤電⼒変換装置の開発について 

実習内容
FA・空調・⾃動⾞・電鉄をはじめとするモーター駆動システム開発として、
①モーター制御設計・評価、②電⼒変換回路の設計・評価、③電⼒変換器制
御の設計・評価のいずれかに取組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 モーター駆動⽤パワーエレクトロニクス機器の技術開発 

必須スペック 電気系・制御系・パワーエレクトロニクス系専攻の⽅
電気回路または制御に関する基礎知識を有する⽅

保有が望ましいスペック
⾃分の意⾒を持ちつつコミュニケーションをきちんととれる⽅
電気回路製作や実験経験のある⽅
MatlabやPSIMの使⽤経験のある⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、エネルギー

職種 研究開発、機械設計、電気設計

テーマ№ 180

実習テーマ 開閉装置の電流遮断器、あるいは操作装置の開発について 

実習内容 開閉装置の開発における電流遮断部、あるいは電磁アクチュエーターの開発
における解析技術、試作評価に関する実習に取り組んでいただけます。 

事業所における部門の役割 開閉装置の研究開発 

必須スペック 電気系・機械系を専攻の⽅
ハードウエア開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気・電磁気学の知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、エネルギー、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 181

実習テーマ 電⼒機器、半導体デバイスの電気ストレス耐性を向上させる技術について 

実習内容 基礎研究として、電気絶縁が壊れる現象の解明に向けた⾼電圧評価技術の開
発とサンプルを使⽤した評価試験に携わっていただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒機器、半導体デバイスの電気絶縁に係わる設計技術の開発 

必須スペック 電気系・物理系を専攻の⽅
電⼒機器や半導体デバイスに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気・電磁気学の知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、⾃動⾞機器

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 182

実習テーマ 電機機器モーターの特性改善技術について 

実習内容 電機モーターの開発における解析技術、試作評価に関する実習に取り組んで
いただけます。 

事業所における部門の役割 モーターの研究開発 

必須スペック 電気系・電⼦系を専攻の⽅
ハードウエア開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気・電磁気学の知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器、半導体・電⼦デバイス、空調・冷熱

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 183

実習テーマ パワーエレクトロニクスの電磁ノイズ技術について 

実習内容 パワーエレクトロニクス機器の電磁ノイズ技術の開発における解析技術ある
いは試作評価に関する実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 電磁ノイズ技術の研究開発 

必須スペック ⼯学・理学全般を専攻の⽅
電磁ノイズ技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 電気・電磁気学の知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 研究開発、機械設計、電気設計

テーマ№ 184

実習テーマ 電⼒⽤変圧器・マグネットの技術について 

実習内容 電⼒⽤変圧器や超電導マグネットの開発における設計技術あるいは解析技術
に関する実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 変圧器・マグネットの研究開発 

必須スペック 電気系、物理系、超電導⼯学や極低温⼯学を専攻の⽅
ハードウエア開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電磁気学の基礎知識がある⽅
超電導⼯学や極低温⼯学の知識がある⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発

テーマ№ 185

実習テーマ 空調機の⾼性能化に向けた熱流体技術について 

実習内容 ヒートポンプ式空調機を構成する冷凍サイクルに関する研究開発を体験いた
だくため、解析や実験実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 空調機の圧縮機・冷凍サイクル技術開発 

必須スペック
機械系、物理系、または化学系専攻の⽅
熱、流体関連の基礎知識を有する⽅
流体機器、空調機器に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 流体⼒学の知識を有する⽅
Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器

職種 研究開発

テーマ№ 186

実習テーマ 機器で⽣じる熱流体現象の検証について 

実習内容
機器内部で⽣じる⼆相流を含む熱流体現象を対象とした数値解析を実施し、
その妥当性を可視化および計測を通じて検証し、機器の⾼度化に寄与する改
善案の抽出をしていただきます。 

事業所における部門の役割 各種製品の冷却技術開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
熱流体に係る講義を受講済みの⽅

保有が望ましいスペック 熱流体の計測やシミュレーションに関する知識を有する⽅
プログラミング（python／Matlab／Simscape）の経験を有する⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 187

実習テーマ ⾃動⾞機器の構造開発について 

実習内容 ⾃動⾞機器の⻑寿命化開発において必要となる最新技術の調査、理論検討、
計測、構造解析などに取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 全製品の⼩型軽量化・⻑寿命化開発 

必須スペック 機械系、または材料系専攻の⽅
新技術・新構造の研究・開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 188

実習テーマ 発電機の軽量化開発について 

実習内容
発電機を⼩型・軽量化するために必要な樹脂製や⾦属製部品の接合技術につ
いて、最新技術の調査、理論検討、構造解析などに取り組んでいただきま
す。 

事業所における部門の役割 全製品の⼩型軽量化・⻑寿命化開発 

必須スペック 機械系、または材料系専攻の⽅
新技術・新構造の研究・開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器、宇宙

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 189

実習テーマ ⾃動⾞機器の振動騒⾳評価・低減開発について 

実習内容
⾃動⾞機器の開発にて振動騒⾳を低減するため、振動伝達特性を把握・改善
することが必要です。これらに関する実験とデータ分析を⾏い、改善構造の
検討などに取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 全製品の低振動化・低騒⾳化・快⾳化開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
低振動化、低騒⾳化技術の研究・開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
Matlab、scilabなどを⽤いたデータ処理（周波数分析など）に関する知識を
有する⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 190

実習テーマ 圧縮機の⾼効率化開発について 

実習内容
圧縮機の⾼効率化には回転軸を⽀持するすべり軸受の摩擦⼒低減が必要で
す。摩擦⼒を予測する流体解析の⼿法、計測技術、最新技術の調査などに取
り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 機械製品の省エネ・⾼効率化・⻑寿命化開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅
新技術・新構造の研究・開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発

テーマ№ 191

実習テーマ ミニチュアカーの制御プログラムの作成・評価の実習 

実習内容 ⾞両の⾃動運転アルゴリズムのプログラム作成および評価をミニチュアカー
を⽤いて実習いただきたます。 

事業所における部門の役割 ⾃動運転技術の開発 

必須スペック 電気系・機械系の制御技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
MATLABまたはPYTHONの基本操作を習得している⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発

テーマ№ 192

実習テーマ 産業⽤ロボットのデータ解析・評価の実習 

実習内容 実際に産業⽤ロボットが動作中のセンサーデータをお渡しして解析・評価を
実施いただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤ロボットの研究開発 

必須スペック
機械系・電気系・システム系専攻の⽅
機械系の制御に関⼼のある⽅、もしくは⼈⼯知能を⽤いた解析に関⼼のある
⽅

保有が望ましいスペック Officeの基本操作が⾏える⽅
Pythonが使える⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発

テーマ№ 193

実習テーマ 加⼯⽤レーザー発振器技術について 

実習内容
当社で開発を進めている加⼯⽤固体レーザー発振器の技術のうち、パワーや
ビーム集光性などレーザー発振器の各種特性の評価技術を実習いただきま
す。 

事業所における部門の役割 加⼯⽤レーザー発振器およびレーザー加⼯技術の技術開発 

必須スペック 光学に関する基本的な知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、公共、⾃動⾞機器、宇宙

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 194

実習テーマ 放電負荷に対応したパルスパワー電源技術開発について 

実習内容 放電加⼯機、レーザー加⼯機、オゾナイザ、エンジン点⽕装置、イオンエン
ジン等、当社放電応⽤技術製品の電源技術開発を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 放電応⽤技術開発 

必須スペック 放電プラズマ、⾼電圧・⾼電界、プラズマバイオ、またはパワーエレクトロ
ニクスの素養がある⽅ 

保有が望ましいスペック

⼼⾝ともに健康な⽅
コミュニケーションに⽀障がない⽅
物事に好奇⼼を持って積極的に取組める⽅
プログラミング経験があれば更に望ましい
FPGA開発や回路シミュレータの知識・経験を持つ⽅も歓迎

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、システム設計、⽣産技術

テーマ№ 195

実習テーマ レーザーワイヤDED⽅式⾦属3Dプリンターのプロセス開発について 

実習内容
レーザーワイヤDED（Direct Energy Deposition︓指向性エネルギー堆積）
⽅式の⾦属3Dプリンターのプロセス開発（造形試験・評価、データ分析、制
御指令⽣成など）を実施していただきます。 

事業所における部門の役割 ⾦属3Dプリンターのプロセス開発 

必須スペック 機械系・電気系・システム系・物理系専攻の⽅
⾦属3Dプリンターのプロセス開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
⼼⾝ともに健康な⽅
コミュニケーションに⽀障がない⽅
物事に好奇⼼を持って積極的に取組める⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発

テーマ№ 196

実習テーマ モーターの制御シミュレーション実習 

実習内容 ⾃動⾞機器のモーターの制御についてシミュレーション実習に取り組んでい
ただきます。 

事業所における部門の役割 機械運動制御・モーター制御の研究開発 

必須スペック 電気系または機械系の制御の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック MATLABの基本操作を習得している⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 宇宙

職種 研究開発

テーマ№ 197

実習テーマ 宇宙機向け計測制御技術について 

実習内容 宇宙機向け計測制御技術の中でも特に、電波領域の宇宙機／地上における計
測技術を実習いただきます 

事業所における部門の役割 宇宙機向け計測制御技術 

必須スペック 電磁気学を取得している⽅ 

保有が望ましいスペック 地球または宇宙物理学の知識を有する⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、⾃動⾞機器、空調・冷熱

職種 研究開発、光学設計・機構設計

テーマ№ 198

実習テーマ ⾞載⽤・施設⽤照明機器の評価・分析実習 

実習内容 ⾞載⽤／施設⽤照明機器の特性評価／分解調査（光学系、機構系）を実習い
ただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載⽤・施設⽤照明機器向け光学・機構技術開発 

必須スペック 光学系に関する研究経験を有する⽅
光学・機構技術を応⽤した製品開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 光学系・機構系の基本知識を有する⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 199

実習テーマ ⾞載⽤液晶ディスプレイのバックライト評価・分析実習 

実習内容 ⾞載⽤液晶ディスプレイのバックライト光学系において、搭載する光学シー
トによる光学特性の評価・分析に取組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾞載ディスプレイのバックライト開発 

必須スペック 光学に関する基礎知識のある⽅
製品の評価・分析に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック 幾何光学の知識を有する⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

テーマ№ 200

実習テーマ 微粒⼦センサーの評価・分析実習 

実習内容

製品の評価・分析の実習として、微粒⼦センサーに関する評価（他社分解調
査・測定・結果分析等）を実施していただきます。※業務状況により、他セ
ンサーまたは、映像機器（録画機能）の評価・分析実習に変更となる可能性
があります。 

事業所における部門の役割 微粒⼦検出技術の開発 

必須スペック 光学に関する基礎知識のある⽅
製品の評価・分析に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
プログラミング（C・C＃・C++）の基礎知識を有する⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発

テーマ№ 201

実習テーマ 快適空間の提供に資する空調制御・空気質改善・空気調和技術について 

実習内容
ビル・オフィス・家庭といった様々な空間において、快適性を提供する空気
質（温度・湿度・清浄など）デバイスの⾼度化に関する実験に取り組んでい
ただきます。 

事業所における部門の役割 空気質の改善による快適空間形成技術開発 

必須スペック 化学系、衛⽣⼯学系、熱流体系あるいはこれらに相当する分野を専攻の⽅
空気質の改善による快適空間形成に興味のある⽅

保有が望ましいスペック ⼀般物理・化学・熱サイクル・衛⽣⼯学などの知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 公共、エネルギー、空調・冷熱

職種 研究開発

テーマ№ 202

実習テーマ 排⽔処理など⽣物活性を利⽤する環境関連技術について 

実習内容 微⽣物を利⽤した有機物分解とその解析、応⽤に関連した実験に取り組んで
いただきます。 

事業所における部門の役割 ⽔・空気等の環境要素に対し、⽣物化学・微⽣物学の基盤に価値付与する技
術・製品を開発 

必須スペック ⽣物化学、⽣物化学⼯学、微⽣物学、農芸化学あるいはこれらに相当する分
野を専攻の⽅

保有が望ましいスペック 器具を⽤いた実験操作が主である研究に取り組まれている⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、空調・冷熱

職種 研究開発

テーマ№ 203

実習テーマ 化学分析を⽤いた有機材料の評価について 

実習内容 クロマトグラフィ等の化学分析⼿法を⽤いて、製品に適⽤される有機材料の
評価・解析を実習いただきます。 

事業所における部門の役割 分析技術による材料・デバイスの開発
全社の分析技術⼒向上 

必須スペック 化学系専攻の⽅
有機化学分析や有機材料化学の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ホームエレクトロニクス

職種 研究開発

テーマ№ 204

実習テーマ ⾼分⼦材料の成形・評価・解析について 

実習内容 プラスチック、接着、ゴムなどの⾼分⼦材料の配合、加⼯とその物性の評
価・解析を体験していただきます。 

事業所における部門の役割 ・⾼分⼦材料の成形・評価・解析技術の開発
・全社の⾼分⼦材料に関する技術⼒向上 

必須スペック

以下のいずれかを研究されている化学、⾼分⼦系専攻の⽅
・⾼分⼦材料合成・加⼯
・熱分析、機械強度物性など⾼分⼦材料物性評価
・有機合成化学

保有が望ましいスペック ⾼分⼦材料の配合、加⼯に関する装置の知識、⼜は使⽤経験がある⽅
樹脂流動解析（シミュレーション）等の経験がある⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発

テーマ№ 205

実習テーマ 材料・部品の信頼性評価について 

実習内容 コーティングや絶縁物の劣化を対象に、材料・部品の加速試験、組成・成分
変化の評価・データ解析を体験していただきます。 

事業所における部門の役割 材料・部品の加速試験・劣化解析等の信頼性評価技術開発 

必須スペック 有機材料、材料分析に関する知⾒のある⽅
加速試験、材料評価の経験がある⽅

保有が望ましいスペック 信頼性や統計解析の知識がある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器、宇宙、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術、品質保証・品質管理

テーマ№ 206

実習テーマ ⾦属接合材料に関する熱⼒学解析と材料の基礎物性評価の実習 

実習内容
半導体モジュールで使⽤される⾦属接合材料（はんだ、焼結⾦属等）に関し
て、熱⼒学解析にて材料基礎物性のシミュレーションを⾏うとともに、実際
にテストピースを作製し、検証を⾏っていただきます。 

事業所における部門の役割 ⾦属・接合材料に関する課題解決 

必須スペック 機械系・化学系・電⼦系専攻の⽅
接合技術に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック ⾦属材料に関する基礎知識を保有している⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 207

実習テーマ 組み込み向けCPUプラットフォームの性能評価について 

実習内容
将来的に産業⽤コントローラーの性能向上を図るべく、今後採⽤予定の組み
込み向けCPUの性能をベンチマークを⽤いて評価し、定量化によるシステム
改善の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 組込みシステムの⾼性能化・⾼付加価値化 

必須スペック
電気系、またはシステム系専攻の⽅
CPUやFPGAなどのハードウエアとOSなどのシステムソフトウエアに興味を
有する⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（C⾔語）を習得されている⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 公共、⾃動⾞機器、宇宙、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 208

実習テーマ 画像・映像の視認性・判読性を向上させる画像処理技術について 

実習内容
⾃動⾞・公共・ビル・宇宙などの事業分野向けに画像・映像の視認性・判読
性を向上させる画像処理ソフトウエアプログラミング技術の実習を⾏いま
す。 

事業所における部門の役割 撮像システムに関する技術開発および画像・映像の視認性・判読性を向上さ
せる画像処理技術の開発 

必須スペック 画像処理に関する基礎的な学習経験を有する⽅ 

保有が望ましいスペック C、MATLAB、Pythonなどを⽤いた画像処理プログラミングの経験を有する
⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、⾃動⾞機器、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 209

実習テーマ 画像・映像処理技術を⽤いた⼈・物の状態・動きを解析する技術について 

実習内容 画像・映像処理を活⽤した応⽤技術、ソフトウエアプログラミング技術の実
習を⾏い、研究開発の⼀部を体験していただきます。 

事業所における部門の役割 画像・映像処理応⽤技術の開発 

必須スペック 画像・映像処理に関するAI技術を活⽤した研究開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック C⾔語などソフトウエア設計の経験のある⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 210

実習テーマ ROS環境における3Dセンサー活⽤技術について 

実習内容
ROS環境の⽴上げ、ROS環境を利⽤した3Dセンサー情報の取り込みシステム
の構築、および取得した3Dセンサーデータを活⽤したデータ処理アルゴリズ
ムの開発やアプリケーション作成について実習いただきます。 

事業所における部門の役割 画像処理技術の開発および画像処理を応⽤したセンシングシステムに関する
技術開発 

必須スペック プログラミング（pythonもしくはC++）の経験を有する⽅
3Dセンサーやロボットに関する技術開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
ROSを使⽤した経験を有する⽅
Linuxを使⽤した経験を有する⽅
画像処理もしくは3次元点群処理の経験を有する⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー

職種 研究開発

テーマ№ 211

実習テーマ 電⼒・エネルギーシステムにおける最適化技術・データ分析技術の実習 

実習内容
電⼒・エネルギーシステムにおいて最適化技術やデータ分析技術がどのよう
に適⽤されているかを理解するために需給計画問題、設備最適運⽤計画問題
などに取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 電⼒・エネルギー分野におけるシステム技術の研究開発 

必須スペック システム系、電気・エネルギー系専攻の⽅
最適化⼿法あるいはデータ分析の基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電⼒系統、最適化⼿法に興味のある⽅
プログラミングの経験がある⽅

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、公共、エネルギー、ITソリューション

職種 研究開発

テーマ№ 212

実習テーマ 公共・電⼒分野における計装制御システムのソフトウエア設計・開発技術の
実習 

実習内容
公共・電⼒分野における計装制御システムの研究開発における、最新のソフ
トウエア⼯学、情報システム学、システム⼯学の適⽤⽅法について理解いた
だけるような、ソフトウエア開発の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 公共・電⼒分野における計装制御システム技術の研究開発 

必須スペック 情報系、システム系専攻の⽅
電⼒・公共分野のシステム開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（可能であればJava、Web系）の経験を有する⽅ 

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器、通信

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 213

実習テーマ モデルベース開発プロセスを活⽤したロボット制御について 

実習内容

LEGO EV3（2輪ロボット）をターゲットとしてMATLAB／Simulinkを使⽤し
たモデルベース開発を実習いただきます。余⼒があればリアルタイムリモー
ト制御や新機能のアイデアを考案して頂き実装にチャレンジしていただきま
す。 

事業所における部門の役割 モデル化⼿法および開発プロセスを⽤いた⾼信頼システム構築技術の開発 

必須スペック 情報系またはシステム系専攻の⽅
制御・情報・通信システムやソフトウエア開発に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック プログラミング（C・C++等）を習得されている⽅
（できればモデルベース開発（Matlabなど）の経験がある⽅）

実習場所 先端技術総合研究所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術、品質保証・品質管理

テーマ№ 214

実習テーマ 先端半導体の静電破壊メカニズム解明のための評価技術について 

実習内容 静電破壊した半導体（LSI）の構造解析を通じ、破壊メカニズムの解明を実習
いただきます。 

事業所における部門の役割 先端デバイスの評価技術開発 

必須スペック 実験が好きな⽅
統計学に興味がある⽅

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、交通、通信

職種 システム設計、⽣産技術、⽣産管理

テーマ№ 215

実習テーマ 当社事業を対象とした、商談〜設計〜製造プロセスに対するＩＴ活⽤による
改善活動について 

実習内容 当社事業における営業・設計・製造部門を主とした業務の実態分析（データ
分析など）し、業務プロセスの改善課題を抽出する実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 設計情報活⽤による営業－設計－⽣産の連携強化に向けた企画と業務設計・
改善活動の推進 

必須スペック ⽣産マネジメントに興味を有する⽅
ものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー、交通

職種 システム設計、⽣産技術、⽣産管理

テーマ№ 216

実習テーマ 当社事業を対象とした設計〜⽣産準備プロセスに対するＩＴ活⽤による改善
活動について 

実習内容 当社事業における設計・製造・資材部門を主とした業務の実態分析（データ
分析など）し、業務プロセスの改善課題を抽出する実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 ⽣産⼿配・調達、⽣産拠点と取引先間連携強化に向けた企画と業務設計・改
善活動の推進 

必須スペック ⽣産マネジメントに興味を有する⽅
ものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、空調・冷熱

職種 システム設計、⽣産技術、⽣産管理

テーマ№ 217

実習テーマ 当社事業を対象とした製造〜営業〜保守サービスプロセスに対するＩＴ活⽤
による改善活動について 

実習内容 当社事業における製造〜営業〜保守部門を主とした業務の実態分析（データ
分析など）し、業務プロセスの改善課題を抽出する実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 販社・場所営業および保守・アフターサービス事業強化に向けた企画と業務
設計・改善活動の推進 

必須スペック ⽣産マネジメントに興味を有する⽅
ものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 218

実習テーマ 樹脂部品の⽣産設計における解析技術について 

実習内容
樹脂成形プロセスを対象として、実験結果と流動解析シミュレーション結果
の⽐較検証を実施し、樹脂成形の解析精度向上を図る業務に取り組んでいた
だきます。 

事業所における部門の役割 樹脂成形／粉体成形技術、⾦型設計技術、蒸着技術、材料機能・構造設計技
術、光学設計技術 

必須スペック 機械や部品加⼯技術に興味を有する⽅
量産⼯場のものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
樹脂成形（または流体解析）に関する知識を有する⽅
⽇常会話レベルの英語⼒を有する⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 219

実習テーマ サーボ製品の⼯法評価実験もしくは組⽴治具開発について 

実習内容 サーボ関連製品の新規⼯法開発の要素実験もしくは治⼯具開発を実習いただ
きます。 

事業所における部門の役割 駆動制御機器（サーボ関連製品）の製品開発、⼯法開発、⽣産設備開発 

必須スペック サーボ制御機器や⾃動化技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
簡単な図⾯作成ができる⽅

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 220

実習テーマ エレベーターまたはFA機器の製造または保守⽤センサーの開発について 

実習内容
エレベーターまたはFA機器の、製造または保守のためのセンシング技術につ
いて、計測精度向上のための計測⽅法、信号処理⽅法の改善の検討・検証に
取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 センサー機器の計測原理・信号処理技術の開発 

必須スペック 各種物理量を計測するためのセンサー、信号処理技術に関して興味を有する
⽅ 

保有が望ましいスペック Matlabの利⽤経験を有する⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器、空調・冷熱

職種 機械設計、⽣産技術

テーマ№ 221

実習テーマ 塑性加⼯解析による成形加⼯検討について 

実習内容 プレス加⼯等の塑性加⼯について、弾塑性解析ソフトを⽤いた加⼯挙動の検
討に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 鍛造・曲げ加⼯などの塑性加⼯技術・板⾦配管構造設計技術・ろう付技術・
精度機械加⼯技術・低コスト構造設計 

必須スペック 機械や部品加⼯技術に興味を有する⽅
量産⼯場のものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
構造設計（製図・CAD）に関する知識を有する⽅ 塑性加⼯、機械加⼯に関す
る知識を有する⽅

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 222

実習テーマ 樹脂材料の添加剤と成形プロセスによる特性変化について 

実習内容 樹脂材への添加剤が成型品の強度等にどのような影響を及ぼすのかを評価し
ていただき、その要因と改善策について検討していただきます。 

事業所における部門の役割 樹脂成形技術・樹脂構造設計技術・鋳造技術・３次元⾦属造形技術 

必須スペック 材料の特性評価に興味のある⽅
樹脂成形に興味のある⽅

保有が望ましいスペック

Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
材料の特性評価に関する知識を有する⽅
樹脂材料、樹脂成型に関する知識を有する⽅ 

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通
信、空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 223

実習テーマ ⾦属溶融加⼯についての条件検討およびシミュレーション実習 

実習内容
溶接プロセスの加⼯条件検討または⾦属3Dプリンターの加⼯条件検討と、そ
れらに関するシミュレーション作業および試作品の評価について実習いただ
きます。 

事業所における部門の役割 溶接プロセスおよび⾦属3Dプリンターのプロセス開発 

必須スペック 溶接プロセスまたは⾦属材料に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
材料⼒学、流体⼒学、計測⼯学、光学の知識を有する⽅

実習場所 ⽣産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計、⽣産技術

テーマ№ 224

実習テーマ 空調⽤圧縮機の加⼯・組⽴技術について 

実習内容 空調⽤圧縮機の性能向上に関わる加⼯・組⽴技術とそれらの評価⼿法を実習
していただきます。 

事業所における部門の役割 空調⽤圧縮機の製造技術開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、エネルギー、⾃動⾞機器、空調・冷熱

職種 機械設計、電気設計、⽣産技術

テーマ№ 225

実習テーマ モーターの製造設備の機械部品の設計、および⾼速・⾼精度な制御技術につ
いて 

実習内容 産業⽤モーターの製造設備である⾃動機開発について、機械部品の製図やPLC
を使った制御システムの検証に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾃動⾞機器やFA機器をはじめとする電磁応⽤製品の⽣産設計や製造設備の開
発 

必須スペック 機械系・電気系・システム系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、エネルギー、⾃動⾞機器、空調・冷熱、ホームエレ
クトロニクス

職種 研究開発、機械設計、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計、⽣産技
術、品質保証・品質管理

テーマ№ 226

実習テーマ 樹脂部品の品質改善について 

実習内容
モーター絶縁構造の樹脂成形プロセスのシュミレーション実習に取り組んで
いただきます。絶縁性能と強度低下への影響を実習することで、成形技術の
業務内容を理解いただきます。 

事業所における部門の役割 モーターの製造技術開発・電磁応⽤設備開発 

必須スペック 熱意を持って製造技術課題に取り組める⽅
⾃⾝の専門分野外の課題にも積極的に取り組める⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel／Power Poin）の基本操作を習得している
⽅ 

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、エネルギー、⾃動⾞機器、空調・冷熱、ホームエレ
クトロニクス

職種 研究開発、機械設計、電気設計、⽣産技術

テーマ№ 227

実習テーマ モーターの基礎設計ならびに評価について 

実習内容 モーターの基礎設計を実施し、また、モーターの評価を実施することで、基
礎設計の精度を確認していただきます。 

事業所における部門の役割 モーター全般の要素技術開発 

必須スペック 機械系・電気系先⾏の⽅
もしくは実習分野に興味のある⽅

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術

テーマ№ 228

実習テーマ パワーモジュールのＡｌ合⾦ワイヤボンド部の接合性評価について 

実習内容

Ａｌ合⾦ワイヤの接合性評価に取り組んでいただきます。チップ上に合⾦ワ
イヤを接合したものの変形量の測定、接合界⾯の観察、強度試験を実施し、
結果をグラフにまとめていただき、最後に簡単な報告会で発表していただき
ます。 

事業所における部門の役割 パワーモジュールのアセンブリ技術の開発 

必須スペック 機械系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック ⾦属材料の知識を有する⽅（理解がしやすい） 

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器、宇宙、半導体・電⼦デバイス

職種 電気設計

テーマ№ 229

実習テーマ デジタルASiC／FPGA設計検証技術について 

実習内容 FA・⾞両・⼈⼯衛星搭載機器を⼩型化するためのＡSiC／FPGA開発をツール
を⽤いて実施していただきます。 

事業所における部門の役割 デジタルLSIの開発および設計技術の開発 

必須スペック 電⼦回路技術、デジタル回路設計技術（Verilog⾔語）、LSI設計基礎技術、
UNIX系OS利⽤技術の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、⾃動⾞機器、宇宙、通信、半導体・電⼦デバイス、
空調・冷熱

職種 電気設計

テーマ№ 230

実習テーマ アナログCMOS LSI設計技術について 

実習内容 CMOS LSIに集積するアナログ信号増幅回路を設計・検証しアナログLSI開発
に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 アナログLSIの開発および設計技術の開発 

必須スペック 電⼦回路技術、アナログ回路設計技術、LSI設計基礎技術、UNIX系OS利⽤技
術の知識がある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、⾃動⾞機器、宇宙、通信、半導体・電⼦デバイス、
空調・冷熱

職種 電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 231

実習テーマ 組込みシステムにおけるマイコン・FPGA活⽤技術開発について 

実習内容 組込みシステムにおいて、マイコン、FPGA、GPUなどの電⼦デバイスを活⽤
する設計・実験・評価に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 組込みシステムおよびマイコン回路の設計・技術の開発 

必須スペック Verilog⾔語または組込みC⾔語の基本知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電⼦回路技術および組込みシステムの知識を有する⽅ 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 通信、空調・冷熱

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 232

実習テーマ スマートデバイス・アプリケーション開発について 

実習内容
スマートデバイス・アプリケーションの検証効率化に向け、画像認識・OCR
技術を活⽤したUI（User InterFace）の⾃動検証、対向機器とのシステム動
作検証について、ソフトウエア視点の実習に取組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 システム機器の設計・製造・試験におけるソフトウエア開発 

必須スペック 情報通信系、プログラミング（JAVAやC#）の経験を有する⽅ 

保有が望ましいスペック オブジェクト指向設計の基礎知識を有する⽅
Microsoft Office（Word／Excel／Power Point）を習得している⽅" 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ⾃動⾞機器、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、ソフトウエア設計、品質保証・品質管理

テーマ№ 233

実習テーマ ソフトウエア設計・評価⽀援ツールの活⽤・改善について 

実習内容 ソフトウエア設計・評価の効率化⼿法を理解いただき、ツール等を活⽤した
ソフトウエア開発の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ソフトウエア開発プロセスの改善⽀援・アセスメント（Automotive SPICE） 

必須スペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
プログラミング（C・C＃・C++・JAVAなど）の経験を有する⽅

保有が望ましいスペック

Subversion、GIT、Redmine、Jenkins 等のソフトウエア開発⽀援系ツール
の利⽤経験を有する⽅
テスト設計やプロジェクト管理等のソフトウエア開発⼿法の基礎知識を有す
る⽅

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、⾃動⾞機器

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 234

実習テーマ 機器を仮想的に模擬する装置を⽤いた評価環境について 

実習内容 モーター等の機器を仮想的に模擬する装置ＨＩＬＳを⽤いた評価環境につい
て、ソフトウエア開発の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 組込み機器の設計・製造・試験におけるソフトウエア開発 

必須スペック プログラミング（C/C++）の経験を有する⽅
開発⾔語はC++・C#であり、経験、知識を有する⽅

保有が望ましいスペック オブジェクト指向設計の基礎知識を有する⽅ 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、空調・冷熱、
ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 235

実習テーマ 絶縁型電源の回路⽅式とフィードバック制御について 

実習内容
パワーエレクトロニクス製品に必ず搭載されている絶縁型電源の出⼒電圧を
安定化するために重要なフィードバック制御系の設計、解析（回路動作、安
定性）や、実機の基板を⽤いた測定、評価の実習を⾏います。 

事業所における部門の役割 全社のパワーエレクトロニクス機器に関する製品開発 

必須スペック 電気系・電⼦系専攻の⽅
パワーエレクトロニクスのハードウエアの回路設計・開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（PowerPoint／Excel）の基本操作を習得している⽅
パワーエレクトロニクスの回路設計の知識を有する⽅
電⼦回路⼯作に関する基礎的な技能（はんだ付け）を有する⽅

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 236

実習テーマ パワーエレクトロニクス機器のモーター制御技術について 

実習内容 DCブラシレスモーターを制御を通して、インバーター回路の評価⽅法の実習
をしていただきます。 

事業所における部門の役割 全社のパワーエレクトロニクス機器に関する製品開発 

必須スペック 電気系・電⼦系専攻の⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（PowerPoint／Excel）の基本操作を習得している⽅
モーター制御の基本知識を有している⽅ 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

テーマ№ 237

実習テーマ 冷熱空調機器等の省エネ設計技術について 

実習内容 空調機または冷蔵庫の性能を改善する冷凍サイクルシステム、気流制御、風
路、断熱の設計、検証技術を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 熱流体設計技術および熱流体設計プロセスの開発 

必須スペック 熱⼒学（冷凍サイクル）の基礎を理解している⽅
機械学習を活⽤した冷熱空調機器設計に興味を有する⽅

保有が望ましいスペック
Microsoft Officeの基本操作を習得している⽅
CAE技術（ANSYS・SCTYUTetra）を習得している⽅
プログラミング（PYTHON）の経験を有する⽅

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 238

実習テーマ 空調機の強度解析技術について 

実習内容
時間とコストの限られる製品の開発現場では、短時間で精度良く強度検討で
きることが必要です。製品の試験結果と強度解析結果を⽐較し、重要なパラ
メータの導出と、改善案の提案を⾏っていただきます。 

事業所における部門の役割 包装と製品強度の技術開発 

必須スペック 機械系、特に材料強度学の知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 3DCADやCAEツールの基本操作を習得している⽅ 

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通
信、半導体・電⼦デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、IT
ソリューション

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 239

実習テーマ EMC設計技術に関わる評価TEGの実測とシミュレーションの基礎実験検討に
ついて 

実習内容 EMC設計技術に関する設計パラメータ導出に向けた測定技術とシミュレー
ション技術を実習していただきます。 

事業所における部門の役割 EMC設計技術に関する共通基盤技術開発 

必須スペック EMC設計技術に関して興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電気回路学、電磁気学の基本を習得している⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、空調・冷熱

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 240

実習テーマ 産業⽤組込みシステム向けネットワーク技術について 

実習内容
ファクトリーオートメションや空調、エレベータ等で使⽤される低遅延・⾼
信頼なネットワークや組込みシステムを対象に、ソフトウエアやシステムの
設計または評価等に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤組込みシステム向けネットワーク技術の研究開発 

必須スペック デジタル回路設計、ソフトウエア設計、システム設計、プログラミング等の
いずれかに明るく、興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック プログラミングの経験を有する⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 産業・FA、ITソリューション

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 241

実習テーマ ⽣産シミュレーションソフトウエアについて 

実習内容
⽣産シミュレーションソフトウエアを使⽤して、⽣産計画の考え⽅について
学習していただくと共に、ソフトウエアへの機能追加、データを⽤いたソフ
トウエアの評価、ソフトウエア調査のいずれかを実施していただきます。 

事業所における部門の役割 産業⽤ＩＴおよびFA機器－IT連携技術開発 

必須スペック Pythonプログラミングの経験を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 離散シミュレーションの知識や経験のある⽅
⽣産・製造に関して興味を有する⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、通信

職種 研究開発、電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 242

実習テーマ 産業向けネットワークスイッチ技術について 

実習内容 最新のネットワーク技術を学んで頂くと共に、その技術を適⽤した産業⽤途
向けのネットワークスイッチ試作装置の実機評価を⾏う。 

事業所における部門の役割 産業⽤ネットワークの低遅延・⾼信頼化技術の研究開発 

必須スペック デジタル回路設計やソフトウエア設計、システム設計に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック VerilogHDL、VHDLもしくはC、C++等を扱ったことがある⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 産業・FA

職種 研究開発、ソフトウエア設計

テーマ№ 243

実習テーマ FA分野におけるデータ活⽤技術について 

実習内容 製造業向けIoTに関する技術として、FA機器で収集したデータに対するAI適
⽤やデータ分析の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 主にFA分野におけるプログラミング環境やデータ活⽤に関する技術開発 

必須スペック 製造業向けIoTに興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Rやpython等を扱ったことがある⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 公共、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通信、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 244

実習テーマ アンテナ設計および電波伝搬解析・測定について 

実習内容
各種通信機器、センシング機器に⽤いられる開⼝⾯アンテナの性能向上や、
IoT時代の無線通信機器の性能予測における電波伝搬技術の精度向上を目的と
して、シミュレーション、試作評価に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 各種通信・センシング等に⽤いられるアンテナ設計技術および電波伝搬解析
技術の研究開発 

必須スペック

物理、数学等の基礎知識をしっかり保有している⽅
ものづくりに興味の有る⽅
コミュニケーション能⼒の⾼い⽅
体⼒に⾃⾝のある⽅ 

保有が望ましいスペック
Microsoft Office（Word／Power Point／Excel）の基本操作を習得している
⽅
プログラミング（MATLAB・FORTRAN・C・C＃・C++）の経験を有する⽅

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通信、空調・冷
熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 245

実習テーマ ⼩形アンテナの設計・試作・評価について 

実習内容 アンテナ技術部・波動素⼦グループ研究員とともに、各種通信／センシング
に⽤いる⼩形アンテナの設計／試作／評価に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 各種通信・センシングに⽤いる⼩形アンテナ・超⾳波センサーに関する研究
開発 

必須スペック 就職して新しいアンテナの研究・開発をやってみたいと思う⽅ 

保有が望ましいスペック ⾼周波回路のインピーダンスが分かる⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ビル

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 246

実習テーマ 保守作業員向け情報提供技術について 

実習内容
昇降機保守作業員が保守現場で必要となる情報を、現場状況、保守員状況に
応じて決定するシステムにおいて、保守員状況を識別する技術の⼀部を実習
してもらいます。 

事業所における部門の役割 昇降保守作業員⽀援技術開発 

必須スペック プログラミング（RもしくはPython）の経験を有する⽅
AI（機械学習、データ分析）に関する知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック ⼈間⼯学的な知識を有する⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 産業・FA、宇宙、通信、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、電気設計

テーマ№ 247

実習テーマ スマートファクトリ向けデジタル・フォトフォニクスセンサー技術について 

実習内容
光通信技術、LIDAR技術、デジタル信号処理技術を組み合わせた新しいレー
ザー技術応⽤⾼精度光センサーについて、実試作器を⽤いた原理検証を実施
いただきます。 

事業所における部門の役割 光通信システムおよび光技術に関する研究開発 

必須スペック 光技術、通信技術、デジタル信号処理技術を活⽤した光センシング技術に興
味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Matlabなどの数値計算ソフトの基本操作を習得している⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ⾃動⾞機器、ITソリューション

職種 研究開発

テーマ№ 248

実習テーマ 知識ベース・ナレッジグラフを⽤いた推論技術について 

実習内容
知識ベース、ナレッジグラフを⽤いた推論アルゴリズムの開発に取り組んで
いただきます。題材として、⼈⼯知能学会のナレッジグラフ推論チャレンジ
等を想定しています。 

事業所における部門の役割 知識ベース・ナレッジグラフを⽤いた推論 

必須スペック 知識表現、知識ベース、オントロジー、機械学習、ディープラーニング技術
の研究経験、または知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック
Python等のプログラムの経験がある⽅
Linuxの基本操作を習得している⽅
論理プログラミング（ILP・ASP）の経験がある⽅ 

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ⾃動⾞機器

職種 研究開発

テーマ№ 249

実習テーマ マイクアレー信号処理の実装・評価について 

実習内容
快適な⾳声操作の実現に向け、操作⾳声以外の余計な雑⾳を抑圧することで
認識精度を向上させるマイクアレー信号処理アルゴリズムの実装・評価に関
する実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ⾳響処理技術に関する研究開発 

必須スペック 適応信号処理の知識を有する⽅
C・C++のプログラム経験を有する⽅

保有が望ましいスペック ⾳声処理アプリケーションの開発経験のある⽅
組込ソフトウエアの開発経験のある⽅

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 250

実習テーマ 製品開発を効率化するためのツール開発について 

実習内容
家電、空調・冷熱機器などの製品開発を効率化するための設計ツールを構築
する実習や、設計ツールを製品設計に活⽤する実習に取り組んでいただきま
す。 

事業所における部門の役割 製品開発を効率化するのための⼿法・ツール開発 

必須スペック
機械系専攻の⽅
モデルベース開発（1D-CAE）に興味を有する⽅
⾳・振動技術に興味を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
MATLAB（ID-CAE・画像認識など）を使⽤できる⽅、または興味がある⽅

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 251

実習テーマ 調理家電の研究開発について 

実習内容
炊飯器や冷蔵庫を初めとする調理家電の新機能開発について、機構部品（例
えば、IHコイル、ヒータ等）の構造設計・制御パラメータ最適化や、他社製
品の⽐較・分析に関する実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 家電製品（調理家電︓冷蔵庫、炊飯器等）の先⾏開発 

必須スペック 構造設計（製図・CAD）に関する知識を保有している⽅
家電製品の開発に興味がある⽅

保有が望ましいスペック CAE技術（Creo等のCAD・ANSYS・SCRYU／Tetra等の構造・熱流体解析）
を習得している⽅ 

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ビル、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、ITソリューション

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

テーマ№ 252

実習テーマ 空調機器制御⽤スマートフォン・ソフトウエア開発の実習 

実習内容
オフィス向け空調機器の操作性、施⼯性の改善を図るべく、スマートフォン
を新たな操作端末とした空調制御⽤のスマートフォンアプリケーション開発
の実習に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 ビル空調・家電向けのコントローラのソフトウエアプラットホーム開発 

必須スペック 情報系または電気系専攻の⽅
C⾔語、Java⾔語によるプログラミングスキルを有する⽅

保有が望ましいスペック スマートフォン向けのプログラミング経験（iOS・Android）を有する⽅ 

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 253

実習テーマ 冷凍サイクルの基礎理論の習得およびサイクル中の油の挙動と性能について 

実習内容 基礎的な冷凍サイクル理論を習得していただき、冷凍サイクル内を循環する
冷凍機油の性能への影響や改善案の検討を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 冷凍・空調機器における冷凍サイクル技術の研究開発 

必須スペック 機械⼯学の基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 熱⼒学、伝熱⼯学、流体⼒学等の知識を有する⽅ 

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

テーマ№ 254

実習テーマ 送風機の設計開発について 

実習内容 空調機ユニットの送風機の役割を学習して頂いた上で、実際に送風性能の測
定、分析を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 空気調和機に搭載される送風機・熱交換器等のデバイス開発 

必須スペック 機械⼯学の基礎知識がある⽅
流体⼒学の基礎知識がある⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 静岡県静岡市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発

テーマ№ 255

実習テーマ エアコン⽤モーターの開発について 

実習内容 簡単な電磁界解析を⽤いたエアコン⽤モーターの特性解析、実機によるモー
ターの特性評価などを実施していただきます。 

事業所における部門の役割 家電・住宅設備・業務⽤機器に⽤いられるモーターの研究開発 

必須スペック 電気⼯学の基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック 電磁気学の基礎知識がある⽅ 

実習場所 住環境研究開発センター  ／ 静岡県静岡市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通
信、半導体・電⼦デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、IT
ソリューション

職種 特許技術

テーマ№ 256

実習テーマ 知的財産権の出願、権利化の業務について 

実習内容
⽣み出された発明をどのようにすれば有効な特許とすることができるかを検
討しながら、特許庁へ提出する書類を作成する演習を実施していただきま
す。 

事業所における部門の役割 コーポレートとしての知的財産プロジェクト活動の推進・国内外の出願・権
利化・係争⽀援 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 知的財産センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、宇宙、通
信、半導体・電⼦デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、IT
ソリューション

職種 特許技術

テーマ№ 257

実習テーマ 知的財産権の出願・権利化業務について 

実習内容
⽣み出された発明をどのようにすれば有効な特許とすることができるかを検
討しながら、特許庁へ提出する書類を作成する演習を実施していただきま
す。また、特許庁⼜は社内設備の⾒学も実施していただきます。 

事業所における部門の役割 コーポレートとしての知的財産プロジェクト活動の推進・国内外の出願・権
利化・係争⽀援 

必須スペック 特になし 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 知的財産センター  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野 ITソリューション

職種 システム設計

テーマ№ 258

実習テーマ ネットワークログ統合管理ツールの検証について 

実習内容 社内ネットワーク機器のログについて、統合ログ管理ツールを⽤いたログ分
析およびツールの機能検証を⼀部担当いただきます。 

事業所における部門の役割 三菱電機グループにおけるネットワーク基盤の企画・設計 

必須スペック データ分析に興味がある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 IT戦略室  ／ 東京都千代⽥区



事業分野 通信、ITソリューション

職種 セキュリティ

テーマ№ 259

実習テーマ 標的型メール訓練の展開について 

実習内容 従業員を対象にした標的型攻撃メール訓練の結果に基づき、訓練結果の集計
作業や傾向分析等の考察を実施いただきます。 

事業所における部門の役割 三菱電機グループにおけるサイバーセキュリティ対策の企画・実装・運⽤ 

必須スペック ウイルス対策等、情報セキュリティ関連の基礎知識を有する⽅ 

保有が望ましいスペック サイバー攻撃対策関連の知識を有する⽅ 

実習場所 IT戦略室  ／ 東京都千代⽥区



事業分野 ITソリューション

職種 システム設計

テーマ№ 260

実習テーマ 「グローバルIT基盤サービス」の評価について 

実習内容
Microsoft社のSharePointやSkype for Business、Outlookを活⽤した当社
「グローバルIT基盤サービス」について、新機能評価の⼀部を実施していた
だきます。 

事業所における部門の役割 三菱電機グループにおけるIT基盤の開発・運⽤ 

必須スペック Microsoft Office（Word・Power Point・Excel）の基本操作及びJavaScript
などのプログラム⾔語を⽤いた簡単なプログラムを作成した経験のある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 IT戦略室  ／ 東京都千代⽥区



事業分野 公共

職種 技術営業・⼯事技術

テーマ№ 261

実習テーマ 公共プラント等の⼯事計画・設計および現場での施⼯管理について 

実習内容

公共プラント等の⼯事計画・設計業務の実習を通じて、社会インフラ設備の
⼯事担当部門での仕事を実際に体験いただきます。
※尚、受⼊期間中に現場⾒学が可能な現場があれば、現場⾒学を実施予定。
⽔処理施設等のプラント⼯事に関わる、現場作業（機器搬⼊やケーブル配線
作業等）の⾒学や建設技術開発の⾒学等を想定。 

事業所における部門の役割 公共プラント等の建設⼯事 

必須スペック 社会インフラ設備の⼯事（公共プラント等の施⼯計画･施⼯設計および施⼯管
理）に興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック コミュニケーション能⼒を有する⽅
協調性に富み、チャレンジ精神旺盛な⽅ 

実習場所 プラント建設統括部  ／ 東京都千代⽥区（および建設現場）



事業分野 エネルギー

職種 技術営業・⼯事技術

テーマ№ 262

実習テーマ 電⼒プラントの施⼯計画・施⼯管理について 

実習内容

電⼒プラントの建設計画補助業務、建設現場改善提案等を実施いただきま
す。
※発変電プラント等の建設⼯事に関わる、現場調査（機器搬⼊ルートや機器
配置場所の寸法や施⼯上の制約条件有無等の状況調査）への同⾏と調査結果
のデータまとめ補助、社内他製作所等との仕様打合への同席等を想定。詳細
の実施内容は具体⽇程に従って別途決定致します。 

事業所における部門の役割 電⼒プラントの施⼯計画・施⼯管理 

必須スペック 建設⼯事領域（⼤型プラントの施⼯計画および施⼯管理）に興味のある⽅ 

保有が望ましいスペック 特になし 

実習場所 電⼒プラント建設センター  ／ 東京都千代⽥区（および建設現場）



事業分野 ビル

職種 機械設計、品質保証・品質管理、技術営業・⼯事技術

テーマ№ 263

実習テーマ 昇降機・ビルシステム機器の据付⼯事を通した社会における役割について 

実習内容
公共性の⾼い昇降機、ビルシステム機器の据付⼯事において安全・品質を確
保するためにどのような技術が⽤いられているかということを学習し、社会
に貢献する責任感と達成感の理解に取り組んでいただきます。 

事業所における部門の役割 昇降機・ビルシステム機器の据付⼯事 

必須スペック コミュニケーション能⼒（技術営業として他者と円滑に会話できるスキル）
を有する⽅ 

保有が望ましいスペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅ 

実習場所 ビルシステム⼯事統括部  ／ 東京都千代⽥区（本社）および愛知県稲沢市
（稲沢製作所）



2018年夏季は約250名の学⽣のみなさんに参加いただきました。約2週間のインターンシップの流れや
実習内容、参加者の声を紹介します。

技術系インターンシップレポート



■ ■

■ ■

■ ■

■

Schedule

インターンシップスケジュール

現場実習︓8⽉27⽇（⽉） 〜 9⽉6⽇（⽊） 実働9⽇間（⼟⽇休み）
集合研修︓10⽉下旬 〜 11⽉上旬のうち、1⽇

各々の実習先にて、所定のテーマに沿って就業体験しました。

実習テーマ（⼀部紹介）

製作所 事例① 姫路製作所 事例② 冷熱システム製作所

職種 開発設計 ⽣産技術（機械）

テーマ
⾃動⾞搭載機器の回路設計、制御設計
について（特にパワーエレクトロニク
ス関係）

ファンモーター⽤ローターの磁⽯接着
条件の検討

初⽇ オリエンテーション（事業紹介や事業所⾒学会等）を実施

MATLAB、PSIM操作説明・確認 ファンモーターの構成、製造⼯程等
の説明

回路シミュレーターを⽤いた各種パ
ワードライブユニット駆動⽅式の動
作確認

接着剤可使時間の検証サンプル作成

モーターHILSを⽤いた制御基板の
動作確認実習

磁⽯⼀測定装置、三次元測定器での
接着後寸法評価

接着強度低下メカニズムの調査、
データの集計、分析

9⽇目 各実習先にて実習成果報告会を実施

8⽉27⽇（⽉） 〜 9⽉6⽇（⽊）

各職場にて実習



■ ■

■ ■

■ ■

製作所 事例③ 名古屋製作所 事例④ 受配電システム製作所

職種 開発設計（電気） ⽣産技術

テーマ
⼩形シーケンサーのインテリジェント
機能ユニットの開発について

コントロールセンターの製造⽀援業務
体験（製造ラインの現場分析、改善活
動）

初⽇ オリエンテーション（事業紹介や事業所⾒学会等）を実施

製品（シーケンサー）基礎知識習
得、ラダー⾔語学習

IE分析⼿法の学習

ラダー⾔語を使⽤したプログラムの
作成

ワークサンプリングによる現場分析
及び分析結果纏め

作成したプログラムの評価 現場改善

9⽇目 各実習先にて実習成果報告会を実施



※⼤学所在地毎に、主要都市に分けて実施

各事業所・研究所でインターンシップに取り組んだ実習⽣が集まり集合研修を実施しました。

全体概要説明

集合研修の目的や学びについて整理しました。

グループワーク

様々な実習地・職種での経験を共有することで、⾃⾝のキャリアに対する考えの整理を⾏いました。

10⽉下旬 〜 11⽉上旬のうち、1⽇

集合研修



社員座談会

実習中に確認出来なかった事や、実習を終え新たに疑問に思った事について、少⼈数でグループ編成し
た座談会で先輩社員への相談の場を設けました。

終了



実習先︓
職種︓

実習を通じて、将来のイメージが
具体的になった

職場実習では実際に働かれている
⽅々と共に働くことで職場の雰囲気
や社員の⽅々の熱意、仕事をするに
あたって⼤切なこと等、とても多く
のことを学ばせていただきました。
今の⾃分に⾜りないこと、社会⼈に
なって必要なことを明確にすること
ができ、とても有意義な時間を過ご
すことが出来ました。また、実習以
外にも仕事に対するやりがいなど
様々な話を聞くことができ、⾃分が
将来社会⼈になった時のイメージが
実習参加前と⽐べ、とても具体的に
なりました。

名古屋製作所
開発設計（電気）

実習先︓
職種︓

⼤学の研究に対する意識が⾼まっ
た

今回、私は⼤学で研究を⾏っている
パワーエレクトロニクス分野に関連
した実習テーマに参加しました。実
習の中でトレーナーはじめ社員の
⽅々と技術的な話をすると、初めて
⽿にする話も多く、パワエレの奥深
さを知ると同時に、技術者と現在の
私のレベルに⼤きな差を感じまし
た。今後、そのレベルの差を埋め、
卒業後にエンジニアとして活躍する
ために、⼤学の研究に対し、今以上
に熱を注ぎ、取り組みたいと考えて
います。 

名古屋製作所
開発設計（電気）

実習先︓

職種︓

実習⽣同⼠の交流を通じて、幅広
い視野を得た

インターンシップ最終⽇の集合研修
で、他事業所の実習⽣と意⾒交換を
したことで、1つの事業所を⾒ただ
けでは決してわからなかった、総合
電機メーカーの事業の幅広さを知り
ました。加えて、⾃分とは異なるモ
ノの⾒⽅・考え⽅に刺激を受ける機
会にもなりました。

系統変電システム
製作所
開発設計（機械）

実習先︓

技術的知識の習得だけに留まら
ず、多くのことを学んだ

⾃分がこれまで学んできたことが実
際どのようにモノづくりの現場で活
かしていけるのか、という点につい
て明確になりました。また時間の有
限性や、周囲とのコミュニケーショ
ンの重要性についても、⾝をもって
学ぶことになり、⼈⽣の指針となる
ものを得ることができたと感じてい
ます。

実習先︓

実際に体験することで分かること
がある

⼯場⾒学や実習プログラムでは、こ
れまで漠然としていたエンジニアと
しての仕事を直に体験することがで
き、非常に良い経験になりました。
やはり、実際に⾒て、やってみなけ
れば分からないことがあると感じま
した。実習担当の⽅や受け⼊れ部門
の課⻑からは実習を進める上でたく
さんのご助⾔をいただき、専門とは
違う実習内容でしたが最後までやり
きることができました。

静岡製作所 実習先︓

公私にわたり充実した2週間と
なった

社員の⽅がご飯に誘ってくださった
ことをきっかけに実習⽣同⼠の輪が
広がり、最終的には同じ製作所の実
習⽣全員で⼀緒に⾷事に⾏き、今で
も連絡を取り合う仲になりました。
インターンシップは、同じ志を持つ
仲間と出会える場としても貴重な機
会でした。

名古屋製作所

Voice

過去の参加者の声

インターンシップで学んだこと



職種︓

住環境研究開発
センター
研究（基礎応⽤）

職種︓ 開発設計（機械） 職種︓ 開発設計（情報）

実習先︓
職種︓

⼿厚いサポートの下、濃密な2週
間を過ごせること間違い無しです

その道のプロである社員の⽅々か
ら、多くの経験を引き出すことがで
きます。また、社員の⽅から親切な
指導だけでなく、しっかりと問題点
も指摘していただけます。ただ優し
く接することとは異なる、実習⽣の
成⻑を考えた指導を受けることがで
きます。

住環境研究開発センター
研究（基礎応⽤）

実習先︓
職種︓

失敗を恐れず、多くのことを体験
し成⻑に繋げてください

職場体験と集合研修の両⽅を体験で
きるインターンシップはとても貴重
です。インターンシップで最も重要
なことは、失敗をしないことではな
く、失敗を含めて多くのことを体験
し、多くのことを知り、⾃らの成⻑
につなげることです。そのために
も、参加目的を明確にし、積極的な
姿勢で参加してください。

先端技術総合研究所
研究開発

実習先︓
職種︓

⾃分に合ったテーマがきっと⾒つ
かります

三菱電機では、今後の⾃分の将来像
を描くための場を提供してくれま
す。数多くの実習コースが⽤意され
ているため、⾃分の研究に近い実習
コースや興味のある事業内容がきっ
とみつかると思います。是非この機
会を⾃分の将来像を鮮明にするため
のチャンスだと捉え積極的に応募し
てみてください。

福⼭製作所
開発設計（電気）

実習先︓
職種︓

今の⾃分の⼒を知ることができる
機会です

インターンシップを終えて、企業と
研究室の違いを肌で感じ、⾃分に⾜
りないものが明確になると同時に、
エンジニアとしてこうありたいとい
う理想像を描くことができるように
なりました。楽しいことだけでない
⼤変なことも含め、多くのことを経
験できるあっという間の2週間で
す。このチャンスを利⽤して、ぜひ
ご⾃⾝の成⻑につなげてください︕

姫路製作所
品質管理

実習先︓
職種︓

想像以上の実習体験が待っていま
す

「働く」ということを⾝をもって体
験できる貴重な機会です。社員の
⽅々や他のインターン⽣との交流を
通して、想像以上に多くのことを学
ぶことができるので、是非社員の
⽅々の胸を借りるつもりで参加して
みてください。

⽣産技術センター
⽣産技術

今後インターンシップの参加を考えている⽅へ













事業分野 公共、エネルギー、交通

開催日 1月15日（火）、2月26日（火）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 002

プログラム

ガイダンス（業界／企業／製作所に関する概要説明など）

構内製造現場見学（発電機の製造工程、製品ショールームの見学）

若手エンジニアとの交流会(設計・生産技術・品質管理など幅広い職種のエ
ンジニアと交流していただきます）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 神戸製作所  電力システム製作所  ／ 兵庫県神戸市



事業分野 交通

開催日 1月16日（水）、2月8日（金）

開催時間 14：00～17：00

コースNo. 003

プログラム

ガイダンス(業界/企業/自部門に関する概要説明など）

所内ショールーム並びに工場見学

若手エンジニアとの座談会

人事/エンジニアとの質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、公共、エネルギー、交通、空調・冷熱

開催日 2月7日（木）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 004

プログラム

業界/企業/事業説明

工場見学（ショールーム含む）

若手社員交流会（技術系若手社員とフリートーク）

グループ討議（三菱電機のリクルーターとして長崎製作所の魅力を学生に
対し3分間でPR）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 長崎製作所  ／ 長崎県西彼杵郡



事業分野 エネルギー

開催日 1月25日（金）、2月25日（月）

開催時間 14：00～17：00

コースNo. 005

プログラム

ガイダンス(業界/企業/自部門に関する概要説明など）

所内ショールーム並びに工場見学

若手エンジニアとの座談会

人事/エンジニアとの質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 系統変電システム製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 産業・FA、公共、エネルギー、交通

開催日 1月25日（金）、2月15日（金）

開催時間 13：30～17：00

コースNo. 006

プログラム

＜設定開催日時への参加が困難な場合、個別相談承ります(※調整の結果対応
できない場合もあります)＞

【三菱電機＆受配電システム製作所ガイダンス】日本や世界で、電力の安
定供給を通し、人々の豊かな生活や、インフラ・産業・交通を支える受配
電システム製作所の事業・製品についてご説明します。

【最新技術を間近で見学:工場見学】三菱電機e-f@ctoryをコンセプトとし
た新工場、新規事業「D-SMiree」の実証棟をはじめとした、製造現場・設
備の見学。

【若手エンジニア交流会】第一線で活躍している若手エンジニアに、仕事
のやりがいや就職活動へのアドバイスを語ってもらいます。

【OBとの懇談会】希望者の方にはOBを紹介します。※出身大学のOB不在
など、希望があっても紹介できないケースもありますのでご了承くださ
い。

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 受配電システム製作所  ／ 香川県丸亀市



事業分野 公共、宇宙、通信、半導体・電子デバイス

開催日 1月15日（火）、1月18日（金）、1月25日（金）、2月1日（金）、2月7日
（木）、2月15日（金）、2月20日（水）、2月22日（金）、2月27日（水）

開催時間 13：30～16：00

コースNo. 007

プログラム

ガイダンス（電機業界/三菱電機/通信機製作所等に関する概要説明）

通信機製作所におけるショールーム見学

若手エンジニアとの交流化
（エンジニアの職務紹介、座談会形式での質疑応答等）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 通信機製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 宇宙

開催日 1月10日（木）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 008

プログラム

【宇宙事業】

ガイダンス(事業所に関する概要説明)

構内製造現場見学(公開可能エリアのみ)

エンジニアによる業界講話

若手エンジニアとの交流会(宇宙事業の設計・品質管理等)

人事との質疑応答

必須スペック 特になし
※但し宇宙事業への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 鎌倉製作所  ／ 神奈川県横浜市



事業分野 通信

開催日 1月29日（火）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 009

プログラム

【防衛事業】

ガイダンス(事業所に関する概要説明)

構内製造現場見学(公開可能エリアのみ)

エンジニアによる業界講話

若手エンジニアとの交流会(防衛事業の設計・品質管理等)

人事との質疑応答

必須スペック 特になし
※但し防衛事業への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 鎌倉製作所  ／ 神奈川県横浜市



事業分野 公共、交通、自動車機器

開催日 1月24日（木）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 010

プログラム

【社会インフラ事業】

ガイダンス(事業所に関する概要説明)

構内製造現場見学(公開可能エリアのみ)

エンジニアによる業界講話

若手エンジニアとの交流会(社会インフラ事業の設計・品質管理等)

人事との質疑応答

必須スペック 特になし
※但し社会インフラ事業への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 鎌倉製作所  ／ 神奈川県横浜市



事業分野 公共、交通、自動車機器、宇宙、通信

開催日 2月5日（火）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 011

プログラム

【理系女子交流会】

ガイダンス(事業所に関する概要説明)

構内製造現場見学(公開可能エリアのみ)

女性管理職による講話

若手女性エンジニアとの交流会

人事との質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 鎌倉製作所  ／ 神奈川県横浜市



事業分野 公共、交通、自動車機器、宇宙、通信

開催日 2月14日（木）、2月25日（月）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 012

プログラム

【鎌倉製作所全体】

防衛・宇宙・社会インフラすべての事業についての紹介

ガイダンス(事業所に関する概要説明)

構内製造現場見学(公開可能エリアのみ)

若手エンジニアとの交流会

人事との質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 鎌倉製作所  ／ 神奈川県横浜市



事業分野 通信

開催日 1月16日（水）、1月17日（木）、2月21日（木）、2月26日（火）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 013

プログラム

ガイダンス(企業説明・当所事業説明）

見学（製造現場・ショールーム・職場・実験室）

若手社員との交流会(所内設計部門のエンジニアと交流予定)

人事・エンジニアとの質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 積極的かつ熱心に物事に取り組める方

実習場所 コミュニケーション・ネットワーク製作所  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 エネルギー、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

開催日 1月16日（水）、1月23日（水）、2月1日（金）、2月8日（金）

開催時間 13：30～17：00

コースNo. 014

プログラム

ガイダンス（当日の流れや当所概要説明を中心に説明）

工場及び展示場見学

先輩社員との交流会（複数職種の4名のエンジニアと交流予定）

人事との質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 中津川製作所  ／ 岐阜県中津川市



事業分野 空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

開催日 1月21日（月）、2月20日（水）

開催時間 12:45～16:45（17:00～：懇親会）

コースNo. 015

プログラム

ガイダンス(業界/企業/製作所に関する概要説明など）

構内製造現場・ショールーム見学

先輩社員との座談会(幅広い職種のエンジニアと交流していただきます）

人事との質疑応答

懇親会（希望者のみ任意参加）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 静岡製作所 住環境研究開発センター  ／ 静岡県静岡市



事業分野 ビル、公共、エネルギー、交通、通信、ホームエレクトロニクス

開催日 1月17日（木）

開催時間 13:40～17:00

コースNo. 016

プログラム

ガイダンス(業界/企業/製作所に関する概要説明など）

構内製造現場/製品ショールーム

エンジニアとの交流会（3名のエンジニアと交流していただきます）

人事との質疑応答

必須スペック 特になし
※但し当所事業への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 京都製作所  ／ 京都府長岡京市



事業分野 ホームエレクトロニクス

開催日 1月17日（木）、2月26日（火）

開催時間 13:30～17:00

コースNo. 017

プログラム

ガイダンス(業界/企業/製作所に関する概要説明など）

構内製造現場/製品ショールーム見学

若手社員との交流会(複数職種の2名程度のエンジニアからの業務内容紹介
及び交流会等)

人事/エンジニアとの質疑応答

必須スペック 特になし
※但し家電事業、省エネ等への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 群馬製作所  ／ 群馬県太田市



事業分野 産業・FA

開催日 1月16日（水）、1月30日（水）、2月13日（水）、2月27日（水）

開催時間 13:30～17:00

コースNo. 018

プログラム

ガイダンス（当社、業界、名電概況説明）

工場見学（メカトロ、サーボ、シーケンサ工場）

社員座談会（各回2～3名エンジニア参加予定）
(右記の女性社員登壇日以外も各回1名は女性社員に参加いただけるよう調
整いたします。)

人事/エンジニアとの質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック FA業界や製造業に対する興味を有する方

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市



事業分野 産業・FA

開催日 1月16日（水）

開催時間 14：00～18：00（17：30～食事）

コースNo. 019

プログラム

ガイダンス（業界/企業/福山製作所に関する概要説明）

製作所内における製造現場の工場見学

若手エンジニアとの交流会（設計や生産技術職）

独身寮の見学及び食事体験

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 福山製作所  ／ 広島県福山市



事業分野 自動車機器

開催日 1月15日（火）、2月6日（水）、2月21日（木）

開催時間 13：30～17：00（17：00～：懇親会）

コースNo. 020

プログラム

ガイダンス（姫路地区概要説明など）

構内製造現場・実験評価設備見学

エンジニアとの交流会

懇親会（希望者のみ任意参加）

必須スペック 特になし
※但し車載事業への興味は必須。

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 姫路製作所  ／ 兵庫県姫路市



事業分野 自動車機器

開催日 1月17日（木）、1月23日（水）、1月29日（火）、2月4日（月）、2月15日
（金）、2月20日（水）、2月26日（火）

開催時間 13：00～16：30（11:15～：昼食会）

コースNo. 021

プログラム

昼食会(希望者のみ任意参加・食事支給)

ガイダンス(業界/企業/研究所に関する概要説明など）

オーディオ試聴

工場見学（カーマルチメディア機器製造ライン)

グループ討議

社員交流会(複数職種3-4名のエンジニアと交流予定)

質疑応答

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 三田製作所  ／ 兵庫県三田市



事業分野 半導体・電子デバイス

開催日 1月18日（金）、2月20日（水）

開催時間 13：30～17：00

コースNo. 022

プログラム

弊社、及び弊所の概要説明（ショールーム使用）

製造ライン、及び職場見学（ウィンドウツアー）

弊所エンジニアとの意見交換会（質疑応答）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし
※但し半導体事業への興味があれば望ましい

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市



事業分野 産業・FA、公共、自動車機器、宇宙、通信、半導体・電子デバイス、
ホームエレクトロニクス

開催日 1月28日（月）、2月20日（水）

開催時間 13：30～17：00

コースNo. 023

プログラム

ガイダンス（業界/企業/製作所に関する概要説明など）

ショールーム・製造ライン見学

若手/中堅エンジニアとの交流会（設計、要素技術開発など）

必須スペック 半導体に関する基礎知識を有する方

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 高周波光デバイス製作所  ／ 兵庫県伊丹市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、ITソ
リューション

開催日 1月23日（水）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 024

プログラム

ガイダンス(業界/企業/研究所に関する概要説明など）

技術展示コーナー・デモ見学

研究者との交流会（様々な分野で活躍している研究者と交流し、企業にお
ける研究活動を学んでいただきます）

懇親会

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、ITソ
リューション

開催日 2月4日（月）、2月25日（月）

開催時間 13：00～15：30

コースNo. 025

プログラム

【Aコース】
※B・C・Dコースとの併願不可

ガイダンス（企業／センターに関する概要説明）
※A・B・C・Dコース合同

ソフトウエア設計、LSI設計関連の職種紹介、エンジニアとの懇談会

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 設計システム技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

開催日 2月4日（月）、2月25日（月）

開催時間 13：00～16：45

コースNo. 026

プログラム

【Bコース】
※A・C・Dコースとの併願不可

ガイダンス（企業／センターに関する概要説明）
※A・B・C・Dコース合同

電子デバイス・モジュール、システム実装関連の職種紹介、エンジニアと
の懇談会

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 設計システム技術センター 生産技術センター コンポーネント製造技術
センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

開催日 2月4日（月）、2月25日（月）

開催時間 13:00～16:45

コースNo. 027

プログラム

【Cコース】
※A・C・Dコースとの併願不可

ガイダンス(企業/センターに関する概要説明）
※A・B・C・Dコース合同

構造設計、加工技術関連の職種紹介、エンジニアとの懇談会

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 設計システム技術センター 生産技術センター コンポーネント製造技術
センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス

開催日 2月4日（月）、2月25日（月）

開催時間 13:00～16:45

コースNo. 028

プログラム

【Dコース】
A・B・Cコースとの併願不可

ガイダンス(企業/センターに関する概要説明）
※A・B・C・Dコース合同

生産設計、設備開発関連の職種紹介、エンジニアとの懇談会

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 生産技術センター コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野
ビル、産業・FA、公共、エネルギー、交通、自動車機器、宇宙、通信、
半導体・ 電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、ITソ
リューション

開催日 2月6日（水）、2月28日（木）

開催時間 13：00～17：00

コースNo. 029

プログラム

【Eコース】
※A・B・C・Dコースとの併願可

ガイダンス(企業/センターに関する概要説明）

工場立上げ、ライン構築・改善、営業－設計－生産連携業務改善などもの
づくり業務の仕組みづくりに関連する職種紹介、エンジニアとの懇談会

VRを用いた設計-生産連携事例、ITを活用したデータ分析による生産現場
改善手法等のご紹介

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック 特になし

実習場所 生産技術センター  ／ 兵庫県尼崎市



事業分野 ITソリューション

開催日 2月6日（水）

開催時間 13:00～17:00（18:00～：懇親会）

コースNo. 030

プログラム

ガイダンス（企業／IT戦略室に関する概要説明）

職場見学

若手社員との交流会
(若手社員からの職務紹介・質疑応答を通じて、IT戦略室の役割・業務内容
等について理解を深めていただきます)

グループ討議
(ITを使って世の中がどう良くなるか(製品・サービスを提供できるのか)、
参加者同士で議論していただきます)

質疑応答

若手社員との懇談会（定時後）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック ITに興味のある方

実習場所 IT戦略室  ／ 東京都千代田区



事業分野 ビル、公共、エネルギー、交通

開催日 2月8日（金）、2月15日（金）、2月21日（木）

開催時間 13：30～16：30

コースNo. 031

プログラム

1．ガイダンス
①企業概要説明
②社会本事業概要説明
③プラ統「建設工事技術」の業務内容説明

2．若手エンジニアによる建設工事技術の説明
①建設工事現場における施工管理業務の説明(現場写真等により説明)
②施工図,施工計画書,その他資料による設計･計画業務の説明
③質疑応答

3．若手エンジニアとの意見交換

必須スペック 社会インフラ設備の工事（公共プラント等の施工計画･施工設計及び施工管
理）に興味のある方

保有が望ましいスペック ①コミュニケーション能力を有する方
②協調性に富み，チャレンジ精神旺盛な方

実習場所 プラント建設統括部 本社プラント建設部  ／ 東京都千代田区



事業分野 ビル

開催日 2月6日（水）、2月20日（水）、2月27日（水）

開催時間 13:00～17:30

コースNo. 032

プログラム
昇降機（エレベーター、エスカレーター）の据付業務全般の説明

若手担当者との交流会（国内、海外工事管理部門担当者が様々な質問に答
えます）

必須スペック 特になし

保有が望ましいスペック どんな課題に対しても前向きに取り組め、進んでコミュニケーションがとれる
明るい性格の方

実習場所 ビルシステム事業部（ビルシステム工事統括部）  ／ 東京都千代田区



2019年度夏季インターンシップ募集のお知らせ

三菱電機デザイン研究所では、学⽣の⽅々が在学中に企業で就業体験を積み、社会や企業に対する視野を広め、将来の
キャリア形成への意識を⾼めることを⽀援するために、下記のとおり「インターンシップ」を実施します。

募集要項

応募資格
⼤学⽣及び⼤学院⽣（博⼠課程を含み、全学年・全学部対象）

募集職種に関連する専攻・研究に従事されていること

実施期間 2019年8⽉20⽇（⽕）〜 8⽉30⽇（⾦）⼟⽇は除く

募集職種 プロダクトデザイン、インターフェースデザイン、
UXデザイン、サービスデザイン、デザインエンジニア

実施内容 デザイン研究所の各部署に在席し、社員と共にデザイン業務を体験いただきます。

実習場所 三菱電機株式会社 デザイン研究所（神奈川県鎌倉市）

応募⽅法

応募⽅法

応募⽅法などをご案内しますので、
2019年6⽉24⽇（⽉）17︓00までに下記宛先へご連絡ください。

三菱電機株式会社
デザイン研究所
開発戦略グループ
インターンシップ担当者

mail:idc̲official@rc.MitsubishiElectric.co.jp

ご連絡いただくメールには以下の項目を記載してください。
ご本⼈のお名前

ご本⼈の⼤学、学部、学科名、学年

担当教官のお名前

担当教官のご連絡先（⼤学の住所および電話番号、担当教官のメールアドレス）

デザイン系インターンシップ



インターンシップ中の待遇

交通費 会社負担

宿舎 ⾃宅からの通勤が困難な場合は宿舎を提供
（宿泊費・寮⾷費は会社負担）

昼⾷ 所定就業⽇の昼⾷は会社負担

荷物運送費 インターンシップに必要な物に限り、会社負担

実習⼿当 1,000円／⽇

災害保険 参加者各⼈で加⼊(詳細については、選考合格後に別途ご案内）



三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 三菱電機エンジニアリング株式会社

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

■本社（東京） ：東京都港区芝浦4-6-8 田町ファーストビル5F

■中部支社（愛知）：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル 6F

■関西支社（大阪）：大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス 5F

■九州支社（福岡）：福岡県福岡市中央区天神3-9-33 KG天神ビル6F

三菱電機グループでは、学生の方々が在学中に企業で就業体験を積み、社会や企業に対する視野を広めたり、将来のキャ
リア形成への意識を高めることを支援するために、「インターンシップ」を実施しています。

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

当社は幅広い事業領域を活かし、お客様にワンストップでICTサービスを展開しています。インターンシップではSE（シ
ステムエンジニア）の仕事を当社オリジナルのワークを通して疑似体験していただき、お客様のニーズをいかに満たすか
を本気で考えながら、職種・企業理解にも役立つ内容をご用意しています。

募集要項

実施期間 2018年12月～2019年2月末まで随時実施。（すべて1dayインターン）

募集テーマ 「AIにはマネできない。」～SE体感インターンシップ～ ※文理不問

実習場所

応募方法

応募方法 マイナビ2020よりエントリーをお願いします。その後、当社専用システムのご案内に移ります
ので、ご登録後、専用システムよりご希望の日程をご予約ください。

応募期間
各開催日の2営業日前まで予約可能です。
開催日は随時追加更新していきます。
募集中の日程については、マイナビ2020の当社ページをご確認ください。

インターンシップ中の待遇

交通費 自己負担

宿舎 なし

昼食 会社支給

実習手当 なし

国内グループ会社インターンシップ



災害保険 参加者各人で加入（任意）



三菱電機エンジニアリング株式会社

当社は、家電から宇宙まで幅広い事業を手掛ける設計開発会社です。電気電子設計・機械設計・ソフトウェア設計を体験
するとともに、先輩技術者と触れ合うことでキャリア形成の一助としていただきたいと思います。

募集要項

職場体験インターンシップ：名古屋事業所

実施期間 2019年2月4日（月）～8日（金）もしくは2月18日（月）～22日（金） 5日間 ※選択可

募集テーマ 三菱電機ＦＡ関連製品の開発設計業務を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 名古屋事業所（愛知県名古屋市）

職場体験インターンシップ：姫事事業所

実施期間 2019年2月4日（月）～8日（金） 5日間

実施内容 設計やものづくりの流れを体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 姫事事業所（兵庫県姫路市）

1日体験インターンシップ：SE事業部（ソリューション・エンジニアリング）

実施日程 東京：2019年2月6日（水）

実施内容 社会インフラ関連ビジネスにおけるシステム提案設計の体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 本社・SE事業部 （東京都千代田区）



1日体験インターンシップ：静岡事業所

実施日程 2019年2月15日（金）

実施内容 エアコンや冷蔵庫など身近な製品の開発設計体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 静岡事業所（静岡市）

1日体験インターンシップ：中津川事業所

実施日程 2019年2月13日（水）

実施内容 換気扇を構成する部品の機能理解と改良案の検討

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 中津川事業所（岐阜県中津川市）

1日体験インターンシップ：稲沢事業所

実施日程 2019年2月13日（水）、22日（金）

実施内容 エレベーター、エスカレーターの開発設計体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 稲沢事業所（愛知県稲沢市）

1日体験インターンシップ：伊丹事業所

実施日程 2019年2月5日（火）、7日（木）

実施内容 【機械系】人型ロボットの構造設計体験、【電気系】社会インフラ機器の回路設計体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 伊丹事業所（兵庫県尼崎市）

1日体験インターンシップ：和歌山事業所

実施日程 2019年2月12日（火）

実施内容 空調・冷熱機器の構造を理解し改善検討を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 和歌山事業所（和歌山市）

1日体験インターンシップ：神戸事業所

実施日程 2019年2月7日（木）、22日（金）

実施内容 インフラに関わるシステムの設計を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 神戸事業所（兵庫県神戸市）



1日体験インターンシップ：丸亀事業所

実施日程 2019年1月15日（火）、2月12日（火）

実施内容 配電盤の機能理解と部品工作作業を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 丸亀事業所（香川県丸亀市）

1日体験インターンシップ：福山事業所

実施日程 2019年2月8日（金）、22日（金）

実施内容 計測器（オシロ、スペアナ）による電子機器性能評価を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 福山事業所（広島県福山市）

1日体験インターンシップ：長崎事業所

実施日程 2019年2月25日（月）

実施内容 電子機器の設計を体験

実施場所 三菱電機エンジニアリング株式会社 長崎事業所（長崎県時津町）

応募方法

職場体験インターンシップ

当社ホームページ内のインターンシップページからエントリーしてください。
インターンシップマイページにて受付締切日までにエントリーシートを提出してください。
※受付締切日：名古屋事業所 1月6日（日）、姫路事業所 12月24日（月）

1日体験インターンシップ

当社ホームページ内のインターンシップページからエントリーしてください。
インターンシップマイページにて受付締切日までに申込してください。
※受付締切日はマイページにて確認してください。
※1日体験インターンシップはエントリーシートの提出はありません。



インターンシップ中の待遇

職場体験インターンシップ

交通費 全日程にかかる交通費を支給いたします。（当社規定の範囲内）

宿泊 遠方からご参加の場合、当社にて宿泊を手配します。

昼食 支給あり

実習手当 なし

災害保険 インターンシップに伴う傷害・賠償責任保険に各自で加入して下さい。

1日体験インターンシップ

交通費 支給なし

宿泊 支給なし

昼食 午前中から開始する場合は支給あり

実習手当 なし



三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

■本社 ：東京都港区芝浦4-13-23 MS芝浦ビル

■関西支社 ：大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

システムエンジニア（SE）の業務を体験していただき、多くの気付きを得ながら、チームでモノ作りする面白さと達成
感を味わっていただきます。また、先輩社員と触れ合うことで、将来の働くイメージを肌で感じていただきます。

募集要項

実施期間 2018年7月から2018年9月にかけて、1回3日間または5日間のプログラムを実施。ご都合の良い
日程にご参加ください。

募集テーマ 近未来に向けたITソリューションの提案プロジェクト

実習場所

応募方法

応募方法 リクナビ2020にてエントリーいただいた上で、希望する日程を予約してください。

応募期間 各回開始日の2週間前まで

インターンシップ中の待遇

交通費 会社負担

宿舎 実習先への通勤が不可能で、宿泊が必要な場合には応相談

昼食 所定就業日の昼食は会社負担

実習手当 なし

災害保険 参加者各人で加入(詳細については、別途ご案内）



三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社

テレビなどの身近な製品から、新幹線無線システム、衛星通信など社会を支える国家規模のプロジェクトまであらゆる分
野で中心的役割を担うMMS。業界トップクラスの技術力に触れる7つのプログラムを実施します。

募集要項

実施期間 2018年9月10日（月）～ 9月21日（金）【実日数 9日】

実習テーマ 仮想環境、クラウド環境を用いたアプリケーション開発

実習内容 仮想化・クラウド環境上でアプリケーションを作成し、検証作業を行うことでエンタープライズ
系ソフトウエア開発を疑似体験をする。

実習場所 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社：本社

応募方法

応募方法 リクナビにて当社にエントリーいただき、エントリーシートを入力してください。

応募期間 2018年8月20日（月）まで

インターンシップ中の待遇

交通費 会社負担

宿舎 実習先への通勤が不可能な場合は、応相談

昼食 現物支給

実習手当 あり

災害保険 参加者各人で加入



三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社

当社は、三菱電機の製品開発の一翼を担うソフトウェアエンジニアリング会社です。三菱電機製品に命を吹き込むソフト
ウエアを開発し、人々の快適な暮らしに貢献しています。基礎から流れを学べる、ソフトウエア開発職を体験いただきま
す。

募集要項

実施期間
募集テーマ
実習場所

こちら（PDF:311KB） をご参照ください。

応募方法

応募方法 リクナビ2020よりエントリーいただき、希望コースにご予約ください。

応募期間 各コース開催日の2週間前まで。
※応募状況により変更となる場合がございます。

インターンシップ中の待遇

交通費 会社負担（当社規定の範囲内）

宿舎 なし

昼食 支給あり

実習手当 なし



海外⼤⽣向けインターンシップ情報 実習テーマ⼀覧

三菱電機では、海外⼤に在学中の学⽣（理系）の⽅々に、当社⽇本国内拠点の技術系職種の仕事を体験いただき、実習を
通じて、社会や企業に対する視野を広げることや、将来のキャリア形成への意識を⾼めることを⽀援するために海外⼤⽣
向けのインターンシップを実施しています。

インターンシップエントリーの受付は終了いたしました。
たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。

※ 国内⼤学に在学中の⽅は、事務系インターンシップ、技術系インターンシップ、デザイン系インターンシップ、国内
グループ会社インターンシップへご応募ください。

※ 事務系職種に興味のある海外⼤に在学中の⽅は、事務系インターンシップへご応募ください。

海外⼤⽣向けインターンシップ情報

募集要項

実施期間 個別に調整のうえ、決定（1ヶ⽉程度を想定 ※⼟⽇除く）

実習時期 個別に調整のうえ、決定（2019年5⽉〜9⽉を想定）

実習内容 参加テーマごとに実習内容が異なります。詳細はテーマ⼀覧をご参照ください。

資格・対象
海外の4年制⼤学または⼤学院に正規留学されている⽅ ※交換留学⽣の⽅は対象外

実習に意欲的に取り組んでいただける⽅

実習場所 参加テーマごとに実習場所が異なります。詳細はテーマ⼀覧をご参照ください。

選考フロー

応募⽅法

1. CFNサイトへログインし、当社紹介ページ上の「BOSTON CAREER FORUM 2018」画⾯よ
り応募 

※応募にあたり、選考⽤の設問がありますので、ご回答ください。

2. 書類選考合格者のみ「BOSTON CAREER FORUM 2018」にて⾯接を実施 

※⾯接に参加いただく⽅については、⾯接前にWEB適性検査の受検や当社独⾃エントリー
シートの提出が必要となります。詳細については、対象者のみ別途ご連絡いたします。

3. ⾯接合格者へインターンシップの詳細なご案内

応募締切 ⽇本時間 10⽉29⽇（⽉）8:59（アメリカ東海岸時間 10⽉28⽇（⽇）19:59)

海外⼤⽣向けインターンシップ



インターンシップ中の待遇

交通費 会社負担（渡航費の全額を会社にて負担）

宿舎 会社にて⼿配（宿泊費・寮⾷費は会社負担）

⾷費 所定就業⽇の昼⾷は会社負担

貸与品 必要に応じ、作業着・靴・帽⼦を貸与

実習⼿当 実習に伴う発⽣経費の費⽤補填として1,000円/⽇を⽀給

災害保険 事前加⼊不要（詳細については、選考合格後に別途ご案内）



 海外⼤⽣向けインターンシップ（PDF:123KB） 

実習テーマ⼀覧

テーマ№ 001

実習テーマ IoTプラットフォームのソフトウエア設計製作実習

実習内容
三菱電機のIoTプラットフォーム(INFOPRISM)上でソフトウエアの設計製作を
実施していただきます。
※実習先部門の業務状況により、実習内容に変更が⽣じる場合がございます。

事業分野 公共

職種 ソフトウエア設計

実習場所 神⼾製作所  ／ 兵庫県神⼾市

実習先部門の役割 ⽔処理プラント、交通システム、有料道路システムなど公共プラント向け監視
制御システムの共通ソフトウエア・ハードウエア開発

該当専攻分野 情報通信 

応募条件

必須スペック IoT技術やAI(⼈⼯知能)に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック

ソフトウエア⼯学に関する知識を保有しており、プログラミングの経験を有す
る⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 002

実習テーマ 鉄道⾞両向け制御装置のシステム設計について

実習内容
鉄道⾞両向け制御装置（VVVF、CI、APS)の設計⼿法を学ぶ中で、機器の設計
だけでなく鉄道⾞両システムにおける省エネ技術についても取り組んでいただ
きます。

事業分野 交通

職種 電気設計、ソフトウエア設計、システム設計

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市

実習先部門の役割 鉄道⾞両向け制御装置（VVVF、CI、APS)のシステム設計

該当専攻分野 電気電⼦、機械 

応募条件

必須スペック 電気系または機械系専攻の⽅

保有が望ましい
スペック RAMS、Safety、国際規格、EMCの知識を有する⽅

語学⼒ ︓⺟国語レベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 003

実習テーマ 鉄道⾞両向けブレーキ制御特性シミュレーションの実習

実習内容 鉄道⾞両向けブレーキ制御の基礎を学習し、その後ブレーキ性能特性のシミュ
レーションを実施いただきます。

事業分野 交通

職種 システム設計

実習場所 伊丹製作所  ／ 兵庫県尼崎市

実習先部門の役割 鉄道⾞両向けブレーキのシステム設計と制御装置の⽣産設計

該当専攻分野 電気電⼦、機械、物理 

応募条件

必須スペック 鉄道事業に興味を有する⽅
Microsoft Office、特にEXCELでの関数プログラミングスキルを有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓⺟国語レベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 004

実習テーマ 受配電設備設計実習

実習内容
受配電システムの設計業務フロー(受注前〜受注後）を理解いただいた上で、
要求仕様から製品仕様への落とし込み、お客様への提案資料作成といった⼀連
の受注前業務の流れの実習を通して理解を深めて頂きます。

事業分野 産業・FA、エネルギー、交通

職種 電気設計

実習場所 受配電システム製作所  ／ ⾹川県丸⻲市

実習先部門の役割 受配電システムに関する海外顧客からの要求仕様書に基づく拡販提案⽤の技術
⽂書や⾒積書の作成

該当専攻分野 電気電⼦ 

応募条件

必須スペック 基本的な電気回路の知識を有する⽅

保有が望ましい
スペック Microsoft Office(Word／Excel)の基本操作を習得している⽅

語学⼒ ︓⽇常会話レベル ⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 005

実習テーマ Wi-Fiインターフェースによるエアコン制御の検討・評価について

実習内容 Wi-Fiとパブリッククラウドを⽤いたシステムによるエアコン制御の検証・評
価の実習に取り組んでいただきます。

事業分野 空調・冷熱

職種 システム設計

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市

実習先部門の役割 空調機システム制御開発

該当専攻分野 情報通信 

応募条件

必須スペック 情報システムの知識を有する⽅

保有が望ましい
スペック Wi-Fi通信またはクラウドシステムの知識を有する⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 006

実習テーマ 空調機⽤圧縮機の設計・開発について

実習内容
圧縮機の効率を改善するための仕様を検討し、検討したものを製作し、想定し
た改善効果がでるかどうかを実際の圧縮機を⽤いて検証することに取り組んで
いただきます。

事業分野 空調・冷熱

職種 研究開発、機械設計

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市

実習先部門の役割 業務⽤空調機に⽤いられる冷媒圧縮機の開発

該当専攻分野 機械 

応募条件

必須スペック 機械加⼯部品を⽤いて組み⽴てられた製品の開発に興味のある⽅

保有が望ましい
スペック

熱⼒学の基礎知識を有する⽅
冷凍サイクルの基礎知識を有する⽅

語学⼒ ︓⺟国語レベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 007

実習テーマ 海外向けルームエアコンの開発・設計実習

実習内容 シミュレーションを⽤いた新機種の仕様検討および試作機を⽤いた設計検証の
ほか、設計品質確認作業に取り組んでいただきます。

事業分野 空調・冷熱

職種

実習場所 静岡製作所  ／ 静岡県静岡市

実習先部門の役割 海外向けルームエアコンの仕様構築と量産化

該当専攻分野 機械 

応募条件

必須スペック 製品開発に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック

挨拶ができる⽅
元気のよい⽅
何でもやってみようという⼼意気をお持ちの⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 008

実習テーマ データ活⽤による海外拠点の改善活動について

実習内容

海外⼯場の⽣産性･品質改善活動の定着化､あるいは⽣産計画や製品在庫量の最
適化を⽀援するため､データ分析と課題抽出を実施していただきます。
※業務進捗状況により実習内容に変更が⽣じ、他の海外⽣産⽀援業務が実習内
容になる可能性があります。

事業分野 産業・FA

職種 ⽣産技術

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 FA機器の海外⽣産体制の企画・推進

該当専攻分野 情報通信、経営⼯学 

応募条件

必須スペック 経営⼯学に関する基礎知識を有する⽅
⽣産性、品質改善活動に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック Microsoft Office(Word／Excel)の基本操作を習得している⽅

語学⼒
︓⺟国語レベル
︓ビジネスレベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）
中国語



テーマ№ 009

実習テーマ 産業⽤機器の材料開発について

実習内容
産業⽤機器（インバーター、サーボアンプ、モーター）に⽤いる有機材料
（モールド樹脂、ケース⽤樹脂、接着剤他）や⾦属材料に関して、製品適⽤ま
での開発の流れの実習に取り組んでいただきます。

事業分野 産業・FA

職種 研究開発、⽣産技術

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 有機材料技術、絶縁技術、接着接合技術、⾦属材料技術、材料分析・新規分析
技術の開発推進

該当専攻分野 機械、化学 

応募条件

必須スペック 機械系または材料系専攻の⽅

保有が望ましい
スペック 材料系の基礎知識を有する⽅

語学⼒
︓⽇常会話レベル
︓⽇常会話レベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）
中国語



テーマ№ 010

実習テーマ 汎⽤インバーターの新製品開発について

実習内容

⼯場の⾃動設備、空調、⽔処理等の社会インフラ装置などで広く使⽤されてい
る汎⽤インバーターの新製品開発を実施していただきます。パワーエレクトロ
ニクス技術、電気回路技術を⽤いて要素技術検証を目的としたプロトモデル試
作、検証を通して新製品開発の上流段階に取り組んでいただきます。

事業分野 産業・FA

職種 電気設計

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 汎⽤インバーターのハードウエア設計

該当専攻分野 電気電⼦、機械 

応募条件

必須スペック 特になし

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓⽇常会話レベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 011

実習テーマ 海外拠点向け数値制御装置の技術サポート実習

実習内容 海外拠点の技術営業からの問い合わせや要望を受けて、関連する開発部門から
情報を集め、回答する技術サポート業務に取り組んでいただきます。

事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計、技術営業・⼯事技術

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割

⼯作機械に搭載される数値制御装置のソフトウエア開発。⼯作機械メーカーに
対し、⼯作機械に必要な数値制御装置、アンプ、モーター及びその他周辺機器
を組み合わせたシステム提案。⼯作機械メーカーおよび営業、サービスへの技
術サポート

該当専攻分野 電気電⼦、機械、情報通信 

応募条件

必須スペック ⾼いコミュニケーション能⼒を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 012

実習テーマ ACサーボモーターの開発・設計について

実習内容 先進の設計・製造技術を活⽤したACサーボモーターの電気的または機械的な
設計、解析、評価等を実施していただきます。

事業分野 産業・FA

職種 機械設計、電気設計、技術営業・ ⼯事技術

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 FA機器⽤サーボモーターの製品設計

該当専攻分野 電気電⼦、機械 

応募条件

必須スペック 電気系、機械系に関する基礎的な知識を有する⽅
モーターに興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓⽇常会話レベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 013

実習テーマ ⼩形PLCと周辺機器とのネットワーク技術について

実習内容
⼩形PLC（FA⽤コントローラー）へ増設装着するネットワークユニット
（Ethernet、OPC UA等）を使って、周辺機器との産業⽤ネットワーク通信技
術の実習を⾏います。

事業分野 産業・FA

職種 ソフトウエア設計、システム設計、品質保証・ 品質管理

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 ⼩形PLC⽤ネットワーク通信ユニット等の設計・開発

該当専攻分野 電気電⼦、情報通信 

応募条件

必須スペック 電気系・情報システム系専攻の⽅
Ethernet等のネットワーク技術に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック

Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
プログラミング（⾔語不問）の経験を有する⽅

語学⼒ ︓⽇常会話レベル
︓⽇常会話レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 014

実習テーマ 販促資料作成及び評価について

実習内容 ⼯場等で使⽤される産業⽤表⽰器の販促ツール（カタログ・マニュアル・動画
コンテンツ等）の企画、制作作業、翻訳作業を実施していただきます。

事業分野 産業・FA

職種 デザイン、原稿執筆、翻訳

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 ⼯場等で使⽤されるタッチパネル表⽰器のカタログ・マニュアル・動画・拡販
ツールの作成・評価

該当専攻分野 翻訳能⼒ 

応募条件

必須スペック FA機器に興味を有する⽅
技術⽂章を和訳・英訳したうえで分かり易い⽂章にまとめることができる⽅

保有が望ましい
スペック

Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅。
デザインや⽂筆に興味がある⽅。

語学⼒ ︓⺟国語レベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 015

実習テーマ 放電加⼯機の加⼯技術開発

実習内容
放電加⼯機の加⼯条件最適化を図るべく、技術資料の作成補助、開発業務補助
を通じて、ロバスト性の⾼い加⼯条件におけるノウハウを蓄積し、開発業務の
実習を実施いただきます。

事業分野 産業・FA

職種 電気設計、⽣産技術、加⼯条件開発

実習場所 名古屋製作所  ／ 愛知県名古屋市

実習先部門の役割 ⾦型や航空・医療部品等の製作に多⽤される放電加⼯機の加⼯技術開発による
加⼯性能向上

該当専攻分野 電気電⼦、機械 

応募条件

必須スペック ⼯作機械に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック Microsoft Office（Word／Excel／PowerPoint）の基本操作を習得している⽅

語学⼒
︓⺟国語レベル
︓ビジネスレベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）
中国語



テーマ№ 016

実習テーマ 量産ラインの⽣産性改善活動について

実習内容

製造ライン拡⼤のための実験・検証、あるいは作業製造現場で発⽣したトラブ
ル等の作業改善について、インテグレーション技術の視点から実習に取り組ん
でいただきます。
※実習先部門の業務状況により、実習内容に変更が⽣じる場合がございます。

事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 ⽣産技術

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 熊本県合志市

実習先部門の役割 ダイオード、IC製品（プロダクト）に関する諸事項及び製品技術（開発試作、
量産移管、量産管理、不良率低減）

該当専攻分野 電気電⼦、物理、化学 

応募条件

必須スペック 量産品⼯場のものづくりに興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

語学⼒
︓ビジネスレベル
︓⽇常会話レベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）
中国語



テーマ№ 017

実習テーマ 情報技術の開発について

実習内容 アルゴリズムやネットワーク構築、データ解析等により様々な製品・技術に繋
がるソフトウエアの開発を実施いただきます。

事業分野 ビル、産業・FA、エネルギー、交通、⾃動⾞機器、空調・冷熱、ホームエレク
トロニクス、ITソリューション

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市

実習先部門の役割 情報セキュリティ技術、データマネジメント技術、情報システム構築技術、組
込みシステム技術に関する研究開発

該当専攻分野 情報通信 

応募条件

必須スペック 情報系の知識及びプログラミング（C／Java／MATLAB等）の経験を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓ビジネスレベル 

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 018

実習テーマ マルチメディア技術の開発について

実習内容 映像、表⽰、⾳声・⾔語に関わる符号化・伝送技術、信号処理、誤り制御など
の開発を実施いただきます。

事業分野 ビル、公共、交通、⾃動⾞機器、ホームエレクトロニクス

職種 研究開発、ソフトウエア設計、システム設計

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市

実習先部門の役割 映像処理技術、表⽰技術、⾳声・⾔語処理技術、トータルセキュリティー技術
に関する研究開発

該当専攻分野 情報通信 

応募条件

必須スペック 映像/画像処理、データ分析、デジタル信号処理等の知識を有する⽅
プログラミング（C／Java／MATLAB等）経験を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 019

実習テーマ 光電波技術の開発

実習内容 電波、光波、超⾳波など波動に関わる技術の開発を実施いただきます。

事業分野 宇宙、半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市

実習先部門の役割 レーダーシステム技術、アンテナ技術、マイクロ波回路技術、レーザー・光学
技術に関する研究開発

該当専攻分野 電気電⼦、物理 

応募条件

必須スペック 電磁気学・電気回路・光学などの知識を有する⽅
ハードウエアの製作や評価に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 020

実習テーマ 通信技術の開発

実習内容 光通信、無線通信に関わる基盤技術、応⽤技術、システム技術の開発を実施い
ただきます。

事業分野 宇宙、通信

職種 研究開発、電気設計

実習場所 情報技術総合研究所  ／ 神奈川県鎌倉市

実習先部門の役割 光伝送技術、光通信システム技術、無線伝送技術
無線通信システム技術に関する研究開発

該当専攻分野 電気電⼦、物理、通信 

応募条件

必須スペック IP通信技術の知識を有する⽅
プログラミング経験を有する⽅

保有が望ましい
スペック 特になし

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 021

実習テーマ ⼤型構造物の構造解析

実習内容 ⼤型の磁気応⽤製品（MRI）に関わる構造設計・解析の実習に取り組んでいた
だき、製品開発の⼀連の流れを体感していただきます。

事業分野 公共

職種 機械設計、⽣産技術

実習場所 コンポーネント製造技術センター  ／ 兵庫県尼崎市

実習先部門の役割 磁気応⽤製品（MRI等）の製品開発と⽣産技術開発

該当専攻分野 機械 

応募条件

必須スペック 製品開発に興味を有する⽅

保有が望ましい
スペック Microsoft Office(Word/Excel)の基本操作を習得している⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 022

実習テーマ SiC開発品の評価実習

実習内容 開発中のSiCパワーデバイスの基礎電気特性評価に取り組んでいただきます。

事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発

実習場所 パワーデバイス製作所  ／ 福岡県福岡市

実習先部門の役割 SiCチップ（4インチ及び6インチ）の構造開発・プロダクト・テスト業務及び
エピ・基板技術に関する事項

該当専攻分野 電気電⼦、物理、応⽤物理 

応募条件

必須スペック パワー半導体のチップ開発について興味を有する⽅ 

保有が望ましい
スペック 半導体測定⽤の測定機器の利⽤経験を有する⽅ 

語学⼒ ︓⽇常会話レベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 023

実習テーマ 量産品種における品質改善について

実習内容

世界トップの⾚⾊半導体レーザー事業を⾏う開発・設計業務の⼀環として実習
に取り組んでいただきます。開発試作および量産品⽣産の中で製品特性が変動
したり、場合によっては突発的な特性異常が発⽣する場合があります。これら
に対し、より詳細なデータの取得や構造的解析、物理(理論)的解析を通じて原
因究明を⾏っていく実習に取り組んでいただきます。

事業分野 半導体・電⼦デバイス

職種 研究開発、⽣産技術、品質保証・品質管理

実習場所 ⾼周波光デバイス製作所  ／ 兵庫県伊丹市

実習先部門の役割 プロジェクター、レーザーTV、プロジェクションマッピングなどで使⽤される
RGB光源である⾼出⼒⾚⾊半導体レーザーの開発および⽣産性改善業務

該当専攻分野 物理

応募条件

必須スペック 半導体物理(バンド理論)に精通している⽅
レーザーに関する基礎知識及び物性物理や材料系に対する知識を有する⽅

保有が望ましい
スペック

半導体もしくは光学評価系機材を取り扱った経験を有する⽅
半導体加⼯経験を有する⽅
レンズ設計など、光学系に関する知識を有する⽅
国際学会での発表経験を有する⽅ 

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓ビジネスレベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 024

実習テーマ ⼤型映像表⽰機器の性能・品質評価について

実習内容

プロジェクター、LEDディスプレイなど⼤型映像表⽰機器の試作品評価におい
て、意匠構造部品の寸法、強度などを測定し、性能と品質の評価を実施してい
ただきます。
※業務状況により、実習内容に変更が⽣じる場合がございます。

事業分野 ホームエレクトロニクス

職種 機械設計

実習場所 京都製作所  ／ 京都府⻑岡京市

実習先部門の役割 ⼤型映像表⽰機器の製品開発における電気回路と意匠構造の設計

該当専攻分野 機械

応募条件

必須スペック 映像表⽰機器の製品開発に興味を有する⽅ 

保有が望ましい
スペック

Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅
3D-CADの基本操作を習得している⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



テーマ№ 025

実習テーマ レーザー光源の性能・信頼性評価について

実習内容

レーザーモジュールやバンクの開発、製造フォローにおける性能・信頼性評価
検討を通じ、信頼性設計⼿法への反映を目的とした要素別ロジックの確⽴に取
り組んでいただきます。
※業務状況により、実習内容に変更が⽣じる場合がございます。

事業分野 ホームエレクトロニクス

職種 ⽣産技術、品質保証・品質管理

実習場所 京都製作所  ／ 京都府⻑岡京市

実習先部門の役割 レーザー光源の開発、製造フォローにおける性能評価と信頼性設計⼿法構築

該当専攻分野 物理、品質⼯学・統計学

応募条件

必須スペック レーザー関連製品に興味を有する⽅ 

保有が望ましい
スペック Microsoft Office（Word／Excel）の基本操作を習得している⽅

語学⼒ ︓ビジネスレベル
︓⺟国語レベル

英語
⽇本語（外国籍の⽅の場合）



情報通信サービス会社

情報システムの企画設計、
ネットワーク・アプリケー
ションの構築・運営サービス
など

⼀覧を⾒る

エンジニアリング・
サービス会社

電機製品の修理・保守、ビル
の総合管理、システム事業分
野における開発など

⼀覧を⾒る

製造会社

電気・電⼦機器、半導体、各
種通信機器、FA機器などの
製造・販売など

⼀覧を⾒る

販売会社他
半導体、産業機器、情報機
器、電気・電⼦機器の販売、
施設・電気⼯事の請負など

⼀覧を⾒る

商品販売会社
家電品、電材品、住宅設備機
器、冷熱空調機器等の卸販
売、据付⼯事など

⼀覧を⾒る

三菱電機のグループ会社の新卒採⽤情報を業種からお探しいただけます。

国内グループ会社採⽤



情報通信サービス会社

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

株式会社三菱電機ビジネスシステム

新卒採⽤の応募を受付ている情報システムの企画設計、ネットワーク・アプリケーションの構築・運営サービスなど
のグループ会社の⼀覧を掲載しています。

国内グループ会社採⽤



エンジニアリング・サービス会社

⻄菱電機株式会社

三菱スペース・ソフトウエア株式会社

三菱電機エンジニアリング株式会社

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

三菱電機システムサービス株式会社

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社

メルコセミコンダクタエンジニアリング株式会社

メルコ・パワー・システムズ株式会社

メルテック・ビジネス株式会社

新卒採⽤の応募を受付ている電機製品の修理・保守、ビルの総合管理、システム事業分野における開発などのグルー
プ会社の⼀覧を掲載しています。

国内グループ会社採⽤



製造会社

稲菱テクニカ株式会社

甲神電機株式会社

島⽥理化⼯業株式会社

摂菱テクニカ株式会社

多⽥電機株式会社

株式会社デービー精⼯

東芝三菱電機産業システム株式会社

東洋電機株式会社

中⼭機械株式会社

⻑崎菱電テクニカ株式会社

三菱電機特機システム株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

三菱⽇⽴ホームエレベーター株式会社

三菱プレシジョン株式会社

ミヨシ電⼦株式会社

名菱テクニカ株式会社

メルコアドバンストデバイス株式会社

メルコ・ディスプレイ・テクノロジー株式会社

菱彩テクニカ株式会社

菱神テクニカ株式会社

菱電旭テクニカ株式会社

新卒採⽤の応募を受付ている電気・電⼦機器、半導体、各種通信機器、FA機器などの製造・販売などのグループ会社
の⼀覧を掲載しています。

国内グループ会社採⽤



菱電化成株式会社

菱電湘南エレクトロニクス株式会社



販売会社他

株式会社アイプラネット

株式会社北弘電社

九州三菱電機販売株式会社

株式会社弘電社

千代⽥三菱電機機器販売株式会社

三菱電機クレジット株式会社

三菱電機トレーディング株式会社

三菱電機保険サービス（株）

三菱電機ライフサービス株式会社

三菱電機冷熱機器販売株式会社

三菱電機冷熱プラント株式会社

三菱電機ロジスティクス株式会社

株式会社菱和

新卒採⽤の応募を受付ている半導体、産業機器、情報機器、電気・電⼦機器の販売、施設・電気⼯事の請負などのグ
ループ会社の⼀覧を掲載しています。

国内グループ会社採⽤



商品販売会社

三菱電機住環境システムズ株式会社

株式会社三菱電機ライフネットワーク

新卒採⽤の応募を受付ている家電品、電材品、住宅設備機器、冷熱空調機器等の卸販売、据付⼯事などのグループ会
社の⼀覧を掲載しています。

国内グループ会社採⽤
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