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『より多くの人と、感動を』
「今までにない感動を体験したい」というのは、

人類共通の想いです。
“パイオニアが提供する「商品」「サービス」を通じて、

より多くの人と、ともに感動を分かち合いたい”
パイオニアの企業理念「より多くの人と、感動を」には、

この想いが込められています。
お客様、社員、ビジネスパートナー、NGO、地域社会など、

あらゆるステークホルダーの皆様と
一緒によりよい社会にすることを目指しています。

このCSR報告書を通じて、
皆様との対話をさらに進めていきたいと考えています。

・企業理念・

・社 是・

・ 社会に奉仕すること

・ 社会から信用と尊敬を得ること

・ 開拓者精神を発揮すること

・ すべてに均衡を重んずること

・ 常に和を尊び協力一致すること
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1937年 〜 1949年 1950年 〜 1967年 1968年 〜 1979年 1980年 〜 1989年 1990年 〜 2007年 2008年 〜 2017年

創業の時代 成長の時代 発展の時代 拡大の時代 挑戦の時代 選択と集中の時代

パイオニア 80年の歴史
創業者の松本望は、海外製のスピーカーの音に感銘を受けました。

「日本の技術で、このような素晴らしい音を作りたい」そう思ったのが、パイオニアの始まりです。

試行錯誤を繰り返し、国産初のダイナミックスピーカーを完成させました。

パイオニアの80年の歴史は、その名が意味する開拓者の精神を信条とし、

世の中に感動を生む世界初の製品やサービスを展開してきた歴史です。

音のパイオニア誕生
独自の発想と設計によるダイ
ナミックスピーカー「A-8」を
完成。翌年、福音商会電機製
作所を創業。

音の総合メーカーへ
基盤整備
「パイオニア株式会社」に社
名を変更し上場。翌年、総合
音響メーカーとして世界初の
セパレートステレオを発売。

世界のパイオニアに躍進
国内販売体制と海外生産販
売体制を確立し、グローバル
に展開。世界初のコンポーネ
ントカーステレオなどでオー
ディオ業界での地位を確立。

AV（音と映像）への挑戦
光学式ビデオディスク「レー
ザーディスク」を開発。家庭用
LDプレーヤーに加え、業務用
LDカラオケで新たな楽しみ方
を拡げる。

世界に先駆ける技術で市場を創造
GPSカーナビゲーション、DVDレコー
ダー、大画面プラズマディスプレイ、HDD
カーナビゲーション、DJ機器、高精細プラ
ズマディスプレイなど世界に先駆けた商
品で市場を活性化。

新生パイオニアの船出
構造改革による事業の選択と集中、カー
エレクトロニクスを基幹事業と位置づけ。
次世代自動車・自動運転に対応した総合
技術の研究開発を進める。
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第一部　パイオニアの目指す姿と事業展開

会社概要

事業紹介（2018年３月期）

世界に広がるパイオニア製品・サービス
グローバルに事業を展開しているパイオニアは、各拠点と連携しながら、地域ごとのニーズに合った製品・サービスを提供してい

ます。

■ 売上高内訳

連結売上高
3,654億円

81.9%

18.1%

■ スピーカーデバイス
■ 光ディスク
■ 医療・健康機器関連
■ 有機EL照明
■ 自転車関連
■ ハイエンド音響機器
■ FA機器   　　　など

その他の事業：661億円
■ カーナビゲーションシステム
■ カーステレオ
■ カーAVシステム
■ カースピーカー
■ 情報サービス
■ 地図ソフト   　　　など

カーエレクトロニクス事業：2,993億円

地域別
売上高構成比

地域別
連結会社数

41.5%

21.0%

23社

10社
4社

36社

7.9%

     29.6%

日本 日本 その他地域  その他地域

北米

欧州

北米
欧州

売上高 3,654 億円 営業利益 12 億円

カーエレクトロニクス事業

その他の事業

世界初・業界初の製品を生み出してきた最先端の技術を活かし、市販事業、OEM事業において新しい価値を提案しています。 
また、将来の自動運転社会を見据え、様々な取り組みを進めています。

当社の強みである光学・音響・映像技術を活かしたスピーカーデバイス事業や光ディスク事業、医療・健康機器関連事業、有機
EL照明事業、自転車関連事業、ハイエンド音響機器事業などを展開しています。

市販事業 OEM事業 地図事業/自動運転関連

■ 車載機器の開発・製造・販売
■ 情報サービスの提供

■ 自動車メーカー向け車載機器の
　 開発・製造・販売

■ 地図事業の展開
■ 自動運転に関する技術開発

会社概要（2018年3月期）

創 　 業 1938年（昭和13年）1月1日
資 本 金 928億8,148万円（2018年3月末時点）
本 　 社 東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコート
売 上 高 3,654億円（連結）
社 員 数 16,798名（連結：2018年3月末時点）

有機ＥＬ照明 自転車関連 ハイエンド音響機器

医療・健康機器関連光ディスクスピーカーデバイス
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当社の成長と
持続可能な社会への貢献を両立し

グローバル社会から
選ばれ続ける企業を目指します。

パイオニアの企業理念「より多くの人と、感動を」には、当社の商品・サービスが提供する音と映像と情報を通じて、
性別・年齢・人種・国籍・障がいなどの壁を越え、より多くの人とつながり、さまざまな「感動」を共に分かち合いた
いとの想いが込められています。

企業には国連で採択された2030年に向けた「持続可能な開発目標（SDGs）」や日本政府が提唱するサイバー空間
（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させた「人間中心の社会」の実現に向け、新たな価値の創造が
求められています。

このような社会環境の変化に対し、現在、様々な業界が未来のモビリティ社会を見据えた取り組みを行っています。
パイオニアは、強みである創業以来の音、光の技術、また、カーナビゲーションで蓄積された情報サービスのノウハ
ウを集結し、自動運転社会に向けた競争力を強化することで、すべての人々のより快適、安心・安全な移動の実現を
提供するとともに、事業の成長と拡大を目指してまいります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

社是の具現化

第一部　パイオニアの目指す姿と事業展開 第一部　パイオニアの目指す姿と事業展開

トップメッセージ CSRに関する基本的な考え方

パイオニアグループのCSR※1は、社是（「社会に奉仕すること」「社会から信用と尊敬を得ること」
「開拓者精神を発揮すること」「すべてに均衡を重んずること」「常に和を尊び協力一致すること」）を企業活動の中で具現化し、 

社会の持続可能（サスティナブル）な発展に貢献していくことです。

企業活動にあたっては、グループ内の組織統治（ガバナンス）・人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行・消費者課題・コミュニティ
への参画とコニュニティの発展の７つの主題に関わる社会的責任を果たします。

 
事業活動にあたっては、製品・サービスの提供に際し、社会的課題の解決に向けて国連の定めた「持続可能な開発目標（SDGs※2）」

における17の目標の達成に貢献することを通して、企業価値と社会的価値の共通価値の創造（CSV※3）を目指します。

※1.CSR:Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任。
※2.SDGｓ:Sustainable Development Goalsの略。持続可能な開発目標。
※3.CSV:Creating Shared Valueの略。

3. SDGｓの目標達成への貢献
SDGｓ（Sustainable Development 

Goals、持続可能な開発目標）は2015
年9月に国連で採択された2030年に
向けての17の目標と169のターゲット
です。

2. ISO26000の活用
国際規格である「ISO26000」を活用し、体系的にCSR活動を推進しています。

詳細は、CSR経営の推進
（P12-13）をご覧ください。

目標  1. 貧困の撲滅
目標  2.  飢餓の撲滅など
目標  3. 健康・福祉
目標  4. 質の高い教育
目標  5. ジェンダー平等
目標  6. 水・衛生の利用可能性と管理
目標  7. 持続可能なエネルギーへのアクセス
目標  8. 包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用
目標  9. 強靱なインフラ、産業化、イノベーション
目標10. 国内及び各国間の不平等を是正
目標11. 持続可能なまちづくり

目標12. 持続可能な生産と消費
目標13. 気候変動への対処
目標14. 海洋・海洋資源の保全、持続可能な利用
目標15.  陸域生態系、森林管理、生物多様性
目標16. 平和で包摂的な社会の促進
目標17. 実施手段の強化、グローバル・パートナーシップの活性化
※17の目標の内容について、関係機関の和訳を参照に簡略化しました。

1. グループ企業行動憲章
パイオニアグループでは、企業理念の実現のための「行動憲章」
を頂点とするルール体系の整備を通じ、誠実な業務執行の体制
を確保しています。

パイオニアグループ企業行動憲章
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/code/charter.php

パイオニアグループ行動規範
社会的責任の自覚、職責に従った誠実な行動の判断基準
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/conduct/

パイオニアグループ規程
グループ全体に適用する共通ルールブック

2018年12月

代表取締役 兼 社長執行役員
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第一部　パイオニアの目指す姿と事業展開

事業を通じた新しい価値の提供

パイオニアはカーナビゲーションシステムのリーディングカンパニーとして長年蓄積してきたプローブデータ※1、最先
端のクラウド技術、通信型車載機器の開発技術に加え、地図データという当社の強みを活かし、ハードウエアとソフトウェ
アを組み合わせたテレマティクスサービスや法人向け運行サービスなどのソリューションビジネスを提供しています。

天気や時間、走行している場所、ド
ライバーの運転傾向により、発生する
事故の種類やリスクは異なるため、状
況によって注意しなければならない事
象は変化します。

先進運転支援システム「Intelligent 
Pilot」はデジタル地図データを活用し
た独自の「事故リスク予測プラットフ
ォーム」によりドライバーごとに事故の
リスクを予測、ドライブレコーダーなど
の通信型端末を用いてドライバーへの
注意喚起や警告を行います。

車両を利用する業務現場には、人手不足からくる長時間労働の問題や、ドライバー育
成の問題、事故等の企業リスクが存在します。
「事故削減」「巡回業務効率化」「行動管理」など、クラウド型運行管理サービス「ビーク

ルアシスト」が、車両運行業務に関わる様々な課題解決を支援します。

・ 注意喚起によ
り交通事故を
削減

・ 安全運転支援
による燃費の
改善

・ 注意喚起によ
り交通事故を
削減

・ 安全運転支援お
よび最適経路に
よる燃費改善

・ 巡回業務効率
化による生産
性向上

関連する
SDGs

関連する
SDGs

現在  自動車社会における安全・安心・快適への貢献

未来  自動運転社会実現への貢献

一般的に入手可能な情報
天気　事故発生地点　道路交通情報　道路・施設オープン情報　など

当社各種クラウド／サーバー
情報の収集・蓄積 → 分析
→ フィードバック情報の生成

個人端末
法人端末

車載情報端末スマートフォン・
タブレット 業務用カーナビ 

ゲーション 
システム

通信型ドライブ
レコーダー ミラー型テレマ

ティクス端末

市販カーナビゲーション
システム

ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたビジネスの概要

走行中の車から入手可能な情報※2

GPS位置情報  リアルタイム道路状況  走行履歴  個人の嗜好
運転傾向　急ブレーキ  ドライブレコーダー映像  など

ユーザーへのフィードバック※2

最適経路提案  リアルタイム渋滞情報  目的地画像データ  危険運転警告
おすすめ立寄地  音楽自動再生  各種レポート  など

※1 プローブデータ：自動車が走行した位置や車速などをネットワーク経由で蓄積したビッグデータ。統計処理などを施し個人情報が含まれない形で活用。
※2 端末・サービスによって、提供／入手可能な情報は異なります。

「Intelligent Pilot」のページ
http://intelligent-pilot.pioneer

業務用カーソリューションのページ
http://pioneer-carsolution.jp/

ドライバーと大切な人たちを
事故発生のリスクから守りたい
先進運転支援システム「Intelligent Pilot」

  法人向けクラウド型運行管理サービス
「ビークルアシスト」

車両業務の支援を通じて、人と社会に貢献

ニーズに合わせて選べる端末とサービス

他システム連携も自在

・危険運転注意喚起
・危険挙動通知メール
・月次集計レポート

・自動で日報集計
・行動履歴把握
・業務実績履歴

・訪問順最適化
・最適ルート
　ナビゲーション
・業務進捗管理

詳細は、自動運転社会
への貢献（P10-11）を
ご覧ください。

営業車

タクシー

配送

建築・産廃

およそ200m先、出会い頭
事故多発交差点です。
速度を落とし安全を確認し
ましょう。

注意喚起

これまで培ってきた光学技術やカーナビ
技術、地図製作子会社インクリメント・ピー
株式会社（IPC）の地図製作技術を集結し、

「３D-LiDARセンサー」や「自動運転用地
図」、両者を融合させた効率的な地図更新シ
ステム「データエコシステム」の開発を進
め、自動運転社会実現に貢献していきます。
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第一部　パイオニアの目指す姿と事業展開

事業を通じた新しい価値の提供

すべての人々がより「快適、感動、安心・安全な車での移動」を実現するために、当社は自動運転におけるキーテク
ノロジーの開発に取り組んでいます。

「交通事故」、「渋滞」、「交通弱者（高齢者など）の移動の不便」など、移動にかかわる社会的課題の解決に貢献
していきます。

3D-LiDARセンサーは、レーザー光で対象物までの正確
な距離を測定し、遠方や周辺の状況をリアルタイムかつ立
体的に把握します。当社では、2種類のスキャン方式（ラス
タースキャン方式、ヘリカルスキャン方式）をベースに、「望
遠LiDAR」、「 標 準LiDAR」、「 準 広 角LiDAR」、「 広 角
LiDAR」という4タイプの3D-LiDARセンサーの開発を進
めています。ラインアップ化により、様々な顧客ニーズに対
し最適な組み合わせを提案していきます。

近年、クルマの進化に伴い、通信を活用した情報サービスが身近になってきています。
自動運転の時代には、クルマ自身が自分で判断し走行をするために、今とは比べ物にならない、より多くの、より鮮度の高い情

報が必要となります。
当社では、自動運転車が効

率的に利活用できる自動運転
用地図の提供と、3D-LiDAR
との連携により地図差分更
新・配信を行う「データエコシ
ステム」の実現に取り組んで
います。

その実現により、車両から
の情報を活用して、常に最新
の自動運転用地図が低コスト
で維持できるようになります。

自動運転で「目」の役割を果たす３D-LiDARセンサーの開発 「自動運転用地図＆データエコシステム」の提供

自動運転のページ
http://autonomousdriving.pioneer/ja/

自動運転（適切な運転操作）
による交通事故削減

リアルタイム情報の活用など
による渋滞解消・緩和

関連する
SDGs

気候変動の緩和・適応・
影響軽減

交通弱者（高齢者など）の
移動支援

パイオニアの自動運転キーテクノロジー

ラスタースキャン方式
主に望遠・標準・準広角に活用 望遠・標準・準広角の

基本設計を共通化し、
レンズ変更のみでスキ
ャン範囲の変更が可能

ヘリカルスキャン方式
主に広角に活用 近距離・広範囲のセン

シングが可能な方式の
MEMSミラーを採用。
望遠・標準・準広角
LiDARでは難しい広範
囲の検知を実現

標準 LiDAR  
前方の移動物体の
検出／認知
他車両、オートバイ、
歩行者など

準広角／広角 LiDAR  
位置推定
周辺物体の検出／認知
一般道高精度位置推定
用の特徴点スキャン

望遠 LiDAR  
遠前方の監視
道路上の落下物検知

※1　MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）：微小電気機械システム
※2　IPC：インクリメント・ピー株式会社

③エコシステム

高性能・低価格・小型化
の実現

の役割
「周辺環境認識」
「自車位置推定」
「地図生成・更新」

高速道路・自動車専用道路から一般道への展開

標準化活動やアライアンス・国家プロジェクトを通し普及推進

地図とセンサーの両方の知識を活かした最適化を目指す

①LiDAR ②自動運転用地図

3D-LiDAR技術を活用した地図更新システムの実現

クラウド

収集／解析

差分更新

配信

活用

自動運転車両／
一般車両

地図整備車両

生成

未来  自動運転社会実現への貢献

3D-LiDARセンサー 自動運転用地図&
データエコシステム

カーナビゲーションで培った
ナビ技術

位置推定技術

ルート探索技術

プローブ

地図制作技術
（IPC※2)

地図整備/フォーマット/
コンテンツ

マッチング
【センシングデータ&

地図データ】

周辺環境認識 自車位置推定 地図生成・更新

光ディスクなどで培った
光学技術

レーザーディスク、DVDプレーヤー、
ヘッドアップディスプレイ

光ディスク技術

光IC/モジュール技術

信号処理技術

MEMS※1スキャナ技術

データベースデータベース 過去の履歴過去の履歴

♪

♪

パイオニアの技術にもとづく  Input

3D-LiDAR
センサー情報

自動運転用地図＆
データエコシステム

リアルタイム情報
（天気、交通、飲食店の情報など）

観光スポットの
情報など

サイバー空間（仮想空間）で想定される  Input

Output
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10  利用者視点に立った人間中心設計
12  修理の受付による廃棄物の削減

12  省資源と資源循環、化学物質の管理
13  地球温暖化防止

5  女性の活躍推進
8  障がい者の雇用促進

12  サプライチェーンマネジメント
16  組織統治（コーポレート・ガバナンス）、
　 公正な事業慣行

3  質の高い医療用電子聴診器の開発
4   身体で聴こう音楽会を通じた文化、
　 多様性への貢献
11   テラヘルツイメージングスキャナーを
　 使った文化財の保護
15  森林保全活動
17  国、大学、地域など様々な
　 ステークホルダーと連携

関連するSDGsの項目

お客様の満足と信頼を
得るために
ISO26000:消費者課題

豊かで安全な環境を
実現するために
ISO26000:環境

コミュニティへの参画と
コミュニティの発展

一人ひとりが
いきいきと働くために
ISO26000:労働慣行・人権

組織統治、
公正な事業慣行

社会とのコミュニケー
ションのために

お客様の満足と信頼を得るために品質
向上と利用者視点に立ったモノづくりを
推進しています。

地球環境を維持、改善し、次世代に引き
継ぐことが企業の使命の一つであること
を深く認識し、常に豊かで安全な環境の
実現に寄与するよう努めています。

「音・映像」「環境保全」「教育支援」を中
心に、積極的に社会貢献活動に取り組ん
でいます。

また、当社の技術を生かし、防災・減災、
医療・健康分野、文化財保護にも取り組ん
でいます。

社員一人ひとりが働きがいを高め、活
躍を推進し、競争力に変えるなど、新しい
価値を創造できる風土づくりに取り組ん
でいます。

持続的な企業発展を実現していく上で、
ステークホルダーの皆様との誠実な関係
を重視する当社グループでは、コーポ
レート・ガバナンス向上と公正な企業活
動を推進しています。

様々なステークホルダーとコミュニ
ケーションを行っています。

 P14-17  P18-19  P20-23  P24-27  P28-31  P32

すべてのステークホルダーに信頼され、
満足いただける企業になるために

ISO26000
７つの中核主題

お客様、社員、ビジネスパートナー、ＮＧＯ、地域社会など、あらゆるステークホルダーの皆様と一緒によりよい社
会づくりに貢献していくために、国際規格である「ISO26000」を活用し、７つの中核主題に関わる社会的責任を果
たします。

第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み

CSR経営の推進

組織

組織統治

人権

労働慣行消費者課題

環境公正な事業慣行

コミュニティへの
参画とコミュニティの発展
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中四国サービスセンター

関西サービス
センター

東北サービス
センター

● サービス
　 認定店

中部サービス
センター

横浜サービス
ステーション

千葉サービス
ステーション

札幌サービス
ステーション

東京サービス
ステーション

九州サービスセンター

安心と満足が得られる商品と
サービスを提供します。

パイオニアグループでは、品質保証理念として、 
「お客様の安心と満足が得られる商品とサービスを 
提供する」を掲げています。

より多くのお客様の安心、満足のために、「お客様の
声」に対して、品質保証部門とお客様サポート＆サービ
ス部門が連携し、改善に結びつけています。

「お客様の声」を改善に結びつけています。

全世界のお客様の期待に応えます。

■国内サービス拠点

■ 商品の安全性にかかわる、お客様や販売店様からの情報の流れ（概要）

品質保証部門 お客様サポート＆サービス部門
◆ 品質改善
・商品の品質や安全性に関わる情報をお客様や販

売店様から積極的に収集・分析し、継続的な品質
改善に努めています。

・安全性にかかわる情報は一括管理し、迅速に経営
トップに報告するとともに、お客様や販売店様に
対して、適切な情報提供を行っています。

・商品を販売する国・地域の法律や、国際規格、業界
基準などを収集・展開し、商品づくりに反映してい
ます。

◆ 日常の活動
・お客様や販売店様からの日々の問い合わせ内容を収集・分析し、

市場の課題を品質保証部門および商品企画事業部門へフィー
ドバックすることで、商品の改善に活かしています。

◆ 定期的な情報交換
・「お客様の声」という定期便を月次で役員と関連部門の部門

長、関連するすべての担当者に配信し、お客様からの生の声
を共有しています。

・商品企画事業部門と定期的に会合し、情報交換をしています。

お客様

グループ本社品質保証部門（調査）

対応窓口

品質保証担当役員ほか

品質特別委員会

重大な
安全問題への
緊急対応

製品担当品質管理部門ほか
（原因分析、対策処置）

販売店様

営業部門

フィードバック フィードバック

修理受付お客様 サポート
&サービス部門 相談窓口

北米統括会社
（USA）

東アジア統括会社
(中国)

アセアン統括会社
(シンガポール)

欧州統括会社
（ベルギー）

グローバルサービス統括

エリア別サービス統括

各国・各地域サービス体制

パイオニアサービスネットワーク株式会社
（日本）

米国
カナダ

中国
香港

アセアン地域
インド

欧州
ロシア

アフリカ 
オセアニア 
韓国 
台湾  
中南米
など

■グローバルサービス体制

■ 国内を対象とするお客様満足度調査（自主調査）の結果（2018年）
電話応答率　92.7%（2018年）

● 上記調査結果は、当社独自の満足度調査によるものです。
● 修理完了者総合満足度は、アンケートはがきおよびインターネットにて、部品受注センター満足度は、パーツに同梱されるアンケート用紙にて、複数の質問を選

択いただき、「良い」「まあ良い」「あまり良くない」「悪い」の四つの選択肢のうち、上位二項目（良い、まあ良い）の合計割合を満足度としています。
● それ以外の満足度は、電話応対終了後、自動音声応答を使用し質問に回答いただき、「大変満足」「まあ満足」「少しご不満」「かなりご不満」の四つの選択肢のうち、上位

二項目目（大変満足、まあ満足）の合計割合を満足度としています。

修理完了者総合満足度 90.0% カスタマーサポートセンター総合満足度 98.6%

修理受付窓口応対満足度 98.4% 部品受注センター満足度 82.5%

真心を込めたサポート&サービスを提供
■ お客様視点に立った電話対応 ■ 修理スピード向上への取り組み

カスタマーサポートセンター（国内）では、お客様の質問
を正確に把握するために、オペレーターの横には商品が操
作できる状態で置かれています。商品情報の提供や付加価
値の提案を行い、お客様満足度の向上を図っています。

年間約11.6万件(国内)の修理に対応しています。「修理
スピードの向上」への取り組みは、お客様から高い評価を
受けています。また、全世界でのカーOEM製品のサービス
体制の強化･充実や、新興成長市場に対するサービス体制の
強化・充実を図っています。

お客様サポートのページ
https://jpn.pioneer/ja/support/

第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み

お客様の満足と信頼を得るために
該当する

SDGs項目
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お客様に楽しく心地よく使っていただくための３つの柱

お客様の安心と満足のために、さらなる品質向上と
利用者視点に立ったモノづくりを
推進します。

パイオニアグループでは、品質目標の達成に向け商
品開発の初期（源流）段階から、問題点の早期発見と解
決を行う全社的なAPQP活動※1に取り組んでいます。

また、利用者視点に立ったモノづくり（人間中心設計
※2）を推進し、お客様に楽しく心地よく使っていただけ
るような驚きをユーザーエクスペリエンス（体験価値）
として提供するために挑戦を続けています。

人間中心設計の推進によるユーザーエクスペリエンスを提供します。

※1 APQP活動（Advanced Product Quality Planning：先行製品品質計画）
※２  人間中心設計：HCD (Human Centered Design)  

利用者の要求や利用時の体験を踏まえて、商品やサービスを開発するため
のプロセス

より高品位な商品を

より楽しく、より快適に

より多くのお客様に より使いやすく

感性品質の
向上

ユニバーサル
デザインの向上

ユーザビリティの
向上

人間中心設計
（HCD)

ユーザー
エクスペリエンス

の提供

品 質 管 理 に 関 す る 国 際 規 格 で あ る「ISO9001」
「IATF16949」に基づいた、品質マネジメントシステム
を構築し、PDCAサイクルを回し続けることで継続的
な品質改善に取り組んでいます。

また、医療・健康事業への参入にともない、「ISO13485」
を取得しています。

当社が取得している品質保証に関連した主な国際規格

● ISO9001 品質マネジメントシステム
● IATF16949 自動車産業品質マネジメントシステム
● ISO13485 医療機器の品質マネジメントシステム

APQP活動の4つのキーポイント
❶ 事後対処ではなく、予測予防
❷ チーム活動

❸ 現在の状況について、いつでも共有化されている
❹ しっかりしたコミュニケーション

■ 品質保証活動の考え方

APQP

人間中心設計

環境対応製品

技術革新

エコプロダクト

守りの品質 攻めの品質

社内プロセスの
完成度（レベル）を高める

● 品質コスト削減
● 遵法 公的規制
 環境規制
● 重大FS事故※3ゼロ
● 集中不良※4ゼロ

● お客様と感動を分かち合う

※3 重大FS事故：製品要因による火災・重傷病事故
※4 集中不良：特定の要因で多発する製品の市場不良　

■ 高品質な商品開発に必要とされるプロセス体制の構築

商品企画 設　計 生　産 販　売 サービス

教育
製品環境　公的規制　製品安全　解析技術

全社的なAPQP活動

フロントローディング（未然対応）重視
❶ 不良を作らない
❷ お客様の声を反映する

● サービス情報（修理）
● 営業情報（顧客対応、返品）
● お客様サポート＆サービス部門からの「お客様の声」
● インターネットの書き込み

人間中心設計
コンセプトの確立

デザイン部
HCD推進課

太田  智子

私はデザイン部で、人間中心設計の推進、ユー
ザーエクスペリエンスデザインを担当しています。

人間中心設計を進める際には、お客様に商品を
使っていただくシーンだけでなく、生活や文化、習
慣や価値観なども含め、ユーザーとなるお客様を
幅広い視点で理解した上で、実現したいユーザー
エクスペリエンス、そして商品やサービスのあるべ

き姿を描いていきます。そのため、調査やインタビ
ューを通してお客様の生の声をできる限り集め、
言葉や行動の背後に隠れているニーズを探るよう、
常に心掛けています。

これからも、世界中のお客様に寄り添い、より多
くのお客様に楽しく快適に使っていただける商品
やサービスを提案できるよう、努力していきます。

お客様の視点で新しい商品を提案します。INTERVIEWINTERVIEW

品質マネジメントシステムによる継続的改善活動

パイオニアのAPQP活動

■ 感性品質向上への取り組み
「見る」 「触る」 「聞く」を通じて実

際に感じられる商品の良さを感性品
質と定義しています。質感・精度感

（視覚）／手触り感・操作感（触覚）／
動作音など（聴覚）において品質の向
上を目指しています。

魅惑的なイルミネーション表現 車室内で存在感を放つカーナビゲーションシステム

■ ユニバーサルデザイン向上への取り組み
一人ひとりのお客様を理解し、「楽

しさ」「快適」「感動」を感じていただ
けるモノづくりを目指しています。
障がいの有無、年齢、性別、国籍など
を超えて、多様なお客様が快適に使え
るユニバーサルな使い勝手と、パーソ
ナルな楽しみ方を大切にしたモノづ
くりに取り組んでいます。

白内障の方の見やすさを考慮したデジタル地図 乗員に危険を知らせるデザインの先行研究

■ ユーザビリティの向上への取り組み
ユーザーテストを通して、現行商品

での使い勝手にお客様がお困りでな
いか、商品のどのような部分にその原
因があるのかを分析し、対策を講じて
います。様々な使用環境で使い勝手
に影響する要因を抽出し、課題の解決
にあたっています。

地図に表示される様々な要素のユーザーテスト 国内や海外での実装テスト

第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み

お客様の満足と信頼を得るために
該当する

SDGs項目
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パイオニアグループは地球環境を維持、改善し、次世代に引き
継ぐことが企業の使命の一つであることを深く認識し、常に豊
かで安全な環境の実現に寄与するよう努めます。

パイオニアグループは環境汚染の防止や、
省資源、省エネルギーに自ら強力に取り組む
とともに、「新たなエコで豊かな生活」を提案
し、感動をお届けすることを当社の使命と考
えています。

また、自然保護活動などへの支援・協力を
積極的に行うことにより、地球環境を維持し、
次世代に引き継いでいきます。

■ 3R推進協議会 会長賞受賞

■ 社内表彰制度

■ 一般財団法人 全国危険物安全協会 理事長賞受賞

■ 関東地区電気使用合理化委員会 最優秀賞受賞

■ 彩の国埼玉環境大賞 奨励賞受賞

十和田パイオニア株式会社は、3R推進協議会よりリデ
ュース・リユース・リサイクル推進の功労として平成29年
度 3R推進協議会 会
長賞を受賞しました。
平成16年度に続き2
度目の受賞となりま
す。

パイオニアグループでは、環境活動のさらなる
向上を目的に、環境保護活動に貢献した全世界の
事業所やグループ・個人を社内表彰する「パイオニ
ア環境貢献賞」と、環境保護に寄与すると評価され
た特許に与えられる「環境特許賞」を設けています。

東北パイオニア株式会社は、一般財団法人 全国危険物安
全協会より危険物安全管理や災害防止の活動に対し理事長
賞を受賞しました。

パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社は、関東地
区電気使用合理化委員会より電気使用合理化活動において
最優秀賞を受賞しま
した。

パイオニア株式会社 川越事業所は埼玉県より環境保全
活動に対し平成29年度 彩の国埼玉環境大賞 奨励賞を受賞
しました。

電機・電子業界では、パリ協定に基づき経団連が提唱する
低炭素社会実行計画による、 共通自主目標を設定し、業界全
体で温暖化対策に取り組んでおり、パイオニア（国内）も参加
しています。原単位※1を評価指標とし、2012年を基準に、
2020年の目標達成を目指して活動を推進しています。

パイオニアグループは事業所から排出される温室効果ガス
に関し、社内目標として売上高原単位で2010年3月期を基
準年とし、2020年3月期までに10％削減する目標を設定しま
した。

十和田パイオニア株式会社
事業推進部 事業企画室

畑山  健二

私が環境業務に関わり約１０年になりますが、
当初は環境保護活動の重要性や意識向上をどの
ように浸透させようかと悩んでおりました。

そこで、十和田パイオニアに根付いている５Ｓ※2

ＶＭ※3ツールの活用を原動力に真面目に取り組む
ＤＮＡで、「明るく楽しく成果も出す」をコンセプト
に活動した結果、環境意識も大きく変化し各方面
からの評価に繋がったのではないかと思っています。

環境保護の姿勢が企業評価に影響する時代が
到来しています。今後も、「感動を与える活動が
全国を駆け巡る」という夢を持ち、常に光輝く拠
点として活動していきます。

環境活動から見えてきたものINTERVIEW

環境保護活動
基本方針

8  社会貢献

7  環境教育

5  法規制の遵守

4  生物多様性の保全

3  化学物質の管理

2  省資源と資源循環

1  地球温暖化防止
方針

基本
姿勢

6  情報開示と
    コミュニケーション

日本政府

電機・電子業界「低炭素社会実行計画」

パリ協定

経団連「低炭素社会実行計画」

温室効果ガス削減の推移（全世界）
30
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環境活動に関する取り組みのページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/environment/

環境活動に関する「パイオニアグループ環境データ集」のページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/environment/data/

国内：最優秀賞
十和田パイオニア株式会社

海外：グッド・アクティビティ・アワード
左側）Pioneer Automotive Technologies, Inc.（米国）
右側）Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

パリ協定に向けての取り組み

受賞事例

社内の表彰
パイオニアグループの目標

2017年度表彰

※2.  ５S：職場環境の維持改善に用いられるスローガン。整理（Seiri）・整
頓（Seiton）・清掃（Seisou）・清潔（Seiketu）・躾（Situke）の頭文
字Sをとったもの。

※3.  VM（Visual Management）：生産現場や事務現場において目で見
る管理ができる仕組みづくり。

INTERVIEWINTERVIEW

※1. 原単位：生産に必要なエネルギーや温室効果ガスを売り上げなどで割った数字

第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み
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「音・映像」「環境保全」「教育支援」を中心に、
積極的に社会貢献活動に取り組んでいます。 ポール・マッカートニー氏の

日本公演全日程に
ボディソニックを設置

パイオニアの持つ技術、経験、ノウハウを活かし、「音・映像」「環境保全」「教育支援」を中心に、社会貢献活動に取り組
んでいます。また、福祉活動・災害支援(マッチングギフト)など、地域社会の要請を考慮した様々な分野の活動も行って
います。今後も、企業理念「より多くの人と、感動を」のもと、社員一人ひとりが積極的に参加する社会貢献活動に取り組
み、豊かな社会の実現を目指します。

他企業様とボディソニックを使用した地域貢献

海外拠点での環境保全活動環境保全

2017年4月25日から日本武道館、東京ドームで行われた「ポール・マッカート
ニー ONE ON ONE JAPAN TOUR 2017」に、ボディソニックを機材提供しま
した。

これは、マッカートニー氏の「聴覚に障がいのある方もコンサートに招きたい」と
いう意向を受けた聴覚障害者団体からの依頼により実現しました。参加者からは、

「ボディソニック席のおかげで素晴らしい公演を堪能できました。ポールのギター
がよく伝わり、人生初のライブは最高でした」との喜びの声をいただきました。

トヨタ自動車株式会社様

香港での清掃活動

2017年12月23日、当社と同じ文京区に東京本社を置くトヨタ自動車
株式会社様の１階ロビーホールにて、第44回トヨタロビーコンサートが
開催され、ボディソニック５台を設置させていただきました。近隣の障が
い者施設の利用者など、約400名が演奏を楽しみました。

2017年10月に香港にある現地法人（Pioneer (HK)Ltd.）の社員23名
が、香港の環保生態協会「Eco Association Limited」と、慈善団体であ
る東華三院(Tung Wah Group of Hospitals)に通う生活困難な子供達
と一緒に、希少動物である中華ピンクイルカの生息地を清掃活動し、保護
教育を受講しました。また、この慈善団体に対して、寄付を行いました。

Pioneer (HK) Ltd. 
経営管理

ウイリアム・ウォング・ケー

私は、Pioneer (HK) Ltd.（以下、PHK）に入
社して14年目です。入社当時、PHKでの社会貢
献活動が始まりました。

それ以来、活動の企画と運営を担当しています。
この活動では毎年、香港や深圳地域の皆様に

社会貢献に目を向けていただくとともに、パイ
オニアを知っていただく貴重な機会だと考えて

います。
また活動を通じて私自身、パイオニアは地域

社会に根ざした会社だと実感しています。
これからも、多くの皆様にご協力を頂きなが

ら、参加した皆様にとって、楽しく、充実したも
のになるよう、継続的な社会貢献活動を実施し
ていきます。

香港や深圳地域の皆様の笑顔のために

パイオニアの森
2005年に埼玉県農林公社と協定を結び、同県鎌北湖近くにある2.4ヘクタール

の桧の森を「パイオニアの森」と名付けました。社員と家族の間伐や枝打ちなどの
作業により、明るく緑あふれる立派な森へと成長させてきました。今後も子供たち
の自然体験教室など、この森を利用した活動を充実させていきます。

INTERVIEW INTERVIEWINTERVIEW

©MPL Communications / MJ Kim

教育支援
ものづくり教室

ものづくりの楽しさを体験してもらう活動を積極的に行っています。2017年
度は7回開催し、117名の参加がありました。「紙工作スピーカー教室」では、音の
原理やスピーカーの仕組みを勉強した後、実際に子どもたちが紙製のスピーカー
作りに挑戦します。自分で作ったスピーカーから音が出た時の感動を伝えていき
たいと考えています。

グッドデザイン・ベスト100を受賞
「身体で聴こう音楽会」が、2018年度グッド

デザイン・ベスト100(主催：公益財団法人日本
デザイン振興会)を受賞しました。

聴覚に障がいのある方のために、全身で聴く方法を開発したという「体験の
デザイン」と、長く継続して開催を続けている「社会貢献活動のデザイン」、２つ
の視点で高く評価されました。

音・映像
身体で聴こう音楽会

パイオニアを代表する社会貢献活動のひとつとして、1992
年より定期的に開催しています。

創業者の松本 望が考案した「ボディソニック」を使い、音を
振動として身体に伝えることで、聴覚に障がいがある方も一
緒に音楽をお楽しみいただける音楽会です。

社会貢献のページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/contribution/

ロゴマーク
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国、地域社会、大学など様々なステークホルダーの方と
連携し、よりよい社会づくりに貢献していきます。

パイオニアグループは、私たちの持つ技術を、様々なステークホルダーの方とともに、防災・減災、医療、文化財保護
など幅広い分野で活かしております。これからも、よりよい社会づくりに貢献していきます。

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 救急集中治療医学と、呼吸音の収集・解析・可視化に関する共同研究を進めて
います。その成果の一部として、電子聴診器U10シリーズを開発し、2016年10月に、第三者認証機関から管理医療機
器※4としての認証を受けました。これからも、聴診支援技術の実用化に向けた研究開発をはじめ、音響技術やセンサー
技術を活用し、医療現場の様々なニーズに応える研究開発に取り組んでいきます。

■ テラヘルツ波の特徴

■ 小型軽量なテラヘルツイメージングスキャナーシステム

■ テラヘルツイメージングスキャナーシステムの活用例

車両による移動手段の確保は、被災状況の把握に始まる復
旧・復興活動の迅速化の決め手になります。車両はわずかな
段差、土砂、雪だまり、冠水によって走行が不可能になり、引き
返しや迂回を余儀なくされ、また無理に走行すると走行不能

になって新たな問題を生むこともあります。災害時でも、物資
や人員をできるだけ安全、確実かつ迅速に目的地へ届けるた
め、被災地を走行する車両の協力を得て「通行できた」実績を
共有して通行可能なルートを提供しています。

テラヘルツ波は、100 GHz～10 THz近傍の周波数の
電磁波で光と電波の特性を兼ね備えており、布や紙、木、
プラスチックを透過する一方、金属や水は透過しないと

いう特徴を持ち、非破壊検査分野やセキュリティ分野な
どへの応用が期待されています。

当社のシステムは、小型で軽量な本体部とヘッド部、高精度なスキャンメカニズムで構
成されており、様々な大きさや形状の絵画を計測できます。本システムを使うことで、従
来は作品から微量のサンプルを切り出して顕微鏡で観察するしかなかった作品の断面構
造も、作品を破壊することなく、かつ非接触で画像として取得することが可能です。

1997年にユネスコ世界遺産（文化遺産）に登録されたエストニアの首都タリン市旧市街
にあるニグリステ国立美術館の所蔵品の科学調査に活用され、バーント・ノトケ（Bernt 
Notke）作「死の舞踏（Danse Macabre）」（ニグリステ国立美術館所蔵）などを調査しま
した。本調査は、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の国際連携活動として行わ
れたものです。本調査により、絵画層と考えられるキャンバスが複数の層からなることが
明らかになり、今後、1960年代の修復の手法と効果の検証に役立てられます。

今後も世界各国の貴重な文化財の計測・調査に携わり、文化財保護に貢献していきます。

防災・減災に活用できる
車両通行実績データの提供

文化財保護のための計測・調査に
テラヘルツイメージングスキャナーシステムを活用

医師や医療従事者のユーザビリティを考慮し、
クリアな聴診音を実現した医療用電子聴診器の開発

特定非営利活動法人 ITS Japan※1がWebで公開した、大規模災害発生時
に実際に通行できたルートを地図上に表示する「乗用車・トラック運行実
績情報」に、当社が収集しているプローブデータ※2を提供しました。※3

⃝2011年３月～ 
　東日本大震災
⃝2016年４月14日～ 
　熊本地震
⃝2016年6月16日～ 
　北海道内浦湾での地震
⃝2016年10月21日～ 
　鳥取県中部での地震
⃝2016年12月28日～ 
　茨城県北部での地震
⃝2018年6月18日～ 
　大阪府北部での地震
⃝2018年7月8日～ 
　西日本での豪雨
⃝2018年9月6日～
　北海道胆振東部地震

※1. 特定非営利活動法人 ITS Japan：新しい産業や市場を作り出す可能性を持つITS（高度道路交通システム）の普及活動を行っている。
※2.  プローブデータ：プローブ交通情報とも呼ばれ、自動車が走行した位置や車速などの情報を用いて生成された道路交通情報のこと。一台一台の自動車をセンサーとして活用す

ることで、リアルタイムに精度の高い膨大な量の情報を収集することが可能。
※3.  特定非営利活動法人 ITS Japanへプローブ情報を提供した協力会社：
　　 本田技研工業株式会社、パイオニア株式会社、トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、富士通株式会社、いすゞ自動車株式会社、ボルボグループ（UDトラックス株式会社）

※4. 管理医療機器：医療機器の分類で、不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられる医療機器。

プローブデータ活用サービス　災害時通行実績データの特長ページ
https://jpn.pioneer/ja/biz/probedata/traffic_data/

研究開発のページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/crdl_design/crdl/

「通行できた」ルート情報のビッグデータを共有し、復旧･復興に活用

当社がプローブデータを提供した事例

医師の監修のもと、握りやすさや操
作性、イヤホン装着性、堅牢性など、
ユーザビリティを考慮した形状と、医
療機器に相応しい白を基調としたデザ
インを採用しました。

医師や医療従事者の
ユーザビリティを考慮した
デザイン

取得した生体音データを無線で端末
に送り、専用アプリケーションを使っ
て、表示・保存・再生を可能とするなど、
現場の多様なニーズに応えます。

専用アプリケーションで
生体音データを表示・
保存・再生

被災地・被災者への支援について
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一人ひとりの働きがいを高め、
活躍を推進し、
競争力に変えていきます。

パイオニアグループは、年齢・性別・国籍に関わらず、
プロ意識を持った多様性に富んだ社員がいきいきと働
き、新しい価値を創造できる風土づくりに取り組んでい
ます。働き方に柔軟性を持たせる制度施策はもちろん、
キャリア教育をはじめとする人材育成、そして社員の心
と健康のサポートを行うなどの社員への支援により、多
様なバックグラウンドを持った社員一人ひとりの働き
がいを高め、その活躍を促進し、企業の競争力に変えて
いきます。

Be Diverse!

性別

国籍

年齢

ワークスタイル

ライフスタイル

個　性

知識・スキル

経　験

趣味・価値観

プロ意識を持った多様性に富んだ社員が
イキイキと働くことで、新しい価値創造を生む！

キーワードは ３Ｃ
Positive Challenge, Productive Chemistry, 

Open Door Communication

パイオニアは、社員の育児・介護と仕事の両立支援のた
めの取り組みを積極的に推進しています。

育児との両立においては、厚生労働省より付与される次
世代認定マーク（愛称「くるみん」）を2007年から継続して
取得。介護との両立においては、介護離職を避けることを

目的に、介護セミナーの実施を行っています。
また、両立支援制度の理解と、制度を利用しようとする

人に対するハラスメントの防止を目的にeラーニングや社
員アンケートを実施し、両立に向けての環境整備をしてい
ます。

パイオニアでは、多様な人材の活躍を支援する教育プロ
グラムを豊富に用意しています。業務に必要なスキルの
習得はもちろん、ライフステージに合わせたキャリア教育

や自己啓発プログラムで、社員の成長とキャリア形成を支
援します。

柔軟な「働き方」と「休み方」の
提供は、社員の「働きがい」や「創
造性の発揮」につながります。

パイオニアは有休消化率75％
と、社員のワーク・ライフ・バラン
スを重視しています。

パイオニアは、社員の健康管理について、安全衛生面での
配慮のみならず、人と企業を伸ばす視点において、経営の重
要な課題として各種の施策に取り組んでいます。とりわけ
メンタルヘルスケアは予防中心型の取り組みを推進し、社
員を対象としたセミナーの開催、啓発を目的としたリーフ
レットの配付、健康管理室の充実、さらに「メンタルヘルス
職場復帰プログラム」など、様々な施策を展開しています。2018年4月末の女性管理職比率は3.2％です。2021年3月

末までに3.8％にすることを目標に以下に取り組んでいます。
① 女性社員のキャリア形成への意識醸成
② 管理職の女性部下育成に関する意識啓発
③ 在宅勤務制度の対象範囲の拡大

パイオニアは、企業の社会的責任を果たすとともに、多
様な人材の活用を図っていくために、障がい者雇用に取り
組んでいます。今後は積極的な雇用はもちろん、グループ
全体で職域の拡大に努めてまいります。

育児・介護と仕事の
両立支援の一例

育児支援のための職場復帰プログラム座談会の様子 介護セミナーの様子

⃝フレックスタイム制
⃝有休・半休
⃝時間単位有休
⃝在宅勤務制度　

⃝フレックスバケーション（5稼働日連続の有休）
⃝短時間勤務制度（育児・介護）
⃝リフレッシュ休暇（35歳・45歳・55歳での長期有休）

● 社員一人ひとりが活躍するために必要な能力を開発する
● 成長戦略実現のため、チャレンジし、やり切る人材を育成する
● 企業価値を高め、組織をリードする経営幹部を育成する

人材育成体系図

人材育成方針

人事施策 業務（OJT） 自己啓発教育・研修（Oｆｆ-JT)

ダイバーシティ推進

メンター制度

アセスメント制度・キャリア支援

評価・処遇

目標管理制度

ジュニアリーダー制度

トレイニー制度

改善・提案制度

基本姿勢（CSR・キャリア形成）

マネジメント（階層別・役割別）

グローバル人材育成

業務遂行スキル・知識

通信教育

TOEIC・中国語検定

資格取得

eラーニング

部門教育人員配置・ローテーション

⃝メンタルヘルス研修の開催
⃝メンタルヘルス職場復帰プログラム
⃝産業医による各種健康セミナーの開催　
⃝産業医による面談・相談
⃝有休取得の促進

パイオニアの働き方・休み方の選択肢

パイオニアの健康管理に関する施策

社長室長 兼 
CSR担当・ダイバーシティ推進担当

須藤  由紀子

ダイバーシティ推進は、当社のさらなる成長
にとって大変重要なテーマです。当社では、年
齢・性別・国籍を問わず、プロ意識を持った社
員が互いの個性や価値観を活かし価値創造して
いけるよう、制度・育成面の環境整備に取り組
んでいます。人生100年時代といわれる今、自
分自身の人生設計をどうしていくのかというこ

とが今まで以上に求められる世の中になってい
くと思います。主体的に「働き」、「休み」、「学
ぶ」。その積み重ねが、よりよい成果を生むと考
えています。企業としてどう社員に寄り添いそ
の活躍を支援していくのか、今後も未来を見据
えながら、「働きがいと活力溢れる」企業を目指
します。

INTERVIEW
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障がい者雇用の推移（パイオニア株式会社）女性管理職数および基幹職数推移（出向者を含むパイオニア籍社員）

育児・介護と仕事の両立支援

働き方に柔軟性を持たせる制度施策

人材育成

社員の心と健康サポート

女性の活躍推進 障がい者の雇用促進

多様性をパイオニアの成長に繋げていきます。INTERVIEW INTERVIEWINTERVIEW
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パイオニア株式会社 川越事業所は、パイオニアの主力事
業であるカーエレクトロニクスを中心とした研究開発、企
画、設計、製造、品質保証までの機能を有しており、パイオ
ニアグループのものづくりにおける全世界のセンター拠点
と位置付けられています。

川越事業所は多くの従業員が働いているため安全衛生に
ついては特に注意を払っています。

安全衛生の強化には経営層の関与が不可欠なため、役員
の実地による現場の安全確認を行っています。

製造ラインでは、現場で作業者が危険と感じていること
を吸い上げ、マネージメント層が対策を講ずるという全員
参加型の「作業者の声」活動を実施しています。

また「安全は5S※2から」の掛け声のもと、5S委員による
5S点検も毎月実施しています。

⃝グローバル安全衛生委員会
安全衛生に関しては、各社、各事業所ご

とに取り組んでいましたが、グループ全体
でより高い活動を行うために、2018年６
月に社長直轄のグローバル安全衛生委員
会を立ち上げました。

グローバル安全衛生委員会は「快適で安
全な職場環境の実現」と「危険または健康
障害を防止」することを目指して、グルー
プ規程の整備、グループ各社・各拠点での
安全衛生に関する取り組み状況の確認、教
育コンテンツの提供支援などを行います。

また、年2回（春・秋）開催される委員会
では、安全衛生の重要性をより深く意識付
け、共有するとともに、情報交換を通してお
互いに取り組みレベルの向上に努めます。

生産性向上とワーク・ライフ・バランスに向けた取り組み
柔軟な働き方の選択肢の提供を通じて、様々なライフスタイルを持つ社員の「働く意欲の向上」や「ワーク・ライフ・

バランスの向上」を促進し、会社としての「生産性の向上」に繋げていきます。

役員による現場視察の様子

治療と仕事の両立支援に向けたセミナーの様子

「作業者の声」のＶＭ※3の様子 5S点検の様子

パイオニアでは、「安全と健康を守ることはすべてに優
先する」を安全衛生に対する基本的な考え方として、パイ
オニアグループ全体を統括管理するグローバル安全衛生

委員会を中心として、社員のみならずパイオニアに関わ
るすべてのステークホルダーの方々を対象に安全衛生活
動に取り組んでいます。

…

… … …

社  長

グローバル安全衛生委員会

国内
統括安全衛生
管理責任者

北米
統括安全衛生
管理責任者

アジア
統括安全衛生
管理責任者

グループ各社および各拠点の安全衛生委員会

パイオニアは、治療と仕事の両立支援もダイバーシティの一環であり、大切
なテーマであると考えています。既に、本人が希望すれば治療をしながら安心
して仕事を続けるための各種両立支援制度がありますが、重要なことは、制度
が利用しやすい職場風土づくりと考えています。労使で協力して勉強会を開く
など、更なる制度の充実と共に、治療と仕事の両立が実現しやすい職場づくり
に今後も取り組んでいきます。

「お互いさま」職場づくり ～治療と仕事の両立支援～

子どもと過ごす時間が長い方が、その後の親子関係にも良い影響を与えるという話を伺
い、育児休職の取得※1を決意しました。休職を取得するにあたり、私が担当する仕事の一部
を後輩に任せたところ、滞りなく仕事が進み、その後輩は休職復帰後にはすっかり独り立ち
していました。

後輩にとっても良い経験になったと思います。
育児の大変さを知り、それを毎日してくれる妻と今回の経験を実現させてくれた職場の皆

さんへの感謝の気持ちも忘れないようにしたいと思います。
※1. 育児休職取得期間：有給休暇8日、慶弔休暇5日、育児休職に替わる特別有給休暇5日で約4週間。

※2. ５S：職場環境の維持改善に用いられるスローガン。
　　 整理（Seiri）・整頓（Seiton）・清掃（Seisou）・清潔（Seiketu）・躾（Situke）の頭文字Sをとったもの。

研究開発部  
第3研究部　研究2課
小林  透 

育児や介護、その他様々な場面で周囲のサポートが必要となった時に、お互いに「お互いさま」と言い合える職場づくりを
目指しています。

パイオニアは、社員が安心して働くことができる、安全で衛生的な職場の確保に取り組んでいます。

「お互いさま」職場づくり ～育児休職の事例～

安全衛生への取り組み

■ 職場、家族への感謝の気持ち

■ 安全衛生に対する基本的な考え方 

4児の母です。子どもの通院や授業参観など日中に短時間の用事がある日や、業務都合で
定時後も仕事をする必要がある場合に、在宅勤務を利用しています。

在宅勤務制度により時間のやりくりがしやすくなり、育児の時間的制約と働きたい気持ち
との葛藤がなくなりました。また、仕事の幅が広がり、子育て期間中のキャリアプランの不
安も減りました。

育児と仕事の調和が取れることで心のゆとりや充実感がうまれ、仕事に対するモチベー
ションの向上にも繋がっています。

技術開発部  
機能開発部  評価技術部1課
高尾  愛子 

2017年6月に導入した「在宅勤務制度」は、育児や介護と仕事の両立に役立つ手段の一つであり、多様な人材の能力発揮に 
つながる新たなワークスタイルです。

「お互いさま」職場づくり ～在宅勤務の事例～

■ 時間のやりくりで、仕事も育児も諦めない 川越事業所の事例
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持続的な企業発展を実現していく上で、
ステークホルダーの皆様との誠実な関係を重視する
当社グループでは、以下の取り組みを実施しています。

当社は、機関設計として「監査役会設置会社」を採用して
います。取締役会において執行役員を選任し、取締役会の
監督の下、事業推進上の重要課題について迅速な意思決定
などを行う「経営執行会議」を設置しています。これにより、
取締役は全社的な視点から意思決定機能および監督機能に
特化し、執行役員はその業務執行機能を強化することで、

コーポレート・ガバナンスの向上を図っています。
取締役については、高い独立性を有する社外取締役を複

数選任し、取締役会の監督機能を強化しています。
監査役会は、半数以上が独立性の高い社外監査役で構成

されており、取締役の職務執行に対する監査を行っています。

主な会議体の開催回数は以下の通りです。

組織統治（コーポレート・ガバナンス） 2017年度のレビュー

株主総会

〈パイオニアグループ規程〉

会計監査人

監査役会
監査役３名

（うち社外監査役２名）

執行役員
13名

特別委員会
（委員長：社外取締役）

（委員長：社外取締役）

内部統制委員会
（委員長：代表取締役）

取締役会
取締役８名

（うち代表取締役１名）
（うち社外取締役２名）

経営執行会議監査部

ビジネス・エシックス委員会

報酬委員会
（委員長：社外取締役）

指名委員会
（委員長：社外取締役）

・パイオニアグループ企業行動憲章
・パイオニアグループ行動規範
・ビジネス・エシックス基本規程、連結内部監査基本規程、
　内部統制システム基本規程などによる業務の適正確保

（取締役会の諮問機関）

業務執行機能

選任／解任

選任/解任・
監督・指示

報告

業務の
執行

付議

答申
監督

付議

連携
承認

承認

監査報告

内部監査
報告・提案

監査

指示

報告

各部門、グループ会社

意思決定・監督機能

（委員長：社外取締役）

コーポレート・ガバナンス体制 （2018年10月18日現在）

■主な会議体
取締役会  会社の経営管理の基本方針を決定、その執行を監督
監査役会 監査に関する重要な事項を協議または決議

経営執行会議 取締役会から権限の委譲を受けた範囲内で議案を審議・決定（取締役の業務執行の迅速化・効率化、取締役会の
意思決定・監督機能の強化）

■主な会議体の開催回数
取締役会  11 回
監査役会 15 回
経営執行会議 19 回

■主な委員会の開催回数
内部統制委員会 2 回
ビジネス・エシックス委員会 2 回

■社外役員の連携促進
社外取締役と社外監査役との定期会合 4 回
社外取締役と監査役会との連絡会議 1 回

■任意の委員会
指名委員会 取締役および執行役員の選解任などや監査役の選任に関する事項を審議
報酬委員会 取締役および執行役員の報酬などに関する事項を審議
特別委員会 企業買収などの企業価値に重大な影響を及ぼす事態への対応策に関する事項を審議

■主な社内委員会
内部統制委員会 事業活動に伴うリスクの把握と危機の未然防止策を策定
ビジネス・エシックス委員会 グループの役員および従業員の法令遵守をモニタリング、当社グループ行動憲章・行動規範を周知徹底

パイオニアグループでは、コンプライアンスとは、法令・
規範・社会的要請などを遵守することにより、社会から信
用と尊敬を得ると共に、従業員が安心して仕事ができる風
土づくりでもあると考えています。

パイオニアグループ規程「ビジネス・エシックス基本規
程」に基づき、社外取締役を委員長とする「ビジネス・エシ
ックス委員会」を設置し、「パイオニアグループ行動憲章」
および「パイオニアグループ行動規範」の周知徹底を図っ

ています。
また、「パイオニアグループ行動規範」に反する行為の早

期発見や適切な対応のために、グループ全体の内部通報制
度として「ビジネス・エシックス・ホットライン」を設けて
います。このホットラインは、外部機関を通報の受付窓口
としており、通報者の匿名性を確保しつつ的確に対応でき
る仕組みとしています。

コンプライアンス・内部通報制度

事業活動に伴うリスクについて、リスク管理体制の充実・
強化を推進するため、パイオニアグループ規程「内部統制
システム基本規程」に基づき、グループ本社の代表取締役
を委員長とする「内部統制委員会」を設置しています。「内
部統制委員会」では、リスクアセスメントを実施すること
により、リスクを把握し、未然防止策の整備を行うなど、リ
スク対応を図っています。

内部監査については、監査部が、グループ全体の業務運

営の状況を監査し、グループ各社の内部監査担当者や監査
役会などとも連携を取り、内部統制システムやリスクマネ
ジメントなどの監査をはじめ、品質管理、環境などに係る
内部監査の充実を図っています。

さらに、監査役は、代表取締役との定期的な会合や、監査
部および会計監査人からの定期的な説明および報告の機会
を充実させることにより、監査の実効性を確保しています。

内部統制システムとリスクマネジメント

28 29



第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み

組織統治、公正な事業慣行
該当する

SDGs項目

誠実な企業活動のページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/activity/

コーポレート・ガバナンスのページ
https://jpn.pioneer/ja/corp/info/governance/

パイオニアグループは、社会の一員として平和と秩序を
守り、豊かな発展を目指して、社内外の法令・規程の遵守は

勿論のこと社会的規範・道徳律を尊重し、公正な企業活動
を推進します。

「パイオニアグループ行動規範」において、お取引先様と
対等な立場で関係法令および契約に従った誠実な取引を行
うことを定めるとともに、お取引先様には事業活動を行う

国や地域の法令の遵守、国連やILO、OECDなど国際的な
合意事項の尊重に基づく社会的責任を自覚した行動を求め
ています。

公正な事業慣行 サプライチェーンにおける社会的責任の推進

■ CSR調達の方針 ■ 環境法規制の対応

■ 反社会的勢力との係わりの排除 ■ 紛争鉱物への対応

■ サプライチェーンBCPの推進

■ 贈収賄の禁止

パイオニアグループは2017年にCSRに関する動向に
対応し「パイオニアCSR調達ガイドライン」を改定しま
した。また、昨年度は資材調達のお取引先様に対して人
権・労働に関するアンケートおよび聞き取り調査を実施
しました。

CSRを推進する上で、資材調達のお取引先様に対して
もお互いの事業活動の中でCSR調達を高めていくことが
重要だと考えて積極的な対応を求めています。

パイオニアグループは、「地球環境を維持改善し、次世
代に引き継ぐことは企業の使命である」という環境保護
理念の下、お取引先様にも以下の取り組みと強化を求め
ています。

　　１．環境マネージメントシステムの構築
　　２．温室効果ガスの削減
　　３．資源循環の推進
　　４．化学物質の管理

パイオニアグループは、お取引先様に対しても、反社会
的勢力との係わり、利用、資金の提供など行わないように
求めています。

パイオニアグループでは鉱物資源採掘にまつわり、人
権侵害や環境破壊、児童労働などの問題を引き起こして
いる鉱物資源を使用した材料、部品、製品は調達しない方
針です。

資材調達のお取引先様にもこの方針を求めています。
なお、これらの問題に関与していることが明らかになっ
た場合は、お取引先様とともに速やかにその問題の解消
を図ります。

災害や不測の事態が発生した際でも、早期復旧、事業継
続を確保し、供給責任を果たすことは製造業としての責
務です。お取引先様に対しても、サプライチェーンの明
確化とBCPの策定、見直し、レベルアップにより有事発
生時の速やかな対応を求めています。

また、事故、災害のみならず、昨今では各国での環境規
制強化に伴い対象地域での操業ができなくなるリスクも
発生しています。

お取引先様とそのサプライチェーンにおいてもリスク
の検証や具体的なリスクヘッジを求めています。

パイオニアグループが事業活動を行う国で適用される
すべての贈収賄規制に従うことをお取引先様に要請して
います。

■ 経営情報の適正開示 ■ 安全保障輸出管理

    公正取引の確保
  公正で自由なビジネスを推進します。

■ 知的財産の保護

■ 反社会的勢力の排除

■ 情報セキュリティおよび個人情報保護

■ 危機対応

「情報の適正な開示」を確実に実行し、透明性の高い企
業活動を目指すとともに、株主や投資家および社会から
の企業理解と信頼性の向上を目指していきます。

国際的な平和および安全の維持のため、安全保障輸出
管理に関する国際合意、各国の輸出規制関連法を遵守し、
グループ横断的な「パイオニア輸出管理委員会」のもとで
的確な管理を行っています。

グループ規程を定め、競争法関連法規違反の防止のた
めのマニュアル作成と、コンプライアンス教育の徹底を
行っています。

知的財産を適切に維持管理するとともに、他者が保有
する知的財産を尊重します。

グループで情報を共有し、対応指導、連絡の徹底によ
り、組織的かつ毅然として、法令などに則った対応を行い
ます。

お客様の権利・権益を厳重に保護します。
また外部からのサイバー攻撃に対する情報セキュリティ

強化に取り組みます。

企業経営に重大な影響を及ぼす恐れのある危機の発生
時における適切な対応を図るためグループ規程を定め、

「EM委員会」を常設の組織として置き、危機管理に関す
る教育・啓発を行うとともに、危機発生時における対応
と事態解決を行っています。

米州チーフリーガルオフィサー 兼 
Pioneer Electronics (USA) Inc.

副社長　執行役員

グレゴリー・ピアソン

法務部門は当社の法的リスクを特定、管理、
低減する役割を担っています。法的アドバイス
の提供、契約書のレビューや交渉、訴訟の請負
業務などを行っています。また、高い倫理性と
透明性といったコンプライアンスの文化を醸成
することも重要な役割です。

コンプライアンスに関する研修では、良き企
業市民であることの利点だけではなく、コンプ

ライアンスを遵守しないことによる、非常に現
実的で厳しい、財務的および社会的コストにつ
いての説明にも重きを置いています。困難であ
りながらもやりがいのある任務です。取り組み
を通じ、ステークホルダーの皆様からの高い倫
理性と透明性を持った、誠実かつ責任ある企業
市民としての期待に応えていきます。

INTERVIEW 誠実かつ責任ある企業市民であるためにINTERVIEW INTERVIEWINTERVIEW
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海外の販売現地法人では、定期的にカーエレクトロニクス
専門店や大手量販店を集め、商品セミナーを開催しています。
セミナーでは、商品担当者が新商品を中心に機能説明やデモ
ンストレーション、競合商品との比較試聴を行ったり、参加
者とのディスカッ
ションを行いま
す。今後も定期的
にセミナーを開催
し、パートナーシ
ップの強化を図っ
ていきます。

販売店

社会との調和
私たちは、社会とのコミュニケーションのために、以下の視点で活動しています。

パイオニアグループは、責任ある「良き企業市民」と
して、地域社会との交流を図っています。グループ各社
や各事業所では、周辺の学校の生徒へ校外学習や、地域

の方々へ環境に関する説明会などを開催しています。
また、地域イベントへの協力などの活動も行ってい

ます。

地域社会

決算説明会の様子

パイオニアでは、投資家やマスメディアを対象に、決算
説明会や企業説明会を定期的に開催するとともに、ホーム
ページを通じて適時・適切な情報開示を行っています。

電子メールによる各種のお問い合わせ窓口を開設して、
外部の方から寄せられる様々なお問い合わせに対応してい
るほか、パイオニアに対するご意見を匿名で受け付ける
コーナーをホー
ムページ内に設
け、企業行動の改
善に役立ててい
ます。

株主・投資家および社会

カロッツェリアLIVEの様子

最新のカーエレクトロニクスの世界を体験いただくイベ
ント「カロッツェリアLIVE」を開催。

カロッツェリアやカー市販商品の魅力をまだご存じでな
い一般のお客様を対象に、リアル体験を通じて「カーライ
フが、もっと楽しく便利になる」ことに気づきを与える活
動です。

老若男女が楽
しめるコンテン
ツをご用意して、
お客様とのダイ
レクトコミュニ
ケーションを大
切にしています。

お客様

事業方針説明会の様子 商品セミナーの様子

パイオニアの資材調達部門では、お取引先様に対し定期的
に開催している事業方針説明会で事業計画について説明を行
い理解を深めていただくとともに、様々な社会的責任をサプ
ライチェーン全体で行うべく説明を行い協力をお願いしてい
ます。

取引先（資材調達）

社員の代表であるパイオニアグループ労働組合連合会を
構成する各労働組合※とは、相互信頼に基づく「話し合い」
を基調とする良好な関係の維持・向上に努めています。

その中で、パイオニアのパイオニア労働組合とは、半期

に一度の定期中央労使協議会や、人事諸制度に関する労使
協議会での話し合いだけでなく、「育児・介護と仕事の両立
支援」の一環として、「職場復帰プログラム」などに協働し
て取り組んでいます。

社員

※ パイオニアと7つの関係会社で労働組合が組織されており、これらの労働組合で構成するパイオニアグループ労働組合連合会が全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会
（略称：電機連合）に加盟しています。

⃝対象期間  
　2018年3月期（2017年4月から2018年3月31日まで）を対象としますが、それ以前の取り組みと最近の活動も含みます。
⃝対象組織  
　パイオニア株式会社およびパイオニアグループ連結子会社 72社（2018年３月期）
⃝本報告書において
　「パイオニア」および「当社」とは、パイオニア株式会社を表します。また、「パイオニアグループ」および「当社グループ」とは、 
　パイオニア株式会社を含むグループ全体を表します。

⃝関連する報告書および情報  
　 財務情報に関する情報は、「有価証券報告書」
「アニュアルレポート」などの報告書および
ホームページで開示しています。

　https://jpn.pioneer/ja/corp/ir/

　 環境に関する情報は、ホームページで開示し
ています。

　https://jpn.pioneer/ja/corp/society/environment/

　 CSRに関する情報は、ホームページで開示し
ています。

　https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/

　 技術開発・研究開発に関する情報は、ホーム
ページで開示しています。

　https://jpn.pioneer/ja/corp/crdl_design/crdl/

本報告書の対象範囲

関連する情報
⃝参考にしたガイドライン
　・ 環境省「環境報告ガイドライン2012年度版」  
　・ GRI (Global Reporting Initiative)ガイドライン　　
　・ISO26000（社会的責任の手引書）

第二部　パイオニアのCSRを支える体制・取り組み

社会とのコミュニケーションのために
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