人と社会への配慮
人権と労働
人権の尊重
キヤノンは 、従業員や取引先をはじめとする事業活動に関わるすべてのステークホルダー
の人権を尊重しています
基本的な考え方

キヤノングループ人権方針

キヤノンは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
に基づき、従業員や取引先をはじめとする事業活動に
関わるすべてのステークホルダー の人権を尊重してい
ます。キヤノンは 、1937 年の創業時より、全従業員を
身分 、性別 、年齢、職種で区別することなく、皆一律に
社員と呼んで公平公正に接し 、人間尊重主義を貫いて
「共生」
きました。創立 51 年目にあたる 1988 年には 、

キヤノンは、1937 年の創業時より、全従業員を、身分、性別、年齢、職種で区別すること
なく、皆一律に社員と呼んで公平公正に接し、人間尊重主義を貫きました。
その後、創立 51 年目にあたる1988 年には、一企業や一国の利益を超えて、全人類の
幸福と繁栄を目標とする「共生」を新しい企業理念として掲げました。
「 共生」とは、
文化、習慣、言語、民族などの違いを問わず、すべての人類が末永く共に生き、共に
働き、幸せに暮らしていける社会をめざすものです。キヤノンは、この「共生」の理念に
より、創業以来の人間尊重主義をグローバルに昇華させて、世界中のステークホルダーの
皆さまとともに歩んでいく姿勢を明確にしました。
本方針は、上記の企業理念の下、人権尊重や人権保護への取り組みに対するキヤノン
グループの姿勢を表明するものであり、
その内容は、
キヤノンの各種方針や手続きに反映

を新しい企業理念として掲げ、創業以来の人間尊重主

されます。

義をグロー バルに昇華させて 、世界中のステークホル

1．人権の尊重

ダー の皆さまとともに歩んでいく姿勢を明確にしまし

キヤノンは、その事業活動において、
「 世界人権宣言」、
「 労働における基本的原則
および権利に関する国際労働機関（ILO）宣言」、
「国連 ビジネスと人権に関する指導
原則」、および「経済協力開発機構（ OECD ）の多国籍企業行動指針」にて表明されて

た。そして 、昨今 、国際規範に基づく人権対応が社会

いる国際的に認められた人権を尊重します。具体的には、基本的人権の尊重と人種・

的な要 請であることから 、2021 年 、代 表 取 締 役 会 長

（多様性）の推進、児童労働の禁止、強制労働（人身取引を含む）の禁止、不合理な

兼社長 CEO 名で「キヤノングループ人権方針」を定めま
した。キヤノンは 、今後も人権尊重の取り組みを推進し
ていきます。

国籍・性別・宗教・信条等による差別・ハラスメント・暴力の禁止、ダイバーシティ
移動制限の禁止、
各地の法令に則した結社の自由と団体交渉権の尊重、
従業員に対する
法定賃金以上の賃金の支払い、
過重労働の防止と適切な休日の付与、
労働安全衛生の
確保、労働災害の未然防止、
プライバシーの保護、
および責任ある鉱物調達に取り組み
ます。

2．人権デュー・デリジェンス
キヤノンは、
「国連 ビジネスと人権に関する指導原則」
に従い、
自社の事業活動に伴う

人権方針
「キヤノングル ープ人権方針」は 、企業理念「共生」の
もと、人権尊重や人権保護への取り組みに対するキヤ
ノンの姿勢を表明するものであり、その内容はキヤノ
ンの各種方針や手続きに反映されます。
この方針において、キヤノンは 、児童労働の防止、強
制労働・不合理な移動制限の防止、過重労働の防止、
結社の自由と団体交渉権の尊重など国際的に認められ
た人権の尊重に加え 、人権デュー・デリジェンス
（ DD ）

人権への負の影響を特定し、
負の影響が認められる場合にはそれを防止・軽減する人権
デュー・デリジェンスの取り組みを行います。また、人権デュー・デリジェンスの結果
を踏まえて、本方針を必要に応じて見直します。

3．救済メカニズム
キヤノンの事業活動に伴う人権への負の影響を把握するために、
社内外からの実効的な
通報システムを整備し、運用します。
また、
キヤノンが人権への負の影響を引き起こし
またはこれを助長したことが判明した場合には、
適切な手続きを通じてその是正に取り
組みます。

4．啓発活動
キヤノンは、
キヤノンの役員・従業員が、人権に関する国際規範や本方針に対する理解
を深め、
人権に関する諸問題に適切に対応できるよう、
人権に関する啓発活動を継続的
に行います。

5．ステークホルダーとの対話
キヤノンは、本方針に定める人権に対する取り組みについて当社ウェブサイト等を通じ
てステークホルダーにお伝えします。また、本方針の一連の取り組みにおいて、外部

の実施 、救済メカニズムの整備・運用、啓発活動やス

専門家からの人権に関する専門知識を活用するとともに、
キヤノンの事業活動により

テークホルダー との対話を行う旨を明らかにしていま

ステークホルダーとの対話を行います。

す。人権方針は、日本語と英語で公開され、各国・地域
の従業員・ステークホルダー に Web サイトで周知して
います。

人権に関する影響を現に受けまたは受ける可能性がある従業員、サプライヤー等の

キヤノンのステークホルダーの皆さまにおかれましても、人権に関する国際的な状況を
よくご理解いただき、キヤノンが実施する調査や監査、発見されたリスクへの対応に
ご協力いただくなど、キヤノンとともに人 権に関する課 題に取り組むことをお願い
致します。

キヤノン株式会社

参考：キヤノングループ人権方針

代表取締役会長兼社長 CEO

https://global.canon/ja/csr/people-and-society/pdf/hr-policy-j.pdf

御手洗 冨士夫

制定年月日 2021年10月15日
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推進体制
キヤノンでは 、キヤノン
（株）サステナビリティ、法務、

人権デュー・デリジェンスの実施
2021 年、キヤノンでは、国連「ビジネスと人権に関す
る指導原則」
や
「責任ある企業行動のためのOECDデュー・

がら人権対応を推進しています。また、2022 年からは、

ディリジェンス・ガイダンス」に基づき、グループ全体で

取締役会決議により設置されるリスクマネジメント委員

人権 DD を実施しました。

会において、人権侵害リスクが重大なリスクとして特定

人権 DD の実施にあたっては 、リスクマネジメント委

され 、キヤノン
（株）各部門および各グループ会社におい

員会の枠組みの中で、まずキヤノン
（株）各部門および各

て人権リスクを防止・低減するための取り組みを実施し

グループ会社でサプライチェーンを含むそれぞれの事

ています。取り組みの結果はリスクマネジメント委員会

業活動における人権に対する負の影響の洗い出し、評

において毎年評価し、CEO および取締役会に報告され

価および顕著な人権リスクの特定を行った後、推進事

る体制となっています。

務局で集約、分析、評価し、ステークホルダーエンゲー

参考：リスクマネジメント委員会（→ P113）

2021 年は 、キヤノンは人権の取り組みとして、①人権

を経て、キヤノンとしての顕著な人権リ
ジメント
（→ P80）
スクを特定しました。人権リスクの評価にあたっては 、

方針と戦略

2021 年の人権の取り組み

C E O メッ セ ー ジ

人事部門が推進事務局となり、調達部門とも連携しな

Responsible Business Alliance（ RBA ）が提供する国・
地域別の人権リスクインデックスなども参照しました。

方針の策定 ②人権 DD（キヤノンの人権リスクの特定）
③救済メカニズムの整備 ④人権啓発活動 ⑤サプライ
チェーンにおける人権リスクの対応を行いました。これ
活動報告

らの活動にあたっては、外部専門家の知見を得るため英
国のサステナビリティコンサルタント会社であるSancroft

International 社との対話も行いました。
参考：ステークホルダーエンゲージメント
（→ P103 〜 104 ）

経営基盤

事業部門におけるワークショップの様子

デ ー タ 集・企 業 情 報

Sancroft International社と実施したオンラインミーティングの様子
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キヤノンにおける顕著な人権リスク

低減するためのさまざまな対応策がとられています。

キヤノンの事業活動において発生する可能性がある
人権リスクのうち、顕著な人権リスクとして特定したのは、

また 、新規事業についても人権リスクを評価していま
す。例えば 、M&A を行う際には 、DD の一環として、労

「人種・性別・宗教等による差別」
「 ハラスメント」
「 児童

働基準や安全衛生などに関する法令の遵守状況を調査

労働」
「 強制労働」
「 賃金不払い・低賃金」
「 過重労働」
「労

し、新たにグループ入りする企業に重大な人権リスクが

働安全衛生」
「プライバシー の保護」など11 項目です。こ

ないことを確認しています。

れらのリスクについては、下表記載の通り、リスクを防止・

キヤノンにおける顕著な人権リスク
権利主体
サプライヤー・
自社従業員
委託先従業員

地域社会

キヤノンにおける対応

人種・性別・
宗教等による差別

●

P86 ダイバーシティ&インクルージョンの推進

ハラスメント

●

P81 ハラスメントの防止

キ ヤノンの 事 業 活 動 に 伴 う 顕 著 な 人 権 リ スク

児童労働

●

P81 サプライチェーンにおける人権尊重

強制労働

●

P81 サプライチェーンにおける人権尊重

賃金不払い・
低賃金

●

P81 サプライチェーンにおける人権尊重

過重労働

●

●

P81 過重労働の防止
P81 サプライチェーンにおける人権尊重

労働安全衛生

●

●

P88 労働安全衛生と健康経営

プライバシーの
保護

●

P116 個人情報の保護

●

紛争鉱物の調達

●

事業拠点の
騒音、環境汚染

●

製品に起因する
健康被害・事故
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●

P123 責任ある鉱物調達への取り組み
P55 地球環境の保護・保全

P94 製品責任

救済メカニズム

ステークホルダーエンゲージメント

キヤノンでは 、人権に関する具体的な懸念について従

責任ある企業行動のための OECD デュー・ディリジェ

業員が現地語で通報することができる内部通報窓口を

ンス・ガイダンスでは、企業が、自らの活動の中で、実際

国内外のほぼすべてのグループ会社に設置しています。

のまたは潜在的な負の影響を特定する時点でのステー
クホルダーとのエンゲージメントが 、重要であると規定

知に努めています。2021 年において内部通報を受けた

しています。2021 年、人権 DD の一環として、キヤノン

人権に関する事案（差別・ハラスメント、賃金、労働時間

の顕著な人権リスクを特定するにあたり、従業員の代表

など）は 103 件あり、2021 年末時点で調査が完了した

であるキヤノン労働組合と対話を行いました。その中で、

事案のうち、対処または解決すべき事案が 21 件認めら

とりわけ従業員の人権リスクとして考えられる
「人種・

れました。これらの事案については 、必要な是正措置・

性別・宗教等による差別」
「 ハラスメント」
「 過重労働」
「労

再発防止策を取っています。

働安全衛生」
「プライバシー の保護」について、労働組合

さらに、社外のステークホルダー に対しても、キヤノ

C E O メッ セ ー ジ

また 、イントラネットや研修などを通じて通報窓口の周

の認識を確認するとともに、広く人権リスクについて意
見を交換し、その結果はキヤノンとしての顕著な人権リ

て通報を受け付ける窓口を Web サイトに設けています。

スクの特定に反映されました。労働組合からは 、コロナ

社内外いずれの窓口においても、通報者のプライバ

禍における働き方に関する具体的な事例も提示され 、

シーは保護され、通報したことを理由として不利益な取

相互理解を深めることもでき、今後の継続的な対話の

り扱いを受けることがないよう、匿名での通報も可能と

実施を確認しました。

方針と戦略

ンの企業活動に伴う人権に関する具体的な懸念につい

なっています。通報を受けた事案については、事実関係
の調査を踏まえ、適切な手続きを通じてその是正に取り
活動報告

組みます。
さらに、キヤノンが加盟している RBA では 、Worker

Voice Platformという救済メカニズムを提供しており、
キヤノンのステークホルダー は 、このプラットフォーム
を通じて人権に関する具体的な懸念を通報することも
できます。
経営基盤

人権啓発活動
「キヤノングループ人権方針」策定にあわせ 、ビジネス

キヤノン労働組合との対話の様子

と人権に関わる基礎的な知識およびキヤノンの人権に
関する取り組みの周知・啓発を目的として、e ラーニン

従業員の人権尊重

（株）
グプログラムを実施しました。2021 年はキヤノン

児童労働の防止
キヤノンでは 、児童労働を防止するために、入社時の
年齢確認を徹底するとともに、万が一、就労可能年齢に

次展開していきます。

至らない従業員が発見された場合に備えた対応フロー

デ ー タ 集・企 業 情 報

全従業員を対象にし、2 万 3,313 人が受講を完了しまし
。2022 年からはグループ会社へ順
た（受講率 92.5 ％）

を整備しています。
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強制労働・不合理な移動制限の防止
キヤノンでは 、国内外の自社の生 産 拠 点において、

ハラスメント防止対策として、キヤノン
（株）の各事業
所、国内グループ会社の担当者を対象に定期的に連絡

RBA の SAQ（ Self Assessment Questionnaire ）を用

会を開催し、相談窓口の運用状況について把握・共有

いた自己点検を行い 、強制労働および不合理な移動制

するほか、マニュアルの確認や対応方法の共有を行って

限のリスクがないか確認しています。

います。

過重労働の防止

サプライチェーンにおける人権尊重

キヤノンでは 、過重労働のリスクが特に高いとされる

キヤノンは 、2021 年、RBA 行動規範を採用した「キヤ

海外の生産拠点において、従業員の労働時間を正しく

ノンサプライヤー行動規範」を策定し、労働・安全衛生・

把握する仕組みを構築し、その運用状況はキヤノン
（株）

環境・マネジメントシステムなどに配慮した調達活動を

の人事部門に毎年報告されます。また 、2015 年には現

推 進しています。また 、主 要 サプライヤー ついては 、

地の社会状況や各グループ生産会社の人事管理規定に

RBA 行動規範の遵守に関する同意書を取得するほか 、

沿った労働に関するガイドラインの作成を行い 、遵守を

サプライヤー における児童労働・強制労働・不合理な

徹底しています。

移動制限・過重労働を防止し、労働安全衛生を確保す
ることを目的に、RBA の SAQ を用いた自己点検を毎年

結社の自由と団体交渉権の尊重
キヤノンは 、
「キヤノングループ人権方針」において明

実施しています。
また 、サプライヤー や業界団体と協力しながら、責任

らかにしているように、各地の法令に則した結社の自由

ある鉱物調達の取り組みも進めています。

と団体交渉権を尊重しており、労使の対話を促進するこ

参考：サプライチェーンマネジメント
（→ P119）

とで 、労働に関するさまざまな課題の解決に努めてい
ます。例えばキヤノン
（株）は 、キヤノン労働組合との間

継続的なモニタリング

で締結している労働協約において、団体交渉を通して会

「キヤノングループ人権方針」で表明した内容の遵守

社と組合の双方が正常な秩序と信義をもって迅速に問

状況については継続的にモニタリングするとともに、人

題の平和的解決に努めることを明記しています。

権 DD については 、継続的に特定・評価手法を改善し、
定期的にグループ全体で確認していきます。また 、社会

ハラスメントの防止
キヤノンは 、創業以来の人間尊重主義に従い 、性別や
職種による差別の禁止に加え 、
「ハラスメントを許さな
い」という考えのもと、経営幹部をはじめとしてキヤノ
ンで働くすべての従業員にハラスメント防止を周知徹底
しています。

状況に応じて、キヤノンの人権への取り組み内容は適宜
見直しを行っていきます。

現代奴隷法への対応
自社およびそのサプライチェーンにおいて強制労働、

キヤノン
（株）
では、セクシュアルハラスメントとパワー

人身取引、児童労働のリスクについて問題のないことを

ハラスメントの禁止に加え、マタニティハラスメントなど

確認し、年次のステートメントを公表することを義務づ

の禁止を明記した「就業規則」
「 ハラスメント防止規程」

ける現代奴隷法に基づき、キヤノンは情報開示を行って

を制定しています。同規程を国内グル ープ会社に周知

います。

し 、多くのグル ープ会社では同様の規程が設けられて
います。
また 、キヤノン
（株）
および多くの国内グループ会社で
は 、快適な職場環境の保持を図るために、ハラスメント
相談窓口を設置しています。なお、従業員からの相談に
関しては 、プライバシー の保護など、相談者・協力者が
不利益を受けることのないよう徹底しています。
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参考：英国現代奴隷法（→ P124）
参考：オーストラリア現代奴隷法（→ P124）

雇用と処遇
従業員が高いモチベー ションをもって働くことができる魅力的な職場環境づくりに努め
ています
C E O メッ セ ー ジ

基本方針

人材の獲得と定着

キヤノンは 、
「 真 のグ ロー バ ル エクセレントカンパ

キヤノンは 、持続的な成長のために 、ビジネスのグ

ニー 」となるために 、従業員一人ひとりが「エクセレン

ロー バリゼ ーションとイノベ ーションを推し進める優

トパーソン」であることが必須と考えています。

秀な人材の獲得と定着を図っています。そのため 、採

この認識のもと、向上心・責任感・使命感を尊重する
「人間尊重」の精神や 、
「 実力主義」に基づく公平・公正

用・配属・育成の施策を一貫した方針のもとで連携さ
せています。
（株）
および
人材の獲得において、2021 年はキヤノン

人事施策と相まって 、
「 進取の気性」が発揮される企業

国内グル ープ会社で約 1,350 人と積極的な採用を行い

風土の醸成を図るとともに 、次代を担う人材育成に注

ました。また 、従業員一人ひとりが長期にわたって高

方針と戦略

な配置・評価・処遇を徹底しています。また 、こうした

いモチベ ーションを維持し 、能力を発揮していけるよ

力しています。

うに、キャリアマッチング制度（社内公募制度）
（ → P92 ）
行動指針「 三自の精神 」
キヤノンの「行 動 指 針」は 、創 業 期から掲げる「三自

のほか 、育児や介護と仕事との両立を図る支援制度な
ど従業員の就業継続をサポ ートする各種制度の充実を
図っています（→ P84 ）。また 、従業員意識調査を原則

2 年に一度実施し、結果は経営層を含め各部門へフィー

自分自身を管理し（自治）、自分が置かれている立場・

ドバックして部内方針の策定に生かすなど 、従業員エ

役割・状況をよく認識する（自覚）姿勢を意味します。

ンゲ ージメントの向上にも努めています。これらの取
り組みの効果もあり、キヤノン
（株）の定着率は国内に
おける業界の中で高い水準を維持しています。国内グ

プ会社で浸透を図っています。

ル ープ会社 、キヤノン USA 、キヤノンヨーロッパ、アジ

経営基盤

キヤノンは 、この「 三自の精神」をもって、前向きに仕
事に取り組むことを全従業員に求め 、全世界のグル ー

活動報告

の精神」を原点としています。三自とは、
「自発」
「自治」
「自覚」を指し 、何事も自ら進んで積極的に行い（自発）、

アのグループ販売会社においても定期的に従業員意識
調査を実施し 、従業員のエンゲ ージメント向上につな

行動指針

げています。

三自の精神 ......... 自発・自治・自覚の精神をもって進む
・専
実力主義 ............ 常に、行動力（ V：バイタリティ）

経営幹部のグローバル化
キヤノンは 、経営幹部のグロー バル化を進め 、各国・
地域のグル ープ会社の社長や役員、幹部社員に国籍を

ソナリティ）
を追求する
国際人主義 ........ 異文化を理解し、誠実かつ行動的
な国際人を目指す
新家族主義 ........ 互いに信頼と理解を深め、和の精神
をつらぬく
健康第一主義 .... 健康と明朗をモットーとし、人格の

デ ー タ 集・企 業 情 報

門性（ S：スペシャリティ）
・創造力
（ O：オリジナリティ）
・個性（ P：パー

問わず適任者を登用し 、地域に根ざした経営を推進し
ています（→ P91 ）。
例えば 、キヤノン中国での地域責任者の現地社員率
は 、2013 年の 38% から 2021 年には 75% に上昇しま
した。

かんよう

涵養につとめる

生産拠点における現地人材雇用
キヤノンは、生産拠点の新設や拡張にあたって、雇用
創出を通して地域の社会・経済の活性化に貢献すべく、
現地で人材雇用を行っています。
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例えば、キヤノンプラチンブリタイランドでは約 6,800
人を、キヤノンビジネスマシンズフィリピンでは約 5,900
人を現地で雇用しています（ 2021 年末現在）。
またアジア地区の生産拠点全体では 、2007 年以来
継続して 6 万人以上の現地の人材を雇用しています。
なお 、雇用にあたっては 、各地域の最低賃金を大き
く上回る給与を保証しています。

企業年金制度
キヤノン
（株）
では、公的年金を補完し、より豊かな老
後の生活に寄与することを目的に 、役割等級に応じて
付与される退職金ポイント制による確定給付型の企業
年金制度「キヤノン企業年金」を運用しています。制度
運用は会社による基金積立金によって賄われ 、社員に
よる拠出金の負担はありません 。また 、あわせてマッ
チング拠出にも対応した確定拠出年金制度も運用する

公平・公正な報酬制度
役割と成果に応じた賃金制度
キヤノン
（株）
は、年齢や性別にとらわれない公平・公

など、充実した保障を実現しています。
なお 、国内グル ープ会社においてもそれぞれ独自の
企業年金制度を運用しています。

正な人事・処遇を実現するため 、仕事の役割と成果に
応じて報酬を決定する
「役割給制度」を導入しています。
役割給制度とは 、仕事の難易度などに基づく役割等
級によって基本給を定め 、1 年間の業績・プロセス・行
動を評価して年収を決定する制度です。また 、賞与に
は個人の業績だけでなく、会社業績も反映されます。

総実労働時間の短縮
キヤノンは 、各国や地域の法律に基づき適正な労働
時間の管理と削減に取り組んでいます。
例えばキヤノン
（株）では 、原則として時間外労働を
禁止し 、働き方の見直しを推進しています。また 、5 日

役割給制度は国内外のグル ープ全体にも展開し 、す

連続で有給休暇を取得できるフリー バカンス制度に加

でに国内の大部分のグル ープ会社とアジアの生産会社

え 、2019 年からは上司、部下間での期初面接時に年 5

に導入済みです。また、キヤノンUSA 、キヤノンヨーロッ

日以上の休暇取得計画を立てるなど 、さまざまな有給

パなど欧米のグル ープ会社やアジアの販売グル ープ会

休暇の取得促進を行い 、2021 年の年間の平均有給休

社においては 、従来 、仕事の役割と成果に基づく賃金

暇取得日数は 16.4 日となりました。2021 年の一人当

制度を導入しています。

たりの総実労働時間は 1,745 時間となり、総実労働時

給与の昇給額・昇給率 、賞与の原資・支給額などに
ついては 、キヤノン労働組合と年 3 、4 回開催する賃金

間削減に向けた活動を開始した 2010 年（ 1,799 時間）
と比べて 54 時間減少しています。

委員会において、労使で定めたル ールに則って支給さ
れていることを確認し 、その議事録をすべての社員に
公開しています。また 、賃金制度の運用や改善につい

柔軟な働き方の提供
キヤノンでは各国・地域の労働慣行を考慮した柔軟

ても同委員会において労使双方で議論しています。

な働き方を促進しています。

福利厚生の充実

指針に則りアクションプラン
（行動計画）を策定して柔

例えばキヤノン
（株）
では 、2005 年より厚生労働省の
キヤノンでは、入社から退職後に至るすべてのライフ
ステージにおいて 、従業員が安心して生活を営めるよ

軟な働き方を推進し 、仕事と家庭の両立支援や次世代
育成支援に取り組んでいます。

う、各種の福利厚生制度を整備しています。
例えば、食堂・体育館などの設備 、職場コミュニケー
ションの活性化を目的とした補助金制度や共通の趣味

キヤノン
（株）では 、社員がそれぞれの事情に応じて

をもつ仲間が集うクラブ活動 、各地域の文化や風習を

柔軟に休暇の取得が行えるようにしています。育児や

生かしたイベントや社員の家族も参加できる催しの開

介護、傷病などの理由で取得できる 30 分単位の時間

催など 、従業員のニーズにあわせた福利厚生制度の充

単位休暇や 、勤続年数に応じて心身のリフレッシュを

実を進めています。

目的としたリフレッシュ休暇など 、各種の休暇制度を

また、キヤノン
（株）
および国内グループ会社では、国

整備しています。また 、2020 年は生産性向上を目的と

の社会保障制度に加えて 、社員を対象とした企業年金

したテレワーク制度を導入し 、時間や場所にとらわれ

や共済会、健康保険組合による付加給付などの制度、

ない柔軟な働き方を推進しています。2021 年 4 月から

さらには個人の意思で加入する社員持株会や財形貯蓄 、

は、2024 年 3 月までの 3 年間にわたる第七期行動計画

グループ生命保険などを用意しています。
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を進めています。
（→ P84）

このほか 、キヤノン
（株）では柔軟な働き方について
の従業員調査を実施し 、従業員の実情やニーズを把握
し、働きやすい環境の構築をめざしています。

に 、配偶者が出産した男性社員を対象に 2 日間の出産
休暇を取得できる制度も整備しています。
加えて、地域社会における仕事と育児の両立に貢献
するため 、下丸子本社に隣接する所有施設内に 、地域

仕事と育児・介護の両立を支援する制度

開放型の東京都認証保育所「ポピンズナーサリースクー
C E O メッ セ ー ジ

キヤノン
（株）では 、社員が安 心して子 育てができる
よう、子どもが満 3 歳になるまで利用できる「育児休業

ル多摩川」を開設し 、約 40 人の子どもたちを受け入れ
ています。

制度」や 、小学校 3 年生修了まで 1 日 2 時間以内の勤務

介護をしながら働く社員をサポ ートするため 、最長

時間の短縮を認める「育児短時間勤務制度」など、法定

1 年間利用できる「 介護休業制度」や 、
「 介護見舞金」の
給付のほか、1 日 2 時間以内の勤務時間の短縮を認める

を上回るさまざまな制度を整備しています。
また、不妊治療を行っている社員を支援するために、
総 額 100 万 円を上 限 に治 療 費 の 50% を補 助する「不
得できる「不妊治療休暇制度」を整備しています。さら

度を整備しています。
また 、社員からの問い合わせに対応するため 、各事

方針と戦略

妊治療費補助制度」や 、治療に要する期間、休暇を取

「介護短時間勤務制度」など 、法定以上のさまざまな制

業所には相談窓口を設けています。

第七期行動計画（2021 年 4 月〜 2024 年 3 月）
行動計画

施策

（1）両立支援制度の利用率向上をめ
ざし、制度の利用を推進する

（3）第六期に引き続き、社会貢献活
動を通じて、次世代を担う子ど
もが参加できる地域貢献活動を
実施する

●

●
●

総実労働時間をワーク・ライフ・バランスの指標
とし、有給休暇取得促進の取り組みを強化し、適
正レベルを保つ

●

制度の利用実績は、以前から利用率が高い女性に加えて、
男性も大幅に増加傾向にある

7 月〜 9 月をワーク・ライフ・バランス推進期間として、就
業時間の前倒しを実施し、継続して働き方改革を推進。
前倒し期間中は従業員が自己啓発などを行える福利厚生
プログラムを提供
生産性の向上や、ワーク・ライフ・バランスの推進により、
年間の総実労働時間は、全社で 2010 年比 54 時間減

経営基盤

（2）多様な働き方を推進するととも
に、時間外労働を前提としない
働き方の促進および有給休暇取
得促進の取り組みを継続し、総
実労働時間を適正レベルに保つ

●

休業制度紹介、体験者の座談会、セミナー などを
実施。また、休業の取得希望者については制度や
社内手続きに対する案内を個別で実施
仕事と育児の両立を目的としたセミナーを実施し、
制度に対する理解や、キャリア形成の支援を実施

活動報告

●

2021 年末現在での実績

以下の取り組みを継続的に実施
（1）環境出前授業など、子どもたちの学習を応援する
独自プログラム
（2）写真教室（ジュニアフォトグラファーズなど）
（3）
タグラグビー教室・ラグビー交流会（オンライン）
など

●
●

2021 年 4 月から2024 年 3 月まで継続して、地域
やコミュニティなどへ働きかけを行い、貢献活動
を実施する
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社員のボランティア活動への支援

業務変更を実施する際の最低通知期間

キヤノン
（株）では 、ボランティア活 動に関 心のある

キヤノン
（株）では 、人事異動などに際して従業員の

社員を対象とした「ボランティア活動休職制度」を設け

生活にマイナスの影響を及ぼすことがないよう、労使

ています。この制度は、会社の認定を受けてボランティ

協定において最低通知期間を定めています。

ア活 動に従 事する場 合 、1 年（青 年 海 外 協力隊の場 合

出向については発令日の 2 週間前 、その他の異動に

は 2 年 4 カ月）を上限にボランティア休職を取得するこ

ついては発令日の 1 週間前までに 、対象者に対して内

とができます。

示を行っています。また 、転居を伴う異動対象者に対
しては 、発令日を基準として 4 週間前までに異動の確

労使関係
キヤノン
（株）および国内グル ープ会社は 、話し合い
で解決を導く
「事前協議の精神」を労使関係の基礎とし
ています。賃金 、労働時間、安全衛生、福利厚生など
に関する諸施策を実行する際は 、労働組合と真摯かつ
十分な議論を尽くすよう努めています。
「中
キヤノン
（株）は 、キヤノン労働組合 ※ 1 との間で 、
央労使協議会」を開催しています。代表取締役会長兼
社長をはじめとする経営幹部が出席し、さまざまなテー
マについて意見や情報を交換しています。
このほか 、賃金、労働時間、安全衛生、福利厚生な
どに関する各種委員会も設け、労使協議のもとで制度
の新設や施策の運営に取り組んでいます。2021 年末
時点で 、キヤノン労働組合の組合員数は 2 万 5,447 人、
キヤノン
（株）の社員に占める労働組合員比率は 79％と
なっています。
また 、キヤノン
（ 株 ）および国内グル ープ会社の労使
協議会として年に一回「キヤノングループ労使協議会 」
を開 催しています。これ は 、国 内グル ープ 会 社 23 社
の幹部とグル ープ会社の 19 の単位組合が出席するも
ので 、2021 年は新型コロナウイルス感染拡大の影響
により延期しましたが 、2022 年は感染状況に配慮し
な がら開 催する予 定です。同 協 議 会に加 盟する労 働
組 合 の 組 合 員 数 は 、2021 年 末 時 点で 5 万 3,150 人、
国内グループ会社 23 社の社員に占める労働組合員比
率は 82% です。
海外グル ープ会社においては 、各国・地域の労働法
制に従い 、十分な労使協議による適切な労使関係を継
続しています。グル ープ全体の社員に占める労働組合
員比率 ※ 2 は 83% です。
※ 1 キヤノン
（株）
、キヤノンマーケティングジャパン、福島キヤノン、上野キヤノンマ
テリアルの 4 社の組合員で構成される労働組合
※ 2 企業内労働組合がある会社を対象に算出
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認を行っています。
なお 、国内外のグル ープ会社においても、各国・地
域の法令に従って最低通知期間を定めています。

ダイバーシティ& インクルージョンの推進
さまざまな個性や価値観をもつ人材を受け入れ 、互いに高め合いながら成長する
企業をめざしています
キヤノン
（株）では 、女性管理職候補者の育成を目的

キヤノンは 共 生 の 理 念 のもと 、文 化・習慣・言 語・

とした「 女性リーダー研修」を実施し 、新規事業提案を

民 族などの多様性を尊重するとともに 、性別や年齢 、

テーマとしたチーム活動を通して、リーダー に求めら

障がいの有無などにかかわらず、公平な人材の登用や

れる資質を学ぶ機会を設けています。受講生は 2012

活用を積極的に推進しています。

年の開始から累計で 220 人となり、海外拠点を含むさ
まざまな職場で活躍しています。これらの取り組みの
効果もあり、女性管理職の人数は 2011 年の 58 人から

（ Vital workforce and Value Innovation through

2021 年には 138 人に増えています。また 、2020 年に

このほか 、キヤノン
（株）および国内グル ープ会社で
は、ダイバーシティ＆インクルージョンの考え方の浸透
をめざし、
「 心のバリアフリー研修」を実施しています。

女性活躍推進法に基づく行動計画として 、
「 2025 年末
までに女性管理職比率を 2011 年 ※ の 3 倍以上とする」
ことを目標と定めました。
さらに 、育児休業から復職した社員とその上司を対
象としたオンライン復職セミナー や 、女性管理職によ

とや痛みを社員一人ひとりが理解することを目的とし、

るメンタリングのほか 、女性役員による講演会やイン

障がいのある方や性的少数者の方が実際に不便に感

タビュー、女性管理職の体験談の紹介を通して、仕事

じていることや 、配慮すべきポイントなどを学ぶ e ラー

における心掛けやライフイベントとの両立について気

ニングを開講し 、2019 年から 2021 年までにキヤノン

づきを得る機会を提供しています。

5 万 9,228 人の社員が受講しました 。

活動報告

社会における「バリア」があることで生じている困りご

（株）および国内グル ープ会 社の経 営 幹 部を含むのべ

方針と戦略

キヤノン
（株）では 、代表取締役副社長を統括責任者
とするダイバーシティ推進のための全社横断組織「 VIVID

Diversity ）」で、全社的な活動を推進しています。

C E O メッ セ ー ジ

多様性尊重の方針

国内グル ープ会社においては 、社長と女性社員の座
談会やアンケートによる意識調査のほか 、社内外の女

VIVID 活動方針
●

ア形成支援に取り組んでいます。

ダイバーシティを重要な経営課題の一つとして位置

海外においても、2020 年より中東・アフリカの各グ

付け、全社の推進役として新しい制度の導入や、既

ループ会社で国際女性デー にあわせて、女性の活躍を

存の仕組みの置き換えにとどまることなく、社員の

支援する社内キャンペーン
「 SHE RISE Program 」を開

考え方や意識そのものを変える。

始しています。また、キヤノンUSA では「 WiLL（ Women

向上意欲が高く、能力の高い人材が、活躍の機会を

in Leadership Levels ）」と名付けられたプロジェクトを

限定されたり、妨げられたりすることのないように、

推進し、交流会や講演会、メンタリングなどのさまざま

人事施策や職場環境を見直す。
●

育児休業取得者を対象とした研修など 、女性のキャリ

ロールモデルの輩出やモデル職場の拡大を促すた
めに、
ダイバーシティ推進の活動を社内外に広く伝
え、浸透させる。

デ ー タ 集・企 業 情 報

●

経営基盤

性リーダー 候 補 者との交 流 会 、キャリアアップ研 修、

な機会を通して女性の活躍を支援しています。さらに、
キヤノンヨーロッパでは、統括地域を対象としてダイバー
シティ＆インクルージョン・コミットメントを策定し、モ
ニタリングとレビューを行っています。このコミットメン
トには 、ダイバーシティへの意識向上に向けた啓発活動

女性の活躍推進
キヤノンは 、性別を問わず能力に即した平等な機会

の実施や、多様な人材の採用などが含まれています。
※ VIVID 発足前年

を提供するとともに、公平な処遇を徹底しています。
日本においては 、女性活躍推進法で定められている
行動計画の策定と情報開示に加え 、キヤノン独自の取
り組みを実施しています。
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男性の育児参画支援
キヤノンでは 、男女共同参画社会の実現に向け、男
性の育児参画支援の取り組みを進めています。

障がい者の社会進出を積極的に支援
キヤノンは 、国 連のノーマライゼ ーションの理 念 ※ 1
を尊重し 、キヤノン
（株）および国内グル ープ会社にお

キヤノン
（株）や国内グル ープ会社では 、育児関連制

いて、障がいのある方の採用を積極的に進めています。

度を利用した男性社員の座談会やインタビューのほか、

例えば 、キヤノン
（株）は 、障 が い の ある方 にとって

育児関連制度を紹介するセミナー などを実施していま

働きやすい職 場 環 境づくりに注力して 、バリアフリー

す。これらの取り組みの効果もあり、キヤノン
（株）の男

対応をはじめとした設備面の改善に努めるとともに 、

性の育児休業取得率は 、2011 年の 1.9% から 2021 年

配属可能な職場・職務の開拓を進め 、配属部署で職場

（株）で
には 33.4% まで増えています。また 、キヤノン

にとけ込み、活躍している様子を確認しています。また、

は、2020 年に女性活躍推進法に基づく行動計画として、
「 2025 年末までに男性の育児休業取得率を 50% 以上
とする」
ことを目標に定めました。

職場配属後に速やかに活躍できるよう、選考過程にお
いて職場体験や職場見学なども行っています。キヤノ
ンウィンド※ 2 では、主に知的障がいのある方を採用し、
高い就業定着率を維持しながら企業理念「共生」の実

LGBT など性的マイノリティへの対応

現に向けて努力しています。

キヤノンは 、キヤノングループ行動規範に個人の尊重

また 、2016 年に改正された「障害者雇用促進法」に

ならびに人種 、宗教、国籍、性別、年齢などを理由とし

おける障がい者の差別禁止と合理的配慮の提供の義務

た差別の禁止を掲げ、LGBT など性的マイノリティを包

化に伴い 、キヤノン
（株）および国内グル ープ会社では

含した取り組みを行っています。職場におけるあらゆ

各事業所に相談窓口を設置しました。事業所ごとに差

る差別の撤廃をめざし 、管理職研修で差別防止に向け

別禁止を徹底するとともに 、個別面談を実施し、避難

た教育を実施するほか 、職場単位のミーティングなど

訓練時の個別の声掛けや個別誘導など災害時の備えや、

の機会を活用し 、従業員に対する理解の徹底を図って

施設使用に関する配慮など合理的配慮の提供に努めて

います。また、キヤノン
（株）
および国内グループ会社の

（株）において、障がい
います。2019 年からはキヤノン

社員を対象に 、LGBT など性的マイノリティに関する内

がある方の活躍の場を広げる取り組みを開始するなど、

容を含む「心のバリアフリー研修」を実施し 、理解促進

定着支援の強化に取り組んでいます。

を図っています。

また、キヤノン
（株）
および国内グループ会社では、聴

このほか 、バリアフリートイレの設置など生活環境

覚障がい者と協働する職場を対象に 、より円滑に業務

面での対応を行っています。さらに 、従業員からの相

を進めることを目的として 、聴覚障がいについての正

談を受け付ける社内相談窓口を設け、専任のカウンセ

しい知識や手話などを紹介する集合研修と e ラーニン

ラーがさまざまな相談に対応する体制を整えています。

グ を 2004 年 から 実 施 し 、2021 年 までにのべ 839 人
が受講しました。

ベテラン社員の活躍推進
キヤノン
（株）は 、経験豊かな社員が豊富な知識や技
能を最大限に発揮できるよう、1977 年に日本企業で
いち早く60 歳定年制を採用し、1982 年からは 63 歳を
上限とした定年後再雇用制度を開始しました。

2000 年には定年後再雇用制度を一部改正し 、再雇
用職務の公募制度を導入しました。2007 年には再雇

※1 国連の国際障害者年行動計画が提起している理念で、
「わたしたちの社会はさま
ざまな特質をもった人々の集まりであり、種々の場においても健常者と障がい者
がともに存在することが人間にとってノーマルな状態であり、従ってそのような
状況をつくり出すべきである」
を主旨としている
※2 知的障がい者の雇用促進を目的に、2008 年に社会福祉法人暁雲福祉会との合弁
で設立された大分キヤノンの特例子会社

仕事と介護の両立支援
少子高齢化が進む日本では 、介護を理由とする離職

用年齢の上限を 65 歳まで引き上げ、2021 年末の再雇

を防ぐことが重要な社会課題の一つとなっています。

用者数は 1,817 人となりました。

キヤノンは介護離職低減に向け、仕事と介護の両立を
支援する活動を進めています。キヤノン
（株）や国内グ
ル ープ会社では 、介護セミナー や介護従事者へのイン
タビュー のほか 、介護が必要になっ た際の初動対処方
法や公的・社内の介護関連制度の紹介などを行ってい
ます。2020 年からは 、自治体と協力して介護セミナー
を継続的にオンライン開催しています。

87

Canon Sustainability Report 2022

労働安全衛生と健康経営
従業員が安心して働ける職場環境づくりのために、安全の確保と健康支援に取り組んで
います

キヤノンは 、安全衛生を企業経営の基盤と位置づけ、
「安全なくして経営なし」を安全衛生活動の理念として
います。この理念のもと、安全衛生に関する規程類を制

C E O メッ セ ー ジ

方針および体制

労働安全衛生
キヤノンは「安 全・安 心」な職 場 環 境づくりに努め 、
キヤノン
（株）および国内グル ープ会社では 、次の重点
目標・項目に取り組みました。

定し、労働組合との間で締結している労働協約でも安
全衛生について定めるなど、労使一体となり従業員が

2021 年重点目標

健康支援に取り組んでいます。

1. 機械装置起因の挟まれ・巻き込まれ災害の撲滅
（0件）

キヤノンでは 、安全衛生活動の最上位機関として、キ
ヤノン
（株）代表取締役副社長が委員長を務める
「中央安

2. 有害性の高い化学物質起因の災害の撲滅（ 0 件）

全衛生委員会」を設置しています。委員会では中央安全

実施項目

衛生活動方針や計画を策定し、労使で労働災害の撲滅、
健康の維持・増進、交通安全、防火・防災、快適な職場
キヤノン
（株）および国内グル ープ会社では 、各拠点
に安全衛生委員会を設置し、中央安全衛生活動方針を

1. キヤノングループ労働安全衛生マネジメントシステ
ムのさらなる進化
活動報告

づくりなどを推進しています。

方針と戦略

安心して働ける職場環境づくりのために安全の確保と

2. 労働災害撲滅に向けたリスクアセスメントの定着と
作業者への浸透

3. 啓発・教育の充実による安全衛生意識の向上

踏まえて自拠点の実情にあわせた目標を設定し、請負
会社なども含めたすべての労働者が安全に作業できる
よう、健全な労働環境の構築に取り組んでいます。また、
内の安全衛生の維持・向上に取り組んでいます。

る休業災害、および有害性の高い化学物質起因の休業

経営基盤

請負会社との間に安全衛生協議会を設置し、事業所構

2021 年は 、機械装置起因の挟まれ・巻き込まれによ
災害は発生していません。労働災害が発生した場合に

海外においても、生産拠点を中心に各地域やグル ー

は真因究明を実施し、職場担当者への再教育や装置の

プ会社ごとの状況を踏まえつつ 、グル ープ一体となっ

操作性改善を行うなど、教育と設備の両面で再発防止

て取り組みを進めています。

策を講じています。さらに発生拠点内で同様のリスクが
ないかリスクアセスメントを含めた安全総点検を実施し
デ ー タ 集・企 業 情 報

ています。また、災害の情報は速やかに生産拠点を中心
としたグループ会社に共有し、類似災害の再発防止を
図っています。
キヤノングループ労働安全衛生マネジメントシステム
のさらなる進化
キヤノンは、各拠点での自律的な安全衛生活動の推進
をめざし、中央労働災害防止協会方式の労働安全衛生
マネジメントシステムの要求事項をもとに、キヤノン
（株）
の基準やルールなどを確認項目に反映した「キヤノング
ループ労働安全衛生マネジメントシステム」を各国・地
域の拠点で展開しています。さらに拠点間の相互監査
を行うことで 、さまざまな問題対応策や好事例の水平
展開を図っています。
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また 、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規

ベトナム語で作成した作業手順書や安全衛生教育用教

格である OHSAS18001 から 、新たな国際規格である

材、ポスター やリーフレットなどを海外各拠点の実情に

ISO45001 への移行を進め 、2021 年末時点ではキヤ

あわせて有効に活用しています。キヤノンベトナムでは、

ノン
（株）および 国 内 外 グル ープ 製 造 会 社 のうち 、約

危険を疑似体験して安全の重要性を実感できる体感型

16% が ISO45001 認証を取得しています。

教育施設「安全体感道場」や 、リスクアセスメント活動、
気づき提案制度などを通じて、社員の安全衛生意識を

労働災害撲滅に向けたリスクアセスメントの定着と

高め、危険の芽を事前に摘み取る活動を精力的に展開し

作業者への浸透

ています。

キヤノンでは 、幅広く労働災害安全衛生におけるリス
クアセスメントを実施し、事故や疾病のリスクが高い作
業を漏れなく洗い出し、適切なリスク低減措置や残留リ
スクの管理を行っています。中でも機械装置起因の事
故を重大なリスクと捉え、既存事業における年に 1 回以

健康経営
「 健康第一主義 」の健康支援
キヤノンは 、行動指針の一つである
「健康第一主義」
に基づいた取り組みが 、それぞれの能力を最大限に発

上の定期的な見直しを行っています。また、新規事業に

揮し大きな成果を生み出す原動力であると考え、積極的

おいては研究開発段階からリスクの特定・評価を行い 、

な健康経営を推進しています。

その評価結果に基づく安全対策を実施しています。

キヤノン
（株）
および国内グループ会社では 、次の実施

2019 年には新たにグループ共通のリスクアセスメン

項目・重点目標に取り組むことを中央安全衛生委員会

ト管理基準を制定しました。安全衛生担当者を対象と

で表明しています。コラボヘルスとして、デ ータヘルス

した新基準の確実な実施に向けたリスクアセスメント手

計画に基づいた健康保険組合との中長期的な健康施策

法の理解を深めるための教育や 、職場管理者および作

目標や施策も含まれています。

業責任者などを対象とした e ラーニングを実施していま
す。また 、リスクが特定された場合には関係するすべて
の作業者に対し、リスクの通知と教育を実施し、作業内
容の理解・習得度を確認しています。
啓発・教育の充実による安全衛生意識の向上
キヤノンは 、労働災害が発生した場合、国内全拠点お
よび海外生産拠点に直ちに情報を配信し、原因と対策
をイントラサイトにて公開することで 、類似災害発生の
未然防止を図っています。
また 、労働災害撲滅に向けて、リスクアセスメントを
実施する職場の全管理職に対して研修を行うとともに、
リスクアセスメントに携わる従業員を対象として、アセ
スメントの目的や手順の理解促進に向けた e ラーニング
を行い、2021 年は 3,323 人が受講しました。
このほか 、常に安全衛生を意識する職場風土の醸成

中央安全衛生委員会 中期計画
（ 2019-2021 年）
重点目標
1. 休職日数減少
2. プレゼンティーイズム減少
3. ハイリスク者の減少
4. メタボ該当者の減少
5. がん検診受診の定着

実施項目
1. メンタルヘルス対策
2. 生活習慣病対策
3. 全社員への継続的な啓発活動
4. 新型コロナウイルス感染症対策

に向けた活動に取り組んでいます。例えば、キヤノン
（株）
および国内グループ会社では 、安全衛生教育の実施や

キヤノンでは 、国内グル ープ会社でのメンタルヘルス

などにより、作業時の基本的な安全行動の確認・励行

（セルフケア、管理職によるケア、
対策として、4 つのケア

の啓発を行っています。

産業保健スタッフによるケア、外部機関によるケア）
と

海外においても、日本と同レベルの労働安全衛生管

89

メンタルヘルス対策

オリジナルの啓発ポスター やリーフレットの掲示・配布

一次予防〜三次予防を組み合わせた各種プログラムを

理体制の構築をめざし、主に生産拠点を中心に活動を

展開しています。特に 、休復職を含む不調者支援プロ

展開しています。例えば、各拠点の従業員が母国語で理

グラムの整備、人事や健康支援担当者の能力向上研修

解できるように、キヤノン
（株）
が日本語・英語・中国語・

などを行い 、対 応の標 準 化を図っています。ストレス
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チェック受検率は 2016 年の開始以降年々増加しており、

2021 年には 5,328 人が受講しました。

2021 年は 96.6%となりました。高ストレス者に対しては

2021 年は朝食摂取と適正飲酒をテーマとした栄養

産業医面接に加え健康相談を実施することで、高ストレ

キャンペ ーン活動に力を入れ 、健康保険組合・労働組

ス者の割合は減少傾向となっています。あわせて集団分

合・社内売店・食堂などとのコラボレーション企画を実

析をもとに社内の各部門と連携し、各本部の健康状態を

施しました。さらに、毎年開催している ICT ツールを活
用したウォーキング大会には過去 5 年間で最高となる

9,372 人が参加しました。また 、キヤノン健康保険組合

に向けたメンタルヘルス研修にも力を入れています。海外

の「キヤノン・ヘルスコール」では 、国内に限らず海外勤

赴任者に対しても、国内同様にストレスチェックの実施・

務者も含めてさまざまな相談に 24 時間電話対応できる

フォローを行い、現地の人事担当者と連携してメンタルヘ

体制を整えています。

ルス対策を行っています。

C E O メッ セ ー ジ

表した
「健康レポート」
を配信し、職場との懇談会を実施
しています。また、職場の支援力を向上するため、管理職

海外グループ会社においても、各地域の特性に応じ
た独自の取り組みを実施しています。キヤノンプラチン
ブリタイランドでは 、女性従業員への妊産婦教育や新型

生活習慣病への対策として、従業員のデ ータ分析を

コロナウイルスに関する映像教育コンテンツの制作、キ

もとに施策の重点項目や優先順位を決定しています。例

ヤノンビジネスマシンズフィリピンでは 、メンタルヘルス

えば 、10 年分の健診デ ータ分析から、メタボリックシン

に関する産業医セミナー の開催や各種健康に関する啓

ドロームの発症について、短時間睡眠、喫煙、運動習慣

発を行っています。

方針と戦略

生活習慣病対策

などの影響が明らかになり、それらを施策の重点項目
としています。特に睡眠については 、啓発活動に加えて

新型コロナウイルス感染症対策
キヤノン
（株）
では、新型コロナウイルス感染症に対して、

なく、健診結果やプレゼンティーイズム
（疾病就業）
の改

「感染防止」
「 相談体制」
「 ハイリスク者対応」
「 情報提供」
を軸に対策を行っています。具体的には、ガイドライン・
マニュアルの策定や感染防止対策備品の整備、産業医・

オンライン禁煙プログラムなどの施策を継続することで、

看護職による健康相談対応や、24 時間体制でのヘルス

喫煙率は 2004 年の取り組み開始から 17 年間で 17.4 ポ

コール相談を実施しています。基礎疾患のある方やメン

イント減少し、2021 年には 15.0%となりました。

タル不調者などに対しては、必要な治療の継続、安全な

健康診断では 、キヤノン
（株）
と国内グループ会社で事

勤務への支援を行っています。また、国内外で定期的な

後措置基準を統一し、重症化予防を徹底しています。ハ

情報発信や産業医によるセミナーなど正しい情報を迅速

イリスク者の受診勧奨と就業上の配慮を徹底し、特定保

に提供しています。2021 年は職域ワクチン接種をキヤノ

健指導該当者には健康保険組合と連携し専門会社によ

ン
（株）
および国内グループ会社で迅速に行い、家族や請

る保健指導を実施した結果、ハイリスク者、特定保健指

負会社社員なども含め、約 6 万人に接種を実施しました。

経営基盤

善にもつながっています。また 、キヤノン
（株）
と国内グ
ループ会社では敷地内禁煙を実施し、禁煙セミナー や

活動報告

睡眠計を用いた個別指導を実施し、睡眠の改善だけで

策では、キヤノン健康保険組合のがん検診制度の活用や、
疾病を抱えながら働く人への治療と仕事の両立支援に
も力を入れています。

デ ー タ 集・企 業 情 報

導対象者ともに減少傾向となっています。また 、がん対
感染症対策
キヤノン
（株）
では 、感染症予防対策の一環として、海
外への出張者および出向者に対し、渡航前に HIV 、マラ
リアを含む感染症について、厚生労働省検疫所の感染
全従業員への継続的な啓発
キヤノン
（株）では 、階 層 別などの継 続 的な教 育や 、
「睡眠」
「 栄養」
「 運動」をテーマとしたキャンペーン活動、

症情報を参考に教育を行っています。また、厚生労働省
検疫所および外務省の情報に基づき、渡航先の国や地
域に応じた各種予防接種を会社負担で推奨しています。

イントラネットでの定期情報配信の啓発活動と、ICTツー
ルによる健康行動目標管理や社内イベント実施などを

請負労働者に対する健康教育

通して、自己健康管理を推進しています。また、キヤノン

日本では 、全国的に屋内外作業場における熱中症の

（株）および国内グループ会社では 30 〜 60 歳における

発症率が高まっていることから、請負労働者に対する熱

節目年齢において、各年代や女性特有の健康課題や自

中症予防教育を継続するとともに、作業環境面での予

己管理のポイントを学習するeラーニングを毎年実施し、

防対策も実施しています。
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人材育成・自己成長支援
従業員一人ひとりがキャリアを築き、活躍できる機会を提供しています
人材育成制度

例えば「アジアトレーニー制度」は 、30 歳以下の社員

キヤノンは 、中長期経営計画「グローバル優良企業グ

を対象としたアジアのグループ会社での実務研修制度

ループ構想フェーズⅥ」の主要戦略の一つに、
「より競

で 、1995 年に開始し、これまでに累計 118 人をアジア

争原理の働く人事体制の構築」を掲げています。この戦

各国・地域のグループ会社に派遣しています。業務上、

略に基づき、経営、研究開発、販売などのさまざまな分

英語以外の言語の使用頻度が高い国・地域では 、現地

野で人材育成を推進していきます。

の大学で約 6 カ月間の語学研修を受けた後、トレーニー
として約 1 年間現地法人で実務を経験します。また 、欧

グローバル人材の育成

米に若手の人材を派遣する
「欧米トレーニー制度」は 、

グロー バル化を進めるキヤノンの事業は 、世界のさ

2012 年に開始し、累計 68 人を派遣しました。2020 年か

まざまな国・地 域に広がり、2021 年 末 時 点で 340 の

らは、新入社員を対象とした
「 Canon Global Marketing

事業拠点※があります。こうした中、国際舞台でリーダー

& Sales Trainee 制度」を開始しました。将来グローバ

シップを発揮できる人材の育成を強化しています。

ルに活躍するマーケティング人材の育成を目的に 、国

※ 事業拠点数はキヤノン
（株）
および連結子会社数、持分法適用関連会社数の合計

内外でそれぞれ 1 年半の販売経験や語学の習得を行い
ます。

国際出向制度による人材の活性化
キヤノンでは 、グロー バルな協業やグロー バル規模

さらに 、国際社会で通用する技術者の育成や 、将来
キヤノンの基幹となり得る技術の獲得を目的に 、技術

で活躍できる人材の育成を促進する目的で 、日本から

系 社員を対 象とした「 技 術 者 海 外 留 学 制 度」を設けて

海外だけではなく、海外から日本 、さらには欧州から

います。1984 年に開始し 、これまでに累計 128人が海

米国など 、国際間の双方向での人材交流を活性化する

外の大学に留学しています。欧米での研究開発体制の

ため 、世界中のグル ープ会社を対象とした国際出向制

強化も踏まえ 、今後も毎年数名程度の留学者を選出し

度「 Canon Global Assignment Policy（ CGAP ）」を

ていきます。

設けています。

CGAP はグループ共通の国際出向の指針で、CGAP に
基づき、各国・地域で出向規程を設けています。これら

各種エキスパートの育成
技術人材の育成

を組み合わせて運用することで、人材交流を活性化させ、

キヤノンは 、メーカー としてイノベ ーションを創出し

基本的な理念や仕組みを共有しながら、法律や文化な

続けるための技術人材の確保・育成を推進しています。

どの地域ごとの特性にも柔軟に対応しています。
例えば欧米では 、入社 3 年以上の社員に向けた 1 年

例えばキヤノン
（株）では 、機械・電気・光学・材料・
ソフトウエアなど専門分野ごとの教育体系を整備し 、

間の人 材 交 流プログラム
「 US / Europe Exchange

長期的な視野に立って次世代を担う技術人材を育成し

Program 」、アジアでは幹部候補育成を目的とした欧

ています。中でもこの 5 つの主要分野では 、それぞ れ

「 ASIA CGAP 」などを
米で の 1 年間の研修プログラム

「 技術人材育成委員会」を設置し 、新入社員から若手、

実施しています。
これらの 制 度 を 利 用 して、2021 年 末 現 在 で 合 計

1,020人が国際出向中です。

技術リーダー に至るまで 、階層に応じた育成体系を構
築し、研修や施策を実行しています。また、解析技術な
ど分野横断型の研修も実施しています。2021 年は各
分野あわせて 473講座の研修を開催し 、国内グル ープ

若手社員へのグロー バル研修
キヤノン
（株）では 、社員が語学力や国際的なビジネ
ススキルを身につけるために 、早くから海外勤務を経
験するさまざまな制度を設けています。
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会社含めてのべ 5,973 人の技術者が受講しました。こ
のほか 、全職種を対象に ITリテラシー向上研修（ e ラー
ニング）
を実施し、1 万 2,047 人が受講しました。

またキヤノン
（株）
は、ソフトウエア技術者を育成する研

経 営 人 材 の 育 成 については 、
「経 営 塾」
「Canon

修施設CIST（ Canon Institute of Software Technology）

Leadership Development Program（LEAD Program）」

にて、AI や IoT などに関するDX 教 育を強 化しています

を実施しています。経営塾では 、事業部長や所長などの

。
（→ P45 〜 46）

上級管理職を対象に一流の経営リーダー たる人材の育
成を図っています。代表取締役会長兼社長が塾長を務め、
C E O メッ セ ー ジ

政治・外交・経済・科学技術などのエキスパートを講師
に迎えて開催され 、これまでに多くの役員を輩出してい
ます。また、LEAD Program は 、リーダー候補者の意識
を経営視点に切り替えた上で 、リーダーシップの醸成や
戦略立案力・実践力の強化を図るプログラムで 、管理職
各階層の登用前後の研修や登用前のアセスメントとして
実施しています。今後は経営人材に加え、グローバル人

方針と戦略

材、技術人材、ものづくり人材など 、次代を担う人材を
計画的に育成する取り組みを一層強化していきます。
なお、キヤノン
（株）における 2021 年の社員一人当た
ソフトウエア技術者を育成するCIST（東京・下丸子）

生産拠点におけるグローバルなものづくり人材育成
キヤノンでは、キヤノン
（株）
のものづくり推進センター

りの平均研修時間は約 19 時間で 、平均研修費は約 16
万 1,000 円でした。また 、国内グル ープ会社および海
外販売会社での社員一人当たりの平均研修費は約 8 万

3,000 円でした。

しています。

2021 年は同センター 主 催によるオンライン研 修を

キヤノン
（株 ）のキャリア形成支援プログラム
■

また 、海外生産拠点での受講を促進するため 、
「拠点

業績とキャリアについての定期面接制度
役割給制度のもと、社員一人ひとりの役割達成度と

海外 5 カ所の生産拠点で計 28 回開催し、140 人が受講
しました。

活動報告

が中心となって、生産活動を支える人材の育成に注力

行 動を評 価するために 、期 初・中 間・期 末 の 年 3 回 、
上司と部下の面接を行っています。面接では 、役割、目
標、達成状況に加え、部下が記入した「キャリアシート」

は 、オンラインでのトレーナー研修を 10 回開催し、40

に基づき今後のキャリアについて確認しています。

人が受講しました。拠点トレーナーによる研修は、各拠

評価結果の通知では 、より高い成果の達成と行動の

点で展開され、2021 年は約 2,700 人が受講しました。

改善に向けた助言と指導をあわせて行います。部下は
自分の強みや弱みを具体的、客観的に受け止め 、さら
なる成長へとつなげるとともに 、上司は今後の育成計

マレーシアなどの計 7 拠点において、成形、実装、プレス

画に生かしています。

デ ー タ 集・企 業 情 報

さらに、国内と同一水準の「技能検定制度」を海外拠
点にも導入・運用し、2021 年はタイ、ベトナム、中国、

経営基盤

トレーナー養成研修」にも力を入れています。2021 年

などの7 職種で検定を実施し、約 500 人が受検しました。
■

人材育成体系

キャリアマッチング制度
社員の主体的なキャリア形成をサポ ートする仕組み

キヤノン
（株）
では 、従業員のモチベーションや専門性

として「キャリアマッチング制度」
（社内公募制度）を設

の向上を支援していくために、
「階層別研修」
「 選択研修」

けて、適材適所の人材配置や人材の流動化・活性化を

「自己啓発」
で構成される教育体系を整備しています。
階層別研修では 、等級ごとに求められる役割につい

図っています。2021 年は同 制 度を利用して 252 人 が
異動しました。

て速やかに理解・実践できるように研修を実施してお

また 、未経験の領域の仕事にチャレンジする意欲の

り、行動指針を中心に行動意識の醸成を図るほか 、連

ある社員に対して、あらかじめ研修を実施してそのレ

動する形で e ラーニングを含む選択研修と自己啓発支

ベルに応じた業務に配置する 、研修と社内公募を合体

援を行っています。これらの研修では 、ハラスメントの

させた「 研修型キャリアマッチング制度」も実施してい

防止やコンプライアンスの徹底などのプログラムも取

ます。

り入れています。
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■

功績をたたえる多様な認定・表彰制度

その他のキャリア形成支援
学ぶ機会を多様化し 、自己啓発意欲の高い従業員の

キヤノンは 、多様な認定・表彰制度を設けてグル ー

キャリア形成を支援するために 、週末や「ワーク・ライ

プ社員の功績を評価しています。

フ・バランス推進期間 ※ 」の終業後に受講できる研修と

「 Canon Summit Awards 」は、キヤノンの活動およ

して、オンライン受講が可能な e ラーニングコンテンツ

び製品分野において、社業の発展に多大な貢献をした

の開 設を推 進しています。2021 年は約 3,000 人の従

グル ープ内の企業、部門 、チームおよび個人を表彰し

業員が受講しました。

ています。このほか 、発明および知的財産活動に貢献

※ 働き方改革の一環として、7 月から 9 月に実施している就業時間前倒しの期間

した社員に対する「 発明表彰」や 、品質向上や生産性向
上に貢献した優れた活動に対する「品質表彰」
「生産革

■

定年後を見据えたキャリアプラン・ライフプラン研修

新賞」、幅広い技能でものづくりに貢献した個人に対す

社員が定年後の人生をより豊かなものにできるよう、

る「マイスター認定・表彰」、卓越した技能をたたえ、キ

50 歳・54 歳時に「クリエイティブライフセミナー 」を実

ヤノンに必要な技能の伝承を図るための「キヤノンの名

施しています。ライフプランやキャリアプランについて

匠 認 定・表 彰」、優 れた環 境 活 動を表 彰する「環 境 表
彰」、調達機能の強化に大きく貢献した活動を表彰する

考える機会を早い段階で設けることにより、60 歳以降
の準備を自立的かつ計画的に進められるようにしてい

「調達革新表彰」などを実施しています。

ます。
■

組織活性化の支援
キヤノンでは、
「人と組織の成長」
と
「業務成果の達成」

の同時実現をめざし、組織開発の専門部門を設け、多様
化する組織課題に応じたコンサルティングとその後のサ
ポート、階層別トレーニングなどの組織活性化支援を行っ
ています。2021 年までに国内外のグループ会社を含む、
のべ 462 部門、1 万 6,000 人の支援を行っています。

キヤノン
（株）
の人材育成体系
役職

階層別研修

事業部長

新入社員研修
中途入社者研修
内定者
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アジア/欧米
トレーニー制度

技術者海外
留学制度

通信教育

新任G1研修

語学研修

新任G2研修

ほか︶
TOEIC

一般社員

グローバルスタッフ研修

専門技術研修

新任G3研修

研修
PC

新任G4研修

生産関連部門
マネジメント研修

ヒューマンスキル・コンセプチュアルスキル研修

新任課長代理
職場長研修

ほか
知的財産・調達・品質・環境・ロジスティクス・ CE

主任

海外マネージャー選抜研修

ものづくり研修

課長代理
職場長

LEADⅠ

外部研修・講演ほか

主幹

生産幹部育成研修

・セキュリティほか︶
HTML

課長

LEADⅡ

グローバル グループ会社
経営幹部研修
社長研修

・ OS
・
MS-Ofﬁce

主席

LEADⅢ

研修
︵
PC

部長

キヤノン経営塾
グローバル研修
︵語学・海外赴任︵候補︶者・

上席

自己啓発支援

（集合・e ラーニング）

ヒューマンスキル・コンセプチュアルスキル研修

所 長
工場長

選択研修

選抜研修

