
「ESG推進によるサスティナビリティ」において、社会との関わりや環境への配慮の重要性を全従業員が共有し、アドバ
ンテストグループのサスティナビリティ活動推進の土台としています。

サスティナビリティ － 3つの社会的重要課題への取り組み

The Advantest Way

環境保全および環境負荷の低減に取り組む1

豊かな社会の実現のため、グローバル企業として
社会的な責任を果たす2

顧客を尊重し、顧客のニーズを満たす
高品質の製品・サービスを安定的に提供する3

株主・投資家を尊重し、適正な利益還元と
情報開示を行う4

従業員を尊重し、公正に処遇するとともに、
働きやすい職場をつくる5

取引先を尊重し、相互の発展に向けて
協力関係を築く6

持続的な発展と中長期的な企業価値の向上のため、
公平、効率的、かつ透明性の高いガバナンス体制
を構築する

7

詳しくは、サスティナビリティ・
データ・ブックをご覧ください

アドバンテストでは、事業を通じた社会課題の解決と社会の要請に対して、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）に注目し、
社会とともに発展していくことを目指しています。そして、気候変動への対応や人権の保護・尊重のための姿勢や行動など
を重要課題として、サプライチェーンの皆さまとの協働により、社会の「安心・安全・心地よい」と持続可能な未来の実現に
貢献してまいります。

サスティナビリティ活動の概要

3つの社会的重要課題

気候変動

人権

サプライ
チェーン

●  環境・社会影響の 
把握

●  協働による 
社会的課題解決

●  製品を通じた 
環境・社会への 
貢献

●  高性能・高品質な 
製品の提供

●  環境負荷低減
●  就業機会の提供

●  高品質・安全な 
製品提供

●  物流に伴う 
環境負荷低減

●  環境負荷低減 ●  資源循環
●  資源の有効利用

●  サプライヤーとの 
協働による相互の 
成長、繁栄

●  社会インフラの 
信頼性確保

●  製品の 
環境性能向上

●  製品の 
安定生産・供給

●  適正な 
ビジネス慣行

●  温室効果ガス 
排出削減

●  顧客の生産性向上
●  顧客製品の 
品質向上

●  顧客製品の 
信頼性向上

●  製品使用による 
温室効果ガス 
排出削減

●  トータル・ソリュー 
ションの提供

●  価値を提供する 
サポート、サービス

●  労働・人権
●  安全衛生
●  環境負荷軽減
●  紛争鉱物
●  持続可能な 
資源活用

●  汚職、腐敗防止

●  製品・サービスの
環境・社会影響 
評価

●  知的財産の 
適正利用

●  温室効果ガス 
排出削減

●  労働・人権
●  安全衛生
●  化学物質管理
●  汚染防止

●  公正な競争
●  汚職、腐敗防止

●  製品の安全性確保
●  高品質製品の提供

●  製品リサイクル

アドバンテストグループ
事業を通して マテリアリティ・フォーカス

社会的要請

●  最先端顧客とのベストパートナー  

P52参照

顧客価値創造

●  学習する組織  

P41-42参照  P54参照

人財

●  環境マネジメント 

持続可能な社会への貢献 

P45-48参照

●  人権の保護・尊重  

P49参照

経営基盤

3つの社会的重要課題について

サスティナビリティに関する国際的ガイドラインをはじめ、CSR評価機関が重要としている社会的課題の中から、ステー
クホルダーとの対話を踏まえ、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献にもつながる3つの課題を選定しました。

 1．気候変動に対する取り組み

近年、気候変動の進行が要因と考えられる異常気象や環境変化が顕著となっています。このため、気候変動への対応が、
持続可能な社会の実現に対する大きな課題とされています。

2．人権の保護と尊重

国際的な人権に対する関心の高まりを背景に、従業員や取引先をはじめとした事業活動に関係するすべてのステーク
ホルダーの人権の尊重および適正な労働慣行の確保が求められています。

3．サプライチェーンとの協働

ビジネスのグローバル化に伴い、企業はサプライチェーン全体の人権や労働、環境に配慮した責任ある対応が求められ
ています。責任あるサプライチェーン・マネジメントを実現するためには、公正、公平で透明性の高い取引関係に基づいて、
サプライヤーとの協働による社会的課題への取り組みが重要です。

アドバンテストは、事業を通じた社会課題の解決および環境や社会に配慮した事業運営を遂行することにより、社会の
「安心・安全・心地よい」と持続可能な未来の実現に向けて、自社およびお客さまやお取引先と協働で取り組んでいます。

［はかる×みらい］

自社 下流

E 

環境

■ CO2削減
■ グリーン製品
■ 生物多様性

G 

ガバナンス

■ 企業統治
■ コンプライアンス
■ リスク管理

S 

社会

■ 人権・多様性
■ 人財育成
■ 労働安全

■ 情報開示
■ 地域貢献

社会的要請

サスティナビリティ
課題

サプライ
チェーン

上流

販売・物流生産開発 使用調達 保守・リサイクル

■  サプライチェーンとの協働による社会的課題への対応
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■ 2050年GHG排出量ゼロ実現へ向けたロードマップ

再エネ調達率100％
グループ全体の

CO2排出ゼロを達成

当社製品の
使用に伴う

CO2排出量80％削減

アドバンテストは、環境方針のもと、グリーン（環境配慮型）製品の開発、環境負荷低減、生物多様性保全など環境保全活動

に取り組んでいます。特に、地球温暖化防止については、自社の事業活動から排出されるCO₂やサプライチェーンから

排出される温室効果ガスの削減を意欲的に進めています。また、今後は生物多様性の観点からも長期的な目標設定や

方針を定め、持続可能な社会を実現するための取り組みを行っていきます。

気候変動への取り組み

1993 ● 「アドバンテスト地球環境保全委員会」が発足

1994 ● 「アドバンテスト環境行動計画」を制定

1998 ● 「地球環境室」を設立し、環境保全活動を本格的に開始

1998
● 「アドバンテスト環境方針」を策定
● 群馬工場で環境マネジメントシステム（ISO14001）認証を取得

2001
● 群馬R&Dセンタ（日本）に国内最大級の「ビオトープ」を開設
● 国内事業所で環境マネジメントシステム（ISO14001）統合認証を取得

2004 ● 創立50周年を記念し、ボルネオ島での熱帯雨林保全活動を実施（2004-2016）

2008 ● グリーン製品第1号T5503で消費電力を40%削減

2009
●  アメリカ、ドイツ、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシアの環境マネジメントシステム（ISO14001） 
認証取得が完了

2012 ● アメリカの事業所で使用電力100%再生可能エネルギー（再エネ）達成

2019 ● ドイツの事業所で使用電力100%再エネ達成

2020
● 日本の開発・生産拠点で再エネ導入開始
● TCFD賛同とRE100加盟

■  アドバンテストグループ環境方針

 環境マネジメントの推進
  環境マネジメントシステムを維持し、事業活動と環境効率を両立させたグローバルな環境保全活動を推進します

  お客さまの環境負荷低減
  省エネルギー、リサイクル性向上、有害物質の排除を行い、製品の材料調達から廃棄までのライフサイクルを考慮の上、お客さま

の環境負荷低減に貢献するグリーン製品やサービスを提供します

  事業プロセスの革新
  事業活動におけるプロセスを革新し、環境に配慮したものづくりによる環境パフォーマンスの継続的改善を推進します

  環境保護と資源の持続可能な利用
  事業活動が環境に与える影響を把握し、気候変動対策や生物多様性保全などの環境保護およびエネルギーや水資源などの持続

可能な利用に努めます

  環境関連法令の遵守、汚染防止
  環境関連法令および自ら定めた事項を遵守し、化学物質や廃棄物などによる環境汚染と健康被害を予防します

1

5

3

2

4

アドバンテストは、気候変動対応を重要経営課題の 

一つと考えています。自社で排出するCO2はもとより、
バリューチェーンを含めた事業活動全体におけるCO2

排出量削減に取り組んでいます。また、2020年4月に 

「気候変動関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の
提言に賛同し、関連情報の開示に努めていきます。また、
「SBT＊認定」の取得に向けて、準備を進めています。

＊ SBT（Science Based Targets）：削減目標が科学的な根拠に基づくものであることを示す、国際的な環境団体SBTイニシアチブ。

＊RE100 （Renewable Energy 100%）： 事業活動で消費するエネルギーを100％再生可能エネルギーにで調達することを目標とする国際イニシアチブ

事業活動における中長期のCO2排出量削減目標とし
て、2030年度に30%削減（2018年度比）、2050年までに
「CO2排出量ゼロ」とすることを定めています。2020年
8月には、国際イニシアチブ「RE100」に加盟し、「再生可能
エネルギー（再エネ）導入」によるCO2削減をグローバル
に進めています。すでにアメリカでは2012年に、ドイツ
では2019年に再生可能エネルギー調達100%を達成して
います。2020年4月から再エネの導入を開始した日本の
開発・生産拠点（群馬県・埼玉県）の中でも、群馬工場にお
いて2030年までにRE100の達成を計画しています。
2030年以降は、さらに日本を含むアジアにおいて、各地
域の事情を考慮した最適な再エネ導入を加速し、2050年
の「CO2排出量ゼロ」の達成を目指します。

■  主な環境保全活動への取り組み

2017年4月1日改定

（2）グローバルに再生可能エネルギー活用

（1）TCFD提言への賛同、SBT認定取得へ

社会的重要課題 1

ネットゼロ達成

ネットゼロ達成

国際的環境イニシアチブへの
賛同・参画

再生可能エネルギーの活用
事業活動におけるCO2削減

グリーン製品の開発
販売する製品使用におけるCO2削減

CO2（Scope 1+2）排出量削減 目標

排出量
ゼロ

30％
削減

（kt-CO₂）

FY2050FY2030FY2018 FY2019 FY2020
（見込み）

40

30

20

10

0

施策 削減量
（t-CO2/年）

省エネルギーの促進
（空調効率化、照明のLED化、生産工期の短縮など） 2,100

再生可能エネルギー利用率アップ 9,700

電力証書などクレジットの活用 500

削減量合計 12,300

■ 2030年度 30％削減 
　 2018年度実績に対する削減目標値

FY2019 FY2020 FY2030 FY2050

米州

欧州

日本
30%
削減

30%
削減

SBTに認定取得を目指す

詳しくは、サスティナビリティ・
データ・ブックをご覧ください

4月

8月
＊
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気候変動への取り組み

当社の部品調達・生産からお客さまの製品使用・廃棄ま

での製品ライフにおいて、販売した製品の使用により排

出される温室効果ガス（GHG）が約63%を占めています。

そこで、これを重点項目とし、グリーン製品の開発に取り

組んでいます。

今までは、気温上昇2℃目標シナリオで取り組み、2030

年度までに30%、2050年までに51%削減で検討してい

ました。2019年10月からSBT基準の改定により、2050年

までに80%削減する長期目標を再検討し、SBT要求であ

る「2℃を十分に下回る」目標、2030年度30%削減、2050

年80%削減に再設定。サプライチェーン全体のGHG 

（Scope 3）排出量の63%を占める「販売した製品の使用

による排出量」の削減を実現するために、製品開発部門が

中心となって、グリーン製品の開発に取り組んでいます。

■ 販売した製品　■ 購入する物品

■ その他

63%

31%

6%

アドバンテスト
CO2排出量割合
（2019年度実績）

（3）グリーン製品開発によるCO2削減の取り組み

「ムーアの法則」で知られるように半導体の製造プロセ

スは進化し、内部回路数は年々増加しています。

また5Gで代表される情報・通信の進化には半導体が不

可欠で、その生産量も増加しています。加えて半導体は

自動車や医療機器にも大量に使われるようになり信頼性

確保のためにテストは一層重要になっています。

そのためテスト数は年々増大し、お客さまは半導体の

世代が変わるたびにテストの効率化（テスト速度と同時

テスト数の増加）を進めています。

現在は、CO2削減やSDGsへの貢献が、事業活動にとっ

て不可分な課題となっています。

私たちは、お客さまの技術的要求に応えるテスタ性能

のアップが、同時にCO2削減への貢献にもつながると

考え、「1テスト当たりの消費電力」を原単位とし、電力を

増やすことなく、テスト周波数×ピン数、もしくはテスト

周波数×同時測定数をそれぞれ増やすことで、テスト当

たりのCO2排出量の削減に取り組みます。

例えば、消費電力を2倍以下に抑えながら、テスト周波

数×ピン数値を4倍にすれば、テスト当たりのCO2排出量

を半分にすることができます。

これまで当社の技術・開発ロードマップは、お客さま

の動向や現在はなくなった国際半導体技術ロードマップ

（ITRS）を参考に作成していましたが、新たにSBTに基づ

いたCO2削減ターゲットを取り入れることによって、

2030年に向けた長期技術目標を定めることができました。

引き続き、2050年目標の策定を進めています。

メモリテスト事業本部

課長　新島　啓克

SBTに基づく新たな目標で
顧客の求める環境性能の向上を目指す

 自主基準

  省エネ設計

  省部材設計

  小型化設計

 自主基準

  再生可能な樹脂材料の使用

  解体の容易性を考慮した設計

  廃棄情報の開示

 自主基準

  グリーン調達率の向上

  使用禁止物質の排除

省エネ、省資源 リサイクル設計 有害物質排除（グリーン調達）

製
品
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施

グ
リ
ー
ン
製
品
判
定

合
格

エ
コ
ラ
ベ
ル
付
与

グ
リ
ー
ン
製
品
の
提
供

新
製
品
開
発

有害物質排除

リサイクル設計

省エネ　省部材
小型化

グリーン設計基準 グリーン製品自主基準

SBT基準を
活用した

CO2削減目標

上流

事業から
出る
廃棄物

出張
従業員
の
通勤

リース
資産

購入する
物品・
サービス

資本財
燃料・

エネルギー
関連活動

輸送、
配送

Scope 3

自社

自社の
工業プロセスによる

直接排出

購入する電力
など

Scope 1+2

下流

販売した
製品の廃棄

輸送、配送
販売した
製品
の使用

Scope 3

サプライチェーン全体におけるCO2排出

アドバンテストのグリーン製品認定プロセス

TOPICS 

詳しくは、サスティナビリティ・
データ・ブックをご覧ください

1テスト当たりの平均CO2排出量削減ターゲット

SBTの
CO2削減目標

2018

100100

 30％
削減

 80％
削減

2030 2050
■ SBTのCO2削減目標　■ ■  当社
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（1）人権を尊重した職場づくり

アドバンテストは、グローバルに事業展開するにあたって、人権への配慮が重要な要素であると考えています。各国・地

域の法令等を踏まえ、「世界人権宣言」等の人権に関する国際規範を支持し、基本的人権を尊重します。

また、国際連合が提唱する世界的なイニシアチブである「国連グローバル・コンパクト」に署名し、人権・労働・環境・腐敗

防止の4分野で企業が遵守すべき普遍的原則「国連グローバル・コンパクト」10原則を支持し、各分野における取り組みを

推進しています。

「The Advantest Way」のなかでも行動基準において、人種・性別・年齢・国籍・宗教・社会的出自・身

体的障害・疾病・性的指向などによる差別を禁止する、人権擁護に関する方針を定めています。また、

人権と差別マニュアル、ハラスメント防止ガイドを策定し、人権の保護・尊重を推進し、「国連グロー

バル・コンパクト」の精神を職場で浸透できるよう展開しています。

（2）人権問題に関する報告・相談窓口の設置

アドバンテストは、企業倫理ヘルプラインを設置し、職場だけでは解決が難しい人権についての問題や相談がある場合

に、企業倫理相談室に報告・相談できる制度を設けています。報告・相談事項は企業倫理相談室が中心となって対応し、報告

者・相談者が不利益な扱いや報復行為を受けることがないよう、名前を匿名化するなど、万全な注意を払っています。2019

年度からはヘルプラインの相談・報告をより行いやすくするため、外部の法律事務所（弁護士）への通報窓口を設けていま

す。なお、これらのヘルプラインは海外からも利用が可能です。

また、国内においては、労働組合とともに人権擁護委員会を設置し、人権問題についての相談を受け付けています。2019

年度はハラスメント関係の相談が2件あり、いずれも解決済みです。相談者のプライバシーに関して十分配慮した上で人権

擁護委員会が適切な対応を実施し、迅速な解決を図っています。

当社は、この活動を通して、従業員一人ひとりがお互いの人権を尊重し、安心して働くことのできる職場づくりに努めて

います。

人権の保護・尊重

相談・苦情への対応の流れ

本人・所属長・第三者からの相談・苦情

相談・苦情窓口（人権擁護委員会）

事実関係の確認
「相手」ヒアリング 「周辺」ヒアリング「本人」ヒアリング

事実が確認できない

• 職場環境の見直しと防止策の徹底
• 相談者への説明
• 当事者間の関係改善の支援

事実が確認された

会社の対応を検討

• 雇用管理上の措置（人事異動、不利益回復、メンタルケア、当事者間の関係改善支援など）
• 相談者への説明
• 就業規則に基づく加害者への処分
• 職場環境の改善と再発防止策の徹底

アドバンテストグループは、すべての事業活動において、安全衛生管理が重要課題の一つであることを認識し、「アドバン
テストグループ労働安全衛生基本方針」に基づき積極的かつ継続的に安全衛生活動に取り組んでいます。

2019年度は以下の2点において従業員の健康維持と安全配慮を行いました。

（1）健康経営推進

従業員の健康維持・増進のため「健康経営」の導入を決め、2019年9月に「健康宣言」を制定しまし
た。会社、健康保険組合、労働組合が一体となり、健康診断の受診勧奨、特定保健指導実施率向上、健
康ポータルサイト導入などに取り組むと同時に、オンラインダイエット、禁煙プログラムなど従業員
の健康に直接働きかける活動を積み重ねた結果、「健康経営優良法人2020」において、大規模法人部門の健康経営優良法人
に認定されました。 

■  健康宣言
アドバンテストの経営理念実現のために、従業員一人ひとりが心身とも健康に働くことができる職場づくりに取り組

み、企業市民としてサスティナブルな社会の発展に貢献することを宣言します。
健康宣言に基づき、以下の3つの視点から健康経営に取り組んでいます。

（2）COVID-19感染防止策の実施

COVID-19の感染拡大を受け、危機管理本部が主体となり、従業員の安全、事業の継続に向け、迅速に感染予防対策を
遂行しました。日本では2017年9月から東京オリンピック・パラリンピック開催時や、パンデミック・災害時の対応として
テレワークを試験的に行い、どの部門でも実施できるよう運用ルールを整備し、2020年4月1日から1年間の時限制度と
して「テレワーク制度」を導入するよう準備をしていました。IT部門主導でオンライン会議のグローバル運用、経費精
算のグローバルなペーパーレス化も功を奏し、COVID-19による緊急事態宣言が出された際にも円滑にテレワークに移
行できました。
在宅勤務が長くなるにつれ、障害となるルール（資料の持ち帰り、自宅での印刷の禁止など）については一部緩和をし、

従業員の生産性をできるだけ維持しました。こうした柔軟性は、昨今増えている激甚災害時などにも適用ができる証明
となりました。

労働安全・健康経営

＜一例＞
•  子どもの休校等によるテレワーク利用促進、または勤怠上
の配慮を行う

•  妊婦はテレワークできるよう業務の見直しを実施
•  食堂の椅子を3分の1に減らし、対面で食事をしないように
レイアウト変更

•  社内共有スペース、食堂、売店、通勤バスの消毒（清掃）の
徹底

•  クラウド型リモートアクセス導入による必要な接続数の確保
•  テレワークにおけるセキュリティ注意事項の通知と従業員の
教育

●  健康リテラシー向上： 
健康診断100%受診、疾病重症予防、健康づくり指導
（運動、食生活、禁煙等）等

●  健康支援の強化： 
健康ポータルサイト始動（健診データ、健康お役立ち
情報、ウォーキングチャレンジ等）

●  従業員エンゲージメント強化： 
エンゲージメントサーベイ実施、計画的アクション
プラン実施（コミュニケーション研修等）

●  ワークライフバランス充実： 
残業抑制、有給休暇取得奨励、 
男性育児休暇取得促進等

●  従業員家族の健康維持・増進： 
家族の健康診断受診率向上、保健指導実施等

●  働きがいのある職場づくり： 
事業所内禁煙、職場環境整備等

SDGsの実現に
向けた取り組み

従業員の健康維持・増進に
向けた取り組み

会社の成長に
向けた取り組み

詳しくは、サスティナビリティ・
データ・ブックをご覧ください

社会的重要課題 2
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サプライチェーン・マネジメント

基本方針

アドバンテストは、サプライヤーの皆さまを含めたサプライチェーン全体で社会的責任を果たしていくために、当社の

ホームページ上で「調達方針」および「サプライチェーンCSR推進ガイドブック」を公開し、関連法令と社会規範の遵守、人

権・労働・環境保全などの取り組みに賛同をいただいています。また、「取引基本契約」に環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）

の条項を入れて締結を行っています。

（1）CSR調達の推進と品質向上

サプライヤーへ四半期ごとに「QCD＊に関する評価」を行うとともに、取引金額の80%を占める重要なサプライヤーを対

象に「CSRに関するアンケート」を年1回実施しています。アンケートの内容は「サプライチェーンCSR推進ガイドブック」

と、当社の重点課題や前年までの調査の分析結果をもとに毎年内容を見直し、環境の変化に合わせられるように実施して

います。また、サプライヤーごとに結果をまとめた資料を作成し、フィードバックを通してお互いにレベルアップするよう

に活動しています。
＊QCD:品質（Quality）、価格（Cost）、納期（Delivery）の頭文字をつなげた略語。

（2）公正な取引（CSR調達）を推進する体制

アドバンテストは、公正な取引を推進・管理するため、購買部門を牽制する部門を設置しており、取引状況については、年

1回の監査部門による監査を実施し、問題のないことや一般的な商習慣を逸脱していないことを確認しています。また、年1

回、外部機関による内部統制監査を実施し、2019年度も問題がないことを確認しました。

さらに、お取引先にご協力いただき、CSRアンケート、紛争鉱物調査の実施と結果フィードバックを通じて、より公正な

取引の実現を目指しています。

2019年度調査平均得点率
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1. 人権・労働

2. 安全衛生

3. 環境保全

4. 公正取引・倫理

5. 事業継続計画
（BCP）

6. サプライチェーン
マネジメント
（SCM）

取引開始前

取引中

「CSR活動推進覚書」に回答・署名

QCD評価（年4回）／CSR調査（年1回）

フィードバック

改善指導

契約前調査実施

改善報告

フォローアップ

アドバンテストでは、マテリアリティ「顧客価値創造」カテゴリの“ありたい姿”を「最先端顧客とのベストパートナー」と

定め、重点戦略・テーマに以下の2点を挙げています。

その中で、顧客価値を最優先とし、環境にも配慮したフィールド・サポート活動を紹介します。

顧客とのエンゲージメント

お客さまの事業の効率化に貢献し、成長を継続的に支えるサポートのご提供に取り組んでいます。装置の稼働率を最大

化するために、迅速な修理対応から、自動化工場実現に向けてのテストセル・インテグレーション・サービス、AIを用いた効

率改善など、幅広い活動を実施しています。そして、技術問題サポートからテストセル・インテグレーション・サービス、さ

らに生産性や品質向上サポートを提供する活動を通じて、お客さまとのエンゲージメントをさらに深め、省エネルギーな

半導体工場の技術革新の基盤づくりに寄与していきます。

■ フィールド・サポート活動

検査工程の
ダウンタイム
最小化

量産立ち上げサービス
オンラインサポート（ADVANTEST CONNECT +）

機材サプライチェーンの改善

稼働率向上
ソリューション

テストセル・インテグレーション・サービス（TCIS）
ECOTS＊1

VGEM＊2

量産工場の
生産性向上

量産環境
ソリューション

サプライチェーンとの協働

アドバンテストの顧客サポート力の強化

17
（国・地域）

生産性＆品質向上サポートテストセル統合サービス技術問題サポート

  最先端顧客とのエンゲージメント強化

  顧客ワークフローソリューションへの展開

調査

生産

＊1： ECOTS：Easy and Convenient Operation Tools（半導体テスト環境を迅速かつ容易に実現するユーザー・インタフェース）
＊2： VGEM：Virtual GEM（お客さまのオートメーションシステムと当社のテストシステムを統合するインタフェース・ソリューション）

TOPICS 
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（1）ダイバーシティマネジメント

会社の持続的な成長のためには、多様な従業員一人ひとりの活躍が不可欠で
す。アドバンテストではコア・バリューの一つに「INCLUSION AND DIVERSITY」
を掲げ、誰もが働きやすい職場環境をつくり、アドバンテストで働く一人ひとり
が個性や能力を最大限に発揮し、いきいきと活躍し続けられる職場づくりや企
業風土の形成に積極的に取り組んでいます。こうした取り組みが評価され、
Advantest Europe GmbH（AEG）が、国際的な人事コンサルティング機関
「Great Place to Work®」によって2019年版ドイツにおける「働きがいのある会社」
100社に選ばれました。

（2）グローバル人財の採用・活用

アドバンテストでは、ワールドワイドな視点での制度構築および人財の採用、育成、配置等に力を入れ、優秀な人財には国
籍を問わず公平にチャンスを与え、国境を越えた人財登用、交流により、グローバル人財の育成と組織のグローバル化を推
進しています。

2020年3月現在、経営幹部である執行役員24名中10名が外国籍であり、アドバンテスト単体では、9カ国の国籍の従業員
が働いています。

（3）イノベーションを生むための職場環境づくり

アドバンテストでは、従業員それぞれが持つノウハウや技術を共有することが重要と考え、会話が生まれる職場環境づ
くりをしています。2019年度は日本のR&Dセンタや工場のカフェや食堂など、リフレッシュコーナーを大幅にリニュー
アルしました。改修にあたっては海外子会社のオフィスを視察して意見交換し、リフレッシュコーナーだけでなく、カジュア
ルなミーティングスペースやストレッチなどがで
きるアクティブスペースも配置しました。自然光が
差し込む明るいオープンスペースは、イノベーショ
ンの創出、コミュニケーションの向上、リフレッシ
ュの促進を図る場として広く活用されています。

アドバンテスト人事基本理念

アドバンテストは、社員がかけがえのない経営資源（財産）であることに鑑み、人事に関する諸施策を貫く理念として以下
を策定し、その実現に向け常に努力します。
1.成果重視
チャレンジ精神の発揚により、困難を乗り越え革新的な成果を出した社員が評価され、正当に処遇される人事制度を推進します。

2.公平性と納得性への配慮
あらゆる施策や制度が客観的に公平で、高い納得性が得られるよう、それにより最大、最適な効果が得られるよう常に配慮します。

3.人財開発の積極的支援
たゆまぬ努力をもって自己研鑚に励み、高度な専門知識や幅広い教養を身につけようとする社員を積極的に支援します。

アドバンテストは、従業員を会社の財産と考え、その多様なライフスタイルと個々の成長を支援し、
従業員が会社とともに成長できるように心がけています。2000年9月に「人事基本理念」を定め、公平性
と納得性への配慮、人財開発の積極的支援に取り組んできました。また、「国連グローバル・コンパクト」
の10原則、世界人権宣言およびビジネスと人権に関する指導原則を支持し、人権、労働の各原則に十分
配慮しながら、多様性を重視した組織づくりを推進しています。

人財への取り組み

アドバンテストでは、マテリアリティの人財カテゴリに
おける“ありたい姿”の一つに「学習する組織」を掲げ、重点
戦略・テーマに以下の2点を挙げています。

 ❶ 従業員の学習機会、能力開発機会の提供・促進
❷ 部門・地域を越えたチームワークの奨励・推進

2019年度は、「The Advantest Way」のワークショップを
グローバルで開催し、すべてのステークホルダーとともによ
りよくコミュニケーションして切磋琢
磨し合えるような土壌づくりをしまし
た。さまざまな人財への取り組みの中
から、2019年10月にソフトウェア部門
から「気づき」を継続的に共有し合える

2020年2月に、AIの大規模公開オンライン講義（MOOC

＝Massive Open Online Course）を受講できる環境をトラ
イアルで構築しました。スタンフォード大学など有名な大
学や組織がコースを提供しているCourseraのディープ
ラーニングとマシンラーニングコースを42名が受講し、
うち37名が修了証を取得しました。課題を解決するには、

場としてAdvantest Engineering Friday（AEF）が生まれまし
た。若手もベテランも金曜日の午後に定期的に集まり、組織
とは違うコミュニティとして互いに研鑽し合う場となって
います。AEFは、1on1での対話による「気づき」を応援す
る場としても積極的に活用されており、小規模な分科会
が複数生まれています。参加者それぞれの学びのサイク
ルが加速し、しなやかさを持ち合わせた組織になること
が期待できます。

プログラミング能力や英語力も求められるため、受講者内
で助け合いながら取り組んでおり、エンジニアの底上げに
つながっています。
今後は、新入社員等、社内での受講者を増やすことはも

とより、学習したことを業務で活用できるよう支援する環
境を構築していきます。

ソフトウェアの技術と開発手法は文字通り日進月歩
で変化しています。それを強く実感したのは、外部セミ
ナーに参加したおりに聞いた「日本のソフトウェア開発
は10年遅れている」という一言でした。

IT技術の進歩に伴い、情報が瞬時にやり取りされるよ
うになり、昨日まで最新技術だったものが、今日は別の
物に取って代わられる。それが当たり前になりつつあり
ます。翻って、我々自身は顧客にどれほどの期間で新し
いソフトウェアを提供できているだろうか…そう考える
と居ても立っても居られない気分になりました。そんな
時あるマネージャーとの雑談が、Advantest Engineering 

Friday（AEF）の実施へとつながりました。
AEFは、メンバーが持続的に成長を続けるための、組

織としての取り組みです。人を育てることは難しい、な
らば人が育つ環境を用意することにしました。複数の
テーマでセッションを開き、参加者は自由にどのセッシ
ョンにも参加できます。部署を越えたコミュニケーショ
ンも行えます。何かを思いついた時に誰かと話せるこ
と、一緒に試せる仲間を探せること、不安や思いを共有
できることを目指しています。

T2000事業本部

課長　清野　道央

学習する組織① Advantest Engineering Friday

学習する組織② AI（人工知能）の外部オンライン講義

TOPICS 

詳しくは、サスティナビリティ・
データ・ブックをご覧ください
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