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例えば炎天下でも汗ひとつかかないキャビン、例えば初めての道での不安のないドライブ・・・。 

デンソーの品質に触れた人は、クルマに乗ることの新たなうれしさとやさしさを体感します。 

デンソーの品質とは、クルマの完成度を高めるだけでなく、クルマに乗るという経験そのものを豊かにするもの。 

そのために私たちは、常に技術を磨き、研究を重ね、人材を育成することで革新的な製品を生み出し続けているのです。 

 
私たちが自らに課した課題は、それだけではありません。 

デンソーはクルマに乗る人のみならず、歩行者、地域社会、さらには地球環境全体に対する責任を果たすことで、 

人とクルマが調和した、先進的なクルマ社会を実現しようとしています。 

 
「世界と未来をみつめ、新しい価値の創造を通じて人々の幸福に貢献する」 

デンソー基本理念で謳うこの使命こそが、デンソーがデンソーであるための条件です。 

人々のために、地球のために、私たちは日々、品質の革新と昇華に向けて努力を続けています。 

 
さあ、あなたもデンソーの“品質”を感じてください。 

それは、世界のいたるところを走っているドライバーたちが、いまこの瞬間、確かに感じているものです。 

 

世界中でクルマに乗っている人たちが、 

いまこの瞬間、感じている。 
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ボンネットを焦がすような太陽と、遠い道のり。 

それなのに涼しい顔で運転に集中できる。 

この安心感は、どこから来るのだろうか。 

 

デンソーはテストコース、高低温風洞実験室、電波

暗室などカーメーカーに匹敵する評価設備を使っ

た実験を行い、製品の問題を予測、予防、解決 

する体制を整えています。それは、部品やシステム

の単独の性能を保証するだけでなく、それらがクル

マの中で他のシステムと一体となった時に 

最高の性能を発揮するように作り上げることが 

総合システムサプライヤーの使命だと信じている

からです。 

デンソーは業界の先駆者であるがゆえに多くの課題に直面し、それを解決

し続けてきました。例えば新製品に必要な特殊な材料、例えば高い品質を

作り込むための生産設備、私たちはこのような分野のものまで社内で生み 

出すこだわりと専門技術を持っています。 

デンソー流モノづくり 

デンソーの製品は、過酷な気象条件の中でも高い信頼性を発揮します。 

この高い信頼性を支えているのは、「安心して運転できるクルマづくりに貢献する」という 

創業以来のモノづくりへのこだわりです。 

私たちデンソーは、品質においてわずかな妥協も許しません。 

製品開発の段階から、設計技術者だけでなく材料技術者、生産技術者、 

そして生産を担当する技能者が一丸となって製品を開発する体制も、 

高い信頼性を実現するためのもの。 

これはコンカレントエンジニアリングと呼ばれ、 

デンソーが1970年代からいち早く取り入れ、確立したワークスタイルです。 

点火コイル製造ラインで活躍するデンソー製ロボット。最高の品質のために生産設備も内製する。 高温実験室。灼熱の環境下での製品の耐久性や性能を保証する。 
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ヘッドライトが視線に合わせるように動いて、 

曲がる方向をしっかりと照らした。 

技術って、なんだか心強い。 

 

価値の創造に向けてのイノベーション 

画期的な新製品開発や生産工程づくりは、技術

者だけで成し遂げられるものではありません。どん

なに革新的なアイデアも、それを形にする技能者

の力がなければ製品化することはできないからです。

デンソーでは、技能五輪の世界大会メダリスト約

50人を含む世界トップクラスの技能者が、生産

部門や生産設備の製造部門だけでなく、開発部

門でも活躍しています。彼らは開発の初期段階か

ら技術者とチームを組み、新製品に必要な新しい 

加工方法や加工装置を生み出すことで、技術者

の発想を具現化する役割を果たしています。 

私たちデンソーは、1960年代からIC（集積回路）の研究を重ね、1971年に 

電子式オートエアコン、その翌年には電子式ガソリン噴射装置の量産化を

実現しました。これらの製品を始めとして、ICを活用した電子制御技術の 

幅広い製品への応用を業界のパイオニアとして成功させ、より快適で高い

性能を備えたクルマづくりに貢献してきました。そしてこの電子制御技術 

での成功後も、各技術分野において次 と々時流に先んじた技術開発を成功 

させ続けています。 

デンソーはカーメーカーやエンドユーザーのニーズと期待に応えるため、 

常に時流に先んじた技術開発を行ってきました。 

将来を見据えた技術開発には、新たな価値を生み出すための革新が必要です。 

そのため私たちは、連結売上高の約8%という業界トップレベルの研究開発費を投じて、 

エンドユーザーが求める「環境」「安全」「快適」「利便」の4つの分野を中心に 

新技術・新製品の研究や開発を行っています。 

その結果、低速時にも先行車との車間距離を保ち追従走行をするアダプティブ・クルーズ・コントロールや、 

衝突が避けられない場合に自動的にブレーキが作動してシートベルトが締まる 

プリクラッシュ・セイフティなどといった世界初の価値を次 に々生み出しています。 

今後も、世界中で働くデンソーの技術者のたゆまぬ研究や、 

技術者と技能者のチームワークが生み出す革新にご期待ください。 

研究所での半導体デバイスの加工工程。 
デンソーのさまざまな電子制御装置の高効率化・小型化を支える。 

生産技術の研究開発風景。新製品の生産プロセスで 
想定される問題点をあらゆる角度から検討する。 
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“この先、右方向です。” 

ナビゲーションは、たったひと言で 　 

初めての道を走る不安を忘れさせてくれた。  

 

ドライバーのニーズは世界の各地で異なります。 

そしてそのニーズを最も理解し細やかな対応ができるのは、その地域の社員です。 

デンソーでは、30以上の国と地域で働く10万人の社員が、 

営業・設計・生産などあらゆる部門で現地のカーメーカーやサプライヤーと一体となり、 

その地域に適した製品づくりを行っています。 

その一方で私たちは、世界のグループ各社それぞれの強みを活かして開発された技術を結集し、 

製品開発を行う体制を整えつつあります。 

例えばデンソーが世界中のお客様に納めているカーナビゲーションシステムには、 

日本、ドイツ、中国で生まれたコア技術が搭載されています。 

私たちは、このローカルでの最適化とグローバルな総合力の双方を発揮する 

グローバルネットワークを強化し、どの地域でも等しく信頼される会社であり続けます。 

信頼を築くグローバルネットワーク 

私たちは、材料や部品のグローバル調達、サブコンポーネント

の相互供給など、世界最適生産を行うためのネットワークを 

整え、世界中のどのカーメーカーにも常に高い品質の製品を、

低コストで、適正な納期で提供することを目指し、それを高い 

レベルで実現し続けています。 

デンソーの最大の財産は、世界で活躍する一人ひとりの人材

です。この考えに基づき、創立以来約60年、社員の育成に力を

注いできました。現在も、世界各地での新しい拠点の設立に合

わせ、技術・技能研修機能の充実を推し進めています。その他

にも営業、購買、経理など各専門分野向けの研修プログラムに

より、さまざまな部門に属する社員の成長が強力にサポート 

されています。また、デンソーの品質基準を満たすために必要

であれば、サプライヤーの人材育成もグローバルに展開して 

います。このような世界規模での“人づくり”が、最高の品質を

生み出す基盤となっているのです。 

エアコンの製造ライン。デンソーは世界各地でその地域にあった製品を 
提供する体制を整えている。 

実習室での組付研修。世界各地での人材育成がデンソーの品質を支える。 
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ウィンドウを降ろすと、 

澄んだ空気が流れ込んだ。 

環境にやさしいクルマを選んだ自分が、 

ほんの少し誇らしく思えた。 

 

社会への責任 

環境を守りたいという思いがデンソーを新たな革新へと導き続け

ています。デンソーは1995年に、ディーゼル車の性能を飛躍的

に向上させた世界初のディーゼル・コモンレールシステムの開発・

量産化に成功しました。その後も燃費に優れるディーゼルエン

ジンの強みを活かし、先進的なコモンレールシステムの開発を

続け、ディーゼルエンジン車のパワーの向上、排ガスの浄化、 

燃費の向上、騒音の低減に貢献しています。また、ハイブリッド 

カーの普及を通じて地球温暖化抑制に貢献するために、その 

動力源であるモータとエンジンを最適に制御するコンピュータ

などといった主要製品の開発・製造を行っています。 

デンソーは障害者福祉・青少年育成・環境共生を重点分野とし、

積極的な社会貢献活動を世界各地で行うことで、豊かな社会

づくりに貢献しています。NPO法人「アジア車いす交流センター」

を設立し、タイの車いす工場への技術支援を行うとともに、アジア

諸国の障害児へ車いすを寄贈。オーストラリア・ビクトリア州の

高校生に対するハイブリッド車の制作指導など、青少年の育成

にも世界各国で取り組んでいます。また、アメリカ・ミシガン州

の「ルージュリバーの清掃」をはじめとした環境保護ボランティア

活動も私たちの取り組みの一例です。 

デンソーのあらゆる企業活動は、世界の人 の々幸福に貢献するという理念に立脚して行われています。 
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〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 

Tel.0566-25-5511（案内） 

www.denso.co.jp

900109-027 5Z-40A

この会社案内は、古紙配合率100%の再生紙と大豆油インキを 
使用しています。 
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会社案内（コンセプト編） 


