
Automation & Sensing

New Business

Safety & Explosion Protection

Industrial Relays & Components

Industrial Switches

非常停止用
押ボタンスイッチ

IDECは、時代とともに変化する顧客ニーズにお応えするため、
制御技術を核とするさまざまな製品・ソリューションに加え、
コア技術を活用した新しい価値を提供することで、ものづくりと
くらしの未来を支えています。

産業用スイッチ

ジョイスティック

制御用操作スイッチ

プログラマブルコントローラ

プログラマブル表示器

ティーチングペンダント

47%

環境・エネルギー関連事業

協調安全ロボットシステム

次世代農業ソリューション

セーフティレーザスキャナ

イネーブルスイッチ

防爆表示器ボックス

防爆コントロールボックス

安全スイッチ

防爆ネットワーク
カメラシステム

スイッチング
パワーサプライ

サーキットプロテクタ

端子台

制御用リレー

時代のニーズに対応した
最適な製品・ソリューションを提供

センシング機器
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売上高比率
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スマートRFIDリーダ

セーフティコマンダ

キーボード

表示灯

産業用LED照明

安全リレーモジュール

防爆マットスイッチ

スイッチ
事業

 P19

12%
売上高比率

65億円
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　創業以来培ってきた制御技術により、FA（ファクトリー・
オートメーション）機器だけでなく生活の身近なシーンに
おいても、革新的なソリューションをグローバルに提供し、
安全・安心・ウェルビーイングの実現に貢献しています。
　製品の品質や耐久性、安全性を追究するとともに、
使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品ラインアップを
備えることで、IDECグループは制御用操作スイッチの
グローバルNo.1カンパニーを目指し、人と機械をつなぐ
さまざまなソリューションを提供してまいります。

機械の権限管理や履歴管理を可能にするφ22スマートRFIDリーダ「KW2D形」

　生産現場では、労働者の多様化により、労働災害や機械の故障、不良品の流出等の問題が
増加傾向にあり、個人認証による機械の操作権限管理や、検査などの履歴管理のニーズが高まって
います。
　そこで、社員証などのICカードが読み取り可能な、φ22スマートRFIDリーダ「KW2D形」を
2020年にグローバルで発売しました。「KW2D形」はICカードの読み取りだけでなく、鍵の代わ
りとして欧州で広く使われているKEYFOBタグの読み取りが可能で、あらゆる機械設備の権限管理
や、現場での入退室管理、生産ラインの履歴管理を実現します。

　1958年に制御用操作スイッチの販売を開始して以来、製品ライン
アップを拡大するとともに、設計の見直しや品質改良を重ねることで
日本国内で高い市場シェアを獲得してきました。近年、多様な人材
が働くうえで、誰でも安全に、簡単に、そして効率よく働ける環境の
整備が求められていることから、省配線・省スペース・高い信頼性を
実現するPush-in接続方式を採用した製品のラインアップ拡充に取り
組んでいます。
　2017年には、フランスのAPEM社がIDECグループに加わり、地域
ポートフォリオの適正化を図ることができました。両社の得意とする
業界や地域を相互補完することで売上を拡大するとともに、テクノロ
ジー面でもシナジー効果を生み出し、次世代のHMI製品を創造し
続けることで事業の拡大を推進しています。
　制御用操作スイッチのリーディングカンパニーとして、社会のニーズ
に対応した製品とソリューションを創造し、お客さまの生産性向上の
ためにHMI環境を革新し続けていきます。 IDECとAPEMの主力販売業界

マテリアル
ハンドリング・ 
エレベータ
など

FA業界を中心
とする市場

特殊車両分野
車載分野

セキュリティ分野
防衛・航空分野

など

各種装置や特殊車両などのスタイリッシュな操作パネルや、
タブレットが取り付け可能なハンディタイプの操作機器

　アジア・パシフィックにおいては、中国で需要が回復した
ことから、売上は堅調に推移しました。
　しかし日本、米州、欧州においては、下期から徐々に
市況が回復傾向となったものの、景況感の悪化などの
影響を受けたことから、各地域で売上が減少しました。

高い安全性が求められる生産ライン等の
非常停止用押ボタンスイッチ

47%

売上高比率

TOPIC

2020年度の業績

事業戦略

主な活用シーン

主力製品の国内シェア（2021年3月末時点） ※当社調べ

70%

非常停止用
押ボタンスイッチ

50%

押ボタンスイッチ

制御用操作スイッチの「グローバルシェアNo.1」へ

Industrial Switches
スイッチ事業

251
297282

129

（年度）

売上高推移（億円）

20202017 2018 20192016

273

スマートRFIDリーダ
「KW2D形」

　近年、生産現場では、操作パネルや教示用ペンダントの代わりに、
高機能で安価な市販のタブレットを使用するケースが増加しています。
しかしISO/IECの安全規格の観点から、機械など危険源の近くで使用
する場合は、非常停止用押ボタンスイッチやイネーブルスイッチなどの安全
機器の搭載が要求されており、タブレット導入の障壁となっています。
　そこで、市販されている多様なタブレットに安全機器を装着可能な、
セーフティコマンダ「HT3P形」をグローバルで発売しました。生産ライン
や装置の制御、ロボットのティーチングなどにタブレットを活用いただく
ことが可能となり、安全性、利便性の向上やコスト削減に貢献します。

生産現場のタブレットに安全機能をプラス

セーフティコマンダ「HT3P形」

スイッチ分野の
リーディングカンパニーとして、

人と機械の最適環境を創造します。
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18%

売上高比率

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、設備投資
需要が減少したことから、主力市場である日本や米州を
中心に売上が減少しました。
　一方、中国においては制御用リレーの売上が堅調に推移
しました。

2020年度の業績

組端子サービスの強化による販売拡大

　BNシリーズをはじめとする端子台は、現場での
作業効率を高めるためDINレールに取り付けた状態
「組端子」でお届けするサービスが好評です。
　Push-in端子台「Aシリーズ」や、固定端子台
「BTBシリーズ」など幅広い製品に展開し、短納期
でお届けすることで、さらに販売を拡大していきます。

TOPIC

　コロナ禍でニューノーマルな環境を作り出す各種新装置や機器、工場
の状態監視や遠隔地のセキュリティの「見える化」を実現するIoT機器
など、どの機器にも電源が必要になります。これらの装置・機器の搭載
に最適な、耐温度・ノイズ性能が高く、小形で高効率、取付位置の自由
度の高い小形スイッチングパワーサプライ「PS3V形」を発売しました。
各種安全規格に対応し、国内外のFA用途、冷凍・冷蔵庫やオフィス
用機器等をターゲットに拡販展開を図ります。

　制御盤の課題である、小形化、省配線、省工数を実現するPush-in

製品の拡充はもちろん、フェルールの自動圧着機などのレンタルサービス・
工具校正サービス、お試しスタータキットによるPush-in導入を簡単に推進
いただくサービスを含めた、総合サポート体制の構築に取り組んでいます。
　従来のPush-in対応製品に加え、スマートRFIDリーダ、安全リレー
モジュール、スイッチングパワーサプライを新たに追加。配線工数の削
減と安定した配線品質の実現、増し締め不要の利便性で、社会に貢献
します。

事業戦略

主な活用シーン

成長する電源市場に最適な小形スイッチングパワーサプライを投入

Push-in製品とサービスの拡充

生産設備の制御盤 船舶用制御盤 装置内に設置するLED照明

（年度）

98
114113

106

Industrial Relays & 
Components

インダストリアルコンポーネンツ事業

20202017 2018 20192016

103

端子台レイアウトソフト画面

アプリケーション事例

食品の保存設備 駅ホームの安全設備

　工作機械内での使用時に、LEDの点光源による対象物のマルチシャ
ドウ（多重影）や光源の映り込みによる手元の見づらさを解消したい、
というニーズに応えたLED照明ユニット「LF3D形」を開発しました。
　IDEC独自の光学設計と最適なLED配置の組み合わせにより、マルチシャ
ドウや映り込みを抑え、加工対象物の傷や凹凸の細かな部分を確認
することができます。また、従来品から発光面の輝度分布の明暗差を85%

も改善し、均一な光で機内をムラなく照らすことができるほか、作業者
の眩しさを低減するグレアセーブモードを標準装備するなど、IDECの
高い技術で市場ニーズに応える製品を生み出しています。

顧客ニーズに応えるLED照明のシェア拡大

光源の映り込みやマルチシャドウを低減（特許出願済み）

LF3D形当社従来品

表面取付タイプ 埋込取付タイプ

LF3D形

　インダストリアルコンポーネンツは、機械装置や生産ライン
を操作・制御するために使われる、制御盤や制御部に組み
込まれる各種電気機器の総称で、生産現場はもちろんのこと、
エレベータ制御を含むビルの設備管理や自動倉庫、工作機械
や半導体製造装置など幅広いシーンで使用されています。
　装置や設備のインテリジェント化や省スペース化、品質の
安定化のニーズがますます強まっていることから、IDECでは
制御盤内の各種機器に新しい技術を付加し、作業効率の向上
や利便性の高い快適な生産環境を提案することで、さまざま
な課題解決をサポートし続けています。

2020年度2019年度

盤前面
10,000品目
以上

盤内部
3,000品目
以上

盤端子部・
周辺機器
5,000品目
以上

HWシリーズ CW/YWシリーズ

工具&フェルール

プログラマブル
コントローラ

安全リレー
モジュール

端子台 レンタルサービス
工具校正サービス

リレー
ソケット

幅広いラインアップで、
お客さまの課題を解決します。

スマートRFIDリーダ

スイッチング
パワーサプライ

売上高推移（億円）
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　労働人口の減少やIoTなどの進展にともない、遠隔監視・
操作への対応に加え、作業の高効率化や自動化推進の
キーデバイスとなる製品の需要が高まっていることから、
多種多様な製品をラインアップしています。
　機械設備や生産ラインを制御するプログラマブルコント
ローラや、快適な操作環境を実現するプログラマブル表示器
などのオートメーション機器に加え、状態の変化や物体を
検出するセンサ、トレーサビリティ用途での需要が拡大する
コードリーダ、RFIDなどの自動認識機器といったセンシング
機器など幅広いソリューションを提供することで、生産の
自動化・効率化に貢献しています。

15%

売上高比率

　日本においては、プログラマブル表示器やプログラマブ
ルコントローラの減少に加え、2019年の消費増税前に
需要が増加したバーコードリーダなど自動認識機器の
売上が、前年度に比べて減少しました。
　一方で、欧州におけるプログラマブルコントローラの
需要増加などにより、オートメーション事業の売上は全体
として好調に推移しました。

2020年度の業績

高速搬送での検知を実現する小形光電スイッチ「SA2E形」

　IoTの進展にともない、さまざまな業界でセンサの需要は高まっています。これまで、
高速移動する小形ワークは、間隔をあけて検知する必要がありました。しかし、2021年に
発売したアンプ内蔵小形光電センサ「SA2E形」は、従来製品と比べて半分の応答
時間となる0.5msを実現し、連続した小形ワークの高速搬送での検知が可能となりました。
　また、異なる検出距離や検出方式の製品をラインアップすることで、用途に応じて
最適な製品を選択することができ、多様なニーズにお応えできます。

TOPIC

　各種機器から集めたデータをサーバーに保存し、分析・活用したい、
という需要の高まりを受け、2020年よりプログラマブルコントローラ
（PLC）「FC6A形Plus」が、MQTTプロトコルに対応しました。
　IoTに適した通信プロトコルとして国内外で広く利用されている
MQTTですが、対応する産業用コントローラは限られているため、データ
をサーバーへ送信する場合はMQTTプロトコルに変換するための通信
機器や、中継サーバーが必要でした。FC6A形PlusがMQTT対応と
なったことで、PLCから直接データ収集サーバーと通信することができ、
制御とセンシング、通信を1台で行えることから、簡単にIoT化の需要に
対応することが可能となりました。

　あらゆるものが「つながる」時代に最適な、プログラマブルコントローラ、
プログラマブル表示器、センサ、コードリーダなどにIoTを実現する機能
を強化し、さまざまな課題解決に貢献するソリューション提案を推進
しています。

事業戦略

主な活用シーン

MQTT対応によりクラウドサーバーに直接データ送信が可能に

IoTを実現するソリューション提案を推進

（年度）

8288
82

61

小形光電スイッチ「SA2E形」

遠隔監視・操作を実現する
プログラマブルコントローラやプログラマブル表示器

作業効率を向上させるウェアラブル端末

遠隔監視と操作システムのイメージ

データをためる 現場で必要なデータを検出／測定します。

データを送る インターネット上のサーバーにデータを送ります。

データを見せる 遠隔地でも、パソコン、タブレットなどの端末から
現場の状況を知ることができます。

メールで通報する 異常が発生すると警報メールを発信します。

遠隔地から操作する 離れた場所から現場の設定を変更できます。
IO-Link対応のセンサではパラメータの変更が可能です。

遠隔監視機器

データ検出／測定機器

インターネット パソコン、スマートフォン、
タブレットなど

Web監視 ／ 遠隔操作 ／ 
メール通報

20202017 2018 20192016

90

Automation & Sensing
オートメーション事業  ／  センシング事業

IoTやIndustry 4.0時代に
最適なソリューションを提供します。

プログラマブルコントローラ
「FC6A形Plus」

売上高推移（億円）
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　IDECは創業以来、人と機械の安全で快適な環境づくり
を目指し、多様な安全関連機器や防爆関連機器を開発し、
機械の隔離と停止を実現するSafety1.0製品の普及拡大
を図っています。
　人と機械の協調安全を実現する次世代の安全思想
「協調安全／Safety2.0」の考え方に基づき、機械情報
の活用により人が危険を回避することや、人情報の活用に
より機械の危険な制御を防止することを可能にした、新た
な安全関連機器アプリケーションをご提案すると同時に、
新たな規格づくりや、コンサルティングといった安全
の普及活動にも力を入れています。

12%

売上高比率

　グローバルな設備投資需要の減少や景況感悪化の影
響により、セーフティレーザスキャナなど一部製品の売上
が減少しましたが、中国の売上が好調に推移したことも
あり、安全関連機器の売上はほぼ横ばいとなりました。
　防爆関連機器については、主に日本において売上が
減少しました。

2020年度の業績

防爆関連機器のポートフォリオを拡大

　可燃性ガスや液体が存在する現場では、安全確保のために通常の制御機器ではなく、
防爆エリアでも使用できる防爆製品が必要不可欠です。IDECグループの強みや知見
を融合し、2019年に存在検知が可能な防爆マットスイッチを発売し、2020年には耐
環境性が高く、ガス・蒸気防爆と粉じん防爆にも対応した防爆LED照明「HLL形」を
発売しました。
　今後はさらなるシェア拡大を目指し、国際規格であるIEC-EX認証を取得した
「EU2B形」コントロールユニットの販売拡大を推進することで、防爆関連機器のグロー
バル展開を図ります。

TOPIC

　安全への考え方は、人の注意力や判断力により安全を確保して
きたSafety0.0に始まり、機械側に安全対策を施し隔離と停止により
安全化を図るSafety1.0、そして近年では、人と機械が協調し、安全
性と生産性の両立を実現するSafety2.0へと、時代とともに変遷して
います。
　安全スイッチやイネーブルスイッチに加え、セーフティレーザスキャナ
や安全リレーモジュールなど、さまざまなアプリケーションに活用できる
安全関連機器のシェア拡大を目指しています。
　現場の今を支えているSafety1.0製品の拡販を図ると同時に、
「協調安全／Safety2.0」の実現に向け、手元に装着したスイッチを
操作することで、離れた場所から機械を非常停止させることができる、
ウェアラブルストップスイッチなどの革新的なSafety2.0製品の開発
を進めています。

事業戦略

主な活用シーン

協調安全／Safety2.0のリーディングカンパニー

（年度）

6769
64

53

防爆LED照明
「HLL形」

防爆コントロールユニット
「EU2B形」

Safety2.0
協調安全

Human Robot

Safety0.0
人の注意力による

安全
Safety1.0

隔離による安全

Human MachineHuman Machine

　「協調安全／Safety2.0」は、技術開発に加え、人材育成、マネジメント、
社会ルール形成の4つの側面から包括的にアプローチすることで、安全性
と生産性の向上を実現します。
　他社との技術開発や、ロボット・セーフティアセッサ等の安全のプロ
フェッショナル人材育成、安全・健康・ウェルビーイングの向上を図る
Vision Zeroへの参画、国際標準の指南書となる白書“Safety in the 

Future”策定を通じて、安全・安心・ウェルビーイングの新たな潮流を
形成し、業界業種の垣根を超えたグローバルへの拡大を図っています。
　また、大きな潜在需要がある中国市場での事業拡大に向けた取り組み
も推進しており、中国国家標準化管理委員会（SAC）と、2017年から
安全や標準化に関する技術交流会を行っています。2020年には、中国
各地でウェビナー形式の安全セミナーを実施しました。今後、中国の需要
に特化した安全関連機器も展開予定です。

世界一安全・安心・ウェルビーイングを追究・実現する企業へ

20202017 2018 20192016

65

Safety & 
Explosion Protection

安全・防爆事業

世界一安全・安心・ウェルビーイングを
追究・実現する企業として、安全性と生産性
向上に役立つソリューションを提供します。

生産ライン等で安全性を
確保するイネーブルスイッチ

エリア内の存在検知が可能な
セーフティレーザスキャナ

扉や安全柵の開閉を検知し
安全対策に役立つ安全スイッチ

上海の安全セミナー

ウェアラブルストップスイッチを用いた
アシストE-STOPコンポーネント

安全リレーモジュール
「HR6S形」

Technology Human

Rule-making Management

社会ルール

人 材

マネジメント

協調安全の確立

技 術

売上高推移（億円）

26

事業紹介
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TOPIC

New Business
新規事業

ションなど、長年培ってきた
制御技術、環境技術を活か
して、グローバルレベルで
進行するさまざまな社会課
題の解決に貢献しています。

　IDECの強みである安全関連
機器や安全システムを軸に、各種
メーカーの協働ロボットやビジョン
センサ、人工知能（AI）、自律走行
搬送ロボット（AMR）などを組み合
わせたシステムと多様なアプリケー
ションパッケージを、顧客ニーズに
合わせてご提供しています。

　日本において、メガソーラーや太陽光発電用電力マネ
ジメントシステムなど、環境・エネルギー事業の売上が
大幅に減少しました。
　一方、協調安全ロボットシステム事業は、自動化、省
人化といった需要の拡大により、多様な企業向けの導入
事例が増加し、売上は堅調に推移しました。

再生可能エネルギー

　自家消費型ソーラー発電をはじめとする再生可能エネ
ルギーや、事業継続計画（BCP）対策のための電力供給、
次世代農業ソリューション、それらを連携させた生産、物流、
店舗までのサプライチェーン全体におよぶストアソリュー

環境・エネルギー関連事業

2020年度の業績

事業戦略

協調安全ロボットシステム事業

　 IDECグループの新規事業は、IDECファクトリー
ソリューションズ株式会社を中心とする協調安全ロボット
システム事業と、IDECシステムズ&コントロールズ株式
会社を中心とする環境・エネルギー関連事業を主な領域と
して展開しています。
　産業現場での労働力不足や地球温暖化などの社会
課題に、IDECグループ一丸となって貢献しています。

制御技術を活用した
多様なソリューションで、

社会課題の解決に貢献します。

経営と一体となった

CSR活動
企業理念である『The IDEC Way』に基づき、
行動基準・CSR憲章・国連グローバル・コン
パクトの10原則を重要な指針として定め、事業
活動を通じた社会課題の解決に取り組んで
います。また社会と私たちの双方にとっての価値
を生み出す「共通価値の創造（CSV）」により、
社会に求められる企業として価値向上を目指
しています。

　IDECグループのCSR活動方針を策定する機関として
「CSR委員会」を設置しています。委員長は社長とし、
CSR委員会の傘下には、ESGに、私たちの強みである
「安全:Safety」「品質:Quality」を加えた「ESG+Sa+Q」
の5つの分野の専門委員会を設けています。各専門委員
会の委員長は執行役員とし、専門知識や経験を持った
メンバーで構成され、それぞれのテーマに即した施策に
取り組んでいます。CSR委員会で議論した重要課題は、
取締役会に報告しています。

推進体制

CSRリーダー会議 CSRリーダー（＝部門長）

CSR 職場研修会 社員一人ひとりへの落とし込み

CSR委員会 委員長：代表取締役社長
委　員：専務、常勤取締役、執行役員

環境
マネジメント
委員会

社会貢献
委員会

リスク
マネジメント
委員会

安全推進
委員会

品質
マネジメント
委員会

　CSR委員会で議論された内容をCSRリーダーがCSR

職場研修会で社員一人ひとりと共有し、「CSR活動の
実践」ならびに、意見が言い合える「風通しの良い職場

社員一人ひとりが取り組むCSR

本社食堂の社員へのCSR職場研修会

づくり」を目指しています。
2020年度の社員からの
意見・提案は688件あり、
各専門委員会に共有され、
IDECグループのCSR

活動の参考としています。
CSRに関する情報はWebに

掲載しています。
https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/

corporate_social_responsibility

Webサイトでの情報開示

国連で採択された「持続可能な
開発目標（SDGs）」に、事業活
動を通じて貢献していきます。

サプライヤーさまとともに取り組むCSR調達
　サプライチェーン全体でCSRに取り組むため、IDECグループの
「CSR調達ガイドライン」「グリーン調達ガイドライン」を策定し、
サプライヤーさまのご協力をいただきながら2018年度より
運用しています。人権の尊重や働きやすい職場環境づくり、
環境への配慮、責任ある鉱物調達、事業継続計画（BCP）へ
の取り組みなどを定めており、2020年度は50社のサプライヤー
さまにセルフアセスメントを実施していただきました。この結果
をもとに、今後CSR監査を行っていきます。

協調安全ロボットシステム

2%

売上高比率

売上高推移（億円）
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