
未来に必要なのは、
あなたです。 

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社



BUSINESS
事業領域 日立ルームエアコン「白くまくん」から、店舗・オフィス・ビル用エアコン、産業用空調機までを

カバーする総合空調機器メーカーとして、グローバルな日立空調製品の設計開発・製造・販売を
担っています。

総合空調機器のリーディングカンパニー

ルームエアコン

多くの研究開発を通して、当社は幅広い家庭用空調設備を製造・市場

に提供し、空調業界をリードし続けて来ました。「凍結洗浄」をはじめと

する画期的な新技術により、品質、効率性、信頼性が高い家庭用空調

ソリューションを提供します。日本での販売は日立アプライアンス株式

会社が行っています。

業務用空調・冷凍機器

ビル用マルチ空調システム、店舗・オフィス用パッケージエアコン、コンビ

ニエンスストアやスーパーマーケットで活躍する冷凍機、およびビルの空調

や工場の産業冷却用に冷水および温水を作るチラーユニットを製造して

います。日本での販売は日立アプライアンス株式会社が行っています。

大型冷熱システム

大規模ビルから地域冷暖房、産業空調・冷凍まであらゆるニーズに応え

る多彩な省エネルギー大型冷熱システムを製造・販売します。

圧縮機

過去半世紀にわたる経験と実績により、当社の高品質圧縮機は信頼できる

ビジネスパートナーとしての地位を築いてきました。当社は、様々な用途に合う

幅広くユニークな圧縮機製品を提供しており、環境に配慮したアプローチで、

性能とエネルギー効率性を強化する技術を開発し続けています。

環境試験装置

半導体、電子部品、バイオテクノロジーを含む幅広い分野で使用される環境試
験装置には、より洗練された開発研究アプリケーション用に高度な機能を
搭載する必要があります。 当社は、低温でより効率性の高い安定した性能を
実証するために、これらの装置の中心となるスクロール圧縮機を提供します。
これらの装置は、様々な商品の信頼性を改善したり、食品加工、化学、医薬品を
含む分野での実験や調査のために必要不可欠な精密度の高い試験環境を
作ることができます。

家庭用空調製品 業務用空調製品 大型冷熱システム

LOCATION
拠点情報

人々の生活や仕事の場である室内環境は、それぞれの目的に合わせてデザインされています。日立ジョンソンコントロールズ
空調は、あらゆる建物や室内環境の目的に対して最適な空間や快適性を熟知しています。専門知識と革新的な技術、そして世界
中のネットワークを通じ、調和の取れた室内環境を実現する空調ソリューションを提供します。

清水事業所は、1943 年に圧縮機・特殊鋼生産の

工場として創業を開始しました。以来、業務用空調・

冷凍機器の専門工場として、革新的な製品開発を

通して、人と地球のために、環境負荷の少ない製品

づくりに積極的に取り組んでいます。

グローバル本社として、経営の中枢機能と事業戦略、

マーケティング、情報システム、財務、人事などの

管理部門をそなえ、効率的かつ効果的なガバナンス

体制に取り組んでいます。

栃木事業所は1945 年に株式会社日立製作所 栃木

工場として創立されました。1952 年に日本初の

ウインド形ルームエアコン（型式：EW-50）を

開発・発売し、以来、最先端の技術で家庭用ルーム

エアコン・圧縮機などを開発・製造しています。

本社 清水事業所

日立ジョンソンコントロールズ空調では、全世界に広がる拠点のネットワークを通じて、
世界中のお客さまからのニーズに応え、より良い明日をつくるために尽力しています。

海を越えて、世界中に広がるネットワーク

栃木事業所



要素技術、新技術の開発を含め製品を設計するポジションです。各部門
との連携、幅広い知識が要求されますが、省エネ、環境などに配慮し、
世の中・私たちの思いを具現化するやりがいのある仕事です。

設計開発

生産方法・方式、効率的な仕組みを考え、モノづくりを支える「生産ラ
インの技術エキスパート」です。「生産量の拡大」と「生産効率の向上」
を実現するため、 ライン設備の構築や生産効率の向上に向けた新技
術・新設備の導入など生産技術の開発・実用化を行う仕事です。

生産技術

高品質で安全な製品を提供する仕組みを支える「モノづくりの最終
番人」と呼ばれるポジションです。製品開発から携わり、生産工程に
おける製品の不具合の原因究明と対策、お客様に使用されている
製品に至るまで品質をサポートする仕事です。

品質保証

横断研究拠点である研究部と、製品規格、知的財産を扱う部から成る
研究開発部門であり、応用研究を通じて、技術の蓄積や研究者の育成
を行うとともに、グループ一体となって価値の創出を行う部門です。 
製品やサービスの付加価値を高めるエンジンとして期待されており、
とても重要でやりがいのある仕事です。

研究開発

職種×専攻

営業職

当社の顔としてお客様に満足いただける製品をお届けするポジション
です。製品開発への参画、お客様への提案、仕様打合せ、見積り、納品、
アフターケアまで携わる仕事です。

営業

営業（受注）と生産現場を結ぶコントロールタワーです。需要予測・分析
を通じて計画を立て、最適な生産規模と納期をタイムリーに指示します。
また、生産・販売・在庫の台数を最適に管理し、ロジスティクスを含めて
グローバルにサプライチェーンマネジメントを構築します。

生産管理

経営数値を分析し、経営への企画提案、サポートするポジションです。
工場の原価計算、営業の業績・債権管理、経営に必要な財務諸表、資金
運用など、会社運営を管理する重要な仕事です。

財務

従業員の能力を最大限に発揮できる環境・仕組みづくりを行うポジショ
ンです。人事、労務、採用、教育、福利など、従業員が活動しやすい環境・
人財づくりをする仕事です。

人事

製品の販促兼ブランディングの戦略立案を担うポジションです。 製品
マーケティングやウェブサイト、デジタルマーケティング、対流通者マー
ケティングなど、製品のマーケットへの効果的な浸透を図る仕事です。

マーケティング

業務とＩＴを融合し、社内のＩＴ環境の構築、維持を行うポジションです。
業務に密着した様々なシステム環境整備を行い、情報ネットワークを
通して各部門の業務効率化を解決する仕事です。

情報システム

会社の今後の事業戦略を立案し、企業として直面する最も重要な戦
略的問題に取り組み、対処するポジションです。 市場ニーズの動向
分析、競合他社の進捗状況と傾向のモニタリングや各種調査及び
データ分析など、経営判断を行うリーダーのパートナーとして経営戦
略業務を行う仕事です。

事業戦略

グローバルな調達を行い、製品の原価低減に貢献するポジションです。 
取引先の選定、価格交渉、納期確認、生産ラインへの資材提供など生産
ラインと直結し、円滑な生産活動を支える仕事です。

調達

日立ジョンソンコントロールズ空調では、人々の暮らしに快適かつ最適な空間を提供するとともに、
環境にも貢献できるさまざまな職種があります。多様な才能のシナジーによって、当社の事業は
成り立っています。

空調ソリューションの理想形を、多様な才能のシナジーで実現する

職種詳細

技術職

事務職

営業職

分野／専攻 設計開発 生産技術 品質保証研究開発 営業職 事務職

機械系

電気・電子系

情報系

化学系

材料系

物理系

環境工学・ 
エネルギー系

その他理系

文系（全学部）

WORKS
職種一覧



設計開発

失敗も糧にしながら
フィールドを広げ続ける。

グローバル VRF/PAC 設計開発本部
清水 VRF/PAC 設計部　2012 年入社

渋沢 遼

INTERVIEW 01

業務用空調機の設計開発の仕事をしています。

大学では流体力学を研究していたので、それ

を実際に応用できる空調メーカーで働きたい

と考えて入社しました。

入社後 5 年間は室内機の開発に携わり、電気

品、熱交換器、送風装置など、エアコン室内機

のさまざまな部分の設計を行いました。６年

目からは、業務用空調機全体に関わる設計

開発に携わっています。

エアコンの室内機・室外機はもちろん、冷凍

機やチラーといった製品も含めた全体に

関わる設計開発なので、他の部署と話す機会

が多いですね。

「何でも屋」と言うと聞こえが悪いかもしれま

せんが、製造部や資材調達部、営業からも

「これどうなってるの？」と設計に問い合わ

せがきて、仕事の中心となっていることを

感じます。自分は人と話すのが好きなタイ

プなので、今の仕事は合っているし、とても

楽しいです。

空調機の設計を担当。
多くの人と関わり経験を重ねる。

人に恵まれた環境で
仕事も私生活も楽しんでいます。

1 DAY SCHEDULE

業務終了

08:30

09:00

12:15

13:00

15:00

17:00

19:30

お昼休み
食堂で同期と雑談して過ごす。

関係者と打ち合わせ
情報共有を行い、今後の方針を
検討。

試験立ち会い
午前中の試験の結果確認。
OKの場合は次に進め、NG の
場合は原因調査を行う。

改善策の検討
原因調査の結果から、解析や
実機検討を行う。

出社、メール確認
進捗確認を行い、その日に行う
仕事を整理。

書類作成、試験準備
解析モデル作成や計算検討、
試験の準備を行う。

失敗した経験を活かし
「次を任せる」という社風。

この会社でいいところだと感じるのは、仕事上

で失敗をしたとしても、それを次の機会へと

活かしていく社風があることです。

自分が入社4～ 5 年目のときに、開発の中の

ある部品を担当していましたが、うまくいかず

に失敗したことがありました。その後開発は

無事終了したのですが、しばらく経ってから、

そのとき失敗した部分に関わる大きいプロ

ジェクトが社内で出てきました。

すると上司が、「お前はこの部分で失敗したか

ら勉強して詳しくなっただろう」と、この大き

いプロジェクトの担当を任せてくれました。

そのプロジェクトは自分がメイン担当となって

進め、想定外の問題も数多く発生しましたが、

なんとか無事やり遂げました。

仕事というものは、失敗したからこそ深く学び、

その分野に誰よりも詳しくなれるということ

を実感しました。このプロジェクトの成果は

グループ全体にも役立つ内容なので、しっかり

形にして残したほうがよいと言われ、論文とし

てまとめて発表したのもよい経験になってい

ます。業務と並行しての論文作成だったので

大変でしたが、大きな達成感がありました。

仕事での今の目標は、変革を恐れずに、時代に

合わせた製品を作っていくこと。

歴史の長い会社ならではの数多くの技術の

蓄積は活かしつつ、しかし過去のしがらみには

とらわれないで、本当の意味で必要な製品

開発をしていきたいですね。

今の仕事は海外との連携も深く、自分が開発

した技術が海外においても採用される可能性

も大きいです。よりグローバルな姿勢が必要だ

と思います。語学習得にはこれまであまり取り

組んでいなかったのですが、必要性を感じて

会社の制度を使ってやっと英語の勉強を始め

たところです。

１０年後には英語と中国語がペラペラになっ

ているとよいのですが（笑）。

実は、就職活動を始めた当初は、この会社が

第一志望というわけではありませんでした。

でも、仕事環境や社内の雰囲気を重視してこ

こに決めました。実際に入社してみて、本当に

まわりの人に恵まれたと感じています。

失敗をチャンスに変えてくれた上司しかり、仲

のよい同期しかり、先輩・後輩・同期・上司す

べてに助けられて、仕事も私生活も楽しく充

実しています。困ったときにはみんなが親身に

なって助けてくれる、働きやすい職場ですね。

MESSAGE
学生へのメッセージ

就職活動では、ぜひ先輩社員と実際に会って話を聞きましょう。同じ

業界の会社だと仕事内容は大きくは変わらないことも多いので、

会社の雰囲気などの実感を聞くのは大事ですよ。



品質保証

グローバル製品開発統括本部
清水開発評価センタ　2015 年入社

横山 大貴

INTERVIEW 02

品質保証の仕事をしています。

品質保証というのは、お客様に対して製品の

品質を保証する役割。今は、主にお店で使われ

る小型冷凍機を担当しています。

入社のきっかけは、大学のときに学んだ空調

システム関係の知識を活かせると思ったこと。

それと、工場見学をしたときに社内の風通し

のよい雰囲気を感じて、働きやすそうだなと

いう印象を持ったことも理由です。

品質保証の仕事は入社時からの希望でした。

パソコンに向かって図面を書くより、実際に

モノに触って仕事をするのが好きなタイプな

ので、現場により近い品質保証の仕事が向い

ていると思ったんです。実際入社した今、生産

ラインや試験場で製品に触れながらの仕事が

多く、自分に合っていると感じます。

仕事は大変ですが面白いです。自分の場合は、

実際にモノに触れる仕事が
したくて品質保証に。

現場から幅広い知識を
どんどん吸収。

この会社は、一つの事業所で設計から製品の

加工、組立、出荷までを全部やっているのが大

きな特徴。ひと通りの工程をすべて見ることが

できるので、技術者としては大きなスキルアッ

プにつながると感じます。冷凍機業界ではトッ

プの立場なので、業界をリードする製品の開

発を担えることも、他社では体験できない醍

醐味ですね。

品質保証という仕事は、会社の技術とお客様

の信頼をつなげる仕事だと思っています。会

社がどんなに優れた技術を持っていて設計が

どんなにいいものを作ったとしても、市場で

不具合が頻発してしまってはお客様の信頼を

得ることはできません。

そういう不具合を出さずに「また使おう」と

思ってもらうために、自分達の頑張りがあり

ます。お客様の前で責任を持って対応してい

る上司を見ると、カッコイイな、と思います。

自分はまだ独り立ちはできていないので、

今はたくさんの経験を積んで、「この製品は

自分が開発を担当した」と胸を張って言える

ようになりたいですね。

業界をリードする技術を
信頼へつなげていく。

退社

08:30

19:00

出社、メール確認
メールで打ち合わせ等のスケ
ジュールを確認。簡単な書類作
成等の業務も進める。

10:00 試験の進み具合の確認
各試験場を回り、進み具合を
確認。問題等が発生した場合は
見直しをする。

12:15 お昼休み
食堂で同期と昼食をとる。

13:00 打ち合わせ
開発試験の進捗状況や今後の
予定等の打ち合わせ。

14:00 資料の作成、
試験報告書のチェック
試験報告書を確認して修正を
試験員に依頼する。

16:00 試験の進み具合の確認
その日の実績および問題等が
なかったかを確認する。

18:00 メールの確認、
その他業務
その日の実績および問題等が
なかったかを確認する。

最初の１～２年はとにかく現場や試験場に

行って製品について知ることが大事と言われ、

事務所よりも現場にいることが多かったです。

そこで製品のことを学び、試験をやってくれる

試験員の方とも仲よくなりました。人と話すの

は苦にならないので、それは今の仕事に役

立っていますね。また品質保証という仕事は、

製品のことはもちろん、どんな計測器を使っ

てどんな試験をやるかということも考えな

ければいけないので、幅広い知識が必要です。

社内ではよく「品質保証の仕事は広く浅く」だ

と言われたりするのですが、実際のところ浅く

どころか結構深い知識が要るぞ、と実感して

います。行き詰まることもありますが、上司に

相談すると的確なヒントや答えを与えてもら

えるし、研修制度も充実しているので、入社し

てからここまでの数年間でもだいぶ知識がつ

き成長できたと思います。

MESSAGE
学生へのメッセージ

学生の特権は自分の時間が豊富にあること。趣味、バイト、スキル

アップなど、学生のうちにできることは何でも挑戦し、後悔のない

学生生活を送ってください。

自分達の頑張りが
信頼を形づくっていく。

1 DAY SCHEDULE



設計開発

モノが実際に動くのを見ると
カッコイイと思う。

グローバル制御設計開発本部
栃木制御設計部　2015 年入社

井田 絢

INTERVIEW 03

工学系の専攻で車やカメラ関係の研究をして

いたので、就活時にはそうした分野の会社も

含めていろいろ見たのですが、活動をしてい

るうちに、モノづくり、特に生活に身近な家電

製品に携わりたいという思いが強くなって

当社を選びました。

女性なので、産休や育休の制度がしっかりし

ているところもポイントでした。実際入社して

みると、産休や育休はもちろん、フレックス勤

務や看護休暇の制度も充実していて、女性も

働きやすい環境だなと感じます。

配属された職場に女性の課長さんもいますし、

後輩も毎年入ってきています。会社全体での

女性の数はまだ少ないですが、女性だけの新

人歓迎会などもあって、そういうときに情報

交換をしたり、女性同士のつながりは強い

ですね。

身近なモノづくりに興味。
女性の働きやすさも志望の理由。

わからないことはどんどん聞き、
研修を利用して勉強も。

普段の仕事では、エアコン本体の設計者との

打ち合わせなど、他部署の人とのやりとりも

多いので、仕事を進めるうえではコミュニケー

ションが大切だとあらためて感じています。

コミュニケーションが足りないと後々大きな

問題となってしまうことがあるので、作り始め

る前のやりとりは大切ですね。

私は今、中国やヨーロッパなど海外向けの製

品を担当しているので、海外の設計者ともや

りとりする機会があります。そういうさまざま

な交流で視野が広がったり社会勉強ができる

のも、当社のいいところだと思います。

自分が携わった製品が家電量販店で販売さ

れていたり、お店や家庭で使われているのを

見ると、嬉しいしやりがいを感じますね。

自分で書いたプログラムでエアコンが動くと

ころを見ると、カッコイイなと思います。室内

機のルーバーが意図した通りに動作している

のを見て「ちゃんとこの位置に来た！」みた

いな（笑）。ルームエアコンは人が快適に生活

をするのに必須の製品なので、どんな人にも

使いやすいソフトウェアを作ることが今の

目標です。

コミュニケーションを大切にしな
がら使いやすいソフト設計を。

08:25 始業

09:00 メールの確認

10:00 打ち合わせ
仕様の確認や日程の調整を行う。

12:15 お昼休み

13:00 コーディング
仕様を整理し、設計書に基づいて
ソフトプログラムをコーディング。

15:00 テスト
仕様通りにソフトが動作するか
確認。

17:30 書類作成
その日の実績および問題等が
なかったかを確認する。

業務終了19:10

入社後担当しているのは、家庭用ルームエア

コンの室内機のソフトウェア設計。エアコン

本体を設計しているグループから「ルーバー

はこういう動きにしたい」などの仕様が来る

ので、今までのソフトの動きと組み合わせたり

しながらプログラムを書きます。学生時代、

プログラミングは少し触る程度だったので

不安でしたが、わからないことはまわりの人

が教えてくれるので大丈夫でした。

人見知りなところがあるので最初は聞くのに

気後れもあったのですが、話しかけるとみんな

気持ちよく教えてくれるので、それからは気兼

ねなくどんどん聞いています。

当社は研修制度が充実しているので、勉強で

きる機会がたくさんあるのもいいところです。

特に若手はどんどん受けなさいと職場でも後

押ししてくれます。入社してすぐ生産ラインで

製品の組み立てなどを学びますし、マイコン

の制御など仕事に直結する知識を学ぶ研修

も受けられます。

新人研修で家電量販店での販売実習という

のもありました。店員として売り場に立ってい

るので、エアコン以外の製品についてもお客

様に聞かれるんですよ。「このオーブンレンジ

もっと安くならないの？」と言われたり（笑）。

でも実際の販売のしくみがわかったり、他社

の製品やカタログを見て機能の勉強もできた

ので、その経験も役立っています。

MESSAGE
学生へのメッセージ

仕事選びで悩むこともたくさんあると思いますが、ひとつの会社で

もさまざまな職種があるので、広い視野で興味のあることを探して

みて、自分に合った仕事を見つけてください。

1 DAY SCHEDULE



生産技術

持ち前のバイタリティーで
新たなことに挑戦したい。

栃木空調本部
生産技術部　2017 年入社

中原 広貴

INTERVIEW 04

大学卒業後は地元の九州を離れて、新たなこ

とにチャレンジできるような会社で働きたい

と考えていました。当社を知って工場見学を

したときに、和気あいあいとした雰囲気だっ

たことと、外国人が多い現場で言葉は通じに

くくても日本人のスタッフが活発にコミュニ

ケーションをとろうとしている姿を見て、ここ

だったら自分も働いていけると思ったのが

入社の決め手です。

当社が合弁会社となってすぐの頃で、不安も

多少はありました。一方で伝統的な日本の

企業から少しずつ変わっていく環境がどん

なものか見てみたいという期待もありまし

たし、そこで働いて自分も会社と共に成長で

きたらという思いもありました。

私は小学校から大学までずっと体操競技を

やっていて、全国大会にも出場するほど打ち

込んでいたのですが、社会人になって急に打

ち込めるものがなくなる怖さも感じていて、

新しいことに挑戦できるような会社でやり

がいや生きがいを見つけていきたいなと

思ったんです。

新しい挑戦がしたかった。
さまざまな経験を重ねる日々。
失敗から得た教訓も。

今いる生産技術の部署はやや平均年齢が高

めなのですが、みなさんとても話しやすくて、

私が困っていると声をかけてくれたりするの

で助かっています。

他部署の方も「今何やってるの」と気にかけて

くれます。大学まではずっと九州で暮らして

いたので住み慣れない場所に来ることに不安

もありましたが、プライベートでも上司や先輩

がゴルフに連れて行ってくれたり飲みに誘っ

てくれたり、とてもよい環境です。

今は寮に入っているのですが、朝夕のご飯も

用意されているしお風呂もいつも沸いている

ので、大学時代に独り暮らしを４年間してい

た頃と比べれば快適です。

同期や年の近い先輩・後輩も一緒に住んで

いるので、困ったときは助け合ったり、休日に

バーベキューしたり映画を見に行ったりと、

とても楽しく過ごしています。

温かい上司や先輩に囲まれ
公私共に充実した毎日。

08:00 出社

08:30 朝礼

09:00 メールチェック
メールを確認し必要があれば
返信。

11:00 打ち合わせ
関係部署で今後の方針について
討議したり、
メーカーと技術情報交換や実験
の進め方について打ち合わせる。

10:00 図面作成
3D 設計ソフトを使い、実験に
使う治具などを設計。
設計が完了したら図面化し、製作
部署に製作依頼。

12:15 お昼休み
食堂で同期や先輩と昼食。食後
は同部署の方たちとパンポンで
汗を流しリフレッシュ。

13:00 実験
工場内の設備を使って製品加工
の実験を行う。

15:00 書類作成
実験の報告書や今後の実験の
計画書などを作成。

業務終了17:00

生産をサポートする職種である生産技術。

現在は主に、開発中の製品についてどんな接

合方式を使うとうまくいくか、どういう組み立

て方をすると効率的か、といった加工方法を

検討する業務を担当しています。

最終的には「こういう作り方をすればこの時

間内にこれぐらい生産できる」というところま

で落とし込んでいかなくてはなりません。製

造現場のことも知らないといけないし、メー

カーとの打ち合わせや、協力会社に訪問して

実験するなど、幅広い業務が求められます。

まだまだわからないことも多くて大変です。

配属されて間もない頃に、大きなミスもしま

した。

任せられた試作機の組み立てを自分の判断

で進めていたら、上司の最終確認で致命的な

欠陥を指摘されたのです。翌日出張の予定が

あったためその日は上司と一緒に夜遅くまで

作業をし、何とかギリギリで出張に間に合わ

せることができました。

大きな失敗をしたおかげで、それからはどん

なに忙しくても質問や報告を欠かさない

習慣が身についています。そうやって日々の

業務の中で少しずつでも自分の成長を感じ

ることが、やりがいにつながっていますね。

MESSAGE
学生へのメッセージ

社会人になると、自ら考えてモノやサービスなどの価値を生み出し

ていかなくてはなりません。学生のうちから意識して、受け身でなく

「自ら考える」くせをつけてほしいです。

1 DAY SCHEDULE



谷　開発を取りまとめる開発推進リーダーとして、今回の新型ビル用マルチエアコンのプロジェクトに関わり
ました。開発にあたり、競合他社を凌駕するには日立ジョンソンコントロールズ空調の強みである技術力を活かす
しかないと考え、エアコンの省エネ性指標である APF（通年エネルギー消費効率）で「全機種業界トップの省エネ
性を達成する」という製品コンセプトを打ち立てました。全機種というのは高効率タイプ 140 ～ 500 型の全容
量でトップを取るということです。それともうひとつ今回実現したかったのが、製品のコンパクト化。コンパクトに
することでお客様の導入コストが抑えられるので、より売れるエアコンになると考えました。ただし、コンパクト化
と省エネ性能との両立はかなり難しい課題でした。

徳地　私は普段から谷さんのチームで働いていて、本プロジェクトにも早い段階から関わっていましたが、「全機種
業界トップの省エネ性」はかなり厳しい目標と感じて「本当に達成できるのか？」と思いましたね。実際プロジェクト
の最後の最後まで、できるかどうかというギリギリのところでの挑戦でした。

谷　何しろとんでもなく高いハードルなので、社内でも本当にできるのかという話になりました。しかし、もう言っ
てしまったからにはやるしかないと。工場全体で 100 名以上が関わり、更に全部門参画によるコンカレントな
商品開発体制であるＳプロ（ソリューションプロジェクト）も適用した、一大プロジェクトになったのです。

松村　私は圧縮機の設計を担当しました。圧縮機はエアコンの中で冷媒を循
環させる、いわば心臓の役割。今回のプロジェクトでは、高レベルな性能の圧
縮機を求められたため、かなり難易度の高い開発でした。

谷　今回、圧縮機については思いきり要求スペックを上げたからね。

松村　ユニット設計から最初に出てきた要求スペックを見たときに、エアコンの各部品でそれぞれ性能アップの目標数値が記載されているのですが、圧縮機の部
分がかなり大きくて、内心「こんなにですか…」と驚きました（笑）。従来以上の性能の圧縮機を 2 機種、新しく開発する必要があり、しかも全体スケジュールが押し
ていた関係で開発期間もあまりない状況でした。時間的な制約が厳しくて、実機試験によるトライ＆エラーにあまり時間をかけられないことがわかっていたので、
構想設計の段階から完成度の高いスペックにすることが必須でした。初めのうちは圧縮機の主担当が私だけだったので、研究所の担当者に1週間単位で数回にわ
たり出張してもらい、とにかく考えられる限り、いくつもの構造案を出し、弱点を潰し込み、省エネに貢献できそうな構造を選定することに注力しました。

日立ビル用マルチエアコン「冷暖切換型　
フレックスマルチ　高効率タイプ」は、製品
容量 14.0kW ～ 50.0kW のすべての機
種において業界トップ※1 の 省エネ性能
（APF2015※2）を達成し、平成 28 年度の
「省エネ大賞」と「地球温暖化防止活動環境大
臣表彰」をダブル受賞。不可能とも思われた目
標をクリアした原動力は、すべての部署にお
ける妥協のない技術の追求と、互いに助け合
いピンチを克服するチームワークでした。

※1 ビル用マルチエアコンにおける「てんかせ4方向」との組み合わ
　　せにおいて。2017 年1月16日時点。

※2 JIS B 8616:2015 に基づく通年エネルギー消費効率。数値が
　　大きいほど省エネ性能が高いことを示します。

グローバル VRF/PAC
設計開発本部

本プロジェクトの開発推進
リーダー

グローバル VRF/PAC
設計開発本部
2013 年入社

熱交換器設計を担当

グローバル VRF/PAC
設計開発本部
2014 年入社

ユニット設計を担当

グローバル圧縮機
設計開発本部
2010 年入社

圧縮機設計を担当

グローバル制御
設計開発本部
2015 年入社

インバーター基板の
ハードウェア設計を担当

最初に打ち立てたのは「全機種で業界トップの省エネ性能を達成する」
という、無謀とも思える目標。

2機種の新型圧縮機を開発。
ユニット設計からの難しい要求スペックに驚き。

花野　私はインバーター基板設計を担当しました。エアコンのインバーターは圧縮機のモーター
制御に重要な役割を果たしていて、私は圧縮機をより効率よく動かすための開発に取り組みま
した。当時、私は入社1年目で、進行中のこの一大プロジェクトに関わることになりました。本プロ
ジェクトでは、制御に関わる電気部品についてコンパクト化につながる構成の見直しがかなり行わ
れています。部品点数を大幅に削減しながらも今まで以上の性能を実現するということで、なかな
か厳しいミッションだと先輩からも聞いていました。配属されてすぐにインバーター基板絡みの
問題に見舞われて、右も左もわからない新人の自分が対応をすることになり、非常に不安だったの
を覚えています。でも上司や先輩や他部署のプロジェクトメンバーのサポートで何とか乗り越え、
スムースドライブ制御という新しい制御による省エネ化を実現することができました。

性能の向上とコンパクト化、
両方を満たす基板設計という厳しい条件にトライ。

徳地　本プロジェクトで熱交換器の開発を担当しました。熱交換器とは冷媒
と空気の間で熱を交換するため使用する機器で、空気を暖めたり冷やしたり
するために重要な部品です。今回の新型エアコンは「全機種業界トップの
APF（通年エネルギー消費効率）」というはっきりした目標があったので、
初期の段階から日立研究所の協力も得て、熱交換器による省エネの可能性に
はいろいろトライしていました。APF を向上させるための鍵となるのは、
低負荷（暖めたり冷やしたりする空気の熱量が多くない）運転時の運転効率
です。これに対するキー技術のひとつが、2ファン構造の採用と、2ファン構
造の効率を最大限に引き出すΣ形状の熱交換器。そしてもうひとつ、やはり
低負荷運転時に性能を最大限に発揮するための新しい熱交換器パス構造の
開発を、私が担当しました。低負荷運転時に冷媒流速が遅くなり熱伝達率が
低下してしまう問題に対して、流路を細くして冷媒流速を引き上げ、熱伝達率
を向上するパス構造を考案したのです。ひたすら性能シミュレーションを
くり返し、さらに実機試験で何度も検証を行いました。

谷　ところが、これでいけるだろうとプロジェクトを進めていた終盤に、熱交換器関係で大きな問題が発生してしまったんです。量産直前の段階で、発売に間に合
わないかもしれないという緊迫した状況でした。もう試作品のテストもほぼ終わり、現場はすでに量産の準備に入っていて、この段階で熱交換器の構造を変えるな
どと言い出すことは通常ありえません。しかしやむなく、熱交換器の構造を大きく変更するという判断をしました。

徳地　現場からしたら「今からまた試作品を作るんですか？」みたいな話。説得するのは大変と思われました。しかし、いったんやるとなったら全員が一丸となって
チームワークを発揮。各部署が大変な集中力で乗り切りました。

本プロジェクトのキー技術となる熱交換器。
しかし終盤にまさかのトラブルが。

山本　私は、製品の構想から、目標スペックを決め、試作、量産開始までの全
体を担うユニット設計の担当でした。最終的に全体を取りまとめて室外ユ
ニットを形にする役割です。すべての部品の開発と密接に関わるので、最初か
ら各部署の担当者と頻繁に打ち合わせを重ねました。

谷　特に開発が後半にさしかかると、相当な数の試作品を作る必要がある
ので、ユニット設計は試作品を作ってくれる現場と密な連携を取らないと
いけません。山本はプロジェクト後半、現場に通いつめていましたね。

山本　今回のような大きくかつ新しいプロジェクトとなると、試作品もそれ
だけ多く作らないといけないので、後半は現場に通うのが仕事みたいになっ
ていました。現場に足を運んで、試作の日程の相談をし、部品の話をしていま
したが、当時私はまだ入社 2 年目の若手だったので、試作品の担当者に何度
も何度も試作や調整のお願いをするのはなかなか気が引ける仕事でした。
だからせめて現場には、いつも「困ってるんです！」という感じを出しながら、
急いで行ってましたね（笑）。プロジェクト終盤でまさかの構成部品の変更も
あり、時間のない中ギリギリまで、プロジェクトの命題である「業界トップの
省エネ性能」への追求が続きました。そしてなんとか、目標を達成できる
スペックの製品を世に送り出すことができました。

ギリギリまで現場に通いつめて試作に次ぐ試作。
全体をまとめる苦労と喜びを実感。

谷　いつも達成できそうな目標は立てないのですが、それにしても「業界トッ
プの省エネ性とコンパクト性」はハードルが高かったですね。しかし技術の追
求とチームワークで他社にない特徴ある製品を開発することができ、ダブル
受賞もできて、世の中で評価されたんだなと実感しました。社内に賞状が
2 つ並んでいるのを見るとやっぱり「開発してよかったな」と、ときどき立ち
止まって眺めたりします。

ピンチのときこそ助け合う。
当社らしいこのチームワークが成功の鍵。

全機種で業界トップの省エネ性能を達成
ダブル受賞のビル用マルチエアコン
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吉田　リーダーとしてこのプロジェクトを取りまとめました。さまざまな新規開発の方向性があ
る中で、まず事前調査でエアコンの清潔性への消費者ニーズが高いことを把握し、従来から採
用している当社独自のステンレス・クリーン システムに加えて、さらに清潔性を強化できる方
法を模索することになったのです。とはいえ、最初の時点では具体的な案は何もなく、まずは
製品企画、設計、RDI（R&D/イノベーション）、株式会社日立製作所 研究開発グループといった
いろいろな部署が集まってアイデアを出すところから始めました。エアコンの清潔性の中でも
特に大きな課題が、室内機内部の熱交換器部分に付着する汚れ。熱交換器は空気を暖めたり冷
やしたりするための部品で、室内機内部で大きな部分を占めています。ここに汚れが付着するこ
とで、いやなニオイがしたり、性能が低下してしまうことも問題でした。今回はこれを何とか解決
したいということで、前例にとらわれないアイデア出しと徹底した検討を行いました。何度も打
ち合わせを重ね、いくつものアイデアの中から出てきたのが、のちに社内で「春の尾瀬」という
コードネームで呼ばれることになる、凍結洗浄のアイデアです。

田中　私はこのプロジェクトで設計を担当しました。これまでも、通常のエアコンの運転で発
生する結露の水を使って内部をきれいにする機能はあったのですが、汚れを落とす力をより高
めるには、流す水の量を増やすこと、しかも瞬間的に発生する水を増やすことが重要だと気が
ついたのです。そこで、水を凍らせて霜として熱交換器にたくわえ、一気に溶かすというアイデ
アが出てきました。しかし、熱交換器を凍らせるというのは、エアコンの運転上今までタブーと
されてきたこと。逆転の発想から生まれたこの方法が本当に可能かどうか、検証を RDI の秋
元さんと一緒に行いました。

秋元　試作機を作って、その熱交換器に特殊な土埃をつけて実験しました。すると、熱交換器
を凍結させてついた霜が溶ける際、茶色い土埃が浮かび上がって流れていくのがはっきりと見
えたんです。その様子を目の当たりにしたときは本当に驚きました。

田中　試験室に秋元さんといたのですが、「おおーっ」と二人で声を上げてしまいましたね。「これでいける」と確信した瞬間でした。その様子を収めた動画を幹部に見
せると、すぐにゴーサインが出ました。そしてここから先、このプロジェクトは情報が外部に漏れてはいけないということで、コードネームで呼ぶことになりました。

吉田　春の雪解け水のイメージで、コードネーム「春の尾瀬」。何十年もこの会社にいますが、開発にコードネームがつけられたなんてこれが初めてでした。それだ
け会社の期待も大きかったのだと思います。

エアコン内部の汚れに対し、熱交換器を急速冷凍して大量の霜をつけ、たくわえた霜を一気に溶かすことでホコ
リやカビを洗い流す、新方式のクリーン技術「凍結洗浄」。「エアコンの熱交換器は凍らせないもの」という常識
を覆して生まれた新機能は、発売と共に市場でも大きな話題に。その成功の裏には、メンバーの妥協しない姿勢
と粘り強い試行錯誤の日々がありました。

これまでにない発想で生まれた凍結洗浄の技術。
コードネームは「春の尾瀬」。

予備検討で汚れが落ちるのを目の当たりにしたときは、
「おおーっ」と声が。

秋元　私は R&D/イノベーション本部という部署にいて、エアコンに搭載す
る機能の研究開発をしています。アイデア出しと予備検討を経て「凍結洗
浄」の方向性が固まった後は、長期間使用した場合の汚れへの効果を検証す
る実験に集中しました。加速実験といって、エアコンを一般家庭のリビング
で長期間使ったのと同じ状態にするために、試験室の中でホコリと油煙を強
制的に何回も発生させて熱交換器に付着させます。それを凍結洗浄のつい
ているエアコンとついていないエアコンで同時に行い、両方を比較して長期
間使用した時の凍結洗浄の効果を検証しました。実験に必要な油煙の発生
は手作業で行わなければならず、大量のホコリの舞う試験室で、真夏にマスク、
防護メガネ、つなぎ着用で、熱した油に水溶き小麦粉をお玉で入れては
ジャーッと油をはねさせるという地味な作業を毎日くり返していました。

吉田　今は油煙を自動で発生できる立派な試験室ができましたが、当時は
大変でしたね。

秋元　開発当時はまだ人力でやっていたので（笑）。そんな大変な実験でし
たが、1年経過相当、2 年経過相当、とエアコンの状態をチェックしていくと、
凍結洗浄のついたエアコンのほうが、明らかに汚れが少ない。それを見て
「本当に落ちるんだ、これはすごい機能だぞ」と確信が深まっていきました。

吉田　開発の途中段階で検証状況を営業部に公開する機会があって、凍結
洗浄のついているエアコンとついていないエアコンでの比較画像や動画な
ども見てもらったのですが、そのときに拍手が出ましたね。営業からのこれほ
ど大きなリアクションは、今まで経験がなかったことです。

田口　私はいわゆる品質保証、開発したものが製品として問題ないか性能
を評価する仕事をしています。先程も話に出たように、今回は、従来凍らせ
ない前提で運転している室内機の熱交換器を凍結させるというまったく
新しい製品なので、どんな問題が起こりうるのか、何を検証すればよいのか、
検証項目もゼロからのスタート。ですから、検証の項目出しも設計の人達と
顔を突き合わせて行い、「１００本ノック」と称してみんなで思ったことを
どんどん出し合って検証していきました。最終的には２００本になってしまっ
たのですが（笑）。ひとつクリアするとまた次に「ここも検証したほうがいいん
じゃないか」ということが出てくるので大変でしたね。また、新しい機能を搭
載するからといって今までの品質を落とすわけにはいかないので、ギリギリ
まで設計とやりとりして製品を作り込んでいきました。新製品を載せた
初出荷のトラックを見送ったときはホッとしたのを覚えています。

吉田　この製品は開発段階から営業と意見交換をしながら作り上げていて、
このような部門の垣根も越えたチームワークの結果、全社的に納得のいく機
能となりました。営業の努力もあって売れ行きも好調で、何より世の中のみな
さんから求められていた機能だったと感じられ、達成感も大きかったです。
でもここで立ち止まるのではなく、手が離れると同時に別の製品の開発に
取りかかったり、他の仕事が並行していたり、メンバーそれぞれすぐ「次」が始
まります。これからも画期的な製品を作っていくため、新しい技術に向けて
常に走り続けているという感じです。

1日 8 時間、ホコリと油まみれで実験。
「すごい機能だ」と確信が深まっていった。

今までにない機能ゆえ性能評価もゼロから。
項目出しの１００本ノックが始まる。

メンバーの視線はもう次へ。
開発は走り続けている。

常識を覆して生まれた
画期的なクリーン技術「凍結洗浄」
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PROJECT 02

グローバル RAC/PAC
設計開発本部
1990 年入社
本プロジェクトの
統括リーダー

吉田 和正
グローバル RAC/PAC

設計開発本部
2010 年入社
設計を担当

田中 幸範

グローバル R&D/
イノベーション本部
1989 年入社
機能開発を担当

秋元 正徳
グローバル RAC/PAC

設計開発本部
2002 年入社
性能評価を担当

田口 孝



佐藤　私は入社してから10 年以上になるのですが、最近、社内に女性がぐっと増えましたよね。

田中　ここ何年かで理系の総合職の女性が多くなって嬉しいですね。全体の中での数はまだ多いと
までは言えないけれど、どの職場も女性がいて当たり前という雰囲気になっていますよね。

齊藤　この4人の中では私が一番社歴が浅いのですが、職場に年代の近い女性もいるし、子育てして
いるママさん社員もいらっしゃるので、心強さを感じます。

小林　私は就職活動をしているときに、ここの女性社員に大学の先輩がいてお話を聞いたんです
よね。その先輩は出産や子育てを経てまた復帰しているということだったので、女性も働きやすい
職場という印象があって、入社のきっかけになりました。

職場の雰囲気は？女性の働きやすさは？福利厚生は？理系出身の女性技術職の４人に、
日立ジョンソンコントロールズ空調での仕事やプライベートのことなど、いろいろと語ってもらいました。

齊藤　私や小林さんは独身ですけど、将来のことを考えると結婚や出産を経たあとの
働き方は気になるところですよね。田中さんや佐藤さんは子育てをしながら仕事を
続けられていますが、その辺りはどうですか？

田中　この会社は産休や育休、フレックスなどの制度がしっかりしているので、そうい
う意味では子育てはしやすいかな。私は育休を２回取っています。名ばかりの制度で
はなくて、ちゃんと本人が希望しただけ取れると思いますよ。産休・育休を経て子育て
をしながら働いているママ社員は増えてきている印象ですよね。

齊藤　そういえば同じ職場の先輩ママ社員さんも、「保育園で子どもがぐずっちゃった
からちょっと遅れます」と連絡が入って遅れて来ることがあります。そういうところで
上手にフレックスを活用しているみたい。

田中　実は毎日の仕事の中では、女性だっていうことを意識することはあまり
ないです。性別に関係なく、純粋に仕事で評価されるというか。女性だから
簡単なことしかやらせないとか、そういう風潮もまったくないですし。

小林　若い女性でも、課長や主任といった管理職の男性と同じように、重要な
仕事を任されますよね。

齊藤　私も、若手にどんどん仕事を任せるのがこの会社のすごくよいところだ
と思います。まだ経験の浅い私みたいな新米社員にも、「この試験はお願い
ね」といって責任を持ってやらせてくれるので、とてもやりがいがあります。

佐藤　私の場合は、子どもを出産してブランクがあっても、育休が明けた後に、出産前と同じ研究開発の職場に復帰させてもらえたのがよかったですね。正直、出産後
もフルタイムで今までと同じ仕事量をこなすのは大変ではあるんですけど、第一線に戻って「母ちゃんはこんなに頑張ってる」と息子に言えるのは、私にとってはモチ
ベーションになっているな、と。

田中　たぶんこの会社ではどちらも選べますよね。戻りたい人は第一線に戻ることもできるし、出産後は家庭や子育てに少し比重をおきたいという人は、そういう働
き方もできるし。どちらもきちんとサポートしてくれるのは、よい部分だと思います。

齊藤　私は今、会社の寮に入っているのですが、毎月の家賃がすごく安いので助かっています。
会社からも徒歩10 分と近いですし。会社の同期同士も仲がいいから、休日は同期でアウトレッ
トに買い物に行ったり、映画を見に行ったり、景色のいいところを見に行ったり、プライベート
も楽しいです。

小林　そう、寮も安いし、部屋を借りるとしても家賃補助がかなり出るから、実家を離れて暮ら
す若手社員にはありがたいですよね。私も平日は仕事に集中する分、オフの日はドライブしたり
ショッピングしたり、ゴルフで体を動かしたりして楽しんでいます。

佐藤　私は休日といえば、子どもと思いっきり遊ぶ、に尽きますね（笑）。でも野球観戦や旅行
など、自分の好きなこともしてますよ。

田中　私も休日はなるべく家にいて家族と過ごすように心がけてますね。いつも仕事のバック
アップをしてくれていることへの感謝を込めて……と言いながら、なかなか感謝を態度に
表しきれていないんですが（笑）。

小林　この会社に入ってよかったなと思うことのひとつは、自分が開発に携わったものが製品になるのを見られること。
お店で売られていたり、家庭で実際に使われているのを見ると感動します。理系の女性もきっとモノづくりが好きな人
が多いと思うので、ぜひこの感動を味わってほしいです。

田中　男女を特に意識しないで、やりたい仕事がどんどんできる環境だと思います。だから、自分の持ち味を活かして、
やりたいことのある人にどんどん入社してほしいですね。

佐藤　学生の頃だと「今自分がやりたい仕事」がどうしても気になりますが、特に女性は出産などで環境が変わったり
もするので、１０年後、２０年後の自分もイメージして仕事を考えるといいかもしれないですね。私もそこまでちゃんと
意識できていたわけではありませんが、結果的に長く勤められる会社を選べてよかったなと思ってます。

齊藤　男女関係なく1 年目から大きい仕事を任せてもらえるのですごくやりがいのある会社です。年に数回は会社の
女性同士の集まりもあって楽しいので、ぜひ入社して参加してほしいです（笑）。

理系女子座談会

グローバル制御設計
開発本部
1992 年入社
設計開発部門で制御用
マイコンソフトの設計を
担当。高1と中1の母。

グローバル R＆D/
イノベーション本部
2007年入社
研究開発部門でエアコン
の新機能開発を担当。
3 歳の男の子の母。

グローバル制御設計
開発本部
2016 年入社
設計開発部門でリモコン
のソフトウェア設計を
担当。

グローバル RAC/PAC
設計開発本部
2017年入社
品質保証部門で室内機
ソフトウェアの評価を
担当。

女性が増えてきて嬉しいですね。

産休や育休の制度はしっかりしてる！

男女関係なく活躍できる職場。

オフは趣味やレジャーで。

当社のここがおすすめ！

佐藤　私も今息子が保育園なんですが、親の役決めのじゃんけんで負けて写真係になっちゃって（笑）。園の納涼祭のときには
準備があったので、フレックスを使って4 時ぐらいに退社させてもらったことがありました。

小林　まわりを見ていても、制度が使いにくいという雰囲気はなくて、男性社員のみなさんも極力サポートしてくれています。

田中　そういう意味では女性が働きやすい会社ですよね。将来的には、女性が制度を使って早く帰れるというだけでなく、
男性もどんどん早く帰れるようになるのが理想かな？そうしたらみんながまんべんなく働きやすくなっていいですよね。

齊藤　確かに！これからはそれをめざせるといいですね。
田中 佳子 佐藤 寿江小林 智美 齊藤 千紘

田中 佳子 佐藤 寿江小林 智美 齊藤 千紘
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ENVIRONMENT
制度・環境

生活をサポートする各種福利厚生制度
社員やご家族が安心して生活を送ることができるように、生活の基盤である住宅関係や中長期の財産形成を中心にさまざまな福利厚生制度を整えています。

住宅支援
住宅手当制度や寮・社宅制度によって皆さんの住居をサポートします。転勤
などの際の住居の不安を解消する役割も果たしています。

団体保険
皆さんやご家族の万一の病気や怪我、介護に備えるために、会社が社員の
ために作った割安な保険です。

勤務制度
１日の就業時間は実働時間７時間４５分です。また、労働組合との協定に
より定められた対象部門、対象者は業務効率の向上のため裁量労働勤務
やフレックスタイム制度、短時間勤務制度などの制度を利用することが
できます。

財形貯蓄
将来の住宅資金や老後資金などのための貯蓄制度で、給与や賞与から定期的
に金融機関に積立ができ、無理なく財産形成ができます。

カフェテリアプラン
あらかじめ会社が用意した福利厚生メニューを、社員一人ひとりが一定のポイント（持ち点）の範囲内で、ニーズに合わせて自由に選択･利用できる制度です。
また、育児・会議施設・外国語学校・通信教育、スポーツクラブ、宿泊施設、ゴルフ場などを割安な会員価格で利用できるシステムです。

休日・休暇
完全週休２日制で、国民の祝日など年間約１２０日以上の会社休日があ
ります。年次有給休暇は１年あたり２４日付与され、翌年まで繰り越すこ
とができます。さらに、ファミリーサポート休暇として出産休暇・育児休暇・
介護休暇・家族看護休暇・配偶者海外転勤休暇、公務・罹災対応休暇と
して、私傷病休暇・交通遮断休暇・キャリアサポート休暇としてリフレッ
シュ休暇・自己再開発休暇といった制度も利用できます。

育成（研修）

研修内容

育成機会は、職場で得る「経験」、「他者の観点（他者から学ぶこと）」、職場
を離れて学ぶ「研修」の 3 つで構成されています。ここでは、研修にフォー
カスして説明します。

研修
年次タレントマネジメント・プロセスの一環として年間を通じて提供が
されています。社員は上司との話し合いを通じて、能力開発やキャリア形
成のために受講するプログラムを決定しています。

キャリア形成の機会は、タレントレビューの結果として会社が戦略的に行う異動と、社員自らが応募しキャリア形成を行う「社内公募」があり、年間を通じ
て提供されています。なお、ジョンソンコンロールズグループでは、社員が自律的にキャリア形成をする支援として、キャリア形成支援サイト（英語）を社内
イントラネットに立ち上げています。ここでは、Person( 自分自身を知る )、Perspective（他者の観点を知る）、Place（自分自身を取り巻く変化につい
て知る）、Possibilities（自分自身に合ったキャリアについて検討する）、Plan（キャリア形成をプランする）という 5 つの柱で、情報提供のみならず、各種
診断テスト等を通じて客観的に自分自身の性格や志向等を知るツールも提供されています。

・全社研修
　新入社員研修、リーダーシップ研修、コミュニケーション研修、プロフェッ
　ショナル・エクセレンスの４つの柱で構成しています。その内管理職
　または社員として受講を必須とする研修と任意の研修に分けています。

・部門研修
　部門独自で Academy として体系的に運営されるものや、勉強会や　
　OJT などの実務に直結するものが実施されています。

日立ジョンソンコントロールズ空調は、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう
会社休日やファミリーサポート休暇、柔軟な勤務制度など、充実した福利厚生制度を整えています。

ワーク・ライフ・バランス
日立ジョンソンコントロールズ空調では、「適材適所」の考えに基づき社員を配属し、
社員を育成し、社員のキャリア形成を支援しています。

充実した人財教育制度

プロジェクトマネジメント 日立製作所主管の技術系研修

問題解決 日立製作所主管のビジネススキル研修

ラーニング・フロム・アザーズ 冷凍サイクル、冷暖房空調設備に関する基礎知識

プロフェッショナル・エクセレンス

iLead 変化の推進

ピープルマネジメント 選抜研修

新任マネージャー研修 選抜研修（海外）

リーダーシップ研修

異文化 英語

コミュニケーション研修

仕事と育児の両立支援制度

〈女性が利用可能〉 〈男性が利用可能〉

従業員が仕事と育児を両立するため、さまざまな支援制度を導入しています。

不妊治療休暇（通年１年）

妊娠通院休暇、妊娠障害休暇など

出産休暇（産前８週間、産後８週間） 配偶者出産休暇（通算５日）

育児休暇（小学校１年終了まで通算３年、半日単位で分割習得可）

短時間勤務（原則 6・6.5・7 時間、子が小学校卒業まで）　在宅勤務（子が小学校卒業まで）
家族看護休暇（５日）　子の看護休暇（5 日／子1人、子が小学校入学まで）

半日年休（回数制限なし）　配偶者海外転勤休暇（３年以内）

妊　娠

出　産

休　職

職場復帰

新入社員研修

特許教育

語学教育

OJT(On the job training)

1～2 年目

研修員論文発表

2 年目

導入教育

技術系基礎研修

RIGHT PEOPLE｜RIGHT PLACE｜RIGHT TIME

TALENT
MANAGEMENT

EDUCATION
教育制度

ファイナンシャル・プラン
相談住宅ローン補助など

育児施設利用料補助
こどもの教育費用補助など住宅 育児

教育 生活 家事代行利用料補助
自社製品購入費補助など 医療 人間ドック利用補助

医療費補助など

介護 介護施設利用料補助
介護用品購入補助など

自己
啓発

各種スクール費用補助
資格取得費用補助など

リフ
レッシュ

スポーツクラブ利用補助
旅行費用補助など 寄付金 慈善団体への寄付

1年目



私たち北米チームは、日本の工場から北米向けVRF（ビル用マルチエアコン）
製品を購入し、北米市場に販売展開しています。以前から、製品に精通した人
材が必要だという要請があり、日本の工場で設計を担当していた私に声がか
かりました。日本の約 25 倍の国土をもつアメリカでは、さまざまな気候や地
形があり、顧客が求めるものも多様です。その要望をどう製品にまとめあげ、
日本の工場と一緒に開発を進めていくかが、仕事の醍醐味です。

Assistant Manager｜グローバル VRF/PAC 設計開発本部
清水 VRF/PAC 設計部｜2018 年から赴任｜アメリカ

日本での製品設計の経験を
北米で活かす

GLOBALLY
世界で活躍する社員 言語も文化も異なる世界各地の拠点で、当社の社員が日々活躍しています。これからも私達の活躍

フィールドは、海を越えてグローバルに広がり続けます。

世界に広がる日立ジョンソンコントロールズ空調のネットワーク

EVENT
交流活動

清 崇雄

中国・広州の工場で生産総監として、生産技術開発、新設備の導入などの
製造技術に関する業務を担当しています。ここは業務用空調機で使用する
「スクロール圧縮機」の製造拠点のひとつで、年間100 万台の圧縮機を生産
しています。中国は規模やスピード感が日本とは大きく違い、勢いのある国の
ためか、日々の仕事も走りながら考えるという具合です。しかし圧縮機は空
調機の心臓部であり高精度加工部品の集まり。これら技術的な部分は妥協
せず、確実に取り組む文化を根付かせたいと考えています。

Manager｜清水空調本部　圧縮機製造部｜2017 年から赴任｜中国

技術面は妥協せず確実に
押さえることが責務
青木 久

入社時よりアピールしていた海外勤務の希望がかない、マレーシアに来ま
した。こちらでは、東南アジア市場向け、欧州市場向け、香港市場向けといっ
たさまざまなエアコンの開発業務に携わっています。日本ではほとんど使用
されていないタイプの製品の開発を手がけたり、中国、スペイン、インドなど
さまざまな国の人との共同開発を経験できたり、海外駐在ならではの仕事の
おもしろさを感じる日々です。さらに各国へ出張のチャンスが増えるなど、
常に新しい経験ができて刺激になります。

Assistant Manager｜グローバル RAC/PAC 設計開発本部　
栃木グローバル RAC/PAC 設計部｜2017 年から赴任｜マレーシア

多様な国の人と仕事をする
刺激的な毎日
曽 弋

最初の赴任からずっと、欧州事業での IT 戦略業務に携わっています。当初は
1 年間のプロジェクトためにフランスに来ましたが、それが終わる頃に欧州
事業の再編があり、その後合弁会社発足を迎え、2 度の大きな組織変更とそ
れに伴う IT システム変更を経験することになりました。欧州は同じ国の中で
も多様な人種が生活しています。私の職場でも生粋のフランス人、中東 / ア
フリカ系、東欧諸国系といろいろな人が働いており、仕事の中でさまざまな
文化を肌で感じられるのはとてもよい経験です。

Manager｜情報システム本部｜2010 年から赴任｜フランス

ヨーロッパでの IT 戦略策定と
推進に携わる
森 一郎

清水事業所 ｜ パンポン大会清水事業所 ｜ 日立まつり

本社 ｜ 国際女性デー記念イベント

栃木事業所 ｜ 運動会

栃木事業所 ｜ 出荷式

清水事業所 ｜ 三保の海岸清掃

栃木事業所 ｜ さくらフェスティバル 清水事業所 ｜ 秋のフェスティバル

栃木事業所 ｜ Blue Sky involve

本社 ｜ Christmas Party



未来に必要なのは、
あなたです。 

〒150-0022 
東京都港区海岸一丁目16番1号 
ニューピア竹芝サウスタワー
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
人事本部 新卒採用担当

Mail : recruit@jci-hitachi.com 
Web : www.jci-hitachi.com/jp/newgrads/

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
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	p11_p12_アートボード 1
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