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CEO Message

私たちの情熱で
この世界に、
新しい風を送り込もう。

CEO

田辺 孝由樹

Ignite The Spirit.――「情熱に火を灯せ。」というブランド・ス

ローガンのもと、私たちパナソニックITSは「クルマを通じてもっ

と世の中の役に立ちたい」という強い信念を抱き、それぞれの業

務に意欲的に取り組んでいます。 なぜ私たちが情熱的に仕事に

向き合えるのか。それは自分たち自身が、自らの職務を心底楽し

んでいるからです。パナソニックITSはデジタルメーターや自動

緊急ブレーキ、カーナビゲーションシステムや車載ディスプレイ

オーディオなどの設計開発を通し、クルマに乗るすべての人に付

加価値を創造してきました。誰かの幸せを支える仕事だからこ

そ、日 「々楽しさ」を実感できているのです。「新しい価値を生み出

す」という視点も、私たちのエネルギーになっています。世界は

今、転換期を迎えています。高度な技術が日々の生活を大きく変

える「Society 5.0」という時代が始まっています。テクノロジー

革新が支える「超スマート社会」において、パナソニックITSの存

在意義は小さくありません。情報通信技術を交通手段に活用す

る「MaaS（Mobility as a Service)」をはじめ、クルマをシェア

する、あるいはエコシステムとしてクルマを考えるという視点が

求められています。より快適で安全なカーライフを促進し続ける

には、私たちこそが新たなものを送り出していく必要があります。 

新しい価値を生み出す過程に、私自身も胸を踊らせています。環

境保全を目的に、行政として水素ステーションと燃料電池自動

車を導入した北海道室蘭市との取り組みは、挑戦しがいのある

プロジェクトのひとつです。交通手段のあり方も含めて持続可能

な新たな街づくりに関与することで、パナソニックITSが社会に

貢献できる範囲はさらに広がっていくと考えています。

私たちの「情熱」をたぎらせるものは他にもあります。パナソニッ

クITSは20社以上のカーメーカーに対して開発実績を有してお

り、国内にとどまらず、アメリカやヨーロッパ、アジア諸国の約

300種のクルマに私たちが手がけたシステムや製品が搭載され

ています。毎年、多くのエンジニアが海外出張を経験すること

で、カーメーカーごとの特色に加えて各国の交通事情なども把

握しており、それぞれのニーズに合わせた開発を実現してきまし

た。だからこそ「選ばれてきた」のだと考えています。グローバル

な展開を通して各社から寄せられる「信頼」は私たちの「誇り」で

あり、その思いが「情熱」にさらに火を灯してくれます。パナソ

ニックグループの一員であることも、私たちの「情熱」を後押しす

る「誇り」になっています。テレビや冷蔵庫といった家電製品に

加え、歯ブラシから住宅に至るまで、私たちの暮らしを支えてき

た伝統と革新を感じられる環境はとても幸せなものです。実際、

ホームリビングで培われた技術を車載商品の設計開発や量産

化に活用できる点は大きな強みと言えるでしょう。パナソニック

グループ創業者の松下幸之助が大切にした「産業人たるの本分

に徹し 社会生活の改善と向上を図り 世界文化の進展に寄与せ

んことを期す」という考えは私たちにもしっかりと根づいてお

り、「社会課題の解決が使命」という確固たる軸が、社員たちの

意欲を高く維持しています。 

2000年設立という新鮮な環境のもと、若手社員が多く躍動す

る私たちには、パナソニックグループ内に新たな風を吹き込む

働きが期待されています。こうした立ち位置も会社全体の士気

を高めています。私たちは「超スマート社会」という時代の最先

端を走り、パナソニックグループにさらなる活力を創出すべく、

多様な取り組みやシステムを積極導入しています。そのひとつが

社員を100チームに分けた活動でしょう。部署に関係なく5人程

度で構成されるチームは、Make × Happyという社内チャット

などを活用して切れ味よく意見を交わし合い、何かアイデアが

あれば私に直接提案することが可能です。実際、緑に溢れた社

内環境の整備や、年間MVPの社員にはネームホルダーに星を

贈呈する制度など、これまで数多くの意見がスピード感をもって

採用されています。日々変化する社会状況に柔軟に対応しなが

ら、「クルマを通して世の中をもっと豊かにしたい」「会社をより

良くしたい」という個々の思いをすくい上げる体制を整えていま

す。私たちは「楽しい」という思いで日々の業務に励む社員の声

を汲み取ることこそが、より良い「人づくり」と「モノづくり」につ

ながると考えています。一人ひとりを大切にする組織づくりをさ

らに推進するため、役員会で「目指すべき組織風土」を定め、

Make × Happyの活動を通じて社員主導で「行動指針」を設定

しました。実は"Ignite The Spirit."というブランド・スローガン

も、社員たちの声を反映したものです。頭文字は"Intelligent 

Transport Systems"の略である"ITS"という言葉に重なり合

い、社会課題の解決に情熱を注ぐ私たちの社風を言い表してい

ます。超高齢社会が進み、クリーンエネルギーの有効活用が指

摘される昨今は、新たな街づくりが求められています。高齢者が

多い地域や過疎エリアの移動手段も、自動運転をはじめとした

変革を必要としています。これこそ私たちの専門領域であり、今

まで以上に世界に貢献できるものと確信しています。これからも

私たちは、情熱を胸に、モビリティの未来へ、そしてこれからの

社会へ、新しい風を送り込んでいきます。パナソニックITSの挑

戦に、ぜひご期待ください。



ITS Credo
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すべての社員が、情熱を抱きながら

自分らしくイキイキと仕事に打ち込む舞台。

そうした環境を実現し、継続していくため、

４つの目指すべき組織風土を定めています。

透明、公正であることは元より、

社員の信念を、会社として尊重すること。

仕事で挙げた成果は、次の仕事にフィードバックし、

社外での自分磨きも後押しすること。

それが、パナソニックITSの目指すべき組織風土です。

夢こそが仕事のエンジンとなり、

道の先には、明るい未来が拓かれている。

私たちは、そう信じています。

透明性と公平性がある組織1

社員が社会問題の解決に向けた夢をもてる組織2

仕事の報酬は仕事で返す風土3

社外での顔を磨くよう推奨する風土4

パナソニックITS  目指すべき組織風土

夢が人をつくる。
人が未来をつくる。
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さまざまな個性や考え方を持つ社員が活躍するパナソニックITS。

個々のパーソナリティーを尊重する一方で、組織としての団結力をより強固にしたい。

そうした想いから、私たちらしい行動指針を、社員主導で定めています。

誰の真似でもない独自のアイデアで、誰にも真似できない新しい価値を生み出す。

自分の可能性を信じるとともに、仲間を信頼して、ともに磨き合う。

こうした社員一人ひとりの存在が、パナソニックITSの財産であり、

新たなモビリティ社会の実現に向けた原動力になっています。

自分と仲間を信じて、挑み続ける。

新しい価値を独創的なアイデアで実現する1

変化を楽しみ、絶えず自己研鑽に取り組む2

競い合い、助け合い、思いやりながら人を育てる3

パナソニックITS  行動指針
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高付加価値を創出できる
従業員の育成に向け、人財戦略を推進

「技術者集団」とうたい、即戦力のキャリア採用を定期的に実

施する一方、新卒採用をより強化しています。2018年度から

2年連続、新卒枠で50名ずつを採用。テクノロジーの革新が

不可欠な「超スマート社会」の発展にかかわる私たちは、柔軟

性や吸収力に長けた若い人財が活躍できる会社です。キャリ

ア採用も新卒採用も「モノづくりを楽しめる」と「社会に貢献

したい」という情熱に加え、自分ならではの「プラスアルファ」

を持つ人財と働きたいと考えています。

大学と共同研究・開発を実施し、会社説明会にはCEO自らが足を運
びます。そのなかでパナソニックITSの魅力を知ってもらい、より多く
の優秀な人財の採用につなげています。

柔軟性に長けた新卒者の採用を強化

パナソニックグループ創業者の松下幸之助は

「ものをつくる前に、人をつくる」と話し、 「人」の重要性を説きました。

私たちパナソニックITSも「人こそ財産」と考え、

 「人材」＝「人財」という視点から「採用」「配置」「育成」「定着」を行っています。

単なる移動手段から自宅のリビングのような快適な移動空間へと進化を続ける自動車。

私たちは、クルマとともに地球規模で未来をつくっていく「人財」を大切にしています。 

人材戦略 4つの軸

大学との共同研究
主な取り組み

新卒採用の場合、最初に「評価」や「システム評価」という工程

に配置することがあります。いずれも開発フローでは終盤の

過程で、製品がどうつくられているかがわかるため、入社直後

に業務全体を把握してもらうという狙いがあります。本人の

希望をできるだけ汲み取っており、入社からほどなく長期海

外出張を経験したり、「やりたい」と手を挙げたeコックピット

開発に携わったりしている社員もいます。キャリア採用では本

人の専門性が生きる配置を基本としています。 

社員の技術や資格、性格や社歴などを「見える化」。欧米のビジネス
シーンでよく使われるMBTIの性格診断も行い、適材適所の配置で
各々が真価を発揮できる「タレントシステム」を運用しています。

本人の希望を汲み取った配属も多数

分析家

Friendly

共同研究

タレントシステム
主な取り組み

私たちは「背中を見て育つ」「見て技術を盗む」といった放任

的な形ではなく、「わからない部分は丁寧に教える」といった

育成方針を掲げています。内定者にはメンター、新卒社員に

はOJTリーダーが寄り添い、社会人としての心構えやエンジ

ニアに必要な基礎技術力の習得を支えています。世界20カ国

での海外勤務があるグローバルな展開を行っているため、英

語力の向上もサポート。MBAや外資系企業のネイティブ講

師を招いた英語研修などを実施しています。

社員発表や社内講演、研修、CEOからの発信などを随時録画。動画
データは瞬時にサーバーへアップロードされます。社員は世界中どこ
からでも何度でも視聴可能で、積極的に自己研鑽に励んでいます。

海外勤務を視野に英語力向上も支援

動画配信システム
主な取り組み

「仕事が楽しい」「やりたいことができている」という充実感が

「この会社で働き続けたい」という意欲を保つと考え、さまざ

まな取り組みを行っています。ソファやカーペットを設え、リ

ラックスした雰囲気でミーティングを行える会議室や、個人

の業務に集中できる「ビジネスクラスキャビン」というパーソ

ナルスペースなど、オフィス環境を充実化。上長の評価を含め

た人事情報を「見える化」し、本人の技術力やパフォーマンス

を活かせる配置や昇進・昇格を行っています。

部署の垣根を越え、数名でグループを構成する「Make × Happy」と
いうプロジェクトを実施。CEOに直接アイデアを提案できる体制を整
え、社員一人ひとりの存在を重視しています。

充実感を保つ環境や人事体制を整備

Make × Happy
主な取り組み

採用 配置 育成 定着

2014 join

番人

Gentle 2012 join

外交官

社員発表

社内講演 研修

CEO Message
Leadership 2010 join

探検家

Cheerful 2017 join
CEO

大学 パナソニックITS

会社説明会

入社



次世代モビリティサービスの展開により
社会課題の解決と顧客価値の創出に貢献

パナソニックITSは、「人と社会をつなぐ」という経営スローガンのもと、

4つの重点領域を定めて多彩なモビリティサービスを展開しています。

各領域でグローバル水準の最先端技術獲得や、商品開発力強化に取り組み、

次世代モビリティサービスの研究・開発を推進。

社会課題の解決や顧客価値の創出に貢献しています。
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コックピット

ADAS/自動運転
エネルギーマネジメント/

シェアリング

コネクテッド/
キャビン

乗員モニタリング

視覚支援

注意喚起

自動駐車・運転

無人配送

運転支援 カーシェア

ライドシェア

蓄電・配電

電動コミュータ

エンターテイメント

仕事・学習

クラウド

安心・安全な移動
大画面化と安全支援技術を融合した「次世代コッ

クピットシステム」の研究・開発を行っています。

機器との情報伝達技術であるHMI（ヒューマンマ

シンインタフェース）を活かして、走行中のドライ

バーの視認性・操作性、安全性を確保する次世代

の運転支援技術の獲得を目指し、安心・安全な

カーライフを提案していきます。

コックピット

緑と笑顔に溢れた社会
昨今ではEV（電気自動車）やハイブリッド車など環境対

応車の開発に伴い、高性能な電子部品や電源へのニー

ズが高まっています。

充電器のプロトタイプ開発による電源制御技術を活か

して、より環境に配慮したやさしいクルマづくりを支援

し、クリーンエネルギー社会の実現に貢献していきます。

エネルギーマネジメント／
シェアリング

ADAS（先進運転支援システム）はカメラや各種セン

サーからの情報をもとに、ドライバーの事故防止や衝突

回避をサポートする先進運転支援システムです。

パナソニックITSでは、オンライン講座サイトUDACITY

の活用や、プロトタイプ開発によって獲得した自動運転

制御技術を活かしたADAS開発を進め、より安全で人

にやさしい移動を提案していきます。

ADAS／自動運転

人にやさしい自動運転

感動と安らぎある暮らし
パナソニックグループが家電や住空間で培った

知識と知恵をもとに、パナソニックITSでは、新

しいモビリティデザインの提案を行っています。

車内を、移動するためだけの空間ではなく、未来

のリビングスペースとして価値ある体験を提供

するため、臨場感AVや音場制御技術、車室内モ

ニタリング技術（人間理解）を活かし、快適なモ

ビリティ空間の創造に貢献します。

コネクテッド／キャビン
交 通  渋 滞

労 働 力 不 足

高 齢 化

交通事故 パーソナライゼーション

大 気 汚 染

シェアリング

パナソニックIT S    経営スローガン

人と社 会  をつなぐ社会課題・顧客価値 モビリティサービス 重点領域



パナソニックグループで唯一、
車載商品の設計・開発を行う知的創造集団

パナソニックＩＴＳ株式会社
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パナソニックＩＴＳは、パナソニックグループが展開する車載事業の中核を担う企業です。

グループで唯一、車載商品の設計・開発を専門に行っており、

パナソニックの持つ最先端技術とクルマに載せる車載の技術を用いて、

快適で安全なカーライフを社会に提供しています。

パナソニックグループでは、EV（電気自動車）や自動運転車の普及を見越して、

家電メーカーのノウハウを車載事業へさらに積極的に応用していく方針にあり、

当社が培ってきた車載技術の専門性とのシナジーに大きな期待が寄せられています。

パナソニックITSは設立以来、パナソニックの車載事業分野の専門会

社として設計開発を担当しています。現在では主要事業として、次世代

の車社会を見据えたシステムを開発する「先進分野開発事業」、自動

車に高い安全性を持たせる「車載エレクトロニクス事業」、車室空間を

快適にする「インフォテインメント事業」を展開。ソフトウェア・ハード

ウェアの両面から、カーエレクトロニクスの進化を先導しています。

オートモーティブ社
車載インフォテインメント、車載エレク
トロニクス、自動車用ミラー、車載電池
をはじめとする電動化システムなどを
事業領域とし、移動時のライフスタイ
ルの変革や、ドライバーの運転負荷軽
減、さらには環境対応車向けに革新的
なデバイスやソリューションを提供。

パナソニックグループ事業領域
パナソニックグループは、総合エレクトロニクスメーカーとして関連する

事業分野について国内外のグループ各社との緊密な連携のもとに、生

産・販売・サービス活動を展開。グループ一丸となって、“A Better 

Life, A Better World”の実現を目指しています。

HUD（ヘッドアップディスプレイ）・メーター・センターディスプレイなどを連
動し、ドライバーのユーザビリティを高めたeコックピットシステムやクルマの
安全性を向上させるADAS（先進運転支援システム）の開発など、次世代の車
社会を見据えたシステム開発に力を入れています。

アプライアンス社
家電、美容、健康などのBtoC事業、
業務用冷熱機器、デバイス、エネル
ギーなどのBtoB事業を領域とし、家
庭からオフィス・店舗まで幅広い空
間に対応した商品・サービスを提供。

コネクティッド
ソリューションズ社
「流通」「物流」「エンターテインメン
ト」「パブリック」「アビオニクス」「製
造」の6つを重点事業領域とし、BtoB
のお客様に「つながる価値」を提供。 インダストリアル

ソリューションズ社
電子部品、FA・産業デバイス、電子
材料、電池などBtoB事業を領域と
し、幅広いソリューションを提案。

US社
米国起点の企業向け領
域において事業を展開。

中国・北東アジア社
中国・北東アジアの暮
らし領域において事業
を展開。

ライフソリューションズ社
電設資材や住設建材、建築事業など
を事業領域とし、住宅やオフィス、商
業施設やスマートタウンなど、人々
の「暮らし」に関わるあらゆる場面で
快適な空間、豊かな時間を提供。

すべてのドライバーに安心を届けるために、EV（電気自動車）を含め、クルマに高
い安全性を持たせる各種ECU（電子制御装置）を開発しています。また、後進での
車庫入れに便利な全周囲表示カメラなど、各種車載カメラの開発も行っています。

快適な運転をサポートするカーナビゲーションシステムを開発しています。ま
た、高画質な映像、立体感のある音質を高いクオリティで実現することで、車室
空間のさらなる充実に貢献しています。

中国
北東アジア

米国

家電

電子部品

B2B

住宅

先進分野開発事業 P 15

車載エレクトロニクス事業 P 16

インフォテインメント事業 P 17

車載
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パナソニックITS 領域
パナソニックITSの使命は、車載製品を通じてクルマの

利便性や安全性を高め、人々に付加価値のあるカーラ

イフを提供すること。「先進分野開発」「車載エレクトロ

ニクス」「インフォテインメント」という3つの事業分野

をメインに、車載システムや商品の設計・開発を手がけ

ています。

カーナビゲーションシステムやディスプレイオーディオなど、車
載ソフトウェア全般の開発を手がけています。海外のカーメー
カーに技術支援を行うこともあります。

組込ソフトウェア開発

車載充電器やインバーター、DC/DCコンバーターなど、パワー
エレクトロニクス関連機器の電気回路設計を展開。カーメー
カーのニーズに応じたハードウェア開発業務を進めています。

電気回路設計

電気自動車には不可欠な車載充電器や電子制御装置など、車
載関連のあらゆる製品設計に励んでいます。自動緊急ブレーキ
も含め、先進運転支援システムの開発の一端を担っています。

機構設計

1
 
営
業

2
 
顧
客
ニ
ー
ズ
ヒ
ア
リ
ン
グ

3
 
商
品
企
画
・
提
案

4
 
見
積
・
発
注

5
 
要
件
定
義

オートモーティブ社
領域
カーメーカーと直接向き合う

オートモーティブ社が実車で

の精査と生産も担当。2社は同

じ横浜市都筑区に本社を構え、

緊密な連携を図っています。

オートモーティブ社 領域

オートモーティブ社はパナソニック社内カンパニーの一つ。

2019年4月に、旧オートモーティブ&インダストリアルシステ

ムズ社のオートモーティブ事業と車載エナジー事業領域を

発展させる形で設立されました。パナソニックITSの頼れる

パートナーとして主に車載商品の営業領域を担っています。

11
 
実
車
評
価

6
システム設計

12
 
生
産

カーメーカーの要求仕
様に応じてシステムを
設計。ハードもソフト
ウェアも設計の自動化
を進めており、効率化と
ヒューマンエラーの防
止を図っています。

7
設計

システム設計で固まった
全体をソフトウェア、電
気回路、機構と分業して
細かく設計。システム設
計者などと意見を交わ
しながら、3Dモデルや
2D図面も作成します。

アーキテクチャ設計
詳細設計

回路設計
基板設計

構造設計・CAE
図面作成

8
実装

コーディングは自動プ
ログラムを活用してお
り、高い正確性を実現。
カーメーカーによる試
作品の確認後、フィード
バックを忠実に反映す
る工程も重要です。

コーディング

試作

試作

9
評価

実際にクルマに開発商
材を搭載し、デモコース
を走行して評価するこ
ともあります。新規技術
を導入している場合が
多く、設計の評価を繰り
返すことで高品質を担
保しています。

単体テスト
総合テスト

性能評価

性能評価
金型品評価

10
システム評価

前段階の評価とともに
自動化を拡大。バー
チャルの道路でシステ
ム評価を行うこともあ
ります。

13

パナソニックグループ車載事業において
モノづくりの中核を担う

パナソニックITSでは、パナソニックグループのオートモーティブ社との

パートナーシップにより製品開発を行っています。

当社が担うのは「設計」「実装」「評価」と、

車載事業におけるモノづくりの中核を成す工程です。

この工程において、組込ソフトウェア開発、電気回路設計、機構設計という3つの専門分野で

優れた技術力を活かし、モビリティの進化に貢献しています。
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スピードメーターや安全情報など
の映像をフロントガラスに表示さ
せる技術開発を推進。自動運転車
の普及を視野に、映画や動画をフ
ロントガラス全体に映し出す次世
代のカーライフも見据えています。

パナソニックグループの家電領域で
培ったグラフィック技術も活用し、
スピードやオイルの表示を液晶化。
メーターが不要な際は別の映像を
映し出すことも可能。各国のニーズ
に合わせた仕様を提案しています。

車両後方のカメラが撮影した映像
をデジタルデータとして鏡のよう
に車内に投影。後部座席に荷物を
積んでいても、後方からの車両情
報などがしっかり把握できるた
め、より安全性が向上します。

ドライバーのまぶたの動きや骨格
を読み取るシステムを構築。運転
中の居眠りや意識消失という異常
を検知した場合にはアラームを発
することで、安全なドライブを支
援していきます。

eコックピットシステム

電気自動車や自動運転車は近い将来普及する̶̶私たちは世の中の数歩先を見越したシステムやデバイスなどの開発に勤

しんでいます。高度なデジタル技術が不可欠な「次世代コックピットシステム」を含め、安全かつ快適な車内空間を実現するう

えでは、エアコンや冷蔵庫、ファンヒーターなど、パナソニックグループが家電領域で積み重ねてきた知見を最大限に駆使して

います。この仕事の魅力は「自分たちの技術力をいかにクルマの進化に反映させるか」という先駆的な視点を持ち業務に取り

組めること。新たに構築するソリューションが、事故の減少や高齢化が進む地域の交通事情の改善など、社会問題の解決に貢

献できるという実感を得られることも、プロフェッショナリストとしてのモチベーションにつながっています。

先 進 の シ ス テ ム 開 発 で 、モ ビリティの 未 来 を 拓く。
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先進分野開発事業 車載エレクトロニクス事業

ナビゲーションやカメラ、センサーなどあらゆるデバイスを

ドライバーが手元のタッチパネルで簡単に操作できる車載システムを開発。

情報を一極集中し、安全・安心なドライブを支援していきます。

主要
ソリューション

パナソニックグループがデジタル
カメラ製作で蓄積した技術を応
用。光を屈折させる技術を活かし
て車両後方のカメラがとらえた映
像を車内のディスプレイに表示
し、運転時の安心感を維持します。

車体に設置した複数のカメラ映像
を、車内でクルマを上から見たよ
うに確認できるシステムを開発。
完全自動運転の時代を見据え、
360度を正しく認識できる技術の
開発を推進しています。

「ソナー」という超音波センサー
を、各車両の特性に合わせたアル
ゴリズムとともに開発。自動運転
には不可欠な全方位で物体を検
知する精度を向上させ、安定した
ドライブや駐車を支えます。

クルマを遠隔操作できるシステム
を開発。スマートフォンなどと連携
させて実際の鍵がなくても開閉が
できる技術が一例で、国内で初め
て無線通信技術の「Bluetooth®」
にも連動しています。

ADAS/自動運転システム

「交通事故ゼロ」というのが、私たちの最大の目標。20年近い実績を誇る車載エレクトロニクス事業では、クルマ自体が正確に

運転状況を認識する技術やシステム、アルゴリズムの開発に注力し、インターネットを含む無線通信や人工知能、カメラやセン

サーといったあらゆるエレクトロニクスを総合的に機能させ、安全にクルマ自体が「制御」できるソリューションを追求してい

ます。信号機をはじめとする交通インフラとクルマがつながる時代が訪れつつある中で、カーモビリティのさらなる安全を後

押しする基軸づくりに携わっている使命感は心地よく、自動運転車や電気自動車の発展にも不可欠な事業分野において、新た

な視点から多くの人たちの生活を支えるクルマを通して社会貢献できるという幸せも感じています。

す べ て のド ライ バ ー に 、ひ と つ 上 の 安 心 を 。

先進運転支援システムを意味する「ADAS」の開発を推進。

人工知能やインターネットを含めた最新技術を総合活用し、

ドライバーの「認知」「判断」「操作」を安全に支援していきます。

主要
ソリューション

ヘッドアップ
ディスプレイ 電子メーター 電子ミラー ドライバー

モニタリングシステム 車載カメラECU アラウンドモニタECU ソナーECU スマートECU

開発センター技術4部

総括  諸橋 利和
室蘭開発室

課長  佐藤 慎吾
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独自の技術を活用し、次世代HMI
フレームワークを構築。綺麗な画
面表示を維持したり、直感的な操
作を支援したり、スマートフォンと
連携させたりと、高効率な開発の
実現を図っています。

車載LANや無線通信を活用して、ク
ルマ内のあらゆる機器を協調制御
できる統合的なシステムを製品化。
車中から自宅に家電の操作ができ
るなど、ネットワークの有効活用も
見据えています。

通信システムを持つコネクテッドカー
向けの機能を開発。クラウドの活用に
より、どのクルマを運転する際も、個人
の嗜好データに合わせてナビゲーショ
ン設定やシートポジションが自動調整
される技術などを提供しています。

オーディオやラジオはドライバー
だけでなく、助手席やリアシート
の人の心も和ませるもの。パナソ
ニックグループで培った家電事業
の知見を運用し、新機能の提案を
行っています。

「インフォテインメント」とは「インフォメーション」と「エンターテインメント」を合わせた造語です。本事業では、情報入手と娯

楽という2つの観点から快適なカーモビリティを支えるソリューションを生み出しており、代表的な例としては車載のネット

ワークを最大限に活用し、設定をどのクルマにも持ち込めるナビゲーションシステムやディスプレイオーディオの進化を促進

しています。同時に、In-Vehicle Infotainmentで蓄積した技術力を活かし、逆走検知システムを生産することで、逆走による

事故を防ぎ、安心・安全なドライブもサポート。変革期にある自動車業界において、自分たちのアイデアや技術が目に見える形

になり、世界中のカーライフをアップグレードしていると実感できることが、この仕事の魅力です。

世 界 中 の カ ー ライフ の 進 化 を 促 進 。
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インフォテインメント事業

主要
ソリューション

HMI
（Human Machine Interface） 車載ネットワーク コネクテッド技術 オーディオ/ラジオ

　　　　　　　　　　　　　　Panasonic ITS Co.,Ltd.

〒224-8539  神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600番地

代表取締役社長　田辺 孝由樹

2000年4月3日

パナソニックグループ100%出資

557名 （2020年4月時点）

36.2歳 （2020年4月時点）

横浜（本社）、室蘭

会社名

本社所在地

代表者

設立

資本金

従業員数

平均年齢

拠点

事業内容 カーエレクトロニクス事業分野の商品開発を主体とした
設計・開発 （ソフトウェア・ハードウェア）

パナソニックＩＴＳ株式会社

〔 先進分野開発事業 〕
ヘッドアップディスプレイ（HUD） / 先進運転支援システム（ADAS） / 検知カメラ・センサー・ソナー 
/ eコックピットシステム　等 

〔 車載エレクトロニクス事業 〕
スマートエントリーECU / 車載カメラECU / 自動緊急ブレーキ（AEB） / IDM / 電池制御システム　等 

〔 インフォテインメント事業 〕
カーナビゲーションシステム / カーオーディオ / ディスプレイ付オーディオ / 液晶メーター / 後席用
エンターテインメントシステム　等

松下通信アイティエス エンジニアリング株式会社 設立

パナソニックITS株式会社に社名変更

CMM - L2（公式アプレイザル）達成

CMM - L3（公式アプレイザル）達成

ハード開発センター開設

本社を新横浜から池辺に移転

ISO27001認証取得（AIS全体）

本社を池辺から佐江戸に移転

システム開発センター開設

ソフト、ハード、システムの3つの開発センター機能を統合し名称を開発センターに変更

ISO26262ソフトウェアプロセス認証取得（ASIL-D）
Automotive SPICE L2達成　（HUD開発）

若人の会 発足

代表取締役に田辺 孝由樹が就任
経営スローガン「人と社会をつなぐ」を発表

インドKPIT社と基本契約締結

CMMI ‒ ハードウェア部門L2（公式アプレイザル）達成

社員数500名突破

ベトナムFPT社 出向契約締結

Automotive SPICE V3.1 Blue-Gold(アセスメントガイドライン)
‒ ソフトウェア部門L3(公式アプレイザル)達成

2000年   4月

2003年　1月

2003年   6月

2005年   2月

2005年   4月

2008年   5月

2008年 10月

2011年 11月

2012年   4月

2015年   4月

2016年 10月

2016年 10月

2017年   4月

2017年 11月

2019年   2月

2019年   4月

2019年   7月

2020年   3月

C
om

p
an

y P
rof ile

H
istory

In-Vehicle Infotainment
カーナビゲーションを含め、快適な移動を支える車載システムや機器を開発。

工場装着のカーメーカー向け製品は約300車種に搭載しています。

また、市販製品も数多く手がけています。

開発センター技術1部

課長  樋口 裕二
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