
お問合せ先： 〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原UDXビル11F
 株式会社日立国際電気 CSR推進本部
 TEL.03-6734-9401　FAX.03-5209-6160
発　　　行：  2009年6月

本報告書の内容は、ホームページにもPDF形式で掲載しています。

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
または

編集後記

明日への一歩を進める

CSR報告書2009
日立国際電気グループ

お客さまと・・・ お取引先さまと・・・ ともに働く人たちと・・・ 近隣の皆さまと・・・

日立国際電気グループＣＳＲ報告書という名前にして３年目ですが、今回は
薄い紙、２色刷りの中身という体裁、大げさに言うと青虫が「さなぎ」になるく
らいの変わりようかもしれません。
一方、内容面は少しも後退するまいと、これまでにも増して、ものづくりによ

る社会貢献に力点を置きました。新社長のメッセージにあるように、厳しい状
況下でこそ、社会の要請を理解して製品開発をすることが大事であり、またそ
れを確かめるのもこの報告書の役割の一つだと思っています。
今回もどうぞ、率直なご意見・ご感想を、折込みの、またインターネットのア

ンケートを通じお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

検 索日立国際電気　CSR報告書



　平素より日立国際電気グループの事業に多大のご支
援を賜りありがとうございます。
　「日立国際電気グループCSR報告書2009」によ
り、ステークホルダーの皆様に、当社グループの経営
と業務推進の状況につきご報告し、皆様のご意見、ご
助言をいただきたいと存じます。
　当社は、日立国際電気企業行動基準において、安全
で豊かな社会に貢献するものづくりをめざすこと、未
来を見つめ、たゆまぬ努力で成長を続けること、基本
と正道に則り、公正で透明な企業行動に徹することを
基本理念として定めております。
　この基本理念の下、通信・情報、放送・映像、半導体
製造システムの各事業部門を中心に、「ワイヤレステ
クノロジーのリーディングカンパニー」、また、「半導体
サーマルプロセスでグローバルトップ」をめざして取り
組み、連結売上高2,000億円・営業利益率10％という
2010年3月期数値目標に対して、これまで順調に推移
してまいりましたが、2008年後半からの急激な市況
悪化により、大きく後退する状況に至りました。
　100年に一度とまで言われる経済危機、それに伴う
市況の悪化の影響を直接受けたものではありますが、
当社グループはこれを直視し、むしろ地球規模の社会
の変化、企業に求められるものの急激な変化に注目し
ています。今まさに企業がどのように変わらなくてはな

変動する情勢の中で、
社会の期待に応える企業をめざします。

らないか、何を継続すべきかを、早急に考え、実行する
ことが求められていると考えます。
　地球環境の保全や、安心・安全というような社会の
要請とその方向性をよく理解し、継続的に受け入れら
れる製品を開発、設計し、世に出すことに努力を惜しん
でいないか、お客様から信頼されることの原点がずれ
ていないか、ものづくりのパートナーであるお取引先様
との協力関係が弱くなっていないか、問い直すときで
あると思います。また、従業員自身が活き活きと、心身
ともに健康的に働ける職場、従業員の多様性・人格・個
性を活かす、働きがいのある職場になっているか、問い
直すときと思います。必要であれば何度でも問い直し、
改善の余地を見出し、直ちに取り組んでまいります。
　当社は、2009年3月、日立製作所の連結子会社に
なり、日立グループの一員としての強みを活かしてい
くことになりましたが、上に述べましたことは、日立グ
ループの経営理念である「和」「誠」「開拓者精神」、
そして「落穂拾いの精神」に通じることでもあります。
　幸いにして、当社グループは各事業部門とも独特の
歴史と技術、そして誇るべきお客様に恵まれてきまし
た。それに安住せず、変化を見つめ柔軟に対応するこ
とで、その財産を活かし、価値を高めることができると
考えます。

基本理念

行動原則

日立国際電気は、人権を尊重し、法令、国際ルールとその
精神を遵守し、持続可能な社会の創造に貢献しつつ発展
していくことを目的として、この企業行動基準を定めます。

基本理念の実現のため、以下の行動原則を定め、この企業行動
基準を周知徹底するとともに社内体制を整備します。 

1 安全性・品質および環境に配慮して製品・サービスを開発
提供し、顧客の満足と信頼を獲得します。

2 公正、透明、自由な競争および適正な取引を行ない、法と倫
理を守ります。

3 従業員の多様性、人格、個性を尊重し、働きがいのある職場
を提供します。

4 株主をはじめとするステークホルダーに対し、企業情報を積
極的かつ公正に開示します。

5 全地球的な環境、地域生活環境の保全・向上に自主的、積
極的に取組みます。

6  「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行ないます。

7 国際ルールや各地域の法律、文化や慣習を尊重し、各地域
の発展に貢献するよう努めます。

8 自社および他社の有する経営・技術情報の価値を尊重し、
管理を徹底します。

9 国際的な平和および安全の維持に貢献するため、貿易関連
法規を遵守します。

 この企業行動基準に反する事態が発生した場合は、経営者
自ら問題解決、原因究明、再発防止、社会への迅速・的確
な情報公開および説明に努め、権限と責任を明らかにした
上で、自らを含め厳正な処分を行ないます。

● 安全で豊かな社会に貢献するものづくりをめざします。
● 未来を見つめ、たゆまぬ努力で成長を続けます。
● 基本と正道に則り、公正で透明な企業行動に徹します。　本報告書で当社グループの取り組みを紹介し、皆様

の率直なご意見、ご助言をいただき、対話を深めるこ
とは、変化への対応に向けた大事な一歩となります。
未来へつづく、社会の信頼に応える企業をめざす歩み
に対し、皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

2009年6月29日

執行役社長

日立国際電気企業行動基準
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　平素より日立国際電気グループの事業に多大のご支
援を賜りありがとうございます。
　「日立国際電気グループCSR報告書2009」によ
り、ステークホルダーの皆様に、当社グループの経営
と業務推進の状況につきご報告し、皆様のご意見、ご
助言をいただきたいと存じます。
　当社は、日立国際電気企業行動基準において、安全
で豊かな社会に貢献するものづくりをめざすこと、未
来を見つめ、たゆまぬ努力で成長を続けること、基本
と正道に則り、公正で透明な企業行動に徹することを
基本理念として定めております。
　この基本理念の下、通信・情報、放送・映像、半導体
製造システムの各事業部門を中心に、「ワイヤレステ
クノロジーのリーディングカンパニー」、また、「半導体
サーマルプロセスでグローバルトップ」をめざして取り
組み、連結売上高2,000億円・営業利益率10％という
2010年3月期数値目標に対して、これまで順調に推移
してまいりましたが、2008年後半からの急激な市況
悪化により、大きく後退する状況に至りました。
　100年に一度とまで言われる経済危機、それに伴う
市況の悪化の影響を直接受けたものではありますが、
当社グループはこれを直視し、むしろ地球規模の社会
の変化、企業に求められるものの急激な変化に注目し
ています。今まさに企業がどのように変わらなくてはな

変動する情勢の中で、
社会の期待に応える企業をめざします。

らないか、何を継続すべきかを、早急に考え、実行する
ことが求められていると考えます。
　地球環境の保全や、安心・安全というような社会の
要請とその方向性をよく理解し、継続的に受け入れら
れる製品を開発、設計し、世に出すことに努力を惜しん
でいないか、お客様から信頼されることの原点がずれ
ていないか、ものづくりのパートナーであるお取引先様
との協力関係が弱くなっていないか、問い直すときで
あると思います。また、従業員自身が活き活きと、心身
ともに健康的に働ける職場、従業員の多様性・人格・個
性を活かす、働きがいのある職場になっているか、問い
直すときと思います。必要であれば何度でも問い直し、
改善の余地を見出し、直ちに取り組んでまいります。
　当社は、2009年3月、日立製作所の連結子会社に
なり、日立グループの一員としての強みを活かしてい
くことになりましたが、上に述べましたことは、日立グ
ループの経営理念である「和」「誠」「開拓者精神」、
そして「落穂拾いの精神」に通じることでもあります。
　幸いにして、当社グループは各事業部門とも独特の
歴史と技術、そして誇るべきお客様に恵まれてきまし
た。それに安住せず、変化を見つめ柔軟に対応するこ
とで、その財産を活かし、価値を高めることができると
考えます。

基本理念

行動原則

日立国際電気は、人権を尊重し、法令、国際ルールとその
精神を遵守し、持続可能な社会の創造に貢献しつつ発展
していくことを目的として、この企業行動基準を定めます。

基本理念の実現のため、以下の行動原則を定め、この企業行動
基準を周知徹底するとともに社内体制を整備します。 

1 安全性・品質および環境に配慮して製品・サービスを開発
提供し、顧客の満足と信頼を獲得します。

2 公正、透明、自由な競争および適正な取引を行ない、法と倫
理を守ります。

3 従業員の多様性、人格、個性を尊重し、働きがいのある職場
を提供します。

4 株主をはじめとするステークホルダーに対し、企業情報を積
極的かつ公正に開示します。

5 全地球的な環境、地域生活環境の保全・向上に自主的、積
極的に取組みます。

6  「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行ないます。

7 国際ルールや各地域の法律、文化や慣習を尊重し、各地域
の発展に貢献するよう努めます。

8 自社および他社の有する経営・技術情報の価値を尊重し、
管理を徹底します。

9 国際的な平和および安全の維持に貢献するため、貿易関連
法規を遵守します。

 この企業行動基準に反する事態が発生した場合は、経営者
自ら問題解決、原因究明、再発防止、社会への迅速・的確
な情報公開および説明に努め、権限と責任を明らかにした
上で、自らを含め厳正な処分を行ないます。

● 安全で豊かな社会に貢献するものづくりをめざします。
● 未来を見つめ、たゆまぬ努力で成長を続けます。
● 基本と正道に則り、公正で透明な企業行動に徹します。　本報告書で当社グループの取り組みを紹介し、皆様

の率直なご意見、ご助言をいただき、対話を深めるこ
とは、変化への対応に向けた大事な一歩となります。
未来へつづく、社会の信頼に応える企業をめざす歩み
に対し、皆様の一層のご理解、ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

2009年6月29日

執行役社長

日立国際電気企業行動基準
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飛騨高地に抱かれた富山市八尾町。専用のク
リーンルーム内で次世代プロセスに対応した半
導体製造装置の開発、設計、生産を行い、世界
の大手ユーザーからの厳しいニーズに対応して
います。 

社名
株式会社日立国際電気
Hitachi Kokusai Electric Inc.

本社所在地

〒101-8980
東京都千代田区外神田四丁目14番1号

設立

1949年11月17日

資本金

100億5,800万円

連結売上高 1,285億8,600万円 

連結従業員数 4,894名

自然豊かな多摩川が流れる東京都羽村市。官公
庁などを対象とする無線機器の開発、設計、生
産を行っています。 

武蔵野の面影を残す東京都小平市。通信・情
報、放送・映像システムの製品の開発、設計、生
産を行っています。通信・放送・映像の技術者
は、ここで日立国際電気らしい製品づくりをめ
ざしています。 

主な生産品目：通信・情報システム、放送・映像システム主な生産品目：通信・情報システム主な生産品目：半導体製造システム
富山工場 羽村工場 小金井工場

●	秋田
	 八木電子（株）
	 	（株）五洋電子
●宮城
	 	（株）東北電子エンジニアリング
●東京
	 	（株）日立国際電気
	 	（株）国際電気セミコンダクターサービス
	 	（株）日立国際電気エンジニアリング
	 	（株）日立国際電気サービス
	 国際電気テクノサービス（株）
●埼玉
	 八木アンテナ（株）

主要国内グループ会社

日立国際電気グループは国内9社、海外8社の主なグループ会社を中心に、日本全国、またアジア、北米、欧州など世界的に事業展開をしています。

アジア（韓国、台湾地域等）

154.0億円（12.0%）

欧州他（ドイツ、イギリス等） 

42.9億円（3.3%）

会社概要（2009年3月31日現在）
■連結売上高

1,285.9

通信・情報システム

放送・映像システム

半導体製造システム

2007年
3月期

1,939.7（億円）2,000

1,500

1,000

500

2008年
3月期

1,979.8

2009年
3月期

■セグメント別連結売上高

本社（秋葉原UDXビル11F）	

当社の工場

523億2,900万円

318億8,100万円

443億7,500万円

総計
1,285億8,600万円

40.7％

34.5％

24.8％

海外売上高

Kokusai	Electric
Korea	Co.,	Ltd.

Hitachi	Kokusai
Electric	America,	Ltd.

Hitachi	Kokusai	Electric	U.K.	Ltd.

Hitachi	Kokusai	Electric	Europe	GmbH

Hitachi	Kokusai
Electric	(Shanghai)	Co.,	Ltd.

Hitachi	Kokusai
Electric	Canada,	Ltd.

Kokusai	Semiconductor
Equipment	Corp.

Kokusai	Electric
Asia	Pacific	Co.,	Ltd.

北米（米国、カナダ）

117.0億円（9.1%）

日立国際電気グループ CSR 報告書 20093
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社長メッセージ   1
会社概要、当社の工場、海外売上高   3
主要製品   4

 特集　地球温暖化防止に貢献するものづくり   5
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お客様とともに 
　●安心・安全   7
　●先端ニーズを追って 10
　●品質へのこだわり 11
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従業員とともに 13

地域社会とともに 15

社会の信頼に応えるために 16

エコマネジメント（環境経営の推進） 17
　目標と実績 
エコファクトリー（生産活動での環境配慮） 19
　地球温暖化防止、廃棄物の削減 
環境活動の評価 21

エコプロダクツ（環境適合製品） 22

編集方針
　この報告書は、日立国際電気グループが、その事業活動のすべてを
通じて社会の信頼・期待に応えることがＣＳＲ（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）であると考えていることをお伝え
し、またそのためにどのように取り組み、実行しているかを説明・報告す
ることを目的として作成しています。
　お客様、お取引先様、従業員、近隣の皆様、株主様その他多くのステー
クホルダーの皆様と心を通わせ、相互に理解を深め、意思疎通・情報交
換を促進するきっかけになるものにしたいと考えます。そのために、内容
や項目を絞り込むとともに、読みやすく、分かりやすいものにするよう努
めています。

レポートの対象範囲
対象期間 2008年度（2008年4月1日〜2009年3月31日）
対象組織 株式会社日立国際電気（当社）および
 主な国内グループ会社（8社）
 実績データ範囲：
 個々に記載（環境負荷および環境会計は下記◎印の工場の

データを対象とし、集計しました）
 ○（株）日立国際電気
 　 ◎ 富山工場　◎ 羽村工場　◎ 小金井工場
 　 ◎ 八木アンテナ（株）
 ○ 八木電子（株）
 ○（株）国際電気セミコンダクターサービス
 ○（株）日立国際電気エンジニアリング
 ○（株）五洋電子
 ○（株）東北電子エンジニアリング
 ○（株）日立国際電気サービス
 ○ 国際電気テクノサービス（株）

次回発行予定
　当社は2001年10月以来毎年「環境報告書」を発行、2006年６月に
「ＣＳＲ報告書2006」と名称を変更、2007年より現在の形で発行して
います。次回は2010年6月に発行する予定です。
表紙写真：当社従業員によるお客様への製品説明、お取引先様との打合せ、「提案会議」で

の議論、また近隣介護施設での共同避難訓練の写真を用いています。

主要製品
通信・情報システム
無線通信機器・情報処理機器

放送・映像システム
放送用機器・受信機器・監視機器・画像処理

半導体製造システム
半導体製造装置

用語解説 ※	1	FPU	 Field	Pick-up	Unit
※	2	CVD	 Chemical	Vapor	Deposition（化学気相成長）

高速無線リピーターデジタル車載無線機
パケット通信端末

列車無線システム チッカーボード

放送用画像伝送装置（FPU）

屋外用雲台一体型監視カメラ

次世代プロセス用薄膜形成装置

レジスト除去装置

酸化拡散CVD装置

絶縁膜形成装置

ネットワーク型監視カメラ
＊ISnex®は（株）日立国際電気の登録商標です。

産業用デジタルインターフェースカメラ

放送用カラーカメラ

※2

※1

®
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Voice

※5

特集

入退場手続きの大幅短縮で待ち時間のアイドリングが不要に

アッシング装置の高性能化で
半導体製造時のＣＯ２排出量削減に寄与

太陽光発電利用マイクロ波センサー自立監視装置

ETC技術を入退場手続きに応用し、ＣＯ２削減に貢献しました。

電子機器の高度化や小型化は、搭載している半導体の高性能化と微細化が大きく貢献しています。またこの半導
体の高性能化・微細化を進める上でも、半導体製造装置の性能いかんにより生産効率向上につながり、消費エネ
ルギーの削減になります。当社の最先端の半導体製造装置は、ＣＯ２排出量の削減に大きく貢献しています。

　ある配送センター様では、毎日約130台の車両が入場し
ます。これまでは入場する際に運転手が一度降車し、入場手
続きを行う必要があるため、何台もの車両が順番待ちをす
ることがありました。
　この度、ＥＴＣ（自動料金支払いシステム）の端末を利用し
た当社のＤＳＲＣ車両入退場システムの導入により、登録車
両の認証からゲートの自動開閉までワンストップでの入場が
可能となりました。
　このシステムを導入してからは、1台当たり平均3分程度掛
かっていた車両の入場手続きが、数秒に短縮されました。
　手続き待ちによるアイドリングが不要となり、このお客様
の例で試算すると、年間1.4ｔのCO2排出削減に貢献したこ
とになります。

　新型アッシング装置「TΛNDUO®」（タンデュオ）は
新プラットフォームを採用することにより、生産性２倍を実
現しつつ、消費電力を従来機に比べ1.5倍に抑え、製造する
チップ当たりの消費エネルギーを20％削減することを実
現しました。
　この消費エネルギー削減は、装置１台当たりの年間の消
費電力を２６ＭWｈ削減することとなり、削減するCO2排
出量を１ｋWｈ＝CO2 360ｇで換算すると、年間約9ｔの
CO2排出量を削減することとなります。
　当社の半導体製造装置は、７０％以上が海外向けです。
世界の主要な半導体メーカーで、半導体の高度化、生産効
率の向上、製造コスト、消費エネルギーの削減に寄与し、
地球温暖化防止に世界規模で貢献しています。

　太陽エネルギーのみを使用しますので、ＣＯ2を排出しません。６Wの平均消費
電力ですが、年間にすれば53kWh、これはＣＯ2に換算すると１９kgの排出削減
効果です。それに加え、配線工事や、電線を通すことによる電力のロス（150メート
ルで約2%）がないことを考えると、遠隔地の施設の監視に用いる場合など、さら
に相当の削減効果が加わることになります。
　マイクロ波センサーと無線技術を応用した自立監視装置ですが、さらに次のよ
うな環境配慮を加えた設計になっています。
①制御ボックスに収められた内蔵ユニットの節電機能により消費電力が抑えられ、発
熱量が少なくなっています。

②使用する化学物質に関する欧州基準であるＲｏＨＳ指令に対応しています。
　従来機のコンセプト（設計思想）、優位点は
可能な限り踏襲し短期開発を実現しました。
　1号機出荷後、同じお客様よりリピート受
注をいただけたことで、｢TΛNDUO®｣が認
められ、苦労して開発したことが報われた思
いです。
　環境対策は、企業にとって重要な社会貢献
です。現状に満足することなく、さらなるCO2
削減に努めていきます。

太陽光発電利用でマイクロ波センサーが動作する「不法侵入者検知、無線通報を行う自立監視装置」です。
太陽光エネルギーを装置内蔵バッテリーに充電、常時作動しつつＣＯ２を全く排出しないシステムです。

地球温暖化防止に
　貢献するものづくり

200

300

350

50

従来

１回の処理時間

■　　　　　　 生産性新旧比較

（秒）

＊TΛNDUO®は当社の登録商標です。

TΛNDUO®

アンテナ

時
間
当
た
り
の
生
産
量 (

枚
/
時)

0
0 50 100

100

150

250

太陽電池

マイクロ波センサー

制御ボックス
(バッテリ他内蔵)

用語解説 用語解説※1 アッシング 半導体を製造する過程で、ウェハ上に描いたレジストという下書き部分を、エッチング（焼付け）の後で除去する工程の名称
※2 プラットフォーム 基本筐体、搬送機構、コントローラなど装置の土台となる部分
※3 従来機 2003年4月発売の当社アッシング装置「λ（ラムダ）シリーズ」

※4 DSRC Dedicated Short-Range Communication 狭域通信、ETCで利用されている無線通信方式
※5 RoHS指令 Restriction of Hazardous Substances EU市場で販売する電気電子製品に一定の有害な化学物質の含有を禁止する指令

※1

※2

※3

※4

Voice

Voice

通信事業部企画部
室矢 英樹さん

富山工場 枚葉装置設計部
嶋田 敏也さん

　本システムは、お客様の省力化と利便性向上を
目的として構築しましたが、当社の無線通信技術
を生かしたシステム構築を通じて、CO2削減によ
る地球温暖化防止に貢献できることに非常にや
りがいを感じます。
　今後も本システムの拡販で、微力ながら地球温
暖化防止に貢献していきたいと思います。

　マイクロ波センサーを用いた監視装置に無線技術を組み合わ
せ、当社グループのお客様のニーズに合った設計を心がけまし
た。電源、信号配線の難しい地形や場所があるような区域や、広
い区域などを、信頼性の高いシステムで管理することを想定し、
海外向けの需要も意識しました。それがＣＯ2の削減や、使用物
質の環境安全性の向上に役立ちました。

 （株）日立国際電気エンジニアリング 
通信システム設計部
宮下 公一さん

®

日立国際電気グループ CSR報告書 20095 日立国際電気グループ CSR報告書 2009 6



Voice

※5

特集

入退場手続きの大幅短縮で待ち時間のアイドリングが不要に

アッシング装置の高性能化で
半導体製造時のＣＯ２排出量削減に寄与

太陽光発電利用マイクロ波センサー自立監視装置

ETC技術を入退場手続きに応用し、ＣＯ２削減に貢献しました。

電子機器の高度化や小型化は、搭載している半導体の高性能化と微細化が大きく貢献しています。またこの半導
体の高性能化・微細化を進める上でも、半導体製造装置の性能いかんにより生産効率向上につながり、消費エネ
ルギーの削減になります。当社の最先端の半導体製造装置は、ＣＯ２排出量の削減に大きく貢献しています。

　ある配送センター様では、毎日約130台の車両が入場し
ます。これまでは入場する際に運転手が一度降車し、入場手
続きを行う必要があるため、何台もの車両が順番待ちをす
ることがありました。
　この度、ＥＴＣ（自動料金支払いシステム）の端末を利用し
た当社のＤＳＲＣ車両入退場システムの導入により、登録車
両の認証からゲートの自動開閉までワンストップでの入場が
可能となりました。
　このシステムを導入してからは、1台当たり平均3分程度掛
かっていた車両の入場手続きが、数秒に短縮されました。
　手続き待ちによるアイドリングが不要となり、このお客様
の例で試算すると、年間1.4ｔのCO2排出削減に貢献したこ
とになります。

　新型アッシング装置「TΛNDUO®」（タンデュオ）は
新プラットフォームを採用することにより、生産性２倍を実
現しつつ、消費電力を従来機に比べ1.5倍に抑え、製造する
チップ当たりの消費エネルギーを20％削減することを実
現しました。
　この消費エネルギー削減は、装置１台当たりの年間の消
費電力を２６ＭWｈ削減することとなり、削減するCO2排
出量を１ｋWｈ＝CO2 360ｇで換算すると、年間約9ｔの
CO2排出量を削減することとなります。
　当社の半導体製造装置は、７０％以上が海外向けです。
世界の主要な半導体メーカーで、半導体の高度化、生産効
率の向上、製造コスト、消費エネルギーの削減に寄与し、
地球温暖化防止に世界規模で貢献しています。

　太陽エネルギーのみを使用しますので、ＣＯ2を排出しません。６Wの平均消費
電力ですが、年間にすれば53kWh、これはＣＯ2に換算すると１９kgの排出削減
効果です。それに加え、配線工事や、電線を通すことによる電力のロス（150メート
ルで約2%）がないことを考えると、遠隔地の施設の監視に用いる場合など、さら
に相当の削減効果が加わることになります。
　マイクロ波センサーと無線技術を応用した自立監視装置ですが、さらに次のよ
うな環境配慮を加えた設計になっています。
①制御ボックスに収められた内蔵ユニットの節電機能により消費電力が抑えられ、発
熱量が少なくなっています。

②使用する化学物質に関する欧州基準であるＲｏＨＳ指令に対応しています。
　従来機のコンセプト（設計思想）、優位点は
可能な限り踏襲し短期開発を実現しました。
　1号機出荷後、同じお客様よりリピート受
注をいただけたことで、｢TΛNDUO®｣が認
められ、苦労して開発したことが報われた思
いです。
　環境対策は、企業にとって重要な社会貢献
です。現状に満足することなく、さらなるCO2
削減に努めていきます。

太陽光発電利用でマイクロ波センサーが動作する「不法侵入者検知、無線通報を行う自立監視装置」です。
太陽光エネルギーを装置内蔵バッテリーに充電、常時作動しつつＣＯ２を全く排出しないシステムです。

地球温暖化防止に
　貢献するものづくり

200

300

350

50

従来

１回の処理時間

■　　　　　　 生産性新旧比較

（秒）

＊TΛNDUO®は当社の登録商標です。

TΛNDUO®
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太陽電池

マイクロ波センサー

制御ボックス
(バッテリ他内蔵)

用語解説 用語解説※1 アッシング 半導体を製造する過程で、ウェハ上に描いたレジストという下書き部分を、エッチング（焼付け）の後で除去する工程の名称
※2 プラットフォーム 基本筐体、搬送機構、コントローラなど装置の土台となる部分
※3 従来機 2003年4月発売の当社アッシング装置「λ（ラムダ）シリーズ」

※4 DSRC Dedicated Short-Range Communication 狭域通信、ETCで利用されている無線通信方式
※5 RoHS指令 Restriction of Hazardous Substances EU市場で販売する電気電子製品に一定の有害な化学物質の含有を禁止する指令

※1

※2

※3

※4

Voice

Voice

通信事業部企画部
室矢 英樹さん

富山工場 枚葉装置設計部
嶋田 敏也さん

　本システムは、お客様の省力化と利便性向上を
目的として構築しましたが、当社の無線通信技術
を生かしたシステム構築を通じて、CO2削減によ
る地球温暖化防止に貢献できることに非常にや
りがいを感じます。
　今後も本システムの拡販で、微力ながら地球温
暖化防止に貢献していきたいと思います。

　マイクロ波センサーを用いた監視装置に無線技術を組み合わ
せ、当社グループのお客様のニーズに合った設計を心がけまし
た。電源、信号配線の難しい地形や場所があるような区域や、広
い区域などを、信頼性の高いシステムで管理することを想定し、
海外向けの需要も意識しました。それがＣＯ2の削減や、使用物
質の環境安全性の向上に役立ちました。

 （株）日立国際電気エンジニアリング 
通信システム設計部
宮下 公一さん
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航空管制用無線電話装置
離着陸時も航行時も、航空機の
安全を守ります。

□×駅

新幹線デジタル列車
無線システム
運転席と指令所を結んで、
列車運行の信頼性を確保。

ハンズフリー通話用カーナビ・アダプター
カーナビと接続・連動することにより、
ハンズフリー通話が手軽に、安全にでき
ます。

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

社
会
性
報
告

カーナビと連動、手軽に、安全にハンズ
フリー通話

運転中の携帯電話の操作は、安全運転への配慮から法規制
されています。このため携帯電話のハンズフリー装置も進歩
を遂げ、カーナビに接続することでスピーカーやタッチ
パネルなどの機能を共用し、手軽に、安全にハンズフリー
通話ができる装置も出ています。
（株）五洋電子はこれにワイヤレス機能を加え、携帯電話

がポケットに入ったままでもカーナビと連動して乗降時の
わずらわしい操作が不要になるようにし、また携帯電話の
買い換えにも容易に対応する製品を開発しました。使い易く
なり、その分、安心して、安全に運転していただくのに一層役
立つものになりました。

航空管制用無線電話装置は、航空機のパイロットと管制
官とを音声の通信でつなぐ装置です。航空機の離陸から着
陸までを、この装置を通した指令や情報が誘導しています。
安全な運行のために、高い信頼性が求められます。当社の
最先端のソフトウェア無線技術を採用した本装置が信頼と
安全を支えています。
現在、全国約80カ所の空港・空港事務所で活躍して

います。

航空機の安全を支える無線電話装置

新幹線デジタル列車無線システム　
200編成の安全をバックアップ

新幹線の車両と指令所とをつなぐ、運行業務の連絡に使
用されているのが列車無線です。その業務効率向上のため
に東海旅客鉄道株式会社様、西日本旅客鉄道株式会社様
が、デジタル列車無線システムを導入されました。
当社は、（株）日立製作所と協力し、主に車両（運転者

および車掌が使用）の無線設備を２００編成納入し運用
いただいています。
また、東海旅客鉄道株式会社様ではデジタル列車無

線システムを利用してＮ７００系車両で、パソコンを持っ
ている乗客がインターネットに接続できるようにして、顧客
サービス向上が図られています。

お客様とともに ー安心・安全ー
スピーディーな交通手段を、安心して利用するために、確実でスムーズな情報通信が欠かせません。
当社グループの無線技術がお手伝いします。

大空へ飛び立つジャンボジェット機には、初めての飛行
機にわくわくしている子どもたち、将来の夢を語り合うカッ
プル、初孫の顔を楽しみにしている老夫婦。
私たちは、さまざまな思いを胸に搭乗される方々に「安全」

を提供させていただいています。お客様
が笑顔で飛行機を後にされる姿に、開発者
としての「喜びと誇り」を感じています。
これからもたくさんの笑顔を見届けていき
たいと思います。

本製品は、「繋がり」というキーワードを基に開発を進めま
した。お客様の目線に立ち実車検証を重ね、求められる利便性
と安全性を繋ぐ製品を実現できたことを嬉しく思います。
今後はさらなる繋がりを求め、「メディアを繋ぐ」「夢を繋ぐ」
そして真の「もの」と「つくる」を繋ぐ力強い
「ものづくり」を目指していきます。

羽村工場 第一設計部
岡部 浩一さん

（株）五洋電子 電子機器設計部
 田口 周平さん

Voice Voice

FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
カーナビシステム

FOMA® 接続ケーブル PDC接続ケーブル

ワイヤレス接続 ワイヤレス接続
カーナビシステム

車内コンソールボックス
裏側等に設置

TG-01

車載用通信アダプタ

テレマゲートウェイ　TG-01

ハンズフリー機能付カーナビシステムと
FOMA® 端末をつなぎます。
1. ハンズフリー通話をする
2.FOMA® 端末の電話帳をカーナビに転送する
3.FOMA® 端末に給電する

無線電話装置（出荷前）

＊FOMA®は（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
＊Bluetooth®はブルートゥース・エス・アイ・ジーの登録商標です。

運転席操作盤 列車に設置される制御装置
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航空管制用無線電話装置
離着陸時も航行時も、航空機の
安全を守ります。

□×駅

新幹線デジタル列車
無線システム
運転席と指令所を結んで、
列車運行の信頼性を確保。

ハンズフリー通話用カーナビ・アダプター
カーナビと接続・連動することにより、
ハンズフリー通話が手軽に、安全にでき
ます。

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

社
会
性
報
告

カーナビと連動、手軽に、安全にハンズ
フリー通話

運転中の携帯電話の操作は、安全運転への配慮から法規制
されています。このため携帯電話のハンズフリー装置も進歩
を遂げ、カーナビに接続することでスピーカーやタッチ
パネルなどの機能を共用し、手軽に、安全にハンズフリー
通話ができる装置も出ています。
（株）五洋電子はこれにワイヤレス機能を加え、携帯電話

がポケットに入ったままでもカーナビと連動して乗降時の
わずらわしい操作が不要になるようにし、また携帯電話の
買い換えにも容易に対応する製品を開発しました。使い易く
なり、その分、安心して、安全に運転していただくのに一層役
立つものになりました。

航空管制用無線電話装置は、航空機のパイロットと管制
官とを音声の通信でつなぐ装置です。航空機の離陸から着
陸までを、この装置を通した指令や情報が誘導しています。
安全な運行のために、高い信頼性が求められます。当社の
最先端のソフトウェア無線技術を採用した本装置が信頼と
安全を支えています。
現在、全国約80カ所の空港・空港事務所で活躍して

います。

航空機の安全を支える無線電話装置

新幹線デジタル列車無線システム　
200編成の安全をバックアップ

新幹線の車両と指令所とをつなぐ、運行業務の連絡に使
用されているのが列車無線です。その業務効率向上のため
に東海旅客鉄道株式会社様、西日本旅客鉄道株式会社様
が、デジタル列車無線システムを導入されました。
当社は、（株）日立製作所と協力し、主に車両（運転者

および車掌が使用）の無線設備を２００編成納入し運用
いただいています。
また、東海旅客鉄道株式会社様ではデジタル列車無

線システムを利用してＮ７００系車両で、パソコンを持っ
ている乗客がインターネットに接続できるようにして、顧客
サービス向上が図られています。

お客様とともに ー安心・安全ー
スピーディーな交通手段を、安心して利用するために、確実でスムーズな情報通信が欠かせません。
当社グループの無線技術がお手伝いします。

大空へ飛び立つジャンボジェット機には、初めての飛行
機にわくわくしている子どもたち、将来の夢を語り合うカッ
プル、初孫の顔を楽しみにしている老夫婦。
私たちは、さまざまな思いを胸に搭乗される方々に「安全」

を提供させていただいています。お客様
が笑顔で飛行機を後にされる姿に、開発者
としての「喜びと誇り」を感じています。
これからもたくさんの笑顔を見届けていき
たいと思います。

本製品は、「繋がり」というキーワードを基に開発を進めま
した。お客様の目線に立ち実車検証を重ね、求められる利便性
と安全性を繋ぐ製品を実現できたことを嬉しく思います。
今後はさらなる繋がりを求め、「メディアを繋ぐ」「夢を繋ぐ」
そして真の「もの」と「つくる」を繋ぐ力強い
「ものづくり」を目指していきます。

羽村工場 第一設計部
岡部 浩一さん

（株）五洋電子 電子機器設計部
 田口 周平さん

Voice Voice

FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
FOMA® 端末

Bluetooth® 搭載
カーナビシステム

FOMA® 接続ケーブル PDC接続ケーブル

ワイヤレス接続 ワイヤレス接続
カーナビシステム

車内コンソールボックス
裏側等に設置

TG-01

車載用通信アダプタ

テレマゲートウェイ　TG-01

ハンズフリー機能付カーナビシステムと
FOMA® 端末をつなぎます。
1. ハンズフリー通話をする
2.FOMA® 端末の電話帳をカーナビに転送する
3.FOMA® 端末に給電する

無線電話装置（出荷前）

＊FOMA®は（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
＊Bluetooth®はブルートゥース・エス・アイ・ジーの登録商標です。

運転席操作盤 列車に設置される制御装置
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次世代ネットワーク型監視カメラシステム
統合監視ソフトウェア

超高感度カメラ
Starlight EYE ® シリーズ
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入退室管理や録画、障害管理機能など、各種機能をパッ
ケージ化し、安全管理のためのさまざまな課題に応えます。

悪天候にも耐え、夜間でも動く対象を
捉えます。

※１ ＶＭｎｅｘＴＭ Video Management for next stage
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告
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告
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※１ MRI Magnetic Resonance Imagingの略。核磁気共鳴画像診断法、磁気共鳴映像法ともいう。心臓、動脈、静脈など体のあらゆる部分の
断面画像を映し出す

※2 ブースタ テレビの電波を増幅する機械。テレビの電波は分配したり、テレビ線を通っていく途中で減衰し、弱くなる。これをブースタで増幅、
補償する

※3 タクトタイム tact time 装置の１回の処理時間
※4 共焦点  焦点がバラバラな厚いものでもボケない画像を得られる事

お客様とともに　ー先端ニーズを追ってー

映像技術の進歩から生まれる新たなニーズに、いち早く取り組みます。監視カメラは昼夜を問わず、悪天候に耐え、時には広い領域を同時に見つめ、
お客様と社会の安心・安全を支えます。

岩手県一関市のＡ病院と約１０km離れたＢ診療所間を
SINELINK®25Ｇにて高速データ伝送接続、遠隔医療中継
回線を実現しました。（無線区間約８．５km）

MRIの装置はあるが、読影する医師のいないB診療所から
画像データをＡ病院に送り、そこの専門医師が読影・診断を
実施し診断結果を伝える仕組みです。大量な画像データを
短時間で送信することが実現し、地域医療の一端を支えて
います。

＊ SINELINK® は当社の登録商標です。

地デジ受信では送信所から離れていたり、周囲の建物で
電波が遮られたりすると、テレビ画面にモザイク状の四角い
画像ゆがみ（ブロックノイズ）が発生する場合があります。
これに対し、地デジアンテナに組み合わせて使用すること
で地デジ信号の受信品質を大きく向上させ、ブロックノイズ
の解消に効果を発揮するパワーアップブースタを開発しま
した。

「高さ測定装置」は、半導体後工程における半導体検査
装置で、従来の「微小線幅測定装置」に、微小段差を測定
する機能を追加した装置です。

従来の半導体検査工程では、「微小線幅測定装置」によ
るウェハ上の微小なパターン幅の測定のみで十分でしたが、昨
今は、微小段差を同時に測定する機能（高さ測定機能）が要求
されるようなりました。

お客様並びに協力会社を含めた多くの有識者のご協力に
より、他社にない高速処理でタクトタイムの短縮が実現しま
した。また明るい共焦点画像を得ることができ、お客様の
半導体製造工程における製品の歩留り向上と品質保証に
大きく貢献しています。

映像技術を応用した高さ測定機能への期待高速無線伝送で、ＭＲＩの遠隔読影・診断を実現

地デジ受信時のブロックノイズを解消　
パワーアップブースタで鮮明画像

安心・安全への関心が高まり、銀行のATMコーナー、空港
や駅、工場、農園など、さまざまな場面で「監視」の重要性が
増しています。これに対して、単に監視カメラの数、性能や
設置場所に工夫を凝らすだけでなく、監視業務自体を限られ
た人員や労力で、支障なく効率的に行うことが、重要になっ
てきました。

監視業務に必要なカメラ画像の表示、カメラ方向のコント
ロールなどの基本機能に加え、監視業務を効率化する各種
センサーや入退出管理装置と数台〜数百台のカメラ・録画装置
の連動機能、各機器・ネットワークが正常に動作しているかを
見守る障害管理機能など、多様化・複雑化する要望に応え、
各種機能をパッケージ化した統合監視ソフトウェアＶＭｎｅｘＴＭ

を開発しました。
＊ VMnexTM は当社の登録商標あるいは商標です。

2009年２月発売の超高感度一体型カメラHC-268は、従来
機種のHC-258と比較して感度、小型軽量化、耐環境性など
大幅に性能をアップしました。

特に感度については、従来機種と比べて向上しており、夜
間でも、動いている自動車や人などを動画像で撮影すること
が可能です。

河川や港湾、空港などの重要施設監視用として重点的に
本製品のアピールを図り、安全で豊かな社会づくりに貢献し
ます。

カメラとネットワークで万全のセキュリティ重要施設の「安心・安全」のため、超高感度
カメラを性能アップ

お客様とともに　ー安心・安全ー

河川、道路、港湾、重要施設など、さまざまな監視分野で
お客様の期待に応えられる高機能、高信頼性の製品づくりを
心がけています。少ない照明で鮮明な監視画像を得るための
高感度化をはじめ、低消費電力化、RoHS
指令適合などにより、安全・安心で豊かな
社会づくりに貢献していきたいと思います。

「手軽に改善」がお客様の思い
　従来の製品は増幅度合いの調整が必要で、価格的にも手
軽さがない。地デジアンテナ専用ブースタがあればという、
簡単な発想で挑戦しましたが、試行錯誤の連続でした。発案
後6カ月、最後まで既成概念にとらわれずアンテ
ナ屋の視点で取り組み、お客様の期待と鮮明画
像にこだわったことで一味違った製品に仕上が
りました。

さまざまなお客様に監視ソフトウェアを納入した経験と
ノウハウをベースに、お客様の新しい要望を考え、統合監視
ソフトウェアを開発しました。特に、要望の多かった障害管理
機能は、中核部分の製品だけでなくネットワーク機器の障害に
も対応するものにしました。今後もお客様の
要望を取り入れ、バージョンアップを継続的
に行っていきます。

小金井工場 監視機器設計部
伊藤 崇さん

八木アンテナ（株）開発設計本部
金子 敦さん

（株）日立国際電気エンジニアリング　
  設計本部
 清水 高博さん

小金井工場  画像ソフト設計部
今野 栄喜さん

Voice VoiceVoice
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白色光源

映　像

光
高速
カメラ

試料台

制御ソフト

P C

高さ測定
画像処理用
ボード

超高感度

劣環境に対応

コンパクトボディ
パワーアップ
ブースタ 使用前

安定受信

パワーアップ
ブースタ 使用後

※画像はイメージです。

HC-268
＊ Starlight EYE® は当社の登録商標です。

「高さ測定装置」納入後のお客様からは、高速測定と検
査工程の省力化で好評を得ています。この装置は、ウェハの
自動搬送可能なロボット搬送機でシステムアップを図って
おり、レシピと呼ばれる測定条件をまとめた電子ファイルを
作成する事で、無人でウェハの搬送から検査結果の出力まで
を行うことができます。これにより、検査工程の省力化が
可能になったことでお客様にご満足いただいています。今後は、
部品を含め工夫を重ね、価格面でもより
一層お客様にご満足いただけるよう、努
力していきます。

Voice
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入退室管理や録画、障害管理機能など、各種機能をパッ
ケージ化し、安全管理のためのさまざまな課題に応えます。

悪天候にも耐え、夜間でも動く対象を
捉えます。

※１ ＶＭｎｅｘＴＭ Video Management for next stage
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※１ MRI Magnetic Resonance Imagingの略。核磁気共鳴画像診断法、磁気共鳴映像法ともいう。心臓、動脈、静脈など体のあらゆる部分の
断面画像を映し出す

※2 ブースタ テレビの電波を増幅する機械。テレビの電波は分配したり、テレビ線を通っていく途中で減衰し、弱くなる。これをブースタで増幅、
補償する

※3 タクトタイム tact time 装置の１回の処理時間
※4 共焦点  焦点がバラバラな厚いものでもボケない画像を得られる事

お客様とともに　ー先端ニーズを追ってー

映像技術の進歩から生まれる新たなニーズに、いち早く取り組みます。監視カメラは昼夜を問わず、悪天候に耐え、時には広い領域を同時に見つめ、
お客様と社会の安心・安全を支えます。

岩手県一関市のＡ病院と約１０km離れたＢ診療所間を
SINELINK®25Ｇにて高速データ伝送接続、遠隔医療中継
回線を実現しました。（無線区間約８．５km）

MRIの装置はあるが、読影する医師のいないB診療所から
画像データをＡ病院に送り、そこの専門医師が読影・診断を
実施し診断結果を伝える仕組みです。大量な画像データを
短時間で送信することが実現し、地域医療の一端を支えて
います。

＊ SINELINK® は当社の登録商標です。

地デジ受信では送信所から離れていたり、周囲の建物で
電波が遮られたりすると、テレビ画面にモザイク状の四角い
画像ゆがみ（ブロックノイズ）が発生する場合があります。
これに対し、地デジアンテナに組み合わせて使用すること
で地デジ信号の受信品質を大きく向上させ、ブロックノイズ
の解消に効果を発揮するパワーアップブースタを開発しま
した。

「高さ測定装置」は、半導体後工程における半導体検査
装置で、従来の「微小線幅測定装置」に、微小段差を測定
する機能を追加した装置です。

従来の半導体検査工程では、「微小線幅測定装置」によ
るウェハ上の微小なパターン幅の測定のみで十分でしたが、昨
今は、微小段差を同時に測定する機能（高さ測定機能）が要求
されるようなりました。

お客様並びに協力会社を含めた多くの有識者のご協力に
より、他社にない高速処理でタクトタイムの短縮が実現しま
した。また明るい共焦点画像を得ることができ、お客様の
半導体製造工程における製品の歩留り向上と品質保証に
大きく貢献しています。

映像技術を応用した高さ測定機能への期待高速無線伝送で、ＭＲＩの遠隔読影・診断を実現

地デジ受信時のブロックノイズを解消　
パワーアップブースタで鮮明画像

安心・安全への関心が高まり、銀行のATMコーナー、空港
や駅、工場、農園など、さまざまな場面で「監視」の重要性が
増しています。これに対して、単に監視カメラの数、性能や
設置場所に工夫を凝らすだけでなく、監視業務自体を限られ
た人員や労力で、支障なく効率的に行うことが、重要になっ
てきました。

監視業務に必要なカメラ画像の表示、カメラ方向のコント
ロールなどの基本機能に加え、監視業務を効率化する各種
センサーや入退出管理装置と数台〜数百台のカメラ・録画装置
の連動機能、各機器・ネットワークが正常に動作しているかを
見守る障害管理機能など、多様化・複雑化する要望に応え、
各種機能をパッケージ化した統合監視ソフトウェアＶＭｎｅｘＴＭ

を開発しました。
＊ VMnexTM は当社の登録商標あるいは商標です。

2009年２月発売の超高感度一体型カメラHC-268は、従来
機種のHC-258と比較して感度、小型軽量化、耐環境性など
大幅に性能をアップしました。

特に感度については、従来機種と比べて向上しており、夜
間でも、動いている自動車や人などを動画像で撮影すること
が可能です。

河川や港湾、空港などの重要施設監視用として重点的に
本製品のアピールを図り、安全で豊かな社会づくりに貢献し
ます。

カメラとネットワークで万全のセキュリティ重要施設の「安心・安全」のため、超高感度
カメラを性能アップ

お客様とともに　ー安心・安全ー

河川、道路、港湾、重要施設など、さまざまな監視分野で
お客様の期待に応えられる高機能、高信頼性の製品づくりを
心がけています。少ない照明で鮮明な監視画像を得るための
高感度化をはじめ、低消費電力化、RoHS
指令適合などにより、安全・安心で豊かな
社会づくりに貢献していきたいと思います。

「手軽に改善」がお客様の思い
　従来の製品は増幅度合いの調整が必要で、価格的にも手
軽さがない。地デジアンテナ専用ブースタがあればという、
簡単な発想で挑戦しましたが、試行錯誤の連続でした。発案
後6カ月、最後まで既成概念にとらわれずアンテ
ナ屋の視点で取り組み、お客様の期待と鮮明画
像にこだわったことで一味違った製品に仕上が
りました。

さまざまなお客様に監視ソフトウェアを納入した経験と
ノウハウをベースに、お客様の新しい要望を考え、統合監視
ソフトウェアを開発しました。特に、要望の多かった障害管理
機能は、中核部分の製品だけでなくネットワーク機器の障害に
も対応するものにしました。今後もお客様の
要望を取り入れ、バージョンアップを継続的
に行っていきます。

小金井工場 監視機器設計部
伊藤 崇さん

八木アンテナ（株）開発設計本部
金子 敦さん

（株）日立国際電気エンジニアリング　
  設計本部
 清水 高博さん

小金井工場  画像ソフト設計部
今野 栄喜さん

Voice VoiceVoice

※１

※１

※3

※4

※2

サーバ

A病院 B診療所

L2/3SWL2/3SW

中継所

サーバ

共焦点
ユニット

高
精
度
Z
ス
テ
ー
ジ

顕微鏡

白色光源
共焦点
ユニット

高
精
度
Z
ス
テ
ー
ジ

顕微鏡

白色光源

映　像

光
高速
カメラ

試料台

制御ソフト

P C

高さ測定
画像処理用
ボード

超高感度

劣環境に対応

コンパクトボディ
パワーアップ
ブースタ 使用前

安定受信

パワーアップ
ブースタ 使用後

※画像はイメージです。

HC-268
＊ Starlight EYE® は当社の登録商標です。

「高さ測定装置」納入後のお客様からは、高速測定と検
査工程の省力化で好評を得ています。この装置は、ウェハの
自動搬送可能なロボット搬送機でシステムアップを図って
おり、レシピと呼ばれる測定条件をまとめた電子ファイルを
作成する事で、無人でウェハの搬送から検査結果の出力まで
を行うことができます。これにより、検査工程の省力化が
可能になったことでお客様にご満足いただいています。今後は、
部品を含め工夫を重ね、価格面でもより
一層お客様にご満足いただけるよう、努
力していきます。

Voice
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日立国際電気グループは、お客様に価値を認めていただき喜ばれる製品を提供するために、生産・供給に必要な資材・
役務などをグローバルな市場から適切な品質・納期・価格で調達いたします。
また、関係法令の遵守･環境配慮にも重点を置き、公正かつオープンな取引を行い、お取引先様とのパートナー関係の
構築を推進いたします。

資材調達の基本方針

ビジネスチャンスの
拡大

企業体質強化

CSR活動推進

1.新事業の創出
2.新分野への挑戦
3.グローバル化

1.IT化推進
2.生産改革と高品質化
3.VECの強力推進

1.社会貢献
2.法令遵守・環境対応

お取引先様の
ご支援・ご協力

Topics

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＣＳＲの共有化
　お取引先様の選定においては、ＣＳＲ活動への理解を求めて
おります。具体的には経営理念、環境配慮、情報セキュリティ
など当社グループの考えにご理解いただき、ご協力を求めて
います。

❷ 情報セキュリティ
　お取引先様に提供する各種情報については、秘密情報と
して管理いただいております。また特に重要な情報などを
提供するお取引先様とは「情報漏えい防止に関する契約書」
を締結いただき、ともに情報セキュリティ強化を図っています。
（2009年4月1日現在：323社と締結）

❸ 環境配慮
　環境負荷の少ない素材や部品の調達を推進することで、
お客様に安心いただける製品づくりを行うためにＩＳＯ１４００1
をはじめ、各種環境認証規格を取得したお取引先様を
「グリーンサプライヤ」として把握し、取得企業数の向上を
図っています。また、2008年度は当社の環境施策にご理解
いただき、ご協力の貢献度の高いお取引先様2社を「環境優良
サプライヤ」として表彰しました。

※1環
境
報
告

用語解説

環
境
報
告

用語解説

社
会
性
報
告

社
会
性
報
告

お客様とともに　ー品質へのこだわりー

※１ ISO14001 企業やその組織が継続的に環境改善を図っていくためのマネジメントシステムに関する国際規格

お取引先様とのコラボレーション
お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマンスの

製品・サービスを提供するためには、お取引先様との良好な
パートナー関係の構築と連携強化が重要です。当社グループ
はお取引先様とともに発展しながらお客様に喜ばれる製品
を提供し続けることをビジネスモデルとし、お取引先様とも
最適な取引関係を構築しています。

お客様に満足いただける製品づくりのために、お取引先様との良いパートナー関係の構築を図り、
お取引先様とともに発展していきます。

お取引先様とともに　ー資材調達ー

製品の品質には万全を期していますが、万が一事故が発生
した場合、お客様のご迷惑を最小限に留めるため、事故の
早期解決、対策の完了が必要です。また、早期解決は類似
事故の未然防止にもつながります。当社では2008年4月
から製品の社外事故対応および管理を行う組織：フィールド・
サポート・グループ（FSG：サービス会社と共同で運営）を
設け、迅速な対応に取り組んでいます。

品質問題の対応は、お客様の立場から考え、行動すること
が重要です。この考えに基づく一連の反省、再発防止活動を
「落穂拾い」と呼びます。「落穂拾い」では技術的な直接的原
因と、そのもととなった動機的原因を洗い出し、再発防止に
取り組むとともに、類似製品なども検証し、同様の事故の
未然防止に努めています。

インテル コーポレーション様から2008年度サプライ
ヤー・コンテニュアス・クオリティー・インプルーブメント
（SCQI）賞を受賞しました。2008年度は、当社を含め14社
が選ばれました。当社がSCQI賞を5年間で4回受賞できたこ
とは、インテル社様
の事業に貢献する
製品やサービスの向
上に向けた努力が
評価されたことであ
り、大変喜ばしく、
誇れることです。

品質問題への取り組み

製品の受注・開発・設計・生産・検査・販売からサービスを含めたすべての事業活動において、
常にお客様の視点に立った品質保証体制の改善活動に取り組んでいます。

※１ 製造物責任法（PL法） 設計、製造もしくは表示に欠陥がある製品を使用した者、または第三者がその欠陥のために受けた障害に対して、製造業者や販売業者が負うべき賠償責任
について定めた法律（PL：Product Liability）

※2 ISO9001 お客様の要求事項を満足する製品やサービスを継続的に供給するためのマネジメントシステムに関する国際規格
※3 PDCA Plan-Do-Check-Action
※4 品質マネジメントシステム 製品やサービス提供といった業務プロセスの維持や改善によって、製品やサービスの質の向上を図るための仕組み
※5 JISQ9100 航空宇宙産業向けの製品やサービスの品質と信頼性を高めることを目的とした品質マネジメントシステム規格
※6 TL9000 電気通信製品（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）の供給者のための品質マネジメントシステム規格
※7 インテルＳＣＱＩ賞 コスト、品質、供給体制、納期、技術力、およびサポートプログラムの管理、実践など対応面の評価を通じ卓越した成績を達成した優れた企業に贈られる栄

誉ある賞

安全で品質の高い製品・サービスを提供するため、製造
物責任法（PL法）など国内外の法律、安全規格を守るだけ
でなく、さらなる安全確保のために社内規準を制定し、品質
向上を図っています。また、「製品安全推進会議」を定期的
に開催し、製品安全に関する情報共有や社内外の失敗事例
に基づく不具合防止の検討を行っています。

全生産拠点においてISO9001認証を取得し、プロセス
アプローチにおけるPDCAサイクルによって品質マネジメン
トシステムの継続的な改善を図っています。さらに営業部門の
品質マネジメントシステムへの組み込みや製品分野に特化
したJISQ9100認証やTL9000認証の取得など、さまざま
なお客様のご要求に適合した品質の製品・サービスの提供
に取り組んでいます。

安全な製品・サービスの提供

品質向上への取り組み

※１

※2

※3 ※4

※5 ※6

または

または

 製品・サービスについてのインターネットお問合せ窓口 サービス会社
① （株）日立国際電気サービス ホームページ

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hs/

② （株）国際電気セミコンダクターサービス ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kss/

※なお、品質問題・修理の場合など、通常は担当営業または担当サービス部門が直接受付けています。

（株）日立国際電気 ホームページ

 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
検 索日立国際電気 お問い合わせ

検 索日立国際電気サービス

検 索国際電気セミコンダクターサービス
または

インテル コーポレーション前工程装置開発部長様より、「今
回の受賞は、インテルの目標と期待を上回る日立国際電気の実
績が認められたものです。」とお言葉をいただきました。２００９
年度も連続受賞できるよう関係者一同ベストを尽くし、さらなる
チャレンジを継続していきたいと思います。

富山工場 品質保証部 
若林 勲さん（左）
下田 和広さん（中央）
同 生産企画部
西野 裕さん（右）

Voice

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＣＳＲの共有化
　お取引先様の選定においては、ＣＳＲ活動への理解を求めて
おります。具体的には経営理念、環境配慮、情報セキュリティ
など当社グループの考えにご理解いただき、ご協力を求めて
います。

❷ 情報セキュリティ
　お取引先様に提供する各種情報については、秘密情報と
して管理いただいております。また特に重要な情報などを
提供するお取引先様とは「情報漏えい防止に関する契約書」
を締結いただき、ともに情報セキュリティ強化を図っています。
（2009年4月1日現在：323社と締結）

※7

小金井工場ビジネス・パートナー・
ミーティング

感謝をこめて表彰

インテル社役員、当社社長（受賞時）ほか
両社の代表者 

環境優良賞受賞のお取引先様およびコメント

有限会社 和光鈑金工業所様
大変名誉ある賞をいただき、ありがとうございました。当社

は環境改善はコスト削減につながるとの考え方から、まず省
エネや廃棄物削減に取り組んでいます。小さい企業ではあり
ますが、小規模なゆえに全従業員での取り組みがしやすく、
結果として環境意識を高めることができ、工程改善、品質を
含めた生産機能の改善につなげることができました。

株式会社 村田製作所様
環境優良賞という名誉ある表彰をいただき誠にありがとう

ございました。当社は地球環境に対する影響を真摯に受け
止め環境負荷軽減の行動を創業の理念である社是の重要な
実践課題のひとつとして位置づけております。経営の全組織
をあげて環境負荷軽減への努力を重ねて参りました結果を
ご評価いただいたものと考えております。今後も全社での
取り組みを継続し、地球に優しい部品を供給させていただく
所存です。

Voice
■お取引先様とのパートナーシップ構築
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日立国際電気グループは、お客様に価値を認めていただき喜ばれる製品を提供するために、生産・供給に必要な資材・
役務などをグローバルな市場から適切な品質・納期・価格で調達いたします。
また、関係法令の遵守･環境配慮にも重点を置き、公正かつオープンな取引を行い、お取引先様とのパートナー関係の
構築を推進いたします。

資材調達の基本方針

ビジネスチャンスの
拡大

企業体質強化

CSR活動推進

1.新事業の創出
2.新分野への挑戦
3.グローバル化

1.IT化推進
2.生産改革と高品質化
3.VECの強力推進

1.社会貢献
2.法令遵守・環境対応

お取引先様の
ご支援・ご協力

Topics

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＣＳＲの共有化
　お取引先様の選定においては、ＣＳＲ活動への理解を求めて
おります。具体的には経営理念、環境配慮、情報セキュリティ
など当社グループの考えにご理解いただき、ご協力を求めて
います。

❷ 情報セキュリティ
　お取引先様に提供する各種情報については、秘密情報と
して管理いただいております。また特に重要な情報などを
提供するお取引先様とは「情報漏えい防止に関する契約書」
を締結いただき、ともに情報セキュリティ強化を図っています。
（2009年4月1日現在：323社と締結）

❸ 環境配慮
　環境負荷の少ない素材や部品の調達を推進することで、
お客様に安心いただける製品づくりを行うためにＩＳＯ１４００1
をはじめ、各種環境認証規格を取得したお取引先様を
「グリーンサプライヤ」として把握し、取得企業数の向上を
図っています。また、2008年度は当社の環境施策にご理解
いただき、ご協力の貢献度の高いお取引先様2社を「環境優良
サプライヤ」として表彰しました。
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お客様とともに　ー品質へのこだわりー

※１ ISO14001 企業やその組織が継続的に環境改善を図っていくためのマネジメントシステムに関する国際規格

お取引先様とのコラボレーション
お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマンスの

製品・サービスを提供するためには、お取引先様との良好な
パートナー関係の構築と連携強化が重要です。当社グループ
はお取引先様とともに発展しながらお客様に喜ばれる製品
を提供し続けることをビジネスモデルとし、お取引先様とも
最適な取引関係を構築しています。

お客様に満足いただける製品づくりのために、お取引先様との良いパートナー関係の構築を図り、
お取引先様とともに発展していきます。

お取引先様とともに　ー資材調達ー

製品の品質には万全を期していますが、万が一事故が発生
した場合、お客様のご迷惑を最小限に留めるため、事故の
早期解決、対策の完了が必要です。また、早期解決は類似
事故の未然防止にもつながります。当社では2008年4月
から製品の社外事故対応および管理を行う組織：フィールド・
サポート・グループ（FSG：サービス会社と共同で運営）を
設け、迅速な対応に取り組んでいます。

品質問題の対応は、お客様の立場から考え、行動すること
が重要です。この考えに基づく一連の反省、再発防止活動を
「落穂拾い」と呼びます。「落穂拾い」では技術的な直接的原
因と、そのもととなった動機的原因を洗い出し、再発防止に
取り組むとともに、類似製品なども検証し、同様の事故の
未然防止に努めています。

インテル コーポレーション様から2008年度サプライ
ヤー・コンテニュアス・クオリティー・インプルーブメント
（SCQI）賞を受賞しました。2008年度は、当社を含め14社
が選ばれました。当社がSCQI賞を5年間で4回受賞できたこ
とは、インテル社様
の事業に貢献する
製品やサービスの向
上に向けた努力が
評価されたことであ
り、大変喜ばしく、
誇れることです。

品質問題への取り組み

製品の受注・開発・設計・生産・検査・販売からサービスを含めたすべての事業活動において、
常にお客様の視点に立った品質保証体制の改善活動に取り組んでいます。

※１ 製造物責任法（PL法） 設計、製造もしくは表示に欠陥がある製品を使用した者、または第三者がその欠陥のために受けた障害に対して、製造業者や販売業者が負うべき賠償責任
について定めた法律（PL：Product Liability）

※2 ISO9001 お客様の要求事項を満足する製品やサービスを継続的に供給するためのマネジメントシステムに関する国際規格
※3 PDCA Plan-Do-Check-Action
※4 品質マネジメントシステム 製品やサービス提供といった業務プロセスの維持や改善によって、製品やサービスの質の向上を図るための仕組み
※5 JISQ9100 航空宇宙産業向けの製品やサービスの品質と信頼性を高めることを目的とした品質マネジメントシステム規格
※6 TL9000 電気通信製品（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）の供給者のための品質マネジメントシステム規格
※7 インテルＳＣＱＩ賞 コスト、品質、供給体制、納期、技術力、およびサポートプログラムの管理、実践など対応面の評価を通じ卓越した成績を達成した優れた企業に贈られる栄

誉ある賞

安全で品質の高い製品・サービスを提供するため、製造
物責任法（PL法）など国内外の法律、安全規格を守るだけ
でなく、さらなる安全確保のために社内規準を制定し、品質
向上を図っています。また、「製品安全推進会議」を定期的
に開催し、製品安全に関する情報共有や社内外の失敗事例
に基づく不具合防止の検討を行っています。

全生産拠点においてISO9001認証を取得し、プロセス
アプローチにおけるPDCAサイクルによって品質マネジメン
トシステムの継続的な改善を図っています。さらに営業部門の
品質マネジメントシステムへの組み込みや製品分野に特化
したJISQ9100認証やTL9000認証の取得など、さまざま
なお客様のご要求に適合した品質の製品・サービスの提供
に取り組んでいます。

安全な製品・サービスの提供

品質向上への取り組み

※１

※2

※3 ※4

※5 ※6

または

または

 製品・サービスについてのインターネットお問合せ窓口 サービス会社
① （株）日立国際電気サービス ホームページ

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hs/

② （株）国際電気セミコンダクターサービス ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kss/

※なお、品質問題・修理の場合など、通常は担当営業または担当サービス部門が直接受付けています。

（株）日立国際電気 ホームページ

 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
検 索日立国際電気 お問い合わせ

検 索日立国際電気サービス

検 索国際電気セミコンダクターサービス
または

インテル コーポレーション前工程装置開発部長様より、「今
回の受賞は、インテルの目標と期待を上回る日立国際電気の実
績が認められたものです。」とお言葉をいただきました。２００９
年度も連続受賞できるよう関係者一同ベストを尽くし、さらなる
チャレンジを継続していきたいと思います。

富山工場 品質保証部 
若林 勲さん（左）
下田 和広さん（中央）
同 生産企画部
西野 裕さん（右）

Voice

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＣＳＲの共有化
　お取引先様の選定においては、ＣＳＲ活動への理解を求めて
おります。具体的には経営理念、環境配慮、情報セキュリティ
など当社グループの考えにご理解いただき、ご協力を求めて
います。

❷ 情報セキュリティ
　お取引先様に提供する各種情報については、秘密情報と
して管理いただいております。また特に重要な情報などを
提供するお取引先様とは「情報漏えい防止に関する契約書」
を締結いただき、ともに情報セキュリティ強化を図っています。
（2009年4月1日現在：323社と締結）

※7

小金井工場ビジネス・パートナー・
ミーティング

感謝をこめて表彰

インテル社役員、当社社長（受賞時）ほか
両社の代表者 

環境優良賞受賞のお取引先様およびコメント

有限会社 和光鈑金工業所様
大変名誉ある賞をいただき、ありがとうございました。当社

は環境改善はコスト削減につながるとの考え方から、まず省
エネや廃棄物削減に取り組んでいます。小さい企業ではあり
ますが、小規模なゆえに全従業員での取り組みがしやすく、
結果として環境意識を高めることができ、工程改善、品質を
含めた生産機能の改善につなげることができました。

株式会社 村田製作所様
環境優良賞という名誉ある表彰をいただき誠にありがとう

ございました。当社は地球環境に対する影響を真摯に受け
止め環境負荷軽減の行動を創業の理念である社是の重要な
実践課題のひとつとして位置づけております。経営の全組織
をあげて環境負荷軽減への努力を重ねて参りました結果を
ご評価いただいたものと考えております。今後も全社での
取り組みを継続し、地球に優しい部品を供給させていただく
所存です。

Voice
■お取引先様とのパートナーシップ構築
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小金井工場に対して2009年3月に第3種無災害記録
達成証が立川労働基準監督署から授与されました。第3種
無災害記録は1997年11月18日から2007年7月20日まで
の約10年間1,575万時間休業災害がなかったことにより
記録を達成したものです。今後も休業災害を無くし第4種
2,370万時間2010年3月達成（予定）に向けて安全衛生
活動を推進していきます。　

各工場では自衛消防隊組織を設置し毎月１回定期的に訓
練を実施しています。また自衛消防隊は消防署主催の消防
訓練審査会に毎年出場し、上位の成績を修めています。
さらに2008年度の最終月、小金井工場自衛消防隊は通

常の定期訓練の一部に代え、小金井工場周辺、小平駅、武
蔵小金井駅方面の３班に分かれ沿道のゴミを拾うボラン
ティア活動を行いました。

また、春の火災予防運動期間の行事の一環として、小平
消防署と小金井工場自衛消防隊は合同消火訓練を実施する
など実践を想定した訓練を実施しています。

小金井工場安全衛生活動の展開

防災対策

出産・育児を行う社員への支援制度として、育児休職制度
に加え、育児や通勤負担緩和のための短時間勤務制度を
設けています。育児休職は子どもが1歳に到達する日以降の
最初の3月31日まで取得でき（事情がある場合はさらに6カ月
延長可）、育児のための短時間勤務については最長で小学校
3年生修了まで利用できます。
こうした支援制度をイントラネットなどで社員に周知す

ることで、制度の定着が進んでいます。育児休職制度は毎
年20数名が取得しています。短時間勤務制度の利用者も
年々増加しており、2008年度は26名の方が利用しまし
た。

次世代育成支援

事業運営の中心は「人」です。多様な人材がのびのびと力を発揮できるよう、
さまざまな取り組みを実施しています。

当社は、「人権を尊重し、持続可能な社会の創造に貢献し
つつ発展していく」ことを目的に、「従業員の多様性、人格、
個性を尊重し、働きがいのある職場を提供します」と企業
行動基準に定めています。これに基づき、当社では障がい者
雇用や外国籍従業員の雇用を促進しています。
小金井工場では、「情報セキュリティ確保」と「循環型社

会作りの推進」を目的とし、国際電気テクノサービス（株）と
の連携により湿式シュレッダーによる紙資源のリサイクルを
行っています。同時にこれを障がい者の雇用機会の拡大に
つなげ、障がい者雇用の法定雇用率を達成しています。こ
れからも従業員一人ひとりの個性を大切にする取り組みを
進めてい
きます。

多様な人材の雇用促進各種リーダー育成施策の展開

技術人材マップの全社展開

人権啓発研修の継続的な展開

当社の人材開発基本理念は、『自ら学び、自ら考え、自ら
実行する』人材の育成です。各階層でリーダーシップを発
揮できる人材の育成施策を展開しています。

技術系社員個々が有する技術分野・技術レベルを明確
にし、人材育成に役立てたり、研究・製品開発における最適
人材の配置のため、2008年度から技術人材マップを運用
開始しました。このツールを活用して、職場での育成支援や
自己啓発支援も行っています。

同和問題や人種・国籍・性別などによる差別の発生を防
止するため新入社員、中堅社員、管理職層、経営層など
の階層別研修を常設講座として定期的に実施しています。
その他、コンプライアンスに関する各種カリキュラムも同様
に網羅し、「ＣＳＲと基本と正道」の徹底を図っています。

従業員とともに

※１ ＶＥリーダー（Value Engineering Leader） (社)日本バリューエンジニアリング協会認定資格

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＶＥリーダー資格取得促進
　当社グループでは2008年度までに合計1,851名が合格
し、これは全国でもトップレベルの合格数です。この資格を
さまざまな業務改善に役立てています。

❷ プロジェクトリーダー育成研修
　社会に甚大な被害をおよぼす製品不具合は、技術の問題
だけでなく受注～出荷に至るまでの仕事の進め方にも起因
すると考えています。当社では、製品開発の取りまとめ役で
あるプロジェクトリーダーの育成研修を展開しています。

※1

ＶＥリーダー資格取得講座
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文書の回収・仕分け・シュレッダー業務の中で、機械を使っ
てシュレッダーを行う業務が一番得意で楽しいです。時期に
よっては回収する紙の量がとても多くて大変ですが、指導者
の魚さんたちが優しく、時には厳しく指導してくれます。みんな
と休憩中におしゃべりしたりするの
も楽しく、これからも頑張って働きた
いです。

仕事をするのが好きだったので、育児休職を取得して仕事
を続けることを選びました。職場は出産休暇、育児休職に
とても理解があり、無理なく休職、復帰ができま
した。1年半の休職期間中、育児に専念できた
ことはとてもよかったと思います。

2007年よりシュレッダー室の作業指導にあたっています。
シュレッダー室のメンバーは、構内の文書回収時には元気に
あいさつを交わし、熱心に作業に取り組んでいます。指導した
ことをみんなが理解して仕事を覚えたときや、リーダーシッ
プを発揮するようになったときなどは
大変うれしく感じています。

約2年前に育児休職から出産前の職場である経理本部に
復帰し、それからずっと短時間勤務制度を利用して働いています。
経理本部はとても忙しい部署なので、最初は短時間勤務で

やっていけるか不安でした。しかし、時間
に制約がある分、その中で集中して業務を
行うことを心がけ、育児と仕事を両立でき
ています。

人事総務本部
村井 健晃さん

羽村工場 製造部
豊泉 智子さん国際電気テクノサービス（株）

魚 圭子さん

経理本部
井原 妙さん

Voice

VoiceVoice

Voice
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消火訓練の次は煙体験ハウスで煙の中での
避難訓練

「思い出に残る訓練を」という隊員からの
要望によって実現しました

■育児休職取得者・短時間勤務利用者数（当社単独）
■障がい者雇用率（当社単独）
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小金井工場に対して2009年3月に第3種無災害記録
達成証が立川労働基準監督署から授与されました。第3種
無災害記録は1997年11月18日から2007年7月20日まで
の約10年間1,575万時間休業災害がなかったことにより
記録を達成したものです。今後も休業災害を無くし第4種
2,370万時間2010年3月達成（予定）に向けて安全衛生
活動を推進していきます。　

各工場では自衛消防隊組織を設置し毎月１回定期的に訓
練を実施しています。また自衛消防隊は消防署主催の消防
訓練審査会に毎年出場し、上位の成績を修めています。
さらに2008年度の最終月、小金井工場自衛消防隊は通

常の定期訓練の一部に代え、小金井工場周辺、小平駅、武
蔵小金井駅方面の３班に分かれ沿道のゴミを拾うボラン
ティア活動を行いました。

また、春の火災予防運動期間の行事の一環として、小平
消防署と小金井工場自衛消防隊は合同消火訓練を実施する
など実践を想定した訓練を実施しています。

小金井工場安全衛生活動の展開

防災対策

出産・育児を行う社員への支援制度として、育児休職制度
に加え、育児や通勤負担緩和のための短時間勤務制度を
設けています。育児休職は子どもが1歳に到達する日以降の
最初の3月31日まで取得でき（事情がある場合はさらに6カ月
延長可）、育児のための短時間勤務については最長で小学校
3年生修了まで利用できます。
こうした支援制度をイントラネットなどで社員に周知す

ることで、制度の定着が進んでいます。育児休職制度は毎
年20数名が取得しています。短時間勤務制度の利用者も
年々増加しており、2008年度は26名の方が利用しまし
た。

次世代育成支援

事業運営の中心は「人」です。多様な人材がのびのびと力を発揮できるよう、
さまざまな取り組みを実施しています。

当社は、「人権を尊重し、持続可能な社会の創造に貢献し
つつ発展していく」ことを目的に、「従業員の多様性、人格、
個性を尊重し、働きがいのある職場を提供します」と企業
行動基準に定めています。これに基づき、当社では障がい者
雇用や外国籍従業員の雇用を促進しています。
小金井工場では、「情報セキュリティ確保」と「循環型社

会作りの推進」を目的とし、国際電気テクノサービス（株）と
の連携により湿式シュレッダーによる紙資源のリサイクルを
行っています。同時にこれを障がい者の雇用機会の拡大に
つなげ、障がい者雇用の法定雇用率を達成しています。こ
れからも従業員一人ひとりの個性を大切にする取り組みを
進めてい
きます。

多様な人材の雇用促進各種リーダー育成施策の展開

技術人材マップの全社展開

人権啓発研修の継続的な展開

当社の人材開発基本理念は、『自ら学び、自ら考え、自ら
実行する』人材の育成です。各階層でリーダーシップを発
揮できる人材の育成施策を展開しています。

技術系社員個々が有する技術分野・技術レベルを明確
にし、人材育成に役立てたり、研究・製品開発における最適
人材の配置のため、2008年度から技術人材マップを運用
開始しました。このツールを活用して、職場での育成支援や
自己啓発支援も行っています。

同和問題や人種・国籍・性別などによる差別の発生を防
止するため新入社員、中堅社員、管理職層、経営層など
の階層別研修を常設講座として定期的に実施しています。
その他、コンプライアンスに関する各種カリキュラムも同様
に網羅し、「ＣＳＲと基本と正道」の徹底を図っています。

従業員とともに

※１ ＶＥリーダー（Value Engineering Leader） (社)日本バリューエンジニアリング協会認定資格

お取引先様とのコラボレーション
　お客様に安心してご使用いただける高いパフォーマン
スの製品・サービスを提供するためには、お取引先様より
さまざまなご提案およびご支援・ご協力をいただくことが
重要です。パートナー関係の構築と連携強化により、お
取引先様とともに発展するビジネスモデルを築いていま
す。

❶ ＶＥリーダー資格取得促進
　当社グループでは2008年度までに合計1,851名が合格
し、これは全国でもトップレベルの合格数です。この資格を
さまざまな業務改善に役立てています。

❷ プロジェクトリーダー育成研修
　社会に甚大な被害をおよぼす製品不具合は、技術の問題
だけでなく受注～出荷に至るまでの仕事の進め方にも起因
すると考えています。当社では、製品開発の取りまとめ役で
あるプロジェクトリーダーの育成研修を展開しています。

※1
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文書の回収・仕分け・シュレッダー業務の中で、機械を使っ
てシュレッダーを行う業務が一番得意で楽しいです。時期に
よっては回収する紙の量がとても多くて大変ですが、指導者
の魚さんたちが優しく、時には厳しく指導してくれます。みんな
と休憩中におしゃべりしたりするの
も楽しく、これからも頑張って働きた
いです。

仕事をするのが好きだったので、育児休職を取得して仕事
を続けることを選びました。職場は出産休暇、育児休職に
とても理解があり、無理なく休職、復帰ができま
した。1年半の休職期間中、育児に専念できた
ことはとてもよかったと思います。

2007年よりシュレッダー室の作業指導にあたっています。
シュレッダー室のメンバーは、構内の文書回収時には元気に
あいさつを交わし、熱心に作業に取り組んでいます。指導した
ことをみんなが理解して仕事を覚えたときや、リーダーシッ
プを発揮するようになったときなどは
大変うれしく感じています。

約2年前に育児休職から出産前の職場である経理本部に
復帰し、それからずっと短時間勤務制度を利用して働いています。
経理本部はとても忙しい部署なので、最初は短時間勤務で

やっていけるか不安でした。しかし、時間
に制約がある分、その中で集中して業務を
行うことを心がけ、育児と仕事を両立でき
ています。

人事総務本部
村井 健晃さん

羽村工場 製造部
豊泉 智子さん国際電気テクノサービス（株）

魚 圭子さん

経理本部
井原 妙さん

Voice

VoiceVoice

Voice
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消火訓練の次は煙体験ハウスで煙の中での
避難訓練

「思い出に残る訓練を」という隊員からの
要望によって実現しました

■育児休職取得者・短時間勤務利用者数（当社単独）
■障がい者雇用率（当社単独）

うお
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■ 財務情報の信頼性確保
　財務情報の信頼性に関わる内部統制の評価と監査に
ついては、金融商品取引法の定めに基づく準備を完了
し、本番年としての２００８年度末を迎えました。合わせ
て本年3月、（株）日立製作所が当社株式の過半数を保
有する親会社になったことに関連して、米国に上場する会
社の連結子会社としての基準も適用されることになり、こ
れに対応した上で、２００９年度はより機能的な体制とすべ
く整備をすすめています。

■ 決算説明会など
　機関投資家、証券アナリストの皆様向けに、四半期ごと
の決算説明会、個別取材などを通じ、当社グループについ
ての理解を深めていただく取り組みをしています。

公正、積極的な情報開示をします

■法令遵守と企業倫理
　談合やカルテル、贈収賄、情報セキュリティへの社会の
関心が高まっています。また国際情勢を反映して、輸出管理
の重要性も増しています。当社はＣＳＲ推進本部を中心
に教育や定期監査を実施し、コンプライアンス（＝社会の
信頼に応えること）に関するトップの強い意志が当社グ
ループの隅々まで徹底するよう取り組んでいます。

■ リスク管理
　各種のリスクに適切な対応ができるよう、連絡体制を
整備し、各部門の役割を確認しました。新型インフルエンザ
に対しては、2009年2月に感染予防のためのマニュアルを
作成・配布したことが、期せずして4月以降の豚インフルエ
ンザ流行への対応に役立ちました。一方、鳥インフルエン
ザなど病原性の強い新型イ
ンフルエンザ 発 生に備え
ては、人命への影響を重視
し、当社グループの社会的
責任に関わる一部の業務
を除いて休止する計画を策
定、整備を進めています。

■ 内部通報制度「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」
　「秘密を守る」「通報した人に不利益となる扱いをし
ない」「誠実に対応する」方針につき、社内報や研修を
通じて周知を図り、社外委員の弁護士を含む委員会で
運営、適切な対応により通報者の信頼に応えています。

リスクを把握し、適切に対応します

社会の変化につれ、法律ができ、また改正されます。法令や国際ルールとその「精神」を守るのは、
変化する社会の期待を知り、信頼に応える第一歩だと考えます。

社会の信頼に応えるために

イスラエルとパレスチナでは、和平活動の一環として両
国のオリーブ農家40人が共同でオリーブ油を製造し、特産
品として輸出を行うプロジェクトが展開されています。当社
はその第１号の輸出先となり、会社行事の賞品として200本
（500ml瓶）を購入しました。

中東情勢はまだまだ先行き不透明ですが、
その中で実現したイスラエルとパレスチナの
「草の根」和平に協力できたことは大きな
意義がありました。

富山八尾中核工業団地に所在を置く３社(当社、（株）国際
電気セミコンダクターサービス、国際電気テクノサービス（株）)
は合同で、富山市が促進している「企業の森づくり事業」に、
２００９年２月に調印しました。

今後は県や市・環境保護団体のサポートを受けながら、
市有地である八尾中核工
業団地内の森林約２ヘク
タールの下草刈りや里山
整備などを行い、私たち
の暮らしに欠くことがで
きない富山の森を守り育
てていきます。

２００８年１１月、秋葉原ＵＤＸビルの本社会議室で当社
自主企画の骨髄バンク説明会を開催しました。(財)骨髄
移植推進財団様より骨髄提供経験者、骨髄移植経験者を
「語りべ」としてお招きいただき、近隣の日立グループから
の参加者とともに骨髄移植につき学びました。

骨髄の提供には健康も大事ですが、もし提供が決まり、
一旦手術の日程を決めたら変更できない点、職場の理解と
協力が不可欠という
側面も再認識し、意義
深いボランティア・
セミナーとなりました。

イスラエルとパレスチナの和平活動へ貢献

富山市「企業の森づくり事業」に参画

骨髄バンク説明会を開催

2008年５月に中国四川省を襲った大地震の被災者に
向け、従業員の募金で集まった金額に、その同額を会社が
上乗せするという、マッチングファンド方式で義援金を送り
ました。2005年１０月のパキスタン北部大地震の例になら
いましたが、今回は募金者
の自由意思とプライバシー
を最大限尊重した「義援
金システム」を立ち上げた
こともあり、当社グループ
を挙げての募金運動とな
りました。

東北支社は２００８年６月２７日に、岩手・宮城内陸地震
で、特に被害が大きかった宮城県栗原市の栗駒地区と花山
地区に対して、携帯型２０台、車載型１０台、AC電源装置
２台の移動局無線機を提供しました。また、（株）日立国際
電気サービス東北支店でもアンテナ１０基の提供と据付
対応を行いました。

栗原市の一部は、従来から当社の固定系防災行政無線
システムを導入していただいていたことから、当社は地震
直後から現地入りし、設備の状況確認や点検を実施して
きました。

復興作業が進むにつれて通信回線が不足したため、
総務省東北総合通信局の許可（臨時の措置）をいただき、
無線機を提供しました。当初は
商用電源や水道などが復旧して
いない地域もあったため、提供
した無線機は、市の職員の方々
によって、役場と土砂災害現場
や給水車との連絡など、復興活動
に有効に活用されました。

中国四川省大地震に対し、マッチングファンド
で義援金を送金

岩手・宮城内陸地震で無線機提供

各種行事への参加や環境保全活動などに積極的に取り組んでいます。

地域社会とともに

（株）東北電子エンジニアリングでの 
 募金風景

 日立国際電気グループ倫理ヘルプライン

03-3254-7391

rinri.helpline@h-kokusai.com

〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1
 秋葉原UDXビル11Ｆ　
（株）日立国際電気倫理ヘルプライン担当　宛

全グループの従業員の他、お取引先様よりの通報もお受けします。

電 話

E メール

郵 便

ボランティア・セミナー「骨髄バンク説明会」

2009年3月期決算説明会

作業後の集合写真

被災直後、防災無線設備を順次点検

「平和のオリーブ」

検 索日立国際電気　CSR報告書

新型インフルエンザ予防マニュアル

ここに掲載したものの他に、インターネット版の報告書では続編のページを設けて紹介しています。
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※   ３Ｒ ……………………………Reduce, Reuse, Recycle、廃棄物の削減、再使用、再資源化

恒例（５回目）となった日立青葉会清掃ボランティアが
2008年１１月８日に開催されました。
今回も大変多くの方々の関心を集め、３６社４５８名の参

加がありましたが、東北支社からは８名が参加しました。西
公園に集合し、西公園から
東２番町通り・勾当台公園
までのエリアの清掃活動を
行いました。

（株）東北電子エンジニアリングでは、近隣の角田市立
北郷小学校の５年生３１名の工場見学を2008年9月25日
に受け入れました。
社会学習の一環として工場を訪れ、プリント基板の生産

職場から、無線機・監視カメラなどの製品が完成するまでの
工程を見学し、電気製品がどのように生産されているかを
知ってもらう良い機会となりました。放送用テレビカメラの
鮮明な画像に驚いた様子で、また、トンネルや河川の監視シ
ステムを紹介し、社会に貢献する製品を生産していること
を説明しました。

２００８年９月、「広瀬川１万人プロジェクト（広瀬川一斉清
掃２００８）」清掃ボランティア活動に当社東北支社・(株)日立
国際電気サービス東北支店・
(株)エッチエスサービス東北
支店から１５名が参加しまし
た。他企業団体などを含め合
計９８７名が参加し、広瀬川
の清掃活動を行いました。

秋田県では次代を担う小中学生がしっかりした人生設計を
行えるように、県教育委員会と産業経済労働部が主体となり
キャリア教育を推進しています。その一環として、中学生の勤労
観や職業観を養うための副読本を作成しました。この中の専門
の知識や技術を生かす仕事で（株）五洋電子の設計技術者が
紹介され、「これから働く若者へのメッセージ」を伝えました。
これを読んだ中学生が「働くことを考える楽しさ」を発見してく
れれば幸いです。

2008年10月26日、「鹿児島県川内川河川敷・堤防清掃活
動」に九州支社から6名が参加しました。
昨年に引き続き、映像営業部門と映像工事グループが主体と

なり、川内川の美化活動に取り組みました。
当日は天候にも恵まれ、県

外・地元の企業などから参加
した総勢65名とともに地域
の方達とのふれあいと河川
敷・堤防の清掃活動を行い充
実した一日を過ごしました。

東北支社、日立青葉会清掃ボランティア活動
に参加

(株)東北電子エンジニアリング、小学５年生の
工場見学受け入れ

東北支社・(株)日立国際電気サービス東北支
店・(株)エッチエスサービス東北支店、
仙台の広瀬川清掃ボランティア活動に参加

(株)五洋電子、中学生向け教材作成に協力

九州支社、鹿児島県川内川河川敷･堤防清掃
活動に参加

羽村工場では、羽村市が産業振興活性化の一環として
取り組んでいる｢はむら花と水のまつり｣（3月～4月）、｢花
いっぱい運動｣「市内美化運動｣（5月・11月）などの地域
観光事業に協賛、従業員のボランティア協力を積極的に
行っています。｢はむら花と水のまつり｣では、「チューリッ
プオーナー制度」への協賛を行い、毎年きれいなチュー
リップを咲かせています。稲作の休耕期を利用したこの運
動は、環境保全にも大い
に役立っています。
また、祭り期間中の各

種行事運営にボランティ
アで参加しています。

２００８年１０月、「火災・災害応急処置協力協定」を締
結している老人介護施設「松恵苑」の避難訓練に（株）五
洋電子の自衛消防隊員が3名参加し、車椅子利用者の避
難補助を行いました。事前に車椅子の取り扱いを受講し
た上で、搬送速度や斜面での進行、段差乗り越えなどに
細心の注意を払い、避難場所の（株）五洋電子駐車場内へ
避難しました。2009年度は
更に支援規模を拡大し、自衛
消防隊員全員参加で臨み「安
心できる地域社会」を目指し
た活動を展開します。

羽村工場では消防行政･地域防災への協力を目的にさま
ざまな活動を行っています。６月から７月にかけて工場内グ
ラウンドを消防審査会の訓練指導会場として福生消防署
に提供、９月には羽村市が主催する総合防災訓練に地域の
企業を代表して当社の自衛
消防隊が参加しました。こ
のような地域に密着した活
動が評価され、11月に東京
消防庁から表彰を受けまし
た。

2008年7月、宮城県環境生活部資源循環推進課の働き
かけにより、仙南保健所・大河原地方振興事務所と、（株）
東北電子エンジニアリングほか一般企業7社とが参加して、
地域の環境に関する情報交換の場を設け、７社の位置する
３つの町の名から「村田・大河原・柴田エコフォーラム」が
発足しました。
当面、廃棄物の３Ｒ※の課題に取り組む活動を中心とし

て展開することになり、資源の有効利用・廃棄物削減に向
けて、積極的に取り組みます。

羽村工場では、2008年11月10日から５日間、羽村第一中学
校の２年生を２名、職場体験実習生として受け入れました。
この体験学習は羽村市教育委員会が市内の中学２年生

を対象として、「いろいろな職業を知って進路を考え、働く体
験を通して仕事の大切さを知る」ことを目的として４年前か
ら行っている取り組みです。当社も取り組みの初年度から
毎年中学生を受け入れていま
す。実習生は見積書作成やパ
ソコン入力作業、現場でもの
づくり体験を行いました。仕
事の難しさ、大変さも知り貴
重な体験となったそうです。

地域活性化イベント「花と水のまつり」への協力 隣接老人介護施設「松恵苑」の避難訓練支援

消防行政･地域防災への協力活動 地域エコフォーラム活動への参加

中学生職場体験学習受け入れ

地域の活動に協力し参加することは、近隣の皆様に当社グループを知っていただくことにもつながり、
未来へつづく大切な一歩です。

（このページはインターネット版のみでの掲載です。）

地域社会とともに　　ー 続編 ー

用語解説
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※   ３Ｒ ……………………………Reduce, Reuse, Recycle、廃棄物の削減、再使用、再資源化

恒例（５回目）となった日立青葉会清掃ボランティアが
2008年１１月８日に開催されました。
今回も大変多くの方々の関心を集め、３６社４５８名の参

加がありましたが、東北支社からは８名が参加しました。西
公園に集合し、西公園から
東２番町通り・勾当台公園
までのエリアの清掃活動を
行いました。

（株）東北電子エンジニアリングでは、近隣の角田市立
北郷小学校の５年生３１名の工場見学を2008年9月25日
に受け入れました。
社会学習の一環として工場を訪れ、プリント基板の生産

職場から、無線機・監視カメラなどの製品が完成するまでの
工程を見学し、電気製品がどのように生産されているかを
知ってもらう良い機会となりました。放送用テレビカメラの
鮮明な画像に驚いた様子で、また、トンネルや河川の監視シ
ステムを紹介し、社会に貢献する製品を生産していること
を説明しました。

２００８年９月、「広瀬川１万人プロジェクト（広瀬川一斉清
掃２００８）」清掃ボランティア活動に当社東北支社・(株)日立
国際電気サービス東北支店・
(株)エッチエスサービス東北
支店から１５名が参加しまし
た。他企業団体などを含め合
計９８７名が参加し、広瀬川
の清掃活動を行いました。

秋田県では次代を担う小中学生がしっかりした人生設計を
行えるように、県教育委員会と産業経済労働部が主体となり
キャリア教育を推進しています。その一環として、中学生の勤労
観や職業観を養うための副読本を作成しました。この中の専門
の知識や技術を生かす仕事で（株）五洋電子の設計技術者が
紹介され、「これから働く若者へのメッセージ」を伝えました。
これを読んだ中学生が「働くことを考える楽しさ」を発見してく
れれば幸いです。

2008年10月26日、「鹿児島県川内川河川敷・堤防清掃活
動」に九州支社から6名が参加しました。
昨年に引き続き、映像営業部門と映像工事グループが主体と

なり、川内川の美化活動に取り組みました。
当日は天候にも恵まれ、県

外・地元の企業などから参加
した総勢65名とともに地域
の方達とのふれあいと河川
敷・堤防の清掃活動を行い充
実した一日を過ごしました。

東北支社、日立青葉会清掃ボランティア活動
に参加

(株)東北電子エンジニアリング、小学５年生の
工場見学受け入れ

東北支社・(株)日立国際電気サービス東北支
店・(株)エッチエスサービス東北支店、
仙台の広瀬川清掃ボランティア活動に参加

(株)五洋電子、中学生向け教材作成に協力

九州支社、鹿児島県川内川河川敷･堤防清掃
活動に参加

羽村工場では、羽村市が産業振興活性化の一環として
取り組んでいる｢はむら花と水のまつり｣（3月～4月）、｢花
いっぱい運動｣「市内美化運動｣（5月・11月）などの地域
観光事業に協賛、従業員のボランティア協力を積極的に
行っています。｢はむら花と水のまつり｣では、「チューリッ
プオーナー制度」への協賛を行い、毎年きれいなチュー
リップを咲かせています。稲作の休耕期を利用したこの運
動は、環境保全にも大い
に役立っています。
また、祭り期間中の各

種行事運営にボランティ
アで参加しています。

２００８年１０月、「火災・災害応急処置協力協定」を締
結している老人介護施設「松恵苑」の避難訓練に（株）五
洋電子の自衛消防隊員が3名参加し、車椅子利用者の避
難補助を行いました。事前に車椅子の取り扱いを受講し
た上で、搬送速度や斜面での進行、段差乗り越えなどに
細心の注意を払い、避難場所の（株）五洋電子駐車場内へ
避難しました。2009年度は
更に支援規模を拡大し、自衛
消防隊員全員参加で臨み「安
心できる地域社会」を目指し
た活動を展開します。

羽村工場では消防行政･地域防災への協力を目的にさま
ざまな活動を行っています。６月から７月にかけて工場内グ
ラウンドを消防審査会の訓練指導会場として福生消防署
に提供、９月には羽村市が主催する総合防災訓練に地域の
企業を代表して当社の自衛
消防隊が参加しました。こ
のような地域に密着した活
動が評価され、11月に東京
消防庁から表彰を受けまし
た。

2008年7月、宮城県環境生活部資源循環推進課の働き
かけにより、仙南保健所・大河原地方振興事務所と、（株）
東北電子エンジニアリングほか一般企業7社とが参加して、
地域の環境に関する情報交換の場を設け、７社の位置する
３つの町の名から「村田・大河原・柴田エコフォーラム」が
発足しました。
当面、廃棄物の３Ｒ※の課題に取り組む活動を中心とし

て展開することになり、資源の有効利用・廃棄物削減に向
けて、積極的に取り組みます。

羽村工場では、2008年11月10日から５日間、羽村第一中学
校の２年生を２名、職場体験実習生として受け入れました。
この体験学習は羽村市教育委員会が市内の中学２年生

を対象として、「いろいろな職業を知って進路を考え、働く体
験を通して仕事の大切さを知る」ことを目的として４年前か
ら行っている取り組みです。当社も取り組みの初年度から
毎年中学生を受け入れていま
す。実習生は見積書作成やパ
ソコン入力作業、現場でもの
づくり体験を行いました。仕
事の難しさ、大変さも知り貴
重な体験となったそうです。

地域活性化イベント「花と水のまつり」への協力 隣接老人介護施設「松恵苑」の避難訓練支援

消防行政･地域防災への協力活動 地域エコフォーラム活動への参加

中学生職場体験学習受け入れ

地域の活動に協力し参加することは、近隣の皆様に当社グループを知っていただくことにもつながり、
未来へつづく大切な一歩です。

（このページはインターネット版のみでの掲載です。）

地域社会とともに　　ー 続編 ー

用語解説
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■ 財務情報の信頼性確保
　財務情報の信頼性に関わる内部統制の評価と監査に
ついては、金融商品取引法の定めに基づく準備を完了
し、本番年としての２００８年度末を迎えました。合わせ
て本年3月、（株）日立製作所が当社株式の過半数を保
有する親会社になったことに関連して、米国に上場する会
社の連結子会社としての基準も適用されることになり、こ
れに対応した上で、２００９年度はより機能的な体制とすべ
く整備をすすめています。

■ 決算説明会など
　機関投資家、証券アナリストの皆様向けに、四半期ごと
の決算説明会、個別取材などを通じ、当社グループについ
ての理解を深めていただく取り組みをしています。

公正、積極的な情報開示をします

■法令遵守と企業倫理
　談合やカルテル、贈収賄、情報セキュリティへの社会の
関心が高まっています。また国際情勢を反映して、輸出管理
の重要性も増しています。当社はＣＳＲ推進本部を中心
に教育や定期監査を実施し、コンプライアンス（＝社会の
信頼に応えること）に関するトップの強い意志が当社グ
ループの隅々まで徹底するよう取り組んでいます。

■ リスク管理
　各種のリスクに適切な対応ができるよう、連絡体制を
整備し、各部門の役割を確認しました。新型インフルエンザ
に対しては、2009年2月に感染予防のためのマニュアルを
作成・配布したことが、期せずして4月以降の豚インフルエ
ンザ流行への対応に役立ちました。一方、鳥インフルエン
ザなど病原性の強い新型イ
ンフルエンザ 発 生に備え
ては、人命への影響を重視
し、当社グループの社会的
責任に関わる一部の業務
を除いて休止する計画を策
定、整備を進めています。

■ 内部通報制度「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」
　「秘密を守る」「通報した人に不利益となる扱いをし
ない」「誠実に対応する」方針につき、社内報や研修を
通じて周知を図り、社外委員の弁護士を含む委員会で
運営、適切な対応により通報者の信頼に応えています。

リスクを把握し、適切に対応します

社会の変化につれ、法律ができ、また改正されます。法令や国際ルールとその「精神」を守るのは、
変化する社会の期待を知り、信頼に応える第一歩だと考えます。

社会の信頼に応えるために

イスラエルとパレスチナでは、和平活動の一環として両
国のオリーブ農家40人が共同でオリーブ油を製造し、特産
品として輸出を行うプロジェクトが展開されています。当社
はその第１号の輸出先となり、会社行事の賞品として200本
（500ml瓶）を購入しました。

中東情勢はまだまだ先行き不透明ですが、
その中で実現したイスラエルとパレスチナの
「草の根」和平に協力できたことは大きな
意義がありました。

富山八尾中核工業団地に所在を置く３社(当社、（株）国際
電気セミコンダクターサービス、国際電気テクノサービス（株）)
は合同で、富山市が促進している「企業の森づくり事業」に、
２００９年２月に調印しました。

今後は県や市・環境保護団体のサポートを受けながら、
市有地である八尾中核工
業団地内の森林約２ヘク
タールの下草刈りや里山
整備などを行い、私たち
の暮らしに欠くことがで
きない富山の森を守り育
てていきます。

２００８年１１月、秋葉原ＵＤＸビルの本社会議室で当社
自主企画の骨髄バンク説明会を開催しました。(財)骨髄
移植推進財団様より骨髄提供経験者、骨髄移植経験者を
「語りべ」としてお招きいただき、近隣の日立グループから
の参加者とともに骨髄移植につき学びました。

骨髄の提供には健康も大事ですが、もし提供が決まり、
一旦手術の日程を決めたら変更できない点、職場の理解と
協力が不可欠という
側面も再認識し、意義
深いボランティア・
セミナーとなりました。

イスラエルとパレスチナの和平活動へ貢献

富山市「企業の森づくり事業」に参画

骨髄バンク説明会を開催

2008年５月に中国四川省を襲った大地震の被災者に
向け、従業員の募金で集まった金額に、その同額を会社が
上乗せするという、マッチングファンド方式で義援金を送り
ました。2005年１０月のパキスタン北部大地震の例になら
いましたが、今回は募金者
の自由意思とプライバシー
を最大限尊重した「義援
金システム」を立ち上げた
こともあり、当社グループ
を挙げての募金運動とな
りました。

東北支社は２００８年６月２７日に、岩手・宮城内陸地震
で、特に被害が大きかった宮城県栗原市の栗駒地区と花山
地区に対して、携帯型２０台、車載型１０台、AC電源装置
２台の移動局無線機を提供しました。また、（株）日立国際
電気サービス東北支店でもアンテナ１０基の提供と据付
対応を行いました。

栗原市の一部は、従来から当社の固定系防災行政無線
システムを導入していただいていたことから、当社は地震
直後から現地入りし、設備の状況確認や点検を実施して
きました。

復興作業が進むにつれて通信回線が不足したため、
総務省東北総合通信局の許可（臨時の措置）をいただき、
無線機を提供しました。当初は
商用電源や水道などが復旧して
いない地域もあったため、提供
した無線機は、市の職員の方々
によって、役場と土砂災害現場
や給水車との連絡など、復興活動
に有効に活用されました。

中国四川省大地震に対し、マッチングファンド
で義援金を送金

岩手・宮城内陸地震で無線機提供

各種行事への参加や環境保全活動などに積極的に取り組んでいます。

地域社会とともに

（株）東北電子エンジニアリングでの 
 募金風景

 日立国際電気グループ倫理ヘルプライン

03-3254-7391

rinri.helpline@h-kokusai.com

〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1
 秋葉原UDXビル11Ｆ　
（株）日立国際電気倫理ヘルプライン担当　宛

全グループの従業員の他、お取引先様よりの通報もお受けします。

電 話

E メール

郵 便

ボランティア・セミナー「骨髄バンク説明会」

2009年3月期決算説明会

作業後の集合写真

被災直後、防災無線設備を順次点検

「平和のオリーブ」

検 索日立国際電気　CSR報告書

新型インフルエンザ予防マニュアル

ここに掲載したものの他に、インターネット版の報告書では続編のページを設けて紹介しています。
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主要項目 中長期計画 2008年度目標 2008年度実績 評　価

「削減物質」排出量40％削減
（2000年度比）／2010年度

｢削減物質｣排出量36％削減
（2000年度比）

統合環境マネジメントシステム
認証継続

環境適合製品売上高比率
100％／2010年度

統合環境マネジメントシステム
認証継続、グループ会社1社拡大

受講率60％

環境適合製品売上高比率
90％

環境適合製品売上高比率
89％

１機種／事業所 ９機種実施

受講率90％／2010年度

グリーン購入比率90％
／2010年度 グリーン購入比率82％ グリーン購入比率93％

実質生産高CO2原単位
35％削減
（1990年度比）／2010年度

実質生産高CO2原単位
30％削減
（1990年度比）

実質生産高輸送エネルギー
原単位11％削減
（2006年度比）／2010年度

実質生産高輸送エネルギー
原単位2％削減

最終処分量90％削減
（1998年度比）／2010年度
最終処分率 1％以下
（2010年度）

最終処分量88％削減
（1998年度比）

最終処分率 3％以下

「削減物質｣排出量6２％削減
（2000年度比）

2008年12月グループ会社1社
拡大認証、認証継続

受講率63％

実質生産高CO2原単位
26％削減
（1990年度比）

実質生産高輸送エネルギー
原単位19％削減

最終処分量98％削減
（1998年度比）

最終処分率 0.9％

エ
コ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ

エ
コ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

化学物質管理

環境マネジメント
システム構築・展開
環境eラーニングの
受講促進

グリーン購入率の向上

環境適合製品の拡大

温暖化ファクターの向上
資源ファクターの向上製品環境効率向上

地球温暖化防止

廃棄物削減

※1

評価基準　　　　：達成　　　：達成率80％以上　　：達成率80％未満

用語解説 用語解説
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※１ 実質生産高 名目生産高÷日銀国内企業物価指数（電気機器）
※2 PRTR Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録）

※１ 主要製造グループ会社  八木アンテナ（株）、（株）日立国際電気エンジニアリング、（株）五洋電子、（株）東北電子エンジニアリング

2008年度環境活動目標と実績ISO14001認証取得状況
　当社グループでは、1996年度からISO14001の認証取得
を開始し、2006年度にはすべての製造・サービス拠点で
ISO14001認証取得を完了しました。
　2007年度から、お客様との接点である本社営業部門も
含め、当社として統合ISO活動を推進し、ISO14001認証
取得・継続しています。

製品・サービスを通じて環境と調和した持続可能な社会を実
現するために、当社は製品の全ライフサイクルにおける環境負
荷低減を目指したグローバルなものづくりを推進し、環境保全
に努めることにより社会的責任を果たす。

１．地球環境保全は人類共通の重要課題であり、環境と調和し
た持続可能な社会の実現を経営の最優先課題の一つとして
取り組み、社会的責任を果たす。

２．地球環境保全および資源有限性への配慮に関するニーズを
的確に把握し、これに対応する高度で信頼性の高い技術及
び製品を開発することにより社会に貢献するよう努める。

３．ものづくりを担当する執行役および環境保全を担当する執行
役は、環境保全活動を適切に推進する。所管の各部署を通
じ、関連規程の整備、環境負荷削減目標の設定などにより環
境保全活動の推進・徹底を図るとともに、環境保全活動が適
切に行われていることを確認し、その維持向上に努める。

４．製品の研究開発・設計の段階から生産、流通、販売、使用、
廃棄などの各段階における環境負荷の低減を目指したグ
ローバルなものづくりを推進する。

５．ものづくりによって生じる環境への影響を調査・検討し、環
境負荷を低減するために省エネルギー、省資源、化学物質管
理、リサイクル等、環境保全性に優れた技術、資材の導入を
図る。

６．国際的環境規制並びに国、地方自治体などの環境規制を遵
守するにとどまらず、必要に応じて自主基準を策定して環境
保全に努める。

７．グローバルなものづくりに際しては、当該地域の環境に与え
る影響に配慮し、地域社会の要請に応えられる対策を実施
するよう努める。

８．従業員の環境に関する法律遵守、環境への意識向上、広く社
会に目を向け、幅広い観点からの環境保全活動について教
育する。

９．環境問題の可能性を評価し、発生の防止に努める。万一、環
境問題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよう適切な
措置を講ずる。

10．環境保全活動についてステークホルダーへの情報開示と積
極的なコミュニケーションに努め、相互理解と協力関係の強
化に努める。

エコマネジメント（環境経営の推進）
グローバルな環境法規制の潮流に乗り積極的に対応することが当社グループのめざす
ものづくりです。

日立国際電気 環境保全行動指針

　 スローガン

　 行動指針

ISO14001の統合認証取得について、その主な関係者が
社内表彰を受け、賞金をいただきました。環境問題を担当する
社員として賞金の有効な使用方法を検討し、独立行政法人 
環境再生保全機構が運営する地球環境基金へ全額を寄付し
環境保全活動の支援に役立てていただくこととしました。

地球環境基金
http://www.erca.go.jp/jfge/index.html

環境管理体制
　社長をトップに、環境担当役員、各工場長および主要製造
グループ会社の環境担当役員で構成する「環境推進委
員会」において、当社グループ全体の中長期環境行動計画、
年間目標、重点課題を審議、決定し展開しています。
　経営サポート部門であるCSR推進本部環境統括室は、
環境推進委員会での決定事項をベースに、推進支援および
「環境管理責任者会議」において進捗フォローアップを
行います。

社　長

環境担当役員

CSR推進本部
環境統括室

環境推進委員会

本　社 小金井工場 富山工場 羽村工場

主要製造グループ会社

環境管理責任者会議 環境担当者会議
（1回/年） （1回/月）

（2回/年）

事業活動と環境負荷
　当社グループでは、事業活動を行う上で、資源やエネル
ギーを投入（Input）し製品を提供しています。一方、事業活
動では、CO2や廃棄物を排出（Output）しています。当社
および主要製造グループ会社では、これらの投入量や排出

量を把握し、有害化学物質の削減やエネルギー効率の向上
に努めています。なお、原材料の調達段階および製品の環
境負荷削減については、それぞれ「お取引先様とともに」の
ページおよび「特集」のページでご紹介しています。

Topics

製 品

OUTPUTINPUT
当社および主要製造グループ会社の

事業活動 CO2排出量 17,483ｔ
NOx 244N㎥
SOx 482N㎥

排出量 1,355ｔ
最終処分量 13ｔ

排ガス

廃棄物・有価物

PRTR化学物質排出・移動量 637kg
化学物質

排水量 257千㎥
BOD 1.2t 
COD 0.0t

排水

電気 3,846万kWh
燃料油(重油・灯油) 306kL
ガス(都市ガス・LPG) 110千㎥

金属、プラスチック、部品など

エネルギー

原材料

PRTR化学物質取扱量 1,640kg
化学物質

上水､工業用水､地下水 257千㎥
水

紙 118t

※2

※１
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主要項目 中長期計画 2008年度目標 2008年度実績 評　価

「削減物質」排出量40％削減
（2000年度比）／2010年度

｢削減物質｣排出量36％削減
（2000年度比）

統合環境マネジメントシステム
認証継続

環境適合製品売上高比率
100％／2010年度

統合環境マネジメントシステム
認証継続、グループ会社1社拡大

受講率60％

環境適合製品売上高比率
90％

環境適合製品売上高比率
89％

１機種／事業所 ９機種実施

受講率90％／2010年度

グリーン購入比率90％
／2010年度 グリーン購入比率82％ グリーン購入比率93％

実質生産高CO2原単位
35％削減
（1990年度比）／2010年度

実質生産高CO2原単位
30％削減
（1990年度比）

実質生産高輸送エネルギー
原単位11％削減
（2006年度比）／2010年度

実質生産高輸送エネルギー
原単位2％削減

最終処分量90％削減
（1998年度比）／2010年度
最終処分率 1％以下
（2010年度）

最終処分量88％削減
（1998年度比）

最終処分率 3％以下

「削減物質｣排出量6２％削減
（2000年度比）

2008年12月グループ会社1社
拡大認証、認証継続

受講率63％

実質生産高CO2原単位
26％削減
（1990年度比）

実質生産高輸送エネルギー
原単位19％削減

最終処分量98％削減
（1998年度比）

最終処分率 0.9％

エ
コ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ

エ
コ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

化学物質管理

環境マネジメント
システム構築・展開
環境eラーニングの
受講促進

グリーン購入率の向上

環境適合製品の拡大

温暖化ファクターの向上
資源ファクターの向上製品環境効率向上

地球温暖化防止

廃棄物削減

※1

評価基準　　　　：達成　　　：達成率80％以上　　：達成率80％未満

用語解説 用語解説

環
境
報
告

社
会
性
報
告

社
会
性
報
告

環
境
報
告

※１ 実質生産高 名目生産高÷日銀国内企業物価指数（電気機器）
※2 PRTR Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録）

※１ 主要製造グループ会社  八木アンテナ（株）、（株）日立国際電気エンジニアリング、（株）五洋電子、（株）東北電子エンジニアリング

2008年度環境活動目標と実績ISO14001認証取得状況
　当社グループでは、1996年度からISO14001の認証取得
を開始し、2006年度にはすべての製造・サービス拠点で
ISO14001認証取得を完了しました。
　2007年度から、お客様との接点である本社営業部門も
含め、当社として統合ISO活動を推進し、ISO14001認証
取得・継続しています。

製品・サービスを通じて環境と調和した持続可能な社会を実
現するために、当社は製品の全ライフサイクルにおける環境負
荷低減を目指したグローバルなものづくりを推進し、環境保全
に努めることにより社会的責任を果たす。

１．地球環境保全は人類共通の重要課題であり、環境と調和し
た持続可能な社会の実現を経営の最優先課題の一つとして
取り組み、社会的責任を果たす。

２．地球環境保全および資源有限性への配慮に関するニーズを
的確に把握し、これに対応する高度で信頼性の高い技術及
び製品を開発することにより社会に貢献するよう努める。

３．ものづくりを担当する執行役および環境保全を担当する執行
役は、環境保全活動を適切に推進する。所管の各部署を通
じ、関連規程の整備、環境負荷削減目標の設定などにより環
境保全活動の推進・徹底を図るとともに、環境保全活動が適
切に行われていることを確認し、その維持向上に努める。

４．製品の研究開発・設計の段階から生産、流通、販売、使用、
廃棄などの各段階における環境負荷の低減を目指したグ
ローバルなものづくりを推進する。

５．ものづくりによって生じる環境への影響を調査・検討し、環
境負荷を低減するために省エネルギー、省資源、化学物質管
理、リサイクル等、環境保全性に優れた技術、資材の導入を
図る。

６．国際的環境規制並びに国、地方自治体などの環境規制を遵
守するにとどまらず、必要に応じて自主基準を策定して環境
保全に努める。

７．グローバルなものづくりに際しては、当該地域の環境に与え
る影響に配慮し、地域社会の要請に応えられる対策を実施
するよう努める。

８．従業員の環境に関する法律遵守、環境への意識向上、広く社
会に目を向け、幅広い観点からの環境保全活動について教
育する。

９．環境問題の可能性を評価し、発生の防止に努める。万一、環
境問題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよう適切な
措置を講ずる。

10．環境保全活動についてステークホルダーへの情報開示と積
極的なコミュニケーションに努め、相互理解と協力関係の強
化に努める。

エコマネジメント（環境経営の推進）
グローバルな環境法規制の潮流に乗り積極的に対応することが当社グループのめざす
ものづくりです。

日立国際電気 環境保全行動指針

　 スローガン

　 行動指針

ISO14001の統合認証取得について、その主な関係者が
社内表彰を受け、賞金をいただきました。環境問題を担当する
社員として賞金の有効な使用方法を検討し、独立行政法人 
環境再生保全機構が運営する地球環境基金へ全額を寄付し
環境保全活動の支援に役立てていただくこととしました。

地球環境基金
http://www.erca.go.jp/jfge/index.html

環境管理体制
　社長をトップに、環境担当役員、各工場長および主要製造
グループ会社の環境担当役員で構成する「環境推進委
員会」において、当社グループ全体の中長期環境行動計画、
年間目標、重点課題を審議、決定し展開しています。
　経営サポート部門であるCSR推進本部環境統括室は、
環境推進委員会での決定事項をベースに、推進支援および
「環境管理責任者会議」において進捗フォローアップを
行います。

社　長

環境担当役員

CSR推進本部
環境統括室

環境推進委員会

本　社 小金井工場 富山工場 羽村工場

主要製造グループ会社

環境管理責任者会議 環境担当者会議
（1回/年） （1回/月）

（2回/年）

事業活動と環境負荷
　当社グループでは、事業活動を行う上で、資源やエネル
ギーを投入（Input）し製品を提供しています。一方、事業活
動では、CO2や廃棄物を排出（Output）しています。当社
および主要製造グループ会社では、これらの投入量や排出

量を把握し、有害化学物質の削減やエネルギー効率の向上
に努めています。なお、原材料の調達段階および製品の環
境負荷削減については、それぞれ「お取引先様とともに」の
ページおよび「特集」のページでご紹介しています。

Topics

製 品

OUTPUTINPUT
当社および主要製造グループ会社の

事業活動 CO2排出量 17,483ｔ
NOx 244N㎥
SOx 482N㎥

排出量 1,355ｔ
最終処分量 13ｔ

排ガス

廃棄物・有価物

PRTR化学物質排出・移動量 637kg
化学物質

排水量 257千㎥
BOD 1.2t 
COD 0.0t

排水

電気 3,846万kWh
燃料油(重油・灯油) 306kL
ガス(都市ガス・LPG) 110千㎥

金属、プラスチック、部品など

エネルギー

原材料

PRTR化学物質取扱量 1,640kg
化学物質

上水､工業用水､地下水 257千㎥
水

紙 118t

※2

※１
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用語解説

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

　2001年4月に施行された｢化学物質排出把握促進法
（PRTR法）｣に基づき、2003年から取扱量1t以上の事
業所に、化学物質の届出義務が課せられました。2008年
度も当社と主要製造グループ会社では、報告対象取扱量
（1t）を超える届出物質はありませんでした。

PRTR法対象化学物質の調査結果
　当社と主要製造グループ会社では、廃棄物の最終処分量
を2010年度に1998年度比で90%削減する目標で取り
組んでいます。2008年度は、リサイクルの推進や分別の徹
底などの取り組みにより1998年度比98%削減し、目標を達
成しました。また、2005年度から追加した廃棄物の最終処
分率3％以下の目標に対しては、2008年度は、0.9％と目
標を達成しました。
　今後は事業所ごとに、「最終処分率1％以下かつ最終
処分量5ｔ未満」のゼロエミッションをめざして取り組んで
いきます。

廃棄物の削減

社
会
性
報
告

　当社グループでは、製造段階のエネルギー削減目標と
して、電機電子業界の目標である2010年度に実質生産高
CO2原単位を1990年度比で35％削減する目標を採用し、
地球温暖化防止に取り組んでいます。
　実質生産高CO2原単位については電機電子業界の統一
目標であり、2005年度より管理指標として採用していま
す。2008年度の当社と主要製造グループ会社の実質生
産高CO2原単位は、1990年度比削減目標30%に対して
26%となり、目標未達となりました。
　また、2008年度の当社と主要製造グループ会社のCO2
排出量は、前年度比13％削減しましたが、1990年度比で
は3％増加しています。
　引続き、2010年度目標達成に向けて設備の運用方法の
見直しや省エネ設備への更新などの省エネ施策を推進して
いきます。
　当社グループでは、2005年度から環境省で進めている
国民運動「チームマイナス6％」へ賛同し、当初よりすべて
の事業所において「クールビズ」「ウォームビズ」の実施、
「ブラックイルミネーション」への参加を推進しています。

節電や設備の改善などによる地球温暖化防止対策、あるいはゼロエミッション化に向けた廃棄物削減
活動などを推進し、環境負荷低減に取り組んでいます。

地球温暖化防止（省エネルギー）

エコファクトリー（生産活動での環境配慮）

■CO2排出量および実質生産高CO2原単位指数の推移
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『エコキャップ運動』取り組みによる
CO2排出抑制と社会貢献
2008年より、当社では、ペットボトルのキャップをリサイ

クルする『エコキャップ運動』に参加しています。キャッ
プは収集団体がリサイクル業者に売却し、その売却代金
をNPO法人エコキャップ推進協会へ寄付しています。
2009年4月現在、ポリオワクチン約120人分相当の約9
万個のキャップを集めました。
キャップをすべて焼却する場合

に比べ、約700kgのCO2排出を
抑制したことになります。
売却されたキャップは自動車の

ダッシュボードなどに作り変えら
れて再利用されるため、ゴミの減
量にも貢献しています。

Topics

　当社小金井工場と羽村工場では、東京都条例に基づく、
東京都地球温暖化対策計画書制度の対象となるため、
2006年度より計画書を提出して取り組んできました。
2008年度の中間評価において東京都から小金井工場、羽村
工場ともに「AA」評価を受けました。（最上位はAAA）
　2010年度からは、東京都条例改正により温室効果ガス
排出総量削減義務と排出量取引制度が始まるので対応
準備を進めています。

東京都温暖化対策条例への対応
■最終処分量と最終処分率の推移

0

100

200

300

400

500

700

0％

1％

2％

3％

4％

5％

6％

最
終
処
分
量

最
終
処
分
率

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010（年度）

［t /年］

最終処分量 最終処分率

国は、従来の紙の産業廃棄物マニフェストに代えて、「情
報の共有」と「情報伝達の効率化」を目的とする電子マニ
フェストの導入を推進しています。
当社小金井工場では、日立グループの電子マニフェストシ
ステムを導入し、従来の紙マニフェストから電子マニフェス
トへの切り代えを行っています。
今後、他工場への導入を進めます。

産業廃棄物マニフェストの電子化推進

■ＰＲＴＲ法対象化学物質の排出・移動量実績 ［単位：kg/年］

＊主な取扱物質を表に掲載

（当社と主要製造グループ会社 合計）

鉛およびその化合物 778 587 48 143 0

トルエン 278 13 0 15 250

キシレン 200 16 0 0 184

フッ化水素および 
333 0 229 0 44その水溶性塩

化学物質名 取扱量 消費量 リサイクル量 移動量 排出量

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含有するトランス・コンデ
ンサー・蛍光灯安定器などを保有する事業者は、PCB特
別措置法により、厳格な保管・管理および2016年までに
適正処分することが義務付けられています。当社グループ
では、紛失や漏洩を防止するために、施錠した保管施設で
適切に継続管理しています。また、定期的にPCBを含有す
る電気機器の保管量などの調査・確認を行い、毎年自治体
へ報告しています。

PCB使用機器の適正管理

プラスチックの有価物化
（株）五洋電子では、従来産業廃棄物として処分していたプ

ラスチックを素材ごとに細かく分別することにより、有価物と
して売却することができるようになりました。また、細かい分
別によりマテリアルリサイクル(素材から素材のリサイクル)が
できるようになり、環境負荷低減に貢献しています。

Topics

廃プラスチック 原料（ペレット化）

プラスチック
製品

ブラックイルミネーションステッカー

電子マニフェスト操作画面

冷房設定表示

※１

※1 産業廃棄物マニフェスト   産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理を委託する際に、不法投棄の防止や適正処理の確保を 
  目的に交付する管理票のことで、廃棄物処理法で交付が義務付けられています。

▶ ▶
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用語解説

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

　2001年4月に施行された｢化学物質排出把握促進法
（PRTR法）｣に基づき、2003年から取扱量1t以上の事
業所に、化学物質の届出義務が課せられました。2008年
度も当社と主要製造グループ会社では、報告対象取扱量
（1t）を超える届出物質はありませんでした。

PRTR法対象化学物質の調査結果
　当社と主要製造グループ会社では、廃棄物の最終処分量
を2010年度に1998年度比で90%削減する目標で取り
組んでいます。2008年度は、リサイクルの推進や分別の徹
底などの取り組みにより1998年度比98%削減し、目標を達
成しました。また、2005年度から追加した廃棄物の最終処
分率3％以下の目標に対しては、2008年度は、0.9％と目
標を達成しました。
　今後は事業所ごとに、「最終処分率1％以下かつ最終
処分量5ｔ未満」のゼロエミッションをめざして取り組んで
いきます。

廃棄物の削減

社
会
性
報
告

　当社グループでは、製造段階のエネルギー削減目標と
して、電機電子業界の目標である2010年度に実質生産高
CO2原単位を1990年度比で35％削減する目標を採用し、
地球温暖化防止に取り組んでいます。
　実質生産高CO2原単位については電機電子業界の統一
目標であり、2005年度より管理指標として採用していま
す。2008年度の当社と主要製造グループ会社の実質生
産高CO2原単位は、1990年度比削減目標30%に対して
26%となり、目標未達となりました。
　また、2008年度の当社と主要製造グループ会社のCO2
排出量は、前年度比13％削減しましたが、1990年度比で
は3％増加しています。
　引続き、2010年度目標達成に向けて設備の運用方法の
見直しや省エネ設備への更新などの省エネ施策を推進して
いきます。
　当社グループでは、2005年度から環境省で進めている
国民運動「チームマイナス6％」へ賛同し、当初よりすべて
の事業所において「クールビズ」「ウォームビズ」の実施、
「ブラックイルミネーション」への参加を推進しています。

節電や設備の改善などによる地球温暖化防止対策、あるいはゼロエミッション化に向けた廃棄物削減
活動などを推進し、環境負荷低減に取り組んでいます。

地球温暖化防止（省エネルギー）

エコファクトリー（生産活動での環境配慮）

■CO2排出量および実質生産高CO2原単位指数の推移
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『エコキャップ運動』取り組みによる
CO2排出抑制と社会貢献
2008年より、当社では、ペットボトルのキャップをリサイ

クルする『エコキャップ運動』に参加しています。キャッ
プは収集団体がリサイクル業者に売却し、その売却代金
をNPO法人エコキャップ推進協会へ寄付しています。
2009年4月現在、ポリオワクチン約120人分相当の約9
万個のキャップを集めました。
キャップをすべて焼却する場合

に比べ、約700kgのCO2排出を
抑制したことになります。
売却されたキャップは自動車の

ダッシュボードなどに作り変えら
れて再利用されるため、ゴミの減
量にも貢献しています。

Topics

　当社小金井工場と羽村工場では、東京都条例に基づく、
東京都地球温暖化対策計画書制度の対象となるため、
2006年度より計画書を提出して取り組んできました。
2008年度の中間評価において東京都から小金井工場、羽村
工場ともに「AA」評価を受けました。（最上位はAAA）
　2010年度からは、東京都条例改正により温室効果ガス
排出総量削減義務と排出量取引制度が始まるので対応
準備を進めています。

東京都温暖化対策条例への対応
■最終処分量と最終処分率の推移
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国は、従来の紙の産業廃棄物マニフェストに代えて、「情
報の共有」と「情報伝達の効率化」を目的とする電子マニ
フェストの導入を推進しています。
当社小金井工場では、日立グループの電子マニフェストシ
ステムを導入し、従来の紙マニフェストから電子マニフェス
トへの切り代えを行っています。
今後、他工場への導入を進めます。

産業廃棄物マニフェストの電子化推進

■ＰＲＴＲ法対象化学物質の排出・移動量実績 ［単位：kg/年］

＊主な取扱物質を表に掲載

（当社と主要製造グループ会社 合計）

鉛およびその化合物 778 587 48 143 0

トルエン 278 13 0 15 250

キシレン 200 16 0 0 184

フッ化水素および 
333 0 229 0 44その水溶性塩

化学物質名 取扱量 消費量 リサイクル量 移動量 排出量

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含有するトランス・コンデ
ンサー・蛍光灯安定器などを保有する事業者は、PCB特
別措置法により、厳格な保管・管理および2016年までに
適正処分することが義務付けられています。当社グループ
では、紛失や漏洩を防止するために、施錠した保管施設で
適切に継続管理しています。また、定期的にPCBを含有す
る電気機器の保管量などの調査・確認を行い、毎年自治体
へ報告しています。

PCB使用機器の適正管理

プラスチックの有価物化
（株）五洋電子では、従来産業廃棄物として処分していたプ

ラスチックを素材ごとに細かく分別することにより、有価物と
して売却することができるようになりました。また、細かい分
別によりマテリアルリサイクル(素材から素材のリサイクル)が
できるようになり、環境負荷低減に貢献しています。

Topics

廃プラスチック 原料（ペレット化）

プラスチック
製品

ブラックイルミネーションステッカー

電子マニフェスト操作画面

冷房設定表示

※１

※1 産業廃棄物マニフェスト   産業廃棄物の排出事業者が処理業者に処理を委託する際に、不法投棄の防止や適正処理の確保を 
  目的に交付する管理票のことで、廃棄物処理法で交付が義務付けられています。

▶ ▶
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減量化 素材･生産･流通 省資源化､小型化､軽量化､統一化､歩留まり､標準化
長寿命化 使用 グレードアップ性､修理･保守の容易性､耐久性､信頼性
再資源化 再使用･再利用･流通 可能性､材料統一･表示､再生材料の利用､再資源化促進
分解性 分解 分解性､材料､分別性､材料表示
処理容易性 生産･流通･分解 細片化､破砕､分解分離性､処理容易性

環境保全性 素材･生産･流通
 使用･分解･廃棄 

有毒性､有害性､爆発性､危険性

省エネルギー性 使用･生産 省エネルギー､省消耗、効率化
情報提供 使用･分解･廃棄 処理情報提供､製品廃棄時の情報提供

アセスメント項目  ライフサイクル アセスメントのポイント社
会
性
報
告

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

　当社グループでは、製品のライフサイクル（素材
→生産→流通→使用→回収･分解→適正処理）の
各段階で製品が環境に与える環境負荷をできる
限り軽減できるよう、環境適合設計の考え方を
取り入れた当社独自の「環境適合設計アセスメ
ント」を導入して製品開発を進めています。
　8つの各アセスメント項目が「基準５点満点中
２点以上かつ､総合平均点が３点以上」の環境配慮
に優れた製品を当社グループでは、環境適合製品
と定義しています。

エコプロダクツは、使用材料から、生産・使用段階、
また役目を終え処分されるまでの一生を通した
製品の設計内容を評価し、認定しています。

エコプロダクツ（環境適合製品）

2008年度の環境適合製品
　日立グループでは、環境活動の継続的改善、活動レベル
の向上を図っていくために、「GREEN21」評価システムに
よって、目標達成に向けた活動の仕組み、目標設定の内容、
達成度をそれぞれ採点しています。
　環境活動を８つのカテゴリーに分類し、一定の評価基準に
基づいて自己評価し、環境活動の継続的な向上、改善を図っ
ています。各カテゴリーの満点を200GP（グリーンポイン
ト）、総合計では1,600GP満点で評価し、当社は1,024GP
を2010年度目標として取り組んでいます。

「GREEN21」Ver.3活動と2008年度評価結果

環境活動について定量的な評価基準を設け、把握・分析することにより、
環境経営のレベル向上、環境リスクの低減、さらには環境投資および環境活動の効率化を
継続的に図っています。

環境活動の評価

　「日立環境会計指針」に基づき、環境活動に
かかわるコストや効果を定量的に把握していま
す。コストについては、環境活動にかかわる設
備投資に加え、研究開発費用や保全設備の運
転管理費用などを対象としています。また、効
果の面では、リサイクル売却益、部材費削減な
ど確実な根拠に基づいて把握される経済効果
を算出しています。

環境会計
コスト［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

事業所エリア内コスト 163.9 248.8 175.3 環境負荷低減設備の維持管理費
上･下流コスト 0.2 0.4 0.4 グリーン調達費用､リサイクル費用
管理活動コスト 89.3 77.4 72.3 環境管理人件費､環境マネジメントシステム費用
設計コスト 191.0 115.5 188.6 環境適合製品の開発設計費用
社会活動コスト 2.1 2.0 2.1 緑化･美化などの環境改善､PR・広報費用
環境損傷コスト 1.2 0 0 環境関連の対策､拠出金課徴金
合計 447.8 444.1 438.7 　　　　　　　－

 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

実収入効果 9.9 13.6 28.3 廃棄物リサイクル売却益など
経費節減 17.5 5.5 58.1 省エネ設備による経費節減効果など
部材費低減 61.6 102.4 340.0 省資源化設計などによる部材費削減など
合計 89.0 121.5 426.4 　　　　　　　－

 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

環境保全に対する投資 31.0 341.3 64.4 省エネ設備などの環境負荷低減設備への投資
 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

1  エコマネジメント（環境経営） 環境行動計画、環境会計、リスクマネジメント
2  エコマインド 従業員への環境教育
3  エコプロダクツ（環境適合製品） 環境適合製品、製品含有化学物質管理
4  エコプロダクツ（グリーン調達） グリーン調達、グリーン購入
5  ネクスト製品・サービス戦略 事業・製品戦略､サスティナブルビジネスモデル､外部宣伝
6  エコファクトリ－（地球温暖化） 事業所省エネ、物流における環境対応
7  エコファクトリー（資源循環） 廃棄物削減、化学物質管理
8  ステークホルダーとの環境協働 情報開示、コミュニケーション活動、地球市民活動

カテゴリー  主な評価内容

「GREEN21」評価項目■結果報告
　当社の2008年度のグリーンポイントは、平均で936GPと
なり、2008年度の目標値である820GPを達成しました。基準
年度に対する廃棄物発生量の削減効果により、エコファクトリー

（資源循環）の評価が向上しました。
　今後は、評価の低いエコプロダクツの改善に取り組んでいき
ます。

■結果報告
2008年度は、環境負荷低減設備への投資抑制

により、環境保全に対する投資が減少しました。
環境適合製品の開発設計に注力し、研究開発コ

ストが増加しました。経済効果としては、部材費低
減の効果が現れています。

今後も環境会計を継続的改善のためのツールと
して活用し、投資対効果の向上を図っていきます。

●エコマネジメント
（環境経営）

●エコプロダクツ
（環境適合製品）

●エコファクトリ－
（地球温暖化）

●エコファクトリー
（資源循環）

●エコプロダクツ
（グリーン調達）

●ネクスト製品・サービス戦略

●エコマインド●ステークホルダー
との環境協働
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　2009年度より従来の環境適合設計アセスメント指針を
バージョンアップさせた環境適合設計アセスメントVer.4を
展開するため、2008年10月から2009年１月にわたり各事
業所の設計者を対象に教育を行いました。

環境適合設計アセスメント指針の展開

日立グループの環境に対する取り組み「環境ビジョン２０２５」

日立グループでは、2025年度までに日立グループの製品
により、年間1億トンのCO2排出抑制に貢献する「環境ビジョ
ン2025」を推進しています。

当社も、日立グループの一員として、この「環境ビジョン
2025」を共有して活動するために環境シンボルバッジを着
用し、積極的に環境活動を展開しています。

持続可能な社会をめざして

地球温暖化の防止

資源の循環的な
利用

生態系の保全

CO2排出量の少ない
エネルギーインフラをつくる
エネルギー消費の少ない
製品ををつくる

大気・水・土壌をクリーンにする製品を回収し、資源として利用する

■日立グループ「環境ビジョン2025」とは

FM車載無線機「TRシリーズ25W機」
①環境保全性：RoHS指令対応
②小型化：30％低減
　（2000年発売製品比）
＊本製品は､2009年10月発売予定です。

「お客様とともに」P10でも紹介しています。

パワーアップブースタ「DPW02」
①環境保全性：RoHS対応
②小型化：52%低減
③軽量化：25%低減
（2006年発売製品比）

放送用HDTVカメラ「SK-HD1000」
①環境保全性：RoHS指令対応
②小型化：13％低減
③消費電力：22%低減
（2001年発売製品比）

環境シンボルバッジ

推進ポスター
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減量化 素材･生産･流通 省資源化､小型化､軽量化､統一化､歩留まり､標準化
長寿命化 使用 グレードアップ性､修理･保守の容易性､耐久性､信頼性
再資源化 再使用･再利用･流通 可能性､材料統一･表示､再生材料の利用､再資源化促進
分解性 分解 分解性､材料､分別性､材料表示
処理容易性 生産･流通･分解 細片化､破砕､分解分離性､処理容易性

環境保全性 素材･生産･流通
 使用･分解･廃棄 

有毒性､有害性､爆発性､危険性

省エネルギー性 使用･生産 省エネルギー､省消耗、効率化
情報提供 使用･分解･廃棄 処理情報提供､製品廃棄時の情報提供

アセスメント項目  ライフサイクル アセスメントのポイント社
会
性
報
告

環
境
報
告

環
境
報
告

社
会
性
報
告

　当社グループでは、製品のライフサイクル（素材
→生産→流通→使用→回収･分解→適正処理）の
各段階で製品が環境に与える環境負荷をできる
限り軽減できるよう、環境適合設計の考え方を
取り入れた当社独自の「環境適合設計アセスメ
ント」を導入して製品開発を進めています。
　8つの各アセスメント項目が「基準５点満点中
２点以上かつ､総合平均点が３点以上」の環境配慮
に優れた製品を当社グループでは、環境適合製品
と定義しています。

エコプロダクツは、使用材料から、生産・使用段階、
また役目を終え処分されるまでの一生を通した
製品の設計内容を評価し、認定しています。

エコプロダクツ（環境適合製品）

2008年度の環境適合製品
　日立グループでは、環境活動の継続的改善、活動レベル
の向上を図っていくために、「GREEN21」評価システムに
よって、目標達成に向けた活動の仕組み、目標設定の内容、
達成度をそれぞれ採点しています。
　環境活動を８つのカテゴリーに分類し、一定の評価基準に
基づいて自己評価し、環境活動の継続的な向上、改善を図っ
ています。各カテゴリーの満点を200GP（グリーンポイン
ト）、総合計では1,600GP満点で評価し、当社は1,024GP
を2010年度目標として取り組んでいます。

「GREEN21」Ver.3活動と2008年度評価結果

環境活動について定量的な評価基準を設け、把握・分析することにより、
環境経営のレベル向上、環境リスクの低減、さらには環境投資および環境活動の効率化を
継続的に図っています。

環境活動の評価

　「日立環境会計指針」に基づき、環境活動に
かかわるコストや効果を定量的に把握していま
す。コストについては、環境活動にかかわる設
備投資に加え、研究開発費用や保全設備の運
転管理費用などを対象としています。また、効
果の面では、リサイクル売却益、部材費削減な
ど確実な根拠に基づいて把握される経済効果
を算出しています。

環境会計
コスト［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

事業所エリア内コスト 163.9 248.8 175.3 環境負荷低減設備の維持管理費
上･下流コスト 0.2 0.4 0.4 グリーン調達費用､リサイクル費用
管理活動コスト 89.3 77.4 72.3 環境管理人件費､環境マネジメントシステム費用
設計コスト 191.0 115.5 188.6 環境適合製品の開発設計費用
社会活動コスト 2.1 2.0 2.1 緑化･美化などの環境改善､PR・広報費用
環境損傷コスト 1.2 0 0 環境関連の対策､拠出金課徴金
合計 447.8 444.1 438.7 　　　　　　　－

 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

実収入効果 9.9 13.6 28.3 廃棄物リサイクル売却益など
経費節減 17.5 5.5 58.1 省エネ設備による経費節減効果など
部材費低減 61.6 102.4 340.0 省資源化設計などによる部材費削減など
合計 89.0 121.5 426.4 　　　　　　　－

 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

環境保全に対する投資 31.0 341.3 64.4 省エネ設備などの環境負荷低減設備への投資
 2006年度 2007年度 2008年度 主な内容

1  エコマネジメント（環境経営） 環境行動計画、環境会計、リスクマネジメント
2  エコマインド 従業員への環境教育
3  エコプロダクツ（環境適合製品） 環境適合製品、製品含有化学物質管理
4  エコプロダクツ（グリーン調達） グリーン調達、グリーン購入
5  ネクスト製品・サービス戦略 事業・製品戦略､サスティナブルビジネスモデル､外部宣伝
6  エコファクトリ－（地球温暖化） 事業所省エネ、物流における環境対応
7  エコファクトリー（資源循環） 廃棄物削減、化学物質管理
8  ステークホルダーとの環境協働 情報開示、コミュニケーション活動、地球市民活動

カテゴリー  主な評価内容

「GREEN21」評価項目■結果報告
　当社の2008年度のグリーンポイントは、平均で936GPと
なり、2008年度の目標値である820GPを達成しました。基準
年度に対する廃棄物発生量の削減効果により、エコファクトリー

（資源循環）の評価が向上しました。
　今後は、評価の低いエコプロダクツの改善に取り組んでいき
ます。

■結果報告
2008年度は、環境負荷低減設備への投資抑制

により、環境保全に対する投資が減少しました。
環境適合製品の開発設計に注力し、研究開発コ

ストが増加しました。経済効果としては、部材費低
減の効果が現れています。

今後も環境会計を継続的改善のためのツールと
して活用し、投資対効果の向上を図っていきます。

●エコマネジメント
（環境経営）

●エコプロダクツ
（環境適合製品）

●エコファクトリ－
（地球温暖化）

●エコファクトリー
（資源循環）

●エコプロダクツ
（グリーン調達）

●ネクスト製品・サービス戦略

●エコマインド●ステークホルダー
との環境協働
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　2009年度より従来の環境適合設計アセスメント指針を
バージョンアップさせた環境適合設計アセスメントVer.4を
展開するため、2008年10月から2009年１月にわたり各事
業所の設計者を対象に教育を行いました。

環境適合設計アセスメント指針の展開

日立グループの環境に対する取り組み「環境ビジョン２０２５」

日立グループでは、2025年度までに日立グループの製品
により、年間1億トンのCO2排出抑制に貢献する「環境ビジョ
ン2025」を推進しています。

当社も、日立グループの一員として、この「環境ビジョン
2025」を共有して活動するために環境シンボルバッジを着
用し、積極的に環境活動を展開しています。

持続可能な社会をめざして

地球温暖化の防止

資源の循環的な
利用

生態系の保全

CO2排出量の少ない
エネルギーインフラをつくる
エネルギー消費の少ない
製品ををつくる

大気・水・土壌をクリーンにする製品を回収し、資源として利用する

■日立グループ「環境ビジョン2025」とは

FM車載無線機「TRシリーズ25W機」
①環境保全性：RoHS指令対応
②小型化：30％低減
　（2000年発売製品比）
＊本製品は､2009年10月発売予定です。

「お客様とともに」P10でも紹介しています。

パワーアップブースタ「DPW02」
①環境保全性：RoHS対応
②小型化：52%低減
③軽量化：25%低減
（2006年発売製品比）

放送用HDTVカメラ「SK-HD1000」
①環境保全性：RoHS指令対応
②小型化：13％低減
③消費電力：22%低減
（2001年発売製品比）

環境シンボルバッジ

推進ポスター
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お問合せ先： 〒101-8980 東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原UDXビル11F
 株式会社日立国際電気 CSR推進本部
 TEL.03-6734-9401　FAX.03-5209-6160
発　　　行：  2009年6月

本報告書の内容は、ホームページにもPDF形式で掲載しています。

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
または

編集後記

明日への一歩を進める

CSR報告書2009
日立国際電気グループ

お客さまと・・・ お取引先さまと・・・ ともに働く人たちと・・・ 近隣の皆さまと・・・

日立国際電気グループＣＳＲ報告書という名前にして３年目ですが、今回は
薄い紙、２色刷りの中身という体裁、大げさに言うと青虫が「さなぎ」になるく
らいの変わりようかもしれません。
一方、内容面は少しも後退するまいと、これまでにも増して、ものづくりによ

る社会貢献に力点を置きました。新社長のメッセージにあるように、厳しい状
況下でこそ、社会の要請を理解して製品開発をすることが大事であり、またそ
れを確かめるのもこの報告書の役割の一つだと思っています。
今回もどうぞ、率直なご意見・ご感想を、折込みの、またインターネットのア

ンケートを通じお寄せくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

検 索日立国際電気　CSR報告書
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