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この印刷物は、株式会社日立国際電気が、印刷プロセスで使用する
14.58kgのアルミ板をリユースして印刷する事で、

CO２排出量を132.96kg削減しました。
株式会社日本スマートエナジー

マイナスカーボン・プリンティングシステムズ

当CO２削減認証は株式会社日本スマートエナジーがこの印刷システムを厳格・公正に審査・確認して与えられたものです。

132.96kgのCO2削減量とは
樹齢50年（高さ22ｍ・直径26cm）の
杉の木約9.5本分が1年間に吸収する
CO２量に匹敵します。
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（出典：林業白書）

高さ
22ｍ

直径
26cm

0003

揮発性有機化合物、
VOC(Volatile Organic 
Compounds)を含まな
い、植物油100％のイン
キを使用しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と間伐
材の有効活用に役立ちます。

｢適切に管理された森林からの木材
(認証材)｣を原料とした紙として、FSC
(Forest Stewardship Council、森
林管理協議会)から認証を受けた紙を
使用しています。

日立国際電気グループの、社会に貢献するものづくりへの思い、意気込み
と取り組みにつき、その一端の例示により説明、報告しました。今回の特集
ページではHiKQイノベーションという、当社グループ内の改革運動を採り
上げました。全社運動なので本当は全員の声を載せたかったのですが、
こちらもごく一部の掲載となりました。並行してインターネットの当社ホーム
ページ、「CSR情報」も徐々に内容を加え、改善・充実を図っています。併せて
是非ご参照いただき、ご意見・ご感想をお寄せくださいますよう、お願いい
たします。

検 索日立国際電気　CSR報告書

日立国際電気グループ
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お客様の笑顔のために
HiKQイノベーション活動



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
1,220億8,800万円 
連結従業員数
4,970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。 

蔵王山系を源に、太平洋に注ぐ白
石川が流れる宮城県柴田町。当社
の無線通信機器、放送・映像機器の
ものづくりは、ここで行っています。

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、
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 小金井工場

●秋田
 八木電子（株）
  （株）五洋電子
●富山
  （株）国際電気セミコンダクターサービス
●埼玉
 八木アンテナ（株）
●東京
  （株）日立国際電気 
  （株）日立国際電気エンジニアリング 
  （株）国際電気テクノアート 
  （株）日立国際電気サービス 
  （株）エッチエスサービス
 国際電気テクノサービス（株）

国内グループ会社

日立国際電気グループは国内10社、海外7社の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）

186.0億円（15.2%）

欧州他（ドイツ、イギリス等） 

8.5億円（0.7%）

会社概要（2010年3月31日現在）
■連結売上高

1,285.9 1,220.9

2008年3月期

（億円）2,000

1,500

1,000

500

2009年3月期

1,979.8

2010年3月期

本社（秋葉原UDXビル11F） 

当社の工場

当社グループの事業展開

Kokusai Electric
Korea Co., Ltd.

Hitachi Kokusai
Electric America, 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）

84.1億円（6.9%）

仙台分工場

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

■セグメント別連結売上高

487億1,400万円
273億7,000万円

460億300万円
総計
1,220億8,800万円

39.9％

37.7％

22.4％

日立国際電気グループ CSR 報告書 20101



※1

※1 テープレスシステム…放送局業務用サーバーシステム
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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 ： 2009年度（2009年4月1日～2010年3月31日）を中心に作成
対象組織 ： 株式会社日立国際電気（当社）および国内グループ会社
   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◎　仙台分工場◎
  ・ 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）国際電気テクノアート 
  ・（株）五洋電子 
  ・（株）日立国際電気サービス 
  ・（株）エッチエスサービス 
  ・ 国際電気テクノサービス（株）

次回発行予定
次回は2011年6月に発行する予定です。

表紙写真：「お客様の笑顔のために」に取り組む従業員と、当社グループ製品の使用
シーンを象徴する写真を組み合わせています。

※2010年4月のグループ再編後の組織により報告しています。

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

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

防災無線システム 証券情報表示システム

テープレスシステム

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。

放送用カラーカメラ

※3

※2

®

※2 FPU…Field Pick-up Unit

※3 CVD…Chemical Vapor Deposition（化学気相成長）
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　平素より日立国際電気グループの事業にご支援を
賜りありがとうございます。
　当社は、企業としての社会的責任の要点を「日立国
際電気企業行動基準」に盛り込み、これを当社の経営
理念として公開しています。これにより、お客様、お取引
先様、近隣の皆様、従業員ほかすべてのステークホル
ダーの皆様と、社会との関わりに対する考えを共有し、
ご支持・ご協力を仰ぎつつ事業運営を進めています。

　世界経済の低迷下、2009年度前半は業績後退が継
続しましたが、後半は緩やかに回復しました。このよう
ななか、当社グループはその経営理念に従い、未来を
見つめ、安全で豊かな社会に貢献するものづくりを進
めるべく、当社グループを挙げての新たな改革運動を
開始しました。
　これは従来進めてきた改善運動、品質向上運動や
業務プロセス改革の範囲をさらに拡げ、全部門の全役
員・従業員が「お客様第一」を前提として、あらゆる業務
にわたって改革を推進しようとするものです。日立国
際電気の「品質」をブランドとして創造するということ
で、HiKE Quality（日立国際電気品質）から、「HiKQイ
ノベーション」と名づけました。2009年8月から活動を
開始し、議論の場やきっかけを設け、イントラなどの情
報共有のツールを駆使し、全員がお客様の満足を第一
と考え業務に取り組む運動を展開しています。2010
年4月には横断的業務を強化する組織再編を行うとと
もに、呼称も肩書きで呼ぶのでなく、「さん」付けで呼

び合うこととするなど、縦横含めた社内コミュニケー
ションの活性化を図りました。これからも社内外のコ
ミュニケーションをより活発にし、お客様の満足を第一
として業務を遂行する企業文化を育ててまいります。

　また、日立国際電気として10年を経て、次の10年
へのスタートに当たり、中期的な経営施策として新た
に「HK-AV10」の呼称で中期経営計画を策定しまし
た。「HK-AV10」とは、「Advanced Vision」(先進的
ビジョン)の略「AV」と、景気変動があっても移動平均
（Average）で営業利益率10%をめざすという意志
が込められています。HiKQイノベーション活動を通じ
て体質強化を図り、不退転の決意で臨みます。
　新たな中期経営計画「HK-AV10」は、「お客様に
信頼され、次の時代に価値を創造する社会イノベー
ター」となることをミッションとし、「映像・無線ネット
ワーク ソリューション」と「エコ・薄膜プロセス ソリュー
ション」でグローバル・トップとなることをゴールとする
ものです。その実行具体策や数値目標は、各期の報告
書や電子開示文書など、各種媒体によりステークホル
ダーの皆様にお伝えし、その進捗と達成状況を逐次報
告してまいります。

　社会貢献活動についてもこれまで以上にオープンに
報告します。地域社会とのコミュニケーション活性化に
つな がるばかりでなく、活動参加者や関係者が活動を通
じてより広い視野を持ち、深い感性と柔軟な考え方を育

お客様に信頼され、次の時代に価値を
創造する社会イノベーターをめざします

日立国際電気グループ CSR 報告書 20103



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。

日立国際電気企業行動基準

10

むという意義があります。次の時代に社会が求めるもの
が何か、未来へつづくものづくりを考えることになり、ひ
いては持続可能な社会の創造に貢献しつつ発展してい
くという、まさにHiKQの心に通じると考えます。

　この報告書やインターネットの当社サイトが、ステー
クホルダーの皆様とのコミュニケーションに活用され
ることを期待しています。率直なご意見、ご助言をお寄
せくださいますよう、お願いいたします。

2010年6月24日

執行役社長
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　現在在京キー局ほか、CS(衛星放送)局向け放送機器
の営業を担当しています。お客様主体である「HiKQ
の心」は、私たち営業担当者にとっては必要不可欠な
心です。特に私は、女性ならではの細かな気配りや顧
客フォローを心がけ、営業活動をしています。ご迷惑
をおかけしたときほど真摯な対応をすることで、お客
様との信頼関係を強くし、ひいてはお客様の満
足にもつながると考えています。

　お客様とWin-Winの関係構築のために意識し
ていることは、第一に「お客様の声を忠実に社内
へ反映」、第二に「クレームへの即日アクション」、
第三に「お客様との信頼関係の継続」があります。
その成果として、キーマン退職時のお客様主催送
別会へご招待いただき、参加して「ありがとうの笑
顔」が見られたこと、これが私のHiKQ。

お客様の笑顔のために特集

HiKQ イノベーション活動

放送システム営業本部 第二営業部

久原 まどか
中部支社  通信・情報グループ

渡辺 誉

営業

保守

工事

　無線通信システムのソフトウェア品質評価を担当し
ています。品質保証の基本である「社外不良ゼロ化」
に加え、近年では、設計上流工程のデザインレビュー
や評価の際に、お客様の運用方法をイメージしてシ
ステム的な仕様不備等を指摘改善し、使われるお客
様が真に求める製品を提供できるよう、「HiKQ」の精
神を強く意識して仕事に臨んでいます。

品質保証本部 ソフト品質管理課

古荘 拓朗

　私は、自治体向け防災行政無線システムの現地据
付工事を担当しています。
　納入したシステムが、防災担当のお客様を通じて、地
域住民の方々の「安全と安心」を守ることにつながるこ
とを常に意識して、確実な施工を心掛けています。
　災害対策の現場で見られるのは「安堵の笑顔」、納
入したシステムが防災に貢献できるこの仕事はやり
がいがあります。

　災害監視、侵入者監視、防犯施設等の監視
システム用の機器のメンテナンスが主な業務
ですが、お客様が安心して、安全に使用してい
ただけるよう、お客様の立場に立った修理提
案、分かりやすい報告を心掛けています。
　今後も、スキルアップを図り、お客様が満足
されることを基本とし、サービス品質の向上に
努力していきます。

　私は、北陸地区の半導体製造装置の保守
サービスを担当しています。
　日々お客様と第一線で接しています。作
業終了後の報告では、何げない会話から、
次にお客様は何を求めているのか、自ら考
え行動するように意識して活動してい
ます。

（株）日立国際電気サービス 
映像サービス部

高橋 俊宏

（株）国際電気セミコンダクターサービス
国内サービス部 第一課

堀 雄一 

　私は、国土交通省他公共向け監視システム、防災
行政無線システムの工事技術者サポート（請負工事
の施工管理アドバイス等）をしています。
　「お客様が要望している施工管理は何か？」という
ことを現地技術者とともに考え実行し、「日立国際電
気に任せて良かった」とお客様から認めていただいた

時は笑顔が自然と出、達成感を感じます。

工事本部

根崎 重光
通信システム設計本部 防災システム設計部 

川口 真一

品質保証
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　私は、コネクタの購買担当をしています。私が調達した部品
が工場で製品となり社会で多くの人に役立つことにやりがい
を感じています。自分で何かを買う場合に、Ｑ品質、Ｃ価格、Ｄ
納期を重視するのと同様に、部品の調達でも、お客
様の目線でこれらを大切にしたいと思います。
そのためのHiKQの取り組みである「部品の標
準化」を進め、社会貢献に寄与していきます。

　私は、電子機械事業部において電気部品、駆
動部品等の調達を担当しています。
　お客様に満足していただける納期で装置を納
入するために、対象となるボトルネック部品の所
要時間短縮を図る取り組みを行っています。
　より多くのアイテムを対象にして取り組み製

造部門の要求日程に間に合うよう、今後も
日々業務改善を行っていきます。

グループ調達本部  デバイスグループ

田村 侑磨

グループ調達本部  富山調達部

渡部 孝洋

　私は、特機事業部で航空機関連の設計を担当しています。製品
の価値は、仕様書を満足する部分だけではなく、使い勝手など見
えない部分にも存在しています。お客様とコミュニケーションを取
ることにより、お客様がもつ製品のニーズ（お客様
を取り巻く環境や社会の要請）を的確に把握し、設
計に活かしていくことを常に念頭に置いています。

HiKQ イノベーション活動
ＨｉＫＱ（ハイケイキュー）は、ＨｉＫＥ Quality（日立国際電気品質）を
あらわしています。これは、製品だけではなく、お客様の高度な満足につ
ながる業務品質全体を指します。厳しい経営環境下、お客様に支持される高
度で高品質な製品をスピーディに展開していくことが持続的な成長のキーと
なります。2009年8月より活動をスタート、2010年度は「お客様のために」を
キーワードに、社員ひとりひとりが問題意識を持って、業務プロセス改革
を推進していきます。

設計

製造

　私は、通信事業部で、デジタル無線機を使用した移
動系システムの設計を行っています。
　「HiKQの心」のひとつ、「お客様の視点で、自ら考

え、行動します。」を常に念頭に置いています。
　実際に現場へ足を運び、積極的にお客様と
のコミュニケーションを図ることで、お客様の
ご意見、ご要望を汲み取ることができるよう
になり、それを実現させるために日々業務に
取り組んでいます。

　私は、ＨｉＫＱ活動の一環で、プリント基板実装工程の不良低
減活動を行っています。当社グループ内の各プリント基板実
装拠点が培ってきたノウハウや知識を横断的に広
め、全社でプリント基板実装技術の向上を図って
います。近年、超微小チップ部品やプリント基板
高密度化などプリント基板実装技術の高度化
が加速していますが、お客様から信頼されるよ
う、品質向上の努力をしていきます。

　私は、地上波デジタル放送普及の一翼を担っ
ているSTL/TTL装置関係の製造・試験業務を
組長として担当しています。
　当職場の業務は、工場内に留まらず放送
中の現地作業といった、非常に緊張感の高い
作業もあり、お客様の満足を第一に、全員心
を一つにして頑張っています。

生産本部 生産技術部

大野 健

　私は、主に重要施設の監視システムに使われる超高感度
EM-CCDカメラの設計を担当しています。最近
では、「お客様視点」をモットーに、積極的に顧客
先に出向き、打合せ・デモなどを通じて、お客様
が本当に望んでいること（機能・使い勝手・耐環
境・監視対象など）を正確に把握し、製品開発に取
り込むよう行動しています。

新しい企業文化創造の決意を込め、
HiKQイノベーション活動のロゴマー
クを右の通り定め、名刺などに表示し
ています。

生産本部 製造部

小松 健一 

カメラ設計本部 監視機器設計部

福島 明

羽村工場 第二設計部

熊谷 辰二

通信事業部 業務システム設計部

磯崎 史也

調達
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『HiKQをお客様に満足いただける信頼のブランドとして確立する』をスローガンに、全従業員は、基本と正道に則り、
お客様の視点で、自ら考え、行動し、各プロセスでの継続的な改善活動に取り組んでいます。

社会性報告

お客様とともに  - 品質へのこだわり-

  情報セキュリティ
　当社情報ソリューション本部は、製品・システム開発･保守
サービスを提供する際、お客様の情報、営業機密を蓄積するこ
とがあります。また、保守サービスでは、他社と連携することも
あり、『情報の漏えい』のリスクもそれだけ高くなります。
　同本部は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を
構築し、個人情報を含む情報資産の『機密性、完全性および可
用性』を確保し、保護するルールと体制を固め、お客様と社会の
信頼獲得に努めています。このたび、同本部のフィールドサポー
ト部および関西支社情報グループは、ISMSの世界標準である
ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を
取得しました。今後は、お客様情報のセキュリティを確立するこ
とで、さらなる『お客様の安心、信頼継続』の定着を図ります。

  安全な製品・サービスの提供
　お客様に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、安全規格に加
え、さらなる安全確保のための社内規準を守り、品質レベルの
向上を図っています。また、「製品安全推進会議」を開催し、情
報共有と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。

  品質向上への取り組み
　全生産拠点においてISO9001（品質マネジメントシステム）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
業部門をこれに組み込むこと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。

  品質問題への取り組み
　お客様の立場から考え、行動する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、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。

お
客
様

お
客
様

要
求
事
項

品質マネジメントシステムの継続的改善

品質方針
品質目標

人財育成を含む
経営資源の管理

顧客満足の測定
継続的改善

経営者の責任

製品の実現

測定・分析および改善資源の運用管理

プロセス志向に
基づく製品実現

製品 満足

経営者の
レビュー

インプット アウトプット

HiKQ ACTION
　情報事業を進める上で、「情報セキュリティ」管理が、重要課題
の一つであることは、日々のお客様との対話からも痛感していま
す。今回、ISO27001（情報セキュリティマネジメントシ
ステム）構築の認証取得に伴い、体制整備もできまし
た。今後は、お客様からさらなる信頼を得られるよう
に努力し、受注拡大につなげていきたいと思います。

関西支社 情報グループ

市坪 徳稔

企業（組織）企業（組織）
守るべき情報資産

機
　密

　性

機
　密

　性

可 用 性可 用 性

　完
全

性

（顧客情報・経営情報）

情報システム攻撃
（ハッカー、ウイルスなど）

自然災害等
（地震、火事、水害など）

盗難、置き忘れ事件・事故

守るべき情報資産
（顧客情報・経営情報）

■品質向上への取り組みの流れ

■ISMS概念図

 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/contact/

または 検 索日立国際電気 お問い合わせ
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地球温暖化防止に向けたお客様の要望に応え、最先端の省エネシステムを開発します。

- 地球温暖化防止 -

  高効率無線基地局用送信増幅器
  ～世界最高レベルの技術にチャレンジ～
  　無線基地局用送信増幅器（以下、増幅器）は、基地局から携帯
電話等の無線端末に向けて送信される信号の増幅を行う装置
です。
　今回の増幅器の開発に当たり、窒化ガリウムの素子を採用
し、ドハティ方式と呼ばれる手法を独自に最適化することにより
高効率化を実現しました。これにより、当社従来機種（2008年
3月までの開発機種）と比べ消費電力を約４０％削減しました。
　すなわち、増幅器の稼動時、従来83Wを消費していたものが
これにより50Wと、33Wの節減とし、１日の平均稼動時間を6時
間と仮定すると、１台当たりの年間消費電力を約72kWｈ削減す
ることなり、CO2排出量に換算すると年間約４０ｋｇの削減となり
ます（561ｇCO2／ｋＷｈ）。
　日本の無線基地局は、出力電力の大小や構成の違いはあり
ますが、総数にして20万台以上あります。その１%、2,000台の
増幅器採用で同様の省エネを実現すれば、年間80ｔのCO2排
出削減に貢献することになります。

  お客様の環境性能をアシストする
  プラズマ窒化・酸化装置「MARORA®」
  ～装置性能および資源/温暖化効率を改善して、
　スーパー環境適合製品をめざします～

　メモリーなどの半導体デバイス製作につながる半導体製造
装置は、デバイスの微細化および高集積化に対応し、装置性
能・環境性能を日々改善しています。
　新型プラズマ装置MARORA®は、当社従来装置（2005年
5月販売機種）と比較して、生産性を6%向上、装置設置面積を
23%低減、消費エネルギーを15%低減しています。また、デバ
イス製作時の異物数低減、汚染レベル低減というプロセス性能
の向上により、歩留まり向上へのお客様の要望に応えています。
　これらはお客様の環境貢献ニーズに対応するものであり、さ
らなる改善を進めることで、スーパー環境適合製品の認定をめ
ざしていきます。

HiKQ ACTION
　本装置は、高生産性・設置面積低減・低消費電力をコンセプトと
して、短期間で開発しました。窒化・酸化処理においては、処理ガ
スは窒素・酸素のみで対応可能であり、お客様が排気ガス処理装
置を準備する必要がありません。この点でも、お客様の環境性能
に寄与していると思います。今後は、装置性能の
みではなく、環境性能でも競合他社に差別化可
能な装置開発を進めていきます。

　チーム全員が、高い目標を持ち、たくさんの方々の知識やアイ
ディア、最新の技術を結集して、毎日議論しながら、あきらめるこ
となく愚直に挑戦し続けた結果、数年前では不可能といわれた
電力効率を達成することができました。これからも、社
会の要求をチーム一丸となって実現していきたいと
思います。

＊MARORA®は、（株）日立国際電気の登録商標です。

MARORA®外観

無線基地局ユニット

電子機械事業部 枚葉装置開発部 

富田 雅之
通信事業部 インフラ設計部

古田 敏史

HiKQ ACTION



改札
駅中ショップ

トイレ券売機エリア

60GHz帯
無線伝送装置

HUB

ホーム監視カメラ映像機器箱

ネットワーク

無線伝送
車上モニター車上モニター

安全・安心の社会づくりに向けた、お客様の思いを共有し、ご要望に応えます。

社会性報告

  監視カメラシステムによる
  鉄道業務でのお手伝い
　鉄道の分野での監視カメラシステムのニーズは、最近話題
の痴漢対策などにより、ますます高まっています。鉄道事業者
のお客様からの信頼に応え、さまざまなシーンを想定した提
案活動を展開、安全・安心、業務の省力化、乗客へのサービス
向上に貢献しています。
監視カメラシステムは、
 ❹ 駅設備…トイレ、ショップ、券売機、コンコース
 ❺ プラットホーム…乗降客、転落、列車侵入、エスカレーター
 ❻ ワンマン運行…車内状況・運行状況把握、無人駅
 ❼ 変電所・車両基地…侵入者監視、事故・災害状況
 ❽ 車両・走行試験等…さまざまな試験・検査での映像情報
など、数限りないシーンでフレキシブルにお手伝いが可能です。

  映像と通信を融合し、
  駅のホームの安全・安心を実現
　鉄道サービスに携わるお客様の願いは、高い安全性と効率的
な運行です。
　当社は、監視カメラと60GHz無線伝送装置の融合によるホー
ム監視映像伝送システムで、お客様の安全・安心を支えます。
　このシステムは、60GHz帯の大容量無線伝送装置により、
ホーム上に設置された監視カメラの映像を列車の運転席に伝
送することで、
　❶ 車両扉の開閉確認
　❷ 出発時の乗客の安全確認
　❸ ホームの混雑状況の確認
を可能にし、電車の安全運行をサポートします。

　本製品は、「人の安全」と「安全な運行」をキーワードに開発を進
めました。身近な交通機関である鉄道というインフラ網の安全性
と利便性を飛躍的に向上させる信頼性の高い製品を実現できた
ことを嬉しく思います。今後もお客様の要望を取り入
れ、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。

HiKQ ACTION
　鉄道事業者において、昨今のセキュリティーニーズの高まりに
より、監視システムは重要設備となっています。当社監視システ
ムが普段利用する駅のホーム、改札等で運用されていることを
誇りに感じています。今後もお客様の期待に応え、よ
り快適で社会貢献できるシステムを提供していき
たいと思います。

通信事業部 業務システム設計部

山本 陽平
放送・映像事業部 映像システム営業本部

大保寺 慎

HiKQ ACTION

❺ ❶

❹

❷❸

❻
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お客様とともに  -安全・安心 -



  ギャップフィラーシステムで難視解消、
  ワンセグサービスで防災情報提供も
　ギャップフィラーシステムは、地上デジタルテレビ放送の電
波が直接受信できない難視聴地域に無線を使用して解消する
システムです。また簡単な設備で設置も簡便な上、通常の地デ
ジ放送に加え、ワンセグ放送といわれる映像・データ放送や狭
いエリアを放送区域とした、エリア限定のワンセグ放送サービ
スへの応用が可能なシステムです。
　ワンセグ放送は携帯電話などの一般に広く普及している携
帯端末での受信が可能なことから、非常災害時には屋外で移動
しながら的確な情報が簡単に入手できるメリットがあります。
　既に納入されたお客様からも、ラジオ、防災無線に続く第三
の防災情報伝達システムとしても役立つと期待されています。

  短波帯送信機で、
  CD並みの高音質放送を実現
　DRM（デジタルラジオ）は、短波放送でデジタル方式である
ことから、音質はCD並みの高音質を確保でき、文字放送や画
像伝送等の高付加価値通信も可能であり、欧州を中心に脚光
を浴びています。
　当社のDRM26MHｚローカル放送用ラジオ送信機は、
500W以下の小電力でＴＶ/FMアンテナ塔から送信することに
よって１つの都市をカバーするラジオ用送信機として欧州のお
客様向けに導入されます。
　小型化、および部品や機能を簡素化することにより価格を抑
えた小電力送信機であり、他社の追随を許さない高性能な製
品です。

HiKQ ACTION
　開発時は何度も渡仏し、共同開発を行ったThomson社と機能
やインターフェース等の仕様についての打合せや、デモ機での
性能確認を実施しました。容易に設置・運用することを目的とし、
小型で操作は極めて簡易な構造に設計しました。現
在、世界各国で、デモ機によるフィールド試験を行って
います。今後、この送信機によって世界中でDRMが放
送されるように努力していきます。

　2009年システムを導入された新潟県柏崎市の上輪（あげわ）
地区テレビ共聴施設組合様は、地デジの地形難視聴対策として
全国で2例目、信越地区では初めての導入例となりました。同地
区では2007年7月16日に発生した｢新潟県中越沖地震｣で被災
し、苦しい避難生活をされた経験があり、災害など
の際に屋外でもワンセグ放送によるテレビの情報が
得られる点でも、高い評価をいただいています。

DRM送信機

自宅にも携帯にも

光ケーブル

八木アンテナ製「UwPA®」

送信点の設置状況
ギャップフィラーと防災行政無線（左）が並立

八木アンテナ（株） 無線共聴プロジェクト

横田 佳一
羽村工場 第一設計部

藤本 武史

HiKQ ACTION

＊UwPA®は、八木アンテナ（株）の登録商標です。

日立国際電気グループ CSR 報告書 2010 10
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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。

社会性報告

て取り決めの上で秘密情報として管理いただいています。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。（2010年4月1日現在：323社と締結）

③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（環
境マネジメントシステム）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、年に一度、特に当社の環境
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」として表彰しています。

  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、お取引先様との良いパー
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。

①CSRの共有化
　お取引先様の選定においては、CSR推進への理解を求めて
います。また、定期的にビジネス・パートナー・ミーティングを
開催して、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。
　また、お取引先様に発行している注文書・買掛金明細書等の
書面について、webによる送付に切り替えることによってお取
引先様とともに、ペーパーレス化を推進しています。

②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、基本契約書に

お取引先様とともに  -資材調達 -

北陸電気工業（株）様
　今回、大変名誉ある賞をいただきありがとうございます。弊社は電
子部品メーカーとして、その生産に伴う事業活動および製品、サービ
スが環境に与える影響を的確に捉え、環境マネジメントシステムに
基づき環境保全活動を推進しております。今後も国内外からの化学
物質規制に対応するべく、有害規制物質を入れない、使わない、出さ
ないを基本に安全な製品の提供に努めてまいる所存です。

（株）飯室機械様
　グリーンサプライヤーをめざしている当社にとって環境優良賞と
いう大変名誉ある賞をいただきありがとうございました。今回の受
賞を糧に現在取り組んでおります環境マネジメントシステムの継続
的改善を図り、生産活動に関わる環境側面を常に意識し、地球環境
保全が人類共通の最重要課題と認識し、環境負荷の低減に尽力して
まいります。今後も日々の活動を通じて品質向上、省資源化を図り
生産性向上に邁進してまいります。

2009年度環境優良賞受賞のお取引先様およびコメント

VOICE

【資材調達の基本方針】
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。

富山工場ビジネス・パートナー・ミーティング 感謝を込めて表彰
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社会情勢の変化や不測の事態に対応するしなやかさを持ち、お客様と社会の期待と信頼に応えます。 

社会の信頼に応えるために

  リスクを把握し、適切に対応します
法令遵守と企業倫理
　談合やカルテルなど社会や経済に大きな影響を与える企業
の犯罪行為への批判が高まっています。また、企業や個人の情
報保護に対して社会の関心が高まっています。核開発問題など
新たな国際情勢の不安要素を反映して、輸出管理の重要性も
増しています。当社のCSR推進本部を中心に、教育や定期監査
を、内容を更新しつつ実施し、環境の保全も含めコンプライア
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
　新型インフルエンザの発生に対しては全社対策本部を設置
し、感染拡大防止策の徹底やグループ内の感染状況の把握な
どの対応を行いました。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
視して移動を控える体制としつつ、当社グループの社会的責任
に関わる一部の業務を可能な範囲で継続することを主な内容
とする計画を策定しましたが、さらに詳細な内容につき整備を
進めています。

財務情報の信頼性確保
　財務情報の信頼性にかかわる内部統制については、当社の
親会社である（株）日立製作所が構築した内部統制の枠組みと
マニュアルにより整備を進め、2009年度の評価と監査の手続
きを完了しました。

内部通報制度
「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」

社内報や研修を通じ、「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」方針とともに周知
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。

電話 ：  03-3254-7391
eメール ： rinri.helpline@h-kokusai.com
郵便 ：  〒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。

日立国際電気グループ倫理ヘルプライン

  公正、積極的な情報開示をします
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。

CSR情報のインターネット開示
　2010年4月、当社のホームページの装いを新たにし、併せて
「CSR情報」のページを設け、この日立国際電気グループCSR
報告書に載せ切れない詳しい情報や、継続的にお伝えしたい
内容を記載しました。ぜひ折に触れご参照の上、この報告書同
様、ご意見、ご感想をお寄せください。

2010年3月期決算説明会

または 検 索日立国際電気 CSR情報

（株）日立国際電気 ホームページ 
 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/
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評価項目（例）：対お客様
レベル5： お客様と長年の信頼関係が構築されており、将来に亘って

お客様の価値を高める提案が継続的になされ、またそれを
実施できる。

レベル2～4： 略
レベル1： お客様の分析がなされておらず、受身になっている。

事業運営の中心は「人」です。多様な人財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。

社会性報告

  仕事と家庭の両立支援
　出産・育児をはじめとして、社員が仕事と家庭を両立させ、
多様な働き方・生き方を実現できるよう、制度の充実を図って
います。
　2009年度は、法改正等を踏まえ以下の制度制定の取り組
みを行い、2010年4月1日からスタートしました。
①配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休職を取得できる　
②配偶者も勤務先で育児休職する場合、子が1才2ヵ月に達する
までに１年間を限度に必要な期間の育児休職を取得できる

③子の看護休暇の日数、取得事由を拡大
④介護休暇の新設
⑤海外勤務をする配偶者に帯同する場合の休職制度を新設
⑥育児や介護を行う社員が申請した場合、所定外労働の免除
や時間制限を行う

  当社グループの人財開発
　中期経営計画のミッション「お客様に信頼され、次の時代に価
値を創造する社会イノベーター」を実現する人財を育成します。

技術・営業人財マップ活用による人財育成
　2009年、全技術者のスキルを把握するマップを作成しまし
たが、2010年度は営業のスキルも把握して新たな展開をしま
す。具体的には、お客様満足度調査と技術・営業のスキルを関
連付けた育成施策や自己啓発を展開していきます。
マネジメント力診断
　従来、プロジェクトリーダー育成施策で活用してきた能力
水準表を、さらに管理職・若手リーダーにまで広げて展開して
いきます。この中で、「ステークホルダー対応力」の評価は、お
客様をはじめ、会社を取り巻く皆様との関係性を評価するア
プローチになっています。

　技術・営業人財マップを用いることで、現在の自分のスキルが、
どの分野で、どの程度のレベルかが分かります。さらに2010年度
のマップは前年度との比較もできるので、目標管理にも役立てた
いと思います。私は、現在設計部門で働いていますが、今の仕事で
はマネジメントスキルが求められるため、PMS※の資格を取得しま
した。このスキルアップを業務に役立てたいと思います。

HiKQ ACTION

■ 育児休職取得者・短時間勤務利用者数（当社単独）

■ 人財開発体制

■ マネジメント力診断《ステークホルダー対応力》

情報ビジネス統括本部
放送テープレスシステム本部

水野 秀樹

Ⅰ．新事業を創出できる人財の育成
Ⅱ．実行力のある人財の育成
Ⅲ．組織を活性化できる人財の育成
Ⅳ．基本業務を確実に遂行できる人財の育成

基本方針は、『自ら学び、自ら考え、自ら実行する』人財の
育成です。本年度の基本方針は、下記の４点を掲げて、
HiKQイノベーションの実現をめざします。

当社の人財開発基本理念と本年度の基本方針

人財開発委員会
(委員長:社長)

人財開発センタ

マネジメント分科会

設計技術分科会

モノづくり・品質保証分科会

営業人財開発委員会

各工場人財開発委員会

各グループ各社人財開発委員会

※人財開発委員会の下部機構の役割：
　分科会は全社共通、或いは横串的な育成施策
　営業人財開発委員会以下は、各部門の育成施策

※PMS：日本プロジェクトマネジメント協会認定資格。Pro j ec t 
Management Specialistの略。

日立国際電気グループ CSR 報告書 201013

従業員とともに



2009（年度）

（年度）

2006 2007 20082005

20092006 2007 20082005

法定雇用率＝1.8％

（％）

（％）

1.62

1.79

1.86 1.88

1.78

8584

69

90100

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

60

80

100

  多様な人財の雇用促進
　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高
齢者社員の再雇用を推進しています。
　高齢者雇用については、2005年度から定年退職社員を最
長65歳まで雇用延長する再雇用制度を導入しています。経験
豊富なスキルを若い世代に伝承するとともに、働きがいのあ
る職場の提供を行っています。
　また、障がい者雇用については、引き続き法定雇用率１．８％
達成に向け、雇用機会の拡大に努めています。
　これからも従業員一人ひとりの満足度を高めるために、個
性を大切にし、活き活きとした職場環境の整備に努めていき
ます。

  安全衛生活動
　2009年10月に発生した休業災害を機に、｢事故のない安全
な職場づくり｣を目標に各種安全衛生活動をさらに強化してい
ます。以前から行っている取り組みに加え、
｢基本・ルールの再徹底｣｢安全装備の再点検｣
｢過去災害事例からの学習｣｢安全朝礼やポス
ターによる安全意識向上｣等を行い、完全無
災害の実現に向け、さらに気を引き締めた取
り組みを継続していきます。

  防災対策
　各工場では毎年秋に避難訓練を実施しています。
　当社小金井工場では、小平消防署との合同演習として避難
訓練を行っており、避難する従業員も避難させる自衛消防隊も
｢実際に災害が発生した｣ことをイメージして訓練が経験できる
ようにしています。
　なお、小金井工場では震災
により災害が発生した場合に
小平消防署・小平市・地域の
他事業所と消火活動を行う
協定を結んでおり、地域の皆
様と連携を深めつつ防火・防
災体制の一層の充実に努め
ています。

■ 障がい者雇用率推移

■ 高齢者再雇用率推移

HiKQ ACTION
　自衛消防隊では、「消火活動」だけでなく「応急救護」の訓練にも
努めています。避難訓練では負傷者が発生したことを想定し、ケ
ガの応急処置や意識が無い人への心肺蘇生、AEDによる除細動
など、緊迫感ある本番さながらの救護活動を実演して
います。119番通報から消防車・救急車が到着するま
で、自衛消防隊が〝会社を守る〟〝社員を守る〟という強
い意識を持ち、今後も訓練に励んでいきたいです。

情報システム統括本部 技術管理部

川上 由美

　2005年に入社してから、技術管理の仕事をしています。私は
歩行が遅いのですが、私の速度に合わせてゆっくり歩いてくれ
たり、階段でドアを開けて待っていてくれたりなど、とても温か

い人たちに囲まれて仕事をしています。プライベー
トでも、車椅子のバスケット競技に取り組むなど、公

私とも充実した日々を過ご
しています。

情報システム統括本部
技術管理部

伊東 容臣

HiKQ ACTION

小平消防署との合同演習
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地域の状況や人々の思いを理解し、感度を高めることは、お客様のこれからのニーズを考えることにつながります。

社会性報告

  清掃ボランティア活動を実施

　（株）日立国際電気サービスと（株）エッチエスサービスでは、
2009年11月中旬、本社のある小平市の五日市街道沿いの玉
川上水遊歩道と中部支店事務所のある名古屋市千種区の2ヵ
所で、各々、従業員有志20名による清掃ボランティア活動を行
いました。
　当日は、業務開始前の約30分～1時間、早朝の爽やかな空気
の中、参加者全員で晩秋の落葉の清掃や吸殻拾いを楽しく実
施しました。

  特別養護老人ホームの
  合同避難訓練に参加

　（株）五洋電子は2009年5月26日、県民防災の日に「火災・災
害応急処置協力協定」を締結している特別養護老人ホーム「松
恵苑」の合同避難訓練に参加しました。訓練には自衛消防隊員
と総務部員の総勢23名が参加し、施設内5区域の車椅子避難
補助を担当しました。搬送速度、段差越え、斜面走行方法など
車椅子取扱い上の注意点につき事前に指導を受け、避難者に
不安感を与えることなく全員無事、避難場所となっている（株）
五洋電子構内へ誘導する事ができました。通常の訓練とは違う
状況の避難訓練は隊員にとっても大変有意義な経験になり、搬
送の際に見せる入居者の方の笑顔は何物にも代えがたい感謝
の気持ちに思われました。今後も、地域社会に信頼される企業
をめざして合同避難訓練を継続していきます。

  ハイチ地震、チリ地震に対し、
  マッチングファンドで義援金を送金

　2010年1月にハイチ、2月にはチリを大地震が襲い、多くの
人々が犠牲になり、また家を失いました。当社グループは「義援
金システム」により従業員募金を行い、集まった金額と同額を
会社が寄付金で上乗せするマッチングファンド方式で義援金を
送りました。地球の反対側に位置する国々ですが、チリは当社
放送カメラの輸出先でもあり、早期の
復興を祈り、見守りたいと思います。

  不要図書等収集による寄付活動

　 ｢職場や自宅で不要となった本やCD等を寄付し、アジアの
恵まれない子どもたちの教育支援金にしよう｣
　当社グループではこのような活動を行っているNGO団体に
協力し、グループ全体で不要図書等の収集運動を行いました。
　これはある従業員の提案からスタートし、｢誰にでも簡単に参
加できる社会貢献活動｣として初めて行ったものです。初の試
みでしたが、従業員の関心も高く、多数の寄付品を集めること
ができました。今後も定期的
に実施し、不要品を役立てる
ことで｢社会貢献｣と｢整理整
頓｣を実現していきたいと思
います。

　不要図書の寄付による社会貢献という趣旨に賛同し、私も事
務局と一緒になって活動を行いました。全国の事業所・グループ
会社も含めたグループ全体で取り組んだ結果、従業員の皆さん
からたくさんの｢あたたかい心｣をいただきました。
　私たちの気持ちが、世界の子どもたちの教育支
援に少しでも役立つことを願っています。

VECセンタ

苅谷 尚子

玉川上水遊歩道の清掃活動

車椅子利用者の避難誘導

不要図書を持ち寄った参加メンバー

義援金・寄付金は現地に医師を派遣するなど、
日本赤十字社の救援活動に活用されます。

©アメリカ赤十字社 
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生物多様性がもたらす自然の恵みに気づき、それを守り育むために何ができるか考え、情報を共有し、行動します。

HiKQ ACTION

TOPICS

　見渡す限り延々と続く砂漠に圧倒されました。農村の方々の話
では、30年前は草木が生い茂る草原だったそうです。作業を通じ
て緑化活動には非常に多くの労力と時間を要することを実感しま
した。砂漠化の現実を目の当たりにし、緑化活動を体験することに
より、砂漠化が身近な社会問題であり、環
境問題であると感じることができました。
何年後かに、自分が植えた苗木がどうなっ
たか見に行ってみたいと思います。

CSR推進本部 環境統括室

岡 伸也

  中国ホルチン砂漠緑化ボランティア
  体験ツアーに参加
　2009年9月、（株）日立製作所CSR推進部が主催する、中国
ホルチン砂漠緑化ボランティア体験ツアーに、日立グループ
の社員と家族25名とともに、当社から1名参加しました。中国
の瀋陽桃仙国際空港から北へ車
で3時間の村で、砂漠化を食い止
め、苗木を育てるなどさまざまな
作業を経験し、現地の農村や大学
生と交流を図りました。

  富山市「企業の森づくり事業」を推進
　富山八尾中核工業団地に所在する当社、（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）の3社は
合同で、富山市の「企業の森づくり事業」に参画しています。
　県・市・環境保護団体のサポートを受けながら、市有地であ
る富山八尾中核工業団地内の森林約2ヘクタールの里山保全
整備に参加しています。2009年度は下草刈・潅木や小枝の伐
採・遊歩道整備・植樹など計7回の活動を行いました。

  
　世界最先端レベルの超高速度・高感度のカメラにより、生態
系への影響を最低限に抑えつつ、希少動物の珍しい生態を紹
介しました。密林の自然な光の中に、一秒に百万コマの撮影が

作業後の集合写真

*NHK放送技術研究所との共同開発により、2007年の放送で全国に紹介された映像です。
*右の映像は、1/1000秒の速度で撮影したものです。

※1 バシリスク…中米のジャングルに住むイグアナの仲間、全長60～80cm。

当社は、「日本経団連生物多様性宣言」の趣旨に賛同し、2009年
12月に同宣言推進パートナーズへの参加を表明しました。

「日本経団連生物多様性宣言」
推進パートナーズに参加

可能な当社の超高速カメラを少人数のスタッフが持ち込み、忍
耐強くチャンスをうかがった結果、水面の上を華麗に駆け抜け
るバシリスクの撮影に成功するという好事例となりました。

  高性能カメラ技術により生態系に優しく、その素晴らしさを紹介

育てた森での剪定作業の様子

※1

- 生物多様性を考える -
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日立国際電気の企業行動基準と環境保全行動指針に則り、
環境マネジメントシステムの構築を柱に環境マインドの醸成に取り組んでいます。

環境報告

エコマネジメント （環境経営の推進）

  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。

  ISO14001認証取得状況
　当社グループでは、1996年度からISO14001（環境マネジ
メントシステム）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。

  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。
当社グループも、この「環境ビジョン2025」活動を担う一員と

して、環境シンボルバッジを着用するとともに、当社グループ独
自に環境ポスターを製作し、製品の環境負荷低減活動の浸透を
図るなど、積極的に環境活動を展開しています。

日立国際電気 環境保全行動指針
スローガン
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。

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 富山工場 羽村工場

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）

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
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207

270

620

140

2025 2050
IEA（国際エネルギー機関）“Energy Technology Perspectives 2008”に基づき作成

世界のCO2排出量半減（2005年度比）シナリオ
世界のCO2排出量延長シナリオ

2025年：日立グループ製品
の貢献による1億トンの
CO2排出抑制を含む

■ 日立グループ「環境ビジョン2025」とは

■ 2025年までの日立グループのCO2排出抑制目標の考え方

環境シンボルバッジ 推進ポスター

※1

※１ 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

小金井工場
仙台分工場

または 検 索日立国際電気 環境保全行動指針

（株）日立国際電気 ホームページ 
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/
　　　  environment/earth.html



  2009年度環境活動目標と実績
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主要項目 中長期計画 2009年度目標 2009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38％削減
（2000年度比）

統合環境マネジメントシステム
認証継続

環境適合製品全売上高比率
50％／2010年度

統合環境マネジメントシステム
認証継続

受講率85％

環境適合製品売上高比率
48％

環境適合製品売上高比率
55％

登録準備 7機種登録

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86％ グリーン購入比率94％

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
33％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10％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89％削減
（1998年度比）

最終処分率 2％以下

「削減物質｣排出量53％削減
（2000年度比）

統合環境マネジメントシステム
認証継続

受講率90％

実質生産高CO2原単位
40％削減
（1990年度比）

実質生産高輸送エネルギー
原単位22％削減

最終処分量98％削減
（1998年度比）

最終処分率 1.2％

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

総合環境マネジメント
システム構築・展開
環境eラーニングの
受講促進

環境に配慮した事務用品
等の商品の購入を推進

環境適合製品の拡大

スーパー環境適合製品
登録比率15％/2010年度製品環境効率向上

地球温暖化防止

廃棄物削減

※2

評価基準　　　　：達成　　　：達成率80％以上　　：達成率80％未満

  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「お客様とともに」
のページでご紹介しています。

製 品

OUTPUTINPUT
当社および製造グループ会社の

事業活動 CO2排出量 15,576ｔ （-5％）
NOx 275Nm3 （+13％）
SOx 323Nm3 （-33％）

排出量 1,048ｔ （-23％）
最終処分量 12ｔ （-8％）

排ガス

廃棄物・有価物

PRTR化学物質排出・移動量 
 542kg （-15％）

化学物質

排水量 263千m3 （+2％）
BOD 0.6t （-50％） 
COD 0t （-0％）

排水

電気 36,343MWh （-4％）
燃料油(重油・灯油) 301kL （-2％）
ガス(都市ガス・LPG) 105千m3 （-5％）

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 
 1,522kg （-7％）

化学物質

上水､工業用水､地下水 
 263千m3 （+2％）

水

紙 99t （-16％）

※3

※3  PRTR…Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録）
（　　）内は2008年度比を示します

※2 実質生産高…名目生産高÷日銀国内企業物価指数（電気機器）



環境報告

製品の生産プロセス全体を通じて、節電や設備の改善による地球温暖化防止対策、産業廃棄物削減活動などに
取り組んでいます。
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環境報告

  地球温暖化防止（省エネルギー）
　当社および製造グループ会社では、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。
2009年度の当社および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33%に対して実績40%とな
り、目標達成となりました。
　また、2009年度の当社および製造グループ会社のCO2排
出量は、クリーンルームの効率的な運用や空調機器の更新に
より前年度比5％削減しました。
　今年度も引続き、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、政府が推進する地球温暖化防止「国民
運動」に当初より賛同し、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。

■CO2排出量および実質生産高CO2原単位指数の推移

CO2排出量の算定に使用した排出係数は、環境省告示による各電力会
社の調整後排出係数を使用し、今回の報告より、1990年度にさかのぼ
り見直ししています。

TOPICS

物流における環境負荷低減
　当社富山工場は物流部門である（株）国際電気セミコンダク
ターサービスとともに、環境負荷低減活動として半導体製造装
置の製品輸送における梱包材料の削減、輸送のモーダルシフト
によるCO2排出量の削減に取り組んでいます。

梱包材料の削減
　国内顧客向け製品の梱包材の削減として個別梱包からまと
め梱包、リユースできる搬送台車の導入による改善で2008年
度比45％削減、緩衝材の削減は梱包の固定方法の見直し等で
2008年度比54％の削減ができました。

お客様工場

陸路

陸路陸路 海上

フェリー

引き渡し
陸路のみの移動 陸路、海上の移動

お客様へ

下関港

新門司港

新門司港
大阪南港

大阪南港

富山 富山
A

A

B

B

A

B

下
関
港

モーダルシフトによるCO2排出量削減
　韓国顧客向け製品の輸送は、半導体製造装置1製品の個々の
パーツを大型トラックと小型トラックの2台に積載して陸路輸送
を行っていましたが、ルートの一部をフェリーによる海上輸送へ
変更しCO2排出量の削減に取り組みました。
　2009年度は小型トラック１台のみ変更し、1製品当たり19%
削減（2008年度比）しました。2010年度は大型トラック、小型ト
ラック2台とも変更して42%削減を進める予定です。
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エコファクトリー  （生産活動での環境配慮）
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  PRTR法対象化学物質の調査結果
　2001年4月に施行された｢化学物質排出把握管理促進法
（PRTR法）｣に基づき、対象化学物質を一定量以上取扱う事業
所に届出義務が課せられました。2009年度も当社および製造
グループ会社では、報告対象取扱量を超える届出物質はあり
ませんでした。
　2010年度は、PRTR法の対象化学物質が見直しとなってい
るため、再度把握し集計します。

  PCB使用機器の適正管理
　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。

  廃棄物の削減
　当社および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。2009年度は、リサイクル化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年度から追加した最終処分率の低減目標につ
いても2％以下の目標に対して、1.2％と目標を達成しました。
　2010年度は、最終処分率1％を目標としており、さらなる最
終処分量の削減に取り組んでいきます。

  産業廃棄物マニフェストの電子化推進
　国は、従来の紙の産業廃棄物マニフェストに替えて、「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。
　2009年度は、当社小金井工場、富山工場、（株）国際電気セ
ミコンダクターサービスで384件中232件を電子マニフェス
トにて対応しました。引続き他工場への導入を進めます。

■電子マニフェストのフロー

■最終処分量と最終処分率の推移

■ＰＲＴＲ法対象化学物質の排出・移動量実績 ［単位：kg／年］
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最終処分量 最終処分率

＊主な取扱物質を表に掲載

（当社および製造グループ会社 合計）

鉛およびその化合物 629 574 3 53 0

トルエン 243 10 0 14 220

キシレン 143 11 0 0 132

フッ化水素および 
360 0 306 0 54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

TOPICS

　日立グループでは、環境活動の活性化を図るとともに先進事
例を展開するために「GREEN21」を活用し表彰制度｢GREEN21
表彰｣を設けています。
　2009年度は日立グループ内より35件の応募があり、大賞1件、
部門賞4件、奨励賞4件を表彰されました。この中で当社富山工場
が｢製品化学物質管理における品質向上、企業の森づくり活動｣の
テーマで奨励賞を受賞しました。　

｢GREEN21表彰｣ 富山工場奨励賞受賞

※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。

廃棄物 廃棄物

収集運搬業者当社 中間処理業者 収集運搬業者 最終処分業者

廃棄物 廃棄物

マニフェスト情報の保存・管理
情報処理センター
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2008年度 2009年度 2010年度目標

エコマネジメント
（環境経営）
エコマインド
エコプロダクツ
（環境適合製品）
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

エコファクトリー
（地球温暖化防止）
エコファクトリー（資源循環）
ステークホルダーとの
環境協働

エコマネジメント（環境経営）

ステークホルダーとの
環境協働

エコファクトリー
（資源循環）

エコファクトリー
（地球温暖化防止）

ネクスト製品･サービス戦略

エコプロダクツ
（グリーン調達）

エコプロダクツ
（環境適合製品）

エコマインド

カテゴリー
行動計画、環境会計、リスクマネジメント、
法令遵守
社員教育（一般教育、専門教育、監査員教育）
エコデザイン、環境適合製品、
製品含有化学物質管理

グリーン調達、グリーン購入

エコプロダクツ事業戦略、
サスティナブルビジネス、外部宣伝

事業所の省エネルギー、輸送における環境対応

廃棄物削減、化学物質管理

情報開示、コミュニケーション、地球市民活動

各カテゴリーの評価項目

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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環境活動について定量的な評価基準を設け、継続的に把握・分析することにより、環境経営のレベル向上、
環境リスクの低減などに取り組んでいます。

環境報告

  環境会計
　｢日立環境会計指針｣に基づき、環境保全コストは環境にかか
わる設備投資や研究開発費用などを対象とし、環境保全効果
は、リサイクル売却益や部材費削減などに基づき、把握してい
ます。2009年度は、環境負荷低減設備への投資抑制と環境適
合製品の開発設計により、経済効果として、部材費低減の効果
が表れています。今後も投資対効果の向上を図っていきます。

  製品含有化学物質の管理
　当社グループでは、国内外の法規制、お客様からの要望に対
応するため、製品を構成する部品等について、含有する化学物
質の調査、管理を行っています。お取引先様には、REACH規則
などに対応するため、部品に含有する化学物質の情報提供な
どのご協力を頂いています。情報収集は、日立グループ独自
のA Gree'Netを利用していましたが、2010年4月よりデータ
ベースJAMP-GPと接続し、より汎用的な方法で情報提供して
頂くことも可能になりました。

  「GREEN21」2009年度評価結果
　日立グループでは、環境行動計画の確実な実行と継続的な
改善、および活動レベルの向上を図るため、環境活動の自己評
価システム「GREEN21」を運用しています。GREEN21は、年
度ごとの環境活動の目標に対する達成度を定量的に評価して
レーダーチャートにより結果を可視化し、その評価結果を環境
活動に反映させる仕組みです。
　評価項目は、８カテゴリー・55項目からなり、活動上の弱点の
把握や、次年度の改善に役立てています。
　当社の2009年度の実績は、日立グループ共通目標である
1,152GP(グリーンポイント)に対し、1,157GPであり目標を上
回りました。2010年度は、目標最終年度であるため、目標達成
に向け、エコプロダクツ環境適合製品のポイント向上に取り組
んでいきます。　

環境活動の評価

事業所エリア内コスト 248.8 175.3 188.1 環境負荷低減設備の
    維持管理費、減価償却費など

上･下流コスト 0.4 0.4 0.1
 グリーン調達費用、

    リサイクル費用

管理活動コスト 77.4 72.3 75.9 環境管理人件費､
    環境マネジメントシステム費用

研究開発コスト 115.5 188.6 310.8 製品・製造工程環境負荷低減の
    研究・開発および製品設計費用

社会活動コスト 2.0 2.1 1.7 緑化･美化などの環境改善､
    PR・広報費用

環境損傷コスト 0 0 0 環境損傷コスト環境関連の
    対策、拠出金課徴金
合計 444.1 438.7 576.7 　　　　　 －

 2007年度 2008年度 2009年度 主な内容

実収入効果 13.6 28.3 2.2 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減 5.5 58.1 85.9 省エネ設備による
    経費節減効果など

部材費低減 102.4 340.0 1485.4 省資源化設計などによる
    部材費削減など
合計 121.5 426.4 1573.5 　　　　　 －

 2007年度 2008年度 2009年度 主な内容

環境保全に対する投資 341.3 64.4 42.3 省エネ設備などの直接的
    環境負荷低減設備への投資

 2007年度 2008年度 2009年度 主な内容

■GREEN21評価項目

■コスト［単位：百万円］

■投資［単位：百万円］

■経済効果［単位：百万円］

■グリーンポイント

※1

※2

※3

※1 REACH規則…EU規則｢化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則｣
※2 A Gree’Net…調達品の環境情報を登録する日立のシステム
※3 JAMP-GP…アーティクルマネジメント推進協議会が普及をめざすAISフォーマット等の

情報を産業界横断的に共有するためのデータベース
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製品の素材製造・生産、お客様のご使用・廃棄にわたる生涯を通じて、環境に与える負荷を小さくする活動に
取り組んでいます。

エコプロダクツ  （環境適合製品）

  2009年度の環境適合製品
　当社グループで2009年度に新規登録した環境適合製品は、15機種、3業務となりました。

雲台一体型カメラ

「HC-268」
①CO2排出量 ：62％低減
②資源量 ：42％低減
③最大消費電力 ：75％低減
（2005年発売製品HC-258比）

地上デジタル放送用アンテナ

「U-LD3」(剛弓)
①CO2排出量 ：16％低減
②資源量 ：39％低減
（2008年発売製品U-W19比）

リニューアル屋外拡声装置

「ECF-8502T」
①CO2排出量 ：48％低減
②資源量 ：49％低減
③待受電流 ：67％低減
（2000年発売製品ECF-1501T比）

事業所用コードレス電話システム

「DRX3000-CS」
①CO2排出量 ：74％低減
②資源量 ：34％低減
③消費電力 ：80％低減
（2002年発売製品DRX2000-CS比）

高感度カラーカメラ

「KP-D5001」
①CO2排出量 ：43％低減
②資源量 ：43％低減
③消費電力 ：40％低減
（2001年発売製品KP-D531比）

  環境適合設計アセスメントの拡大
　環境適合設計アセスメントは、2008年度にハード製品用の
環境適合設計アセスメント、2009年度には7つのアセスメン
トを追加し、評価対象の拡大を図ってきました。その結果、据
付工事業務、修理業務を環境適合製品とすることができまし
た。

  スーパー環境適合製品
　スーパー環境適合製品の条件は、環境適合製品で温暖化防
止ファクターと資源ファクターのいずれかが10以上であること
です。この条件の他に、業界トップレベルの製品、社外表彰され
た製品もスーパー環境適合製品として登録が可能になります
が、この場合は定期的に見直すことになっています。

アセスメント名称
ソフトウェアをメインとした製品
保守・定期整備・清掃業務等
輸送業務
設置・据付・移設工事等
修理業務
製品の売買のみを実施する業務
ハードを含まないソフトウェア

1. 環境適合設計アセスメント指針Ver2 
2. エンジニアリング(保守等) 
3. 物流
4. 工事(据付)
5. 修理
6. 営業
7. ソフトウェア

評価対象製品・業務

■追加したアセスメント ※4 温暖化防止ファクター…製品機能とライフサイクルで発生するCO2排出量の比で、評価
機種と基準機種(2000年)を比べた値

※5 資源ファクター…製品の機能とライフサイクルで消費する資源量の比で、評価機種と基
準機種(2000年)を比べた値

※4 ※5

スーパー環境適合製品スーパー環境適合製品

スーパー環境適合製品スーパー環境適合製品

地上デジタル放送用ヘッドアンプ

「DHA5」
①CO2排出量 ：41％低減
②資源量 ：18％低減
③消費電力 ：42％低減
（2005年発売製品DHA1比）
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編集後記

この印刷物は、株式会社日立国際電気が、印刷プロセスで使用する
14.58kgのアルミ板をリユースして印刷する事で、

CO２排出量を132.96kg削減しました。
株式会社日本スマートエナジー

マイナスカーボン・プリンティングシステムズ

当CO２削減認証は株式会社日本スマートエナジーがこの印刷システムを厳格・公正に審査・確認して与えられたものです。

132.96kgのCO2削減量とは
樹齢50年（高さ22ｍ・直径26cm）の
杉の木約9.5本分が1年間に吸収する
CO２量に匹敵します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.5

（出典：林業白書）

高さ
22ｍ

直径
26cm

0003

揮発性有機化合物、
VOC(Volatile Organic 
Compounds)を含まな
い、植物油100％のイン
キを使用しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と間伐
材の有効活用に役立ちます。

｢適切に管理された森林からの木材
(認証材)｣を原料とした紙として、FSC
(Forest Stewardship Council、森
林管理協議会)から認証を受けた紙を
使用しています。

日立国際電気グループの、社会に貢献するものづくりへの思い、意気込み
と取り組みにつき、その一端の例示により説明、報告しました。今回の特集
ページではHiKQイノベーションという、当社グループ内の改革運動を採り
上げました。全社運動なので本当は全員の声を載せたかったのですが、
こちらもごく一部の掲載となりました。並行してインターネットの当社ホーム
ページ、「CSR情報」も徐々に内容を加え、改善・充実を図っています。併せて
是非ご参照いただき、ご意見・ご感想をお寄せくださいますよう、お願いい
たします。

検 索日立国際電気　CSR報告書

日立国際電気グループ
CSR報告書2010

特集

お客様の笑顔のために
HiKQイノベーション活動
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