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編集方針

基本的な考え方
　株式会社日立国際電気（以下、「当社」）は、そのグループ会社とともに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）であると考え、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この報告書を作成しています。
　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と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、わかりやすいものにするよう努めています。

次回発行予定
次回は2014年6月に発行する予定です。

報告の対象範囲
対 象 期 間 ： 2012年度（2012年4月1日 ～ 2013年3月31日）を中心に作成
対 象 組 織 ： 当社およびグループ会社

※グループ会社の名称は、原則として2013年4月1日付の組織変更後の名称により記述しています。
※ 対象期間における組織の重要な変化については、p6「グループネットワーク」への注記として国内、海外それぞれ記載して

います。

実績データ範囲 ： 個々に記載
計数データ表記 ： 財務数値については、財務報告の慣例により表示単位未満を切り捨てて表示、環境報告等、非財務報告部

分についてはこれまで通り表示単位未満を四捨五入して表示します。

参考にしたガイドライン
◦GRI＊（Global Reporting Initiative） 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3．1版」
　当社では、2010年11月のISO（International Organization for Standardization）26000発行や、2011年5月のOECD

（Organization for Economic Co-operation and Development）多国籍企業行動指針改定など、CSRに関わる標準化の国
際的な流れを注視し、CSR報告書に反映させてきました。2012年には、こうした流れを背景としてGRIガイドライン準拠の報
告書発行のニーズが高まっており、その意義や妥当性をあらためて検討・評価した結果、今回からGRIガイドラインを参照しつ
つCSR報告書を作成することにしました。GRIガイドラインによる自己評価と対照表については、後日英文版CSR報告書の公
表の時期（9月に予定）に合わせ、インターネットの当社「CSR情報」のページに掲載します。
＊GRI… オランダのNPO（Non Profit Organization）。国連環境政策の一環で、企業や公的機関の環境報告書作成を支援する活動を続けており、

2000年からガイドラインを発行している。
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日立国際電気グループの情報開示

◦ 当社グループ各事業部門の
製品・システム情報（製品別、
お客様業態別）

◦ ニュースリリース
◦ 展示会・イベント情報

　インターネットの当社ホームページでは、次の各種情報を
開示しています。

インターネット・ホームページ（Webサイト） ◦ 会社情報
　　　社長あいさつ
　　　企業理念、経営理念および行動基準
　　　グループ行動規範
　　　会社概要
　　　役員一覧
　　　組織図
　　　沿革
　　　国内事業所一覧
　　　グループ会社
　　　会社案内（PDF版）

◦ CSR情報
　　　CSR方針
　　　コーポレートガバナンス
　　　コンプライアンス
　　　リスク対策
　　　社会への取り組み
　　　環境への取り組み
　　　生物多様性への取り組み
　　　改善への取り組み（HiKQイノベーション活動）
　　　資材調達
　　　CSR報告書（PDF版）

◦ 株主・投資家の皆さまへ
　　　IRニュース
　　　経営方針
　　　財務情報
　　　IRライブラリー
　　　　　決算短信（PDF版）
　　　　　事業報告書（PDF版）
　　　　　有価証券報告書（PDF版）ほか
　　　株式・債券情報
　　　　　株式情報
　　　　　株主総会ほか

事業報告書
　毎年6月に財務報告を含む報告書を、12月に中間報告書を株主様にお送り
するとともに、ホームページにPDF版を掲載しています。

（英文ではこれに代えインターネットの当社ホームページ・グローバルサイ
トにおいて、「株主・投資家向け情報」、四半期報告とPDF版の「アニュアルレ
ポート」を掲載・開示しています。）

　当社グループの事業活動についての情報は、財務情報を中心に扱う事業報告書と、社会性や環境保全などの非財務情報を中
心に扱うCSR報告書に分け、定期的に開示しています。
　また、インターネットの当社ホームページには報告書のPDF版とともに、報告書に載せきれない詳しい情報や、継続的にお
伝えしたい内容を掲載しています。

　省資源と環境に配慮し、本年の「日立
国際電気グループCSR報告書2013」よ
り、CSR報告書は印刷せず、インター
ネットサイトにPDFファイルの形で掲
載しています。（和文および英文）

CSR報告書 （PDF版）

日立国際電気グループ
CSR報告書2013

日立国際電気

当社ホームページの検索は：
URL : http://www.hitachi-kokusai.co.jp/

検索または
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社長メッセージ

価値を創造し、豊かで持続可能な未来を切り拓きます

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。

2012年度は、海外においては、欧州での信用不安の長期化

により景気低迷が継続する中で市況が低迷する一方、国内に

おいては、公共事業分野での需要が堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループは、新たな需要への

積極的拡販やサービス・ソリューション事業強化等の諸施

策を国内外で展開するとともに、今後の市場変化に対応し

た攻めの経営を展開するための「最適・最強生産体制」の構

築をめざし、工場機能の集約・統合、国内グループ会社の機

能整流化等の事業構造改革を実施しました。

映像・無線ネットワーク部門では、公共事業分野における

堅調な需要に対し、拡販プロジェクト等による積極的な営

業活動を展開し、売上高を伸ばしましたが、エコ・薄膜プロ

セス部門では半導体メーカーの設備投資抑制の影響を受け

て、売上高が減少し、全体では3年ぶりの減収となりました。

今後を見ますと、各国の金融対策等により金融市場では

回復基調が見られるものの、世界の実体経済は不透明な状

況が続いています。国内経済においては、国土強靭化計画の

企業理念：
　日立国際電気グループは、幸福で安心・安全な社会を実現すべく、優れた技術で価値を創造し未来を切り拓きます。

経営理念：
　日立国際電気グループは、
1．（お客様第一主義） ものづくりを究めて、お客様と社会にとっての真の価値を提供します。
2．（グローバルトップ） 世界に先駆けて優れた技術を開発し、豊かで持続可能な未来を切り拓きます。
3．（人財の尊重と育成） 多様な人財を尊重し、能力を高め発揮できる機会と場を提供します。
4．（基本と正道） 人権を尊重し、法と倫理を遵守し、社会から尊敬される清廉な企業文化をつくります。
5．（和、誠、開拓者精神） 「和」を尊び、「誠」をつくし、「開拓者精神」で事業を推進します。
※「ものづくり」は、製品・サービスの開発・提供を中心とした、日立国際電気グループの創造的な活動すべてを指します。
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策定や大型補正予算により公共事業への投資拡大が期待さ

れる一方、ハードウェアからコンテンツやサービスへとシ

フトする産業構造の変革期にあって、競争はより一層激し

さを増しています。

このような事業環境のもと、当社グループは、2015年度

を最終年度する中期経営計画「HK-AV10」の目標達成に向

けて、以下の施策を推進してまいります。

①マーケットインの強化

②グローバルビジネスの強化

③サービス事業の強化

④事業構造の強化

⑤事業ポートフォリオの転換

⑥ 「スマトラプロジェクト（Hitachi Smart Transformation 

Project）」の推進

部門別には、映像・無線ネットワーク部門において、マー

ケティング戦略室を新設し、お客様のニーズを的確に捉え

るとともに新たな需要を掘り起こし、地域密着型の小規模

ソリューション・サービス事業を拡大してまいります。グ

ローバルな事業展開においては、国際事業戦略室を新設し、

各地域の代理店やシステムインテグレーター等との連携強

化を促進するほか、類似顔画像検索等の他社との差別化が

図れる新製品の投入を積極的に推進します。

エコ・薄膜プロセス部門においては、メモリー主体からロ

ジック、ファウンドリー向けへと事業ポートフォリオを強

化し、次世代デバイスに対応した装置開発を強力に推進し

ます。また、改造・中古・部品・保守等のサービス事業体制を

拡大させてまいります。

社会の状況に広く目を向ければ、世界の各地における経

済格差の発生、気候変動や生物多様性の危機につながる環

境問題、人権尊重に対する世界的な意識の高まりなど、さま

ざまな潮流が企業と社会との関わり方にも大きな変化をも

たらしつつあります。

当社グループは、企業理念「幸福で安心・安全な社会を実

現すべく、優れた技術で価値を創造し未来を切り拓きま

す。」を掲げ、社会の流れに対する高い感性と広い視野を持

ち、変化にいち早く対応することによりお客様と社会が求

める新たな価値の創造に取り組み、豊かで持続可能な未来

を切り拓きます。

当社グループは、この報告書を含め、インターネットの当

社サイト等を通じ、ステークホルダーの皆様に向けて積極

的に情報発信するとともに、皆様の率直なご意見、ご助言に

謙虚に耳を傾けてまいりますので、今後ともご指導、ご支援

賜りますようお願い申し上げます。

2013年6月24日

執行役社長

行動基準：
　日立国際電気グループは、企業理念を実現するために、経営理念に則り、以下の行動基準を定め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、お客様と社会の満足と信頼を獲得します。
  2．  高い倫理観を持って、公正、透明、自由な競争および適正な取引を行い、国際規範、国内外の法令とその精神を遵守すると

ともに、適切な内部統制を実施します。
  3． 従業員の多様性、人格、個性を尊重し、働きがいのある、安全で健康的な職場を確保し、研鑽と成長の機会を提供します。
  4． お客様、従業員、取引先、社会および株主を含むすべての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． 持続可能な社会を実現すべく、全地球的な環境、地域生活環境、生物多様性の保全・向上に努めます。
  6． 「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行います。
  7． グローバルな事業活動において、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、個人情報・顧客情報を含め、機密情報の保全・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。
10．  この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います。
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枚葉プラズマ窒化・酸化装置

▪会社概要（2013年3月31日現在） ▪連結売上高

▪セグメント別連結売上高

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
10,058百万円

連結売上高
138,801百万円

連結従業員数
5,193名

2012年3月期 2013年3月期2011年3月期

（単位：百万円）

50,000

100,000

150,000
147,184 138,801142,706

総計
138,801百万円

映像・
無線ネットワーク
86,125百万円

その他
731百万円  0.5%

エコ・薄膜プロセス
51,945百万円

62.1%37.4%

本社（秋葉原UDXビル11F）

バッチEpi-SiGe装置 枚葉アッシング装置

放送用画像伝送装置
（FPU:Field Pick-up Unit） 屋外用雲台一体型監視カメラHD-SDI型監視カメラ ネットワーク型監視カメラ産業用カメラ

バッチサーマルプロセス装置

高速無線リピーター
パケット通信端末 デジタル車載無線機 証券情報表示システム

放送用HDカメラテープレスシステム
（放送局業務用サーバーシステム）

防災無線システム

▪主要製品
映像・無線ネットワーク
無線通信システム、情報処理システム、放送システム、監視システム・画像処理

エコ・薄膜プロセス
半導体製造装置
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総計
138,801百万円

欧州他
3,506百万円
（2.5％）

アジア
（韓国・台湾地域以外）
7,106百万円
（5.1％）

韓国
15,235百万円
（11.0％）

日本
84,303百万円
（60.7％）米国

14,118百万円
（10.2％）

台湾地域
14,533百万円
（10.5％）

■ 北海道支社

■ ㈱五洋電子

中部支社 ■

羽村工場 ■
小金井工場 ■

㈱日立国際八木ソリューションズ ■
国際電気テクノサービス㈱ ■
㈱国際電気テクノアート ■
㈱エッチエスサービス ■

関西支社 ■

■ 中国支社

四国支社 ■

■ 九州支社

■ 富山工場
■ ㈱国際電気セミコンダクターサービス

東北支社 ■

本 社

支　　　社
工　　　場
グループ会社
営　業　所

Hitachi Kokusai Electric 
Europe GmbH
[Head Office]

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.
[Beijing Branch]

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.
[Shanghai Branch]

Kokusai Electric Korea 
Co., Ltd.

Kokusai Electric 
Asia Pacific Co., Ltd.

Hitachi Kokusai Electric
America, Ltd.

Kokusai Semiconductor
Equipment Corporation

Hitachi Kokusai Electric
 Canada, Ltd.

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos

Eletrônicos S/A

Hitachi Kokusai 
Electric Europe GmbH
[London Office]

▪主な開発、設計、生産拠点

主な生産品目 ： 半導体製造装置

立山連峰を望む富山市八尾町。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
等の開発、設計、生産を行い、世界の大手ユーザーか
ら最先端の高度な製品ニーズに対応しています。

富山工場

主な生産品目 ： 映像・無線ネットワーク

武蔵野の面影を残す東京都小平市。通信・情報、放
送・映像の製品開発、設計の中核拠点です。映像・無
線ネットワークの技術者は、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。

小金井工場

主な生産品目 ： 放送用送信機

ブラジルの主要大都市、サンパウロ、リオの中間、自然豊か
なミナスジェライス州サンタヒタドサプカイ市。地上デジ
タル放送用送信機を開発、設計、生産し、南米から北米・アフ
リカなど、世界に向けてソリューションを提供しています。

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos
 Eletrônicos S/A 本社工場

※お客様の所在地をもとに計算しています。

※ 2013年3月31日時点でのグループ会社（株）日立国際電気サービスは、2013年4月1日付で同社の子会社である（株）日立国際電気エンジニアリング、およびグループ会社の八木ア
ンテナ（株）とその子会社である八木電子（株）を吸収合併し、同日付で社名を（株）日立国際八木ソリューションズに変更しました。

※ 2012年3月31日時点でグループ会社であったHitachi Kokusai Brazil Electric Products and Services Ltda.は、2012年11月1日付でHitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrônicos S/Aに吸収合併されました。

海外ネットワーク
（グループ会社の主な拠点）

▪グループネットワーク（2013年4月1日現在） ▪地域ごとの売上高（2013年3月期）

国内ネットワーク
（支社、工場、グループ会社等）

グループ会社数
国内6社、海外8社

事業所数
国内33拠点、海外24拠点
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特 集 お客様との対話を通じた価値の創造

　総務省は南部アフリカでの地上デジタルテレビ（地
デジ）放送普及に向けた調査を実施していますが、
2013年3月よりのモザンビーク共和国での地デジ実証
実験については当社が受託し、実施しました。
　携帯電話端末の普及が進んでいる同地域の特性に着
目し、ワンセグでの受信を想定した実証実験を計画す
るなどにより、日本方式の地デジ放送システムの優位
性をアピールすることができました。
　この実証実験受託を背景に、モザンビークの運輸通
信大臣が来日された折も、大臣および運輸通信省関係
者が当社小金井工場を訪問、視察され、当社取り組みに
ついてのプレゼンテーションを聞かれ、最後に感謝
の言葉とご所感を表明いただきました。
　これらの貴重な機会を通し、ナカラ回廊＊の大規模な
開発の取り組みや、日立グループの貢献への期待を含
め、多くの有益なお話を伺うことができました。
　南米に放送用送信機器の生産拠点を有する当社グ
ループの強みを生かし、グローバルな事業展開を進め
ます。
＊ナカラ回廊… モザンビーク北東部のナカラ港からナンプラ、マラウィを通っ

てザンビアに至る輸送路。港湾・橋梁の整備により農産品等の物
流促進が図られている。

　今回の実証実験準備とセミナー運営、日立国際電気の段取りは過去どの国で
の実施例よりも素晴らしいと言える。おかげで、モザンビークに良い印象を与え
られただろう。 総務省　国際経済課

課長補佐 中川 拓哉 様

Voice

　モザンビークも大雨による災害がある。日本方式地デジが防災の一助にな
るのであれば意味のあることである。

在モザンビーク日本大使館
参事官 浜田 圭司 様

Voice
　日立国際電気と3月に実施した実証実験で
は、TV受信機が首都マプトの空港等主要機
関に設置され、モザンビークの一般の方にま
で地デジ日本方式をPRすることができた。セ
ミナーにも関係者100名程度の参加が得ら
れ、成功裏に終了。状況がつかみにくいアフ
リカで、万全な体制での準備に感謝します。

総務省　放送技術課
企画官 久恒 達宏 様

Voice

当社小金井工場内、モザンビークへの出荷を待つ放送用送信機の前で
（左から）
モザンビーク運輸通信省 国際関係局長 F. アルブリーニョ様
モザンビーク国家通信院事務局長  A. ムシャンガ様
モザンビーク運輸通信大臣 P. F. ズクーラ様
駐日モザンビーク大使 B. J. マラテ様
モザンビーク運輸通信省 プロジェクト・研究局長 A. A. シトエ様
当社社長
総務省 国際経済課長 近藤 勝則様

モザンビークでの地デジ実証実験を受託1

ナンプラ

マプト

ナカラ
マラウィマラウィ

ザンビアザンビア

モザンビークモザンビーク
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信、両面で強みをもつ当社グループの技術者が現地を
入念に調査し、対応しました。
　同国が国民への公平な情報伝達、ニュースの迅速・正
確な発信に大変心
を砕いていること
を実感し、放送イ
ンフラの整備とい
う事業の役割の重
さと社会の期待の
大きさに気づかさ
れました。
＊FPU… Field Pick-up 

Unit（放送用画像
伝送装置）

ブータン王国の放送インフラ整備に協力3

インドネシアでのワンセグ放送、防災システム実証への取り組み2

　中国とインドの間に位置するブータン王国は、2011
年に国王・王妃両陛下が来日され、また「国民総幸福量」
という指標を定めていることで、親しみ深く感じられ
る国です。
　同国では、テレビ放送については2005年頃から国際
協力機構（JICA）様が支援し、徐々に普及してきました。
2008年の議会制民主主義への移行、2011年の両陛下
ご婚儀、各種スポーツイベントの開催など、情報伝達の
需要が増しています。2012年にはそれまでの1チャン
ネルが2チャンネルに拡大され、あらためて放送設備を
整備、改善する必要が生じました。
　放送波を伝達するFPU＊はJICAの支援当初から当社
のシステムが計5セット用いられ、あらゆる場面に活用
され、大事にされていました。今回その点検、補修、稼働
環境の整備を当社が受託し、2013年2月より映像と通

　株式会社日立ハイテクノロジーズは、日立グループ
各社との連携による、インドネシアにおけるワンセグ
放送を利用した防災システムなどの社会インフラ関連
事業を進めています。
　当社は、この事業の一環として、2011年度「情報格差
是正のための調査研究」に太陽光発電によるワンセグ
送信機を離島1カ所に、「ICTを活用した防災システムの
実証事業」に監視カメラをジャカルタ郊外にそれぞれ
提供しました。2012年度もインドネシアの離島2カ所
でワンセグ放送を活用した「過疎地域住民への情報伝
達の有効性調査研究」に参加しています。
　こうした地域のニーズに即した日立グループの事業展
開と連携し、今後とも当社の強みを活かした製品需要の
拡大、サービス・ソリューション事業の強化を図ります。

　ブータンは日本の九州ほどの大きさに人口約70万人が暮ら
す小国ですが、伝統文化を守りながら近代化を進めているユ
ニークな国です。この国のテレビ放送は1999年に始まったばか
りですが放送が果たす役割は大変大きく、唯一のブータン国営
放送は現在テレビ・ラジオそれぞれ2チャンネルで全国に向けて
情報を発信しています。
　またJICAによる技術支援によって2005年から生中継もできる

ようになりました。これらの中継には日立のFPUやカメラが使用
されています。2011年の国王・王妃両陛下の結婚式の映像は同国
営放送から全世界に中継されました。ブータンの放
送文化の向上に日本の技術が役立ち、今後も両国の
親善がますます深まることを期待しています。

Voice

Bhutan Broadcasting Service
技術局　JICA シニア海外ボランティア　平野 信也 様

作業完了後、国営放送局前であいさつ（左から）
映像・通信事業部　放送設備設計部　部長　武居 裕之
Bhutan Broadcasting Service 
Managing Director　Thinley Dorji 様
映像・通信事業部　品質保証本部　久永 興大
映像・通信事業部　生産本部　西川 晃永

ワンセグ放送のしくみ

監視カメラ映像を伝えるしくみ

衛星

監視カメラ 衛星通信

データセンター

ワンセグ送信衛星放送受信 ワンセグ端末

太陽光発電

（アナログ放送）
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お客様との対話を通じた価値の創造特 集

全豪オープンテニスの中継、当社放送カメラ62台運用5
　2013年1月にテニスの国際大会「全豪オープン」で当社放送
カメラが活躍しました。
　放送HDカメラ55式とスローモーションカメラ7式が、テニ
ス競技の中継に使用されました。こうしたスポーツ中継は、貴
重な瞬間を間違いなく撮影する必要があることから、カメラ
を操作するスタッフの神経をすり減らし、極度の緊張を強い
るのが普通です。それだけに製品の信頼性に対する期待は大
きく、安定して稼働することが求められます。当社のカメラは
真夏の厳しい暑さの中でも安定して稼働し、お客様からも評
価していただくことができました。
　当社からは技術者を1名オーストラリアに派遣し、現地で全

面的な技術的サポートを行い、パートナーから感謝の言葉を
いただきました。今後も海外パートナーとの関係強化を進め、
グローバルに放送全般
のサービスを提供して
いくことをめざします。

　約3週間にわたる現地サポート中、カメラの画質や通話音質などの技術的な改
善要望を受け、日本の工場技術者と連携しながら迅速に対応し、テニス中継本番
前に無事充足することができました。また、現地でお客様からカメラやリモコン
の操作性に対する貴重なアイデアを頂戴したので、より良い製品をめざして開発
を続けていきます。

映像・通信事業部
放送機器設計部　加藤 昭宏

Voice

テニスの中継をする当社の放送カメラ

インテル コーポレーション関係者と当社関係者
写真提供：Dan Agulian氏

「2012SCQI賞」
トロフィー

インテル コーポレーションよりSCQI賞を6年連続受賞 4
　2013年4月9日、米国カリフォルニア州サンノゼで開催され
た「インテル サプライヤーデー2012」において、インテル 
コーポレーションから最優秀賞にあたるSCQI（Supplier 
Continuous Quality Improvement）賞が当社に授与され、6
年連続、通算9度目の受賞を果たしました。
　SCQI賞の受賞には、コスト、品質、供給体制、技術力、および
環境・社会・ガバナンスプログラムの目標に対して95％以上
のスコアを獲得することが条件とされています。また、サプラ
イヤーは厳しい改善計画に対して90％以上達成しなければ
なりません。
　受賞式では、同社の最先端技術開発を支援するため、当社の
技術開発、経済性、リードタイム削減に対して高い評価を得て、
インテル コーポレーション副社長兼技術製造エンジニアリ
ング本部長のボブ・ブラック氏から当社社長にトロフィーが
授与されました。
　当社社長からは、受賞の喜びとともに「インテル社の栄誉あ
るSCQI賞を6年連続受賞できたことを大変光栄に思い、また

当社がインテル社を支える重要な役割を担うことができたと
自負している」と力強く語り、当社 関係者一同、本年も継続的
に改善活動を推進する決意を新たにしました。
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※HD-SDeye®は当社の登録商標です。

東京急行鉄道様「渋谷つながるプロジェクト」
　当社の『HD-SDeye®方式のフルHDカメラ』が、2013年
3月16日から相互乗り入れとなった「東横線」「副都心線」の
駅ホーム内に、乗降客確認用監視システムとして導入され
ました。
　このカメラは、従来のアナログカメラと比較して約6倍の
高精細画像を実現し、細やかな部分まで明瞭に画像確認が
できます。
　また、モニタの設置も横に広がらずコンパクトになりホー
ム上を通行される方々の障害にならないなど、車掌の監視・確

　これまで利用していたアナログカメラに比べ、フルHDカメラでは車両のドアや乗降客を大きく
高精細に確認できるため、安心してドアの開閉ができると喜ばれました。またワイドモニタを縦置き
したことで4連設置でも非常にコンパクトとなり、これによって監視する際に大きく横に首を振る
必要がなくなり、業務の負担軽減のみならず、確認精度が向上し、利用者の安全をより確保した運行
が実現できるようになりました。

Voice

認業務の負担を軽減することはもとより、ご利用されるお客
様の安全への配慮もしたシステムとなりました。当社は鉄道
会社様とともに、
本システムの特徴
を生かした安心・
安全のご提供をし
てまいります。

映像・通信事業部
産業・監視機器設計部

加藤　翔

　室戸市は高知県の南東部に位置し、太平洋に突き出た室
戸岬の自然と豊かな水産資源で知られています。岬の海岸
には地殻の変動によって形成された奇岩が数多く存在し、
地球科学的に重要な自然遺産として認められています。こ
のため市の全域が、遺産の保全と地域の持続的経済発展を
めざす｢世界ジオパーク｣の１つになっています。
　一方で近い将来発生が予想される南海地震では、震源域
によっては津波が最も早く到来する地域ともいわれており、
住民の皆様やここを訪れる皆様の安全への備えを万全にし
ておく必要があります。
　このたび同市に当社の防災行政無線システムが導入され

ることになり、現在工事が進行中です。同システムを通じて
緊急時に必要な情報を一刻も早くお伝えできるようにする
ことで、皆様の安心・安全に少しでも貢献できればと考えて
います。

　この地域は国定公園なので、関係者の
ご意見をよく聞き、スピーカーを備え付
ける支柱を自然色にするなど、環境に配
慮した設計、工事を心がけました。

Voice Voice

高知県室戸市に防災行政無線システムを納入7

フルHDカメラソリューションによる駅ホーム内の乗降安全確認6

映像・通信事業部
防災システム設計部　小島 純一

室戸岬(室戸市公式サイトより) 室戸市の漁港

　南海地震などの災害に備え
て同報系無線を早く整備し、安
全を守るためにしっかりと運
用を図っていきます。

室戸市総務課 防災対策室
室長　山崎　桂 様

現場責任者の小島(右)、高知営業所
の平田(後部の機材は自然色に塗装
された設備取付用の支柱)

フルHDカメラ 見やすいモニタで安全確認
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品質へのこだわり
基本と正道に則り、お客様の視点で、自ら考え、行動し、
各プロセスにおける継続的な改善活動に取り組んでいます社会性報告

　お客様第一のものづくりに徹し、安全性・品質および環境に配慮した
製品・サービスを開発提供することでお客様と社会の満足と信頼を獲
得することをめざします。

　2009年8月よりスタートした「HiKQイノベーション」活動も、この
春で3年半が経過しました。昨年は業務品質向上、業務プロセス改革等
のテーマや、ボトムアップ型業務改革活動である「ステップアップ活
動」や全社活性化を推進する各種関連活動について、経営幹部に実務関
係者も交え議論を進めてきました。3年半が経過し、これら活動の成果
が少しずつ上がってきています。
　2013年度は、従来のテーマのさらなるレベルアップを行っていく
とともに、新たなテーマに取り組んでいます。当社の中期経営計画では、
「最適・最強生産体制」の構築をめざし、製造拠点の強化、グローバル展
開、間接業務の効率化を目標に掲げ推進しています。HiKQイノベー
ション活動も、この目標に沿った活動を進めていきます。また活動の原
点に返り従業員の意識改革についてもスポットを当てていきます。
　グローバル展開では、厳しい競争を勝ち残っていくため、一層のイノ
ベーションが必要とされます。製品も業務品質もグローバルを基準と
していく必要があります。国内外グループ従業員の意識も合わせてい
く必要があります。HiKQ活動の根底にある「顧客視点での業務改革」
をグローバル（海外グループ会社）に浸透させていきます。その一環と
して、今後は、海外グループ社員にも活動に参加してもらう方向です。
社内ネットワークで活動の紹介に加え、社内SNS＊である「HiKQネッ
ト」を一昨年度より展開しており、このネットワークに海外からも順次
参加してもらう方向としています。
　今後もHiKQイノベーション推進本部が中心となり、社内外のコ
ミュニケーションの一層の活性化を図り、お客様の満足を第一とした
業務を遂行する企業文化を育てていきます。
＊SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）…コミュニティ型のネットサイト

　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、「全社品
質保証部長会」において、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。

　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。

　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。

　グローバル市場での地産地消の推進に伴い、品質保証に携わる人財の
交流を図り、さらなる品質・サービスの向上に努めています。

お客様第一 HiKQイノベーション活動

安全な製品・サービスの提供

品質向上への取り組み

品質問題への取り組み

グローバル化への取り組み

価値を付加する活動 情報の流れ■品質向上への取り組みの流れ

品質マネジメントシステムの継続的改善

測定•分析および改善
•顧客満足の測定
•継続的改善

資源の運用管理
•人財育成を含む
 経営資源の管理

経営者の責任
•品質方針
•品質目標

製品の実現
•プロセス志向に
基づく製品実現

様
客
お

足
満

インプット アウトプット
製品

経営者の
レビュー様

客
お

項
事
求
要

従業員の意識付けを目的に、毎期若手社員をモ
デルにポスターを作成し全事業所に配布・掲示
しています。
2013年からは、活動に準じ海外グループ会社社
員もモデルに加わっています。

改善への取り組み（HiKQイノベーション活動）の紹介サイト

または

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

日立国際電気　改善への取り組み 検索

◦サービス会社
❶（株）日立国際八木ソリューションズ ホームページ
　http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/
❷（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け付けています。

製品・サービスについてのインターネットお問い合わせ窓口

または

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

日立国際電気　お問い合わせ 検索
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サプライチェーンにおけるCSRの推進
グローバル視点でのサプライチェーンの展開と
お取引先様とのパートナーシップの強化を図ります社会性報告

　当社では、高い水準での価値創出とコンプライアンスの両立をめざ
し、お取引先様との緊密な連携を図っています。
　BPM（Business�Partner�Meeting）を通じ、公正な取引関係を維持
し、より良いパートナーシップの構築に努めています。
　事業方針ならびにCSRへの取り組みを共有することにより、お互い
のWin-Winを追求し、サプライチェーンの強化に取り組んでいます。
　また、一年を通じサプライチェーンの強化への貢献度が高いお取引先
様への表彰も継続的に実施することで取り組みの活性化を図っています。

　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、お取引先とのパートナー関係の構築を推進い
たします。

パートナーシップ
　全てのお取引先とのより良いパートナーシップ関係の構築により
相互理解を深め、信頼関係を大切にしていきます。
オープンドアー
　国内・国外を問わず、自由な競争の原則に立ち、公平かつ公正な
取引を行います。
取引先の選定
　お取引先の選定は、資材の品質・納期・経営の信頼性や環境配慮・技
術開発力についての充分な評価と適正な手続きによって行います。
情報の提供
　お取引先のご希望については、誠実に対応し、取引に必要な情報
をお知らせいたします。同時に、お取引先からの有用な情報も求め
ています。
営業秘密の保持
　提供いただいた営業秘密は、厳格に管理し、機密の保持に努めます。

　当社グループでは海外調達比率の拡大、グループ調達戦略の共有、海
外調達拠点（ブラジル、韓国）との連携など、グローバルな調達パート
ナーシップの確立を図っています。よりお客様に近い場所での、地産地
消型グローバル調達を展開しグローバルでの競争力を高めていきます。

　当社は、（株）日立製作所と協調してサプライチェーンにおけるCSR
強化活動を推進しています。一般社団法人電子情報技術産業協会
（JEITA）のガイドラインに準拠した「日立サプライチェーンCSR推進
ガイドブック」をお取引先様に展開し、サプライチェーン全体でのCSR
意識の共有を図っています。
　2012年より、中国・アジアにおける主要お取引先様を対象にCSRに
関する書面調査を開始いたしました。環境、安全衛生、人権・労働、紛争
鉱物問題、公正取引・倫理、品質・安全性、情報セキュリティー、社会貢献
等、CSRリスクの状況を確認しています。
　今後もCSR調査を通して、お取引先様との共通認識を図り、サプライ
チェーン全体のCSRの取り組みを継続的にレベルアップしていきます。

お取引先様との連携資材調達の基本方針

グローバル化の推進

CSRの取り組み

ローム株式会社 様
　先のタイ洪水では弊社主要工場が被災し、貴社にも多大なご迷
惑をお掛けしたにもかかわらず、この度はビジネスパートナーと
して表彰いただきまして、大変光栄に存じます。
　危機的状況の中で、貴社生産への影響を最小限にできたことは、

貴社の多大なるご支
援・ご協力の賜物であ
ります。
　今後もBPMはじめ貴
社との情報共有を密に
させていただき、営業活
動において様々なご提
案を実施し、貴社ビジネ
スの一助となるよう取
り組んでまいります。

立山マシン株式会社 様
　この度は、年間最優秀ビジネスパートナーとして表彰をいただ
き、社員一同驚きとともに感激しております。
　貴社のご指導のもと他のビジネスパートナー様のご支援をいた
だき生産活動ができたことに厚く御礼申し上げます。弊社は「品質

は命」のもと、貴社事業
の発展にさらに貢献で
きるよう社員一丸とな
り邁進する所存でござ
います。今後ともご指導、
ご協力賜わりますよう
お願い申し上げますと
ともに、貴社益々のご発
展を心より祈念申し上
げます。

映像・通信事業部表彰

電子機械事業部表彰

Voice 2012年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様

お取引先様向けサイト
（株）日立国際電気 ホームページ
http://www.hitach-kokusai.co.jp/csr/procurement/

または

日立国際電気　資材調達の基本方針 検索
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人財の尊重と育成
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

　当社においては、グループ会社を含めた「安全協議会」を原則として2
カ月に1回開催し、工事および現場作業を中心として、安全の確保なら
びに作業環境や作業基準の改善等を行い、社外の工事、機器据付、端末調
整、現場調査、および保守に関する労働災害の撲滅に取り組んでいます。
　安全協議会における主な取り組みの一つとして、グループの受注工
事現場の安全パトロールを1回以上/期実施し、お客様への安全配慮の
確認および工事現場作業員の安全確保に努めています。今後もグルー
プ基本理念である「安全と健康を守ることは全てに優先する」のもと、
事故・災害ゼロをめざします。

　2013年4月より、当社富山工場に「危険体感センター」を開設してい
ます。この体感センターでは、「電気短絡・感電体感」や「重量物取り扱
い」「安全帯ぶらさがり体感」など日常業務に直結した危険性について、
実際に自ら体験（事故の怖さを体感）することができます。
　まだまだ労働災害のリスクは減っていません。労働災害を根絶すべ
く、このセンターをスタートさせました。うまく活用していくことで安
全な職場づくり、作業者一人ひとりの安全に対する意識改革につなげ
ていきます。
　今後は、現場作業に関する各種安全教育のすべてをここに集約させ、
2013年度より新入社員や実習生の研修プログラムとしても役立てら
れるようにしていきます。

1．当社の人財開発基本理念と本年度の基本方針
　基本理念は、『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、HiKQイノベーションの実現を
めざします。

2．グローバル人財育成
　グローバル事業の拡大に寄与する人財の育成施策として次の取り組
みを継続しています。
①海外現地法人における業務研修
　入社3年目以降から選抜し、2012年度末時点で5名が海外現地法
人で研修を行っています。

②若手海外派遣研修
　若手の海外研修として、日立の海外派遣プログラムに沿って15名
を世界各地に派遣しました。
　この研修では、語学学校への留学やビジネステーマに沿った研修の
他に、各国の障がい者施設へのボランティア派遣を行っています。自己
推薦により国境を越えた社会貢献意識の高い人財を育成しています。
　この取り組みは2012年9月11日付の日本経済新聞朝刊で、「日本
人がいない地でのボランティアにより自分を鍛える」ことを志す人
財への企業の支援策として紹介されました。

③語学力の強化
　グローバルの共通言語の一つである英語力を強化するために英会
話スピーキング強化プログラムを展開しており、2012年度で累計
106名が受講しました。また、自己啓発としての社内勉強会開催への
支援も行っています。

「HiKQの心」を実現する人財開発施策を展開します

安全衛生活動

危険体感センター開設（富山工場）

　社会イノベーションが活発になる中で、成長著しいインドでの
経験は大変貴重なものだと思い、自ら応募しました。日本人1人で
の障がい児施設でのボランティアとホームステイでしたが、そこ
で受けた衝撃が今でも
自分の原動力となり、
「臆さない勇気」や「自分
を変えなければいけな
い危機感」など、帰国後
の行動力につながって
います。また、私の後に
インドへ派遣された社
員も同施設を訪れるな
ど、現在も現地との交流
が続いています。

人事総務本部
人財戦略グループ
柿沼 美代子

Voice

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

「安全協議会」安全パトロール

「安全帯ぶらさがり」を体感

「重量物取り扱い」の怖さを体感
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▪高齢者再雇用率推移（当社単独）

▪障がい者雇用率推移（当社単独）

　当社では、「健康で豊かな生活」と「やりがいのある充実した仕事」の
両立の観点から、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の整備・拡充
を推進してきており、2012年4月には厚生労働省より「次世代育成支
援対策推進法」認定マーク（愛称：くるみん）を取得しました。
　また、社員が自主的にワークライフバランスを推進するために結成
されたワーキンググループ「Life�Revolution17」では納涼祭、ファミ
リーデー（家族の職場見学会）等を通じてワークライフバランスの社内
浸透に向けての取り組みを推進しています。
　今後も仕事と家庭の両立を支援し、多様な観
点からワーク（仕事）とライフ（生活）の調和をめ
ざすことで、すべての社員がいきいきと働き、活
躍できる職場環境づくりに努めていきます。

仕事と家庭の両立支援

多様な人財の雇用促進

　小金井工場の設計部で部品の手配業務を行っています。まだま
だ上司に頼ることも多いですが、早く一人で完璧に仕事をこなせ
るようになりたいと思っています。私は
車椅子を使っていますが、会社生活で不
自由を感じることはありません。温泉め
ぐりが趣味で、よく車で出掛けています。
温泉で心身をリフレッシュさせ、週明け
からの仕事に備えています。

映像・通信事業部
モバイル設計部
森田 文男

Voice

　2012年に入社し、入社後の現場実習で得た知識を基に、作業指示
書の受付・配付業務を担当しており、メールやコミュニケーション
ボードによる筆談で、聴覚のハンデキャッ
プをカバーしています。また、Show�up�
factoryの一環として、工場内をきれいに
することで、お客様に満足していただける
ように、また私たちも気持ちよく仕事がで
きるように取り組んでいます。製造部の作
業のインプット、お客様を気持ちよくお迎
えすること、どちらも重要でやりがいのあ
る仕事です。今後はさらに仕事の幅を広げ、
頑張っていきたいと思います。

富山工場
製造部

和泉 匡儀

Voice

　当社は、経営理念に「多様な人財を尊重し、能力を高め発揮できる機
会と場を提供」することを、また、行動基準には「従業員の多様性、人格、
個性を尊重し、働きがいのある、安全で健康的な職場を確保し、研鑽と
成長の機会を提供」することを定めています。
　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、定年退職後に再雇用を希望する社員全員を
65歳まで雇用延長する制度を2005年度に導入しています。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、昨年度1名を新規採用し、本年4月現
在、2.06％と法定雇用率を上回っています。さらに今後も雇用機会の
拡大に努めていきます。
　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、生き生きとした職場環境の整備に努めていきます。
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■■ 短時間勤務利用者＊数　■■ 育児休職取得者

＊�短時間勤務利用者…育児、介護等のために、通常よりも短い勤務時間で働いている者
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地域社会との共生
地域の状況や人々の想いを理解し、感度を高め、
未来のニーズを考えます社会性報告

逆に、大人の私たちが勉強させても
らったような気もしています。
　今後も「未来を担う人財」の育成に
少しでも役立てるよう、微力ながら
協力を続けていきます。

　2013年3月19日、当社小金井工場産業医からの紹介により、日本医
科大学医学生のみなさんで構成されたボランティア団体「みんなで学
ぼう�救急救命実行委員会（通称「みん救」）のメンバーを講師として当
社小金井工場にお迎えし、当社、㈱日立国際電気サービス（現：㈱日立国
際八木ソリューションズ）および国際電気テクノサービス㈱の社員（各
社の安全衛生委員）計28名を対象に普通救命講習の中から「BLS
（Basic�Life�Support）＝一次心肺蘇生術」を学びました。
　当日は1グループ2～3名に分かれ、マネキンを使用し、心臓マッサー
ジ、人工呼吸およびAED操作について、「みん救」の方々からご指導い
ただき、講習会の最後には参加者全員が修了証を受領しました。
　今回の取り組みを機に、日立国際電気グループ全体で一次心肺蘇生
術を中心とした普通救命講習会を計画的に実施し、社内はもとより、最
終的には万一街中で倒れている方に対しても、率先して救急救命を行
えるよう社員の意識とスキルの向上に努めていきます。

心臓マッサージを体験する当社社員 日本医科大学医学生のみなさんと当社社員

　初の試みでしたが、母校の後輩と当社の社員とで和気あいあい
のうちに無事終わり、ほっとしています。みなさん真剣に取り組ま
れ、翌日筋肉痛になった方もいたようです。
　救急車要請から到着まで約8分かかるとの統
計があります。その間に一般市民が「BLS」を施せ
ば救命率は格段に上がります。これを機に社員
の誰もがBLSのスキルを持つようになり、さらに
上級者向けの講習をめざす方が増えるよう支援
してまいります。

小金井工場 産業医
赤石 治美 先生

Voice

　当社小金井工場では、近隣の小学校で行っている「『労働』を考える学
習」に協力し、「就労体験」と「仕事インタビュー」の受け入れを行いました。
　2012年10月には就労体験として、6年生2名を受け入れ、総務部で2
日間にわたりPC入力作業や職場安全巡視等の仕事を経験してもらい
ました。
　また、2013年1月には仕事インタビューとして、2年生6名からの
「仕事・会社」に関する質問を受けました。
　これらの受け入れを通じ「働くこ
との大切さ」や「お父さん・お母さん
の苦労」を理解してもらいたいと
思っていましたが、子供たちに仕事
を教えたり説明したりする難しさを
あらためて実感し、普段できない新
鮮な経験もできたと感じています。

　2012年2月20日から24日までの5日間、韓国の仁荷（INHA）大学校
IT工科大学の学生2名をインターンシップ生として当社富山工場に受
け入れました。
　期間中、半導体製造装置の構造やプロセス開発に関する実習を中心
に行い、管理職や若手社員との座談会による技術・文化交流、また、受け
入れ期間の前後には、ビーチボールバレー大会参加や観光等、盛りだく
さんの内容で日本の文化や当社の
先端技術を学んでいただきました。
今回の受け入れに関し、大学から
感謝状を贈られております。
　今後も外国人学生のインターン
シップを積極的に受け入れ、関係
諸外国の大学とのより良い友好関
係を築いていきます。

　日立グループ（富山地区）による合同の富山市岩瀬浜海岸清掃が
2012年9月8日（土）に実施され、日立グループ13社194名の方が海岸
清掃ボランティア活動に汗を流しました。194名の参加者のうち当社
グループ社員は、家族を含め92名でした。
　1時間余りの作業でしたが、きれいで素敵な海水浴場・海浜公園にな
りました。
　この海岸清掃ボランティア活動は、来年以降も日立グループ地域ボ
ランティア活動として継続実施していく予定です。

小学生の社会学習に協力

日立グループ(富山地区)合同海岸清掃への参画

韓国の大学生をインターンシップ生として受け入れ（富山工場）

「みんなで学ぼう 救急救命講習会
（通称「みん救」）」から学んだ一次心肺蘇生術

就労体験をする小学生
日立国際電気　社会貢献活動

社会貢献活動の詳細情報サイト

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

検索

仕事インタビューで来訪された小学生
のみなさん

感謝状（盾形）

日差しの強い9月の海岸に散って清掃作業 海岸清掃参加メンバー
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ガバナンスとリスク対応
価値を創造し未来を切り拓くとともに、
社会から尊敬される清廉な企業文化をつくります社会性報告

　「企業理念、経営理念および行動基準」の、「企業理念、経営理念」に示
した基本理念を実現するため、「行動基準」と「日立国際電気グループ行
動規範」に示す活動を積み重ねていくことをCSR方針としています。ま
た当社は、CSR方針に基づく具体的な活動の指針として、（株）日立製作
所の「日立グループCSR方針」を参照し、これを基準として自己評価と
改善への取り組みを行っています。

▪企業理念体系と経営方針

コンプライアンス
　談合やカルテルは社会に対する犯罪行為であり、これを一切はねつ
け、競争力強化を図ることは企業の体質改善、お客様第一主義にも通じ
ます。また、企業や個人の情報保護にも社会の関心が高まっています。
核開発問題など、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。当社の法務・CSR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、コンプライアンス（＝社会の信頼に応えること）
に対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。

財務情報の信頼性確保
　財務情報の信頼性確保を主な目的とする内部統制については、親会
社である（株）日立製作所と連携し、日立グループの内部統制の枠組み
とツールを用いて整備し、また評価・改善を行っています。

　各グループ会社を含め、社内報や研修、イントラネットを通じ、「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が運営主体
となり、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

企業理念、経営理念および行動基準とCSR 内部通報制度
「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」

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
　「日立国際電気グループCSR報告書2013」に載せきれない詳しい情
報や、継続的にお伝えしたい内容は、当社インターネット・ホームペー
ジの「CSR情報」サイトに掲載していますので、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。　（本報告書p2�
「日立国際電気グループの情報開示」もご参照ください。）

公正、積極的な情報開示をします

2013年3月期決算説明会

日立国際電気グループ倫理ヘルプライン

※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。

（株）日立国際電気 倫理ヘルプライン担当 宛

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　

日立国際電気　CSR情報

CSR情報の紹介サイト

または

日立国際電気　企業理念

企業理念等の紹介サイト
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/standard.html

検索または

日立国際電気グループ行動規範

グループ行動規範等の紹介サイト
(株)日立国際電気 ホームページ
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html

検索または

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

検索

企業理念：当社グループのあるべき姿、存在意義を示すもの
経営理念：会社運営の基軸
行動基準：事業活動を進める上で重要と考えること

日立国際電気グループ
行動規範

行動基準

経営理念

企業理念

経営戦略
HK-AV10 HiKQの心

風土醸成活動
HiKQイノベーション活動
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環境マインド＆グローバル環境経営
日立国際電気の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

　環境担当役員、各工場長および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。モノづくり
統括本部環境統括室は、環境推進委員会での決定事項をベースに計画
を推進し、「環境管理責任者会議」および「環境担当者会議」において進
捗フォローアップを行っています。

▪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年度にはすべての国内製造・サービス拠点
で取得を完了しました。
　2007年度は、お客様との接点である本社営業部門、2011年度には、当社の支社・営業所の営業部門に適用範囲を拡大し、ISO14001認証を継続しています。

社 長

グループ会社

環境担当役員

環境推進委員会

環境管理責任者会議 環境担当者会議

モノづくり統括本部環境統括室

（2回／年）

（1回／月）（1回／年）

小金井工場 富山工場 羽村工場本 社

支 社

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、地
球環境保全に努めることにより社会的責任を
果たす。

環境管理体制

　2012年度環境行動計画主要項目の実績・評価は以下の通りです。

カテゴリー 主要項目 行動目標 指　標
最終年度
（2015年度）
目　標

2012年度
目　標

2012年度
実　績 評　価

環境マインド＆
グローバル環境経営

環境管理システムの構築 環境活動レベルの向上
（GP：グリーンポイント） GREEN21-2015のGP 640�GP 448GP 475GP � �

環境リテラシーの醸成 環境eラーニングによる
環境マインド醸成 受講率 98�% 98% 100% � �

次世代製品と
サービスの提供 エコプロダクツの推進 環境適合製品の拡大 環境適合製品売上高比率 88�% 81% 85% � �

環境に高いレベルで
配慮した工場とオフィス

地球温暖化の防止 CO2排出原単位改善 生産高CO2排出量原単位
（基準年度2005年） −10�% −7% −5%

輸送時のエネルギー削減 輸送エネルギー原単位改善 生産高輸送エネルギー原単位
（基準年度2006年） −15�% −13% −25% � �

資源の有効活用

廃棄物有価物発生量
原単位改善

生産高廃棄物有価物発生量
原単位（基準年度2005年） −20�% −6% −8% � �

電子マニフェスト推進 登録（交付）率の向上 90%以上 75% 78% � �

2012年度環境活動目標と実績

評価基準 ：達成 ：達成率80%以上 ：達成率80%未満

日立国際電気 環境保全行動指針

環境保全行動指針の紹介サイト

または

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

検索
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▪環境保全コスト
費用［単位：百万円］

項　目 2010年度 2011年度 2012年度 主な内容

事業所エリア内
コスト 197.0 204.4 187.9 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 0.2 0.1 0.3 グリーン調達費用、リサイクル費用

管理活動コスト 67.3 43.8 51.5 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 166.7 215.6 216.5 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 1.9 1.5 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 433.1 465.9 457.7 −

投資［単位：百万円］

項　目 2010年度 2011年度 2012年度 主な内容

環境保全に
対する投資 9.2� 57.4 20.4 省エネ設備などの直接的環境負荷低減設備への投資

▪環境保全効果
経済効果［単位：百万円］

項　目 2010年度 2011年度 2012年度 主な内容

実収入効果 8.3 9.7 9.0 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減効果 10.0 10.3 0.6 省エネ設備による経費節減効果など

合計 18.3 20.0 9.6 −

データの集計範囲は、当社の本社・工場及びグループ会社((株)日立国際八木ソリューションズ大
宮工場、(株)五洋電子仙台工場)としています。

　日立グループでは、環境活動レベルの改善や向上を図るために、環境
活動を自己評価する仕組みである「GREEN21」を運用しています。
GREEN21は、環境活動分野を8カテゴリーに分類し、環境行動計画の
目標達成度や活動内容を評価してレーダーチャートにより結果を可視
化する仕組みです。
　2011～2015年度は、「GREEN21-2015」として、環境事業の拡大
による経営への貢献や生態系の保全、サプライチェーンを通じた環境
情報の収集・伝達に関する活動を評価項目に加え、レベルの引き上げに
取り組んでいます。
　当社の2012年度の実績は、日立グループの共通目標である448GP
に対して、475GPであり、目標を達成しました。

▪GREEN21評価項目

カテゴリー 主な評価内容

1 環境経営 環境管理、環境会計、法規制遵守

2 環境事業 1億トンCO2排出抑制、環境事業戦略

3 サプライチェーン サプライチェーンを通じた環境情報の
収集と伝達

4 エコマインド 環境教育、環境エキスパートの育成

5 エコプロダクツ 製品・サービス等のアセスメント

6 地球温暖化防止 CO2排出量の削減、省エネ努力、
輸送省エネ

7 資源循環 資源循環、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、生態系の保全

▪グリーンポイント

　環境省の｢環境会計ガイドライン｣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省エネ設備投資などに伴う経費節減効果を把握し
ています。これらの結果に基づき、投資対効果の向上に努めています。

---- 日立グループ共通目標値
2012年度実績
2011年度実績

20

0

40

60

80

100
1.環境経営

2.環境事業
8.ステークホルダーとの

6.地球温暖化防止

サプライチェーン

4. エコマインド

5.エコプロダクツ

7.資源循環

環境協働

3.

「GREEN21-2015」2012年度評価結果

　海外拠点の順法状況の確認のため、ブラジルのHitachi�Kokusai�
Linear�Equipamentos�Eletrônicos�S/Aを訪問しました。
　事前確認資料に基づく現地担当者へのヒアリングや環境施設の運用
管理状況を確認しました。産業廃棄物処理委託先への訪問にも同行し、
リサイクル処理の状況や処理委
託物のバーコード管理など現地
の処理システムも把握できまし
た。
　現地拠点の環境ガバナンス向
上のため、日本からも引き続き
支援していきます。

海外拠点の環境ガバナンス

環境会計

現地の産業廃棄物処理委託先
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環境に配慮した工場とオフィス
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、廃棄物削減活動などに取り組んでいます環境報告

　当社グループでは、製品を提供するために、資源やエネルギーなどを
投入し、結果としてCO2や廃棄物などを排出しています。当社および
製造グループ会社＊1の製造拠点では、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使用効率の向上に努めています。

　当社および製造グループ会社の製造拠点では、製造段階のエネルギー
を削減する取り組みとして、生産高CO2排出量原単位を2015年度に
2005年度比で10％削減する目標を掲げています。2012年度は、生産高
CO2排出量原単位を7％削減する目標を掲げ活動しましたが、排出量に
対する生産高の減少により、実績5％削減となり目標未達となりました。
　設備面の取り組みとして、2012年度は、高効率空調機器の更新、水
銀灯のLED照明への更新、電力監視システムの導入などを実施しまし
た。また、運用面の取り組みとしては、2005年から政府が推進する地
球温暖化防止国民運動に賛同し、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、「ライトダウンキャンペーン」への参加を継
続しています。

電力見える化システムの導入
　日立グループでは、2012年度に
ピーク電力の抑制のため、電力使用量
をリアルタイムで把握する電力見え
る化システムを導入しました。
　当社グループにおいても、契約電力
500kW以上の事業所5ヶ所の電力使

用量実績をリアルタイムでモニタし、契約電力に対する余裕度を常時
監視しています。

▪CO2排出量および生産高CO2排出量原単位の推移

※CO2排出量の算定に使用したCO2排出係数は、環境省公表による各電力会社の係数を使用。
　2010年度以降のCO2排出係数は、日立グループで使用している0.36で計算しています。

事業活動と環境負荷

地球温暖化防止（省エネルギー）

　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「サプライチェーンにおけるCSRの推進」のページおよび「次世代
製品とサービスの提供」のページで紹介しています。

＊1�製造グループ会社：(株)日立国際八木ソリューションズ、(株)国際電気セミコンダクターサービス、（株）五洋電子
＊2�PRTR：Pollutant�Release�and�Transfer�Register（化学物質排出移動量届出制度）

INPUT 当社および
グループ会社の

事業活動

製品

OUTPUT

（　　）内は2011年度比を示します。

[年度]1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
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CO2排出量原単位指数 同指数目標値

　排
出
量

CO2 　排
出
量
原
単
位
指
数

CO2100

139

115
104

86
95 93 90

エネルギー
電気� 32,409MWh（　0％）
� ［316,093GJ］
燃料油（重油・灯油）� 281kL（　3％）
� ［10,592GJ］
ガス（都市ガス・LPG）� 102千㎥（−8％）
� ［6,872GJ］

紙� 62t（−19％）

原材料
排出量� 1,025t（��−8％）
最終処分量� 4t（��−9％）

廃棄物・有価物

PRTR化学物質排出・移動・リサイクル量� 0.7t（−99％）

化学物質
PRTR＊2化学物質取扱量� 6.0t（−89％）

化学物質

電力監視システムモニタ画面

上水、地下水� 193千㎥（−12％）
��上水� 178千㎥����������　
��地下水� 15千㎥����������　

水 排水
排水量� 193千㎥（−12％）
��下水� 65千㎥����������　�
��浄化後河川� 128千㎥����������　
BOD� 0.4t（　13％）
COD� 0t（��　0％）

CO2排出量� 12,773t（　��0％）
��直接CO2排出量� 1,105t����������　
��間接CO2排出量� 11,668t����������　
SOx� 163N㎥（−30％）
NOx� 264N㎥（��−6％）

排ガス
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　当社および製造グループ会社の製造拠点で
は、廃棄物有価物発生量を抑制する取り組み
として、廃棄物有価物発生量原単位を2015
年度に2005年度比で20%改善する目標を掲
げています。
　2012年度は、廃棄物有価物発生量原単位
を6％削減する目標に対して海外生産製品の
木枠梱包材からダンボールによる梱包材への
切替えや取引先から納入品の荷姿改善等の取
り組みにより、実績8％削減となり、目標を達
成しました。

廃棄物の削減

　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り扱う事業所に届出義務
が課せられました。2010年度のPRTR法対象
化学物質の改定以降、当社および製造グルー
プ会社の製造拠点では、主にプリント基板の
表面処理に使用する化学物質、燃料に含まれ
る化学物質が対象となり、取扱量の把握と届
出を行ってきましたが、2012年度はプリン
ト基板工場の廃止に伴い、対象化学物質の総
量は大幅に減少しています。

　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2026年度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、定期的な点検を行っています。
　2012年度は、当社小金井工場で保管していた高濃度PCBを日本環
境安全事業(株)へ処理を委託し、無害化処理を完了しています。

▪PRTR法対象化学物質の排出・移動量実績
（当社と製造グループ会社の製造拠点　合計）[単位：kg/年]

化学物質名 取扱量 排出量 移動量 消費量 除去処理量 リサイクル量

キシレン 1,509 55 24 1,430 0 0

1，2，4−
トリメチルベンゼン 1,947 0 0 1,947 0 0

トルエン 124 87 22 15 0 0

鉛 418 0 6 356 0 56

ふっ化水素および
その水溶性塩 435 94 341 0 0 0

メチルナフタレン 1,493 0 0 1,493 0 0

※主な取扱物質を表に掲載

PRTR法対象化学物質

PCB使用機器の適正管理
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▪廃棄物有価物発生量と原単位の推移

PCB含有機器の搬出作業
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次世代製品とサービスの提供
製品の素材製造・生産、お客様のご使用・廃棄にわたる一生を通じて、
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環境報告

2012年度の環境適合製品
　当社グループでは、製品のライフサイクルの各段階で、製品の環境負荷をできる限り軽減できるよう「環境適合設計アセスメント」を導入し、製品
開発を進めています。
　2012年度に新規登録した環境適合製品は、26機種、8業務となりました。

環境適合製品セレクト
　環境適合製品セレクトとは、日立グループの環境適合製品の中で、温
室効果ガスの排出と資源の消費を抑え、製品・サービスの価値を向上さ
せる度合いを表す環境効率が、特に高い製品・サービスをいいます。
　具体的には、次の1～4いずれかの項目を満たす製品・サービスを環
境適合製品セレクトとしています。

エコプロダクツ（環境適合製品）

ショート保護回路搭載型2分岐器
S-AC-072
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 215kg-CO2  ：14％低減
❷ 新規資源量  ：10％増
❸ 消費電力  ：17％低減
❹ 温暖化防止ファクター ：4.7
❺ 資源化ファクター ：4.7
（2003年発売製品EA-EQ6比）

縦型酸化・拡散/LPCVD装置
DD-812V
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 1.128t-CO2  ：33％減
❷ 新規資源量  ：35％低減
❸ 最大消費電力  ：40％低減
❹ 温暖化防止ファクター ：2.3
❺ 資源化ファクター ：2.7
（2004年発売製品DD-853V-8BL比）

屋外拡声装置受信ユニット
ER-R069
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 71kg-CO2  ：61％低減
❷ 新規資源量  ：33％低減
❸ 最大消費電力  ：62％低減
❹ 温暖化防止ファクター ：10.3
❺ 資源化ファクター ：5.7
（2003年発売製品ETR-R067比）

地上デジタルUHFアンテナ
U26-W,B
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 20kg-CO2  ：23％低減
❷ 新規資源量  ：12％増
❸ 温暖化防止ファクター ：4.0
❹ 資源化ファクター ：2.6
（2002年発売製品CLUS-W20CR比）

単板HDTVカラーカメラ
KP-HD20A
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 157kg-CO2  ：79％増
❷ 新規資源量  ：30％増
❸ 消費電力  ：85％増
❹ 温暖化防止ファクター ：3.1
❺ 資源化ファクター ：4.1
（2001年発売製品KP-D20A比）

屋外雲台一体型カメラ
HC-242A
❶ CO2排出量（ライフサイクル全体）
　 1.6t-CO2  ：64％低減
❷ 新規資源量  ：1％増
❸ 最大消費電力  ：33％低減
❹ 温暖化防止ファクター ：14.1
❺ 資源化ファクター ：5.0
（2002年発売製品HC-242比）

環境適合製品セレクト

　1. 温暖化防止ファクターまたは資源ファクターが10以上
　　 （基準年度を2000年度から2005年度に変更、機能を厳選）
　2. 業界トップクラス
　3. 社外表彰、公的認定を受賞
　4. 2005年度製品比CO2排出削減率50％以上
　2012年度は１機種（HC-242A）を環境適合製品セレクトとして認
定しました。
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ステークホルダーとの環境協働
ステークホルダーへの情報開示と環境コミュニケーションを
図っています環境報告

　当社小金井工場では、老朽化した既存工場棟を解体し、新棟を建設中
ですが、新棟建設予定地が小平市の埋蔵文化財包蔵地である鈴木遺跡
の範囲内であることから、文化庁、東京都教育委員会地域教育支援部管
理課、小平市文化財保護審議会の管理・指導のもと鈴木遺跡の発掘調査
を実施しました。
　鈴木遺跡は、今から3万年前～1万2千年前にあたる後期旧石器時代
の遺跡です。この遺跡は、集落が営まれることはなく、狩猟採集の場と
して利用されていたものと考えられ、狩猟に使われた石器や多数の石
器片が発掘されています。
　これまでも、1982年工場増設時、2006年敷地内グラウンドでの新
棟建設時にも鈴木遺跡の発掘調査等を実施しています。今回の調査で
は、遺跡の価値を書き換えるような学術上の新発見は無かったようで
すが、旧石器時代におけるこの付近での遺跡の広がりについてより詳
細に把握することができたよ
うです。
　今後も地域の文化や環境に
配慮し、地元の皆様と共に発展
していきたいと考えています。

　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
開するための表彰制度「GREEN21表彰」を設けています。
　2012年度の表彰では、日立グループ全体で当社グループからの1件
を含む21件の応募があり、「環境マネジメント＆コミュニケーション」
「エコビジネス＆エコプロダクツ」「エコファクトリー＆オフィス」の部
門ごとに、最優秀賞、優秀賞、奨励賞が表彰されました。この中で当社富
山工場は、「エコファクトリー＆オフィス」の奨励賞を受賞しました。
　「工場の生産活動に伴う環境負荷低減の推進」として、省エネルギー
施策の実施、梱包材を
主体とした廃棄物の
削減、海上輸送のモー
ダルシフトによる輸
送エネルギー削減等
の地道な活動や外部
表彰などが評価され、
今回の受賞となりま
した。

　2013年2月27日に羽村市立栄小学校4年生14名が、「環境問題を考
える」というテーマで来社され、授業と工場見学を織り交ぜて日立グ
ループや羽村工場の環境問題への取り組みを紹介しました。
　授業では当社担当者の説明にメモを取りながら熱心に聞き入り、多く
の質問が寄せられ、当社の幅広い取り組みに理解を深めたようでした。
　また、工場見学では、普段見ることのできない大型工作機械によるもの
づくり、廃材の分別などを体感
し、目を輝かせていました。
　近隣住民の皆様へ当社の環
境に対する取り組みをご紹介
できたことは非常に良い機会
となりました。

　当社富山工場は、2012年度エコシップマーク認定優良事業者とし
て国土交通省より国土交通省海事局長表彰を受賞しました。この賞は
地球に優しい海上輸送に貢献した企業に与えられるもので、営業や物
流業者、さらにグループ会社の協力のもと、当社従業員が日頃から環境
問題に対して積極的に取り組んできた結果、表彰されたものです。
　授賞式は2013年2月6日東京で行われ、当日は、荷主や物流業者など
総勢22企業の方々が出席されました。表彰を
受けた業種も食品・自動車関連・住宅関係と多
岐にわたり、その中で今回受賞できたことは
非常に光栄なことです。海上輸送の積極的な
推進は、環境面でのCO2削減と輸送業者の安
全確保という面でも重要な取り組みで、環境
問題が注目される現在、地球環境を維持し持
続可能な社会を築くことは企業の責任です。
これを意識し当社一丸となり、環境負荷低減
活動に貢献できるよう取り組んでいきます。

日立製作所より表彰される当社担当者(左)

製造現場の見学

環境への取り組みの説明

エコシップマーク認定証

　当社富山工場、（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）が2009年度から合同で参画している富山市の「企
業の森づくり事業」は、当初から計画していた遊歩道が2011年度に開
通し、一区切りを迎えました。
　2012年度は、「健康」「癒し」「収穫」の森
へと作業グループリーダーの指揮のもと、
活動しました。
　今後も、森づくり事業に取り組むことを
通して、地域社会の環境整備に寄与し、従業
員の環境保全意識の向上を図っていきます。

富山市「企業の森づくり事業」への継続参画

羽村工場　環境社会科見学受け入れ

富山工場　エコシップモーダルシフト事業　優良事業者に認定（表彰）

富山工場　GREEN21表彰
｢エコファクトリー＆オフィス｣奨励賞受賞

小金井工場 新棟建設にあたっての環境配慮
（遺跡保存）について

森づくり参加メンバー

鈴木遺跡の範囲と当社小金井工場の位置関係

当社
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http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/er/
または 日立国際電気　CSR報告書 検索

　冊子としての印刷をせず、ネット公開のみとなりましたが、年次報告としての重要
性は少しも変わりません。毎年ご愛読いただいている方にも、初めて読まれる方にも、
当社グループが何を重要と考え、2012年度を中心にどう活動したかご評価いただけ
るよう、全体のサイズを変えずに纏めました。前年の繰り返しの報告になっている部
分については、継続・繰り返しそのものに意味や価値があると考え、掲載しています。
当社ホームページでは、ご関心あれば「CSR情報」など、他の部分も併せてご参照いた
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。

編 集 後 記

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

お問い合せ先 ： 〒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 法務・CSR本部
 TEL.03-6734-9401　FAX.03-5209-6160
発　　　　行 ： 2013年6月

▪ 本報告書は、インターネット上での公開のみとし、印刷した冊子の作成は行っ
ていません。
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