
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
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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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