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編集方針

拠点集約における CSR

■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。

■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 は、2010 年 11月 の ISO（International Organi-
zation for Standardization）26000 発 行 や、2011 年
5月のOECD（Organization for Economic Co-opera-
tion and Development）多国籍企業行動指針改定、また
2013年12月のIIRC（Intenational Integrated Reporting 
Council）統合報告フレームワーク改訂など、CSRに関わる
標準化の国際的な流れを注視し、2013年には、こうした流
れを背景としてGRIガイドラインを参照しつつCSR報告書
を作成しました。
　GRIガイドラインによる自己評価と対照表については、
追って英文版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。

■報告の対象範囲
対象期間　　　：2013年度（2013年4月1日…～…2014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

※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で表示、環境報
告など、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

■「東京事業所」への集約
　中期経営計画の一環として推進している体質強化に向けた
事業構造改革として、2013年10月に当社羽村工場と（株）
日立国際八木ソリューションズの大宮工場を当社小金井工場
に集約し、「東京事業所」という新たな名称でソリューション
事業の強化に向けスタートしました。
　事業拠点の集約が、関連する地域環境や地域社会との関係、
また従業員の勤労環境などに何らかの影響、変化をもたらす
ことは避けられません。ステークホルダーとの対話の機会を
密にし、負の影響を可能な限り減らし、正の効果を最大限産
み出し、より互恵的な関係を新たに構築していくことが企業
の責任であると考えます。全グループを挙げてこれに取り組
み、また適切な範囲でこの報告書やWebサイトなどを通じ
具体的な取り組み状況をご報告します。

■次回発行予定
次回は2015年6月に発行予定です。
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　「企業理念」で、当社グループは「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」とし、社会の持続可能な発展に貢献することを事業の
目的として宣言しています。会社運営上の意志と価値観を
示した「経営理念」は「行動基準」とともに、ステークホルダー
との関係において何を重要と考えて価値を創造し、事業活
動を進めるかを示しています。これらとあわせて、中期計
画などの具体的な経営ビジョンと戦略、グローバルな行動
規範としてのグループ行動規範、活力ある風土醸成に向け
たHiKQ（ハイケイキュー）イノベーション活動の状況を公
表し、広く対話を促進する材料としています。
　また、CSRに向けたグローバルな要請を盛り込んだ自己
評価ツールを開発・活用し、評価と改善への取り組みを行っ
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
を主に扱う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。

　毎年6月に財務報告を含む報告書を、12月には中間報告
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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　インターネットの当社ホームページでは、お客様向けの
情報に加え、「日立国際電気について」のページで各種の報
告書などを含め、財務情報、非財務情報を掲載しています。

　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。

　「企業理念、経営理念」に示した基本理念を、「行動基準」
と「グループ行動規範」に示す活動の積み重ねにより実現
することを当社グループの CSR 方針としています。

■企業理念、経営理念および行動基準とCSR

■事業報告書

■決算説明会など

■インターネット・ホームページ（Web サイト）

当社の経営とCSR 日立国際電気グループの情報開示

※「企業理念、経営理念および行動基準」の全文は、この報告書の次の
    ページ下段でも紹介しています。

2014年3月期決算説明会

インターネット・ホームページ（Webサイト）事業報告書

当社企業理念等の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/standard.html 

日立国際電気　企業理念 検索または

Web

日立国際電気グループ行動規範の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html

日立国際電気　グループ行動規範 検索または

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

日立国際電気 検索または

Web

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

経営戦略
HK-AV10

企業理念

経営理念

行動基準

日立国際電気グループ
行動規範

HiKQの心

風土醸成活動
HiKQイノベーション

活動

日立国際電気グループ行動規範：
企業理念実現のために、経営者と従業員が守るべき具体的事項

企業理念体系と経営方針
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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。

　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。
　2013年度は、欧州での信用不安や米国における財政問
題等が沈静化したことから先進国経済が回復基調であった
ものの、新興国には経済成長の停滞が見られました。一方、
国内においては政府による経済振興策により公共事業分野
における需要増大など、概ね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、前年度までに
実施した国内グループ会社の再編や事業拠点集約などの事
業構造改革を通じて実現した強固な事業体質を支えとし
て、新事業の拡大推進やお客様に密着した営業提案活動な
どにより積極的な事業活動に取り組みました。映像・無線
ネットワーク部門では、堅調な公共事業投資を背景に、防
災行政無線システムなどの分野において、拡販プロジェク
トなどによる積極的な営業活動を展開しました。エコ・薄
膜プロセス部門では半導体市況の回復に伴い半導体メー
カーの設備投資が堅調に推移する中、お客様ニーズを捉え
た積極的な製品やサービスの提案を通じた営業活動を展開
しました。
　今後を見ますと、堅調な先進国経済を背景として世界経
済は、地政学的なリスクはありますが総じて緩やかな拡大
基調となり、国内経済においても、政府の経済振興策継続
により景気回復基調が続くものと予想されますが、国内外
を問わず市場の変化は激しく、競争もより一層の激しさを
増しています。

価値を創造し、豊かで持続可能な未来を切り拓きます
社長メッセージ
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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。

　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、日立グループ全体で推進中の「スマトラプロジェクト

（Hitachi Smart Transformation Project）」と連携し、
コスト構造改革の推進を継続するとともに、以下の施策を
推進します。
　映像・無線ネットワーク部門においては、放送システム
製品について、ブラジルをグローバル展開の生産拠点とし
て強化するとともに、世界各地域の現地パートナーとの協
業やM&A により販売チャネルの拡充を推進することで地
産地消の拡大を図ります。無線・監視システム製品につい
て、社会イノベーション事業の伸張をめざす日立グループ
との連携をさらに強化して事業拡大を図るとともに、高度
監視等の差別化技術による新事業の開拓も積極的に推進し
ます。防災・業務無線システム製品などについて、マーケッ
トインに基づく営業提案活動によりシェアの拡大を図ると
ともに、ソリューション・サービスの分野において、お客
様ニーズに適合した地域密着型ソリューション・サービス
の提供を戦略的に推進し、事業ポートフォリオの転換を図
ります。
　さらに中長期的な視点から、ビッグデータやクラウドな
どを含めたより高度なソリューション・サービスへのニー
ズの高まりを見据え、日立グループとの連携により、次の
時代に向けたソリューション事業を積極的に立ち上げます。
　エコ・薄膜プロセス部門においては、デバイスの微細化
や新膜種など、急速な変化を続ける市場の中で勝ち抜くた
めに、お客様との共同開発の強化により、次世代、次々
世代に対応する高品質で高い生産性を有する戦略製品の
開発を推進します。お客様に近い地点における研究開発・
生産、サポート強化など、地域に根差したサービスの提供

によりトランスナショナル・サービスを拡大するとともに、
製品開発段階からのサービス戦略の立案などにより、プロ
ダクト・ライフサイクル・ビジネスを強化し、サービス事
業の高度化を図ります。現地パートナーとの連携強化やサ
プライヤーとのリスク共有などを通じ、シリコンサイクル
の起伏の激しい需要変化にも柔軟に対応することができる
生産体制を確立し、収益構造の強化を図ります。
　世界の状況に広く目を向ければ、各地における経済格差
の発生、災害や食料危機につながる気候変動や生物多様性
の衰退などの環境問題、地域的な紛争などから懸念される
人道的な問題、これらを背景とする人権尊重に対する世界
的な意識の高まりがあります。
　当社グループは、企業理念において「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」として、価値創造により社会に貢献する企業
をめざしています。生産活動に伴う環境負荷の低減、人権
の尊重や多様な人財の雇用・育成、法令遵守と清廉な企業
文化の醸成、また各地域におけるステークホルダーとの密
接な対話とそれを通じた課題対応に努め、持続可能な未来
に向けた改革と事業展開を進めます。
　今後とも皆様のご指導、ご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

2014年6月23日
執行役社長
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枚葉プラズマ窒化・酸化装置

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
167,365百万円

連結従業員数
4,976名

2013年3月期 2014年3月期2012年3月期

（単位：百万円）

50,000

100,000

150,000
167,365147,184 138,801

総計
167,365百万円

映像・無線
ネットワーク
90,156百万円

その他
911百万円  0.5%

エコ・薄膜プロセス
76,298百万円

53.9%45.6%

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

放送用送信機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

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

放送用HDカメラ

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos 

Eletrônicos S/A 製

■会社概要

主要製品

■連結売上高

■セグメント別連結売上高

（2014年3月31日現在）
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■主な開発、設計、生産拠点

■グループネットワーク ■地域ごとの売上高

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
らの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を通して、安心で安全・快適
な社会づくりを担うソリューションを提供しています。

東京事業所

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

＊1

（2014年4月1日現在） （2014年3月期）

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]

＊1 2013年10月1日付で小金井工場を東京事業所に名称変更し、同事業所に羽村工場と（株）日立国際八木ソリューションズ大宮工場の機能を統合しました。

海外ネットワーク
（グループ会社の主な拠点）

グループ会社数
国内5社、海外9社

事業所数
国内30拠点、海外22拠点

Hitachi Kokusai Electric 
Turkey Elektronik Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

＊2 2013年6月10日付でHitachi Kokusai Electric Turkey Elektronik Ürunleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.を設立し、連結子会社としました。

国内ネットワーク
（支社、工場、グループ会社等）

■ 北海道支社

■ ㈱五洋電子

中部支社 ■
東京事業所 ■
㈱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㈱ ■

 ■ ㈱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

総計
167,365百万円

欧州他
5,199百万円

（3.1％）

アジア
（韓国・台湾地域以外）
16,391百万円

（9.8％）

韓国
20,202百万円

（12.1％）

日本
90,756百万円

（54.2％）

米国
14,252百万円

（8.5％）

台湾地域
20,565百万円

（12.3％）

※お客様の所在地をもとに計算しています。

＊2
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　2013年7月と11月にボツワナ共和国（以下「ボツワナ」）
の政府高官が、地上デジタルテレビ放送の日本方式につい
て調査する目的で、当社東京事業所を訪問しました。
　ボツワナはアフリカで初めて、日本方式の地デジ放送の
採用を決定した国です。同国では現在、アナログ放送が流
れていて、今後、地デジ放送を普及させようとしています。
ボツワナ政府高官は先行事例として日本の取り組みを調
査する目的で、日本政府の招待により来日しました。　　
　事業所の視察では、地デジ放送で必要な機器の保守・メ
ンテナンス体制やトレーニングについて確認するなど、機
器の導入を想定した具体的な点を中心に情報と意見の交
換をしました。
　日本では日常的にテレビが見られる環境が整っていま

すが、世界ではまだ地デジ放送が普及していない、あるい
は電力インフラが整っていないなどのためにテレビの視
聴が困難な地域もあります。当社は世界中の人々がテレビ
放送を通じて必要な情報を得られるように、今後も、地デ
ジ放送機器の普及に貢献していきます。

　東京事業所の視察を通じて、地上デジタル放送の日本方式を導
入するにあたり、どのような設備が必要か、またその設備はどの
ような仕様を有するのか、より深く理解することができた。これ
からのボツワナの発展のために、継続的にご支援、ご協力をお願
いしたい。

ボツワナ共和国運輸通信省
運輸通信省大臣

ノノフォ・モレフィ 様

ＶＯＩＣＥ

ＶＯＩＣＥ

当社よりのプレゼンテーション

ボツワナ共和国の政府高官が東京事業所を訪問

阪神高速道路の監視カメラ設置工事に対し感謝状

当社従業員のボツワナでの奮闘ぶりがテレビＣＭになりました。
スペシャルムービーとともに、当社ホームページのバナーからも
再生できます
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/

日立国際電気 検索または

Web

　当社は、阪神高速道路の淀川左岸線の道路状況を監視す
るカメラを納入しました。対象区間は島屋出口から海老江
JCT間の4.3km。このうち3.6kmはトンネル区間（正蓮寺
川トンネル）が占めています。
　このトンネル部分に設置したカメラにはかすみ除去機能
があり、火災時の煙やスプリンクラーの動作時であっても、
噴霧などの影響を軽減した映像が得られることから、安全
確認に当たるお客様から災害時にも信頼性の高い監視設備
として期待が寄せられています。
　今回はその設置工事に関し、阪神高速道路株式会社様よ
り感謝状を受領しました。

トンネル内防災用固定カメラ

トンネル出入り口監視用旋回型カメラ（円内）

　進捗につれて刻々と変化するトンネル建築工
事全体との綿密な工程調整、他設備との連携シ
ステムにおけるインターフェースの確認・調整
など、複雑な作業をこなすことにより施工条件
をクリアし、本工事を完遂できました。

お客様との対話を通じた価値の創造
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

特集
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3 防衛省航空自衛隊第３補給処より感謝状を授与
　2013年11月29日に航空自衛隊第３補給処*¹で開催された「感謝状
贈呈式」において、当社に感謝状が授与されました。
　この感謝状は第3補給処の任務に対し多年にわたり支援および貢献
した企業に贈呈されます。
　当社は地上装備の各種無線機、航空機搭載用短波無線機およびC-1
型輸送機*²のフライトシミュレーター構成品等のメンテナンスにおい
て豊富な経験と高度な技術力をもって迅速かつ適切に修理を行い、各
種機器の高稼働率確保に努め、部隊運用に大きく寄与したことが高い
評価を得ました。

　2014年4月10日、米国カリフォルニア州サンタクララで開催され
た「インテル サプライヤーデー 2013」において、インテル コーポレー
ションからプリファード・クオリティー・サプライヤー（PQS）賞を受
賞しました。 PQS賞はインテルのサプライヤー・コンテニュアス・
クオリティー・インプルーブメント・プログラムの一環として、供給
企業に継続的かつ卓越した改善を奨励するために設けられた賞です。
PQS賞の受賞には、コスト、品質、供給体制、技術力、および環境面、
社会性、ガバナンスプログラムのそれぞれの目標に対して高いスコア
を獲得することが条件とされています。また、供給企業は高い水準が
求められる改善計画に対して一定以上のスコアを獲得し、安定した品
質およびビジネスシステムを実践することが求められます。
　当社電子機械事業部長からは、受賞の喜びとともに「日立国際電気は
インテルの栄誉ある2013年度PQS賞を受賞できたことを、大変光栄
に思います。めまぐるしく変化する半導体製造の市場において、当社
のインテルとのパートナーシップ、また、われわれの継続的な品質向
上に対するコミットメントに対し、大きな評価をいただけたものと自
負しています」と力強く語り、当社 関係者一同、本年も継続的にさら
なる改善活動を推進する決意を新たにしました。

　感謝状の授与により当社関係部署の士気は高まり、今後も引き
続き高い技術力で航空自衛隊の運用に貢献していくことを決意
しました。

特機事業部
営業部

新井 章仁

ＶＯＩＣＥ

感謝状

C-1型輸送機
イラスト作成：国際電気テクノサービス（株）

2013年度PQS賞トロフィー

インテル コーポレーションよりPQS賞を受賞 

Special Report

＊1 第３補給処 …… 航空自衛隊補給本部に所属し、主に通信・電子器材などの調達、保管、 補給、整備を担
当している。

＊2 C-1型輸送機 … 初の国産中型ジェット輸送機。1970年の初飛行以来、40年を越え同型式の輸送機が
活躍している。
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震災復興を願い、福島市浄土平天文台にカメラ寄贈

　半導体デバイスの需要は、スマートフォンなどの携帯端
末を中心に今後も増加することが予想されます。当社のお
客様は、半導体デバイスの高性能化、低コスト化を達成す
るために微細化を進めてきましたが、昨今、1チップあた
りの生産コストを下げる手段として、ウェーハ大口径化の
検討が進められています。
　また、2011年、大手デバイスメーカー５社によるGlobal  
450 Consortium（G450C）が設立され、450mmウェーハ
プロセスの開発が加速されています。
　当社は450mmウェーハ対応縦型装置「ADVANCEDACE®

（アドバンスドエース）」を開発しており、高速ウェーハ搬
送、高性能ウェーハ処理、高清浄化等を実現しています。
　450ｍｍウェーハ対応装置は半導体先端次世代要素開発
の１つですが、当装置の主要設計者の１人はエンジニアで

あるとともに、富山工場のある富山市八尾町に伝わる伝統
文化「越中おわら風の盆」を深く愛する継承者でもあります。
　当社は今後も多彩な人財を活かした半導体製造装置の開
発を通じて世界の発展に貢献するとともに、伝統文化と地
域の発展にも貢献していきます。

　東京で見る星空と福島で見る星空は全然違います。
　今回の寄贈をきっかけに、より多くの福島市民、県外の方に浄土平
天文台にお越しいただき、星空をご覧いただきたいと思っています。
　それによって、来訪者の福島市に対する理解を深め、子どもたちに
将来の希望や夢を与えられることを期待しています。
　来年には、福島市で環境省主催のイベント、美しい星を生かした

地域づくりを考える、「星空の街・あおぞらの街全
国大会」が開催されますが、こうしたイベントでも、
今回寄贈いただいた高感度カメラを活用してまい
ります。

　技術革新の先頭に立てる人は、お客様が何を望んでいるか、解
決のためにどうしたらいいかを直接対話でき、お客様の立ち位置
で考えることができる人だと考えます。富山市八尾町の方々に支
えられ、富山工場は今年操業25周年を迎えました。今後も伝統
文化の継承を通じて地域貢献に努め、そして顧客に満足していた
だける製品開発を実現できるようにがんばります。

ＶＯＩＣＥ

ＶＯＩＣＥ

福島県福島市
市長　小林 香 様

450mmウェーハ対応縦型装置
「越中おわら風の盆」で唄う

当社エンジニア

感謝状を記念に撮影（左から）
福島市 市長 小林 香 様　当社社長

浄土平天文台に寄付された
高感度カメラシステム

授与式の様子
（左から）
福島市 商工観光部 次長 栗山 哲 様
同市商工観光部 部長 山内 芳夫 様
同市 市長 小林 香 様
当社社長 
東北支社 支社長 大角 太一
同支社 山下 和博

富山工場
要素技術開発部

谷山 智志

450mmウェーハ対応縦型装置の開発～生産コスト低減に向け大口径化に対応～

6
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　福島市浄土平（じょうどだいら）天文台に天体観測用高
感度カメラシステムを寄贈しました。
　浄土平天文台は、磐梯朝日国立公園内の標高1,600ｍ
に位置し、一般公開されている天文台としては日本一標
高の高いところにあるため、肉眼でも天空の星々が見渡
せる日本でも有数の天体観測の場です。
　近年、宇宙を題材としたアニメや映画などが話題とな
り、次代を担う子どもたちを中心に天体観測への注目が
高まっています。
　福島市における観光の目玉の一つが浄土平天文台です
ので、高感度カメラ技術を天体観測用に活用いただくこ
とが地域の活性化に通じ、ひいては震災からの復興に役
立つようにと願い、寄贈を決めました。
　福島方面にお立ち寄りの際は、ぜひとも浄土平天文台

へ足を運んでみてください。

※ADVANCEDACE®は当社の登録商標です。

お客様との対話を通じた価値の創造
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

特集
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　消防救急無線システムのデジタル化が進む中、大規模
災害を想定した全国配備型の無線システムと現行システ
ムの複数の無線システムを用いるお客様向けには、従来
の設置スペースのまま、簡易な操作でシステムを切り替
えられることが重要であり、更新・追加されるデジタル
無線機の高効率化・小型化が求められます。
　そこで近年注目されているET技術＊2を応用し、デュア
ルモード＊3 無線機の開発を行いました。容積比・消費電
力で当社従来製品比＊4の1/2化を実現し、2013年度から
順次出荷しています。
　消防救急無線システムは重要な生活インフラの一つで
す。お客様のシステム移行期間を短縮することにより、少
しでも早く大規模災害を想定した連携通信を可能とするこ
とで、安心・安全な社会の実現に貢献できればと思います。

　２つのデジタル無線システムの車載用無線機をこれまで通りの
限られた設置スペース条件で、業務用無線として世界初のET技
術を採用し、大幅な小型化・低消費化などの困難な技術課題を克
服しました。
　今後もこうした技術の製品水平展開を行ない、安心・安全な社
会実現と、より高度な環境配慮設計によるメリットの提供を図り、

映像・通信事業部
無線機器設計部

加藤 信一

消防救急無線向けデュアルモード無線機を世界初*1のET技術搭載で高効率化8

Special Report

＊1 世界初 ………… 2013年9月当社調べ
＊2 ET技術(方式) … デジタル無線の包括線（Envelope）に増幅部の電源電圧を追従

（Tracking）させ、従来技術の定電圧動作と比較し余分な電力を
供給しない増幅方式、無駄のない電源供給による高効率増幅を実
現する

＊3 デュアルモード… 通常活動に用いる無線システムと災害時などに他の消防本部と連
携して用いる全国配備の無線システムの両方の機能をもつこと

＊4 当社従来製品比… 2005 年発売製品；デジタル消防・救急車載無線機、および
2011年発売製品；全国消防・救急向け車載無線機の両方を導入
した場合との比較

　今回のように事前に放送機材を備え置くことで、いつどこで発
生するかわからない災害時に、開局が比較的スムーズに認可され
ることから、全国の自治体様にいち早く本装置をお届けしたいと
考えています。
　津和野町は「放送機材の事前準備、迅速な開局」を行ったことで
総務省から表彰され、住民の方が自分たちの街に誇りを持つこと

や、地域の活性化にお役に立てたのではないかと
考えています。

ＶＯＩＣＥ

ＶＯＩＣＥ

7 豪雨災害に際して「臨時災害放送局用FM装置」が対応
　近年、大地震やゲリラ豪雨・竜巻などの大規模災害発生
時に情報伝達ルートを確保するため、さまざまな情報伝達
システムが注目を浴びています。その中の一つに災害発生
時にFMラジオにより災害情報・生活情報を臨時で放送す
る災害FM局がありますが、当社グループは災害FM局を
開設するために必要な機器をワンパッケージにした「臨時災
害放送局用FM装置」を開発・販売し、全国各地の自治体で
導入いただいています。
　このたびは、2013年２月に島根県津和野町に導入いた
だいた本装置が、同年７月の豪雨災害の際に土砂崩れによ
り孤立した集落に向けて、①道路の復旧情報  ②天気予報 
③町からのメッセージなどの情報の放送に活用されました。
　ラジオは停電時には乾電池で使用でき、また、どの世代
でも簡単に取り扱うことができることから、住民の方々が
安心感を得ることに役立つ伝達手段であると考えています。

（株）日立国際八木ソリューションズ
通信放送営業部

伊藤 康彦

島根県津和野町

可搬型送信機部 可搬型送信アンテナ部

社会に貢献します。

開発した操作器分離型無線機
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お客様第一
　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。

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、「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。

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。

グローバル化への取り組み
　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。

HiKQイノベーション活動状況
　すべての業務を顧客視点で改革していくという企業文化改革運動

「HiKQイノベーション活動」を2009年8月よりスタートし、この春
で4年半が経過しました。各種の活動を通じ、業務改革や意識改革の
点で成果があがってきています。2013年度は、前年度から継続した
業務品質向上、業務プロセス改革などのテーマに加え経営課題に対応
したいくつかの新たなテーマを加えて活動を推進してきました。

■東京事業所への集約によるシナジー
　2013年10月に、羽村工場とグループ会社の大宮工場を統合した東
京事業所において、事業集約によるシナジーをいかにあげていくか、
設計・製造・品質保証部門それぞれでの検討・議論を数カ月にわたり
行いました。これらの活動も一助となり、集約の効果が出始めています。

■グローバル化
　グローバル化については、HiKQ活動発足当初から若手を中心に、
グローバルマインドの形成やグローバル事業に向けた先進事例の勉強
会などボトムアップでの活動も行ってきています。この活動も参加者
が増え、すそ野が広がってきています。昨年は、さらに進めて海外グ
ループ会社との議論を行いました。ブラジルのグループ会社とTV会
議でつなぎ、当社社長も参加し経営のあり方についての議論を行いま
した。国内の議論と比べまだぎこちない面はありますが、少しずつ実
績を積み上げてきています。

■コーチング
　風通しの良い社風、職場・業務の活性化をめざして管理職を中心と
したコーチングに取り組んでいます。社員の抱える業務上の課題や問
題を解決するには、上司と部下の円滑なコミュニケーションが必要で
す。相談者(部下)が自ら回答にたどりつけるように質問して気付かせ
るコーチングスキル習得に取り組んでいます。これまでの活動で裾野
を広げてきたコーチングスキル習得者により、さらなる社内活性化に
つなげていきます。

　2014年は2013年の活動を継続し、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。

　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。
　2014年版では、昨年に続き現地法人社員もモ
デルに加え活動の浸透を図っていきます。

改善への取り組み（HiKQイノベーション活動）の紹介サイト

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/hikq.html

日立国際電気　改善への取り組み 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ

価値を付加する活動 情報の流れ

品質マネジメントシステムの継続的改善

•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

測定・分析および改善

■品質向上への取り組みの流れ

2013年度版ポスター

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

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/contact
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/hys/

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/kss/日立国際電気　お問い合わせ 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ ①（株）日立国際八木ソリューションズ ホームページ

②（株）国際電気セミコンダクターサービス ホームページ

※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。

●サービス会社

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
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グローバル化推進
　当社グループは、グローバル化への対応として、2011年にブラジル、
2013年にトルコへと海外拠点を拡大しており、米国、韓国を含めた調達
拠点の連携により、グローバルでの競争力を高める取り組みをしています。
　グローバル調達施策として、グループ調達戦略の共有、海外調達拠点と
の連携強化および調達支援、グローバルサプライヤ情報の収集および共有
化を推進し、グローバルな調達パートナーシップの確立・強化を図ってい
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て
いくために、価格、品質、納期、CSRなどお客様に満足いただけるグロー
バルでの最適な調達体制の構築を図っていきます。

CSRの取り組み
　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」をお取引先様へ展開し、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なお取引先様を対象にCSR
に関する書面調査を開始しました。環境、安全衛生、人権、労働、公正
取引・倫理、品質・安全性、情報セキュリティー、社会貢献など、CSR
リスクの状況を確認しています。 
　2013年には、国内主要取引先様についても調査を拡大し、調査を通
じてサプライチェーンにおけるCSR課題の一層の認識と意識共有を図っ
ています。 
　今後も原則として年1回の調査を継続し、サプライチェーン全体での
CSRの取り組みを継続的にレベルアップしていきます。

　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。

紛争鉱物問題への対応
　コンゴ民主共和国（DRC）および隣接9カ国（DRC諸国）から産出され
る鉱物の一部は、暴虐行為など重大な人権侵害を行っている武装勢力の
資金源となっているとの懸念があり、世界的な人権問題となっています。
　米国の金融規制改革法では、金・タンタル・スズ・タングステンを「紛
争鉱物」としています。
　当社は、同法に基づく報告義務はないものの、DRC諸国で問題となっ
ている人権侵害行為に加担する意思はありません。今後も責任ある調達
活動を実践するため、グループ各社並びに調達取引先、（株）日立製作所
と協調し、サプライチェーンの透明性向上を図るとともに、人権侵害を
行う武装集団を利することのない鉱物の調達に取り組んでいきます。

お取引先様との連携
　当社は、お取引先様との相互関係に基づいたパートナーとしての関
係作りを推進しています。
　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への取り組みなど、積極的なコミュニケー
ション活動によりお取引先様との双方にメリットのある「Win－Win」
の関係を深めていきます。

ＶＯＩＣＥ 2013年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様

尾形工業株式会社 様
　この度は表彰頂き誠にありがとうございます。
弊社はプラスチック成形加工メーカーとして貴社からのご指導の下、品質
改善活動に努めてまいりました。2013年度はその品質改善活動が実を結び、
表彰を頂けるまでになりました。

2014年度は更に品質改善活動を推し
進め、品質不良「0」をめざす所存です。
今後とも貴社の発展にご協力できるよ
うQCDおよびEの向上に努めてまい
りますのでご指導ご鞭撻の程、よろし
くお願い申し上げます。

株式会社北村機器製作所 様
　この度は、2013年年間最優秀ビジネスパートナーとして弊社を表彰し
ていただき大変光栄に存じます。これも常日頃より貴社のご指導を受け、
向上心を持って事業活動させていただけたお陰だと感謝しております。
　弊社は時代の変化に即応し、自ら考え行動することで「納期」「品質」「コ

スト」「環境」に応えてまいる所存です。
これからも貴社との関係を密にさせて
いただき、貴社事業の発展に貢献でき
るよう頑張ってまいります。
　今後も引続きご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願い申し上げます。

資材調達の基本方針

電子機械事業部表彰

映像・通信事業部表彰

お取引先様向けサイト

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/procurement/

日立国際電気　資材調達の基本方針 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ

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
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「HiKQイノベーション」を実現する人財開発施策を
展開します
■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4点を掲げ、HiKQイノベーションの実現を
めざします。

■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. グローバルリーダー育成
　　シンガポールで開催された日立総合経営研修所主催の「Global 

Advanced Program for Leadership Development (GAP-L)」へ派
遣しました。世界各国のマネージャーが対象のリーダーシップ習得
を目的とした研修です。受講者から「研修自体が世界の縮図を象徴し
たグローバルな環境であった。今後の自身のビジネスに貴重な糧(成
功体験)となる研修だった」との感想がありました。国内外のマネー
ジャー層に対し、実行力のあるグローバルリーダー育成を強化して
いきます。

2. 若手海外派遣研修
　　若手社員を中心に、（株）日立製作

所の海外派遣プログラムを利用し
たグローバル人財育成を進めてい
ます。この研修では、語学学校
への留学や現地の企業訪問・調
査の他に各国の教育施設へのボ
ランティア派遣も行っています。
2011年から3年間で当社グルー
プからの派遣者数は41名となり
ました。派遣者を中心として周囲にグローバルマインドを浸透させ、
組織活性化につなげています。

3. 新入社員へのグローバルマインド研修
　　英語スピーチコンテストや異文化理解研修、TOEIC®を年4回受験、

自己啓発支援など、新入社員からグローバルマインドを醸成するよ
う各種研修を実施しています。また、「入社5年目までにTOEIC®500
点取得」という目標を掲げ語学力の向上にも力を入れています。

防災対策
　各工場で自衛消防隊を組織し、日頃の訓練や出初式、地域の消防操法
コンクール出場などで消防技術を磨いています。2013年富山工場自衛
消防隊は、富山県の消防操法コンクールで出場した3種目すべて優勝と
いう好成績を収めました。
　毎年秋に実施する避難訓練は、近隣消防署や消防団との合同演習や、
避難する従業員も誘導する工場自衛消防隊員も｢実際に災害が発生した｣
ことをイメージした訓練を実施しています。各職場で安全衛生活動推進
者などを決め、社員一人ひとりが目的を持って訓練に参加しています。
　大規模震災マニュアルを作成し、震災発生後の災害対策本部シミュ
レーションや、携帯電話などのITツールを用いた社員の安否確認シス
テムの訓練も行っています。東京都帰宅困難者対策条例に基づき従業員
向けに３日分の水・食糧を備蓄し、各種防災用具を各事業所に備え付け
ています。
　東京事業所は、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。 
　耐震対策の補強については2015年までの計画を立て、老朽化した建
物の耐震対策や建て替えを行っています。
　このほか、大雪や台風などの自然災害時には、社員の安全第一で、早
めの帰宅指示など、先手管理を行っています。

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

　アメリカ・サンディエゴへ4週間の「現地企業訪問と英語コミュ
ニケーション」プログラムに参加しました。海外顧客との円滑なコ
ミュニケーションを図るための英語スキル向上、海外の不慣れな環
境の中での対応力強化を目的として、本研修に臨みました。
　研修中、言葉が通じないもどかしさや、ハプニングもありました
が、話そう、聞こうという態度があれば、拙い英語でも意思疎通で

きることを実感しました。語学に限らず、本研
修で得た経験が自身の考え方、行動を改善する
きっかけとなっています。

ＶＯＩＣＥ
整列する東京事業所の自衛消防隊員　奥は小平消防署員

消防操法コンクールで好成績を収めた富山工場自衛消防隊

米国西海岸のサンディエゴ、
造船会社へ企業訪問に出かける

※TOEIC®はエデュケイショナル テスティング サービスの登録商標です。

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社会性報告
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富山工場　
先行装置システム開発部

嶋田 寛哲



安全衛生
　当社の安全衛生活動は、「安全と健康を守ることはすべてに優先する」を基
本とし、グループ一体となって安全衛生に関する取り組みを実施しています。
　2013年度は社有車事故の防止を重点ポイントとして、次の取り組みを開
始しました。
　1. 安全運転宣言の実施
　2. 安全運転宣言カードの携帯および運転前の唱和
　3. 安全運転呼称(コメンタリー )運転の実施
　4. 安全運転声掛け運動の実施
　社有車運転者と自家用車通勤者に安全運転宣言カードを配布し、各自
が安全運転宣言を記入し、運転前に読み上げることで、意識面の改善を
行いました。また、刻々と変わる交通状況を「声を出す」ことによって安
全意識を高めるコメンタリー運転を実施しています。その結果、2013年
度は、自損も含めた交通事故が前
年度から４割減少しました。
　このほか、安全活動ではグルー
プ安全協議会、健康管理として産
業保健スタッフによる教育・指導
を継続的に取り組み、労働災害・
疾病の未然防止に努めています。

ワークライフバランス
■仕事と生活の両立支援制度の整備
　当社は、｢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
を推進してきています。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。

■「働きがい」「生きがい」のためのワーキンググループ
　2010年度より「ワークライフバランス」推進のためのメンバー公募型
のワーキンググループを結成し、さまざまな取り組みを行ってきました。
　2013年度よりさらにこれを発展させ、新メンバーを公募し、「生きが
い」「働きがい」を追求するためのグループとしてスタートしました。単
なる制度の充実にとどまらず、職場・現場の実態を踏まえた「仕掛けづ
くり」をメンバー全員でディスカッションし、具現化していきます。

多様な人財の雇用促進
　当社は、経営理念に「多様な人財を尊重し、能力を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、定年退職社員を最長65歳まで雇用延長する再
雇用制度を導入し、多くの社員が制度を利用しています。経験を生かし
て働くとともに、経験豊富なスキルを若い世代に伝承し、活躍しています。
　障がい者雇用については、2014年４月１日現在2.01％と法定雇用率
を守っています。さらに今後も雇用機会の拡大に努めます。
　また、女性、外国人の採用、役職者登用は目標を決め、計画的に推進
しています。

■ 育児・介護支援制度

■ 育児休職取得者・短時間勤務利用者*数

■ 障がい者雇用（当社単独）

■ 高年齢者再雇用

　(下線部は制度内容もしくは制度の存在そのものが法定を超えるもの)　

　安全運転宣言カード

＊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

（当社単独）

（当社単独、ただし2013年のみ当社グループ連結）

人財の育成と尊重についての詳細情報サイト

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/staff.html

日立国際電気　従業員とともに 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ
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妊娠

出産

育児
休職

職場
復帰

妊娠通院休暇
妊娠障害休暇
通勤緩和のための
短時間勤務制度 など

出産休暇
(産前・産後８週間） 

育児休職
(子が1歳に達する日以後の最初の3月31日または
子が1歳2カ月に達するまでのどちらか長い方まで） 

短時間勤務
(5､6､7時間から選択可。最大小学校3年終了まで)
フレックスタイム制勤務(最大小学校卒業まで)
子の看護休暇(子1人につき5日)
半日年休(回数制限なし)
配偶者海外勤務休職

出産看護休暇
(通算５日） 

介護
休職

職場
復帰

短時間勤務
子の看護休暇
介護休暇
半日年休

　介護休職
　(通算１年、
　 分割取得可)

≪介護支援制度≫
女性が利用可能 男性が利用可能

≪育児支援制度≫

14日立国際電気グループCSR 報告書 2014



１. 人権に関する国際規範を尊重し、人権を妨害・阻害する行為に 
関与しない。

２. あらゆる企業活動において、人格と個性を尊重し、差別や個人 
 の尊厳を傷つける行為を行わない。

３. 個人情報を扱う上で、人権を尊重し、安全に配慮した情報モラ  
 ルを確立する。

４. 児童労働・強制労働を行っている企業からの調達は行わない。

　人権を侵害しないこと、事業や取引上の人権に対する負の影響
に対応することで、人権尊重の責任を果たすことをめざし、これ
をすべての役員と従業員に適用する。
　ビジネスパートナーやその他の関係者による人権への負の影響
が、事業、製品、サービスと直接つながっている場合、人権を尊重し、
侵害しないよう求める。
　国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」の実行を通じて、人
権尊重の責任を果たすことを誓う。
　このために、潜在的または実際の人権への影響を特定して評価
しリスク防止・軽減の措置を講ずる。
　人権に対する負の影響を引き起こし、あるいは関与が明らかに
なった場合、救済に取り組む。
　事業活動を行うそれぞれの地域において、その国の国内法およ
び規制を遵守する。国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾
がある場合は、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求
する。
　本方針がすべての活動に組み込まれるよう、適切な教育および
能力開発を行う。
　人権に対する潜在的および実際の影響に対する措置について、
外部ステークホルダーと対話と協議を行う。

人権の尊重
　当社グループは、経営理念に人権の尊重を掲げています。
2010年に制定した ｢日立国際電気グループ行動規範｣ に含まれる人権
尊重の方針を補完するものとして、2013年度には ｢日立国際電気グ
ループ人権方針｣を制定しました。

人権啓発研修の展開
　従来からの新入社員研修、各階層別研修での人権啓発講座に加えて、
2013年度は、当社グループの事業活動や製品・サービスを通じて関
係するすべての人の人権を尊重する内容の教材を使用したｅラーニン
グ講座を、日本国内の全グループ従業員が受講しました。
　2014年以降、eラーニング講座の英語版・中国語版教材を用いて
海外グループ会社にも展開します。

リスクを把握し、適切に対応します
■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、国内外の公務員等に対する贈収賄の防止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。これらのリスクについては当社の法務・CSR
本部を中心に、全グループを対象に教育や定期監査を、内容を更新しつ
つ実施するとともに、リスクをはらむ事例が発生した時は迅速にトップ
へ報告する体制を整え、コンプライアンス（＝社会の信頼・要請に応え
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、トップダウンとボトムアップの双方向から対応しています。
　また、自社や他社の機密情報の適切な管理・取り扱い、個人情報の保
護等については当社の情報セキュリティ委員会が、その他の法令や社内
ルールの遵守・不祥事防止については社内関連部門、法務部門と人事総
務本部が連携して定期的な教育や必要に応じた教育・啓発を行うととも
に、監査室が全グループを定期的に監査する体制としています。

■財務報告の信頼性確保
　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。

内部通報制度「日立国際電気グループ倫理ヘルプライン」
　会社の業務に関連した違法な行為、会社の規則に違反する不適切な
行為や人権に関する問題を当社グループの従業員やお取引先様が知
り、通常の方法で解決できない場合に通報できる内部通報制度を設け
ています。通報があった場合は事実関係を調査し、必要な是正措置を
実施します。
　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」方針とともに各グ
ループ会社を含め周知を図り、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。

日立国際電気グループ行動規範の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html

日立国際電気　グループ行動規範 検索または

Web

人権の尊重についての詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/respect.html

日立国際電気　人権の尊重 検索または

Web

日立国際電気グループ倫理ヘルプライン
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
※グループ従業員の他、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行動規範(第４章人権の尊重・要旨)

日立国際電気グループ人権方針（要旨）

　2013年度は、当社のインターネットサイト「CSR情報」に｢人権の尊
重｣ を開設しました。人権方針の全文とともに、具体的な取り組みの
状況をご報告しています。

　各国・地域の法令・労働慣習を踏まえ、国連グローバル・コンパク
トが示す労働における基本的権利を尊重した雇用を推進し、経営幹部
と従業員の建設的な話し合いにより問題解決する。

人権の尊重、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社会性報告
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フィリピン中部台風災害に対し、マッチングファンド
で救援金を募金
　2013年11月にフィリピン中部を直撃した観測史上最大規模の台風
30号は、895ヘクトパスカルという異例の中心気圧により津波と同様
の高潮を呼び起こし、死者・行方不明者数7,361名、損壊家屋約114万
棟を数えました。
　当社グループは2011年の東日本大震災や東南アジア洪水災害に際し
て用いた「義援金システム」により従業員募金を行うとともに、同額を会
社が寄付金として上乗せするマッチングファンド方式により救援金をま
とめ、被災地救援・復興活動のための資金として日本赤十字社に送りま
した。同社は、緊急対応のため医療チームを現地に送り込み、セブ北部
ダンバンタヤン郡の人口約86,000人を対象に診療、保健衛生教育、こ
ころのケア、保健所の修復等の活動をしました。しかし、住居、学校や
保健施設の修復、漁船や畑などの生計手段の回復には時間がかかるとさ
れ、同社は住居修復などの復興支援を続けています。被災者の心の痛み
を思い、早期の復興を祈るばかりです。

北陸新幹線開通に伴い在来線の存続を支援
　2015年3月の北陸新幹線開通に合わせて、JR西日本から経営分離さ
れる並行在来線の経営安定化を支援するため、富山県内の企業・団体に
対して知事より支援要請があり、当社は社会貢献活動の一環として寄付
を行いました。
　この寄付は経営安定化基金として管理され、安全対策への投資、学割
定期券の運賃値上げ抑制、北陸三県に分割される在来線の乗継割引など
に活用されるもので、県内振興に意義深い計画内容となっています。
　この寄付に対して当社は3月11日に紺綬褒章を受章しました。
　新線「あいの風と
やま鉄道」は富山県
を東西に横断する約
100kmの生活路線
です。県民に豊かさ
をもたらし、大切な
出会いの場所ともな
るこの鉄道を、当社
は今後も温かく見守
り続けます。

「京都・まち美化大作戦」への参加　

　文化の日の振替休日である11月4日、「世界の京都・まちの美化市
民総行動」実行委員会により開催されたこの活動に、団体や企業から約
3,500人が参加し、20コースに分かれて清掃活動を行いました。
　日立グループからは従業員と家族含め49名、内、当社からは４名が
参加しました。
　京都市では市民、事業者および行政の協働により、「世界一美しいま
ち・京都」の実現をめざしてさまざまな活動に取り組んでいます。今回
は、そのひとつに日立グループの一員として参加したものです。
　

日立青葉会清掃ボランティア活動に参加
　
　恒例の第10回日立青葉会清掃ボランティアが、2013年11月23日
に開催されました。
　今回も関心の高い多くの方が参加し、仙台市西公園に集合したあと3
ブロックに分かれ、約1時間半にわたり仙台市内の市街地の清掃活動を
実施しました。
　東北支社と （株）日立国際八木ソ
リューションズ東北支店から家族を
含め18名が参加しました。日立グル
－プ全体では33社339名の参加です。
2014年度も11月に開催が予定され
ていますので、参画し地域に貢献し
ます。

消防署員訓練用に旧工場施設を提供
　羽村工場移転解体にあたり、当社の工場施設を訓練場所として消防署
に提供しました。訓練には、西多摩地域を担当する第９方面本部の福生・
青梅・瑞穂の各消防署と、本部のハイパーレスキューが参加し、実際の
工場・社宅施設を利用して破壊突入訓練や火災実験などを行いました。
　この訓練は通常の模擬訓練とは違い、実際の建屋を利用してコンク
リート壁やシャッターなどを壊したり、２階の床に穴をあけて要救護者
を救護する実戦さながらの大規模訓練で、緊迫した雰囲気の中で行われ
ました。当社の諸施設を消防訓練に役立てていただきました。
　また、訓練に同席した当社自衛消防隊員は、火災の恐ろしさや怖さを
身をもって体験し、火災や震災時の行動がどのようなものか、救助活動
はどのように行われるのかをあらためて認識しました。

コンクリート床の開口訓練 防火シャッター突破訓練

当社グループの参加メンバー

紺綬褒章

開催に先立ち京都市長のご挨拶 色づきはじめた木屋町通（きやまちどおり）
付近での清掃活動

社会貢献活動の詳細情報サイト

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/action.html

日立国際電気　社会貢献活動 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ

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

ダンバンタヤン郡マヤ村に設置したチャイル
ドフレンドリースペースにてこころのケアを
受ける子どもたち（2013年11月19日撮影）

写真提供：日本赤十字社
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日立国際電気環境保全行動指針

2013年度環境活動目標と実績

ISO14001グループ会社の統合
　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、2011年度には国内製造・サービス
拠点に加え、本社、支社・営業所に適用範囲を拡大し推進してきました。
　2013年度は、当社グループ全体で統一的に、さらに効率的に環境
活動を推進するため、グループ会社の(株)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(株)にて、それぞれで取得していた
ISO14001を1本化し、統合認証を完了しました。統合にあたっては、
各社で認定された内部監査員に対して、外部講師を招いた共通教育を
実施し、力量確保を図りました。
　引き続き、グループ全体で製品・サービスを通じた環境負荷低減活
動を進め、ISO14001認証を継続していきます。

環境マインドの醸成
　当社グループの環境マインド醸成のために、海外現地語を使用した
ポスターを作成し、国内・海外拠点に掲示しています。

環境保全行動指針の紹介サイト

http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/environment/earth.html

日立国際電気　環境保全行動指針 検索または

Web （株）日立国際電気 ホームページ

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。

2013年度環境活動計画に対する実績・評価は以下の通りです。

【スローガン】

2013年度 ポスター 2014年度 ポスター

カテゴリー 主要項目 行動目標 指　標
最終年度
（2015年度）
目　標

2013年度
目　標

2013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

 
512GP 547GP640GP   

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   

次世代製品と
サービスの提供

環境適合製品売上高比率環境適合製品の拡大エコプロダクツの推進   

  

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 エネルギー使用量原単位改善 エネルギー使用量原単位改善率
（基準年度2005年）

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削減
（基準年度2006年）   

資源の有効活用

廃棄物・有価物発生量
原単位改善

廃棄物・有価物発生量原単位改善率
（基準年度2005年）   

登録（交付）率の向上電子マニフェスト推進   

評価基準 ：達成 ：達成率80%以上 ：達成率80%未満

99% 98% 100%

100%

95% 85% 90%

80% 86%

15% 13% 22%

38% 17% 35%

17% 7% 16%

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
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項　目 2011年度 2012年度 2013年度 主な内容

実収入効果

経済効果［単位：百万円］

9.7 9.0 12.7

経費節減

廃棄物リサイクル売却益など

合　計

10.3 0.6 4.9 省エネ設備による経費節減効果など

20.0 9.6 17.6

項　目 2011年度 2012年度 2013年度 主な内容

事業所エリア内コスト

費用［単位：百万円］

204.4 187.9 141.7

上･下流コスト

環境負荷低減設備の
維持管理費、減価償却費など

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷コスト

合　計

項　目 2011年度 2012年度 2013年度 主な内容

環境保全に対する投資

投資［単位：百万円］

57.4 20.4 131.1 省エネ設備などの直接的
環境負荷低減設備への投資

0.1 0.3 0 グリーン調達費用、
リサイクル費用

43.8 51.5 68.0 環境管理人件費､
環境マネジメントシステム費用

215.6 216.5 205.4

465.9 457.7 416.1

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

1.9 1.5 1.0 緑化･美化などの環境改善､
PR・広報費用

0 0 0 環境関連の対策費、
拠出金、課徴金

日立グループのブラジル環境実務者会議へ参加
　日立グループでは、海外拠点の環境ガバナンス強化を目的に米州・欧
州・アジア・中国の４極を中心に環境実務者会議を開催しています。　　 
　2013年7月にはブラジル国内の日立グループ会社が集まり第1回ブ
ラジル環境実務者会議を開催し、当社グループからはHitachi Kokusai 
Linear Equipamentos Eletrônicos S/Aが参加しました。
　ブラジルは、1992年リオデジャネイロで「国連環境開発会議（地球サ
ミット）」が開催され「環境と開発に関するリオ宣言」やリオ宣言を具体化
するための行動計画である「アジェンダ21」が採択されたほか、気候変
動枠組条約や生物多様性条約が署名されるなど、今日に至る地球環境の
保護や持続可能な開発の考え方に大きな影響を与えました。
　会議では、ブラジル法体系の
難しさや税金、気候など、多岐
に渡る情報共有を行いました。
　海外拠点の環境ガバナンス強
化に向けて、日本からも引き続
き支援していきます。

「GREEN21-2015」評価結果
　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、レベルの向上に取
り組んでいます。
　当社の2013年度の実績は、日立グループの共通目標である512GP
に対して、547GPであり、目標を達成しました。特にCO2排出抑制目
標を達成し、環境事業の評価が向上しました。

環境会計
　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。

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

■ GREEN21評価項目

■ 環境保全コスト

■ 環境保全経済効果

■ グリーンポイント

ブラジル国内の日立グループ環境実務担当者
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廃棄物の削減
　当社およびグループ会社の製造拠点では、2011年度から廃棄物・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の低
減を図っており、2013年度取り組みから日立グループの活動に合わせ、
指標を変更し、2015年度に2005年度比で38%改善する目標を掲げて
います。
　2013年度は、廃棄物・有価物発生量原単位を2005年度比で17％
改善する目標に対して調達品梱包材の段ボール通箱化、簡易包装の実施、
海外生産品の輸送用梱包材の削減取り組みにより実績35％改善となり、
目標を達成しました。

　また、富山工場では「廃棄物e-Learning」を実施し、分別回収・廃棄
手順の徹底を図り、分別カートには、間違えやすい排出物をイラスト表
示し、海外からのお客様に対応できるよう日本語に加えて英語・韓国語・
中国語で表記しています。

■ 廃棄物・有価物発生量と原単位の改善推移

富山工場に設置の分別カート 分別表示

事業活動と環境負荷
　当社グループでは、製品・サービスを提供するために、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。
当社およびグループ会社の製造拠点では、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。

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の取り組
みは、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。
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［t/ 年］
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製品・サービス

当社および
グループ会社の
事業活動

Input Output
電気

燃料油(重油・灯油)

ガス(都市ガス・LPG)

32,605MWh     （1％）
［317,624GJ］

193kL（－31％）
［7,358GJ］

88千m3（－14％）
［6,410GJ］

エネルギー

原材料・部品
梱包材
紙

2,141t 　（－％）
316t　 （－％）

43t（－31％）

原材料

PRTR ＊1 化学物質取扱量 3.9t（－35％）

化学物質

上水､地下水
　上水
　地下水

159千m3（－18％）
145千m3　　　　　 

14千m3　　　　　 

水

CO2排出量 ＊2

　直接CO2排出量
　間接CO2排出量
SOx
NOx

14,857t  （－1％）
869t               

 13,988t               
           93Nm3（ －43％）

229Nm3（ －13％）
             

排ガス

排出量
最終処分量

1,076t     （5％）
4t     （5％）

廃棄物・有価物

PRTR化学物質排出・移動・リサイクル 0.6t（－21％）

化学物質

排水量
　下水
　浄化後河川
　地下浸透他
BOD
COD

159千m3（－18％）
47千m3　　　　　 

106千m3　　　　　 
6千m3　　　　　 

2.7t （650％）
0t     （0％）

排水

(　　)内は2012年度比を示します＊1 PRTR  ……… Pollutant Release and Transfer Register（化学物質排出移動量届出制度）
＊2 CO2 排出量…算出に使用したCO2電力換算係数は、2005年のIEAの国別換算係数を使用

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
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地球温暖化防止(省エネルギー )
　当社およびグループ会社の製造拠点では、製造段階のエネルギーを
削減する取り組みを実施しています。2013年度からは日立グループ
の活動に合わせ、指標を変更し、エネルギー使用量原単位を2015年
度に2005年度比で17％改善する目標を掲げています。2013年度は、
エネルギー使用量原単位を2005年度比で7％改善する目標を掲げ活
動し、新設した省エネ工場の稼働効果もあって、実績16％改善とな
り目標を達成しました。
　設備面の取り組みとして、2013年度は、高効率空調機器への更新、
LED照明への更新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。

海外事業所における空調温度の適正管理
　当社グループ会社のKokusai Electric Korea Co.,Ltd.とHitachi 
Kokusai Electric (Shanghai) Co.,Ltd.は、事務所の空調エネルギー
を抑制するため、空調機の
温度コントロールパネルに
表示を行い、空調温度の適
正管理に努めています。

新棟建設における環境配慮
　当社東京事業所では、生産拠点の統合による効率的運営実現のた
め、新棟West-Wingを建設し、2013年7月から稼働を開始してい
ます。建設にあたっては、「環境への配慮」というコンセプトに基づき、
100kWの太陽光発電設備の設置、LED照明の全面採用、空冷ヒート
ポンプ式パッケージエアコンの採用などのさまざまな省エネ対策を導
入しています。
　また、当社グループの(株)五洋電子においても、生産エリア拡張の
ため、新棟V-Wingを建設し、2013年12月から稼働を開始しています。
建設にあたっては、東京事業所同様に「環境への配慮」というコンセプ
トに基づき、屋外照明に太陽光発電式LED街路灯の導入、LED照明の
全面採用、空冷ヒートポンプ式パッケージエアコンの採用などのさま
ざまな省エネ対策を導入しています。
　今後は、導入した省エネ設備の効果的な運用を進めます。

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。
　2013年度は、当社グループの(株)五洋電子で保管していたPCBを
含有する蛍光灯安定器用コンデンサを日本環境安全事業(株)北海道事
業所へ処理を委託し、無害化処理を完了しています。
　また、当社羽村工場、(株)日立国際八木ソリューションズ大宮工場
で保有していたPCB含有機器は、当社東京事業所へ集約し、一括管理
しています。

■ エネルギー使用量と原単位の改善推移

PCB含有機器の搬出作業

Kokusai Electric Korea Co.,Ltd.の空調機設定表示

Hitachi Kokusai Electric (Shanghai) 
Co.,Ltdの空調機設定表示

東京事業所 新棟 West-Wing （株）五洋電子 新棟V-Wing
太陽光発電式LED街路灯

エネルギー使用量原単位指数
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消防救急デジタル車載受令機
EMR-00JFV FOMA® UM03-KO
①CO2 排出量 ( ライフサイクル全体 )
　50kg-CO2 　　    　  ：43％低減
②新規資源量　　　　　：58％低減
③年間消費電力量　　　：33％低減
④温暖化防止ファクター：2.1
⑤資源ファクター　　　：2.5
(2011 年発売製品 EMM-05JFW 比 )

HDTVカメラ
Z-HD6000
①CO2 排出量 ( ライフサイクル全体 )
　4,967kg-CO2 　       ：28％低減
②新規資源量　　　　　：14％低減
③年間消費電力量　　　：67％低減
④温暖化防止ファクター：1.6
⑤資源ファクター　　　：1.4
(2001 年発売製品 SK-3200P 比 )

ネットワークカメラ
KP-IP1000SL
①CO2 排出量 ( ライフサイクル全体 )
　263kg-CO2   　        ：24％低減
②新規資源量　　　　　：87％低減
③年間消費電力量　　　：4％低減
④温暖化防止ファクター：2.3
⑤資源ファクター　　　：13.7
(2008 年発売製品 KP-IP110 比 )

FOMAユビキタスモジュール ®

①CO2 排出量 ( ライフサイクル全体 )
　2kg-CO2  　　          ：11％低減
②新規資源量　　　　　：1％低減
③年間消費電力量　　　：13％低減
④温暖化防止ファクター：21.1
⑤資源ファクター　　　：18.9
(2005 年発売製品 FOMA® UM01-KO 比 )
※FOMA®、FOMAユビキタスモジュール®は、（株）NTTドコモの登録商標です。

エコプロダクツ（環境適合製品）
■2013年度の環境適合製品(製品・サービス）
　当社グループは、製品のライフサイクルを通して、製品の環境負荷をできる限り軽減できるように、製品開発を進めています。
2013年に新規登録した環境適合製品は、43機種12業務となりました。
　2013年度に登録した代表的な環境適合製品を紹介します。　

■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を環境適合製品
セレクトの認定条件としています。

■ サービス

■ 製品

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
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削減率50％以上

　2013年度は上記で紹介しているFOMAユビキタスモジュール®を環
境適合製品セレクトとして認定しました。

製品の保守
　監視カメラシステムの稼働を環境に配慮して保守サポート。
　作業手順書の整備によってヒューマンエラーを防止し、作業効率
および省資源化に寄与。
①省資源性 ：作業時間の10％短縮
②長期使用 ：定期交換部品の提案を実施
③再利用性 ：工事機材の再生材料利用率10％改善
④保守性 ：事故防止を目的とした作業手順書の整備
⑤省エネルギー性：省エネルギー機器・技術の採用
⑥情報提供 ：消耗品の交換時期  

  を提示

製品の修理
　放送システムの機器を環境に配慮して修理。
　定期的に修理手順書を見直すことにより、作業ミスを防止し、作
業効率向上および信頼性向上に寄与。
①省資源性 ：作業時間の20％短縮
②長期使用性 ：修理後に定格での温度試験を全数実施
　　　　　　 ：定期交換部品の提案を実施
③再利用性 ：通箱の採用、緩衝剤のリユース
④保守性 ：作業品質向上を目的とした手順書の整備
⑤省エネルギー性 ：省エネルギー機 

   器を使用
⑥情報提供 ：消耗品の交換時 

   期を提示

環境適合製品セレクト

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・廃棄にわたる製品の一生を通じて、
環境に与える影響を小さくする活動に取り組んでいます環境報告
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富山工場エコ事業所認定
　富山県では廃棄物の発生抑制や循環利用など、環境に配慮した事業
活動を積極的に取り組んでいる事業所を ｢富山県認定エコ事業所｣ とし
て認定しています。富山工場は2010年に認定されましたが、2013
年に期限を迎えることから更新申請を行い、書類審査、現地調査の上、
再認定されました。
　半導体製造装置のプロセス評価に用いる石英ガラス、ウェーハ、化
学物質（廃酸、廃アルカリ）等の再資源化をはじめ機械部品の切削加工
で発生する廃切削油、廃洗浄液の削減を図り、総廃棄物量及び最終処
分量（埋立）の削減に継続して取り組んできた結果が評価されました。
　また、環境適合製品の開発や製品輸送時のモーダルシフト（飛行機、
トラックから船便へ切り替え、2012年度にエコシップマーク認定企
業となる）の推進によるCO2排出量の削減等の成果や社員ボランティ
アによる森づくりやグリーンカーテン等の環境保全活動も評価され、
再認定につながりました。

羽村工場春祭り､東京事業所ファミリーデー
における環境活動紹介
　従業員と家族のためのイベントとして開催されました ｢羽村工場春祭
り｣ (2013年4月21日)、｢東京事業所ファミリーデー｣ (2013年11月
30日)において、環境社会貢献活動の一環として当社グループの環境
活動を紹介・PR展示し、参加型のアトラクションとしてごみ分別の体
験ゲームやパソコンによる ｢日立キッズサイト｣（環境の世界）の体験学
習を行いました。
　従業員家族をはじめ多くの方々に環境ブースにご来場いただき､ 体
験ゲームなどを通じて環境活動への関心を高めてもらうことができま
した。ごみ分別ゲームでは、子どもたちが家庭とは違うごみの分け方
に少し戸惑いながらも楽しく参加していました。パソコンによる体験
学習では、操作している子どもたちの後からお父さんが熱心に環境に
ついて教えている姿も見受けられました。
　今後も各イベントの機会をとらえて、積極的に環境活動についてPR
していきます。

(株)五洋電子仙台工場職場体験実習受け入れ
　(株)五洋電子仙台工場は2013年9月11日に町内の船迫中学校2年
生5名を、職場体験学習として受け入れました。これは、「地域の人々
との触れ合いや職場での体験を通じて、望ましい勤労観や職業観を育
成し、自己の進路を真剣に考える態度を養う」との趣旨で行われている
ものです。
　実習スケジュールでは、午前中は会社概要・製品紹介・工場見学を
行い、環境への取り組みとして製造現場にて廃棄物分別について紹介
しました。昼は社員食堂で、従業員と一緒に昼食をとり、午後からは
模擬作業として、技能検定の試験機材を使い、実際に電子機器の組立
作業を行いました。模擬作業では、慣れない作業手袋を着用したためか、
小さな部品を取り付けるのに苦労していましたが、出来上がった機器
が正常に動作すると「やったー」と、大きな声が上がり、達成感を味わっ
たようです。
　今後も地域社会への貢献を積極的に取り組んでいきます。

宮城県岩沼市「千年希望の丘」植樹ボランティア
活動に参加
　日立青葉会ボランティア活動の取り組みの一環として、2013年6月
9日に宮城県岩沼市で開催された「千年希望の丘プロジェクト メモリア
ル樹望式2013(植樹祭)」に参加しました。メモリアル樹望式2013は、
東日本大震災で被災した沿岸部一帯で震災で生じた廃棄物の有効活用
により造成された丘陵地（千年希望の丘）に植樹をする計画の第一弾と
なる活動で、30,000本の苗木を植えるために全国から約4,500名の参
加がありました。日立グループ全体では465名の参加があり、そのう
ち当社グループからは、104名が参加しました。
　当日は、晴天で大変暑い中での植樹祭でしたが、充実した植樹ボラ
ンティア活動となりました。
　2014年度も5月31日に規模をさらに拡大した植樹祭が開催され、被
災地の早い復興に向けた取り組みに参加しました。

｢羽村工場春祭り｣ごみ分別ゲーム

当社グループ参加メンバー

「富山県認定エコ事業所」認定マーク

熱心な組立作業

｢東京事業所ファミリーデー｣環境ブース

老いも若きも力を合わせて植樹

富山県認定
エコ事業所

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
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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                                                  ：2014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。

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。

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

　企業をめぐる世の中の急速な変化につれ、当社グループの改革も進み、この
報告書に掲載する内容もそうした流れに従って変化してきました。一方、当社
グループが重要と考えるテーマに絞り込み、それをわかりやすくお伝えすると
いう方針からは、全体のレイアウトなどの変更はむしろ少なくなっています。
継続・繰り返しに意味があると考えられる内容は、前回に続きあらためて掲載
しています。変化している部分、いない部分、あわせてご一読の上、アンケー
トへの入力・発信により、ぜひ皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
　また、当社グループの最新の情報については、インターネットを通じてタイ
ムリーにお知らせしています。セクションごとに掲載したリンクを活用いただ
き、今後とも当社ホームページにお気軽にお立ち寄りくださいますよう、お待
ちしています。
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