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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
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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～
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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
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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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