
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
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　2014年5月、ボツワナ共和国全土を対象とした地デジ放
送用送信機の入札が実施されました。ボツワナ国営放送に 
よる審査を経て、9月にHitachi Kokusai Linear Equipamentos 
Eletrônicos S/A（以下「日立国際リネアール」）の名前が調達
先として官報に掲載され、10月に正式契約を締結しました。ボ
ツワナはアフリカ大陸で初めて、地デジ日本方式とも呼ばれる
ISDB-Tを採用した国です。
　日立国際リネアールにて製造・出荷された送信機を、2015年
4月より現地で設置据付工事をしています。ブラジルから日立
国際リネアールの技術者が指導のために現地に出張、滞在して
います。ISDB-Tはリモコンのdボタンを押すと、天気など身近な

　2014年9月から10月にかけて韓国（仁川）で開催された
第17回仁川アジア競技大会で、当社のカメラ約150台が活
躍し、日本をはじめ世界各国に臨場感あふれる映像が放送さ
れました。
　オーソドックスなHDカメラを中心に、特殊なハイスピード
カメラやサッカーのゴールポストを撮影するための小型BOX

情報を入手できますが、ボツワナでは「牛の効率的な育て方」
などもコンテンツとして期待されているそうです。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。

カメラなど、撮影用途に合った各種カメラが使用され、さらに
新製品である４Kカメラもライブ中継で使用されました。
　放送局をはじめ撮影・中継スタッフの皆様への技術サ
ポートを行いながら、設営からリハーサル、本番まで、関係
者一同が一致団結し、成功裏に本大会の放送中継ができまし
た。今後も世界的なイベントとなるスポーツ大会など、映像
撮影の現場を支えるとともに、より美しく、より感動を与え
る映像をとらえるカメラを開発し、放送事業の発展に貢献し
ていきます。

ボツワナで地上デジタル放送が視聴可能な環境を実現

仁川アジア競技大会のテレビ放送に当社カメラが貢献

大会で活躍する当社カメラ

カルビン・ホイレツェ様（中央）と当社担当
者（2013年5月神奈川県横浜市で開催さ
れたアフリカン・フェア当社ブースにて）

ボツワナ国営 放 送 カルビ
ン・ホイレツェ様と握手を
交わす当社担当者
(2014年2月ボツワナ国営
放送にて撮影)
※ CM「1╱Hitachiシリーズ」

日立国際電気編より

　今回、縁あって日立国際リネアールの工場を訪問することができ、
日立国際電気グループの製品・システムについて理解を深めること
ができた。これからも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。

　本大会のような大きなイベントで、約150台のカメラが同時期に
使用されるということは、当社にとって初めての経験であり、放送
への貢献を通じて製品力、技術力、サポート力を含めた一連の実力
が試されるものでした。今後は、４K/８K時代に
向けたカメラの開発を通じ、より美しい映像の提
供に貢献していきます。

ボツワナ国営放送　プロジェクト・マネージャー
カルビン・ホイレツェ 様

映像・通信事業部　グローバル統括本部
閔  晃寿

V O I C E

V O I C E

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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技術に求められる製品品質、またそれを実現するために必要な
インテルとの緊密な協力関係への当社の取り組みが認められた
結果と思います」と
述べ、当社関係者一
同本年も継続的に
更なる改善活動を
推進する決意を新
たにしました。
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バッチ式縦型成膜装置の検査

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：Chip Holley氏

本社工場（忠清南道天安市） Pyeongtaek Factory（京畿道平澤市）

　Kokusai Electric Kokea Co., Ltd.（以下「KEK」）は2014
年度、当社の株式公開買い付けにより、当社グループの一員と
しての連携を強化しました。KEKは、1993年５月の設立以
来、当社の韓国における半導体製造装置の開発や製造、また納
入後の装置の保守・サービスを行っています。連携強化によ
り当社グループ内における機能分担の整備、人的交流の拡大
を進め、地産地消の精神のもと、現地での設計・生産や調達の
拡大、サービスの向上によりお客様満足度のさらなる向上と
ともに、地域の発展に貢献します。

　半導体デバイスの需要は、スマートフォンやデータセンター
などを中心に今後も拡大が予想されています。
　半導体デバイスは微細化により高集積化・高性能化を発展
させてきました。しかし、今後は微細化も物理限界が予想され
ておりデバイスは縦方向への3次元（3Ｄ）構造が必要となり

ます。従来構造（2Ｄ）よりウェー
ハ表面の凹凸が格段に大きくな
るため、成膜プロセスにおける段
差被覆性と膜厚均一性の確保が
困難となりデバイスの信頼性の
低下や生産歩留まりの悪化を招く
ことが懸念されかねません。
　これらの課題を克服すべく、当
社は新たな成膜技術の開発に努

め、良好な段差被覆性と膜厚均一性を持つ高品質絶縁膜の形成
プロセスを開発しました。
　この技術開発は富山工場のある、歴史と文化が育まれた富山
市八尾町で生まれたものであり、デバイス技術の開発を通じて
この地から世界に向け技術貢献していきます。

　2015年3月5日、米国カリフォルニア州サンタクララでイン
テル社から最高栄誉のサプライヤー・コンテニュアス・クオリ
ティー・インプルーブメント（SCQI）賞を受賞しました。2014
年度は11社が受賞しています。今回の受賞は、インテルの目
標に対し卓越した成績を達成したこと、ならびに品質、コスト、
供給体制、技術力、顧客サービス、労務・倫理システムならびに
環境持続性により評価されるすべての重点項目に対して、業界
を先導する重要な役割を果たしたことによるものです。
　当社電子機械事業部長は、「2014年度のインテルSCQI賞を
受賞できたことを、大変光栄に思います。 最先端の半導体製造

お客様との対話と地産地消を推進

成膜プロセス技術が未来の半導体を切り拓く

インテル コーポレーションよりSCQI賞を受賞

　私ども技術者はお客様と直接対話することで、今の製品の課題や将
来どのような装置・プロセスを望まれているかを考え開発につなげま
す。そのかいもあり今年、縦型成膜装置は10,000台目を富山市八尾町
の富山工場から出荷することができました。今後も
森づくり活動など地域貢献に努め、お客様に満足し
ていただける製品開発を行っていきます。

富山工場　量産設計本部
寺崎  昌人

V O I C E
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DSRC車載器

DSRC路側無線装置（無線部）

DSRC路側無線装置（制御部）
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■ 自動車との情報通信

　当社特機事業部は、2014年11月25日に「洋上無線ルー
タORQ-2シリーズ＊1 の開発」で防衛基盤整備協会賞を受賞
しました。
　この協会賞は防衛装備品に関連した自主的な研究開発や生
産技術等の向上などの成果について、部外の委員で構成され
た防衛基盤整備協会賞審査委員会の審査を経て決定されたも
のです。
　受賞した製品は、当社がこれまで培った無線通信や防衛通
信のノウハウを生かし、海上自衛隊掃海＊2 部隊の運用に適し
た通信器材として開発し、掃海艇、掃海母艦および掃海ヘリ
コプター向けに納入してきたものです。お客様へ新しい価値
として、広帯域化による高速・大容量の通信能力と自動中継

　交通手段として自動車が欠かせないものになっていますが、
事故や渋滞、環境対策など、道路交通にはさまざまな課題が
あります。その課題を解決する手段の一つが経路情報収集装
置（DSRC＊2無線装置）です。
　5.8GHz帯を利用したDSRC無線装置は、自動車と情報収集

サーバーの通信を実現し、自動車に対して「急ブレーキの操作
状況」、「落下物」、「渋滞末尾」、その他危険事象等に関する情報
を提供して安全運転を支援し、一方で最適な道路整備につなが
る情報の蓄積を可能にします。
　2014年度は、高速道路に加えて主要国道にこの無線装置を
設置しました。今後も、装置の増設や機能拡充を行い「安心・
安全」「環境・効率」「快適・利便」の実現に取り組みます。
＊１ ITS（Intelligent Transport Systems）… 高度道路交通システム
＊2 DSRC（Dedicated Short-Range Communication）… 狭域通信

等の利便性を提供できた点が今回の受賞につながったものと
自信を新たにしています。
＊１  洋上無線ルータORQ-2シリーズ … 海上自衛隊の掃海艇、掃海母艦および

掃海ヘリコプター間を無線ネットワークで結ぶための通信機器
＊2  掃海 … 重要港湾や海峡等に敷設された機雷を探知・除去し、海上交通の安

全を守る任務

防衛基盤整備協会賞を受賞

ITS＊1 技術の無線装置で道路交通の安心・安全を実現

DSRC路側無線装置
（制御部）

DSRC路側無線装置
（無線部）

防衛基盤整備協会賞

　今回の受賞にあたり、装置の提案～開発～納入～試験～運用と長期間にわたり、お
客様をはじめさまざまな関係者の方にご協力をいただきました。中でも海上試験で
は、経験したことのない強烈な船酔いの中、部隊の方々にサポートいただき、成果を
あげることができました。引き続き部隊運用に適した器材開発を通じて、安心・安全
な社会づくりに貢献していきます。

V O I C E

特機事業部　設計本部
中野  洋史

受賞式にて
（左から  庄司、中野、山本）

　この無線機は、2010年度に全国の高速道路への設置が始まり、
2014年度までに約200台を納入しました。2014年度は、全国の主
要国道へ配備されました。現段階では安全運転を支援するための装置
となっていますが、渋滞回避支援等、利用者にとって魅力的なサービス
を提供することが今後の普及につながると思います。渋滞回避、渋滞
緩和により、省エネルギーになり、利用者にとって快適で便利なシステ
ムとなるよう今後も全力を尽くしたいと思います。

映像・通信事業部　交通システム設計部
原本  亮喜

V O I C E

特集 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
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公共ブロードバンド帯 衛星回線

国道事務所
移動局（小型）

公共ブロードバンド可搬型基地局
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　公共分野における重要通信は、現在、音声通信が主となって
いますが、災害現場等における状況の把握や緊急事案への迅速
な対応のため、映像伝送のニーズが急速に高まっています。
　公共ブロードバンド移動無線装置は、地上波テレビ放送のデ
ジタル化により空き周波数となったVHF帯の周波数特性を活
用し、従来映像伝送が困難であった見通し外区間およびモバイ
ル環境においてもリアルタイム映像伝送を可能にします。
　当社は、安心･安全な社会を実現するこうした移動無線装置
を開発し、国内はもとより、海外においてはデジタルデバイド
対策にも着目し、グローバル展開に取り組んでいます。

ワイヤレスブロードバンド技術で映像・無線ソリューションを提供

地域に応じた観光・防災情報をスマートフォンへ配信
　近年、大地震やゲリラ豪雨など大規模災害が発生し、住民に的確な災害情報を発信する
システムが要求されています。（株）日立国際八木ソリューションズは、蛍で有名な長野県
辰野町様と密に検討を行い、地域に密着し使い勝手を重視した観光・防災Ｗi-Ｆiステー
ションを開発、2014年12月に採用いただきました。このシステムは、町内指定避難所11
カ所に非常電源設備を備えた無線ＬＡＮ（Ｗi-Fi）、防災情報カメラ（監視カメラ）、気象観
測装置（風速風向、温度、雨量）等を設置し、各装置からの情報をセンターで収集・編集し
発信します。センター装置は、防災無線で放送された音声についても録音し、これらの情
報が簡単にスマートフォン等で画像や音声、文字で確認できるようにしました。
　住民の方々が必要な時に必要な情報を入手でき、安心していただくことに役立っています。
　今後は、平常時に観光客も利用できる機能を充実させ、地域の発展に貢献します。

観光・防災Ｗi-Fiステーションの開発・提案
■ スマートフォンの表示例

（実際に配信された画像・データを辰野町様の
ご了解を得て引用・掲載しています。）

■ 移動無線装置の利用シーン

　当社は、2014年度に国土交通省関東地方整備局様に公共ブロード
バンド初号機を納入しました。ダムや河川、道路等において災害・事
故時における迅速な映像伝送手段としての役割が期
待されています。今後も公共ブロードバンドを通じ
て、安心・安全な社会の実現に取り組んでいきます。

映像・通信事業部　業務通信営業部
春田  悠樹

V O I C E

　今回開発したシステムは、スマートフォンで見て、聞いて、読んで、町の情報を
ライブで確認できるようにしたものです。観光情報も同様に確認できるので、平
常時には観光に関する情報を提供し、災害時は、的確な情報提供や誘導を行うこと
で、減災に貢献できるものと考えています。

（株）日立国際八木ソリューションズ　ソリューション設計部
島津  一雄

V O I C E

　災害現場での過酷な状況のもとで、本システムが最大限の力を発
揮できるよう、フィールドにおける試験を繰り返し行いました。この
経験を生かし、迅速で確実なシステム構築を行って
いきます。

映像・通信事業部　業務システム設計部
川島  芳博

V O I C E

ライブカメラの画像

気象観測情報の表示
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