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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。

2016 年度は、海外において新興国の経済成長の停
滞・減速の継続、米国においても先行きに不透明さが
みられるなど、概ね不透明な状況が継続しました。国
内経済においては、公共投資分野の需要低迷等を受
け、関係市場において市場規模の縮小傾向が見られま
した。

このような状況のもと、映像・通信ソリューションセ
グメントでは、国内における競争激化の進展、新興国に
おける政情不安や景気低迷などにより売上収益の減少は
ありましたが、前年比で調整後営業利益は増加しました。
成膜プロセスソリューションセグメントでは、アジアに
おける半導体メーカーの設備投資が堅調に推移したこと
から、売上収益は前年の記録を更新しましたが、開発力
強化のための設備投資、増産対応によるコスト増等によ
り、調整後営業利益は減少しました。

当社グループの今後の事業環境は、全体として不透
明な状況が継続することが予想されますが、半導体の
旺盛な需要が継続するなどの明るい兆しもあります。
国内においては、関連市場における市場規模の縮小に
伴う競争激化の継続等が想定されております。

このような事業環境のもと、当社グループは以下の
施策を推進してまいります。映像・通信ソリューショ
ンセグメントでは、当社グループが持つ映像・無線技
術や製品をコアとした新分野ソリューション事業への
リソース集中を加速させ、事業ポートフォリオの転換
を積極的に推進します。

成膜プロセスソリューションセグメントでは、新製
品の量産拡大とさらなる高度化の推進による縦型製造
装置のシェア拡大を図るとともに、サービス事業にお
いても、プロダクト・ライフサイクル・ビジネスの進
化を通じて、さらなる事業の成長と拡大を図ります。

当社グループは、社会の持続的な発展に向けて果た
すべき役割を、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」と定めています。自然災害や犯罪・
テロの脅威、交通や産業の発展にともなう各種のリス
ク増大に対応し、安心・安全な社会を実現すること、
またそのための技術革新や、より豊かで幸福な生き方
の追求を後押しすることが、当社グループが取り組む
主要な課題であると考えます。

持続可能な社会の実現をめざす中長期視点から、国
際的に認知されたガイドラインである ISO26000 を
ベースに、上記事業戦略を推進する際の生産活動に伴
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を重要と考え、
これらを当社の経営理念および行動基準の一部として
表明し、全役員および従業員に周知しています。また
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そのための社内体制を整備しています。地域ごとのス
テークホルダーの皆様とも密接な対話を行い、持続可
能な未来をめざす協創を進めます。

そうした中で誠に遺憾ながら、当社は消防救急デジ
タル無線機器納入に関し、2017 年 2 月、公正取引委
員会より独占禁止法に違反する行為があったとして、
排除措置命令を受けました。当社はこの事態を極めて
厳粛に受け止め、今後一層、法令遵守に関する取り組
みを強化し、違反行為の根絶を図り、信頼回復に努め
てまいります。

なお、2017 年 4 月 26 日付で公表しましたように、
米国投資ファンドの Kohlberg  Kravis Roberts & Co. 
L.P. の特別目的会社による当社の普通株式に対する公
開買付けが予定されており、当該買付けが開始された
場合、当社としてこれに賛同する意見を表明＊しました。
この公開買付けが成立した場合、2018 年 1 月初旬頃
までに当社の両セグメントは独立し、新たな資本パー
トナーのもとで課題解決を加速し、社会インフラの質
的変化やスマート社会の到来に向けた半導体産業の変
革に対して、当社グループがこれまで培ってきた技術
や日立グループとの連携、お客様との協創等により、
それぞれさらなる企業価値向上をめざしてまいります。

引き続き、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。

2017 年 6 月 28 日

執行役社長

＊  当社のこの意見表明ならびに当該公開買付けの詳細につきましては、
2017 年 4 月 26 日付の当社ニュースリリースをご参照ください。
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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; 
企業の社会的責任）であると考えます。

■当社の経営と CSR 
当社は、経営と CSR の中心となる企業理念、経営理念およ

び行動基準を定めるにあたり、当社グループへの社会の期待と
経営上の重要性との両面について検討・議論し、決定しました。

「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 CSR 方針としています。

この方針に基づく CSR の実践・推進状況を、中期経営計画
などの具体的な経営ビジョン・戦略とともに公表し、ステー
クホルダーの皆様と広く当社の経営について対話する材料と
しています。お客様の高度な満足のための業務品質全体の改
革に取り組み、活力ある企業風土を醸成する活動、HiKQ（ハ
イケイキュー）イノベーション活動を進め、グループ従業員
一人ひとりの心構えと行動の基準をまとめた「HiKE( ハイケ
イイー ) 人の信条」を常に心がけ、企業として成長していく
ことをめざします。また、CSR 方針に基づく具体的な活動に
つき、親会社である株式会社日立製作所の CSR マネジメント
のフレームワークを参照し、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。

日立国際電気が重要と考えること

企業理念体系と経営方針
企業理念 … 当社グループのあるべき姿、存在意義
経営理念 … 会社経営の基軸、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
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
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。

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。

企業理念、経営理念および行動基準

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

日立国際電気 風土醸成活動の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/hikq/index.html

日立国際電気　風土醸成活動 検索または

Web

経営戦略
2018中計

HiKQの心
HiKE人の信条

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

経営理念

行動基準
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■事業報告書
各年度の事業概況・財務報告は事業報告書、上半期の事業

概況・財務報告その他を中間報告書でお届けし、ホームペー
ジに PDF 版を掲載しています。
（英文では当社グローバルサイト「株主・投資家向け情報」で、

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。）

■基本的な考え方
この報告書は、当社グループとお客様、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
の対話のきっかけとなり、相互の理解と参画を促進する媒体と
なることをめざしています。そのために、内容や項目を絞り込
み、読みやすく、わかりやすいものにするよう心がけています。

■参考にしたガイドライン等
■ GRI ＊（Global Reporting Initiative）ガイドライン G4

「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第４版」
GRI ガイドライン対照表については、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。
■ その他

・ ISO（International Organization for Standardization）
26000（2010 年 11 月発行）

・ OECD（Organization for Economic Co-operation and 
Development）多国籍企業行動指針（2011 年 5 月改訂）

  ・ IIRC（International Integrated Reporting Council）
統合報告フレームワーク（2013 年 12 月発行）

＊   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ます。

■報告の対象範囲
対象期間
2016 年度（2016 年 4 月1日～ 2017 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更については、p6「グループネットワーク」

への注記として記載しています。

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、環境報告等、非財務報告部分について
は表示単位未満を四捨五入して表示

■次回発行予定
次回は 2018 年 6 月に発行する予定です。

■インターネット・ホームページ（Web サイト）
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。

■公正、積極的な情報開示をします
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。

当社グループの事業活動についての情報は、事業概況・
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。

当社のコミュニケーション・ツール

編集方針

2017 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）

事業報告書中間報告書

証券コード：6756証券コード：6756

至 2017年3月31日至 2017年3月31日自 2016年4月1日自 2016年4月1日

第93期報告書

至 2016年9月30日自 2016年4月1日

証券コード：6756証券コード：6756

株 主 通 信
第93期中間報告書

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
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■会社概要（2017 年 3 月 31 日現在）

■主要製品

■連結売上収益

■セグメント別売上収益

社名
株式会社日立国際電気
Hitachi Kokusai Electric Inc.

本社所在地
〒105-8039
東京都港区西新橋二丁目
15番12号

設立
1949年11月17日

資本金
10,058百万円

連結売上収益
171,857百万円

連結従業員数
4,962名

2016年3月期 2017年3月期2015年3月期

（単位：百万円）

連結売上収益計
171,857百万円

映像・通信
ソリューション
79,274百万円

その他
1,039百万円  0.6%

成膜プロセス
ソリューション
91,544百万円

46.1%53.3%

本社（日立愛宕別館6階）

※2016年10月1日、東京都千代田区外神田四丁目から上記に本社を移転しました。

180,740 171,857185,181

50,000
100,000
150,000
200,000

枚葉プラズマ窒化・酸化装置バッチEpi-SiGe装置 枚葉アッシング装置

デジタルFPU＊装置
＊ FPU：Field Pick-up Unit

フルハイビジョン
雲台一体型監視カメラHD-SDI型監視カメラ

フルハイビジョン
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

デジタルテレビ
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・通信ソリューション
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

成膜プロセスソリューション
半導体製造装置

放送用カメラ
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■主な開発、設計、生産拠点

■ グループネットワーク（2017 年 4 月 1 日現在） ■ 地域ごとの売上収益（2017 年 3 月期）

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。

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。映像と無線の
技術を通じて、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。

韓国の首都ソウルから南に約 100km
の距離にある忠清南道天安市に位置
し、半導体製造装置の設計、生産、
改造を行って韓国のユーザーを中心
に製品を供給しています。また、京畿
道平澤市の Pyeongtaek Factory は
大手ユーザーに隣接しプロセス評価、
パーツの改良・修理、装置実習など
のサービスを提供しお客様と関係性
を深めています。

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。

Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 
本社工場
主な生産品目 ： 半導体製造装置

Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A 
本社工場
主な生産品目 ： 放送用送信機

富山事業所
主な生産品目 ： 半導体製造装置

東京事業所
主な生産品目 ： 映像・通信ソリューション

Hitachi Kokusai Electric 
Europe GmbH

Hitachi Kokusai Electric 
Turkey Yayıncılık Sistemleri A.Ş.＊1

Hitachi Kokusai Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.

Kokusai Electric Korea Co., Ltd.
(Kook Je Electric Korea  Co., Ltd.)

Kokusai Electric 
Asia Pacific Co., Ltd.

Hitachi Kokusai Electric
Comark LLC

Kokusai Semiconductor
Equipment Corporation

Hitachi Kokusai
Linear Equipamentos
Eletrônicos S/A

Hitachi Kokusai 
Semiconductor Europe GmbH

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12社

事業所数
国内29拠点、海外25拠点

Hitachi Kokusai Electric
America, Ltd.＊2Hitachi Kokusai Electric 

Turkey Elektronik Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

国内ネットワーク
（支社、事業所、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

■ 富山事業所
■ ㈱国際電気セミコンダクターサービス

東北支社■

本 社

支　　　社
事　業　所
グループ会社
営　業　所

Hitachi Kokusai Electric 
Asia （Singapore） Pte. Ltd.

連結売上収益計
171,857 百万円

（

欧州他
4,933 百万円

2.9％）

アジア
（韓国・台湾地域以外）
27,052百万円

（15.7％）

韓国
25,013百万円

（14.6％）

（

日本
81,170百万円
47.2％）

米国
8,634 百万円

（5.0％）

台湾地域
25,055百万円

（14.6％）

※お客様の所在地をもとに計算しています。

＊1 2016 年 6 月 30 日付で BCS Teknoloji Yayıncılık ve Haberleşme Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. を、Hitachi Kokusai Electric Turkey Elektronik Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. . の連結子会社とし、同年７月に同連結子会社の社名を Hitachi Kokusai Electric Turkey Yayıncılık Sistemleri A.Ş. に変更しました。

＊2 2016 年 4 月 1 日時点のグループ会社 Hitachi Kokusai Electric Canada, Ltd. については、同日より Hitachi Kokusai Electric America, Ltd. が業務を引き継ぎ、
吸収しました。
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■ IC カードを活用した避難所管理サービス

更新に用いた大電力送信機

茨城県古河市にある KDDI 八俣送信所様の国際放送用短波
送信機の老朽更新に伴い、当社は 2012 年度より更新を進め、
2016 年度までに 4 台すべての更新を行いました。

海外に在住する邦人に向けてのラジオ放送に主として用い

られ、お客様が最重要とされる継続的な放送の運用を可能に
します。

この事業は世界的に大電力送信機を展開しているスイスの
企業との協業ですが、当社の大電力技術を生かし、お客様に
とっても当社が責任を持って維持整備を行うことで、当社製
品と同様の運用となります。

IoT＊時代の防災・減災危機管理ソリューションの提供

国際放送用短波送信機が世界への情報発信に貢献

1

2

長年にわたり諸先輩が培ってきた大電力送信技術を継続してきた成果
です。今後も技術を大切に育て、お客様より信頼され、満足いただく製
品をお客様の声を聴きながら提案していきます。

特機事業部　設計本部
加藤 淳

VOICE

インターネット回線公衆回線

庁舎避難所

避難者

スマートフォンを使った避難者数情報の収集
（人数・性別・要配慮者など）

職員・管理者・
臨時の代表者

避難者カードを配布

災害対策本部

災害情報端末

避難所の状況を地図上で把握

防災・減災
危機管理システム

避難者数：241名
混雑率：150%
男性：98名
女性：105名
乳幼児：26名
要配慮者：12名

避難所アプリケーション

＊  IoT(Internet of Things) … モノのインターネット

防災・減災危機管理ソリューションは、自治体職員様、地域住民の皆
様にとって重要なツールとなります。災害発生時は、混乱の中での対応
が必要となり、被災状況をいかに簡単に素早く把握する事ができるかが、
これまで以上に重要になってきています。

防災情報システムと新技術の融合（高信頼無線、AI；人工知能）に積極
的に取り組み安心・安全のソリューション提供に向け頑張ります。

映像・通信事業部　IoT プロジェクト
尾形 孝司

VOICE

住民の生命・財産が脅かされる自然災害（地震・津波・竜巻，
台風，土砂など）発生に備え、当社は、発災前後の状況把握
や情報配信の手段となる防災行政無線システムを提供してい
ます。

先の東日本大震災、熊本地震などの教訓から、情報伝達を
確実に行うためのシステム多様化のニーズが高まっています。
被災地に足を運び、被災された住民の方々および対応中の自
治体職員様やボランティア様の声を聞き、ニーズにお応えし
ています。IoT を活用した発災直後の避難者人数自動集計 /
情報送信による救援物資の配布円滑化は、このような活動か
らの発想です。新しい防災情報システムは、機能だけでなく、
自治体職員様、地域住民の皆様がスムーズにご使用いただけ
ることをコンセプトに取り組み中です。

今後は、防災行政無線システムと IoT 活用の防災情報シス
テムを高信頼無線で融合し、情報収集 / 見える化 / 解析によ
る予知予測により、地域住民の命と暮らしを守る防災・減災
危機管理ソリューションを創出し提供します。

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

7 日立国際電気グループCSR報告書2017



■ 滑走路異物検知システムの利用シーン

2016 年度
PQS 賞トロフィー

光通信技術とミリ波レーダー技術を融合することにより、従来よりも優
れた検出精度の滑走路面異物検出システムが実現できます。世界的な航空
交通需要が高まるなか、空港の安全かつ効率的な運用に
貢献できるよう、今後も全力を尽くします。

当社の最先端技術はお客様のご要求と当社のコア技術・イノベーティブ
技術の融合により創出されます。この最新鋭機を製品化したことで地域産業
の活性化への貢献が認められ、受賞しました。

今後とも、新技術、新製品の開発を通して地域社会
の期待に応えてまいります。

映像・通信事業部 ミリ波応用プロジェクト
佐藤 洋介

電子機械事業部
菊池 俊之

VOICE

VOICE

高速受光素子の開発により、空港の安心・安全の実現に貢献

インテル  コーポレーションより PQS 賞を受賞

富山県ものづくり大賞を受賞

3

4

5

2016 年度、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。

  インテル コーポレーション 技術製造統括本部 副社長 兼 
グローバル・サプライ・マネジメント本部
長のジャクリン・スターム氏は「日立国際
電気の高い品質基準を満たす重点的、かつ
献身的な取り組みは、他社の追随を許しま
せん。今回の受賞者は、最先端の取り組み
を実践しており、これにより、インテルが

2017 年 2 月 13 日、当社富山事業所は「ナノ技術対応最
先端サーマルプロセス装置の開発」で第 5 回富山県ものづく
り大賞「大賞」を受賞しました。富山県の産業・文化の発展
に貢献したものづくり企業に与えられるもので、その中でも
最も優れた 1 企業に与えられるのが「大賞」です。

今回対象となった装置は、最
先端技術を駆使してナノメート
ルレベルの微細な回路を製造す
るものです。これにより、従来
の限界を超え、さらに高性能な
半導体の製造が実現可能になり

ました。当社の同種の装置は、世界的トップシェアをめざし
今後もさらなるシェア拡大が期待できると評価され、今回の
受賞に至りました。

多くの人々が利用する空港ですが、この数年にかけ、業
務の効率化、安全な運行、輸送のニーズが一層高まること
が見込まれます。

当社が新たに開発した高速受光素子を用いることで、光
信号からミリ波信号の変換時に必要な外部電源が不要とな
ります。その結果、「光ファイバー」と「ミリ波」を組み
合わせたネットワークシステムの構築が簡単になることも
あり、90GHz 帯ミリ波レーダーを活用した「滑走路上の

未来のイノベーションを創出できるようになります」と述べて
います。

異物を検出するシステム」の製品化を進めています。
異物を早期に検知することにより、安全運行、定時運行

の確保、上空で旋回待機する飛行機の燃料消費の削減や排
出 CO2 削減が可能になります。今後も継続的に高付加価
値ソリューションを創出・提供し、お客様とともに安心・
安全な社会の実現に取り組みます。

今回の PQS 賞受賞は、当社がインテル社の SCQI プログラムに参加し
て以来 14 回目の受賞となり、13 年連続受賞となります。栄誉ある賞の受
賞は大変光栄であり、関係者一同、より一層の価値向上に向け努めていき
たいと思います。

電子機械事業部 欧米営業部
岡本 剛

VOICE

表彰式で富山県知事より賞状を受け
取る当社富山事業所長（当時）（左）

管制塔

光ファイバー　　

異物

ミリ波レーダー

レーダー

カメラ
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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。

2017 年 5 月、米国の市場調査会社 VLSI リサーチ
社による半導体製造装置における顧客満足度調査で、

「10BEST」＊1、「THE BEST」＊2 の２カテゴリー、また
「RANKED 1st」＊3 を加え、計４カテゴリーで入賞しま
した。当社の技術的なリーダーシップ、製品の高い性能・
品質がお客様から高く評価された結果、20 年連続の入賞
となり、「RANKED 1st」は 2 年連続の入賞となりました。

本顧客満足度調査は、「サプライヤーのパフォーマンス」
「顧客サービス」「装置性能」の３つのキーファクターに
基づく 15 の調査項目を５カ国に展開し、第三者である
VSLI リサーチ社 *4 にてアンケート調査を実施したもので
す。

今後も常に高い目標を掲げ、チャレンジを続けること
で、最適なソリューションを提供する企業として歩んで
いきます。

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活動を行っています。

国内全生産拠点および海外の主な生産拠点において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。

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、事故の未然防止に努めています。

グローバル・ネットワーク型の事業展開に伴い、品質保証
に携わる人財の交流や活動支援を図り、製品・サービスのさ
らなる品質向上に努めています。

各賞の公式ロゴマーク
©VLSI Research Inc.

■ 品質向上への取り組みの流れ

お客様第一

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

VLSI リサーチ社顧客満足度調査で 20 年連続の入賞

*1「10 BSET」… 半導体製造装置総合売上の上位企業を対象にしたカテゴ
リー

*2「THE BEST」… 工程別に調査したカテゴリー。当社は「Supplier of 
Fab Equipment」 と「Wafer Fab Equipment to Foundation Chip 
Makers」の２つのカテゴリーで入賞しました。

*3「RANKED 1st」顧客から最も高い評価を得たサプライヤーに与えられ
る栄誉ある賞。当社は成膜装置の分野で受賞しました。

*4 VLSI リサーチ社… VLSI Research Inc.; 半導体デバイス、ソーラー、
LED、半導体製造装置、材料、サブシステムなどの分析データや装置メーカー
の顧客満足度調査などを幅広いユーザーに提供しており、半導体産業分析
で定評がある会社です。

パフォーマンス評価計画

品質マネジメントシステム（QMS）

顧 客
顧客満足

Plan Do

CheckAct

QMSの
結果

顧 客

・不適合および
  是正処置
・継続的改善

リーダーシップ・リスクおよび
  機会への取組み
・品質目標

・計画通りに
  実施

支援・運用

・監視、測定、
  分析および評価
・内部品質監査

密接に関
連する利
害関係者
のニーズ
および
期待

組織および
その状況

アウトプット

顧客要求
事項

インプット

改善
製品および
サービス

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

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

TOPIC
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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、お取引先様とのパートナー関係の構築を推進
します。

当社は、（株）日立製作所と協調して CSR サプライチェー
ンマネジメントを推進しています。「日立グループサプライ
チェーン CSR 調達ガイドライン＊（JEITA 準拠）」をお取引先
様へ展開し、サプライチェーン全体で CSR 意識の共有を図っ
ています。

ビジネスがグローバルに進展する中、サプライチェーンに
おける調達リスクの可能性が増大しています。お取引先様の
選定は資材の品質・納期・価格、技術開発力などに加え、お
取引先様の人権・労働慣行・倫理・法令遵守といった社会的
責任を果たしているかについても評価し適正な手続きよって
行います。

＊日立グループサプライチェーン CSR 調達ガイドライン… 日立サプライ 
　　チェーン CSR 推進ガイドブックの 2017 年 1 月改訂後の名称

当社は日立グループの一員として、コンゴ民主共和国
（DRC）および周辺諸国から産出される鉱物（紛争鉱物）に
ついて責任のある対応を行っています。

サプライチェーンの透明性の向上を図り、人権侵害を行う
武装集団を利することのない調達活動に取り組みます。

当社は、お取引先様との相互信頼関係に基づいてパート
ナーとしての関係づくりを推進しています。BPM（Business 
Partner Meeting）の場を通じて、公正な取引関係を維持し、
情報共有によるパートナーシップ強化に努めています。

事業方針説明、CSR の取り組み、技術交流など、積極的な
コミュニケーションの浸透により、お取引先様と当社の双方
にメリットのある「Win-Win」の関係を深めていきます。

グローバル調達施策として、海外の生産・販売・サービスの各
拠点と調達戦略を共有し、連携・支援を強化しています。当社の
調達スタッフが 2015 年にブラジル、2016 年に韓国の拠点に駐
在し、地産地消型グローバル調達と現地スタッフ育成・強化を推
進しています。米国・トルコの拠点の調達業務支援には、それぞ
れ当社の専任スタッフが緊密に対応する体制としました。グロー
バル調達一体運営の取り組みを今後さらに強化していきます。

お取引先様が大規模地震などの自然災害の発生によって被災
した場合、当社やお取引先様の事業活動だけでなく社会に大きな
インパクトを与える可能性があります。

そのインパクトを最小限にとどめるため、調達事業継続計画
（Business Continuity Plan; 以下「BCP」）（徹底した標準化、複
数購買の推進、代替品の検討など）を策定・整備しました。国内
グループ会社を含め登録情報を常に最新版へ更新し、定期的な
機能検証によりＢＣＰを改善・強化しています。

また海外拠点のＢＣＰは 2015 年度にブラジル、2016 年度に
韓国への展開を図りました。

調達基本方針

グローバル化推進

調達 BCP の展開

パートナーシップ強化

紛争鉱物問題への対応

CSR の取り組み

株式会社ミラプロ 様

この度は 2016 年度貴社最優秀ビジネスパートナー賞を賜り、大
変光栄に存じます。これも一重に貴社の長年にわたるご指導、ご支
援の賜物と深く感謝申し上げます。

2016 年度の急激な増産も貴社と密に連携を図る事で対応する事が
でき、また、配管表面処理の品質においても、貴社と定期的な改善
活動により品質向上を実現することができま
した。今後も真空関連部品メーカーとして、
エンドユーザー様のさらなるクリーン化のご
要求にも応えられるよう、社員一同頑張って
まいります。

カンワ工業資材株式会社 様

2016 年度優秀賞受賞のビジネスパートナー様

この度は優秀ビジネスパートナーとして表彰を賜り大変光栄に存
じます。社員一同大変嬉しく誇りを持つとともにさらなる励みになり、
重ねて感謝申し上げます。

弊社は多種少量の樹脂切削加工を主に　“品質・管理・スピード”
を軸としアイディアを出しながら“ものづくり”に取り組んでおりま
す。品質向上に向け上流からの改善を常に意
識し、安定した製品供給ができるよう社員一
丸となって研鑽を積み、貴社事業の発展に貢
献できるよう取り組んでまいる所存です。

VOICE

映像・通信事業部表彰

電子機械事業部表彰

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

責任ある調達活動の推進
グローバル視点でお取引先様とともに CSR 調達を推進します社会性報告
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当社グループは、お客様をはじめとするすべてのステーク
ホルダーと積極的な対話を進め、相互に信頼する関係を築き、
価値創造への参画を求めます。

人権尊重の方針は「日立国際電気グループ行動規範」の中
にも示していますが、それを補完するものとして「日立国際
電気グループ人権方針」を 2013 年度に制定しました。

人権方針の全文、人権啓発研修その他の具体的な取り組み
については当社のインターネットサイトで報告しています。

コンプライアンス
今般、当社は公正取引委員会から排除措置命令を受けまし

た。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。

当社は排除措置命令を受ける事態になりましたことを極め
て厳粛に受け止めております。今後、一層、法令遵守に関す
る取り組みを強化し、再発防止の徹底を図るとともに、信頼
回復に努めてまいります。

公正取引委員会からの排除措置命令
当社は消防救急デジタル無線機器納入に関し、2014 年 11

月に公正取引委員会による立ち入り検査を受けておりました
が、2017 年 2 月、同委員会より独占禁止法に違反する行為が
あったとして、排除措置命令を受けました。

当社は、本件を認識した後、直ちに課徴金減免制度の適用を
申請するとともに、社長メッセージの発信によるコンプライア
ンス徹底の宣言、社内教育プログラムの見直しによるコンプラ
イアンス意識の強化、コンプライアンス監査の強化による法令
遵守状況の確認、就業規則および業務関連規則の整備・見直し
による管理強化等、再発防止に努めてまいりました。今後もこ
れらの施策を継続的に実施することにより、独占禁止法遵守を
徹底し、違反行為の根絶を図ってまいります。

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。

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。

人権の尊重

リスクを把握し、適切に対応します

ステークホルダーとの協働

内部通報制度　「日立国際電気グループ 
コンプライアンス通報制度」

日立国際電気グループ コンプライアンス通報制度
電話 ： 03-3502-2524
eメール ： compliance.hike@h-kokusai.com
郵便 ：  〒105-8039 東京都港区西新橋二丁目15番12号 

日立愛宕別館6階　株式会社日立国際電気 
コンプライアンス通報制度担当　宛 ※グループ従業員のほか、お取引先様よりの通報もお受けします

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/

日立国際電気　人権の尊重 検索または

Web

社会性報告

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
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コーポレート・ガバナンス体制 
当社は、意思決定の迅速化と経営の透明性確保のため、指

名委員会等設置会社形態を採用しています。
社外取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針を定め、

執行役に対して業務の決定の権限を委ねて業務の効率性を促
進させる一方で、指名委員会、監査委員会および報酬委員会（以
下総称して「各委員会」という。）とともに業務執行の監視・
監督に当たる体制により、業務の適正性の確保を図ることで
経営改革を促進しています。社外取締役は、上記の体制のもと、
当社から独立した立場、客観的な見地から積極的に意見を述
べることで、経営の透明性や健全性をより一層高めるための
役割・機能を担っています。

体制の概要 
１．業務執行

意思決定の迅速化のため、業務の決定に関する事項は法令
の範囲内で大幅に執行役に委任しています。

執行役は、取締役会の定める職務分掌に従い、それぞれが
担当する業務の決定および業務執行を行っていますが、特に
重要性の高い事項については、その意思決定の適正を期すた
め、執行役全員で構成される執行役会の審議による多面的な
検討を経た後に、執行役が決定することとしています。

その他の執行役による業務の決定についても、決定事項の
種類や内容に応じて社内規則が定められており、当該規則に
従って必要な手続がとられます。

２．監督・監査
取締役会は、その内部機関である各委員会とともに、業務

執行を含めた経営全般について監督を行っています。
また、取締役会および各委員会にはそれぞれ事務局となる

部門が活動を補助していますが、特に監査委員会については、
監査の適正と実効性確保のために専属の部門を設け、執行役
の指揮命令に服しない使用人を置いています。 

（1） 取締役会
各委員会からその活動状況について報告を受けるほか、執

行役からもその職務の執行状況について直接に報告を受ける
などして、経営の監督を行っています。 

（2） 指名委員会
株主総会における取締役選任議案に関し、取締役候補者を

決定しています。候補者の選定にあたっては、より良い経営
判断が可能となるよう、当社の経営に資する人財として求め
られるべき人格、経験、見識、能力等を総合的に検討し、社
内外から広く人財を確保するようにしています。 

（3） 監査委員会
監査方針および監査計画等を定めるとともに、当該方針・

計画等に沿って指定された監査委員が実施した監査内容につ
いてフォローしています。また、内部監査部門や会計監査人、
グループ子会社の監査役に対しても、それらが実施する監査
について情報共有その他の連携を図ることにより、監査委員
会による監査の実効性を確保しています。 

（4） 報酬委員会
取締役および執行役の報酬決定に対する基本方針を定める

ととともに、取締役および執行役各人について評価を行い、
報酬額を決定しています。
■ コーポレート・ガバナンス体制図（2017 年 4 月 1 日現在）

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスについての情報開示 
当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を

実現するためのコーポレート・ガバナンスについては、その
基本的な考え方および枠組みを示すことを目的として 2015
年 12 月に制定、公表した「日立国際電気コーポレートガバ
ナンス・ガイドライン」を含め、当社ホームページにおいて
より詳細に開示しておりますのでご参照ください。

監督

株主総会
取締役の選任・解任 会計監査人の選任・解任

取締役会 （取締役 5 名 うち社外取締役 2 名）

指名委員会（取締役3名 うち社外取締役2名）
取締役選任議案の決定

報酬委員会（取締役3名 うち社外取締役2名）
取締役および執行役の報酬の決定

執行役の
選任・解任

監査

会計監査

業務監査

報告

補助

連携

報告

執行役会（執行役 8名）
業務執行

法務・CSR 本部
コンプライアンス

監査委員会事務局

連携

監査室

代表執行役

執行役

会
計
監
査
人

監査委員会（取締役3名 うち社外取締役2名）
職務執行の監査

コーポレート・ガバナンスについての情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/corporate/

日立国際電気コーポレートガバナンス 検索または

Web
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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。従業員の共通の心構えである「HiKE 人の
信条」に掲げた『成長し続けることを楽しみます』とい
う信条の通り、常に探求し、常に学び、課題を超えるこ
とを喜びとし、日々新たな自分へと変わり続けられる人
財をめざし、基本理念を定めています。 

なお、本年度の基本方針は、下記 4 点を掲げています。

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若手社員にむけたグローバルマインド教育

新入社員への導入研修では、英語スピーチコンテスト
や異文化理解研修、TOEIC® ＊受験、自己啓発支援など、
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年目までの社員に対し、TOEIC® の目標
点を定め、英語勉強法講座の開催や、通信教育や E ラー
ニングなどの英語勉強ツールを提供し、自己啓発支援を
行っております。高得点取得者には、スピーキングテス
トによる実践的なスピーキング力の向上にも力をいれて
います。
＊ 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。

②海外派遣プログラム
日立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
や現地企業の就業体験、教育施設へのボランディアのプ
ログラムを中心に１カ月から３カ月の短期派遣を行って
います。2011 年から 6 年間で派遣者数は約 70 名とな
りました。派遣者を通じ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海外グループ会社への人財育成支援
海外グループ会社の現地社員の育成を目的とし、電子

機械事業部にて 1 年間の日本への出向受け入れによる 
人財育成支援を実施しています。( 実習の場合は半年間 )

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

日立国際電気に 2016 年 9 月までの
1 年間出向し、お客様のニーズを満足
させるための改善評価を担当しました。
評価過程で最先端測定、分析装置を直
接使用して改善活動ができたことがよ
い経験でした。

そして、各部門の担当者と Face to 
Face で打合せを行い、問題に対して即
時対応ができたこともあり、その機会
にさまざまな部署の人たちとの人脈を
築くことができました。

出向期間に経験したことを今後の業
務に生かし、お客様に技術力で信頼さ
れるエンジニアになれるように努力し
ます。

Kokusai Electric Korea Co., Ltd.
量産プロセスチーム

M. K. Bu

VOICE

富山事業所の外国スタッフ交流
イベントでもちつきを体験
(2015 年 12 月 26 日 )

「HiKE 人の信条」を実現する
人財開発施策を展開します

当社は、女性従業員のキャリア形成に対するモチベーショ
ン向上を目的として、総合職女性従業員を対象に 2 日間のキャ
リアセミナーを実施しています。2014 年より 3 年計画で総
合職女性従業員全員への受講機会を提供しました。

セミナーでは、外部講師をお招きし、働く女性を取り巻く
環境についての講義や、当社の女性管理職によるパネルディ
スカッション、参加者同士のディスカッションを実施し、キャ
リアの考え方について理解、中長期的なキャリアについて考
える機会を提供しています。

また、女性部長相当職以上を対象とした「女性リーダーミー
ティング」や、出産や育児の両立に直面した従業員と上司を
対象とした「産休前・復職支援セミナー」、入社 3 ～ 4 年目
の女性総合職を対象とした「若手女性向けキャリアセミナー」
など、（株）日立製作所が主催する各種セミナーに積極的に派
遣し、女性キャリア促進に向けた支援を推進しています。

女性活躍推進の取り組み

2016 年度は、出向３名、実習３名の現地社員を受け
入れました。担当業務の遂行によるスキルアップのほか、
関係部署の社員との人脈形成や業務連携、新規装置や最
先端技術の知識習得を目的としています。

現地社員の受け入れを通じて、国内外のグループ会社
を含めたグローバル事業の拡大に寄与する人財の育成のほ
か、多様な人財が混じり合って業務遂行することにより日
本人のダイバーシティ意識の醸成につながっています。

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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足に障がいがあります。そのため、負担が少ない事務職を選びました。
当社への入社を決意した理由は、人の役に立ちたいという思いを実現で
きること、また経理業務は業務範囲が広く自分が成長できそうだと感じ
たからです。

入社後は、海外出張・出向した社員の旅費清算手続きやチェック業務
を行っています。周囲の人からの指導によりできることが増えてきまし
た。入社してから 1 年を迎えますが、担当業務は遂行できるようにな
り自分自身も成長を実感しています。まだ多くの課
題はありますが、ひとつひとつ解決し、周囲から信
頼される経理担当者になりたいと思います。

国際電気テクノサービス（株） 業務サービス部
小林 遥奈

VOICE

「育児・仕事両立支援金」制度
子育てをしながら働く従業員が、さらに能力を発揮するこ

とができる環境を実現するため、2017 年 4 月 1 日から「育児・
仕事両立支援金」制度を導入しました。本制度では、共働き
またはひとり親で、小学校就学前の子を養育する従業員に保
育施設やベビーシッターの利用料など、子育てをしながら働
くために要した費用を「育児・仕事両立支援金」として支給
します。

毎月第二水曜日を「カエル ! デー」( 定時退社強化日 ) とし
て設定し、労使で一斉退社に向けた取り組みを強化するととも 

2016 年 4 月施行の「改正障害者雇用促進法」を踏まえ、
障がい者および職場を支援する体制を整備するとともに、相
談に対する適切な対応の促進を図るため、各事業所ごとに「障
がい者相談窓口」を設置しています。

相談窓口では、障がい者からの各種相談対応、職場からの
障がい者雇用に関する相談対応、職場への合理的配慮の助言
や対応の検討を行います。

■ 育児・介護支援制度

■ 育児休職取得者・短時間勤務利用者＊数 ( 当社 )

■ 定時退社強化日および休日出勤禁止日の設定

■ 障がい者相談窓口

（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）

仕事と生活の両立支援
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・拡充を推進しています。

ワークライフバランス

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、豊富なスキルを若い世代
に伝承し、活躍しています。

また、障がい者雇用については、実習受け入れを行い、実習
者、会社双方で仕事のスキルや職場環境などを確認した上で雇
用につなげるよう取り組んでいます。法定雇用率(2.0％)につき、
当社は 2017 年 3 月 1日現在満たしています。また、グループ
一体で障がい者雇用を推進していくことを目的に、2016 年度よ
り「グループ算定特例（関係子会社特例）」制度を適用しています。
今後グループ全体で、さらなる雇用機会の拡大、雇用の促進に
努めます。

多様な人財の雇用促進

に、毎月第３日曜日を ｢３( サン ) デー貢献｣ ( 休日出勤原則
禁止 ) の日として設定し、「家族貢献」「地域貢献」「自己貢献
( 自己啓発 )」を目的とした活動機会を提供・促進しています。

＊短時間勤務利用者…育児・介護のために短い勤務時間で働いている者

育児
休職

妊娠

出産

妊娠通院休暇
妊娠障害休暇
通勤緩和のための
短時間制度　等

出産休暇
(産前・産後８週間） 

職場
復帰

育児休職
(子が小学校1年生を終えるまで通算3年）

短時間勤務
（4、5、6、6.5、7hr から選択可。最大小学校卒業まで）
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、家族看護休暇
半日年休(回数制限なし)
配偶者海外転勤休暇

出産看護休暇
（通算５日） 

介護
休暇

職場
復帰

短時間勤務
子の看護休暇
家族看護休暇
年次介護休暇
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≫

2014 2015 2016 ［年度］0

10

20

30

40
（人） 短時間勤務

利用者数

短時間勤務利用者数 育児休職取得者数

育児休職
取得者数

38

1715

37

15

34

人財の尊重と育成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
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当社は、｢日立国際電気グループ労働組合｣ と労働協約を締
結し、定期的に労使協議の機会を設け、労働条件や人事制度
について協議するなど、職場規律の確立、職場環境の維持・
改善に、労使一体となって取り組んでいます。

会社と労働組合は、相互の意思疎通を図り、経営の円滑な
運営と事業の発展、社員の労働条件向上を図ることを目的と
して、定期的に労使協議会を行うことを労働協約に定めてい
ます。労使協議会では、経営方針や事業運営などの諸課題に
ついて、建設的な意見交換を行い、健全で安定的な労使関係
を構築しています。

■ 人員構成（当社）

■ 労働組合の組合員数（国内当社グループ）

■ 事業別人員割合（当社グループ）

■ 地域別人員割合（当社グループ）

■  映像・通信 
ソリューション

■  成膜プロセス 
ソリューション

■  その他
■  全社（共通）

■ 日本
■ アジア
■ 北米
■ 中南米
■ 欧州・その他

労働組合と対話

人員構成（2017 年 3 月 31 日現在）

連結
就業人員
4,962人

映像・通信
ソリューション
60.4％

成膜プロセス
ソリューション

33.0％

全社（共通）2.9％
その他3.7％

連結
就業人員
4,962人

日本
79.1％

アジア
11.1％

欧州、その他
2.6％

中南米3.9％
北米3.2％

男 女 合計

就業者数 2,234 人 222 人 2,456 人 

管理職 511 人 9 人 520 人

うち部長職以上 200 人 2 人 202 人

取締役・執行役 13 人 0 人 13 人

平均年齢 44.4 歳 42.0 歳 44.2 歳

平均勤続年数 19.9 年 17.4 年 19.7 年

離職者数 69 人 12 人 81 人

労働組合の名称 組合員数

日立国際電気グループ労働組合 2,729 人 

2016 年度の安全衛生活動は、グループ会社を含め次の 
内容について取り組みました。

１．安全活動としてのルール違反、類似災害の撲滅
休業災害の撲滅を目標に取り組みましたが、休業災害

が発生していることから、安全基準・作業手順の見直し
や安全教育の強化などの取り組みを継続しています。

２．衛生活動としての心身両面の予防管理強化
メンタルヘルス研修の継続実施に加え、フィジカル面の

健康管理を実施するために、「(HiKE) 健康増進活動 2018」
を策定し、従業員の健康増進活動と健康意識の醸成を計画
的に推進します。

３．交通安全活動としての加害事故の撲滅
日立国際電気グループ安全運転強化月間を設定し、 

加害事故撲滅に向けた各種活動を展開し、前年比 29% 減
となりました。

以上の取り組みを継続的に行った結果、本社は『平成 28 年
度 安全衛生に係る東京労働局長奨励賞 ( 健康確保 )』を７月に
受賞しました。この受賞を受け、東京労働局主催の『産業保
健フォーラム　IN TOKYO 2016』で、「メンタルヘルス対策
について～産業保健スタッフの
立場から～」と題して当社の保
健師が事例発表を行いました。

当社グループは、全社災害対策本部間訓練を年 1 回実施して
います。2016 年度は本社および富山事業所において次の防災
活動に取り組みました。

① 10 月に本社を移転したことにより、本社を防災活動の
拠点として確保する観点から、本社に勤務する全員が参加し
て 11 月に避難訓練を実施しました。災害発生の際の避難ルー
トを訓練で体験することで、勤務する者一人ひとりの意識を
高めました。

②富山事業所は、2015 年度から生産新棟 ( 剣館 ) を建設、
2016 年 12 月に竣工、2017 年 1 月から稼働しました。竣
工後、稼働までの間に、安全面・防災面のリスクアセスメン
トによる洗い出しや必要に応じ
てマニュアル等の見直しを実施
しました。

安全衛生

防災活動

当社保健師による事例発表
写真提供：厚生労働省東京労働局

本社での避難訓練

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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この報告書の対象年度になって間もなく、2016 年 4 月
14 日夜から熊本県熊本地方を震源とする震度７の地震が 2
回発生、長く続いた余震とともに甚大な被害をもたらしまし
た。

当社は直ちにグループ従業員と家族、親族の安否を確認、
同時にお取引先様、お客様の被災状況の調査を開始、復旧・
復興のためにできることを探り、グループ会社を含め全社を
挙げて対応しました。国交省九州地方整備局様が被災現場を
監視するための映像・無線システム納入、また熊本県で半導
体製造ラインに被害のあったお客様のライン復旧支援を行い
ましたが、宿泊施設が不足する中、いずれも当社グループの
拠点から現場への往復に長時間を要するなど、困難な状況を
乗り越えて完遂しました。国交省九州地方整備局様およびソ
ニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株）熊本テク
ノロジーセンター様からは感謝状をいただきました。

当社はこのほか、義援金５百万円を支出するとともに、グ
ループ内の募金活動を行って２百万円余を集め、いずれも日
本赤十字社の被災者向け義援金口に送りました。

発生から１年以上経過し、あらためて地震の犠牲になった
方のご冥福を祈り、被災地の復興を祈ります。

日立青葉会ボランティア活動の取り組みの一環として、「第 4
回千年希望の丘植樹祭 2016」に参加しました。これは、東日本
大震災で被災した沿岸部一帯において、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
する活動です。4 年目の今回は最大規模となる 10 万本の苗木
を植える植樹祭となり、全国から約１万２千名が集まりました。

当社東北支社、（株）日立国際八木ソリューションズ、（株）エッ
チエスサービス、（株）
五洋電子（および同社
仙台工場）から計 114
名が参加しました。

（2016 年 5 月 28 日）

2015 年 4 月にネパールを襲ったマグニチュード 7.8 の大地震 
は多くの人命を奪い、歴史的建造物を倒壊させました。当社は
ネパール震災復興支援の一環として、2015 年秋に被災地の 

インターネット回線構築に用い
る VHF 帯ブロードバンド無線
システムの寄贈を決め、現地
で受け皿となる NGO との手
続きを進めました。現地の事情
により大きく遅れ、2016 年 11
月に APT（アジア太平洋電気 
通信共同体）のネパール支援
プロジェクトを通じ、現地に
技術者を派遣、現地技術者の 

ＮＰＯ法人北海道市民環境ネットワーク様と、北海道日立グ
ループ親切会との連携による、札幌市円山動物園内の外来植
物除去と植栽のボランテｲア活動に、当社グループからは北海
道支社と（株）日立国際八木ソリューションズより計 8 名が
参加しました。

外来植物の判別につき、当初は係の方に尋ねつつも、やが
て慣れて駆除作業が進
み、それを終えた後は
苗木の配布を受け植栽
を行いました。

（2016 年 6 月 4 日）

阿蘇大橋被災現場を臨む位置に
監視カメラを設置

熊本市内、地面の亀裂を乗り越えて現
場へ

熊本地震被災地復旧支援

札幌市円山公園での外来植物駆除と植栽

ネパールへの公共ブロードバンド機材 
寄付による震災復興支援

宮城県岩沼市
「第４回千年希望の丘植樹祭」に参加

トレーニングおよび被災地での上記システム設置が実現しまし
た。地震で大きな被害を受け、交通の便が悪い Jholunge 村の
小学校へネットワークを開通させることができ、地域の住民にも
大変喜んでいただきました。

震災復興後も、同国
のデジタルデバイド解
消の一助として、当社
システムの貢献が期待
されています。

アンテナ設置場所から見た風景

きれいな花が咲くようにと願い苗を植えました

人と生き物にやさしい地域の復興を願い植栽アンテナ設置場所付近の復旧作業

地域社会との共生
地域の環境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
— 被災地支援、生態系・生物多様性保全 ―

社会性報告
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中国で半導体製造装置の販売・サービスを行う Hitachi 
Kokusai Electric (Shanghai) Co., Ltd. の西安支社から８名
が、地域の障がい者施設、西安心心特殊児童発展センターで
のボランティア活動に参加しました。掃除や荷物の整理を手

伝い、子どもたちと遊
び、忘年会にも参加し
て、多くの人との絆を
強く感じました。
(2016 年 12 月 24 日 )

当社九州支社と（株）日立国際八木ソリューションズ九州
支店が、月曜日の始業前、小雨決行で入居ビル正面の公園を
清掃する活動を設定しました。案の定小雨がぱらつく天気で
したが、計 19 名が参加、
たばこの吸い殻や空き缶
など、思いのほか多くの
ゴミを拾い集めました。

（2016 年 6 月 13 日）

当社東北支社、（株）日立国際八木ソリューションズ東北支
店、（株）エッチエスサービス東北支店の計 16 名が、第 12
回日立青葉会清掃ボラン
ティア活動に参加しまし
た。仙台市中心部の西公
園お花見広場に集合し、
隣接する市街地のゴミ拾
いをしました。
(2016 年 11 月 12 日 )

公益財団法人 富山県民福祉公園の呼びかけで、富山県射水
市の太閤山ランド内、園路の環境美化や花壇の整備などを行
うボランティア活動です。当社富山事業所、（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）か
ら計 21 名（2016 年 11 月 6 日）、また計 15 名（同年 12
月 4 日）が園路の清掃、花壇の花苗や球根植え付け、除草を
行いました。

Hitachi Kokusai Semiconductor Europe GmbH (HKSE; 
ドイツ、エアクラート市 ) から、5 名が地域のボーイ / ガー
ルスカウト用広場を拡張、整備するボランティア活動に参加
しました。地域のシニア・
レンジャーを手伝って新し
いフェンスを設置し、子ど
もたちに植物の成長を教え
るための花壇を一緒に造り、
種や球根を植える楽しい 
ひとときとなりました。

（2016 年 9 月 16 日）

Kokusai Electric Korea Co., Ltd. の社員 8 名が、同じ産
業団地の各社が参加するボランティア活動の一環で、近隣の
独り暮らし高齢者の支援に取り組みました。独り暮らしの家
庭を訪問し、食料品・夜具・衛生用品などの支援品を寄贈し、
家と福祉施設の掃除をしました。持続的な関心と支援の必要
を感じるきっかけとなり、社会課題の解決につながる定期的
な活動を企画しようと考えています。（2016 年 12 月 26 日）

障がい者施設での年末ボランティア活動

スカウト活動広場の整備

富山県民福祉公園パークボランティア
に参加

独り暮らし高齢者の支援

身近な場所で早朝の環境活動

仙台市中心部の清掃活動

社会貢献活動・環境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　社会貢献活動または

Web

検索

荷物運びを手伝う西安支社メンバー

気持はボーイ / ガールスカウトの
HKSE 社員

高齢者の住まいの掃除 独り暮らし高齢者向け福祉施設の掃除

園路の清掃 花壇の整備

参加メンバーと拾い集めたゴミ

当社グループ参加メンバー

地域社会との共生
地域の環境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
—チャリティ、人づくり支援、住み続けられる街づくり —

社会性報告
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評価基準　   ：達成　　   ：達成率 80% 以上　　  ：達成率 80% 未満

海外グループ会社での教育の様子

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。

カテゴリー 行動目標 指　標 最終年度（2018 年度）
目　標

2016 年度
評　価

目標 実績

マネジメント

全従業員のエコマインド醸成 受講率 99% 以上 99% 以上 100%   

環境活動レベル指標 GREEN21-2018 の GP 480GP 240GP 265GP   

プロダクツ＆サービス 製品の環境性能の向上 CO2 排出削減率 － 88% 91%   

ファクトリー 
& オフィス

地球温暖化
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）
25% 23% 24%   

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）
25% 20% 32%   

資源の
有効利用

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）

54% 54% 58%   

生態系の保全 生態系保全活動実施件数 検討 / 調査、計画、実施件数
新規

検討 / 調査 4 件 2 件 0 件

  
計画 3 件 0 件 0 件

実行 2 件 0 件 6 件

継続 継続実施 205 件 205 件 207 件

ステークホルダーとの協働
環境に関する社会貢献活動
実施件数＊ 実施件数 総数 210 件（累計） 総数 70 件 総数 83 件   

スローガン
海外拠点への環境に関する情報の伝達、環境事故の際の速

やかな連絡体制を確立するため、国内拠点同様に環境担当者
を登録しました。登録した環境担当者を対象に環境基礎教育
のフェーズ 1として、2016 年度は、日立グループ共通の e ラー
ニング「エコマインド教育」基礎編
を実施しました。

2017 年度は、フェーズ 2 として、
｢エコマインド教育｣ 日立グループ
編を引き続き実施し、環境意識の向
上を図っていきます。

当社グループでは、従業員の環境マインド醸成のために、当社グ
ループの環境保全に関する指針を配布しています。また、ポスター
を毎年作成し、国内・海外の拠点への掲示を行っています。

特に海外グループ会社への訪問時には、現地従業員へ環境に関
する基礎的な教育を行い、環境マインドの醸成を図っています。

2016 年度の環境活動計画に対する実績・評価は以下の通りです。2016 年度からは新たな中期計画として 2018 年までの目
標を設定し、取り組んでいます。

日立国際電気環境保全行動指針 海外グループ会社管理体制構築と 
環境担当者への e ラーニング実施

海外拠点における環境教育の実施

2016 年度環境活動目標と実績（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

＊ 環境教育や情報交換､ 水・緑化などの生態系保全､ 清掃などの地域貢献､ ライトダウンおよび地域との省エネなどの実施件数

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

e-Learning

環境報告

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
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■ GREEN21 評価項目

■ 環境保全コスト

■ 環境保全効果

■ グリーンポイント

費用［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

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 6 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。

2016 ～ 2018 年度は、「GREEN21-2018」として、環境
行動計画の達成状況を把握するとともに、管理レベルの引き
上げに取り組んでいます。2018 年度の日立グループの共通目
標として 480GP の達成を設定しています。

当社の 2016 年度の実績は、日立グループの共通目標であ
る 240GP に対して、265GP であり、目標を達成しました。

2016 年度は、特にプロダクツ＆サービスおよびステークホ
ルダーとの協働について高評価となりました。

生態系保全活動の一環として 2016 年 4 月より、東京事業所
敷地内雑木林の自然観察を月１回定期的に行っています。

雑木林に生育している動植物の生態や、季節による自然環境
の変化について観察を実施し、撮影した写真などを社内 SNS＊で
公開し、事業所内に生育する動植物の生態を発信しています。

2017 年度も活動を継続し、公益財団法人日本自然保護協会
に自然観察指導員として登録している従業員により、より詳しく
観察を進めていきます。
＊ 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

当社は、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。

｢GREEN21-2018｣ 評価結果（当社） 環境会計（当社）

東京事業所敷地内雑木林の自然観察実施

観察されたトカゲ類

カテゴリー 主な評価内容

1 環境マネジメント 環境管理、法規制遵守

2 プロダクツ＆サービス 環境性能の向上､ 環境配慮設計アセスメント

3 地球温暖化防止 エネルギー使用量原単位改善､ 輸送省エネ

4 資源循環・化学物質 廃棄物有価物発生量原単位改善､
水使用量原単位改善

5 生態系保全 生態系保全活動の実施

6 ステークホルダーとの協働 環境教育､ 緑化､ 地域清掃活動

項　目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 主な内容

実収入効果 8.4 8.8 9.8 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減 4.0 3.6 1.2 省エネ設備による経費節減効果など

合　計 12.4 12.4 11.0 ─

項　目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 主な内容
環境保全に
対する投資 150.9 87.7 16.3 省エネ設備などの直接的

環境負荷低減設備への投資

項　目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 主な内容
事業所エリア内
コスト 239.5 284.9 370.3 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 0 0 グリーン調達費用、リサイクル費用

管理活動コスト 78.1 70.5 88.6 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 183.9 189.4 169.3 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 1.1 1.1 1.9 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 502.6 545.9 630.1 ─

2020
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2. プロダクツ＆
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3. 地球温暖化防止

4. 資源循環・化学物質

5. 生態系保全

6. ステークホルダー
　との協働

2016年度（実績）
2016年度（目標）

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
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エネルギー
電気 36,097MWh� （＋6％）
 ［351,228GJ］

燃料油（重油・灯油） 149kL� （＋20％）
 ［5,747GJ］

ガス（都市ガス・LPG） 99千㎥� （＋3％）
 ［7,645GJ］

原材料
原材料・部品 3,026t� （＋50％）
梱包材 267t� （＋74％）
紙 56t� （＋10％）

化学物質
PRTR＊1 化学物質取扱量 3.0t� （＋17％）

水
上水､地下水 185千㎥� （＋7％）
 上水 170千㎥
 地下水 15千㎥

排ガス
CO2 排出量＊2 16,317t� （＋6％）
 直接CO2 排出量 832t
 間接CO2 排出量 15,486t
SOx 53N㎥� （－44％）
NOx 157N㎥� （－16％）

廃棄物・有価物
排出量 864t� （＋5％）
最終処分量 2t� （－16％）

化学物質
PRTR化学物質排出・移動・リサイクル 0.6t� （＋41％）

排水
排水量 185千㎥� （＋7％）
 下水 140千㎥
 浄化後河川 44千㎥
 地下浸透他 1千㎥
BOD 0.5t� （＋47％）
COD 0t� （0％）

Input Output

■ 廃棄物・有価物発生量と原単位の改善推移

＊ 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

(　　) 内は 2015 年度比を示します。但し、2016 年度集計
対象範囲の拡大により、前年度のデータも見直ししております。

当社および
グループ会社の
国内製造拠点

事業活動

製品・サービス

当社およびグループ会社の製造拠点では、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。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。

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、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指数の改善を図っており、2016 年度か
らは、取り組み対象を一部拡大し、2018 年度に 46(2005
年度比で 54% 改善 ) とする目標を掲げて取り組んでいます。

2016 年度は、拠点毎に独自の取り組みとして梱包資材の
繰り返し利用、e ラーニングの実施による廃棄物分別指導、
紙類使用量削減などの取り組みにより目標 46 に対し実績
42(58％改善 ) となり、目標を達成しました。

従業員と家族のためのイベントとして開催した ｢富山地区
納涼祭｣ (2016 年 8 月 20 日 ) において環境活動の紹介・PR 
として、廃棄物処理のパネル展示や実際の廃棄物リサイクル
品 ( 太陽電池用ウエハ等 ) を展示・紹介しました。また今回は、
廃棄物処理業者によるリサイクル再生品の段ボールハウス ( お
子さま向け遊具 ) を設置し、子どもたちに大変好評でした。

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「責任ある調達活動の推進」のペー
ジおよび「環境にやさしい次世代製品」のページで紹介して
います。

事業活動と環境負荷（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

廃棄物の削減（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

富山地区納涼祭で環境活動､ 廃棄物リサイクルを PR

「富山地区納涼祭」環境ブース ブース内廃棄物処理のパネル展示
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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
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■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

富山事業所のグリーンカーテン

園児へのゴーヤに関する環境教育

グリーンカーテン部門最優秀賞 
表彰状

当社およびグループ会社の国内製造拠点では、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。2016 年
度からは、対象を一部拡大し、エネルギー使用量原単位指数
を 2018 年度に 75(2005 年度比で 25％改善 ) とする目標を
掲げて取り組んでいます。2016 年度のエネルギー使用量原単
位指数は、目標 77 に対し実績 76(2005 年度比で 24％改善 )
となりました。

設備面の取り組みとして、2016 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。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」の取り
組みを継続しています。

※ 当社グループのグリーンカーテン活動の概要につき、次の22ページ末尾にまと
めましたので、ご参照ください。

PCB( ポリ塩化ビフェニル ) を含有するトランス、コンデン
サ、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 ･ 管理および地域ごとに定められた期限ま
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、これまで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管理し、定期的な点検を行ってき
ました。

2016年度は、当社東京事業所と(株)日立国際八木ソリュー
ションズで保管していた PCB を含有する蛍光灯安定器を政府
が全額出資する中間貯蔵・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。

日立グループでは、国内海外の環境活動活性化と先進事例
のグループへの展開を図るために、グループ内の先進的な環
境活動や製品・サービス、環境に配慮した事業所を表彰する

「GREEN21 大賞」制度を設け、表彰しています。
日立グループ夏季節電運動の一環として 2011 年度から毎年

活動しているグリーンカーテン活動について、2014 年度より当
社グループ一体活動として取り組み、栽培種類の多様化や社内
SNS＊での生育状況の公開、地域保育園等へのグリーンカーテン
苗の寄贈、園児へのゴーヤに関する環境教育など、積極的に推
進してきました。

この活動により、2015 年度は優秀賞を受賞、2016 年度は最
優秀賞を受賞し、昨年に引き続き2年連続での受賞となりました。

＊ 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

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国内製造拠点）

PCB 廃棄物処理

2016 年度 ｢GREEN21 大賞｣ グリーンカーテン部門最優秀賞受賞

今回の委託により、当社グループが保有する PCB 廃棄物の
処理は、すべて完了しました。
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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
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新たに栽培したスネールフラワー
かたつむりを思わせるユニークなつぼみ

HC-IP3050HD

フルHDでの省電力化を実現
■ 屋外電動ドーム型ネットワークカメラ（ONVIF＊1対応品）「HC-IP3050HD」

当社グループで 2016 年度から新たに導入した環境配慮設計
は、国際規格 IEC62430＊に準拠し、自社の環境負荷低減に努
めるだけでなく、お客様へ環境に配慮した製品を提供すること
で環境負荷の低減を図ることをめざしています。

これらの取り組みを進めるため、2 つのアセスメントを製品
の開発プロセスに導入しました。
「環境配慮設計アセスメント」で製品開発の目標である環境

負荷低減につながる取り組みを評価し、「ライフサイクルアセ
スメント」では製品のライフサイクル全体に関わる項目を開発

「HC-IP3050HD」は、監視カメラ市場のニーズである映像
信号のデジタル化、フル HD（1920 × 1080）化に応えるため、
電動ズームレンズ、電動雲台の機能に加え、同規格製品間の連
携が簡単に可能な ONVIF 対応でフル HD の画像をライブ配信
できる機能を備えた監視用カメラです。

デジタル映像処理により、既存のカメラと同じ容積で高解像
度を実現し、電動雲台の節電技術により、LAN ケーブルでの
電源供給について PoE+＊2 (IEEE802.3at 準拠 ) に対応できる

2016年度の主なエコプロダクツの紹介

当社グループは、製品 . サービスによる環境への負荷を低
減するよう「環境配慮設計アセスメント」を実施し、従来製
品より低消費電力・省資源などに優れた製品・サービスとな
るものづくりを行っています。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

日立グループ夏季節電運動の一環として毎年活動しているグリーンカーテン活動について、当社グループの活動内容を
紹介します。

また、お客様への製品・サービスの提供において、環境に
配慮した製品を提案し、低炭素社会の実現に貢献するよう努
めています。

エコプロダクツ（環境に配慮した製品）

エコデザイン（環境に配慮した設計）

当社グループのグリーンカーテン活動の概要

製品と従来製品の仕様比較を基に定量的に評価します。
その結果を活用し、環境に配慮した製品設計に努めています。

＊ IEC62430 …   IEC（国際電気標準会議）で定められている電気・電子機器 
製品の環境配慮設計規格

生産 流通 使用 回収・分解 適正処理素材

No. 項　目 活動内容

1 栽培種類の多様化 2013年度までは、ゴーヤ、ヘチマ、アサガオを栽培し、2014年度以降は、
それらに加えてシカクマメ、スネールフラワー等を栽培しました。

2 地域保育園への苗寄贈、
環境教育の開催

富山地区において、2014 年度から地域保育園への苗寄贈を行い、
2015 年度からは、環境教育としてグリーンカーテンの効果や植物の 
特徴をクイズ形式で説明しました。

3 自動散水システムの設置 2013 年度からグリーンカーテンの水やりにタイマーとホースを用いた
自動散水システムを設置し、水やりを行いました。

4 ゴーヤ無料配布、
調理メニュー無料提供

収穫したゴーヤを従業員に無料配布し、食堂でゴーヤチャンプル等を無料
提供しました。( 毎年 8 月頃 )

までに消費電力を削減しています。
従 来 の ド ー ム 型 カ メ ラ (HC-350: 

2005 年発売 ) に比べ、CO2 排出量を
58％削減しています。
＊1  ONVIF …   Open Network Video Interface Forum の略で、ネットワー

ク・ビデオ・プロダクトのインターフェースの規格標準化フォー
ラム、またはその標準規格

＊2  PoE+ ……   IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）で
策定された PoE（Power over Ethernet; LAN ケーブルを利用
して電源を供給する技術）に関する規格

環境報告

環境にやさしい次世代製品
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
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編集後記
巻頭社長メッセージ末尾にもありますように、2017 年度中には当社

が形を大きく変え、最終的に両セグメントがそれぞれ別個の会社として
歩み始める可能性が大きくなりました。

この報告書の主な対象期間は 2016 年度ですし、報告書の発行時点に
おいて当社の CSR への取り組みは継続しています。もとより CSR は当
社事業の根幹をなすものですし、ステークホルダーの皆様と対話を継続
することの重要さは、どのような形態に移行しても、またその後も、当
社の事業がその強みを生かしつつ継続する限り変わらないものと考えま
す。引き続きホームページその他のコミュニケーション・ツールを通し
て情報発信し、対話の機会を設け、生かしてまいります。まずもって本
報告書ご一読後は、アンケートへの入力・発信により、ご意見・ご感想
をお寄せくださいますよう、お願い申し上げます。

お問い合せ先 ：〒105‒8039 東京都港区西新橋二丁目15番12号 
 　　　日立愛宕別館6階
　　　　　　　 株式会社日立国際電気 
　　　　　　　 法務・CSR本部  広報室
　　　　　　　 TEL.03-6734-9401　FAX.03-3502-2507

発行                                                  ：2017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。

見やすいユニバーサルデザイン
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