
環境報告書�
2004



�

�

　昨今は地球規模での環境問題がクローズアップされ、地球環

境・社会環境が維持されて初めて企業が生き残れる時代になっ

てきたといえます。そういう時代において企業にとっては環境との

調和は絶対にやらねばならないことであると考えます。地球温暖

化、オゾン層破壊、有害化学物質等の諸問題に一つひとつ着

実に取組んでいき、持続可能な社会をつくり出していくことが企

業に求められていることと認識しています。当社も地球上の一市

民として、持続可能な循環型社会の構築へ貢献すべきと考えて

おります。そういった強い信念に基づいたポリシーを社外にも発

信していきたいと思っております。�
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　このような強い信念を形にするために、昨年12月に定めた企

業ビジョンの中の基本理念で、「環境との調和を大切に」すると

謳い、更に経営管理方針の下で「環境に配慮した企業市民とし

て社会的責任を果たします」と明記いたしました。�
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　次に、新しい企業ビジョンに従って環境行動指針10項目を決

定しました。これは環境に関する憲法のような位置づけで、日立

ハイテクノロジーズグループ全体の環境保全に対する行動の基

準になります。環境行動指針に従って定められた環境行動計画

には、有害化学物質の使用禁止、地球温暖化防止などを具体

的にいつまでに実現するという目標が書かれています。当社には

製造機能だけでなく、他社製品をお客さまに提供するという商社

としての機能もあります。他社さまが作っている製品にも自社製

品と同様の環境配慮を求めるのは、相応の労力と時間がかかる

場合があります。しかしだからといって環境配慮をあきらめていい

のかというと決してそうではありません。当社では自社製・他社製

に関らずお客さまに提供するものには有害化学物質などが入っ

ていないということを、しっかりギャランティー（保証）した上で、お

客さまにお渡しするためのシステムやネットワークの構築を取引

先の皆さまやお客さまのご協力とご理解を得た上で推し進めて

いきます。�
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　企業にとって適正利潤を得ることは大事なことですが、それだ

けでなく環境問題、法令遵守、雇用・人権への配慮、社会貢献

活動などのCSR（企業の社会的責任）にも積極的に取組んでい

くことが求められています。企業といえども法人格という視点では

地球に存在する一個人です。当社においても現在と将来の地

球に責任を持つ一個人という立場を充分に認識し、社会的責任

を果たしながら皆さまと共に栄えていこうという姿勢でおります。�

　昨年度はおかげさまで当社の環境に対する取り組みが評価さ

れ、日本経済新聞の第７回企業の環境経営度調査で非製造業

部門第２位、商社部門第1位という高い評価をいただきました。評

価の基になっている活動やマネジメントを更に充実させ、企業ブ

ランドを向上させて行きたいと思っております。�

　2002年度から数えて今年で３度目の環境報告書を発行する

運びとなりました。当社の現在の環境や社会に対する取り組み、

更に将来の日立ハイテク像をこの報告書から読み取っていただ

ければと思います。�

トップコミットメント�

持続可能な循環型社会を目指して�

日立ハイテクの将来は�

「環境との調和」を企業ビジョンに�

2004年6月�
�
執行役社長�
�

企業ビジョン�
ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指します�

環境に配慮した企業市民として社会的責任を果たします�

事業方針�

企業文化方針� 経営管理方針�

（第2項）�



2003年度�
環境活動ハイライト�

製品のグリーン化へ�
�
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　環境に配慮した製品を求める意識の高まりから、製品に含ま

れる有害化学物質の規制を強化する動きが全世界的に広まっ

ています。この動きを受け、当社では、自社製造製品はもちろん、

商事部門まで含めたすべての取り扱い製品について、2007年

度末までに製品に含まれる化学物質を特定化します。現在、有

害な化学物質を全廃するための取り組みを進めています。使用

禁止物質と対象製品を段階的に拡大推進していきます。�

�

�

　2002年度の笠戸事業所のゼロエミッション＊達成に引き続き、

2003年度は那珂事業所でのゼロエミッションを達成しました。こ

れは主に、処理ルートの開拓（中間処理業者等）によりリサイクル

率を向上できたことで実

現できました。これからも

廃棄物削減とリサイクル

率向上の努力を継続しま

す。�

ゼロエミッションを達成�

環境経営度調査で非製造業部門2位・商社部門1位�
�

�

　日本経済新聞の第7回企業の環境経営度調査において、当

社は非製造業企業部門で第2位（昨年度53位）、商社部門で第

1位（昨年度14位）の評価を受けました（12月11日の日本経済

新聞と日経産業新聞の朝刊に掲載）。今回の調査では、「運営

体制」、「環境教育」、「資源循環」等の6カテゴリーの評価項目

において日立ハイテクグループ全体としての取り組みが評価され

た結果、このような高い評価を得ることができました。�

環境適合製品適用率の目標達成�

地球温暖化防止にむけて�
�

�

　電力使用量の削減に取組むことで、主要な温室効果ガスであ

る二酸化炭素（CO2）の排出量削減を目指しています。クリーン

ルーム用空調機運転条件

の適正化（昼夜別運転条

件、休日指定による運転

条件設定）、デモ機の不

使用時停止の徹底などに

より電力使用量を抑えまし

た。�

■環境適合製品適用率�
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　日立ハイテクノロジーズの製造部門では、自社製品のうち環

境負荷の小さい製品を環境配慮に優れた「環境適合製品」と

認定しています。当社は環境適合製品の適用率（環境適合製

品売上高／事業所売上高合計）を上げることで環境配慮に努

力しています。2003年度は新たに9製品が環境適合製品に登

録され、60％の目標

値を達成し62％にな

りました。今後も適用

率の向上を目指し、

2010年度には80％を

目標とします。�

日経産業新聞（2003年12月11日付）�

■廃棄物発生量と那珂事業所の最終処分率�
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■エネルギーCO2排出量推移�
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エコプロダクツとは？�

当社の「エコプロダクツ」のとらえ方�
�

�

　日立ハイテクノロジーズは、多岐にわたる取扱い製品の中か

ら、製品ライフサイクルでの環境負荷を低減している点と、その製

品の機能が環境保全のために貢献している点を評価基準として

「環境貢献型製品」を選定し、当社の「エコプロダクツ」ととらえ、

その拡販に力を入れています。�
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　製品の製造にあたっては設計がすべての基本になります。そ

の設計に基づいて、まず素材の選定が行われます。素材も環境

負荷ができるだけ小さくなるものを選びます。生産された製品は

お客様へ輸送されますが、製品が小型・軽量であるほど、輸送に

必要なエネルギーが少なくてすみます。更に製品の利用時に消

費エネルギーを小さくし、寿命が尽きたときには分解しやすくリサ

イクルできる部品を多くすることにより環境負荷の低減につなげ

ていきます。�
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　このように、製品のライフサイクルの各段階で、製品の環境へ

の負荷をできるだけ小さくするように設計し、日立グループ独自の

「環境適合設計アセスメント」に合格した自社製品を、私たちは

「環境適合製品」として登録しその適用率の向上に取組んでい

ます。登録された製品は「環境貢献型製品」のひとつとして販売

されます。�
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　ライフサイクルを通じての環境への配慮という観点に、環境問

題の解決に役立つ環境保全性という観点を加えて、より幅広い

基準で選定されているのが「環境貢献型製品」です。�

　当社の取扱い製品の中には、自社製、他社製を問わず、環境

保全に役立つ機能を持つものがあります。例えば、クリーンなエ

ネルギーとして今後の活用が期待される燃料電池の開発を行う

にあたって、「燃料電池評価装置」は、水素と酸素の流量、温度、

湿度などの条件を変えて電池性能を測定するために必要不可

欠な装置です。このような機能を持つ製品は、使用することで環

境問題の解決に貢献できるという点を評価し、「環境貢献型製

品」に登録されます。一方、負荷低減による環境への配慮とい

う選定基準を満たす製品も同様に「環境貢献型製品」に登録

されることになります。�

　登録にあたっては、独自に策定したアセスメントシートで環境

への影響を評価し、選定されることになります。当社はその販売

力を生かして貢献型製品の拡販に努めることで環境保護に貢献

しています。2003年度の環境貢献型製品の売上高比（環境貢

献型製品売上高／売上高（当社単独））は、24％となり、2002年

度売上高比23％から向上しました。�

「環境貢献型製品」の拡販�

燃料電池評価装置�

「環境適合製品」の設計・製造�

素材� 生産� 流通� 使用� 回収�
分解�

適正�
処理�

再使用・再利用�

製品のライフサイクル図�

従来製品比重量54％減による
減量化、洗浄水の消費量69％
低減�

従来製品比重量11％減による
減量化、測定時間30％短縮�
（使用電力量削減）�

日立高分解能FEB測長装置S-9380

日立自動分析装置9000シリーズ�

＊「環境適合製品」は、環境負荷低減
の観点で「環境貢献型製品」に該当
しますが、製品によっては環境保全性
の点でも評価基準を満たしている場
合もあります。�



エコプロダクツ開発物語�

地道な努力でナノテクの「眼」をつくる�

�

「見える｣ことで環境保全へ�

燃料電池の触媒（80万倍）�

　日立ハイテクの主力製品のひとつであり、環境適合製品に

も認定されている走査電子顕微鏡S-4800の開発の背景をエ

レクトロニクスシステム第一設計部主管技師佐藤貢に取材し、

この製品を通じて当社がどのように環境保全に貢献している

か、紹介する。�

S-4800と開発リーダー佐藤貢�

�

�

�

�

�

�
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　佐藤らがS-4800の開発

でもっとも苦労した点は、大

きな試料を傷つけないで鮮

明な像を得るシステムをいか

につくるかだった。電子顕微

鏡で高解像度を得るには、

電子ビームを高加速で試料

に当て、反射してくる電子

（反射電子）やエネルギーが

非常に小さい電子（二次電子）を検出してモニタスクリーン上に

映す。しかし、この方法では、高加速電子ビームが有機系材料や

触媒の試料を傷つけてしまったりする。�

　「より低加速で電子ビームを入射する方式にすることにしまし

た」と、佐藤。�

　低加速電子ビームの採用により、試料への影響の問題は克

服できたが、反射電子も低加速となり捕らえにくくなってしまった。

佐藤らは低加速の反射電子を効率よく検出するために、発生し

た反射電子がレンズ磁極に、より多く衝突する対物レンズを設

計した。反射電子が低加速であるほど、反射電子の衝突で多く

の二次電子が発生する。この二次電子を拾えば反射電子を検

出したのと同じである。�

　「開発は地道な努

力の積み重ねなんで

す。しかし、それをやる

かどうかが、結局製品

における差になるのだ

と思います。」�

　チーム一丸となって

製品化までたどり着いたのは開発スタートから3年後のことだっ

た。これによって従来見ることのできなかった試料を最大80万倍

まで拡大できる「眼」が世の中に現れた。�

�

�

　「今まで見えなかったものが見えるようになると、それにともなっ

て新しい発想が生まれてくるんです。そういう意味で『見える』と

いう力は非常に大きい。」と佐藤は語る。�

　右下の写真は次世代のクリーンエネルギーとして期待される

燃料電池の触媒をS-4800で撮影したものだ。触媒は燃料電池

の反応でもっとも重要な働きをする材料で、現在使われているの

は多孔質の炭素と白金である。反応を効率よくさせるコツは、白

金を均一に分散させて反応の起きる表面積を大きくすることだ。

S-4800によって従来見られなかった白金の分布イメージが得ら

れるようになった。これにより燃料電池の研究者たちが具体的

にどのように触媒を改善していけばよいか研究しやすくなった。�

　また、大気汚染物質であるNOXを分解する触媒や低消費電力

の液晶パネルの透明電極の評価、環境ホルモンを吸収する珪

藻土の観察など、環境保全分野での研究開発において基本ツ

ールとして活用されている。�

　S-4800はそれ自体、環境負荷を最小限にするように設計され

ている。真空ポンプを従来の２系統から１系統に改め、また、エコ

モードを搭載し消費電力を最大32%カットすることに成功した。

その結果、省エネルギー性、長寿命化などの点が評価されて日

立グループの環境適合製品として登録されている。�

　日立ハイテクならではの最先端技術とノウハウによって誕生し

たS-4800。だがこれで開発が終了したわけでない。�

　「装置のパフォーマンスを上げることで持続可能な社会の実

現を加速するためのツールを

つくり続けていきたいですね」

という佐藤の言葉が示すよう

に、環境保全に貢献する日

立ハイテクと技術者佐藤ら

の挑戦はまだまだ続く。�

�

�

低加速反射電子の検出用対物レンズ�

低加速電子ビーム�
二次電子�

反射電子�

試料�

対物レンズ�
コイル�

対物レンズ�
磁極�



集計の基準�
日立ハイテクノロジーズ（本社、国内支店、国内事業所）および国内製造グループ会社�
2003年4月1日～2004年3月31日�
人件費、研究開発費、減価償却費等含む�
実収入効果　環境保全にかかわる業務で得た収入�
経費削減効果　環境負荷低減施策にともなう経費削減額�
（みなし効果は含まず）�

１）集計範囲：�
２）対象期間：�
3）コ ス ト：�
4）効　　果：�

2003年度�
環境行動計画の評価と環境会計�

大項目� 項目� 2003年度 環境行動計画�
評価�
結果�

コスト� 投資� コスト� 投資�
経費�
削減�

実収入�

エコ�
マネジメント�

エコ�
マインド�

エコ�
プロダクツ�

環境経営の推進�

GREEN21�
Ver.2

環境EMS・�
環境会計�

環境保全活動の日立ハイテクグループの連結経営を目指
し、環境価値創造企業を目指す。�

環境負荷データ、環境会計をグループで集計　　　�
業務の見直しによる環境管理費の削減に成功�

2003年度評価：前年度評価345点より127点上がり、472
点になり、目標値達成�

国内製造系グループ会社の会計データ集計�

一般教育および専門教育を実施�
2003年度は内部監査員の増員に努めた。�

9製品を新規登録し、適用率62%を達成�
製品梱包材のリサイクルなどを実施 �

低負荷材購入の推進�

RoHS対応：製品含有有害物質の調査中�
HCFC対応：HCFC使用製品全廃�

廃棄物の分別とリサイクル化の推進�
金属くずなどの売却収入 �

生産高CO2原単位を前年度比7%削減した。�
省エネ法対応電力データ計測システムの導入、 �
蛍光灯省エネ安定器、熱線遮蔽フィルムの導入、�
断熱塗装を実施�

・「環境報告書2003」の発行�
・サイトレポート発行：�
　那珂事業所、日立サイエンスシステムズ、日立計測器サー�
　ビス、日製サービス�
・環境ホームページによる情報発信�
・事業所見学への対応�

・各事業所における地域との交流�
・清掃活動の実施�
・イントラネットを活用した社会貢献情報配信開始�
・環境フォトコンテストへの協賛�

汚泥のリサイクル化が実現し、那珂事業所にてゼロエミッシ
ョン達成�

化学物質総合管理システムを利用し、適切な管理を実施�
また、「削減物質」は12％削減した。�

事故発生件数０回。基準値以下で推移。那珂事業所では県
の計画に合わせて生活系排水処理の下水道化を行った。�

大気汚染防止、振動防止のための測定など適切な管理の
実施、事業所内の緑化の推進 �

エコ�
ファクトリー�
＆�
エコオフィス�

地球温暖化防止� 2010年度までにエネルギー使用量25％削減�
（生産高CO2原単位、基準年度1990年）�
前年度比１％削減�
（生産高CO2原単位）�

ステーク�
ホルダー�
との共創�

環境�
コミュニケーション�

ステークホルダー（消費者、投資家、取引先、地域住民、�
行政等の利害関係者）とのコミュニケーションの推進�
＜情報開示とコミュニケーション＞�
・環境報告書の発行やWEBなどの活用によるサイト情報の�
　定期的情報発信�
・アンケート､ヒアリング､見学などへの対応による意見交換�

地球市民活動� ボランティア活動の企画や従業員の地域ボランティアへの
積極的な参画などを通じて、 社会貢献活動に取組むこと�
・事業所施設等を開放、環境活動の紹介などによる地域の�
　方への環境意識啓発活動の実施�
・地域の緑化活動、清掃活動の実施�

化学物質管理� 化学物質管理の徹底と排出量削減�
2003年度までに「削減物質」15％削減�
（生産高原単位、基準年度2000年）�

廃棄物の削減�

426グリーンポイント以上�

販売系グループ会社の統合認証推進�
国内製造グループ会社導入�

RoHS指令対応�
HCFC対応�

2005年度までに対象製品へのRoHS指令禁止6物質使用�
全廃�
HCFC使用製品の全廃（国内）�

その他エコファクトリー、エコオフィスの維持�

工場排水・�
水質管理�

廃水処理設備の事故防止徹底�
新規追加物質の管理徹底�

環境適合製品�

グリーン調達の�
推進�

2003年度までに環境適合製品の適用率60％以上�

製品含有有害化学物質撤廃計画策定、グリーン購入の�
推進�

環境教育� ・全従業員に対して、高いエコマインド醸成に努める。�
・従業員教育や法定有資格者の充実に努める。�

2005年度までに廃棄物の最終処分量80％以下に削減�
（基準年度1998年）�
2010年度までに廃棄物の最終処分量70％以下に削減�
（基準年度1998年）�

2005年度までに那珂事業所におけるゼロエミッションの達成�
（笠戸事業所は2002年度達成）�

2002年度� 2003年度�

環境保全コスト� 2003年度効果�
主な取り組み内容と成果�

282 277

38 48

925 1,314

109 12059 66 24

118 1211 5 14 0.2

0.4 0.4

115 12321 85 16

214 221

8 11

1 1

6 4

1,810 2,23687 160 14 40合
計�

2003年度実績評価�
　：達成　　：改善努力要�

●環境関連法規に関して違反等はありませんでした。�（単位：百万円／年）�



事業所開放と清掃活動�
那珂事業所と笠戸事業所では、毎年事業所開放日を設け、地域住民の方
々に事業所施設の見学をしていただくとともに、各事業所の環境への取り
組みの紹介を行っています。また、地域環境整備活動の一環として、事業
所および近隣の清掃活動を定期的に実施しています。�

企業ネットワークでの活動�
みなとネット（港区に立地する企業各社の社会貢献担当者のネットワーク）
の一員として、「花と緑のふれあいフェスティバル」と「ペットボトルのキャッ
プリサイクル活動」に参加し、区民の方 と々ともに植樹活動やリサイクル
活動に取組みました。�

やさしい園芸教室�
「第30回厚木市緑のまつり」（神奈川県厚木市主催）、「エコタウンかな
がわ2003」（神奈川県主催）において、子供たちを対象とした園芸教室を
開催し、鉢植えなどの実技を行い自然の大切さと素晴らしさを伝える活動を
実施しました。�

地域社会との交流�

詳細はウェブサイトで…�

本冊子はウェブサイト掲載内容のダイジェストです。�
詳細については当社ホームページ「環境への取り組み」へぜひアクセス下さい。�

環境管理部�

〒105-8717　東京都港区西新橋一丁目24番14号�
TEL：（03）3504-5171　FAX：（03）3504-7123�
e-Mail:kankyo@nst.hitachi-hitec.com

那珂環境展に寄せられた子供たちの絵�


