人事総務本部 人事勤労部 人事・採用グループ

写真で綴る日立ハイテクフィールディング

活動エリアと各種イベント

日立ハイテクフィールディングの教育や仕事などに関わるものの一部を写真とともに紹介します。右ページでは、各エリアの大きな拠点（本社・
支社・支店）の外観図と、そのエリアで行われているイベントやボランティア活動の様子をお伝えします。
「このエリアに配属されたら楽しそう」

東北エリア（仙台、盛岡、秋田、郡山）

……などと想像しながら眺めてみるのも面白いかもしれません。

1 実習風景

北海道エリア（札幌、帯広）

2 新人実習の座学

当社の技術系新入社員は、1

装置の原理や、電気回路の基

年間の「基礎技術教育」を受

礎、測定機器や安全に関する

講し、担当装置の知識や技術

教育などは、座学を通して知

サービスの基礎を身に付けま

識を蓄えます。積極的に学ぶ

す。

ことが大事。

3 工具バッグ

社員が最も多い東京本社に

る基本工具の一部。入社する

は、息抜きやお昼休み用にリ

と、各部門の用途に合わせた

フレッシュルームが設置され

工具セットが配付されます。

ています。仲間と楽しいひと

石狩川での清掃活動の様

樹活動に参加。苗が早く大
きくなりますように。

つくば、千葉、鹿島、大宮、新潟、高崎、川越、松本 、横浜）
東北支店

4 リフレッシュルーム

サービスエンジニアが使用す

宮城県岩沼市で行われた植

関東・甲信越エリア( 新宿、ひたちなか、

子。毎年、環境保全活動に
積極的に参加しています。
北海道支店

一大イベント「入社式」。

社長の前で、新入社員によ
る宣誓！
本社

とき。

5 クリーンスーツ

6 お客様サポートセンタ

半導体関連の装置の納入先

全国のお客様からの電話のお

は、塵などの混入が最低限に

問い合わせは、このお客様サ

抑えられたクリーンルーム。

ポートセンタで一括受付。お

ここでの作業は全身を覆う服

客様満足度の更なる向上をめ

装で行います。

ざして日々対応中。

中国エリア（広島、倉敷、松江、周南）

中部・北陸 エリア（名古屋、金沢、静岡、
四日市）

平和を願いながら、毎年、
原爆ドーム周辺の清掃活動
を実施しています。

8 「エンブレム」

7 サービスカー
サービスカーは、サービスエ

サービスエンジニアの対応に

ンジニアが全国各地のお客様

ついて評価を頂くお客様アン

先へ向かうのに利用する重要

ケートを定期的に実施。15回

な「足」。スピーディーな対

満点を頂くと「CSマイスター」

応に欠かせません。

として認定、表彰されます。

中部・北陸エリア合同で
芦原温泉へ旅行。温泉と
おいしい料理を堪能!

中国支店
中部支社

関西エリア（大阪、京都、兵庫、姫路）
有事の際に備えて、毎年、す

10「ヘルメット」と
「帰るポーチ」

べての拠点で避難訓練を実

避難時のために全社員に配付さ

9 避難訓練

施。本社と西日本支社では、
合同でBCP(※)対応の訓練も
併せて行っています。

れている「ヘルメット」と「帰る
ポーチ」。帰るポーチの中身は
水や保存食・懐中電灯・電池
等。備えあれば憂いなし。

九州エリア（福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
沖縄）

毎年実施している防災・避
難訓練。消火器の使い方は
バッチリです。

四国エリア（高松、松山）
西日本支社

11 保養所「八ヶ岳山荘」

12 理科学習支援

当社が所有する保養所「八ヶ

CSR活動の一環として、本社

岳山荘」。長野の大自然の中
に位置し、格安で利用できま
す。スキーやゴルフが好きな
人にはうってつけ。

近所に位置する花園小学校で
ます。電子顕微鏡を用いた葉

福岡ドームで野球観戦。
社員とその家族みんなで
応援に燃えました。

脈や茎の観察が人気!

(＊)Business Continuity Plan（事業継続計画）：災害などの不測の事態で事業がストップした場合、いち早く事業を再開するために、あらかじめ立てておく基本計画

6

毎年「日立グループの森プ
ロジェクトin四国」に参加。
森が育つ様子が楽しみ。

理科学習の支援を実施してい

高松サービスステーション

九州支店

7

I N T E R V I E W 04

宮嶋 知也

分析装置部（東京支社）
2 010 年入社

「傾聴力」
と「推理力」を武器に、
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杉浦 聡

評価装置部（西日本支社）
2 0 0 3 年入社

スケールも精度も桁違い！

最善の提案を模索し続ける

台湾で経験した、最先端技術への挑戦の日々

私が主に担当している「液体クロマトグラフ」は、薬品や食品、飲料などの成分を分

半導体評価装置担当のサービスエンジニアとして台湾に駐在したのは、2008年か

析するための装置。装置の中には液体が流れる一本の「流路」があり、その流路の中

ら2012年の5年間。この期間に、ものづくりの急速な成長を目の当たりにしまし

に数十マイクロリットルの試料を流すと、成分によって流れるスピードが変化。その違

た。例えば、スマートフォンが世界で普及し始めたのもこの頃のこと。あるスマート

いを利用して、成分を分析していきます。この流路のスピードや、管の中を流れている

フォンの最新機種の発売が決まると、半導体製造工場が新しく立ち上げられ、半導

液体の種類を調整することで、必要なデータを出すことができるのですが ……この

体評価装置が100台単位で日本から届きます。装置が届いてから工場の稼動が始ま

装置はパラメーターの調整が複雑で、操作する側も出したいデータを得るのに熟練

るまでの期間は、わずか3週間。限られた時間で、装置を1台1台セッティングしなけ

の技が必要なんです。そのため、お客様にとって必要なデータが簡単に出せるよう

ればならないのですが、ただ据え付ければOK……というわけにはいきません。すべ

に、コミュニケーションをとりながらお客様に合った操作方法をご説明するのはもち

ての装置の性能が均一になるよう、サービスエンジニアが調整を行う必要がありま

ろん、装置の状態からお客様のお困り事やご要望を推測し、アドバイスや調整を行う

す。しかも、半導体評価装置は、スマートフォンの「脳」の部分を司るICの回路の寸

ように心がけています。例えば、装置の使用履歴を解析して装置が1日に何回、何時

法を計測するものであり、ナノメートル単位の差異を見極める精度を求められる装

間程度動いているのかを調べたり、装置に残っている液体からどんな液を使ってどん

置。据付だけでも大変でしたが、無事に据付を完了した後が本番でした。装置の性

な成分のデータを出そうとしているのかを推理したり。そうすると「この成分について

能を最大限引き出し、お客様の求める精度を追求することに追われ、工場が稼動し

調べるならこんなカスタマイズが良いのでは」
「あのソフトウェアに変えた方が、デー

始めてからも、課題が尽きることはありません。生産工場の環境下でどのように装

タを出すのがより簡単になるだろう」という新たなアイディアが浮かび、提案につなが
っていきます。お客様の本質的な課題解決をするべく、お客様と密に関係を築き、現
場に目を光らせてかゆいところに手の届くようなサービスを提供する。サービスエン
TOMOYA MIYAJIMA

ジニアならではの仕事のやりがいは、ここにあると思います。

I N T E R V I E W 05

金子 亜季子
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電子顕微鏡部（東北支店）
2 0 0 9 年入社

SATOSHI SUGIURA
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置の性能を維持させるか、試行錯誤の繰り返し。日々ノウハウを蓄積し、安定稼動
に向けて奔走し続けました。当時は数々の苦労を経験しましたが、大きな成長の糧
となりましたし、最先端のものづくり、最先端の技術に貢献していることを実感でき
る仕事に携われていることを誇りに思います。

活躍している先輩社員のタイプ
当社ではさまざまなタイプの先輩社員が活躍していますが、彼らにはいくつか共 通点が……。

ダウンタイムを最小限に抑え
企業の生産活動に貢献したい

以下の例を見て一つでも「あてはまる」と思った方は、当社で 活躍できること間違いなし☆

機械いじりが大好き

問題解決 が好き

例）プラモデルを作るのが好き、時計や

例）難問を出されるとワクワクする、問題

PCを分解して遊んだことがある、研究で

を解くまでのプロセスが好き、原因不明の

装置を扱うのが楽しい、壊れたものはでき

現象に対して最後まで原因を追究する、

る限り自分で直したいと思う etc.

友人からよく相談をされる etc.

く関わる、装置の不稼動時間＝「ダウンタイム」を最小限にとどめるためのサポート

人の役に立ちたい

人と接することが好き

をする。それが、私の役割です。コーディネータグループは、全国のお客様を担当する

例）困っている人がいると気になる、目立

例）接客業のバイトが楽しい、誰かと一緒

ため、お客様へのご提案を電話で行っており、そこにこの仕事の難しさがあります。サ

たなくても人のためになることをするのが

に力を 合 わせて物事に取り組むのが 好

ービスエンジニア時代は担当エリアのお客様先に訪問し、お困り事やご要望を直接

好き、英語は話せないけど海外からの旅

き、初めて会った人と話が弾んだことがあ

お聞きして提案していましたが、今はそうはいきません。お会いしたことのないお客様

行者に道案内をしたことがある etc.

る、人から刺激を受けて成長したい etc.

私が所属しているコーディネータグループのミッションは、
「予防保全の向上」。この
先5年間、どのようなメンテナンスを行うと装置の性能を維持できるのかなど、お客
様の装置の使用状況に合わせてメンテナンスプランを検討し、お客様にご提案する
活動を行っています。なぜ予防保全が重要かというと、あらかじめ計画を立てて、メ
ンテナンスのために装置を止めることと、突発的なトラブルにより装置が止まってしま
うこととでは、全く意味合いが異なってくるからです。もしも、皆さんが論文の時期
に、一番使いたい装置が突然使えなくなってしまったら……? きっと慌てふためいて
しまいますよね。それは、企業も同じです。メーカーの製造ラインともなれば、毎日装
置を使用するため、その重大さは計りしれません。企業の事業計画や生産計画に大き

AKIKO KANEKO
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05

も多いため、最初に話すときは緊張……。それでも、私の提案に対して好意的な回答
を頂いたときや、その後メンテナンスを実施いただいたことを知ると「お役に立てて
良かった ! 」と嬉しくなります。
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