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株式会社日立ハイテクノロジーズ　（Hitachi High-Technologies Corporation）

代表執行役 執行役社長　宮﨑 正啓

1947年4月12日

〒105-8717 東京都港区西新橋1丁目24番14号

79億3,848万円（2017年3月31日）

株式会社日立製作所

3,811名（2017年3月31日 現在）

国内19ヵ所　海外25ヵ国及び地域（2017年8月31日現在）

その仕事が、
世界の
未来になる。

「ハイテク・ソリューション事業におけるグロー

バルトップをめざします」。日立ハイテクノロ

ジーズが掲げる企業ビジョンです。未来の社会・

産業をカタチにする技術・製品・サービスが、

世界に向けて次 と々ここから生まれています。

Hitachi High-Technologies Corporation
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最先端の
最前線を担い
未来を拓く。
日立ハイテクが挑んでいるのは、今の技術の延長にあるのではなく、
次々と新しい技術が生まれている最先端の分野です。
私たちは、メーカーと商社が融合した独自性を活かし、
創造性・革新性のある新しい価値の提供を通じて、未来に向かって進む社会を支え続けています。

日立ハイテクノロジーズ パートナー

メーカー機能 商社機能

グローバル調達　
グローバル営業　
バリューチェーン構築　
プロジェクト推進　
事業創造

日立製作所　
国内外大学
国内外研究機関　
国内企業　
海外企業

研究開発　
製品構想　
設計　
製造　
品質管理　

保守・管理　
ソリューション営業

世界トップクラスのモノづくりを誇るメーカー機能。モノの調達から経営課題の解決まであら
ゆるソリューションを提供する商社機能。日立ハイテクはこの２つの機能を融合し、最前線の
フィールドで活躍する企業をグローバルに支えています。
メーカー機能としては、電子顕微鏡、医用分析装置、半導体製造・検査装置などで、世界の
あらゆる業種・業界の、最先端のモノづくりを支える製品を多数開発しています。
商社機能としては、世界の各拠点で培ってきた人脈・取引関係・ノウハウを活かし、ニーズに
応える部材を世界中で調達するとともに、グローバルなサプライチェーンの構築、AIやIoTなど
最新のICT技術を活用したクラウドサービスやスマートファクトリーの提案、パートナー企業と
の共同事業などを展開しています。
日立ハイテクは、メーカー機能と商社機能の有機的な連携、日立グループの総合力の活用、
また専門性の高い技術やノウハウを持つパートナー企業や大学・研究所とのコラボレーション
も積極的に行うことで、多彩な領域でのソリューションを可能にしています。

メーカーと商社のシナジーが日立ハイテクの強み

日立ハイテクが得意とするのは、ナノメートル（１ナノメートル＝100万分の1ミリ）の極微細
領域を「見る」「測る」「解析する」という技術です。長年にわたり高度な技術を磨き、これまで
見ることのできなかった領域を見る、測れなかった領域を測ることを実現してきました。
例えば、ナノレベルの超高精度な加工や検査が求められる半導体デバイスの製造において、
日立ハイテクが開発した半導体のウェーハ上に形成された微細パターンを計測（測長）する
走査型電子顕微鏡（SEM）は、世界トップシェアを誇るデファクトスタンダードとなっています。
遺伝子の塩基配列を迅速に解析するDNAシーケンサといわれる装置でも、パートナーとの
協業を通じ、世界トップシェア*を維持しています。DNAシーケンサは、将来のゲノム医療と
いった最先端医療に貢献するばかりでなく、近年は犯罪捜査などにも利用されています。
小惑星探査機が宇宙から持ち帰った貴重な物質の解析にも、試料の高分解能観察が可
能な電界放出形走査電子顕微鏡とX線分析装置など、日立ハイテクの製品や技術が活
かされています。
日立ハイテクの「見る」「測る」「解析する」のコア技術は、今や医療、環境・新エネルギー、
新素材、ライフサイエンス、エレクトロニクスなど幅広い分野で応用され、日々の暮らしや社会
の安心・安全に貢献しています。いくつもの革新的な技術を持つ日立ハイテクだからこそ、
切り拓ける新たな未来があります。

世界トップクラスの技術力を誇るメーカー機能

日立ハイテクは世界25ヵ国及び地域に拠点を持つグローバル企業であり、海外の売上高は
全体の60%を超える割合にのぼっています。*
グローバルな事業の推進に大きな役割を果たしているのが商社機能で、日立グループの中で
商社機能を有するのは唯一日立ハイテクのみとなっています。
私たちが事業を展開している最先端技術分野は、競争が激しく、変化スピードが速い市場で
す。日立ハイテクは、商社として、将来性のある市場の商材発掘、M&Aによる事業の統合、AIや
IoTなど最新のICT技術を活用した製造システムの構築、競争力のあるグローバルサプライ
チェーンの提供、急速に拡大する環境・新エネルギーの領域などでも、新しいビジネスの芽を
育てています。高い技術力を誇るメーカー機能に商社機能を加えることによって、ソリュー
ション領域を大幅に拡大させています。

ソリューション領域の拡大に貢献する商社機能

25ヵ国／地域に拠点（2017年度） → 日本12社／欧州10ヵ国／北米２ヵ国／
　　　　　　　　　　　　　　　　 アジア８ヵ国／その他の地域５ヵ国

◎研究開発費 

236

7,469
◎特許保有件数 

億円

件
（2016年度実績）

（2016年度実績）

◎海外25ヵ国及び地域に拠点を持つ

3,500

2,020

社

名
（2017年3月末現在）

（2016年度実績）

欧州
10ヵ国

アジア
8ヵ国

その他の地域
5ヵ国

国内
（12社）

北米
2ヵ国（6社）

（15社）

（4社）

（5社）

★商材調達先

★海外拠点人員 

★海外売上収益比率

★世界トップシェア製品

%
（2016年度実績）

DNAシーケンサ

測長SEM

61
39%
日本

35%
アジア

4%
その他

14%
欧州

8%
北米

＊ メーカー機能、商社機能を合わせた会社全体の数値。

＊ キャピラリー電気泳動方式DNAシーケンサ市場（装置）おけるシェア。

Copyright © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. Used under permission.



グローバル・ビジネス・ネットワーク／ロジスティック・ファイナンス・ITサポート基盤

日立ハイテクが提供する機能　
日立グループの
ビジネス・アセット

と総合力

商取引
事業開発

ロジスティック

情報・調査
事業経営
ファイナンス

市場開拓
リスク管理
オーガナイザー

仕入先様協創
企画・各種サポート

仕入先様連携
デザイン・イン
サポート

部品販売・
ロジスティック
サポート

保守部品・
ロジスティック
サポート

部材販売・
供給サポート

製造設備・
プロセスサポート

市場ロビーイング・
情報共有

日立ハイテク FVC ソリューションサービス

仕入先 日立ハイテク ユーザー

サービス販売製造調達企画・開発
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急速な高齢化、生活習慣病や慢性疾患の増加、医療ニーズの
多様化。こうした医療分野における多くの課題に、科学・医用シス
テム事業部門は世界トップクラスの技術で貢献しています。
例えば、自覚症状のない生活習慣病やがんの進行など、さまざまな
病気の早期発見に欠かせない血液検査において、正確かつ
スピーディな検査を可能にした臨床検査用自動分析装置は、
世界中の医療機関などで活用され、診断の正確性・迅速性に
大きく寄与しています。
米国企業と共同開発したDNAシーケンサは、DNA塩基配列の迅速
な読み取りを可能にし、ゲノム研究や遺伝子治療など医学のさらなる
発展への貢献が期待されています。
また、常に最先端分野を牽引してきた日立ハイテクの電子顕微鏡は、
高分解能を活用した材料の観察・分析などによって、材料・デバイス
工学や、科学理論の検証、研究の発展を支えています。
液体クロマトグラフ、熱分析装置などの各種科学分析機器も、研究
開発から品質管理、新しい科学の発見などに大きな役割を担って
います。
医用・医療分野から、科学の発展、最先端産業を支える多様な
分野で、 科学・医用システム事業部門の技術・製品・サービス
が活かされています。

自社の実力をフルに発揮するための
４つの事業領域。

日立ハイテクは、「科学・医用システム事業」「電子デバイスシステム事業」
「産業システム事業」「先端産業部材事業」の４つの事業領域を、
自社の実力をフルに発揮できる成長分野と位置付け、グローバルに事業を展開しています。
世界のお客様から信頼される、ベスト・ソリューション・パートナーとなるべく、新しい挑戦を続けています。

未来のライフサイエンスや科学の発展を切り拓く。

科学・医用システム事業 電子デバイスシステム事業 産業システム事業 先端産業部材事業

半導体デバイスは、携帯電話や家電をはじめあらゆる電子機器、
交通や通信などの社会インフラの技術革新を、根底で支える役割を
果たしています。そして現在、IoT、AI、自動運転、ロボットなどの技術
の進展が期待される中、半導体には機能性や信頼性、低消費電力
などより一層進化した性能が求められており、その鍵となるのがナノ
メートルという極微細な回路を製造する技術です。
半導体製造では、シリコン結晶であるウェーハの表面上に電気回路
（パターン）を作るのですが、その間隔は十数ナノメートル、つまり髪
の毛の10,000分の１ほどの大きさです。電子デバイスシステム事業
部門では、半導体ウェーハの微細な回路パターンの寸法を測定する
測長SEMや高速欠陥レビューSEM、ウェーハ上に回路を形成する
際に用いられるコンダクタエッチング装置、ウェーハ上の電気回路
パターンの欠陥や微細なゴミなどの異物の検査装置など、半導体の
製造、計測・検査に至る工程を、システムとしてトータルにサポート
する装置を開発しています。中でも測長SEMや高速欠陥レビュー
SEMは、30年以上にわたり世界のトップシェアを堅持し、半導体
デバイスの進化を支え続けています。
営業力・技術力・研究開発力を一体化し、半導体の将来を見据えた
新たな価値創造により、日立ハイテクならではの革新的なオンリー
ワン製品の創出をめざしています。

半導体製造の最前線をハイテクノロジーで支える。

人々の暮らしや企業活動は、さまざまな社会・産業インフラによって
支えられています。高度化した生活基盤を守り、安全・安心な社会を
持続するために、産業システム事業部門では、社会インフラ、産業
インフラ、ICTソリューションの３つの分野で事業を展開しています。
社会インフラ分野では、鉄道の快適性・安全性に貢献する鉄道検測
装置、安心・安全な水道水を供給する監視システムや分析装置、
気象放送や緊急地震速報に対応したシステム、食品・薬品・化学
製品の製造プロセスを制御する総合計装システムのほか、メガ
ソーラーなど再生可能エネルギー事業にも進出しています。
産業インフラ分野では、自動車部品の自動組立装置、EVシフトにより
注目される電気自動車用リチウムイオン電池量産設備など最先端
クラスの製造装置やシステムを提供し、品質や生産効率の向上と
安全操業を実現しています。
ICTソリューションの分野では、プラント設備などに対しIoTとビッグ
データ解析による高度運転支援システムなど、最先端クラスの製造
装置やシステムを提供し、モノづくり企業の品質向上・生産効率向上
に貢献しています。世界の最先端・最前線のモノづくりのニーズを迅
速に察知し、ハードとソフトを融合したソリューションで、さまざまな産
業に新しい価値提供をめざしています。

モノづくりの進化や安全・安心な暮らしに貢献する。

当部門は、日立ハイテクノロジーズの前身である日製産業の創業時
から続く伝統部門であり、70年以上の長きにわたり日立グループ唯
一の商社として、当グループのみならず日本を代表する大手メー
カーのバリューチェーンを支え続けてきました。ハイテク領域の専門
商社の強みを活かし、グローバルに事業を展開する製造業のお客様
のために、自動車・輸送機器関連部材、エレクトロニクス関連部
材、工業関連部材などを世界各国から調達するとともに世界中の工
場へお届けする役割を果たしてきました。さらに現在では「フルバ
リューチェーンソリューション（FVC）」「スマートファクトリー」といっ
た、より包括的・戦略的なソリューションを提供しています。
FVCは、製造業のお客様の設計から調達・製造・販売・保守という
バリューチェーンのあらゆる場面において、物流、金融、ICT、海外進出
サポート、パートナリングなどの課題を解決、全てのステークホル
ダーにとってWin-Winとなるエコシステム構築を実現します。
またFVCサービスの一環として「シェア工場」プロジェクトを進めて
います。例えば海外進出を希望する複数の国内メーカーに対し、
海外での生産拠点・機械設備・インフラ・人財などのリソースをサービ
スとして提供しシェアして頂くことで、海外進出コスト・リスク低減に
貢献します。このシェア工場ではセンサーや生産ライン・設備の監視、
リモート技術などIoTを駆使し、現地生産の品質向上を日本から
コントロールする「スマートファクトリー」の実現をめざしています。

商社としてお客様のモノづくりの課題を解決する。

生化学・免疫自動分析装置
（LABOSPECT 008 α）

卓上電子顕微鏡
（Miniscope® TM4000）

高速欠陥レビュー SEM コンダクタエッチング装置 リチウムイオン電池（二次電池）用
製造装置

鉄道検測装置

那珂地区生産本部 笠戸地区設計・生産本部

日立ハイテクの那珂地区は、茨城県ひたちなか市に位置し、半導体
計測・検査装置、電子顕微鏡、血液自動分析装置の開発、設計、製造が
行われています。その面積は約15万平方メートルで、東京ドーム約３個
分に相当する広さです。半導体デバイスから医療、バイオテクノロジーに
いたるまで、多彩なフィールドに広がる最先端の製品が那珂地区から
世界に発信されています。

笠戸地区設計・生産本部は、経済誌が発表する「住みよい市ランキング
中四国部門」で９年連続１位となるなど、常に上位にランクインする恵ま
れた環境の中にあります。ここでは主に、半導体製造装置のキー・テクノ
ロジーといわれるエッチング装置の研究開発・設計、製造を行っています。
また、研究所や大学などの教育機関と連携し、最先端技術の開発にも
取り組んでいます。
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日立ハイテクでは、未来を切り拓いていく人たちの人財像として、「OPEN」
「TEAMWORK」「SPEED」「CHALLENGE」という、一人ひとりの社員や所属する
部門や組織が大切にすべき４つの価値観を定めています。メーカーと商社という
事業構造や企業文化の異なる組織がひとつになるための求心力のもととなる価値観
でもあります。
日々の仕事において、常に「OPEN」な組織文化をベースに本音のコミュニケーションを
行うことで、ありたい姿や目標が共有でき、それに基づく強固な「TEAMWORK」が
実現できます。また、チームの結束があればこそ世界の競合に打ち勝つ「SPEED」が
生まれ、結果として大きな「CHALLENGE」が成功するのです。また、「SPIRIT」は、
何を優先すべきなのか迷ったときの行動や判断の「基準」であり、「活動」の拠り所に
なっています。
４つの価値観は、仕事スタイルや企業カルチャーとしてしっかりと根付いており、
日立ハイテクのDNAとして、未来に向けて継承すべき大切なものなのです。

1 日立ハイテクとお客様をつなぐ、ビジネスの起点となる職種。新たな技術が次々に生まれている
最先端領域の中、その動きを敏速に察知し商機をつかむ姿勢が求められます。語学力や、文化
や商習慣が異なる海外のお客様に合ったソリューション提案が必要です。

営業職

活 躍 の 舞 台

メーカー営業 自社製品をメインに扱い、
世界シェアの拡大をめざす。 商社営業 自社・他社に限らずお客様のソリューションに

つながる幅広い提案を行う。

3 日々進化する技術を貪欲に追い求め、世界最高水準の製品を作ることがミッション。最先端の領域
で、技術力・語学力を磨き、グローバルな舞台で活躍できる国際的なエンジニアをめざします。 
設計、製造、品質保証の各部門の独立性とチームワークを重視しています。

エンジニア職

研究開発 新たな製品開発や事業創造につながる
次世代、次々世代のシーズを育む。 設計・開発 市場ニーズ、最新技術の動向を踏まえ、

工場で生産する製品を設計する。

製造
設計意図に従い生産ラインの構築、自動化
設備の開発など品質と効率化を追求した
モノづくりを担う。

品質保証
お客様の信頼に応えるために活動。
全製品が品質保証部門の試験に合格し
出荷が許される。

生産技術 自社製品の製造・生産技術の開発、
生産設備の計画・推進を行う。

2 事業戦略、財務戦略、知的財産戦略、リスク管理、 情報・ITインフラ戦略、人事政策、CSR活動、
広報活動など、全社横断的なスタッフ機能を担う職種です。会社経営やプロジェクトのバックアップ
から、部門や組織に対するサービスの提供を通じて、いかに事業の推進に寄与するかが問われます。

事業スタッフ職

Hitachi High-Tech SPIRIT

CHALLENGE SPEED

OPEN TEAMWORK

いつでもチャレンジし続ける。

いつでもチームワークを重視する。

いつでもスピーディに動く。

いつでもオープンである。



生化学分析装置に免疫分析機能を統合した「臨床検査用自動分析
装置」に組み込まれるソフトウェアの開発を行っています。この装置は
世界初のもので、国内外の病院や検査センターに導入され、診断技
術の飛躍的な進歩に貢献しています。現在進行中のプロジェクトは、
次期モデル開発に向けてのチャレンジです。機械、電気、分析、ソフト
ウェアという４つのグループで成り立ち、それぞれに設計や分析評価
を進め、試作機への実装＆テストを繰り返しながら完成をめざしま
す。ソフトウェア開発には、画面系、機器制御系、API系があり、私は
先輩の指導を受けながら、主に画面系の領域を担当。設計、プログ
ラミングも自ら行いながら、ユーザインタフェースの最適化をテーマ
にトライ中です。他のグループとの連携で、レビューを重ね、着実に
完成形に近づいていく実感が得られるところが、今の仕事の面白さ
となっています。入社１年目にして世界の医療に貢献する装置の
開発に携わる機会を得て、プレッシャーを感じながらも最先端技術
課題と向き合う濃密な日々を過ごしています。

医療に関わる装置の開発は、人の命にも直結することから超高度
な性能や品質が問われます。制御にも繊細さが問われ、一切のミス
が許されません。当然のことながらソフトウェア開発にも最高レベル
のクオリティが求められ、次々に高いハードルに直面します。でも、
この厳しい状況が私は好きです。高度なアルゴリズムを考えたり、
プログラミングやデバッグを繰り返して完璧へと導いたりなど、その
壁が高いほど、突破できたときの喜びも大きく、そして苦労のプロ
セスの全てがスキルアップにもつながります。今後は機器制御系
やAPI系も含めて、ITエンジニアとしての能力を最大限に高めてい
きたいと思っています。

現在、次期モデルの検討も始まっています。今後は、機能はそのまま
でコストを抑えたモデルなど、さまざまなグレードの臨床検査装置
をラインナップしていく予定。もともと私は海外と関わる仕事を希望
していたので、できるなら海外向けモデルの開発プロジェクトにも積
極的に参画していきたい。そしてゆくゆくはプロジェクトリーダーと
なり、ソフトウェアの領域において差別化が図れるような革新的な
装置開発に挑みたいと考えています。

杉埜

杉埜 石黒

Sugino

0908

●2017年入社 ●情報工学部 
●生命情報工学科卒

科学・医用システム事業統括本部
医用システム製品本部　医用ソフトウェア設計部

石黒 Ishiguro

●2012年入社 ●総合理工学府
●先端エネルギー理工学専攻修了

電子デバイスシステム事業統括本部
プロセス研究開発部ソフトウェアの領域において

差別化が図れる革新的な
装置開発に挑む。

● 最先端技術課題と向き合う濃密な日々。

● 苦労のプロセスの全てがスキルアップにもつながる。

● 次期モデルの開発プロジェクトにも積極的に参画。

世界各国の病院／検査センター顧 客

コンダクタエッチング装置の量産安定性向上に関する研究開発を
行っています。コンダクタエッチング装置は半導体チップを製造するた
めの装置の一つなのですが、処理を行う条件の設定が多岐にわ
たり、その結果、行われる処理も複雑な物理現象を含むものにな
ります。そのため、同じ条件で行った処理でも、その他の諸条件の影
響により、できあがる製品の性能にバラつきが出ることがあります。現
在は装置毎に発生してしまうバラつきを低減させるシステムの開
発にチャレンジしています。

先端技術交流というプログラムを活用し、米国の大学の研究室で
１年間学んだことが大きな転機となりました。そこで得たメソッドと
スキルのおかげで、現在挑んでいる研究開発のゴールが一気に
近づいた、そんな感覚を得ています。また、もう一つ気づいたのは、
これまでのやり方を踏襲していたのではクリアできない事柄が増えて
きたということ。今後は専門領域を越えて、さらには世界中の研究
開発者ともつながり、日本の常識にとらわれずより広い視野で考え
る「グローバル思考」、そしていろいろな発想が生まれる多国籍チー
ムによる「グローバル開発」の必要性を強く感じています。現に私
が学んだ米国の研究室との共同プロジェクトが始動。グローバル思
考＆グローバル開発へのシフトを意識して、最先端のシステム開発
を進めています。これを機に、もしかしたら研究開発のフォーメーション
や方法が変わるかもしれない、そんな期待をしています。

現在日本では働き方改革が進められており、製造業においてもさま
ざまな取り組みがなされています。現在注目を集めているのは、システ
ムの高効率化を推し進め生産性を向上させる取り組みであり、日本
のみでなく世界中でその動きが加速しています。その中で大きな役
割を果たすのが、先進的な技術を取り入れた製造システムであると
私は考えています。だからこそ私としては、自分が学んだ技術を全
社に展開し、さらには世界中の拠点の研究開発者とともにどこよりも先
進的なシステムの構築によって、どこよりも優れた半導体製造装置や
革新的な製造プロセスを生み出せる、そんなキーパーソンになり
たい。まずは私が積極果敢に動いて、研究開発者の意識の改革と
仕事スタイルの変革を促していけたら、と思っています。そして、その
先に日立ハイテクグループの発展があれば、最高ですね。

● コンダクタエッチング装置の量産安定性向上に関する研究開発。

● グローバル思考＆グローバル開発へのシフトを意識しながら。

● 研究開発者の意識の改革と仕事スタイルの変革を。

先進的なシステムを開発し、どこよりも
優れた革新的な製造プロセスを生み出せる
キーパーソンになりたい。

世界の医療の進化を
高度な診断技術で支えるために

機　械
グループ

電　気
グループ

分　析
グループ

ソフトウェア
グループ 米国の

大学の研究部
プロセス
研究開発部

半導体
製造装置

最先端システムの構築

グローバル思考＆
グローバル開発へのシフト

世界中の拠点の研究開発者とともに
挑む革新的な製造プロセスの創造

コンダクタエッチング装置の
量産安定化

開発プロジェクト
臨床検査用自動分析装置の
次期モデル開発

臨床検査装置のワールドワイドな
普及に向けた検討

マーケティングテーマ

Hitachi High-Technologies Corporation Hitachi High-Technologies Corporation
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ディスプレイ（液晶、有機EL）、照明、太陽電池、電子デバイス、その他
高機能フィルムを製造するための設備をつくるメーカー（仕入先）の
技術や製品をお客様に提案し、販売するのが私の仕事です。近年では
仕入先が技術力のある中小企業が中心で、国内の大手電機メーカー
や大手化学メーカーが主たる提案・販売先となっています。また、
最近では優れた技術と優れた技術を結びつけ、自らの働きかけで
協業スキームを考え、新たな価値を創る挑戦も行っています。例え
ば、照明を作っているお客様の「検討中の異なる3種類の設備を、
トータルシステムとしてワンパッケージで提案してくれたら助かる
…」というつぶやきに即反応。関係各社と速やかに協業スキームを
組み、各設備の特長を活かした提案を纏め、プレゼン。見事、受注を
果たしたケースがあります。このように独自のソリューションで、お客様
の要望に応えることこそが今の仕事の最大の醍醐味です。

入社３年目に携わった超大型ディスプレイ向けのプロジェクトでは、
自社製品5種類20台、商社製品7種類25台＆巨大搬送システム
一式の総額200億円規模の垂直同時立ち上げに挑み、全てゼロ
ベースからのスタートでありながら、先輩や上司の導きによりミッ
ションを完遂。ここで体得した業界知識・技術知識・製品知識、そし
て社内外の人脈が今のベースとなっています。また、ある環境設備
の提案では、従来製法とは違う設備構成を考え、省エネかつ低コ
ストながら超高性能な新製品を仕入先とともに企画して、受注に
成功。それが世界初の新技術だったことから話題となり、今やこの
環境設備は国内外からオファーが殺到しています。このようにビッ
グプロジェクトから仕入先のプレゼンスを一気に高める案件まで、
全てにおいて自らの働きが世の中にインパクトを与え、ひいては

お客様の成長にも貢献していくことになるわけで、やりがいは年々
大きくなるばかりです。

入社以来変わらない私の想い。それは日本の科学技術の発展に
貢献したい！仕入先やお客様の技術・製品をNo.1に！コア技術の
応用で新たな価値の創造を！というもの。この想いを胸に私がめざす
のは“ビジネスクリエイター”であり続けることです。さまざまな装置の
進化や革新を促す “コラボによるシナジーの最大化”へのトライを
行っていきたい。つまり自分が触媒のような役割を果たしながら、
相乗効果を生み、次 と々オンリーワン技術・ナンバーワン製品を生み
だしていく、そんな活躍をすることが、私の将来の目標です。

● 協業によるビジネススキームで新たな価値を創造。

● 自らの働きが世の中にインパクトを与える手応え。

● コラボによるシナジーの最大化へのトライを。
私は所属しているオプトコミュニケーション部で、光通信モジュール・
半導体レーザーメーカー向けの受託製造サービスを担当、現在は、
研修員としてタイに駐在し、日本及び国外から集約した部材を現地
の製造委託先工場で組み立て、出荷するまでのサポートを行ってい
ます。お客様は米国に本社を置く光通信モジュールメーカー、世界
各国に自社工場及び製造委託工場があり、私が関わるタイの工
場も、その一つ。私は、ハイテクタイランドのナショナルスタッフと一
緒に、新製品のライン立ち上げから実際の量産に至るまで、顧客・
製造現場と協議を重ね、プロジェクト前進に努めています。部材
調達だけでなく、プロジェクト全体のスケジュール管理、フォーキャスト
に基づく生産計画作成、実際にクリーンルームに入っての生産進　
など、工場メンバーと協力しながら、課題の解決に到るまでを、責任
をもって担当しています。

今の仕事の醍醐味は、生産計画、資材、設計、技術、品質保証と
いった顧客の多岐にわたる部門と関わりながら、単に部材仕入先
としてではなく、完成品の出荷まで、顧客と同じ目標を共有し、仕事
ができることです。その中で、最新の開発案件や顧客目線のマーケ
ティング情報を入手し、新製品の次期生産計画にチームの一員とし
て関わらせて頂くことも、私にとって大きなやりがいとなっています。
当面はグローバル企業の生産戦略を支える受託製造サービスに
おいて成果を残し、その上で将来的なビジネスのチャンスを探り、
今後は、それを実現するための挑戦をしていきたい。いずれは自ら
の発案が起点となって、新たなプロジェクトが動き出す、そんな流れ
を主導できる存在になれたら、と思います。

日立ハイテクは、メーカー機能と商社機能を併せ持つユニークな
企業です。私は今、主に商社機能を担うセクションにいますが、将来
的には両機能のさらなる融合によって、新しい技術や事業が生まれ
ていくと考えています。それに伴い営業のミッションも、その動きも
大きく変わっていくはず。私も、部門を跨いで色々な方と情報交換を
しながら、新たなビジネスの可能性について検討をしたい。そして、い
つかどこにも真似のできない独創的なサービスをつくり、それを全
世界に売り込む事業戦略家として活躍すること、それが私のキャ
リアビジョンです。

● 光通信モジュールの受託製造サービス。

● いつか新規プロジェクトを自らの主導で。

● メーカー機能と商社機能の融合を意識してのチャレンジ。

吉岡 Yoshioka

●2007年入社 ●海事科学部卒

産業システム事業統括本部
産業ソリューション営業本部　薄膜装置部

平松 Hiramatsu

●2011年入社 ●外国語学部 
●スペインラテンアメリカ学科卒

先端産業部材事業統括本部
社会インフラ営業本部　オプトコミュニケーション部オンリーワン技術、

ナンバーワン製品を生む
ビジネスクリエイターをめざす。

いつか独創的なサービスを
全世界に売り込む
事業戦略家としての活躍を。

日立ハイテク
タイランド

受託製造サービス
営業力、調達力、人財力を活かして
世界市場に挑むお客様の
グローバル戦略をサポート

吉 岡

大手電機メーカー／大手化学メーカー顧 客 グローバル製造業顧 客

日 立
ハイテク

優れた技術を結びつける
協業スキーム

優れた技術を結びつける
協業スキーム

× ×仕入先 仕入先

仕入先 仕入先 仕入先

仕入先 仕入先

社会インフラ営業本部
オプト

コミュニケーション部

★グローバルアカウントの実績
販売先（製造業）約1,000社＆仕入先約3,000社

★グローバルビジネスネットワーク
海外25ヵ国及び地域／日本国内19拠点

Hitachi High-Technologies Corporation Hitachi High-Technologies Corporation
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前職時代にITコンサルとして日立ハイテクの「海外システム統合
プロジェクト」に関わる機会があり、そのグローバルビジネス展開の
スピード感や社員の方々のスマートな活躍ぶり、そして何より先進
的なITへの取り組み姿勢に魅了され、転職を決意。以来、ITエンジ
ニアが主体的に考え、動き、最適なIT環境を創造していける仕事に
挑み続ける充実の日々を過ごしています。例えば米国の現地法人に
サービスエンジニア向けモバイルアプリケーションを導入した
ケース。これはエンジニアがネットワークにアクセスすることなしに
タブレット端末を利用してサービス報告書の入力を可能とするシス
テムの開発プロジェクトです。プロジェクトの立ち上げから導入製品
の評価・選定、さらにはインドのエンジニアと電話会議を駆使しての
リモートでの開発、アメリカのユーザへのレビュー、そして完成・
リリースまで、全て自らが主導する形で完遂。日本に居ながらにして
世界とつながるプロジェクトの醍醐味を存分に感じる案件となりま
した。

現在は、M&Aにより日立ハイテクグループとなった海外の新会社
HHA（日立ハイテクアナリティカルサイエンス社）に新しい基幹システ
ム（ERP）＝SAP S4/HANAクラウドを導入するプロジェクトに参画。
HHAの複数ある基幹業務システムをクラウド版ERPで統合するプロ
ジェクトを、ユーザー及びERPベンダーとともに進めています。
これは、HHAの経営の根幹を支えるシステムを最新テクノロジーを
使ってリニューアルするプロジェクトであり、私たちの挑戦がHHAの
未来を左右するといっても過言ではなく、責任重大です。クラウドERP
構築のシナリオを描き、導入していくといったシステム導入作業にと
どまらず、業務プロセス改革をリードし、最新テクノロジーを駆使し、

社員個々の意識も働き方も変えていく。まさに事業会社のIT部門の
仕事のやりがいを実感できるときです。

SAP社のERPの最新バージョンである S4/HANAの導入は、国内で
も先例的なケースであり、今回のプロジェクトを試金石として、今後
は日立ハイテク本社をはじめ、世界中のグループ各社に展開していく
予定です。引き続き最新テクノロジーを積極的に評価し、業務プロ
セスの改革や働き方改革に活用していくことになります。私のキャリア
ビジョンは、最新テクノロジーを使って日立ハイテクグループのグロー
バルビジネスはもとより、私たち自身の働き方も変革していく支援者
になること。世界中の拠点のデジタルトランスフォーメーションを主導
するために世界を縦横無尽に駆けめぐる、そんな未来を思い描いて
います。

● 最適なIT環境を創造していける仕事に挑み続ける。

● 最新テクノロジーを社内に活用していくやりがい。

● グローバルビジネスを強力にドライブするための支援者へ。
前職も含めて、ずっと広報の道を歩んできました。日立ハイテクにおい
ても、当社の強み、製品・サービスをメディアなどへ対外的にアピール
すること、国内外の投資家に業績や将来性を明確に伝えること、日立
ハイテクグループ社員の心をひとつにするためのインナーコミュニ
ケーションを推進することなど、一貫して広報の仕事にかかわり続け
てきました。現在の担当はインナーコミュニケーション。大きく分けて、
「当社のありたい姿や大切にしたい価値観、道筋」をまとめた
「Hitachi High-Tech WAY」のグループ展開、そしてグループ全社
員に経営情報を伝えるグループ報「HIGH TECH WORLD」の発
行、この２つがミッションとなっています。日立ハイテクグループには、
メーカーとしての優れた技術開発・製造・サービス力と、商社としての
グローバル営業・調達力に加え、全世界に広がる、優れた「グロー
バル人財」という資源があります。これらを有機的につないで日立
ハイテクグループとしてのシナジーを生み、お客様を中心とする
ステークホルダーや社会へ価値を提供し続けるために、私に何が
できるかを考え、工夫し、行動する…そんな姿勢で絶えずコミュニ
ケーションに取り組んでいます。

世界中に広がるグループ拠点を社長自ら回り、社員と直接語り合う
「WAY SESSION」を実施したり、世界各地で「Hitachi High-Tech 
WAY」の実践を主導するWAYリーダーが一堂に会するカンファレンス
を開催したり、社員インタビューから出た意見をヒントにグループ報を
リニューアルしたり。気持ちと気持ちが触れ合う双方向のコミュニ
ケーションを大切に、これまでのやり方にとらわれず、グループとして
のエネルギーを強めていくための試みを行っています。ダイバーシ
ティ、働き方改革、女性活躍などのテーマも含めて、社員の気持ちが

つながることで、日立ハイテクグループが良い方向へと変わっていく、
そんな流れを創りだしたいと思っています。

インナーコミュニケーションの役割は、社員みんなが心を合わせて未
来へ進んでいけるように、世界中の仲間に、情報や思いを、タイムリー
に、粘り強く伝え続けること。そして社員みんなが夢をもって、いきいき
と働ける組織文化を創りだすこと。だから今後も、コミュニケーション
のスピード感を大切にしながらも、社員一人ひとりの気持ちに寄り添
うことを忘れないでいたいと思っています。社員がワクワクして働くた
めには、まずは自分が毎日ワクワクして働きたい。いつしかその波が
広がって、全グループに未来を切り拓くエネルギーが満ちあふれる、
そんな日立ハイテクグループの姿を描きながら、広報活動を続けて
いきたいと考えています。

● 一貫して広報のキャリアを積み重ねる。

● 気持ちがつながる双方向コミュニケーションの場を。

● みんなが夢をもち、ワクワクし続けられる会社であるために。

安田 Yasuda

●2014年入社 ●工学部 ●機能分子工学科卒

デジタル推進本部
コーポレートIT部

松本 Matsumoto

●2008年入社 ●文学部 ●史学科卒

CSR本部
CSR・コーポレートコミュニケーション部世界中の拠点のIT環境の

最適化を主導するために
世界を縦横無尽に駆けめぐる、
そんな未来を思い描く。

夢ある会社の姿を思い描きながら、
まずは自分が仕事を楽しむ。

松本

IR メディア広報 インナー
コミュニケーション

安田

ERPベンダー コーポレート
IT部

HHA 世界中の
グループ会社

クラウドERP「SAP S４/HANA」の導入

ERP先行例の横展開へ

Hitachi High-Tech WAY
グループ報

IT環境の最適化を主導／
業務プロセス改革を推進

各種メディア グループ社員投資家

Hitachi High-Technologies Corporation Hitachi High-Technologies Corporation
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生産性の高い働き方や生産性向上の実現に向けた「20-20
（ニーマルニーマル）プロジェクト」を展開しています。一人あ
たり時間外労働月平均20時間以内、有給休暇行使年20日
以上を目標に、勤務時間の効果的な活用とメリハリのある働き
方について各職場が創意工夫することで、従業員一人ひとり
の力の発揮と組織力向上をめざしています。
事例の発表会も実施し、各部門の取り組み・好事例を共有
する活動も行っています。

20-20（ニーマルニーマル）プロジェクト日立ハイテクが挑んでいるのは、今の技術の延長にあるのではなく、次々と新しい技術
が生まれている分野です。今まで出会ったことのない課題に対峙し、壁を乗り越える
姿勢が求められます。
また、グローバル市場で競争を勝ち抜くためには、創造性・革新性ある価値をお客様や
社会に提供し続けることが重要です。そのため、継続的なイノベーションを創出できる
変革型人財を、「経営・マーケティング研修」「2年目フォローアップ研修」「異文化コミュニ
ケーション研修」などを通じて育成しています。

グローバルな視点でビジネスに対応できる人財の早期育成に向けて、「入社7年以内に50％
以上の従業員を海外派遣」を目標に、若手の海外派遣に積極的に取り組んでいます。1年間
の海外研修制度や短期若手海外派遣プログラムを利用して海外で研修をしています。
さらに、海外の各拠点で活躍するナショナルスタッフ向けの、グローバル共通の基盤教育を
設けるなどグローバル人財の創り込みに向けて、一層の充実を図っています。

社員一人ひとりの仕事の意味や意義・価値観を重視し、充実したキャリア形成ができる
よう支援しています。自ら考え行動する強い個人（個の自立・自律）を育成し、組織と個人
の相互理解を促すことで、個人の意思や意欲を尊重する組織風土の醸成につなげ、
組織全体の成長に貢献しています。

変革型人財の
育成・創出

グローバル人財の
育成

キャリア形成支援

在宅勤務制度の利用については、育児・介護事由を持つ従業
員から管理職まで全員を対象にしています。2017年度からは
コアタイムのないフレックスタイム制を導入。働く時間や場所の
柔軟性を高め、多様な働き方に対応した環境づくりを進めて
います。
その他、時間単位で最大４日間の年休取得を可能とするなど、
働く時間や場所の柔軟性を高め、さまざまな働き方に対応した
環境づくりを進めています。

働く時間や場所の柔軟性を高める制度

日立ハイテクは、従業員の多様性を積極的に受け入れ、グローバルなビジネス展開を
進める競争力の源泉として活用するダイバーシティ・マネジメントを推進しています。
女性の活躍推進については、ダイバーシティ・マネジメント研修、女性主任・管理職対
象のロールモデルカフェ、技術系女性の異業種交流会を実施するなど、女性リーダー
の育成を促進しています。取り組みの成果はグループ会社とも情報共有し、相互に好
影響を与えあうことを目的に、「日立ハイテクグループダイバーシティ推進連絡会」
を開催しています。
こうした施策が評価され、女性活躍（女性のキャリア支援、仕事と家庭の両立支援）推
進に優れた上場企業として、経済産業省と（株）東京証券取引所より、2017年度「なで
しこ銘柄」に選ばれました。また、女性活躍推進に関する取り組み状況の優良な企
業が、厚生労働大臣より認定を受ける「えるぼし」認定も2017年度に取得しました。

◎20-20（ニーマルニーマル）プロジェクト

10020 20
◎育児休業復職率 

％

働 き や す い 環 境 へ成 長 で き る 環 境 へ

ダイバーシティの推進

（2016年度実績）
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