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HIOKIは、電気計測器の開発・設計・製造・販売という活動と自社製品による環境影
響を認識し、地域環境やかけがえのない地球環境への影響の軽減と調和をはかるた
め、全社をあげて環境に配慮した企業活動を行なう。

１. ISO14001規格に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、活動実績を向上さ
せて環境マネジメントシステムの継続的改善をはかる。

２.環境に関連する国内の法規制や条例、協定、当社が受け入れたその他の要求事項を
遵守する。

３.この方針に基づいて環境目的・目標を設定し、見直す。

４.環境汚染物質の管理を行い、可能な範囲で代替技術・代替物質の採用による汚染物
質の削減をすすめ、汚染を予防する。

５.廃棄物の削減と、省資源・省エネルギー・リサイクル等限りある資源の有効活用に
取り組む。

６.環境に配慮した製品の設計を目指す。

７.本社工場のある上田市を含む周辺地域の、環境保全活動に参加する。

 １９９７年１０月８日
日置電機株式会社
社 長   日置勇二

HIOKIの理念

人間性の尊重            社会への貢献

HIOKIの環境方針

HIOKIの理念と環境方針

● 社名：日置電機株式会社
● 創業：１９３５年（昭和１０年）６月
● 代表者：社長　日置勇二
● 資本金：２８億４，２８９万円
● 本社所在地：〒３８６-１１９２　上田市小泉81
● 敷地面積：７４，８５５㎡ (２２，６８４坪、H.LODGE

除く)

● 建築面積：１８，８４０㎡
● 緑地面積：２５，５３４㎡
● 社員数：５２０名（本社工場４２０名、他に構内常

駐委託業者１０数名）
● 活動拠点：本社工場（上田市、他に９拠点）
● 事業内容：電気計測器の開発・製造・販売
● 売上高：１０３億円（２００１年１～１２月）

環境報告書の範囲　　　　　　　　
この環境報告書は2002年度（2002年１月～12月まで）の取組みを中心に作成したものです。

会社概要

私たちはこの理念に基づき、１９９７年に「HIOKI環境方針」を制定し、

これを基本に環境に配慮した企業活動を進めています。
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    環境目的・目標

環境マネジメント組織図

社  長

環境管理責任者内部環境監査員

製造部長技術部長 総務部長

14部署 12部署 ５部署

常駐する委託業者

推進委員会

専門部会

環境保護推進会議

実行部門

１．化学物質対策

２．環境調和型製品開発

３．廃棄物対策

４．省エネルギー

５．地域環境保全活動

パイロット製品の生産工程で、鉛フリー
はんだを採用し製品化する

環境調和型製品を開発する

廃棄物排出総量を２０００年基準で５％/
年で削減する

「ＣＯ２の排出量を２００３年末までに９１年
比９５％以下に削減する｣の実現ため電
力・化石燃料の効率使用を推進する

３，０００本の植樹活動と、周辺地域の清
掃活動を３回実施する

パイロット製品の工程で、鉛を含有しない
糸はんだ・クリームはんだによる製造プ
ロセスを確立する

①製品含有の環境負荷化学物質の
データベースを作成する
②ＥＵにおける特定有害物質の使用制
限の調査と代替技術を検討する

廃棄物排出総量を８，５００ｋg／年以下に
抑える

①電力使用量（高圧B）
　＝２，１５４，０００ｋＷｈ／年　以下にする
②A重油使用量＝127k㍑／年以下にする

１，０００本の植樹活動と、周辺地域の清
掃活動を１回実施する

上記目標を達成するために、スタッフ的役割として推進委員を長とする専門部会を設け、

目標達成に向けて活動を展開しています。

法規制部会
化学物質対策部会

環境調和型製品開発部会
廃棄物対策部会
省エネルギー部会

地域環境保全部会

環境マネジメント組織図

　２１世紀の課題である「循環型社会」の実現に向けて、当社も積極的な環境保全活動を展開して

います。第１期（１９９７～２０００年）の環境活動の反省をもとに、第２期（２００１～２００３年）の環境目

的が定められました。２００２年の活動状況は次ページでご報告しますが、２００３年は下記の目標を

定め、活動を進めています。

環境目的・目標
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目的（２００１～２００３年） 　２００３年目標



環境調和型製品開発2
2002年 目標

新製品開発時のD R で、製品アセスメントを
100％実施する。

環境に配慮した製品開発

　HIOKIでは、環境に配慮した製品を開発するた

め、開発段階で省エネルギー性や分解性など１０

1
２００２活動状況

化学物質対策

鉛フリーはんだの実用性評価鉛を含有しない糸

はんだやクリームはんだの、工程での実用性評

価を実施しました。今後は、パイロット製品の

工程で、鉛フリー化による製造プロセスを確立

していく予定です。

2002年 目標

鉛フリーはんだの採用
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鉛を含有しない、クリームはんだ・糸はん
だの工程での実用性評価を行う。

　HIOKIの電気計測器は、電気自動車・ハイブリッド
カーや燃料電池の開発などに使用されているほか、
省エネルギー管理システムや温・湿度管理などの環
境保全にも貢献しています。今回はその中で、ヒー
トアイランド現象の実態解明に利用されている温・
湿度ロガーを紹介します。
　ヒートアイランド現象とは、人工排熱の増加、人
工被覆の増加、および自然空間の喪失という、都市
における人工化の過剰な進展から生ずる熱大気汚染
で、熱中症等の健康影響や二酸
化炭素排出量の増加などの環境
問題をもたらしています。
　東京都では、過去１００年間
に２．９度も気温が上昇し、年間
３０日を超す熱帯夜（５カ年移動
平均）があり、また、熱中症や集
中豪雨も増加しています。
　このようなヒートアイランド
が原因とみられる現象は、都民

の生活に大きな影響をもたらし
ていますが、その実態解明は不
十分です。
　昨年７月、東京都では全国初
のヒートアイランド観測網を構
築しました。そこで活躍してい
るのが、温・湿度ロガー「3641
データミニ」です。

　区部１００か所の小学校の百葉箱に、温湿度ロガー
3641を設置。この高密度観測により、真夏日や熱帯
夜等の高温域の分布状況等、ヒートアイランドの現
状を解析し、緑地の確保、屋上緑化対策、道路や建
物敷地等の被覆対策、風の道の配慮など、ヒートア
イランド対策について検討が進められています。
　このように、HIOKIの計測器は、異常気象に悩む
東京都を救うプロジェクトの一端も担っています。

環境保全に貢献する測定器のご紹介

数項目にわたる環境

適合設計の検証をし

ています。今後は、

製品に含有している

環境負荷化学物質の

データベースの整備

や、ＥＵにおける特

定有害物質の使用制

限の調査と代替技術

を検討していく予定

です。
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廃棄物対策

2002年 目標

廃棄物総排出量を、13,000kg/年以下に

抑える

２００２活動状況
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　現在、世の中には多種多様な紙類が出回ってい

ますが、２００２年から、感熱紙、複写伝票、ラミ

ネート紙など多くの紙類がリサイクルできるよう

になりました。このため、焼却廃棄物として排出

しなければならない紙類は、茶色のクラフト紙や

トレーシングペーパーなど極少数のものだけとな

り、焼却廃棄物は対昨年比８３％と大幅な削減がで

きました。また、発泡スチロールのうちポリスチ

レン（ＰＳ）は自社でゾル化減容処理によりリサイ

リサイクル化による廃棄物の削減

4 省エネルギー

　HIOKIでは、地球温暖化対策の一つであるＣＯ2

の排出量抑制のために、照明や空調などの生活

環境エネルギーや、機器・設備関係の省電力タ

イプへの切替えなどの、省エネルギー活動を進

めています。２００２年は機械加工・運搬・空調設

備等の新規導入で電力使用量は前年を上回って

しまいました。しかし、空調設備の効率運転等

により重油使用量を抑え、ＣＯ2 総排出量の削減

はできました。

ＣＯ
2
排出量の削減

電力量

化石燃料

廃棄物排出量の推移
ｔ

リサイクル率
一般焼却廃棄物

産業廃棄物
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クル化をしはじめました。このような活動の結

果、廃棄物は確実に減少の方向にあり、２００２年

のリサイクル率は８４．７％になっています。
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CO2排出量の推移
2002年 目標

①電力使用量（高圧B）＝2,102,000kWh／年以下

②A重油＝145k㍑／年以下にする



地域環境保全活動

2002年 目標

1,000本の植樹活動と
周辺地域の清掃活動を１回実施する

5
２００２活動状況

　１９９５年から始めた「ふるさとの森づくり」活動

は、２００２年で８回におよび、この間に約２３，０００

本もの苗木を植樹してきました。この活動は、二酸化

炭素の吸収・固定による地球温暖化防止対策として

有効なものであると同時に、地域の子供たちと

一緒に楽しみながらつくり出す地域の森とし

て、コミュニティのきずなも深めてくれていま

す。

ふるさとの森づくり

【植樹活動の主な取組み】
1988年 HIOKIフォレストヒルズ：60,000本（社員ほか500人参加）

1995年 上田市立神科小学校：1,900本（社員、５・６年生360人参加）

1996年 上田市立塩田西小学校：2,350本（社員、３年生以上240人参加）

1997年 上田市営「うえだアクアプラザ」：3,200本（社員、上田市職員など300人参加）

1998年 上田古戦場公園：2,500本（社員、上田市職員など200人参加）

1999年 上田市立第一中学校：5,500本（社員、全校生徒、上田市職員など600人参加）

2000年 真田町立真田中学校：4,600本（社員、全校生徒、父兄など450人参加）

2001年 上田市立塩田中学校：1,320本（社員、２年生、上田市職員など245人参加）

2002年　上田市立川西小学校：2,000本（社員、全校生徒、上田市職員など360人参加

【主な表彰】

1992年 「緑化センター会長賞」（日本緑化センター・通産省）受賞

1995年 「第15回緑の都市賞・緑化奨励賞」（都市緑化基金、読売新聞社）受賞

1998年 「関東通産局長賞」（日本緑化センター・通産省）受賞
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植樹数の推移
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年
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　社員有志の呼びかけにより、２０００年から

HIOKI周辺地域の清掃活動「ごみゼロ作戦」をして

います。この活動は地域環境保全活動の一貫と

して、今後も継続していく予定です。

ボランティア清掃

▲上田市立川西小学校の児童とともに植樹



○集計範囲：本社工場 ○集計期間：2002年１月１日～2002年12月31日

       環境保全コストの分類           主な取組みの内容およびその効果  　  投資額  費用総額

環境負荷低減に
直接的に要した

コスト

地球環境保全
コスト

事業系一般廃棄
物の処理・リサ
イクルコスト

 －                320

         5,107

環境負荷低減に間接的に要した
コスト（環境に係る管理的コスト）

 －            17,806

生産販売した製品等の使用廃棄に伴
う環境負荷低減のためのコスト

－            3,906

環境負荷低減のための研究開発コ
スト（環境Ｒ＆Ｄコスト）

44,100         －

環境負荷低減のための社会的取組
みに関するコスト

－           1,573

合            計                                                　     44,100    　　30,814

１

２

３

４

５

（単位千円）

●空調設備の運転方法や設定温度の見直
し等による効率運転により、重油の年
間使用量は１２４ｋ㍑となった。

●廃棄物を削減するため、従来のリサイ
クル品目に加え、新たに感熱紙、複写
伝票、ラミネート紙などのリサイクル
を開始した結果、リサイクル率は８４．７％
になった。

●１９９７年１２月に環境の国際規格ISO14001
の認証を受け、同規格の要求事項に適
合した環境マネジメントシステムを運用して
いる。

●環境に配慮した製品を開発するため
に、開発段階で省エネルギー性や分解
性等１０数項目にわたる環境適合設計の
検証をしている。

●電力計、温・湿度計等環境保全に関す
る測定器を研究開発している。

●１９９５年以後、毎年地域の学校や公園
等公共施設への植樹活動をしている。

●２００２年は上田市立川西小学校へ２，０００
本の苗木を寄贈し植樹した。

当社では１９９９年度から、環境保全活動にかかるコストを把握し、環境経営の効率化と情

報開示を図るため、環境会計を導入しています。２００２年度は、電力計や温・湿度ロガー

など環境保全に関する測定器の研究開発に４，４１０万円を投資しました。

環境会計

▲全体の研究開発投資に占める環境開発投資

環境開発投資
４４百万円

その他の開発投資１，２０２百万円
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HIOKIの会社概要、新製品、および環境方針などは
ホームページでもご覧いただけます。

この資料は再生紙を使用しています

●この報告書の内容に関するご意見・お問い合わせは

下記までお願いします。

総務課　〒386-1192　上田市小泉81
TEL 0268-28-0555  FAX 0268-28-0559


