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人と地球生き生き

   HIOKIは、電気計測器の開発、生産、販売・サービスという活動と自社製品による
環境影響を認識し、企業理念である「社会への貢献」に基づき、地域環境やかけがえ
のない地球環境への影響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
活動をする。

環境マネジメントシステム（EMS）の確立
　①ＥＭＳを構築し継続的に改善する。
　②技術的・経済的に可能な範囲で目的・目標を設定し見直しする。

法規制の順守と未然予防
　適用する法規制や、当社が受け入れたその他の要求事項を順守するとともに、環境
影響を及ぼすリスクを未然に防止することに努める。

環境配慮製品の提供
　環境配慮製品を提供するために、以下を推進する。
　①環境に配慮した製品を設計する。
　②環境に配慮した部品を調達する。
　③環境影響の少ない生産工程を構築する。
　④お客様へ製品の環境影響についての情報を提供する。

サイト活動のパフォーマンス向上
　資源の有効活用と、汚染の予防に取り組む。
　①省エネルギーと省資源に取り組む。
　②Reduce（削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）の３Ｒを推進する。
　③環境に負荷を与える物質を削減する。

環境保全活動
　地域の環境保全活動を実施する。

周知・情報提供
　全社員およびサイト内で活動する関係者に、環境方針や環境保全活動の情報を周知
するとともに、広く社会にも公開しコミュニケーションを図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997年10月制定、2006年1月改定

HIOKIの環境方針

　当社は「人間性の尊重」と「社会への貢
献」の企業理念のもとに、地域社会の一員と
して、環境保全と地域の文化・教育の発展を
目指した活動も積極的に展開しています。
　1996年に環境マネジメントシステムが
JIS化されたのを機に、当社は1997年に

ISO14001を認証・取得し、環境負荷軽減活動
を展開してきました。2005年にはこの規格が
2004年版として改定され、これにもとづき当
社も環境マネジメントシステムを見直し、新た
な環境方針のもとで、さらなる環境負荷軽減へ
の取り組みを進めています。



2

環境負荷低減活動の概要～環境方針によるHIOKIの環境活動～

　当社は電気計測器の開発、生産、販売・サー
ビスの事業展開にあたり、環境に配慮した製品
を提供していくことはもちろん、環境負荷物質
の低減を目指した活動を展開しています。

また、地域社会の一員として、積極的に環境保
全活動を進めることも企業の使命と考え、財団
法人HIOKI奨学・緑化基金との協力で植樹活動
も推進しています。

環境活動の概要･･製品開発から地域環境保全まで･･

地域の環境保全活動

サイト活動の
パフォーマンス向上

HIOKIの
環境活動

環境負荷物質の
削減

省エネ
省資源

製品設計

環境影響の
情報提供

生産工程

部品の調達

3Ｒの推進

(財)HIOKI奨学・
緑化基金との協力
による植樹活動

<顧客参加型植樹活動>
グリーンポイントマーク製品
の販売による植樹

環境配慮製品の
提供

法令順守とリスク低減

情報提供と
コミュニケーション

＜環境ビジネス＞
【Let's Ecost】の
　展開



環境方針 環境目的(期間2007～2009)
環境配慮製品の提供
環境配慮製品を提供するために、以下を推進する。
①環境に配慮した製品を設計する。
②環境に配慮した部品を調達する。
③環境影響の少ない生産工程を構築する。
④お客様へ製品の環境影響についての情報を提供する｡

環境配慮製品の提供
目的) 欧州・アジア・米国の各地域の環
境規制に対応できる製品を提供する。

実施中
P6
P7
参照

サイト活動のパフォーマンス向上
 資源の有効活用と、汚染の予防に取り組む。
①省エネルギーと省資源に取り組む。
②Reduce（削減）、Reuse（再利用）、
Recycle（再資源化）の３Ｒを推進する。
③環境に負荷を与える物質を削減する。

サイト活動のパフォーマンス向上
目的) CO₂排出量を売上原単位で
1991年比の90％以下に抑える｡
（1,296kgCO₂／10百万円）
目的)HIOKIゼロエミッション（リサイ
クル率96％以上）を推進する｡

実施中
P5
P8
P9
参照

環境保全活動
 地域の環境保全活動を実施する。

環境保全
目的) 植樹活動等を通じて地域環境を保
全する。

実施中
P10
参照

周知・情報提供
全社員およびサイト内で活動する関係者に、環境方
針や環境保全活動の情報を周知するとともに、広く
社会にも公開しコミュニケーションを図る。

情報提供
目的) 環境報告書等の情報提供を見直し
する。 

実施中

EMS推進組織 実行部門
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環境保護推進体制　～製品・サイト・法規制の3部局で推進～

　環境マネジメントシステムの運営は下図の
とおりEMS推進組織が担当し、HIOKIの業務
組織が実行部門として行動しています。
　EMS推進組織は「環境調和型製品開発部
局」と「サイト活動部局」および「法規制部

局」の3つに分かれて、それぞれ製品、サイト
（工場）全体の環境負荷軽減と汚染の予防、
およびコンプライアンスの統括により、活動の
PDCAを回しています。

環境目的と組織

環境調和型製品開発部局
●環境対応製品部会
●グリーン調達部会

サイト活動部局
●廃棄物対策部会
●化学物質対策部会
●省エネルギー部会
●地域環境保全部会

法規制部局

技術部門

製造部門

総務部門

内部環境監査員

社　長 環境管理責任者

環境事務局
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環境活動の歩み

2006年
　新工場竣工。空調システムを重油から都市ガスに転換
　環境方針を改定
2005年
　電子機器の個別回収を指示するWEEE指令に対応
2004年
　鉛フリーはんだ実装装置の導入    

【第1期】1997年～2000年

【第2期】2001年～2003年

2000年
　地域清掃活動「ごみゼロ作戦」開始
1999年
　生ごみ処理機を導入
1998年
　製造工程で温暖化に影響の無い洗浄を開始
1997年
　ISO14001認証取得

2003年
　特定有害物質全廃プロジェクトをスタート
　NEDOの補助による高効率エネルギーシステムの導入
2002年
　発砲スチロールの自社でのリサイクル化開始
2001年
　鉛フリーはんだの実用性評価開始

欧州・アジア・米国の環境規制に対応できる製品を提供する。
ピーク電力の抑制対策により基本契約電力の値下げに成功
リサイクル率98％に到達

【第3期】2004年～2006年

【第4期】2007年～
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事業活動と環境への影響

 当社は電気計測器の開発、生産、販売・サー
ビスの事業展開にあたり、私たちは、事業活動
全体を通じたInput / Outputの状況を把握し管
理・抑制していくことにより、二酸化炭素や廃
棄物などの環境負荷低減を目指した活動を展開

しています。
　また、これらはHIOKI単独だけでなく長野県
環境保全協会の一員として地域と連携を図りな
がら環境保全活動に取り組んでいます。

製品製造の副資材等
包装材料、水道水、ダンボール、
PRTR物質、他

エネルギー投入
電力※、ガス(建物空調等)

大気への放出
CO2※、Nox

水系への排出
生活排水(下水道)

廃棄物
再資源化ゴミ※、
焼却ゴミ※

電力・ガス等の
エネルギーを投入

開発、生産、販売・サービス部品材料 製品

1991年 1997年 1998年 2001年 2004年 2007年
CO2削減(kgCO2)
(売上原単位)

1,440

認証取得

1,954 1,539 1,358 1,396

売上高（個別）（百万円） 1,669 8,613 10,645 13,368 15,567

廃棄物軽減
(リサイクル率)〔注〕

－ 50％ 80％ 89％ 98％

当社は、1997年12月にISO14001を認証取得。
〔注〕リサイクル率＝リサイクル・リユース/(廃棄物＋リサイクル・リユース)×100

廃棄物、
CO2等を排出

※はHIOKIでの環境影響に大きな側面で、目的・目標に掲げた監視項目
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省エネ設計等の環境負荷軽減設計

HIOKIの環境負荷軽減設計の基準
　当社の製品が設計・生産され、お客様にご使
用いただき、そして廃棄されるまでの各段階
で、環境に様々な負荷を及ぼすことが予想され

ます。当社では製品の各段階で負荷軽減が実現
できるよう、設計時に環境配慮項目を評価し、
可能なものから取り組みを始めています。　

環境配慮製品の提供

配慮項目の概要
１．省資源化では、部品原材料削減の目安として、製品体積・質量の削減を挙げてい

ます。また、生産工程における直行率の向上等も含めて、ムダの無い設計・生産
に取り組んでいます。

２．省エネルギー性の向上では、使用時の消費電力、充電可能な電池の採用、ウォー
ムアップ時間の短縮等を実施しています。

３．組立・分解性の向上では、一例としてネジ点数の削減、材料名の表記、異種材料
一体成型部品の削減、簡単な内蔵電池の取外し構造等を実施しています。

４． リサイクル性の向上では、単一材質（プラスチック、金属、包装材）や再生材の使
用を多くし、廃棄段階でより多くの部材が再資源化できるよう活動しています。

具体例として2007年6月に発売したクランプオンリークハイテスタ3293（比較従
来品は3283）を一例に紹介します。

折りたたみタイプ

A：3293(新製品) B：32８3(従来製品)
　

1.省資源化
体積 169cm3

69％小型化
544cm3
－

重量 120ｇ
70％軽量化

400ｇ
－

2.省エネルギー　  消費電力 25mVA
75％低消費電力化

100mVA
－

3.リサイクル性

廃棄段階での処理 <リサイクル> <廃棄> <リサイクル> <廃棄>
プラスチック重量 32ｇ 65ｇ 21ｇ 286ｇ
金 属 部 品 重 量 9g 0ｇ 8g 0ｇ
そ の 他 重 量 － 14ｇ － 85g
包 装 材 重 量 32ｇ 35ｇ 0ｇ 162ｇ

リサイクル･廃棄計 73ｇ 114ｇ 29ｇ 533ｇ
リサイクル増加率＝A/B×100 　リサイクル増加率252％を実現
廃棄物削減率＝（1－A/B）×100 　廃棄物削減率79％を実現
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環境規制への対応

　EU圏では2006年7月からRoHS指令が実

　中国では2007年3月から中国版RoHSが実
施され、上記EU圏のRoHS指令同様に６つの
特定有害物質が対象となりました。ただし、Ｅ
Ｕ圏のような含有禁止ではなく、含んでいる場
合は環境に安全な期限を製品に明記し含有情報
を提供することと、電気計測器も適用する点が
大きな違いとなっています。当社では中国での
使用ができるよう、お客様の要望に応え情報提
供を行っています。
　中国版RoHSへの対応については、当社ホー

グリーンポイント・キャンペーン
「グリーンポイント・キャンペーン」とは、
HIOKIの“Eco(エコ)支援製品”をご購入頂く
ことにより、1製品1ポイントがお客様に付与
され、10ポイントごとに1本の苗木を、当社
がお客さまに代わって植樹をするというもの

　当社では、日本および世界各国の環境規制に対応した製品の開発を推進しています。
　以下に一例を紹介します。

特定有害物質対策：ＲｏＨS指令（有害物質使用制限指令）

施され、欧州市場で販売される電子･電気機器
には、6つの特定有害物質(水銀・鉛・カドミ
ウム・六価クロム・PBB・PBDE)が一定の割
合で含有することが禁止されました。
 当社が販売する電気計測器は当面適用外です
が、このRoHS指令への対応を実現すべく、購
買～生産～修理の各部門で取り組んでいます。

分析機器による6物質の
含有調査  

鉛フリーハンダ専用の基板
実装設備

特定有害物質対策：中国版ＲｏＨＳ(電子情報製品汚染制御管理弁法)

環保使用期限マークと含有情報シート 

ムページを参照ください。

環境ビジネスのご紹介

http://www.hioki.co.jp/jp/product/c_rohs.html

HIOKIの環境ビジネス Let's Ecost
「Let's Ecost」は、お客さまの電気の「契
約」から「使い方」にわたって、調査、診断
し、その最適化へのさまざまなサポートを実施

です。当社は1995年から地域の学校や公共
施設への植樹活動を支援する「ふるさとの森
づくり」を展開しています。同キャンペーン
は、この「ふるさとの森づくり」活動をお客
様とタイアップし、植樹による地球温暖化防
止を推進していくために企画されました。

することで、電力コストの削減と地球温暖化防
止への取り組みをお手伝いする事業です。詳し
くは、当社ホームページを参照ください。
　http://lets-ecost.hioki.co.jp/

環境配慮製品の提供
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廃棄物対策　リサイクル率98％を達成

■今後の課題

ＣＯ2削減を考慮した
リサイクル化
⇒排出物の最終処分で
の再資源化率の向上を
目指す

1997～2000年
（第1期）

2001～2003年
（第2期）

2004～2006年
（第3期）

2007～2009年
（第4期）

●情報伝達の電子化で紙使
用量を削減するほか、多種
多様な紙類のリサイクル化
を推進。
●1999年に生ごみ処理機
を導入。社員レストランか
ら出る生ごみを堆肥化し再
利用。

●蛍光管や食用油などのほ
か、成形材料、電子回路基
板、配線屑など、生産活動
から排出される部品のリサ
イクル化を推進。

●排出品のほとんどがリサ
イクル化され、リサイクル
率は小幅改善。

●固形のプラスチックや混
合廃棄物の再資源化が可能
になり、リサイクル率は
98％までいっきに向上。
●成形材料を樹脂ごとに分
別し、有価排出。

▲生ゴミ処理機の導入 ▲成形材料を樹脂の種類別に排出

▲リサイクルステーションの設置

サイト活動のパフォーマンス向上
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1997～2000年
（第1期）

2001～2003年
（第2期）

2004～2006年
（第3期）

2007～2009年
（第4期）

●電力負荷の平準化を図
るため、ピーク電力発生
パターンをデマンド監視
し、夏季のピーク電力を
大幅に改善

●電力使用量とＡ重油購
入量の抑制
●NEDO（新エネルギ
ー・産業技術総合開発機
構）の補助事業により、
高効率照明器具への交換
など、エネルギー使用の
効率化を促進

●省エネプロジェクトを
立ち上げ、電力設備の使
用制限や熱線遮断措置な
どの対策を実施
●空調システムを重油か
ら都市ガスに転換

●遠隔計測システムを応
用し、電力使用状況の監
視を強化

売上原単位でのCO2排出量を2008年までに1991年比で10％削減する

省エネルギー　CO2排出量を10％削減へ

売上原単位kgCO2／1千万円

指数

目標指数：90

■今後の課題
ＣＯ2排出量の削減は、
売上原単位ではなく、
絶対量での削減を図る。

サイト活動のパフォーマンス向上
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▲1988年,、全社員による植樹 ▲植樹後19年経過したHIOKIフォレストヒルズ

　当社は1990年に坂城町から現在の上田市に本社・工場を移転しました。その
2年前の1988年に「移転にともない破壊された自然を復元させよう」と、社員
全員で、外周延べ1.2ｋｍの敷地に約60,000本のポット苗を植え、自然の温も
りを感じる工場公園（HIOKIフォレストヒルズ）をつくりました。

　1995年、緑豊かな環境を市民とともに創
造していこうと、地域の学校や公共施設への植
樹活動の支援も始めました。私たちはこの活動
を「ふるさとの森づくり」と呼んでいます。
　2007年までに37,000本以上の苗木を植
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

子供たちと一緒につくる「ふるさとの森」

なものであると同時に、子供たちが自ら植樹す
ることで、地球環境に少しでも関心を持ってく
れることを期待しています。
　また、2007年には横浜国立大学の宮脇
名誉教授が派遣団長を務める「ケニア植生回
復プロジェクト」を支援し、ケニアの大地に
1,400本の植樹を行いました。

環境保全活動

※この活動は対象地域の拡大を図るべく2005年から（財）HIOKI奨学・緑化基金で引き続き運営しています。



商　　号：日置電機株式会社
英文商号：HIOKI E.E. CORPORATION
創　　業：1935年（昭和10年）6月
設　　立：1952年（昭和27年）1月
資 本 金：32億9,946万円
社 員 数：616名（2007年12月31日現在、HIOKIグループ全体）
事業内容：電気計測器の開発、生産、販売・サービス
本社工場：長野県上田市小泉81
営 業 所：東北、長野、北関東、東京、横浜、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡
連結子会社：日置フォレストプラザ㈱、HIOKI USA CORPORATION、
                  日置エンジニアリングサービス㈱、ハインズテック㈱、日置（上海）商貿公司

会社概要

　当社は1935年に創業した電気計測器の専
門メーカーです。1990年に本社工場を坂城
町から現在の上田市に移転しました。
　1993年には社員やお客様の宿泊施設であ
る「HIOKIロッジ」も完成。93,000㎡（約
3万坪）の敷地の1/3以上の面積に、シラカ
シやコナラなどの苗木約8万本が社員の手に
より植えられ、緑豊かな森に囲まれた、やす
らぎのある工場公園がつくられました。私た
ちはここを「HIOKIフォレストヒルズ」と名
付けました。

HIOKIフォレストヒルズとソリューションファクトリー

　HIOKIフォレストヒルズにある本社工場に
は、開発・生産・販売など全ての部門が集ま
り、一棟完結型の7階建て高層工場という新し
いスタイルで稼動してきました。
　2006年9月には新棟が完成。既存棟と結合
することにより、従来の本社機能と工場を一
体化させたスタイルを継承しました。私たち
はこの工場がお客様をはじめ、投資家、地域
社会、社員などすべてのステークホルダーの
夢を実現し、信頼される工場になることを目
指し、「ソリューションファクトリー」と呼
んでいます。

〒386-1192　長野県上田市小泉81　TEL 0268-28-0555      http://www.hioki.co.jp/


