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地域別売上収益／構成比＊1

国内

52％ 47,576億円
会社数 209社＊3 

従業員数 169,744人

その他

5％ 4,271億円
会社数 101社
従業員数 12,615人

欧州

11％ 9,726億円
会社数 133社
従業員数 14,808人

北米

12％ 11,440億円
会社数 97社
従業員数 20,071人

アジア

20％ 18,607億円
会社数 325社
従業員数 86,649人

企業情報

Hitachi at a Glance

連結売上収益＊1  

9兆 1,622 億円

親会社株主に帰属する
当期利益＊1 

2,312億円

日立製作所および連結子会社
所在国・地域数＊2 

68カ国・地域

連結従業員数＊2　個別従業員数：35,631人

30万　3,887人

連結子会社数＊2　（国内208社、海外656社）

864社

持分法適用会社数＊2

388社

創業　明治43年（1910年）　設立：大正9年（1920年）2月1日

107年

資本金＊2 

4,587億円

国内：47,576億円
海外：44,045億円

商号 株式会社 日立製作所
Hitachi, Ltd.

本社所在地 郵便番号100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号　
電話 （03）3258-1111

代表者 代表執行役 執行役社長兼CEO　東原 敏昭

＊1 2017年3月期
＊2 2017年3月31日時点
＊3 株式会社 日立製作所および国内連結子会社208社、計209社
注記：当社の連結財務諸表は、国際財務報告基準（ IFRS）に基づいて作成しています。
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事業紹介

情報・通信システム
金融をはじめとした幅広い事業分野で得た豊富なノウハウと先進の ITを融合することで、コンサルティングからシステム構築、
運用・保守・サポートまでのシステムライフサイクル全体を通じて、お客様の多様なニーズに対応するITサービスを提供して
います。

電子装置・システム
最先端技術を活用し、情報社会を支える半導体製造装置、計測・分析装置や放送・映像システム、無線通信システム、人々の
健康な生活をサポートするヘルスケアソリューションを提供しています。

社会・産業システム
人々の生活を支える鉄道車両・運行管理システム、発電システム・送変電システムに加え、昇降機（エレベーター・エスカレーター）や
水ソリューションのほか、製造現場を高度化する産業ソリューションや機器を提供し、高い信頼性による豊富な実績を積み重ねてきま
した。デジタル技術を活用し、お客様の課題や多様化するニーズに合わせた最適なソリューションをグローバルに提供していきます。

建設機械
これまで培ってきた技術力とノウハウを生かし、土木・建築、ビルなどの解体、鉱山採掘など、お客様の幅広いニーズに応え、
油圧ショベルをはじめとする建設機械の販売からサービス・メンテナンスまでを一貫したソリューションとしてグローバルに
提供しています。

社会やお客様の課題解決に貢献するため、データ利活用を支えるITソ
リューションを、全世界で提供しています。

粒子線治療は身体への負担が少なく生活の質を維持した治療が可能
で、特に体力的な負担が大きい小児がん治療での活用が期待されて
います。信頼性の高い日立の粒子線治療システムは世界シェアを伸ばして
います。

日立はOT＊×ITにより、海水淡水化設備、水処理プラントの設計、施工、
監視・制御システムや運転・保守まで総合的な水ソリューションを
グローバルに提供しています。
＊ OT：Operational Technology

油圧ショベルやホイールローダ、ダンプトラックなど、日立建機の建設
機械が世界中の建設現場や鉱山で活躍しています。

事業展開  

100超の国と地域

稼働中の粒子線治療施設数 

日本3施設、米国4施設（2017年6月末時点）

水ソリューション納入   

1,800サイト

2016年度の鉱山用油圧ショベル世界シェア    

約30％

 主な製品・サービス
 システムインテグレーション、コンサルティング、クラウドサービス、サーバ、ストレージ、
ソフトウェア、通信ネットワーク、ATM

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立情報通信エンジニアリング、日立オムロンターミナルソリューションズ、Hitachi 

Computer Products（America）、日立金融設備系統（深圳）、日立ソリューションズ、日立
システムズ、Hitachi Consulting、Hitachi Data Systems、Hitachi Payment Services

 主な製品・サービス
 半導体製造装置、計測・分析装置、先端産業部材、医療機器

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立ハイテクノロジーズ、日立国際電気

 主な製品・サービス
 産業用機器・プラント、エレベーター、エスカレーター、鉄道システム、火力・原子力・
自然エネルギー発電システム、電力流通システム

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立GEニュークリア・エナジー、日立産機システム、日立電梯（中国）、日立ビルシステム、
日立産業制御ソリューションズ、日立プラントコンストラクション、日立プラントサービス、
日立パワーソリューションズ、Hitachi Rail Europe、Horizon Nuclear Power

 主な製品・サービス
 油圧ショベル、ホイールローダ、鉱山機械

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立建機

ストレージシステム 北海道大学病院 粒子線がん治療装置

海水淡水化装置 日立建機の鉱山用超大型油圧ショベルとダンプトラック

指静脈認証装置

ATM 現金自動取引装置「AKe-S」

超音波診断装置

日立ハイテクノロジーズの高分解能FEB測長装置

新世代エレベーター「HF-1」

5.2MWダウンウィンド型風車「HTW5.2-127」

ハイブリッド油圧ショベルホイールローダ

超音波診

社会課題の解決に貢献する日立の事業セグメント
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高機能材料
これまで蓄積した技術力とノウハウを生かし、半導体・ディスプレイ材料、合成樹脂加工品、特殊鋼、磁性材料、素形材、電線・
ケーブルなど、幅広い材料・部品を手掛け、自動車や IT・家電、産業・社会インフラ関連分野などにおける各種製品の高度な
機能を支えています。アジア、北米、欧州などで事業を展開しています。

生活・エコシステム
キッチン・家事製品、照明・住宅設備機器、冷凍・空調機器を通じて、社会と皆様の生活に新しい価値とイノベーションを
グローバルに提供しています。また、製品の省エネ性能の向上を継続的かつ徹底的に追求し、環境負荷の低減にも貢献
します。

日立化成のアイドリングストップ車用鉛バッテリーは、従来製品比で
大幅に耐久性を向上しました。独自の材料・解析技術を生かした新型
セパレーターの採用で、車両搭載時の経年劣化が少なく、エンジン始動
を繰り返しても長期的に高い燃費改善効果を得ることが可能です。

日立アプライアンスは、120を超える国や地域にさまざまな家電製品
を提供しています。それぞれの国・地域に合わせた家電製品を提供
することで、人々の生活の質の向上に貢献し続けています。

日立オートモティブシステムズのエアフローセンサーは、国内外の自動車
メーカーに広く採用され、グローバルでトップシェアを獲得しました。
エンジンへの吸入空気の流量と温度を正確に測定し、エンジンの効率化に
貢献しています。

アイドリングストップ車用鉛バッテリー 

耐久性1.5倍に向上 （日立化成従来製品との比較）

家電製品展開 

120超の国と地域

エアフローセンサー世界シェア   

約40％ （2016年3月末時点）

 主な製品・サービス
 半導体・ディスプレイ用材料、配線板・関連材料、自動車部品（樹脂成形品等）、
蓄電デバイス、高級特殊鋼、磁性材料・部品、高級鋳物部品、電線材料

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立化成、日立金属

 主な製品・サービス
 冷蔵庫、洗濯機、掃除機、ルームエアコン、業務用空調機器

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 日立アプライアンス、Hitachi Consumer Products（Thailand）、日立コンシューマ・
マーケティング

 主な製品・サービス
 エンジンマネジメントシステム、エレクトリックパワートレインシステム、走行制御システム、
車載情報システム

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）
 クラリオン、日立オートモティブシステムズ、Hitachi Automotive Systems Americas

 主な製品・サービス
 光ディスクドライブ、不動産の管理・売買・賃貸

 主要な連結子会社（2017年3月31日現在）＊
 日立エルジーデータストレージ、日立ライフ、日立アーバンインベストメント、Hitachi America、Hitachi Asia、日立（中国）、Hitachi Europe、Hitachi India、
 Hitachi Information & Telecommunication Systems Global Holding

＊ Hitachi America, Ltd.、Hitachi Asia Ltd.、日立（中国）有限公司、Hitachi Europe Ltd.およびHitachi India Pvt. Ltd.は、当グループの米州、アジア、中国、欧州およびインドに
おける地域統括会社であり、当グループの製品を販売しています。

日立金属のネオジム・鉄・ボロン系焼結磁石「NEOMAX®」 ドラム式洗濯乾燥機「ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム」

ロボットクリーナー「minimaru（ミニマル）」

日立化成のアイドリングストップ車用バッテリー
｢Tuflong G3｣

日立金属のアモルファス金属

冷蔵庫「真空チルド」XGシリーズ

ハイブリッド車用モーター

日立エルジーデータストレージの光ディスクドライブ

ステレオカメラ

エアフローセンサー

オートモティブシステム
「人・クルマ・社会」に新たな価値を創造し、豊かな社会の実現に貢献するため、環境や安全分野の領域における技術開発を
加速、日立グループの情報・安全技術や社会インフラ・サービスを統合した「先進車両制御システム」を進化させ、「環境保全」
「事故撲滅」「渋滞解消」などの社会ニーズ対応に取り組んでいます。

その他
光ディスクドライブなどの製造・販売のほか、不動産の分譲販売や賃貸、オフィス・
商業ビルの管理サービスなどを手がけています。

＊1 当社の連結財務諸表は、国際財務報告基準（ IFRS）に基づいて作成しています。
＊2 各部門の売上収益は、部門間内部売上収益を含んでいます。
＊3 2016年10月3日付で日立キャピタルを持分法適用会社としたことにより、「金融サービス」に属する会社はなくなったため、2016年度は、第2四半期累計期間の実績のみを計上して

います。

日立エルジーデータストレージの光ディスクドライブ

事業部門別売上収益／構成比＊1、2
（2017年3月期）

91,622億円
部門別売上収益 小計100,863億円

20% 23% 12% 7% 14% 10% 6% 6%

2%

 情報・通信システム　19,828億円  社会・産業システム　23,319億円  電子装置・システム　11,703億円
 建設機械　7,539億円  高機能材料　14,646億円  オートモティブシステム　9,922億円
 生活・エコシステム　5,573億円  その他　6,537億円  金融サービス＊3　1,792億円
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トップメッセージ日立グループ・アイデンティティ

世界の変化をリードする社会イノベーション

　私たちは、デジタル技術によりあらゆるモノやコトがつながり、ビジネスや産業構造、

そして人々の暮らしを変革するIoT時代を迎えています。

　日立はこうした時代の到来を先読みして、「 IoT時代のイノベーションパートナー」

となるべく、2018年度をターゲットとする3カ年の中期経営計画（2018中期経営計画）

を推進しています。その初年度となる2016年度は、プロダクトアウトからマーケッ

トドリブンの組織体制に移行するとともに、新たな価値創出を可能とするIoTプラット

フォーム「Lumada」の立ち上げにまい進してきました。

　そして現在、日立は、創業以来の強みである運用・制御技術と50年以上にわたって

培ったITに、ビッグデータ分析やAIをはじめとするデジタル技術を融合させた社会イノ

ベーション事業をグローバルに展開することで、さまざまな社会課題の解決に取り組んで

います。

　お客様や社会の抱える課題は時代とともに変化しますが、こうした変化に迅速かつ

スマートに応えるには、お客様やパートナーとの協創が不可欠です。日立は皆様と課題を

共有、アイデアを出し合い、絶えず社会に新たな価値を創出し続けることで、人々の

Quality of Lifeの向上、そして持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

執行役社長兼CEO

創業以来100年におよぶ歴史の中で、

私たち日立グループが大切に受け継いできた企業理念と日立創業の精神。

そして、これからの日立グループのあるべき姿を改めて示した日立グループ・ビジョン。

これらを、日立グループのMission、Values、Visionとして体系化したものが、

日立グループ・アイデンティティです。

私たちは、この日立グループ・アイデンティティのもと、一丸となって社会に貢献し続けます。

日立グループ・アイデンティティは、日立グループが地域や事業分野を超えて、
優れたチーム力を発揮するため、グローバルに共有している理念、価値です。
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ＯＴ×ＩＴ
ノウハウ

現場へフィードバック
対策立案

分析
データ収集・蓄積

O U R

ソリューション機能群

デジタル技術でつながる
プロダクトを拡充

お客様・パートナーの
プラットフォーム

基本機能群

日立の強み
OT×IT×プロダクト・システムで社会やお客様にイノベーションを提供

社会イノベーション事業の加速
日立の技術・ノウハウをフロントがまとめてサービスを提供する体制へ

2018中期経営計画の目標

電力・エネルギー 産業・流通・水

注力4事業分野

お客様

アーバン
金融・公共・
ヘルスケア

ITを活用した分散電源への移行
• マイクログリッド、地域エネルギー
 管理
• 自然エネルギー

• 社会イノベーション事業拡大のための注力分野を重点強化

• デジタル化に対応し、イノベーションを支えるプロダクトを拡大・グローバル競争力のあるプロダクトへ重点投資

• お客様がデジタル技術によるイノベーションを早く簡単に手に入れる手段として、社会イノベーションのコアとなるIoTプラットフォームLumadaを構築

産業・流通のバリューチェーンをIoT
プラットフォームLumadaで最適化

コミュニティのQuality of Life向上
Rail as a ServiceからOutcome 
Delivery

日立のフロント

IoTプラットフォーム Lumada

電力・エネルギー

通信端末 設備機器

IoTコントローラー ドライブ・オートメーション

アナリティクス

IT、 OT、 IoT

セキュリティ

アーバン

共生自律分散

金融・公共・ヘルスケア

人工知能 Hitachi AI Technology/H

 Society 5.0

 Industrie 4.0

 Industrial Internet

 中国製造2025　他

FinTech・マイナンバー
ヘルスケアサービス
（プラットフォーム）

お客様

フロント

プラットフォーム

プロダクト

フロント

プラットフォーム

プロダクト

地域拠点

社会イノベーションのコア

産業機器、自動車部品、材料 等

お客様のセグメント（１２ビジネスユニット）

サービスをお客様の
近くで開発・提供

OT＊
制御・運用

IT
把握・分析・予測

プロダクト・システム
ハード・材料・EPC・SI

プラットフォームでサービスを
迅速＆効率的に提供

プロダクトで価値を提供

産業・流通・水

2015年度 実績 2016年度 実績 2018年度 目標＊

売上収益 10兆343億円 9兆1,622億円 10兆円

調整後営業利益率 6.3％ 6.4％ 8％超

EBIT率 5.3％ 5.2％ 8％超

親会社株主に帰属する当期利益 1,721億円 2,312億円 4,000億円超

＊ 前提為替レート：110円／米ドル、120円／ユーロ

＊ OT：Operational Technology

お客様との「協創」に向けた日立の挑戦

「 IoT時代のイノベーションパートナー」をめざした2018中期経営計画
日立は「2018中期経営計画」において、社会や産業を大きく変えるデジタル化の流れを見据え、進化した社会
イノベーション事業でお客様やパートナーとの協創を加速していきます。創業以来積み重ねてきたOperational 
Technology（OT、制御・運用技術）、IT、そしてプロダクト・システムの3つをもつ強みを生かして、社会やお客様に
イノベーションを提供します。
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成長事業の強化を推進 IoTプラットフォームLumadaを立ち上げ、社内体制を整備。
注力4事業分野を重点強化。

事業の選択と集中 グループ会社（日立物流、日立キャピタル、日立工機）の資本政策の見直しなど
を実行。

事業構造改革 低収益事業（情報・通信機器、海外プラントEPC＊ほか）の縮小・撤退などの事
業構造改革を実行した（2015年度比にて、調整後営業利益約400億円改善）。

注力分野

O U R  C H A L L E N G E S
お客様との「協創」に向けた日立の挑戦

2018中期経営計画の進捗
2016年度は今後の成長に向けた強固な基盤を構築

2016年度の実績ハイライト

グローバルでの事業拡大

社会イノベーション事業の深化に向けて

＊ EPC: Engineering, Procurement and Construction（設計・調達・建設）

　日立は、2016年1月に発効された国連の「持続可能
な開発目標（SDGs）」を踏まえ、グローバル共通の社会
課題への視点を広げ、それぞれの課題を深く認識した
上で、社会イノベーション事業の推進によって、SDGs

達成に貢献していきます。
　そのために、SDGsへの理解促進を目的としたワーク
ショップをビジネスユニットで実施するなど、取り組み
も始まっています。
　日立は、さまざまな事業を展開していることから、
SDGsの達成に幅広く貢献できると考えており、今後、
具体的な検討に取りかかる予定です。
＊ 2015年9月に国連が採択した17の目標と169のターゲットからなる持続可能な
開発目標

社会イノベーション事業を通じたSDGs＊達成への貢献

2018年度売上

55％超 （目標）

2016年度売上

48％ （実績）

欧州
 鉄道システム
 原子力
 エネルギー
ソリューション

北米
 オートモティブ
システム
 産業プロダクト
 アーバン
モビリティ

中国
 昇降機　　
 ヘルスケア
 建設機械 アジア

 金融 （ＦｉｎＴｅｃｈ）
 産業プロダクト

海外売上収益比率

2018年度売上
1.15兆円

2016年度売上
0.97兆円

2018年度売上
1.1兆円

2016年度売上
0.93兆円

2018年度売上
1.22兆円

2016年度売上
0.93兆円

2018年度売上
1.46兆円

2016年度売上
1.14兆円

電力・エネルギー

産業・流通・水

アーバン

金融・公共・ヘルスケア

2016年度の主な取り組み 2018年度に向けた戦略

 再生可能エネルギー事業の拡大、洋上向け
5.2MW風力発電システムを開発、日立風力
保守トレーニングセンターを開設。

 国内電力システム改革への対応、電力広域的
運営推進機関の基幹システムの運用開始。

 電力自由化や発送電分離などの国内電力シス
テム改革への対応、分散電源ソリューション
の拡大、再生可能エネルギー分野に注力。

 国内原子力発電所の早期再稼働に向けた顧客
支援、福島第一原子力発電所廃止措置の推進。

 英国での原子力発電プロジェクトの着実な推進。

 経営・製造現場の課題を解決するデジタル
ソリューション事業を展開

 サルエアー買収で獲得した北米販売チャネル
を生かして、プロダクト事業およびデジタル
ソリューション事業を拡大。

 日立レールイタリアの統合とアンサルドSTS

との連携は順調
 鉄道事業は今後グローバルに年率１０％超で成長
 アジア・中東向け標準型エレベーターの販売
開始

 アジア・中東・欧州で販売・保守拠点を強化し、
事業拡大

 デジタル技術を活用し、便利・快適・エコな生
活コミュニティを実現すること（Quality of 

Lifeの向上）をめざす。

 アジア市場にブロックチェーン等の新技術を
活用

 国内ＳＩ事業は安定成長

 FinTechや、マイナンバー対応などにより成長
をめざす。
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R  V A L U E  C R E AT IO U RIoTプラットフォームLumadaで進める顧客協創

日立は「2018中期経営計画」において「 IoT時代のイノベーションパートナー」
となることをめざしています。顧客協創による新たな価値創出を、IoTプラット
フォームLumadaで支えます。

顧客協創による価値創出
　今日、北米、欧州、中国など世界各地でデジタル技術を
活用してイノベーションを創出する取り組みが加速してい
ます。日本でも、政府が「Society 5.0＊1」を提唱し、デジ
タル化によるサービスやビジネスの変革、産業構造の変
化をリードしていく方針が明確に示されました。こうした
中で、日立は「協創」と「つなぐ」をキーワードとして掲げ、
社会イノベーション事業を通じた価値創出をめざし、
2016年5月、お客様のバリューチェーンをつなぎ経営課
題を解決するIoTプラットフォームLumada＊2の提供を開
始しました。
　Lumadaは、日立が長年蓄積してきたOT（Operational 

Technology）とITの豊富なソリューションの実績を凝縮さ
せたもので、フレキシブル、インテリジェント、コンポーザ
ブル、セキュアである点が特長です。中でも、お客様には
すでに導入・稼働しているシステムをできる限り生かした
いという要望があるため、Lumadaと既存のシステムを柔
軟に組み合わせ可能なコンポーザビリティが強みです。ほ
かのIoTプラットフォームやシステムとの連携も容易で、幅
広い業種や利用目的に対応可能です。また、すでに検証・
実用化された信頼性の高い技術で構成されていることも
特長の一つです。Lumadaの技術には、多種多様なデータ
を統合し、さまざまな観点で分析するためのデータ統合･

日立製作所 大みか事業所の取り組み
　Lumada事業の拡大には、お客様のユースケースや日
立グループ導入事例を蓄積し、類似した課題を抱えるお
客様に提供する「Lumadaコア事業」の幅広い展開が必要
です。その一つが日立製作所大みか事業所が確立したIoT

を活用した高効率生産モデルです。生産工程のリードタ
イムの大幅な短縮を実現した同モデルは、Lumadaのソ
リューションコアとして、大きく注目されています。

IoTを活用した高効率生産モデル
　大みか事業所は、電力発電システムや鉄道、水道など
社会基盤を支える制御システムを約50年にわたり提供
してきました。大みか事業所の特徴は、高い信頼性が要
求される社会インフラシステムをソフトウェア、ハード
ウェアの開発から、保守・サービスまで、一貫してお客
様の要望にきめ細かく対応することです。そのため、生
産される製品は、お客様ごとに仕様が異なるカスタムメ
イドであり、多品種少量生産という特徴があります。
　一般に大量生産工場においては、製品仕様や製造工
程が標準化されており、機械化による効率改善などが比
較的容易といわれています。それに対して、大みか事業
所のような工場では、仕様がオーダーごとに異なる上
にその仕様や納期が頻繁に変更され、また熟練者に依存
する作業が多い傾向にあり、生産工程の最適化や機械化
による効率改善は難しいと考えられてきました。
　そうした中、大みか事業所は、日立が2011年からグ
ループ全体で進めてきたコスト構造改革「Hitachi 

分析ソフトウェアである「Pentaho」、多目的人工知能
「Hitachi AI Technology/H」などがあります。

＊1 Society 5.0: サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合することによって、社会の
さまざまなニーズに効率的に、かつきめ細かく対応する「超スマート社会」の実現に向
けた一連の取り組み。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続くような新たな
社会を生み出す変革を、科学技術イノベーションが先導していくという意味が込めら
れている

＊2 Lumada: お客様のたくさんのデータに光を当て、データ間の隠れた関係を解明して
いくことで、お客様の事業に役立つ知見（insight）を得ることをめざすという思いを込
め、illuminate（照らす・輝かせる）とdata（データ）を組み合わせた造語

Lumada事業の成長モデル
　Lumada事業は、3つの異なる収益化モデルを連動させ
て成長していくことをめざしています。まず、「Lumada SI

（システムインテグレーション）事業」を通じてお客様に
個別のシステムを提供し、これらの経験・ノウハウから
得られたユースケースをもとに、さまざまなお客様
に展開が可能なソリューションコア（ひな型）を創出し、
最先端のデジタルソリューションを提供する「Lumada

コア事業」を拡大します。さらに、こうした取り組みを
日立グループ内で活用することで、経営指標を改善
させていきます。
　これらにより、2018年度にLumada事業全体で1兆
円超の売上収益をめざしています。

IoTプラットフォーム Lumada

フレキシブル コンポーザブルインテリジェント

IoTプラットフォーム Lumada

セキュア

Edge Analytics

Core

「Pentaho」
人工知能「AT/H＊4」データ収集

即時分析
「HSDP＊3」

デバイス
制御

アセットアバター（アセットのデジタルツイン＊5）
データレイク「HCP＊6」

実行管理基盤「HAF/EDC＊7」

ダッシュボード作成
ワークフロー記述

Foundry

Studio

＊3 HSDP: Hitachi Streaming Data Platform　＊4 AT/H: Hitachi AI Technology/H　＊5 デジタルツイン: 製品に関するデジタル情報を用いて、その製品の複製（双子）を
サイバー空間上に構築するコンセプト。NASA（米国航空宇宙局）が次世代航空機開発において提唱　＊6 HCP: Hitachi Content Platform　＊7 HAF/EDC: Hitachi Application 
Framework/Event Driven Computing

ITアセットOTアセット

マシンデータ

ヒューマンデータ ビジネスデータ

Smart Transformation Project」の一環として、IoTを最
大限活用した設計・生産改革に取り組んできました。生産
工程全体の見える化によるムダの排除や生産計画の最適
化を進めるため、「進捗・稼働監視システム」「作業改善支
援システム」「モジュラー設計システム」「工場シミュレータ
―」という4つのシステムを連携させた高効率生産モデル
を実現するとともに、人・モノ・設備の情報を「見える化
（sense）」  「分析（think）」  「対策（act）」と循環させる
ことで、大みか事業所は代表的な製品＊の生産リードタイ
ムを50％短縮することができました。

＊ 代表的な製品 : 大みか事業所で製造している製品の約20%を占める電力や社会・産業
分野向けの制御装置

日立の IoTを大みかから世界へ
　日立では、この大みか事業所の IoTを活用した実績を
広くお客様の経営改革に役立ててもらうため、2017年
7月、さまざまな製造現場に適用できるように汎用性を
高めた「進捗・稼働監視システム」と「作業改善支援シス
テム」をLumadaの産業分野向けソリューションコアとし
て提供を開始しました。現在、大みか事業所の IoT適用
事例を紹介する研修には、多くのお客様が参加していま
す。多品種少量生産に取り組む企業を中心に、日立との
協創による生産改革が進んでいます。

IoTを活用する大みか事業所
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年齢など
高齢者／中年者／

若年者

障がい
（身体・知的・精神）

障がい者

LGBT
レズビアン・ゲイ・

バイセクシャル・トランスジェンダー

国籍など
国籍・人種・
民族・言語

T Y
社会からの期待に応える日立のサステナビリティ 「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という企業理念に基づいた価値創造が、日立の事業の発展

を支えてきました。日立は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」などを踏まえて、社会イノベーション事業を
さらに推進し、グローバルな社会課題の解決に貢献していきます。

環境経営の推進
環境ビジョンと環境長期目標「日立環境イノベーション2050」

　地球温暖化、資源の枯渇、生態系の破壊など、さまざま
な環境課題が深刻化する中、企業の環境負荷軽減への
要請や期待はますます高まっています。2015年に行わ
れた国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）
では、世界共通の長期目標として温暖化を2℃未満に
抑える目標と1.5℃に抑える努力の追求など、意欲的な
内容を盛り込んだ「パリ協定」が採択され、2016年11月
に発効しました。このような世界の動向と自らの経営方針
を踏まえ、日立は「環境ビジョン」を策定し、長期視点から
日立のめざす社会の姿を明確にしました。さらに、「環境
ビジョン」がめざす社会を構成する「低炭素社会」「高度循環
社会」「自然共生社会」を実現していくために、環境長期
目標「日立環境イノベーション2050」を策定し、社会の
期待に応える環境経営を進めていきます。
環境の取り組みについては下記をご覧ください。
http://www.hitachi.co.jp/environment/

責任ある調達の推進
サプライチェーンマネジメント

　日立は、世界各国・地域のサプライヤーから製品・
サービスを調達する企業として、自社のCSR調査はもち
ろん、調達先のCSR監査、協力関係の構築などに努めて
います。さらに紛争当事国における人権侵害を抑止する
ため、原材料の産出国を吟味する「紛争鉱物」問題への
対応も推進するなど、サプライチェーン全体で社会への
責任を果たす姿勢をグループ全体へと浸透し、強化して
いきます。調達基本方針として定めた「購買取引行動指針」
には、国連グローバル・コンパクトの原則に則り、雇用と
職業における差別の撤廃、児童労働・強制労働の排除、
環境保全活動を遵守項目として明記し、グローバルで
約30,000社のサプライヤー選定の基準としています。
また、世界4地域（中国・アジア・欧州・米州）に現地での
調達活動を統括する「地域調達責任者」を設置し、地産地消
の拡大を前提とした調達拡大を進めています。

多様性の尊重
ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

　社会や環境の急速な変化に対応しながら、お客様に
新しい価値を提供し続けていく上で鍵となるのは人財
です。人々の価値観が多様化する中で、新たな価値を創造
していくために、企業自身の多様化も必要となっています。
　日立では、性別・国籍・職歴・年齢・性的指向・価値観
といった違いを「その人がもつ個性」と捉えて尊重して
います。そして、個性を生かして個人と組織の持続的
成長につなげるため、経営トップによる強いコミット
メントのもと、経営戦略の一環としてダイバーシティ
マネジメントを位置づけています。多様な人財が高い
エンゲージメントのもとに、もてる力を最大限に発揮する
ことができるよう、グループ全体で人財マネジメントを
進めています。

企業市民の一員として
日立財団の活動の加速

　日立は幅広い分野の事業をグローバルに展開しており、
接点をもつコミュニティも多岐にわたります。コミュニ
ティに参画し、長期的な関係を構築し、そのコミュニティの
発展に貢献するためには、戦略的に社会貢献活動を強化
するとともに、継続的に活動目標を設定することが重要で
あると考えています。日立は、社会貢献活動方針を定め、
グループ横断で多彩な活動を展開しています。
　2015年には、日立の国内5財団をまとめて公益財団
法人日立財団を設立しました。「学術・科学技術の振興」
「人づくり」「地域コミュニティ支援」を中核領域として掲げ、
社会が直面する課題の解決に貢献し、社会の期待に応える
ための事業を加速させています。

CSRの取り組みについては下記をご覧ください。
http://www.hitachi.co.jp/csr/

ダイバーシティマネジメントの対象範囲の広がり

主要地域の資材調達高における当該地域産品の比率

対象範囲の広がり

性別など
女性／男性・家族構成
（既婚／未婚）

中国

64%

欧州

83%

アジア

64%

米州

69%

次世代人財育成支援「日立みらいイノベータープログラム」授業の様子
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O U R  T E C H N O L O   G I C A L  H I S T O R Y社会の発展に貢献する日立の技術 日立は、100年を超える歴史を通じて、幅広い分野で絶え間ない挑戦を続け、社会やお客様の期待に応えるため、
さまざまな製品を送り出してきました。
これからも「 IoT時代のイノベーションパートナー」として、複雑化するグローバル社会の課題解決に貢献していきます。

1910 創業、5馬力誘導電動機を完成。

1916 当時国産最大の10,000馬力（7,355kW）水車を
完成し、発電所に納品。

1924 大型では国産第1号となるED15形電気機関車
を完成。

1931 6,000kW回転交流機を完成。

1942 国産電子顕微鏡第1号製品のHU-2形を完成。

1949 U05パワーショベル第1号機を完成。

1957 デジタル計算機のパラメトロン電子計算機
HIPACMK-1を完成。

1959 HITAC301電子計算機（トランジスタ使用）を完成。

1961 全自動洗濯機を開発。

1968 超高速論理ハイブリッドLSIを開発。

1969 銀行オンラインシステムを完成。

1970 新幹線運転管理システムを開発。

1974 47万kW国産第1号原子力発電設備を完成。

1975 大型コンピュータシステムMシリーズを完成。

 

1976 世界初の光通信システム実証試験に成功。

1978 分解能が世界記録を達成した高分解能電界放射
型電子顕微鏡を開発。

1983 国産初のスーパーコンピュータ「S-810」を
完成。

1984 256ｋビットDRAMを量産化。

 

1985 超高精細カラー表示CAD/CAEシステムを開発。

 

1988 4脚動歩行ロボットを開発。

1993 高速新幹線電車300系を開発。

1995 超広視野角スーパーTFT液晶ディスプレイを
開発。

1997 DNAシーケンサーを開発。

2000 約6.45cm2 （1インチ平方）当たり52.5Gビット
の垂直磁気記録方式を開発。

2002 世界最小0.3ミリ角の非接触 ICチップを開発。

2003 小型・高速・高精度の指静脈認証技術を開発。

2007 小型軽量な対話型ロボット「EMIEW2」を開発。

 

2008 レアメタルを用いない高効率の小型モータ技術
を開発。

2009 3kV級SiCダイオードを試作。

2010 レアアースのリサイクル技術を開発。

2011 スポットスキャニング方式の陽子線がん治療シス
テム（PBT）が国内製造認可。

 

2015 人工知能「Hitachi AI Technology/H」を開発し、
ソリューション事業を開始。

2016 IoTプラットフォーム「Lumada」を立ち上げ、
事業を開始。

1910- 1961- 1981- 2001-
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〒100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号　
電話 （03）3258-1111（大代表）
http://www.hitachi.co.jp

Webサイトのご紹介

日立Webサイト
http://www.hitachi.co.jp/

日立Webサイトでは、IR情報やCSRなどの企業情報や、日立
グループの製品・サービス情報など、さまざまなコンテンツ
を公開しています。

グローバルブランドキャンペーン
社会イノベーション事業によって IoT時代の社会・産業の変革をリードしていく日立のコミットメントを示すため、
「Hitachi Social Innovation」をキャンペーンロゴとし、「2018中期経営計画」でめざす日立の思いを
「THE FUTURE IS OPEN TO SUGGESTIONS（未来は、オープンだ。アイデアで変えられる。）」のキャッチコピーに込めています。

GM-832  Printed in Japan 2017.09

日立ブランドチャンネル
http://www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel/

動画投稿サイト「YouTube」に公開している日立グループ
の公式YouTubeチャンネルです。日立グループの社会イノ
ベーション事業をはじめ、CSR、歴史・文化、PR活動などを、
動画を通して紹介しています。

社会イノベーション事業サイト
http://social-innovation.hitachi 

世界中で日立グループが取り組む社会イノベーション事業に
関する情報をまとめたサイトです。プロジェクト事例やイベ
ント、キャンペーン情報などを、11言語で展開しています。
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