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今日，科学技術の進歩により，私たちの暮らしは便利で豊

かになってきました。しかし，これからも世界の人々がより

良い暮らしを追求していくには，住みよい地球環境を守るこ

とを考えていかなければなりません。

近年，経済活動のグローバル化，地下資源の需給逼迫（ひっ

ぱく），エネルギー市場の変動など，さまざまな背景に伴い，地

球温暖化をはじめとする環境問題は世界共通の重要な課題と

なってきました。このような状況の中，科学技術のブレーク

スルーによる革新的な解決策に人々の期待が集まっています。

日立グループは，「優れた自主技術・製品の開発を通じて

社会に貢献する」を企業理念とし，1910年の創業以来，扇風

機，電気機関車，エレベーター，冷蔵庫などに始まり，その

後，鉄道座席予約システム，銀行オンラインシステム，原子力

発電設備，大型コンピュータシステムなど，また最近では，

32ビットRISC（Reduced Instruction Set Computer）SHマイコン，

PAM（Pulse Amplitude Modulation）制御方式冷蔵庫・エアコン

およびリチウム二次電池など，社会の発展や人々の暮らしに

役立つ，たくさんの製品を世の中に送り出してきました。

日立グループは，こういった製品を開発する中で，エネル

ギー効率向上，ひいては環境負荷低減に取り組んできました。

これからも，環境に配慮した既存の製品・サービスの普及を

促進するとともに，将来に向けた新技術の研究開発を推進す

ることによって，地球環境保全に継続的に貢献していきたい

と考えています。

現在，日立グループは，「協創と収益の経営」を推進する

ため，社会基盤，産業基盤，生活基盤，情報基盤，基盤技術

製品の五つの事業分野に注力しています。本特集では，日立

グループの製品・サービスを通じた地球環境保全への取り組

みを，これら五つの事業分野の観点から，できるだけ具体的

にまとめて紹介いたしました。

まず巻頭言として，日立グループ最高環境戦略責任者であ

る八丁地隆日立総合計画研究所社長のメッセージを掲げまし

た。日立グループは，本年1月，地球環境戦略室を新たに設

置し，グループの総力をあげて地球環境保全を最優先課題と

して取り組む体制を整えていますが，これらを統括する者み

ずからの言葉を通じて，その趣旨をご理解いただければと思

います。

続く対談では，財団法人地球環境産業技術研究機構副理事

長・研究所長であり，地球温暖化対策を主導する茅陽一氏に，

日立グループの環境経営を推進する小豆畑茂地球環境戦略室

長がお話を伺いました。昨今，マスコミでも盛んに取り上げ

られている地球温暖化対策について，環境と経済の両立とい

う現実の課題を踏まえ，「低炭素社会」に向けた，より広い

視点から具体的な技術展望を語っていただきました。

「日立グループの新しい地球環境戦略」と「日立グループの

環境経営への取り組み」は，日立グループにおける地球環境

戦略の方針と取り組みの全体像について解説したものです。

「地球温暖化の防止」，「資源の循環的な利用」，「生態系の保

全」が三つの柱です。

以下の論文では，多種多様な事業領域で展開する日立グルー

プの地球環境保全への取り組みの中でも先取的な事例を，そ

れぞれ五つの事業分野に整理して取り上げました。

まず，「火力発電におけるCO2削減技術」と「火力発電にお

ける脱硝・脱硫・CO2除去技術」では，社会基盤事業のうち，

発電部門の重要項目である火力発電の効率向上と排煙処理に

焦点を当てました。

「鉄道システムにおける環境負荷低減ソリューション」，

「自動車におけるCO2削減技術」，「ドライブソリューション

によるプラント設備の省エネルギー技術」，「水処理分野にお

ける地球環境対策への取り組み」の各論文は，産業基盤事業の

テーマとして，地球温暖化抑制のための鉄道や自動車といっ

た運輸・交通部門の環境負荷低減技術，製鉄所や火力発電プ

ラントの電動機の消費電力を削減するインバータ応用技術，

および生態系保全のための下水・廃水処理や水再生技術につ

いてまとめました。

「家電製品の省エネルギー技術」，「CO2削減・循環型社会

の実現をめざすリサイクル技術」，「産業・業務分野における

エネルギーソリューション」は，生活基盤事業に該当します。

家電製品の代表として冷蔵庫とエアコンの省エネルギー技

術，地球環境と資源枯渇の課題に対応する家電リサイクル技

術，および工場やビルへのエネルギーサービスであるESCO

（Energy Service Company）事業について解説しました。

さらに，「データセンター省電力化プロジェクト Cool

Center50」，「環境負荷削減に貢献する環境経営ソリューショ

ン」は，情報基盤事業の中から，今後，電力消費量の伸びが

予測されているデータセンターの省エネルギー技術と，工業

製品や廃棄物の環境負荷管理の仕組みを提供する環境経営ソ

リューションについてまとめた論文です。

そして，「モータ・インバータを核にした産業機器製品の

環境対応技術」，「電線材料における環境対応技術およびリサ

イクル技術」，「高機能材料における環境適合製品への取り組

み」では，基盤技術製品の代表例として，産業機器の基盤で

あるモータ，インバータを中心とした環境対応技術と，エア

コン，デジタル家電，自動車部品，電力ケーブル，変圧器な

どの環境負荷軽減に貢献する基盤技術である電線材料技術お

よび金属材料技術を取り上げて紹介しました。

日立グループは，社会基盤，産業基盤，生活基盤，情報基

盤，基盤技術製品の各事業分野に

おいて，環境に配慮した製品・サー

ビスの提供を通じて，地球環境問

題の解決に貢献してまいります。

本特集を通じて地球環境保全に向

けた日立グループの取り組みをご

理解いただければ幸いです。

M e s s a g e  f r o m  t h e  P l a n n e r 編集後記

特集「日立グループの地球環境戦略」監修
日立製作所地球環境戦略室部長

原田泰志
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