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1999年のミレニアムプロジェクトに端を発する日本の電
子政府の取り組みは，2001年のe-Japan戦略，2003年の
e-Japan戦略Ⅱ，2006年の IT新改革戦略と発展し，国家レベ
ルで継続的な投資が行われてきました。その結果，多くの国
民が廉価で高速なネットワークを利用できるようになりまし
たが，一方で行政分野に目を向けると，電子化は進んでいる
ものの，国民利便性の向上や業務効率の向上，行政が保有す
るデータの活用など，初期のころから掲げられている目標に
対して，十分な成果は出ていないと感じられます。
そもそも一般の国民が行政機関を直接利用する機会は限ら
れており，利便性を直接実感できるほど接点が多くはないこ
とは事実です。また，決められた法（ルール）を守ることがミッ
ションである行政分野では，法（ルール）の変更を伴うような
BPR（Business Process Re-engineering）の実施が容易ではない
ことなどを考えると，日本の電子政府の取り組みはまだまだ改
善・工夫する余地が多く残されているものと思われます。本
来の目的である「国としての国際競争力を向上させ，豊かな未
来を実現する」ために，今後もより強力に電子政府への取り組
みを推進していく必要があると言えるのではないでしょうか。
このような中で，ITベンダーにも高度な役割が求められ

るようになっています。一部の意見にあるように，「技術は
もう十分，後は政策・施策の問題」というわけではありません。
確かに，ハードウェアの高性能化やソフトウェアの多機能

化など，目覚ましい速さで技術開発が進んでいます。しかし，
その一方で，ITの利活用範囲が大幅に拡大したことにより，
ユーザー側に ITの専門家がいなくても，効果的な ITシステ

ムを導入し，確実に効果を上げられなくてはなりません。IT

ベンダーに求められる役割は，単なる製品の提供に留まらず，
お客様との協働作業（価値の協創）へと範囲が拡大している
のです。日立グループは，こうした役割を果たすために，業
務ノウハウやシステム設計能力を生かした，より質の高いエ
ンジニアリングを提供していく所存です。
本特集では，上述のような状況を背景とした過去から将来に

向けての日立グループの公共ITソリューションの取り組みを
ご理解いただき，読者の皆様の活動のお役に立てれば幸いです。

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

特集1
これからの社会を支える
公共ITソリューション

監修

日立製作所
情報・通信システム社
情報・通信グループ
公共システム事業部
公共システム第1本部

担当本部長

紅林 徹也

ITをはじめとする科学技術の進展や社会の変化を受け，
危機管理のために想定すべき事項が増加し，セキュリティ対
策を適切に設計することが難しくなってきています。効果的
で効率の良いセキュリティ対策を実現するためには，フィジ
カルな要素とサイバーな要素を融合させた「トータルセキュ
リティ」を構築することが重要です。本特集では，トータル
セキュリティの構築に資する日立グループのセキュリティソ
リューションへの取り組みについてご紹介いたします。
　「technotalk」では，セキュリティ事業の最前線で活躍する
技術者が，最近の動向や取り組み，さらには将来のセキュリ
ティのあり方などについて語っています。
　「overview」では，セキュリティをめぐる動向と日立グルー
プのセキュリティソリューションへの取り組みの概要を紹介
しています。

　続いて，操作性と認証精度の高さから金融機関のATMを

はじめ，さまざまな分野で利用されている「指静脈認証ソ
リューション」の最新の導入事例や，技術開発の動向を紹介
しています。また，テロや犯罪防止のために導入が進んでい
る「映像監視システム」を実現するための高機能監視カメラ
や，画像認識技術の研究開発などの最新動向をまとめました。
このほか，次世代暗号技術や，情報漏洩（えい）対策のた

めの基盤技術など，日々発生するさまざまなセキュリティ問
題の解決をめざして研究開発を進めている，日立グループの
先進セキュリティ技術についても紹介しています。
最後にご紹介している「HIRT（Hitachi Incident Response 

Team）」は，日立グループの製品・サービスに対する脅威へ
の迅速な対応を行う組織です。このような活動を通じて，情
報セキュリティ対策のさらなる強化につなげています。
　今後，科学技術の進展に伴い，社会インフラにもより高い
利便性や効率が求められるのと同時に，安全性が一段と重視
されるようになるでしょう。日立グループは，社会インフラ
の「安全・安心」を支えるセキュリティ技術を開発し，トー
タルセキュリティソリューションを提供することで，社会イ
ノベーションに貢献してまいります。
本特集を通じて，読者の皆様に日立グループのセキュリ

ティソリューションへの取り組みをご理解いただき，皆様が
抱えるセキュリティに関する課題解決のお役に立てれば幸い
です。
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社会イノベーションに貢献する
セキュリティソリューション
連日のように報道される事件の数々， ますます凶悪化， 巧妙化する犯罪─。
日常生活やビジネスの安全と安心を守るために， 
個人レベル， 企業レベルで防犯対策の強化が求められる時代となった。
ことに， 情報化の進展が高い利便性をもたらした反面で， 新たな脅威も生み出している今日では， 
リアル世界のフィジカルなセキュリティに加え， サイバーセキュリティの充実も欠かせない。
日立グループは， 最先端の情報通信技術を活用することで
電力・産業・交通・都市などの社会インフラの高度化を図る， 社会イノベーションへの貢献をめざしている。
社会インフラの効率や利便性を高めるうえでも， 安全と安心は重要な礎となる。
高精度な認証技術， 多機能な映像監視システム， 高信頼な暗号技術， きめ細やかな情報セキュリティ─。
フィジカル・サイバー両面にわたる日立グループの
セキュリティソリューションの真価が発揮されるときにある。
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これからの社会を支える
公共ITソリューション
急速に発展してきたICT （Information and Communication Technology）は， 
あらゆる社会活動において， 飛躍的な利便性向上や革新的なサービスの実現をもたらした。
政府や地方自治体の行政， 公共システムも同様に， ICTの発展で大きく変わろうとしている。
政府がIT戦略の中で推進している電子政府・電子自治体は， 
単なる手続きの電子化による効率化の取り組みではなく， 
ICTの利活用によって， 行政のあり方を生活者視点へと根本的に転換する構想である。
社会基盤として， 日常生活をさまざまな分野で支えている公共システム。
その変革を実現していくのは， 確かな構想と， それを形にしていく情報システム分野の技術力である。
最新技術， 高信頼技術に裏づけられた日立グループの公共システムソリューションが， 
これからの社会を見据えた公共分野の変革を支援していく。
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