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Vol. No. -  地球環境とエネルギーセキュリティに貢献する原子力技術

featu
re article

工業社会の急激な発展が招いた地球温暖化。
その対策は世界共通の課題となる一方で，経済活動の停滞につながる可能性も指摘されている。

地球環境を守りながら社会の発展を持続するには，
エネルギー，交通，通信などの社会インフラの革新を柱とした，

社会の全体最適化を実現しなければならない。日立グループが考える社会インフラの革新とは，
制御システムと情報システムの融合による，社会インフラのさらなるインテリジェント化である。

その実現に向けて，クラウドコンピューティングを中核とした，次世代のITプラットフォームの開発を加速している。
次なる世紀へ，さらにその先の世紀へと続いていく，持続可能で真に豊かな社会を実現するために。

日立グループはITで社会インフラを革新していく。
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message from the planner

　2010年に創業100周年を迎えた日立グループは，これ
まで社会インフラを支える数多くの技術や製品を開発・提
供してきました。

ITの分野では，国内初のクロスバ交換機（1955年），大
形汎用コンピュータシステム「HITAC5020」（1965年），
スーパーコンピュータ「HITAC S-810」（1983年）など，
独自の技術で発展に貢献してきました。また，こうした技
術や製品はもちろん，列車座席予約システム「MARS101」
（1964年）をはじめとした，交通，電力，金融機関などの
重要な社会インフラシステムを開発してきました。
　1980年代，PCやワークステーションなどのオープン製
品の登場とともに「インターネット」が普及し始め，ITの
利用方法に大きな変化が生まれました。さらに2006年に
は「クラウドコンピューティング」という言葉が登場し，
2009年度からは経済産業省による「スマートコミュニ
ティ」への取り組みも始まっています。ITは電気，交通
などと同様に，社会インフラとして生活やビジネスに欠か
せない存在となっているだけでなく，ネットワークを介し，
さまざまな情報を活用した新しいライフスタイルやビジネ
ス革新をもたらしています。今後，より豊かで環境にも配
慮した，人を中心にした社会を実現するためには，ITの
役割がいっそう重要となり，そのための技術革新がますま
す必要となります。
　本特集は，創業100周年記念特集シリーズの第2回とな
ります。「special report」ではスーパーコンピュータを用い
た数値予報の進化について気象庁の隈健一氏にインタ
ビューし，「special talk」では「豊かな社会を実現するため
に ITが果たす役割」をテーマに，経済産業省の富田健介
審議官と日立製作所の高橋直也副社長が対談しました。
「overview」で日立グループの ITビジョンを提示し，続
く各論文では ITプラットフォームを中心に，収集した情
報から知識を抽出してさまざまな活動にフィードバックす
る知識化サービス基盤「KaaS（Knowledge as a Service）」，
クラウドコンピューティング技術とそのサービス，サーバ，
ストレージ，ネットワークなど，先端技術を駆使した IT

製品群とグリーン ITに関する日立グループの取り組みを
ご紹介しています。
　本特集を通じて日立グループの ITに対する取り組みを
ご理解いただくとともに，私たちがご提案するソリュー
ションが，社会や皆様のビジネスの革新に少しでもお役に
立てれば幸いです。
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