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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

経済の持続的成長と環境負荷低減の両立は，今や世界共通の課題である。
特に，めざましい経済発展を続ける新興国では，エネルギーや水の需要増への対応，
交通網の整備，産業基盤の強化に向け，社会・産業インフラの拡充が急がれる一方で，

環境問題への対応も急務となっている。
こうした課題に応えていくため，日立グループは，安全・安心，高信頼性に加え，
高い環境性能を備えた社会・産業インフラシステムをグローバルに提供している。
そして，技術，製品，エンジニアリング，開発力を含めた総合力を生かし，
パートナーとの協創の下，社会・産業分野のイノベーションに挑んでいく。

次の100年も，日々 の暮らしと経済活動の基盤を支え続けることをめざして──。
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message from the planner

社会・産業インフラシステムのニーズは，グローバルな
規模で拡大しています。先進国の人口減少が懸念される中，
特にBRICs（ブラジル，ロシア，インド，中国）を中心と
した新興諸国では人口増が続き，多くの国・地域で経済成
長の潜在力が高まる「人口ボーナス」期を迎え，今後も高
成長が持続すると見込まれています。
こうした国・地域では，所得水準の向上による内需拡大

に伴い，産業も高度化し，製造システムなどの産業基盤の
整備が進められています。その一方で，地球温暖化への対
応や，エネルギー不足，水需要の増大，急速な都市化の進
展など多様な課題にも直面しており，こうした状況に配慮
した社会・産業インフラの整備が急務となっています。
日立グループは，このような市場ニーズに対応して，製

品やシステム，プラントエンジニアリングだけにとどまら
ず，これらを有機的につなげる ITを駆使した新しい社会
イノベーション技術を活用し，安全・安心で信頼ある社会
の実現に向けた，さまざまな取り組みを推進しています。
　本特集では，創業100周年記念特集シリーズの一つとし
て，この新しいニーズに対応した，日立グループ一体となっ
た取り組みやパートナーとの協創事例など，未来志向の社
会・産業インフラシステムを提案しています。
その事例として，低炭素化社会の実現に向けた省エネル

ギー・CO₂削減ソリューションや，鉄鋼，Oil & Gas分野
などのプラントの環境負荷を低減し最適な運転を可能とす
る制御システム，環境配慮型の鉄道システム，および安全・
安心な水環境ビジネスをグローバルに支えるシステム・ソ
リューションなどを紹介しています。また，これらのシス
テムやソリューションの実現を支えるパワーエレクトロニ
クス技術や，循環型社会の実現に向けた日立グループの取
り組みについても，合わせて掲載しました。
これらの取り組みを，顧客やパートナーとの協創により

推進している例として，中国で日立グループが取り組んで
いる「中国政府・企業との省エネ・資源循環分野での合作
プロジェクト」を「special report」で取り上げました。さ
らに，新日本製鐵株式会社の黒木啓介副社長と日立製作所
の中西宏明社長が対談した「special talk」では，「地球社会
の持続可能な発展」をテーマに，協創でめざす姿を語って
いただきました。
このような，社会・産業インフラ分野における日立グルー

プの社会イノベーションの取り組みや先端技術が，読者の
方々のご参考となり，お役に立てば幸いです。
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