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feature article

　少子高齢化の進行に伴う市場の構造変化，新興国の経済発展による
グローバル化の急速な進展，さらに，資源の枯渇や地球温暖化といった環境問題。

近年，多くの企業は経営環境の大きな変化に直面している。
20世紀型の工業社会から，持続可能な社会への構造転換が求められる中で，

パラダイムシフトに対応していくためには，ビジネスの継続的な改革と革新が欠かせない。
　製造業としてのみずからの経験とノウハウも生かしながら，

幅広い分野の製造・流通システムを構築してきた日立グループは，
これからもさまざまなソリューションを提供していく。

21世紀から，次の世紀へと，顧客のビジネスイノベーションを支え続けるために――。
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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，みず
からの製造業としての経験やノウハウ，ベンダーとしての
実績などを活用したシステムソリューションを提供すること
で，製造・流通業の数多くのお客様のビジネス改革を支援
してきました。
　日本の製造・流通業においては，昨今の世界経済の環境
変化の中で，新興国の経済成長に伴うグローバル化の深耕
が急務となってきています。この実現には，経営のより高
度な統合化やさらなる効率化のみならず，化学物質規制や
国際会計基準をはじめとするさまざまな国際ルールへの対
応も求められています。日立グループは，このような要請
に対して，みずからの革新だけでなく，「協創」の精神に
基づき，お客様のビジネスイノベーションの実現に向けた
さまざまな活動に取り組んでいます。
創業100周年記念特集シリーズの第6回となる「製造・

流通システムソリューション」特集は，これらの活動に関
連した取り組みを中心に編集いたしました。
「special report」では，日立独自開発の仮想化機構を活用
した先進的な取り組みについて，丸紅株式会社情報企画部
長の白石寿太郎氏にお話をうかがいました。また，「special 

talk」では，企業の継続的発展に求められる改革や IT活用
のあり方について，日本を代表するグローバル企業である
株式会社リコーの構造改革を牽（けん）引された遠藤紘一
取締役 副社長執行役員（対談時。現 リコージャパン株式
会社 代表取締役 会長執行役員）に，日立製作所 情報・通
信システム社を統括する中島純三執行役専務と中長期的な
視点から語っていただきました。
　「overview」では，経営環境の変化に伴うビジネスイノ
ベーションの位置づけと日立グループが取り組んできたイ
ノベーション事例やソリューション群，さらにソリュー
ション革新の方向性について概説しました。続く各論文で
は，企業経営革新を支えるための企業間情報交換サービス
やアウトソーシングサービス，企業グループの経営可視化，
効率化のためのERP（Enterprise Resource Planning）を中
心としたソリューション群や IFRS（International Financial 

Reporting Standards）ソリューション，さらに業界全体を
対象としたイノベーション実現のためのトータルソリュー
ションなどを幅広く紹介しています。
　本特集を通じて，製造・流通システムソリューション分
野における日立グループの取り組みをご理解いただくとと
もに，読者の方々のご参考として，ビジネスイノベーショ
ン実現のお役に立てれば幸いです。
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