
日立製作所は2008年に地球環境戦略室を新設し，2025

年までに1億 tのCO2排出抑制に貢献する目標を定めた長
期計画「環境ビジョン2025」を発表，「環境」を経営の主
軸におく方針を定めました。本特集は，2008年に発行し
た地球環境戦略特集の第二弾として，日立グループの次期
環境行動計画の概要や，研究開発・事業における環境への
取り組みを概観しています。
京都議定書後の枠組みを決める国連気候変動枠組条約
や，生物多様性条約の国際交渉などを通じ，地球環境問題
への関心はいっそう高まりました。また日本では，政権交
代により2020年における排出量を1990年比で25%削減
するといった新たな目標が設定され，エネルギー基本計画
の更新，地球温暖化対策基本法案の議論へとつながりま
した。
こうしたなか，東日本大震災は，これまで検討されてき
た政策方針を再検討に至らせるほどの大きな衝撃を与えま
した。日立グループも，原子力発電を含めたエネルギーセ
キュリティの向上にいっそう力を入れて取り組むととも
に，国内外の環境・エネルギー政策の動向を踏まえ，的確
な対応をしていきます。地球環境への配慮はもちろんのこ
と，震災からの復旧・復興に貢献していく所存です。
巻頭の「一家一言」では，生物資源をいかした持続可能
な社会について，株式会社レスポンスアビリティの足立直
樹代表にご寄稿いただきました。また，世界のエネルギー
政策の現状と今後の展望について，国際エネルギー機関
（IEA）の田中伸男事務局長に，弊社の中西宏明社長がお話
をうかがいました。
本特集ではこのほか，環境配慮と都市の持続性を両立さ
せる，スマートな次世代都市へのグローバルワイドな取り
組みのほか，低炭素社会に貢献する電力供給システム，社
会・産業の省エネ化をいっそう推し進めるためのグリーン
モビリティやパワーエレクトロニクス，産業向け省エネソ
リューション，家庭向けの省エネに貢献するホームエレク
トロニクスの各分野を取り上げました。また，生態系保全
に貢献する水環境ソリューション，レアアースを重要テー
マとした資源リサイクル，環境配慮製品を支える高機能材
料の取り組みについてもご紹介しています。
本特集が，社会インフラの復興と持続可能な社会構築へ
の取り組み，地球環境保全活動の一助になれば幸いです。
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日立グループの映像ポータルサイト「Hitachi Theater」
http://www.fi lm.hitachi.jp/

「Hitachi Th eater」は，日立グループの映像ポータルサイトです。
日立グループが取り組むビジネスやサービス，
技術をわかりやすく解説するオリジナル映像とともに，
他では見ることのできない歴史的にも貴重な秘蔵フィルムや，
気楽に楽しめる映像トピックスなども収録しています。
日々 新しい取り組みを続ける日立グループの「今」をご覧ください。

［公開中］

日立グループの
会社紹介映像
「Behind the name Hitachi 2011」
「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会
に貢献する」という理念の下，日立グループは
お客様に信頼される製品づくりに努めてまい
りました。創業から現在の社会イノベーショ
ン事業への取り組みに至る，これまでの日立
グループの歩みを紹介します。

［公開中］

｢水の世紀｣の
安心・安全をめざして
日立グループは，水をめぐる環境を大きな
枠組みでとらえ，その技術力で，地球規模の
課題の解決に向けた取り組みを推進して
います。水環境分野における日立グループの
横断的な活動を紹介します。

［公開中］

日立グループの
電池事業
これからの低炭素社会を支えるキーデバイス
として，より幅広い活躍が期待される電池。
材料選びから設計，製造，システムソリュー
ションの提供まで，トータルに展開している
日立グループの電池事業における取り組みを
ご覧ください。

［公開中］

スーパーエコファクトリー
生産拠点となる工場でも，環境負荷の低減を
推進している日立グループ。厳しい環境基準
を設定し，それをクリアした事業所を「スー
パーエコファクトリー」に認定しています。
本映像ではその代表的な工場として，日立電
梯（中国）有限公司大石工場の環境への取り
組みを紹介します。
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