
クラウドは，急速に，そして確実にビジネスの領域に普
及しつつあります。ほんの少し前までは，コンシューマ向
けサービスと思われ，ビジネスの場での活用はまだまだと
考えられていましたが，瞬く間に大規模な企業システムへ
の導入が進み，さらにそれらの実績により，ごく普通に選
択される環境となっています。
コンピュータリソースをネットワーク経由で利用する形
態は，データセンターサービスの一つとしてすでに確立さ
れていた技術ですが，これがインターネットのビジネス領
域への普及とともに大きな波となり，新たなサービスへと
変化しました。一つの技術・製品で提供されてきた ITリ
ソースが，ネットワークで組み合わされた複数の技術・製
品による大きなプラットフォームとして動き出すようにな
り，まさに社会インフラとして機能し始めています。
また，クラウドの特徴を生かした「XaaS」と呼ばれる数々
のサービスが生み出され，ナビゲーションシステムや検索
サービスなど，すでに多くの場面で，利用者が特に意識す
ることなく使用できるようになっています。クラウドは，
サービス提供者，サービス利用者に大きな変革をもたらす
社会インフラとして重要な立場を築いているとも言えます。
本特集では，「一家一言」で「21世紀型スマートインフ

ラの実現に向けたクラウドシステムの進化と貢献」を東京
大学大学院の江崎浩教授より寄稿していただきました。ま
た，「technotalk」では，アカデミッククラウドの実現から
研究・開発，ビジネスへのクラウドの拡大について，北海
道大学の棟朝雅晴准教授，日立製作所横浜研究所所長の堀
田多加志，情報・通信システム社 ITサービス事業部事業
主管の田中誠司による座談会を行いました。
「overview」では，社会インフラシステムなどクラウド
の適用範囲の広がりについて解説しています。続く各論文
では，大量データ処理，センサネット，ビジネスコミュニ
ケーション向けクラウドなどの新しいサービス，さらにこ
れらを支えるセキュリティ，データセンターの動向につい
て紹介しています。
本特集を通じてますます拡大する日立グループのクラウ
ドソリューションへの取り組みをご理解いただくとともに，
皆様のビジネスの変革に少しでもお役に立てれば幸いです。
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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，
気軽に楽しめる映像トピックスなども収録しています。
新規コンテンツを随時公開しながら，
日々 新しい取り組みで活動する日立グループの「今」をご覧ください。

［公開中］

Stories of Technology
人と地球の未来を支えるために
―日立ショベル開発の足跡― 
新興国を中心に世界中で活躍している日立製
のショベル。現場でお客様に本当に必要とさ
れる機械を提供するという信念のもと，技術
を磨き，さまざまな製品を開発してきた日立
のショベル開発の歴史を紹介します。

［公開中］

技能五輪 in London
岡山優貴　苦難の先へ 夢の舞台に
技の祭典「技能五輪」。第41回目の国際大会
はロンドンで開催されました。東日本大震災
が起きた2011年に開催された特別な大会。
この世界の舞台に挑んだ一人の選手の姿を追
いました。

［公開中］

日立ソリューションズ
スキー部　aurora

日本初の本格的な障がい者の実業団スキー
チーム「日立ソリューションズ　スキー部　
aurora」。前篇では，トレーニングの様子
や選手たちの普段着の姿などを交えながら，
ニュージーランド合宿をはじめシーズン本番
に向かうチームの活動に迫りました。

［公開中］

柏レイソル2011

「2011年12月3日，その時がやってきた」。
柏レイソルは，J1リーグ昇格1年目で優勝を
成し遂げました。選手，サポーターをはじめ
関係者が一丸となって起こした奇跡。J2降格
からJ1優勝に至る足跡を追いました。
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