
資源，環境の問題が顕在化し，環境保全と経済発展を両
立させる持続可能な社会の実現が求められる中で，その原
動力となるグリーンイノベーションの追求が世界的な潮流
になっています。
日立グループは，社会イノベーション事業のグローバル
な展開に注力しながら，グリーンイノベーションの創出を
重要な課題として位置づけています。また，持続可能な社
会をめざす環境ビジョンを掲げ，事業を通じて環境問題の
解決に貢献することをめざしています。
　グリーンイノベーションの創出をめざすうえで，機器や
システムに用いられる材料そのものの技術革新に大きな期
待が寄せられています。それは，CO2排出量を削減する
高効率の火力発電に不可欠な高耐熱金属材料，変圧器や
モータの変換効率を向上させる高性能磁性材料など，数多
くの高機能材料の適用事例からも明らかでしょう。
　本特集は，このような視点に立ち，材料・キーデバイス
分野の研究開発を，グリーンイノベーションの推進や持続
可能な社会の実現に貢献するという切り口から取り上げて
います。「technotalk」では，独立行政法人物質・材料研究
機構の曽根純一理事をお招きし，今求められている材料イ
ノベーションをめざした研究開発の現状，今後の課題，方
向性などについて議論しました。「overview」では，日立グ
ループの環境戦略と材料イノベーションの関わりや研究開
発体制を紹介したうえで，主にエネルギー関連と製品にお
ける環境負荷の低減という2つの観点から高機能材料につ
いて概観しています。続く論文では，さらに詳細な内容で
先端的な研究開発の動向を解説しました。
　日立グループは，材料・キーデバイスの研究開発や各製
品を通じて，今後もグリーンイノベーションの推進に寄与
できるよう注力していく考えです。本特集を通じて，日立
グループの取り組みが読者の皆様のご参考となり，お役に
立つことができれば幸いです。
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日立グループの映像ポータルサイト「Hitachi Theater」
www.film.hitachi.jp

「Hitachi Theater」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］

中東における
日立グループの取り組み
オイルマネーを背景に発展を続ける中東地
域。社会インフラを中心に，水処理システム
や昇降機，IT教育機器，放送用カメラ，石炭
火力発電機器，揚水ポンプなど，多様な取り
組みを推進する日立グループの中東地域での
活動を紹介します。

［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「aurora」。シーズン前の合宿やトレー
ニングの様子を綴った前編に続き，後編では
ワールドカップの勇姿を描いています。イン
タビュー収録した選手・監督のチームに対す
る想いや今後の夢もご覧ください。

［公開中］

Stories of Technology 
「ATM編」
現代社会の重要なインフラとして欠かせない
ATMは，時代のニーズに応えながら進化し
てきました。日立グループは，日本だけでは
なく，中国をはじめアジアを中心とする世界
各地へATMやキーモジュール製品を納品し
ています。国内外の金融社会の発展に貢献し
てきた日立ATMの変遷を紹介します。

［公開中］

科学技術館 日立ブース
科学技術館（東京都千代田区）にある日立グ
ループのブースNature Contact。暮らしを
支えている技術やしくみ，地球環境について，
子どもたちに興味・関心を持ってもらうきっ
かけとなるよう，楽しみながら学べる体験型
のコンテンツを展示しています。
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