
IT（Information Technology）とネットワーク環境の進展
により，モバイル端末やソーシャルメディアが急速に普及
し，個人からさまざまな情報が発信されています。また，
センサーや機器をネットワークに接続し，情報収集や機器
の制御を行うM2M（Machine to Machine）も適用分野が
拡大し，生成されるデータ量も年々増加しています。
人々が豊かに安心して暮らせる社会インフラの整備や健
康長寿社会の実現，ビジネスの成長に向けた新しいビジネ
スモデルの創出やバリューチェーン（価値連鎖）改革を，
社会や環境への負荷を低減しながら実現するためには，
日々の生活や企業活動で発生する多種多様な情報を新たな
価値に変える情報活用が必須であり，これがイノベーショ
ンを起こす原動力となります。
日立グループは，長年培ってきたインフラシステムの技
術と，クラウドコンピューティングやビッグデータ利活用
をはじめとする高度な ITを融合・連携させ，新たな価値
を創出する社会イノベーション事業に注力しています。
本特集では，イノベーションを起こす高度 IT利用と，

その核の一つであるビッグデータ利活用を中心にご紹介い
たします。「一家一言」では，競争戦略論，リーダーシッ
プ論がご専門の早稲田大学ビジネススクールの内田和成教
授より，新しい社会インフラの形とそこでの ITの役割や
期待に関して，寄稿していただきました。また，
「technotalk」では，知識創造経営の第一人者である多摩大
学大学院の紺野登教授と当社執行役常務（情報・通信シス
テム社CSO）の渡部眞也が，高度な ITの活用による，人
を起点とした社会のイノベーションについて対談を行いま
した。
　「overview」では，ビジネスや社会インフラ，そして，人
に新たな価値をもたらすビッグデータとそのアナリティク
ス手法について解説しています。続く各論文では，さまざ
まな業種におけるビッグデータ利活用の事例と基盤技術，
さらに，農業，ロジスティクス，ヘルスケアなどの分野で
のスマート化への取り組みや公共データの民間活用，そし
て，これらを支える ITプラットフォーム，ネットワーク
の最新動向についても紹介しています。
　本特集を通じて，日立グループの取り組みをご理解いた
だくとともに，私たちが提案するソリューション，サービ
スや製品が，皆様のビジネスや社会の変革に少しでもお役
に立てれば幸いです。
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