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feature article

世界経済の潮流が激変する中で，これまで世界をリードしてきた
日本のモノづくりが転換点を迎えている。いっそうの環境負荷軽減と生産性の向上を

実現し，グローバル市場で勝ち残っていくためには，モノづくりそのものと，
それを支える産業機械・製造装置の革新が欠かせない。

みずからモノづくりを事業の核としてきた一方で，
さまざまな製造業を支える産業機械，

半導体をはじめとする電子デバイスの製造装置，建設機械などを
幅広く提供している日立グループは，

時代の変化に対応したモノづくりのイノベーションをめざしている。
これまでの100年で飛躍的に成長した日本の製造業が，

これからの100年も輝き続けるために。
日立グループは産業機械・製造装置のコア技術をさらに進化させ，

製造業の変革に挑んでいく。
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message from the planner

日立グループは，創業100周年を迎えた2010年，次の
100年に向けたスタートを切りました。グローバルワイド
に競争が激化するビジネス環境下で，社会イノベーション
事業を通じた成長を掲げています。
本特集では，そのコアビジネス分野を支え，かつ日本の

モノづくりの強さを象徴するコアコンピタンス分野とし
て，産業機械・製造装置をご紹介しています。日立グルー
プの事業分類とは若干異なるものの，技術内容に沿って大
きく二つに産業機械を分類し，前半を「電子デバイス製造
装置」，後半を「各種産業機械」として取り上げました。
前半は，株式会社日立ハイテクノロジーズを主体に，株

式会社日立国際電気，日立ビアメカニクス株式会社，株式
会社日立プラントテクノロジーの「電子デバイス製造装置」
関連製品・技術分野です。半導体，液晶をはじめとする電
子デバイスは変化の激しい市場であると同時にグローバル
ワイドでメーカー間の競争が厳しい業界です。その中で，
日立グループは，大型・高性能で環境保全型製品へのユー
ザーニーズに応える製品・技術を提供しています。
後半では，建設機械を含む産業機械一般を，アラカルト

的に紹介しています。今回，取り上げたのは株式会社日立
産機システム，日立工機株式会社，東洋機械金属株式会社，
日立建機株式会社の代表的な製品・技術です。大型の建設
機械から比較的規模の小さな製品群まで，多岐にわたりま
すが，高速・高効率による高性能化，多様化，環境・省エ
ネへの対応と，ユーザーの幅広いニーズに対応したグロー
バルニッチ製品の卓越した技術内容を選びました。また，
これらの分野の革新のコアになる研究開発についてもご紹
介しています。
このほか特別企画として，「special report」では，マイク
ロエレクトロニクス，ナノテクノロジー分野の先端研究機
関とのグローバルなコラボレーションを取材，「special talk」
では，株式会社アマダの岡本満夫代表取締役社長をお招き
し，変革の時代を迎える中，国内外におけるモノづくりは
どうあるべきかをテーマに語り合っていただきました。
今後，社会イノベーション事業を中核としたグローバル

ビジネスを展開していく中で，本特集で取り上げた産業機
械・製造装置は，社会イノベーション事業を支える担い手
として貢献していくものと言えます。また，こうした日立
グループの製品や先端技術をまとめた本特集が，読者の
方々のご参考となり，お役に立てば幸いです。
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