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１-１ 日立グループのセグメント別構成(２０１５年度) 

■金融サービス*3 

■情報・通信システム 

■社会・産業システム＊1 

■電子装置・システム 

■建設機械 

■高機能材料 

■オートモティブシステム 

■生活・エコシステム 

■その他(物流・サービス他) *2 

 

*1：2015年4月1日より、「電力システム」を「社会・産業システム」へ統合しています。 
*2：「その他」に含まれる（株）日立物流は、2016年5月19日付で（株）日立製作所の持分法適用会社となりました。 
*3：「金融サービス」を構成する日立キャピタル（株）は、2016年10月以降に（株）日立製作所の持分法適用会社となる予定です。 

1 
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１-２ 事業の機会拡大 

全体最適 

オープン 

コト 

個別最適 

クローズド 

モノ 

シェア 占有 

欧州 

Industrie 4.0 

中国 

中国製造2025 

日本 

Society 5.0 

北米 

Industrial Internet 

アジア 

スマートシティ 

デジタル化の進行 

アナリティクス 人工知能 ロボティクス セキュリティ 

デジタル化の進行が産業・社会インフラの再編を加速 
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１-３ 日立がめざす姿 
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注力４事業分野 

電力・エネルギー アーバン 
金融・公共 
ヘルスケア 

産業・流通・水 

進化した社会イノベーション事業でお客さまとの協創を加速 

 ＩｏＴ時代のイノベーションパートナー 



© Hitachi, Ltd. 2016. All rights reserved. 4 

１-４ 社会イノベーション事業を次のステージへ 

製品・材料事業、ＳＩ、ＥＰＣを強化、デジタル化で成長 
デジタル技術を活用した社会イノベーションを創り日立の成長を牽引 

単独（クローズ） 

応
用
（ス
ケ
ー
ラ
ブ
ル
） 

個
別
（オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
） 

大規模プロジェクト 
（ＥＰＣ事業） 

ベース 
事業 

ベース 
事業 

得意分野に集中 
収益力向上 

大規模プロジェクト推進 
プロジェクトマネジメント 
 継続強化 

60.00Hz

60.00Hz

60.00Hz

OUTPUT FQ

OUTPUT FQ

OUTPUT FQ

◀ ▶

Local Command source          Remote

60.00Hz 〇10：08

◀

ベース 
事業 

強い製品への集中 
デジタル化対応強化 

協創（オープン） 

デジタル技術を活用した 
社会イノベーション事業 

（サービス事業） 

全体の成長を牽引 

牽引 
事業 

システムインテグレーション 
（ＳＩ事業） 

プロダクト 
（製品・材料事業） 

ＩｏＴプラットフォーム 

EPC : Engineering, Procurement and Construction 
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基本機能群 
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社会イノベーションのコア 
お客さまがデジタル技術によるイノベーションを早く簡単に手に入れる手段 

Lumada = illuminate data 

Ｌｕｍａｄａ の特長 

１ 

Ａｄａｐｔａｂｌｅ 

Ｓｉｎｇｌｅ Ｐｌａｔｆｏｒｍ, 
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

Ｖｅｒｉｆｉｅｄ ａｎｄ Ｓｅｃｕｒｅ 

複数事業分野でソリューションを実現 
“Cross Domain Business Ecosystem” 

お客さまの資産と簡単に接続 
段階的拡張が可能(共生自律分散) 

社会イノベーションでの経験に基づく 
信頼できる技術 

Ｏｐｅｎ 

オープンアーキテクチャーで 
パートナーも利用可能 

お客さま 

ＩｏＴプラットフォーム Ｌｕｍａｄａ 

ソリューション機能群 

アナリティクス 
 

人工知能 
 

Hitachi AI  
 Technology/H 

 

共生自律分散 セキュリティ 

お客さま お客さま お客さま 

ＩＴ、  ＯＴ、  ＩｏＴ 

お客さま・ 
パートナーの 
プラットフォーム 

Industrie 4.0 

Industrial  
Internet 

中国製造2025 

Society 5.0 

他 

２ 

３ 

４ 

日立のフロント 

電力 
エネルギー 

アーバン 
金融・公共 
ヘルスケア 

産業・流通・水 

１-５ ＩｏＴプラットフォーム Ｌｕｍａｄａ 
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フロント 

プラットフォーム 

プロダクト 
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 Ｌｕｍａｄａ強化 

 産業機器・材料事業拡大 

注力投資 

グリッド・エンジニアリング 
強化  

エンジニアリンクﾞ強化 
Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ 
Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ Ｆａｃｔｏｒｙ  

ヘルスケア 
インフォマティックス強化  

アーバンソリューション開発 
鉄道事業エリア拡大  

注力投資 

注力投資 

社会イノベーション事業拡大のため注力分野を重点強化 

電力・エネルギー 

産業・流通のバリュー 
チェーンをＩｏＴプラット
フォーム（Ｌｕｍａｄａ）で 
最適化 

コミュニティの 
Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ向上 
 

Ｒａｉｌ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ 
からＯｕｔｃｏｍｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ 

ＦｉｎＴｅｃｈ・マイナンバー 
 

ヘルスケアサービス 
 （プラットフォーム） 

ＩＴを活用した分散電源への 
移行 ・マイクログリッド、 

 地域エネルギー管理 
・自然エネルギー 

アーバン 
金融・公共 
ヘルスケア 

産業・流通・水 

注力投資 注力投資 注力投資 

１-６ ２０１８年の日立グループの姿 
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２-１ 最近の環境問題を巡る変化 
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ESG(環境･社会･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ)では、昨年の「持続可能な開発のための2030
アジェンダ」の採択、気候変動ではCOP21での2020年以降の枠組み合意
など、企業に対する社会の期待が高まる。 

世界 

・IPCC報告書：2050年までにCO2を40～70%削減要(2010年比) 
・COP21：2020年以降の枠組み合意。長期的な排出と除去の均衡 
・国連持続可能な開発目標(SDGs)策定。 

政府 
・日本：2030年26%削減(2013年比)、2050年80%削減 
・EU：2030年40%削減、2050年80～95%削減(1990年比) 

IPCC：気候変動に関する政府間パネル、COP21：気候変動枠組み条約第21回締約国会議 

日立 
・社会イノベーション事業を通じて社会・顧客課題解決を推進 
・日立が提供する社会インフラは中長期的な視点で負荷削減要 
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２-２ 日立グループの長期目標の考え方 
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社会イノベーション事業を掲げる日立グループは、長期的な視点から、 
グローバルな環境問題への解決のためにめざすべき環境目標を設定し、
事業を通じて、お客さま・社会とともに、その解決に貢献していく。 

日立が環境経営で 
めざす姿 

2050年・2030年を 
見据えた日立の決意 

3年ごとの 
実行計画 

環境長期目標 
日立環境イノベーション2050 

環境ビジョン 

環境行動計画 
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２-３ 環境経営の新しい枠組み：環境ビジョン  
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   環境ビジョン 

日立は、ステークホルダーとの協創による社会イノベーション事業を 
通じて、環境課題を解決し、生活の質の向上と持続可能な社会の両立
を実現する。 

気候変動の緩和・適応 

低炭素社会 

高度循環 
社会 

自然共生 
社会 

生態系の保全 省資源・再資源化 
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２-４ 環境経営の新しい枠組み：2050年グローバル目標 
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   2018環境行動計画 

長期目標を実現するために、3年ごとに環境活動項目と目標を設定 

（2010年度比） 
80% 
【低炭素社会】 

CO2排出量 削減 2050年度 50% 削減 2030年度 

水・資源利用効率 

【高度循環社会】 

50%改善 
2050年度 

水・資源循環型社会を構築 
最小化 

【自然共生社会】 

自然資本への
インパクトの 

（日立グループ内 2010年度比） 

   日立環境イノベーション2050  

バリューチェーンを通して 

お客さまや社会とともに 

ニュースリリース：http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2016/09/0905.html 
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２-５ 低炭素社会：日立グループの取組方針 
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日立のバリューチェーン各ステージでの温室効果ガス排出量の割合（2015年度） 

  

0.1% 3.2% 2.0% 

チャレンジングな長期目標を達成するためには、バリューチェーン上、 
9割以上の温室効果ガス排出量を占める、「使用」段階での排出削減 
が必須で、以下の4つの方策で取り組む。 
また、あわせて自社の「生産」段階での削減にも取り組む。 

輸送 
   

原材料・ 
  部品の 
調達 

生産 廃棄・ 
リサイクル 

94.6% 

使用 

④広域、複合的にシステム間で連携協調することにより、 
  さらなる省エネルギーを実現する社会システムソリューションの普及 

③超高効率プロダクツ・低炭素エネルギーの開発・普及 
                          （産業機器、IT、原子力、再生エネ） 

②環境負荷の削減に寄与する革新的デバイス・材料の開発 

①事業構造を低炭素化へ移行 

0.1% 

（全ライフサイクル分を加算） 
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２-６ 低炭素社会：プロダクツ・低炭素エネルギー事例 
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大容量3.5型/2.5型HDD、 
 高効率電源採用による 
 エネルギー消費効率の向上 

鉄心の材料にアモルファス素材を 
 使用し、無負荷損失を低減 

冷蔵庫  

 モータ、コンプレッサーの 
 インバータ制御と高性能断熱 
 材により省エネ化 

•ローターをタワーの風下に 
 配置するダウンウィンド型 
 を採用し、発電効率を向上 

1TB・1年あたりの 
 CO2排出削減47%減*2 

*2: 従来製品（2012年販売）と比較した  
 CFP(カーボンフットプリント)評価を実施 

 約43％の省エネを実現＊１ 

*1:定格内容積401～450Lの 
 9年前の冷蔵庫と最新冷蔵庫の比較  
  (出典：2016年版スマートライフ おすすめBOOK 
       スマートライフジャパン推進フォーラム) 

*3:省エネ法に定める 
 エネルギー消費効率の判断基準値 

Hitachi Virtual  
Storage Platform G600 

SUPER アモルファス Zero 

•定格出力5.2MW 
 (HTW5.2-136/127) 

 CFPマーク 

ストレージ 産業 

アモルファス変圧器 家電 

トップランナー基準値*3から 
 40％損失削減*4  

 *4:三相1000kVA,50Hz,等価負荷率50%の例 

風力発電システム 発電 
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省エネルギー 
ソリューション 

２-７ 低炭素社会：産業分野へのソリューション提供 
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日立ｸﾞﾙｰﾌﾟ電力見える化ｼｽﾃﾑ 

ソリューション提供 

製造業としての日立グループの実績・知見を活用し、 
省エネルギーを含めたソリューションを産業分野等へ展開 

生産効率向上 
ソリューション 

・導入：日立グループ内200カ所以上 
  （2012年からデータ蓄積） 
 ・契約電力引き下げ等による 
  コスト削減 

日立IoTプラットフォームLumada 

実績・知見 

活 
用 

日立ｸﾞﾙｰﾌﾟの生産ｼｽﾃﾑ 

・個別機器稼動データ 
・生産計画・実績データ 

電力使用量の推移例 

（稼動：2012年7月～） 
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２-８ 低炭素社会：低炭素･省エネ型社会ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 

14 

発電所 

再生 
エネ 

プラント 
工場 

道路 

鉄道 

オフィス 

住宅 

低炭素・省エネ型 
社会システムソリューション 

スマートグリッド 

スマートオフィス 

スマートシティ 

スマートファクトリー 

スマートモビリティ 

倉庫 

スマート物流 

広域、複合的にシステム間での連携協調・デジタル化により 
低炭素・省エネ型社会システムソリューションを普及 

BEMS 
HEMS 

マイクログリッド 
分散電源 

BEMS: Building Energy Management System 
HEMS: Home Energy Management System 






