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１． 日立が取り組む社会イノベーション事業 
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社会イノベーション事業で世界に応える日立へ 

ＳＯＣＩＡＬ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ – ＩＴ’Ｓ ＯＵＲ ＦＵＴＵＲＥ 

エネルギー 都市 交通 ヘルスケア 

水・資源 ロジスティクス 金融 ビッグデータ （IT） 
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２． インテリジェンス化された情報の活用が鍵 

 「データ」が価値を生み出す社会の進展 

M2M：Machine to Machine    

社会インフラの高度化 安全・安心な生活 ビジネスの革新 

情報活用によるサービスの革新 

エンタープライズソーシャル 

ＳＮＳ、Ｍｏｂｉｌｅ 

業務ノウハウ 

Ｍ２Ｍ 

制御技術 

マーケティング 

コミュニケーション 
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３． 情報利活用が生み出す価値サイクル 
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新たな利活用 

「価値創出」 発見・予測する 

「分析・予測」 探して使う 

「容易な検索」 集める・ためる 

「データ蓄積」 

効率的なデータの収集、蓄積・管理 

容易な管理・運用、 ビジネス変化への即応性 

高速検索・分析を可能にする高性能 

要件 

スムーズにつなげる 

3 



© Hitachi, Ltd. 2014. All rights reserved. 

４． イノベーションを加速する Intelligent Operations  
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日立は情報利活用によって、お客様のビジネスをスマートに変革する 
製品、ソリューション、サービス群を Intelligent Operations として体系化・提供  
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ＩＴサービス 
（ＳＩ/運用他） 

コンサルティング
サービス 

Intelligent Operations for Mobility 

Intelligent Operations for Agriculture  

Intelligent Operations for Energy  

Intelligent Operations for Facilities 

Intelligent Operations for Healthcare 

Intelligent Operations for Manufacturing 

Intelligent Operations for Mining 

Intelligent Operations for Retail 

Intelligent Operations for Community  

５.  Intelligent Operations サービス 
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産業分野共通のIT基盤であるIntelligent Operations Suiteを中心に 
農業、エネルギー、ヘルスケア等各産業分野向けのバーティカルサービスを展開 

ＩＴプラットフォームサービス 
(Intelligent Operations Suite) 

サーバー ストレージ 

ＩＴプラットフォーム 

端末/センサー 

ライフ顕微鏡 センサーノード 

レーザー 
センサー 

バ
ー
テ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス

 

事例 
ご紹介 

① 

事例 
ご紹介 

② 

Global e-Service on TWX-21 
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※テレマティクスとは、Telecommunication（＝通信）とInformatics（＝情報工学）から作られた造語で、自動車などの 
 移動体に通信システムを組み合わせて提供される情報サービスのことを意味します 

アウトライン 

６． 日立テレマティクスデータ加工配信サービス概要 

自動車に蓄積されたテレマティクスデータ(走行履歴、位置情報、車両情報等の情報)を
新しいサービスに活かしたい損害保険会社ニーズに合わせて、日立がクラウドで収集・
分析・加工・配信サービスを行ったケース 

自動車会社 データセンタ 損害保険会社 

自動車保険 

契約者向け 
付加サービス 
    など 

走行距離連動型 
自動車保険 

    など 

サービスへの活用 収集・分析・加工・配信 ・走行履歴情報 
・位置情報 
・車両情報 など 

日立 

テレマティクス 
制御ユニット 
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損保ジャパン 日立データセンタ 

収集・分析・加工・配信 

日産自動車 

テレマティクス 
通信ユニット 

テレマティクスデータ 
・走行履歴情報   
・位置情報 
・車両情報 など 

走行距離連動型保険 
「ドラログ」を提供 

適用事例（走行距離連動型自動保険「PAYD」への適用） 
日産自動車は、初期投資を抑えてサービスイン 
 

オーナーの承諾を得て収集したテレマティクスデータの認証・分析・加工・配信サービスを、日立のサービス
で実現。自社構築しないため、初期投資を低減して利用者実績を収集 
 

損保ジャパンは、走行距離連動型の自動車保険を開発 
 

走行距離連動のPAYD（Pay As You Drive）型自動車保険「ドラログ」の開発、契約者向け付加サービス提供 
 

リーフのオーナーへの、さらなる価値を創出 
 

テレマティクスデータの活用によってオーナーの信頼と期待に応える新しい価値の創出 

テレマティクスデータ PAYD向け加工データ 

７． 日立テレマティクスデータ加工配信サービス概要 

【適用効果】 

日産リーフ 
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アウトライン 

８．マイニングビジネスにおけるIT化 

鉱山単位で管理・運用されていた掘削・運搬車両等のFMS*データ(稼動ログ、位置/車両 
情報等)を日立のクラウド環境に移行し、一元管理による効率化と車両等稼動の最適化
を図ったケース 

本社 データセンタ 鉱山 

収集・分析・加工・配信 

日立 

稼働状況の一元遠隔管理 

* FMS：Fleet Management System 

鉱山 

鉱山 

・稼動ログ 
・位置情報 
・車両情報 など 

オペレーションセンタ マネジメント 

小規模鉱山 
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マネジメント 

車載コンピュータ 
各種センサ 

データ 
・稼動ログ   
・位置情報 
・車両情報など 

運行指示 

適用事例（走行距離連動型自動保険「PAYD」への適用） 
マネジメントは、初期投資を抑えたサービスイン 
  

自社構築しないため、初期投資を低減。管理を集約することで、鉱山毎の管理コストを縮減 
 

オペレーションセンタによる複数鉱山の一元管理 
  

鉱山毎に管理していたFMSを集約することで、一元的に稼働状況を把握。これまでFMSや現場監督者を 
置くことのできなかった小規模鉱山もサポート 
 

現場車両(作業者)の稼動最適化と安全性確保 
 

収集した稼動・運行ログを分析し、ルーティング最適化、待ち時間削減、生産量の把握 
位置情報・車両情報により、衝突事故の防止、車両メンテナンス効率化 

９．マイニングビジネスにおけるIT化 

収集・分析・加工・配信 生産・稼働状況確認 
運行計画策定 

オペレーション 
センタ 日立データセンタ 

【適用効果】 
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