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日立ソリューションズとは

日立ソリューションズ企業理念

私たちは「日立精神」の下に、
確かな技術と先進ソリューションの提供を 通じ、
お客様と地球社会の発展に貢献します。

価値ある商品・サービスを
グローバルにお届けして
お客様との協創により
社会イノベーションを実現します。
私たちは、日立グループの情報・通信システム事業の中核を担うIT企業として、さまざま
な分野で社会生活や企業活動を支えてまいりました。そして、ITを活用した社会イノベー
ションの実現により、人々が安全にかつ安心して快適に暮らせる社会の実現をめざして
います。
昨今、多くのお客様企業では、グローバル市場への進出、セキュリティの確保、生産性の
向上といった課 題 解決のみならず、社会や人々のくらしをよりよく変えていくために、
これまでにない新しい価値を提供していくことが求められています。

経営ビジョン

未知の扉をひらく。ゆるぎないチカラとともに。

私たちは最先端のITをベースとしたセキュリティ、クラウド、IoT、AI、ビッグデータなどの
豊富なソリューションを有しており、これらのソリューションを全体最適の視点で組み合わ
せた「ハイブリッド インテグレーション」により、お客様の課題解決に貢献してまいります。

私たち日立ソリューションズは、確かな技術をベースとした

また、社会イノベーション事業に取り組む日立グループの中で、今後も、製造・流通・通信

社会イノベーション事業を通じて、お客様とともに新しいビジネスモデルを築いていきます。

分野を中心にあらゆる産業に変革をもたらし、持続的な発展と快適性を備えたスマート

国や文化の垣根を越えたグローバルな発想、変革のリーダーシップ、
課題を解決する実行力、日立グループの総合力など、あらゆるチカラを駆使して、
新しい時代の扉をひらきます。

な社会の実現に全力で取り組んでまいります。

日立ソリューションズグループは、国内は北海道から九州まで日本全国に、海外では、
北米や欧州、中国、インド、東南アジアに拠点を設置し、グループ一体でお客様の事業を
ワールドワイドに支援してまいります。
私たちは、創業以来４０年以上にわたり、情報システムの提供を通じてお客様や社会の
人々と厚い信頼関係を築いてまいりました。

和 、 誠 、 開拓者精神 のもとに
日立製作所では、 和 、 誠 、 開拓者精神 を創業の精神として掲げています。私たち日立ソリュー

これからも、お客様のベストパートナーとして、価値ある商品・サービスをグローバルに
提供し、お客様とともに社会イノベーションの実現をめざしてまいる所存です。
今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

ションズも、日立グループの一員としてこの創業の精神を受け継ぎ、真摯な論議を重ね一致団結する
心、何事にも誠心誠意を持って取り組む姿勢を常に大切にしています。そして、技術の新たな領域、
世界的なリーダーとしての地歩をめざし、挑戦を恐れず、あきらめずに前に進むことによって、幅広い
分野で数多くの先進技術やノウハウ、実績を蓄積しています。

代表取締役
取締役社長

柴原 節男

INDEX
日立ソリューションズとは

2

日立ソリューションズグループの強み

4

主なソリューションと商品

6

注目キーワードとITトレンド

10

日立ソリューションズの CSR

12

会社概要

14

グループ会社一覧
2

別刷
3

日立ソリューションズグループの強み

お客様との協創を重ね、
社会イノベーションをグローバルに展開します。
日立ソリューションズグループは、豊富な経験や技術力、ソリューション提供力を強みに
グローバル拠点が連携し、お客様のビジネスの発展と社会イノベーションを実現します。

流通
製造

教育

農林水産

お客様や社会の課題に対し、最適な解決策をグローバルに
ワンストップで提供するハイブリッド インテグレーション

金融

健康・医療

通信

お客様や社会の課題に対し、日立ソリューションズグループは豊富な知識、最新の技術、さまざまな製品やサービスを柔軟に組み

行政

合わせたソリューションをグローバルに提供します。オンプレミスとクラウド連携をはじめとする豊富なソリューションを全体最適の

小売・卸売

視点で組み合わせ、ワンストップで提供する「ハイブリッド インテグレーション」によって、さまざまな課題解決を実現します。

ハイブリッド インテグレーションを
グローバルに推進。
新しいビジネスモデルを創出し、
社会イノベーションを実現

課題を解決するための知識や技術、ソリューションを豊富に持つ
総合 IT カンパニーです。

クロスインダストリー
ソリューション

業種向け
ソリューション
製 造 、流 通 、通 信 業の業 種 特 有の
業 務プロセスや商 習 慣に対 応

私たちは、日立グループの長年にわたる実績や経験、幅広い事業分野を礎に、これまで培ったシステム構築力や技術力を生か

バックオフィスやコンテンツ活用、
セキュリティ対 策など、
業 種 横 断 的なソリューションを提 供

し、製造・流通・通信業にフォーカスしたソリューションや業種横断的なソリューションおよび ITプラットフォームソリューションを
グローバルに提供します。
また、私たちは日々、社会イノベーションを推進する先進的なソリューションに取り組んでおり、その一部を紹介します。

IT プラットフォーム
ソリューション

工場での機器同士の自律分散システムなど、グローバルに広がる生産現場からサプライチェーン、フィールドサポートまで、製造業
のお客様に最新のソリューションを提供します。また、各システムをシームレスにつなぎ、
リアルタイムな分析と見える化を実現するこ
とで、迅速な意思決定を実現します。

Io T / M 2 Mデータの収 集・管 理や
ビッグデータの利 活用を支 援する基 盤 、
クラウド・コンピューティングなどを提 供

空間情報

モビリティ

最新の技術に対応し、先進的で信頼性ある
ソリューションを提供

ビッグデ ータ

IoT/M2M

クラウド

セキュリティ

豊富なパッケージ・サービス
を活用した
ソリューション提供力

クラウド上のデータの検索インデックスを推測不可能なレベルで暗号化したまま、100 万語の文書データを0.01 秒以内に
全文検索するシステムを提供し、安全・安心なクラウド・コンピューティングの利用を実現します。
（注）SNS : Social Networking Service, O2O : Online to Oﬄine

日立ソリューションズグループの強み
高品質・高信頼な
システム構築力・技術力

店舗での人流の動線分析やポイント管理システム、ファン向けサイト、EC サイトなどをシームレスに連携し、店舗やスマート
デバイス、SNSを活用した O2O マーケティングを実現します。

海 外グル ープ会 社を
中心とした
グロー バ ル 対 応 力

日立グループの情報・通信システム事業の中核として、
確かな実績と最新の技術力で、
お客様と社会の課題解決に貢献します。
産業、都市交通システムから高機能材料まで、幅広い事業を展開している日立グループにあって、
日立ソリューションズグループは、情報・通信システム事業の中核会社として位置づけられています。
これら日立グループ会社どうしの連携、情報共有から生まれるアイデアや新技術が、
より最適なソリュー

長年にわたる情 報・通 信システム事 業 の
実 績と経 験

日立グル ープの 幅 広 い 事 業 分 野

製造や流通をはじめ、社会や金融など、さまざまな分野でミッションクリティカルなシステムを構築してき
みです。私たち日立ソリューションズグループは、日本、欧米、インド、東南アジア、中国の拠点が連携し、

(注 ) I o T：I n te rn e t o f T h i n gs、M2 M：Ma c hin e t o M a c h in e
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ションをお届けする大きな原動力となっています。私たちには、これまで 40 年を超える歴 史の中で、
た経験があります。それらのノウハウを生かし、幅広い製品・サービスを組み合わせたソリューションが強

日立グループ力

社会
産業

ワンストップでお客様の事業をサポートし、グローバルにお客様と協創していきます。

その他
（物流他）

金融
サービス

情報・通信
建設機械

日立ソリューションズ
グループ

生活・エコ

高機能
材料

電子装置
オートモティブ

日立グループの主な事業
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Solution Show Case

主なソリューションと商品

Case 1 Common Business

Case 2 Manufacture

人事、会計などの業種横断的な課題を
AI などの先進技術を活用して、ワンストップで解決
豊富な知識や実績に基づく業務ノウハウを活用した最適なサービス
人事や会計などの基幹業務、顧客ソリューション管理やポイント管理などの販促活動のように、今やITは企業活動に

製品企画から設計、調達、生産、販売、
サービスまでのデータを活用し、
製造現場のイノベーションを実現

欠かせない存在です。
また、企業のM&Aや協業、
シェアードサービスが増加する中、会社や組織の変化に柔軟に対応

さまざまなデータをつなぎ、業務効率の向上と新たな価値の創出を実現

するシステムが求められています。
そして、車などのモノのIT化やワークスタイルの多様化など、ITが社会生活に浸透する

日立ソリューションズは、経営やサプライチェーンのグローバル化、労働人口の高齢化による技能継承など、
さまざまな

昨今、
セキュリティ対策はますます重要な社会課題となっています。

課題に直面している製造業の企業に向けて、
グローバルな連結経営や製造現場の効率向上、サービスの標準化など、

日立ソリューションズは、
これまでさまざまな業種で規模を問わず、
システムを構築してきました。各分野に精通するSEが

幅広く支援するソリューションを提供します。

そのノウハウや知識、技術力を生かし、製品・サービスを組み合わせ、お客様に最適なソリューションを迅速に提供します。

・CADデータと部品情報を設計・生産拠点でグローバルに共有し、工程管理を行うことで、製造期間の短縮と品質向上を実現
・受発注や顧客、在庫、工程進捗情報などを本社や生産・営業拠点、協力会社がグローバルに共有することで、効率的な
連結経営とサプライチェーンの最適化を実現
・自律分散型のシステムで、機器の稼働状況や仕掛品の品質、不良品の発生といった製造現場のデータをリアルタイム

主なソリューション

に見える化し、改善活動を支援。
また、
その蓄積データの分析によって、生産量や不良品、機械の故障を予測

■基幹業務：

・目標となる原価や利益をシミュレートして市場競争力のある販売価格を設定し、
グローバルな拠点が連携して目標原価

ERP、財務会計、CRM、
ファンビジネス向けトータルCRM、
ポイント管理、BI、IoT向け課金・請求・決済
■人財・知財戦略：

達成までのPDCAサイクルを回す仕組みを提供し、戦略的なコストマネジメントを実現

就業管理、人財戦略
■コンテンツ管理：

経営マネジメント

企業間情報共有、
ファイルサーバースリム化、文書管理、電子帳票、大容量高速ファイル転送

経営層

■セキュリティ：

本社

情報漏洩防止、
サイバー攻撃対策、内部不正防止、指静脈・統合認証、
モバイル・クラウド対応、
セキュリティコンサルティング
■その他：
マイナンバー対応支援、空間情報

など
工場長

人事・労務管理に必要な機能を
幅広く提供するソリューション

生産拠点
（日本・海外）

就業管理と工数管理を中心に、人財戦略、健康管理、人事給与管理、
Web明細、人事諸届をラインアップしています。
また、
これらのデータをAI

販売管理、財務会計、管理会計における標準的な機能をテンプレート化

などを活用して分析するサービスを提供しています。

し、
お客様の業種特有の業務機能については個別業務部品を組み合わ
せて、
自社の強みを生かした基幹システムを短期間で構築することが可能

サービス拠点

セールス
（※）SLM:Service Life-cycle Management

主なソリューション
PLM、原価企画、BOM（部品表）
・成果物管理、生産管理、在庫の見える化、SCM、製造データの見える化、予兆検知分析、
SLM、経営情報可視化

など

情報共有基盤

従業員フロント
（職場）

営業支援

社内ポータル

製造現場見える化の流れ

人財戦略

入力

出力
販売管理

人事・給与

連結決算

健康管理
資産管理
給与管理

外部システム

BIシステム
財務会計

管理会計

各種帳票

デー タ 収 集・分 析

既存のパッケージ製品

マスタ、
与信申請等

デー タ 活 用

工数管理
各種予算、
実績

今の状態を知る

A社データ

B社データ

C社データ

D社データ

デー タ 取 得

Ａ
Ｉによる人財データアナリティクス

未来の状態を予測

生産能力 ライン別不良
納期遅延 稼働状況

不良予測 FMEA（故障モード影響解析）
不良原因解析 故障予測

● ● ● ● ● ●

定型データ

作業員の働き

ビッグデータ

・データ分析ツール
・XMLデータベース
クラウド

●入退出（静脈認証）
●勤怠
●作業予定、実績
●作業動線、動作

● ● ● ● ● ●

非定型データ

・BIツール ・RDB

多種多様なデータの転送連携

バックオフィス
（人事・総務）
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サービスマネージャ

販売拠点

です。各種システムとの連携も実現します。

人事管理

ＳＬＭ（※）
セールスマネージャ

1,100社以上の導入実績を持つ汎用性の高いパッケージと経験・ノウハ

Web明細

保守員

製造業向け
ソリューション

ＳＣＭ

ウを豊富に持つSEにより、最適なソリューションを提供します。

人事諸届

フィールド
（製品稼働現場）

作業員

販売管理、財務会計、管理会計に
おける標準機能をテンプレート化した
ERPソリューション

就業管理

Ｍ２Ｍ

本社組織

ＰＬＭ

●プライベートクラウド

●大容量高速データ転送
機械の動き

●製造装置ログ
・稼働/故障情報
・完成/不良数情報

・大量データ高速分析ツール
・高速データアクセス基盤
●パブリッククラウド

●データ連携（ETL/EAI） ●ファイル転送
ものの動き

●部材トレース
・RFID
・バーコード
・音声認識

環境の変化
●温度、湿度など
・センサー
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Solution Show Case

主なソリューションと商品

Case 5 Security

Case 3 Marketing

内部不正防止からサイバー攻撃対策まで、
最新のセキュリティ対策を、ワンストップで

CRM ソリューションで企業と顧客の
エンゲージメントを強化

顧客属性と購買情報をリンク

「既存顧客の深耕」
＋
「新規顧客の開拓」を
実現する新サービスを提案

購買データの
取得
会員情報

企業がお客様と長期的に良好な関係を築くために効果的な

×

履歴データ

リピート購買の増加
クーポン・
キャンペーン情報

企業のセキュリティ対策は一過性ではなく、継続して行う必要があります。
また、
とるべき対策やその優先順位は、
お客様の
ビジネスの内容によって異なり、業種、業態、業務に応じたリスクや課題に対して、
どのように適切に対応していくかがポイ

CRMソリューションを構築。
実店舗、
ECサイト、
コンタクトセンター、
ポイント管理

営 業など、
さまざまなお客 様との接 点で、顧 客 情 報を把 握 、

異業種間の
One to One
マーケティング

分析、活用し、新たなサービスの創出を実現します。
スマートデバイスやS N Sなどを活 用したO 2 O（ O n l i n e t o

ビジネスの継続性を守る。
AIをはじめ、先進技術を活用し、総合的な対策を提供

店舗内の
人流を見える化

ントとなります。
リコメンド

セキュリティ対策を行う際、課題が明確な場合や、対策の適用対象が決まっている場合など、
さまざまなケースがあります
が、導入して終わりではありません。計画を立て、対策を導入し、運用までのサポートを含めた、
システムのライフサイクルを
確立することが重要になります。

Oﬄine）マーケティング、
さまざまなチャネルのポイントを統合
ビッグデータ データを分析し、
仮説・検証

管理するポイント管理システム、｢見込み客｣を｢ファン｣に育成
する会員サービス向けCRMなど、幅広いソリューションを提供

このように、お客様ごとに適切なシステム構築が求められるセキュリティ対策で、
日立ソリューションズは計画（コンサル
ティング）
から設計・構築、運用・監視までをワンストップで提供します。
そして、お客様の要望に合わせ、国内トップレベル

セキュリティ基盤

の実績を持ち、
またAIなどを活用した先進的な製品・サービスの中から、最適なソリューションの提案を行っています。

し、企業におけるお客様のエンゲージメント強化を実現します。
クラウド基盤

主なソリューション
小売向けソーシャルCRM、
ファンビジネス向けトータルCRM、ポイント管理、
マーケティング支援、
オンデマンドCRM、
空間情報、BI

課題別ソリューション：
サイバー攻撃対策
マイナンバー管理（安全管理支援）
内部不正対策
メールセキュリティ
Webセキュリティ
制御システムセキュリティ

など

セキュリティソリューション

Case 4 Collaboration Support

コンテンツの自在な活用を
実現するプラットフォーム

適用対象別ソリューション：
ネットワークセキュリティ
サーバーセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
電子データセキュリティ

課題別ソリューション
適用対象別ソリューション
プロダクトソリューション

拡大する情報活用ニーズに応え、
安全・安心なビジネス活動を実現

100
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40
30

計画

運用・監視

20
10
0

グローバル化などの社会環境の変化を背景に、企業の拠点間のみな
らず、複数の企業間で連携して、遠隔地で業務を共同で行う機会が
設計・構築

増えてきています。
また、スマートデバイスやクラウドなどの新たなI T
環境も普及し、文書、図面、帳票、画像、動画など、
ビジネスコンテンツ

100
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プロダクトソリューション：
秘文
静紋
Cylance
Juniper Networks
Palo Alto Networks
Fortinet
Array Networks

の活用シーンは広がっています。
このように情報活用ニーズが拡大するなか、日立ソリューションズは、

自社やアライアンスの製品・サービスを課題や適用対象、
象 プロダクトごとに整理
トごとに整理し、
理し セキ
セキュリティポリシーの
シ の

業界トップレベルのコンテンツ管理・活用ノウハウにより、安全に安心

策定からシステムの構築、運用・監視までをワンストップで提供します。

してビジネスコンテンツを自在に活用するプラットフォームを提供します。
今後も最新の技術に対応した情報活用プラットフォームを継続して提供
することで、企業のグローバル展開、
ワークスタイル改革を実現します。
主なソリューション

主なソリューション

8

企業間情報共有、
ドキュメント保護、大容量高速ファイル転送、
ファイルサーバースリム化、文書管理、電子帳票、

情報漏洩防止、指静脈・統合認証、次世代ファイアウォール、
セキュリティコンサルティング、
サイバー攻撃対策、内部不正防止、

リアルタイム手書き情報共有

統合認証・アクセス管理、
マイナンバー対応支援、
ネットワークセキュリティ など

など

9

Topics

注目キーワードとITトレンド

Big Data

ビッグデータを生かし、新たな価値を生む、
最新のソリューションを用意
世の中のあらゆる事象をデータとして取得できる時代が到来し、
ビッグデータがもたらす
価値が、企業競争の優位性を左右しつつあります。
また、機器同士が通信するM2Mや
IoTへの注目も高まり、収集した大量データの利活用を検討する企業が増えています。
日立ソリューションズは、基盤構築ノウハウと分析ノウハウに加え、製造や流通・小売

Location/
Geospatial
information

IoT時代に向け、企業の空間情報の活用を
支援し、
さまざまな情報を
組み合わせたエコシステムを形成
近年、IoT化が進み、
ドローンやウエアラブルデバイス、
センサーなどから大量の位置情報
を収集し、利用する時代が到来しています。企業では、
それら空間情報とさまざまな情報と
を組み合わせ、分析・可視化することで、事業戦略の立案やイノベーションの創出をめざ

業のシステム構築で培った業務知識や、位置情報を活用するソリューション、M2M

しています。

関連ソリューションなどを組み合わせ、お客様のビジネスにビッグデータの活用による

日立ソリューションズは、
自社開発のGIS（地理情報システム）
エンジンを軸に、電力・ガ

新たな価値を創出します。

ス・通信などの設備管理や防災、物流、
エリアマーケティング、農業などさまざまな業種・

ビッグデータ・ソリューション

業務のお客様において、空間情報を活用した業務改善や新サービスの創出を実現して

■ビッグデータ利活用基盤ソリューション「Splunk」
：

いきます。
そして、
さまざまなシステムと容易に連携するAPIを拡充して公開することで、顧
客やパートナー企業とともに、空間情報のエコシステムを形成します。

海外を含めて9,500社以上の導入実績を持つSplunk社のビッグデータ分析ソフト
ウェア「Splunk」
を活用し、サーバーやネットワーク機器、業務システム、センサー

空間情報ソリューション

などのマシンデータを収集し、
リアルタイムに検索、分析、可視化します。

■クラウド型地理情報サービス：

■サイコロ型IoTデバイス活用工数把握ソリューション：

インターネットを利用して、サーバーやOSなどのクラウド基盤、地図コンテンツ
（電子

立方体の箱に入ったIoTタグから発信されるセンサー情報から取得した位置情報を

地図、航空写真、衛星画像など）、およびGISのAPIなど、空間情報を扱うGIS環境

分 析し、製 造 業や建 設 業の現 場で働く作 業員ごとの工 数を的 確に管 理します。

を提供するクラウドサービスです。
エリアマーケティングや自治体向けの台帳管理、

また、作業員の場所や危険な行動、転倒、動作停止などを迅速に把握し、安全管理

不動産用地仕入れ管理などのアプリケーションサービスも提供します。

を実現します。

■屋内位置把握ソリューション：

■M2M組込み基盤スイート：

GPSが届かない屋内や地下のような場所でも、人やモノの位置を把握し、作業員の

M2Mを実現するために必要となるゲートウェイ側の機能をワンストップで提供します。

安全管理や人流管理、機材の最適な配置を支援するソリューションです。設備工事

組み合わせでの動作が保証された製品群で構成されているため、ユーザーが検証

が不要で、低価格な機器を使用するため、導入コストを抑えることができます。

する必要がなく、
すぐに利用することができます。

■作業員安全支援ソリューション：
屋内外を問わず、位置情報と映像、音声の活用により、現場作業員の状況をリアル

Cloud

タイムに把握することで、作業員の安全管理や現場把握、事故発生時の迅速かつ
的確な対応を実現します。

基幹システムからマーケティング、BCPまで、
クラウドを活用し、IT投資の最適化を実現
経営環境が急速に変化する昨今、
その変化に柔軟に対応し、意思決定を支援する
システムの整備やIT投資の最適化は企業の重要な課題のひとつです。企業は、
クラウド・
コンピューティングを利用することで必要なリソースをすぐに用意することができるだけ
ではなく、運用コストを軽減し、
リスクを分散させることが可能となります。
このような中、
日立ソリューションズは、基幹システムからマーケティング、BCPなどのさま
ざまなシステム構築において、
コンサルティングからシステム構築、運用、保守まで、
トータル
にお客様のクラウド活用を実現します。
そして、
お客様の既存システムとクラウドを適切に
連携し、
オンプレミスやパブリッククラウド、
プライベートクラウドなどのハイブリッドなシステム
基盤の連携や、パブリッククラウドの安全な利用を実現するセキュリティ対策などにより、
企業活動に最適なシステム環境を実現します。
クラウド関連サービス
■Amazon Web Services関連ソリューション：IT業界でいち早く、2009年から
Amazon Web Services（ AWS）のエンタープライズでの利用を検証し、アマゾン
ウェブ サービス社のアドバンストパートナーとして、A W Sを活 用した多 種 多 様な
システム構築や運用サービスを提供しています。
■活文 Accelerated File Transfer：既存のインターネット回線で、大容量
データの授受を高速に実現するファイル転送サービスです。通信インフラが未整備
な新興国や、欧米など、遠隔地との送受信に効果的です。
■秘文 Cloud Data Protection：クラウドストレージに保存するファイルを暗号

Global

グローバルビジネスを
ITソリューションで支援
グローバルビジネスにおいては、ITシステムの活用が不可欠です。本社と世界中の
生 産・営 業 拠 点 、協力会 社がどのように情 報を共 有するか。そして、国 境を越えた
さまざまなビジネスパーソンが、
目標達成のために意思統一できる環境をいかに形づく
るか。
システム構築の規模、効率、
スピード、
すべてが求められます。
日立ソリューションズは、企業のグローバル経営におけるBusiness Intelligenceや
基幹業務、
サプライチェーン構築、
メンバーのコラボレーションをITで実現します。
グローバルビジネスサポート
■Microsoft Dynamics：
海外と日本の拠点をつなぎ、
ワールドワイドなシステム構築を実現するERP、CRMな
どのソリューション。北米や欧州、
日本、東南アジア、中国などのマーケットに向けて
インドのオフショア拠点と連携し、効率的かつ良質なサービスを提供します。
■米国ITのR＆D：
ITの動向をいち早く入手するため、米国シリコンバレーの拠点に調査部門を置いて
います。米 国 I T 企 業とのビジネスチャネルの強 化 、最 新の技 術 動 向やビジネス
モデルに関する情報の取得、商材発掘および新規事業の創出を行っています。

化し、PCやスマートデバイスで復号して参照することで、外出先での資料の閲覧を
安全に、
かつ安心に行うことが可能です。
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日立ソリューションズのCSR
日立グループの一員としての社会的責任

コンプライアンスの徹底

環境や資源問題など複雑化する社会課題の解決に、ITはますます欠かせないものとなっています。
日立グループ情報・通信システム事業の中核

企業が社会の一員であることを深く認識し、公正かつ透明な企業行

会社として、私たちはその立場を一層強く自覚し、社会の要望や期待に応え続けます。

動の確保をめざすことを企業行動基準に定めています。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展

日立ソリューションズでは、毎年10月を企業倫理月間と定め、
グルー
CSRの基本的な考え

事業を通じたCSR（セキュリティソリューション）

プ全体に対してe-learning教育を実施するなど、企業倫理・コンプラ

日立ソリューションズの企業理念は、
「ソリューション（課題解決）」
と

昨今、新しい価値を創造する企業間連携などの増加に伴い、
ワーク

イアンスのより一層の徹底を図っています。

いうその名が示す通り、当社の多様な経営資源を活用した、お客様

スタイルやITインフラ、情報資産の取り扱い方が多様化し、
セキュリティ

と地 球 社 会 の 抱える課 題 解 決 へ の 貢 献を約 束 することです 。

リスクも変化しています。
また、サイバー攻撃や内部不正などの情報

そしてその企業理念の実現こそが、当社のCSRだと考えています。

漏洩リスクも複雑化する中、日立ソリューションズは、企業における

さまざまな社会課題の解決にITを通じて何ができるかを常に考え、

セキュリティ対策の目的に合わせて、いつでもどこでも安心して企業

社会と一緒に価値を生み出すソリューションを提供していきます。

活動が行える、
セキュアな情報インフラ環境を提供しています。

社員で構成される吹奏楽団による音楽活動を行っています
音 楽 鑑 賞や文 化 的 交 流の場の提 供を目的として、定 期 演 奏 会を
実施しています。
また、品川区の中学校との合同演奏なども実施し、
地域の方々にも音楽を楽しむ場を提供しています。

情報セキュリティと
個人情報保護
当 社の技 術 情 報や、お客 様との取引に関する情 報を機 密 情 報と
して、社員すべてが 強い意 志をもって情 報 漏 洩 防 止のために取り

ダイバーシティ経営

組んでいます。

当 社では、一 人ひとりの違いを生かして価 値 創出へとつなげるため、
トップコミットメントの下 、ダイバーシティ経 営を推 進しています。性 別 、
国籍、障がいに関係なく、当社で働く多様な人財が最大限に能力を発揮できる組織作りに取り組み、新しい価値を生み出すことをめざしています。

社内システムにおいても、PCへの暗号化機能や媒体制御機能の組み
込み、
ウイルス対 策の一 元 管 理の実 施 、
シンクライアントの適 用 、
サイバー攻撃対策などが、全社的に導入されています。
これらは当社の

内閣府が推進する「理工チャレンジ」に賛同し、

「ダイバーシティ経営企業100選」に選定されました

応援イベントを開催しています
理工系分野に興味がある女子中高生・女子学生の進路選択を応

情報セキュリティポリシーや規則として社内徹底を図っています。

環境活動

個人情報保護については、
「プライバシーマーク」
を1998年に業界

当社は、
「 地球温暖化の防止」
「 資源の循環的な活用」
「 生態系の
保全」
という3つの柱からなる日立グループの掲げる環境ビジョンに

に先駆けて取得しました。

援する内閣府の「理工チャレンジ（リコチャレ）」に賛同し、夏のリコ
チャレ応援イベント
「未来を創るシゴト☆ITのわくわくを体験しよう！」
を
開催しました。
イベントは、若手女性社員が、身近でわかりやすい課題
で参加者にSEの仕事を体験してもらうワークショップ形式で行われ、

「日立ソリューションズ個人情報保護方針」
を定め、
「 個人情報保護

のっとり、環境マネジメントシステムを確立し、環境活動を推進してい

マネジメントシステム」
を運用し、社員およびステークホルダーの皆様の

ます。環 境に配 慮した製 品・ソリューションの提供を通じて、社会の

個人情報保護と適切な取り扱いに継続的に取り組んでいます。

環境負荷低減に向けた取り組みを行っています。

IT業界への知識を深め、
また、働きがいをテーマとした意見交換を通
じて、中高生のキャリア意識の向上を図りました。

経済産業省がダイバーシティ経営によって価値向上を果たした企業
を表彰する
「ダイバーシティ経営企業100選」に選定されました。
ワー
キンググループの自発的な活動や、外国籍社員、障がい者の活躍推
進に向けたコミュニケーションの活性化など、
ダイバーシティの実現に
向けた取り組みや成果から、多面的なダイバーシティ経営の推進が
評価されたものです。
また、厚生労働省が実施する
「イクメン企業アワード2014」にて特別
奨励賞を受賞しました。事業部門ごとに発足したダイバーシティ推進
ワーキンググループの活動などを通して、働き方の見直しに会社全体

世界の舞台で活躍している 日立ソリューションズ「チームAURORA」
日立ソリューションズグループのシンボルスポーツとして、
「チームAURORA」を全社一体で応援し、障がいをもつ才能ある選手たちに競技に専念で
きる環境を提供しています。
2004 年 11月に障がい者スキー部を設立。選手や監督はパラリンピックなど世界で活躍し、2006 年トリノ大会、2010 年バンクーバー大会、そして
2014 年のソチ大会のノルディックスキー競技において、3 大会連続でメダルを獲得し、合わせて金メダル3 個、銀メダル2 個、銅メダル2 個となりました。
また、2014 年 4月、新たに「車いす陸上競技部」を設立し、夏季と冬季のパラリンピックでの活躍をめざす総合的な障がい者スポーツチームとして
活動を拡大しています。
「AURORA」はイタリア語で「夜明け」という意味で、障がい者スポーツが発展していってほしいという
願いが込められています。マスコットキャラクターは、キタキツネの「アウローラ」です。

で取り組むとともに、
「イクボスサマーフォーラム」の開催や、
「ポジティ
ブ・オフ100選」のイントラネット公開など、男性の育児支援に対する
理解を深めていることが評価されました。

©STAND/ 竹見脩吾
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会社概要
■

会社概要

会社名

■

株式会社日立ソリューションズ
Hitachi Solutions, Ltd.

沿革

1970. 9

横浜市戸塚区に
「日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社」
を設立

1978. 9

東京都品川区に
「日立コンピュータコンサルタント株式会社」
を設立
（1989年、商号を
「日立システムエンジニアリング株式会社」
に変更）

本社

本社
所在地

組織図

取締役会

2017年4月1日現在

取締役社長
経営会議

日高屋

ビジネスイノベーション事業部
1994. 8

就業管理システムを発売し、
従業員フロントソリューション
「リシテア」事業をスタート

1970年（昭和45年）9月21日

資本金

代表取締役 取締役社長

柴原 節男

ITプラットフォーム事業部
クロスインダストリソリューション事業部

2000. 4 日立システムエンジニアリング株式会社が
日立西部ソフトウェア株式会社、
日立中部ソフトウェア株式会社と合併し、
商号を
「株式会社日立システムアンドサービス」
に変更

200億円

業務革新統括本部
品質保証統括本部

2003.12 日立ソフトウェアエンジニアリング
（UK）社を
英国に設立
（現：日立ソリューションズヨーロッパ
（イギリス）社）

■

主な受賞歴

Microsoft Corporation
・Global Microsoft Partner of the Year, CRM（2014）
（Hitachi Solutions America, Ltd. が受賞）

一般社団法人プロジェクトマネジメント学会「PM実施賞」
を受賞（2014）
一般社団法人日本テレワーク協会「第15回テレワーク推進賞」
優秀賞を受賞（2015）

2005. 6

電子ドキュメントトータルソリューション
「活文」
を提供開始

2006. 4

ポイント管理システム
「PointInﬁnity」
を提供開始

経済産業省「平成26年度ダイバーシティ経営企業100選」
に選定（2015）

2011.10 「日立解决方案（中国）有限公司」
を中国に設立

SAP ジャパン株式会社
・SAP APJ Partner Excellence Award 2013 Top Partner - Analytics

厚生労働省「均等・両立推進企業表彰」均等推進企業部門
東京労働局長優良賞を受賞（2014）

2012. 4

株式会社セールスフォース・ドットコム
・Support of the year（2015）

厚生労働省「イクメン企業アワード2014」特別奨励賞を受賞（2014）
文部科学省「スポーツ功労団体表彰」
を受賞（2014）

主なアライアンス企業

Hitachi Consulting Corporationから
日立ソリューションズアメリカ社と
日立ソリューションズヨーロッパ
（イギリス）社に
Microsoft Dynamics事業を移管
「浙江日立解决方案软件服务有限公司」
を中国に設立

財務本部
人事総務本部
監査室

■

執行役員一覧

2017年4月1日現在

柴原

節男

をカナダに設立
2013. 4 「日立ソリューションズカナダ社」

副社長執行役員

山崎

英二

をインドに設立
2013. 6 「日立ソリューションズインド社」

専務執行役員

秋山

恵穂

専務執行役員

井上

雅行

常務執行役員

石川

浩

常務執行役員

富永

由加里

執行役員

小野

龍治

執行役員

久保田

執行役員

紅林

徹也

社会・金融・公共分野のシステムソリューション事業を
株式会社日立製作所に移管

をシンガポールに設立
2015. 4 「日立ソリューションズアジアパシフィック社」
2015.12 米国・インド・東南アジアに拠点を持つIgnify社を買収
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経営戦略統括本部

社長執行役員

2015. 4

■

調達本部

2010.10 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社と
株式会社日立システムアンドサービスが合併し、
商号を
「株式会社日立ソリューションズ」
に変更

日本マイクロソフト株式会社
・Microsoft Dynamics Industry アワード
（2016）

日本オラクル株式会社
・Oracle Excellence Award Specialized Partner of the Year:
Engineered Systems ‒ Japan（2016）

営業統括本部

産業イノベーション事業部

1991. 1 日立ソフトウェアエンジニアリングアメリカ社を米国に設立
（現：日立ソリューションズアメリカ社）

1996.10 ファイル暗号化ソフトウェア
「秘文」
を提供開始

代表者

社会イノベーションシステム事業部

スマートライフソリューション事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番7号
（日立ソリューションズタワーＡ）
TEL：03-5780-2111（代表）

設立年月日

■

Adobe System Software Ireland Ltd.

PTC ジャパン株式会社

ウイングアーク 1st 株式会社

Amazon Web Services, Inc.

Remotium, Inc.

株式会社セールスフォース・ドットコム

Array Networks, Inc.

SAP ジャパン株式会社

トレンドマイクロ株式会社

Aruba Networks, Inc.

SAS Institute Japan 株式会社

日本オラクル株式会社

Cylance Inc.

ServiceNow Nederland B.V.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

執行役員

杉本

昌彦

Google Asia Paciﬁc Pte. Ltd.

Splunk Inc.

株式会社ネオジャパン

執行役員

砂山

和廣

Juniper Networks, Inc.

Zuora Inc.

ノベル株式会社

執行役員

平野

仁一

Microsoft Corporation

アラクサラネットワークス株式会社

マカフィー株式会社

Palo Alto Networks, Inc.

インフォテリア株式会社

レッドハット株式会社

執行役員

森田

英嗣

2016.5

2016.6

Ignify社フィリピン法人を
「日立ソリューションズフィリピン社」
に
商号変更
Ignify社タイ法人を
「日立ソリューションズタイ社」
に商号変更

健二
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