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2012年 6月 5日 

株式会社日立製作所 

 

 

Hitachi Innovation Forum 2012 を開催 

「情報活用が加速する社会イノベーション」をテーマに、 

社会イノベーションの実現に向けたビジョンや取り組みを紹介 

 

 

株式会社日立製作所(執行役社長：中西 宏明／以下、日立)は、来る7月19日(木)、20日(金)の両日、

東京国際フォーラム(東京都千代田区)において、Hitachi Innovation Forum (日立イノベーションフォ

ーラム) 2012を開催します。 

本イベントでは、「情報活用が加速する社会イノベーション」をテーマとして、社会イノベーションの実現

に向けたビジョンや取り組み・提案を、基調講演や特別講演、セミナー、そして展示を通じてわかりやすく

紹介します。 

 

現在、IT(情報技術)は、社会やビジネスを支えるインフラとして定着しており、そのあり方は「所有」から

「利用」へとサービス化が進展しています。こうした中で、今後 ITを「どう活用していくか」が新たなイノベ

ーションに向けた重要なポイントとなるなど、ITを取り巻く環境は大きく変化しています。 

日立は、より安全・安心で快適な社会の実現をめざして、長年培ってきたインフラ技術と高度な ITを組

み合わせた社会イノベーション事業に注力している中、今回から、本イベントの名称を、Hitachi 

Innovation Forumとして、装いを新たにしました。 

 

基調講演では、執行役社長の中西 宏明から、社会インフラの構築・運用、高度化が、より豊かな社会

への変革をもたらすと捉え、日本のインフラを支えてきた100年の実績と ITをはじめとする先端的な技術

でその変革を加速していくために、国内外のさまざまな取り組みを交え、日立グループの考える社会イノ

ベーションについて紹介します。 

また、特別講演では、執行役専務(情報・通信システム社 社長)の岩田 眞二郎が、インフラのスマート

化や情報活用など、ITを使いこなす技術を進化させながら、人、企業、社会の夢を実現する社会イノベ

ーションへの取り組みを、新事業コンセプト Human Dreams. Make IT Real. とあわせて紹介します。 

さらに、今回、寺島 実郎氏(一般財団法人日本総合研究所 理事長)やマイケル・E・ポーター氏(ハー

バード大学教授)*、佐藤 可士和氏(アートディレクター/クリエイティブディレクター)、原田 泳幸氏(日本

マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO)、そして五木 寛之氏(作

家)といった国内外を問わずグローバルに活躍される、さまざまな分野の第一人者、有識者、経営トップの

講演も行います。 

加えて、ビッグデータ―その可能性と課題、スマートシティの実現について、そして、歴史から未来を探

る「世界の潮流と日本の近現代」－時代を変えたイノベーションの変遷、と題したシンポジウムやパネルデ

ィスカッションなどを通じ、グローバル視点での提言や取り組み、そしてイノベーションのヒントを紹介しま

す。 
* 本講演は、日立ビデオ会議システム「Wooolive」を活用したボストンからのライブ中継を予定しております 
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展示会場では、高信頼なクラウドで実現するスマートな社会とビジネス、ビッグデータの利活用がもたら

す新たな価値、さらにはＩＴによる社会インフラの高度化、「人と地球のちょうどいい関係」をめざしたスマ

ートシティ実現に向けた取り組みなど、日立グループの最新の事例やビジネスソリューション、そしてそれ

らを支える最先端の ITプラットフォームなどを紹介します。 

そのほかにも、「持続可能な社会の実現をめざして」と題した地球環境の課題解決に向けた日立グル

ープの取り組みなどをご紹介します。 

そして、セミナー会場では、社会イノベーション、スマートシティ、システムソリューション、クラウドコンピ

ューティング、ビッグデータ/プラットフォームソリューションの各カテゴリー、総計108ものセミナーにより、

情報の利活用でビジネスと社会のイノベーションを加速する多彩なソリューションをご紹介します。 
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■開催概要（講演、パネルディスカッション） 

 (1) 基調講演Ⅰ (会場：東京国際フォーラム ホールA) 

日時 内容 

7/19 

(木) 
10:00-11:00 

タイトル：日立グループが実現する社会イノベーション 

講演者：(株)日立製作所 執行役社長  中西 宏明 

 

 (2) 基調講演Ⅱ (会場：東京国際フォーラム ホールA) 

日時 内容 

7/19 

(木) 
11:30-12:30 

タイトル：世界の構造転換と日本――３．１１の衝撃を超えて 

講演者：一般財団法人日本総合研究所 理事長 

多摩大学 学長 

(株)三井物産戦略研究所 会長  寺島 実郎 氏 

 

 (3) 基調講演Ⅲ (会場：東京国際フォーラム ホールA) 

日時 内容 

7/20 

(金) 
10:00-11:30 

タイトル：Creating Shared Value (仮) 

講演者：ハーバード大学 教授  マイケル・Ｅ・ポーター 氏 

本講演はボストンからの日立ビデオ会議システム「Wooolive」によるライブ中継を予定しております。[同時通訳] 

 

 (4) 特別講演Ⅰ (会場：東京国際フォーラム ホールB7) 

    情報活用が生み出す、ビジネスや社会のイノベーション 

日時 内容 

7/19 

(木) 

13:00-13:40 

＜講演＞ 

タイトル：ITが拓く、人々の夢と社会のイノベーション 

講演者：(株)日立製作所 執行役専務  岩田 眞二郎 

14:00-15:30 

＜パネルディスカッションⅠ＞ 

タイトル：ビッグデータ――その可能性と課題 

モデレータ：(株)日立コンサルティング 代表取締役 取締役社長  芦邉 洋司 

パネリスト：経済産業省 商務情報政策局 情報政策課長  三又 裕生 氏 

(株)博報堂 執行役員 

エンゲージメントビジネスユニット長  三神 正樹 氏 

(株)日立製作所 執行役常務  渡部 眞也 

16：00-17:30 

＜パネルディスカッションⅡ＞ 

タイトル：スマートシティの実現に向けて 

モデレータ：(株）日立製作所 情報・通信システム社 上席研究員  梶浦 敏範 

パネリスト：独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

副理事長  羽藤 秀雄 氏 

筑波大学大学院 システム情報系社会工学域 

教授、学長補佐  石田 東生 氏 

大和ハウス工業(株) 代表取締役 専務執行役員 

技術本部長  西村 達志 氏 

(株)日立製作所 執行役専務  齊藤 裕 
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 (5) 特別講演Ⅱ (会場：東京国際フォーラム ホールB7) 

    歴史から未来から探る「世界の潮流と日本の近現代」  

    ――時代を変えたイノベーションの変遷 1866-2025 

日時 内容 

7/20 

(金) 

10:00-10:40 

＜オープニングセッション・講演＞ 

タイトル：環境文明の幕開け――人類文明史の展開 

講演者：国際比較文明学会 名誉会長 

      東京大学 名誉教授  伊東 俊太郎 氏 

10:40-12:00 

＜セッション 1＞ 

タイトル：1866-1905/1906-1945 工業社会の到来と科学・技術の世紀 

      ――開国から敗戦へ 

モデレータ：元日本銀行副総裁 

元日立総合計画研究所 取締役社長  藤原 作弥 氏 

パネリスト：東洋英和女学院大学 学長  村上 陽一郎 氏 

東京大学 名誉教授  坂野 潤治 氏 

国際公共政策研究センター 理事長  田中 直毅 氏 

13:00-14:00 

＜スペシャルセッション・講演＞ 

タイトル：日本人の忘れもの 

講演者：作家  五木 寛之 氏 

14:30-15:45 

＜セッション 2＞ 

タイトル：1946-1985 技術革新の時代――復興から経済大国へ 

モデレータ：元日本銀行副総裁 

元日立総合計画研究所 取締役社長  藤原 作弥 氏 

パネリスト：詩人・作家  辻井 喬 氏 

経済学者  野口 悠紀雄 氏 

作家  荒俣 宏 氏 

16:00-17:15 

＜セッション 3＞ 

タイトル：1986-2025 ITで変貌する知識社会――グローバリゼーションの未来へ 

パネリスト：東京大学大学院 教授  西垣 通 氏 

首都大学東京 教授  宮台 真司 氏 

埼玉大学大学院 客員教授、内閣府官房審議官  水野 和夫 氏 

京都造形芸術大学 教授  竹村 真一 氏 

(株)日立製作所 執行役常務  西野 壽一 

 

 (6) 講演Ⅰ (会場：東京国際フォーラム ホールA) 

日時 内容 

7/19 

(木) 
14:00-15:30 

タイトル：グローバルブランド戦略 

講演者：アートディレクター/クリエイティブディレクター  佐藤 可士和 氏 

 

 (7) 講演Ⅱ (会場：東京国際フォーラム ホールA) 

日時 内容 

7/20 

(金) 
13:00-14:00 

タイトル：マクドナルドの経営改革(仮) 

講演者：日本マクドナルドホールディングス(株) 

代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO  原田 泳幸 氏 
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■入場に際しての事前登録について 

会場への入場は、事前登録制(無料)となっています。登録はHitachi Innovation Forum 2012オフィ

シャルサイトからお申し込みください。(6月 12日(火) 10:00から事前登録受付を開始します。) 

なお、Hitachi Innovation Forum 2012に関する情報は、Hitachi Innovation Forum 2012オフィ

シャルサイトに加え、今回、インターネットのミニブログサービスである「Twitter」でも提供します。 

 

■Hitachi Innovation Forum 2012オフィシャルサイト 

http://iforum.hitachi.co.jp/ 

 

■Hitachi Innovation Forum 2012 Twitterアカウント 

  https://twitter.com/#!/hitachi_iforum 

 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社日立製作所 日立イノベーションフォーラム 2012 レジストレーションデスク 

TEL：03-5471-4120 (10：00～12：00、13：00～18：00 土、日、祝日を除く) 

FAX：03-5471-3796 

E-mail： iforum@itg.hitachi.co.jp 

 

 

以上 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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