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2010年 6月 1日 
株式会社日立製作所 

 
創業100周年記念「日立 uVALUE コンベンション 2010」を過去最大規模で開催 

 

株式会社日立製作所(執行役社長：中西 宏明／以下、日立)は、創業 100周年記念イベントとして、
7 月 22 日(木)、23 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「日立 uVALUE  
(ユーバリュー)*コンベンション 2010」を開催します。 
今回の「日立 uVALUE コンベンション 2010」では、日立創業 100 周年を記念し、「確かな技術で 
つぎの 100 年へ ～協創で加速する社会とビジネスのイノベーション～」をテーマに、これまでの  
「日立の歩み」と次の100年に向けた｢日立の新たな取り組み｣を、講演やセミナー、展示を通して紹介  
します。本イベントは、1999年から前身の ITコンベンションを含め毎年開催していますが、今回は日立
創業 100周年の記念イベントとして、過去最大規模の来場者数を見込んでいます。 

 
本年、創業100周年を迎える日立は、1910年に日立鉱山付属の電気機械修理工場として発足して
以来、幅広い事業分野と確かな技術力をもとに重要な社会インフラの構築などに携わることで、日本

の発展を支えてきました。そして 2010 年、日立は次の 100 年に向け、情報・通信システム、電力シス
テム、産業・交通・都市開発システムを柱とした社会イノベーション事業への傾注を加速する中、｢真の 

グローバル企業への変容｣｢社会インフラと ITの融合｣｢環境ビジネスの拡大｣の 3点にフォーカスした
新たな取り組みを推進しています。 
 
 基調講演では、本年 4 月に執行役社長に就任した中西 宏明が「日立グループが挑む社会    
イノベーション」と題し、日立グループがグローバルに社会やビジネスのイノベーションを加速させてい

く取り組みを紹介します。また、記念講演では、「新たな 100 年に向けて、人間と世界経済、そして  
日本の使命を考える。」と題し、ノーベル経済学賞受賞者でハーバード大学教授のアマルティア・セン

氏と国際協力機構(JICA)理事長の緒方 貞子氏が講演および対談を行います。さらに特別講演では、
各界の有識者を招いて、「クラウド時代のユビキタスサービス」と「社会インフラの高度化とグローバル

展開」をテーマにパネルディスカッションを行います。 
 
展示会場では、「社会イノベーションで加速する都市のスマート化」をテーマに、ホーム/ライフ、  
ステーションなどのステージ毎に安全・安心・快適・便利なサービスやソリューションを紹介するほか、

それらを支えるスマートグリッド、クラウドコンピューティングなどを展示します。また、創業100周年記念  
展示として、日立の第一号製品である5馬力誘導電動機(5馬力モーター)を展示するなど、技術を通じ
て新たな時代を切り開いてきた日立のモノづくりの歴史を紹介するとともに、次の100年に向けた日立
の研究開発部門の取り組みとして、これからの100年を明るく豊かな社会にするための技術の一端を
紹介します。 

 
セミナー会場では、社会イノベーションやクラウドコンピューティング、環境/グリーンITなど、昨今 
注目されるテーマを、計93件のセミナーやパネルディスカッションで紹介します。 
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さらに、同施設内では、各界の著名人を招き「100年後の未来をめざす技術の使命」をテーマに 
行うシンポジウム「日立技術フォーラム 2010」を同時開催します。 
また、日立は併設イベントである日経ビジネス主催の「イノベーションサミット2010」に協賛して   
います。 
 
* uVALUE(ユーバリュー): 電力、環境・産業・交通、社会・都市など日立が長年にわたって取り組んできた幅広い事業分野で得た経験、  

ノウハウ、先進の IT を融合させ、お客様をはじめとする様々なパートナーの皆様との協創によって、お客様の 
ビジネスの発展に貢献していくという、事業コンセプト。 

 
 

1. 「日立 uVALUE コンベンション 2010」開催概要 
  
 (1) 基調講演 (会場：東京国際フォーラム ホール A) 

日時 内容 

7/22 

(木) 
10:00-11:00 

タイトル：日立グループが挑む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) 日立創業 100周年記念講演 (会場：東京国際フォーラム ホール A) 
日時 内容 

7/23 

(金) 
10:00-12:00 

タイトル：新たな 100 年に向けて、人間と世界経済、そして日本の使命を考え

る。 

講演者：ハーバード大学 教授 アマルティア・セン 氏 

独立行政法人国際協力機構（JICA）理事長 緒方 貞子 氏 

 

 (3) 特別講演 (会場：東京国際フォーラム ホール B7) 
日時 内容 

7/22 

(木) 
13:00-14:40 

タイトル：クラウド時代のユビキタスサービス（パネルディスカッション） 

モデレータ：（株）野村総合研究所 シニア・フェロー 村上 輝康 氏 

パネリスト：日本電信電話（株） 代表取締役副社長 宇治 則孝 氏 

  慶應義塾大学 総合政策学部長 國領 二郎 氏 

  東京大学 先端科学技術研究センター 教授 森川 博之 氏 

  （株）日立製作所 執行役常務 最上 義彦 

7/22 

(木) 
15：30-17:10 

タイトル：社会インフラの高度化とグローバル展開（パネルディスカッション） 

モデレータ：（株）三菱総合研究所 参与 平石 和昭 氏 

パネリスト：帝京大学 経済学部 教授 髙島 正之 氏 

  経済産業省 経済産業政策局長 松永 和夫 氏 

  住友商事（株） 理事 資源・化学品事業部門長付 山崎 亜也 氏

  （株）日立製作所 執行役常務 齊藤 裕 
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 (4) セミナー概要 (計 93件) 
テーマ 内容 

社会イノベーション 

社会イノベーションに向けた電力、鉄道、水、再生可能エネルギーなどの社

会インフラ分野における情報システムと制御システムの高度な連携事例を中

心とした講演と有識者によるパネルディスカッションや講演を行います。 

クラウドコンピューティング 

ＩＴインフラの導入、運用にかかる費用をクラウドで最適化し、セキュリティや

信頼性の面からも安心して利用できるクラウドソリューションについて紹介し

ます。 

ネットワークソリューション 
クラウドコンピューティングを支えるネットワーク分野のサービス・ソリューショ

ン提供を通じて、ＩＴ環境の構築や活用を促進する取り組みを紹介します。 

システムソリューション 
時代の変化へ企業が迅速に対応するための企業情報システムの構築を支

援する日立のシステムソリューションについて事例を交えて紹介します。 

セキュリティソリューション 
従来の情報漏えいや内部統制といった課題に加え、新たな課題に対する技

術や取り組み、ならびにセキュリティ技術の最新動向を紹介します。 

ＩＴプラットフォーム 

ソリューション 

多様なデータを安全に保管するストレージソリューション、ＩＴリソースを効率よ

く柔軟に使いこなすための仮想化ソリューションを中心に、プラットフォーム技

術やソリューションについて紹介します。 

環境／グリーン IT 

ＩＴと社会インフラの融合が産む新たな時代にあった環境ソリューションの実

例、さらに進歩した IT省電力化計画Harmonious Green プランやデータセンタ

省電力化プロジェクト CoolCenter50 の成果など、最新の環境／グリーンＩＴへ

の取り組みを紹介します。 

 
 (5) 展示概要  

テーマ 内容 

社会イノベーションで加速

する都市のスマート化 

高信頼、高性能なITと様々な技術を融合した日立グループの社会イノベーシ

ョン事業。お客さまとの協創による高効率で、より環境負荷の低い社会インフ

ラシステムで構築された都市のスマート化へ向けた日立グループの取り組み

を紹介します。 

日立グループ 100 年の歩

み 

「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という企業理念のも

と、信頼されるモノづくりに努めて100年。明治から大正、昭和、平成へと移り

変わる中、常に技術を通じて新たな時代を切り開いてきた軌跡を辿り、そこに

息づく日立のモノづくりの歴史を紹介します。 

次の 100 年に向けた日立

R&Dの取り組み 

環境との調和や、安全・安心、快適な暮らしを支える社会インフラシステムを

めざして、日立グループでは常に長期的な視野で研究開発に取り組んでい

ます。 

この展示では、これからの 100 年を明るく豊かな社会にするための技術の一

端を、「環境・エネルギー」「生活」「健康・医療」「情報」の分野毎に紹介しま

す。 

 
2.併催イベント「技術フォーラム」開催概要 
テーマ：100年後の未来をめざす技術の使命 
主催：日立製作所 研究開発本部、日立返仁会、日立評論  
 (1) 対談(会場：東京国際フォーラム ホール B7) 

日時 内容 

7/23 

(金) 
12:30-13:35 

タイトル：科学・技術に求められるもの－時代の分水嶺としての 2010 年 

講演者：独立行政法人産業技術総合研究所 最高顧問 吉川 弘之 氏 

(株)日立製作所 フェロー 小泉 英明 
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 (2) 鼎談(会場：東京国際フォーラム ホール B7) 
日時 内容 

7/23 

(金) 
13:50-15:00 

タイトル：100 年後の夢を語る、未来をつくる 

講演者：作家 瀬名 秀明 氏 

      東北大学大学院 医学系研究科 教授 大隅 典子 氏 

博物学者 荒俣 宏 氏 

 
 (3) 講演(会場：東京国際フォーラム ホール B7) 

日時 内容 

7/23 

(金) 
15:15-16:15 

タイトル：クリエイティブクラスの世紀、そしてその後 

講演者：トロント大学 マーティン・プロスペリティ研究所 所長  

リチャード・フロリダ 氏 

 
 (4) パネルディスカッション(会場：東京国際フォーラム ホール B7) 

日時 内容 

7/23 

(金) 
16:30-18:00 

タイトル：100 年後の「夢」を実現する技術、今後 100年の展望 

モデレータ：多摩大学大学院 経営情報学研究科 教授 紺野 登 氏 

パネリスト：ＭＩＴ Media Lab 副所長、教授 石井 裕 氏 

  青山学院大学 理工学部化学・生命科学科 教授 福岡 伸一 氏 

  東京大学大学院 工学系研究科 教授 堀井 秀之 氏 

  （株）日立製作所 基礎研究所 主管研究長 矢野 和男 

 
3. 併設イベント開催概要 
日経ビジネス主催「イノベーションサミット 2010」 （会場：東京国際フォーラム ホール A） 

日時 内容 講演者 

7/22 

（木） 

13:00-14:00 リーダーは多様性の中でこそ育つ 
スタンフォード大学 学長 

ジョン・L・ヘネシー 氏 

16:00-17:00 「無理・ムラ・無駄」とゆとりについて
東京大学 先端科学技術研究センター 教授

西成 活裕 氏 

7/23 

(金) 

13:00-14:00 危機における経営者の役割 
新日本製鐵（株） 代表取締役会長 

三村 明夫氏 

16:00-17:00 いま日本は何をなすべきなのか 
東京大学 大学院経済学研究科 教授 

伊藤 元重 氏 

 
※講演内容、セミナー内容、展示内容などは予告なしに変更する可能性があります。 
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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「日立 uVALUE コンベンション 2010」  
オフィシャルサイトからお申し込みください。 
[6月 15日(火) 10：00から事前登録受付を開始します。] 
 

■「日立 uVALUE コンベンション 2010」オフィシャルサイト 

http://hitachi-uvcon.com 
 

■お問い合わせ先 

「日立 uVALUE コンベンション 2010」 レジストレーションデスク 
TEL：03-5471-4120 (受付時間 10：00-12：00、13：00-18：00  土曜、日曜、祝日を除く) 
FAX：03-5471-3796 
E-mail：info@hitachi-uvcon.com 
 

 
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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