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2020 年 11 月 25 日 
株式会社日立製作所 

 
ニューノーマル時代の新たな働き方の確立に向け、多様な日立グループ３０万

人が取り組むさまざまな抜本的改革のノウハウ・技術を体系化し販売開始 

業務内容や働き方にあわせたペルソナ別のサブスクリプション型メニューにより、 

多様なニーズに応え、従業員一人ひとりのデジタルシフトと生産性向上を支援 

 

株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭／以下、日立)は、15 年以上にわたりグル

ープ横断で取り組んできた働き方改革と経営効率を改善する人財・アセットマネジメント改革、それを

支える IT 戦略のノウハウや技術をもとに、ニューノーマルな働き方を支援するサービス(以下、本サ

ービス)を体系化し、2021 年 1 月から順次販売を開始します。本サービスは、場所を選ばず快適に

仕事ができる IT 環境を提供する「ワークスペース」、従業員の生産性を最大化する人財マネジメント

を推進する「プロダクティビティ」、そして、データ活用によりオフィス空間を再設計して価値最大化を

提案する「ワークプレイス」の 3 つのカテゴリーで構成され、順次拡充しながら提供していきます。これ

らの 3 つのカテゴリーをバランスよく組み合わせ、人事・総務、開発・SE、営業などの部門や働き方

に応じたペルソナ別のサブスクリプション型メニューとして提供することで、従業員一人ひとりのデジ

タルシフトと生産性向上を支援し、人を中心とするニューノーマル(新常態)時代にあった持続可能な

新たな働き方の確立に貢献します。 
 

現在、新型コロナウィルス感染拡大対策のため、在宅勤務やテレワークの導入が急速に拡大し、

従業員の働き方やライフスタイルが大きく変化しています。多くの企業では、場所にとらわれず柔軟

に働くためのクライアント環境、コラボレーションツール・オンライン会議などの IT 環境の整備だけで

なく、従業員のメンタルケアや、業務プロセスの見直し、安全で快適なオフィス空間づくりなど多方面

での課題を抱えています。 
日立でも、同様の課題に直面し、以下の通り、さまざまな対応を進めてきました。 

・IT 環境 

4 月の政府による緊急事態宣言の発出以降、早期に約 7 割の在宅勤務率を実現*1 しましたが、リ

モート接続の急増によるネットワークの不安定化やオンライン会議でのトラブルなど従業員の声を受
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けて、ネットワーク増強や既存システムの改善などを行っており、多様な日立グループ 30 万人が職

種やライフスタイルに応じて利用できるテレワーク環境の実現に向けて、抜本的刷新を推進していま

す。 
・オフィス空間 

東京都品川区に所在する日立の国内事業所(大森ベルポート B 館)において、従業員の要望や

オフィスにおける行動データなどを分析しながらオフィスの在り方を再検討し、コミュニケーションスペ

ースの拡充やオンライン会議用の防音個人ブース設置など、2020 年 9 月にリニューアルを実施しま

した。2020 年 10 月から、従業員用のスマートフォンやビーコンの位置情報を活用し、オフィス活用

状況の可視化や職場で新型コロナウィルス感染が発覚した場合の濃厚接触者の追跡・検知を行う

PoC を実施しています。 
・人財マネジメント 

サーベイによる従業員の生産性の意識の見える化や勤怠データなどと掛け合わせた分析、分析

結果に基づく 1on1 ミーティングの実施など従業員一人ひとりに寄り添ったさまざまな意識向上施策

により、従業員エンゲージメントや生産性の向上を図っています。 
*1 2020 年 5 月 26 日ニュースリリース「在宅勤務を変革のドライバーとする働き方改革を推進 

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/05/0526.html 
 

 今回、日立自身が取り組んできたさまざまな働き方改革のノウハウや技術をもとに、「ワークスペー

ス」、「ワークプレイス」、「プロダクティビティ」の 3 つのカテゴリーに体系化し、従業員の職種やライフ

スタイルなどペルソナに応じて選択可能なサブスクリプション型のサービスとして提供します。 
 
1．ワークスペース：自宅やオフィスなど場所に依存せずストレスなく快適に働ける IT 環境を提供 

リモート環境でも安心・安全に利用できるクライアント環境として「セキュリティ PC2.0 サービス」と、

リモートでの円滑なチーム活動を支援する「Microsoft TeamsⓇ活用シナリオ作成支援サービス／

Microsoft TeamsⓇ向けアプリケーション活用サービス」を提供します。「セキュリティ PC2.0」は、シン

クライアントの安全性とファットクライアントの利便性を両立するニューノーマル対応の端末です。この

新端末を中心として、認証や許可を受けたユーザーのみをアクセス可能とするゼロトラスト・セキュリ

ティへの対応、必要なデバイス調達から廃棄まで一括サポートする「LCM(Life Cycle 
Management)サービス」を組み合わせた「セキュリティ PC2.0 サービス」をペルソナ別に提供します。

例えば、オフィスワーカーやセールスワーカー向けには標準セット、オフィスワーカーのうち人事・総

務や経理など機密レベルの高い情報を扱う部門向けには「オンプレミス型 VDI サービス」、開発・SE
などプロジェクトワーカー向けには早期に利用を開始できる「クラウド型 VDI サービス」を提供します。 
 

2．ワークプレイス：データ活用によりオフィス空間の再設計と価値の最大化を提案 

従業員の勤務場所やオフィスの活用状況と、社内での新型コロナウィルス感染者との接触有無を

スマートフォンの位置情報などをもとに適切に把握することで、従業員の安全を重視したオフィス空

間の管理を支援する「勤務場所・濃厚接触管理サービス」を提供予定です。 
また、株式会社日立ソリューションズが提供する「仮想オフィス Walkabout Workplace」*2 などを

組み合わせることで、何気ない日常の挨拶や雑談など従業員間のコミュニケーションを活性化し、オ

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/05/0526.html
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フィスとバーチャルオフィスの双方を生かした働く場所の再設計を支援していく予定です。また、日立

も参加する一般社団法人企業間情報連携推進コンソーシアム「NEXCHAIN(ネクスチェーン)」*3 の

活動の中で、ニューノーマル時代の生活スタイルや働き方改革を推進する企業・団体と連携しながら、

今後、企業の地方分散、移転など、新たな都市部のオフィス機能のあり方や地方創生を支えるサー

ビスの検討、提供を行っていきます。 
*2 仮想オフィスで気軽かつ密なコミュニケーションを実現するサービス 

https://www.hitachi-solutions.co.jp/wsi/sp/walkabout.html 
*3 2020 年 6 月に設立された業界の垣根を越えた企業間のデータ連携を推進するコンソーシアム 

https://www.nexchain.or.jp/service/nexchain/ 
 

3．プロダクティビティ：従業員の生産性を最大化 

従業員一人ひとりに寄り添い、従業員と組織のパフォーマンスを最大化させるため、「1on1 PoC
向け日立人財データ分析ソリューション」と「商談先レコメンドサービス(AI 活用)」を提供します。「日

立人財データ分析ソリューション」は、生産性サーベイや配置配属サーベイの実施とともに、勤怠デ

ータなどと掛け合わせた分析により、従業員の意識を見える化します。今回、サーベイや分析の結果

を活用した 1on1 ミーティング普及を支援するサポートプログラムを追加することで、在宅勤務など環

境変化への不安や、組織や業務へのモチベーションなどの状況の把握を支援し、意識の向上や生

産性を最大化する施策検討に貢献します。また、セールスワーカー向けの「商談先レコメンドサービ

ス(AI 活用)」では、蓄積されたさまざまな営業活動の情報を AI で分析し、過去の傾向から商談先企

業や提案内容についてレコメンドを提供します。 
 
  日立は、今後も、「人を中心とした働き方改革」をめざし、ハンコレス・ペーパーレスによる業務のデ

ジタル化や、ハピネスプラネット*4 との連携による組織の活性化、安全安心で快適なワークプレイスの

最適化を実現するさまざまなサービスを拡充し、お客さまの働き方改革の取り組みをより一層支援し

ていきます。また、「Lumada アライアンスプログラム」*5 のもとで、働き方改革に取り組む多様なパー

トナーと相互に連携し、本プログラムの協創の基盤である「Lumada Solution Hub」も活用しながら

新たなソリューションの開発や早期検証から本番環境へのスムーズな移行を促進することで、オープ

ンイノベーションによる課題解決を推進していきます。 
  
なお、本内容は、2020 年 12 月 8 日(火)よりオンライン形式で開催される「日立テレワークセミナ 

ー」においても、ご紹介します。 
*4 2020 年 6 月 29 日ニュースリリース「幸せの見える化技術で新たな産業創生をめざす「出島」としての新会社を設立」

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/06/0629.html 
*5 2020 年 11 月 4 日ニュースリリース「社会価値、環境価値、経済価値および QoL の向上に向けたオープンイノベーションを加速する

パートナー制度「Lumada アライアンスプログラム」をグローバルで開始

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/11/1104.html 

 

https://www.hitachi-solutions.co.jp/wsi/sp/walkabout.html
https://www.nexchain.or.jp/service/nexchain/
https://clicktime.symantec.com/3LdH1cdZVnc4EG6xBWMkcg27Vc?u=https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/06/0629.html
https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/11/1104.html
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■「ニューノーマルな働き方を支援するサービス」の概要図 

 

 
■サービスの価格および提供開始時期 

名称 概要 価格(税別) 提供開始時期 

オフィスワーカー向けメニュー 個別見積*6 2021 年 1 月 

から順次  ワーク 

スペース 

セキュリティ PC2.0 

サービス 

セキュリティ PC 2.0 と LCM サービス

をセットにした標準メニューに加えて、

VDI オプションを提供 

Microsoft TeamsⓇ活用

シナリオ作成支援サービ

ス／Microsoft TeamsⓇ

向けアプリケーション活

用サービス 

Teams および Teams 上のアプリケー

ションによる非対面コミュケーションの

活性化や生産性向上を支援（1on1 

記録管理や実施状況の可視化・分析

など） 

 プロダク 

ティビティ 

1on1 PoC 向け 

日立人財データ分析 

ソリューション 

従業員一人ひとりの生産性意識を 

見える化やサポートプログラムに  

より、1on1 の導入・定着を支援 

タレントマネジメント 

データインポート支援 

さまざまなシステムに分散するタレン

トマネジメントに必要なデータの加工・

整理を RPA で自動化 

ワーク 

プレイス 

勤務場所・濃厚接触  

管理サービス 

スマホやビーコンによる勤務場所の

管理やウィルス感染者の濃厚接触者

の検出が可能 

2021 年 6 月 

(計画中) 

セールスワーカー向けメニュー 2021 年 1 月 

から順次  ワーク 

スペース 

セキュリティ PC2.0 

サービス 

セキュリティ PC 2.0 と LCM サービス

をセットにした標準メニューに加えて、

EMM*7 や Web 会議ツールをオプショ

ン提供 
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Microsoft TeamsⓇ活用

シナリオ作成支援サービ

ス／Microsoft TeamsⓇ

向けアプリケーション活

用サービス 

Teams および Teams 上のアプリケー

ションによる非対面コミュケーションの

活性化や生産性向上を支援（案件管

理や提案ナレッジの共有など） 

プロダク 

ティビティ 

 

1on1 PoC 向け 

日立人財データ 

分析ソリューション 

従業員一人ひとりの生産性意識を 

見える化やサポートプログラムに  

より、1on1 の導入・定着を支援 

商談先レコメンド 

サービス(AI 活用) 

蓄積されたさまざまな営業活動の  

データを組み合わせて AI 分析し、 

成約率の高い企業名をレコメンド 

プロジェクトワーカー向けメニュー 

 

 

 

 

 

ワーク 

スペース 

セキュリティ PC2.0 

サービス 

セキュリティ PC 2.0 と LCM サービス

をセットにした標準メニューに加えて、

クラウド VDI オプションを提供 

Microsoft TeamsⓇ活用

シナリオ作成支援サービ

ス／Microsoft TeamsⓇ

向けアプリケーション活

用サービス 

チーム内外との非対面業務の横・縦

連携のコミュニケーション加速 

プロダク 

ティビティ 

1on1 PoC 向け日立人財

データ分析ソリューション 

従業員一人ひとりの生産性意識を 

見える化やサポートプログラムに  

より、1on1 の導入・定着を支援 

*6 参考価格例：オフィスワーカー向け標準セット[セキュリティ PC2.0 サービス標準メニュー／Microsoft TeamsⓇ向けアプリケーショ

ン活用サービス/1on1 PoC 向け日立人財データ分析ソリューション](100 名)：500 万円/年～ 
*7 EMM：Enterprise Mobility Management 

 
■日立テレワークセミナーでの紹介について 

2020 年 12 月 8 日(火)〜2021 年 3 月 31 日(水)に開催するオンラインセミナー「日立テレワーク

セミナー 私たちが取り組む新しい時代の働き方 ～多様な従業員一人ひとりに伴走するデジタル

活用と人財の生産性向上～」において、ご紹介します。 
https://csc.hitachi.co.jp/telework_webinar.html 
 
■関連するウェブサイト 

ニューノーマルな働き方を支援するサービス 
https://www.hitachi.co.jp/products/it/ws_sol/picup/telework/#newnormal 
 
■商標 
·Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま

https://csc.hitachi.co.jp/telework_webinar.html?nr=1125
https://www.hitachi.co.jp/products/it/ws_sol/picup/telework/#newnormal
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たは商標です。 
 
■日立製作所について 

日立は、IT(Information Technology)、OT(Operational Technology)およびプロダクトを組み

合わせた社会イノベーション事業に注力しています。2019 年度の連結売上収益は 8 兆 7,672 億円、

2020 年 3 月末時点の連結従業員数は約 301,000 人でした。日立は、モビリティ、ライフ、インダスト

リー、エネルギー、IT の 5 分野で Lumada を活用したデジタルソリューションを提供することにより、

お客さまの社会価値、環境価値、経済価値の 3 つの価値向上に貢献します。 
詳しくは、日立のウェブサイト(https://www.hitachi.co.jp/)をご覧ください。 

 
■お問い合わせ先 

株式会社日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部 アプリケーションクラウドサービス事業部 
https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/ 
 

 
以上 

https://www.hitachi.co.jp/
https://www.hitachi.co.jp/it-pf/inq/NR/


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