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Hitachi Telecommunication 2030 

- 2030 年の通信の将来像と日立 - 

 

１．はじめに 

2030 年。日本や世界では、様々な場所を自動運転モビリティーが走り、ドローンが人に代わって荷物

を配送し、今以上に再生可能エネルギーの利活用が進むなど、もっと安全で、便利で、持続可能な社

会の到来が予想されています。 

社会が大きく変わってゆく中で、社会インフラ基盤としての「通信」も、「さまざまなモノ・人・ビ

ジネスをつなぐ」ことで、新しい価値を創出する役割へと進化していくと考えられます。 

日立は、来る 2030 年の世の中における「通信の将来」と、私達が通信事業に携わるお客さまにどの

ようなサービス・価値をご提供できるかを考え、「2030 年の通信の将来像と日立」を策定しました。 

 

 

２．2030 年の通信の将来像と日立 

2030 年の日本には、どんな生活が待っているのでしょうか。たとえば、一般・高速道路では完全自動

走行の実用化が想定され、ドローンを使った全国各地への荷物配送や、私達の生活を支える再生可能

エネルギーのさらなる活用についても、さまざまな検討が進んでいます。 

このように 2030 年という将来の日本を見据えた時、私達は「将来の通信に求められる役割」は単に

「データを届ける」だけでなく、「多種多様な事業・テクノロジーと融合して”モノ・人・ビジネスの

つながり”を生み出し、新たな価値を創出する」ことだと考えています。 

「通信の将来像」は、上記の役割を基本コンセプトとして、通信と、４つの分野「移動する」・「生

み出す、手に入れる」・「暮らす」・「健康を維持する、生涯活躍する」*1に関係する社会課題との掛

け合わせを発想の出発点としています。また、発想の具体化に際しては、多くの有識者とディスカッ

ションを行い、専門家の知見を踏まえたアイディアも取り入れました。 

こうしたアプローチを経て策定した「2030 年の通信の将来像と日立」は、テレマティクス・サービ

ス、エネルギー、物流、観光、警備に関するものなど、さまざまな事業・テクノロジーを横断的に結

ぶアイディアと、数多くの可能性を秘めています。 

日立は今までも、そしてこれからも、先進的なソリューションの創出・提供を通じて、通信事業に携

わる全てのお客さまと共に、便利で住みやすい社会を支える通信の将来を創造し続けてまいります。 

 

                                                   

*1 出典：「新産業構造ビジョン」(経済産業省)  http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530007/20170530007.html 

http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530007/20170530007.html
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３．「2030 年の通信の将来像と日立」概要 

(1) 通信 ×「物流」 

ドローンが遠隔地や地方へ荷物を配送し、都市部

では異業種の配送リソースも活用した柔軟かつ

効率的な配送サービスが実用化された社会。 

ドローンの安全・安心な運航と、配送サービスに

関する需要と供給をマッチングさせる仕組みが

実用化されている。 

 

図 1 通信 ×「物流」 

 

 

(2) 通信 ×「テレマティクス」 

通信機器があらゆるモノに搭載され、位置情報と

個人の趣味・嗜好にあわせた情報やサービスがタ

イムリーに入手・活用できる社会。 

「モノ」と「人」のデータを最大限活用し、最

適なサービスを創出・提供するための仕組み

が、実用化されている。 

 

図 2 通信 ×「テレマティクス」 

 

 

 

 

(3) 通信 ×「モノづくり」 

3D プリンターが身近な存在となり、手軽なモノ

から航空部品・自動車部品などの精密機械まで幅

広く作り出すことができるようになった社会。 

3D プリンターを利活用するビジネスモデルと、

3D データをセキュアに保管するための仕組みが、

実用化されている。 

 

図 3 通信 ×「モノづくり」 

 

 

(4) 通信 ×「エネルギー」 

再生可能エネルギーの利活用と蓄電技術の発展

が進み、個人が再生可能エネルギーを「創る・蓄

める・売る・買う」ことが現実となった社会。 

個人が発電したエネルギー由来をトレース・認証

すると共に、安心・安全にエネルギー取引を行う

ための仕組みが、実用化されている。 

 

図 4 通信 ×「エネルギー」 
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(5) 通信 ×「ヘルスケア」 

自分のカラダのデータをウェアラブル端末やセ

ンサーで手軽に記録し、自分自身で管理すること

があたりまえとなった社会。 

誰もが、自分自身に最適な健康サービスと、幸せ

な老後を過ごすための社会インフラ基盤として、

安全・安心して個人の健康データを利活用できる

マーケットが、実用化されている。 

 

図 5 通信 ×「ヘルスケア」 

 

 

(6) 通信 ×「観光」 

年齢・性別・国籍・文化・価値観の全く異なる人々

が、世界中を飛びまわり、国境・言葉の壁を越え

てストレスなく現地での生活を楽しむことがで

きる社会。 

各個人の趣味・嗜好にマッチした旅行プランと、

現地での生活を 120%楽しむための仕組みが、

実用化されている。 

 

 

図 6 通信 ×「観光」 

(7) 通信 ×「ライフライン」 

多種多様な個人のライフスタイルに合わせた電

力・ガス・通信の利用プランが充実し、それらを

活用した低コスト・クリーンな毎日を送ることが

できる社会。 

電力小売事業者と消費者のコンタクトポイント

として、最適なライフラインの利用プラン提案と

決済を行うための仕組みが、実用化されている。 

 

図 7 通信 ×「ライフライン」 

 

 

(8) 通信 ×「セキュリティ」 

リアルタイムでの高精細映像の収集・分析により、

犯罪や自然災害、テロなど国民に降りかかるさま

ざまな危険を未然に防ぐことができるようにな

った社会。 

警備サービスの高度化を実現する監視カメラ、映

像解析サービス、通信ネットワークだけでなく、

収集した映像・画像データを共有する仕組みが、

実用化されている。 

 

図 8 通信 ×「セキュリティ」
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図 9 2030 年の通信の将来像と日立 

 

 

 

４．日立がご提供する価値 

日立は、高信頼・高品質な製品や社会インフラシステムを生み出す「モノづくり技術」および「制

御・運用技術」に関する長年の実績と、膨大な量のデータから新たな価値・ソリューションを生み出

す協創基盤「Lumada」、そして数多くの業種のお客様やパートナー様とのつながりを生み出すこと

で、便利で住みやすい社会を支える「通信の将来」実現に貢献いたします。 
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図 10 日立がご提供する価値 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、2018年2月現在、株式会社 日立製作所 社会システム事業部と通信ネットワーク事業部においてまと

めたものです。記載の内容は、予告なく変更することがあります。 

お問い合わせ先 

株式会社 日立製作所 社会システム事業部 

 通信ネットワーク事業部 

http://www.hitachi.co.jp/society-inq/ 

  ※お問い合わせ件名：「テレコム分野」を選択ください 

他業種

移動する 生み出す・手に入れる 健康を維持する 暮らす

物流 テレマティクス モノづくり エネルギー ヘルスケア 観光 ライフライン セキュリティ

オープンデータ

交通、天候、SNS情報など

Data

IoT Platform

人工知能 アナリティクス セキュリティ 分散処理

Solution Core

予兆診断 テレマティクス
サプライチェーン

最適化
生産計画
最適化

電力・エネ

産業・流通

金融

…
…

電気・ガス、
クルマ、物流、
公共の情報など

顧客情報、
位置情報など

会社・業種の枠を越えた価値・ソリューション

http://www.hitachi.co.jp/society-inq/

