「就社」ではなく
「就職」

ジョブマッチングの 流 れ

どんな仕事をするのかわからないまま入社することは、
とても不安なことだと思います。

学校推薦の場合

多少時間と手間をかけても、
仕事内容を詳しく理解し、
働くイメージを深めながら就職活動を進めていってほしいと日立は考えています。

あなたの希望する事業分野が選べる日立オリジナルの採用方式

自由応募の場合

応募方法

応募方法

●希望順に応募し、最大

Hita c h i J o b Ma t ch i n g
＊本誌では、
理系職種・分野についてご紹介しています。

3 カ所まで応募可能。

●希望順に応募し、最大

マッチング成立後

マッチング成立後

●マッチング成立時点でジョブマッチングは終了。

●マッチング成立時点でジョブマッチングは終了。

6月のジョブマッチング選考へ応募。

3 つの特徴
ジョブマッチング の ■

6月のジョブマッチング選考へ応募。

採用ＨＰよりエントリー

01 事業分野を自分で調べる

採用ＨＰよりエントリー

○〇分野で
仕事がしたい

希望する

ジョブマッチングでは、
皆さんが希望する事業分野で働く社員との面談を通じて、
希望マッチング単位の仕事内容と採用ニーズを相互に確認
（＝マッチング、

書類選考

マッチング単位の決定

いわば「お見合い」のようなもの）
していただきます。
幅広い事業分野のある日立であれば、
皆さんがやりたい仕事がきっと見つかるはずです。

リクルータなどに相談しながら
応募先を選択。

マッチング単位A

不成立

02 内々定と同時に配属先も決定

「書類選考」
は、本エントリーを完了された方から
順次実施。お早めのエントリーを推奨いたします。

3月〜

3月〜

※本誌記載のマッチング単位・分野は2022年3月1日時点のものです。今後の変更につきましては、Hitachi Recruiting My Pageにてお知らせいたします。

2 カ所まで応募可能。

AI・デジタルおよび
研究開発グループは
同時応募可能。
双方マッチした場合、
本人がマッチング先決定

マッチング単位B

マッチング単位B

測機器など、
それぞれ日立製作所にはない独自の事業領域を有しておりますので、皆さんのご希望に合わせ応募ください。なお、選考や採否の決定は

AI・デジタルおよび
研究開発グループは
同時応募可能。
双方マッチした場合、
本人がマッチング先決定

不成立

マッチング単位C

ジョブマッチングでは、
日立製作所に加え、分社化・他社とのアライアンスなどにより設立されたグループ会社9社にも応募が可能です。家電・ATM・計

不成立

03 日立グループ会社の一部も応募が可能

マッチング単位A

不成立

決定されます。10月には正式な配属通知も送付されますので、
残りの学生生活を安心して送ることができます。

希望するマッチング単位の決定

不成立

ジョブマッチングが成立すると、
本社での書類審査が行われ、
内々定となります。内々定と同時にジョブマッチングが成立したマッチング単位への配属が

ジョブマッチング事前インタビュー

各社にて行います。

成立

成立

ジョブ
マッチ ン グ 選考

ジョブ
マッチ ン グ 選考

ジョブマッチング対象範囲
日立製作所

グループ会社

事業分野別に分かれた「ジョブマッチング」を実施
■ AI・デジタル
■ 研究開発グループ

■ 産業・流通IoTソリューション
■ 水環境ソリューション
■ エネルギーソリューション
■ ICTソリューション
■ ディフェンスシステムソリューション
■ 社会インフラコントロールシステム
■ 社会イノベーション事業創生
■ ITデジタル統括本部
■ モノづくり戦略本部
■ 知的財産本部
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■（株）
日立ビルシステム

054
056
060
062
064
066
070
072

■（株）
日立マネジメントパートナー

074

■（株）
日立インダストリアルプロダクツ
■ 日立グローバルライフソリューションズ
（株）
■（株）
日立産機システム
■ 日立チャネルソリューションズ
（株）
■（株）
日立ハイテク
■（株）
日立パワーデバイス
※今年度のジョブマッチングにおける採用はございません。

H it achi Re cruit ing My Pag e
URL：https://www.e2r.jp/ja/hitachi2023/

6月〜

■ ヘルスケアソリューション

■ 日立Astemo
（株）

6月〜

■ 鉄道ソリューション

010
014
018
020
022
026
030
034
040
042
046
048
050
052

書類提出・審査

内々定

書類提出・審査

いずれかのマッチング単位
でもマッチングが成立
しなかった場合

活動終了

内々定

いずれかのマッチング単位
でもマッチングが成立
しなかった場合

活動終了
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事業領域

日立の事 業 領 域は、人々の生 活に関わるあらゆる分 野に広がり、その技 術と製 品は、
さまざまなシーンで利 用されて
います。それらを分 野ごとに俯 瞰で紹 介しているのがこのページです。日立では社 会が直 面するさまざまな課 題を解

BUSINESS DOMAIN

決し、世界中の人々が望む良いこと、すなわち GOOD を実現していくための「 人財 」
を求めています。皆さんにとっ

社 会 を 支 え 、産 業 を 動 か し 、快 適 な 暮 ら し を つ く る

エネルギー

電力
P OW E R SYSTE MS

インダストリー

産 業 ・ 流通
I N DUSTRY & DI STRIBUTION SY STEMS

水
W ATE R SYSTE MS

都市開発
URBAN P LANN I NG & DEV EL OPMENT SY STEMS
モビリティ

鉄道
RAI LW AY SYSTE MS

金融
FI NANCI AL I NFOR MA TION SY STEMS

ＩＴ

公共
GOVERNMENT & PUBLIC CORPORATION INFORMATION SYSTEMS

IT
INFORMATION & TELECOMMUNICATION SYSTEMS

ヘ ル ス ケア
HE ALTHCARE SYSTEMS

家電
HOME AP P LI ANCE S
ライフ

自動車
AUTOMOTI VE SYSTEMS

電子装置
E LE CTRONI C DE VICES
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原子力発電システム、再生可能エネルギー発電システム、受変電や送変電のパワーグリッドシステム、設備の予兆診断や
遠隔監視サービスなど、
「IＴ×OＴ×プロダクト」の強みを活かしたエネルギーソリューションの提供により、
エネルギーの安定
供給や効率的な設備管理、
ＣＯ２排出量の削減、
さらには低炭素・脱炭素社会の実現に貢献します。

て自分の個性と知識を存分に発揮できるマッチング単位を見つけてください。

事業インデックス
電力

産業
・
流通

水

都市
開発

鉄道

金融

公共

IT

ヘルス
ケア

家電

自動車

電子
装置

AI・デジタル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

研究開発グループ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

マッチング単位・会社名
工 場 向けの生 産 管 理システム、省エネソリューション、
フィジカルセキュリティといったソリューションから、プ
ラント設 備 施 工 、
さらには圧 縮 機 、パワーエレクトロニクス製 品 、情 報 制 御コンポーネントといった産 業 用 機
器まで、経営や生産の効率化に寄与するトータルシステムとして提供しています。

浄 水・造 水システム、下 水 処 理システム、産 業 廃 水 処 理システム、排 水 再 利 用システム、ポンプ 設 備 、情
報・制 御システムまで豊 富なラインナップを保 有しており、総 合 的な水ソリューションをグローバルに提 供し
ています。また近年は、運転・保守や事業運営などのサービス事業にも注力しています。
建 物の高 層 化・大 規 模 化が進む中 、今やエレベーター・エスカレーターは都 市 生 活に欠かせないものです。
そこで日立は、超 高 速でありながら安 全・快 適で、省エネに優れた昇 降 機 の 開 発を推し進め、日本やアジ
ア、中 東などグローバルに提 供しています。そして、これまで培った先 進のI Tと都 市サービスインフラを融 合
させ、安 心・快適・便利なまちづくりにいっそう貢献していきます。
都市から都市へ、
人々がより安全で快適に移動できるように。
日立は、
鉄道車両の設計・製造から、
運行管理、
監視制御、
情報サービス、
メンテナンス、
道路や空港の管理・制御に関する先進のソリューションを提供しています。無限に続く線路
はありませんが、
鉄道が広がり進化することで、
まわりの都市も一緒に発展していきます。人と人をつなぎ、
地域の活性化に
貢献するために、
日立は高度なITを活用して世界トップレベルの車両・鉄道システムを提供しています。
さらには、
鉄道をさ
まざまな社会インフラと連携させ、
人々の暮らしをもっと豊かにする、
新しいサービスの創出にも取り組んでいきます。
日立の金融デジタルソリューションは、
企業間の取引データや医療ビッグデータ、
IoTデータやオープンデータ等、
多種多様
なデータと、
AI、
ブロックチェーン、
生体認証技術等の革新的なデジタル技術を活用し、
金融機関や他業種のお客様と、
日
立それぞれが持つアイデアを掛け合わせ、
協創を通して新しい金融サービス創出に貢献していきます。
これまでも日立は、
社会イノベーション事業の中心領域の一つとして金融分野に注力してきましたが、
これまでの金融事業の実績と幅広い
分野で培ったノウハウをベースに、
社会に対応したイノベーティブな金融サービスの実現をさらに加速させていきます。
官公庁、
自治体、研究・教育機関、道路や消防分野など公共分野における大規模プロジェクトのマネジメントなど、
これ
まで50年以上にわたって培ったノウハウと、新たなデジタルソリューションを組み合わせ、
お客様との 協創 により新た
な社会イノベーションを実現していきます。
その対象は日本にとどまりません。同様の課題をかかえる世界の国々に対
し、
日本で培ったノウハウを提供し、
世界中で社会イノベーションを起こしていくこともまた、私たちの使命です。
幅 広い事 業 分 野で得た豊 富なノウハウと先 進のＩＴを融 合することで、
コンサルティングからシステム構 築 、
運 用・保 守・サポートまでのシステムライフサイクル 全 体を通じて、お客 様 の 多 様なニーズに対 応するＩＴ
サービスを提供しています。
高 齢 化 社 会の進 展 、生 活 習 慣 病の増 加 、国民医 療 費の増 大など、医 療・健 康 分 野を取り巻く環 境は大き
く変 化しています。日立では、ヘルスケアを2 1 世 紀の社 会を支える必 要 不 可 欠なインフラと考え、だれもが
健 康で安 全・安 心に暮らせる社 会を実 現するために、総 合力を活 用した革 新 的な技 術 開 発や関 連システ
ム、
ソリューション、サービスを提 供しています。
生 活 課 題の解 決をめざして、キッチン・家 事 製 品 、照 明・住 宅 設 備 機 器 、冷 凍・空 調 機 器を通じて、社 会の
皆 様の生 活に新しい価 値とイノベーションをグローバルに提 供しています。また、製 品の省エネルギー性 能
の向上や環境負荷の低減など、社会課題の解決にも貢献します。
「 人・クルマ・社 会 」に新たな価 値を創 造し、豊かな社 会の実 現に貢 献するため、環 境や安 全 分 野の領 域
における技 術 開 発を加 速 、日立グループの情 報・安 全 技 術や社 会インフラ・サービスを融 合した「 先 進 車 両
制 御システム」を進 化させ、
「環境保全」
「事故撲滅」
「 渋 滞 解 消 」などの社 会ニーズ 対 応に取り組んでい
ます。

最 先 端 技 術を活 用し、情 報 社 会を支える半 導 体 製 造 装 置 、計 測・分 析 装 置など、人々の健 康な生 活をサ
ポートするソリューションを提 供しています。

●

鉄道ソリューション

●

ヘルスケアソリューション
産業・流通IoTソリューション

●

水環境ソリューション

●

エネルギーソリューション

●

ICTソリューション

●

●

●

●

●

●

●

ディフェンスシステムソリューション

●

●

●

●

●

●

●

社会インフラコントロールシステム

●

●

●

社会イノベーション事業創生

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ITデジタル統括本部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

モノづくり戦略本部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

知的財産本部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

日立Astemo(株)
(株)日立インダストリアルプロダクツ

●

●

●

日立グローバルライフソリューションズ(株)
(株)日立産機システム

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

日立チャネルソリューションズ(株)

●

●
●

●

●
●

(株)日立ハイテク
(株)日立パワーデバイス
(株)日立マネジメントパートナー

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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職種紹介

日立には多 種 多 様な「 職 種 」があり、それらが多 様にコラボレーション
（協業）
することによって新しい事 業・新しい技

JOB CATEGORIES

術を生み出しています。理 系の皆さんを対 象とした技 術 系 職 種は、研 究 開 発 、設 計 開 発 、
システムエンジニアなど
幅広く活躍の場が広がっています。
「自分はこういう仕事・働き方をしたい」
というものがきっと見つかるはずです。

職種の全体像
研 究

設 計

生 産

職種インデックス

販 売

SE（システムエンジニア）技術系職種
品質保証
設計開発

技術系職種

技術系職種

営業技術
技術系職種

生産技術
技術系職種

資材
調達

生産
管理

営業

お客様

研究開発

技術系職種

マッチング単位・会社名

設 計開発
P RODUCT DE VE LOP ME NT

SE（システムエンジニア）
SYSTE M E N GI NE E R( SE )

生 産技術
MAN UFACTURI N G E NGI NEER

品 質保証
QUALI TY ASSURANCE

営 業技術
TE CHN I CAL SALE S

知的財産マネジメント
INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
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●

研究開発グループ

●

SE

（エンジニア）
システム

ヘルスケアソリューション

●

産業・流通IoTソリューション

●

●

水環境ソリューション

●

●

エネルギーソリューション

●

ICTソリューション

●

ディフェンスシステムソリューション

●

進 化する技 術を反 映し、製 品として結 実させ世の中に新しい価 値を提 供していくことが、設 計 開 発の役 割 。日立の技 術力を
バックボーンに、時々刻々と変 化するマーケット動 向や社 会 的ニーズに即 応して、機 器やシステムの企 画・開 発から製 品 化
までを手がけます。例えば、IT 分 野ではサーバなどのハードウェアやソフトウェア、インダストリー分 野では各 種 発 電 設 備 、モ
ビリティ分野では交通システムや昇降機などを開発・製品化しています。

社会インフラコントロールシステム

●

政 府・自治 体 、企 業などとめざす未 来を共 有し、それを実 現するシステムを企 画・設 計・開 発するのがS Eの仕 事 。ただシステ
ムを設 計するだけでなく、
どんなサービスを実 現するのか、それを使って働く人々とどう連 携するのか、サービスそのものや業
務の内 容にも関わります。実は机を離れて、多くの人に出 会い議 論することも多い仕 事 。システムのプロとして専 門 技 術に
通じ、日立発の新しい技術を生み出すプロもいます。さまざまなプロの形がある仕 事です。

ITデジタル統括本部

技術系職種

事 業 発 展に不 可 欠な技 術 開 発 、特 定目的の素 材 研 究や製 品に直 結した研 究 、
グローバルなネットワークづくりのための総
合 的なシステム開 発など、R & D 部 門のエンジニアが扱うテーマは、基 礎 研 究から応 用 研 究まできわめて幅 広く、
クリエイティ
ビティとチャレンジ 精 神 が 求 められる仕 事 です 。その 活 動 拠 点 は 世 界 5 極（日 本 、北 米
（米 州）
、欧 州 、中 国 、A P A C
（A si a -P a c i ﬁc ）
）
にあり、
グローバルに連携して研究を推進しています。

生 産 量の拡 大 、生 産 効 率の向 上を技 術 面から実 現させていく役 割を担っています。横 浜 研 究 所を研 究 拠 点として、それぞ
れの事 業 部が生 産 技 術 部 門を設 置 。これらを中 核として、生 産 効 率 拡 大のための生 産 技 術の開 発・実 用 化を追 求し、製 品
のコストパフォーマンスを高めています。情 報システムの構 築 活 動に生 産 性 向 上の面から寄 与するソフトウェア生 産 技 術エ
ンジニアも含め、その活躍の場は、全事業分野に広がっています。
「品質の番人」
として、製品・システムが安心・安全であることをチェックするのが品質保証です。常にお客様の立場に立ち、上流工
程から製品・システムが所定の機能・性能・耐久性などを確実にクリアしているかどうかをチェックし、問題の発生を未然に防ぎます。
「品質こそ日立製品の本質」
をテーマに、品質保証技術の開発・実用化を推進することもその仕事の一部。各事業グループ・事業
部門において、厳密なチェックを実施しています。
営業活動を技術的側面から支援する仕事です。
お客 様のニーズを実 現するために解 決すべき技 術 的 課 題の抽 出 、社 内の各 関 連 部 署と調 整などを行い、
ソリューション設
計の礎を築いていく。また、単に製 品を納めるだけでなく、お客 様自身が気 付けていない問 題や課 題を探 求し、日立グループ
の総合力を活用して具体的解決策まで提供していきます。
特 許 権 、実 用 新 案 権 、意 匠 権 、コンピュータプログラムなどの著 作 権 、
またトレードシークレットなどの企 業の知 的 財 産を保
全し、活 用するのが知 的 財 産マネジメントの仕 事 。ビジネスの領 域が世 界に広がり、技 術 提 携やM & Aなども日常 化する中 、
メーカーの企 業 戦 略において重 要な課 題の一つとなっています。日立の取り組みは、世 界からも注目されています。法 律 関
係の知識はもとより、先端技術への関心や語学力、対外的な交渉力など多方面の能力が求められます。

生産
技術

品質
保証

●

●

営業
技術

知的財産
マネジメント

その他

●

●

人事総務/経理財務/法務/企画
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事業分野

AI・デジタル

事業領域
電力

AI & DIGITAL

研究開発（デジタルテクノロジー・プラットフォーム分野）

研究開発（先端 AI 分野）
■知能情報研究

■データマネジメント研究

JobMatchingNavigator画像 (AII)

産業・流通

人工知能による予測・判断・最適
化技術
（機械学習、強化学習、最

センシング・
データ解析
AI × CPS

強化学習・最適化

適解探索など）
、データ解析技術
（人
流・物流分析、環境センシング、マ
テリアルズインフォマティクスなど）
、
知能ロボティクス
（自律知能、群知

水

群知能・予測

能 など ）
、CPS
（Cyber Physical

都市開発

System）
などの知能情報処理の研
究開発に取り組んでいます。顧客協創を通じて、人工知能技術を社会課題に適用し新たな価値

© Hitachi, Ltd. 2020. All rights reserved.
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を創生します。
鉄道

【主な研究内容】
機械学習、強化学習、Deep Learning、IoT データ解析、衛星データ解析、人流・物流分析、
機械運転高度化、モデリング・シミュレータ、デジタルツインおよび応用技術

あらゆるデータから、環境・社会・経済を豊かにする情報を抽出し、お客様に新たな価値を提供す
るデータマネジメントの研究開発を行います。さまざまな拠点や組織に散らばっているデータを安心・

■知能ビジョン研究

金融

安全に管理・検索する分散データ統合管理技術と、それらデータを掛け合わせて迅速に価値を抽

画像/マルチモーダル認識・AR/VR

出するデータ活用自動化の研究に取り組んでいます。これらの研究成果を通じて、データに基づき

コンピュータビジョン・⽣体認証

お客様の DX を加速し、社会イノベーションに貢献します。

ARグラス

公共

【主な研究内容】
データファブリック、データモデリング、メタデータ管理
（アクティブメタデータ）
、データオペレー
ション自動化、データベース、データレイク、ハイブリッドクラウド対応型分散データ管理基盤、
各種
センサデータ

近年、IoT の進展により、社会やビジネスが生み出すデータが加速度的

イエンス、メディア処理、人工知能、サービスコンピューティング、コンピュー

に増え続けています。そしてこれらのデータこそ、ビジネスの新しい価値の

ティングアーキテクチャなどのデジタルテクノロジーの研究開発や、データ

源泉です。

の活用を通じて、新たなビジネスを迅速に立ち上げ、広げていく。

日立は今、さまざまな事業領域のお客様とともに、次の社会に向けて新し

日立は社会イノベーション事業を推進し、お客様の企業価値向上と人々

い価値を創出する
「デジタルイノベーション」
に取り組んでいます。データサ

の Quality of Life の向上へとつなげていきます。

募集職種

研究開発

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

グラウンド、メタバース

動作認識
動作
押す
つかむ
…

多様なデータから価値を創出し、
AI・データアナリティクス技術でデジタルイノベーションを加速する。

ヘルスケア

■サービスコンピューティング研究

Deep Learning

家電

画像認識・解析の最先端技術、AR/VR 活用の研究開発に取り組んでいます。社会イノベーショ

自動車

ン事業を創生・牽引するとともに、だれもが安心・安全・健康を享受できる社会の実現に貢献します。
【主な研究内容】

その他

コンピュータビジョン、画像認識、パターン認識、マルチモーダル認識、画像処理、HMI、

電子装置

AR/VR、機械学習、知識処理

卒業学部学科系統

事業分野

機械工学系

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

アプリケーション例：映像監視、行動認識、作業員支援、生体認証、RPA、医療応用、
Deep Learning 活用

オペレーター
⾳声認識・
感性分析

通話

職種紹介

⾃動⾳声応答
チャットボット

メーションを加速させ、社会イノベーションの実現に貢献します。

信頼できるAI

新しい価値を創出する
「デジタルイノベーション」に向けて、研究開発では、コア技術のグローバル

さまざまな業界のお客様に対し、社会の次なるビジョン、ビジネスを実現するため、データから価値を

No.1 化を進め、OT × IT ×プロダクトのソリューションを加速します。グローバル企業の先頭に立ち、

創出し、ビジネスにつなげるさまざまな要素をコーディネートし、ビッグデータ利活用をトータルに支援し

これまでだれも実現していないイノベーションに挑戦していきます。

ます。
仕事内容は顧客課題の把握およびデータ利活用に向けた分析環境の構築、統計学、コンピュータ
サイエンス、AI 等を活用したデータ分析とビジネスアクション創出 / 分析結果フィードバックによる顧
客経営課題を解決するバリューの提供から、マーケットに向けたデータ利活用をベースとしたサービス・
ソフトウェアの開発まで多岐にわたります。

知識

ディベートAI
再⽣エネルギーを
導⼊すべきか

⾃然⾔語理解技術

クラウドネイティブアーキテクチャ、コンテナプラッ
トフォーム、ブロックチェーンプラッ
トフォーム、IoT

Pros

診断

改善
精度

環境をクリーン
に保てる

研究開発

【主な研究内容】

会話ログから
知識体系化

⾳声認識・
合成・対話

データサイエンティスト

説明性

透明性

公平性

安全性

会議⽀援
⾳声認識

感性分析

要約・議事録

翻訳

プラッ
トフォーム、ゼロエミッションデータセンタ、DevOps、MLOps、AlOps、OSS

システム
エンジニア

主題 連想 価値観 証拠性 議論⽂
理解 検索 理解
推定
要約
Cons
ニュース記事
⽩書

価値オントロジ

計算プラットフォーム

コストがかかる

生産技術

人工知能技術の中でも、テキストデータや音声・音響データ、計測データ等を扱う技術の研究開
発に取り組んでいます。また人工知能の透明性や公平性に関わる研究開発を推進し、社会から
推論、説明可能 AI などの技術を深化させるとともに、実社会への適用も進めています。
【主な研究内容】
自然言語処理
（大規模言語モデル構築・活用、自然言語推論、論述構造解析）
、音声認識

お問い合わせ先

国分寺サイト

〒185-8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地

茨城サイト 大みか地区

〒319-1292 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号

勝田地区
横浜サイト

〒312-0034 茨城県ひたちなか市堀口832番地2号
〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

【データサイエンティスト】主な拠点
配属部署により勤務地が異なります。 東京都、神奈川県
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※なお、担当業務により顧客先への常駐の場合あり。

【研究開発】
RDG.recruit@rdgml.intra.hitachi.
co.jp
【データサイエンティスト】
TEL : 080-9862-7075
it-saiyo@itg.hitachi.co.jp

設計開発

■データストレージ研究

品質保証

信頼される人工知能技術をめざしています。機械学習、Deep Learning、
パターン認識、知識処理、

所在地

募集職種

開発・運用技術、OSS を研究開発しています。これらの研究開発を通じて、デジタルトランスフォー

■メディア知能処理研究

顧客

サービスコンピューティングは、さまざまな IT サービスを用いてビジネスとしてのサービスを実現するた
めの技術や方法論を検討する研究分野です。これを支えるアーキテクチャ、プラットフォーム技術、

次世代コンタクトセンタ

研究開発

情報通信

データガバナンス
（データ保護法対応、データカタログ）
、サイバーフィジカルシステム、コモン

⾐服型センサ

（音響 / 言語モデル適応、End-to-End、ダイアライゼーション、音声強調 / 分離、話者照合、
Kaldi/ESPnet 活用）
、音響認識
（異常音検知、シーン分類、キャプション生成）
、信号処理
と機械学習
（スパースモデリング、信号復元、状態推定 / 予測のための機械学習）
、対話エー
ジェント、リスク推論、知識学習、説明可能 AI、信頼できる AI
（説明性・透明性・公平性・
頑健性などの診断と改善）

デジタルトランスフォーメーションを支える大容量・高信頼データストレージの研究開発を行っていま
す。この研究では、コンピュータアーキテクチャ・OS・ネットワーク等の技術を発展させることで情
報記憶に必要な基盤技術を追求しつつ、機械学習を駆使した先端的なデータ削減や IT システム
管理の実現、パブリッククラウドを活用したクラウドストレージサービスなどの研究開発に取り組んで

営業技術

います。研究成果は日立のストレージ製品・サービスに適用、だれもが知っているグローバル No.1
企業を含む数千社で使われており、世界中の人々の生活を支えています。
知的財産
マネジメント

【主な研究内容】
ハードウェアアーキテクチャ
（CPU、メモリ、FPGA など）
、ソフトウェアアルゴリズム
（高速 IO 処理、

応用例：要約システム、テキスト情報抽出、知識グラフ、対話解析、チャットボット、高度

圧縮 / 重複排除、データ保護など）
、分散ストレージ、システム運用管理、画像圧縮、コンピュー

RPA、コンタクトセンター音声書き起こし、議事録作成、自動音声応答、故障予兆診断、

ティングアーキテクチャ、パブリッククラウド活用技術
（クラウドストレージサービス、クラウドへのバッ

保守知識支援、与信審査、救急需要予測、検品自動化など

クアップなど）

Job Matching Navigator

その他
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■コネクティビティ・エッジ & クラウド連携コンピューティング研究

■信頼性科学研究～機械システムの信頼性アナリティクス～

研究開発（制御・ロボティクス分野）

事業分野

■セキュリティ・トラスト研究

■自動運転システム制御研究

電力

産業・流通

高性能・高信頼・低環境負荷に向けてプロダクトデザインを革新する AI・データ・ナレッジ活用設
計支援技術と、プロダクトや社会インフラを堅牢かつ効率的に運用させる故障原因診断や余寿命
予測などのアナリティクス研究に取り組み、安心・安全な社会の実現に貢献します。
モビリティ分野におけるドライバ支援や交通事故ゼロ、産業における労働支援をめざし、自動運転

【主な研究内容】

システムの社会実装を進めるため、
モビリティの自動 / 自律制御に加え、制御セキュリティの高度化、

■ナレッジ活用設計支援技術
（AI、機械学習、数理分析、最適化、確率論、CAD/CAE）

ク技術により実世界と仮想空間を確実につなぎ、実世界のデータから AI による分析や仮想空間

制御機器の安全検証といった技術開発を進めています。これにより、ヒトと機械の混在環境下に

■信頼性アナリティクス技術
（信頼性工学、確率論、統計学、機械学習、故障原因診断、

でのシミュレーションによりデータ起点で新たな価値を創生します。これらを支えるエッジ・クラウド連

おいても利用できる安全・安心な自動運転システムを提供し、鉄道、建機、自動車、産業車両

余寿命予測）

携技術の研究開発に取り組んでいます。

分野へと展開することで、サスティナブルな公共社会実現と人々の QoL 向上に貢献します。

安心・安全、快適で生産性の高いスマート社会の実現をめざし、5G/Beyond5G を含むネットワー

研究開発（システム分野）

【主な研究内容】

【主な研究内容】
5G/Beyond 5G、通信回線管理、通信分析、通信制御、エッジコンピューティング / エッジデー

自律制御プラットフォーム
（高信頼アーキテクチャ・AI ／知能化制御・コントローラ・組込みソフト、

タセンタ、エッジ・クラウド連携データ分散処理、組込 AI、組込機械学習、無線エンジニアリング、

安全検証）
、制御セキュリティ、リアルタイム制御アーキテクチャ、自動運転、運転支援、自

CPS( サイバーフィジカルシステム )、工場 IoT、コネクテッ
ドカー、自動運転、鉄道 5G 応用等

己位置推定、SLAM、センサフュージョン、経路計画、車両制御、機能安全

システムや事業を攻撃から守るセキュリティ、故障や不正によるサービスの信頼低下を防ぐトラスト、

【主な研究内容】
大規模セキュリティログ解析、AIトリアージ、Cyber Threat Intelligence、ソフトウェア脆弱

素材データ

研究開発（ヘルスケア・バイオ分野）
処⽅薬選択⽀援技術

■デジタルアーキテクチャ研究～実社会数理モデリング～

保険設計⽀援AI
27,904症例を
機械学習した
治療効果予測

金融

“SMART on FHIR”に
対応した電⼦カルテ
連携
医療者と患者の
共有意思決定
“Shared decision
making”

バイオマーカー探索⽀援AI

⼼拍変動測定

（12/27 PM）

点呼時や運転中のバイタル計測

蓄積した疲労により
⾃律神経機能が低下

急性疲労・ストレスにより
交感神経が活性化

公共

事故リスク増をドライバーや管理者に通知

■データサイエンス研究

柔軟対象物の
ハンドリング

連想モデル

© Hitachi, Ltd. 2021. All rights reserved.

搬送⾞のカメラ画像

各種センサ情報

深層学習を⽤いた知能制御

⼈流予測シミュレーション

時系列データ分析

Vision Knowledge Graph

物流システムの全体仮想試作

ヒトとロボットの協調作業や相互理解を促進するため、ロボットの認知機能や自律制御技術を開発
しています。日立の幅広い製品や運用のナレッジをベースに、ロボットのエッジ制御と IT システム

映像解析
都市データプラットフォーム

と接続する CPS
（Cyber Physical System）
の研究にも取り組んでいます。これらを産業分野や
サービス分野に社会実装することで、QoL を向上する人中心の社会をめざします。

異常⾏動・予兆検知
分析ナレッジデータベース

ドメイン知識活⽤機械学習

タの AI・データアナリティクス技術の開発や開発技術の社会実装に向けた研究開発に取り組むこ

ロボットのセンシング・
動作シミュレーション

鉄道、電力、産業等の実社会を支える分野には、未だ AI・デジタル活用が進んでいない領域が

グリーントランスフォーメーション

ダークデータ分析

動作
指令

MLOps

デジタルトランスフォーメーション

データから導き出した Insight とデータ利活用ナレッジを駆使した顧客のデジタルトランスフォーメー

【主な研究内容】
深層学習型自律動作生成、学習ベース認識技術、マルチモーダル AI、マルチエージェントシ
ミュレーション、デジタルツインおよび応用技術

あります。そのような領域で生じる問題を数理モデル化し、
問題に合わせた技術を開発することによっ
て、社会に大きな影響を与える革新的な価値を生み出す研究開発に取り組んでいます。
【主な研究内容】
応用先：電力消費量予測、発電計画、分散電源制御、鉄道運行管理，水道運用最適化、
修理リコメンデーション、マテリアルズインフォマティクス、オペレータ作業計画、工場生産計
画

ヘルスケア

研究開発（計測・インフォマティクス分野）
■データ駆動型ナノプロセス研究

■デジタルエコノミー研究

×

IT

Data

OT for real

ナノ製造

Physical space

Mask
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・

ナノ計測

家電

Predicted recipe

× プロダクト

AI

Etcher
Processing

Input x:
Recipe
Mask

Data
Si

Output y:
Etch profile

Machine
learning
Regression
y = f (x)

Learning

Optimized

自動車

Si

■制御 AI 研究

Target
profile yT

半導体製造などの精密製造分野における、省人化や生産性向上に向けた装置制御技術の研究
開発です。AI・機械学習を活用しつつ、物理やハードウェアの知識に基づくデータ解析技術を開
© Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

電子装置

発し、高精度な装置制御の実現に取り組んでいます。
【主な研究内容】

【主な研究内容】
デジタルトランスフォーメーション、分析ナレッジデータベース、ダークデータ分析、ドメイン知識

金融デジタルソリューションを実現するデータ分析技術およびデータ収集・制御技術の研究開発で

活用機械学習、時系列データ分析、MLOps、映像解析、異常行動・予兆検知、Vision

す。金融業務・サービスのデータだけでなく、産業 / 物流サービスや都市 / 交通サービスなどのデ
AI やデータアナリティクスを用いたモビリティ・産業機器のセンシング技術、システム知能化技術
の開発に取り組んでいます。自動運転車の 360°
センシング、半導体検査装置の画像分析、産
業機器やプラントの運用保守・制御に関する技術革新と社会実装によって、安心安全で快適な

■環境システム研究～経済成長と脱炭素化を両立するソリューション群の構築～

機械学習や統計手法を用いた医療 / 健康データ処理・解析技術、バイオインフォマティクス

Cyber space

貢献します。

研究開発（環境・エネルギー分野）

情報通信

【主な研究内容】

プロセスインフォマティクス

でいます。顧客協創を通じて、技術開発から事業創生をシームレスに行い、社会イノベーションに

グリーントランスフォーメーション

とで、ヘルスケア・ライフサイエンス分野におけるデジタルトランスフォーメーションに貢献しています。

OT

ションを実現するソリューション創生とそれを支える AI とアナリティクス技術の研究開発に取り組ん

Knowledge Graph、災害状況把握、人流予測シミュレーション、都市データプラットフォーム、

0

人々の健康寿命延伸と持続可能な医療システムの実現をめざし、医療・バイオ・健康・介護デー

連想結果
深層学習型
動作⽣成モデル

災害状況把握

鉄道

■ヘルスケア IT 研究

■知能ロボティクス研究
⾔語
指⽰

都市開発

性情報管理、公開型生体認証基盤
（PBI）

疲労計測による事故リスク予測技術

研究開発（データサイエンス分野）

水

規制や市場ニーズ変化によるリスクに備えるレジリエンスの研究開発に取り組んでいます。

社会の実現に貢献します。

ジタル化によるデータと結び付けて、新たな金融サービス・商品向けのデジタル技術を開発します。
【主な研究内容】
デジタル ID 管理、サプライチェーンファイナンス、サステナブルファイナンス、ブロックチェー

AI、機械学習、多変量解析、数理最適化、画像解析、データ駆動型プロセス条件最適化、

募集職種

デジタルツイン
研究開発

研究開発（社会イノベーション協創分野）
■社会イノベーション協創

ン

設計開発

【主な研究内容】
機械学習、AI 制御、データアナリティクス、画像認識、画像分析、知識デジタル化、外界

■ DX エンジニアリング研究～ビジネス変革を支えるソフトウェア開発技術～

センシング、センサフュージョン、プロセス自動制御、運用保守の知能化

システム
エンジニア

研究開発（生産・モノづくり分野）

AI ・デジタルの最先端技術と、日立が培ってきたデザイン技術を掛け合わせ、グリーン、デジタル、

■生産システム研究

インダストリの成長分野での新しい価値やソリューションの創出を進めています。

生産技術

【主な研究内容】
行動分析 AI、実世界シミュレーション、営業・モノづくりDX、リスクシミュレーション
品質保証

ビジネス価値を向上させるソフトウェアの開発効率化・高品質化を実現するデータ分析技術および
開発自動化技術の研究開発です。ソースコード、開発実績データ、利用状況データ等を分析対
象として開発から運用保守に至る各工程の作業を、AI を活用して高度化します。
デバイス、装置、施設、サプライチェーン、地域社会、政策シナリオと、環境価値向上に資する

【主な研究内容】

さまざまなスケールの環境システムの構築と実装を、デジタル・サイエンスの両面から研究しています。
デジタル空間上に環境関連製品のデジタルツインを構築し、その最適制御をめざしています。我々

製造・流通・小売り分野向けのスマート生産システムの開発を行っています。流通データ、製品デー

は、脱炭素、水・資源循環を実現する優れた自主技術・ソリューションの社会実装および制度改

タ、製造・配送現場データ等を AI、機械学習、数理最適化で分析して、自律的に最適な業務

革の提言を通じて、持続可能で安全・安心な社会システムの構築に貢献します。

オペレーションを実現するシステムを開発します。

【主な研究内容】
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【主な研究内容】

■研究内容：協創型アジャイル開発手法、DevOps、クラウドシフト、開発プロジェクトリスク
検知、プログラム自動修正、テスト自動生成 / 自動実行、AI ソフトウェアのテスト・検証、プ
ロセスマイニング、組み込みシステム性能検証、開発 KPI 間の因果関係分析、モデルベー
ス開発
（Model Based Systems Engineering）
、高安全システム開発
（安全リスク分析、機
能安全）
、組み込みソフトウェア実装技術、Over The Air 技術、自動運転ソフトウェア、VR

データサイエンティスト
金融
（銀行・証券・保険）
、公共
（官公庁・自治体）
、社会インフラ
（電力・交通・通信）
、産業・
流通
（小売り・製造業）
等、お客様は多岐にわたります。ICT ソリューションでは、世界中の人々
が安全・安心・快適に暮らすことができる持続可能な社会を実現するため、日立の IT と OT の知
見を結集させ、デジタルの力を最大化することで、世界のコンペティターにはない切り口でデジタル
知的財産
マネジメント

ソリューションによる社会イノベーション事業を展開させています。
【事例紹介】
多数のお客様との AI やデータアナリティクス技術を活用した PoC 実施および AI システム導

脱炭素シナリオ設計・提言活動、触媒、電気化学、熱利用、膜分離技術等を活用した水素・

製造・流通分野のデータアナリティクス
（AI、機械学習、数理最適化、サイバーフィジカルシ

によるソフト構造可視化、量子ソフトウェア開発環境。

炭素循環技術、電池材料知見を活かした電池制御・再生技術、シミュレーション・AI を活用

ステム、シミュレーション）
。製造現場のデジタル化
（IoT、設備センシング、製造現場モニタリ

■適用製品例：AI 活用デジタルソリューション、金融システム、官庁・自治体システム、自動車、

入の支援を行っています。高いビジネス力、業務知識とデータサイエンスの知見を合わせ持っ

した水循環・プラントエンジニアリング

ング、コンピュータビジョン応用外観検査）

鉄道、医用機器、エレベーターシステム、ストレージシステム

たデータサイエンティストがお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

Job Matching Navigator

営業技術

Job Matching Navigator

その他
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事業分野

研究開発グループ

事業領域
電力

研究開発グループ
計測・インフォマティクス分野

RESEARCH & DEVELOPMENT GROUP

環境・エネルギー分野

生産・モノづくり分野

計測・インフォマティクス分野
遠隔監視室

現場

産業・流通

日立の研究開発は、探求心と行動力で世界中の協創をリードし、
人々の生活、社会の未来をよりよいものに変えていくイノベーションを創生します。

漏水検知数

選択したセンサ
の情報を表示

漏水確率の推移

100 nm

20 nm

漏水検知センサ

水

漏水確率の推移

上：AR/VR、CMOSアニーリング
下：半導体寸法検査SEM、エッチャ、センシングアナリティクス(漏水検知)

持続可能で安全・安心な社会の実現に向けて、センシングア
ナリティクス、AR/VR、光計測、エッジ AI/半導体、CMOS
カーボンニュートラル社会の実現に向けて、環境に配慮したエ
ネルギーのサプライチェーン全体に関わる最先端技術の研究

環境・
エネルギー

制御・
ロボティクス

システム

社会
ヘルスケア・ イノベーション
バイオ
協創

先端AI

開発を通じ、持続可能で高信頼な発電システムや再生可能エ
ネルギーとの協調メカニズム、高エネルギーを利用した放射線
治療システムや超電導応用システムまで、幅広いソリューション
を創生し、快適で豊かな社会を実現します。
【主な研究内容】

生産・
モノづくり

電動化

データ
サイエンス

非破壊計測）
、脱炭素エネルギーシステム
（原子力、小型

未来創造へのチャレンジ – 次なる時代を切り拓く。
ます。お客様が抱えるさまざまな課題やグローバルに複雑化する社会課題

ざし国内外のさまざまな専門性を持った研究者が連携し研究開発を推進し

に対して、幅広い社会インフラ事業で蓄積してきた OT と IT を組み合わ

ています。「新しいものを創造し、世の中を変えたい」
というチャレンジ精神

せ最適なソリューションを提供していきます。私たち研究開発グループは、

に溢れた方を募集しています。

e

e
e

システムエンジニア

生産技術

品質保証

EV

e

e

ケジューリング、自動化・ロボットシステム、デジタルエン

駆動型ナノプロセス開発

知的財産マネジメント

その他

機械工学系

電気・電子・通信工学系

情報工学系

化学系

物理学系

数学系

経営工学系

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

その他

e
Physical

e

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

家電

Plant・
Factory
Building

インバータ

ブレーキ

SST : Solid-State Transformer

持続可能な社会を実現するため、日立は世界中のパートナーと

1

加速する中、強いエレクトロニクス・メカトロニクス・デジタル

の協創により社会課題に取り組んでいます。新たな価値の創出

技術を駆使して、モビリティやインダストリー分野をはじめとする

と実現をめざして、日立及びパートナーの技術を活用し、
グリーン、

モータ・インバータ・デバイスなどの電動化システムや、生活

デジタル、インダストリーの成長分野での社会イノベーション事

やさしい社会の実現をめざしています。

業の創生と、そのためのノウハウ活用の研究を進めています。
社会ニーズの変化を先導して、日立オリジナルのシステムコン
セプトを世の中に提案し、そのコンセプトに基づいて、安心・

【主な研究内容】

安全・快適な社会を実現する新システム & ソリューションの創
出に向けた研究開発に取り組んでいます。
【主な研究内容】

ング、アナリティクス）
、生活ソリューション
（家電、ロボティ

社会システム
（デジタルシティ、MaaS、エネルギー管理・

クス、データ利活用基盤）

系統制御システム、金融 / 公共システム、トラストソリュー
セキュリティ
（サイバー / フィジカル、認証、暗号、バイオ

制御・ロボティクス分野
バランス調整

電子装置

自動車

電子装置

【主な研究内容】
新事業構想、新事業創生、知識マネジメント、経営戦略、
ビジネスモデル、デザイン思考

先端 AI 分野、デジタルテクノロジー・プラットフォーム分野、データサイエンス分野

募集職種

研究開発

AI・デジタルのページをご参照ください。
その他、研究開発グループの各分野にて行われている AI・デ
ジタルに関する研究は、AI・デジタルのページをご参照ください。

設計開発

メトリクス）
、ソフトウェア工学
（クラウドネイティブ / エンター

⽂字拡⼤版
14ch
マイクアレイ
カメラ
測域センサ
ジャイロ
バッテリ
4輪
移動機構

自動車、鉄道などのモビリティ自動運転や、産業、ライフ、ヘ

職種紹介

情報通信

ヘルスケア

モータ

スピーカー

事業分野

社会イノベーション協創分野

システム分野

SST : 半導体変圧器
⾼周波電⼒変換装置

ション、鉄道運行管理システム、水・環境システム等）
、

卒業学部学科系統

公共

超⼩型軽量 EV駆動システム

脱炭素燃焼、鉄道車両）
、エレクトロニクス・デバイス
（制

営業技術

導体、CMOS アニーリング、無線通信、半導体デバイ
ス製造検査装置、電子顕微鏡、プラズマ制御、データ

抑制・低ノイズ回路システム設計

マルチポート充電器(モジュール型)

御装置、パワー半導体）
、メカトロニクス・熱流体
（モデリ
設計開発

金融

高信頼アナログ・デジタル回路システム実装、電磁干渉

グリッド連携 電⼒変換・充電システム

e

電動・電機システム
（モータ、インバータ、電力変換器、
現状

新領域を開拓する研究開発をはじめ、長年培ってきた技術の融合により

信号処理、画像処理、センシングアナリティクス、アナログ・
デジタル回路システム、AR/VR、光計測、エッジ AI/半

者に寄りそう新しい循環型ソリューションを創生し、ヒトと地球に

素材データ

【主な研究内容】

サプライチェーンマネジメント
（数理最適化技術）
、生産ス

© Hitachi, Ltd. 2021. All rights reserved.

革新的な製品・サービスの創出に取り組んでいます。世界一の技術をめ

研究開発

導体デバイス製造検査装置の研究開発に取り組んでいます。

組んでいます。革新的な生産技術の研究開発を通じ、サステ

世界の各地域・各国において脱炭素化に向けた取り組みが急

日立は社会イノベーション事業を軸にグローバル市場での成長をめざしてい

募集職種

新プロダクトを支える材料および設計・運用技術の開発に取り

鉄道

機械構造、振動、設計支援、余寿命評価、トライボロジ、

Cyber

Renewables

支えるナノメートルオーダーの計測、分析、加工を実現する半

高機能材料、環境材料、マテリアルズインフォマティクス、

電動化分野

e

究開発を推進しています。また、これらエレクトロニクス産業を

計測、金属 / 樹脂の加工 / プロセス / シミュレーション、

修正後

e

検査・計測等のモノづくり DX
（Digital transformation）
・GX

ジニアリング、プロセスアナリティクス、外観検査、光学

炉、水化学、触媒）

e

© Hitachi, Ltd. 2018. All rights reserved.

（Green transformation）技術、高信頼かつ環境に優しい革

【主な研究内容】

エネルギー応用システム
（放射線・粒子線治療、超電導、

e

価値を社会へ還元する、革新的計測・デジタル処理技術の研

に貢献します。

造、CO₂再燃料化、需給予測・取引システム、水処理）
、

計測・
インフォマ
ティクス

アニーリングなど、現実世界から価値データを創生し、新たな

ナブルな地球環境と安全・安心かつレジリエントな社会の実現

環境・エネルギーシステム
（エネルギーストレージ、水素製

デジタル
テクノロジー・
プラットフォーム

製造・流通業のグローバルオペレーションを最適化する生産シ
ステム、デジタルと OT 知識の融合を強みとする設計、製造、

都市開発

ルスケア分野の各種自動化を実現する制御・ロボティクス技

プライズシステム / 組み込みシステム開発、仕様検証、
テスト自動化、AI システム品質検証）
、システムアーキテ

システム
エンジニア

クチャ
（自律分散、ブロックチェーン、マイクロサービスアー
キテクチャ）
、数理最適化技術

生産技術

ヘルスケア・バイオ分野

術の開発に取り組んでいます。AI・データアナリティクスを駆
使したオートメーション技術で複雑な社会課題を解決し、安全・

研究開発

安心でヒトに優しい社会を実現します。

日立の研究者は、「グローバル No.1技術の創生」
をキーワードに、社会イノベーション事業をリードす

国分寺サイト、茨城サイト、横浜サイトの国内３サイトを中心に、世界5極
（日本、北米
（米州）
、欧州、

る技術開発、プロダクトやサービスに直結した研究などに取り組みます。扱うテーマは、基礎研究か

中国、APAC
（Asia-Pacific）
）
でのグローバル一体の研究を推進しています。

ら応用研究まで幅広く、クリエイティビティとチャレンジ精神が求められる仕事です。その活動拠点は

【主な研究内容】
システム制御技術
（モデル予測制御、AI・知能化制御ほ
か）
、ロボティクス技術
（モーション制御、画像センシング・
認識技術ほか）
、メカトロニクス、制御セキュリティ/ セー
フティ技術、デジタルツイン
（知識モデル化、シミュレーショ

所在地

お問い合わせ先

国分寺サイト

〒185-8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地

茨城サイト 大みか地区

〒319-1292 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号

勝田地区
横浜サイト

014

Job Matching Navigator

〒312-0034 茨城県ひたちなか市堀口832番地2号
〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

研究開発グループ
talent.acquisition_rdg.gv@hitachi.
com
https://www.hitachi.co.jp/rd/
careers/index.html

ンほか）
、深層学習等の AI やデータアナリティクス技術を
活用した知能システム
（鉄道システム・ビルシステム・プラ
ントシステム・産業機械ほか）

品質保証

臨床化学自動分析装置

高精度の疾病リスク予測モデルを用いた保険設計支援AI

高齢化社会におけるヘルスケアをバイオ計測×デジタルの力で

営業技術

支えていきます。医療の質向上と医療費適正化に貢献する製
品・サービス・ソリューションを創出するため、医療情報処理
や体外診断などに関する研究開発に取り組んでいます。

知的財産
マネジメント

【主な研究内容】
体外診断、血液検査、生体分子検出、遺伝子検査、
DNA シーケンサ、細菌検査、細胞プロセッシング技術、
質量分析技術、医療 / 健康データ処理・解析技術、バ

その他

イオインフォマティクス
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事業分野

TO PIC S

新たなイノベーションの創生をリードする研究で、日立の事業を支える国分寺サイト

TOPICS

グローバル展開
電力

日本を含む5極のグローバル研究体制を組んでおり、北米、欧州、中国、APAC
（Asia-Pacific）

ドバックすることにより、海外事業を支える研究開発に努めています。

の海外拠点と連携し、No.1技術、地域のニーズに根ざした現地主導型のグローバル研究を
国分寺サイトは、「10年、20年後を目標とする研究を行うとともに
今日の課題にも取り組む」
という小平創業社長の理念のもと1942
年に中央研究所として設立されました。2019年には、協創活動に

推進しています。日立の海外研究所とのコラボレーションや世界各地の大学・研究機関・企

海外拠点の詳細は以下の URL をご参照ください。

業との共同研究を通じ、グローバルに研究開発を進めています。各地域の特性を活かして研

http://www.hitachi.co.jp/rd/about/location/index.html

産業・流通

究の先鋭化を図るとともに、各市場におけるニーズをリアルタイムに把握し、研究開発にフィー

よるイノベーション創生を加速するための研究開発拠点となる
“協
水

創の森”
を開設し、SDGs、Society 5.0の実現に向けて、オープ
ンな交流やディスカッションなどの協創アプローチを用いた英知と、
蓄積された技術の融合によるイノベーションを発信しています。世
界中のお客様やパートナーとともに、社会課題の解決に向けたビ
ジョンを共有して、アイデアソンやハッカソンなどを通じて新たな事
業機会を探索するほか、先端 AI、デジタルテクノロジー・プラット

研究開発グループの教育制度

TOPICS

社内外の教育機関と連携し、必要なスキルの取得・キャリアアップのための教育を実施してい

も積極的に行っています。また、学位取得や語学スキル向上をめざす社員をバックアップする

ます。グローバル展開の基礎となる経験を積むことを目的に国際学会等への参加・発表など

制度があります。

都市開発

フォーム、データサイエンス、計測・インフォマティクス、ヘルスケ
ア・バイオなどの技術分野において、新たな研究・事業創生にも
取り組んでいます。自然豊かでダイバーシティに富んだ環境の中で、
最先端のテクノロジー研究や未来のイノベーション創生を、一緒
に手がけてみませんか。

鉄道

TOPICS

日立オープンラボ

お客様と将来の社会課題をともに探求し研究開発で解決することをめざし、日立とお客様が共

もできるコミュニケーションスペースとして活用されています。

金融

同でリアルかつスピーディなプロトタイピングを実施する場です。社内の打ち合わせやリフレッシュ
国分寺サイトの所在地
http：//www.hitachi.co.jp/rd/about/location/crl/index.html

［国分寺サイト］
公共

TO PIC S

情報通信

イノベーションで環境問題解決と人々の豊かな暮らしを実現する茨城サイト

ヘルスケア

茨城サイトは、1934年創立の研究開発グループの中で最も歴史
のある研究所です。気候変動や資源枯渇といった地球規模の課
家電

題を解決する革新的な技術を開発し、持続可能な社会を実現しよ
うとの熱い思いに溢れています。 脱炭素・ゼロカーボン社会を実
現するエネルギーシステム、人と共存する安心・安全な自動運転・
モビリティ・ロボット、人々の生活を支える家電・空調、そしてこれ

自動車

らを支える革新材料、解析・設計技術、モノづくり技術の開発に
取り組んでいます。 世界各地の社会課題を解決するため、多様
な専門分野を持つ研究者が力を合わせて新技術の創生に取り組

［茨城サイト］

んでいます。

電子装置

茨城サイトの所在地
http://www.hitachi.co.jp/rd/about/location/hrl/index.html

募集職種

研究開発

設計開発

TO PIC S

デジタル技術を活用し新しい社会システムを研究開発する横浜サイト
システム
エンジニア

横浜サイトでは、産業・流通分野のサプライチェーン革新、交通／
MaaS、金融／ Fintech、行政／ e-government など、新しい
社会システムを創造する研究開発を進めています。

［横浜サイト］

生産技術

IT を活用し、お客様のビジネスモデル、組織、プロセスを変革す
る DX
（デジタルフォーメーション）
実現に向け、価値起点でシステ
ムを設計するシステム技術、先端のソフトウェア開発技術、セキュ
品質保証

リティ技術、生産プロセス・サプライチェーン設計、検査・計測、
回路設計などデジタルを活用したモノづくり技術の研究に取り組ん
でいます。
新しい社会システムをともに創生していく
「構想力のある人財」、開

営業技術

発した技術を迅速に事業につなげる
「実行力のある人財」
を求めて
います。

知的財産
マネジメント

横浜サイト所在地
http://www.hitachi.co.jp/rd/about/location/yrl/index.html

その他
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事業分野

鉄道ソリューション

特長的な技術
電力

RAILWAY SYSTEMS SOLUTION

車両関係
①次世代新幹線電車技術

優れた技術と確かな実績で鉄道事業を支える
総合鉄道システムインテグレーター。

・軽量アルミ素材を用いることで、
メンテナンスを含めたライフサイクルコストを抑え、
さらにはリユース・

列車の高速化・運転の高密度化の輸送ニーズに応えつつ、さらなる環境性・快適性の向上を実
現できるよう
「車内・車外騒音の抑制」「走行振動の抑制」「省エネルギー性」「小型軽量化」
「保守性の向上」
などの観点において、多彩な新技術を適用しながら、次世代新幹線電車の開発

地球の温暖化や都市への人口集中といった社会的な課題の解決手段として、
鉄道への期待はますます高まっており、世界各地で鉄道路線の新設や既存設備
のリニューアルが進められています。また、IoT
（Internet of Things）
技術および
デジタル化の進展に伴い、鉄道の分野でも IoT/ デジタル技術を活用した顧客
サービスの向上や業務の効率化も進んできています。日立は車両、駆動用制御

に取り組んでいます。

リサイクルが容易となります。
・熱による変形や変色のない接合面に仕上がる FSW
（Friction Stir Welding 摩擦攪拌接合）
を
用いることで、美しい車体表面をつくり出すことが可能となります。
・モジュール構造による生産効率向上、また多様なニーズに対応するフレキシブルな車体構成を実

② A-train
（日立が鉄道車両向けに開発した独自の新しい加工技術とモジュール式生産システム）
「A-train」の「A」
には、
「Advance
（先進）
」「Amenity
（快適）
」「Ability
（性能）
」「Aluminum
（ア
ルミ）
」の意味が込められています。

③環境適合技術
（蓄電池電車）
蓄電池電車は、非電化区間を蓄電池の電力で走行可能であり、環境にやさしく、動力システムの
電動化による騒音低減、乗り心地向上が期待できます。

ンでの発電を適切に制御し、駅停車中または惰行中はエンジンを停止することで騒音の低減を図り

ルラインナップのサービスを提供できる総合鉄道システムインテグレーターとして、

ます。

ネルギー性向上と高性能化を図るため、装置の小型化・軽量化と、電力損失低減を両立するＳ
ｉ

重要なインフラである
「鉄道」
を支えてきました。また、
グローバルカンパニーとして、

Ｃパワーデバイスを用いたインバータを鉄道車両に適用し、小型で環境性に優れた鉄道車両の実

③車両情報制御装置
（ＡＴ
Ｉ）

ています。

都市開発

車両用制御装置関係
多くの鉄道車両インバータにはＳ
ｉを基材にしたパワーデバイスが用いられていますが、さらなる省エ

日本だけでなく欧州・アジアをはじめとした海外での鉄道事業にも積極的に携わっ

水

現します。

①Ｓ
ｉＣインバータ
（Ｓ
ｉＣ：シリコン・カーバイド）

装置をはじめ列車運行管理システムや電力管理システム、情報サービスなどのフ

産業・流通

車両内に情報ネットワークを構成し、車両に搭載される駆動用制御装置やブレーキ装置などの車両

現に貢献します。

の制御、運転台に取り付けた表示器による機器情報や運行ダイヤ情報の表示、空調装置や車

②ハイブリッド駆動システム

内の液晶表示器・自動放送装置などのサービス機器の制御を行います。また、機器の自己診断

環境負荷低減をめざしたハイブリッド駆動システムを採用し、非電化区間を走る気動車の燃料消費

機能と連携した自動試験機能や、運転履歴を記録する運行状況記録機能により、車両の保守や

低減と、ＣＯ２削減を実現しました。車両減速時のエネルギーをリチウムイオンバッテリーに回収し、

故障解析に役立てます。

鉄道

金融

公共

加速時のエネルギーや補助電源の電力として再利用します。車両の速度と蓄電量に応じてエンジ

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

設計開発

機械工学系

事業分野

電力

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

保安装置・運行管理システム関係

その他

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

①デジタル ATC
（自動列車制御装置）

す。日立は、2013年12月に CBTC の最高安全レベルの認証を欧州の認証機関から日本企業と

ATC は、先行する列車の位置情報などを走行中の列車に伝え、速度を制御することで、列車運

して初めて取得しています。また、2013年12月に日本企業として初めて欧州で統一された信号シ

行の安全を確保する装置です。デジタル化により、停止するためのブレーキ制御に必要な限界位

ステム規格
（ETCS）
に準拠した車上信号装置を製品化しました。日本で培ってきたさまざまな車両

置信号を地上から伝えながら、車上装置が先行する列車との間隔を自動的に制御することで、安

性能実績を欧州規格に適合させた形で集約しています。

定した走行が可能です。乗り心地の向上が図れ、列車間隔の短縮が可能になり、輸送量アップ
にも効果的です。

の迅速な回復を支援する運転整理システムや分散している駅間を接続するネットワーク機能などを

ETCS
（European Train Control System）

設計開発（笠戸地区）

設計開発（水戸地区）

品質保証（笠戸地区）

品質保証（水戸地区）

新幹線電車や特急電車などの高速車両、通

VVVF インバータ制御装置、ハイブリッド駆動

新幹線電車や特急電車などの高速車両、通

VVVF インバータ制御装置、ハイブリッド駆動

勤電車、モノレール、空調・換気装置、台車

システム、ネットワーク信号制御システム、デジ

勤電車、モノレール、空調・換気装置、台車

システム、ネットワーク信号制御システム、デジ

などの設計・開発

タル ATC、ATI、運行管理システム、旅客案

などの品質保証

タル ATC、ATI、運行管理システム、旅客案

内システム、受変電システムなどの設計開発

内システム、受変電システムなどの品質保証

生産技術（笠戸地区）

事業領域
車両関係（笠戸地区）
新幹線電車や特急電車などの高速車両、通勤電車、モノレール、車両に搭載する空調・換気装置、
台車などの開発・設計・製造・試験

車両用制御装置 / 保安装置・運行管理 / 変電関係（水戸地区）
VVVF インバータ制御装置、ハイブリッド駆動システム、ネットワーク信号制御システム、デジタル
ATC
（Automatic Train Control 自動列車制御装置）
、ATI
（Autonomous Decentralized Train
Integration System 車両情報制御装置）
、運行管理システム、旅客案内システム、鉄道用受変
電システムなどの開発・設計・製造・試験

を行うことで、安全・安定輸送を確保し、輸送指令業務の効率向上、旅客サービス向上に寄与

CBTC と、欧州で国境を越えた路線間の相互乗入を実現する都市間交通向けの ETCS がありま

しています。

変電システム関係

営業技術・プロジェクトマネジメント（東京地区）
＊本分野の本年度の採用はございません。

家電

自動車

鉄道用受変電システムは、安全で高密度輸送のために安定的な電力供給を実現するシステム製

日立はこれらの要望に応えるため、これまで培ってきた鉄道システムのノウハウとＩ
ｏＴ技術を活用し

品と、防災・環境調和・省力化・省スペース化を向上させた信頼性の高い鉄道電力向け受変電

最適な鉄道用受変電システムを提供しています。

設備の製品提供が求められています。

電子装置

グローバルな事業展開

世界の鉄道市場は2019年－2021年の3カ年平均が24兆円

勤電車、モノレール、空調・換気装置、台車
などの製造に関する生産技術開発

最新の情報処理技術や通信技術を用いて開発しています。また、電力設備・駅設備の監視制御

列車信号システムの国際標準規格には、近郊列車や地下鉄、モノレールなどの都市交通向けの

TOPICS

新幹線電車や特急電車などの高速車両、通

ヘルスケア

③運行管理システム
列車の在線状況を監視し、ダイヤ通りに列車の運行を制御するシステムです。ダイヤが乱れた際

② CBTC
（Communication Based Train Control）

職種紹介

情報通信

募集職種

も広がり、ターンキー
（一括請負）
ソリューション事業の強化や、

を超え、年率2.6％の成長を続けると予測されています。鉄道ビ

ワールドクラスの製品群を加えたポートフォリオの拡大、IoT/ デ

ジネスユニットは、こうした世界各国の社会インフラを支える鉄道

ジタル事業への注力を進め、鉄道システム事業におけるトータル

システムの需要をビジネスチャンスと捉え、海外市場への積極

ソリューションのリーディングカンパニーとしてさらなる発展をめざし

的な進出を行っています。2015年にイタリアの鉄道車両・シス

ています。欧州のみならず、米州・アジア・新興国など各地で

テムメーカーであるアンサルドブレダ社
（現 Hitachi Rail S.p.A.）

多くのプロジェクトが進行中であり、世界の仲間とともに、日立

およびアンサルド STS 社
（現 Hitachi Rail STS S.p.A.）
を買

の鉄道システム事業をリードしていくことができる多様な人財を必

収したことで、イタリアをはじめとした欧州各国と米州、その他

要としています。

研究開発

設計開発

システム
エンジニア

地域に拠点を持つことができました。これにより製品ラインナップ

国内・海外の顧客に対する営業活動・技術提案活動、国内・海外案件のプロジェクト全体取り纏
めなど。
（笠戸地区、水戸地区でエンジニアリングを経験・学んだ後、本人適正・本人希望を確認した上で、
営業技術・プロジェクトマネジメントとして活躍してもらうことがあります。）

主な海外拠点

TOPICS

ニュースリリース・関連情報

生産技術

主要なトピックスについては、Web 上にニュースリリースを掲載しています。また、YouTube でも日立の鉄道関連情報をご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【ニュースリリース総合：日立】

・英国：Hitachi Rail Ltd.
（欧州
（英国）
市場における鉄道システムの販売・エンジニアリング・製造・

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/index.html

品質保証

【日立グループ 鉄道関連 YouTube チャンネル】

保守など）
・イタリア：Hitachi Rail S.p.A.、Hitachi Rail STS S.p.A.
・中国：西安中車永電捷通電気有限公司
（中国市場における車両用電気品の販売・設計・製造・

・Hitachi Brand Channel: 交通 /Transportation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB8uh3iEDoy7oOIBiMKFg4QAIwNK0qHkp

営業技術

・Hitachi Rail Ltd.

試験など）

https://www.youtube.com/channel/UC-vPe9CF62GaAdGauXJ58wQ

所在地

お問い合わせ先

東京地区

〒101-8608

東京都千代田区外神田一丁目18番13号
（秋葉原ダイビル）

笠戸地区

〒744-8601

山口県下松市大字東豊井794番地

水戸地区

〒312-8506

茨城県ひたちなか市市毛1070番地

・Hitachi Rail S.p.A.
https://www.youtube.com/user/AnsaldoBredaOfficial

知的財産
マネジメント

【笠戸地区】人事総務本部（笠戸地区）
TEL : 0833-41-8638
jinjikikaku_kasado@pis.hitachi.co.jp

【水戸地区】人事総務本部（水戸地区）
TEL : 029-276-2391

その他

mito-kotsu.saiyou.jw@hitachi.com
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事業分野

ヘルスケアソリューション

事業領域
電力

■体外診断・分析システム分野

HEALTHCARE SOLUTION

検体検査装置の設計・開発、販売等を行っています。血液や尿などの成分を分析する検体検査は、診断や病後の経過観察などの重要な指標になります。
産業・流通

検体の開栓、分注、子検体へのラベル貼付などの検体前処理工程を集約した検体前処理装置は高精度分注の高速化により臨床検査結果のスピーディな提供に貢献します。

検体検査装置
検体検査は血液や尿などの成分を分析することで、診断や病後の経過観察などの指標とするものです。その検体の開栓、分注、子検体へのラベル貼付など

水

の前処理工程を集約した検体前処理装置などを提供しています。高速・高精度分注、子検体容器供給の自動化、リカバリー処理のサポート等、さまざまなニー
ズに日立の技術力で応えています。
都市開発

■先端医療システム分野

鉄道

粒子線治療システムは放射線を用いたがん治療の中でも先進的な治療の一つです。
日立がこれまで培ってきた加速器要素技術とプラント制御技術に基づき、国内外のお客様とともにがん治療の先進的な技術を開発し、治療システムとして提供しています。

粒子線治療システム

金融

陽子線や炭素線などの粒子線を用いたがん治療の有効性は、医学物理の分野では70年以上も前から知られてきました。粒子線治
療の特長は、ブラッグピークと呼ばれる線量集中性を活用することにあります。ブラッグピークを患部に合わせて照射することで、患部
への線量集中性を高めつつ、周辺の正常な組織への影響を抑えられます。そのため、体を切らずに通院治療が可能であり、治療

公共

中の患者への負担が小さく生活の質を維持した治療を実現します。
日立のスポッ
トスキャニング照射技術は、複雑な形状の腫瘍でもその形状に合わせて高い精度で粒子線を照射し、正常部位への影
響を最小限に抑えることが可能です。さらに、動体追跡照射技術との組み合わせで、呼吸等で位置が変動する患部に対しても高精
情報通信

度な照射が可能になりました。
日立の主力製品である陽子線がん治療システム "PROBEAT" は現在、国内および海外の施設に導入され、最先端のがん治療に
貢献しています。今後は顧客との協創により、放射線治療の実績情報をデータベース化し、AI 等で分析することにより、治療ワーク
フローの効率化や治療後の容態予測などを提供するソリューションの開発を進めていきます。

健康、安全、快適な生活を、強い製品とLumadaで支えます。
高齢化社会の進展、生活習慣病の増加、国民医療費の増大など、医

える課題に至る諸問題に対しても多くのソリューションが求められています。

療・健康分野を取り巻く環境は大きく変化しています。また、「予防・予

日立では、ヘルスケアを 21 世紀の社会を支える必要不可欠なインフラと

後などヘルスケア範囲の拡大」「先進医療・IT 活用の進展」といった先

考え、高度な IT 技術と医療技術で多様化するニーズに応え、健康、安全、

進国が直面する医療課題だけでなく、
「地域による医療水準の格差拡大」

快適をキーワードに社会課題の解決をめざしていきます。

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

■大型学術研究装置分野

その他

またここで培った技術の民生応用として、医療用装置等の機器開発にも積極的に取り組んでいます。

核融合実験用機器

事業分野

電力

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

高エネルギー物理研究用機器

自動車

粒子加速器の技術開発に取り組み、先端科学の推

して研 究が進められ、マイナス269℃

進に貢献しています。特に大型加速器計画
（「J-PARC

で使用される超伝導物質から数億℃の

（※）
」
（JAEA、KEK）や
「Super-KEKB」
（KEK）
な

プラズマまでを研究の対象とする核融

ど）
に参画し、電磁石や加速空洞などの主要機器の

合研究開発に対し、国際協力の実験炉

技術開発を実施しています。また、欧州原子核研究

「ITER」や「JT-60」
（現 量子科学技術

機構
（CERN）
の
「LHC 高輝度アップグレード」向けの

研究開発機構（QST））、「LHD」（核

超伝導磁石の製作
（KEK）
にも携わっています。さら

融合科学研究所
（NIFS）
）
などの実験装

電気・電子・通信工学系

家電

大型学術研究装置分野では、核融合・加速器・超伝導の実験装置の機器を設計・製作し、モノづくりの立場から科学技術の発展に貢献しています。

新エネルギー源の有力な候補の一つと

「医療コストの低減」「資金・医療従事者不足」といった新興国がかか

ヘルスケア

電子装置

募集職種

に最近では、自社製の高温超伝導二ホウ化マグネシ

（写
置の機器を設計・製作し、運転・保守 核融合実験装置（LHD プラズマ真空容器の内部）
真提供：NIFS）
のサポートを行うことで最先端研究の推

線材を用いた超伝導磁石のマイクロ波発
ウム
（MgB2）

進に貢献しています。

し、無冷媒かつ消費電力低減を目指した超伝導磁石

研究開発

生装置
（クライストロン）
への適用試作機
（KEK）
を製作
の開発も進めています。

電子装置

設計開発

※ J-PARC：国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構
（JAEA）
および大学共同利用機関法人高エネ 研 究 用 加 速 器
（CERN LHC 高 輝 度 化
アップグレード向け超伝導磁石
（全長7m）
）

ルギー加速器研究機構
（KEK）
の登録商標です。

職種紹介

設計開発

システム
エンジニア

品質保証

世の中のニーズに応え、新技術・新手法を模索し続ける設計開

お客様の要望に合った製品となっているか、また提供可能な品質

発部門。その仕事は多岐にわたり、製品企画、構想設計、仕様・

となっているかをチェックします。 製品が安心・安全であることを

価格検討、試作、安全性・画質評価、ドキュメント化、生産設

保証する、モノづくりの最終番人としての役割を担います。

TOPICS

世界をリードする粒子線治療システム
生産技術

日立は粒子線治療において、スポットスキャニング、動体追跡などのイノベーションにより世界のマーケットをリー
ドしてきました。最先端のがん治療法の一つである粒子線治療システムの市場は、
日本、米国、欧州から中国、

計まで一連の作業を行います。また大学病院との共同研究や学

アジア、その他の地域に広がっています。日立は粒子線治療システムをすでに日本および米国の世界トップ

会発表等、活躍範囲は常に拡大を続けています。

品質保証

クラスの医療機関に多数納入しているほか、今後需要が見込まれる一般病院向けの粒子線治療システムの
ニーズに応えるため治療室を1室に特化した小型陽子線治療システムや、陽子線治療と重粒子線治療のそ
れぞれの良さを一つの装置で提供可能なハイブリッド粒子線治療システムを開発しました。
今後も、より多くの医療機関に最先端の粒子線治療システムを提供し、世界のがん治療に貢献していきます。
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所在地

お問い合わせ先

ライフ事業統括本部【上野地区】 〒110-0015 東京都台東区東上野二丁目16番1号 上野イーストタワー
【虎ノ門地区】〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
ヘルスケア東京事業所
〒198-0023 東京都青梅市今井三丁目7番19号
放射線治療システム柏の葉事業所 〒277-0804 千葉県柏市若柴226番地44中央141街区1
KOIL TERRACE
（コイルテラス）
日立事業所
〒317-0073 茨城県日立市幸町三丁目1番1号

ヘルスケアソリューション採用担当
TEL : 090-3512-5203
recruit.smartlife.ga@hitachi.com

Job Matching Navigator

営業技術

知的財産
マネジメント

その他
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産業・流通IoTソリューション

事業分野

日立が考える産業分野のIoTソリューションとは。
あらゆるセンシング技術を活用し現場の４M データ
（huMan
（人）
、Machines
（設備）
、Materials
（材料）
、Methods
（方法）
）
やビジネスデータを収集

INDUSTRY,DISTRIBUTIONIoTSOLUTION

電力

（Sense）
、KPI を可視化した上で分析
（Think）
、効果を上げる施策実行
（Act）
のサイクルを素早く継続的に回すことで、お客さまの課題を解決する
ことです。

産業・流通

さらにはサプライチェーン全体にわたる生産の最適化、高効率化、高品質化を実現し、お客さまの経営革新に貢献していきます。
水

調達
情報

サイバー空間

物流
CO2
情報
使用
排出量
シェアリング・エコノミーの進展
情報
情報
生産
販売
情報
情報

廃棄物
情報

処理
情報

鉄道

コラボレーションAIの高度化

量子コンピュータ実用化
高速無線通信網の発展

Cyber Physical
System(CPS)

情報通信

制御セキュリティの進化
輸送・搬送

製造

設置

ヘルスケア

アフター

ロジスティクス

デジタルソリューションで社会イノベーション事業を加速。
第4次産業革命という世界的な潮流の中、各業界で顧客要求が多様化

日立は、IoT プラットフォーム Lumada を活用し、日本のモノづくり現場と

し、製造業において多品種少量生産への対応、労働人口の減少に伴う

自社の知見をつなぎ、AI やロボティクスなどの技術を付加することで新し

技能伝承・自動化の実現、カーボンニュートラルへの対応が急務となって

い製造業の姿を描くための顧客協創を積極的に展開。 現場で長年培っ

います。

た OT
（制御 ･ 運用技術）
と高度な IT
（情報技術）
を融合し、さらにプロダ

グローバル市場で勝ち残るためには、それらの課題を解決するための IoT

クトを提供することで、お客さまの課題を解決するデジタルソリューションを

を駆使したデジタルソリューションの活用が求められます。

創出し、社会イノベーション事業を拡大していきます。

金融

公共

知能型ロボットの普及

フィジカル活動の写像と
デジタル経済シームレス連動

フィジカル空間
調達

都市開発

家電

自動車

事業領域
電子装置

未来のモノづくりを実現する製造業向けソリューション
今日の製造業は、急速なデジタル化・カーボンニュートラル実現をはじめとしたダイナミックな変化に

募集職種

直面しています。こうした変化に対応するために、日立は、組み立て加工系工場や食品・医薬、
鉄鋼・ガス・化学プラントなどの製造ラインを設計・管理・制御する OT ソリューションから、現場
データを収集・分析し経営効率向上につなげる IoT ソリューションまでを提供することで、製造業を

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

研究開発

リードしています。ロボットを含む各種プロダクトから、
クラウドや AI、画像解析などのデジタルソリュー

その他

ションまでをトータルにサポートし、お客さまへのコンサルティングを通じて最適なソリューションを提案
することで、世界に通用する未来のモノづくりをめざしています。

事業分野

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

設計開発

お客さまとともに「未来を創る」次世代ロジスティクス
今日の物流業界では EC 市場の発展や多品種少量出荷などへの対応にあたり、作業者不足や
システム
エンジニア

人財コストの高騰といった問題が恒常化しており、自動化・効率化による持続的な物流網の実現
への期待が高まっています。
日立は、デジタル技術によって物流の課題を解決し、輸配送と物流センターの高度化を通じたサプ

職種紹介

ライチェーン全体の最適化により、柔軟かつ持続的なロジスティクスの実現をめざしています。
生産技術

プロジェクトマネージャー

システムエンジニア

設計開発
技術を製品に反映し、世の中に新しい価値を提供していくことが、
設計開発の役割です。

IoT コンサルタント
顧客の経営課題分析から実行プランへの落とし込みまで、課題
解決を支援するために、最適な IoT ソリューションの構築・選定
を実施します。

顧客業務を分析の上、最適なソフトウェアやハードウェアの検討、
システム設計を担います。

顧客提案したプロジェクトの計画・実行・納入までのスケジュー
ル／コスト／品質の管理を担います。

データサイエンティスト

品質保証

Lumada による顧客協創 ( コンサルティング )

OT、IT 両面からビッグデータの利活用を検討、AI によるデータ
分析提案、分析後のコンサルティングを実施します。

営業技術

Lumada は、日立とお客さまが一緒に新たな価値を生み出していく協創のプラットフォームです。そ
こには日立が自社内で実証した技術やノウハウ、お客さまと一緒に積み上げたユースケース、上流

所在地

お問い合わせ先

コンサルティングや課題解決に向けた各種サービスなど、ハードやソフトだけではない、あらゆる要

知的財産
マネジメント

素がふんだんに組み込まれています。これらのノウハウをモデル化し、日本そして世界レベルで応用
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秋葉原地区

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目5番1号

茨城地区

〒319-1293 茨城県日立市大みか町五丁目2番1号

Job Matching Navigator

住友不動産秋葉原ファーストビル

人財統括本部
人事勤労本部タレントアクイジション部
recruit.infra.kc@hitachi.com

できる技術を抽出・汎用化し、すぐに役立つテンプレートとして横展開していくのが Lumada です。
私たちはお客さまの現場課題だけでなく、経営レベルの課題も解決する『製造業のシンクタンク』
をめざして、Lumada による協創活動を進めていきます。

その他

Job Matching Navigator
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事業分野

特長的な技術

TOPICS 【住友ゴム】
AIとIoT基盤を活用した高品質・高効率なタイヤ生産システムを構築
電力

人の逸脱動作や設備の異常予兆をカメラでセンシングする「画像解析ソリューション」

「4M データマネジメントによる生産品質分析・ロス分析サービス」
は、製造に関わる
「品質」「生産ロス」
と
「保全」「省エネ」
というテーマに対し、現場の4M データを AI で解析し、お客さまの課題解決に貢献

各種カメラをセンシング手段に、映像解析技術と製造実績データを連携し、ヒューマンエラーの防止と設備不具合の予兆を検出する「画像解析システム」を開発しました。今後は製造現場に加え、グローバ

するものです。生産現場では、要因が複合化して品質低下・設備停止が発生するため、品質悪化に

ルサプライチェーンの全体最適化をめざす取り組みを進めていきます。

関わる要因の因果関係の把握や品質悪化要因の特定、事前に設備保全を行う判断材料やタイミングが

産業・流通

わからなかったりするなどの課題があります。

TO PIC S 【ダイキン工業】
労働人口減少に向けた熟練技術者のデジタル活用による技能伝承
近年の製造業では、グローバル拠点の拡大や品質向上にあたり、熟練技能の技能伝承が重要な課題となってい
ます。こうした中、空調機の製造に欠かせないろう付けプロセスにおいて収集したデータを4M データ
（huMan
（人）
、
Machines
（設備）
、Materials
（材料）
、Methods
（方法）
）
の観点から解析し、作業者の動作や現象のデジタル化・
モデル化したシステムを導入しました。

そこで、「DUNLOP」( ※1)「FALKEN」( ※2) をメインブランドとする各種タイヤをグローバルに製造・販
売する住友ゴムと高品質・高効率のタイヤ生産システム構築に向けての協業を開始しました。住友ゴム

水

とは品質向上をテーマに、タイヤ生産工程
（混合・材料・成形・加流工程）
において、AI・IoT プラット
フォームを用いた４M データの収集と品質悪化要因分析を実施しています。データの一元的な可視化や、
AI による網羅的解析によって、生産時に発生する仕損低減と、タイヤの品質・生産性向上などに有用
であることが確認できたことから、国内外タイヤ製造工場への本サービスの導入に向けて進めています。

都市開発

具体的には、まず、ろう付け熟練技術者の手の動きやトーチの角度・角速度、ろう材と母材の供給角度・距離・
角速度などの動作や母材の温度変化をカメラやセンサーなどを用いて時系列に収集・デジタル化し、標準動作モ
デルを構築します。 同様に、訓練者がろう付け作業を行う際、その動作や現象を収集・デジタル化することで、

鉄道

熟練技術者の標準動作モデルと統計的に比較します。訓練者は、熟練技術者を手本としたろう付け作業の定量
的な評価が可能となり、より短期間での技能習得や作業の標準化・レベル向上を図ることができます。これにより、

TOPICS

鉄鋼プラント制御システムのグローバルな事業展開

品質の安定化と生産性の向上、国内外での製造現場における人材育成につなげていきます。

金融

鉄鋼は、
古くから産業の原点であり、
産業の発展に合わせて、
製造される鋼材も高品質化が進んでいる中、
日立ではそのために必要な高度な制御技術開発を続けてきました。現在においても、得意とする情報技

生産計画最適化ソリューション
RFID の活用で、人・モノ・設備の動態をリアルタイムに把握し、遅延発生時の迅速な対応を可能にします。また、生産工程における作業者の様子や部品の動態データを分析し、ボトルネックになっている
生産工程を検出。生産工程の改善を行い、改善結果を製品設計にフィードバックし、より精度の高い生産計画の立案を支援します。

TO PIC S 【オークマ】
消費多様化の時代に対応するマスカスタマイゼーションに向けた IoT 応用

術
（IT）
との融合により、操業支援システム、保守支援システム、近年ではリモート保守システムに対し、
電流データをもとに AI を活用してモーター関連設備の異常発生を自動検知する予兆診断ソリューションを

公共

提供開始、さらなる開発や工夫、改善を続けています。
また、鉄鋼プラント制御システム・ドライブシステムにおいては世界トップクラスの高性能かつ省資源・省
エネルギーを実現し、世界中に提供しています。グローバルな鉄鋼メーカーに対し、システムを納入し続
けて数々の実績を積み重ねており、現在の海外プロジェクト売上高比率は60% を超えています。

情報通信

製造業では、顧客ニーズの多様化や急速なデジタル化の進展、グローバル競争の激化により、顧客の個別要求に応じた

ヘルスケア

超多品種少量生産においても､ 大量生産並みの生産性を実現するマスカスタマイゼーションへの対応が求められています。
こうしたモノづくりの現場では、短納期品の割り込み受注や、急な納期・仕様の変更による生産計画の変更が頻繁に繰り返
され、生産性向上の妨げとなっています。
中でも工作機械は､ 顧客要求が多種多様でかつ､ 数千点から数万点にもおよぶ部品を加工・組み立てして製造される超多

家電

品種少量生産の典型です。ここでは
「必要なものを､ 必要なときに､ 必要な量だけ」つくる究極の高効率生産モデルの構築
が重要であり、一個流し生産や、また急な変更指示に対しても、現場では生産状況の見える化で早期に把握、作業指示
の周期を速めることが必要となります。
その課題解決のために、日立の大みか工場で効果が実証された Lumada とノウハウを融合し、新工場に適用しました。「生

自動車

産の見える化の進化」
に向けて、生産進捗と設備稼働の両データを連携させて見える化・分析するシステムを導入。
「工場制御周期の高速化」に向けては、生産の作業指示を従来の日単位から時間単位・分単位に精密化。また、ワーク
ID を活用して加工部品の所在、状況を正確に把握するシステムを導入しました。
これらの取り組みにより、工場全体の生産を最適化し、大幅な生産性向上と生産リードタイム短縮を実現していきます。

デジタル時代におけるロジスティクスの革新「次世代物流ソリューション」

電子装置

商品が格納された棚を運ぶ小型無人搬送ロボット「Racrew」( ※ 3) や、高精度なカメラ ( 目 ) とロボットコントローラー ( 脳 ) を付与したパレタイズ / デパレタイズロボットなどを活用し、少人数でも運用で

データ解析ソリューション

きる物流センターの実現をめざします。また、AI やシミュレーション、現場データ活用により、サプライチェーンの最適化、輸配送の高度化を実現するとともに、設備システム・運用・建屋の一体設計で

生産現場におけるさまざまな４Ｍデータ
（huMan
（人）
、Machines
（設備）
、Materials
（材料）
、Methods
（方法）
）
をデジタ

研究開発

ル化して、ビッグデータとして記録、各種 AI で分析し、従来の製造業の持つ「生産性向上」
という課題だけではなく
「働き
方改革」、「労働環境改善」
などの社会的な課題に向けた最適化を図るためのお客さま提案、コンサルティングを実施しま
す。

募集職種

物流センター全体を高度化する取り組みを進めていきます。

TOPICS 【MonotaRO】
自動化・省力化を追求した先進物流センターを構築
物流業界では、多種多様な商品をお客さまへ迅速かつ確実に配送することが求められる一方、労働人

設計開発

口不足への対応や作業効率化が課題となっており、デジタル技術やロボティクスを活用した自動化・省
力化の取り組みが積極的に行われています。このような中、
日立は小型無人搬送ロボット
「Racrew」(※3)
や制御システムなどの技術
（OT）
、WMS
（倉庫管理システム）
や AI を活用した倉庫業務効率化サービス

システム
エンジニア

などの IT を組み合わせて、お客さまの課題解決に向けた物流センターのラインシステムを計画・構築し
ています。
工業用間接資材の通信販売最大手である MonotaRO 様では、多種多様な商品在庫の中から注文の

TO PIC S 【昭和電工】
AIを活用したスマートな保守で止まらないプラントを実現

品を自動搬送する Racrew( ※3) を導入いただくことで作業者の歩行時間を削減し、従来のピッキング

生産技術

作業に比べて約3倍の効率化を実現しています。さらに制御システムで物流センター内の搬送設備を連
係させることで、センター全体の効率化と生産性向上に貢献しています。

「ARTiMo
（アルティモ）
」
は、Lumada の AI 技術の一つである ARTを用いた解析エンジンを実装しています。過去
品質保証

の正常なプラントの機器・設備の運転データ
（温度や圧力、水位、流量など）
を事前学習させることで、予兆診断の
基準となるデータの相関関係を分類し、正常データのカテゴリーを自動生成します。その上で、実際のプラント運転
時に取得した新規データを自動分類し、正常カテゴリーと比較することにより、運転状態が正常かどうかを診断します。
新たなデータのカテゴリーが発生した場合には、オペレーターにアラートを発信して判断を促します。オペレーターは、
プラントの運転状況や正常カテゴリーと異なる要因
（温度や圧力の高低など）
をもとに正常・異常を判断し、学習させ

※１：
「DUNLOP」
は住友ゴム工業株式会社の日本における登録商標です。
※２：
「FALKEN」
は住友ゴム工業株式会社の日本における登録商標です。
営業技術

※３：
「Racrew」
は株式会社日立インダストリアルプロダクツの日本における登録商標です。

ることで、次回以降の診断精度を高めることが可能です。
得られたデータをもとに、異常発生箇所を監視画面上でプラントを構成する機器・設備ごとに表示できるだけでなく、
その異常状態のプラント内のほかの機器・設備への波及状況も見える化することで、運転状態の迅速な回復を支

知的財産
マネジメント

援します。

その他
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事業分野

水環境ソリューション

事業領域
電力

WATER ENVIRONMENT SOLUTION

上下水道分野
日本の上下水道は、戦後の高度経済成長や人口増加

しています。また、世界に目を向けると、急激な人口増加、

に伴い、施設が大量に建設・拡張され、現在では高い

環境の悪化などにより、上下水道における状況はさらに

普及率と良好な水質を実現しています。しかし、21世紀を

厳しいものとなっています。日立製作所は、水処理機械、

迎え、気候変動に起因した豪雨・渇水などによる水道原

電気・計装、制御、監視、情報設備および AI を活用

水の水質悪化、老朽化した施設の更新、人口減少によ

した最新の IT 技術を駆使して、お客様とともに技術と経

る予算縮小、ライフサイクルコストの低減、熟練技術者

験を培い、直面しているさまざまな課題に対応した製品・

の減少、エネルギーの省力化など、さまざまな課題に直面

システムを開発、提案、納入しています。

産業・流通

水

都市開発

治水・利水分野

次世代ユーティリティ分野

人々を洪水から守るための「治水」。 社会を潤す
「利水」。 快適な暮らしを創造する
「水辺環境」。
河川はますます暮らしとの関わりを深めています。台風などによる大雨の災害から生活を守り、健全

電子
半導体

自動車

なる水循環を確保し、的確で効率的な河川管理を行えるよう、各種 IT 技術を活かして快適な生活

医薬
バイオ

食品
化成

鉄道

石油
化学

環境の提供に寄与しています。

事業者
金融

IoT サービスソリューション分野

きれいな水
日立は1世紀近くにわたって、先進技術や製品信頼性に基づいた水環境

ユーティリティサービスプラットフォーム

設備管理

ト発掘と創成を行っています。上下水道のほかにも、ダムの制御、河川

ソリューションを提供してきました。

流域管理などの利水・治水事業、産業廃水処理設備、海水淡水化設

世界的に水資源の枯渇や水環境保全の水質悪化が問題視されている

備など、水環境全般に関わる製品・システムを提供しています。

運転支援

環境負荷管理

分析・診断

コンサルティング

ファイナンス

公共

日立グループ、有力企業と連携

水処理

空調

ユーティリティ

受変電

圧縮機

コジェネ

セキュリティ

今、水循環システムと情報制御技術とを融合させて課題解決に貢献して

情報通信

電子・半導体・自動車、医薬、再生医療などの製造業に向け、水・空気・熱・電気といったユーティ

いきます。長年培ってきたシステム技術と水処理機械設備、電気設備、

リティの全体最適化を通じて環境価値向上に取り組んでいます。またデジタル技術の活用により次世

計装設備、監視制御、情報処理などの要素技術および水処理プロセス

ヘルスケア

代ユーティリティソリューションを推進します。

に関するノウハウなどを融合し、「安全でおいしい水の供給」
と
「健全な水

社会情報システム分野

環境の形成」
を可能にするソリューションを全国の上下水道事業者に提供

家電

しています。また、製品やシステムの提供だけでなく、維持管理・事業
運営を行うPFI 事業や包括委託業務も展開しています。さらに近年では、
海外の水処理事情の問題から、アジアベルト地帯を中心としたプロジェク

自動車

クリーンな環境

電子装置

空気・水・エネルギー利用の最適化を実現するため、空調設備・産業プ

港湾システム、セキュリティ関連システムといった社会情報システム事業も

ラント設備・水処理設備に IoT 技術を活用することにより、お客様のさま

推進しており、レジリエンスを高める社会インフラの構築をめざしています。

ざまなニーズに合わせて企画・提案から構築までワンストップで提供してい

さらに、人々の QoL 向上に寄与するため、再生医療に関し IoT を活用し

製品やシステムの提供だけでなく、顧客の事業運営に密接に関わるサービス
（維持管理・運営・保守・

た高度医療のサービス事業化を推進しています。

ソリューション提供）事業を展開しています。 例えば PFI 手法
（公共施設などの建設・維持管理・

ます。また、近年多発する自然災害に対しても安全・安心な社会を実現

卒業学部学科系統

事業分野

研究開発

機械工学系

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

その他

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

職種紹介

ビスの提供を行う社会インフラ整備の手法）
による事業を東京都の浄水場で実施しています。引き

最近の自然災害や社会情勢の変化に対応し、安全・安心な社会を実現するために、河川情報・

続き官民連携により上下水道事業の課題を解決すべく幅広い事業モデルを提案していきます。さら

震度情報・大気監視・放射線監視・水門監視制御などの各種の環境防災ソリューションや、認証

に課題解決に貢献するソリューションを、IoT を活用して構築し、クラウドサービスとして提供してい

技術・センシング技術・映像監視によるセキュリティソリューションなど、幅広い分野で事業を展開し

ます。この取り組みを拡大しながら、さまざまな分野の企業や上下水道事業体と連携し、自社の幅

ています。さらに、都市機能の高度化・最適化やインフラ整備・管理の生産性向上などを図るために、

広い技術力を活かした新しいビジネスの構築にまい進しています。

AI・IoTをはじめとするICT 関連の先進的技術を活用した次世代ソリューションにも取り組んでいます。

設計開発

システムエンジニア

特長的な技術
水処理設備全般
上水道 施設・下水道 施設向けに、除 塵機や汚泥掻

な納入品は、MBR（Membrane Bio Reactor）や、ユ

き寄せ機、ろ過設備を中心とした機械設備の設計か

ニット型の膜ろ過装置などです。

技術的な観点から顧客の要望に応えます。多くの関係者とのハ

設計開発の役割です。

システム設計を担います。

ブ的役割を担います。

お問い合わせ先

Jo b Matc h i ng Nav igato r

〒101-0021

東京都千代田区外神田一丁目5番1号

住友不動産秋葉原ファーストビル

品質保証

営業技術

窒素処理プロセス「ペガサス」
ペガサスは富栄養化対策として、下水・排水の窒素処

026

生産技術

営業技術

顧客業務を分析の上、最適なソフトウェアやハードウェアの検討、

所在地

設計開発

システム
エンジニア

ら施工まで一貫して行っています。ろ過設備の代表的

技術を製品に反映し、世の中に新しい価値を提供していくことが

秋葉原地区

研究開発

運営を、民間の資金、経営ノウハウ、技術的能力を活用し、国や地方公共団体に代わって公共サー

するため、道路交通システムや大気・放射線などの環境監視システム、

募集職種

募集職種

人財統括本部 人事勤労本部
タレントアクイジション部
recruit.infra.kc@hitachi.com

知的財産
マネジメント

に固定化したバイオキューブ
（硝化ペレット）
を好気タンク

理を行うプロセスです。 生物反応槽を無酸素タンクと好

に添加し硝化反応を促進させることで、高速で処理を行

気タンクに仕切り、微生物を特殊なゲルの内部に高濃度

います。
その他
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事業分野

監視制御システム（AQUAMAX）

TOPICS

上下水道事業では、上下水道に求められる社会的要請、事

グローバル水事業分野

TOPICS

RemixWater 日本発の省エネ・低環境負荷型造水システムを世界へ
電力

業運営強化策に対応するシステム全体を、お客様の要件に合

水資源の絶対量不足や水質汚染進行などの水問題は地球規模で解決すべき課題となっ

「RemixWater」
は、海水淡水化と水再利用のプロセスを統合した、工業用水や生活用水

わせて一から設計・製作し、出荷後の現地試運転まで一貫し

ています。その解決に向け、水環境ソリューションの海外展開を推進し、海外40カ国以

向け
（飲料水レベル）
の新しい省エネ・低環境負荷型の造水システムです。
「RemixWater」

た業務に取り組んでいます。AQUAMAX は、その中核となる

上で水環境関連のプロジェクトに携わってきました。さらに事業戦略や開発計画を立案する

は、海水淡水化と水再利用のプロセスを統合することで、省エネルギーと低環境負荷の

監視制御システムです。スケーラブルアーキテクチャ、シーム

とともに、政府、自治体およびグループ企業や海外拠点と連携し、アジアベルト地帯を中

両立を実現します。南アフリカ共和国のダーバン市において実証事業として既設下水処理

レス化
（場内 / 場外、情報系連携）
、業務支援型 HMI を基

心としたプロジェクト発掘と創成を行っています。

場内に造水量6,250㎥ /日の「RemixWater」の設備を建設し実証運転中です。 造水の

本コンセプトとしており、段階的増設、部分的更新が可能な、

安定性と水質の同国飲用基準の達成に加え、従来の海水淡水化システムと比較して約

高い信頼性と柔軟性を持ったシステムです。

30% の省エネルギー性能と低環境負荷性能の実現をめざします。

産業・流通

水

都市開発

水運用計画技術

鉄道

水を安定供給するために欠かせないのが水運用計画技術で
す。近年、施設全体の省エネ化が課題になっており、なるべ
く一定量で取水・送水したり、複数の浄水場の水処理量バラ

金融

ンスを適切に分散させる
「安定供給」
と、取水・送水ポンプの
消費エネルギーを抑制する
「省エネ」
といった複数の目的を解決
させるソリューション提案を展開しています。

TOPICS

官民連携（ＰＰＰ）で水の安全・強靭・持続をめざす

国内の上下水道は、老朽化施設の更新や施設管理の広域化などの環境変化に対応し、安

公共

（Public Private Partnership）
が推進されていくことが見込まれます。

定かつ効率的な上下水道サービスを提供するために、これまで自治体が行ってきたサービス

日立グループでは、水環境ソリューション事業を
「社会イノベーション事業」の注力分野と位置

業務の民間委託が進められており、さらに今後は、施設の維持管理だけでなく料金徴収や

付けています。今後、上下水道施設の電気・機械設備の提供だけでなく、運営を含めたサー

水道メーターの検針などのサービス業務を組み合わせた包括委託をはじめとした官民連携 PPP

ビス事業も拡大し、水環境の保全・改善に貢献していきます。

情報通信

ヘルスケア

家電

下水処理制御技術
下水処理場の活性汚泥法における硝化反応と脱窒反応をモ
デル化して制御ソフトウェアとして組み込み、リアルタイム制御

自動車

を実行します。処理中間点のアンモニア濃度目標値を考慮し
た硝化制御により、処理を安定化して過曝気や曝気不足を抑
制し、水質を維持しつつブロワの消費電力の削減を図ります。

TOPICS

IoTを活用した上下水道事業向けのクラウドサービス

電子装置

近年、国内の上下水道事業は、プラントの老朽化に伴う維持・更新の追加投資や、人口

募集職種

減少に起因する事業収入の減少などにより、事業運営のさらなる効率化が求められています。
また、熟練運転員・技術者の減少に伴いノウハウの継承が課題となっています。
日立は、上下水道事業運営に関わる設備情報や運転情報、作業記録、故障・修理情報な

研究開発

どのさまざまなデータを、IoT を活用してクラウド上に収集し、AI やアナリティクス、AR などの
先進のデジタル技術を活用することで、運用・保全業務の可視化・省力化・効率化やノウ

画像処理応用技術

ハウの継承を支援するクラウドサービス
「O&M 支援デジタルソリューション」
を展開しています。

道路監視用カメラを利用して、画像処理によって交通量や車

避走車両、落下物）
を自動的に検知して、ドライバーの安全

両速度の計測および渋滞・故障車などの異常事象検知を行

支援や道路管理者の負担を軽減します。

います。渋滞長の計測や異常事象
（停止車両、低速車両、

設計開発

本サービスには日立のデジタルイノベーション
「Lumada」
を活用しており、今後、機能を順次
拡充し、上下水道事業全般の経営課題の解決に貢献する総合デジタルソリューションとして、
上下水道事業体などに提供していきます。

システム
エンジニア

TOPICS

脱炭素社会をめざして
生産技術

宮城県富谷市において、低炭素水素サプライチェーン構築に向けた実証を行っています。本

しました。今後は実証結果をもとに CO2を排出しない脱炭素未来都市づくりに貢献していきま

実証では、太陽光発電システムで発電した電力を用い、水電解装置でつくられた水素を水素

す。

吸蔵合金
（※1）
カセットに吸収させ、既存物流ネットワークを利用して一般家庭、店舗ならび

環境防災ソリューション

に児童クラブに配送し純水素型燃料電池によりグリーン電気や熱として利活用してきました。

※1 水素吸蔵合金：冷却や加圧すると水素を吸収し、加熱や減圧により水素を放出する合金。

大気環境中の放射線量率・大気汚染物質や、河川の水位・

中央監視局では、信頼性を確保したサーバ設備により、環

また、水素混焼発電機により、製造された水素と SVO
（廃食油）
や軽油などを可変な割合で

※2 BCP
（Business Continuity Plan）
：事業継続計画。災害や事故など不慮の事態を想定

雨量等の環境測定データを、テレメータ設備でリアルタイム

境情報を24時間365日監視するとともに、一般にも公開する

混合し発電することで、グリーン電力を供給するとともに緊急事態時の BCP
（※2）
対応を強化

し、事業継続の対策をまとめたもの。

に収集し、広域ネットワーク回線・無線回線を通じて、中央

ことにより、安心・安全な社会の実現に貢献しています。

品質保証

営業技術

監視局で集中監視します。

電

全体運⽤管理システム

純⽔素燃料電池
（⼀般家庭）
熱

知的財産
マネジメント

電

太陽光発電

⽔電解装置

バッファタンク ⽔素充填ユニット ⽔素吸蔵合⾦
補機

③⾮常時への補機への
電⼒供給による⽔素
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝのBCP対応

バイオ燃料

配送トラック

電

電

⽔素混焼
発電機

純⽔素燃料電池
（店舗）

①低圧の吸蔵合⾦
カセットで取り扱い
が容易

②既存の物流網を
⽤いた安価な
配送を実現

純⽔素燃料電池
（児童クラブ）

© Hitachi, Ltd. 2021. All rights reserved.
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その他

物流センター/
防災⽀援拠点
0
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事業分野

エネルギーソリューション

事業領域
電力

ENERGY SOLUTION

●原子力分野
産業・流通

海外展開

次世代 BWR の開発

将来のエネルギー問題を解決する小型炉
（BWRX-

原子力発電を導入・新規建設する国のニーズに応え

300）
を、パートナー会社である米国 GE Hitachi

るために、ABWR をベースに安全性、運転性、経済

Nuclear Energy をはじめとする国際協力により開

性をさらに高めた大型軽水炉、立地地域の特性に応

発、推進しています。 小型炉は次世代炉として注

じた柔軟な構成を提供する中小型炉
（BWRX-300、

目されており、安全性を保ちながらの建設や発電コ

PRISM 等）
、高性能かつ高い安全性の次世代軽水

ストの抑制を可能とし、市場競争力の強化にもつな

炉
（HP-ABWR）
を開発しています。また、水冷却炉で

がります。すでに実績ある ABWR についても、GE

プルトニウムやマイナーアクチノニド
（MA）
などの超ウラ

Hitachi Nuclear Energy と連携して拡販活動を展開しています。

ン元素
（TRU）
を燃料として再利用することを可能とす

水

都市開発

る軽水冷却高速炉
（RBWR）
も開発しています。

鉄道

原子力燃料サイクル
再処理では、青森県六ヶ所村の商用使用済燃料

福島第一原子力発電所の廃止措置

再処理工場
（日本原燃㈱）
の建設・試運転に取り
組んでいます。また、使用済み燃料の中間貯蔵で

後世へ、持続可能な未来を残していくために。

福島第一原子力発電所の廃止措置を完了させるための技術課題の一つは、原子炉建屋内に残

は、施設建設へ参画して、搬送装置等を納入して

存する核燃料の取り出しを実現することです。原子炉建屋内の調査、環境改善、燃料取り出し

いるほか、輸送・貯蔵兼用金属キャスクの開発、

私たちエネルギーソリューションは、エネルギー資源の有効活用と環境負

ことが私たちの使命です。今後も、世界各地の多様化するニーズにお応

荷の低減を高いレベルで両立する発電システム・送変電システムを世界

えし、後世へ、持続可能な未来を残していくために、「先進エネルギー技

各地の社会に提供しています。各国の電力需要がますます多様化する中

術で地球社会の未来を創るグローバルリーディングカンパニー」
として貢献

で、これまで培った技術と知見を活かし、最高の技術と製品でお応えする

していきます。

金融

等の一連の作業を推進するために、さまざまな手法や設備を検討しています。人が容易に近づけ

製造を行っています。日立の輸送・貯蔵兼用金属

公共

ない放射線環境下での作業についてはロボット等の遠隔操作技術の活用が有効であり、核燃料

キャスクは、臨界防止機能や地震による損傷防止

取出しに向けた各種作業に貢献しています。今後も廃止措置に係る技術開発を着実に進め、一

機能など製品の安全性に関して規制庁が定めた規
定に適合していることが確認され、構外型式指定を受けています。将来の革新的な燃料サイクル

日も早い福島第一原子力発電所の廃止措置完了に貢献していきます。
情報通信

技術の確立をめざし、環境に優しく経済性に優れた先進リサイクルシステムの開発を進めています。

国内新規建設
募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

ヘルスケア

日立は安全性、運転性、経済性の高い ABWR を

その他

国際共同開発し、初号機である東京電力ＨＤ㈱柏
崎刈羽原子力発電所6・7号機の設計、建設で主

電気・電子・通信工学系

情報工学系

化学系

物理学系

数学系

経営工学系

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

その他

要な役割を担いました。その後、中部電力㈱浜岡

家電

5号機、北陸電力㈱志賀2号機が完成し、現在、
中国電力㈱島根3号機、電源開発㈱大間1号機を

事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

建設中です。 設計の最適化、標準化と豊富な建
自動車

設経験に基づく建設技術の高度化を図っています。

職種紹介

●エネルギー流通システム分野

設計開発

生産技術

日立の技術力を製品に反映し、新製品として

品質保証

生産技術エンジニアは、生産量の拡大・生産

営業技術

メーカーの最も重要なテーマの一つ、Quality

お客様のリクエストに対して、技術的知見を通

結実させ世の中に新しい価値を提供していくこ

効率の向上を技術面から実現させていく役割を

Assurance を担うのが品質保証エンジニアで

じて最適なソリューションを提供します。設計・

とが、設計開発エンジニアの役割です。お客

担っています。海外生産拠点計画
（新設 & 能

す。 製品の信頼性の要として、納入された

製造・生産技術・品質保証・スタッフ部門な

様のリクエストに基づく見積・製品設計を行い、

力増強）
や最新設備導入、生産プロセス改革

製品・システムが所定の機能・性能・耐久

ど、各分野のメンバーを巻き込みながら、お客

製品完成までのマネジメントを行います。

による効率的な生産体制を構築します。

性などを確実にクリアしているかどうか、徹底

様の対応を行う重要な役割を担います。

的な技術検証を行います。

電子装置

送変電システム

募集職種

日常生活や企業活動に不可欠な電気は送電網を通して供給されています。送電網を取り巻く世界
的な動向は、脱炭素化に代表される再生可能エネルギーへのシフトによる分散電源の拡大があり、

研究開発

送電網を高い信頼性のもとに構築する技術である送変電システムは、大規模かつ広域に整備が
不可欠で投資が拡大するポジティブな分野です。送変電システムの主要構成機器である変圧器・
開閉装置は、古くから継続的に技術革新を図り、高電圧化・大電流化が進められてきました。現
在では、国内は500kV、海外は1,000kV 級の電圧での送電網が実用化されています。さらに

設計開発

は、デジタル化による設備の高度信頼度化など OT × IT の融合によるデジタルソリューションを拡
充しています。日立はグローバル No.1の送変電ソリューションを持つ Hitachi ABB Power Grids

事業領域

社
（2021年10月に Hitachi Energy 社に社名変更）
を発足させ、顧客に期待される送変電システ

原子力分野

エネルギー流通システム分野

水力発電 / 水車・発電機分野

インテグレーションに取り組んでいます。

開閉装置

エネルギーや地球温暖化の課題に先進原子力技術で応えま

プロダクトと IT を融合したエネルギー流通システムインテグレー

無限の循環エネルギーである水力発電で、電力の安定供給

す。

ションを通じて、安定した電力を安全に効率よく供給します。

に貢献します。

所在地
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お問い合わせ先

日立事業所 海岸工場

〒317-8511 茨城県日立市幸町三丁目1番1号

日立事業所 国分工場

〒316-8501 茨城県日立市国分町一丁目1番1号

日立事業所 臨海工場

〒319-1221 茨城県日立市大みか町五丁目2番2号

秋葉原ダイビル

〒101-8608 東京都千代田区外神田一丁目18番13号（秋葉原ダイビル）

Jo b Matc h i ng Nav igato r

power.energy.mz@hitachi.com

システム
エンジニア

ム分野のリーディングカンパニーとして、世界トップレベルのプロダクト・システム・ソリューションの

変圧器

生産技術

開閉装置は、発電所 / 変電所に設置

変圧器は変電所の主要な機能である電圧の

され、送電ルートの切換えや系統事故

変換を行う機器で、長い歴史と伝統のある

時の過電流の遮断を行う電力用機器

製品です。これまで、電力系統の高電圧化、

です。現在、世界の最高送電電圧は

大容量化のニーズに応えて500kVからUHV

1,000kV が実用化されており、系統の

（1,000kV）
、また直 流 送 電に対 応した変

最大過電流は63kAとなっています。

圧器などにおける技術開発を実施してきまし

開閉装置は、家庭用ブレーカーの1万

た。これからはさらに、環境や防災性に配慮

倍の電圧、千倍の電流を100分の1

した製品の開発や、スマートグリッドなどに組

秒ほどの間に確実に遮断することが求

み込まれることによる新たな技術・機能に対

められ、電力系統網を事故から保護する、規模と社会的意義が大きな製品です。新興国においては電

応した製品が求められています。 国内電力

力需要の急増により発電所 / 変電所の新設案件が多く、開閉装置の需要が急増しており、日本を含

会社や民間会社、海外のあらゆる市場に信

む先進国においては数十年前に整備された機器の更新需要が活発となっています。また近年再生可

頼性の高い製品を供給することを通して電力

能エネルギーの導入やスマートグリッ
ド構想が拡大する中、電力の安定供給や品質維持の観点から開

の安定供給に貢献しています。

閉装置においてもインテリジェント化が求められてきており、IoT 分野と統合した製品開発も求められてい

品質保証

営業技術

知的財産
マネジメント

その他

ます。
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事業分野

HVDC（高電圧直流送電）システム

水化学・材料

電力会社の発送電分離や再生可能エネルギーのさらなる導入をはじめとした電力システム改革の進展

提供、維持・保守の一貫提供を行い、お客様が抱えているさまざまな課題に対して、お客様との協創に

国内外の基礎技術・最新の知見を踏まえ、原子力発

により、電力エネルギー事業は大きな変化を迎えようとしています。

よるソリューション提供をマーケット視点のフ

電所全体の設計・課題に対し、最適な材料構成・水

東日本大震災以降、電力送電ネットワークでは東/西日本エリア間の異なる周波数の電力融通強化

ロントエンジニアリング部隊として取り組んで

化学管理を提案し、高信頼性・高経済性プラントの実

やブラックアウト時の早期電力復旧など広域的な電力運用の観点においても電力融通強化策として

います。

現に寄与します。また、データの拡充や理論的裏づけ

HVDC設備の導入が具体化してきました。
また、北日本エリアを中心とする洋上風力発電エネルギー

等について、原子力材料・水化学技術を持つ研究機

を大需要エリアである関東/中部/関西などへ送電する手段としてもHVDC技術の適用が想定されて

関と積極的に連携を行っています。近年では国内初とな

います。この電力送電を実現するには、最新のHVDC技術を採用することが不可欠であり、信頼・安

る運転中の原子炉一次冷却水への貴金属注入の導入

心・安全なHVDCシステムを早期に国内市場に提供し、長期にわたり事業継続してゆくことが重要で

検討を行い、プラント健全性の維持に取り組んでいます。

計装制御・電気
電力

産業・流通

水

あると考えています。日立は国内HVDCシステムの納入実績と日立エナジー社のグローバルNo.1の
HVDC技術を融合することで、顧客から期待されるHVDCシステムのエンジニアリング力や設計、機器
＊原子力事業では多くの専門知識を必要とします。上記技術分野以外にも、原子力、物理、建築、
土木、経営工学 / 管理工学等幅広い専門知識を活かすフィールドがあります。皆様のご応募を
お待ちしています。
＊核融合・加速器・超伝導に興味がある方は、ヘルスケアソリューションのページもご参照ください。

●水力発電 / 水車・発電機分野
水力発電

水力発電機、発電電動機

水力発電の原動機である水車。

水車と直結して駆動され電力を発生する発電機。 単機出

経験に裏打ちされた高信頼性のも

力数千 kW から数十万 kW の発電機の開発・設計・製作・

とで、水車の計画・開発・設計・

据付・試運転を行っています。また水車駆動による発電機

製作・据付・試運転を行っていま

と水車を逆転させてポンプとして駆動する電動機の機能を

計装制御技術は発電所の脳神経系統に関わり、センサや伝送路、制御系を適切に構成すること
で、発電所の安全性と高効率運転に寄与します。また、発電所の多種多様な機器の動作には
電力が必要であり、発電所内の電源系構築も重要な設計業務です。このような
「つなぐ」技術の
連携して活躍しています。
鉄道

●エネルギー流通システム分野
電気・電子系

金融

機械・材料系

す。 新規発電所の計画時点から

併せ持つ発電電動機や、回転速度を変化させて運転可能

送電網の構築・整備のため、発電所や変電所に納入する機器へ求めるお客様からの仕様・要望

私たちの変圧器・開閉装置などの送変電機器は、規模が大きい製品でもあり、長年にわたり送電

参画することにより、地点に最適

な可変速発電電動機の開発・設計も行っており、これらを

は多岐にわたります。例えば電気的な面では、電力損出、系統解析、位相制御、交直変換など

網の運用を担う製品です。そのため、機械的・構造的にも高い技術が求められます。

な水力発電所の実現に寄与しています。日立が取り組んでいる水力発電所は水資源を有効活用する

揚水発電所に納入しています。容量の増大・効率の向上

さまざまです。そのため電気・電子系の知識を幅広い分野にわたって活かせる機会が多くあります。

近年注目されている技術として、自然災害対策の観点では高い耐震技術、長期使用製品の観点で

ために発電所ごとの個別最適設計。技術者の英知の塊が環境に貢献しています。

などの市場の要求に応え、また競争の激しいグローバル市

また、発電所や変電所の立地条件の対応など、電気・電子に限らず多くの知識も会得することが

は絶縁媒体の漏洩防止の技術、製品輸送・搬入の観点ではコンパクト化技術などがあげられます。

場で養われた技術力を活かし、日立の発電機は進化を続けています。

できます。要求仕様を理解するだけでなく、お客様の問題を顕在化させ解決につながる最適な提

製品設計は基本設計をもとに図面化していきます。図面はお客様にとって製品仕様を確認するうえ

案を行うことが重要になります。

で非常に重要になるだけでなく、工場のものづくりにおいても大変重要なものです。製品は長期に

近年の送電市場で注目されている技術として、送電効率の向上・自然災害対策・環境対応など

わたり使用するため、メンテナンス性を考慮した構造とする一方、工場の生産設備や技術者も配

高落差揚水発電
発電と揚水により電力の発生と貯
蔵に寄与する揚水発電。経済メリッ

特性改善
既存水力発電所のリパワーリング。既存のダム設備を有効活用し発電効率を向上させるために、運

ト追求のために高落差化・高速

転開始後30年以上経過の発電所では新しい機器への更新が行われています。自社納入機のみなら

化が進められています。揚水発電

ず、他社機の特性改善にも果敢に取り組んでいます。既設設備と最新技術で開発した機器の融合

技術の着実な積み重ねとそれらの

により、世界各地で新たな水力エネルギーが生み出されています。

効果的な組み合わせにより、高落
差揚水発電機器の信頼性、安定
性を確保しています。

があげられます。それらを解決するため、電力損出低減技術や位相・潮流制御技術、隣接地域

慮した材料・構造を検討することも求められます。

との系統連系技術、交流・直流変換技術、従来の絶縁媒体に変わる製品の開発などがあります。

また、送変電機器は高電圧・大電流を扱うことから、熱に対する冷却検討や万一の事故を想定し

これらのことを理解し、お客様と関係を築き一緒に問題を解決することで受注拡大することが

た強度検討など幅広く機械・材料分野の知識が必要になります。

要になります。

大容量の有効電力調整能力によ
火力発電による電力調整運転を
低減できることから地球温暖化ガ

余寿命診断技術、事故予兆診断技術の開発があげられます。将来にわたり送変電機器を使用するお
客様の視点に立ち、価値を提供していくことも私たちの任務で、お客様の運用・管理システムを理解し

の供給やメンテナンスにも力を注いでいます。

スの排出量削減に貢献する技術
です。特に、再生可能エネルギー

技術、流体計測技術を駆使し最適形状を探求するとともに、高信
頼性運転の確立のための検証実験を行っています。 発電所ごとの
課題を発電所オーナーと共有し、解析と実験で解決を図っています。

電子装置

●水力発電 / 水車・発電機分野
募集職種

水車の高効率化

特性改善ランナ

水資源の有効利用のために、流体シミュレーションお

水車の心臓部はランナ。特異な立地条件、広範囲の運

ルギー貯蔵設備としても注目を浴

よび実験計測技術を駆使し、水車の高効率化を図っ

用条件でも適用できるように新形状ランナを提供し続けて

ています。また、電力系統運用の効率化・安定化

います。 複雑な3次元曲面で構成される新形状ランナの

国内での既設設備の可変速化計画が進行しています。国内プロジェクトの納入実績をもとに、関係
部署と協力し、国内外の計画案件に取り組んでいます。

水車制御装置
水車の運転を制御する調速機。機械と電気のハイブリッド制御装置で水車の最適運転をサポートしま
す。ほかの制御機器と連携し、安定的な電力供給の一翼を担っています。

●原子力分野
機械設計

に寄与する揚水発電ポンプ水車の高効率化に加え、

開発には、3次元 CAD/CAM のデジタルエンジニアリン

可変速揚水発電ポンプ水車ランナの開発にも取り組

グ技術を活用しています。

メカトロニクス

原子力、火力等の発電所は、いずれも熱交換器、ポ

原子力発電所では、定期検査時の省力化、原子

ンプ、圧縮機、ディーゼル機関、配管、弁等、機械

炉本体やその周辺機器の検査や修理、そして作

設備・部品で構成されています。原子力発電所特有の

業者の被ばく低減を目的として、自動や遠隔で動く

原子炉圧力容器は、中に蒸気を分離・乾燥する機器

メカトロ製品が多数使われています。 燃料取扱装

や核反応を制御する制御棒を出し入れする機構を付け

置、制御棒駆動機構交換装置や福島第一原子

ています。これらは、機械４力学
（機械、材料、流体、熱）

力発電所内部の調査ロボットなどの開発・設計に、

や振動、機械要素、工作・加工、計測制御等、幅

機械工学、電気・電子工学や材料工学等の知識

広い技術分野で成り立っています。

が活かされており、製作した製品が原子力発電所

研究開発

設計開発

んでいます。

高速大容量発電電動機

特長的な技術

自動車

最適な製品・
システムの提案をしていきます。
このように、
デジタルソリューション技術が求められます。

電源の増加に対し、大規模エネ
びており、海外での新設計画や

家電

ライン監視システムがあります。
また、長期使用機器が増加傾向にあるため、最大限の活用を予測する

量同期電動機の技術を応用した、事業用同期調相機や、核融合電源用の電動発電機
（M-G セット）

地点ごとに最適設計が行われる水力発電所。 流体シミュレーション

情報・物理系
ス作業員の減少に対応するため、デジタル技術を用いたメンテナンスアナウンスシステムの開発やオン

日立では、各種産業に用いられるポンプ、コンプレッサ、ファンを駆動する高圧大容量同期電動機を

流体シミュレーション・水力実験所

情報通信

ヘルスケア

近年はデジタル技術の活用が特に注目を集めています。例えば送変電機器の巡視点検やメンテナン

産業用大型同期電動機および関連機器

可変速揚水発電は、その高速で
り系統の安定化に寄与し、また

公共

任務になります。そのためお客様のみならず、社内の関係者とのコミュニケーション能力も必

顧客ニーズに合わせて供給し続けています。また水力用大容量縦軸同期発電電動機や産業用大容

可変速揚水発電

都市開発

分野では、原子力だけでなく、情報や制御、電気、人間工学といった幅広い分野からの人財が

揚水用発電電動機は、電力需要の少ない夜間などに電動機として水を汲み上げて大量の位置エ

可変速揚水発電システムは、発電電動機の回転速度が

ネルギーとして上ダムに貯蔵し、電力需要の多い時間帯に発電機として電力を系統に供給すること

変化しても、電力系統と電力を授受できる新しい揚水発

ができる可逆的なエネルギー変換装置です。昨今の高速大容量化により、容量増加に伴う発電

電システムです。昼夜間の電力を平準化するだけでなく、

電動機の冷却特性の改善、高遠心力に対応した回転部強度、信頼性の高い高速高面圧軸受な

回転部の持っている慣性エネルギーを利用して高速に系

どの設計が求められます。高度な電磁界、応力、熱、流体解析技術を用いた開発・設計を行っ

統と電力授受ができることから、運転中の系統周波数制

ています。

システム
エンジニア

可変速発電電動機

生産技術

御などの優れた機能を有し、系統安定度向上に寄与しま

品質保証

す。これは発電機技術とパワーエレクトロニクス技術を高
度に融合したシステム製品であり、このシステムに適用される可変速発電電動機には、従来の発
電電動機と異なる新しい材料、構造そして製造方法が開発、適用されています。
営業技術

知的財産
マネジメント

の中で活躍しています。
その他
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事業分野

ICTソリューション

職種紹介
電力

●概要説明

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY SOLUTION

ICT ソリューションでは、事業領域に対応した高い専門性を持った多様な人財が活躍しています。

るプラットフォーム機能が密接に連携することでマーケットインを追求し、グローバルに広がる仲間と

その一人ひとりが技術とナレッジを磨くとともに、お客様の最も近くで課題に対するソリューションを

"OneHitachi" でお客様や社会の課題に応える日立ならではのデジタルソリューションをつくり上げて

提供するフロント機能と日立全社横串で最新の技術により開発されたサービス・プロダクトを提供す

います。

●職種紹介

産業・流通

水

SE( 顧客協創エンジニア )
金融 ( 銀行・証券・保険 )、公共 ( 官公庁・自治体 )、社会インフラ ( 電力・交通・通信 )、産業・
流通 ( 小売・ 製造業 )、ヘルスケア ( 医療機関 )、ディフェンス ( 防衛 ) 等、特定の業界のお客様

・社会、市場、顧客の課題に対するソリューションを展開するだけでなく、お客様と課題やビジョンを

都市開発

共有し、一緒に新しいビジネスを創造していく
「顧客協創」
のフロントを担います。

に対し、社会の次なるビジョン、ビジネスを実現するため、コンサルティングからシステム構築、運用フォ
ローまで技術的な面から総合的なソリューションを提供します。

主に活躍する事業領域：フロント事業

・構築するシステムの規模は国や金融、工場などの大規模なものから、小売・サービス業など個別の

こんな方におすすめ：技術的な知見を活かして課題発見、ソリューション提案がしたい。システムエン

ものまで多種多様。社会や人々の暮らしに不可欠な IT システムやソリューションをお客様とともに構

ジニアとしてお客様に近いところで働きたい。担当するお客様の業界・業種にある程度イメージがある。

築していきます。

将来は大規模なプロジェクトマネジメントに携わりたい。

SE( テクニカルスペシャリスト )

鉄道

金融

システムエンジニアの中でも技術・スキルに特化した専門家として、さまざまな業界のお客様に対して業

・ICTソリューションの各プロジェク
トをマネジメント制度・技術・ナレッジの面で支えて成功に導きます。

種問わず共通的に利用される技術・サービスを提供します。

・日立の IT セクターのデジタルトランスフォーメーションをけん引し、SI 事業やサーバ・ス
トレージ事業のシス

・各業界トップユーザの大規模で高難易度かつ先進的なシステムにおいて、最新技術を駆使し、お客
様のビジネスを実現する業務アプリケーションをつくります。

テムエンジニアや設計開発部門、その他全てのスタッフ部門の従業員向けの IT インフラ・業務システ

公共

ムの企画やサポー
トを通して、経営・事業およびグループ全体に貢献します。

・社会を支える日立の高品質なサービスシステムを、日々新たに得られる結果の収集 ･ 分析により最適な
マネジメントを行い、そこから得られる品質管理ソリューションを社内外へ提供しています。

IT(Information Technology) と OT(Operational Technology) を融合したデジタル技術で
ニューノーマルにおける新たな社会課題を解決。
社会イノベーション事業により、一人ひとりが豊かに生きる社会を実現します！
近年世界は VUCAと言われる将来予測の困難な時代にあると言われてい

への変化に柔軟に対応し、世界のコンペティターにはない切り口で革新

ます。そのような時代観の中で COVID-19は、グローバルに社会、経済

的なデジタルソリューションを社会に提供しています。

を直撃し、世界は急激な変化への適応を迫られる事態となりました。人類

ICT ソリューションでは、これまでの常識に捉われない新たな視点で社会

は地球規模での持続可能性を問われており、SDGs に代表される社会課

の課題と向き合う中で、未来の成長像 ( ビジョン ) を強くイメージし、デジ

主に活躍する事業領域：フロント事業、プラッ
トフォーム事業

・AI やビッグデータ活用といった最新の技術を用いたデジタルソリューションのコアを創生し、日立の社会

こんな方におすすめ：システム構築、アプリケーション開発など技術に特化した仕事がしたい。大規模プ

イノベーション事業を支える新しい IT サービスビジネスの提案・事業化を行います。

ロジェク
トのシステム開発等に関わりたい。さまざまな業種のお客様に共通的に利用されるシステムに興

・プラッ
トフォーム基盤からクラウド・デジタルなどの成長領域までトータルでの提案立案や、デジタルマー
ケティングによる案件創出などを通してフロント事業を支援し、事業拡大に貢献します。

情報通信

味がある。プロジェク
トマネジメント技法、
品質保証プロセスなど、
業種を問わず共通的に利用可能なナレッ
ジ分野に興味がある。

ヘルスケア

設計開発
日立の IT 事業の基盤となるソフ
トウェア製品、サービス製品の設計開発を担い、
日立の持つミ
ドルウェア、

・業界最先端の開発スタイルでグローバル一体となって開発を推進し、世界 No.1のス
トレージ製品をはじ

データーベース、ネッ
トワーク等のコア製品のモノづくりを行います。グローバルに競合力のあるサービス・

めとして他社競合力の高いサーバおよびス
トレージといったプロダクツとサービスで IT×OT の実現を支え

プロダク
トを開発することで、日立グループと各業界のお客様による協創を加速し、デジタルソリューション

ています。

を拡大させるプラッ
トフォームとサービスを提供しています。

・日立の持つプロダク
トビジネスの戦略策定を行い、プロダク
トにおける各種設計の開発からプロダク
ト品

・サーバおよびス
トレージ装置に組み込まれるソフ
トウェア ( 仮想化、データの読み書きの制御、装置間

質向上に向けた活動・アフターフォローまで一貫して実施し、日立のデジタルソリューションを牽引します。

のデータコピー) やミ
ドルウェア ( 運用管理製品、
アプリケーション基盤製品等 ) の設計開発、
オープンソー
スのサポー
トサービス提供、技術コンサルティングの提供、高信頼なクラウドサービスの環境構築を行い、

主に活躍する事業領域：プラッ
トフォーム事業

日立のデジタルイノベーションの実現に貢献しています。

こんな方におすすめ：IT 分野でのモノづくりに興味・関心がある。システム共通の基盤となる製品の設

題解決や Society 5.0で実現されるより良い社会に向けて、企業もこれら

タル事業のプラットフォームである Lumada 事業を軸とした
「デジタル」の力

・IoT プラッ
トフォーム
「Lumada」
の提供により、お客様との課題共有やその分析・見える化から、ビジネ

計開発に興味がある。社会基盤を支える高度なミ
ドルウェア、ソフ
トウェアをつくる仕事に携わりたい。高

と歩調を合わせる ESG 重視の経営への期待が高まる中、日立は社会価

で、世界中の人々の QoL の向上・持続可能な社会を実現していきます。

スモデルデザイン、ソリューションやサービスの提供に至るまで、一貫したお客様との協創を実現します。

度な技術力を磨きたい。

●めざせるキャリア

値・環境価値・経済価値を向上させる社会イノベーションを軸としたグロー

企業、政府・自治体、コミュニティ、そして生活者一人ひとりと
“協創”
し、

バルリーダーをめざしています。

社会でイノベーションを実現するためには、周囲を巻き込みながらこれまで

私たちはこうした時代の変化やニーズ、人々の声に対し、グローバルトップ

にない新しい発想と広い視野を持ち、柔軟性とコミュニケーション力を備え

クラスのソリューションプロバイダーとなるべく、人工知能 (AI) やビッグデー

た人財が必要です。ぜひ、日立が培ってきた経験と技術力、デジタルの

ビジネスアナリスト

情報セキュリティスペシャリスト

タを用いて効率化や便利さを生み出す IT と、社会インフラなどを制御し運

力を活用して、ともに社会の課題を解決し、一人ひとりが豊かに生きる社

ＩＴコンサルタント

ソフトウェアエンジニア

用する OT、さらにさまざまなプロダクトを掛け合わせ、ニューノーマル時代

会を実現していきましょう。

市場創造

データサイエンティスト

自動車

電子装置

募集職種

案件創出
基礎技術開発

家電

サービス提供

研究開発

運⽤･保守

開発・構築

設計開発
ＩＴアーキテクト
プロジェクトマネージャー

SE(顧客協創エンジニア)

募集職種

研究開発

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

特定顧客の課題に対するソリューションを提供

その他

技術に特化し顧客共通の技術・サービスを提供

卒業学部学科系統

事業分野

設計開発

機械工学系

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

電子装置

その他

基盤となるソフトウェア・サービス製品の開発

サービスプロフェッショナル
品質管理エキスパート

生産技術

ビジネスアナリスト

ＩＴコンサルタント

担当顧客の経営要求や業界動向の把握・分析等を通して、事業戦略の実現シナリオへの提言

顧客のビジネス戦略やビジョンの実現、課題解決、IT 投資の経営判断を支援するため、顧客の

や IT 戦略の策定・実行推進を行い、変化するビジネスに合わせ、戦略やシステムの継続的な評

各種戦略策定へのカウンセリング、提言、助言を行います。

価・改善を行います。
の要求引き出しと、分析、評価による業務・システムの要件定義 /IT 戦略実現に向けたシステム
構想立案および計画策定 / 各種戦略およびシステムの評価・改善】

所在地
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お問い合わせ先

配属部署により勤務地が異なります。
東京都、神奈川県および支社
※顧客先常駐の場合あり。

Job Matching Navigator

人事勤労本部 タレントアクイジション部
TEL : 080-9862-7075
it-saiyo@itg.hitachi.co.jp

立案・計画策定に関する提言・助言】
営業技術

＜社員が語る仕事の魅力＞
・Lumada を用いて顧客の課題を解決しています。実際にお客様と話をしながら、経営課題

＜社員が語る仕事の魅力＞

に対しデータ利活用による仮説を立案し、社内他部門を巻き込んで将来の横展開も考慮し

・フィールドリサーチやワークショップなど NEXPERIENCE( 日立独自の協創方法論 ) やデザ

ながらアイデアをサービスとして形にしています。自分の持つキャリアや知見を活かし、顧客・

インシンキングスキル等を通じて、お客様自身では気づいていない問題点を整理し、その解

社内・パートナーそれぞれ異なる立場の価値観 ( 利害関係 ) を満たすアイデアがはまったとき、

決策を提供することで、お客様の企業価値向上に携われることがやりがいです。提供したシ

大きな達成感とやりがいを感じます /( 産業システム分野

知的財産
マネジメント

課長 )

ステムをお客様やその先のエンドユーザに使ってもらうことで、「経験価値」という従来のシ
ステムでは提供できなかった価値を提供できることが魅力です /( 産業システム分野

品質保証

【主な仕事内容：顧客の IT 戦略策定や実行推進、あるいは IT 戦略実現に向けたシステム構想

【主な仕事内容：顧客協創活動を通じた顧客の IT 戦略策定や実行推進支援 / ステークホルダ

主な拠点

システム
エンジニア

アプリケーションスペシャリスト

SE(テクニカルスペシャリスト)

その他

主任 )

Job Matching Navigator
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プロジェクトマネージャー
プロジェクトマネジメント関連技術・ビジネスマネジメント技術を活用し、プロジェクトの提案・立ち上げ・

ビジネスおよび IT 上の課題分析によりソリューションの構成要件を定義し、情報システム全体の品

計画・実行・監視コントロール・終結を実施します。

質 ( 整合性、一貫性等 )を保った IT アーキテクチャを設計します。

【主な仕事内容：プロジェクトの計画作成、推進 ( 進捗把握・ズレの修復、リスクの予測・回避・
対応計画策定 ) の実施 / スコープ・スケジュール・品質のバランス検討】

＜社員が語る仕事の魅力＞
・大規模なオンラインシステムの提案活動を担当し、システムの基幹部分の最適化やセキュリティ関
連の提案を実施しています。このキャリアの魅力は、PJ 全体を把握できることです。PJ 成否の大き
なウェイ
トを占め、責任感は大きいものですが、その分やりがいのある仕事です /( 社会システム分野
主任 )

アプリケーションスペシャリスト
業種固有業務や汎用業務において、アプリケーション開発やパッケージ導入に関する専門技術を活
用し、業務上の課題解決に係わるアプリケーションの設計、開発、構築、導入、テストおよび保守
を実施します。
【主な仕事内容：アプリケーションの分析・設計・開発・実装 / 要求仕様に合わせたパッケージのカ
スタマイズ・機能設計・実装】

【主な仕事内容：システム化の対象および目的の決定、要求事項の調査・分析による、要件の定

・業務アプリケーションはお客様の業務の心臓部分であり、業務とシステムを結び付けるキーマンとし
て成長できます。また、国内有数のシステムや大規模プロジェク
トにおいて全工程に携わり、日本の
システム開発の第一線で仕事ができます /( アプリ開発 主任 )
・汎用的な通信アプリの開発を担当しています。全工程に携わることでモノをつくっている実感があり、
お客様からのダイレク
トな反応やつくったシステムを普段の生活で目にすることは、大きなやりがいを感
じます /( 社会システム分野 主任 )

情報セキュリティスペシャリスト
システムの企画・開発・構築・運用の各工程において、情報セキュリティ対策を行い、十分に機能
するように維持・改善を実施します。また、情報マネジメントが適切に実現される土台としての組織体
制の整備や組織内の各種ルール整備等に関する支援も行います。
【主な仕事内容：マネジメントシステムの構築によるセキュリティ維持・改善 / 各システム構築工程に
おけるリスク評価、セキュリティ要件の策定、モジュール設計・実装 / セキュリティインシデントの把握・
原因究明・対策の実施】

公共分野で積み重ねた知力と IT を結集し、
公共性・社会性の高いフィールドでサービスを提供

義 / システム方式の設計、運用方針・基準の策定の実施 / システム移行要件・方針の明確化、
移行計画立案および実施方法の設計】

データサイエンティスト

公共システム事業部は官公庁、自

【事例紹介】
日立と大阪市でスマートシティ実現に向けたデータ利活用に関する連携協定
を締結、 社会課題解決に向け協創

治 体、研 究・教 育 機 関、道 路や

日本では少子高齢化による社会課題の発生、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響による

消防分野など公共分野のお客様を、

市民の生活スタイル・価値観の変化が発生しており、政府は Society5.0、スマー
トシティ・スーパーシ

IT の側面から 50 年以上にわたって

ティ戦略、デジタル庁によるICT やデータ利活用の推進を通して、社会課題への対応を図っています。

顧客および自社の業務上の課題解決に向け、データサイエンティストのスキルセットを活用し、主に

支援しています。国民の生活の基盤

このような背景の中、日立は大阪市が掲げる社会課題・地域課題の解決、ICT とインフラ・

次の３つのステップを実行します。

となる国家的スケールの情報システ

行政サービスが融合したスマートシティの実現に向け、大阪市とデータ利活用に関する連携協

・業務上の課題をデータサイエンスの課題に置き換える

ムを提供し、国家戦略と国民の生活

定を締結しました。

・データ分析により本質的課題を発見、解釈する

を見えないところで支えています。さ

本連携協定の中で、データの客観的な証拠に基づく政策立案 (EBPM:Evidence-Based

・得られた結果をもとに課題の解決策を提案する

らに、自治体業務を支援する住民

Policy Making) の推進、AI/IoT をはじめとした ICT の活用による市民サービスの向上、地

【主な仕事内容：顧客要望の把握およびデータ利活用に向けた分析環境の構築 / 統計学、
コンピュー

情報システムの提供や、地域課題

域ビジネスの活性化、行政事務の効率化をめざしています。

の解決を先進の技術とノウハウで支援。道路や消防といった、生活に欠かせない社会基盤を維持

経営課題を解決するバリューの提供】

する情報システムも提供し、住民の安心・安全で住みよい地域を
Ｉ
Ｔで支えています。研究・教育分

携させた、新たなサービス、ビジネスを協創する活動も行っています。

野では、未来を担う人財や技術を育てるための最先端環境の提供や、先端技術の効率的な研究を

日立はお客様との協創で作るスマートシティおよび公共システムを通して、社会課題・地域課

支援。豊かな未来に欠かすことのできない、科学技術の発展を、最先端の ICT で支えています。

題の解決と住民に寄り添ったサービスを提供し、社会に貢献していきます。

＜社員が語る仕事の魅力＞
定支援を行ったり、フロント SE へ AI に関する支援を行っています。仕事を通じて顧客課題を
解決し、顧客の業績に寄与することで、社会にインパクトの大きい貢献できる点がやりがいで
す /( 金融システム分野

主任 )

●社会システム

マーケティング戦略や製品戦略に基づき、市場に受け入れられるソフトウェア製品 (OS、ミ
ドルソフト
ウェア、パッケージソフトウェア ) やハードウェア製品への組込みソフトウェアの企画、仕様決定、設計、
【主な仕事内容：マーケティングによる顧客ニーズに合致したソフトウェア製品の企画・設計・開発・
実装 / ソフトウェア製品のサポートサービスの設計 / ハードウェア設計者と協力した組込みソフトウェ
アの機能設計・開発・実装】

鉄道事業者はサービスの向上、経営の効率化や新分野への事業拡大を推進しています。日立は、

信頼性確保・向上、基準に基づく検査の実施・結果評価を通じて、組織の品質マネジメントシステ

IoT の活用を含めた技術力で鉄道インフラを支えていくとともに、新分野での事業協創パートナーとし

ムの維持管理を行います。何をどう実行すればシステム品質を確保できるのかという知識を持ち、プ

て全社の総合力を発揮し、顧客のさまざまなニーズに対応した事業を展開しています。通信事業者

ロジェクトやシステム運用に実践・応用します。

向けシステムの分野では、技術革新が早く高度なサービス提供が求められる中、回線申込み・開通・
を行う高速・高信頼リアルタイム処理基盤、ビッグデータ解析や AI による人流分析のための新たな

プロダクト・プロセス両面からの品質検証・課題把握・改善に向けたアクションプランの立案・実行】

ソリューションの提供まで、幅広いサービスを提供しています。

＜社員が語る仕事の魅力＞
・金融業界のシステム開発にて、計画～テストの全工程に参画し、品質確保のための計画策

【事例紹介】
西武鉄道様納め 移動介助を ICT でサポート
「車いすご利用のお客様ご案内業務支援システム」

定・提言、評価などマネージャーとして実施しています。若い世代から全工程に関わることがで
課長 )

フロント事業

顧客との協創で培った技術やノウハウと、
デジタルソリューションの活用で社会課題の解決に取り組む

情報システム分野では、電力自由化を背景とした事業環境変化により、IT が担う役割はこれまで以

・お客様に信頼・安心されるサービスを提供できる体制・プロセスの構築と運用

上に重要になります。その中で日立は、全国の電力会社の送配電や料金請求等で培ってきたノウ

通業のお客様、新聞・出版・印刷・メディアサービスなど
のサービス業のお客様、鉄道、空港、陸運、海運業など

界とも横断的につながり、多角的な取り組みを推進しています。金融機関のお客様との協創で培って

の運輸業のお客様に対して、日立グループの先進事例や

きた技術やノウハウを元に、IT の活用で社会インフラを支え、人々の QoLをより便利で豊かにするこ

製造業としてのノウハウを活用した IT ソリューション・サービスを提供しています。

とをめざしています。

システムインテグレーションサービスやパッケージソリューション、クラウド型のソリューションサービスを通し

そこで日立は、生体認証を活用した本人認証やキャッシュレス決済を安全に実現するクラウド
サービスとして「生体認証統合基盤サービス」を開発しました。日立独自の技術である「公開

シュレス化が急速に進み、働き方や生活スタイルそのものが大きく変化したことで、従来の金融機関と
してのサービスに加え、より安全で迅速な新しい取り組みを実現するため DX 推進が求められています。
日立の金融システム部門では、金融機関へのシステムやサービスの提供を柱としながらも、働き方改

主に、普段の生活の中でもなじみの深い、電機、自動車、

革や地域の活性化、高齢化社会といった社会課題に対し、金融機関をはじめ、さまざまな業種・業

ます。

近年、気候変動リスクへの関心が世界的に高まる中、金融経済においても脱炭素化を巡る対応が

私たちの暮らしを支える産業・流通分野のお客様に
日立グループの先進事例や製造業としてのノウハウを活用した
IT ソリューション・サービスを提供
化学、医薬、食品、化粧品から精密、鉄・非鉄などの製

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、国内外を問わずキャッシュレス決済の比率が高まっ

自動車

めざし、日立との協創により、スマートデバイスを活用した
「車いすご利用のお客様ご案内業務支
援システム」
を開発しました。移動制約者のお客様をご案内する際、ホームでも列車番号や乗車
位置などの入力が容易なインタフェースで、降車駅に確実に伝達するアラート機能を備えたシステ

て生活密着企業であるお客様の企業価値を最大化することで、私たち自身の暮らしを支えています。ま

電子装置

ムです。ご案内業務のサービス品質維持・向上に、日立も ICT 技術で貢献しています。
募集職種

●産業・流通システム

造業のお客様や、各種小売業、卸売業、商社などの流

ている一方、不正利用の被害額も増加しており、より厳重な本人認証の必要性が強まってい

急務となるなど、金融機関に求められる社会的役割が大きく変化しています。また、在宅勤務やキャッ

社会システム事業部は、社会インフラを支える巨大システムの開発から、ITとOTを融合させた最先
端技術を用いた Lumada( ルマーダ ) の牽引まで幅広い領域で活躍しています。具体的には、電力

【事例紹介】
「生体認証統合基盤サービス」の活用で、安全で便利な手ぶらでのキャッシュ
レス決済が可能に！

ヘルスケア

用者の安全確保とお客様満足度の向上、駅係員の対応効率向上、ヒューマンエラーの予防を

・お客様に最適な価値を提供するサービスを実現するためのサービス開発プロジェクトの取り纏め

●金融システム

情報通信

高齢化社会が進む中、公共スペースでは各種バリアフリー対策がなされ、車いすや白杖を利用

・新たなサービス事業のビジネスモデルを企画し、日立の事業として立ち上げ

社会やお客様の課題・ビジョンに対して、最前線でソリューションを提供します。

公共

家電

する方 ( 移動制約者 ) の鉄道利用数も増加しています。そこで西武鉄道株式会社様では、利

サービスプロフェッショナル

事業領域

鉄道

料金請求を処理する大規模システムから、ウェブ・メール、IoT 機器などの大規模なトラフィック処理

【主な仕事内容：システムサービスの企画・開発・保守における品質確保プロセスの計画・実行 /

た機能，性能，品質の設計と開発／サービス提供状況のモニタリング結果から改善を推進】

都市開発

ステム分野では、長期的な人口減少トレンドの想定や、コロナ禍で事業環境に影響が出ている中、

IT ソリューションならびにプロダクトビジネスにおける品質保証システムの確立・運用、品質管理、

【主な仕事内容：市場調査結果や顧客協創によるサービス事業の企画／サービス提供開始に向け

水

金融

ハウを活かし、高品質なシステムの提供により電力システムの安定を支えています。また鉄道情報シ

品質管理エキスパート

IT サービスに関わるマネジメントスキルを通して、以下を推進する。

開発を実施します。

産業・流通

エネルギー・交通・通信などの社会インフラ分野でのソリューション提供を通じて、安全・安心な暮らしの実現と社会インフラの発展に貢献

き、ときに先頭に立って品質の向上に貢献する「品質のプロ」です /( 品質保証 [ 金融担当 ]

ソフトウェアエンジニア

電力

さらに、日立と大阪市は他の民間企業も交えて、公共機関および民間企業の官民データを連

タサイエンス等を活用したデータ分析とビジネスアクション創出 / 分析結果フィードバックによる顧客

・AI( 人工知能 ) を活用した PoC 推進を担当し、営業部隊と共に要件定義や分析テーマの設

＜社員が語る仕事の魅力＞

事業分野

●公共システム

IT アーキテクト

【事例紹介】
大手運輸会社の全集配車両に新たな車載端末を搭載
運行データ利活用による安全運転教育のさらなる高度化に取り組む
ドライブレコーダーとデジタルタコグラフを一体化した通信機能搭載の新たな車載端末を、大手

研究開発

設計開発

運輸会社全集配車両約36,000台に搭載し、従来収集していた速度や駐車位置情報に加え、
走行画像や GPS 情報をクラウド形態の情報基盤へリアルタイムに転送／蓄積します。
また、新たな車載端末は、ヒヤリハット体験箇所の登録自動化や、OTA(Over The Air) 対応
による車載端末搭載ソフトウェア更新の自動化も実現し、セールスドライバーがより安全運転

システム
エンジニア

に注力できるよう業務支援します。
さらに、大手運輸会社は日立と連携し、一元管理される運行データを可視化／分析することに
より、一人ひとりの運転特性に応じた未然防止型の安全運転教育を実現するなど、安心／
安全への取り組みをさらに強化します。

生産技術

た、近年加速するお客様企業の海外事業展開においても、グローバルパートナーとして活動しています。

●ヘルスケアシステム
ヘルスケアデータを安心・安全に利用できる DX 技術を、
協創パートナーと開発・提供することで、
スマート医療の実現を支援

型生体認証基盤 (PBI( ※ ))」に、決済連携機能や施設での入退場管理機能を付加すること

だれもが安心・安全に暮らせる社会の実現に向けて、ヘ

で、多用途に活用できる基盤サービスです。すでに飲食店での導入をはじめ、レジャー施設や

ルスケアデータの利用ニーズは増加・多様化しています。

ドラッグストアでの実証実験など、幅広い分野において手ぶらでの認証・決済を実現しています。

一方で、安全にヘルスケアデータを利用し、価値を導き出

今後は、さまざまな業界や業種へのさらなる付加価値の創出に取り組み、本サービスを活用し

すには高い専門性が必要です。日立は、データホルダー

た豊かな社会インフラ基盤づくりを推進していきます。

でもある医療分野の専門家を協創パートナーとし、日立の

※ Public Biometric Infrastructure の略

データ分析力とセキュリティ技術を掛け合わせることで、多

品質保証

【事例紹介】
がんゲノム医療
ゲノム情報を活用した個別化医療「がんゲノム医療」の医療現場の課題解決に取り組み、ボト
ルネックとなっているエキスパートパネル ( 多職種専門家会議 ) での医療従事者の負担を軽減

営業技術

するエキスパートパネル支援サービスを提供しています。

大規模検査センター向け スマートラボソリューション
全国からの大量かつ多種類の検査依頼を受託している大規模検査センターは、日に何十万件もの
依頼に対応しており、さらなる迅速化・高精度化に向けたデジタル・
トランスフォーメーション (DX)

知的財産
マネジメント

に取り組んでいます。
日立は、お客様との協創を通じて、ロボットや IoT を活用した検査自動化・省人化ソリューショ
ンや、プロセス全体のデジタル化を支える統合 IT プラットフォームの提供に取り組んでいます。

その他

様な業種からのヘルスケアデータ活用ニーズに応えていきます。

036

Job Matching Navigator

Job Matching Navigator

037

●ディフェンスシステム

●プラットフォームソリューションサービス

【事例紹介】
インテリジェンス情報ソリューション

防衛・航空宇宙・セキュリティ分野を支える技術を軸に、
社会インフラ安全保障事業を推進し、
安心して暮らせる社会の実現に貢献

国家安全保障を担う政策決定者や自衛隊の指揮官が、インターネッ
ト情報、衛星画像、通信情報
等各種情報を活用して、迅速で適切な意思決定をするための情報収集と、それら収集情報の分析
を支援するソリューションを提供します。
自衛隊各組織の能力を最大に発揮させるため、各級指揮官の意思決定や、教育、訓練等を支援

防衛事業を通じて蓄積してきた安全・安心に関わ

するための最適なシステムの提案・開発に取り組んでいます。また、
シミュレーション技術、
AI( 人工知能 )

るさまざまな技術や経験を活かして、サイバー空間

技術を活用した情勢判断・意思決定の効率化、データ解析・抽出技術などを用いた情報の可視化

など含めた社会インフラ全体に安全保障の範囲

にも取り組んでいます。

を広げて事業を推進しています。

サイバー攻撃が日々進化する中、常に最新動向に対応し得るサイバーディフェンスおよびセキュアな IT

自然災害などの地球規模で解決すべき課題が山
積しています。ディフェンスシステム事業部は日立グループの関係各社と連携してこれらの課題に挑戦

デジタル・トランスフォーメーションでビジネスを加速
現在、多くの産業分野では、プロセスの最適

基盤を実現するためのソリューションを展開しています。

活用した新たなサービス創出や業務改革などを適切かつ迅速に実現するデジタルトランスフォー
メーションが求められています。

は、先進の IT とデータアナリティクスやシミュ

これにより、最新のデジタル技術を含む多様なソリューションの中から、必要なものを素早く的確

高い運用・制御技術 (OT)を融合した IoT プラッ

に見つけていくことができます。また、お客様がお持ちのクラウド環境に、選択したソリューションを

トフォーム
「Lumada」により、そのニーズに応

自動的に構築する仕組みを提供しており、ソリューションの導入が迅速かつ容易になります。さら

の高いシステムで構成されており、幅広い業種や目的で、他のプラットフォームやシステムと連携で
きるため、日立とお客様、パートナーとともにソリューションをつくり上げられます。日立は、OT と IT

し、防衛事業で培った技術・経験とデジタルソリューションの力により、海底から航空宇宙、サイバー

ICT 分野以外の NCW 関連ソリューション、環境資源ソリューション、艦艇搭載ソリューションは
「ディフェ

よる協創活動を通じて、お客様と事業を展開・拡大していきます。

空間にわたる社会の安全・安心を支援するさまざまな製品、システム、ソリューションを提供しています。

ンスシステムソリューション」
フィールドで募集しています。

※ Ex アプローチとは http://www.hitachi.co.jp/products/it/ex_approach/

●アプリケーションサービス
社会インフラを支える大規模先進システムの
業務アプリケーション設計・開発

日立の品質の尺度は、
「お客様満足度」
です。

,R7・
デジタライ
ゼーション

日立グループの最も重要なテーマ
「Quality

産業・流通、鉄道、公共等、各業界のフ

First：品質第一」
をモットーに、社会イ

ラッグシップユーザーに提供する、大規模で

ンフラを支える日立製品の品質に責任と

先進的な
「業務アプリケーション ( ※ )」
の設

産業
流通システム

権限を持ち、お客様の情報システムの

計・開発・保守を行い、社会になくてはなら

安定稼働に貢献するのが、品質保証エ

ない重要なシステムを支えています。
また、長年のアプリケーション開発で蓄え
たノウハウと先 進 技 術の組み合わせによ
り、DX( デジタルトランスフォーメーション ) 等近年の IT 動向に対応したアプリケーション開発技術や
CX( カスタマーエクスペリエンス ) 価値を実現するサービスの提供にも力を入れています。

クラウド
サービス

サーバ・
ストレージ・
ミドルウェア

品質
保証

金融・
社会インフラ
システム

$,・
53$

鉄道

デジタル×デザインによる AI ソリューション

生産現場デジタルツイン化ソリューション

「Hitachi AI Technology/ 計画最適化サービス」では、専門チームがデザインアプローチを用いて
お客様の業務を徹底理解したあと、データアナリティクス・マイスターが計画履歴データを分析して、

や在庫管理などの IT データを、デジタル空間上でひも付け、デジタルデータを容易に利用できるよう

熟練者の計画パターンを抽出します。明確化した制約条件と計画パターンを数理最適化エンジンに

にすることで、
生産業務全体を通じた改善や最適化を支援するソリューションです。本ソリューションは、
鋳造やプレス加工、溶接、塗装、組み立てなどさまざまな生産工程に点在する業務および OT/IT

詳細はこちら

適化に必要なデータの抽出や利用を容易にします。また、生産工程全体を見通した分析やシミュレー

http://www.hitachi.co.jp/products/it/industry/solution/mlcp/concept.html

ションによる最適化を支援します。

OSS( オープンソースソフトウェア ) サービス
お客様のシステムライフサイクル全般にわたり、各カテゴリにおいて OSSを安心して活用していただ

「制御システムセキュリティソリューション」があります。OS アップデートやセキュリティバッジを当て

なソリューションをご提供しています。また、OSS コミュニティや標準化活動に参加し、OSS と関連

るといった通常の IT セキュリティ対策が困難な制御装置などには、その装置の周りにセキュリティ

技術の発展と普及に貢献しています。

対策装置を配置するゾーン設計により、入口・出口・拡散防止対策を実施するとともに、セキュリ
事業を継続することができます。社会インフラシステムの構築・運用実績、ノウハウ、およびインシ

http://www.hitachi.co.jp/products/it/oss/solution/index.html

デント対応経験を活かし、制御システムの安全・安心な稼動を支援します。

プロダクツ ( ストレージ、サーバ、ミドル
ウェア等 ) へ対応し、開発工程から稼働後の運用保守に渡り、品質の番人としてお客様視点での

材を活用し、最適な組み合わせでのプラッ
トフォー
ムソリューション立案にてお客様のさまざまな課題

⾦融

公共

お客さまの課題解決

社会

産業・流通

プラットフォームソリューションを
最適に組合せて提供

フロント事業⽀援

ニーズとプラットフォーム商材をマッチングし、
お客さまの課題を解決するソリューションを提案

顧客課題/
ニーズの把握

顧客提案対応

注⼒商材の選定

ストレージ

詳細はこちら

データから新たな価値を創出し、お客様のデジタルフォーメーションを加速する日立の Lumada。
2019年10月、日立は Lumada による価値創出をさらに加速するため、IT インフラ製品・サービス

クラウド
デジタル
ミドルウェア
サーバ

サービスの環境構築を行い、デジタルイノベーションの実現に貢献しています。また、IoT プラッ
トフォー
ム「Lumada」の提供により、お客様との課題共有やその分析・見える化から、ビジネスモデルデザ
イン、ソリューションやサービスの提供に至るまで、一貫したお客様との協創を実現します。

入や柔軟な拡張、容易な運用を実現するために、ハイパーコンバージドインフラ ( 以下、HCI)を導

ともに、障害発生時の自動的な冗長性の回復など信頼性も強化しました。さらに、従来の SASドライ

入する企業が増えています。日立は、お客様の HCI 導入効果を最大化するために、その導入から

ブと高速な NVMeドライブの混載の実現により、
用途に応じて柔軟なドライブ構成が可能となり、
従来

運用までワンストップで支援する
「日立 HCI ソリューション」
を提供しています。日立アドバンストサーバ
統合システム運用管理「JP1」
によるシステム全体のリソース監視や、運用の自動化を組み合わせて、

培った日立独自の Software Deﬁned Storage 技

導入後の運用負担を軽減し、
お客様ニーズに幅広く対応したHCI 環境を提供しています。一方で、
日々

術を活用し、デジタルビジネスで求められる迅速な導

用して高信頼なデータレイク構築を支援するデジタル基盤ソリューション提供を予定しています。

Virtual Storage Software 」
を提供開始しました。

なお、重要な社会インフラを支える基幹システム向けには、日立の高信頼サーバ
「RV3000」
と日立独

Lumada ソリューションの実現に寄与する、先進的か
つ戦略的プロダクトであることを認定するものです。産
業分野の機器では、IoT Connected の機能を有する
ことを、また、IT 機器では、Lumada ソリューションを実
現するための特長や付加機能を有することを示します。

ミドルウェア

います。

●社内 IT イノベーション

VSP 5000 シリーズ

域で販売され、世界各地でお客様の大切なデータを ＊1「Lumada Ready」ロゴは、対象のプロダクトが、

https://www.hitachi.co.jp/storage/

ズと日立のフロント事業および商材のマッチングサイクルを回すことで、日立の IT 事業拡大に貢献して

●プロジェクトマネジメント統括

現に貢献しています。
※1：VMware、VMware vSAN、VMware vSphere は、米国およびその他の地域における VMware, Inc.
の登録商標または商標です。
※2：Nutanix は、米国およびその他の国における Nutanix, Inc. の登録商標または商標です。
＊Microsoft 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たは商標です。

ICT ソリューションの各プロジェクトをマネジメント制度・
技術・人財・ナレッジの面で支えて、成功に導く

システム＆サービスビジネスの社内 ITとして、SI 事業やサーバ・ストレージ事業のシステムエンジニア

ICT ソリューションの各プロジェクトには、お客様は異なってもシステムインテグレーションに必要となる

けるさまざまなデータとその関係性を統合的に管理します。操作や制御の一元化や機械学習 (AI) の

や設計開発部門、
その他全てのスタッフ部門の従業員向けのITインフラ・業務システムの企画やサポー

知識やノウハウは共通するものが多くあります。プロジェクトを成功に導くため、最新のマネジメント技術

活用によって IT 運用の自律化を加速しビジネスに貢献するインテリジェントな IT 運用を支援します。

トを行っています。IT 戦略の立案と実行を担い、事業現場におけるデータ分析や RPA、IoT、コラ

の動向や成功 PJ の分析からプロジェクトマネジメント制度を策定・改善したり、海外の日立グループ

また、ビッグデータ処理でお客様のイノベーションを加速する高速データアクセス基盤「Hitachi

代やお客様のさまざまなニーズに応えています。

システム
エンジニア

生産技術

詳細はこちら

お客様のビジネス革新や業務品質・効率の向上を柔軟に実現する、IT 基盤製品群を提供してい
し、最先端の IT を駆使した幅広い製品ラインアップで、オープン環境での基幹系業務の実現、時

設計開発

自の高信頼化機能をアドオンした
「VMware vSphere®」( ※1)、最長10年の長期保守・サポートサー
ビスを組み合わせた
「高信頼プラットフォームソリューション」
を提供し、システムの長期安定稼働の実

品質保証

ます。日立が、システムソフトウェアで長年培ったミッションクリティカル対応、高信頼化技術を継承

日立の IT セクターのデジタルトランスフォーメーションを牽
引し、経営・事業およびグループ全体に貢献

日立 HCI
ソリューション

HA8000V

ビジネス環境の複雑化や変化のスピードに追随し、
迅速・柔軟な ITシステム運用を可能にする統合シ

営業技術

ステム運用管理「JP1」
は、人に依存しない IT 運用の実現をめざし、
複雑化・多様化したシステムにお

ボレーションツールなどのデジタルソリューションの活用を支援しているほか、提供施策の効果モニタリ

会社の制度整備を支援したりして、プロジェクトのガバナンス強化を行っています。また、国内外のプ

Advanced Data Binder プラットフォーム」( ※ ) の超高速データベースエンジンの開発・提供など

ングやブラッシュアップ、従業員目線にたったユーザサポートも提供。技術とコンサルティングスキルの

ロジェクトへの参画から得られた成功プロジェクトのナレッジを横展開する基盤、プロジェクトを支えるプ

を通じて、変わり続けるビジネス環境において、正確で迅速な意思決定を支えています。

両方を活用しながらエンドユーザに近いポジションで IT セクターの事業運営と成長を支援し、社内の働

ロフェッショナル人財認定制度も整備。DX や協創型ビジネスなど、多種多様なプロジェクトを成功に

※ Hitachi Advanced Data Binderプラットフォームは、
内閣府の最先端研究開発支援プログラム
「超巨

き方改革の推進にも貢献しています。

導くため、先進的なプロジェクトへの参画を通じたナレッジ獲得と横展開、制度化など新たな施策の検

大データベース時代に向けた最高速データベースエンジンの開発と当該エンジンを核とする戦略的社会サー

討も行っています。

ビスの実証・評価」
( 中心研究者：喜連川 東大教授／国立情報学研究所所長 ) の成果を利用しています。
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研究開発

クスコンピュータ
「HA8000E」
を提供するとともに、日立独自の Software Deﬁned Storage 技術を活

も 応える高 性 能と高 信 頼 性を備えた
「Hitachi

護り、社会やビジネスを支えています。

募集職種

生み出されるデジタルデータ向けには、収集や分析を担い、データの価値を向上させるエッジアナリティ
*1

入や柔軟な拡張性、エンタープライズ顧客の要件に

現在、日立のストレージは世界の70を超える国や地

電子装置

「HA8000V」に
「VMware vSAN™」( ※1) や
「Nutanix Enterprise Cloud OS」( ※2) を 搭 載し、

またストレージの組み込みソフトウェア開発で長年

詳細はこちら

ラウド / デジタル /ミ
ドルウェア / サーバ / ストレージに精通した知識と提案ノウハウをもって、市場ニー

038

近年、ビジネス環境の変化のスピードや複雑さが増す中、ビジネスを支える IT インフラの迅速な導

+

パートナ
プロダクト・ソリューション

サーバ

「Hitachi Accelerated Fabric」の採用により、リニアな性能と容量のスケールアウトを実現すると

の基幹業務とデジタルビジネスで生み出されるさまざまなワークロードやデータの統合を可能にします。

家電

自動車

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/Secureplaza/index.html

「Hitachi Virtual Storage Platform( 以下、
VSP) 5000」
を提供開始しています。新アーキテクチャ

…

デジタルマーケティング

計開発と、オープンソースのサポートサービス提供、技術コンサルティングの提供、高信頼なクラウド

プラットフォーム事業

ストレージ

マーケットリサーチ/リード分析

制御、装置間のデータコピー ) やミ
ドルウェア ( 運用管理製品、アプリケーション基盤製品等 ) の設

パートナ

ソリューション

洗い出しなどにより日立のフロント事業を支援。ク

合力のあるプロダクトやサービスを企画し、それらを開発・デリバリしています。
具体的には、サーバおよびストレージ装置に組み込まれるソフトウェア ( 仮想化、データの読み書きの

協創

フロント事業

選定、デジタルマーケティングを活用した新規領
サーチやリード分析を通じた市場 / 顧客ニーズの

ワールドワイドで次世代のサービスソリューションビジネスを拡大し、日立の社会イノベーションを実現して
いくため、海外拠点やフロント部隊と連携してマーケッ
トのニーズをいち早く取り入れ、グローバルに競

お客さま

を解決しています。顧客提案対応、注力商材の
域開拓、案件創出を行っているほか、マーケッ
トリ

世界 No.1 のストレージ製品など競争力の高いプロダクツと
サービスで IT × OT の実現をグローバルに牽引

ヘルスケア

ティ監視の仕組みを導入。万一の場合にも、感染したゾーンだけを切り離して縮退運転することで、
詳細はこちら

● IT プロダクツ

市場のニーズに対して、最適なソリューションをフロントと共にお客さまへ提供

公共

組織・システム・運用の面でセキュリティ強化と課題解決に貢献することをめざしています。一例として、

けるよう、クラウドをはじめビッグデータ、データベースなど多くの企業システムに対応できる、さまざま

群を順次刷新することを発表しました。その第一弾として、新スケールアウト型フラッシュストレージ

プラットフォーム基盤からクラウド・デジタルなどの成長領域
までトータルでの提案立案、デジタルマーケティングによる案
件創出などを通してフロント事業を支援し、事業拡大に貢献

金融

情報通信

トータルセキュリティソリューション

社会、産業分野のさまざまな業種や IT

極的に取り組み、各事業グループ・事業部門と連携した品質関連ソリューションを提供しています。

●フロント事業支援

複数の生産現場に散在する、生産設備の稼働状況や品質情報などの OT データおよび生産計画

ンジニアです。グローバルに金融、公共、

品質改善を推進します。また、サービス、デジタルソリューション・Ａ
Ｉなど最新技術動向について積

※お客様の業務活動の改革や、効率的な運用を実現するためのソフトウェアのこと。

サービスプラッ
トフォームビジネスユニッ
トのケイパビ

都市開発

詳細はこちら

データ間の「つながり」を独自の生産業務モデルを用いて管理することで、現場視点での分析や最

「品質の日立」を支える品質ソリューション

アプリケーションの専門部隊として、金融、

リティを集約した高い技術力、およびパートナー商

に、パートナー間で相互にソリューションの提供や活用が可能なため、ノウハウやビジネスのアイ

http://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/about/lumada_hub/index.html

組み込み、チューニングを行うことで、最適な計画の立案が可能となります。

●品質保証

水

デアを掛け合わせて迅速に試行し、新たなサービスの創出へつなげることが可能になります。

●技術・製品紹介

プラットフォーム事業 日立が持つ最新の技術によりプロダクトやそのビジネスモデルを開発し、日
立グループ横断的に最適なソリューションを提供します。

産業・流通

Lumada Solution Hub は、業種や企業の垣根を越えた実績のあるソリューションを提供します。

レーションの知見、長年蓄積してきた信頼性の

両方の技術やプロダクト、蓄積してきたユースケースやソリューション、「Ex アプローチ ( ※ )」等に

一部の事業分野は「ディフェンスシステムソリューション」で募集しています。

電力

近年、市場変化のスピードや複雑さが増す中、さまざまな分野で AI、IoT などデジタル技術を

化や業務効率の向上を目的に、IoT やデジタ

えていきます。Lumada は、オープンで汎用性

サイバーセキュリティソリューション

私たちの周りには、サイバー攻撃、テロ、大規模

【事例紹介】
Lumada ソリューションの導入を迅速かつ容易にする
「Lumada Solution Hub」

ル技術の活用ニーズが拡大しています。日立

指揮統制ソリューション

日立のディフェンスシステム事業では長年にわたる

事業分野

RV3000

HA8000E
知的財産
マネジメント

その他
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事業分野

ディフェンスシステムソリューション

特長的な技術
電力

DEFENSE SYSTEMS SOLUTION

NCW（Network Centric Warfare）関連ソリューション
航空機、艦艇、車両、無人機等と地上をつなぐ無線ネットワー

小型無人機
（ドローン）
運用

て利用可能です。さらに拠点間接続のための無線伝送装置を

ク技術の開発、無線ネットワークでつながれたモノやセンサーか

耐環境性ドローンを用いた各種シス

らの情報をビッグデータ解析や AI
（人工知能）技術と組み合わ

テムを開発しています。 例えば災

り組織間の情報共有手段を確保します。

せ、防衛分野における新たな IoT 活用としてのデジタルソリュー

害派遣等において、要救助者の

ドローン検知システム

ションを提供しています。

捜索や被害状況の把握への貢献

データリンク
（防衛向け無線通信・情報共有システム）

が期待されます。

備え、災害時の公衆網寸断等の事態においても、自営網によ

国内外で多発す

ドローンの不法侵入

るドローン関連事

音声・データ・映像等、作戦を遂

産業・流通

水

案を踏まえ、 重

行する上で必要な情報を、地上と

マルチネットワーク連接装置

要施設警備向け

航空機の間で共有し、作戦能力向

有線・無線問わず異種通信ネットワークをシームレスに接続し、

ソリューションとし

上に寄与します。

音声・映像・データ等あらゆる情報の共有化を図ります。電話・
業務用無線・トランシーバ等の多種多様な端末間通信を可能と
するほか、各種表示端末やカメラ等を連接し情報共有手段とし

各種センサ
にて検知

都市開発

て電波探知等の

ドローン検知システム

各種センサーによ

るドローン検知システムを提供しています。

鉄道

艦船搭載ソリューション
さまざまな艦艇に搭載される、情報処理システムや各種装備の

ソーナーシステム

制御・管制システムを構築しています。

艦船からケーブルでけん引して使用するえい航体や船底に取り付

潜水艦・護衛艦用情報処理システム / シミュレータ

けられた機雷探知機により、海中の物体などを捜索するシステム

ソーナーを用いたセンサー情報を統合処理し、目標の位置推定

を提供しています。東日本大震災時の海中救難捜索にも貢献し

や運動解析、武器システムの管理、制御などを行う艦船の頭脳

たシステムです。

と言えるシステムやその訓練装置を提供しています。

護衛艦異常予兆分析システム

無人潜水艇
（UUV）
自律航行支援システム
（AI
（人工知能）
）

AI
（人工知能）
を用いて、護衛艦に搭載されている機器の異常

無人潜水艇
（UUV）
では、艦船の頭脳と言えるシステムを AI
（人

予兆分析を行うシステムです。学習データに基づき、正常時と

工知能）
で自律化させる装置を提供しています。

異なる状態変化を事前に検知することにより、故障による想定

金融

公共

情報通信

外の停止を回避します。また、事前検知により、計画的な保守
作業人員・交換部品等の手配を可能とします。

技術を通じて安全・安心な社会の実現に貢献します。
日立グループの縮図とも言える多種多様なシステムの開発に取り組んでいます。

統合型 AI 基盤

ディフェンスシステム事業部は、防衛・航空宇宙・セキュリティ分野を支える技術を核に、防衛事業で培った技術と日立グループのデジタルソリューション
の技術で、さまざまな事態から私たちの生活と安全を守り、安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

環境資源ソリューション

メカトロニクスソリューション

各事業分野において AI
（人工知能）
を活用したソリューションを開

資源小国である我が国において、エネルギー安全保障上、石油・

車両や橋梁等のメカニクス技術や新幹線にも使われる材料加工

発・運用する際の共通基盤を提供し、AI
（人工知能）
の導入・

天然ガスエネルギーの安定供給は大きな課題です。

技術、エレクトロニクス技術とを融合し、防衛任務の確実な遂行、

育成を支援します。

日立は、2018年12月、海底石油・天然ガス探査を行う
（株）
オー

災害時のライフラインの早期復旧支援など、信頼性の高いメカト

シャン・ジオフロンティアの設立に参画しました。

ロニクスシステムを提供しています。また、ビークルの電動化や

今後、信号処理技術を中心とした日立が保有するさまざまな技

無人化制御、および IoT や AI
（人工知能）
を活用した機能 / 整

術／ソリューションを海底資源探査分野に適用していきます。こ

備性の向上によるデジタルソリューションの推進も行っています。

その他

ヘルスケア

家電

自動車

れにより、石油・天然ガス探査事業における技術革新に寄与し、
我が国のエネルギー供給の安定化に貢献します。

事業分野

電気・電子・通信工学系

情報工学系

化学系

物理学系

数学系

経営工学系

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

その他
電子装置

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

探査船

データ処理・管理

募集職種

処理データ

研究開発

職種紹介

設計開発

品質保証

水中音響処理技術 AIソリューション

お客様のニーズや製品が使われる環境などを考慮し、最先端かつさまざまな技術により、高品質なプロ

扱う製品・システムは高い信頼性、品質が求められます。開発の初期段階から製品の納入、納入後

グラムやシステム、製品を開発します。製品の信頼度を高めるため、社内外において試験を行います。

の問題解決まで、お客様の視点に立って品質向上活動、評価、保証を行います。

納入後も定期検査など、サポートとともに、市場や国内外の技術動向、お客様のニーズを調査し、新

…

設計開発

フォトアルバム
システム
エンジニア

規事業の戦略を企画立案やより良いシステム・製品の提案を行います。

事業領域

生産技術

防衛・航空宇宙・セキュリティ分野を支える技術を核に、安全・安心な社会の実現に貢献します。

040

ディフェンスシステム事業部は長年にわたる防衛事業を通じ、安全・安心に関わるさまざまな技術、

ディフェンスシステム事業部は日立グループの関係各社と連携してこれらの課題に挑戦し、防衛事業

経験を蓄積してきました。この技術や経験を活かし、サイバー空間などを含めた社会インフラ全体に

で培った技術・経験とデジタルソリューションの力により、海底から航空宇宙、サイバー空間にわたる

安全保障の範囲を広げ、グローバルな視点で事業を推進していきます。

社会の安全・安心を支援するさまざまな製品、システム、ソリューションを提供しています。

私たちの周りには、サイバー攻撃、テロ、大規模自然災害などの地球規模で解決すべき課題が山積

インテリジェンス情報ソリューション、指揮統制ソリューション、サイバーセキュリティソリューションは、

しています。

「ICT ソリューション」フィールドで募集しています。

所在地

お問い合わせ先

横浜地区

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

土浦地区

〒300-0013 茨城県土浦市神立町603番地

Job Matching Navigator

人財統括本部 人事勤労本部
タレントアクイジション部
TEL : 080-9862-7075
ds-recruit@ml.dsg.hitachi.co.jp

衛星画像の活用
衛星画像受信アンテナ
Maxar 社の WorldView 衛星 衛星画像を加工して付加価値
を受信するための専用設備を をつけることで森林面積の把
握などに活用されます。
運用しています。

掃海艦あわじ型（出展 : 海
上自衛隊ホームページより）
掃海艦の主装備品である機
雷 捜 索 用のソーナーとして、
可変深度ソーナーシステムを
製造しています。

護衛艦もがみ型（出展 : 海
上自衛隊ホームページより）
多目的護衛艦のもがみ型に対
し、 従 来の護 衛 艦と一 線を
画す機雷戦能力を担保する対
機雷戦ソーナーシステムを製
造しています。

ドローン検知システム
特定エリアに進入するドローン
をマルチセンサで監視・検知・
対処するシステムを提供します。

沖縄地上局
Maxar 社が運用するWorldView
衛星を受信するための地上局
です。

品質保証

営業技術

知的財産
マネジメント

海外研修
日立現地法人における長期業
務研修や、語学や文化、習
慣を肌で感じることを目的とし
た短期研修も行っています。

海外動向調査
社内研修
最新の技術動向を得るため さまざまな社内研修を行ってい
に、国内外のカンファレンス ます。職種や勤務地を越えた
に参加しています。
交流の場としても好評です。

社内イベント
若手の社員が中心になって企
画運営する社内イベントを開
催しています。

横浜事業所
横浜事業所設計棟
2012 年に完成した横浜事業 横浜事業所設計棟は、環境
所は、設計棟、システム製造 に配慮した先進的な建物で、
棟があり、清潔感ある明るい 日立内エコオフィスとして認定
オフィスです。
されました。

Job Matching Navigator

その他
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事業分野

社会インフラコントロールシステム

事業領域
電力

SOCIAL INFRASTRUCTURE CONTROL SYSTEMS

●電力・エネルギーシステム分野（発電 / 電力流通）
産業・流通

発電制御ソリューション
長年にわたって培ってきた制御技術と IT 技術を融合して、安全・安心で環境にやさしい発電制御システムを開発・提供しています。
火力発電での CCS
（二酸化炭素回収・貯蔵）
技術の導入や、運転中に CO2 を排出しない原子力発電の推進を通して、地球

水

温暖化につながる CO2 を削減。また、夜間等の余剰電力を有効活用した揚水発電などとの組み合わせにより、電力の効率的な
運用を可能にしています。これらの制御技術と運用・保全をサポートする IT 技術を組み合わせたソリューションを活用した発電制
御システムを提供しています。

都市開発

鉄道

電力流通ソリューション
電気は火力発電所などの大規模発電所や風力・太陽光のような小規模の発電所で生み出され､ 消費者に届けられます。この電

金融

気を送り届けることを電力流通といいます。電力流通設備には変電設備、市街地に電気を送る配電設備などがあり、それら全て

私たちの生活に欠かせない「社会インフラ」を支える
コントロールシステム（制御システム）
を提供し、より快適で便利な社会生活に貢献しています。
世界では、高速鉄道などの高度インフラの建設・更新、大規模都市開発

運用技術
（OT 技術）
の融合による
「デジタルソリューション技術」
を活用し、

や産業基盤の一括整備など、社会インフラ分野での市場の拡大が見込ま

社会インフラのさらなる高度化・高信頼化を図っています。

れています。そこで求められるシステムには、
「安全・安心」
が必須条件であり、

私たちのフィールドでは、これまで培ってきた制御・運用技術
（OT 技術）
を

かつ
「快適・グリーン」
といったニーズへの対応も不可欠です。

活かし、電力・交通・鉄鋼・上下水・産業などの社会インフラを支える上

また、近年のデジタル化の進行に伴い、社会インフラ分野においても IoT

で不可欠となる
「スマート」
で
「スムース」
な次世代型の制御システムをグロー

技術の活用が注目されています。日立としても、情報技術
（IT 技術）
と制御・

バルに提供しています。

募集職種

卒業学部学科系統

研究開発

設計開発

機械工学系

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

生産技術

情報工学系

品質保証

化学系

営業技術

物理学系

経営工学系

や､ よりクリーンな再生可能エネルギーを利用することなど､ 世界のエネルギー事情は大きな変革期を迎えています。電力流通の
ための設備やシステムも大きく変わろうとしています。私たちは国内・国外を問わず､ 常に新しい電力流通のニーズに応えるソリュー

情報通信

その他

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

公共

ション提供をめざしています。

ヘルスケア

TOPICS

知的財産マネジメント

数学系

を統括して制御することで効率よく､ そして途切れることなく届けるソリューションを提供します。近年､ より効率的に発電すること

その他

電力システムの海外展開

新興国の経済発展に伴う電力インフラの開発ニーズが増大し

また、日立グループに加わった日立ABBパワーグリッド社とも連

ています。一方で近年の地球温暖化の抑制機運の高まりを受

携して系統・送配電・発電の一貫した電力制御システムのビジ

け、世界中で環境負荷低減・クリーンエネルギーへの取り組みが

ネスを社会に提供し、電力エネルギーに関する社会課題を解決

加速しています。
こうした世界状況の中、日立の電力制御システ

すべくグローバルに展開していく予定です。

ム部門は、効率的な電力エネルギー運用を実現するために再生

さらに粒子線治療装置のグローバル展開など原子力技術に基

可能エネルギー大量導入にも耐えうる電力系統の安定化プロ

づく制御ソリューションも海外へ展開しています。

家電

自動車

ジェクトやスマートコミュニティプロジェクトに参加し実績を上げて

事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

●水環境システム分野
設計開発

システムエンジニア

事業発展に不可欠な技術開発を担います。事業部に所属

技術を製品に反映し、世の中に新しい価値を提供していくこ

顧客業務を分析の上、最適なソフトウェアやハードウェアの

する開発センタなどで研究が進められています。

とが、設計開発の役割です。

検討、システム設計を担います。

生産技術・IT システム
生産量の拡大・生産効率の向上を、技術面と IT システム

電子装置

募集職種

職種紹介

研究開発

います。

品質保証
製品やシステム構築の機能・性能・耐久性をチェックします。

の面から実現させていく役割を担っています。

研究開発

上下水道
日立の水事業への取り組みは、100 年以上の歴史を持ち、

約 2,100 システムと豊富な実績と経験を有しています。

水源保全・上下水道・雨水排水・水再生など幅広い分野

お客様とともに培った豊富な実績と経験をもとに、日立は情報

に貢献してきました。日立全体としても、創業以来の「優れ

と制御の融合でさまざまなソリューションを提案し、お客様の

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

ニーズに沿った信頼性の高い安定したシステムを提供します。

業理念を掲げ、ライフラインを支えるために信頼性・安定性・

これにより安全・安心で持続可能な生活環境の実現、そし

安全性を重視した製品やシステムを開発・納入しています。

て強靭な水環境と運営基盤の強化へ向けて各地域の特徴と

上下水道の中枢をなす監視制御システムの納入は、今日まで

ニーズに合わせた水環境ソリューションを提供します。

設計開発

システム
エンジニア

生産技術

TOPICS

運転・保全管理支援システム

品質保証

水道施設の老朽化、人材不足などの課題に対し、日立は、

OT: Operation Technology（制御・運用技術）

安全・安心な水道水供給の持続に向け、長年培ってきた OT

IT: Information Technology（情報技術）

とITを活用した運転・保全管理支援システムを提供しています。

AI: Artiﬁcial Intelligence（人工知能）

広域に分散配置された複数の施設の運転データと保全データ

IoT-GW：Internet of Things Gateway（データ集配信）

営業技術

を収集し、水質や水量のシミュレーション、統計処理、AI など

所在地

お問い合わせ先

大みか事業所 〒319-1293 茨城県日立市大みか町五丁目2番1号

recruit.jousei.ko@hitachi.com

を活用して、運転管理や施設の保全業務を支援します。

知的財産
マネジメント

その他
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1. ⽣産技術・⽣産システム

●鉄道システム分野

社会インフラ・産業機械の点検・保守・修理を高度化するデジタルソリューション

列車運行管理システム

車上情報表示システム

「時刻表通りに電車が来る」という" 当たり

「列車内を情報ステーション

前 " を支え、実現しているのが列車運行管理

に！」さまざまな利用者が列

システムです。日本の全ての新幹線のみなら

車を安心して利用できるよう

ず台湾新幹線他、東京・名古屋・京阪神

に映 像による車 内の情 報

地区をはじめとする日本の大多数の在来線を

サービスを提供しています。

カバーする列車運行管理システムを通して、

高齢者や色弱者にも配慮し

２０１９.１１.１５ （モノ設）

先進の AI 技術を駆使して、設備・装置のふるまいや特質をデータ化ならびにデジタル化します。

知保全、産業機械に対する最適な修理方法提示など、M&R（Maintenance & Repair）ソリュー

これにより、巡視点検の自動化や高品質なデータに基づく設備劣化の診断、大規模プラントの予

ションを提供します。

SDGs や ESG 投資への対応など、企業は環境に対する社会的責任が求められ、解決に向けて

日立では、製品・生産活動を環境視点で「見える化」することにより、お客様にて分析・対策・

積極的に取り組むことが期待されています。

公開を容易に行える環境情報管理ソリューションを提供します。

●モノづくり（生産技術・生産システム）
・情報システム分野

世界に誇る鉄道システムを開発し支え続けて

たユニバーサルデザインで
利用者にわかりやすい案内

るために、鉄道信号設備や列車の間隔を自

表示を実現しています。さらに、複数の画面を連動させたり独立させたりと、多様な映像広告に対応

動的に制御する、駅に設置しているお客様への案内表示器や音声案内へ列車情報を提供するな

したデジタルサイネージを提供しています。

ど、24 時間 365 日稼働する複雑で信頼の高いシステムを提供しています。

首都圏では山手線ほかで日々活躍しています。関西圏や九州圏にも順次拡大中です。

都市開発

お客様へ納める最終成果物となる制御盤などを高いコストパフォーマンスで提供するために、独自に
開発してきた生産方式が、｢モジュラー設計・生産｣ です。

差替ください。

この方式は、上流のハード設計段階で、標準化された筐体やユニットのモジュールを選択・組み合

鉄道

せます。
変化する市場やお客様のご要求に応え続けるために、より高度な生産技術やシステムの開発に取り

は、列車運行管理システムを抜きには語れません。世界の経済発展に伴い、人と物の移動を支える社会インフ

組み、このモジュラー設計・生産力を高め続けています。

ラは非常に重要で、中でも鉄道は高速・大量輸送手段として新興国だけでなく先進国でも再注目されています。

工場をサイバー攻撃から守る情報システムの構築
工場をサイバー攻撃から守る情報システムの構築

多くの鉄道技術を有する日立は、
イギリス、台湾など海外でのビジネス展開を始めています。高速鉄道の市場では、

ファイアウォール
管理端末

日立の車両、信号システム、列車運行管理システムで「新幹線」の輸出をめざしています。在来線の分野では、

一斉遮断

③

新興国の経済発展を支援すべくODA を通じて各国の鉄道システム整備を支援しています。日立は優れた鉄道

ファイアウォール
管理端末
事業所

一斉遮断

車両ビジネスで構築したビジネスチャネルを利用し、さらなるシェア拡大に向けて活動中です。また、日本政府は

事業所
ＯＡ環境

社内NW

ファイア ③
ウォール

ファイア
ウォール

ＯＡ環境
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ログデータ
の解析

ログデータ
の解析

ＦＡ－ＤＭＺ
共通FAサーバ
共通管理サーバ
共通ログサーバ
セキュリティサーバ

CAD

開発環境
CAD

クラウド

ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
クラウド

ＦＡ－ＤＭＺ

に欠かせません。私たちは地域ごとのニーズに合った列車運行管理システムの展開を今後も継続していきます。

製造管理LAN
ファイア①
ウォール

①

製造制御LAN

●産業制御システム分野

製造現場A

パワーエレクトロニクス応用システム〜モータドライブシステム〜
鉄鋼システムでは、パワーエレクトロニクスを応

に優しい省エネルギー化技術を活かした、最適

用したモータドライブシステム
（インバータドライブ

鉄鋼プラント制御システム開発により、グロー

システム）
が圧延機を駆動しています。モータド

バルな産業発展に貢献しています。

ライブシステムの開発には、パワーエレクトロニ

日立では、産業の基幹材料としてなくてはならな

クス技術はもちろんのこと、制御工学、電磁

い鉄や銅、アルミなどの非鉄金属をつくりだす

気学、伝熱工学、力学、機械工学などの技

製鉄所に、制御システムや電機品を提供して

術に加え、近年の IoT ソリューションのニーズ

います。鉄は常に新しい素材特性、品質が求

に応えるためのデータ統計・分析技術、
ネットワー

められ、鉄鉱原料が最終製品になるまでには数多くの製造プロセスが必要です。各製造プロセスに最

ク構築技術など、さまざまな技術力を駆使する

適な情報、制御、ドライブ技術を開発＆融合させて、常に最先端の品質を求めるお客様のニーズに応

必要があります。

製造管理LAN
製造管理LAN
ファイア
ウォール

ファイア
ウォール

製造制御LAN
製造制御LAN

製造現場A
製造現場B

製造管理LAN
製造管理LAN
ファイア
ウォール ファイア
ウォール

製造制御LAN
製造制御LAN

製造現場B
製造現場C

製造管理LAN
生産設計LAB
ファイア
ウォール ファイア
ウォール

製造制御LAN
製造制御LAN

製造現場C
F製造現場D

開発環境
試験環境

試験環境

共通ログサーバ

②

②

生産設計LAB

金融
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ＩＴ環境を次世代化し
ＩＴ環境を次世代化し
利便性とセキュリティを両立
利便性とセキュリティを両立

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ

社内NW

共通FAサーバ
共通管理サーバ
セキュリティサーバ

生産性向上と両立するリモートワーク環境の実現
生産性向上と両立するリモートワーク環境の実現

ファイアウォールのログ情報収集
ファイアウォールのログ情報収集

技術によって協力していますが、その中でも私たちの提供する列車運行管理システムは高度な鉄道運営のため

ファイア
ウォール

インターネット

製造制御LAN

5G

ｾﾞﾛﾄﾗｽﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

次世代
次世代
業務システム 業務システム

インターネット
社内網

5G
Wi-Fi

公共

社内網

情報通信

Wi-Fi

F製造現場D

工場をサイバー攻撃から守る情報システムの構築

ヘルスケア

近年サイバー攻撃はますます巧妙化し、リモートワークの増加に伴い、そのリスクは増大しています。
さらに製造現場においては、現場設備や IoT 機器が外部ネットワークへ接続するケースも増えており、これまでとは違ったアプローチでセキュリティを確保する必要があります。
こうした背景から、製造現場の通信ログ監視をするシステムを構築し、危険な振舞いを感知した際には、製造現場のネットワーク通信を一斉遮断するなど、工場の高いセキュリティを実現しています。

家電

変化する IT 環境に対応するため、より効率的かつ信頼性のあるシステムを導入・開発し高いレベルで工場のセキュリティを確保しています。

●制御システム品質保証分野

自動車

各分野における制御システムの品質保証活動
品質保証分野は、
「日立ブランドの信頼」
を守る責任分野であり、常にお客様の立場に立ち、上流工程から信頼性、性能、保守

電子装置

性などの観点から製品をチェックするだけでなく、全ての部門と連携し、品質の確保とさらなる向上に取り組んでいます。電力・エネ

えています。パワーエレクトロニクス技術を駆使した交流可変速モータドライブシステム、高速・大容量

ルギー、水環境、鉄道、産業など社会を支える制御システム製品に対して、自分たちが培ったオペレーションテクノロジー
（OT）
知識

のシステム制御装置、ネッ
トワーク装置と最新の制御技術を駆使して、1 設備で 300 〜 400 台ある

や先進的な検査技術を取り込むことで、お客様に安心と信頼を日々提供し続けています。

モータを同期制御するシステムを構築することで、高品質な鉄鋼製品の生産に貢献しています。いずれ
の技術も、最終製品の品質に密接であり、最新鋭技術の開発を日々進めています。

TO PIC S

産業・流通

多品種少量受注生産に対応した ｢モジュラー設計・生産｣ によるモノづくり

そしてこの情報が、下流の製作工程まで、一気通貫で伝達され、変化の少ないモノづくりを実現さ

私たちは国内 No.1 シェアの鉄道ソリューションベンダです。日本の鉄道における最大の特徴である「定時運行」

高度な情報と制御の融合システム、地球環境

電力

水

わせすることにより、モノと情報が有機的に結合されます。

列車運行管理システムの海外展開

電機制御応用システム〜鉄鋼システム〜

事業分野

お客様の環境経営を「見える化」し、分析・改善を支援する環境情報管理ソリューション

います。 安全かつ快適な列車運行を実現す

TO P IC S

〜事業領域〜

一部納入サイト数変更あるため、下図に差し換えたく。

募集職種

モノづくりに関わる各部門と連携した品質保証活動

研究開発

社会インフラを支える制御システム製品は高品質、高信頼性が要求されています。それらは、365 日・24 時間の使用を想定したハー

鉄鋼・産業システムの海外納入事例

ドウェア・ソフトウェア、維持保守サービスを含めたシステム設計により実現されています。研究開発から設計、製造、保守サービス

世界トップクラスの高性能かつ省資源・省エネルギーの鉄鋼

サイト実証テストの各フェーズで、日常的にグローバルな場面

プラント制御システム・ドライブシステムを世界中に提供してい

での活躍機会があります。

ます。グローバルな鉄鋼メーカーに対し、システムを納入し続

入社数年目には、お客様と決定した仕様を実現するためのシ

けて数々の実績を積み重ねており、現在の海外プロジェクト

ステム開発を行い、最終的にサイトでお客様と一緒に、開発

売上高比率は 50% を超えています。システム計画や企画立

したシステムのパフォーマンス実証テストを経て、プロジェクト

案プレゼン・要件仕様決定打ち合わせ・システム開発・オン

を纏め上げるキーマンとなることが期待されています。

に至る全ての部門と連携し、制御システム製品の高品質を支えるため品質保証活動に取り組んでいます。

Total over 500 plants
North America &
South America
23 Plants

Europe
17 Plants

China
68 Plants

Sendzimir Mill, CRM, …

CGL, Steckel Mill, …

Japan
250 Plants

PL/TCM, CAL, Line, …

Korea
49 Plants

PL/TCM, CAL, Line, …

South Asia &
West Asia
39 Plants

CRM, Sendzimir Mill, …

Africa
16 Plants

Hot, Cold, Line, …

Taiwan Region
31 Plants

PL/TCM, CAL, Line, …

Southeast Asia &
Oceania
16 Plants
PL/TCM, CRM, …

設計開発

製品評価
品質保証部門として、製品製作の最上流の段階からプロジェクトに関わり、常にお客様の立場に立って製品を評価します。システ
ムの出荷検査、システムの改修
（ハードウェア改修、ソフトウェア改修）
の場内試験を実施して合否判定を行い、お客様に納入する

システム
エンジニア

前に厳格な出荷判定を行います。

TCM, CAL, …

●デジタルソリューション・制御プラットフォーム分野

製品試験
生産技術

試験の段階では、実際の製品に触れながら最終的に全体システムの品質をつくり上げています。また、ハードウェアとソフトウェアを
一体化したプロダクトの製品評価も実施し、
「トータルの品質保証」
を実現しています。

情報制御ソリューション
電力・鉄道などの社会インフラに核として使用されるコンポーネント
（ハード・基本ソフト群）およびソ

実現しています。先端技術を駆使し、コンポーネントから、フォールトトレラント
（※）
システム、および

リューションシステムを設計開発しています。社会インフラシステムには 24 時間 365 日稼働できる高

無線応用システムなどのシステムまで手がけています。

信頼性・タフネス性が要求されますが、日立では、CAD/CAM を用いた設計・製造・品質保証だ

※フォールトトレラント：仮にシステムの一部が故障しても、全体の機能が停止しないような仕組み

けでなく、これらを最適化する IT システムを工場内に構築することで、高品質・高効率なモノづくりを

044

防衛訓練

をライフサイクル全般でサポートしています。重要インフラをはじめとする制御システムで次のソリュー

・制御システムへのセキュリティ施策を提案・構築するシステムインテグレーションサービス

ションを提供しています。

・制御システムのセキュリティ運用を見守るセキュリティ監視・分析支援サービス

・DX 活動まで見据えて標準規格やガイドラインに基づきセキュリティの導入を支援するコンサルティ

国際標準化活動や産学官活動などの社会貢献とあわせて、OT
（Operational Technology）
・IT 統

ング

合の知見を活かし、お客様の制御・IoT システムのセキュリティを強化していきます。

・制御システムと情報システムの技術・ノウハウを組み合わせ、セキュリティスキルを育成するサイバー

Jo b Matc h i ng Nav igato r

品質保証

お客様の運用に合うように調整を行います。我々の活躍は、国内はもとより、米国・英国・中国・台湾・インド・タイなど世界
中に広がっています。

営業技術

新事業に向けた品質保証活動

制御システムのDX活動を支えるセキュリティの導入支援
制御システムの安定稼働に加えて事業変革に向けた DX 活動を支える、制御システムのセキュリティ

現地試運転
工場から出荷した製品をお客様のところへ納入したあと、実際にプラント実機と接続して試運転を実施します。試運転を通じて、

IoT 時代の到来により、データ利活用による新しいサービスの創出に向けた製品提供が求められています。AI やデジタルソリュー

知的財産
マネジメント

ション、ロボティクスなどを活用し、お客様との協創による新しい品質保証に挑戦しています。

TOPICS

世界で活躍する品質保証部
その他

企業の社会的責任と若年エンジニアの育成のため、南極越冬隊へメンバーを派遣しています。南極観測船「しらせ」
にも我々の製品が搭載されています。

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

社会イノベーション事業創生

事業領域
電力

SOCIAL BUSINESS INCUBATION AND DEVELOPMENT

●活動のプロセス

社会イノベーション事業創生
日立グループ

それぞれの事業について、インキュベーション〜事業立上げにあたっては、まずは社会やお客様の課
題を把握・原因を深堀した上で、新たなソリューションが顧客価値を最大化するかどうかに着目します。

グローバルのお客さま
ビジネス
プロデューサ

技術・ノウハ
ウの統合

ＩＴ
モビリティ

社会イノベーション事業の戦略立案および具体事業の事業アイデア創出から契約締結に至る
まで、お客様と日立グループおよび社外の事業者をつなぎ推進する活動を行っています。

ライフ

パートナー
シップの構築

コンサルタント

Gate
選定

地域
日本、アメリカ、中国、
アジア・オーストラリア、
ヨーロッパ、ロシア、
中東、アフリカなど

事
業
ア
イ
デ
ア
創
出

R&D

エネルギー

インダストリー

ＩＴ/OT
エンジニア
新たな価値
の展開

社会課題・
経営課題の
明確化

事業構想

主な分野
ＩＴ、エネルギー、鉄道
産業・流通

事
業
目
論
見
策
定

さらに、N 倍化 ( スケーリング ) できるビジネスかどうかを見極めた上で、事業立上げを行います。

Gate
決定

Gate
評価
事
業
計
画
策
定

産業・流通

最終的には事業を担う各ビジネスユニットに事業移管し、次の新しい社会イノベーション事業創生へ活
水

動をシフトすることを繰り返していきます。

事
業
化

都市開発

鉄道

Minimum Viable Product(MVP)の開発
Proof of Concept/Value(PoC/PoV)の実施

●活動事例紹介

事業開発

金融

世界最先端ビジネスへの対応

実証

将来が不確実な VUCA の時代を生き抜いていくためには、DX( デジタルトランスフォーメーション ) が企業

事業創生

の最重要課題となっています。
そして、
そのDXを主導するGAFAに代表されるデジタルテクノロジー企業は、

社会イノベーション

公共

従来では考えられないような急成長を遂げています。日立は、これら企業が展開するビジネス戦略や事
業プロセスを分析することで、新たな潮流を自社のビジネスに取り入れようとしています。世界最先端
ビジネスに対応するために、カスタマーサクセスの観点を取り入れ、新たなビジネス創生の戦略策定

環境課題、社会課題をグローバルに解決するビジネス開発を牽引し、
より良い明日を創るチャレンジを行っています。

や事業化支援活動を行っています。

SDGs やプラネタリ―バウンダリーに代表されるように、人類の成長に伴い

の高い社会インフラをはじめとするデジタルソリューションをLumadaを通じて

生じてきたさまざまな環境課題、社会課題は避けることのできないものとなっ

グローバルに提供することで、持続的な社会を実現し、人々の QoL の向上、

ています。

顧客企業価値の向上をめざすのが、日立の社会イノベーション事業です。

それら課題を解決し、人々が持続的に成長していく上で、デジタル技術が

それらの活動を加速させるための戦略立案・事業開発を行っています。活

重要な役割を担います。

動は日本に留まらず、アメリカ・中国・アジア・オーストラリア・ヨーロッパ・

デジタル化の鍵となるデータの利活用により、これまでは気づくことのできな

ロシア ･ 中東・アフリカ等の世界中にわたります。一人ひとりがビジネスの

かった解決策や未来を変える新たなサービスが生まれています。

ノウハウに精通した責任あるビジネスパーソンとして、お客様と日立グループ

日立は AI
（人工知能）
やビッグデータ分析といったデジタル技術
（IT）
に加え

そして社外の事業者をつなぎ、長期的な視点に立ったビジネス推進のもと、

て、制御運用技術
（OT）
やプロダクトを有する世界でもユニークな企業です。

グローバルに社会イノベーション事業を牽引しています。

環境課題を解決するビジネス開発の取り組み

ヘルスケア

地球温暖化を抑え、持続的な社会を実現するためには、人々のあらゆる活動における温室効果ガ
スの排出を減らしていくことが必須となっています。全産業的なクリーンエネルギーの利用が求められ
る一方で、事業者にとって、化石燃料利用からクリーン電力利用への変更には、エネルギー調達、
石燃料へのシフトが進む電気自動車を入り口として、エネルギー・設備調達、業務プロセス変更をワ
ンストップで提供するビジネスの開発を進めています。
自動車

デジタル技術を用いたサービス創生と横断的デジタル技術開発の取り組み
これまでのＩ
Ｔ技術に加え、IoT、ＡＩ、エッジコンピューティング等の最新のデジタル技術と世界最先

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

り組みを支える横断的技術の開発を行い、グローバルシップユーザの獲得を進めています。それぞれ
営業技術

知的財産マネジメント

その他

機械工学系

電気・電子・通信工学系

情報工学系

化学系

物理学系

数学系

経営工学系

募集職種

ソリューションを支えるデジタル技術をグローバルに提供する取り組みを推進しています。
これにより、あらゆる人が活き活きと快適に暮らせる持続可能な社会をデジタル技術で支えます。

卒業学部学科系統

電子装置

端のビジネスの考え方を用いて、Society 5.0、スマートファクトリー・顧客価値提供型企業への取
の具体的なビジネス創生にあたっては、IT × OT ×プロダクト・システムを組み合わせたトータルでの

研究開発

家電

設備の変更、そして業務プロセスの変更が大きなハードルとなります。そうした事業者に対し、非化

この強みを最大限に活かして、環境課題、社会課題を解決する付加価値
募集職種

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

研究開発

その他

産業/スマートファクトリーへの取り組み
事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

近年、製造業を取り巻く環境は、変動の激しい経済状況、世界規模の災厄への対応、労働人口

電子装置

設計開発

の減少、デジタル化等の技術革新スピードの加速、環境問題、グローバル展開等、従来に比べ大
きく変化してきています。こうした製造業のお客様に対し、経営課題を解決する
「スマートファクトリー」
のソリューションを提供しています。

職種紹介

生産に関するデータをＩ
ｏＴ基盤により収集し、AI にて最適なアクションに結び付けます。お客様との

コンサルティング / 事業開発

デルの企画 / 開発をグローバルに推進しています。

協創活動や、日立グループ内の製造業としての取り組みを通じて、私たちは、このようなサービスモ
生産技術

グローバルな市場動向や最先端の技術動向に関する深い知識をベースに、お客様を取り巻く市場環境、事業構造および経営課題を把握・分析し、課題と現状の因果関係をひも解いて事業アイデアを創出
します。お客様と日立グループ内外の関係者をつないで事業創出のための具体案を策定・評価し、実行に至るまで社会イノベーション事業を牽引しています。

産業/品質重視型企業（医薬、医療機器業界など）への取り組み
COVID-19がもたらした社会の変化のもと、医薬・医療機器業界では人々の QoL 向上に向け、新

TO PIC S

システム
エンジニア

薬開発や医療機器開発を推進しています。そんな医薬・医療機器業界においては、バイオ技術に

日立製作所全体の取り組みに加えて、独自の仕組みで社会イノベーション事業を牽引・支援できる人財の育成を進めています

品質保証

よる新薬開発、再生医療など、さまざまな技術革新と同時に製品の品質確保が重要となります。日
立は、国内シェアトップクラスの製造実行システム・バイオプラント等、IT から OT、プロダクトまで、

最先端技術・市場動向に関する社内外セミナーを組織内で実施することで最新情報を共有しています。また、AI/IoT 活用なども部門ごとに具体的な取り組みを勉強する機会を設けて進めています。

多くのソリューション納入実績があります。 私たちは、After/Next コロナに向け、AI や IoT などの
デジタル技術により品質向上を追求する革新的なビジネスモデル、これを支えるプラットフォームなど、

営業技術

グローバルに広がる市場に向け、新しい事業の企画 / 開発を推進しています。

所在地

お問い合わせ先

TOPICS
〒108-8250 東京都港区港南二丁目18番1号
（JR品川イーストビル）
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人財統括本部 人事勤労本部
タレントアクイジション部
sibdivision.saiyo.yd@hitachi.com

知的財産
マネジメント

社会イノベーション事業のグローバル展開

デジタル技術の進展に伴い、グローバル市場のニーズも急激な変革期を迎えており、従来ビ

ションを提供するため、各地域におけるグローバルチームや社外のパートナー・お客様との協

ジネスの延長線上では、十分な競争力の維持・拡大が困難な時代に突入しています。

創活動により、日立の強みを活かした新ビジネス創生を牽引します。

その他

社会イノベーション事業創生では、グローバル各地域の社会やお客様に対し価値あるソリュー

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

ITデジタル統括本部

事業領域
電力

IT STRATEGY & DIGITAL INTEGRATION DIVISION

● IT デジタル統括本部と日立グループ
社内IT部門の組織構造

産業・流通

日立製作所

グループグローバル約800社、従業員約30万人という巨大組織の IT を統制している IT デジタ
ル統括本部。各ビジネスユニットおよびグループ各社の独立性を尊重しながらも、ますます求めら

CIO

グローバル5
地域

ITデジタル統括本部

れる IT コストの削減・セキュリティリスクへの対応を推進すべく、グループ全体を俯瞰した共通施

水

策の実現も必要です。この事業セグメントごとの迅速な判断と、共通施策の実現を両立するため、
日立グループの IT 部門は、組織を2階層で構成しています。
具体的には、IT デジタル統括本部が日立製作所内各ビジネスユニットと主要なグループ会社全
体を統制し、それぞれのビジネスユニット・グループ会社内にも存在する IT 部門が、子会社の
IT 部門を統制しています。

BU

BU

(日立製作所内)

(日立製作所内)

IT部門

IT部門

グループ会社
AAAA

IT部門

グループ会社
AAAA

・・・

都市開発

IT部門

また、ヨーロッパ・アメリカ・中国・インド・シンガポールに IT 統括責任者を設置し、グローバル
な IT 共通施策の実現を進めています。

子会社

子会社

子会社

子会社

鉄道

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

・・・

・・・

・・・

・・・

IT部門

IT部門

IT部門

IT部門

金融

※BU：ビジネスユニット(事業部)

●主要4分野 事業領域

公共

デジタルトランスフォーメーション推進

ITとデジタルの活用で日立の成長力と収益力を高め、社会イノベーションの実現に貢献する。
IT デジタル統括本部は、日立グループ全世界30万人以上のユーザーへ、

私たちのミッションは、①日立が抱える経営・事業・業務の課題やニーズ

IT ソリューションを提供することで日立の成長を支えています。日立グルー

を発見し、テクノロジーとデータを駆使して、課題解決や価値創造へ導く

プがグローバルレベルの社会イノベーションを実現するためには、グループ

こと、② IT の高度化とデジタルトランスフォーメーションを全社推進し、全

全体の経営をサポートする、IT の力が欠かせません。特に、最近は IT に

体最適な共通プラットフォームを提供することです。そのため、各事業・

よるイノベーションと新たな価値創造に期待が高まっており、IoT 時代のイ

各業務の課題を個別に把握しながら IT ソリューションを提供するアカウント

ノベーションパートナーをめざす日立グループにおいて、データアナリティク

対応がメインの部門と、IT ソリューション・サービスの開発と運用がメイン

スを活用し、グループ内の協創とシナジーを加速させ、事業を変革するこ

の部門に分かれ、相互に連携しながら IT とデジタルの活用推進に取り組

とが重要になっています。

んでいます。

日立グループのデジタルトランスフォーメーションを推進し、事業競争力強化への貢献をめざしています。

日立グループのグローバル ITインフラを、戦略から展開まで横断的にマネジメントしています。グロー

＜主な領域・サービス＞

バルコミュニケーションを促進し、社員の多様な働き方を支える IT インフラを提供しています。

・データアナリティクス支援

・RPA サービスの提供

＜主な領域・サービス＞

・IoT 化支援

・Lumada の社内環境整備

・ネットワーク

経営情報システムの設計・開発・運用

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

事業分野

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

グループ共通の基幹システム・ERP を設計・提供することで、日立グループの経営情報の見え

グループIT戦略立案部門

る化を推進し、経営・事業運営の支援を行っています。
＜主な領域・サービス＞
・経営プラットフォーム
（財務、調達、営業、人財システム等）
・事業プラットフォーム
（ECM、SCM）
＊ ECM：Engineering Chain Management
（商品企画・設計・製造・保守プロセスの情報を
統合することで設計業務の効率化・全体最適化を実現すること）
＊ SCM：Supply Chain Management
（受注・調達・製造・在庫管理・物流・販売プロセス
の情報を統合することで生産の効率化・全体最適化を実現すること）

ITソリューション提案・導入支援

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

電子装置

職種紹介

社内 IT・セキュリティ（システムエンジニア）
IT デジタル統括本部には、大別して以下4つの領域があります。

その他

デジタルトランスフォーメーション推進部門
自動車

経営情報システム部門
グローバルITインフラ部門

電子装置

アカウントSE部門
募集職種

管理部門(品質管理・調達・経理等)
研究開発

特長的な技術

設計開発

大規模テレワーク環境の整備

プロセスマイニングを活用した業務改善支援

IT デジタル統括本部は、いち早くテレワーク環境の整備に力を入れており、2018年時点で日立グ

RPA
（Robotic Process Automation）
は、これまで人がコンピュータを操作して行っていた作業

ループ全社員のうち約10万人がテレワークで仕事ができる状態を整えていました。COVID-19の

をロボットが自動で行うようにすることで、業務の省力化・低コスト化を実現する技術としてよく知

発生により、より多くの社員がテレワークでの仕事をすることを余儀なくされ、日立グループでも一時、

られていますが、業務改善においては、そもそも業務プロセスのどこにボトルネックが存在してい

回線逼迫やデバイスの在庫枯渇が発生しましたが、COVID-19発生以前からすでにテレワーク環

て、どの業務を RPA 化すべきかがわからないというようなことがよくあります。IT デジタル統括本

境の整備を始めていたおかげで、全社員在宅勤務の状態へスムーズに移行できました。

部では、人によるコンピュータやシステムの操作実績をログデータとして蓄積し分析することで、

今後は、New Normal に対応した IT 環境の整備やモダナイズを推進し、多様な従業員のニーズ

業務プロセスを可視化
（プロセスマイニング）
することに加え、業務プロセスの見直しを提案したり、

に応える、より良いテレワーク環境の構築に努めていきます。

RPA の導入を行うことで、業務改善の支援を行っています。

＜テレワーク関連の主なサービス＞・リモートアクセス

選考参加前に希望領域をお聞きし、入社後配属時の参考情報とさせていただきます。

・シンクライアント

・経営情報システムの設計、開発、運用

TOPICS 「DX銘柄2021グランプリ」に選定

・グローバル IT インフラの設計、構築、運用
・IT ソリューション提案、導入支援
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生産技術

営業技術

日立製作所は、経済産業省と東京証券取引所が選定する
「デジタルトランスフォーメーション銘柄
（DX 銘柄）
2021」
において、

お問い合わせ先

東証上場企業約3,700社の中から、 グランプリ企業 に選定されました。
「DX 銘柄」
は、企業価値の向上につながる DX を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績があらわ

知的財産
マネジメント

れている企業を選定、公表するものです。
「DX 銘柄」
選定企業の中から、業種を超えてデジタル時代を先導する企業が
「DX グ

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
（日立システムプラザ新川崎）

システム
エンジニア

品質保証

・オンライン会議システム ・サテライトオフィス

・デジタルトランスフォーメーション推進

所在地

家電

カウント SE」
と呼ばれる部門です。

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

I
T
デ
ジ
タ
ル
統
括
本
部

IT デジタル統括本部の顔としてフロントに立ち、ユーザーと最も近い立場で業務を行うため、「ア

その他

ヘルスケア

・クライアントデバイス
（PC、スマートデバイス、仮想環境等）

ここでは、日立製作所の各ビジネスユニットやグループ各社の特徴やそれぞれの課題に合わせ、

知的財産マネジメント

情報通信

・セキュリティ

・コラボレーションツール
（メール、チャット、Web 会議システム等）

IT デジタル統括本部が持っているさまざまなソリューションを提案・導入支援していきます。

募集職種

グローバルITインフラの設計・構築・運用

人財統括本部
人事勤労本部 タレントアクイジション部
recruit.corporate.qv@hitachi.com

ランプリ」
として選出されます。
日立は、Lumada を活用した社内外の取り組み、グローバルでの DX 加速に向けた戦略や基盤、体制の整備などを踏まえ、自
社顧客との DX をグローバルでのビジネス展開につなげている点が特に評価され、
「DX グランプリ」
に選定されました。

その他

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

モノづくり戦略本部

事業領域
電力

MONOZUKURI STRATEGY DIVISION

IoTによるモノづくりのグローバル最適化

ＥＣＭ／ＳＣＭシステム高度化
産業・流通

ＥＣＭ
《ＥＣＭシステムの高度化》
・ 開発設計プロセスの標準化
・ 開発設計情報の共通化

企画
開発
設計

ＳＣＭ
受注

水

生産
計画

調達

《ＳＣＭシステムの高度化》
・ 業務の標準化・デジタル化
・ 工程間の情報連携強化

製造

発送・
据付

保守・
サービス

ECM： Engineering Chain Management
SCM： Supply Chain Management

都市開発

鉄道

モノづくり戦略本部では、グローバルな需要変動に追随できるモノづくり体制の確立に向け、ＥＣ
日立グループは IT と OT、かつさまざまなモノづくりの現場を持つ数少ないグローバル企業であり、
IoT を活用したモノづくりを積極的に展開しています。
モノづくり戦略本部は各事業部門と連携し、設計や製造のプロセス標準化を図っています。さらに、
IT・OT 融合と IoT によってグローバルな生産拠点をつなぎ、情報や製品 / 部品を自由にやり取
りできる体制の構築を推進しています。
デジタルオペレーションで各生産拠点に設計・製造をフレキシブルに割当て、効率を最大化するこ
とで、お客様の多様なニーズに合った製品をいち早く提供することが可能となります。

Ｍ／ＳＣＭシステム高度化に取組んでいます。

金融

①ＥＣＭシステム高度化
多様な顧客ニーズを製品にタイムリーに反映させるため、企画・開発・設計等の工程を整流化し
て一元管理するデジタルシステムを高度化
公共

②ＳＣＭシステム高度化
グローバルな最適拠点生産のため、受注・調達・製造・検査・保守等の工程を整流化して一
元管理するデジタルシステムを高度化

情報通信

デジタルによる製造現場オペレーション改革

モノづくり人財の育成

Ｌｕｍａｄａを活用したモノづくり技術とデジタル技術の融合で、内製を強化
モノづくり技術とデジタル技術の融合による生産性の向上
業務

品質管理

設備管理

業務改善

試行錯誤による
設備パラメータの調整

予め決められた
期間・手順での保守

熟練者による指導

（1）各事業部門に共通の重要課題
（グローバル化、デジタル化）
に関す
る、課題分析・評価、先進事例横展開、あるべき姿の提案等のコ

SCM）
がますます重要となっています。

ンサルタント業務や各事業部門への改善支援

モノづくり戦略本部は、日立グループ全体のモノづくり戦略策定・展開等

（2）
日立グループのモノづくり・システム全般にわたる基盤強化のための実

を担うプロフェッショナルなコンサルタント集団として、主に以下の活動を
行っています。

作業着手・完了時刻の
自動収集～進捗見える化

デ
ジ
タ
ル
活
用

作業者
情報

部品所在
情報

ビッグデータ解析
作業進捗
仕掛量
…

調整

歩留り劣化に起因する
設備パラメータの検出
設備A
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1

設備稼働
情報

行計画策定と推進
（3）
事業部門で共通に必要なモノづくり人財の育成支援

口頭指示

ドカ停
繰り返し

確認

…

ローバルなモノづくり力強化
（ハード・ソフトを含めた設計力、製造力、

理解不足

チョコ停

集計ミス

設備A
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ2

…

日立グループが社会イノベーション事業をグローバル展開していく上で、グ

入力漏れ・
入力誤り

)

日立グループ全体のグローバルなモノづくり力強化を推進。

家電

○月計画

(

人
手
主
体

歩留り
実績

稼働データに基づく
設備保守の最適化
主軸電流
推移

ＡＩ（人工知能）
要因(設備

適正範囲

現象1 設備B ﾊﾟﾗﾒｰﾀ3 ○○～○○

実稼働
時間

故障
実績

画像分析による
逸脱動作の自動検知
撮影画像

標準モデル

電子装置

ビッグデータ解析
箇所

点検項目

日程

主軸

……チェック

○○～○○

……交換

△△～△△

……チェック

□□～□□

設備E ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1 △△～△△
現象2 設備H ﾊﾟﾗﾒｰﾀ4 □□～□□

自動車

過剰保守

…

従
来

工程管理
作業実績の
人手入力・集計

電源

IE：Industrial Engineering

画像分析
逸脱動作発生

モノづくりの世界では、デジタル化が急速に進展しており、製造現場の工程管理、品質管理、
設備管理、業務改善といった幅広い業務領域でデジタル技術との融合による生産性の向上、オ
ペレーション改革を検討、実行しています。

募集職種

研究開発

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

日立グループの強みは、Ｉ
ＴとＯＴ、多岐にわたるプロダクツを保有していることであり、社内の研

その他

ヘルスケア

事業のグローバル化に伴って、国内エンジニアのリソース分散と若手の実践体験機会減少が懸
念される中、モノづくり戦略本部は国内モノづくり力の強化活動としてグループ内モノづくり人財の

IE：Industrial
育成施策にも力を入れて取り組んでいます。例えば、日立グループ内のさまざまな事業所と連携
し、 Engineering

優良事業所の先進改善手法を体験 ･ 学習する若手向けの実践教育や、IE スキルレベルに応じ

事業分野

機械工学系

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

上げを図っています。

究所やＩ
Ｔセクターとも連携し、ビッグデータ解析、Ａ
Ｉ
（人工知能）
、画像分析等の技術を駆使して、

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

電子装置

職種紹介

その他

研究開発

た認定制度を導入し生産改革を牽引するマイスタ / リーダを育成するなど、モノづくり力全体の底

設計開発

世界最先端のデジタル活用によるモノづくりを実現すべく、モノづくり戦略本部が中心となって取

卒業学部学科系統

募集職種

り組んでいます。

TOPICS

システム
エンジニア

教育計画

コーポレートの立場でモノづくり戦略立案・実行の役割を果たすためには、日立グループ事業

その上で、コーポレートとしての業務を開始し、ＯＪＴを通じて日立グループのモノづくりコンサル

部門の理解が不可欠であり、入社後３〜４年程度は日立グループ内の国内事業所で実習
（生

タントへと育成していきます。

生産技術

産技術部門等）
をしていただく予定です。

製造・生産技術（日立グループモノづくりコンサルタント）

品質保証

「日立グループモノづくり戦略の立案と実行」
・各事業部門へのあるべき姿の提案等コンサルタント業務
・事業部門のモノづくり改革支援

営業技術

・モノづくり人財の育成施策推進

所在地

モノづくり戦略本部
〒101-8608 東京都千代田区外神田一丁目１８番１３号
（秋葉原ダイビル）
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お問い合わせ先

知的財産
マネジメント

人財統括本部
人事勤労本部 タレントアクイジション部
recruit.corporate.qv@hitachi.com

その他

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

知的財産本部

事業領域
電力

●競争と協創の知財活動

INTELLECTUAL PROPERTY DIVISION

知財戦略は事業戦略の一要素であり、知財戦略には企業が掲げるビジョン・ミッションを達成する上で知財をどのように活かすのか、事業に合わせた戦略が求められます。知
的財産本部では、事業の特性に合わせて「競争」と「協創」の両輪の知財活動を推進しています。

人々の

知的財産本部

の向上 ・ 顧客企業の価値の向上

社会価値の向上

環境価値の向上

価値
・
ソリューション

経済価値の向上

モビリティ
ソリューション

ライフ
ソリューション

インダストリー
ソリューション

エネルギー
ソリューション

含 ソリューション創出強化

プロダクト

プロダクト

プロダクト

水

事業戦略

戦略、すなわち、競合に対する競争力強化・維持を支援する戦略が求められます。従って、技術
的な差別化ポイントを守るため、特許権をはじめとする知財権を取得し、これを競合他社に対する
参入障壁として活用すること、そして競合他社が持つ知財権による事業リスクを低減することが主
知的財産本部では、その知財戦略を
「知財マスタプラン」
として策定・実行することで事業の競争
力強化を牽引しています。知財マスタプランの策定・実行に際しては、
（1）
知財戦略の策定段階で事業戦略を把握し、事業経営に求められている知財の役割を知財活

知財ﾎﾟﾘｼｰ

知財ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

知
財
戦
略
策
定

目標設定

都市開発

知財マスタプラン

動の目標として定めること

社会課題
・
顧客課題

ソリューション

技術的に優れた機器やシステムをお客様に提供する事業においては、知財戦略には主に
「競争」

要な知財活動となります。

社会課題解決に
貢献する知財活動

鉄道

（2）
事業経営から求められている知財の役割を適切なタイミングで果たせるよう、事業のマイルストン
と同期する知財活動のマイルストンを策定すること
（3）
事業部門
（経営幹部）
と知財部門が一体となって、知財活動の PDCA
（Plan、Do、Check、

知財ナレッジ

広範な
事業領域課題
プロダクト

競争の知財活動

競争と協創の知財活動

5つのソリューションでお客様の つの価値を同時に上げる

多様な知財活用経験
（

×

×プロダクト）

が特に重要となります。これらの活動は、
（一社）
発明協会殿の全国発明表彰の3年連続上位賞
受賞
（うち最上位賞の恩賜発明賞2回）
、
クラリベイト・アナリティクス株式会社殿の「Derwent

金融

知財ポートフォリオ管理

戦
略
実
行

Act）
を回すこと

他社知財
リスク対策

権利活用

公共

TOP100 Global Innovator」の9年連続受賞、にもつながっています。

知財創生・権利化能力

プロダクト

情報通信

協創の知財活動
お客様やパートナーと協創し、ソリューションを創出・提供する事業においては、協創の知財活動、

経営戦略・事業戦略に合わせた知財戦略。

知的財産の領

すなわち、日立が持つコア技術やソリューションの知財を確保し、これをパートナーシップの促進や

ヘルスケア

エコシステム構築のために活用するとともに、お客様やパートナーと知財の取り扱いを定める契約を

知的財産本部では、知財の価値
（知財力）
を引き出し、事業成長に活か

め、①競争と協創の知財活動
（含 ソリューション創出強化）
、②社会課

すべく、経営戦略・事業戦略と一体化した知財戦略の策定・実行を行っ

題解決に貢献する知財活動、
を推進しています。これらの活動が認められ、

ています。 具体的には、
5つのソリューションでお客様の社会価値・環境

令和２年度知財功労賞経済大臣賞を受賞しました
（2020年6月）
。

顧客と価値検証 3R&3R9 されたソリューションコア

人工知能

支援する活動が重要となります。
知的財産本部では、協創の鍵となるソリューションの創出を知財で牽引すべく、ソリューション
（ビジ
ネスモデル）
をカバーする発明、および、ソリューションを実現するための IoT 基盤関連発明を強化

システムエンジニア

生産技術

品質保証

顧客知財尊重ポリシー

また、お客様やパートナーとの協創で生まれる広い意味での知財の取り扱いも重要です。例えば、

知的財産マネジメント

3R&：3URRIRI&RQFHSW

卒業学部学科系統

事業分野

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

情報工学系

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

電子装置

知的財産本部では、SDGs
（Sustainable Development Goals）
、Society5.0に向けた社会課

,R7 'LJLWDO6ROXWLRQ
,7 6,

27

$,：$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFH

有権機関
（WIPO：World Intellectual Property Organization）
が運営する環境関連技術の普及
とイノベーションを促進するためのマーケットプレイス
「WIPO GREEN」にパートナー企業として参画

社内向けのもので社外に提供・販売する
社内向けのもので社外に提供・販売す

攻めの知財戦略
2SHQ
&ROODERUDWLRQ
パートナーシップ促進

,3IRUVRFLHW\
設計開発
日立

顧客

パートナー

日立

顧客

海道大学、森永乳業とともに協創した成果である、母子健康調査に関する知的財産を、母子が

研究開発

,3IRUFXVWRPHUSDUWQHU

国際
機関

日立

ア委員会に参加しています
（世界で選ばれた企業 / 団体のみ
（2020年11月時点で9）
）
。また、北

2SHQ

未来社会のデザイン
社会規範を維持・進化

,3IRU+LWDFKL

しました
（2020年1月）
。その後、「WIPO GREEN」
コアメンバーに選出され、WIPO GREEN コ

新時代の知財戦略

3URGXFW2 0

守りの知財戦略
&ORVH
&RPSHWLWLRQ
競争力強化

う日立製作所の企業理念とも通じるものでもあります。具体的には、国連機関である世界知的所

・社会課題解決に貢献する知財活動

)*,3：)RUHJURXQG,3

知的
財産権
特許等

募集職種

society）
という新たな考え方であり、「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

・
「競争」と「協創」の知財活動

自動車

●社会課題解決に貢献する知財活動

持・進化に活用するという新時代の知財活動を提唱しています。いわば社会のための知財
（IP for

知的財産マネジメント

知財留意事項

著作権
営業秘密

電子装置

来社会をデザインし、公共性の高い特定分野に関して知財オープン化を宣言し、社会規範の維

日立の知財戦略立案と実行

情報
家電

その他

題解決に貢献する知財活動にも取り組んでいます。これまでの競争と協創の知財活動に加え、未

職種紹介

3R9：3URRIRI9DOXH

＊社内向けのもので社外に提供・販売するものではない

しています。
機械工学系

データ

価値
創出

,33ROLF\/LEUDU\IRU/XPDGD

援に関わり、お客様の知財を尊重し、Win-Win な関係を構築可能な知財の枠組みを提案・策定

その他

$,生成物

協創契約支援 件年

創出強化に向けた新たな施策に取り組んでいます。

営業技術

学習済
モデル

)*,3

契約で柔軟に取り決めることが重要です。知的財産本部では、年に200〜300件の協創契約支
設計開発

学習

%*,3

人工知能
（AI）
を用いた協創の過程で生まれる知財については、その取り扱いをお客様と相談して
研究開発

学習用
データ

データ

領域と定め、ソリューション創出の現場である事業部の企画部門や営業部門とともにソリューション

価値・経済価値を向上させるという2021中期経営計画にアラインするた

募集職種

産業・流通

パートナー

政府
機関

標準化
機関

大学

・・・

システム
エンジニア

知財マスタプラン

健康に暮らせる持続可能な社会を実現するために、開放することを発表しました
（2020年9月）
。

協創知財活動
生産技術

知的財産本部では、このような社会課題解決に貢献する知財活動を、リーダーシップを取って検討
を進めています。

品質保証

TOPICS

知的財産の領域拡大

知的財産の領域拡大
営業技術

人工知能

顧客と価値検証 3R&3R9 されたソリューションコア

知財には、特許権、意匠権、商標権、著作権といった知的財産「権」
だけでなく、営業秘密、

所在地

お問い合わせ先

学習用

学習済

学習
データ
情報、データ等も含まれます。例えば、
ビッグデータ解析を巡っては、
お客様のオリ
ジナルデー
データ
モデル

$,生成物

タ
（資産）
、その加工から得られたデータや知見
（ノウハウ）
、そこから生まれたソリューション
（ノ

%*,3

価値
創出

)*,3

ウハウ、ソフトウェア、発明）
の取り扱いも知財上の課題となり得ます。従来は、知的財産

東京地区

〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
（丸の内センタービル内）

勝田地区

〒312-0034 茨城県ひたちなか市堀口832番地2
（日立システムプラザ勝田内）

横浜地区

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地
（横浜研究所内）

人財統括本部
人事勤労本部 タレントアクイジション部
recruit.corporate.qv@hitachi.com

協創契約支援 と
件年
権を中心に取り組んでいましたが、IoT 技術の進展に伴う知財領域の拡大と
もに、知財
部門に求められる役割も広がりつつあります。
顧客知財尊重ポリシー

,33ROLF\/LEUDU\IRU/XPDGD
3R&：3URRIRI&RQFHSW

052

Jo b Matc h i ng Nav igato r

知財留意事項

3R9：3URRIRI9DOXH

)*,3：)RUHJURXQG,3

$,：$UWLILFLDO,QWHOOLJHQFH

データ
情報

知的財産
マネジメント

著作権
営業秘密等
知的
財産権
特許等

その他

社内向けのもので社外に提供・販売するものではない

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

（株）日立インダストリアルプロダクツ

事業領域
電力

HITACHI INDUSTRIAL PRODUCTS, LTD.

●ドライブシステム分野
産業・流通

先端技術に基づく各種電気機器を提供し、お客様の事業展開に貢献しています。
ドライブシステム本部は、各種電気機器の設計開発から製作、アフター

術やテクノロジーを駆使し磨きをかけ、国内外を問わず幅広い顧客ニー

サービスも含めた事業を展開しており、日立地区にある生産本部と東京

ズに対応する製品を世界に送り出すことで、お客様や社会、環境の価

地区にある事業計画部門から構成されています。日立製作所の創業製

値向上に貢献しています。

品でもあり100 年を超える歴史のある電動機の事業を、最新の材料技

一般産業電動機・電力・風力発電分野

水

都市開発

モビリティ分野

分散電源・自家発電分野
鉄道

金融

公共

日立製作所の創業製品である電動機は、100 年を超える伝統

社会イノベーション事業を支えるキープロダクツをグローバルに提供。
日立インダストリアルプロダクツは、中 / 大型モーター、無停電電源装置・

係などの幅広いニーズに柔軟に応えるとともに、日立グループが推進する

インバーターなどのパワーエレクトロニクス製品、圧縮機、ポンプなど、中

社会イノベーション事業を支えるキープロダクツとして、高い競争力を持つ

/ 大型の産業機器事業を推進しています。製造業・資源・エネルギー関

産業機器をグローバルに提供していきます。

新幹線に代表される高速鉄道車両用電動機は、高効率、小型・

人々の生活や産業活動の高度化に伴い、電気はますます欠か

に支えられた設計・製造技術により進化を遂げてきました。結果、 軽量、省保守化のニーズに応えるべく、最先端シミュレーション

せないものになっています。特に自然災害によるライフラインへの

日立の電動機は、社会基盤を支えるキーデバイスとして、発電・

及び解析技術、最新の材料技術を駆使し製品化を実現していま

影響は甚大で、安定した電源確保が不可欠です。日立の自家

産業・交通などに適用範囲を広げ、さまざまな用途で利用されて

す。環境に対する世界的な意識の高まりから、鉄道事業は今後

発電設備は、社会インフラの一端を担う重要な設備として、不測

います。さらには、近年の IoT やデジタル技術の進化を取り込み、 も成長分野と位置付け、次世代の電動機の設計開発にも取り

の停電や自然災害などの非常時に信頼性の高い電源を供給しま

デジタルイノベーションを加速する日立のソリューション Lumada

組んでいます。 産業用や鉄道車両用電動機で長年培われた技

す。 非常用自家発電設備のほかにも、工場・施設の省エネお

を適用することにより、製品の実稼働情報を分析し、機器の交

術、知見はマイニングダンプトラック用の発電機や走行モータにも

よび CO2 削減を目的として、コ・ジェネレーション発電システムな

換時期を予測する診断技術の開発も行ってきました。プロダクト

応用されています。高い走行性能に加え、厳しい環境下にも耐

どの高効率の常用発電設備を提供します。電気・機械・制御、

とデジタル技術の融合により、設計から運用・保守までのライフ

え世界各国で安定稼働を続けています。モビリティ分野では、Ｅ

プロジェクト管理系のエンジニアが活躍しており、これらの分野の

サイクル全体を対象に、今後もお客様のニーズに合わせた新た

ＳＧ投資の高まりによる電動化が一層加速します。日立はこれま

人財を求めています。

な価値を提供していきます。

でのグローバル市場で養われた技術力、高い信頼性を武器に新

研究開発

卒業学部学科系統

事業分野

機械工学系

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

その他

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

職種紹介

設計開発

生産技術

ヘルスケア

家電

たな電動化にも積極的に挑戦し続けていきます。
自動車

●パワーエレクトロニクス分野
募集職種

情報通信

エネルギーの効率的活用を実現するパワーエレクトロニクス応用製品により、あらゆる分野
で持続可能な社会を実現します。
CO2削減やエネルギーの効率的活用にはパワーエレクトロニクスは欠か

最先端技術を適用した製品を開発・提供しています。高電圧・大電力

せない技術であり、持続可能な社会を支えるキーコンポーネントとしてあ

を扱うもの、電力系統の挙動に対応した高度な制御技術を必要とする

らゆる製品分野でパワーエレクトロニクス応用製品が活躍しています。

もの、蓄電池システムのように新しい技術を使うものなど多岐にわたる

24時間365日絶え間なく稼動する各種重要設備に対して安定した電力

課題を、半導体デバイス利用技術、高電圧絶縁技術、電力系統、伝

を供給する UPS
（無停電電源装置）
や、大型ファン ･ ポンプ ･ コンプレッ

熱、材料、各種シミュレーションなど、幅広い技術を駆使して製品開発

サといった産業機器や鉱山用超大型ダンプトラックを電気駆動するため

を進めています。

進化する技術を製品に反映し、世の中に新しい価値を提供していくことが設計開発を担当するエンジ

生産量の拡大、生産効率の向上を技術面から実現させていく役割を担っています。高度なモノづくり

のモータドライブインバーター、スマートグリッド・蓄電システム・再生可

省エネルギー化や再生可能エネルギー利用拡大など、エネルギーの有

ニアの役割です。それぞれの分野毎にモーターやインバーター、圧縮機、ポンプなど産業機器の開

技術により、最適生産・製品開発を具現化します。

能エネルギー発電などのための系統連系インバーターなど幅広い分野で

効活用の面で社会を支える製品 ･ システムを開発 ･ 提供していきます。

電子装置

募集職種

研究開発

設計開発

システム
エンジニア

発から製品化までを担います。

品質管理

既納設備に関して、各種診断技術を適用し、劣化状態の早期検知や機能維持、予防保全、長寿

技術検証を行い、事業リスクレビューによるロスコスト低減の先手管理を担います。

命化、および省エネ、省力化に向けた機能アップ、メンテナンス業務の役割を担います。

営業技術

施工管理

顧客の要望に対して、技術的知見を通じてソリューションを提案し、設計、製造、生産技術、品質保証、

設計・計画に基づいて機器を現地に搬入・据付する上で、工事の計画、材料の調達、工事業者

スタッフ部門など、各分野の方を巻き込みながら、顧客への対応を行う重要な役割を担います。

との調整、顧客との折衝、スケジュール管理、作業の監督等プロジェクトの取り纏めを行います。

所在地

お問い合わせ先

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目5番1号
（住友不動産秋葉原ファーストビル）

日立事業所

〒317-0056 茨城県日立市白銀町一丁目1番1号

大みか事業所 〒319-1293 茨城県日立市大みか町五丁目2番1号
土浦事業所

054

●機械システム／メカトロニクス分野

保守管理

納入された製品・システムが所定の機能、性能、耐久性などを確実にクリアしているか、徹底的な

生産技術

世界中のさまざまな場所で未来の社会づくりに貢献しています。
機械システム／メカトロニクス分野では、主に水、空気、ガスをコントロー

究、設計、製作なども行っています。これらは、社会、産業のためにな

ルする圧縮機、ポンプ、送風機などの産業機械の研究、設計・開発、

くてはならないものばかりです。機械システム／メカトロニクス分野は、そ

製作を行っています。また、さまざまなプラントにおいて、ロジスティクス

の活躍のフィールドを、国内はもとより、広く海外に拡大しています。私

を支援する物流関連システムを製作しています。そのほかにも、次世代

たちは、長年積み重ねてきた研究開発や技術の伝承に努め、世界中

向け製品として、防災・省エネ関連製品や災害対策として試験機の研

のさまざまな場所で未来の社会づくりをお手伝いしています。

品質保証

営業技術

知的財産
マネジメント

TEL : 029-832-8102
ipu-saiyou.gyoumu.hv@hitachi.com

その他

〒300-0013 茨城県土浦市神立町603番地

Job Matching Navigator

Job Matching Navigator
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物流システム

試験機

プロセス圧縮機

事業分野

●パワーエレクトロニクス分野
無停電電源装置（UPS）

高圧モータを直接駆動する高圧ダイレクトインバーターを提

情報社会を支えるために、一瞬

物流システムは、主にメーカーの工場、物流センターで用いら

試験機事業は、構造物、高架橋、原子力機器などの地震時

私たちが生活に使用している気体
（ガス）
の圧縮、輸送、循環

たりとも停止することが許されな

供しています。高圧ダイレクトインバーターは、多重変圧器

い情 報・通 信システムを安 定

と多段直列接続したインバーターによって、高い変換効率

稼働させるための電源設備とし

で可変周波数の正弦波交流電圧を出力できるもので、設

て、無停電電源装置
（UPS）
が

備の制御性向上や省エネルギー化に貢献しています。

広く導入されています。UPS の

新素材 ･ 新工法の適用や、電磁界解析や熱流解析等の

重要性は年々高まっているととも

多岐にわたるシミュレーション技術を駆使した合理的な構造 ･

に、ユーザーのニーズは高度に

装置構成によって、小型 ･ 軽量化のニーズに応えています。

れるシステムで、商品の管理や作業者の荷役業務をサポートす

の挙動解明や、世界最高峰をめざす新幹線の研究開発を支援

には、高性能の圧縮機が必要となります。また近年、石油を

るために使われています。当社では、ピッキングの新しいかたち

する動的力学試験システムの開発・設計・製作を行うものです。

はじめとする地下資源の枯渇や環境への配慮などから、ターボ

を実現した小型・低床式無人搬送車「Racrew」
や、商品やデー

地震災害の軽減や新幹線の走行安全性向上などを通じて、社

圧縮機の需要が高まっています。30年以上にわたり使用される

タ管理をする
「HITLOMANS」、荷役業務を支援する
「リムソー

会の安全・安心を支えています。また、東日本大震災の地震

ターボ圧縮機は、堅牢な設計が要求される一方、高機能化が

タ」
を中心とした製品展開をしています。また、同業メーカーの

で高層の建物に被害をもたらした、長周期地震動に対応した実

求められ年々進化をしています。これらのプロセス圧縮機は石

設備を含めたトータルシステムの提案や、エンジニアリングから

験システムを開発し展開をしています。

油精製や天然ガスといったプラントにおいて、その心臓部として

製品開発、お客様毎のシステム計画、製品の設計 ･ 生産を一貫して行っています。

製品の構築、納入、アフターサービスまで一貫したサービス展

（写真提供：東海旅客鉄道株式会社）

世界各地で活躍しています。 全世界で累計1,000台を超える

ダンプトラック駆動用モータドライブインバーター

開を行っています。

納入実績があります。また、納入先のほとんどが海外となります。

送風機

ポンプ

多岐に拡大しており、24時間365日の連続給電信頼性を実現するシステム構成や、低ランニング

今後も、高機能・高性能・高信頼性などユーザーニーズに

コスト
（経済性・省エネ性）
、小型・軽量化、拡張性、省力化といったものが要求されています。

あったドライブシステムの開発を進めていきます。

鉱 山などで使 用される大 型ダンプトラックでは、 省エ

環境問題対策の大きな柱とし

す。 高電圧大容量インバーターを適用した電気駆動シ

て、太陽光発電システムや風

水不足の問題は、世界のさまざまな地域で深刻化しています。それ

モノづくり技術では、開発製品を具現化するための技術の革新

らを解消するためのプロジェクトが多く立ち上げられ、ポンプの需要

が求められています。鋼材をさまざまな形に変えるために、機械

なってきます。トンネル内では通行車両から発生する排気ガスを

も伸び率を上げています。当事業本部では大型機種のポンプがメ

加工、接合・溶接、組立といった技術に関してモノづくり技術

排出する換気設備向けの大型軸流換気ファンやジェットファンな

インとなり、上下水場、排水機場といった国内公共分野から、原

の研究・開発を行い、より高品質で信頼性のある製品をつくり

どが使われています。そのほかにも、火力発電所や製鉄所向

子力、火力といった発電所向けのポンプまで取り扱っています。ま

続けています。羽根車を製造するモノづくり技術に関しては業界

けの大型軸流・遠心ファン、下水処理場向けのターボブロワ、

た海外展開として、世界の大型プロジェクトにも参画し、数多くの

トップレベルです。 土浦事業所では、モノづくり技術開発によ
り世界一の最先端機械工場をめざしています。

ステムを提供して、制御性能が高い電気駆動ダンプト

力発電システム等の再生可能

ラックを実 現しています。 基 本 的な走 行に加えて、 車

エネルギー発電の導入を加速さ

体 制 御までを考えた高 度なモータドライブ制 御や、 高

せています。 太陽光パネルの

温・低温・高地・高振動などの厳しい環境条件に適応

直流電力や風車の回転速度に

公共

応じた周波数の交流電力を電

課題を克服しながら、さらなる大容量化、制御の高度

力系統に送電する装置
（PCS）
を提供しています。環境条件に応じて発電電力が変動する再生可

化、 新たな用 途への適 用など、 開 発を進めています。

能エネルギー発電の導入量が増えると、電力系統の安定性に与える影響が大きくなります。このた

電動機 ･ 発電機とインバーターの組み合わせで、ユーザー

め、それらの両立を図るための性能要求や技術指針が議論 ･ 制定されていますが、最適な形でそ

にとってより高い機能や負荷価値を提供することを追及して

れらに対応すべく、社内研究所や海外グループ会社、さらには社外の研究・開発組織との協業に

います。

よる技術開発や提案で、安定した電力供給とさらなる自然エネルギー活用の促進に貢献しています。

ヘルスケア

24時間、
365日、休むことなく稼働する社会システム
（水処理システム、交通システム、通信システムなど）
や、最先端の半導体製造装置や医療機器に採用され
ているコンピュータやコントローラーは、
長期安定稼働と長期供給が求められています。また、
近年のサプライチェーンのグローバル化や、
IoTを活用したモノづくり
・サー

家電

ビスの革新には、単なる制御機能だけでなくセンサーなどからのリアルタイムデータを収集し、情報システムと連携するエッジコンピューティングが求められています。
これらのニーズに応える製品として、長期稼働を支援する RAS 機能
（Reliability,Availability,Serviceability）
を搭載した産業用コンピュータ
「HF-W シリーズ」、

緑の大地に変える大型プロジェクトの中核をなす、世界最大級のト

技術が要求される送風機は、単品受注生産品のため、設計、

シュカポンプ場の基本設計からシステムエンジニアリング、主ポンプ、

エッジ処理を行うIoT 対応産業用コントローラー
「HF-W/IoT シリーズ」の開発、設計を行っています。

製作、施工、アフターサービスまでを一貫体制で行っています。

電動機、制御システムの設計、製作、据え付けまでを行いました。

今後は、グローバルな事業展開も図っていく予定です。

最大毎秒334トン、毎日、東京ドーム23杯分の水がエジプトの大

●機械システム／メカトロニクス分野

またこの産業用コンピュータに PLC 機能を統合することで、設備
（OT）
と情報
（IT）
とのシームレスな連携を実現し、リアルタイムデータの収集機能、データ解析、

プロセス圧縮機
最新技術を駆使した圧縮機が世界の
エネルギー不足に貢献
～ FPSO プロジェクトへの参画～

ポンプ
8 万馬力のポンプが安定して
水を供給
～エドモンストンポンプ場～

自動車

地震シミュレータ
長周期地震動に対応した実験システム

電子装置

募集職種

研究開発

●ドライブシステム分野
各種産業用電動機

情報通信

産業用コンピュータ、産業用コントローラー

ポンプを納めています。エジプト・アラブ共和国では、砂漠地帯を

特長的な技術

金融

させるためのインバーター装置の実装設計といった技術

新幹線の車内換気用遠心ファン、原子力換気空調用遠心ファ

やメロン、玉ネギ、ピーマンなどの栽培がスタートしています。

鉄道

資源の乏しい日本では、地球

ン、自動車実験風洞用大形軸流ファンなどがあります。高度な

地を潤しており、周辺地域では、ポンプ場の用水を利用して、トマト

都市開発

再生可能エネルギー発電用電力変換装置

ネ・省 力 化を目的に、 電 気 駆 動 化が 進められていま

日本の国土は、山が多く海に囲まれています。国内のインフラ

水

大容量システムまで、用途に応じた最適な UPS システムを提供するために、市場ニーズに応じた

近年ではブラジル沖の海底油田を採掘するために船上に設置す

を整備するためには、都市や町をつなぐためのトンネルが必要と

産業・流通

UNIPARA
（ユニパラ）
の技術はデータセンター向け UPS の標準技術となっています。小容量から

る圧縮機を開発し FPSO 市場に参入しています。

モノづくり技術

電力

産業用高圧モータドライブインバーター

鉄鋼用交流可変速電動機

鉄道車両用永久磁石同期電動機

超大型ダンプトラック駆動用発電機、電動機
動的に、静的に地震動を再現。構造物、建築物の耐震性を

設計開発

設計段階で的確に把握できます。長手方向±1m のロングスト
ロークがあり、長周期の地震動を再現し、軌道・台車・車両な

FPSO
（Floating Production Storage and Oﬄoading）
とは、

どの地震的における挙動を解明することによって、脱線防止策

船舶上に設けたプラントで、海底から原油、天然ガスなどを回収、

などの研究開発に貢献しています。

貯蔵、積出する石油プラットフォームの一種です。FPSO に設
置される圧縮機には、高い吐出圧力に加え、サイズの小型化、
振動への考慮などさまざまな性能が求められます。当社の圧縮
日立では、各種産業に用いられるコンプレッサ、

交流可変速ドライブシステムは、パワーエレクト

近年の省エネルギー化の要求から鉄道車両に

鉱山で掘削される鉱石運搬用の300～500t 級

ポンプ、ファンを駆動する高圧大容量電動機

ロニクスおよび制御技術の進歩・発展により

おいても消費電力量を低減する技術の開発が

（車両総質量）
の超大型ダンプトラックは制御

や、鉄道車両用の電動機を日立創業以来、

性能が飛躍的に向上し、鉄鋼プラントへの適

進んでいます。鉄道車両において消費電力量

性、高効率化のため電気駆動になっています。

供給し続けており、時代とともに変化するニー

用も定着しています。 交流可変速化による高

を低減するためには、力行
（加速）
時の消費電

エンジン駆動で発電した電力でインバーター制

ズに合わせた開発を行っています。開発項目は、

応答化・高効率化・界磁制御範囲の拡大に

力量の低減、回生
（ブレーキ）
時の回生電力量

御電動機によりトラックを駆動します。その発電

温度、振動、騒音など多岐にわたるため、チー

よって、生産性・品質の飛躍的な向上、省保

の増加が重要であり、これらを実現するために

機、電動機を開発および製品化しています。

ムワークを結集して各種のシミュレーションを駆

守化、省エネルギー化などの成果が多くのプラ

は、鉄道車両を駆動するための電動機の高効

使しながら開発を行っています。

ントで達成されています。日立では、圧延機駆

率化が有効です。鉄道事業製品を幅広く持つ

動用としての豊富な経験と実績を基に、高度な

日立グループの強みを活かした製品開発や実

解析技術と最新の生産設備、品質管理のもと、

際に鉄道車両に搭載走行するフィールド試験を

高性能・高品質・高信頼性の交流可変速電

行い、世界トップクラスの高効率永久磁石同

動機を製作し供給しています。

期電動機を製品化し市場に供給しています。

機は、最新の技術をもってこれらの要求に応えており、グローバ
ルな FPSO プロジェクトに参画しています。
（写真提供：三井海洋開発株式会社）

物流システム
小型低床式無人搬送車「Racrew」

エドモンストンポンプ場は、カリフォルニア北 部 水 源から約
1,100km 離れた南カリフォルニア地域に送水するための最重

送風機
首都圏の流れを変える
中央環状新宿線

システム
エンジニア

生産技術

要設備となるポンプ場です。カリフォルニア北部から南部に送
水するためには、テハチャピ山地
（最高峰2,400m）
を通過する

品質保証

全長約16km、標高差約600m の送水トンネル
（最大送水量
毎秒約120m³）
が使われており、揚程約600m の世界最大級
のポンプ14台が現在稼働しています。1台あたりのポンプ出力は
営業技術

8万馬力で、これはジャンボジェット機の馬力に相当します。エド

「探さない」「歩かない」
をめざし、ピッキングの新しい姿を誕生さ

モンストンポンプ場はカリフォルニアで最も電力消費量が多い設

首都高速中央環状新宿線
（山手トンネル）
は、東京の山手通り

備の一つでしたが、今回の世界最高レベルの高効率ポンプ導

の地下30m を走る全長約11km の地下トンネルです。この山

入により、電力消費量を大幅に削減し、省エネルギー化に貢献

手トンネルの開通により、交通が分散し、都心へのアクセスが

しています。また、適正な強度設計と適切な材料選定により、

スムーズになりました。当社では山手トンネルに換気設備と9つ

設備の信頼性を高め、安定した水供給が可能になりました。

の換気所の換気自動制御設備を納入しています。換気設備の

知的財産
マネジメント

送風機により、地下30m のトンネル内へ新鮮な空気を送り込み、

せました。Racrew が縦横無尽に走りまわり、ラックごと自動搬

通行車両から発生する排気ガスを排風機によって地上40m の

送することにより、集品作業の省人化を図ることができます。

排気塔から排出し、トンネル内の快適で安全な走行環境をつく

その他

り出しています。
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日立Astemo（株）

事業分野

事業領域

※日立オートモティブシステムズ株式会社は、株式会社ケーヒン、株式会社ショーワおよび日信工業株式会社と
2021年1月1日付で経営統合を完了し、
日立Astemo
（アステモ）
株式会社となりました。

電力

HITACHI Astemo, LTD.

パワートレイン・自動運転分野
高い環境性能と走行性能を両立する電動パワートレインシステム

けて、周囲の環境を認識するセンシング技術や、状況を瞬時に

と、環境負荷の低減に貢献する熱効率を高めたクリーンなエンジ

判断して的確に車両をコントロールする電子制御など、システム

ンマネジメントシステムで地球環境に貢献しています。

インテグレーターとして快適な自動運転を実現します。

産業・流通

また、交通事故のない安全・安心なモビリティライフの実現に向

シャシー分野

水

電子化と電動化により運動性能を高め、さらなる安全性と快適

ングによる高い応答性とスムーズな操舵感、ドライブトレインによ

性を追求したサスペンション、
ステアリング、
ドライブトレイン、
ブレー

る安定性や走破性、ブレーキによる安全性と燃費の向上など、

キなどの車両運動統合システムを担います。

電動化や、ECU・ソフトウェアを含めた制御システムが高度化す

サスペンションによる快適な乗り心地と操縦安定性や、ステアリ

るモビリティを実現します。

都市開発

ソフトウェア分野
安心・安全な自動運転制御や、環境性能と走行性能を両立す

おり、ソースコード数は 1 億行を超える規模と言われています。

るパワートレイン制御、安全性と快適性を追求するシャシー制御

こうした中で、信頼性の高いソフトウェアを高効率かつタイムリー

など、高機能化するモビリティの進化を支えるのがソフトウェアで

に開発するため、各製品で共通となるソフトウェアプラットフォー

す。

ムの構築や、自動コード生成・検証など、世界のどこからでも共

近年、モビリティにおける車載ソフトウェアが担う役割が急増して

通利用できる開発プロセス・環境を構築します。

鉄道

金融

モノづくり・社内 IT システム分野

Advanced Sustainable Technologies for Mobility
『先進的かつ持続可能な社会に貢献する技術を通じて、安全・快適で持

私たち
「日立 Astemo」
は、自動車向け電動パワートレイン、先進シャシー、

続可能なモビリティライフを提供する』
という企業の意志を明確に表現する

自動運転・先進運転支援システムと、二輪車用システムの分野で、各

ため、「Advanced Sustainable Technologies for Mobility」の頭文字

社の強みを融合した新たなモビリティソリューションの提供を通じて、交通

を繋げて Astemo
（アステモ）
としました。

事故や渋滞のない安全・安心なモビリティ社会と、排気ガスのクリーン化

当社は、
2021年1月、日立オートモティブシステムズ、ケーヒン、ショーワ、

による澄んだ空気と緑豊かな地球など、持続可能な社会の実現に貢献し

日信工業の4社は経営統合により、グローバルメガサプライヤーをめざして

ていきます。

「日立 Astemo」
として新たに歩み始めました。

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

設計開発

機械工学系

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

生産技術

情報工学系

品質保証

化学系

営業技術

物理学系

知的財産マネジメント

数学系

経営工学系

その他

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

その他

自動運転や、パワートレイン、シャシーなど、全ての製品がモノづ

技術を駆使することで、生産情報や経営情報をグローバルに一

くりの対象です。

元管理するシステムの構築・運用を行い、分析した情報から生

生産にかかわる工法開発や設備開発、生産ラインの立ち上げ・

産の最適化や自動化、経営情報の見える化を行います。IT や

運用など、最先端の技術を追求し、高品質な製品を低コストか

IoT、AI などの先端技術と匠の技の融合でモノづくりを担い、事

つ合理的に生み出します。また、IT や IoT、AI などのデジタル

業経営を支えます。

公共

情報通信

特長的な技術
ヘルスケア

パワートレイン・自動運転分野
【パワートレイン
（電動）
】

【自動運転】

日立 Astemo の EV 向けモーター、インバーターがマツダ初の

スズキの新型
「ワゴン R スマイル」
にステレオカメラが採用

量産電気自動車の
「MAZDA MX-30 EV MODEL」
に採用

スズキ株式会社の新型ワゴン R スマイルに採用された当社のステ

マツダ株式会社の MAZDA MX-30 EV MODEL に採用された

レオカメラは、夜間歩行者検知機能を有し、日立独自の機械学

当社のモーターは、これまで培ってきた独自技術により高出力で高

習技術を活用した、高精度な検知機能を実現するための画像に

効率な性能を有しており、インバーターは直接水冷型両面冷却パ

よる教師データが入力されています。これにより、夜間における歩

ワーモジュールにより、小型・高出力化を特徴としています。

行者の検知能力を高めています。

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/

month/2021/06/0601.html

month/2021/09/0929b.html

家電

自動車

電子装置

EV: Electric Vehicle

シャシー分野
事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

職種紹介

研究開発

設計開発

品質保証

研究開発は未来のモビリティに求められる機能

設計開発は、カーメーカーとの商談がまとまり製

生産技術は競合に打ち勝つ性能・品質・コスト

品質保証は常に顧客視点で高品質かつ安全・

を把握し、先進技術を開発する仕事です。

品化するにあたり、「量産しやすいか」「品質を

を短期間で実現する生産プロセスを確立し、製

安心な製品であることを保証する仕事です。

世の中の技術は日進月歩。 常に次代を先取り

満たしているか」「コストに見合うか」などの細

品を安定的に量産し世界中のお客様に届ける

モビリティは世界中のありとあらゆる使用環境

し、競合他社の先を行くために市場ニーズ、お

部を検討し、仕様に基づいて製品を具現化す

仕事です。

で、常に機能・性能を満たす技術を確保するこ

よびその先にある技術の弛まぬ開発が求められ

る仕事です。

競争が激しい事業環境では、製造においても

とが求められます。量産品の品質を担保するほ

ます。 次世代製品の開発や、先進技術と製

量産製品のみならず、将来を見据えた次世代

世界一のレベルが要求されます。生産の企画・

か、製品開発の上流工程から品質のつくり込

品開発、そのために必要なソフトウェア開発技

製品の開発も担い、製品の制御・ハードウェア・

開発から日々の生産サポートまでモノづくり全般

みを担い、開発品の実験・解析・評価や、設

術をつなぎます。また、量産製品や次世代製

ソフトウェア全体を視野に入れ、制御設計仕様

を担い、材料プロセス、設備、生産システム、

計とは異なる観点で製品に搭載するソフトウェ

品の高機能や高品質を支える、材料・解析・

書の作成や、製品の構造を設計する機械設計、

先進のロボット技術や IT、IoT などを駆使して

アの品質保証を実施します。また、製品をつく

CAE・AI・ロボットを駆使した生産技術開発も

電気回路設計、シミュレーション結果の実車評

最先端の生産技術を追求します。また、生産

るために必要な材料や、サプライヤーから購入

担い、各事業領域の先進技術開発を日立グ

価などを行います。また、最先端の設計技術を

に関わる最先端の工法開発、設備開発や、

する部品などの品質も管理・保証し、出荷前・

ループの研究開発組織と連携して行います。

製品に適用するためのソフトウェア開発プロセス

生産工程および生産設備の設計、生産ライン

出荷後製品の品質保証まで担います。

の構築や、製品の動作を左右するソフトウェア

の立ち上げ、量産開始後の設備・工程改善を

開発・設計を担います。

行います。

所在地
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生産技術

お問い合わせ先

本社

〒100-0004

東京都千代田区大手町二丁目2番1号新大手町ビル

佐和工場

〒312-8503

茨城県ひたちなか市高場2520番地

Jo b Matc h i ng Nav igato r

人財統括本部 インターンシップ・新卒
採用事務局
TEL : 090-2142-8293
hitachiastemo-saiyo@disc.co.jp

【サスペンションシステム】

募集職種

減衰力調整を共通の機構で行っている仕組みを新たに個別の機

減衰力調整式アブソーバーがトヨタの新型ランドクルーザーに採用

構で調整することで、より適切な減衰力制御が可能となり、優れた

トヨタ自動車株式会社の新型ランドクルーザーに採用された当社の

操縦性と快適な乗り心地の両立を高いレベルで実現しています。

減衰力調整式アブソーバーは、株式会社アイシンと共同で開発し

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/

たもので、通常、ショックアブソーバーにおいて
「伸び」
や
「縮み」
の

month/2021/08/0830a.html

研究開発

ソフトウェア分野
【OTA ソフトウェア更新ソリューション】

設計開発

にあたっては、日立グループで提供する OTA センターを通した無

新型レジェンドに AD ECU、OTA ユニッ
トが採用 OTA によ

線通信による更新を実現しています。

る車両制御ソフトウェアの更新に対応

＊AD: Autonomous Driving, ECU: Electronic Control Unit,

本田技研工業株式会社の新型レジェンドは、高速道における運

OTA: Over the Air

転自動化レベル3を実現するトラフィックジャムパイロッ
ト機能を搭載

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/

しており、当社の AD ECUとOTA ユニッ
トが機能更新を含めて

month/2021/04/0426.html

システム
エンジニア

支援しています。さらに、AD ECU の車両制御ソフトウェア更新

生産技術

モノづくり・社内 IT システム分野
【電動化分野におけるディープラーニングを活用した高効率生産】

改善するためにディープラーニングを活用する活動を進めています。

精密部品の接合工程では、工程条件の監視のほか、外観ので

既存ラインに関しては、
インバーター事例のように既存のルールベー

き栄えの全数検査が必須となっています。

ス画像検査とのハイブリッ
ド化を進めています。

不良品の流出を防止するため、従来は虚報率
（OK 品を NG 判

https://www.hitachiastemo.com/jp/technologies/

定する率 )を25% 程度に設定していましたが、これを1% 以下に

manufacturing/#manu01

TOPICS

品質保証

営業技術

さまざまな走行環境を想定した実証試験
知的財産
マネジメント

自動車・二輪車用製品は、さまざまな天候や異なる路面状況においても、
製品の性能を十分に発揮することが求められており、実車に搭載してテス
トすることが不可欠です。
各種自社施設で実証試験を繰り返し、搭載部品・システムの信頼性向

その他

上に努めています。

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

日立チャネルソリューションズ（株）

事業領域
電力

●事業概要

HITACHI-OMRON TERMINAL SOLUTIONS, CORP.

基盤事業

ソリューション事業

銀行やコンビニエンスストア、鉄道といった私たちの暮らしに最も身近で、欠かすことのできない社

ソリューション事業と呼ばれる新たな製品やサービスの創出を推し進めています。ATM 等の設計開

会インフラにおいて、当社の ATM をはじめとした多くの製品が、国内だけでなく、経済発展の著し

発で得た技術力はもちろん、金融ドメインの知見を活用し、お客様の求める価値を製品やその運用

い ASEAN を中心とした世界各国でリーディングポジションを獲得しています。 特に ATM の心臓

などを含めたソリューションサービスで実現するために、提供価値を立証し、お客様に認めていただ

部分となるキーモジュールは世界50以上の国・地域の通貨に対応します。

くビジネスモデルです。だれもが安心して利用できる環境、
「人が中心」の心地良い社会をめざして、

産業・流通

水

私たちは、「安心・安全・快適」
なサービスを、お客様とともに創造していきます。

●ソリューション事例

都市開発

海外におけるソリューション提供を加速・拡大

店舗業務改革ソリューション
人口減少による人手不足や新常態となる社会環境の変化に対し、金融機関では店舗業務のサー
ビス改革が求められています。当社は、画像認識技術と人工知能
（AI）
を活かし、セルフ化による
業務の効率化とコンサルティング強化を実現する店舗業務改革 “ブランチトランスフォーム ”ソリュー
ションの提供を通じて金融機関の価値創造と社会課題解決に貢献します。

海外では主に、スリランカの決済関連子会社のソフトウェア群を活かし、
現金・非現金取引のニーズに対応できるペイメントチャネルソリューション

鉄道

事業のグローバル展開を加速させています。また、
ASEAN 地域を中心に、
金融機関の顧客窓口となる ATM サービスを役務として設備、運用、サ
ポー
トを一体化し提供するマネージドサービス事業を展開しています。

金融

新ロボット事業
多岐にわたる業界に存在する無人化ニーズに応えるソリューションとし
て、ATM の製品開発で培ってきたメカトロニクスの技術を応用して、

公共

ロボットを開発しています。墨出しロボや服薬支援ロボなど、注力分野
をインダストリー / ヘルスケアにおき、お客様との協創を通じて顧客課
題の把握とノウハウの習得を図り、開発と事業展開を推進しています。

情報通信

特長的な技術
現金自動取引装置（ATM）

グローバルに、金融分野を中心とした社会インフラを支えます。
日立チャネルソリューションズは、金融機関向けに ATM をはじ

技術である センシング、ハンドリング、セキュリティ技術 です。

めとした機器やサービスを提供する高い技術力と開発、製造、販

世界のお客様に最適なソリューションを提供すべく、メカトロニ

売体制を有した総合力のある会社です。金融機関における自動化、

クス・エレクトロニクス・ファームウェア・ソフトウェアなど、

効率化のニーズが高まり、FinTech などの新たな動きの中、私た

さまざまな分野のエンジニアが活躍しています。今後も、金融分

ちは独自のコア技術と提案力を活かし、グローバルな展開を行っ

野を中心に、インフラを含めた社会のさまざまなシーンで、先進

ています。

の技術を駆使した製品・システムを通じ、安心・安全・快適な社

そして、高い信頼性の製品・サービスを実現するのは当社のコア

会づくりに貢献していきます。

指静脈認証装置

営業店システム

服薬支援ロボ

ヘルスケア

お客様により使いやすく、心地良く、便利に

指をかざすだけで、本人かどうかを瞬時に判

安心してご利用いただくために、磨き抜かれた

定する高セキュリティな本人認証装置です。

頼のシステムです。 勘定系業務取引はもとよ

齢者などの、薬の飲みすぎや飲み忘れ防止の

機能やデザインに加え、新プラットフォームによ

紛失・盗難・偽造などの危険を事前に防ぐた

り新規業務や情報系業務との連携をオールイ

ため、あらかじめ薬をセッ
トし、設定した時間に音

る開発期間短縮により、非接触の社会ニーズ

め、指の中を走る各人固有の静脈パターンを

ンワンに処理できます。

声案内と画面表示で服薬をお知らせし、利用者

に対応した空中入力装置搭載 ATM をいち早

透過光で読取り、画像処理して認証します。

金融機関の窓口で利用される高機能・高信

処方される薬の種類や量が多い傾向にある高

家電

が薬を取り出すことができる装置です。

く開発しました。
自動車

電子装置

募集職種

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

事業分野

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

センシング技術

その他

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

ハンドリング技術

セキュリティ技術

世界各国の多種多様な流通紙幣を、高速・高精度で搬送し、

グローバルニーズに応える独自の高速搬送処理技術です。 各

ATM や窓口での本人確認において、偽造や成りすましが極

高度な真偽判別を行うための独自のセンシング技術を有していま

国・地域の多様な種類・大きさ・材質の紙幣に対応した、高

めて困難な指静脈パターン認証技術を開発。 情報化社会に

す。また紙幣だけでなく、カード・通帳・帳票などの媒体の識

度な紙幣分離機構や搬送機構を実現し、信頼性の高い安定

おけるセキュリティインフラの一つとなった、この指静脈認証

別に加えて、帳票上の手書き文字やバーコードなどを高速・高

搬送を可能にしました。

精度に認識・処理します。

研究開発

技術を、さらにグローバルな領域・新しい市場分野へ展開す
設計開発

るための開発をしています。

TOPICS 「触れない新時代」
空中入力装置による、タッチレスソリューションの展開！

職種紹介

設計開発

品質保証

システムエンジニア

インフラを含めた社会のさまざまなシーンを支える製品の設計開発

お客様に対し、高品質で信頼性の高い製品を提供するために、

会社のお客様窓口として、当社のコア技術やソリューション力を

を担当します。

製品を品質面から支えます。

活かして、それぞれのニーズに合わせたシステムやサービスの企

世界のお客様に最適なソリューションを提供すべく、メカトロニク

製品の開発初期から納入後のサポートまでハード、ソフトの両面

画・提案を行います。

ス、エレクトロニクス、ファームウェア、ソフトウェアなど、多岐に

から品質向上に携わる重要な職種です。

わたる分野のエンジニアが活躍しています。

所在地

060

お問い合わせ先

旭本 社

〒488-8501

愛知県尾張旭市晴丘町池上1番地

東京本社

〒141-8576

東京都品川区大崎一丁目6番3号（大崎ニューシティ3号館7階）

Jo b Matc h i ng Nav igato r

人事・法務部 人教・海外課
TEL : 0561-53-6141
saiyou̲mail@hitachi-omron-ts.com

COVID-19感染拡大の中、日立グループではお客様や取引先、

装置では、内蔵した液晶ディスプレイを使って空中に大きなボタンを

そしてグループでグローバルに働く従業員および家族をはじめとする、

表示し、空中で
「押す」「めくる」
という動作を行うことができ、利用

すべてのステークホルダーの皆様の安全・健康を第一に考え、感染

者に対して簡単で自然な操作感を実現し、感染リスク低減にも効果

拡大防止に向けた施策を実行しています。 今回開発した空中入力

的なソリューションを実現しました。

システム
エンジニア

生産技術

TOPICS 「1分で紙幣1,000枚を除菌」
紙幣を安心・安全に使用してもらうために！
品質保証

重要な社会インフラである金融機関は継続的にサービスを維持する

効果的な対策が確立されていない状況でした。そんな中、日立チャ

ため、窓口や支店においてさまざまな感染防止対策を実施されてい

ネルソリューションズは除菌効果の高いとされる波長260nm 付近の

る一方、紙幣の除菌については膨大な量を扱うため除菌処理に時

強力な紫外線
（UV-C）
を一枚一枚の紙幣両面へ照射することで、高

間がかかるほか、セキュリティ面において保管や管理が厳格なため、

い除菌効果を発揮する紙幣除菌装置を開発しました。

営業技術

TOPICS 「除菌脱臭機」
軽量・コンパクトな設計で あなたの 空気を綺麗にします！
昨今、オフィスや店舗などでは、ソーシャルディスタンスの徹底、パー

な物質に分解・除去し、クリーンな空気を送り出す装置です。軽量・

テーションやシールドの利用、アルコール消毒など、接触や消毒、

コンパクトかつ静音設計で、オフィスのデスク周りといったパーソナル

飛沫拡散を防止するさまざまな対策が取られています。今回開発した

スペースや、お客様と接する機会が多い店舗、公共施設などの窓

除菌脱臭機は、空気中のウイルスなどを水や二酸化炭素などの無害

口での利用に適しています。

知的財産
マネジメント

その他

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

日立グローバルライフソリューションズ（株）

特長的な技術
電力

HITACHI GLOBAL LIFE SOLUTIONS, INC.

「自動投入× AI お洗濯」と「風アイロン」で仕上げまでお任せのコネクテッド家電

２-２． 家電、空調技術で培った事業基盤
お客様のQoL向上に貢献するライフソリューションカンパニーへ。
日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、家

これまで築いてきた事業基盤を今後の成⻑へ活⽤

電品、空調機器、設備機器等の販売、エンジニアリング
・
保守サービスの提供を行っています。また、デジタル技

家電80年以上、空調60年以上の歴史

術を活用したプロダクト・ソリューションの提供にも注力

⽇⽴グループの技術、総合⼒を⽣かした製品

信頼の⽇⽴ブランド

しています。

コア技術を活⽤した、コネクテッド家電と
空調IoTソリューションexiidaを提供

近年、人々の生活スタイルや価値観、社会の仕組みは
大きく変化し、さまざまな社会課題が表面化しています。
私たちは、1916 年に扇風機を世に送り出して以来、お
客様に笑顔のある暮らしをお届けしてきました。今後も、
これまで培ってきた実績や日立グループの総合力、また

家電

みなさまの暮らしを⽀える

*1

⽣活パートナー

地域に密着した、アフターサービス網
顧客満⾜度

デジタル技術を活用したイノベーションを通じて、
「360°

90

ハピネス ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを」
という

約

家電

30

*2

%

国内販売シェア*3 約

想いのもと、お客様の QoL 向上に貢献するライフソリ

研究開発

卒業学部学科系統

事業分野

設計開発

機械工学系

電力

15

%

© Hitachi Global Life Solutions, Inc. 2021. All rights reserved.

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

% 約

*1 当社広告キャンペーントレース調査、2019年12⽉ *2 家電品のアフターサービスを実施したお客様からのアンケート結果
*3 当社推定。家電は主要3製品(冷蔵庫、洗濯機、掃除機)。空調は業務⽤パッケージエアコン。

ューションを創出、提供していきます。

募集職種

空調

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

1

イルの多様化が進んでいます。当社の洗濯機はこれらの生活課題に対して、

るコンシェルジュ機能といったサ

洗濯のたびに洗剤・柔軟剤を自動で投入する「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」

ポートの機能に加え、ユーザーの

土木工学・建築・環境工学系

家電

エネルギー・資源工学系

自動車

その他

電子装置

職種紹介

や、AI
（Artificial Intelligence）
が洗い方や時間を自動で判断することで細か

好みに合わせて洗い方を学習す

な設定をしなくても賢くきれいに洗う
「AIお洗濯」、高速風でシワを伸ばしながら

るわがや流AIコースや、洗濯のコースを増やせるダウンロードコースなど、家電

乾燥することでアイロンがけの手間を減らす
「風アイロン」
などの機能により、
こ

の機能を好みに合わせてパーソナライズすることが可能です。生活者との生
活接点におけるライフデータを収集することのできるコネクテッド家電により、
ラ

の洗剤・柔軟剤の残量が少なくなったら自動で再注文できる洗剤・柔軟剤 自

イフデータを分析し，
複数の製品・サービスと組み合わせていくことで、新たなラ

動再注文サービスや、洗濯コンシェルジュアプリと連携し、天気予報からの洗

イフソリューションを提供し、
QoL向上の実現に向けて取り組んでいます。

家庭生活をより安心で快適にすることを使命とする当社では、電子商取引

登録した EC サイトに移動し、スムーズに買い物もできます。さらに本製品

（EC）の伸長や内食需要の増加といった社会環境の変化に着目し、食生

は暮らしに合わせてお客様が使い方を選べる「ぴったりセレクト」を提案搭

活におけるルーティン家事を減らすソリューションを提供することが、おうち時

載。保存したい食品に合わせて、庫内の温度を「冷凍
（約− 18℃）
」「冷

間の充実につながると考えています。

蔵
（約 2℃）
」「常温
（約 15℃）
」に切り替えられます。また、
「冷蔵」では、

そこで当社では、「日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ」によりスマートフォンと

庫内（ドアポケットを除く）をチルド温度約 2℃、湿度約 80%
（※ 1）
となる

連携し、食品のストック管理や購入をサポートする「スマートストッカー」を

「まるごとチルド」で、食品の鮮度が長持ちし
（※ 1）
、食品の乾燥を抑えま

発売。ストック管理したい食品を登録すると、庫内の 2 段目と 5 段目に搭

す
（※ 1）
。

載した重量センサーで、重さを検知しストック状況をスマホに表示します。また、

今後は、フードサプライヤーとの協創などにより、さらに便利な食材ストック

食品が少なくなってきたら「ホーム画面」に通知し、お知らせします。なお、

管理ソリューションの開発を推進していきます。

事前によく使用する購入先を登録すれば、アプリの「購入する」ボタンから

※ 1：当社調べ。

空調事業において当社では主に空調・冷凍機器の販売・サービスエンジニア

候を捉えて分析し、
お客様へ連絡を行い予防保全の実施につなげます。
このことにより突発的な故障機会を抑えることで不稼働時間の短縮を図り、

用いただくことが大事であると捉えています。そのアフターサービス事業の一

機械故障による事業機会の損失を抑える効果が期待されます。

環として取り組んでいるものが「exiida遠隔監視・予兆診断」
です。

また、
新たなソリューションとして
「exiida空気質管理サポート」
を事業開始しま

お客様にご設置いただいた機器に対して遠隔監視によって運転状態の24

した。

時間監視を行い、故障発生時にはすぐに連絡を行います。故障時の情報を

昨今の感染症拡大により換気の重要性が高まり、換気の実施とともに室内

確認した上で訪問することで突発的な故障に対する迅速な修理対応を図る

の空気質の「見える化」
が重要視されています。

ことが可能となります。

本サービスによって空気質の「見える化」を行い、状態に応じて換気機器を

離れていてもいつでもわかる

プロダクトエンジニア
【製造・生産技術】

【品質保証】

生産量の拡大・生産効率の向上を技術面から実現させていく役

「品質の番人」として製品生産の最終関門を守っているのが、品

を提供していくことが、設計開発の役割。日立の技術力をバック

割を担っています。IT 技術等も駆使して、生産効率拡大のため

質保証です。「品質こそ日立製品の本質」をテーマに品質保証技

ボーンに、時々刻々と変化するマーケット動向や社会的ニーズを捉

の生産技術の開発・実用化を追求し、製品のコストパフォーマン

術の開発・実用化を推進することもその仕事の一部。生産工程に

え、データ分析やデジタル技術等を駆使し、機器やシステムの企

スを高めています。

おける不具合の原因究明と対策、お客様に安心・安全にお使い

画・開発から製品化までを手がけます。

いただける製品に至るまで、厳密なチェックを実施しています。

お客様のさまざまな課題やニーズを先取りし、製品知識や構造等の技術的知見を通じてソリューション
を提案していくことがソリューションエンジニアの役割。

金融
スマートストッカー
（R-KC11R）

公共

す。
このような変化に対応すべく、当社で

とっては、親の様子がわからないことが心配事の一つとなっています。
そこで

は既存の事業基盤を有効活用し、離れ

当社では、離れて暮らす単身高齢者の在室状況や活動量をスマートフォンで

た場所からでも家族の暮らしぶりをさりげ

いつでも確認できるサービス「ドシテル」
を開発しました。単身高齢者の部屋の

なく見守れる新サービス「コネクテッド家

壁に活動センサーを設置し、1分に1回の高頻度で在室状況や活動量を検知

電の冷蔵庫を用いた見守りサービス」
を

し、無線LAN
（Local Area Network）
ルータを通じて、サーバに情報を蓄積し

提供開始することとしました。新サービス

op
en

の特長は
「冷蔵庫の開閉情報をスマート

【IT ソリューションエンジニア（デジタルサービス設計、システム運用）
】

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大による外出自粛の影響で、離

ンで表示します。
この履歴から、離れて暮らす親の暮らしぶりはもちろんのこと、

［デジタルサービス設計］
サービス提供の目的に合わせたアプリケーションの開発、実装および保守（更

れて暮らす家族の顔を見に行く機会が減少する一方で、ビデオ会議システム

自宅で留守番をしている子どもの様子まで確認することが可能となりました。

を用いたオンライン帰省を行う方が増えるなど、家族との関係が変化していま

＊商品について、
詳しくは当社WEBサイトをご覧ください。

TOPICS

家電

単身高齢者向け見守りサービス「ドシテル」

少子高齢化の進行とともに単身高齢者が増加しており、その子ども世代に

［システム運用］社内業務の効率化のための、IT システム戦略の立案、システム企画を行い、実装

ヘルスケア

自動車

フォンで確認できること。冷蔵庫のドアを開閉した回数を30分毎にタイムライ

を取り纏めます。

電子装置

募集職種

研究開発

設計開発

私たちのめざすもの
システム
エンジニア

３-１． わたしたちのめざすもの(パーパス)

事業領域
２-３． 主な取扱製品、サービス

近年、デジタル技術を活用したイノベーション

2021年7⽉2⽇時点

ピードを加速させ、日立グループにおいてお客

創出が世界中で急速に進行し、新しい商品や

様の暮らしに最も近いポジションを活かし、
「ラ

サービスが次々と誕生しています。当社はプロ

イフ」分野でデジタル技術を活用した商品・サー

ダクト事業のさらなる強化・拡大をめざし、オン

ビスを提供していきます。

リーワン機能の開発に加えて、高品位なデザイ
ンについても製品に反映させ、コネクテッド家
電などの商品力を強化しています。さらには日立
グループの IT・OT・プロダクトと当社の商品・サー

照明、
住宅設備機器

家電製品

冷凍、空調ソリューション

洗濯機

冷蔵庫

調理家電

ビューティー
クリーナー 除菌脱臭機 ヘルスケア

ルームエアコン

IH
クッキング エコキュート
ヒーター
ポンプ

スクリュー
冷凍機

exiida 遠隔監視・予兆診断

© Hitachi Global Life Solutions, Inc. 2021. All rights reserved.

お問い合わせ先
〒105-8410

東京都港区西新橋二丁目15番12号
（日立愛宕別館）

多賀事業所

〒316-8502

茨城県日立市東多賀町一丁目1番1号

栃木事業所

〒329-4493

栃木県栃木市大平町富田800番地

パーパスとは、私たちが社会やお客さまに対して
『どのような価値を提供する

ものですが、今後このパーパスに触発された従業員がパーパスを起点に、

のか』
を示す、どんなときも変わることがない、社会における存在意義であ

SDGs 時代に対応した革新的な製品・サービスの開発や、アライアンスパー

り、従業員一人ひとりの会社生活において、また企業としての経営や事業

トナーとの協創を通じた社会価値や顧客価値を創出することで、社会やお

TOPICS
設備⽤ チラーユニット スクロール
パッケージ
冷凍機
エアコン

サービス

活かしたソリューションを提供し、その提供ス

本社

このパーパスは若手を中心とした従業員参加型のワークショップで策定した

客さまから選ばれ続ける企業となることをめざしています。

生産技術
© Hitachi Global Life Solutions, Inc. 2021. All rights reserved.
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店舗、オフィス⽤
ビル⽤
エアコン
マルチエアコン

ビスとを組み合わせ、全く新しい日立の強みを

所在地

2021 年 4 月 1 日、日立 GLS は
「パーパス」
を発表しました。

戦略において、全ての判断の拠りどころとなるものです。
LED照明器具
(家庭⽤、施設⽤)

都市開発

鉄道

を両立させることが期待されます。

の現在の様子をいつでも確認することができます。

新）を行います。関連部署と連携し、サービス改善、商品へのフィードバックなどを行います。

社内外の各関連部門を巻き込みながら、安心・快適なご利用をサポートしていきます。

ビッグドラム
（BD-STX110G）

「連動制御」させることにより適切なタイミングにおける換気の実施と省エネ

ます。離れて暮らす家族は、専用のスマートフォンアプリを通じて、単身高齢者

ソリューションエンジニア
【空調ソリューションエンジニア（技術営業・サービスエンジニア）
】

洗濯コンシェルジュアプリ

情報通信

リング事業を展開しており、設置いただいた機器が安定稼働し安心してご利

学習実施。学習した運転データと現在データを比較することにより異常の兆

進化する技術を反映し、製品として結実させ世の中に新しい価値

水

れらのニーズに応えています。
さらにコネクテッド家電の機能を活用し、手持ち

また、予兆診断においては正常運転時の冷凍サイクルのデータをもとに機械

【設計・開発（ハード・ソフト）
】

産業・流通

さまざまなデータやノウハウを活用し、空調の新たな価値を創造する「exiida」

その他

ヘルスケア

濯アドバイスや、衣類の種類・シー
ンから運転するコースをお勧めす

スマートフォンとつながり、食品のストック管理や購入をアプリでサポートする「スマートストッカー」

空調

国内の⾼い販売シェア
100以上の国、地域に展開

としての基盤を確⽴

近年、デジタル技術の進歩を背景とした生活サービスの急成長に加え、共働
き世帯の増加や高齢者人口の増加などの社会構造の変化からもライフスタ

人事労政部 採用・教育グループ
TEL : 090‐3572‐0070
saiyo@hitachi-ap.co.jp

1

再生医療施設向け空調ソリューションや隔離用陰圧クリーンブースへの新展開

当社はこれまで培ってきた空気の質としての温度・湿度・清浄度・室圧を高精度に制御する技

を進めています。

術を応用し、再生医療分野での細胞加工施設の空調ソリューションを提供しています。細胞加

さらに空気の清浄化および室圧制御技術を

工に関わる機器と空調機の遠隔監視、
さらには室内の製造装置を含めた施設全体を総合的に

ベースに、医療機関などで隔離を目的に使用で

コーディネートし、顧客へ環境価値と経済価値を実現するものとなっています。

きる「陰圧クリーンブース」を2020年5月開発。

再生医療は研究段階から実用フェーズに進み始めています。

臨時の隔離施設としても利用が考えられます。

当社では再生医療と産業化のグローバル展開に対応すべく、新発想の次世代型モジュール

標準ラインアップサイズの陰圧クリーンブースで

CPCを開発しました。GCTP準拠などの豊富なオプションで社会のQoL向上を実現します。従

は所要時間1日程度で組み立てることが可能

品質保証

営業技術

知的財産
マネジメント

来のダンパでの風量制御ではなくFFUモータでの回転速度制御で線形に風量調整を行うこと

で、当該技術に関する知的財産については、感

により調製室などの室圧を維持でき、低風量でも制御可能なため、消費電力も低減できます。

染症拡大の防止に取り組む社会全体で広く活用できるよう、社会貢献の観点からも無償で公

また、細胞培養加工施設に必要な設備・装置を
「見る」
「触れる」
「シミュレーションする」
ことがで

開することを検討しています。

きる
「再生医療イノベーションセンタ」
を東京 日本橋に開設し、
さまざまな企業や大学などの連携

※本製品は、疫病の診断・治療、
もしくは予防を目的とする医療機器ではありません。

その他

※商品について、
詳しくは当社Webをご覧ください。
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事業分野

（株）日立産機システム

事業領域
電力

HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS CO., LTD.

ドライブシステム事業

空圧システム事業

モータ、制御機器
（インバータ、プログラマブルコントローラ）
、ポンプ、

工場の設備等の動力源となる圧縮空気を生み出す空気圧縮機を主

ブロワ
（ファン）
等、装置やシステムの動力源となる機器を主力製品と

力製品とする事業です。

しています。 産業用モータは工場の生産設備からエレベーター、エ

工場における空気圧縮機はモータと並ぶ動力源であり、工場の消費

スカレーターの動力源に至るまで、世の中のあらゆる領域で活躍し

電力の20％～25％は空気圧縮機が占めています。高効率な当社の

ています。インバータ等の制御機器はモータやその他の製品をコント

空気圧縮機は、工場の省エネ化に大きく貢献しています。また、歯

ロールし、省エネ運転や使用環境に応じた多彩な動作を実現します。

科治療機、駐車場のゲート、陸上競技場の追跡カメラ、遊園地のア

ポンプ、ブロワ
（ファン）
は暮らしに欠かせない「水」
と
「空気」に関わる

トラクション、自動車等のタイヤの空気入れ、建設現場の塗装機器・

装置です。浄水場、下水処理場等の公共分野をはじめ、工場やビ

くぎ打ち装置その他、幅広い機器の動力源となっています。

ルの給排水、消火栓、噴水、建物や鉄道の空調、歯科治療機ほ

当社の空気圧縮機は高い省エネ性能、信頼性等により国内シェアトッ

か身近なところで産業や生活を支えています。

プを誇っており、特に
「ベビコン」
と呼ばれる小型空気圧縮機の国内

産業・流通

水

都市開発

シェアは50％を超えています。
鉄道

受配電・環境システム事業

受変電制御システム事業

電気の供給に欠かせない変圧器を中心とする事業です。変圧器とは

電気の供給に欠かせない受変電システムを提供する事業です。

発電所から送電される高圧電流を低圧に降圧する装置で、あらゆる

受変電システムとは、発電所から送電される高圧電流を設備の用途

電気機器は変圧器を介して使用可能となります。当社の変圧器はア

に応じた電圧に変換して各種機器に送るシステムです。また、落雷

モルファス変圧器に代表される高い省エネ技術により国内シェアトッ

時に電流を遮断して接続された機器を保護したり、高い絶縁性能で

プです。また、耐久性が高く野外設置に適した
「油入変圧器」、絶

高圧電流の漏電を防ぐなど、周囲の人や設備を守る重要な機能も有

縁油を使用せず、高い防災性を実現した
「モールド変圧器」、電力会

しています。

社向けで地中配電対応の
「地上用変圧器」
など、多様なニーズに対

当社の受変電システムは、経済性、省スペース、安全性、操作性、

応しています。さらにグローバル展開も拡大しており、
2015年にミャン

保守性など多様なニーズに対応すべく、先端技術とさまざまなノウハウ

マーに設立した合弁企業の日立 SEM 社は、同国政府から2017年

を取り入れています。また、水力・火力発電所の制御装置やエネルギー

と2019年に合わせて約11,000台の大型受注を獲得しました。

の監視・制御システムもラインアップし、電力の安定供給に貢献して

金融

公共

情報通信

います。

『プロダクトとOT(※)』
を強みに、産業・社会インフラ分野に
トータルシームレスソリューションを提供。

ヘルスケア

省力システム事業
産業用インクジェットプリンタ、ホイスト
（巻上機）
を主力製品とする事

日立産機システムの製品は、工場の製造ラインやビル、公共・商業施設

がける産業・社会インフラ分野のインテグレータとして、プロダクトの製造・

に至るまで、いわゆる産業・社会インフラを支えています。例えば工場の

販売に加え、新たな価値を生み出す工場の IoT 化、生産ラインの自動

動力源として欠かせないモータや空気圧縮機、電力の供給に不可欠な変

化にも取り組んでいます。

圧器、食品や医薬品のトレーサビリティにおいて重要な役割を担う産業用

さらに日立グループとの連携のもと、IoT を活用したソリューションにより、

インクジェットプリンタなど、そのフィールドは幅広く、社会のさまざまなシー

経営から現場までをシームレスにつなぎ、グローバルで効率化・最適化をし、

業で、いずれも国内シェアトップです。

家電

産業用インクジェットプリンタはペットボトルや缶の底、食品、医薬品
等の期限印字などに使用されています。インクの粒子を1秒間に10
万粒、秒速20m の速さで噴出して文字の形をつくり出し、缶底部

ンで活躍しています。

持続可能な社会の実現に向けてトータルシームレスソリューションを提供し

近年は、プロダクト、ソリューション、サービス全ての事業をトータルに手

ています。

分の印字であれば1秒間に30本以上の高速印字が可能です。世界

自動車

100カ国以上に輸出されています。
ホイストは工場で使用されるクレーンの主要構成部品で重量物の搬送
を行います。吊り荷の巻下げ時に発生する回生電力エネルギーを電
源ラインに還元し、さらなる消費電力の削減を実現する製品もライン

電子装置

アップしています。

※ OT(Operational Technology)/ オペレーショナル・テクノロジー：製品や設備、システムを最適に動かすための、制御・運用技術

募集職種

特長的な技術

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

研究開発

その他

日立の創業製品である産業用モータを中心として、長年の技術力・ノウハウを強みに多数のトップシェア製品を生み出しています。

事業分野

電力

電気・電子・通信工学系

産業・流通

情報工学系

水

都市開発

化学系

鉄道

物理学系

金融

数学系

公共

経営工学系

情報通信

土木工学・建築・環境工学系

ヘルスケア

家電

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

当社の手がける産業用モータは日立の創業製品です。その他、空気圧縮機や変圧器などの主力

低減し、高い省エネ効果を達成しています。また、モータの心臓部である鉄心部分にアモルファス

製品はいずれも長い歴史を持ち、蓄積された長年の技術力・ノウハウを強みに、多数の国内トップ

合金を使用し、産業用モータの国際高効率規格の最高レベルである IE5を達成するアモルファス

シェア製品を生み出しています。

設計開発

モータの開発にも成功しました。

【アモルファス合金を使用した技術領域に強み】

日立産機システムはこれからも、製品の高効率化・省エネ化のための技術開発を積極的に推進し、

アモルファス合金とは、溶融状態から急激に冷却することによりつくられる非結晶の個体です。鉄

産業・社会インフラの発展と地球環境保全の両立に貢献していきます。

システム
エンジニア

心に磁束が通る際のエネルギー損失が少ないことなどにより、製品の省エネ化を実現します。当社
の変圧器はアモルファス合金の採用により、待機電力に相当する無負荷損を従来機の約1/5に

職種紹介

生産技術

設計開発

生産技術

TOPICS

海外事業を積極展開、若手社員のグローバル教育を推進しています

自社工場の製造ラインの設計・運用・保守を行ったり、高度な

高品質な製品を生み出すための仕組みづくり、完成した製品の

に捉え、高いレベルでバランスさせ製品化することが求められます。

製品づくりを支える製造技術の開発を行うことにより、設計者が

検査から、市場に出た製品に不具合が生じた場合の原因究明・

当社は2014年に、中国、メキシコ、2015年にはミャンマーに現地法人を

工場、都市からテーマパークまで製品の活躍領域は多岐にわたり、

つくった図面を安全にかつ効率的に実際の製品にするための仕

対応策の実施まで、製品の一生を品質面から支える仕事です。

設立するなど、グローバル展開を成長戦略の柱の一つにしています。 産

新興国の NPO や企業で６週間、受講者のスキルや経験を活かして現地

社会貢献が実感できることが魅力です。近年は製品への IoT 技

組みづくりを行います。また、生産のしやすさという視点から設計

近年では、環境になるべく負荷を与えないモノづくりや製品に含ま

業用インクジェットプリンタは既に世界100カ国以上へ輸出されており、そ

の社会課題解決に向けた実践業務を行います。

術導入が進み、新たなソリューションの提供が期待されています。

者と協議し、製品に反映させていくこともあります。

れる有害物質への対応まで、その領域は広がりを見せています。

所在地

お問い合わせ先

本

社 〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目5番1号 清水事業所 〒424-0926 静岡県静岡市清水区村松390番地
（住友不動産秋葉原ファーストビル）
相模事業所 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116
習志野事業所 〒275-8611 千葉県習志野市東習志野七丁目1番1号
土浦事業所 〒300-0013 茨城県土浦市神立町603
中条事業所 〒959-2688 新潟県胎内市富岡46番地1
勝田事業所 〒312-0003 茨城県ひたちなか市大字足崎字西原1450
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品質保証

当社は量産品を多く製造しているため、世の中のニーズを多角的

Jo b Matc h i ng Nav igato r

の他の事業分野においても海外マーケットへの拡販を積極的に進めていき

品質保証

【留職制度】

【海外業務研修制度】

ます。

海外の日立事業拠点で1年間、業務を通じて海外事業を体験します。対

今後、さらにグローバル化を加速していくために、若手社員のグローバル

象者は派遣3年前から語学力向上、異文化理解などを目的とした各種事

教育を長期的な視野に立って推進しています。

前研修を計画的に受講します。

営業技術

知的財産
マネジメント

人事総務本部 人事総務部
人事グループ 採用担当
sanki-saiyou@hitachi-ies.co.jp

その他

多賀事業所 〒316-8502 茨城県日立市東多賀町一丁目1番1号

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

（株）日立ハイテク

事業領域
電力

HITACHI HIGH-TECH CORPORATION

半導体製造装置分野

半導体計測・検査装置分野

電子顕微鏡分野
産業・流通

水

私たちの生活に欠かせない存在である半導体。さまざまな分野
の機器制御において重要な役割を果たす半導体技術の革新
は、私たちの暮らしをより安全で快適なものにすると同時に、各
種システムの効率化、小型化そして地球環境への負担軽減を
も実現します。また、あらゆるモノがインターネッ
トにつながる IoT
や AI の普及、ビッグデータやクラウドの活用により、半導体が
担う役割はますます大きくなっています。当社の半導体製造装
置「エッチング装置」
はそういった半導体製造工程に欠かせない
装置であり、最先端の技術でこれからの暮らしに貢献します。
・エッチング装置

さらなる微細化や省電力などのニーズに応える電子デバイス製
造の最前線に、半導体計測・検査装置において、独自の製
品ラインアップで対応しています。 主力製品は世界トップシェ
アの測長 SEM など半導体メーカーとの共同研究開発などによ
り、世界トップレベルのソリューションをお届けしています。
・測長 SEM
・ウェーハ表面検査装置など

環境や産業などの広範な分野で活躍する先端解析装置。当
社の SEM や TEM など電子顕微鏡は、新素材・材料の開
発や、バイオテクノロジー研究など最先端科学技術の発展に
貢献しています。
・電子顕微鏡 (SEM、TEM)
・集束イオンビーム加工観察装置など

都市開発

鉄道

金融

公共

ライフサイエンス（体外診断装置）分野

バイオ・質量分析装置分野

設計・製造ソリューション分野
情報通信

ヘルスケア

私たちは、最先端分野でお客様の飛躍と成長をお手伝いします。
2001年、
（株）
日立製作所の計測器グループ・半導体製造装置グループ、

業を創出し、ワールドワイドに顧客価値を高めていくことで、企業価値の最

およびハイテク関連専門商社の日製産業
（株）
が事業統合し、" 開発から

大化をめざしています。当社が提供する技術・製品群はあらゆる技術領域

製造・販売・サービス " の一貫体制を確立しました。当社は、
「ナノテクノ

の集大成です。機械、電気、電子、情報、物理、化学、生物などさま

ロジー・ソリューション」「アナリティカル・ソリューション」「インダストリアル・

ざまなバックグラウンドを持つエンジニアが活躍できるフィールドがあり、好奇

ソリューション」
の3つの事業セグメントにおいて、グローバルトップとなる事

心とモノづくりの意欲に溢れる方を積極的に受け入れています。

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

事業分野

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

品質保証

科学の進歩が目覚ましい現代においても、未だ明らかになって
いないことが多い DNA。当社のバイオ分析技術は、バイオテ
クノロジーの飛躍的な発展に貢献し、テイラーメイド医療・創
薬といった新しい世界を切り拓いていきます。
・DNA シーケンサ
・質量分析装置
（LC-MS、GC-MS）
など

各製品分野を横断する職種として、デジタルエンジニアリング
を推進し開発設計プロセスを改革する分野、製品における組
込み制御システムの開発を行う共通設計分野、そして各製品
の製造に関する加工技術や自動化技術の開発、生産ライン
の設計と合理化などを行う分野が連携しながら、設計からモノ
づくりまでの安定した企業基盤を築き上げています。

研究開発

土木工学・建築・環境工学系

家電

エネルギー・資源工学系

自動車

その他

電子装置

TOPICS

拡大するグローバル市場へ

TOPICS

設計から取り組む、品質への責任

設計開発

「ハイテクプロセスをシンプルに」
を企業のビジョンとする日立ハイテク。海外27の国と地域

品質保証部ではお客様の信頼に応えるというミッションを達成するために活動しています。

に拠点を持ち、海外の売上高は全体の60% を超える割合に上っています。海外に広が

それは文化や考え方が異なる世界各国においても共通したスタンスです。当社には、設計、

る拠点を持つということは世界の最先端技術に触れる機会が多いということ、お客様を身

製造、品質保証における三権分立という考え方があります。品質保証はお客様にお届け

近に感じられるということ、世界のニーズをいち早くつかめるということを意味します。これら

する製品やサービスに責任があります。その責任を全うするため、設計段階から品質のチェッ

を活かしグローバル社会の価値創造に貢献していきます。

クを実施しています。

研究開発および設計開発の分野は電子線・イオ

品質保証は顧客に届ける製品およびシステムの

顧客に対し、弊社製品のユーザサポートおよびト

ンビーム応用製品、半導体計測・検査システム、

最終的な責任を持ちます。自社の製品の機能・

レーニング、デモンストレーションを行います。ま

び効率化のためのさまざまな仕組みづくりを行い

ライフサイエンス製品、バイオ関連装置
（ここま

品質・信頼性を担保するため、設計や製造と連

た、顧客のニーズを汲み取りながら、アプリケー

ます。製造現場のモノづくりを支える、製品・分

で全て那珂地区）
、半導体製造用プラズマエッ

携しながら試作品の認定および製品の出荷試験

ションの開発を担当します。

チング装置
（笠戸地区）
があります。設計職には

を実施します。

システム
エンジニア

生産技術

生産技術

営業技術

自動車

電子装置

その他

ヘルスケア

家電

募集職種

職種紹介

研究・設計開発

世界で初めて生化学分析装置に免疫分析機能を統合した臨
床検査用自動分析装置。 当社の自動分析装置は、検査の
効率性や測定精度、メンテナンス性などの向上を通して、臨
床検査の普及と診断支援に貢献してきました。今や世界中で
人々の健康管理やさまざまな疾患の早期発見に不可欠となっ
ています。
・生化学自動分析装置
・検体前処理システムなど

自社工場の製造ラインの設計・運用・保守およ
品質保証

野横断的な技術の開発やファシリティマネジメント
を行います。

機構系、電気・回路系、情報・ソフトウェア系、

営業技術

分析系の4系統があります。

所在地
那珂地区

066

お問い合わせ先
〒312-8504

茨城県ひたちなか市市毛882番地

那珂地区 マリンサイト 〒312-8504

茨城県ひたちなか市新光町552-53

笠戸地区

山口県下松市東豊井794番地

Job Matching Navigator

〒744-0002

知的財産
マネジメント

人財開発部 新卒採用担当
TEL : 070-4922-6069
saiyou.engineer.ak@hitachihightech.com

その他

Job Matching Navigator
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事業分野

TO PIC S

生産体制強化に向けて新工場（那珂地区 マリンサイト）が稼働
電力

日立ハイテクは、主要生産拠点である那珂地区近郊の常陸那珂工業

新工場の稼働開始により、今後も需要の増加が見込まれる半導体市

団地内に、半導体製造装置を中心とした主力製品の生産能力拡充と、

場に対応するための生産能力を確保するとともに、製造工程のさらなる

多様な製品ラインアップを実現する開発環境の構築を目的に、新工場

自動化を進め、
IoT や AIを活用した先進的なスマートファクトリーをめざし、

を建設しました。地上6階建て、延床面積約50,000u の広さを誇る新

最先端製品を製造していきます。

【電子顕微鏡分野】透過型電子顕微鏡（HT7800）

【ライフサイエンス（体外診断装置）分野】
臨床検査用血液自動分析装置（LABOSPECT 008 α）

産業・流通

工場は、
2021年3月に竣工し、稼働しています。

水

特長的な技術
多彩なフィールドに広がる電子線・光学・プラズマ制御技術
電子顕微鏡や各種評価・解析装置に応用されている電子線技術、分光分析の基礎となる超微細

都市開発

イテクの電子線や光学をテーマにしたコア技術による製品が活躍しています。また、微細化に加えて

加工技術、電子線やイオンビームを応用した高密度エネルギー加工技術、半導体ウェーハ上のパター

材料や構造の多様化が進む次世代 LSI 加工を、日立ハイテクのプラズマ制御技術が支えています。

ン認識や微小欠陥の検出・分類処理に活用される画像処理技術、回折格子を組み込んだ血液自

日立ハイテクを代表するこれらのコア技術は、開発に携わる研究者たちや技術者たちにとって欠くこと

動分析装置などに活用されているセンシング技術、タンパク質の分子構造解析や糖鎖分析などに用

ができない世界トップレベルの技術として高く評価されています。

鉄道

いられている質量分析技術など、製品開発や医療関係の最前線で欠かせない製品作りに、日立ハ

【半導体計測・検査装置分野】高分解能測長SEM（CG6300）

【半導体計測・検査装置分野】光学式ウェーハ表面検査装置
（LS9300A、LS9300AEG）

金融

公共

HT7800シリーズは、バイオメディカルからソフトマテリアル、ナノテクノロジーまで、幅広い分野

1970年の発売以来、日立ハイテクは臨床化学自動分析装置の技術開発に取り組んできまし

の要求に簡単操作でこたえる120kV 透過電子顕微鏡
（TEM）
です。 広視野・高コントラスト観

た。検査データの質向上というニーズに応えることで、診療科のサポート、更に患者さまへのサー

察を実現したレンズ、高コントラスト観察と高分解能観察を両立したレンズ、クラス最高レベルの

ビス向上を実現したいと考えてきました。検査の迅速化に加え、検査作業の効率化によるオペ

分解能を持つ高分解能レンズの3種類のレンズをラインナップしています。また、新設計オペレー

レーターの業務負担軽減のために、LABOSPECT 008 αは開発されました。

情報通信

ションで、ルーティンワークの対応も可能にする操作性を実現しました。
ヘルスケア

【ライフサイエンス(体外診断装置)分野】
免疫モジュール（e801）

【バイオ・質量分析装置分野】
小型キャピラリー電気泳動型シーケンサ（DS3000）

家電

自動車

日立の測長 SEM 史上、最高の分解能、測長精度、再現性を達成した CG6300。基本性能

1970年代後半に開発を着手したレーザ光散乱方式のウェーハ表面検査装置。 継続的な高感

の向上はもちろん、生産性向上のため、高精度プロセスモニターとオフラインレシピ対応を実現し

度化の取り組みにより、社会基盤の一つである半導体の製造を支えるのに欠かせないロングセ

ました。お客様の信頼に応え、
日立ハイテクが自信を持ってお届けする測長 SEM。世界トップシェ

ラー装置シリーズとなりました。2005年から UV レーザを搭載した
「LS9000」
シリーズの開発を開

アは、常に次世代を見つめ、新たな技術に取り組んでいる証です。

始。 現行機種 LS9300A は、レーザパワーの高速ダイナミック制御技術の導入や新型の高感

電子装置

募集職種

度センサの搭載により一層の高感度・高速検査を実現し、その感度と生産性の高さで半導体製
造の歩留り改善に貢献しています。また、
ウェーハ裏面を非接触で搬送可能なエッジグリップ搬送・

研究開発

検査システムを備える LS9300AEG によりウェーハ製造においても品質の改善・維持に貢献し
ています。

【半導体製造装置分野】プラズマエッチング装置（M-9000）

【電子顕微鏡分野】
超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡
（SU9000）

設計開発

免疫分析は、血液の主要な分析方法の一つであり、悪性腫瘍、ウィルス感染症、心疾患の診

当社バイオ事業の躍進の発端は2000年に発表され、ヒトゲノムの解読に大きく貢献したキャピ

断など100項目以上の分析に応用が広がっています。多様化する検査ワークフローの中で、血

ラリアレイ型 DNAシーケンサです。開発を通して積み重ねた知的財産とノウハウの融合により、

液免疫分析装置は高感度、高スループットなどの基本性能に加え、心筋梗塞の迅速診断など、

シリーズ製品は今なお業界トップシェアを実現しています。これらの技術を受け継ぎながらも新た

24時間ノンストップ運用の使用環境に耐えることを求められます。血液免疫分析装置 e801は、

なコンセプトで開発された本装置は、従来機の性能を踏襲しつつも、小型化、操作性の向上、

従来装置よりも高い基本性能を実現するとともに、装置上での試薬劣化を抑制する改良を行いま

ランニングコストの低減を可能にしました。

システム
エンジニア

生産技術

した。これにより、一般的に1カ月ごとに必要であった校正作業を3カ月ごとまで延長することが可
能となりました。また、ユーザーの操作性を刷新し、分析測定中でも試薬ボトルを交換可能なオー

品質保証

トローダを装備しました。これにより、装置の状態に応じてオペレータが操作するのではなく、オ
ペレータが任意のタイミングでアクセスして試薬を補充できます。e801は日中のルーチン検査に
加え、手術中検査・緊急検査など新たな領域での高感度免疫検査にも貢献しています。

営業技術

知的財産
マネジメント

プラズマ中のイオンと反応ガスを利用し、半導体デバイスの微細加工を行うドライエッチング装置

ナノ粒子を用いた先端材料の開発には、ナノレベルでの形態観察が不可欠です。日立ハイテク

です。32nm ノード以降の最先端 LSI のゲート、配線、層間絶縁膜の加工に使われます。高信

ではサブナノメートルの分解能を保証する走査電子顕微鏡
（SEM）
の開発に取り組んできました。

頼性、高精度加工に定評があります。

SU9000は、匠の技術を結集し、次世代の先端分野に新たな世界を切り拓く解析装置。

その他

最高峰の SEM と呼ぶにふさわしいスペックを備えています。
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事業分野

（株）日立パワーデバイス

事業領域
電力

HITACHI POWER SEMICONDUCTOR DEVICE, LTD.

あらゆる分野で活用するパワー半導体
パワー半導体は、電気を整流・変換・変圧する特性を持ち、産業 ･ 交通 ･OA･ 家電製品の電力制御やモータ制御など、あらゆる分野

産業・流通

で利用されています。特にパワーエレクトロニクス分野のインバータ装置では、IGBT や SiC、高耐圧 IC などが活躍しており、その中でも
IGBT や SiC は電気自動車をはじめとする次世代環境車両のキーコンポーネントとしてますます重要性が高まっています。インバータ IC は、
新興国での省エネエアコンの需要拡大に対応し、自動車分野ではさらなる長寿命化、高信頼化を実現した第三世代
（樹脂型）
オルタネータ
用ダイオードの市場投入に取り組んでいます。

水

都市開発

鉄道

特長的な技術
金融

高耐圧 IC
誘電体分離技術
（DI および SOI）
を使用し、その特長を活かした最大

分野の超音波診断装置用の高耐圧アナログスイッチ IC、その他各種

600V 耐圧の ICを開発、設計、製造しています。主にエアコン用のファ

カスタム IC など、損失の少ない高性能デバイスを世の中に供給するこ

ンモータをシングルチップで高効率に駆動できるインバータ IC や、医療

とにより、幅広い分野での省エネ化に貢献しています。

公共

情報通信

電気自動車や鉄道車両、家電品の高性能化・省電力化を支えるキーデバイス「パワー半導体」

IGBT モジュール

を通じて、日立の社会イノベーション事業に貢献しています。

パワー半導体の一つである IGBT
（ 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）

省スペース化を可能とする SiC
（炭化ケイ素）
を用いたモジュールの設

は、鉄道の車両用モータや、ハイブリッドカー、電気自動車用モータ、

計・開発・市場投入を行い、環境に配慮した交通システムの発展に

風力発電の電力変換などの高効率化、省エネ化のキーデバイスとして

貢献しています。

日立が推進する社会イノベーション事業は、IT と社会インフラを融合させ

品質・高信頼な「パワー半導体」を通じて、グローバルに拡大するお

用いられています。特に欧州を中心に加速化している EV シフトにより、

た各分野のシステムと、その先進性と競争力を支える材料 ･ キーデバイ

客様のニーズにスピーディーに対応していきます。

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

事業分野

電力

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

産業・流通

水

生産技術

情報工学系

都市開発

品質保証

化学系

鉄道

営業技術

物理学系

金融

家電

その必要性が一段と高まりを見せる成長分野です。さらなる低損失化、

自動車用オルタネータダイオード

スによって構成されます。 当社は電力を整流・変換・変圧し制御する高

募集職種

知的財産マネジメント

数学系

公共

経営工学系

情報通信

動ブレーキなどの先進運転支援システムをはじめとする、自動車の一層

進めています。

自動車

エネルギー・資源工学系

その他

電子装置

職種紹介

募集職種

TOPICS

グローバル展開

研究開発

幅広い分野の技術開発と製品化により、持続可能な社会の実現に貢献

市場を拡大しています。 当社は高効率、高信頼素子の開発から、その

しています。

設計開発

システム
エンジニア

進化する技術を反映させた製品で、世の中に新しい価値を提供していくことが、設計開発の役割で

顧客に対する弊社製品の技術サポートのほか、各種問い合わせに対応。また、顧客や社会的ニー

す。日立製作所の研究開発分野との連携やこれまで培ってきた技術力をバックボーンに、刻々と変

ズを汲みとり、設計開発部門に展開することで社会的優位性の高い製品づくりにつなぐ仕事です。

を手がけています。

生産技術

品質保証
高品質な製品を通じて世界のお客様に貢献するため、品質マネジメントシステム（QMS）の整備・

推進、生産技術開発など、設計開発部門と製造部門の橋渡しを担います。また、安全を第一に

運用、国際規格や認証の取得など、信頼を支える重要な仕事を行います。

安定生産を実現するための保守計画業務も手がけています。

所在地

TOPICS

活躍している社員に共通する要素

自分自身のマネジメントができ、社会の中で活かしていくことができる。具体的な能力としては、

なげることができる。

主体的な取り組みと多様な人財を巻き込むことを可能とし、確実に結果を作り上げることができ

以上が当社にて活躍している社員に共通する要素です。

生産技術

る。課題に対しては、その解決に向け考え抜くことをいとわず、さらに新しい価値創造にもつ

半導体チップ製造や製品組み立てラインのレイアウト設計や運用のほか、高効率化のための IT 化

品質保証

TOPICS

学生の皆さんへ

日立パワーデバイスは、日立グループ内唯一のパワー半導体メー

けた研究や種々の活動で培ったものを当社で活かしてみませんか？

カーとして、拡大する市場で存在価値を発揮すべく、常に高い技

私たちとともに成長し、新たな価値を創造する強い意欲を持った皆

術力と信頼性を追い求め活動しています。 学生時代に情熱を傾

さんとお会いできることを楽しみにしています。

技術営業

お問い合わせ先

本店・臨海工場

〒319-1221

茨城県日立市大みか町五丁目2番2号

東京本社

〒101-8608

東京都千代田区外神田一丁目18番13号（秋葉原ダイビル）

原町工場

〒975-0041

福島県南相馬市原町区下太田字小原20番地

山梨工場

〒409-3813

山梨県中央市一町畑545

Job Matching Navigator

性能を最大に引き出すモジュール化技術、性能を保証する検査技術まで、

タ装置に搭載され、日本国内のみならず北米や欧州でも高い評価を受け、

技術営業

化する社会的ニーズに即応し、各種パワー半導体製品の企画・開発から試作・検証、製品化まで

070

自動車

電子装置

土木工学・建築・環境工学系

家電

を製品化しています。さらに Rohs、ELV 規制対応として鉛フリー化も

の電子化に伴うダイオードの負荷増大に対し、信頼性の高いダイオード

その他

ヘルスケア

自動車の低燃費化に対応するため、高効率ダイオードを開発。緊急自

高電圧 IGBT・SiCモジュールは新幹線や在来線の車両駆動用インバー

設計開発

ヘルスケア

知的財産
マネジメント

総務部 採用担当
TEL : 0294-22-0330
gyoumu.soumu.xw@hitachi.com

その他

Job Matching Navigator
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事業分野

（株）日立ビルシステム

＊今年度のジョブマッチングにおける採用はございません。

事業領域
電力

HITACHI BUILDING SYSTEMS CO., LTD.

昇降機事業のライフサイクル
昇降機のライフサイクルは【新設】【メンテナンス】【リニューアル】に大きく分けられます。
【新設】

産業・流通

【メンテナンス】

【リニューアル】

新製品の開発〜受注
（販売）
〜仕様決定〜設計〜製造〜据

お客様にお引き渡し後、整備や修理を行い、昇降機の性能を

付〜品質検査〜お客様にお引き渡しするまでの、新しく昇降機

維持する工程をさします。

メンテナンス以降古くなった昇降機を新しく入れ替える〜受注
（販売）
〜仕様決定〜設計〜製造〜据付〜品質検査〜お客

を取り付ける工程をさします。

様にお引き渡しするまでの工程をさします。

水

開発者、設計者の方は上記の該当する工程に関わります。

建物トータルソリューション事業の概要

主な昇降機の一例

ビルには様々な設備
（受変電、給排水、空調、昇降機や防犯カメラ等）
が設置されています。当

【オーダー型エレベーター】

都市開発

社の管制システムや BIVALE
（※）
を中心としたデジタル技術を活用し、利用データの蓄積、分析

建物のコンセプトや用途に応じてデザインするエレベーターです。超高層

等を行うことで、ビルを利用する人々が快適に過ごせる環境を提供しています。

ビルや大規模施設に対応する高速大容量エレベーター、リゾート施設、

※ BIVALE：
「エネルギー」「セキュリティ」「ビル管理」の統合管理でビル経営と運用における問

ショッピングセンターの空間を華麗に演出する展望用エレベーターなど、

題を解決する新しいソリューションサービスです。

都市空間に応じたスタイルを提案します。

鉄道

【標準型エレベーター】
最新タイプのエレベーターでは、天井照明のオール LED 化や回生電力を

金融

有効利用する機能などで、省エネルギー性をさらに高めています。また、乗
り場にも監視映像を表示できる「かご内防犯カメラ」や、行き先階を第三
者に見せない「シークレッ
ト運転」などで、セキュリティを強化しています。

人・ビル・社会に新たな価値を。

公共

【エスカレーター】
最新タイプのエスカレーターでは、
インバーター制御を用いて、
安全装置の作動により突然停止した場合でも、
転倒やつまずきを抑制するソフ
トス
トップ機能や、ハンドレールからの乗り出しに対する注意喚起機能など、さ

普段皆さんが何気なく利用されているエレベーター、エスカレーター。

用できることをめざしています。

日常生活を支える一翼を担っているのが日立ビルシステムです。

建物トータルソリューション事業では、空調、防犯カメラ、ビル設備管理

より多くの人々が、働きたい、住みたい、訪れたいと思えるビル環境を支え、

システム等を AI や IoT をはじめとするデジタル技術を活用しながら昇降機

現代社会に新たな価値を提供するために、当社では昇降機事業
（エレベー

との融合を図り、効率化や省エネルギー化等を中心に、ビルを利用する

ター・エスカレーター）
を中心に、お客様の建物の付加価値を高めるソリュー

人々が快適に過ごせる環境を提供しています。

ション事業
（空調・防犯カメラ・ビル設備管理システム等）
を展開しています。

当社は今後も最先端のデジタル技術を製品・サービスの開発に幅広く活

昇降機事業では、ビルや都市空間の快適な移動を支えるエレベーター、

用し、安全・安心・快適な昇降機や、都市空間におけるお客様のさまざ

エスカレーターの研究開発をグローバルスケールで展開し、先進の技術力

まな課題解決に貢献するサービスをグローバルに提供し、持続可能な社

から生まれる幅広い製品ラインアップで、ビルの高層化への対応とともに、

会の実現に貢献します。

安全と省エネルギー性を追求し、いつでも、だれもが安全に、安心して利

情報通信

まざまなセーフティ機能を備えています。また、欄干照明の LED 化などによって、省エネルギー性もさらに
向上しています。

ヘルスケア

特長的な技術
【日立の超高速エレベーター】
分速1,260mの世界最高速を実現
（※）

人流予測型エレベーター運行管理システム「FI-700」を開発

日立は 90 年以上におよぶエレベーター開発の歴史の中で、常に一歩先の未来を見据え、都市

大規模な複合ビルなどでは、複数のエレベーターを効率よく配車するための運行管理システムが必

の高層化、高機能化を実現するため、日々研究を重ね時代をリードしてきました。

要となります。当社では複数台のエレベーターの効率的な運行を実現する人流予測型エレベーター

これまで培ってきた技術力をもとに、2019 年中国・広州市の超高層複合ビル「広州周大福金融

運行管理システム
「FI-700」
を開発しました。 本システムは、AI の活用により、過去の膨大な運

中心」
に分速 1,260m
（時速 75.6km）
の世界最高速エレベーターを納入しました。

行データからエレベーターの利用人数
（人流）
を予測することで、昼食時などの混雑時の平均待ち

「日本一、そして世界一のエレベーターをつくる」
という開拓者精神は、日立技術者の心の中に脈々
と受け継がれています。

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

電気・電子・通信工学系

生産技術

情報工学系

品質保証

化学系

営業技術

物理学系

知的財産マネジメント

数学系

経営工学系

時間を従来比で最大 20％低減します。さらに、監視カメラなどのビル設備とのデータ連携が可能で、

電子装置

その他

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

自動車

お客様との協創により、ビル内移動のイノベーション創出をめざします。

※ 2020年1月、日立調べ

募集職種

家電

募集職種

その他

研究開発

事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

設計開発

職種紹介

開発

TOPICS

設計

グローバル展開

システム
エンジニア

先進性・信頼性・安全性の高いエレベーター・エスカレーターの開発に向け、新技術の開発、モデ

お客様のご要望に合った昇降機を納めるために、昇降機の仕様
（巻上機やロープ、レールの種類等）

先進技術の研究を進める当社グループでは、水戸事業所をはじめとして中国の広州・上海、

また、海外の販売力強化のため、中国、東南アジア、インド、中東で事業体制の強化を進

ルチェンジの取り纏め、
高効率生産体制構築のための加工・組立性改善等を行っています。世界をリー

や機器の配置、かご内や乗り場の意匠設計等を行っています。

シンガポールに研究拠点を配置し、生産拠点も、日本、中国、タイを中心に展開しています。

めており、当社グループ連結の売上比率のおよそ 6 割を海外が占めています。

ドする開発・設計力と優れた創造力で社会に貢献する昇降機ビジネスを展開します。活動拠点は日

お客様によってビルの構造が異なり、ご要望が異なりますので、それぞれのお客様に一番最適な昇

本に留まりません。

降機を納めることがミッションです。

生産技術

TOPICS

ソリューション

将来の取り組みについて
品質保証

当社が扱うビル設備
（セキュリティ・ビル総合管理システム・ロボット等）
に関する製品、サービス企画・

エレベーターやエスカレーターは今や都市生活に欠かせないものとなっています。高い技術力

境は大きな転機を迎えており、一人ひとりが " 安全・安心・快適 " に生活でき、環境とも調

プレサービスを行っています。

により信頼と実績を得ている昇降機事業を、日本から中国・東南アジア・インド・中東へとグロー

和したまちづくりが求められています。当社では昇降機事業で培ったサービスネットワークと独自

特に近年では IoT をはじめとするデジタル技術を活用した
「スマートビルディング」の実現に向けた取り

バルに展開・拡大しています。また、超高齢社会の到来や知識社会への転換など、社会環

技術を融合し、新しいまちづくりを支えるソリューションを提供していきます。

組みに注力しています。

営業技術

所在地

0 72

お問い合わせ先

本社

〒101-8941 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地 ワテラスタワー

生産拠点
（水戸事業所）

〒312-8506 茨城県ひたちなか市市毛1070番地

Jo b Matc h i ng Nav igato r

人事総務本部 人事企画部
採用教育グループ
TEL：0120-331-782
bsbu.saiyou.hc@hitachi.com

TOPICS

エレベーター研究塔

中東や中国をはじめ世界的なビルの高層化によって、ビル内の多くの人々が効率的

ター研究塔「G1TOWER」を活用し、さまざまなエレベーターの研究・試験を行って

に移動できるようエレベーターも高速化、大容量化を求められています。このような需

います。

知的財産
マネジメント

要に対応するべく、当社では水戸事業所に 213m という世界トップクラスのエレベー
その他

Jo b Matc h i ng Nav igato r
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事業分野

（株）日立マネジメントパートナー

事業領域
電力

HITACHI MANAGEMENT PARTNER CORP.

技術力とノウハウをもとにした財務・人事関連業務に関するシェアードサービスなどの提供

日立グループ
社会価値

企業は複数の事業部門からなり、また拠点も複数展開されています。さらに、M&A などによる規

含めたシェアードサービスを提供しています。

模の変化に伴い、あらゆる業務が複雑化しています。 中でも、財務・人事などの間接業務は、

加えて、人事関連業務ではこれまで蓄積してきたノウハウを活かし、質の高いシェアードサービスを

企業活動をする上で必要不可欠な業務であり、それらを集約し一元化することで業務の効率は向

提供するために、併せてシステムソリューションサービスを提供しています。サービス導入時には、

上します。

コンサルティングを行い、IT システムの導入から運用・保守までを一貫して行っており、さらに、

私たち日立マネジメントパートナーでは、日立グループの財務・人事関連業務の集約化・効率化を

25 万人のユーザーを対象とした次世代システムの開発も進めています。

産業・流通

水

実現するために、日立グループ約 220 社 25 万人に対してそれらの業務に関するシステム開発を

経済価値

環境価値

都市開発

特長的な技術
RPA ソリューションサービスの提供
当社では、人事関連業務オペレーションで培ったノウハウと RPA
（Robotic Process Automation）

日立マネジメントパートナー
技術力とノウハウをもとにした財務・人事関連のシェアードサービス
システムソリューションサービス

マネジメントノウハウ

人事関連システムソリューションサービスの提供
当社は、給与計算・人事情報を管理する基幹系システムと、従業員が自ら勤怠情報や旅費、

技術を組み合わせた RPA ソリューションサービスを提供しています。人事、給与、勤怠管理、旅費、

家族情報、手当情報を申請するフロント系システムの自社開発システムを中心に、「SHAREX」

処遇などさまざまな人事関連業務オペレーション効率化により負荷を軽減し、お客様の働き方改革

というブランドで人事関連システムを、SaaS によって提供しています。 例えば基幹系システムの

の推進と新たな価値を生み出す業務への注力を支援しています。

SHAREX EXhumanimate では日立グループ約 220 社 25 万人以上の従業員データを効率的

お客様の課題・要求分析といった RPA 化コンサルから、開発、運用・保守まで一貫したサービス

に一元管理することで、毎月従業員の方々に、滞りなく給与を支給しています。また、フロント系シ

を提供しており、お客様からの要望に応えるだけではなく、課題解決のための提案を自ら形にする

ステムでは、従業員が必要とする申請とそれに費やす時間を、簡単なシステム上での申請により確

ことができます。

鉄道

実に、かつ短時間で完遂させることができます。基幹系・フロント系・その他の当社が提供してい

金融

公共

るシステムソリューションサービスは、単独での効果はもちろん、それぞれのシステムを連携すること
で相互にデータを関連させることができ、より大きな効果を発揮します。

RPAソリューション

システム開発

財務

さらに、SHAREX は高度な技術を駆使したシステムでありながら、柔軟性に優れており、実際にシ

人事

ステムを利用する従業員が使いやすい環境を提供します。例えば、会社の人事制度などを自在に

情報通信

設定変更することが可能であり、ユーザーが感じる違和感、ストレスを限りなく排除しました。

ヘルスケア

私たちの使命は、25万人の創造性とパフォーマンスを最大限引き出す環境づくり。
ビジネスを取り巻く環境の変化の中で、多くの企業が、変革とさらなる企

よりお客様の財務・人事関連業務を徹底的に効率化し、25 万人を超え

業価値の向上を求められています。

るユーザーの全力を引き出す環境を整備することです。

そのような時代で、私たちにできることは、日立グループの財務・人事関

ビジネスの主役である一人ひとりの働き方を変え、その創造性とパフォーマ

連業務専門会社として培った技術力やマネジメントノウハウをもとに、シェ

ンスを最大限に引き出す仕組みで、すべてのお客様の躍動を支えます。

家電

自動車

アードサービスや財務・人事関連システムソリューションサービスの提供に
電子装置

募集職種

研究開発

卒業学部学科系統

機械工学系

設計開発

システムエンジニア

生産技術

品質保証

営業技術

知的財産マネジメント

その他
募集職種

電気・電子・通信工学系

情報工学系

化学系

物理学系

数学系

経営工学系

土木工学・建築・環境工学系

エネルギー・資源工学系

その他
研究開発

事業分野

電力

産業・流通

水

都市開発

鉄道

金融

公共

情報通信

ヘルスケア

家電

自動車

電子装置

職種紹介

システムエンジニア（IT エンジニア）

システムエンジニア（業務エンジニア）

当社が提供している RPA ソリューションサービスや、財務・人事関連システムに関する機能提案、

日立グループ各社の人事関連業務や制度を把握し、お客様である人事担当とコミュニケーションをと

設計、プログラミング、開発委託先の作業管理などの開発や保守業務、および各システムを継続的、

り、会社統合や制度改訂、法改正に伴う顧客要求を実現すべく、要件定義を行います。

安定的に稼働させるための運用設計、運用管理、障害対策などを行います。

また、当社システムについても精通し、お客様の課題に対し IT エンジニアと協力しながら当社シス
テムによる最適なソリューションを提案します。

TOPICS

次世代人事関連システム開発

新しい技術の登場や、システムの老朽化
（ハードウェアやミドルウェアのサポート期限切れや、

ような状況下で、当社でも人事関連システムの新規開発を計画中です。当社では、設計や

システムの保守性の低下）
に伴い、システム提供会社は 5 年や 10 年に一度、システムを根

製造といったソフトウェア開発の中心となる仕事はもちろんのこと、新規開発の初期ならではの

本から刷新する必要があります。また、近年の働き方の多様化や、経営戦略に基づくM&A

企画、業務分析、要求分析といった仕事にも携わることができます。

や社内構造改革の増加に伴い、人事関連システムへの要求や期待は高まっています。その

TOPICS

システム
エンジニア

社員の特徴、社風

当社の社員たちは、仕事や自らの役割に対して誠実に、前向きに取り組んでおり、上司や先

設計開発

生産技術

ショナルが働いており、非常に刺激の多い職場です。さらに、新しいことや挑戦が受け入れら

輩に自らの希望を話したり、気兼ねなく困ったことを相談したりと、社員同士のコミュニケーショ

れやすく、若手であっても開発プロジェクトへの参画機会があるなど、裁量権を持って働くこと

ンが活発に行われています。また、システムソリューションとシェアードサービスをトータルで提供

ができます。

品質保証

しているため、コンサルティングや各種業務課題、各種技術などに精通したさまざまなプロフェッ
営業技術

所在地

お問い合わせ先

御茶ノ水オフィス
（本社） 〒101-0063

東京都千代田区神田淡路町二丁目29番地

茨城サービスセンタ

〒319-1221

茨城県日立市大みか町三丁目18番1号

浅草橋オフィス

〒111-0053

東京都台東区浅草橋一丁目22番16号 ヒューリック浅草橋ビル

東日本オペレーションセンタ（東日本OC） 〒317-0073
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東お茶の水ビル

知的財産
マネジメント

総務部 採用担当
TEL : 03-4541-2300（代表）
saiyou.hitachimp.kq@hitachi.com

その他

茨城県日立市幸町一丁目20番2号 日立ライフビル

Job Matching Navigator
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グループ会社に直 接 応 募 する場 合（自由応 募 ）
応募受付・選考方法は
「日立Astemo マイページ」
にてご案内。

日立Astemo（株）

◆当社HPの
「採用情報」ページから
「日立Astemoマイページ」にご登録をお願いいたします。
もしくは
「リクナビ2023」
よりエントリーいただくことも可能です。
◆当社マイページから、
エントリーシート提出、
適性検査を受検の後、
書類選考、
面談複数回を実施。

応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
にてご案内。
【募集職種】

（株）日立インダストリアルプロダクツ

エンジニア系
（理系の方）
：設計開発/生産技術/品質保証/施工管理
ビジネスマネジメント系
（文理不問）
：営業
（国内・海外）
/調達/生産管理/情報システム・IT/経理財務/人事総務
◆エントリーシート、適性検査による書類選考後、合格者は面接
（2〜3回）
を実施。

応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
にてご案内。
【募集職種】
プロダクトエンジニア
（設計・開発/品質保証/製造・生産技術）
、
ソリューションエンジニア
（技

日立グローバルライフソリューションズ（株）

術営業/業務用空調・家電サービス/デジタルサービス設計/システム運用）
、提案・ソリューション営業
（家
電営業
（国内・海外）
/業務用空調/営業企画）
、
マネジメント・プランニングスタッフ
（商品企画/生産管理/
資材調達/経理・財務/法務/総務）
など
◆エントリーシート、適性検査による書類選考後、合格者はオンライン面接
（２〜３回）
を実施。
自由応募についても職種別採用を実施。
応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
および当社HPの「採用情報」ページにてご案内。
【募集職種】

（株）日立産機システム

エンジニア系
（理系の方）
：設計開発
（製品別）
/サービスエンジニア/生産技術/品質保証/技術営業から選択
ビジネスマネジメント系
（文理不問）
：営業/生産管理/資材調達/経理財務/人事総務/社内情報システム
から選択
◆エントリーシートによる書類選考後、
合格者は面接
（2〜3回）
を実施。

自由応募についても職種別採用を実施。

日立チャネルソリューションズ（株）

応募受付・選考方法は、
「リクナビ2023」
にてご案内。
【募集職種】
設計開発/システムエンジニア/品質保証/営業/情報システム/経理財務/人事総務など
◆適性検査、
エントリーシートによる書類選考後、合格者は面接
（2回の予定）
を実施。

応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
および当社HPの「採用情報」ページにてご案内。
【募集職種】以下いずれかのコースを選択して応募。

（株）日立ハイテク

エンジニア職
（研究・設計開発/品質保証/生産技術/営業技術）
営業・事業スタッフ職
（営業/経理/情報システム/人事総務など）
◆エントリーシートによる書類選考・適性検査後、合格者は面接
（複数回）
を実施。

応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
にてご案内。

（株）日立パワーデバイス

（自由応募でも職種別採用を実施）
【募集職種】設計開発/生産技術/品質保証/技術営業
◆エントリーシートによる書類選考・web適性検査後、
合格者は面接を実施。

当社採用HPまたは、
「マイナビ2023」
よりエントリーをお願いします。
（自由応募でも職種別採用を実施しています。）

（株）日立ビルシステム

【募集職種
（予定）
】
開発/営業技術/ソリューション/設計/生産技術/施工管理/品質保証/営業/フィール
ドエンジニア など
◆書類選考・Web適性検査・面接
（2回）
を予定。

（株）日立マネジメントパートナー

応募受付・選考方法は、
「マイナビ2023」
および当社HPの「採用情報」ページにてご案内。
【募集職種】
システムエンジニア
（ITエンジニア/業務エンジニア）
◆エントリーシートおよび適性検査による書類選考後、合格者は面接
（2回予定）
を実施。
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