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OT × I T × product によって課題解決するテクノロジーカンパニー
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「お客さまと共に変化する課題解決型プラットフォーマー」へ

代表取締役 取締役社長  三浦 英俊 

代表取締役 取締役社長  三浦 英俊

取締役  中村 和弘

取締役  高田 哲司

取締役  榎本 祐治

取締役  糟谷 直大

監査役  中西 幸雄

取締役  平松 博信

監査役  大村 浩

日立ハイテクソリューションズは、半 世 紀 以 上にわたり培ってきた制 御・運 用 技 術（OT：

Operational Technology）と、グローバルの先端技術を取り入れた情報技術（IT）を融合した 

製品・サービス（product）で、お客さまの課題を解決する「テクノロジーカンパニー」です。

当社には、社会インフラや産業分野におけるさまざまな課題と向き合った経験・実績に基づく現

場の理解力があり、だからこそお客さまと同じ目線で課題を把握することができます。さらに、セン

シング、制御、自動化、セキュリティといった技術やインフラ基盤の構築力などの「コア技術」を核と

した製品・サービスを提供することで、お客さまの課題解決と社会・産業活動を支えています。

社会インフラや製造業など産業分野のお客さまが直面するOT、ITの課題は常に変化し続けてい

ます。私たちは、お客さまが「今」抱えている課題を解決し、「未来」の課題も予測し、「お客さまと共

に変化する課題解決型プラットフォーマー」として、お客さまの価値創造に貢献し続けていきます。

Top Message

役  員
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会社概要

役 員

商 号 株式会社 日立ハイテクソリューションズ

設 立 日 1987年10月1日

本 社 所 在 地 〒105-6412 
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）

資 本 金 4億円

決 算 期 3月（年1回）

従 業 員 数 768人

株 主 株式会社 日立ハイテク（100％）

取 引 銀 行 みずほ銀行 新橋支店
三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店

代 表 取 締 役 
取 締 役 社 長 三浦 英俊 取 締 役 中村 和弘

取 締 役 高田 哲司 取 締 役 榎本 祐治

取 締 役 糟谷 直大 監 査 役 中西 幸雄

取 締 役 平松 博信 監 査 役 大村 浩

社以上顧客数 1000

人従業員数 768
年設 立 35

社会インフラとモノづくりの領域で数多くの実績があります。

At a glance
製造産業

事業
社会インフラ

事業

公 共
プロセス・オートメーション

ファクトリーオートメーション

中小企業

インフラ

環 境

（2022年4月1日現在）

4 5CORPORATE PROFILE



解決できる
課題

省エ
ネ・
省人
化

リス
ク管
理

AI 開発・活用

生産管理

設備投資・IT投資の時代変化に対応し続けてきたチカラを生かして、お客さまに貢献します。

Advantage & Solution

OT I T product 人財

OT I T product 人財

具体的ソリューション例

AI制御

Chemicals Informatics 製造条件最適化 Informatics

予兆診断 製造支援

リハビリAI

品質管理 製造管理

・環境　・電力　・ガス　・エネルギー・　上下水道　・鉄道・交通
・メディア　・教育・研究機関　・医療　・金融　・物流　など

社会インフラ 産 業
・化学　・医薬　・化粧品　・食品　・自動車　・機械設備　
・エレクトロニクス　など

生産性向上と歩留まり改善モノづくりのプロセスを
もっと効率化したい

品質管理を徹底したい

データ経営を実現したい

セキュリティ対策を
万全にしたい

プラントの安定稼働と
作業ミスを防止したい

貢献対象の分野

コア技術 豊富な製品・サービス 現場理解力がある営業・SE

お客さまと共に変化する課題解決力の源泉

【ITインフラ基盤】
クラウド
セキュリティ
ネットワーク
IoTプラットフォーム

【システム・サービス】
監視システム
制御システム
製造実行システム
品質管理システム
予兆･診断システム
品質検査自動化

【人間力】
現場理解力
提案力
フットワーク
仮説構築力

【構築力】
セキュリティ構築力
ネットワーク構築力
コンサルテーション力 
クラウドソリューション
ネットワークソリューション

【装置・製品】
分析機器
計測機器
検査装置

【実績・経験】
過酷な環境下の導入･運用
幅広い業種
ものづくり現場

【要素技術】
制御
計測･モニタリング 
データ利活用

【ITツール】
BI/BAツール
製造支援ツール
設計支援ツール

【パートナーシップ】
チャネル
人脈
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化学・食品・薬品などの製造プ
ラントや、水道・環境・エネルギー
プラントなど多くの社会インフラ
施設で採用されています。操作性
が高いオペレーションソフトと高
信頼性のコントローラでお客さま
の生産性向上に貢献します。

製造実行システム（MES）や品質管理システム
（LIMS）により、生産性の向上や品質管理の
強化を支援します。また、これらの製品を連携
させた製造・品質管理ソリューションを提供
します。

監視・制御システムがもつビッグデータを解
析し、設備故障や品質不良の予兆を検知しま
す。予兆・診断システムにより設備の突発故障
や不具合を早期発見し、プラントの安定稼働に
貢献します。

堀場グループとコラボレーションし、さまざま
な業界に向けて、大気汚染監視・水質監視シ
ステムを提供しています。

長年培った技術と経験により、さ
まざまなフィールドで活躍してい
ます。特に、差圧・圧力伝送器は
高温・高真空プロセスにおいて
高い信頼と評価をいただいてい
ます。

当社のMESを導入している第一工業
製 薬 株 式 会 社 さま の 四 日 市 工 場。
MESによって作業標準化とシステム
化による品質安定化を実現。取得デー
タを活用した生産性向上の知見・実績
から、他工場への横展開も検討中。

大気汚染監視用測定装置 工業用水質計ポータブルガス分析計

総合計装システム(DCS) EX-N01A

製造実行システム LabDAMSⓇ

LumioneⓇ

高温高真空伝送器

電磁流量計 挿入形電磁流量計

オンラインPCBモニタ

投込式水位計

差圧伝送器

多項目
水質計

予兆・診断システム BD-CUBEⓇ

煙道排ガス
分析装置 シリカ分析装置 全リン全窒素

測定装置

監視・制御システム

フィールド機器・分析計

製造実行・品質管理

予兆・診断システム

環境・プロセス分析装置

汎用的な作業を標準化でき、
品質が安定化した。生産工程も
データで見える化できた

化学プラント向け製造管理システム
「CyberPlant-ChemiFact」

第一工業製薬株式会社さま

❶課題：多品種少量生産を担う工場の最適化
工業用薬剤などの製造販売を行う第一工業製薬さまは製造実行システム

（MES）導入に際し、多品種少量生産に伴い多様化する人手による作業の
ヒューマンエラー防止と品質安定化を課題としていました。また、取得する
データを活用し、生産工程の見直しを進めるお考えでした。

❷導入のポイント
・計量や在庫管理など汎用的な機能の多くが標準パッケージ化されており

システム設計がしやすいこと
・システムの導入効果最大化と投資の抑制を両立するために、現場の運用

変更にまで踏み込んだ提案があったこと
・製造に関する原料、製品、作業手順などさまざまなデータが収集でき、品

質・生産性向上が図れること

❸解決できたこと
システム化による作業の標準化により、作業者の心理的負担を軽減し、製品
の品質安定化に寄与した。従来取得できずにいたデータを収集でき、生産工
程の問題特定や、原料のトレーサビリティ管理も行うことができた。

❹お客さまの声・評価
「設計段階から導入後の運用まで、現場目線で一緒に課題解決してくれた。
喫緊の課題であるDX推進のビジネスパートナーとしても期待している」と評
価いただいています。

I TOTOT × IT融合システムソリューション
OT、IT、最新技術（AIなど）を融合し、
お客さまの課題を解決し、
新たなソリューションを提供します。 OTへのフィードバック

品質管理・予兆診断

お客さまの製品品質データを高セキュリティなプライベートクラウド上に設置
した品質管理システム「LabDAMS®」で取得して一括管理、お客さまの複数
の拠点や部門で共有することで品質不正防止を図ります。さらに取得した
データを予兆・診断システム「BD-CUBE®」で分析することで品質低下や設
備故障の予兆を捉えて通知するなど、お客さまのデータ活用も支援します。

品質管理システム（LabDAMS®）＋プライベートクラウドサービス(ayamo®)

＋予兆・診断システム(BD-CUBE®)

営業部門

事務所

エンドユーザー

品質管理データ 一元管理
品質不正防止

データ解析・予兆診断
データ活用支援

品質保証データ
過去の品質データ

国内拠点A 国内拠点B

品質管理システム
LabDAMS®

予兆・診断システム
BD-CUBE®

分析結果 解析結果

品質データ 製造データ

（クラウド）

海外拠点

お
客
さ
ま

品質管理部門・製造部門

®

メーカー機能と商社機能を融合して、OTソリューションを提供します。

（計測・制御・分析）OT Solution

経営情報
（受注、生産、売上）

製造現場（制御システムなど）

品質情報
（出来高、品質）

最適化パラメーター製造、制御データ

A I 

制御最適化（品質向上・歩留まり向上）

監視・制御システムに使われている製造デー
タと、経営情報や品質情報などを融合し、AI
によるデータ解析を行います。品質や歩留ま
りのさらなる向上を監視・制御システム＋AI
によって実現します。

監視・制御システム ＋ AI

導入効果

多品種少量生産を担う工場を
最適化するため、作業の標準化と
生産工程の見える化が必要だった

導 入 事 例

予兆診断

品質分析

制御最適化
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前後カメラ 前後カメラ

側方カメラ 側方カメラ架線カメラ

社会・産業インフラ製品を通して、データソリューションで社会に貢献します。

（レーザ光学・高精度制御技術・画像処理技術）OT Solution

レール（軌道）に高低差やうねりが発生すると、列車の乗り心地が悪くなり、
脱線などの重大な事故にもつながるため、補修を行う必要があります。当社
の軌道検測装置は、レールの高低・通り・軌間の計測ほか、多彩なオプショ
ン機能を備えています。

敷設に変化が発生すると、トロリ線で異常摩耗が起きたりパンタグラフに損
傷を与え、安定走行の妨げになります。架線検測装置は、トロリ線の摩耗・
偏位・高さを高速かつ高精度で検測し、検測中にリアルタイムで表示します。

1975年にハードディスク関連事業に参入して以来、国内外
のハードディスクドライブメーカー、ハードディスク・ヘッド
メーカーに製造・検査設備を納入し、高いシェアを獲得し
ています。世界累計出荷台数598台。

1986年に液晶関連事業に参入して以来、国内外の液晶パ
ネルメーカーに製造・検査設備を納入、世界トップクラス
の実績があります。長年培ってきた技術と経験を活かした
高精度なパネル検査・製造システムをお届けします。世界
累計出荷台数1,492台。

ライフサイエンス業界でご活躍されるお客さまの可能性を
開花させるために、研究・検査業務を加速させるソリュー
ションを提供しています。私たちの専門スキルを駆使し、お
客さまとともに、バックキャスト思考でカスタマーサクセス
を追求しています。

レールは車両が走行する際の大きな荷重や衝撃にさらされており、安全走行を
維持するために定期的に検測し、修復を繰り返します。本装置の検測項目は「高
低差」「通り（左右方向のずれ）」「軌間（レール幅）」「水準（左右レール高低差）」

「平面性（ねじれ）」があり、すべて鉄道事業者の管理基準に準じています。

トロリ線（架線）はパンタグラフの摩耗を考慮しジグザグに設置されているため、
広範囲に検測する必要があります。本装置は、「トロリ線表面の摩耗（残存直径）」

「トロリ線の位置（偏位と高さ）」を走行しながら検出します。

● レール（軌道）検測

● トロリ線（架線）検測

鉄道ソリューション

ハードディスクソリューション 液晶ソリューション

ラボソリューション

検
測
項
目

検
測
項
目

鉄道ソリューション、ハードディスクソリューション、液晶ソリューションの全てのソリューションに対してのアフターサービスにおいて、
当社の装置やシステムを安心してご使用いただくための各種サポートサービスを提供。インターネットを利用したセキュアなリモート
状態監視、データ解析に基づいた異常検知、故障予知など、IoTを利用したサービスソリューションを展開しています。

慣性正矢方式検測装置

非接触式 検測装置

2次元レーザ変位計方式検測装置 光式偏位検出器方式検測装置

電車線路モニタリング装置

ハードディスク表面の検査に威力
を発揮します。高倍率な散乱光結
像方式を採用することによりハー
ドディスク表面の欠陥を高感度、
高分解能で検出し、さらに高ス
ループットで良否を仕分ける量
産型装置です。

中小型液晶、有機ELパネル製造
工程での異物管理に対応したガ
ラス基板検査装置です。独自の開
発により薄板ガラスの高精度表
裏分離検査が可能。高信頼性によ
る高検出感度、高速検査、高倍率
異物観察を実現し、パネル製造工
程の異物の管理に最適です。

高倍率な散乱光結像方式や種々の正
反射検出方式により高感度で高い欠
陥弁別機能を有しています。さらに顕
微鏡やマーキングなど解析システム
を備えた開発・評価用装置です。

MFM（磁気力顕微鏡）方式により高分
解能で磁界幅を測定し、高速搬送位置
決めおよび高速測定を非破壊（非接触）
で行うことができる量産対応の高速・
全自動検査装置です。

メディア表面の欠陥検査に威力を発揮
します。磁性膜塗布後の物理欠陥検査
およびメディアに書き込み後の読み出
し信号による欠陥検査2つの工程を実
施し、欠陥弁別を行います。ディスクハ
ンドリング装置（RAシリーズ）に組み込
み可能な量産型自動検査装置です。

慣性測定方式を用いてジャイロとレーザ変位計に
よりレール偏位を測定する検測装置です。

トロリ線の摩耗状態、偏位位置およびレール面からの高さなどを、昼夜間に連続測定する装置です。測定中リ
アルタイムに検測データを表示すると同時に、画像データと合わせて記録媒体に保存します。

帯状に広げられたレーザ光が、対象物の表面で拡散
反射し、その反射光をセンサ上に結像させ、位置·形
状の変化を検出することで偏位、形状を測定します。

光切断法を用い、光帯に対して直行に結像する素
子によりレール偏位を測定します。

車両の屋根上に搭載したカメラにより、あらかじめ
任意に設定した収録スケジュールに対応して、動画
撮影します。独自の光学系により周囲の影響を受け
にくく安定した性能を発揮します。

ディスク表面検査装置 
NS7000シリーズ

ガラス基板検査装置
GI5400

●営業サービス拠点
埼玉県（日本）/上海・北京（中国）/Penang（マレーシア）/器興（韓国）

大型ガラス基板露光装置 LE0200SD
高スループット（ダブルチャックステージ採用）を実現したカラーフィルターガ
ラス基板露光装置です。カラーフィルターの大型ガラス基板に対応した量産ラ
イン用の高速プロキシミティ露光装置。独自に開発した高精度画像認識アライ
メント、高速高精度プロキシミティギャップ制御を実現。高速、高精度、高信頼
性を実現しています。

ディスク表面検査装置 
NS1900シリーズ

ヘッド素子形状検査装置 
BM3100シリーズ

電車線路モニタリング装置

九州旅客鉄道株式会社さま

❶課題：AIを活用した画像解析による検査業務の効率化
電車線路設備の点検・検査は、係員が徒歩による目視検査を実施していた
ものの、対象となる設備の点数が膨大で、多大な労力を要していました。将
来の労働人口減少により係員の確保が困難になることに備え、点検・検査
業務の効率化が必要でした。

❷導入のポイント
・点検・検査可能な高精細の動画・画像を撮影でき、かつ、設備の位置を

把握できる地理情報をあわせて取得できる

・簡単な操作で係員が検査できるアプリケーション

・緊急点検・検査等の要求にスピード感のある対応が可能なこと

❸解決できたこと
営業車両に搭載したカメラで設備の動画・画像を撮影し、AI技術を活用して
解析。係員が徒歩で目視していた検査を、係員が事務所にいながら検査でき
るようになった。

❹お客さまの声・評価
「設計段階から導入後の運用まで、現場目線で一緒に課題解決してくれた。
喫緊の課題であるDX推進のビジネスパートナーとしても期待している」と評
価いただいています。

導入効果

1. 現場線路上での徒歩巡視検査が削減。徒歩巡視労力の省力化と現場徒歩時
の事故リスク軽減。

2. 検査システムの検査箇所自動抽出機能により検査時間が3/4に短縮。
3. 検査装置の高精細画像及び天候に左右されない鮮明画像による検査精度

向上。

導 入 事 例

メディア検査システム 
RQ7800シリーズ

占有率：JRグループ 100％　公民鉄 約70％

占有率：JRグループ 90％　公民鉄 約60％

●HD・FPD出荷先
HD FDP HD FDP

日本 4社 12社 タイ 2社 −
韓国　 − 7社 マレーシア 5社 −
中国 2社 7社 シンガポール 1社 −
台湾 1社 7社 フィリピン 1社 −
ベトナム 1社 −

サービスソリューション

海外出荷比率：HD 89％、FPD 94%
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プライベートクラウド「ayamo®」 ＩｏＴプラットフォーム「ThingWorx」

❶課題：システムの安定稼働とセキュリティ対策
JTBビジネストラベルソリューションズさまでは、法人顧客向けの
出張手配・旅費精算システムのユーザーが増加したことから、安定
稼働やセキュリティ対策が課題になっていました。一方で、ユー
ザーのニーズに応えるため、アプリケーションの利便性向上にも取
り組む必要がありました。2つの課題に直面するなか、社内のリソー
スだけでは解決が困難でした。

❷導入のポイント
・SEによる保守サービスがある
・過去の取引において、大規模なシステムトラブルがなく、安定

稼働の実績がある

・高度なセキュリティ対策のサービスメニューが提供されている

❸解決できたこと
保守も含めてＩＴインフラの運用をアウトソーシングできた

❹お客さまの声・評価
「SEによる保守まで引き受けてもらえる会社は少ないため、ITインフ
ラ運用の煩わしさを感じなくて済みます。社内のリソースをアプリ
ケーション開発に集中でき、事業拡大につながりました」と評価いた
だいています。

❶課題：納入製品である医療装置の突然の故障
（計画外停止）を避ける
MRI、CTなどの医療用装置メーカー様にて、医療機関へ納入後の
機器の保守管理・リモート監視を行っています。装置に突発的な故
障や不具合が起きると、検査の中断や再調整が発生し、病院の稼働
率が低下します。そのため、故障の予兆を検知し、不具合が起きる
前に保守作業や修理を計画的に行う「予知保全」にシフトすること
が課題でした。

❷導入のポイント
•稼働データを容易に活用・可視化できること
•アプリケーションを柔軟に変更できること（拡張性があること）
•診断結果などセンシティブな情報を扱ううえで、強固なセキュリ
ティを確保できること

❸解決できたこと
計画外停止を回避することで、ダウンタイムを16.3％低減できた

❹お客さまの声・評価
「拡張性があるので、国内外における情報管理の法制度改正にも迅速
に対応できます。また、MRIやCTなどの製品メーカーや代理店と折衝
し、当社の要望を組み込む努力をしてくれます。アフターサービスの強
化を一緒に進められるパートナーです」と評価いただいています。

※「XVL」はラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。

事業開始から10年間で事業規模 3倍
取引先 2,000社 100万ユーザーに拡大

製造業の生産性を高める先端のICTソリューションを提供
します。設計・開発における3Dデータの活用から、IoT技
術で収集した装置・設備データの品質管理・設備管理へ
の活用、製造・保守の現場でのAR・VRコンテンツの活用
まで、お客さまの状況に合わせた先進技術の導入を支援し
ます。

設計・製造・設備保全ソリューション

工場・プラントなどのミッションクリティカルな施設でも安
心してご利用いただける、セキュアで安定したインフラ環
境と高度なSEサポートを提供します。SDNなどの先進技術
を駆使したネットワークソリューションからIoTでも実績の
多いプライベートクラウドサービス、AI活用のためのGPU
サーバ提供まで、お客さまの飛躍を強固な基盤で支えます。

IT・OTインフラソリューション

データを新たな価値に変えるAIソリューションを提供しま
す。材料研究開発を高効率化するマテリアルズインフォマ
ティクス、品質の安定化に寄与する製造条件最適化イン
フォマティクス、高品質な医療提供を支援するリハビリテー
ションAIなど、過去の事象や知見をAIで活用し、社会の発
展に貢献します。

AIソリューション

SDN Solutions
従来、材料開発者の知見や経験に頼っ
ていた研究開発を、豊富なデータを備
えるChemicals Informaticsの活用
で変革。戦略的な材料開発を支援して
いる。

ビジネストラベルシステム
の不具合は経済活動に大き
な影響を与える。当社のプ
ライベ ートクラウドが 安 定
稼 働と高セキュリティの 両
立を支えている。

全世界に納入した数千台の
装置の「予知保全」を、少数
のエキスパートで行うことは
困難。IoTによる故障予兆診
断を導入することで、人手に
よるリモート保守の限界を
超えた高い稼働率を実現。

2日間で生分解性プラ新添加剤3種発見

化合物選定時間

60分の1
化合物選定の

網羅性800倍超
実験回数

5分の1

化合物ディスカバリーAI「Chemicals Informatics」
株式会社JTBビジネストラベルソリューションズさま

❶課題：良特性かつ特許未取得材料を狙った戦略的な材料
開発の実現
環境対応材料など高機能材料の早期開発が求められる一方、材料開発は開
発者の経験や知見に頼っており、候補材料の見落としや手戻りから、製品化
に長い期間とコストがかかり、かつ成功確率が上がらない状況でした。

❷導入のポイント
・105カ国・地域の特許3,000万件などから抽出した61種類の特性デー

タ4億件以上を活用可能

・化合物の構造や元素組成をベースに網羅的な材料探索ができる

・自社でデータを用意する必要がなく、AIの特別な知識も不要

❸解決できたこと
わずか2日間で生分解性プラスチックの新たな添加剤3種を発見し、シミュ
レーションで妥当性を確認。化合物選定にかかる時間を60分の1、実験回数
を5分の1に削減する一方、化合物選定の網羅性を800倍以上に高めること
ができた。

❹お客さまの声・評価
「材料開発の上流工程で、データが豊富に揃う本製品で候補材料を選定し、
選定された材料に対してのみ組成検討や実験をすることができるため、効率
的でスピード感のある材料開発が実現できる」と評価いただいています。

良特性かつ特許未取得
材料を狙った戦略的な
材料開発の実現

突発故障で装置を
使用できない時間が発生

予兆検知でダウンタイムを

16.3％低減

ＩＴインフラの
安定稼働

導 入 事 例

導入効果導入効果 導入効果

先端のAI・ICTソリューションを取り揃え、製造、医療をはじめとしたさまざまな分野へワンストップで提供します。

AI × ICT Solution
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　　：DevSecOPS ツールチェーン

SAST：静的解析、IAST: 動的解析

DevSecOPS

CI/CD 自動化制御

SAST コンテナ クラウドサービスIAST自動テスト

SBOM JPCERT

プログラム
ソース

CI：継続的インテグレーション

プロジェクト横断サイバーインシデント管理・統制

CD：継続的デリバリー

脆弱性対応

（ソフトウエア部品表） （インシデント対応支援組織）

OSS 脆弱情報
SAST 解析結果
IAST 解析結果

水戸事業所では、年１回、内原駅から工場までの
通勤路の清掃活動を行っています。

埼玉事業所では、児玉工業団地工業会の加盟企
業の皆さまと協力して年２回、工業団地内の清掃
活動を行っています。

科学と産業の
持続的発展
への貢献

健全な
経営基盤の

確立

マテリアリティ

持続可能な
地球環境
への貢献

健康で安全、
安心な暮らし

への貢献

多様な人財の
育成と活用

ソフトウエア開発へのDevSecOPS適用モデル例

品質ISO9001（QMS）認証
安定した高品質の製品をお届けするため、品質マネジメントシステムを構築し活動しています。

お客さまに対して、より高品質で安全な製品・サービスの提供に努めています。

（品質保証）Quality Assurance 

「安全（Safety）はすべてに優先する」を念頭に、「品質（Quality）」「納期（Delivery）」「コスト（Cost）」の最適化をめざし、
事業ビジョンである「お客さまとともに変化する課題解決型プラットフォーマーへ」を品質面で支えます。

日立ハイテクグループは、社会課題解決のために取り組むべきマテリアリティ（重要課題）として、21世紀の国際
社会の共通ルール・達成目標に位置づけられているSDGs(*)を踏まえ、5つのテーマを特定しています。
日立ハイテクソリューションズは、日立ハイテクグループ一体となって、その実現に向けた具体的な活動計画と目
標を定め、事業活動を展開しています。

（水戸事業所・埼玉事業所）

品質保証の基本方針

（※）DevSecOPS：開発（Development）、セキュリティ（Security）、運用（OPerationS） を略したもので、ソフトウエア開発ライフサイクルの全
てのフェーズ（要件定義、設計、テスト、実装、デリバリ）をセキュリティを確保しながら、CI/CDツールチェーンを使い統合・自動化する考え方です。

（※）SDGs（Sustainable Development Goals）：持続可能な開発目標。「2030年までに全世界で達成をめざす社会課題解決の目標」として、2015年9月に国連サミット
で採択され、17の分野別目標（Goals）と169のターゲットによって構成されています。

※SDGsの17の目標（および169のターゲット）のうち、マテリアリティに対する活動目標が直接貢献すると思われる
目標を選定しています。また、その他の目標に対しても間接的に貢献していきます。

日立ハイテクグループのマテ
リアリティはこちらのQRコー
ドよりご覧いただけます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Sustainability 日立ハイテクグループのマテリアリティ

環境活動

クリーン作戦（地域清掃活動）

二酸化炭素（CO2）の排出量削減
のために、事業活動に伴う電力エネ
ルギーの削減をめざし、省エネル
ギー製品の開発や省エネルギー機
器の導入推進、全社員参加の省エ
ネルギー運動を展開しています。

廃棄物の発生抑制・再利用・再資
源化に取り組み、環境配慮製品の
開発・製造・販売に努め、循環型社
会 に 向 け た3R（Reduce, Reuse, 
Recycle）を推進しています。

地域環境整備活動として、最寄り駅
から通勤路の定期的な清掃活動（ク
リーン作戦）や献血活動に参加して
います。

環境活動の目的・目標の策定と推
進を通して、環境負荷の低減と環境
保全への貢献に努めています。

地球温暖化の防止 循環型社会の形成

地域社会の
環境活動への参加

環境ISO 14001（EMS）
認証取得

1
【活動目標】
・脱炭素社会の実現
・循環型社会の実現
・自然共生社会の実現

マテリアリティ

5
【活動目標】
・ダイバーシティ経営の推進
・多様な人財育成の推進
・健康で安全な職場環境の確保

マテリアリティ

2
【活動目標】
・予防医療へのアクセス拡大
・水・食品の安全性確保
・社会インフラの安全性確保

マテリアリティ

3
【活動目標】
・科学技術の発展
・生産現場のレジリエンス実現

マテリアリティ

4
マテリアリティ

【活動目標】
・健全なガバナンスの実現
・製品安全性の確保
・CSRサプライチェーンの実現

当社はお客さまの安全と安
心を第一に行動できる体制
として品質保証部門を事業
部 門 から独 立 させ、さらに
本部制とすることで品質保
証部門の情報の連携と横断
的な組織運営を強化してい
ます。

SaaSなどクラウドサービスに関連するソフトウエ
アやシステム開発では、従来からのウォーター
フォール型開発モデルに加え、アジャイル開発モ
デ ル の 適 用 による 開 発 スピ ードの 向 上 や、
DevSecOPSなどによる一貫した開発・リリース
の仕組みが浸透しつつあります。当社ではそれら
新技術を積極的に導入して、品質を落とさず新し
いプロセスを適用する検討を行っています。

品質保証体制 ソフトウエア開発プロセスの改革

マテリアリティと活動目標、SDGsの関連性
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本社 〒105-6412　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）
▪代表 TEL：03-3504-3155
▪OTソリューション統括本部 FAX：03-3504-6157　▪ICT事業本部 FAX：03-3504-7486
建設業許可（特定）　電気工事業／電気通信工事業／管工事業

晴海オフィス 〒104-6031　東京都中央区晴海一丁目8番10号（晴海トリトンスクエア オフィスタワーX）

水戸事業所 〒319-0316　茨城県水戸市三湯町500
TEL：029-257-5100　FAX：029-257-5120

埼玉事業所 〒369-0395　埼玉県児玉郡上里町嘉美1600番地
TEL：0495-32-2000　FAX：0495-32-2044

関西支店 〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31（上村ニッセイビル）
TEL：080-8420-6927　FAX：050-3153-0700
建設業許可（特定）　電気工事業／管工事業

北海道営業所 〒060-0807　北海道札幌市北区北7条西1-1-2（SE札幌ビル）
TEL：080-8860-1335　FAX：011-707-3410
建設業許可（特定）　電気工事業

東北営業所 〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-9-27（プライムスクエア広瀬通）
TEL：080-8119-2247　FAX：050-3156-2631

茨城営業所 〒319-0316　茨城県水戸市三湯町500
TEL：070-4218-2138　FAX：029-257-5120

鹿島営業所 〒314-0144　茨城県神栖市大野原4-7-11（鹿島セントラルビル新館）
TEL：080-9202-4433　FAX：0299-92-0566

千葉営業所 〒290-0054　千葉県市原市五井中央東2-6-1（相川ビル）
TEL：080-8734-9603　FAX：0436-20-8177

中部営業所 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-13-19（瀧定ビル）
TEL：070-4346-3560　FAX：052-219-1869
建設業許可（特定）　電気工事業／管工事業

四日市営業所 〒510-0075　三重県四日市市安島1-2-25（H.T-2ビル）
TEL：080-8734-9605　FAX：059-353-0424

中国営業所 〒730-0013　広島県広島市中区八丁堀14-4（JEI広島八丁堀ビル）
TEL：080-8119-2249　FAX：082-221-4513

九州営業所 〒812-0026　福岡県福岡市博多区上川端町12-20（ふくぎん博多ビル）
TEL：080-8119-2251　FAX：092-271-6307
建設業許可（特定）　電気工事業／管工事業

デジタルエンジニア
リング部（茨城）

〒312-0034　茨城県ひたちなか市堀口832-2（日立システムプラザ勝田）
TEL：029-354-6210　FAX：029-276-6348

1
23

支店 営業所

1
23

支店 営業所

当社では、社会に必要とされる企業であり続け
るためには社員の「健康」が重要な経営資源で
あると認識しています。そこで2021年に健康
経営宣言を制定し、社員が心身ともに健康で

活力を持って働ける職場環境の整備に向け、
さまざまな取り組みを行っています。
具体的には「疾病予防」「こころの健康」「ワーク
ライフバランス」の3点を中心に実施していま
す。これらの取り組みが評価され、経済産業省
と日本健康会議が共同で実施する「健康経営
優良法人2022（大規模法人部門）」に認定さ
れました。
今後もより良い健康
増進の仕組みを取り
入れながら、安心し
て働ける職場づくり
に注力していきます。

Sustainability Network

健康経営への取り組み

拠 点

働き方改革への取り組み

当社は、DXの推進、COVID-19への対策、従
業員が働きやすい環境整備やメリハリのある
働き方の実現のため、フリーアドレス制の導入
やドレスコードの見直し、在宅勤務やテレワー
ク関連制度の積極的な活用、有給休暇の取得
奨励など、ワークライフバランスの向上に向け
た働き方改革に取り組んでいます。

さらに、多様な感性や価値観を尊重し、組織の
活性化につなげる「ダイバーシティ・マネジメ
ント」を経営の中核に据え、経営トップのコミッ
トメントのもと、成長実現に向けた重要施策と
して取り組むとともに、従業員一人ひとりが持
つ力を十分に発揮できる風土の醸成や仕組み
の充実に注力しています。

建設業許可 許可番号：特-29 第19662号　 プライバシーマーク登録番：第11820674（05）号※1　 環境 ISO14001 登録番号：EC99J1062 ※1　 環境 ISO14001 登録番号：EC99J2015 ※2　 環境 ISO14001 登録番号：EC97J1146 ※3
品質 ISO9001 登録番号：09 100 6804 ※2　 品質 ISO9001 登録番号：QC09J0006 ※3　 情報セキュリティ ISO27001 登録番号：JP12/080219 ※4　 事業継続 ISO22301 登録番号：JP14/080297 ※4

【取得事業所】※1：本社・支店・営業所　※2：水戸事業所　※3：埼玉事業所　※4：ソリューションセンター（データセンターのため住所非公開）

①本社

②水戸事業所③埼玉事業所

健全な経営基盤の確立に向けて、さまざまな取り組みを行っています。
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0rganization chart History
経営企画部
DXマーケティング部
サプライチェーンDGX推進部

CSR部

経営戦略本部

管理本部

品質保証本部

事業本部OTソリューション統括本部

営業本部

水戸事業所

ICT事業本部

IS事業本部

人事総務部
財務部
情報システム部

ICT品質保証センター
OT品質保証部
IS品質保証部

制御システム事業ユニット
ソリューション事業ユニット

計装システム一部
計装システム二部
計装システム三部

計装システム設計部
Smart-PA設計部
エッジデバイスソリューション設計部
検査装置設計部
イノベーション推進部
製造部
技術部
生産技術部

デジタルエンジニアリング部
クラウド＆インフラ部
ITプラットフォーム部

IS事業管理部
IS営業部
社会インフラ設計部
産業インフラ設計部
ISサービス部

関西支店

代表取締役
取締役社長

取締役会

監査役

組織図 沿 革

1987

2004

2012

2013

2022

株式会社日立ハイテクファイン
システムズ の 鉄 道 検 測 装 置、
HDD/FPD製造・検査装置およ
びラボソリューション事業を承継

株式会社日立ハイテクコント
ロールシステムズの計装事業を
承継

株 式 会 社 日 立 ハ イ テクソ
リューションズを吸収合併し、
併せて株式会社日立ハイテク
トレーディングから株式会社
日立ハイテクソリューションズ
に社名変更

日立ハイテクトレーディング
のハード（計装事業・装置事
業）と日立ハイテクソリュー
ションズのソフト開発力を融
合し、新たなソリューションビ
ジネスを創生

株式会社日製エレクトロニク
スを吸収合併、株式会社日立
ハイテクノロジーズ（現 株式
会社日立ハイテク）の計装事
業を承継し、株式会社日立ハ
イテクトレーディングに社名
変更

日製エンジニアリング
株式会社設立

（昭和62）年10月1日

（平成16）年4月1日

（平成24）年4月1日

（平成25）年10月1日

（令和4）年4月1日

日立ハイテクソリューションズ
オフィシャルWebサイト

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

日立ハイテクソリューションズ
沿革ページ
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