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ごあいさつ

ともに、次代を動かしたい

NEXT SOLUTION PARTNER
デジタライゼーションの効果の最 大化には、

データを扱うIT(情報技術)と、デバイスや設備を制御する
OT(制御技術)のシームレスな融合が鍵となります。

日立グループの半 導 体 設 計・半 導 体応用技 術 分 野の専門会社

として創業した私たちは、一人ひとりがITとOTのプロフェッショナル
です。日々培った知見でお客さまごとに異なる課題を本質から

理 解し 、社 会に新しい価 値を提 供するデジタライゼーションを
お客さまとともに推進します。

人に優しく希望に満ちた次の社会づくりへ、私たち日立ソリュー
ションズ・テクノロジーは、安全と品質を最優先に確かな技術で
貢献し続けます。

IT：Information Technology

OT：Operational Technology

日立ソリューションズ・テクノロジーのアイデンティティ
企業理念
私たちは、世界に誇りうる技術をもって、
お客さまやパートナーとともに、
人に優しく希望に満ちた社会創りに貢献します。

経営ビジョン

取締役社長 森山 隆志
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お客さまが抱える課題を
安全と品質を最優先に
確かな技術で解決し、
お客さまに寄り添いながら
共に永く歩み続けます。

2

お客さまの価値の最大化と、人々のQoLの向上へ
I TとOTの豊富な知見を生かし 、課 題の 発見から目標 達 成までお客さまの変革に

社会価値

伴走するデジタルソリューション事業。高度で複雑なシステム開発を行うお客さまを、

環境価値

安全と品質を最優先させた先進の組込みシステムの提供で支援するシステムソリュー
ション事業。この2つが私たちの両輪です。

また、これらソリューション事業の相互連携、さらに日立グループとのシナジーにより

・お客さまの価値の最大化
・人々のQoLの向上

変革のステップアップを図り、お客さまの価値の最大化と人々のQoLの向上をめざします。
QoL：Quality of Life

5つのコアコンピタンス

画像認識エッジソリューション
音声ソリューション
製造ソリューション

IT×OT

経済価値

日立グループ・
パートナーとの
価値創造

デジタル
ソリューション
自動化
制御技術

開発遂行力
×
品質力
×
サポート力

システム
ソリューション
組込みソフトウェア技術
組込みハードウェア技術
組込みデバイス技術

リアルタイム
制御技術

デバイス
応用技術
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組込み
システム技術
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デジタルソリューション事業

お客さまの課題解決に寄り添い続ける
デジタライゼーションに 取り組むお 客さま

を、課題の発見からAIによる分析の最適化、
設 備との 連 携 やデバイスの 制 御まで 、あら

分析
最適化

蓄積 監視

ゆるプロセスにおいてITとOTの両面から支援
します。プロジェクトのスタートから目標達成
まで、私たちはお客さまとともに歩みます。

収集伝送

トータルサポートにより
デジタライゼーションを全体最適化。
効果の最大化を図り、
社会課題の解決に挑みます。

画像認識エッジソリューション

リアルタイムに物体を検知・測距
し、安全対策などを支援

コントロール

デジタル
ソリューション

音声ソリューション

デバイス・設備

データ
取得

音声のデジタル化と分析で、
業務改善とサービス向上を支援

見える化
制御

社会

製造ソリューション

生産工程の見える化など
スマート工場構築を支援

製造

公共・交通・観光

モビリティ

ラインの自動化・省力化
不良品検査
非接触・遠隔指示
安全衛生管理

多言語音声案内
安全管理システム
密接予防
会話記録

カーナビゲーション
周辺監視
自動運転/ADAS
MaaS
MaaS：Mobility as a Service
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システムソリューション事業

期待を超える組込みシステムをめざして
高度で複 雑なシステム開発を行うお客さま

を、私たちは先進の組込みソフトウェア/ハード
ウェア/デバイス技術で支援します。求められた

システム
ソリューション

仕様に対してこれらの技術を結集し、性能、

お客さま
データ取得

品質、
安全性などにおいて期待を上回る組込み

・自動運転/ADAS
・パワートレイン

システムの提供をめざしています。

・車載ネットワーク
・統合コックピット

・プラットフォーム構築
・リアルタイム制御
・機能安全コンサルティング

組込み
ソフトウェア
技術

情報・通信

・モバイル通信基地局
・通信機器・ルータ
・ネットワーク
・ストレージシステム

・マイコン、SoC応用システム構築
・インターフェース制御基板開発
・基板品質設計、信頼性評価

組込み
ハードウェア
技術

組込み
システム
産業・民生

・安全行動監視システム
(農業機械・建設機械)
・入退室管理システム

・SoC設計、FPGA設計
・高位設計、モデルベース開発
・アナログデバイス設計

組込み
デバイス
技術

・遠隔監視制御システム
(自動販売機・料金精算機)

公共インフラ・ ・鉄道車両制御
ヘルスケア

・車両ネットワーク制御
・自動列車制御
・超音波診断装置

SoC：System on a Chip
FPGA：Field Programmable Gate Array
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経営の基軸

会社概要
商号

取締役会

取締役社長

経営企画本部
事業推進本部

資本金

3億1千万円

株主

株式会社 日立ソリューションズ（100%）

営業本部

従業員数 684名（2022年3月末日現在）

コンプライアンスへの取り組み

95億円（2022年3月期）

所在地

本社：〒190-0014

IoTソリューション本部

東京都立川市緑町7番地1（アーバス立川高松駅前ビル4F）

DXソリューション本部

基本と正道の遵守
損得より善悪の判断

デジタルソリューション事業部

年商

TEL：042-512-0888（代表） FAX：042-512-0855

システムソリューション事業部

URL

https://www.hitachi-solutions-tech.co.jp/

事業内容

●

組込みシステムに係るソフトウェアおよびデバイスの設計、開発、販売、運用および保守

●

情報システムに係るソフトウェアの設計、開発、販売、運用および保守

●

情報処理サービス、情報通信サービスおよび情報提供サービス

●

情報処理機器および事務用機器並びにその情報システムの設計、開発、販売、運用および保守

品質への取り組み

●

前各号に掲げた製品に関連して使用される機械装置、附属品、部品および消耗品の製造および販売

●

前各号に掲げた製品の賃貸

当社は、
「品質、信頼性を第一」に、製品の企画から設計・製造・保守サー
ビスに至るすべてのプロセスにおける品質保証の強化活動を推進して
います。また、お客さまにご満足いただける製品・サービス・ソリューション
が提供できるよう、品質マネジメントシステムの継続的改善と品質意識
の醸成を図り、ISO 9001に基づく品質マネジメントシステムを構築・運営
しています。

●

知的財産権の実施許諾

●

前各号に関するコンサルティング、教育および研修

●

労働者派遣事業

●

前各号に附帯する一切の事業

コンプライアンス・ファースト

JQA-1162
本社、秋田事業所、
中部事業所、北関東オフィス
半導体及び組込みシステム・ソフト
ウェア技 術をベースとした製品の
設 計・開発、製 造、及び 販 売、並び
にサービスの提供

第1システムソリューション本部
第2システムソリューション本部
経営戦略本部

沿革
1980/06

日立青梅電子（株）から半導体設計部門を分離独立し、日立マイクロコンピュータエンジニアリング（株）として発足

環境への取り組み

1984/06 （株）日立製作所との共同出資により日立超LSIエンジニアリング（株）を設立

当社は、
「 ステークホルダーとの協創による社会イノベーション事業を
通じて、環境課題を解決し、生活の質の向上と持続可能な社会の両立を
実現する」という日立の環境ビジョンに基づき、製品の全ライフサイクル
における環境負荷低減活動を推進しています。また、日立ソリューション
ズグループの一員としてISO 14001に基づく環境マネジメントシステムを
構築・運営しています。

1998/04 （株）日立マイコンシステムと日立超LSIエンジニアリング（株）が合併、
（株）日立超LSIシステムズとして発足

健康経営への取り組み
当社は、安全衛生を経営の重要課題の一つと位置づけ、産業医療と連携
し、従業員が家族とともに充実した生活を送れるよう、健康維持・向上
を積極的に推進・支援しています。また、働き方改革の一環として時間外
労働の削減や、年次有給休暇の計画的行使等を推進しており、ワーク
ライフバランスの充実に向けて、今後も従業員が生き生きと働けるよう
各種取り組みを強化していきます。
9

会社組織図

組込み
代表者
設立
1980年6月1日
システム技術

お客さまの価値の最大化と人々のQoLの向上に貢献するために、
私たちが経営の基軸として推進している取り組みを紹介します。

当社は、日立グループのすべての役員・従業員の判断の拠り所や取る
べき行動を定めた「日立グループ行動規範」を会社規則として制定し、
この行動規範の徹底を図るため、継続的なコンプライアンス教育を実施
しています。私たち一人ひとりがこの行動規範を理解・遵守し、グローバル
社会の一員として、高い倫理観を持って、誠実で公正に行動します。

デバイス
取締役社長
森山 隆志
応用技術

株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー

1990/10 （株）日立マイコンシステムに社名変更
2008/03 （株）アキタ電子システムズの全株式を（株）日立製作所から取得、グループ一体運営を開始
2014/04 （株）アキタ電子システムズを吸収合併
本社、秋田事業所、
中部事業所、北関東オフィス

2019/04 （株）日立ソリューションズのグループ会社となり、社名を「株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー」に変更

半導体及び組込みシステム・ソフト
ウェア技 術をベースとした製品の
設 計・開発、製 造、及び 販 売、並び
にサービスの提供

拠点
①本社・営業本部
東京都立川市緑町7番地1
（アーバス立川高松駅前ビル4F）
TEL：042-512-0888（代表）
FAX：042-512-0855

②秋田事業所
秋田県秋田市山王6丁目10番
9号（猿田興業ビル 2F）
TEL：018-853-0751（代表）
FAX：018-853-0752

⑤茨城営業所

⑥中部営業所

茨城県ひたちなか市勝田中央
12番15号（第1田中ビル3F)
TEL：029-276-1584（代表）
FAX：029-276-1629

愛知県名古屋市西区牛島町6番地
1号(名古屋ルーセントタワー28F)
TEL：052-569-2063（代表）
FAX：052-569-2069

③中部事業所
愛知県刈谷市幸町二丁目7番地12
（NOMURA BLDG 5F）
TEL：0566-24-5211（代表）
FAX：0566-24-5213

④北関東オフィス
茨城県ひたちなか市勝田中央
12番15号（第1田中ビル3F)
TEL：029-276-1584（代表）
FAX：029-276-1629

⑦関西営業所
大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
（中之島フェスティバルタワー31F
（株）日立製作所関西支社内）
TEL：052-569-2063（代表）
FAX：052-569-2069
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