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技術革新による製品イノベーション
─テクノロジーイノベーションセンタ─

1． テクノロジーイノベーションセンタの役割

テクノロジーイノベーションセンタは，日立研究所，横
浜研究所と中央研究所の一部を統合し，エネルギー，エレ
クトロニクス，機械，材料，システム，情報通信，制御，
生産，およびヘルスケアの9つのセンタで構成される。革
新的製品の創出を通してこれら9分野の技術基盤を強化す
るとともに，広範な技術分野の最適な組み合わせによって
新たなソリューションの開発を支える。

2． 技術基盤の強化

研究開発グループは，100年あまりに及ぶ日立グループ
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図1│技術分野と技術基盤
これまでに蓄積してきた要素技術を，エネルギー，エレクトロニクスなど9つの技術分野，36の技術基盤（図中のハニカム）として体系化している。
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の製品開発と並行し，性能や信頼性などの製品の根幹を支
える要素技術の開発と蓄積を進めてきた。今後は，これら
の要素技術を技術基盤として強化・整備し，次の成長へ向
けた革新的製品やサービスの開発へとつなげる。
技術基盤とは，さまざまな要素技術を体系化したもので
ある。要素技術には，自社開発の中核技術，社外からの導
入技術，原理限界を検証する研究実証技術などがあり，基
礎研究から製品化までの一連のプロセスを支えている。日立
では，要素技術の開発・製品適用・改良を繰り返し，多く
の技術基盤を構築してきている。
現在，36の技術基盤を9つの技術分野で体系化している

（図1参照）。各技術基盤を製品開発に同期して深化させる
とともに，世界の技術潮流に合わせて拡充している。
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3． 技術基盤による革新製品の創生

本章では，技術基盤の構築と革新製品の創生を4つの類
型に大別し，開発事例で紹介する。

3.1　製品開発と同期した技術革新
製品の極限性能を追求することで技術を革新してきてい

る。半導体製造向けCD-SEM（Critical Dimension Scan-

ning Electron Microscope）がこの典型例である（図2参照）。
1982年に研究を開始し，半導体デバイスの微細化に対応
して分解能を向上しつづけている。高分解能化に合わせ，
「光の波長限界」を超える計測技術を革新してきた。特に
計測性能の要となる電子線発生装置（電子銃）では，電界
放出形電子銃に続いて，より電子放出の安定性が高い
ショットキー電子銃に取り組み，電子線操作のための電磁
場解析技術によって実用化につなげた。電子放出の高安定
化と高分解能を実現し，分解能は当初の15 nmから1.8 

nmに向上した。CD-SEMはこのような技術革新の継続に
より，世界ナンバーワンシェア※1）を堅持している。
他の例としては，指静脈認証技術がある。生体情報を活

用したセキュリティ技術として極限性能を追求し，位置や
姿勢によらず静脈パターンを高速認識可能な生体認証技術
を開発した。現在ではウォークスルー型の認証装置を実現
している。
本特集では，本節の例として省エネルギー型ルームエア

コンを取り上げている。解析技術を用いた継続的な要素機
器の高効率化により，APF（Annual Performance Factor：

通年エネルギー消費効率）7.3を達成し，平成26年度「省
エネ大賞」経済産業大臣賞を受賞した。

3.2　技術統合による革新製品の創生
多くの製品は，複数の技術の組み合わせによって革新が
進む。近年の例では，エレベーターがある。日立は，
1920年から研究を開始し，高速運転を目的とした大出力
モータの駆動・制御技術，異常検知時にかごを安全停止さ
せる制動装置の耐熱材料などを開発してきた。一方で高速
化には快適性も同時に求められる。ガイドレールの僅かな
ゆがみや風圧による横揺れを検出して振動を減衰させるア
クティブ制振技術や，耳閉感を緩和するかご内気圧の制御
技術を，上述の高速運転技術と組み合わせ，分速1,200 m

の世界最高速※2）エレベーターを開発した。
他の例として，生化学・免疫自動分析装置がある。血液
の生化学・免疫検査において，高感度化した光計測技術に，
検体を高精度に分配・分取する微量化技術や検体搬送技術
を統合し，多項目かつ高速な検査を実現した。
本特集では，このような例としてアモルファスモータを
取り上げている。エネルギーの損失が低いアモルファス金
属の加工技術とモータ設計技術を統合し，国際指標の最高
レベルとなるモータ効率 IE5（IE：International Effi  ciency）
を達成した。

3.3　オープンイノベーションとの融合による技術革新
社外機関とのコラボレーションを通じて新しい技術を導入

し，社内の技術と融合することで製品を革新する場合もある。
情報システムの核となる超高速データベースエンジン※3）

がこの例である。日立がメインフレーム時代から培ってきた
データベース実装技術と，東京大学の喜連川優教授，合田
和生特任准教授が考案した「非順序型実行原理」を組み合
わせ，大幅な処理性能向上を実現した。データ処理の高速
化により，ハードウェア性能を最大限活用できる。また，ビッ
グデータの解析処理時間を大幅に削減できる（図3参照）。
本特集に掲載している陽子線がん治療システムでは，日立
のスポットスキャニング照射技術と北海道大学の動体追跡
技術を融合した※4）。呼吸などで腫瘍位置が変動する場合
でも正確に陽子線を照射できる。

図2│半導体製造向けCD-SEM
CD-SEM（Critical Dimension Scanning Electron Microscope）である高分解
能FEB（Field Emission Beam）測長装置CG5000（株式会社日立ハイテクノロ
ジーズ）の外観を示す。半導体などのウェーハ上に形成された微細パターンの寸
法計測に広く用いられている。

※2）2015年6月現在，日立製作所調べ。
※3）内閣府最先端研究開発支援プログラム「超巨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
サービスの実証・評価」（中心研究者：喜連川 優 東京大学生産技術研究
所教授／国立情報学研究所所長，実施期間：2010年3月～2014年3月）
の成果を利用。

※4）内閣府最先端研究開発支援プログラム「持続的発展を見据えた『分子追跡
放射線治療装置』の開発」（中心研究者：白𡈽 博樹 北海道大学大学院医
学研究科教授，実施期間：2010年3月～2014年3月）の成果を利用。

※1）2015年4月現在，日立製作所調べ。
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3.4　分野転換による革新製品の創生
特定分野の製品開発で蓄積した技術を他分野へ転換する

ことで，革新製品を創生するとともに，技術基盤の拡充・
強化を進めている。
英国の IEP（Intercity Express Programme：都市間高速鉄

道計画）向けの高速車両Class800シリーズの安全設計がこ
の例である。原子力・火力発電分野や産業機器分野などで
培った解析技術や材料技術を高速鉄道の安全設計に適用し
た。鉄道車両の衝撃吸収構造の設計や，実験検証の難しい
編成状態での衝突シミュレーションにより，欧州の安全性
に関する多数の規格に適合させた。日立製作所笠戸事業所
から最初の1編成を2015年3月に英国へ出荷した。運行
開始は2017年の予定である（図4参照）。
他の例として，新幹線の設計で蓄積した流体解析技術を

送風機設計に転用し，風で衣類のしわを伸ばす風アイロン
技術を実現した洗濯乾燥機「ビッグドラム」，自動車用の
小型インバータ向けに開発した技術を無停電電源装置に転
換した両面冷却型パワーモジュールがある。

4． おわりに

技術基盤は，個々の要素技術とは異なり，一朝一夕に構
築できるものではない。研究開発グループは，今後も技術
基盤の強化を進めるとともに，これを活用した技術・製品
の革新を継続していく。

西野 由高
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テクノロジーイノベーション統括本部 
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工学博士
日本機械学会会員，化学工学会会員，計測自動制御学会会員，日本
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図3│高速データアクセス基盤
 Hitachi Advanced Data Binderプラットフォーム※3）

超高速データベースエンジンを中核とした製品であり，データの超高速な検索処
理を可能にすることでビッグデータ利活用に貢献する。

図4│英国運輸省の都市間高速鉄道計画向けClass800の出荷
多分野の製品開発で培った解析・材料技術を鉄道の安全設計に適用することで欧
州規格に適合させた。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A0031003400346A196E96005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


