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1Vol.91 No.02 0000-0000  地球環境とエネルギーセキュリティに貢献する原子力技術

feature article

新エネルギーの活用，自動車や鉄道をはじめとする移動体のハイブリッド化や
電動化など，低炭素社会の構築に向けた技術開発が活発化している。

それらの技術を支えているのが，電力エネルギーを蓄積し有効活用する二次電池，
動力源となるモータと，その高度な省エネルギー制御を行うインバータから成る

電池・電動コンポーネントである。
日立グループは，創業製品の5馬力モータ以降，

産業，電力，社会システム，自動車や民生機器と，さまざまな分野に向けて高性能なモータ，
そしてインバータ，二次電池を提供し，

それらの高度化に必須となる材料技術の研究開発にも力を注いできた。
地球の環境と未来を守るために――。

日立グループは電池・電動コンポーネントで低炭素社会の構築に貢献していく。

特集

電池・電動コンポーネント
Battery and Electric Motorization Components
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message from the planner

　モータを創業製品とする日立グループは，2010年に創業
100周年を迎えました。高効率なエネルギー変換装置であ
るモータと高エネルギー密度を有するリチウムイオン電池
は，地球環境負荷低減に貢献するキーデバイスとして，近
年注目を浴びています。その製品は，ダムのポンプや鉄道，
昇降機，建設機械などの社会インフラ分野をはじめ，空気
圧縮機，コンベアなどの産業分野，家電分野，ハイブリッ
ド自動車などのグリーンモビリティ分野と，日立グループ
の多岐にわたる事業に広く使われています。そしてモータ
を制御するインバータ技術は，システムとして効率化を狙
う日立グループが得意とする技術であり，そこに蓄電機能
を加えると回生電力の活用など新たな価値を生み出せます。
　本特集では，電池，モータ，インバータというコンポー
ネントからシステム，ソリューションへの進化について，
その最新技術の動向を紹介しました。
「special report」では，創業当時のモータから近年，脚光
を浴びている小型・高効率の永久磁石モータまで100年の
進化と今後について，電動力応用統括推進本部のメンバー
が熱く語っています。
経済産業省の西本淳哉大臣官房審議官と，日立グループ

の電池およびモータ事業を統括する角田義人執行役専務に
よる「special talk」は，低炭素社会の構築を支えるモータと
電池技術への期待，研究開発支援，人財育成支援，ビジネ
スの方向性など，幅広いテーマにわたる対談となりました。
　「overview」では，電池・電動コンポーネントの動向と
日立グループの取り組みを概説しました。続く各論文で
は，電池電源ソリューションの事業戦略を示すとともに，
ハイブリッド電気自動車・プラグインハイブリッド電気自
動車用のリチウムイオン電池，期待寿命17年の長寿命制
御弁式鉛蓄電池と大容量フロート仕様リチウムイオン電
池，高容量化と安全性を確保したモバイル電池などの開発
事例と，大型リチウムイオン電池の材料技術を取り上げま
した。それらに加え，モータを中心とする電動化ソリュー
ションの事業戦略と新しい制御・解析技術，それらを支え
る高機能材料，そして今後の電動化ソリューションを提供
するための研究，開発動向などを紹介しています。
　日立グループは，電池・電動コンポーネントにおける小
型，軽量，高効率，高出力，高容量，長寿命，低コストな
どの技術要求に，積極的に応えていきます。こうした日立
グループの取り組みや先端技術が，読者の方々のご参考と
なり，お役に立てば幸いです。

次号掲載予定記事
2011年度 日立技術の展望

主要記事

新春インタビュー
日立製作所 執行役社長 中西宏明

情報  Information & Communication
社会 Society
産業 Industry
生活 Living
材料 Materials
研究 Research & Development

特集「電池・電動コンポーネント」監修

日立製作所
電池システム社

CTO

大田黒 俊夫  

※都合により掲載内容を変更する場合があります。

日立製作所
電動力応用統括推進本部

副本部長

関 秀明
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