
地球温暖化への対応や，経済活動のグローバル化の一層
の進展などを背景に，環境への負荷が少ない輸送手段とし
て，世界規模で鉄道システムが見直されつつあります。ま
た，国内では2011年3月に発生した東日本大震災を経験
し，安全な輸送サービスの大切さを再認識することにもな
りました。
日立製作所は，鉄道の総合システムインテグレーターと
して，常に社会の変化やニーズをいち早く捉え，鉄道シス
テムの進化を支える先端技術の開発に取り組んできました。
　例えば，安全を支える信号制御技術から，地球温暖化の
問題に対処する車両技術や電力供給システム技術，安心・
安定輸送を提供する運行管理システム，的確な情報を提供
する情報システムなどの開発を行っています。また，鉄道
は地域に密着したシステムでありながら，その中で使われ
る技術には，グローバル仕様への適合が一段と求められる
ようになり，世界各国・地域の仕様を念頭に置いた技術開
発も行っています。
　一方，個々の分野の技術開発としては，まず信号システ
ムでは，地上システムの軽量化を図るとともに，災害など
にも強く保守負荷を軽減する無線信号システムや，回生電
力を有効利用できる変電システムを実用化しています。車
両開発では，省エネルギーを推進する軽量化や快適性の向
上，部材の再利用の容易化などを推進し，その技術を積極
的にグローバル展開しています。また電気品でも，省エネ
ルギー性の追求や小型化技術などの開発を不断なく行って
います。そのほか，運行管理システムにおいては，質の高
いサービスを安定して提供するために，フォールトトレラ
ント技術向上に力を入れています。
さらに，表面には現れないものの，安全・安心を実現す
るための重要な技術として，保守のための検測技術の向上
や，鉄道システムの各種パフォーマンスを事前に評価でき
るシミュレータの機能や性能の向上，省エネルギー性や時
隔などを精度良く評価できる技術開発などにも取り組んで
います。
　現在，グローバル規模でスマートな未来型社会の構築に
向け，さまざまな検討が行われていますが，鉄道システム
も関わりが強い分野と言えます。安全・安心の実現はもと
より，このような動向も的確に捉え，日立グループ各社の
技術を結集して，ニーズに的確に応える技術開発を今後と
も精力的に行っていきます。そして，より良い社会の実現
と共に，さまざまな面で魅力的な鉄道システムの構築に貢
献できれば幸いです。
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日立グループの映像ポータルサイト「Hitachi Theater」
http://www.fi lm.hitachi.jp/

「Hitachi Th eater」は，日立グループの映像ポータルサイトです。
日立グループが取り組むビジネスやサービス，
技術をわかりやすく解説するオリジナル映像とともに，
他では見ることのできない歴史的にも貴重な秘蔵フィルムや，
気軽に楽しめる映像トピックスなども収録しています。
新規コンテンツを随時公開しながら，
日々 新しい取り組みで活動する日立グループの「今」をご覧ください。

［公開中］

Stories of Technology
人と地球の未来を支えるために
―日立ショベル開発の足跡― 
新興国を中心に世界中で活躍している日立製
のショベル。現場でお客様に本当に必要とさ
れる機械を提供するという信念のもと，技術
を磨き，さまざまな製品を開発してきた日立
のショベル開発の歴史を紹介します。

［公開中］

技能五輪 in London
岡山優貴　苦難の先へ 夢の舞台に
技の祭典「技能五輪」。第41回目の国際大会
はロンドンで開催されました。東日本大震災
が起きた2011年に開催された特別な大会。
この世界の舞台に挑んだ一人の選手の姿を追
いました。

［公開中］

日立ソリューションズ
スキー部　aurora

日本初の本格的な障がい者の実業団スキー
チーム「日立ソリューションズ　スキー部　
aurora」。前篇では，トレーニングの様子
や選手たちの普段着の姿などを交えながら，
ニュージーランド合宿をはじめシーズン本番
に向かうチームの活動に迫りました。

［公開中］

柏レイソル2011

「2011年12月3日，その時がやってきた」。
柏レイソルは，J1リーグ昇格1年目で優勝を
成し遂げました。選手，サポーターをはじめ
関係者が一丸となって起こした奇跡。J2降格
からJ1優勝に至る足跡を追いました。



日立インターメディックス株式会社 

6月号特集監修
 中山　洋
 横須賀　靖

企画委員
委員長 小豆畑　茂
委　員 内山　邦男
　〃 中村　斉
　〃 渡辺　一郎
　〃 西　高志
　〃 加藤　信之
　〃 横須賀　靖
　〃 大橋　行彦
　〃 丹治　雅行
　〃 渡辺　克行
　〃 板倉　富弥
　〃 堀江　武
　〃 山野　陽一
　〃 宮脇　孝
　〃 小高　仁
　〃 土井　秀明
　〃 高橋　一郎
　〃 中越　新
　〃 堀内　敏彦
　〃 安藤　圭一

次号予告
◆ クラウドソリューション

日立評論 第94巻第6号
発　  行　  日 2012年6月1日
発　　　　行 日立評論社
 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
 〒100-0004  電話（03）3258 -1111（大代）
編集兼発行人 安藤　圭一
印　　　　刷
定　　　　価 1部735円（本体700円）送料別
取　  次　  店 株式会社オーム社
 東京都千代田区神田錦町三丁目1番地
 〒101-8460  電話（03）3233 - 0641（代）
 振替口座　00160-8-20018

◇ 本誌掲載の論文はインターネットでご覧いただけます。
　 日立評論　http://www.hitachihyoron.com/
◇ 英文技術論文は下記よりご覧いただけます。
　 HITACHI REVIEW（英文）　http://www.hitachi.com/rev/
◇ 本誌に関する個人情報の取り扱いについて
　 http://www.hitachihyoron.com/privacy/
◇ 本誌に関するお問い合わせ
　 http://www.hitachihyoron.com/inquiry/

本誌に記載している会社名・製品名などは，それぞれの会社の商標または登録
商標です。
©2012 Hitachi Hyoronsha, Printed in Japan（禁無断転載）XZ-094-06




