
計測・分析技術は，科学技術発展の礎として研究開発を
支えることに加え，産業分野における品質確保や革新的な
プロセスの確立，社会インフラの維持・管理への貢献など，
その応用分野を拡大しています。本特集では，材料開発や
環境・食品分野，ライフサイエンス，社会インフラなど多
様な応用分野における最新技術動向や応用例をご紹介して
います。
「technotalk」では，産学の第一人者の方々をお招きし，
科学研究や産業の最前線における最先端の計測・分析技術
の応用展開や，健康長寿社会の実現に向けたヘルスケア，
ライフサイエンスへの拡大，さらには社会イノベーション
分野への期待などを語っていただきました。
微細計測の分野では，ナノテク材料の材料解析ツールと
して進化している走査型電子顕微鏡を取り上げました。ま
た，従来は不可欠だった前処理を簡素化し，生体試料を乾
燥による変形なく観察できる新材料として，イオン液体に
よる微細計測と応用事例をご紹介しています。
また，先端デバイスの材料計測などに活用が広がってい
る走査型プローブ顕微鏡を取り上げました。大面積・微細
計測という，相反するニーズへの対応や，実用上大きな課
題となる校正・部品交換の簡素化などを実現したシステム
化技術の事例です。
環境分野・食品分野の安全管理にも注目が集まっていま
す。原子吸光光度計，蛍光X線分析法の最新技術と，元素
分析，有害物質や食の安全管理，あるいは材料開発などへ
の応用事例を解説しました。また，グローバルな取り組み
の一環として中国における分析ソリューションの事例や，
現地開発センターをご紹介しています。
細菌数管理や病原体の検知は重要な課題であり，従来法
に代わる迅速な計測により実用的なソリューションが拡大
します。食品中の細菌検査技術の実用化事例や，パンデ
ミック対策などへの活用が期待される呼気中病原体の迅速
検知技術の研究事例をご紹介しました。また，産業用X線
装置の技術動向と多様なニーズに応える製品群，超音波検
査技術による社会インフラの維持・管理など，幅広く技術・
事例を取り上げています。
日立グループは，多様な計測・分析技術を発展させてい
くことに加え，周辺技術やシステム化によるソリューショ
ン提供を通じて，研究開発の場面や社会・産業のさまざま
な課題の解決に貢献していく所存です。本特集が，読者の
皆さまのご参考になれば幸いです。
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