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グローバルな環境・エネルギー対策に向けて，社会イン
フラとしての自動車システムの役割は大きく，各国の環境
規制が強化されています。また，新興国を中心とした自動
車の増加や，高齢運転者の増加などを背景に，安全運転支
援システムの普及拡大が求められています。情報技術によ
る快適，利便性の向上と自動車の高付加価値化も急速に進
展しています。
このような中，世界各国では，電子・電動化技術の高度
化による高効率内燃機関の実現，電動車両の電費改善，外
界認識センサーやシャシー制御システム技術による予防安
全，電力や情報通信インフラと融合した電動車両のスマー
トな利用に向けた取り組みが始まっています。
本特集では，環境，安全，情報分野の高度な技術力を結
集し，「人・クルマ・社会」への新たな価値の創造と，豊
かな社会の実現に向けた日立グループの取り組みをご紹介
します。
巻頭には，内燃機関分野の世界的第一人者であるミュン
ヘン工科大学のWachtmeister教授にご寄稿いただきまし
た。また，グローバルなオートモティブシステムの技術動
向，日立グループが提供するシステム，コンポーネント，
サービス分野の製品・技術について俯瞰（ふかん）し，今
後の方向性を提示します。
　各論文では，システム，コンポーネント，サービスの具
体的な製品・技術の内容をご説明します。環境分野では，
規制強化に対応するガソリン直噴システムなどのエンジン
マネジメント技術，電動車両向け制駆動制御技術，高効率
モータ，小型インバータ，高出力・高容量リチウムイオン
電池，高精度センサーについてご紹介します。
　安全分野では，予防安全統合制御システム，「走る」「曲
がる」「止まる」機能を最適にするシャシー制御システム
を取り上げました。
　情報分野では，スマートフォンを活用しクラウド上の
「快適・安心・便利」情報をドライバーに提供するサービス，
セキュリティ技術，そしてスマートシティの取り組みにつ
いてご紹介します。
　さらに，安全性・信頼性の高いソフトウェアを高効率に
開発する技術として，機能安全対応技術，高度ソフトウェ
ア検証技術を取り上げています。
本特集を通じて，日立グループの取り組みが読者の皆様
のご参考となれば幸いです。
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