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Vol. No. -  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

featu
re article

世界的な課題となっている地球温暖化や資源の枯渇問題などを背景に，
持続可能な社会への移行を実現するため，より安全・安心で，
高効率，高品質な社会インフラの構築が求められている。

再生可能エネルギーの大量連系や
集中型電源と分散電源の協調を実現するスマートグリッド，

都市全体でエネルギーマネジメントの最適化を図るスマートコミュニティ。
こうした次世代の社会インフラを実現するには，社会基盤を支える制御技術と，
さまざまなモノをネットワークでつなぐ情報・通信技術との融合が欠かせない。
日立グループは，これまでに培ってきたこれらの技術の融合を通じて，

社会インフラのイノベーションに挑んでいる。
100年後の未来を見据えた，安全・安心，快適で，
持続可能な社会インフラの構築をめざして──。

特集

情報・制御融合システム
Convergence of Information Technology and Control Systems 



 .  

message from the planner

先進諸国では社会基盤設備の老朽化が進む一方，中国や
インドなど新興諸国では，急速な経済成長に備えた社会基
盤の整備が急務となっています。また地球温暖化に対する各
国の取り組みも，社会基盤再構築の大きな駆動力となり，世
界中で新たな社会基盤システムの構築が進められています。
社会基盤システム構築の目的は，効率や生産性の向上か

ら，社会を構成する人々の幸福を実現することへと変化し
ています。そのためには，全体を利用者の立場で考え，さ
まざまな技術を組み合わせて全体を最適化することが必要
です。つまり，個々の技術や部分的な技術の組み合わせに
とどまらず，さまざまな機能が統合・融合されていなけれ
ばならないのです。
日立グループは，プラント設備や機器などの自動化・最

適化を行う制御技術と，高度なサービスを提供する情報技
術を融合することにより，初めて利用者が満足できるシス
テムの構築が可能になると考えています。本特集では，電
力や交通，上下水道，産業のさまざまな分野のシステム構
築における日立グループの取り組みを紹介しています。
電力分野では，低炭素・高効率・高品質を実現するため

のスマートジェネレーション，およびスマートグリッドへ
の取り組みについて述べています。交通分野では，鉄道サー
ビスの利便性向上に寄与する情報・制御融合の事例を紹介
しています。また上下水道分野では，人と環境のためのス
マートな水利用システムを，産業・鉄鋼分野では，スマー
トな生産システムを取り上げています。最後に，情報と制
御の融合を実現するプラットフォームを提案・紹介してい
ます。
日本では，電力，交通，上下水道，産業などの分野で，
お客様とメーカーが協創し，またメーカー間で技術力を磨
くことにより，世界に誇る社会基盤システムを構築してき
ました。このような日本のシステム構築力のさらなる高度
化を図り，グローバル市場へ提供していくことが，日本の
経済成長に寄与するだけではなく，世界からも期待されて
います。連載企画「special report」では，世界をリードする
日本の鉄道システムにおける協創の事例を紹介していま
す。また「special talk」では，グローバルに展開するうえで
重要になる国際標準化をテーマに語っていただきました。
本特集でご紹介する日立グループの取り組みや先端技術

が，読者の皆様の一助になれば幸いです。
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※都合により掲載内容を変更する場合があります。
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