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　3月11日に発生した東日本大地震は日本のみならず，世
界のエネルギー政策をも揺るがす大きな衝撃を与えまし
た。また，われわれの生活にとっての電力をはじめとする社
会インフラの重要性を改めて認識することとなりました。
日立グループは，震災からの復旧・復興に全力をあげて取
り組んでいくとともに，電力・エネルギーの安定供給を支
える高信頼性，高効率製品の研究開発に，より一層注力し
ていく所存です。
　本特集は，これまでの地球温暖化対策，電力事業のグ
ローバル化への取り組みに加えて，震災以降，エネルギー
確保の観点から重要性が高まっている発電，送変電システ
ムの信頼性向上，再生可能エネルギーの有効利用への貢献
という観点からまとめました。
　巻頭の「preface」では，震災復興から新たな成長に向け
た日立グループの取り組みについて，当社電力システム社
社長・石塚達郎のメッセージを掲載しました。「techno 

talk」では，今年4月の電力流通統括本部設立を機に，長
距離送電や電力系統安定化など国際的にも関心が高まって
いる電力流通分野の現状と将来像を展望しました。
「overview」では，電力・エネルギー分野の研究開発の現
状について概説しています。　　　　　
　本特集ではこのほか，電力事業のグローバル化への取り
組み事例として，大型火力プラントの東南アジア適用実績
と，大容量石炭火力に関する欧州でのグローバルR&Dに
ついて紹介しました。またガスタービン単独でコンバイン
ドサイクル並みの効率を達成するAHAT（Advanced 

Humid Air Turbine），ガスタービンの廃熱を回収して純水
を製造するトライジェネレーションシステムなど，発電効
率向上，エネルギー有効利用に向けた新しい取り組みを紹
介しています。
　発電システムの信頼性向上，電力の安定供給を支える技
術として，数値流体力学（CFD）を駆使した最新の数値シ
ミュレーション技術，発電設備の監視制御システム，およ
びその広域連係システム，落雷などの事後発生時に電力系
統の安全運用を維持する次世代の保護制御装置について，
まとめています。
再生可能エネルギーの分野では，ダウンウィンド型大型
風力発電システムの適用事例とその電力系統連系技術，
CFDを活用した水車ランナ形状最適化による水力エネル
ギーの有効利用についての論文を掲載しております。
　このような，電力・エネルギー分野における日立グルー
プの取り組みや技術展望が，読者の方々のご参考となり，
お役に立てれば幸いです。 
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