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日立インターメディックス株式会社 

2011年3月に東日本大震災が発生してから，二度目の
夏が終わりました。電力会社を中心とした電源の早期復旧
に向けた取り組み，また，産業界や一般消費者も一体と
なった節電努力によって大きな危機は回避されましたが，
「ポスト3.11」に向けたエネルギーベストミックスの議論
は今なお続けられています。
一方，世界のエネルギー市場は，中東情勢の不確実性，
欧州経済危機，震災以降の各国エネルギー政策転換など不
安定要素はあるものの，中長期的には，新興国を中心とし
た火力・原子力発電プラントの新設，再生可能エネルギー
導入計画の加速，送配電網の整備など，エネルギーインフ
ラ関連需要の大幅な拡大が見込まれています。
本特集では，拡大・多様化するグローバルニーズに応え
る発電・送電技術の最新動向をご紹介します。「一家一言」
では，IEA（International Energy Agency：国際エネルギー
機関）のチーフエコノミストであり，『World Energy 

Outlook』の発行人であるファティ ビロル博士に，グロー
バルに大きな変革の時代を迎えつつある電力セクターの展
望について寄稿していただきました。また，「technotalk」
では，震災からの復興，そして新たなエネルギーシステム
の構築に向けた課題と日立グループの取り組みについて意
見を交わしています。「overview」では，日本（アジア），米
州，欧州の3拠点を中心に，グローバルに展開する電力事
業の現状について，各拠点の代表の声とともにご紹介しま
した。
火力発電では，ガスタービンや蒸気タービンの高効率化
に向けた技術開発，石炭火力発電システムの環境負荷低減
への取り組み，欧米を中心に老朽化が進む火力プラントの
保全事業を取り上げました。電力流通では，ストロングか
つスマートな電力網をグローバルに展開するための生産体
制の構築，および最新の系統連系技術をご紹介していま
す。また，再生可能エネルギーでは，ダウンウィンド型風
力発電システム，大規模太陽光発電向け高効率PCS（Power 

Conditioning System）の開発と適用事例に焦点を当てまし
た。原子力発電では，福島第一原子力発電所の事故を教訓
とした安全性強化に向けた取り組み，新たな手法の導入で
高度化を進めるプラントの統合建設システムを解説してい
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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