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日立は、フロスト&サリバンと提携し、社会イノベーションに関する調査研究を
行っています。これまでに発行されている社会イノベーションに関するホワイト
ペーパーでは、社会イノベーションとは何か、また将来の社会を形成する世界の
主なメガトレンドはどのようなものかについて定義しています。

以下ウェブサイト(URL)に本調査研究の要旨が掲載されており、ホワイトペー
パー全文をダウンロードして頂くことも可能です。
http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/
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はじめに

社会イノベーション：世界的な変化の必要性

世界におけるエネルギーに対する需要は弱まる兆しがありませんが、私たちが

エネルギーを生成し、管理し、消費する方法は変わりつつあります。エネルギー

分野は、現代の世界の複雑さがもたらす課題が山積しているものの、社会

や企業、個人の暮らしを改善するイノベーションの機も熟している分野の好

例です。

エネルギーの分野では、高度な通信・接続性と膨大な電力を必要とし、脆

弱な電力網に依存した都市に益々集中する世界の人口の要求を満たすに

はどうすればいいのかということが課題になっています。さらに、エネルギー需要

の高まりとCO₂排出量の増加という深刻化する問題を解決しつつ、送電、

配電、消費の効率性も高めるには、どうイノベーションを展開していけばいい

のでしょうか?　同時に、クリーンで信頼のできる安全な電力を世界の貧しい

地域の人々がもっと利用できるようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

これまでのホワイトペーパー(http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/)

では、私たちは社会イノベーションを、「個人の生活と社会に実質的な好まし

い変化をもたらし、共有価値を生み出す、テクノロジーと新たなビジネスモデ

ルの展開」であると定義しました。

最も重要な世界のメガトレンド(都市化、スマート化は次世代のエネルギー･

環境改善というコンセプトの “Smart is the New Green”、エネルギーの

未来、モビリティの未来、健康・ウェルネス・生活質向上)を出発点に、私た

ちは融合という要素が社会イノベーションの実現に必要不可欠であると考え

ました。つまり、技術、各産業、製品、ビジネスモデル、および金融も含めたこ

れらの融合です。

フロスト&サリバンが社会イノベーションのニーズが最も高いと考える産業(エネ

ルギー、水、交通、ヘルスケア、製造業、建設、天然資源)を詳しく見てみる

と、社会イノベーションには2020年までに2兆米ドルの市場機会があるとして

います。

このホワイトペーパーでは、エネルギーの未来に影響を与える具体的なメガト

レンドを取り上げ、社会イノベーションがエネルギー市場に何をもたらすことが

できるのかについて論じています。また、エネルギー分野の社会イノベーション

にとっての課題と機会を掘り下げ、この市場に対する徹底的な調査から明ら

かになった機会とその影響を数値化します。
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さらに、日立が取り組む社会イノベーション事業を紹介し、社会イノベーショ
ンの分野で日立がいかに思慮に富んだ主導的な地位を築き、先見の明が
あるグローバルプレーヤーになったかを示します。また、再生可能エネルギー、
原子力、スマートグリッドソリューション、エネルギー貯蔵、省エネ、エネルギー
効率といった重要な分野で、日立が世界中で行ってきた画期的なプロジェク
トの例を紹介します。

のホワイトペーパーは、2015年10月22日にドイツのミュンヘンで日立とフロ

スト&サリバンが共催した社会イノベーションフォーラムからの知見や戦略的ディ
スカッションのまとめを中心に、テクノロジーによるソリューションを効果的かつ
総合的な方法で活用することで、日立はいかに未来を築き上げようとしてい
るのか、その取り組みを紹介します。

エネルギーの将来像：イノベーションの必要性

エネルギーは、経済成長を可能にする重要な要素です。工業生産やビジネ
スの発展を推進し、交通やヘルスケアなどの分野に進歩をもたらすのに欠か
せない要素です。また、発展途上国で清潔な水、公衆衛生、教育を保証
するのに必要不可欠であるほか、人々の家庭に欠かせない暖かさや明るさ、
安全性を実現するのにも必須です。突き詰めて考えれば、エネルギーの安
全保障と効率は、人々の暮らしを改善するとともに、持続可能でダイナミック
な未来の社会を築き上げるうえで最も重要な要素のひとつと言えます。

世界のエネルギー産業は、大規模な変化の時代に突入しています。環境に

対する負荷や、各国政府の政策、近年みられるエネルギー生成と消費の変

化により、世界における燃料の混合やCO₂排出量が大きく変化するようになっ

てきました。

さらに、新しい技術とビジネスモデルイノベーションの組み合わせによって、発

電、配電、エネルギー管理、貯蔵の方法が変化しつつあります。このことは、

消費者と供給者の関係を根本的に変化させます。益々複雑化するエネル
ギーエコシステムの様々な要素を統合する新しい機会が生まれ、高度なIT
を用いてエネルギーインフラをまとめ上げることができるようになりました。未来

のエネルギーは益々デジタルインテリジェンスに依存するようになり、データ分

析を活用して発電から消費まで、その効率を高めることができるようになりま

す。

しかしながら、世界のエネルギー需要は2020年まで毎年2%以上成長し、

2040年までに合計55%もの著しい成長を遂げる見込みです。このような

世界においては、更なるイノベーションが必要とされます。現在、世界の12
億人以上が電力を利用できず、大気汚染によって毎年700万人以上が死
亡しています。エネルギー需要の増加に伴い、電化、エネルギー効率、脱炭
素化といった益々増大する課題を克服し、継続的な経済成長を推進して
人々の生活の質を改善するために、よりスマートで、より社会志向のイノベー
ションが必要とされています。
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日立のような企業は、世界的なエネルギー問題を緩和し、結果的に生活の
質を改善するため、自社の顧客や社会全体にイノベーションをもたらすという
目標に向かって歩みを進めています。これは一般に、社会向け事業
(Business to Society：B2S)と呼ばれるトレンドです。このようなIT統合
能力によって、特に発電、送電、配電、エネルギー効率といった分野に好ま

しい影響が生まれつつあります。

メガトレンドとエネルギーの将来像

エネルギーの将来像

エネルギーの将来は、統合がすべてです。つまり、世界のエネルギーミックスの

多様化に伴い、益々複雑になり、多様化する電力源を統合させるということ

です。そして、高度なITソリューションやデジタルソリューションを統合し、展開

していくことで、さらに効率的な資源の利用が推進されます。

特に次世代のデジタル化が、再生可能エネルギーの成長を可能にし、発電

から消費までのエネルギーのバリューチェーン全体で効率を高めるのに必要不

可欠です。エネルギー事業におけるデジタル化はすでに始まっており、エネル

ギーを取り巻く今後のトレンドの中心になるでしょう。

このような将来像は、4つのメガトレンドの融合を経て実現しつつあります。フ

ロスト&サリバンがリサーチ分析を実施するこの4つのメガトレンドとは、エネル

ギーの真の持続可能性を推進するスマート技術、顧客中心主義を推進す

る新たなビジネスモデル、価値あるデータ収集を可能にし、イノベーションと効

率の向上を推進するコネクティビティと融合、エネルギー分野の社会イノベー

ションの開花を可能にするビジョンと枠組みを整えるゼロ化をめざすイノベーショ

ンです。

エネルギー分野における社会イノベーションをけん引するメガトレンド
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スマート化による次世代のエネルギー・環境改善

環境への配慮、または改善を目的とした製品やサービスが益々増え、さらに

は「スマート」製品や「スマート」サービスに取って代わられる時代に突入しまし

た。スマートソリューションには実際の費用対効果があり、一般的に最大

30%の省エネルギーを実現でき、通常2～3年で投資を回収することができ

ます。IoTや機器間(M2M)通信によって可能になるスマート製品は、インテ

リジェントセンシング技術を備えているのが特徴です。スマート製品には益々

インターネット技術が搭載されるようになってきており、製品が環境の変化に

反応して通信を行い、作業を最適化して、効率を高めることができます。

エネルギー分野においては、デジタル技術が効率性を高めることで、よりスマー

トな建物、送電網、都市が推進され、益々多様化するエネルギー源を自動

的に統合できるようになってきました。

その一つの例として、スマートグリッドを可能にする重要な要素のひとつであり、

顧客と送電ネットワークの接続ポイントであるスマートメーターの世界的な導

入拡大が挙げられます。2015年初めの時点で、世界中で約5億1,000万

台のスマートメーターが導入されていますが、2020年末までに9億8,000万
台に増加すると見られています。スマートメーターの約半数(4億5,000万台)
は中国で導入されます。

エネルギー分野では、「グリーン」と「スマート」は当然のことながら本質的にリ
ンクしています。再生可能エネルギーの発電量の増加に対応する必要性が、
デジタル化の主な推進力のひとつとなってきました。たとえば、ドイツでは電力
の約30%が再生可能エネルギーですが、今後10年でその割合は60%近く
まで増加します。集中型電源であれ、分散型電源であれ、このような再生
可能エネルギーの増加は送電インフラに莫大な負荷をかけることになります。
この問題は、エネルギー事業者のデジタル化を通じてのみ、効果的に対応で
きません。

これは世界中のどこでも当てはまることです。風力および太陽光(PV)発電の
導入は、高度な技術と新たなビジネスモデルを活用しないことには、加速さ
せることができません。スマート技術も送電・配電ネットワークの効率を高めて
くれます。現在の送電網では、場所によって5%から30%の送電ロスが発生
しています。

また、電力ネットワークは予想される電気自動車(EV)と充電インフラの成長
加速によって、大きな影響を受けることになります。フロスト&サリバンによると、
世界中の道路を走行する電気自動車の台数は2015年時点で約120万
台ですが、2020年までに630万台、2025年までに1,260万台に増加す
るとみられています。

風力および太陽光(PV)

発電の導入は、高度な

技術と新たなビジネス

モデルを活用しないこと

には、加速させることが
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これは交通・モビリティ分野が変化するというだけの話ではなく、エネルギー効
率を向上させ、送電ネットワークを最適化するために、スマート技術の普及が
必要になっていきます。また、エネルギー貯蔵のビジネスモデルも変化していく
でしょう。

EVとエネルギーシステムの管理の融合は、省エネルギーに向けた革新的な
方法を生み出してきました。これには、車のバッテリーからバックアップ用やピー
ク時の電力として住宅に電力を供給することができる、車両から家庭(V2H)
へのシステムが例として挙げられます。電力は、車両、充電スポット、家庭用
エネルギー管理システム(HEMS)の間のデータ通信により管理されます。こ
のような技術はすでにフル活用できるようになっており、このようなデジタル化
で可能になる家庭のエネルギー管理ソリューションが、今後数年のうちに家を
管理する方法を大きく変えるでしょう。

新たなビジネスモデル

次世代のビジネスモデルは、未来のビジネスモデルを再構築し、今後の技術
開発や製品開発に影響を与えます。このようなビジネスモデルは、ビジネス環
境を作り変えるだけでなく、産業のダイナミクスにも影響を与えます。

非常に活発な技術イノベーションの10年を経て、エネルギー分野の次のイノ
ベーションの波は新たなビジネスモデルを巡るものになるとフロスト&サリバンは
考えています。エネルギー産業は、次の世代の変化では従来の供給主導型
のモデルから、顧客中心で技術が可能にするビジネスモデルへと変化する必
要があることに気付き始めています。

クラウドコンピューティングによって、エネルギー分野では技術を活用したサービ
スのビジネスモデルが成長しています。これには、何らかの機能をサービスとし
て提供するというコンセプトである 「X-as-a-Service:XaaS」 が含まれます。
たとえば、サービスとしての製品、サービスとしての省エネルギー、サービスとし
ての照明(Light as a Service: LaaS)などです。このコンセプトが持つ根本
的な変化は、サービスが製品の一部であった従来のモデルと異なり、製品や
システムがサービスの一部になるということです。

XaaSビジネスモデルの好例は、エネルギーバリューチェーン全体に存在します。
多数のリーダー企業がクラウドベースの分析をスマートグリッドに採用していま
す。Leidosは、高度メーターインフラ(AMI)の普及を加速するサービスとして
のスマートグリッド(SGS)のモデルを開発しました。フィンランドのCozifyは、無
線のIoTベースのスマートホーム向けソリューションを開発し、サービスとしての
ホームオートメーション(HAaaS)として提供しています。

エネルギー分野における

次のイノベーションの

波は、新たなビジネス

モデルを巡るものに

なるでしょう
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ビジネスモデル：エネルギー分野のイノベーションの次の波

出典:フロスト&サリバン

技術が実現するもうひとつのソリューションは、バーチャルパワープラント(VPP)
です。これは、複数の発電源[規模コージェネレーション(CHPプラント)、PV、
風力発電、バイオガス発電、小規模水力発電など]を、一元的に管理され
るネットワークに統合するものです。情報通信、スマート技術、高度データ分
析を活用したVPPのコンセプトは、様々な発電施設全体でポートフォリオの
最適化を実現し、VPPにおいて生成したエネルギーをまとめ、取引できるよう
にします。これはごく近い将来に、エネルギー事業者、独立系電力事業者
(IPP)双方の経営モデルを完全に変えることになるでしょう。

また、デマンドレスポンス(DR)モデルは、顧客の需要トレンドをリアルタイムで
分析し、需要トレンドに応じた発電、送電、配電を可能にします。電力事
業者は革新的な技術や予測ツールへの投資を増加させており、発電のコス
トや送電網の故障、機能停止を減らすことをめざしています。

エネルギーバリューチェーンでは、2020年までにDRプログラムに100億米ド
ルが投資される見込みです。顧客はお金を節約でき、省エネに貢献すること
ができるため、DRプログラムに積極的に参加しようという意欲が生まれます。
DRプログラムを将来のエネルギーシステムに取り込むには、新しい通信技術
とこれを支える政府の規制が欠かせません。

現在、最もDRの普及が進んでいるのは米国ですが、英国、中国、日本、
韓国でも、ピーク時によりクリーンで効率の良いエネルギーが提供されるDRの
もたらす利益によって国の排出目標の達成が支援され、市場が急速に発展
しつつあります。効果的なDRプログラムのお陰で、米国だけで年に合計
80GWの電力が節約されるようになる見込みです。
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コネクティビティと融合

先述した通り、技術はあらゆる新しいエネルギービジネスモデルを可能にする
上で重要な役割を果たしています。同時に、発電・エネルギー産業に変化を
もたらす重要な推進力となってきました。たとえば、スマートフォンやコネクテッ
ドデバイス、コネクテッドインフラの普及に伴い、ビッグデータを活用できる可能
性を秘めた世界が誕生し、エネルギー管理や効率性が改善されるようになり
ました。2025年までに800億台のデバイスがインターネットに接続されるよう
になると予測されており、モノのインターネット化(IoT)が私たちのエネルギー
ネットワークのあらゆる側面に好影響をもたらすと見られています。

住宅分野だけを挙げても、2020年までに各家庭に10台のコネクテッドデバ
イスが存在し、単一のデジタルIDを持つデバイスが1平方kmあたり約500
台存在するようになります。

実際、住宅分野は世界中で最も需要の柔軟性と変動性が高い分野です。
住宅での消費に要求されるエネルギーの50%近くは、DRソリューションの普
及によってオフピーク時にずらすことができます。魅力ある恩恵のひとつとして、
エネルギー供給者は需要の変動を管理するともに排出量を削減することで
インセンティブを得られることです。バリューチェーンにおけるITとコネクトされた
消費者の役割は、自身が貢献者にもなりうることを理解しておくことが重要
です。実際、現在DRの普及が進まない原因となっている認知度の低さは、
持続可能な電力に対するニーズがより強くなれば、急速に変化するでしょう。

情報通信の発達は、すでに顧客満足度を改善し始めています。たとえば、ア
プリケーションによる制御がスマートサーモスタットや家庭用エネルギー管理シ
ステム(HEMS)などのコネクテッドハードウェアと融合するスマートなコネクテッ
ドハウス向けの新しいソリューションが存在します。ヨーロッパだけでも、2020
年までに3,000万台以上のスマートサーモスタットが家庭に導入される見込
みです。人々は自宅のエネルギー使用量を確認し、管理できるようになりま
す。数年前には想像すらできなかったことです。

技術は、あらゆる形のエネルギーに浸透しており、開発の次の波はネットワー
クの更なる自動化、発電設備と送電インフラ、およびデバイスの接続へと向
かっています。デジタル接続を使用したスマートグリッドの登場によるインフラの
柔軟性と効率性の改善は、10年以上前に始まりましたが、より高度なデー
タ分析と情報管理が真の利益を生み出すようになったのは最近になってから
のことです。情報通信とデジタル化は電力供給の信頼性、柔軟性、効率、
持続可能性を高め、世界中の都市とコミュニティで安定した電力供給を現
実のものにしてくれます。

多くの人からエネルギーに変革をもたらす最大の力と見られている情報通信

は、リアルタイムの高度な意思決定を可能にし、データの活用でイノベーショ

ンを推進して効率を高めることにより、私たちの生活や環境に好影響をもた

らす可能性があります。

人々は自宅の

エネルギー使用量を

確認し、管理できる

ようになります。

数年前には想像すら

できなかったことです
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ゼロ化をめざすイノベーション

2020年までに世界の電力の半分近くが新興国で生産されるようになります。

地域的な燃料バランスの変化に伴い、非炭素エネルギー(再生可能エネル

ギーと原子力)が増加して世界の総電力の38%を占めるようになり、この割

合は2030年までに44%に達します。

企業は焦点をシフトし、「ゼロ化をめざすイノベーション」を可能にする製品や

技術を開発するようになります。たとえば、ゼロエミッション技術[風力、進行

波炉(TWR)、PV、原子力の復活、集中型太陽熱発電(CSP)、第三世

代バイオ燃料など]です。

「ゼロ」ビジョンと過去の考え方の一番の違いは、漸進的な変化を目標として

いた(段階的な改善をめざす)のに対し、不必要な影響を完全に排除する

(ゼロをめざす)という目標にシフトするようになったということです。この分野は、

世界に先見の明ある変化を大胆に起こしていく社会イノベーションの事業機

会が存在する重要な分野です。たとえば、エネルギーの無駄を排除したり、

電力にアクセスできないコミュニティの存在をなくしたりするということです。

ゼロ化をめざすイノベーションに向かってビジョンを打ち立てた企業は、様々な

種類のアプリケーションを生み出しています。たとえば、ShellはGoal Zeroプ

ログラムで有害インシデントゼロをめざしています。Microsoftはすべてのデー

タセンター、オフィス、ソフトウェア開発ラボ、従業員の飛行機移動でゼロエミッション

の達成をめざしています。Infineonは、高度な品質管理とコンプライアンス

遵守で欠陥ゼロをめざす欠陥ゼロプログラム(Zero Defect Program)を導

入しています。

エネルギー分野における社会イノベーションの定義

フロスト&サリバンは、社会イノベーションを社会と個人にとって生活が変わる

ような結果をもたらすイノベーションを生み出し、技術、産業、製品、ビジネス

モデルの融合を必要とするものであると定義しています。
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エネルギーの将来像を特徴付ける10の要素

出典：フロスト&サリバン

技術はあらゆる分野に影響を与え、波及していますが、社会イノベーションを
可能にし、実現しようとしている重要な産業アプリケーションのひとつがエネル
ギー分野です。これは、先述したメガトレンドの融合とその結果実現する大
幅な効率性の向上によって可能になります。フロスト&サリバンの調査結果
は、エネルギー分野の主なトレンドとして、技術の進歩とビジネスモデルのイノ
ベーションが組み合わさることで、私たちのエネルギーの未来が新たに創られ
ていくことを示しています。

従って、上述の社会イノベーションの定義は、直接エネルギー分野に当ては
めることができます。効率と持続可能性を改善するため、エネルギーバリュー
チェーン全体で技術を活用し、新たなビジネスモデルを促進するのです。これ
は資源の利用を最適化したり、安全、確実で信頼できるクリーンな電力を
企業や家庭に供給したりすることを意味し、それによりコミュニティや社会全
体に共有可能な利益をもたらします。

この点における最も注目すべき調査結果は、社会イノベーションの機会は発
電から消費までのエネルギーバリューチェーンの至る所に存在するということで
す。これはエネルギーインフラとデジタル技術・インテリジェンスの融合により、デー
タの収集やイノベーション、効率の向上が推進されるためです。

次に、発電からその電力の使用までの至る所に存在する社会イノベーション
の必要性と機会を詳しく紹介します。

エネルギー分野は、

社会イノベーションを

可能にし、実現しようと

している重要な産業

アプリケーションの

ひとつです
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エネルギー分野における社会イノベーション

出典：フロスト&サリバン

エネルギー産業への取り組みの必要性と社会イノベーション

社会イノベーションは、統合された持続可能な将来のエネルギービジョンを真
に実現したいと考える都市やコミュニティ、企業にとって非常に重要です。その
実現には、現在直面している課題を理解し、これらの課題を解決するための
漸進的で根本的なイノベーションを提供することが不可欠です。

先述した通り、改善の最大の機会は最新のエネルギーインフラと高度なITソ
リューションの融合から生まれますが、これを新しい顧客中心のビジネスモデル
で支えていくことが必要です。

このようなイノベーションの恩恵を最も受けることができるとみられる分野は、
発電によるCO₂排出と大気汚染の緩和、過疎地や発展途上国のコミュニティ
による電力へのアクセス、自動化された自律制御で強化されるエネルギーネッ
トワークの効率化、企業による環境への負荷の軽減やコストの節約、住宅
所有者が積極的でより効率的なエネルギーマネジメントを可能にするコネク
テッドソリューションなどがあります。

エネルギー分野の社会イノベーションが起こっている世界のホットスポット

出典:フロスト&サリバン
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これらの課題とエネルギー産業への取り組みの必要性を理解することで、個々
に、又は全体的に同一の原則を発電から消費までのエネルギーバリューチェー
ン全体に適用し、イノベーションを以て社会の課題を解決することができます。
例として、企業内のエネルギー使用の効率を改善するための具体的なソリュー
ションとすることも、複数のエネルギーネットワークが抱えるひとつまたは複数の
課題を解決するソリューションとすることもできます。

これらの分野を個々にみても、それぞれの都市、コミュニティ、企業、国は漸
進的な恩恵を受けることができますが、累積的に考えると、エネルギー分野に
おける社会イノベーションを可能にすることでさらに大きなチャンスを実現する
ことができるようになります。

Social Innovation in Action

社会イノベーションがすでに様々な手段、様々な規模でエネルギーを改善し
ている分野が複数存在しています。

発電

世界のエネルギー需要は2020年まで毎年2%以上ずつ成長し、2040年
までに合計55%もの莫大な伸びを見せる見込みです。このような需要を持
続可能な方法で満たそうとするなら、発電の分野にこそ最もイノベーションの
必要があると言えるでしょう。

今後数年で、ほとんどすべての種類の発電量が増加します。化石燃料によ
る発電(石炭、石油、ガス)でさえ、非石油燃料による発電より低い伸び率
ではあるものの、絶対数では増加します。非化石燃料による発電の割合は、
2015年の37%から2030年には48%に増加します。

世界の発電：燃料別に見た設備容量の変遷

注:数字はすべて概数。基準年は2015年

出典:フロスト&サリバン
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新興市場では、産業の成長、人口の拡大、都市化、生活水準の向上を
受け、電力需要が最も急速に伸びています。このことは環境への負荷を最
小限に抑えながら、需要を満たせる電力を生産するためのソリューションが必
要であることを意味します。一方、電化率が最も低い世界の最貧地域は過
疎地にあることが多く、現地で持続可能な発電を行うためのソリューションを
必要としています。

より成熟した経済では、ピーク需要の問題と発電能力の不十分な活用の問
題が深刻化しつつあります。また、多くの国、特にヨーロッパでは非常に古い
発電所を抱えており、効率が悪かったり、寿命を迎えつつあります。

先進国と途上国が抱えるこれら2つのシナリオは非常に異なる性質のものに
見えますが、そのソリューションはかなり似通ったものです。いずれのケースでも、
持続可能な未来は、新しくよりクリーンな発電設備の組み合わせとピーク時
の需要をずらすDRソリューションを可能にする技術を活用したより優れた発
電力の利用、そして益々増加する分散型電源を効率的に統合するVPPソ
リューションにかかっています。

再生可能エネルギー、特に、風力とPVが成長していきます。天然ガスが一
層活用され、シェールガスの開発が進み、次世代の原子力発電所が生まれ、
需要地域に近いクリーンなエネルギー源を使用した分散型発電が成長しま
す。

化石燃料の使用は続きますが、その効率を向上し、CO₂排出量を削減す
る多数の機会も存在しています。高度な大気汚染制御はNOₓと硫黄を削
減します。CO₂貯留はCO₂が大気に放出されないようにします。高度な素
材と新しい技術を使用した超々臨界圧(USC)発電所は、より高温で稼働
し、効率を高めます。

次世代スマートグリッド

送電網の改善と送電網への投資の必要性は、世界の地域によって異なりま
す。ヨーロッパと日本では古い送電網の効率を向上させることが問題になって
いますが、北米では特に電力需要の旺盛な都市の内部やその周辺の送電
網の信頼性を高めることが問題になっています。さらに、急速に発展する地
域では、長年に渡って利用できる送電網を築き、産業の成長を支え、消費
者のライフスタイルを改善するために効果的にエネルギーを供給することが問
題になっています。

これに加えて、再生可能エネルギーとEVが世界的に成長しており、これらの
要素も送電網に取り入れなければならないことを考えると、スマートグリッド技
術が成長とイノベーションの重要な分野であることが容易に想定されます。
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ITとT&D設備、センシング技術の融合は、次世代スマートグリッドソリューション
によって自律的な送電網を生み出す機会が生まれ、送電ロスを最小に抑え
るために配電ネットワークのラストマイルの効率を向上できることを意味します。

電力会社等の公益事業者におけるデジタル化は、供給者と消費者を繋ぐ
送電網の効率の悪さを改善し、より効率の良い分散型のモニタリング・制御
システムをサポートすることから始まります。しかし、これは公益事業者に限っ
たことではなく、スマートグリッド技術は配電システム事業者(DSO)の業務に
も変化をもたらしており、さらには生産消費者の成長も促しています。

近い将来、スマートグリッド技術はDRソリューションの世界的な成長を可能
にし、その重要な牽引力となるでしょう。データを活用したDRソフトウェアがイ
ノベーションを推進し、効率を高めます。消費者の需要プロファイルを効率的
なエネルギーシステムのニーズに合わせて調整することで、エネルギー・スペク
トル全体がより柔軟で効率が良く、費用が安くてCO₂排出量の少ないエコシ
ステムに変わります。

同じことがVPPにも言えます。これは分散型電源をつなぎ合わせることで統
合されたネットワークを形成するものです。企業や家庭の生産消費者を含め、
様々な種類の膨大な発電源をデジタル的につなぎ合わせることで、VPPソ
リューションは電力の集積を新しいレベルに引き上げ、「バーチャル」な発電量
を増やして集中型の発電設備に対する負担を軽減することができます。

エネルギー管理

技術の融合は、企業や工場の利用者がその建物や施設内でエネルギーを
管理する方法も変化させており、多くの場合、簡単に30%以上エネルギー
を節約することができます。また、現在のエネルギー管理のトレンドの特徴とし
て、コストを節約し、持続可能性、柔軟性、安全性、信頼性を高めるビジネ
スモデルのイノベーションがあります。たとえば、ヨーロッパでは契約型のエネル
ギー管理市場が年10%を超える勢いで成長しており、顧客は個々の製品
やサービスを求めるよりも、エネルギー問題に対する解決策を提示するソリュー
ションを選択する傾向へとシフトしています。

クラウドソリューション技術によって可能になる、顧客中心のサービスビジネス
モデルが、エネルギー管理市場で急増すると見られています。エネルギーパ
フォーマンス請負、デマンドレスポンス、VPPは、新たなビジネスモデルを必要
とする根本的な変化をもたらします。エネルギーの節約、照明、冷暖房機器

においても急速にXaaSモデルが成長しており、競争の様子が変化して、数
年のうちに莫大な事業機会のある分野になるでしょう。

次世代スマートグリッド

ソリューションによって

自律的な送電網を
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エネルギーの節約やビジネスパフォーマンスなどの成果を保証する価値提案

は、クラウドベースの分析によって可能になりますが、これは製品の提供を中
心とした考え方から、クラウドベースのビルエネルギー管理システム(BEMS)や
工場エネルギー管理システム(FEMS)のようなソリューションやサービスの提
供へと変化していく原動力になっています。管理のレイヤをクラウドに移し、高
度なデータ分析と組み合わせることで、利用者は驚異的なコストの節約を実
現することができます。また、遠隔管理プラットフォームを通じて建物内、およ
び建物間のエネルギー効率を向上することができます。

このことは、最終的に「建物のインターネット化」というコンセプトに行き着きま
す。これは建物内、及び複数の建物の間で、インターネットに接続された高
度な設備が完全に自動化され、建物のポートフォリオ全体でエネルギー、空

間、資源の使用について最適な意思決定ができるようになり、最終的にはス
マートシティを実現するというものです。

分散型電源とマイクログリッド

集中型の発電所が圧倒的な割合を占める従来の発電モデルは、急速に変
化しつつあります。分散型電源(DG)ソリューションの費用効率が高くなり、
新しい技術が変化を推進するのに伴い、送電網におけるDGの立場が強く
なりつつあります。

このようなDGの成長は、「生産消費者」モデルの成長を加速させます。これ
は顧客がエネルギーの生産も消費も行うというものです。フロスト&サリバンは、
生産消費者の成長により、2020年までに分散型電源の発電量が世界で
60GW増加すると予測しています。

この技術が可能にする変化によって、消費地点により近い場所で発電が行
われるようになり、効率が高まります。また、ビジネスモデルのイノベーションも
推進され、供給者、企業、コミュニティの協力が深まり、より顧客中心のソ
リューションが提供されるようになります。たとえば、原子力の段階的廃止が
決まったドイツでは、政府が消費地点に近い再生可能エネルギー源を活用
した小規模DGの役割を強化するという目標を宣言しています。

よりスマートなエネルギー管理ソリューションと送電網によって推進される分散

型電源は、送電網に接続された装置や設備の急速な増加を引き起こし、こ
の複雑なエネルギーミックスを統合させるためのイノベーションが新たに必要に
なります。このようなイノベーションのひとつに、マイクログリッドがあります。これ
は分散型電源設備と「マクロ」な送電網に接続されていない顧客を実質的

に自律した集団としてつなぎ合わせるものです。

エネルギー貯蔵技術の進歩とビジネスモデルの発展がこのトレンドを実現させ
る重要な要素です。特に再生可能エネルギーからの分散型電源がサポート
されます。その効果は、住宅レベルではっきり目に見えます。家庭用エネルギー
貯蔵によってPVなどのソリューションを利用したマイクロ発電の成長が加速し、
住宅所有者の柔軟性と自律性が強化されるのです。
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さらに、EVとスマートなコネクテッドホームの融合により、EVのバッテリーが家

庭のエネルギー貯蔵エコシステムに取り込まれるようになってきました。
2020年までに、北米の住宅市場だけで約2,000万人の生産消費者が誕
生し、ヨーロッパでは企業や工場の生産消費者が大きな成長を見せていま
す。また、世界規模でも大きな機会が存在しています。

DGは、農村部の電化を可能にする非常に重要な要素でもあります。再生
可能エネルギー、ハイブリッド発電、バッテリー貯蔵、マイクログリッドの融合に
より、過疎地や新興地域の電化を可能にするソリューションが生まれています。

社会イノベーションの将来

これまでに見てきたビジネスモデルの多くがより完全に確立され、大規模に展

開されるようになるにつれ、社会イノベーションは様々な取り組みをつなぎ合
わせて社会や生活の質を一層改善する機会を生み出すことができるように
なります。エネルギー分野における統合された高度なソリューションが実現し、
集中型ではなくより顧客中心のアプローチが取られるようになる未来では、エ
ネルギーネットワークの自動化された自律的な制御と管理が当たり前になり、
ITとつながれた個々の積極的な役割が益々拡大していきます。

次は、エネルギー分野における社会イノベーションが私たちの未来に大きな影
響をもたらす具体的な分野を詳しくご紹介し、その影響を数値化する主な
指標を確認してみましょう。

数値で見る市場機会

社会イノベーションのビジネスモデルから得られる財政上、および社会的利益
を考える上で、フロスト&サリバンはクリーンエネルギーを供給する電力インフラ
と設備の価値、デジタルインテリジェンスと効率を高めるスマートエネルギー
インフラの価値(ITソリューション)、顧客と社会が受ける利益の価値という3つ
の主要分野について考察してきました。

先ず、よりクリーンで効率の良い発電、送電、配電、消費を推進するインフラ
と設備について見てみましょう。これには再生可能エネルギー、大気汚染制
御、スマートグリッド技術などへの投資が含まれます。フロスト&サリバンよると、
これらのセクターにおける市場規模は2020年に6,500億米ドルに達すると
見られています。

次に、送電網、都市、建物におけるよりスマートなエネルギー管理を推進す
るITインフラとソリューションへの投資です。フロスト&サリバンは、2020年まで
にこの市場規模は1,020億米ドルになると予測しています。この時点のIT
出費全体は8,500億米ドルと予測されており、そのうちおよそ12%をエネル
ギー分野が占める見込みです。

DGは、再生可能

エネルギー、ハイブリッド

発電、バッテリー貯蔵、

マイクログリッドの融合に

より、農村部の電化を

可能にする非常に

重要な要素です



エネルギー分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com18

最後に、顧客と社会が受ける利益の価値を考えるに際し、3つの主要分野
における社会イノベーションの展開によって達成される節約の価値を調査しま
した。3つの主要分野の節約の価値とは、エネルギー効率の向上による節約
の価値、既存の設備の発電効率の最適化によってもたらされる価値、化石

燃料から再生可能エネルギーへの転換によってもたらされるCO₂排出量の削
減の価値です。

フロスト&サリバンでは、世界の年間のエネルギーコストは約6兆米ドルである
と推定しています。このうち50%近くが電力に費やされています(約2万
4,000TWhの消費量に相当します)。

従って、世界の年間の電気代は約3.2兆米ドルと推定され、これは世界の
GDPの3%に当たります。多くの国で医療費に次ぐ2番目の出費、一部の
国では1番目の出費になっています。家庭が占める割合は約35%で、
65%は企業や工場が占めています。

このことは、エネルギー管理の改善で10%節約できれば、それだけで3,200
億米ドルの費用を削減できることを意味します。もちろん、これを超える環境

上の利益も得られます。多くの顧客は高度な技術とエネルギー管理の活用
によって30%以上エネルギーを節約できることを考えると、社会イノベーション
から得られるこのコスト節約の試算は控えめなものであると言えるでしょう。

エネルギー分野における社会イノベーション―その経済価値

出典：フロスト&サリバン

フロスト&サリバンの調査によると、世界における再生可能エネルギーの成長
によって、2015年から2020年までの期間に、再生可能エネルギーの発電
量が700GW増加する見込みです。これにより、再生可能エネルギーの年
間の発電量は2020年までに1,755TWhに達します。

2020年までに

年間1.17兆米ドルもの

驚異的な経済価値が

生まれます
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化石燃料による発電についても見てみましょう。世界における石炭、ガス、石

油・石炭などの化石燃料による発電からの平均CO₂発生量0.82kgに基づ
くと、1.44ギガトン(Gt)のCO₂を節約できる可能性があります(出典：米国

エネルギー情報局)。これに1トン当たりの平均炭素価格37米ドル(出典：

costofcarbon.org)を当てはめると、年間で532億米ドルを節約することが
できます。

また、発電効率をさらに最適化し、大気汚染制御を改善すると、従来の発
電所からのCO₂排出量を少なくとも10%削減することができます。2014年
には世界で32GtのCO₂が排出されましたが、そのうち35%を発電・エネル
ギー分野が占めています(出典:国際エネルギー機関)。排出量のうちエネル
ギーが占める割合を10%削減することができれば、年間1.1Gt排出量を削
減でき、上述の1トン当たりの平均炭素価格37米ドルを当てはめると、年間
で410億米ドルを節約することができます。

さらに、この大幅なCO₂排出削減の恩恵を収益化することが可能な一方で、
排出量の削減を実現することで得られる真の社会的利益は、人々の健康

に対する好影響と言えます。劣悪な大気汚染を原因とする年間700万人

の死者数を削減できる可能性があるからです。

貨幣価値に換算すると、これらの分野の社会イノベーションを合計すると
2020年までに年間1.17兆米ドルもの驚異的な市場機会が生まれ、顧客
と社会に恩恵をもたらすことができます。

そして、現在電力を使用することができない世界中の12億の人々に電力を
もたらすことによる社会的、環境的、健康的、経済的利益は、あえて数値
化しなくても莫大であることが分かります。さらに、大気汚染の改善やエネル
ギー供給における安全性、信頼性、安全保障の向上により、個人も企業も
一層効率良く持続的に生活や業務ができるようになります。

日立のユニークな貢献

エネルギー分野における日立の社会イノベーション

100年以上にわたり、社会イノベーションを世界的なパイオニアとして推進し
てきた日立は、その経営戦略の中心に社会イノベーション事業を据えていま
す。

エネルギー分野で日立がめざす社会イノベーションは、発電から消費までのエ
ネルギーバリューチェーン全体で、設備と社会インフラをITとデジタル技術で
統合することです。また、水、eモビリティ、廃棄物管理などの関連分野でも
同様のアプローチを取り、融合を進めていくビジョンを打ち立てています。



エネルギー分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com20

エネルギー分野における製品、システム、ソリューションづくりの長い歴史を通
じて、日立は再生可能エネルギー、原子力、大気汚染制御、T&D設備、
スマートグリッドソリューション、エネルギー貯蔵、省エネルギーなどの分野で世
界をリードしてきました。日立は、従来の発電においても、再生可能エネルギー
の発電においても、効率、安定性、安全性を向上する技術とソリューション
に焦点を絞っています。また、スマートグリッド分野では、電力の供給と需要
のバランスを取るITのノウハウ活かしています。

社会イノベーションへ注力することで、日立は公益事業者のデジタル化を支

援し、エネルギーの効率を高め、再生可能エネルギーの最適な統合を推し
進めています。発電から消費までの幅広い専門知識を活用して、日立はデ
ジタル化によって可能になったあらゆる製品とシステムで構成される充実した
ポートフォリオを基に、持続可能なエネルギー効率ビジネスを築き上げていま
す。これはイノベーションと効率を推進するためにデータを活用し、インテリジェ
ンスをもたらすこと、また、VPPやDRなどの新たなビジネスモデルを生むための
ソフトウェアソリューションを活用することを意味します。

また、日立はそのプロジェクト管理、高度なITソリューション、サービスとしての
省エネルギーなどの創造的なビジネスモデルを活用して、エネルギー制御のた
めの自律分散型ITシステムを通じた、都市、工場、企業へのエネルギー効
率向上ソリューションの提供を行っています。

日立の社会イノベーション事業：

エネルギー分野における融合、コラボレーション、社会的影響の例

出典：フロスト&サリバン

エネルギー分野における日立の貢献のユニークさは、先ず社会に視線を向け、
インフラ、技術、新しい顧客中心の新たなビジネスモデルの融合が進む将来

を見据えたビジョンから生まれています。
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日立は、社会イノベーションにフォーカスを当てることで、発電、送電、配電、
エネルギー消費の持続可能性、信頼性、安全性、効率化に集中した取り
組みができるようにしました。

エネルギーの未来は先述した通り、あらゆるものの統合が重要だということを
考えると、日立は企業、社会、個人に良い変化をもたらすことで、このような
未来の世界で成功することができる素晴らしいポジションにいることでしょう。

再生可能エネルギーにおける日立の役割

再生可能エネルギーという幅広い分野は、日立が社会イノベーションを主要
な製品・インフラ(風力発電システムなど)、実現に重要な技術(エネルギー
貯蔵など)、そして最適化、制御、統合を推進するITスキルと結合させること
ができる好例です。

風力発電分野では、日立は洋上風力タービン技術に重点を置いてきました。
大型タービンを中心に大きく成長するこの分野で、将来のエネルギー安全保

障とCO₂削減の両面に大きな影響をもたらすことができます。日立には、
2MWの風力発電システムがあり、深海にも海底地形が変化するエリアにも
適しています。また、5MWのシステムも初号機が運転を開始しています。さ
らに、日立は電力制御技術と相互接続安定化システムに高度なITを統合
し、洋上風力発電所をより簡単にモニタリングでき、効率よく運用できるよう
にしています。

この分野における日立の成功の一例が、神栖の洋上風力発電プロジェクト
です。このプロジェクトの風力発電所では日立のタービンを採用し、電力制
御技術と相互接続安定化システムの高度なITを活用しています。

しかし、再生可能エネルギーにおける日立の活動は、風力発電にとどまりま
せん。日立は太陽光発電分野でも非常に大きな役割を果たしています。特

に、高品質な長期運用・保守(O&M)サービスを強化ならびに特化しており、
検査と保守、遠隔監視、トラブルシューティングを提供しています。また、半

導体理論とクラウドサービスを組み合わせたPVモジュール故障の精密監視

にも取り組んでいます。その例のひとつが大分のメガソーラー発電プロジェクト
で、シームレスに送電網に接続して、81.5MWの発電量の供給と20年間
のメンテナンスを行うことになっています。

また、日立はエネルギー貯蔵技術の世界的なリーダーでもあります。エネルギー
貯蔵は、生産消費者、分散型エネルギーネットワーク、VPPなどの新しいエ
ネルギービジネスモデルを実現する重要な要素で、送電網の安定と再生可
能エネルギーの統合を保証する重要な要素でもあります。

1.  日立の実例：

「JUMPSmartMauiにおける
取り組みは、ハワイにスマート
コミュニティを生み出します」

JUMPSmartMauiは、米国ハワイ
州がエネルギーおよび輸送にお
いて石油に大きく依存している
状況を解消するための取り組み
です。ハワイ州はそのエネルギー
および輸送用燃料の90%以上を
化石燃料に依存しており、価格
高騰の影響が次第に増大してい
ました。

そこで、多数のステークホルダー
からの協力を受けて、この取り組
みでは、エネルギーと輸送のイ
ンフラに焦点を絞り、エネルギー
制御のための自律分散型ITシス
テムの導入をめざしました。

JUMPSmartMauiでは、2020年ま
でに再生可能エネルギーからの
発電率を25%とし、2030年には
40%に高めます。また、電気自動
車(EV)の普及率を最大限に推
進し、送電網インフラを安定化さ
せ、コミュニティのITとモビリティ
を改善して、住民のQuality of
Lifeを向上させます。

顧客のメリット：
EVを再生可能エネルギーと結
びつけることでQuality of Lifeが
改善されます。
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エネルギー貯蓄技術は社会イノベーションの主要な要素であり、日立の
1MWコンテナベースのCrystEnaソリューションは、再生可能エネルギーへの
転換と低炭素の未来の実現を加速する、顧客の立場を考えた貯蔵ソリュー
ションの素晴らしい例であると言えます。

モジュラー設計と簡単な設置、コネクティビティの活用により、CrystEnaは
付帯サービスにおける周波数調整の最適なソリューションとなります。また、
制御ソフトウェアと電池の設定を変更できる柔軟性を備えており、ピークシフ
トやDRなどのアプリケーションでも展開することができます。

よりスマートなエネルギーにおける日立の役割

スマートグリッドは、エネルギーインフラがITとの融合を続け、社会イノベーショ
ンの大きな機会を生むもうひとつの例です。この分野でも日立は主要製品・
インフラ(変圧器や開閉装置など)、重要な必要技術(HVDCなど)、ITスキ
ルを結合させて、柔軟性の高い高度なエネルギーネットワークと送電網の提
供をめざしています。

スマートグリッド分野では、日立はより優れた効率の良い、持続可能な未来
の送電・配電(T&D)を実現できる素晴らしい立場にいます。主要なT&D
設備の供給で世界をリードするとともに、高度メーターインフラ(AMI)の構築
に必要な通信・制御技術を活用し、安定した安全な電力システムを保証し
ます。このようなIT専門知識の活用は、将来需要と供給のバランスを取るう
えで必要不可欠で、より効率の良い未来のエネルギーを推進するうえで社
会イノベーションが果たせる重要な役割であることを示しています。

その例のひとつが、英国の日立ヨーロッパ社のスマートシティエネルギーグルー
プが展開した革新的なスマートグリッドソリューション(電圧制御に基づく)で、
これは益々増加する再生可能エネルギーをウェスタンパワーディストリビュー
ション社のネットワークに統合し、送り込まれる電力量の変化による電圧の変
動を制御するものです。

また、米国のエネルギー省ボンネビル電力局(BPA)では、日立が広域送電

網安定プロジェクトを実施し、送電網制御技術を使用して送電網の故障に
よる停電を防止しています。このソリューションは送電網からのリアルタイムの
データを使用して信頼性と効率の改善に役立てています。

また、スマートグリッドの分野においても、日立のビジョンが送電(ガス遮断器、

高圧変圧器、HVDCなど)、配電(変電所、配電管理システムなど)、マイク
ログリッド(エネルギー管理システム、エネルギー貯蔵など)から最終消費者ま
でのエネルギーチェーン全体でソリューションを提供しています。

2.  日立の実例：

「CrystEna：周波数調整用
エネルギー貯蔵ソリューション」

エネルギー貯蔵技術の進歩は、
送電網の安定性と柔軟性を実
現、推進する重要な要素です。
集中型の送電網でも分散型の
送電網でも、再生可能エネルギー
の統合が急速に成長している現
在、このことは特に重要です。

日立は、リチウムイオン(Li-ion)
電池技術に基づいた革新的な
1MWのコンテナベースのエネル
ギー貯蔵ソリューションを開発し
ました。CrystEnaは、電池、PCS、
制御システム、空冷装置をコン
テナユニットに統合して周 波 数
調 整 を行う 高速モ ジ ュ ラ ー反
応ソリューションです。

CrystEnaはすでに北米で効果
的な結果を出しており、送電網
の安定化と再生可能エネルギー
の導入の推進に活用が期待され
ています。この技術は、素早く簡
単に展開することができ、クリー
ンエネルギーの急速な追加に対
応して、より持続可能なエネルギ
ーの未来を実現することができ
ます。

顧客のメリット：
再生可能エネルギーを効率良く
統合し、安定した電力供給を可
能にすることで、環境への負荷
を軽減することができます。
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商流の川下(顧客)では、日立はビッグデータとデータ分析を活用してメーター
データの最適な活用を行い、企業や住宅向けのエネルギー効率を改善して
います。また、サービスビジネスモデルと高度な技術の活用を通じてスマートな
エネルギー管理のための総合的な顧客中心のサービスを提供し、サービスと
しての省エネルギーを提供しています。保証された省エネルギーの成果を顧
客に提供するというこのモデルは、通常30%を超えるエネルギー消費の節約
を実現しています。

まとめ

エネルギー分野における社会イノベーションは、持続可能で信頼できる、安
全で効率の良いエネルギーが、社会全体の誰でも、どの企業でも利用できる
未来を実現する基盤を整えます。ポジティブな変化をもたらす技術のコア要
素と新たなビジネスモデルを基に、このホワイトペーパーではエネルギー分野の
社会イノベーションの機会が膨大であることを示しました。私たちは、エネルギー
は社会イノベーション事業にとって最も重要な分野のひとつであると確信して
います。これは真にグローバルな現象であり、地域によって異なる多数の機
会が存在し、インフラが限定されている場所に電力をもたらすにせよ、世界の
CO₂排出量を削減するにせよ、企業の効率を高めることで経済成長を推進
するにせよ、人々の生活に真の変化をもたらすことができます。

また、コネクティビティと融合が進む世界では、エネルギー分野の真の社会イ
ノベーションはより良い未来を可能にする要素であることが確認されています。
交通、水、衛生、小売、セキュリティ、教育、ヘルスケアなどの個別の要素が、
エネルギーとともにさらに結びつきを強め、人々の生活を向上させ、コミュニティの
持続可能性を改善します。

エネルギー分野のデジタル化によって可能になり、コネクティビティと融合によっ
て強化される未来では、社会イノベーションが再生可能エネルギーの統合を
さらに推進し、よりスマートでより信頼できる送電網を生み、VPPや分散型
電源、デマンドレスポンス、XaaSなどの顧客中心のビジネスモデルの提供を
可能にします。消費者は、企業であっても住宅であっても、そのエネルギー使

用をこれまで以上に管理できるようになり、コストを管理するとともに利便性、
効率性、持続可能性を向上できるようになります。

日立は、世界中において、このようなエネルギー分野における社会イノベーショ
ンというビジョンをすでに牽引しています。エネルギー設備・インフラ分野におい
て築いてきたその強い立場から、今後は高度なITを活用してエネルギー公

益事業者のデジタル化を支援し、よりスマートな送電網の展開を推進し、エ
ネルギーをスマートシティソリューションの中心に据え、省エネルギーソリューショ
ンを提供し、エネルギー貯蔵などの変化の著しい分野に革新的な製品とソ
リューションをもたらしています。

3.  日立の実例：

「AT&T向けのサービスとしての
省エネルギー」

日立コンサルティングが開発したサー
ビスとしての省エネルギーソリュー
ションは、顧客に省エネルギーの
成果を保証するというビジネスモ
デルに基づいています。技術、コ
ンサルティングのスキルと外部委
託サービスを組み合わせ、最適
なエネルギー管理とコスト削減の
ための顧客中心のXaaSソリュー
ションを提供しています。

顧客は、日立コンサルティングのアプ
ローチを通じて、すべての省エネ
ルギーに対する取り組みは具体
的な証明可能で測定可能な節約
に基づき、サービス料を請求され
ます。これにより、顧客はエネル
ギー予算から省エネに向けての
取り組みに対し資金を出す必要
がなくなり、初期投資が大幅に軽
減されます。

日立は、2013年からAT&Tにサー
ビスとしての省エネルギーソリュー
ションを提供し、AT&Tの毎月のエネ
ルギー費は約35%節約されました。
全体的なAT&Tのエネルギー管
理は日立コンサルティングに外注
され(エネルギー公益事業者への
支払いも含まれる)、AT&Tは費用を
節約し、効率と持続可能性を高め
るとともに、当然のこととして会社
の主要事業に一層集中できるよう
になりました。

すでに大幅な節約が実現してい
る分野としては、モーションセン
サー、モーター交換、照明の追加
導入、照明制御、センサー、屋外
LED照明設置などがあります。
顧客のエネルギー消費を削減す
るという日立コンサルティングの取
り 組 み は評価さ れ 、 2013年 の
AT&Tの持続可能性に貢献した
サプライヤーとしSupplier Sustain-
ability Awardを受賞しました。

顧客のメリット：
エネルギー消費が削減され、エネル
ギーとコストを素早く節約できまし
た。
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エネルギーの需要が増加を続け、環境への負荷がさらに強くなるとみられる
中、エネルギー分野における社会イノベーションは2020年までに年間1.2兆
米ドルの機会を生むことが明らかになりました。これはクリーンな電力設備、
社会インフラ、スマートエネルギーインフラに投資し、エネルギーネットワークに
デジタルインテリジェンスをもたらすことで生まれます。そして、より重要なことと
して、エネルギー消費とCO₂排出量の大幅な削減が見込まれています。

また、私たちは世界中の社会に予測できないほどの価値をもたらす社会イノ
ベーションの利益がもたらされることを確認しました。現在電力を利用すること
ができない12億人に電気を供給し、大気汚染を改善し、エネルギー供給の
安全性、信頼性、セキュリティを向上させ、個人にも企業にもより効率良くサ
スティナブルであることで、膨大な利益が得られるのです。

エネルギーインフラと高度なITソリューションの融合が進む未来のエネルギー
の世界では、発電から消費までのエネルギーエコシステムのあらゆる要素にイ
ノベーションをもたらすことのできる企業が、最も重要な影響をもたらすプレー
ヤーになります。これは、コラボレーションやデータ、インテリジェンスを活用して、
ポートフォリオの最適化、エネルギーの集積、取引といった分野のイノベーショ
ンを推進し、効率を高めることを意味します。

日立のような企業は、エネルギーのより良い未来の実現をめざし、エネルギー
バリューチェーン全体で社会イノベーションを通じて、より良い未来のエネルギー
の実現を目指しています。エネルギー分野における社会イノベーションの実現
に必要なものは、よりクリーンかつエネルギー効率の良い発電・送電、エネル
ギー利用者の行動パターンの把握、消費地でのエネルギーと費用の節約、
スマート政策とスマートガバナンスの推進、民間セクターによる技術とインフラ
への投資、統合されたエネルギーの未来を可能にするデジタルインテリジェン
スを実現することなどが挙げられます。

社会と生活の質を改善する技術を活用する日立は、特にこのような技術の
進歩によってエネルギー分野における社会イノベーションを実現できるようにな
りました。

社会イノベーションに関するその他のホワイトペーパー

社会イノベーションを定義し、世界への影響を数値化するというこれまでの研

究から、それぞれの産業における社会イノベーションに関する一連のホワイト
ペーパーが作成されており、この文書もその一部として発表されました。インフ
ラと社会に真の改善をもたらす社会イノベーションの様々な分野に渡る影響
とコネクティビティと融合という決定的なテーマを念頭に置きながら、非常に重
要な産業分野についてさらに深く掘り下げていきます。

私たちはこのほど、交通・モビリティ分野における社会イノベーションに関する
ホワイトペーパーを発表しました[http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/]。
次はヘルスケア分野における社会イノベーションについて詳しく分析していきま
す。

日立は、世界中において、

このようなエネルギー

分野における

社会イノベーションという

ビジョンをすでに

けん引しています
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フロスト＆サリバンについて

フロスト＆サリバンは、独自のリサーチに基づいて企業のビジネスを成長に導く
グローバルな知見を提供し、ビジネスの新たな成長機会の創出からイノベー
ションの実現までを支援する、リサーチとコンサルティング機能の両方を兼ね
備えた企業のナレッジパートナーです。世界40拠点以上のグローバルネット
ワークを軸に、世界80カ国ならびに300に及ぶ主要な全てのマーケットを網
羅することで、メガトレンドや海外新興市場の台頭、テクノロジーの進化など
のグローバルな変化に対応し、企業がグローバルなステージでビジネスを成功
さ せ る た め の 360度 の 視 点 に基 づ い た 知見 を提供 し て い ま す 。
http://www.frostjapan.com

日立製作所について

日立製作所(TSE: 6501)(本社: 東京)は、優れたチームワークとグローバ
ル市場での豊富な経験によって、社会が直面する課題にイノベーションで応

えます。2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)の連結売上高
は9兆7,619億円(813億米ドル)に上ります。日立は、これまで以上に社
会イノベーション事業に注力しており、これには電力・インフラシステム、情報・

電気通信システム、建設機械、高機能素材・コンポーネント、オートモティブ
システム、ヘルスケアなどが含まれます。日立についての詳細は、同社のウェブ
サイト、http://www.hitachi.co.jpをご覧下さい。
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