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1. 未来を導くメガトレンド

A. 未来への展望

世界経済の不透明性、地政学的な要因に起因する不均等構造の増大、さらに既存の
企業や業界全体を脅かす新たなビジネスモデルの台頭など、今、世界のリーダー達
がこれからの社会の進むべき道を見出すのが難しい時代になっています。

またあらゆる産業分野において、さまざまな、そして重大な課題があります。例え
ばヘルスケアの分野では、高齢化社会が進む中で、いかにして良質なケアを世界中
の患者が手軽に享受できる環境をつくるかが問われています。エネルギーの分野で
は、脆弱な電力網に依存する都市への人口集中が世界的に進んでおり、グローバル
なエネルギー需要の増大に対してどう応えていくか、また交通分野においては、世
界中で進む都市人口の増加から、すべての人が適正な価格で利用できるドア toドア
での複数の交通機関を連携させるマルチモーダル交通ソリューションの実現が求め
られています。ICT（Information and Communications Technology）分野におい
ては、1年半ごとにデジタルコンテンツが倍増していく時代の中で、ビックデータ
の利活用による果実を得ていくために、セキュリティとプライバシーの問題をどう
取り扱っていくべきかを見出していかなければなりません。

こうした課題を解決していくために、イノベーションはもはやその方法論の一つで
はなく、世界的に不可欠な存在です。こうした人類や社会の課題に応えていくため、
新たなビジネスモデル、また製品やサービスを通じて、世界の人々に役立つための
イノベーションを私たちはどのように生み出していくべきなのでしょうか。

B. 12のグローバル・メガ・トレンド

未来のイノベーションのあるべき姿を予測するためには、未来社会の全体像を形
づくるグローバル・メガ・トレンドを見ていくことが重要です。

世界のメガ・トレンドトップ12

都市化 － 
「顧客」としての「都市」 ブリックアンドクリック 未来の

インフラ開発

スマート化 ゼロ化をめざす
イノベーション ヘルスケア

社会の動向、Y世代、
中流層の増加、
女性の経済活動
（She-conomy）、
ジオソーシャル化

新たなビジネスモデル: 
“Value for Many” 交通

情報通信の融合 経済: BRICS に続く
変革が予想される地域 エネルギー

BRICS = ブラジル、ロシア、インド、中国、および南アフリカ。
Y世代＝1980年前後から 2000年代初頭に生まれた世代 出典: フロスト＆サリバン
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フロスト＆サリバンでは、ビジネス、社会活動、経済、文化、さらには個人生活に
いたる広大な領域に影響を与える12のグローバル・メガ・トレンドに着目し、継続
的にそのメガ・トレンドを追い続けています。
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メガ・トレンド 社会への影響

都市化 －
「顧客」としての
「都市」

都市は拡大し、その人口も増加しています。2020年までに、地球上に30の巨大都
市が誕生し、そのうち4分の3が発展途上国圏との予測があります。この予測によ
れば、2020年に世界各地を結んでいる巨大通商ルートは21本、都市インフラの
市場規模は2兆2,000億ドルとされています。

ブリックアンド
クリック

米国だけでも、オンライン小売販売の割合は、2011年の4% から2020年までに
は18% に増加することが予想されています。
未来の小売販売戦略には、モバイル向けアプリケーション、インターネット小売販
売、バーチャル・ストア、および対話型キオスクなどが組み込まれるでしょう。2020
年までには、オンライン販売チャネルの統合も進み、個々に独立した業態ではな
く、モバイル決済のような新しい決済方法が急増するでしょう。

未来の
インフラ開発

拡大を続ける輸送ルート、たとえばシベリア鉄道や、アメリカの高速鉄道ルートな
どに沿って、経済および技術開発の集積地が出現することで、イノベーション、研究
開発、および先進技術への莫大な投資や国家的支援が集中するでしょう。

スマート化

インテリジェントなセンサー技術を備えたスマート製品は、インターネット技術と
結びつき、処理を最適化し、効率を向上させます。変化し続ける環境に対応するシ
ステムを実現し、スマート化されたグローバル都市の数は、2020年には15を超
え、2025年には26まで増えるでしょう。

ゼロ化をめざす
イノベーション

ゼロ化をめざすイノベーションとは、排出物ゼロ、事故件数ゼロ、事故死亡者数ゼ
ロ、欠陥ゼロ、およびセキュリティ侵害ゼロといった、世界では「ゼロ」を目標とする
イノベーションが求められつつあることです。他にも電子メールやビジネスパーソ
ンの育成機関、商品のデザイン機関などさまざまな領域において「ゼロ」をめざす
取り組みが始まっています。

ヘルスケア

ヘルスケアは、身体や精神に関わる分野を扱う企業にとって、今後重要な顧客価
値となるでしょう。IT（情報技術）を、研究開発や診断の現場、さらにモニタリングの
領域に導入し、より高度な医薬品の開発や、バーチャルホスピタル、医療文書の電
子化など、ヘルスケア分野での大きな変革が期待されます。

社会の動向

Y世代の台頭や中流層の増加、そして女性の社会的地位向上、さらに技術移転の
双方向化といった社会の変革が、カスタマイズされたアプリケーションや、革新的
なテクノロジーなど、様々な領域における新たな技術、先進的な事業機会の創出
を促します。位置情報に応じたソーシャル情報（ジオソーシャル化）は、ネットワー
キング、デジタルマーケティングに新たな流行をもたらすでしょう。

新たな
ビジネスモデル: 
"Value for Many“

次世代のビジネスモデルは、ビジネス環境の様相を刷新するものです。“Value for
Many”とは、発展途上国の大規模市場に向けた生産や販売、参入市場の収支を
世界全体で調整する（ならす）ことを通じて、価値を最大限に行き渡らせることを意
味します。

交通

eモビリティ（移動手段の動力の電力化）は、個人の移動手段の将来像を変えるで
しょう。電動アシスト自転車、電動スクーター、電気自動車、およびバスなどを含め
た電動車両の年間販売台数は、2020年には全世界で4,000万台を上回るとみら
れています。

情報通信の融合

未来の革新的なテクノロジーは、各種衛星の開発や人工知能と組み合わされて、
新たなビジネスモデルや成長機会をもたらすでしょう。未来における融合とは、製
品の融合（例: 電気自動車）、産業の融合（例: ヘルスケアと IT）、およびテクノロ
ジーの融合（例: スマートホームのハブ）といった形をとるでしょう。

BRICSに続く
変革が予想される
地域

次に変革する地域は、将来の経済成長の原動力となるアルゼンチン、ポーランド、
エジプト、南アフリカ、トルコ、インドネシア、フィリピン、およびベトナムといった
国々が予想されます。
各企業は、事業展開の新たな重要拠点として、「BRICSの後」に続く新興国に目を
向けるでしょう。

エネルギー

未来の世界では、現在のような既存エネルギーの寡占市場は崩れていることで
しょう。持続可能性と高効率へのニーズは、エネルギーマネジメントに用いるス
マートテクノロジーが進化を遂げ、イノベーションを起こす大きなチャンスとなる
でしょう。
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C. 社会を形作る５つの重要なトレンドと社会イノベーションの必要性

この12のグローバル・メガ・トレンドを踏まえ、人口動態やテクノロジー、ライフ
スタイルへの期待や人々の基本的なニーズなど、社会が抱える問題を検証してみる
と、社会的課題の解決には非常に大きなイノベーション創出のチャンスが見出され
ます。長年にわたってこうしたトレンドがイノベーションの創出を牽引してきたこ
とは事実です。ただ、これまでの10年に求められてきたのはテクノロジーのイノ
ベーションでしたが、これからの数年はビジネスモデルのイノベーションが強く求
められることになると思われます。特に複雑にからみ合ったグローバル社会の課題
を解決していくためには、さまざまなタイプのイノベーションを調和させていかな
ければなりません。

今後、よりよい社会を築き上げていくために、私たちはこれらのグローバル・メガ・
トレンドに立脚し、ビジネス・イノベーションを通じて、社会インフラの拡充及び
改善をはかる必要があります。フロスト＆サリバンでは、これを「社会イノベー
ション」と定義します。本書ではこの社会イノベーションを、関連する数値データ
をもとにより詳しく見ていくとともに、未来の成功に向けたキー・ファクターにつ
いても見ていきます。

以下は、世界が直面する社会的課題に直結する５つのメガ・トレンドです。具体的
には「都市化」、「スマート化」、「ヘルスケア」、「交通」、「エネルギー」で、本書で
触れる主要なメガ・トレンドとなります。

社会に影響する重要なメガ・トレンド

後続の各節では、5つの重要なメガ・トレンドの動向と、それらが社会に及ぼす影
響を紹介し解説します。

都市化

スマート化

ヘルスケア

交通

エネルギー

情報通信の融合

BRICS に続く者; 
次の変革者

ゼロ化をめざす
イノベーション

インフラ開発

新たな
ビジネスモデル

2020年には、都市部の人口は
43億人を数え、総人口の 55.9%
を占めます。
大都市部の GDPは 21兆ドルに
上ります。

都市のスマート化を実現
するには、2020年まで
に 1.5兆ドルの投資が
必要です。

「能動的な患者（パワーペイシェント）の革命」が、人々の
健康を推進します。グローバルで展開されるヘルスケアの中
で治療が占める割合は、2007年の 70%から 2020年には
56%まで減少します。

多様な交通機関の連携（マル
チモーダル）こそが、交通の
未来像です。世界各地の高速
鉄道プロジェクトに投じられる
資金は、2020年までの合計で
6,000億ドルを超えることで
しょう。

2020年まで毎年 2.2%の増加が
予測される 1人当たりの電力消費
量に対応するには、持続可能性
（サステナビリティ）と効率が重要
です。

出典: フロスト＆サリバン
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I. 都市化：「顧客」としての「都市」

世界の人口の半分が都市部に居住するようになりました。都市の人口は、2020年
までには、世界の人口の56%、43億人に増加すると見られています。都市部への
大規模な人口集中により、都市は巨大な経済的中心地へと変貌し、「巨大都市」現
象を生み出しています。他に類を見ない成長の結果、都市の中心やその周辺部が、
郊外や近隣都市を合併すれば、都市部の境界はさらに広がり、「巨大地域」、「巨大
通商ルート」、そしてこれは残念ですが、「巨大スラム」も出現することでしょう。
2020年以降には、世界35以上の都市が巨大都市に成長し、そのうち18都市はア
ジアの都市であると予測されます。中国には、アジアの巨大都市の72% が存在す
るようになるでしょう。

メガ・トレンドの影響 － 主要な地域

中国は、人口が100万人を超える都市を200以上抱え、都市人口の多さで世界トッ
プクラスの国になるでしょう。現在、人口の65.4% に当たる約9億2,100万人が中
国の都市部に居住すると推定されていますが、これは米国の総人口のおよそ2.6倍
に相当します。

これを踏まえて、2030年の中国には、13の巨大都市 1、4つの巨大地域、および7
本の巨大通商ルートが出現していることが予想されます。これらの巨大都市が、
2025年には中国のGDPのうち6.24兆ドル近くを生み出すと思われます。

また、都市部では将来、複数の周辺都市が生まれ、公共交通指向型の都市開発が見
られるでしょう。ニューヨーク市では公共交通の最寄駅から0.5マイル以内に人口
の約70% が居住しており、2000年以降に建設された住宅に住む人の80% は公共
交通を利用しています。

1. 巨大都市とは、2025年に人口が最低でも 800万人、GDPは 2,500億ドルに達すると見込まれる都市と定義されています。

2020年までには

世界の人口の56% が

都市部に住むように

なるでしょう。
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さらに、巨大都市では富の再分配が起き、都市間に大きな経済格差が生じると予測
されています。2020年までには、アメリカの都市トップ10におよそ9,020万人が
集まり、ほぼ東海岸に集中して、同国の総人口の26.4% を占めるでしょう。また、
2020年の同国には巨大地域が3つあり、その人口は7,000万人、GDPは3.89兆ド
ルを超えるでしょう。

巨大都市は、2020年には全世界のGDP（名目）のうち21兆ドルを担うと予想され
ています。一方、発展途上国は今後10年の世界における成長の65% から70% を
担うでしょう。巨大地域のトップ40は、世界の経済活動の66%、技術および科学
のイノベーションの85% を担うでしょう。

結果的に、国家ではなく都市が、投資集中の単位となります。なぜなら、都市ごと
に独自の需要があり、交通機関のような主要産業分野にも、未開発の事業機会が存
在するからです。都市行政、ソリューションプロバイダ、および学界の産官学連携
が、将来の都市プロジェクトの多くで有効なモデルとなるでしょう。世界が都市化
された地域（クラスタ）に融合していく中で、各産業界、企業、テクノロジー、お
よび製品も相互に融合していくことは不可避です。

II. スマート化、新たな環境対応技術として

環境関連の製品およびサービスは、先進のセンシング技術やより最適化されたイン
ターネット接続技術によってエンハンスされ、場合によってはスマート製品・サー
ビスと呼ばれるものに置き換えられていくことになります。全世界で800億台を超
える通信デバイスによっておこなわれる、IoT（Internet of Things：モノのインター
ネット）やMachine to Machine（M2M）通信などを通じて生み出される “Digital
Intelligence” が、さまざまな場面における効率化やサスティナビリティの向上の
キー・ドライバーとなるのです。

フロスト＆サリバンはまた、人々の暮らしのあらゆる側面におけるエネルギー消費
の効率化や最新のインテリジェントな環境保護の取り組みが実現する持続的な都市
の発展は、「スマート」というコンセプトの元でもたらされることになると考えてい
ます。私たちは、「スマートシティ」の基盤をなす8つの要素を「スマートエネル
ギー」、「スマートモビリティ」、「スマートヘルスケア」、「スマートテクノロジー」、
「スマートインフラストラクチャ」、「スマートガバナンス・スマートエデュケーショ
ン」、「スマートビルディング」、および「スマートシチズン」であると考えています。
そして、これらの要素を満たすスマートシティが、2025年までには世界中に26都
市存在していると予測しています。

モノのインターネット

（IoT）と、全世界で

800億台を超える

通信デバイスが、

デジタル情報処理による

効率化と持続可能性を

推し進めるでしょう。

© 2014 Frost & Sullivan
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スマートシティの主な要素

今後スマートシティは、ヘルスケア、エネルギー、ビルディング、交通、および行
政などの分野がいかに社会インフラとして統合的に運用されているか、またインテ
リジェント化のレベルはどうかといった側面から比較され評価されることになるも
のと思われます。そうした時代に向け、フロスト＆サリバンではスマートシティ関
連の市場規模は、2020年には1兆5,700億円にも及ぶものと予想しており 2、特に
スマートガバナンス、運輸、およびスマートエネルギーといった各セクターが中心
的な投資領域になるものと考えています。

そして今後のスマートシティ関連市場の発展は、関連する企業が、それぞれの業界
におけるバリューチェーンをいかに連携・統合できるかにかかっています。スマー
トシティ関連市場への参入にあたって、各企業はこの “エコシステム”における4つ
の役割、すなわちインテグレーター（エンドツーエンドのサービス提供業者）、ネッ
トワークオペレーター（M2M、通信プロバイダ）、製品ベンダー（ハードウェアお
よびアセットのプロバイダ）、および管理サービスプロバイダー（管理／操作を管理
監督）のうち、少なくとも1つ以上の役割を担うことになるのです。

このスマート・テクノロジーによって、生産システムは仮想的もしくは物理的に統
合することができます。これは最近浮上している概念であるインダストリー4.0、い
わゆる第4次産業革命の中心的技術であり、私たちは2020年以降の、持続可能か
つ効率的な生産方式に、巨大な可能性をもたらすものと考えています。

III.エネルギーの未来像

世界の経済成長、都市化、および人口増を支えるエネルギーを持続可能な形で供給
することは、21世紀における最大級の課題であると同時に、重要な事業機会でもあ
ります。都市化の進展は、全世界のエネルギーのうち4分の3が、都市によって消
費されることを意味します。国レベルでのエネルギー安定確保への需要の高まりと
合わせて考えると、未来に向けたエネルギー源およびビジネスモデルを世界中で探
し求める動きが始まることが予想され、原子力発電の再開や、シェールガスなど新
たに利用できる燃料、成長しつつある再生可能エネルギーが視野に入ってきます。

2. フロスト＆サリバンで継続中の調査より。エネルギー、インフラストラクチャ、運輸、ビルディング、セキュリティ、ガバ

ナンス、教育、およびヘルスケアといった、スマートソリューションのエコシステムの全体を含みます。

© 2014 Frost & Sullivan
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世界のエネルギー需要と供給の関係は、シェールガスの出現によって一変しました。
これにより、鉄道、船舶、地域経済、および農業など、多様な産業向けに生産され
る見通しが強まっています。たとえば、アメリカでは、ガス生産量の全体における
シェールガスの割合が、2010年の22.8% から2035年には46% まで増加すると
みられています。一方、オーストラリアは化石燃料依存からの脱却を急速なペース
で達成しつつあり、2020年までには、再生可能エネルギーによる発電量が22% を
上回っていることでしょう。

一方で、原子力発電は多数の課題に直面していますが、世界の発電需要にとって大
きな要素であり続けており、2020年にも世界の発電量の12% を占めるとみられて
います。低炭素排出量のエネルギーを高効率で生産できることから、安全性とセキュ
リティという大きな問題を克服できれば、大きなイノベーション創出の機会であり続
けるでしょう。

ただし、世界のエネルギーの未来は、燃料の選択のみで左右されるわけではありま
せん。エネルギー原価の上昇と、環境への影響が重視される傾向から、スマートグ
リッドのようなテクノロジーを通じて、エネルギー効率を管理するイノベーション
が生まれています。スマートグリッドによるエネルギー供給は、分散型発電（太陽
光発電、風力発電、廃棄物発電など）を統合し、かつ需要をより効率的に管理する
ための可視性（視覚的な把握のしやすさ）を伴うので、エネルギーに関する課題に
対応する世界的な動きに貢献し、よりクリーンで、信頼性の高いスマートエネル
ギーを実現することができます。

こうした可能性を念頭に置いて、欧州連合（EU）は、2030年までのヨーロッパの
省エネルギー目標として40% 削減を検討しています。※

エネルギーサービスがよりスマートになれば、スマートビルディング、およびス
マートホームが、2、3年後には主流となるでしょう。これを後押しするのは、環境
保護とスマートテクノロジーの融合、および省エネルギーに配慮したサービスベー
スのビジネスモデルの展開です。

エネルギー管理システムを備えたスマートビルディングの登場により、革新的なエ
ネルギーマネジメントの実現に道筋がつきました。たとえば、電気自動車から家屋
への電力供給（V2H）システムでは、車載バッテリーの電力をバックアップ電源ま
たはピーク時補助電源として住居に供給できます。この電力は、電気自動車、EV充
電スタンド、および家庭向けエネルギー管理システム（HEMS）の間で行われる
データ通信プロセスを通じて管理されます。この技術は完全に実用化されているの
で、家庭向けエネルギーの管理をデジタルに実行できるソリューションは、今後数
年のうちに住宅の管理方式に非常に大きな影響を及ぼすでしょう。

※執筆時点。2014年10月欧州理事会にて決定。

EUは、2030年までに

ヨーロッパの

エネルギー消費量の

40% 削減を

目標として検討しています。※
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IV.交通の未来

通信接続の発達や都市化といった流れは、個人の移動や貨物の輸送に大きな影響を
及ぼすでしょう。もちろんそれは、将来の自動車やトラック、および輸送方式のモ
デルにも影響し、結果として、新たな交通のビジネスモデルと、斬新な製品および
ソリューションが出現すると予想されます。交通の分野では、都市化に伴う交通渋
滞や公害といった課題への取り組みを通じて、多様な交通手段の連携（マルチモー
ダル）のような新しい先進的なサービスがすでに利用可能となっています。

そのため、各都市を自らの顧客とみなし、彼らにとってのパートナーおよびソ
リューションプロバイダとしての立ち位置をとる企業は、ビジネスおよび投資の新
たな機会を利益につなげることができるでしょう。自転車や自動車のシェアリング、
A地点からB地点までを案内する交通ソリューション、交通手段の連携（インター
モダリティ）、スマートフォンを利用する都市型モビリティソリューション、および
自動車用のアプリストアを基盤にした通信接続アプリケーションなどは、未来の道
路交通や駐車場では見慣れたものとなると思われます。2020年までには、センサー
を備えることにより、駐車情報をリアルタイムで提供できる駐車場の数が約100万
に達すると期待されています。

スマートな交通サービスを実現する上で、テクノロジーの重要性が高まり、インテ
リジェントな交通ネットワーク、クレジットカードや携帯電話による決済などのよ
うに、未来の生活のどこでも通信接続を必要とするようになっていきます。未来の
インテリジェントなプラットフォームは、家庭およびオフィスで自動車とさまざま
な機能や装置を接続させ、たとえば車載のモバイル通信スポットにより、ひとつの
ネットワークに接続するだけで、インターネットラジオ、ビデオストリーミング、
Webページ、およびオンラインコンテンツなどを接続している各装置にダウンロー
ドしたりできます。4G LTEと無線通信スポットを搭載している自動車インフォテ
インメントシステムならば、家庭に設置した監視カメラと連動させることで、自動
車で外出中にも家の様子を鮮明に見ることができるでしょう。

より長期的な見通しとしては、自律走行する車両あるいはポッドが都市サービスと
して提供されると予想されることです。たとえば、現時点でもUAE（アラブ首長国
連邦）のマスダールシティや英国ロンドンのヒースロー空港には、個人の臨時移動
システムPRT（Personal Rapid Transit）があります。インドのアムリトサル市の
PRTシステムは、世界で初めて商業目的で開発されたPRTとなるでしょう。ゴール
デンテンプルに向かう乗客に料金を課すPRTは、交通に伴う公害を回避するために
採用され、その車両の軽量さと、低コストで建設が可能だったことも導入の理由で
した。世界的に見ても、いくつかの都市にとっては、このPRTが将来的に持続可能
なモビリティソリューションの先例となることでしょう。こうした持続可能なモビ
リティソリューションには、電気自動車も含まれます。2020年までには、完全に電
動化された自動車の台数が、全世界で1,200万台に達するとみられています。

2010年から2020年の間に

高速鉄道プロジェクトに

投じられる資金は、

合計で6,000億ドルを

超えるでしょう。
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近い将来には、高速鉄道が都市間および各国間だけではなく、大陸間も結ぶように
なるでしょう。15年から20年後には、世界に広がる高速鉄道の路線網を利用して、
ロンドンから北京まで乗り換えなしの旅ができるかもしれません。2010年から
2020年の間に、全世界で6,000億ドルが高速鉄道プロジェクトに投下され、全長7
万kmを超える高速鉄道路線が利用されることになります。

高速鉄道は、重要な都市間ネットワークとなるだけでなく、経済成長の原動力でも
あります。実際、高速鉄道への投資は、その資金流通量と雇用創出の効果から、対
象国のGDPを2%から3% 押し上げる可能性があると試算されています。また、道
路輸送より持続可能な代替手段であり、一般的な空路と陸路の組み合わせよりも短
時間で配送ができることから、多様な交通手段の連携による物流においても、さら
なる成長を促す要素になると思われます。こうした展開を促しているもう一つの要
因は、都市部における流通費用の増大が世界的にみられることです。2020年まで
に5兆9,800億ドルに達し、流通費用の総量の46% を占めるようになると推定さ
れています。陸路での貨物輸送も、大幅に増加します。2020年の流通量をベース
にして見積ると、都市交通の35% 超を占めることになります。

総合的にみると、通信接続および融合の促進により、2020年のモビリティは、現
在よりもインテリジェント化し、連携も強化され、さらに統合が進んだ形になって
いるでしょう。都市における輸送ソリューションの枠組み、そして次世代の自動車
の車体および走行環境を巡って起こる各種のイノベーションは、顧客の日々変わる
ニーズや、都市の地理空間的な様相といった、非常に多彩な要素によって促される
ものなのです。2020年の平均的な通勤風景では、交通手段はすべて互いに連携し、
通信し合いながら走行するでしょう。家庭、職場、市街、そして車内と、どこにい
ても生活に必要な情報を自在に送受信することが可能になるのです。

V. ヘルスケア

人口の高齢化は世界的に進んでおり、国々のほとんどは、急速に増加する老年層の
介護の備えができていません。2010年には、65歳以上の人数は総人口の8% でし
た。2025年までには、これが10%（8億4,000万人）に達するものと予測されて
います。この人口増は一見すると無視しても問題なさそうなくらい僅かに思われま
すが、この2% 増によって人口構成に重要な変化が起こりうる国々もあります。上
記の65歳以上のグループの70%、すなわち約5億8,000万人は、主に北米、ヨー
ロッパ、日本、そして韓国といった、15か国ほどに集中しています。

この人口統計データが示すのは、医療分野への予算のシフトと政策を再編成する必
要性です。OECDによれば、この65歳以上のグループに医療予算総額の40～50%
が投入されており、これを一人当たりの医療費で比較すると、65歳未満の層の3倍
から5倍にもなります。
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65歳以上の層に向けて、ヘルスケア、保険補助、年金改正、退職制度、および適切
な収入を提供することが、将来的な施策の前提となります。ヘルスケアについては、
疾病の治療よりも予防に重点を移し、予測的な診断と、健康の維持に注力すること
になります。

疾病の予防、早期診断、およびモニタリングの増加を通じて、全世界で治療に投じ
られる医療費は、2007年の70% から、2020年には56% まで減少するでしょう。
医薬品の更なる高度化、バーチャル・ホスピタル、そして文書の電子化に伴い、ヘ
ルスケア産業は大規模な変革に向かって、R&D（研究開発）、診断、およびモニタ
リングの最前線に IT（情報技術）を導入していきます。

ヘルスケア産業におけるさまざまなイノベーションにより、医学の領域に変革が起
こることが期待され、それに伴って、ヘルスケアにかかる費用、たとえば医療用イ
メージング、製薬、医療用機器、およびライフサイエンス関係の出費が6.4% 増加
し、2020年には2.1兆ドルに届くとみられています。ナノボット、組み合せ装置、
電気薬学（electroceuticals）、およびゲノム解析により、顕微鏡レベルでも複雑な
作業が可能となり、各患者のニーズに応じてテーラーメイド治療を提供できること
から、全般的な診療の現場でも変化が起こりつつあります。

ヘルスケアにおけるこうしたパラダイムシフトの主な要因は、能動的な患者 3の一人
ひとりに目を向けたイノベーションでしょう。先進国の患者は、不十分な行政や医
療環境への不満をつのらせつつあります。その一方で、途上国は、個々の患者の
ニーズに斬新かつ安価な方法で対応できるように作られた、新しいビジネスモデル
が生まれる土壌となるでしょう。たとえば、インドで貧困層も多い地区にあるアラ
ビンド眼科病院では、白内障の治療に斬新かつ迅速な手術モデルを採用しており、
また、全体の3分の1の手術費用支払い能力がある患者の支払いで他の患者の手術
費用もまかなうことで、地区における白内障による失明件数の大幅な減少を実現し
ました。

D. メガトレンドが社会にもたらすもの

以上の5つのメガ・トレンドは、未来のグローバル社会のあり方を決めるでしょう。
すなわち、将来の進歩に向けた機会と、それらを実現するための社会的な課題の両
方が、このトレンドによってもたらされるからです。

たとえば、都市化の進展は、持続的な発展のために、水や衛生の問題を解決したい
というニーズをもたらします。スマートテクノロジーの進化により、センサーの相
互接続や、データ解析を通じて、成長する都市を現在よりもはるかに効率的に運営
する機会が生まれます。ヘルスケアの分野では、気持ちや体、および精神状態を健
康に保つことがその中心に据えられるでしょう。交通の未来では、eモビリティが
個人の移動交通手段を変革するでしょう。そして、エネルギーの未来では、エネル
ギーをより効率的に利用する必要から、スマートグリッドやデマンドレスポンスと
いったイノベーションが持ち込まれます。

つまり、社会イノベーションに関わるということは、これまで述べたメガ・トレン
ドによってもたらされる課題に正面から取り組み、この世界の未来におけるステー
クホルダーのすべてにとっての価値をもたらすことなのです。

Part 2では、社会イノベーションをより詳しく定義します。また、社会イノベー
ションの事業機会の規模、成功に導くための要件、未来のビジネスモデル、ステー
クホルダーたち、および、より大きな成長が期待できる分野およびセクターについ
て、重要な検討事項を紹介していきます。

3 能動的な患者（パワーペイシェント）とは、たとえばGoogleなどの検索エンジンを利用して自己診断したり、オンライン

で入手できるヘルスケア情報を活用したりして、治療の流れの中で自己決定権を行使する患者などのことです。

疾病の予防、早期診断、

およびモニタリングの

増加を通じて、

2020年までに

全世界での医療費は

70% から56% にまで

減少するでしょう。
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2. 事業機会としての社会イノベーション

A. 社会イノベーションとは何か

急速に変化する現代社会のあちこちに生じる課題を見つけ出し、そして解決するこ
とが世界的に必要とされており、それを背景にして社会イノベーションの考え方が
生まれました。

フロスト＆サリバンは、社会および個人の暮らしを変えるような結果を実現するこ
とが、社会イノベーションであると考えます。それはすなわち、さまざまなセク
ターからテクノロジーや人材を集め、連携する手段としてテクノロジーの融合と IT
を利用し、世の中のメガ・トレンドから生じる社会の主要な課題の解決をめざすこ
とです。

この数年、社会イノベーションという用語を頻繁に目にするようになりました。フ
ロスト＆サリバンで調べてみたところ、実際に多数の用例があり、各社が、それぞ
れ微妙に異なる意味合いで言及している場合もありました。

また、社会イノベーションは、共有価値の創造CSV（Creating Shared Value）の
考え方と深いつながりがあります。CSVには社会における大きな役割があり、企
業、社会的事業、行政府、NGO、慈善団体、公共組織など多くのステークホルダー
がいます。自らのCSV戦略を推進するために社会イノベーションに取り組むと決め
た企業も複数あり、こうした傾向が続くのは間違いないでしょう。

たとえば、ヒューレット・パッカード社（HP）は、「（自社の）広範なポートフォリ
オ、テクノロジー、ノウハウを活用して、世界の主要な社会的課題に取り組むため
に、（中略）、各企業、行政府、NGO、思想的リーダー、社会的起業家、および学
界と協力します」4と述べています。ここで指針となる原則は、社会的、環境的状況
を改善しつつ、経済的な利点も生み出すことです。HP社は、教育、起業、そして
ヘルスケアに特に注力しています。

その一方で、イノベーションのビジネス面における価値をより重視し、収益性のあ
るビジネスモデルで未開の市場を切り開き、進歩を実現するという考え方もありま
す。多くの企業が、社会やコミュニティの取り組みを支援しつつ、こうした成長路
線に沿って多様な製品やソリューションを開発しています。

たとえばインドのタタグループは、「コミュニティの開発をイノベーションに利用す
る」5と表明しています。タタは、“Value for Many”のビジネスモデルに沿って各製
品やソリューションを開発し、従来は製品（自動車など）に手が届かなかった層に
も、安価なベーシック製品を提供しています。実例としては、“Glasses for Masses”
メガネ、および世界最安値の自動車「タタナノ」があります。

4 出典: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/social.html

5 出典: Tata Council for Community Initiatives

社会や

個人の暮らしを

より良くするために

イノベーションを

もたらす。

つまりはテクノロジー、

各種産業、製品、

および金融も含めた

ビジネスモデルの融合。
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一方、CSVとビジネスの価値創造が両立するところで活動している企業もありま
す。たとえば日立製作所は、社会および環境に関するグローバルなニーズを理解す
ることで、持続可能な社会の実現に力を注いでいます。そのために各ステークホル
ダーとの交流を深め、経営や事業の価値創造の中にグローバルなニーズを織り込み、
技術開発とイノベーションに強く注力して社会の課題に応えています。持続可能か
つ利益を生む成長を常にめざしつつ、幅広い顧客からの要望や懸念を解決するソ
リューションを、イノベーションを通じて実現しています。

ここで最も興味深いのは、社会イノベーションに関する見解はそれぞれ微妙に異な
るにも関わらず、共通するテーマが1つあることです。それは「融合」です。すな
わち、テクノロジー、各種産業、製品、および、金融も含めたビジネスモデルを融
合させることです。従来は別個のものとみなされていた各セクターを一つの新製品
およびサービスに融合させ、社会に画期的な変化をもたらしうるイノベーションを
実現します。

フロスト&サリバンが社会イノベーションを定義する際にも、これこそが融合の重要
な要素としてまさに中心に据えられるべきと考えます。将来の社会イノベーション
の実現レベルは、社会の利益の最大化のみではなく、融合の度合いによっても決ま
るということです。

これを踏まえ、また先述した5つのメガ・トレンドへの対応も考慮して、フロス
ト＆サリバンは社会イノベーションを次のように定義します。すなわち、CSV、収
益性のあるビジネス、あるいはそれらの中間にある活動によって共有価値をもたら
し、個人および社会の生活を実質的に改善するような、テクノロジーおよび新ビジ
ネスモデルを展開することです。

B. 社会イノベーションを通じた事業機会の規模

社会イノベーションにおける事業機会がどのくらいの価値を持つかについては、調査
をしても明確にはなっておりません。この用語の新しさと、社会イノベーションへの
取り組みが企業ごとにも異なる現状を考えれば、それもいたしかたないでしょう。

グローバルなGDPは成長を続け、2014年の76.4兆ドルから、2020年には105.5
兆ドルまで増加する見通しです。そして、過去の経験を踏まえれば、これほどの成
長には、社会にとっての大きな事業機会が訪れ、またそれには、数々の課題も伴い
ます。それを裏付けているのが、先述したメガ・トレンドなのです。
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1. 事例: 活動の融合

JUMPSmartMauiの取り組みによる
ハワイのスマート化コミュニティ

JUMPSmartMauiの取り組みは、ハ
ワイ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
変えるために開始されました。

ハワイ州はエネルギーの90% を化石
燃料に依存しており、原油価格の高騰に
よる影響が次第に増大していました。

そこで、複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ス
トラクチャ、およびエネルギー制御
のための自律的な分散型 ITシステム
の適用に集中しました。

JUMPSmartMauiでは、2020年まで
に再生可能エネルギーの調達率を
25% とし、2030年には40% に高めま
す。また、電気自動車（EV）の普及
を最大限に推進します。さらに、グ
リッドのインフラストラクチャを安定
させ、コミュニティの IT基盤を改良
します。これらを通じて、住民生活
の質的向上に寄与することをめざし
ています。

スマートエネルギー スマートカー スマートグリッド

ICT：
・エネルギー制御
・コミュニティ ICT
・サイバーセキュリティ
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エネルギー
ストレージ
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2020年までには、世界全体のGDPが105.5兆ドルになっていると予想されます
が、社会イノベーションのために最大級の需要をもつと思われる、フロスト＆サリ
バンが定義する各セクター（エネルギー、水、輸送、ヘルスケア、製造、建設、お
よび天然資源）は、105.5兆ドルのほぼ40% を占めるようになり、金額としては
ほぼ40兆ドルに上ります。

世界全体のGDPにおける各セクターのシェア（2014年、2020年）

これらは、大きな課題を抱えた産業であり、だからこそ、イノベーションの創出機
会もまた大きいと言えます。社会イノベーションの機会をとらえて、これらの産業
における成長、変化、および社会への影響を推し進めて成果を収めるには、テクノ
ロジーの展開、情報の解析（アナリティクス）、新たなビジネスモデル、そして統合
されたサービス指向のソリューションが成功への原動力となります。

フロスト＆サリバンがグローバルな社会イノベーションの創出機会の規模を調査し
たところ、上記の各産業が2020年のGDPに占める40兆ドルのうち、およそ5%
に相当することが分かりました。これは控えめな推定値ですが、2020年だけでも、
社会イノベーションへの投資ニーズが2兆ドルを上回ることを意味しています。ど
う控えめに見ても、大きな経済的機会といえます。

しかし、新しい挑戦には新たな尺度も必要とされるので、将来には社会イノベー
ションを定量化する上で、その総合的な影響をモニタリングする場合には、市場規
模の数値化に加えて別の新たな方法が必要とされるかも知れません。社会イノベー
ションの真の価値は、それが社会および個々人の暮らしに及ぼす影響を通じて測定
される必要があるでしょう。将来、社会イノベーションの成果は個人の生活の快適
さや幸福、利便性、選択肢の拡大、生活水準の向上、安全な環境、時間の有効活用
とストレスの軽減、安全性などに大きな影響を与えると同時に社会イノベーション
のスケールを実感できるでしょう。社会で暮らす個人が漠然と感じている諸問題を、
イノベーションが実際に解決してみせるのです。
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2. 事例: 伝統的な業界の
新たなビジネスモデル

日立は、鉄道産業で新しいビジネスモ
デルのイノベーションを推進しています

日立は、英国において鉄道車両の納
入および整備サービスを、27年半に
わたって提供する都市間高速鉄道プ
ログラム、 IEP（ Intercity Express

Programme）という画期的なプロジェ
クトを受注しました。鉄道車両のビ
ジネスを、新しいビジネスモデルを
伴うソリューションビジネスへと変
貌させることを視野に入れた動きで
す。このコンセプトは、サービスを
ベースとしたビジネスモデルを中核
とし、日立は契約期間中、車両を定
時運行可能な状態におくことで顧客
からの支払いを受けることができま
す。これにより、従来の固定費モデ
ルを変動費モデルに変えたのです。

電気モーターとディーゼルエンジン
を併用した車両をはじめプロジェク
トで用いられる車両は総計866両であ
り、実証済の技術と英国向けに開発
された技術が採用されています。日
立の運行管理システムを活用し、
TaaSモデルによって運行量の増大、
信頼性の向上、および冗長性の確保
が実現されています。また、より高速
で、切れ目のない走行が可能となり、
乗客にとっての利便性も改善されてい
ます。エネルギー消費や線路の消耗も
減り、安全性も向上しています。さ
らに、TSI（Technical Specification for

Interoperability）およびRGS（Railway

Group Standard）にも準拠しています。

英国において国際的な鉄道ビジネス
を推進するにあたって、日立は同国
内に工場を新築しており、2015年に
完成してからは、当初の目的である
製造、組み立て、および試験の設備
だけではなく、研究開発の役目も担う
予定です。これにより、新たに730名
の雇用が創出されます。

出典: UNSD、IMF、世界銀行、フロスト＆サリバン
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こうした利点および影響が理解されれば、社会イノベーションに投資した企業、行
政府、および社会にとっても、その見返りが感じられることでしょう。人々が、生
活、環境、および社会の改善を実感できれば、社会イノベーションへの投資の価値
を理解してくれるはずです。

イノベーションを通じて情報、インフラストラクチャ、テクノロジー、および新し
いビジネスモデルを正しくバランスさせて社会の福祉を最大化できる企業には、利
益を伴った成長の機会が訪れます。そして、こうした機会の背景には、社会イノ
ベーションの事業機会の総額である2兆ドルが控えているのです。

C. 社会イノベーションの実現に必要なもの

社会イノベーションがめざしている、環境と経済のバランスの上に立つ持続可能な社
会の実現において、成功する企業は他分野や異業種で成果を上げた手法を取り入れ
て独自の革新的な方法を編み出すでしょう。イノベーションの中心にあるのは社会の
問題であり、意思決定と実現のプロセスには新たなつながりの創出が必要です。

今日の社会における課題は、人的および社会的資本を作り上げるための新たな組織
およびネットワークプロセスに併せて、新しいテクノロジーを適用するための革新
的な方法が求められていることです。社会イノベーションを実現するための重要な
仕事の一つは、さまざまなステークホルダー間の調整および仲介です。また、グ
ローバルなニーズを共同で考えるプロセスでは、社会の側（ユーザー、患者、市民
など）からの参加者が多くなります。

社会イノベーションを成功に導くには、多くの要素を考慮した戦略が必要です。企
業および社会にとって持続可能な収益の確保はまた、他にも要素は存在するものの、
社会イノベーションの成功に欠かせない要素です。

こうした成功要因の、最新の動向を以下に述べます。

2020年までには、

グローバルな

社会イノベーションの

事業機会は

2兆ドルを超えるでしょう。
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3. 事例: 革新的な配送モデル

ColaLifeプロジェクトを通じて、家庭
の常備薬を配送するコカ・コーラ社の
アプローチ

2012年に南アフリカ共和国で開始さ
れたColaLifeプロジェクトは、常備
薬を配送するための斬新なモデルを利
用することを目的とした取り組みでし
た。ColaLifeでは、コカ・コーラ社
の既存の流通ネットワークを利用し
て、地方のコミュニティ、いわゆる
「ラストワンマイル」に医薬品を配達
しました。これにより、下痢をした児
童の治療に、「Kit Yamayo」（救命キッ
ト）を使えるようになりました。この
キットには、補水液、亜鉛石けん、
およびコカ・コーラ社作成の教材が
入っています。開始から1年で、この
キットを必要とする児童のうち45%

が、実際にキットを利用できるように
なりました。

コカ・コーラ社が構築した流通体制
のねらいは、消費者がコカ・コーラ
を求めるのと同様の需要と価値を創
り出せるよう支援することでした。
現地の製薬会社や小売業者と協力し
て製品を販売ルートに乗せて配送す
る体制を作り上げ、できあがった枠
組みと流通体制の上で責任と役割を
委譲し、彼らが主体となって運営で
きるようにしました。ColaLifeの取
り組みの目標は、アフリカの他国や、
新興国圏の諸国に拡張する形で、国
際的な影響を与えることです。このよ
うにしてコカ・コーラ社は、Business

to Society（B2S）のビジネスモデルを
通じた統合によるイノベーションを実
証しました。
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社会イノベーションの主要な成功要因

I. 企業の展望/価値観

社会イノベーションの実現に取り組み続ける企業では、誠実さと開拓者精神を明示
した企業展望が定義されています。さらに、企業と社会の持続可能性に関わる収益
性は、中心的な価値観をなしています。

企業の総体的な展望は、世の中の動向を捉えるとともに、困難を乗り越える精神を
伴ったものである必要があります。それは、企業の展望を完全に信頼しており、創
造的、かつ革新的で、起業家精神に富み、生産性が高く、成功体験を積み、周囲に
も好影響を与える従業員の姿にも重なります。

II. Business to Society（B2S）のモデル

B2Sの視点は、「すべてはステークホルダーのために」という考え方と、社会イノ
ベーションの中心をなす要素から生まれました。これはB2BとB2Cのモデルを折
衷したもので、収益や利益および経験の最大化といった従来の諸要素にとらわれず、
数々の社会的なパラメータ（環境、ビジネス倫理など）により注目しています。先
取的な考え方の企業は、B2Sモデルにより強い関心を寄せるでしょう。

既存の配送ネットワークおよび構造でもスケーラブルで、反復可能、かつコストも
かからないビジネスモデルならば、B2Sでも有利であり、成功を収めることができ
ます。同様に、“Value for Many”に注力すれば、社会レベルでの利点は明白ですが、
個人レベルでも、その恩恵は明確に実感できます。

先取的な考え方の企業は、

B2Sモデルに

着目することでしょう。
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企業の
展望 / 価値観

・パイオニア精神
・テクノロジー主導
・持続可能性に注力
・モチベーションのある従業員

・すべてはステークホルダーのために
・Value for Many
・スケーラブルで、コスト効率が高い
・社会の利益、個人への影響

・素早い結果
・いつでも、どこでも
・公共と民間の共同体制
・IT を活用

・テクノロジーの統合
・情報の分析（アナリティクス）
・通信
・アクセシビリティ

・複数の立場を理解
・地元のステークホルダーの利益
・能動的な関わり方
・共通の目標
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出典: フロスト＆サリバン
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III.効果的なステークホルダーマネジメント

社会イノベーションを長期的に成功させるには、地元のステークホルダーおよび受
益者と積極的に関わることが大切です。これを成功させるには、全世界的なメガ・
トレンドが地元に及ぼす影響を理解し、地元のニーズを解決するための地元向け戦
略に、グローバルな展望を織り込むことです。B2Sモデルには複数のステークホル
ダーグループが関わることになる傾向があり、相互に関連した地元のステークホル
ダーのそれぞれに、明確な価値および利点を提示できる統合されたソリューション
を持ち込めれば、社会イノベーションは成功するでしょう。

複数のセクターが関わる状況で、社会、行政府、あるいは産業の各セクターからの
ステークホルダーたちが共通の目標に向かって連携し、そこから共通の利益を共有
している場合には、社会イノベーションが成功する傾向があります。

IV.コラボレーション

複数の国における社会イノベーション活動の実施を成功させるには、国および地域
の社会経済計画の中に、こうした活動を調整して織り込んでおく必要があります。
また、複数のステークホルダー同士で、共同作業をする必要も生じます。大規模で
複雑なプロジェクトでは、革新的で統合されたソリューションを円滑に実現するた
め、高いレベルの協力が不可欠でしょう。

社会イノベーションの支援では、共同作業、および共同でのプロジェクト資金調達
の両方において、官と民の共同体制が重要な役割を果たす場合があります。こうし
たグローバルな共同体制およびプラットフォームを強化しておけば、社会イノベー
ションについて理解を得たり、推進したりする活動がますます効果的になっていき
ます。

一方、ソーシャルメディア（Facebook、Twitterなど）の普及は、人々、コミュニ
ティ、そして地域間の協力をより簡単にし、イノベーションの成功を促しています。

また、ITおよびモバイルサービスにも、共同作業の中で役割を果たす機会が増えて
きています。なぜなら、いつでも、どこでも、ステークホルダーとパートナーたち
にとっては、能力を十分に発揮して、効果的かつ効率的に共同作業を行える手段と
なっているからです。このように、ステークホルダーのプロセスを最適化し、生産
性を高めるよう、リアルタイムまたは非リアルタイムのコミュニケーションが統合
処理されるビジネス環境を指向する傾向がみられます。

一例として、シスコ社とシュルンベルガー社が石油およびガス業界向けにFirst Mile
Wireless for Drilling（FMWD）ソリューションを共同開発した際には、共同のサー
ビスを実現できるよう、完全な共同作業およびデータ共有が可能となっていました。
もう一つの例は “NemID” といいます。デンマークの一般市民向けに開発された独
自のデジタル身分証は、行政や民間で提供されているサービス、たとえばインター
ネットバンキングや郵便を利用するために必要です。
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4. 事例: “Value for Many”
ビジネスモデルの実施例

“Value for Moneyから
“Value for Many”へ

近年、消費活動の共有（シェア）や
共同化（コラボ）が進み、そこから
“Value for Many”のビジネスモデルが
生まれています。このモデルは、新し
く出現した“Bisuness to Society”（B2S）
のモデルにおいても重要な役割を果た
します。たとえば、グルーポンの共同
購入モデルが好例で、インターネット
上で団体購入交渉への参加を呼び掛
けてサービスの値引き条件を引き出
し、他ではありえないような割引を参
加者全員に提供しています。

もう一つ、人気のある “Value for Many”
ビジネスモデルは、シェアやレンタル
の方式です。Zipcarのようなカーシェ
アリングや、Parkatmyhouse.comな
どのようなシェアビジネスにより、自
動車や物品をより安価にレンタルでき
るようになりました。ここでも、競争
力のある価格を提示できる理由は、非
常に多くの会員を獲得していることだ
けです。つまり、「消費者のコミュニ
ティ」という考え方と合わせて、こう
した “Value for Many”のビジネスモデ
ルによって、一人ひとりが所有すると
いう考え方を徐々に変えていき、所有
することよりも実際に使えることをよ
り優先すると大胆に決断すれば、以降
はシェア、レンタル、交換（スワッ
プ）、および物々交換（バーター）と
いった取引形式を選択することができ
ます。このように、何でもシェアする
ことで、何も所有しない方向への動き
は、製品およびサービスがすべて再利
用可能となる、無駄のない新たな循環
経済を作り出しています。
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V. 融合と統合

融合と統合は、社会イノベーションを可能にする重要な原動力であると言えます。
すなわち、統合、融合、および連携を備えたソリューションを実現できる能力が、
成功の要因として欠かせないことを意味します。特に、テクノロジーや情報解析
（アナリティクス）を利用する場合はなおさらです。

たとえば、ヘルスケア業界では、モバイル機器およびソーシャルメディアが重要な
要素となっています。特に、能動的な患者にとっては、より迅速で、かつ必要な情
報に基づいた意思決定に生かすことができます。これには、アナリティクス、すな
わち、情報をリアルタイムで共有、確認、および分析することも含まれます。

IoT（Internet of Things：モノのインターネット）化に伴い、スマートフォン用ア
プリやソーシャルネットワークへのアクセスを利用できるWeb接続デバイスは、社
会に新たなソリューションおよびアクセシビリティを提供する意味合いからも、社
会イノベーションにとってますます重要な推進力となりつつあります。

D. ステークホルダーは誰か

社会イノベーションが最もうまく行くと、ステークホルダーのすべてに価値が行き
渡ります。すなわち、コミュニティは進歩的な変貌を遂げます。行政府の施策もさら
に前進します。企業では、効率と持続可能性が向上します。そして、社会および個々
の市民にとっては、個人の生活の質に関して顕著な改善がみられることでしょう。

社会イノベーション自体、あるいはソリューションプロバイダ自身について述べる
ならば、その重要な要素は、収益性と持続可能な成長です。ソリューションプロバ
イダは、他の業界の企業とも共同で作業するなどして社会イノベーションへの取り
組みの幅を広げ、各プロセス、アナリティクス、および運営に関するソリューショ
ンやイノベーションを提供します。

社会イノベーションの主要なステークホルダー

統合、融合、および
相互につながり対応できる

ソリューションを
実現できる能力が、
成功のためには

欠かせない要素です。
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5. 事例: 複数のステークホルダーに
よる共同作業を伴うモデル

NHS（National Health Service：国民
保険サービス）ブランドを使用した
海外での病院設立

DH（Department of Health：英国保
険省）および UKTI（UK Trade &

Investment：英国貿易投資総省）は、
NHSが海外に病院を設立する際の手
続きをまとめました。

ムーアフィールズ眼科医院はすでに
中東に病院を設けて利益を得ており、
英国政府はNHSもこの事例にならう
ことができると判断しました。2012

年には行政横断の組織であるヘルス
ケアUKを設立し、英国のヘルスケア
関連業者を、海外の見込み顧客とつ
なげる活動が開始されました。

現在20のNHS信託が、NHSブラン
ドを活用してインドにあるヘルスケ
ア業者との共同事業に乗り出すこと
を計画しています。これらの取り組
みは現在審査中であり、もし認めら
れれば、2015年には潜在的合意契約
が結ばれる見込みです。

社会 政府
・NHS の定評を活かして、海外
で追加の収入を生み出すこと
ができました。収益性の高い分
院です。
・収益は、NHSの資金集めの不
足分の削減に充当できました。

ソリューション
プロバイダ

・NHSブランドにとって、そのノ
ウハウを利用して英国の外でも
サービスを提供（販売）するよ
い機会です。

企業
・民間のヘルスケアセクターを
拡張して、広範かつ安価なサー
ビスを提供することを通じて、
インドや中国をはじめとする新
興国の企業に事業機会を提供
します。

・能動的な患者は、自身の健康
に関する情報を入手できます。
・市民が抱く、自らの健康に対す
る不安を解消します。
・英国内の病院サービスを改善
するために、国外から追加の投
資がなされました。
・患者は、NHS の基準に則った
ヘルスケアサービスを国外で
も受けることができます。

政府
持続可能な経済成長に向けての

プレッシャー増大

コミュニティ
コミュニティ / ユーザー / 

患者 / 市民：所有の増加 , 

参画と関心

企業
長期的な企業業績の

指標に着目

社会

出典: フロスト＆サリバン
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地域や国ごとの、政府主導による取り組みの例

3. 成長が見込まれる分野

さて、最も魅力的なニーズ、およびそれに伴う事業機会は、どのような分野に存在
するでしょうか。簡単に答えるならば、社会の課題が融合しており、イノベーショ
ンによって解決するのが最善な分野ならば、すべてが該当します。すなわち、次に
挙げるような状況です。

効率を改善する必要がある（たとえば、送配電とスマートグリッドの成長や、イ○

ンダストリー4.0の登場によって能率や持続可能性の可能性が生じた製造業）

持続可能な開発への支援がある（たとえば、エネルギー、水、ごみ回収、および○

天然資源活用などで、再生可能エネルギー、リサイクル、排水処理、環境に配慮
した食品加工、環境に負荷をかけないパッケージングにおけるイノベーションも
含む）

パラダイムシフトが起きている（たとえば、ヘルスケア関連の投資対象が、治療○

から予防や診断へと世界的に移行していること）

新しいビジネスモデルを通じて多くの人々に価値を届ける必要がある（たとえ○

ば、所有するよりも利用できることを優先した、カーシェアリングのようなモビ
リティソリューションや、公共輸送およびエネルギーマネジメントの分野で魅力
を増しているXaaS（インターネットを通じてサービスが利用できる情報システ
ムの構築・運用に必要な資源。また、そのような事業モデル）

政府や市政に、将来を見越した展望がある（たとえば、スマートシティや持続可○

能な都市のように、お互いに投資やビジネスでの競争をしつつ、環境への悪影響
を抑制し、都市インフラを改良したり、持続可能性を高めたりするために、リー
ダーがテクノロジーの導入を考えているようなところ）

テクノロジー融合の可能性がある（たとえば、ビル、家屋、電力グリッド、水○

道、病院、都市、工場、および交通システムにおける、デジタル情報処理、IoE
（Internet of Everything：あらゆるモノのインターネット）化、アナリティクス）
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6. 事例: 持続可能性、産業の成長、
そして都市開発

インドの産業の成長と都市開発を支
援するダヘジの海水淡水化プラント

インドのデリー・ムンバイ間産業大
動脈は、過去20年間に大規模な産業
成長、人口増加、および都市化を経
験してきました。こうした展開に
よって水資源に巨大なストレスがか
かってしまい、市民の生活の質を改
善すると同時に産業の成長も支援す
るイノベーティブなソリューション創
出の重要な機会が生まれました。
2013年には、日立製作所と、シンガ
ポールの企業Hyflux社からなるコン
ソーシアムが、インドのグジャラート
州のダヘジ経済特別区管理会社であ
るDahej SEZ Ltdとの間で、給水量や
給水価格などの水売買に関する給水
契約（WPA）を締結しました。

このWPAによるビジネスモデルで
は、すべての水インフラがコンソー
シアムによって所有、操業、および
維持整備され、ダヘジは安全で安価
な水の供給を、資産を所有しなくと
も受けることができます。このプロ
ジェクトに基づいて、コンソーシア
ムは給水量33.6万m3/dの海水淡水化
プラントを建設し、今後30年間にわ
たって、工業用水を安定供給するこ
とになっています。このプロジェクト
は日本およびインドの両政府から共
同で支援を受けており、民間セク
ターの資本を利用して、デリーとム
ンバイ間（約1,500km）に工業団地
を建築する計画などもその一部です。

出典: Stanford Social Innovation Review

国/地域 国による取り組み

アメリカ バラク・オバマ大統領は社会イノベーション基金を立ち上げ、助成団体に資金を
渡して、有望な計画に資金を提供するようにしています。

韓国 朴元淳ソウル市長は、社会イノベーションのアプローチをソウル市政に取り入れ
ようとしています。

ヨーロッパ 欧州委員会は、社会イノベーションを助成し、ヨーロッパ大陸にわたって広げる
よう勧告を発しました。

英国 Big Societyなどの取り組みは、最前の社会イノベーションを起こし、スケール
アップするように設計されています。

日本 2011年の津波および原発事故により残された、物理的、文化的、そして地政学
的な意味での多大なダメージからの復興をめざす活動の中で、社会イノベー
ションが急速に根付きつつあります。

フィンランド 科学、イノベーション、そして研究に関する国の諮問機関（SITRA）は、公共入札
において、イノベーションも評価基準の一つにするべきだという勧告を発してい
ます。また、政府の省庁の予算の一部は、イノベーションおよび開発の活動に割
り当てるべきという勧告も発しており、この対象にはサービスにおけるイノベー
ションも含まれると解釈されています。
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そしておそらく最も重要なのは、将来に事業機会が得られる見込みは、融合が進む
中、多岐にわたるニーズを一貫性のある形にし、トータルソリューションとしてま
とめられる企業において最も大きいということです。
    

社会イノベーションの事業機会が急成長している分野

総合的なソリューションを

提供できる企業が、

最も事業機会に

恵まれるでしょう。
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出典: フロスト＆サリバン

4. 最後に

このホワイトペーパーの冒頭で、深刻さを増す人類の課題に対して、どのようなイ
ノベーションが可能かを問いかけました。それは、新しいビジネスモデルや、企業
の収益に貢献し、一般の市民にも有益な製品やサービスでしょうか。

Part 1では、ヘルスケア、エネルギー、運輸、および ICTといった巨大な産業に
関連するこうした疑問について、社会イノベーションがどのように答えるかを確認
してきました。やはり、新しいビジネスモデルや、将来に影響する重要なメガ・ト
レンドに沿った、より優れた製品や新サービスが答えとなるでしょう。そして、市
街に住む個々人や社会の全体が感じる、急速に変化するニーズに対応する上で、社
会イノベーションの立ち位置がいかに理想的であるかを確認しました。これは、大
陸間、各国内、各都市、および通信でつながった住居およびコミュニティのどれに
おいても同じです。私たちの未来が、イノベーションを起こす人たちによって形づ
くられることは間違いありません。

今後数年にイノベーションで成功する者は、多彩なビジネスモデルを新たに繰り出
し、上位の（管理系）製品とクリエイティブなサービスを統合して、総合的なソ
リューションをサービスとすることでしょう。こうした新世代のイノベーションは、
ステークホルダーのための収益と、一般市民の生活改善のバランスを上手にとり、
ビジネスとグローバル社会の両方の進歩に注力することになります。つまり、私た
ちの未来は、社会イノベーションを通じてイノベーションに一心に取り組む人々に
よって開かれていきます。そうした事業機会の規模は、2020年までに2兆ドルにま
で膨らみます。
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Part 2では、社会イノベーションが最も求められている分野の深層分析を含めた上
で、数値データを踏まえて、社会イノベーションの将来像をより詳細に調べる予定
です。また、社会イノベーション事業において主導的な立ち位置にある、企業ビ
ジョンをもったグローバルカンパニーとして日立製作所を取り上げ、実現に至った
画期的なプロジェクトの事例を複数紹介します。詳細な事例研究を通じて、社会イ
ノベーションが、個人、都市、国、大陸、および日常のネット世界のために、豊か
で活発な未来を描くさまを、具体的に示したいと思います。

本調査について

フロスト&サリバンが保有する世界に類を見ないデータベースを活用して、多面的
な方式を用いました。このデータベースは、カバーしている地域、データ項目の種
類、およびデータ収集対象となった業界の数において、世界のどの調査会社にも引
けを取りません。また、社内外のデータソースを活用、1次調査でコンテンツを収
集し、2次調査でコンテンツを拡充、グローバルなメガ・トレンドを特定し、標準
的および例外的なシナリオ分析を通じて、解析および定量化を行いました。今回の
事例のシナリオ分析では、社会イノベーションの価値を推し進め、重要なメガ・ト
レンドを特定および検証する、徹底的な初期調査も含めました。

重要なメガ・トレンドを特定した後で、該当する業界について縦割りのトレンド分
析を行い、各業界内での社会イノベーションの影響と、業界間の影響を調べました。
これらの調査については、個人および社会のレベルの両方で、エンドツーエンドの
顧客ニーズに対応する「サービスとしてのソリューション」と、統合されたトータ
ルソリューションを用いています。次にフロスト＆サリバンは、厳密なデータ主導
のアプローチを用いて市場を定量化し、データの三角測量法でデータを収集して市
場を予測することで、社会イノベーションによって示される、グローバル市場の可
能性の初期数量化を求めました。
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5. はじめに

A. ビジネスで社会イノベーションを実現

コミュニティや社会を大きく変えていく、前向きで持続可能な変化を実現するには、
私たちすべてが発想を転換する必要があります。社会に有益なイノベーションの実
現を目指して、企業は気候変動や交通渋滞、医療問題、資源の需要、水ストレス、
都市開発、産業の成長などといった複雑な課題に、バランスよく対応することが求
められます。しかも、快適さや幸福、利便性、選択肢の拡大、生活水準の向上、安
全な環境、時間の有効活用とストレスの軽減、安全性などと両立させなければなり
ません。

では、人類と社会にとって増える一方の課題に、企業はどのように対応するので
しょうか。そして、新しいビジネスモデル、製品、サービスのイノベーションで企
業に将来的な価値を提供し、地球市民のひとりひとりに利益をもたらす取り組みに
おいて、誰がリーダーシップを発揮するのでしょうか。

本書Part 1の “Social Innovation to answer Societyʼs Challenges”では、社会イノ
ベーションの課題および事業機会をもたらす、5つの重要な世界的メガ・トレンドを
確認しました。それが「都市化」、「スマート化」、「エネルギー」、「交通」、「ヘルス
ケア」です。また、金融を含めたテクノロジー、産業、製品およびビジネスモデル
の集中化が、社会イノベーションの実現に不可欠な要素であるということも指摘し
ました。

フロスト＆サリバンでは、社会イノベーションを「共有価値を実現するような、個
人生活および社会の実質的な改善をもたらす、テクノロジーおよび新ビジネスモデ
ルの展開」であると定義しています。

また、複数のステークホルダーに共通する価値を生み出すモデルを通じて社会イノ
ベーションがもたらす市場規模は、2020年までに2兆ドルに達するということも明
らかにしました。社会を前進させるために必要な投資という点からも、あるいはプ
ロセス、分析、営業に関するソリューションとイノベーションを達成するために企
業各社がコラボレーションによって有益かつ持続可能な成長を模索するという観点
からも、これほどの市場規模は無視できません。

Part 2では、実際に社会イノベーションが起きている現場に目を向け、真のコラボ
レーションが地域の差を超えてバリューチェーンにも届いている状況も考察しなが
ら、社会イノベーションの未来の次なる局面を探ります。社会イノベーションが最
も強く求められているのはどこかを詳しく調べ、詳細なケーススタディーも紹介し
ながら、個々人、都市、各国、大陸、そして通信でつながったこの世界のために豊
かで魅力的な未来を築く原動力として、社会イノベーションがどう貢献しているか
を具体的に見ていこうと思います。

Part 2: Social Innovation in Action
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B. グローバルな社会イノベーションのビジョナリー企業としての日立

Part 2では、日立とその社会イノベーション事業についても紹介します。社会イノ
ベーションという分野でリーダーシップを発揮しながら、日立がいかにしてグロー
バルなビジョナリー企業となったのかを解き明かし、また世界各国のさまざまな業
種で画期的なプロジェクトを実践している例もいくつか取り上げていきます。

日立の創業は、鉱山機械の修理工場として出発した1910年にさかのぼります。当
時の日本は生産も技術も多くを輸入に依存していましたが、日立の創業者である小
平浪平は、独自の資源、すなわち自分たち自身の活用をめざしました。それ以来、
日立は「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献すること」を企業理念と
していますが、それらを現在の重点事業と対応させるならば、IoT、クラウドコン
ピューティング、ビッグデータ、情報分析などの統合による社会インフラの強化と
なります。

現在の日立グループは、インフラシステム、情報・通信システム、電力システム、
建設機械、高機能材料・部品、オートモーティブシステム、金融サービスなど多様
な事業を展開しており、グループ全体の売上高は934億ドル、従業員数は32万人に
達しています。最近は、グローバルな統合ソリューションによって各事業部門の発
展を進めているところです。

日立では、グループのあるべき姿を「日立は、社会が直面する課題にイノベーショ
ンで応えます。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、活気
あふれる世界をめざします」というメッセージに込め、「日立グループ・ビジョン」
を策定しました。

新しいビジョンでは、社会イノベーションに必要な新しい成長と革新的なソリュー
ションを顧客とともに推進しようとします。日立にとって新しい段階となるこの変
革に欠かせないのは、世界経済とのつながりを深め、社会にとっての付加価値を実
現することによって、成長を前提とした真にグローバルな企業となることです。

日立は、

社会が直面する課題に

イノベーションで応えます。

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、

活気あふれる世界を

めざします。
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6. 社会イノベーションの推進

日立は、サービスの拡大によってソリューションの統合と最新 IT機能の活用を実現
することに重点を置き、社会イノベーションの分野におけるオピニオンリーダーお
よび市場リーダーとして自らを位置付けようとしています。前述したグローバルな
メガ・トレンドによって社会イノベーションの必要性を後押しするような環境が育
まれている中で、活躍できる絶好の立ち位置です。

日立は、社会イノベーション事業を暮らしに反映させる上で不可欠な要素として、
コラボレーションによる創造のプロセスにも力を注いでいます。これは、単にどん
なステークホルダーとも協力するということではなく、（後述するように）技術革新
を新たなビジネスモデルに統合し、ITと産業・社会インフラとを融合させることを
意味します。

以下の各節では、社会イノベーションを実現する上でコラボレーションが果たす重
要性について、詳しく考察します。

A. 複数の地域およびバリューチェーンにおけるコラボレーション

社会イノベーションと、B2Sのビジネスモデルのどちらも、それを根底で支えるの
は（どのような形態であれ）コラボレーションであるとフロスト＆サリバンは考え
ています。プロジェクトは大規模かつ複雑になりがちであるため、革新的な統合ソ
リューションを円滑に実現するには、高度なコラボレーションが常に求められます。

社会イノベーションに関する本書Part 1の “Social Innovation to answer Societyʼs
Challenges”には、こう書かれています。「複数の国における社会イノベーション活
動の実施を成功させるには、国および地域の社会経済計画の中に、こうした活動を
調整して織り込んでおく必要があります。また、複数のステークホルダー同士で、
共同作業をする必要も生じます」。

イノベーションが成功する上で、企業と人、地域社会、事業部門、都市や国の間の
コラボレーションがいかに大切であるか明らかにしました。また、メガ・トレンド
の融合が及ぼす地域への影響とグローバルな影響に直接対応する上で、コラボレー
ションが不可欠であることも確認されました。

しかし、その次のレベルを考えると、到達すべき点はさらに先にあります。それは、
単に顧客にリーチするためのコラボレーションにとどまらず、あらゆるサプライヤー
およびパートナーと社会イノベーションの原則を共有し、ともに価値を生み出して
いくことにほかなりません。

あらゆるサプライヤー
およびパートナーと
社会イノベーションの
原則を共有し、

共通の価値を創出する。
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こうした深いコラボレーションが成立する土台には、社会イノベーションに関する
以下の事実があります。

多機能かつ学際的であり、複数の部門、ステークホルダー、また多くの場合は・
複数の国にまたがる問題の解決に直結しています。たとえば、スマートシティの
プロジェクトでは、エネルギー、水、交通、教育、ヘルスケア、建設など多岐に
わたる機能に関して、都市の複数の部署間で IT統合と変更管理について取りま
とめます。法人顧客に向けたソリューションであれば、複数の国にまたがってい
ることも少なくない複数の拠点や企業部門で、ソリューションの統合が必要にな
る場合もあります。

供給ではなく需要（社会の課題に対処する上での必要性）主導型であるため、・
ソリューションとサービスはすべて顧客の立場から開発されます。たとえば大量
輸送の場合、市民が求めるのはただ、時間に正確で快適、手頃な値段で安全に
利用できる、信頼性と利便性の高い輸送ソリューションです。

顧客ひとりひとりと向き合い、それぞれに固有の問題に合わせて作られるソ・
リューションおよびサービスを基盤にします。たとえば医療の場合、地域や国が
異なれば、住民の健康意識も大幅に変わります。そのため、各地の環境に応じ
た革新的な診断ソリューションによって、迅速で正確、親切で利用しやすく費
用対効果も高いソリューションを提供する必要があります。

レベルの高いイノベーションの成果であり、しばしば斬新なソリューションを伴・
うため、あらゆるステークホルダーの高度な学習と反復によって、フィードバッ
クループと継続的な改善が成立する循環的なバリューチェーンが成立します。た
とえば製造業の場合、工場のスマート化が現実となりつつあり、複雑なバリュー
チェーンもコラボレーションとフィードバックを通じて継続的に最適化されてい
ます。

社会イノベーションの循環的なバリューチェーン

 

 

 

 

 

 

 

試験的な研究 

製造・調達  

データ分析  

社会イノベーション
 

 

プロセスの強化 

顧客および
ステークホルダー
からのフィードバック

顧客診断

ソリューション設計

製品・システム

IT統合
システム運用

サービスの
創出と提供

出典: フロスト＆サリバン



Social Innovation in Action

© 2014 Frost & Sullivan

www.frost.com27

サービスのイノベーションとB2Sのビジネスモデルは、ソリューションとサービス
を社会に提供する新たな方法を切りひらきました。しかし、社会イノベーションを
実現しようとする企業が真の成功を収めるには、バリューチェーン全体でイノベー
ションのプロセスを開発、提供、管理しなければなりません。これには、以下の条
件が必要です。

複数の民間企業とともに、あるいはPPP（Public-Private Partnership）により、・
パートナーシップを通じてソリューションとサービスを提供します

バリューチェーンの全体でサプライヤーのイノベーションを進めます・

ITやインフラなどのビジネス分野を超えたコラボレーションを促進します・

共同制作・共同作成を奨励し、エンドユーザーを設計・配信プロセスに直結し・
ます

ソリューションの設計についても、またコラボレーション向上に必要なフィード・
バックループについても、市民、地域社会、企業、民間組織、地方自治体や中
央政府の創意工夫を取り込むオープンなイノベーションを推進します

試験的な研究を開発し、ソリューションの全面的な配備に先立ってあらゆるス・
テークホルダーグループを巻き込みます

その好例が、ハワイでスマートコミュニティを築くために日立が進めている
「JUMPSmartMaui」プロジェクトです。ハワイは石油などの化石燃料への依存度が
高く、複数のステークホルダーによるコラボレーションを通じて現状に対処するた
めに計画されました。エネルギーおよび輸送のインフラと、自律的な分散型 ITシス
テムによるエネルギー制御をめざす構想です。

このコラボレーションは、ローカルでのソリューションの最適化に焦点を当てつつ
も、まさにグローバルに展開されています。このプロジェクトを推進するために日
立は、日本の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、みずほ
銀行、およびサイバーディフェンス研究所と協力し、同プロジェクトのあらゆる領
域とバリューチェーンにわたってイノベーションを実現しています。米国では、こ
のコラボレーションが地方の公共事業、開発委員会、大学、研究施設、エネルギー
機関、地方自治体にまで広く及んでいます。

B. 業界における成長のチャンス

では、社会イノベーションが最大の影響力を持ち、最大の事業機会につながるのは
どんな産業であり、実際にどこでそれが起きているのでしょうか。言い方を変えるな
ら、社会イノベーションが最も必要とされているのは、どんな場面なのでしょうか。

それは、社会の課題が融合している分野です。そして、新しいテクノロジーやビジネ
スモデル、有力なソリューションを展開することによって、すべてのステークホルダー
により良い結果をもたらすことができる分野です。

ソリューションの

設計についても、

またコラボレーション向上に

必要なフィードバック

ループについても、

市民、地域社会、企業、民間組織、

地方自治体や中央政府の

創意工夫を取り込む

オープンなイノベーション。
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社会イノベーションの事業機会が大きい分野

具体的には、以下のような産業です。

エネルギー。全世界の電気需要は2020年まで毎年2.2%以上の伸びが続きます。・
その一方では、二酸化炭素の排出量を抑え、消費地でのエネルギー管理のス
マート化も進めなければなりません。

水。省エネと水ストレスの点から、淡水化や廃水リサイクル、スマートウォー・
ターネットワークのイノベーションが求められています。全世界の水利ネット
ワークの30%は2020年までにスマート化されます。

天然資源。食糧と燃料の需要が増え続けることから、サプライチェーンの持続・
可能性に対する期待が高まり、資源の有効利用と廃棄物の回収についても機会
が広がっています。

輸送・ロジスティクス。全世界の高速鉄道網の総延長距離は、現在の45,000km・
から2020年には70,000kmに達すると言われています。また、都市交通の複数
の交通機関を連携させるマルチモーダル化も進んでおり、2020年までにはカー
シェアリングの利用者が2,620万人に達し、100万か所の駐車場でセンサーを利
用したリアルタイムの駐車情報が配信されるようになります。

ヘルスケア。予防、診断、モニタリングに対する投資額が総支出に占める比率・
は、2014年の30%から2020年までにほぼ45%に達します。これは、ヘルスケ
アのパラダイムが治療から予防・診断にシフトしつつあるという証しです。

製造・建設。この分野では、IoT、データ分析、クラウドコンピューティングに・
よって製造工程のスマート化とプロセスのデジタル化が可能になってきました。
「インダストリー4.0」の登場で、資源の有効利用と持続可能性も促されています。

都市開発。都市環境に居住する人口は、2020年までに全体の55%を超えると・
予測されています。そうした世界では、医療、エネルギー、建設、輸送、行政
の各分野を結ぶインフラのインテリジェンスおよび統合のレベルに向上が求めら
れています。

しかも、各産業とサプライチェーンの動向がまったく関連しないことは、最近では
近年ではまれです。各産業と5つのメガ・トレンドを合わせて考察してみると、そ
の傾向はさらに明白になり、分野別に見た社会イノベーションの事業機会も明らか
になってきます。

出典: フロスト＆サリバン
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メガ・トレンドがもたらす産業別のイノベーション分野

都市化 スマート化 ヘルスケア 交通 エネルギー

エネルギー

再生可能エネルギー●

原子力●

デマンドサイド●

マネジメント

スマートグリッド、●

需要対応
スマートホーム●

エネルギーフロー・●

再生テクノロジー
再生エネルギーの●

統合

CO2削減●

再生可能エネルギー●

エネルギーハーベス●

ティング

バッテリー●

代替燃料●

EVインフラ●

貯蔵●

統合マネジメント●

省エネ●

分散型エネルギー●

水

集水●

水資源の再利用●

中水道リサイクル●

雨水●

スマートウォーター●

グリッド
スマートメーター●

漏水検出●

水質管理●

汚水処理●

水利●

干ばつ対策●

移動式水処理●

治水管理●

省エネ●

淡水化プラント●

水・エネルギーネクサス●

天然資源

食糧供給●

持続可能な供給●

地産地消●

燃料供給●

コンサルティング●

予測・モデル化●

食品の衛生管理●

食品の安全性●

代替燃料●

サプライチェーンの●

持続可能性

廃棄物からの●

エネルギー生成
資源保全の効率化●

輸送

市内および都市間交通●

の連携
公共輸送機関●

都市交通●

高速鉄道●

スマートモビリティ●

TMS（Transport●

Management
System）

車内の健康管理●

エルゴノミクス●

（人間工学）デザイン
乗員の健康管理●

運転手の診断●

統合モビリティ●

経路計画●

カーシェアリング・●

カープール
ロボットカー●

ダイナミックパーキング●

EV充電のソフトウェア●

およびサービス
アライアンス/共通請求●

ロジスティクス

合同集積所●

ラストマイル配送●

オフピーク配送●

サプライチェーン管理：●

LBS（Location Based
Services）の追跡・追尾

資産の管理・追跡●

資産の安全性・●

セキュリティ
リアルタイム追跡●

サプライチェーンの●

持続可能性
フレックスタイム配送●

インテリジェント●

ロボット
無人飛行宅配サービス●

車両共有●

ハイブリッド車両●

保有車両の分極化●

省エネ●

代替燃料●

省エネ
代替燃料

セルフモニタリング●

医療データ交換●

ハブ＆スポーク型の●

病院医療

記録の統合●

eヘルスとmヘルス●

（モバイルヘルス）
データ分析・●

ビジネス分析
ウエアラブルデバイス●

インプラント対応●

セルフモニタリング：●

頭と心と体
遺伝子組み換え作物●

フィットネスアプリケー●

ション
バイタルトラッキング●

移動式モニタリング●

予測分析●

健康促進交通機関●

病院施設での●

モビリティ

UPS（無停電源装置）●

ペースメーカーのため●

のバックアップ
医療機器のバッテリー●

自然エネルギーを利用●

した病院施設

製造・建設

ニアソーシング※1●

持続可能な製造●

インダストリアル●

インターネット

インダストリー4.0●

スマートファクトリー●

クラウドコンピューティ●

ング
資産追跡●

プロセスのデジタル化●

従業員の健康●

排出削減●

最新のロボット工学●

工場のモビリティ●

リモートの状態●

モニタリング
省エネとFEMS●

（Factory Energy
Management System）

都市開発

輸送ハブ（空港など）●

巨大プロジェクト●

プロジェクト予算●

PPP●

スマートシティと●

シティ3.0※2

安全都市●

医療都市●

位置ベースの●

モニタリング
患者ポータル●

家庭医療と●

遠隔通信医療

EV充電インフラ● ゼロエネルギーハウス●

出典: フロスト＆サリバン※1  製品の開発現場と顧客、プロバイダーが同じタイムゾーンに属し、リアルタイム・コミュニケーションが実現できる製品調達

※2  IoTの実現により、都市開発がイノベーションのハブになるというコンセプト
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重要な要因が集中している顕著な例が、輸送とロジスティクスの業界です。石油消
費量の60%、CO2排出量の30%を輸送機関が占めているということを前提に考え
ると、社会イノベーションが大きく発展する領域としては、自動車、列車、航空機、
船舶について自動化、スマート化、クリーン化を推進し、快適性、安全性、静粛性
を高めることが筆頭にあげられます。また、都市部で交通量と渋滞を緩和し、イン
テリジェントなモビリティを改善して乗客の居住性を強化するためには、革新的な
輸送管理と情報システム、高度な旅客サービス、効率的なロジスティクスおよび建
設・保守技術が特に重要になってきます。

たとえば、鉄道輸送の分野において日立は、英国の IEP（都市間高速鉄道計画）向
けに車両製造と保守事業を提供するという、整備保守を踏まえた鉄道事業のコンセ
プトを開発しました。契約期間は27年半ですが、顧客はその契約期間を通じて、定
刻どおり運行された乗客輸送について支払いを行うというシステムです。従来のよ
うな固定費用制から変動費用制に変わるため、初期投資が大幅に削減されます。こ
れは、地域住民の現在および将来の輸送ニーズに対処する上で、B2Sビジネスの画
期的なモデルと言えます。

社会イノベーションは、都市開発のニーズに応じるという点でも最優先課題となっ
ています。それは、単にスマートシティという観点からだけではありません。投資
家や企業、社会をひきつけ、都市の関係部署間で新しい形の協力態勢を確立すると
いう意味でも重要になっているのです。「シティ3.0」というビジョン（IoTを通じて
都市がイノベーションのハブとなる）には、継続的な変化をマネジメントするプロ
グラムと ITの統合が企業に求められるでしょう。

電気自動車（EV）充電インフラのイノベーションも、特に注目を集めています。た
とえばUK Power Networksは、新しいスマート制御システムを介してEV充電ス
テーションを負荷管理のリソースとして利用する計画を試験的に運用しています。
この試験運用は、「低炭素ロンドン（Low Carbon London）」プロジェクトの一環
であり、能動的なネットワーク管理ソフトウェアを利用して電気グリッドのボトル
ネックについてのデータをリアルタイムで集め、グリッド過負荷の低減に必要な緩
和策を計算・実施するものです。

ヘルスケアの分野でも新しいサービスモデルが登場しています。従来の医療施設で
は、財政上の制約を受けたり、十分なスペースを確保できなかったりといった問題
が生じているからです。アジアの多くや中東、インドには「医療都市」が誕生して
おり、ポーランドやブラジルなどの国では、医療ツーリズムの結果として専門に特
化した施設も見られるようになっています。また、時間の余裕はなくとも自費負担
の用意がある患者のために、時間外診療に応じる高価値医療も生まれつつあります。

IoTの実現により、

都市開発がイノベーションの

ハブになるという

「シティ3.0」では、

継続的な変化を
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広範囲で持続可能な開発（エネルギー、水、廃棄物回収、天然資源の利用など）に
貢献する製品、プロセス、サービスを生み出すことに対してもニーズは高まってい
ます。イノベーションが期待されている分野としては、世界中でかつてないほど急
激に発展しつつある再生可能エネルギーのほか、資源のリサイクル、廃水処理、環
境に適した食品処理、包装のエコ化などがあげられます。

持続可能性と再生可能エネルギーの分野で見ると、日立は洋上風力発電施設の開発
を進めており、日本を皮切りに今では全世界に広がっています。2MWを出力する洋
上風力発電のソリューションが、当初は風力タービンの技術を持つ富士重工との協
力で、後には日立が同部門を買収する形で進められ、現在ではさらに5MW技術の
開発に移っています。「ウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所」の出力電力
は、現在14MWです。また日立は IT技術も活用しており、風力発電所の電力制御技
術と相互接続安定化システムを統合しています。

一方、ドイツの製造業界は「インダストリー4.0」と呼ばれる第4の産業革命を迎え
ようとしており、2020年以降には持続可能で効率的な生産手法が誕生することが期
待されています。製品のイノベーション、コラボレーションの発達、運用プロセス
の強化、サイバーフィジカルプロダクションに支えられ、また IoTやデータ分析にも
後押しされて、社会イノベーションに関連するチャンスは大きく広がります。

ここからは、各産業、各地域で展開されている社会イノベーションの事例を紹介し
ていきます。日立が、グローバルなビジョナリー企業として、社会イノベーション
を牽引していることはすでにご紹介しました。その日立が進めている画期的なプロ
ジェクトを取り上げながら、現代社会が抱える多方面の課題に応えるために日立が
いかにイノベーションを実現しているか、その現状を見ていくことにしましょう。

7. 日立が展開している社会イノベーションの紹介

一点集中の加速はいやおうなく進んでいます。そうした中で将来性を秘めているの
は、グローバルなメガ・トレンドに乗り、テクノロジーとB2Sビジネスモデルに
よって成立するトータルなソリューションをまとめ上げて、矛盾のない一貫した姿勢
でいくつものニーズに対処できる企業であるとフロスト＆サリバンは考えています。

世界中で生活水準の向上を図るという自明の目標を掲げた日立の社会イノベーショ
ン事業は、技術革新と新たなビジネスモデルとの融合、コラボレーション、そして
社会インフラの開発、発展、強化をその基盤に置いています。

2020年以降には

持続可能で効率的な

生産手法が誕生することが

期待されています。
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社会イノベーションの戦略とビジョンを長年にわたって進化させてきた結果、日立
の社会イノベーション事業では6つの技術分野が柱になっています。

水 日立は、制御と運用に必要なシステムやテクノロジーをはじめとして、イン・
テリジェントな水処理および廃水処理のソリューションを、複雑多岐に広がる範
囲で提供しています。日立が提供しているシステムは、日本におけるモニタリン
グや制御ソリューションのほか、イラクやインドで成功を収めている淡水化プロ
ジェクト、スリランカで進められている最新の水処理プロジェクト、トルコでの
廃水リサイクルなど数千に及んでいます。

ヘルスケア 日立は、健康で安全な社会をサポートするために、多種多様なテク・
ノロジー、システム、データ管理ソリューションを展開しています。イノベー
ションは、陽子線がん治療システムから、自動分析システム、介護ビジネスソ
リューションまでを網羅しています。社会イノベーションの事例としては、ブラ
ジルとエジプトにおける画像診断装置、顕微鏡を使った高度なSTEM1教育（米
国）、病院の効率化を図るソリューション（デンマーク）などがあげられます。

エネルギー 従来方式の発電でも再生可能エネルギーの利用でも、あるいは IT・
の専門知識を活用して電気の需給バランスを図るスマートグリッドにおいても、
日立はその効率、安定性、セキュリティの向上をめざすテクノロジーとソリュー
ションに力を注いでいます。日本の太陽光発電システム、北米で化石燃料発電
による排出量を削減するために進められている原子力発電所の設備およびサポー
トサービス、英国の風力発電施設における電圧制御、英国マンチェスターで実
施されている「スマートコミュニティプロジェクト」などがこれにあたります。

輸送 日立は、電子技術と電気機械技術を駆使して次世代自動車の開発に取り・
組んでいます。また、鉄道（車両の設計・製造、オペレーション管理、監視と
制御、情報サービス、保守など）、道路（EVテクノロジー、交通管理など）、空
港の管理と制御といった各方面でシステムインテグレーターとしても活動してい
ます。モビリティの事例としては、ブラジルの通勤鉄道システム、韓国の軽量車
両、英国における運行サービスをベースとしたビジネスモデル、沖縄における
EV充電管理ソリューションなどが展開されています。オートモティブについて
は、電動パワートレイン、エンジン管理システム、駆動制御、車載情報システ
ムの各分野で、環境効率と安全性、情報管理を目標とした製品とソリューショ
ンに重点を置いています。

1 Science, Technology, Engineering and Mathematics（科学、技術、エンジニアリング、数学）のこと
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IT 日立は、先進の ITに基づいて国家、社会、産業のインフラを構築していま・
す。ドイツスペースオペレーションセンター（German Space Operations
Center）のデータ管理ソリューションから、日本で農業の持続可能性と効率を
サポートするための IT活用まで、多種多様なプロジェクトに利用されています。

セキュリティ 日立は、公共施設、企業、重要インフラ、および都市の安全性と・
セキュリティを維持するために、物理セキュリティとサイバーセキュリティの両
方のソリューションを提供しています。サイバー攻撃を検出・予防してデータを
安全に保護する生体認証、高度な監視・災害対策サポートシステム、データ保
護システムなどです。インドでは最新ATM設備に、ポーランドでは銀行用の指
静脈認証テクノロジーとして活用されています。

フロスト＆サリバンは、日立の社会イノベーション事業について詳細な監視と分析
を続けてきました。社会イノベーションが実施されている数々の実例を見ていく上
で特に注目したのが、社会イノベーションを定義する中心的な柱という観点です。
すなわち、社会イノベーションを求める最も切実なニーズとして前述した、メガ・
トレンドとの適合、社会的な影響、テクノロジーの集中化、ローカルとグローバル
の動的なコラボレーション、各産業との関連性です。

実施されている社会イノベーションで影響の大きい実例

メガ・トレンドとの適合

社会イノベーション
プロジェクトの例

テクノロジーの集中化

B2Sのコラボレーション

社会的な影響

柏の葉
スマートシティ
（日本）

ヒルトンホテルの
中水道処理
（トルコ）

IT管理による
ヘルスケア
（英国）

KORAILのヌリロ鉄道
ソリューション
（韓国）

サービスとしての
省エネ
（北米）

ダヘジ淡水化
プロジェクト
（インド）

HMプラントの
グローバル e-サービス

（英国）

Santa Casa de Avaré
病院における
医療用画像診断
（ブラジル）

出典: フロスト＆サリバン
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日立が全世界で展開している注目すべき社会イノベーションの例は多数ありますが、
フロスト＆サリバンの綿密な調査の結果、日立がさまざまな地域、産業、メガ・ト
レンドにわたって遂行している社会イノベーション事業のうち、特に興味深い事例
として8件のプロジェクトが浮上しました。この8件のプロジェクトについて、以下
の点に特に注目して分析を行いました。

メガ・トレンドとの適合。地球規模の重要なメガ・トレンド、すなわち「都市・
化」、「スマート化」、「エネルギー」、「交通」、「ヘルスケア」について、各プロ
ジェクトが対応しているレベルを評価しました。

テクノロジーの集中化。統合と集中化、接続の進んだソリューションの提供につ・
いての評価です。

B2Sのコラボレーション。ステークホルダーグループ間でのコラボレーションに・
ついての評価です。パートナーシップ、サプライヤーとの協力によるイノベー
ション、共同制作や共同作成、フィードバックループを伴うオープンなイノベー
ション、コラボレーションによる試験的な研究などの重要な要素を調査しました。

社会的な影響。地域の住民や全世界の市民の利益に対して各プロジェクトが及・
ぼす明確な影響のレベルと、具体的な政策や要件に対処しているレベルについて
の評価です。

以上の基準に基づいて、これら8件のプロジェクトは日立が社会イノベーション事
業において展開しているテクノロジー、ソリューション、サービス、コラボレー
ション、ビジネスモデルの多様さを物語る格好の事例であると結論しました。これ
以降の各項では、社会イノベーションが社会に及ぼしているビジネス上の影響と社会
的な影響を示すケーススタディーとして、これら8件のプロジェクトを紹介します。

1. トルコ | ヒルトン・イスタンブールの水処理

水という不可欠な資源が、危機に瀕しています。人口増加のため、全世界で利用可
能な水資源の総量が2025年には35%も不足すると予測されています。世界中のほ
とんどの地域は、老朽化したパイプラインの刷新や交換、給水容量の増加、運用効
率の改善など、水と衛生管理のインフラに関する課題を抱えているからです。60億
に達した人口が、利用可能と推定される水量のうち54%をすでに利用しています
が、2050年までに世界人口は90億人に達し、固定の水道に対する需要はますます
高くなります。

こうした水の利用を維持し、社会的に巨大な難題に対処する方策を見いだすために
は、新しいイノベーションが必要になります。イスタンブールのように人口密度の
高い大都市では、これが特に深刻です。日立は、こうした喫緊の社会問題にその地
域で対応するためのスマートなアプローチを探しています。その実証例が、この
ケーススタディーに見るヒルトンホテルの例です。

2050年までに

世界人口は90億人に達し、

水の需要は

ますます高くなります。
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日立がイスタンブールのヒルトンホテルに提供しているシステムは、水の消費量を
5年間で10%削減します。これは、ヒルトンホテルが地域社会への貢献を続け、資
源管理インフラの管理という責任を果たすための、持続可能性に向けた一歩です。

日立はヒルトンホテルとの協力のもと、ホテル環境のさまざまな需要に応えうる再
利用システムを共同で作成する必要がありました。中水道の流量が1日を通じて変
化するからです。そのため、日立はフローバルブを設置し、余剰の中水道水を利用
できるように調整タンクにつなぎました。

日立のソリューションによって、ヒルトンホテルは最先端テクノロジーの活用と、
環境適合性とを両立させています。このユニットは現在、1日当たり75～85立方
メートルの中水道を処理しています。洗面台やシャワーで利用された中水道水は、
処理を経て水洗トイレに再利用され、約6ヘクタールの庭園にも供給されています。

ヒルトン・イスタンブールにとっての投資利益率と、地域社会への貢献がともに達
成されています。この事例では、イスタンブールのような大都市において持続可能
な水資源管理を求める現実的な需要が、日立のイノベーションを推し進め、顧客の
要求に基づいてソリューションを共同で達成するという道を切りひらいたのです。

「私たちは、装置の性能を常時測定しており、過去
2年間で6万立方メートルの水が見事に処理された
のを確認しました。しかも処理能力にはまだ余力
があります。240室だけをつないだ状態でこの間
に達成された経費削減から見ても、初期投資はす
でに十分に回収されたと言えます」

ヒルトン・イスタンブール主任エンジニア
Hamit Yalazer氏
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2. 日本 | 柏の葉スマートシティ

スマートシティは、主な当事者がパートナーシップを通じてソリューションを提供
する共生的な環境です。スマートシティ市場が発展するペースは、各企業が相互の
バリューチェーンをどのくらい迅速に融合し利用できるかによって決まります。気
候変動についての懸念と都市化の傾向があいまって、省エネ化の推進と二酸化炭素
排出量の削減をめぐって都市が大きい役割を果たすことは必然です。その一方では、
燃料供給のセキュリティと価格を考慮してエネルギーの回復性も求められています。
2025年までには全世界でメガシティが35都市に達するとフロスト＆サリバンは予
測しており、これは都市ソリューションの大きなチャンスであると言えます。

柏の葉スマートシティでは、コラボレーションによる改良が他にはないプロセスで
進んでいます。柏の葉スマートシティの成立と存続において日立が果たしている中
心的な役割は、パートナーシップを前提とした共同体のスキルを利用することです。
共に暮らすだけでなく、オープンなイノベーションに取り組む、そのような町づく
りが進められています。このプロジェクトは、都市に影響する多くのメガ・トレン
ド（中でも「スマート化による新たな環境保護」と「都市化」）に対処した、未来の
モデルです。

日本は、短期間に多くの問題を経験しています。急激な都市化や、自動車の増加に
伴うエネルギーと環境の問題、そして自然災害も後を絶ちません。日立は日本の多
くの都市でこうした問題に関わってきた経験から、将来的にも持続可能な都市開発
のためには、あらゆるステークホルダーから幅広い支援を受けながら社会問題の解
決に取り組むというアプローチが不可欠であると考えています。東京は、2025年の
時点で最も巨大なメガシティとなります。人口は3,870万人に達し、世界の他の都
市の先例となるはずです。柏の葉スマートシティをはじめとして日立が進めている
スマートシティのアプローチは、これからの社会にとって不可欠になるでしょう。

柏の葉スマートシティでは、日立のエネルギーマネジメントシステムによって、エ
ネルギーに関する集中管理、需要予測、需給情報の提供が実現しています。それを
可能にしているのが、スマートセンターを介して行われている完全・明瞭なエネル
ギーのビジュアル化です。各オフィス、ショッピングセンター、住宅、公共施設な
どには地域および中央のシステムが設置されており、そこからデータが収集されて
います。さらに、電気グリッドは太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー
とリンクしており、安定した運転に欠かせない設備の中核として、蓄電システムを
備えた分散型の電力設備が利用されています。これらをリンクして管理することに
よって、この地域では柔軟な電力のやり取りが可能になり、真にスマートで効率的
な都市のソリューションが実現したのです。

日立のエネルギー管理

システムによって、

エネルギーに関する

集中管理、需要予測、

需給情報の提供が

実現しています。
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日立は、バリューチェーンのパートナーシップを通じて、コラボレーションに必要
な触媒となることで、柏の葉スマートシティのような町のスマート化を実現し、先進
のエネルギーマネジメントソリューションで市民が利益を受けられる環境を達成し
ました。

日本 | 柏の葉スマートシティ

3. 英国 | マンチェスター国民保健サービス

市民の健康を増進することは、特に大きい世界的なメガ・トレンドのひとつです。
データと情報を有効利用して、知見に基づく予測的な医療を導入することで、高齢
化、慢性病の長期的な進行、増加の一途をたどる医療費の問題など、住民や社会が
抱えている負担を一部なりとも解消できる兆しが生まれています。次のケーススタ
ディーでは、B2Sのコラボレーションに関わるステークホルダーの間で、テクノロ
ジーを駆使して世界的な問題を効果的に対処した事例を紹介します。

英国では、高齢者の間で糖尿病などの慢性病が非常に多くなっており（40歳未満の
14%と比較して、60歳以上では58%）、その数値は貧困層になるとさらに跳ね上が
ります（富裕層と比べて、最貧層では罹患率が60%も高く、30%は病状も深刻で
す）。現在、一般開業医のもとを訪れる患者のおよそ50%、外来予約の64%、そし
て入院患者の間では実に70%を慢性病患者が占めています。慢性病を抱える患者の
治療・介護は、総医療費と社会福祉費のうち10ポンド当たり7ポンドに迫ると推定
されるほどです。

スマートシティ
システム

スマートシティの
機能

日立の
サービス

市政管理
スマート
センターの
運用

情報の
ビジュアル化

エネルギーの
管理

エネルギーの
貯蓄

エネルギーの
生成

省エネ設備

マス
能機

のィテシトーマ
ステムム

ィ
テシ
ト
スシ
シテテシマ トマーマスス

スビビスーサ
の立日

出典: フロスト＆サリバン
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慢性病の今後についての予測は、単純な話ではありません。個々の病気を分析する
だけでも今後は患者数が増えると予測されますが、複数の慢性病を患っている患者
も増える傾向にあります。日立は、従来の医療問題に IT主導の新しいソリューショ
ンを導入し、治療ではなく予防を前提としたデータを活用するスマートソリュー
ションを利用しています。

英国のマンチェスターでは、日立とマンチェスター国民保健サービスが2つのプロ
ジェクトを試みています。1つ目は、高度なプライバシーとセキュリティを利用する
任意の新サービスを提供するために、医療情報の共同利用を促す統合データプラッ
トフォームを開発するプロジェクトです。2つ目は、ライフスタイル改善プログラム
を利用した糖尿病治療に関するプロジェクトです。

ここで使われている ITシステムは、地域社会の医療行為の改善に直結しています。
データのビジュアル化によって複数のヘルスケアに関わるサービス業や組織・団体
のあいだで常に共有されている治療プロセスの情報を入手できる仕組みを構築する
ことで、マンチェスターの医療従事者は問題をすぐに知ることができ、治療がなさ
れないまま病気が広がるという事態を未然に防ぎやすくなります。日立が開発した
このインフォマティクスプラットフォームによって、セキュリティと分析のテクノロ
ジーを利用した高水準の新しい医療サービスを提供できるようになり、糖尿病対策
のためのライフスタイル改善プログラムも現実のものとなりました。こうした医療
を求めたのは社会の動きであり、政府の承認も経ていますが、それを実現可能とし
たのがテクノロジーと ITであることは間違いありません。

英国・マンチェスターにおける医療問題はけっしてこの地域に固有のものではなく、
むしろ世界的な現象の一例にすぎません。IT管理されたデータという形で情報を集
積することは、世界的なニーズです。しかも、この事例のように試験的な研究を実
施することで、議会、保健所、マンチェスター市民などあらゆる当事者が全国展開
に先駆けてこのソリューションを体験し、開発にも協力できるようになっています。

4. 韓国 | 環境配慮型車両

今後10年間に、自動車から鉄道へという大きなモーダルシフトが起きる可能性があ
ります。鉄道は、今でも一つの国や隣接する都市間を結ぶ生命線であり、将来的に
は大陸間さえ結んで、グローバリゼーションの次の一歩を象徴する存在になるで
しょう。フロスト＆サリバンによるメガ・トレンドの分析では、今後2010年から
2025年の間に、鉄道輸送に対する投資の65%以上はアジア太平洋地域と南北アメ
リカで行われると予測されています。たとえば、アジア太平洋地域とヨーロッパを
高速鉄道サービスで結ぶ最初の段階が、2025年までには商用化される見込みです。



Social Innovation in Action

© 2014 Frost & Sullivan

www.frost.com39

日立は、韓国の鉄道会社KORAIL社が長年抱えていた環境面での課題に、環境配慮
型電気動車「ヌリロ」を導入することで、韓国の低炭素グリーン成長に貢献しまし
た。このような現地鉄道会社との共同プロジェクトに参画することで、日立はモビ
リティにおける大きな役割を果たしています。「ヌリロ」とは、韓国語で「世界（ヌ
リ）」と「道（ロ）」を表す2語を合わせた造語であり、「世界への道」という意味が
込められています。モビリティは地域社会の中核として位置づけられ、テクノロ
ジーを駆使して新たな移動手段を切りひらく重要なイノベーション分野でもありま
す。

日立は、韓国鉄道公社と共同でヌリロ鉄道プロジェクトに当たり、拠点都市間を結
ぶ交通機関を構築するとともに、高加減速を実現する車両の導入により、大都市圏
内の様々な衛星都市にきめ細やかに停車しながら所要時間を維持して都市と快適に
結ぶ、というKORAILの新たな付価サービスを開拓しました。特にこのコラボレー
ションと社会的な影響は、顧客とプロバイダーが相互に学び合うというスキルの再
配分につながりました。日立と韓国鉄道公社とのパートナーシップから生まれた重
要な副産物が、日立のエンジニアを通じて実現した、韓国鉄道公社チームのスキル
アップでした。このパートナーシップによって、韓国社会のモビリティが改善され
ただけでなく、高度なスキルの交換も可能になったのです。

「何か問題が起きると、日立がそれを徹底的に調
査して原因を特定し、対処するための方法と解
決策を示してくれます。組織的なシステムによっ
て問題の再発を防ごうとする日立の取り組み方
はKORAILの従業員にとって刺激的であり、歓
迎されています。」

- KORAILビョンジョム車両事業所・技術チーム長（当時 ）
張泰柱（チャン・テジュ）氏

ヌリロは、旧来のディーゼル機関車牽引による優等列車から電車化することで環境
排出物を削減する効果をもたらしただけでなく、通勤時の快適性も向上し、年配者
や身体障害者、幼児連れの家族などのための施設も改善されました。最新テクノロ
ジーによって保守作業は1車両当たり1.3人分削減され、その状況は今後長い間の運
用期間を通じて維持され、さらに向上する予定です。

日立は、韓国の

ヌリロ車両導入のような

プロジェクトにおけるお客様と

共同でソリューションを

提供することにより、

モビリティにおける

大きな役割を

果たしています。
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5. 北米 | 省エネのためのビッグデータソリューション

エネルギーコストと持続可能性の目標を管理することは、企業にとっても公共部門
にとっても大きい課題です。しかし、テクノロジープロバイダーやエネルギー管理
者、行政当局それぞれの努力にもかかわらず、エネルギーマネジメントシステムの
開発は予定どおりに進むとは限りません。市場を刺激するために、ビジネスモデル
のイノベーションが必要であることは明らかです。その一方、省エネ目標は動かし
がたく（たとえばEUは、2030年までに40%削減という省エネ目標を提案していま
す※）、契約型エネルギーマネジメントのようなサービス市場は年間10%以上の成長
を示しています 2。

日立は、こうした社会的要請と市場機会に応えるために、「サービスとしての省エネ
（energy savings as a service）」を提案しました。北米の法人顧客が電力会社から
電力を買うのと同じように省エネを買い取る仕組みであり、莫大な初期投資を必要
とせずに大きい節減効果があります。日立コンサルティングが持つコンサルティン
グソリューションの設計とアウトソーシングスキルに日立データシステムズのビッグ
データ技術を組み合わせた、コラボレーション性の高いソリューションであり、日
立の他部門から提供されている製品とシステムを統合することによって、個々の顧
客や業種に応じたカスタマイズも簡単に行えます。

2 出典: フロスト＆サリバンによる市場分析

※執筆時点。2014年 10月欧州理事会にて決定。
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日立は、達成できた省エネ量に基づいてサービス料金を決定する、価値ベースの
サービスモデルも提供しています。綿密なモニタリングと計量があれば、顧客も日
立も、使わずに済んだ電力（キロワット時）を追跡できます。これこそが実測に基
づく省エネ達成の成果です。顧客は、従来の電力予算のうち、こうして回避した電
力分を支払わずに済むため、コスト削減の効果がすぐに反映されます。キャピタル
リースやファイナンスリースも、レンタルや資本購入も必要ないので、平均的に
20%から30%の省エネ達成を期待できます。

企業が環境に対する悪影響を低減し、かつエネルギーコストも削減できる方法を見
いだすことによって、日立は複数のステークホルダーにとっての利益を実現しまし
た。その過程で、十分に説得力のある投資利益率を達成し、環境への影響を明らか
にする財政的なソリューションと供給モデルも実現しました。これこそ、社会イノ
ベーションの真の実例と言えるでしょう。

6. インド | ダヘジ海水淡水化プロジェクト

水の需要は世界的に高まっており、淡水化などの方法を利用して効果的に水資源を
開発・管理することは急務となっています。現在、全世界の16,000か所で海水淡水
化プラントが稼働し、毎日数十億リットルもの淡水を生産していますが、その需要
はこれからも増え続けるでしょう。効率的な水資源管理の要求から、将来的な水不
足の問題を克服しうる新しいビジネスモデルが、水資源産業の間で生まれつつあり
ます。

日立のダヘジ海水淡水化プロジェクトは、産業大動脈の代表例として知られるデ
リー・ムンバイ間産業大動脈に沿ったプロジェクトです。フロスト＆サリバンでは、
「60km以上離れ、合計の人口が2,500万人を超える2大都市または2大地域を結ぶ
細長い地帯」を産業大動脈と定義しています。2025年になると産業大動脈は21を
数え、デリー・ムンバイはその中でも最大にして最も発展の著しい産業大動脈にな
ると考えられています。

人口密度が高く、水ストレスも高い地域では、日立がこの地で実践しているような
効率的な資源対策が不可欠であり、決定的で影響も大きいメガ・トレンドに適合し
ていることは明らかです。

このプロジェクトの目標は、海水淡水化プロセスを利用して、ダヘジの沿岸産業地
帯に拠点を構えている企業に供給される工業用水の不足を解消することにあります。
日本とインドの両政府共同で進められているプロジェクトであり、PPPモデル契約
を利用してデリーとムンバイの間に工業団地を建設し、公益団体との協力も実現し
ようとしています。日立はこのプロジェクトで、ステークホルダーをまとめ上げ、
専門技術とソリューションを提供するという形で重要な役割を担っています。

企業が環境に対する

悪影響を低減し、

かつエネルギーコストも

削減できる方法を見いだす

ことによって、日立は複数の

ステークホルダーに利益を

もたらしました。
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完成すれば、これはアジアとダヘジ地域で最大の海水淡水化プロジェクトとなり、
2015年までに31万トンが不足すると予測されている工業用の不足が解消される予
定です。

政府が商業圏を拡大しようと考え、人々が次々と都市に流入することで都市化が進
むようになると、資源需要が急騰するので、その需要には該当する行政が対処しな
ければなりません。産業大動脈の場合、その需要も群を抜いています。そうした中
でコラボレーションに取り組むというのは、テクノロジーでその需要に応えること
にほかなりません。

7. ブラジル | Santa Casa de Avaré病院

全世界のGDPに対して医療費が占める割合は、2012年の10%から2020年には
12%に増えると、フロスト＆サリバンは予測しています。地域社会の健康と医療は
社会全体の責任ですが、医療技術とB2Sビジネスモデルが重大な役割を果たすこと
になる原因でもあります。メガ・トレンドの中でも主要な要素のひとつである「ヘ
ルスケア」とは、地球上の全人類に持続可能な医療を提供することです。その下位
に位置付けられる主要なトレンドのひとつに、病院がハブとなり、診療所や在宅看
護がそのスポークとして機能する「ハブ＆スポーク型の病院医療」という考え方があ
ります。

この事例で日立は、救急医療サービスを広域に提供するために必要な技術をもって、
ブラジルのサンパウロ州Avaréに緊急医療スポークを実現しました。このプロジェ
クトは、B2Sコラボレーションの強力な一例であり、医療問題に対する重要なモデ
ルとなっています。

あらゆる医療を行っている一方、Santa Casa de Avaré病院には画像診断装置
（IDU）がありませんでした。Avaréと近隣地域の人口が増えるにつれて、画像診断
の需要も高くなっています。Santa Casa de Avaré病院は、市内だけでなく近隣16
地域の住民に対しても医療サービスの不足を補う計画でした。日立との協力で IDU
ソリューションを導入した同病院では、MRI診断を受診するために120kmも移動し
なければならないという状況が解消されつつあります。

結果は、毎月66件の診断という予想を上回り、わずか2か月で200件の診断が行わ
れました。

このプロジェクトが成功した大きな要因は、柔軟性が高く設置も使用も簡単な IDU
テクノロジーを導入したことでした。AIRIS IIは、低磁場装置でありながら強力な傾
斜磁場を発生できるため、検査は30分から40分で完了します。これは、Santa
Casa de Avaré病院にとって大きなメリットであり、多くの患者を診察することが
可能になりました。

このプロジェクトは、

B2Sコラボレーションの

強力な一例であり、

医療問題に対する

重要なモデルとなっています。
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AIRIS IIは取り扱いも容易で、オペレーターは短時間で手早く検査を完了できます。
設置に必要なスペースは30平方メートルほどであり、いったん磁場が安定すれば水
冷も不要になるため、メンテナンス費用も大幅に削減できます。

Santa Casa de Avaré病院は現在も引き続き、増え続ける市内の住民に対して医療
サービスを提供しています。

8. 欧州 | Land & Water Group Plant Hire

スマートシステムを日々のプロセスに導入し、環境効率を上回る高次の効率を達成
することが、フロスト＆サリバンの定めるメガ・トレンドのひとつ「スマート化」
には必要不可欠です。スマートシステムであれば、環境への影響を緩和できるだけ
ではなく、効率化によって入出力比を改善し、事後対応的なメンテナンスと費用の
かかるダウンタイムを短縮して、時間およびストレス、さらにはコストも削減する
ことができます。

最後に、機器の性能、資源の利用効率、環境の持続可能性を最適化するという形で
将来的な利益をもたらす製品を日立が提供している事例を紹介しましょう。日立の
テクノロジーは顧客にも、さらにはその顧客にも利益をもたらします。日立が実施
している世界的なグローバルe-サービスでは、ITを統合してプラント施設からの
データの収集・モニタリングをサポートし、それによってデータ分析を通じた資源
利用の高度な効率化が可能になります。

Land and Water Group Plant Hireは、日立のグローバルe-サービスを利用して顧
客が環境に及ぼす悪影響を低減し、しかも経営者にかかるコストを削減しています。
これは、小規模あるいは地方の企業にとっては重要なニーズです。

Land and Water Group Plant Hireが進めているような地上でのプロジェクトの業
務は、地域社会に迷惑をかけかねません。スマートシステムを導入することで、ム
ダを排除できるため、企業は節約と成長を期待できます。
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グローバルe-サービスは将来も保証するソリューションであり、日立とLand &
Water Group Plant Hireとの間のパートナーシップを通じて形成された継続的な
フィードバックループがそのメリットを生んでいます。このシステムを利用すると継
続的にデータが得られるため、一定期間を経て段階的にイノベーションによる改良
が可能です。そのため、パフォーマンス、ひいてはコストや効率、持続可能性も継
続的に向上します。

日立は、既存のプロセスに対して技術改良を施せるので、このケーススタディーの
ように、あらゆる関係者にメリットがあります。データを収集してそこから知見を
得るというスマートなアプローチで、データの利点を最大限に活用できます。

日立の社会イノベーションプロジェクト：メガ・トレンドとの適合、
集中化、コラボレーション、社会的影響

8. 未来を見すえて

このホワイトペーパーの冒頭では、人類と社会にとって増える一方の今後の課題に
企業がどのように対応するのかということと、その道を切りひらくのは誰かという
ことを問いました。そして日立が、大手の国際企業としてその責務を果たしている
ことを、綿密に検証してきました。

フロスト＆サリバンは、数か月にわたって日立の社会イノベーション事業について
詳細に吟味し、社会イノベーションの見事な実例が展開されていることを確認して
きました。日立が実施している数々のプロジェクトについては、社会的な影響、テ
クノロジーの集中化、ローカルとグローバルの動的なコラボレーション、重要な各
産業との関連性というメガ・トレンドとの適合の観点で評価しました。

出典: フロスト＆サリバン
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後半で取り上げた8つのケーススタディーでは、日立がグローバルなビジョナリー企
業として、また長年にわたって社会問題に取り組んできた社会イノベーションの
リーダーとして、ローカルとグローバルな課題を取り入れ、社会イノベーションに
基づいて着実なプロジェクトを推進している実例を紹介しました。社会イノベー
ションの必要性が最も切実な産業を対象として、日立がいかにしてグローバルなメ
ガ・トレンドの課題と機会に対応してきたか、そしてコラボレーションをリードし
ながらテクノロジーの統合、情報分析、B2Sビジネスモデル、サービス指向の統合
ソリューションを通じてどのようにイノベーションを実践してきたかも明らかになり
ました。

つまりフロスト＆サリバンは、日立の社会イノベーション事業とは高度なテクノロ
ジーとシステムを駆使して新しいビジネスモデルを実現し、強力で持続可能な、収
益性の高い社会イノベーション事業を推進していることを明らかにした訳です。そ
れは、複数の職務や事業部門にわたり、現在も将来的にも、社会が抱えている問題
に応える事業でもあります。

今後の世界では、メガ・トレンドによる影響がいよいよ深刻になり、テクノロジー
の集中化は加速を続けます。真の成功は、企業がコラボレーションによってソ
リューションの成果を実現できるかどうかにかかってくるでしょう。日立は、その
ような未来の可能性をすでにしっかりと見すえており、社会が抱える問題に応えよ
うとしています。日立と他社の明確な違いはこの点にあると、フロスト＆サリバン
は考えています。

これからのサービスとソリューションは、ITと社会・産業インフラが収束を続け、
インフラ関連のあらゆるシステムでトータルな最適化が進んだものとなるでしょう。
「モノのインターネット」と「システムのシステム」が登場したことによって、これ
までは独立して運用しなければならなかったシステムの統合が進み、サービスビジ
ネスモデルに根ざした完全な統合ソリューションこそが、明日の現実を担うことに
なります。

このようなアプローチと、最善のソリューションを達成する顧客やパートナーとの
コラボレーション重視を組み合わせて推進することが、日立の社会イノベーション
事業と、同社の言う「共生自律的分散化」のこれからの発展の鍵になります。実際、
それはすでに始まっています。日立がJR東日本との共同で開発した東京圏輸送管理
システム（ ATOS： Autonomous Decentralized Transport Operation Control
System）がそれで、19の路線、300の駅の管理が可能です。この「自律分散」と
いう側面こそ、未来を見すえる独自のソリューションの特色です。

今後何年間かの大きな成長要因として、そしてその目標達成をめざす新世紀に向け
た社会イノベーションに総合的に取り組むために、日立は収益性と持続可能性の発
展に全力を尽くしています。それは、社会問題を解決し、人々の生活水準向上を図
ることから出発しています。

日立は高度なテクノロジーと

システムを駆使して

新しいビジネスモデルを実現し、

強力で持続可能な、

収益性の高い

社会イノベーション事業を

推進しています。
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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。

新たな分野でのビジネスの成長支援に特化したフロスト&サリバンのサービスは、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カ国と300に及ぶ主要な
全てのマーケットを網羅しています。これにより、企業のビジネス環境を取り巻く
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基盤とな
る360度の視点に基づいた知見を提供します。

1961年の創出から培った過去50年にわたる実績に基づき、フロスト&サリバンは企
業の成長パートナーとして、ビジネス成長加速とビジョンの実現を可能にします。
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