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社会イノベーションに関するホワイトペーパー

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

世界は急速に変化しています。交通・モビリティ分野は、現代社会の複雑さ
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さ
せるイノベーションの機も熟している分野の好例です。

交通・モビリティ分野では、世界中でますます増加する都市圏住民のすべて
が、安いコストで出発地点から目的地まで多様な交通手段を利用できるよ
うにする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。また、ます
ます深刻化する渋滞、温室効果ガスの排出、安全性、利便性、快適性に
関する課題を解決するためには、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?

これまでのホワイトペーパー(http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/)
では、日立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、スマート化による環境改善、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
考えられます。

このホワイトペーパーでは、モビリティ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交通市場にどのようなイノベーションをも
たらすことができるのかについて論じています。また、交通・モビリティ分野の社

会イノベーションにおける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。

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
ンの分野で日立がその革新的な取り組みにより業界を代表し、さらに世界を
リードする企業としての地位をいかにして築いたのかを示します。また、鉄道、
V2X通信(車車間通信または車両とインフラ間の通信)、交通管制、電気

自動車(EV)の充電、IT活用サービス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。

このホワイトペーパーは、2015年6月17日にロンドンにて日立とフロスト＆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。

世界中で増加する都市

圏住民のすべてが、

出発地点から目的地まで

多様な交通手段を

利用して安いコストで

移動できるように

するにはどうすれば

いいのでしょうか?
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交通・モビリティ:イノベーションの必要性

世界の交通市場は混乱の時代を迎えています。融合しつつある幾つかのメ
ガトレンドに焦点を当ててみると、新しい技術と社会主導のイノベーションの

組み合わせによりモビリティ製品やサービスの変革が起こっており、この過程で
モビリティに対する消費者の期待が根本的に変わりつつあります。これにより、
サービスとしてのモビリティという新たなビジネスモデルを生み出し、A地点から

B地点までの最適な移動方法を示すオンデマンド交通ソリューションが提供

されるようになってきました。これは、技術がリードするモビリティの統合という
新しい価値観です。

しかしながら、2025年までに都市化された地域の割合が50%から60%に
増加するとみられるこの世界においては、更なるイノベーションが必要とされて
います。交通渋滞によって、世界経済はすでに毎年GDPの2%を失っている
と推定されており、大気汚染によって毎年700万人以上の命が奪われてい
ます。都市におけるモビリティに対するニーズが高まるにつれ、ますます深刻化

する交通渋滞と大気汚染の問題を解決し、継続的な経済成長を推進し、

人々の生活の質を改善するには、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。

喜ばしいことに、先見の明のある企業と公共諸機関の力強い協力により、す
でに多くの都市や国々でより良い未来の土台が築かれ、そのロードマップが
描かれています。持続可能性と接続性の向上を求める世界的な動きを受
け、新たな技術の活用による公共交通機関の改善、自動車の使用を巡る
新たなビジネスモデルが誕生し、各地の環境に合わせて迅速かつ拡張性を
もったモビリティサービスの導入に向けた整備も進みつつあります。

さらに、日立のような企業が、世界的な交通問題を緩和し、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、特に鉄道、交通管制、EV充電といった分野に好ましい影響が
生まれつつあります。

交通渋滞によって

世界経済は毎年GDPの

2%を失っていると

推定されており、

大気汚染によって

毎年700万人以上の命が

奪われています

ITとの融合により、

特に鉄道、交通管制、

EV充電の分野において

好ましい変化が生まれ

つつあります
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メガトレンドとモビリティの将来像

モビリティの将来像

未来のモビリティは、今よりはるかに統合されたシームレスなものになり、顧客
に様々な移動の選択肢を提供します。これは、現在みられる自家用車を主
体とした独立的な交通手段の提供とは相反するものです。すでにカーシェア
リングや自転車レンタルなどの新しいモビリティビジネスモデルが誕生しており、
オンデマンド型のアプリケーションがモビリティの利便性を高め、利用数の増加
につながっています。また、このようなアプリケーションは持続可能な都市交通

の実現をサポートするものとなっています。

このようなモビリティの将来像は、4つの主要な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＆サリバンの研究チームが定点調査を続けているこの
4つのメガトレンドとは、人口密度の増加と新しいモビリティビジネスモデルの
可能性を切り開く都市化、社会的選好の変化、急速に進化しモビリティに
革命をもたらす技術革新、交通分野の社会イノベーションの実現を可能に
する法制度を整備するスマートガバナンスです。

都市化

都市部における交通渋滞と大気汚染がもたらす課題を実際に緩和すること
は非常に重要ですが、都市住民が直面している、交通機関における接続
性の悪さと情報不足を克服することも同じく重要な課題です。都市部の人
口の割合は、2025年までに世界人口の60%を超えると予想されており、
将来的には様々な移動手段を組み合わせた交通網の実現が求められます。
交通渋滞は、生産性のロスによってすでに世界のGDPの2%を奪っていると
みられており、これは1.5兆米ドルに相当します。交通渋滞は、2025年まで
このまま放置されれば、人口集中だけを要因として考えても大幅に悪化しま
す。同様に、大気汚染を原因とする年間700万人の犠牲者も、都市部に
おけるモビリティ需要の拡大がそのまま放置されれば、今後も増え続けること
になるでしょう。

交通・モビリティ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

出典:フロスト＆サリバン
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しかしながら、都市化がもたらすこのような課題は、交通ソリューションのイノベー
ションにつながる莫大なチャンスも生み出し始めています。人口密度が増大
すると、公共交通輸送機関やモビリティのシェアリングサービスの成功の可能
性も高まるため、事業者は採算性の高い輸送ルートを運行できるようになり、
サービス事業者は利用率を最大化することで、事業継続に必要な規模の
利用者を獲得できるようになります。これは、カーシェアリングやライドシェ
アリングなどですでに実証されています。

テクノロジー:コネクティビティと融合

技術はあらゆる新しいモビリティビジネスモデルを可能にしてきた重要な要素
であると同時に、自動車・交通分野における著しい変化を牽引してきました。
たとえば、スマートフォンや、インターネットに接続されたデバイス、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持つ世界が誕生し、モビリティ
サービスの進化につながっています。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、モノのインターネット化(IoT)
が交通ネットワークのあらゆる側面に変化をもたらすとみられています。

この現象はすでに顧客体験を改善し始めています。たとえば、新しいアプリケ
ーションによるサービスによって移動手段やタクシーを呼んだり、リアルタイムの
鉄道運行状況を確認が可能になってきています。そして、同様に重要なの
は、事業者がビジネスを改善するのに必要な情報も得られるようになったとい
う点です。ソーシャルメディアを通じて人々の反応を確認したり、道路や鉄道
の交通量を確認したり、鉄道のスマート信号や運行管理システムを通じて
効率性や安全性を大幅に改善できるようになりました。技術はあらゆる形の
モビリティに浸透しつつあり、ネットワークのさらなる自動化、移動手段とインフ
ラやデバイスとの接続へと向かっています。この変化においても、顧客体験の
向上がもたらされます。たとえば、オープンAPIの登場によって、交通の最新
状況をこれからの移動予定や乗り換えに最適な手段を選ぶことができるよう
になります。もっと変わった使い方としては、キッチンと接続して夕食を用意す
るといったことも可能になるでしょう。

多くの人から、交通に変革をもたらす最大の力とみられているコネクティビティ
は、どこにおいてもシームレスな通信接続を提供することで、私たちの日常の
生活や通勤に好影響をもたらす可能性を秘めています。

社会変化と消費者の選好性

さらに、交通に対する私たちの認識も変化し続けています。一部の巨大都
市ではすでに、公共交通機関を利用する人々の割合が、自動車など、個
人的移動手段の利用者の割合を上回っています。これは、輸送インフラが
大幅に発展したことと、このような輸送手段に対する人々の考え方が変わり、
社会に受け入れられるようになったことが大きな理由です。たとえば、ロンドン
では自家用車による移動は全体の34%に過ぎず、残りの移動は公共交通

機関、徒歩、自転車が用いられています。特に16～29歳の年齢層では、
過去10年間の運転免許取得申請数が、英国では9%、フランスでは4%、
ドイツでは14%減少しています。
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明らかに、私たちの生活における自動車の役割と自動車に対する見方は変
化し続けると言えるでしょう。人口密度が高まり、常にインターネットに接続さ
れたライフスタイルが浸透するにつれ、交通ネットワークの効率性を改善する
様々な製品やサービスが次々に登場し、複数のサービス間におけるシームレ
スな統合が進み、人々がより容易に移動できるようになりました。その結果、
家庭における自動車の使い方や自動車に対する見方が変化しつつあります。
このホワイトペーパーでも後ほど詳しく取り上げますが、このトレンドは一般に
「モビリティ」と呼ばれています。これは、製品、コンセプト、サービス、企業間
提携、デジタル化によって可能になったプラットフォームの融合により都市にお
ける交通サービスの提供を改善するもので、このトレンドは様々な分野の垣
根を超え、どの事業者もこのチャンスを最大限に活用して、自社の事業に対
する潜在的な脅威を分析しようと努めるようになりました。

結果として、これまでは自家用車が個人の移動ニーズを満たすほぼ唯一の
選択肢でしたが、これからは出発地点から到着地点までの最も効率的な手
段を選択することのできる、より統合されたモビリティを検討するという考え方
に変わりつつあります。

スマートガバナンス:社会イノベーションを可能にする公共政策

社会イノベーションやこれまで述べてきた機会の多くを完全に実現するために
は、新たなビジネスモデルを効果的かつ組織的に提供する公共政策の役割

がますます重要になってきます。そのためにスマートシティやスマート自治体が
行っている最も一般的な施策の一つは、都市の膨大なデータ資源を民間の
開発者に公開することで、革新的なビジネスモデルや交通ソリューションを都

市内で普及させるよう保証したり、道路スペースを再配分して公共交通機
関や自転車を優先させるというものです。

クルマのパラダイムシフト:所有から利用へ
人口動態の変化と技術の進歩により、自家用車がモビリティの唯一の形態であるという考え方から
多様な移動手段がモビリティの好ましい選択肢であるという考え方への変化が起こっている。

出典:フロスト＆サリバン
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現在では、交通渋滞と大気汚染をともに低減させ、より持続可能な交通手
段に必要な原資を得るため、必要な場合には渋滞税や交通制限区域(低

排出ゾーン)を導入する地域、自治体も散見されるようになってきています。
ロンドンではすでにこれが導入されており、渋滞税で得られた収入はすべて公
共交通機関に再投資することが法律で定められています。

また、ロンドンには模範的なオープンデータ政策があり、ロンドン・データストア
の公的リソースを通じて提供される膨大なデータを活用して、民間団体がイ
ノベーションを実現できるようになっています。交通はその主要な構成要素の
ひとつであり、ロンドンで2015年6月に開催された社会イノベーションフォーラ
ムでは、市長の産業・科学顧問を務めるJoe Mittonが、この政策により、
CityMapperなど450を超えるアプリケーションが生まれ、毎月3万5,000件
以上のアクセスがあると発表しました。チャンスを生み出すための産業界との
協業や、中小企業、および市民参加をサポートするためのデータの活用方
法も模範的事例として紹介されました。

政治の関与を必要とする恐らく最も重要な側面は、長期的な国家経済成
長を支える高速鉄道などのインフラへの投資です。フロスト＆サリバンの調査

研究によると、高速鉄道がもたらす膨大な経済的利益を背景に、世界の高
速鉄道路線は2020年までに年平均6%の成長率で伸びるとみられていま
す。このような交通を重視した開発により、高速鉄道ネットワークと交通ハブ
拠点が生まれ、その周辺における地価上昇や再開発を誘発することで、住
宅やサービスへの需要が高まり、ますます投資に魅力的なエリアとなり、通勤

客は移動時間を短縮できるようになります。また、駅施設における小売環境

も拡大し、その利益の一部をインフラの重要な資金源にすることも可能です。
緊縮財政の時代においては、官民パートナーシップ(PPP)から公共サービス

における小売の機会やスポンサーシップの活用まで、インフラの開発や資金
確保を可能にする新しい方法が編み出されます。パリはその一例と言えます
(パリでは、自転車レンタルシステムVelibが広告会社JC Decauxの資金で
運営されています)。

実際に最も成功している都市は、これらの選択肢すべてを網羅する統合さ
れたアプローチを保証し、住民の生活を確実に改善する新しいモビリティビジ
ネスモデルを推進していくでしょう。そのために、ますます多くの都市、地域、

国家機関や国際機関が、交通サービスを提供するための包括的な統合ア
プローチを取るために協力し合うようになってきています。たとえば、国を超え
て大陸全体を繋ぐ高速鉄道ネットワークの実現などであり、そのプロセスには、
非常に大きな経済的可能性が秘められています。

都市化、技術主導のソリューション、公共政策の変化/住民の社会的選好
性の変化により、モビリティのパラダイムシフトが実現する可能性が生まれてい
ます。私たちは、公共交通機関であれ自家用車であれ、単一の交通手段
を中心に構想・開発される都市から、移動の大半を公共交通輸送機関で
行い、残りは補完的なモビリティサービスを使用するという、より持続可能でマ
ルチモーダルな環境を持つ世界に向かいつつあるのです。

私たちは、移動の大半を
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交通・モビリティ分野における社会イノベーション

フロスト＆サリバンは、社会イノベーションとは、社会と個人にとって生活が一
変するような革新を生み出し、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。技術はあらゆる産業分野に影響を
与え、波紋を広げていますが、社会イノベーションを可能にし、実現されようと
している重要な産業のひとつが、交通分野です。これは、先述したメガトレン

ドの融合とその結果もたらされる効率性の向上が非常に大きい分野であるこ
とが理由です。

従って、この社会イノベーションの定義は交通分野に直接的に適用すること
ができます。個人の移動体験を改善するために交通ネットワークにおいて技
術を活用することにより、コミュニティ、ひいてはより広範な社会に共有可能な
利益をもたらすことができます。これは、交通渋滞や大気汚染といった負の
側面を緩和したり、モビリティに対する潜在的な需要に新しい製品やサービ
スで対応するという形で実現されます。これらはいずれも、大規模に導入され
ると、人々の行動変化を引き起こす力があります。

交通管制システムやコネクテッドカー、交通－インフラ間通信、およびそれに
伴うリアルタイムでのルート変更・スケジュール作成・運行情報、さらには自動
運転に向けた動きなど、インテリジェントモビリティのチャンスを持つ分野は大き
く重なっています。しかしながら、一番の差別化要因は、利用者とコミュニティ
が受ける社会的利益や改善効果で、これらこそが社会イノベーションの核心
であり、ビジネスモデルが持つ本当の狙いや動機です。単にポジティブな結果
が得られるというだけではないのです。

交通・モビリティ分野における社会イノベーション

交通分野における技術主導のイノベーションは、交通渋滞と大気汚染を緩和し、燃料を節約、
移動時間を短縮することで、生活の質の改善をもたらす。相互接続された車両や鉄道、

サービスが、この社会イノベーションの実現を可能にする。

出典:フロスト＆サリバン
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交通・モビリティ産業への取り組みの必要性と社会イノベーション

現在、交通が直面する課題を理解し、こ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によって、未来の統合型モビリティエコ
システムを真に実現したいと考える都市や企業にとって、社会イノベーション
は極めて重要な最優先事項です。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考えられる分野は、交通渋滞と大気汚染、信頼性の高い
乗り換え案内情報、交通情報、コネクティビティ(インターネット接続性とスムー
ズな交通アクセシビリティ)、インフラ、セキュリティ(物理的安全とサイバーセキュ
リティ)などがあります。

これらの課題と取り組みの必要性を理解することで、それぞれの交通手段に
共通のルールを定義し、イノベーションによって社会課題を解決することがで
きます。道路や鉄道のサービスなどの個別の課題に対応するソリューションは、
交通手段全体が抱える課題を解決するためのソリューションとなる可能性も
あります。これらの分野をすべて個別に見たとしても、それぞれの都市や国は
長期的な恩恵を受けることができますが、それらを積み重ねて考えてみると、
交通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

様々な手段や規模において、社会イノベーションがすでに交通を改善してい
る分野が複数存在しています。

乗り換え案内

最初に取り上げる分野は、リアルタイム情報を活用した乗り換え案内です。
交通は、非常に習慣性が高いものです。人々がいつも同じ交通手段を使う
主な理由のひとつとして、そのサービスへの慣れが挙げられます。このことを自
家用車に当てはめてみると、どの目的地にも行ける柔軟性と自由さが、自家
用車が好まれる理由となっています。

そのため、この習慣的な意思決定を克服する可能性を持つ重要な要素は、
信頼性の高いリアルタイムの乗り換え案内情報を活用して利用者に利用可
能な交通手段を教え、信頼できるルート情報を提供し、事故や障害が発
生した時にはルートを変更できるようにすることです。すでに、様々なビジネス
モデルの乗り換え案内が目を見張る勢いで普及していますが、中でも最大
規模のものがイスラエルのスタートアップであるMoovitです。すでに世界におけ
る600都市で2,000万人以上の利用者を獲得しているこのサービスは、交
通障害発生時に利用者のスマートフォンにその情報を送信してくれます。こ
れによって交通機関への慣れを維持することができれば、消費者が様々な
交通手段の存在を認識できる、よりマルチモーダルなライフスタイルを推進す
ることができます。

明日の統合型モビリティ

エコシステムを

真に実現したいと考える

都市や企業にとって、

社会イノベーションは

最優先事項です
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単なるルートの決定から一歩踏み込んだ先には、予約と決済があります。ビ
ジネス目的で移動した場合には、そのサービスの経費請求も生じます。マル
チモーダルな視点で移動を計画、予約、決済することができるようになれば、
利用者は価格、移動時間、あるいはCO₂排出量に基づいて最善の手段を
選択できるようになります。同時に、利用できる交通手段をその価格も含め
てより深く理解できるようになります。従って、これらの様々なモビリティサービ
スをすべて統合する形でイノベーションを進めると、交通ネットワークに対する
消費者の意識や信頼を高めることになり、公共交通機関など、より持続可
能な交通手段の利用が推進され、結果として交通渋滞や大気汚染が緩
和されるようになります。

これは、乗り換え案内や乗り換え情報だけを提供するよりもはるかに複雑な
ソリューションで、発券、認証、請求などの複数のシステムを統合する必要が
あり、また、国毎に事業者や規制が異なることから、世界的なレベルに規模
を拡大するのは非常に困難です。このレベルのマルチモダリティを可能にする
ことができる重要な要素のひとつが、スマートチケットや非接触型決済です。
鉄道・公共交通機関事業者から、自動車メーカー、サービスプロバイダー、
技術プロバイダーに至る複数セクターの事業者が、これを有望なチャンスと見
て、多額の投資を行っています。たとえば、ドイツではDaimlerのMoovelがす
でにサービスを提供しており、同社はこのサービスの国外展開をめざしていま
す。

スマートカードやクレジットカードでシームレスに交通機関にアクセスでき、現
金で切符を購入する必要がなければ、利用者の時間が節約でき、サービス
に対する信頼性が高まるだけでなく、都市内において、非交通分野サービス
も含めて、複数のサービスが利用できるようになります。その先駆的サービス
のひとつが、香港のオクトパスカードであり、このサービスは当初、公共交通

機関の料金を支払う目的で導入されましたが、その後小売店での買い物や
利用者の認証手段(たとえば、学校での出席登録など)としても使用される
ようになりました。現在、オクトパスカードは一日あたり1,300万件以上の取
引を処理しており、これは市の人口のほぼ2倍にあたります。

オンデマンド交通

このような技術の進歩は、道路上でのサービスも進化させています。一般に
オンデマンド交通と呼ばれているものは、ドライバー、あるいは乗客にとっての
自動車の新しい利用法を生み出しました。現在では、比較的短距離の片

道移動用にはDriveNowやcar2goなどの企業、比較的長距離の往復移

動に対してはZipcarなどの企業があり、すぐに利用可能な自分で運転する
ためのカーシェアリング用の車が貸し出しされています。すでに世界中で500
万人以上の顧客がこのようなサービスを利用しており、最新の分析では
2020年までにその数は2,600万人以上になるとみられています。

マルチモーダルな
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これは、それぞれの企業が独自の方法で自動車に関するビジネスモデルを開
発し、自家用車の保有台数減少とそれに伴う交通渋滞や大気汚染の軽

減という社会的利益を実現しているという点で、社会イノベーションであると
考えることができます。最新の調査では、カーシェアリング1台につき、およそ
17台の自家用車を減らす可能性があることが明らかになっています。これは、
自動車会社にとってネガティブなことばかりとは限りません。都市における自動
車の所有率は減少傾向にあり、それに呼応する形で、未来の都市において
モビリティとの関連性を維持するための革新的なビジネスモデルを生み出して
いると言えます。さらに、カーシェアリング用の車は買い替え頻度がはるかに高
いため(リマーケティングおよび契約の特質からそのサイクルは平均1年)、自
動車会社は新製品をテストしたり、宣伝をする貴重な機会を得ることができ、
特に将来顧客になる可能性がある若い世代に対しアピールすることができま
す。

様々なアプリケーションの中には、タクシーやハイヤーを手配できるサービスも
あります。配車を依頼し、ドライバーの移動状況を確認し、乗車前にルート
を決定して、到着後にスマートフォンで決済することができます。中国の
DidiTaxiなどは、タクシーの利用だけで1億人以上の利用者を抱えています。
顧客はより優れた利用体験を享受することができ、ドライバーは乗客を探す
時間を削減することができます。乗客を探す時間は平均して走行距離の
33%に達しているため、コストや交通渋滞、排出ガスの削減にもつながりま
す。

同様に、スマートパーキングソリューション市場でも、インフラ内のセンサーの設
置と、P2P型ソリューションを使用したモバイルアプリケーションを通じた需要と
供給のマッチングを行うことによるサービスが急増しています。どの時間帯でも、
渋滞の約30%は都市の内部で駐車場を探すことによって発生している事
実があり、事前決済により確保した駐車場所にドライバーを誘導できれば、
利用者の信頼を高めるとともに、渋滞を軽減することができ、真の社会イノベー
ションが実現します。スマートパーキング市場は2014年時点ですでに140億
米ドル規模に達していると見られ、最新の調査では2025年までに560億米
ドル市場に成長すると予測されています。特に、鉄道駅や交通ハブ拠点に
おける利用率を最大化できるイノベーションの機会が存在し、状況によっては
変動型料金制を取ることもできるため、更なる利益を上げることもできます。

eモビリティ

電気自動車の開発が進むにつれ、特に充電器メーカー、ユーティリティ事業

者、パーキング会社、自動車メーカー、システムインテグレーターで構成され
る、真に協力的なeモビリティエコシステムが誕生しています。自動車とバッテ
リーのリース、定額制または従量料金型の充電器へのアクセス、送電網との
通信や電力ストレージなど、様々なビジネスモデルが生まれたeモビリティは、
電気自動車の市場成長に伴い、高い利益を生み出す可能性がある市場
に成長しつつあります。私たちの予測では、電気自動車の台数は2014年の
19万台から2020年までに150万台以上に増加すると見ており、この市場
の魅力は今後さらに増大するでしょう。電気自動車市場の成長は、すでに
公共セクターと民間セクターの協力を促進しています。
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社会的利益は、主にCO₂排出量の削減によって得られますが、エネルギー
需要のピーク時に電気自動車が送電網を補完することもできるため、よりバ
ランスの取れた電力利用ができる、という恩恵も生じます。

交通管制

特に都市における交通管制システムを改善し、社会イノベーションを必要と
する複数の分野における取り組みも増えています。最も一般的なのは、コネ
クテッド型交通信号システム、ランプメータリング(高速道路への合流加速車
線管制)、CCTV、電磁誘導式ループなどですが、クラウド、またはプローブを
ベースに収集、分析した道路利用者からのデータが益々活用されるようになっ
てきており、よりコスト効率が良く、信頼できる交通状況の概要が得られるよ
うになりました。これによって、必要に応じて動的な経路変更ができるようにも
なります。たとえば、Wazeはクラウドソースのモバイルナビゲーションサービスを
5,000万人以上の利用者に提供しており、ユーザーのデータを収集して走
行速度や渋滞の度合いを確認したり、他の利用者のためにその情報の分析
を行い、正確な移動時間の情報を提供したり、必要に応じてルートの再設
定ができるサービスを提供しています。その結果、特に移動時間の短縮、交
通渋滞や大気汚染の軽減が可能になりました。

道路上の公共交通機関においては、近年、信号管制によりバスを優先した
り、GPSによって次のバス停を通知したりするソリューションなどが成長し、乗
客の利便性が増して、公共交通機関に対する理解も深まっています。また、
キャッシュレス/チケットレスソリューションにより乗客の乗降時間を短縮したり、
乗客数の自動カウントで利用率を把握するといったソリューションも増えてい
ます。

鉄道の成長

これは鉄道に固有の状況ですが、車内で利用できるインフォテイメントの急
速な普及により、移動中の生産性と快適性が向上しています。欧州では現
在、8.15%の鉄道においてWi-Fiを利用できますが、予測では2020年まで
に17.74%に増加するとみられています。さらに、高速鉄道の総延長営業
距離が、特に中国での成長にけん引され、現在の50,000kmから2020年
には90,000km以上に伸びるとみられており、鉄道全体の旅客キロ数は32
億人キロから2020年までに47億人キロに増加すると予測されています。顧
客数も新しい車両に必要な多額の投資額も急速に伸びていることから、一
部の車両製造会社はそのビジネスモデルを刷新し、サービスとしての鉄道を
提供するようになりました。これは、契約期間中、契約に従って、メンテナンスや
エンジニアリングも含めたサービスを提供するというものです。これは事業者の事
業範囲や収入の可能性を広げるだけでなく、信頼性を高めて車両の寿命を
伸ばし、メーカーと鉄道事業者間の協力を推進します。

鉄道市場の成長に伴い、インフラ分野においても、新たな技術が可能にする
新しいアプリケーションの可能性が広がり続けています。たとえば、無線通信
式列車制御システム(CBTC)は、処理能力を倍増させ、列車の発車間隔
を半減させ、大幅な節電を可能にします。これは、旧型インフラの交換や更
新を行い、鉄道に関するすべての通信を改善する絶好の機会を提供してい
ます。
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鉄道や都市交通システムのインフラ整備には、益々高まる需要や経済的効
率性を満たす能力が必要になります。旅客にせよ貨物にせよ、都市化の進
行や他の交通手段における渋滞、CO₂削減の必要性など、様々な要因を
背景に、鉄道や都市交通サービスに対する需要は増加するものと見られま
す。新しい交通インフラを建設するには多額の資金が必要となり、特に先進
国では多くの年数がかかるため、インフラの管理責任者は、既存インフラの能
力を向上させるための技術改良をめざすケースが増えています。たとえば、運
行間隔を減らして、より高速度で列車を運用するといった場合です。より投
資価値を上げるためには、これまでの習慣や決められた設計から、一般的な
ネットワーク技術を使用して互いを通信接続し、適切な電力供給によって運
用可能な、よりモジュール化され、かつ、より共用化された部品によって構成
される設計へと、大きく舵を切る必要があります。

世界の鉄道・都市交通産業における三つの優先成長分野は、電力・推進
システム、監視・管理、素材・生産です。これら三つの分野はすべて膨大な
データを必要とし、ビッグデータの定義を満たすのに十分な量の情報を生成
することができるとみられています。監視・管理の分野においては、機能面に
おいて、2020年までに大幅に進歩するとみられています。また、鉄道におけ
る安全性は、運行と資産管理の自動化を達成するための重要な要素です。

2020年には800億台以上のデバイスがインターネットに接続されるとみられ
ており、これに伴い乗客は、他の産業、製品、技術から多くを取り入れること
による鉄道産業構造の変化を求めています。鉄道分野は驚異的なイノベー
ションを経験するとみられており、その結果、新しいアプリケーションやビジネス
モデル、事業機会が創出されるでしょう。

世界の鉄道産業における三つの優先成長分野

出典:フロスト＆サリバン
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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なものとして確立され、展
開が進むのに従って、社会イノベーションは様々な取り組みを互いに結び付
け、社会やQOL(Quality of Life)の改善が可能になります。恐らく、最もチ
ャンスが多く存在する分野は、最も効率的かつシームレスで、利用者個々人
に最適化されたモビリティソリューションを提供する、利用者を中心に据えたモ
ビリティサービスというビジネスモデルの活用です。これにより、利用者の移動
行動パターン様式を学習し、過去の移動履歴に基づいて渋滞の可能性や
移動時間を判断し、事前情報や予測型分析に基づいてベストな移動の選
択肢を提案できるようになります。このようなサービスは、従量制または定額
制で利用者が料金を支払う総合的な予約プラットフォームの一部として活
用していくことができます。

これを可能にするため、コネクティビティとIoTの普及による交通とインフラ間に
おける通信の改善が進んでいくでしょう。鉄道と管理システム、現在益々増
加の様相を呈する車車間/送電網/インフラ間の連携など、スマートシティの
交通は完全に統合され、集中管理されるようになり、サービスとしてのモビリ
ティと、マルチモーダルな都市の可能性が確実に拡大します。

消費者の要望が、モビリティ製品の単なる所有から、モビリティサービスへのア
クセス性を重視する方向に変化するのに伴い、企業もまた、従業員のための
より管理されたモビリティシステム実現に向けて、その認識を変化させていくで
しょう。これは、オランダなどで利用されているモビリティバジェットと呼ばれるス
キームで雇用者が従業員のモビリティ費用やモビリティに対する要求を十分

に理解し、より優れた情報の提供や製品/スマートカードの発券を通じて鉄
道など持続可能な交通手段にインセンティブを与えたり、一部の交通手段を
推進したりすることによって、より優れた方法で従業員の移動を管理できるよ
うになっています。

統合に向けたこのようなトレンドの優れた例が日本にもあります。日本では、
政府が進める経済再生プログラムの一つとして、大規模なインフラ投資が進
められてきています。たとえば、日本は現在、2020年東京オリンピックの準
備を進めており、鉄道、バス、路面電車、タクシーを互いに接続する統合型

交通ソリューションにより、利便性、効率性、安全性の向上とCO₂排出量の

削減をめざしています。高齢化が進み、大勢の観光客が流入するとみられて

いる世界最大の巨大都市の一つである東京において、これは現在進行中

の社会イノベーションの中でも好例なものと言えます。

コネクティビティと

IoTの普及により、

交通とインフラ間の

通信が進歩します
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交通・モビリティ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

交通・モビリティ

分野における

社会イノベーションが

もたらす商機は、年間

5,550億米ドル以上の

価値に上ります

数値で見る市場機会

フロスト＆サリバンは、社会イノベーションのビジネスモデルから得られる経済
的、および社会的利益を考える上で、インフラとサービス収入の機会、顧客
と社会が受ける利益、モビリティの増加によってもたらされる増分の収益、とい
う三つの主要分野について考察してきました。その中ではそれぞれ個別分野
の利益として紹介されていますが、実際には、これら三分野は相互に関連し
合っています。たとえば、社会的利益をもたらすITソリューションは、インフラに
おいて交通ネットワーク処理量の増加を支えています。

社会イノベーションを考える上で考慮しなければならない第一の分野は、交
通ネットワークを接続するのに必要な投資です。インフラと、そこを移動する
車両を接続することは、先述した、相互接続され、自動化された新たなビジ
ネスモデルの大半の実現を可能にする重要な要素です。ITおよびシステムイ
ンテグレーターの専門家らを対象にした一連の調査によると、この分野の機
会を完全に実現するには、交通インフラにさらに3～4%の追加投資が必要
であるとみられています。2010年から2030年にかけて、世界の交通インフラ
への投資は33兆米ドルに上ると報告されており、さらにその3.5%の追加投
資が必要とすると、これは毎年578億米ドルに相当する機会があることを意
味します。

しかしながら、このIT投資とB2Sに注目したビジネスモデルを結びつけることで
実現できる社会の改善について考えてみると、そこにはこの額の10倍のチャ
ンスがあることがわかります。渋滞緩和、CO₂排出量の削減、交通ネットワー
クの安全性向上を合わせて数値化すると、その額は合計で4,970億米ドル
に達します。従って、交通・モビリティ分野における社会イノベーションがもたら
す商機の合計は、その可能性をすべて実現できるとすれば、年間5,550億
米ドル以上にも達します。
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このような社会的な影響を持つ利益は、三つの主な表層的事象の緩和、す

なわち交通渋滞、大気汚染、道路交通事故の緩和から得られます。フロス
ト＆サリバンは、社会イノベーション事業において、高度交通管理システムと
車車間通信の増加により交通流を最適化することにより、交通渋滞を
20%削減できる可能性があると推定しています。交通渋滞は、毎年世界
のGDPの2%、総額1.47兆米ドルの損失を与え、経済成長の足を引っ張っ
ているとみられています(出典:OECD)。従って、社会イノベーション事業モデ
ルによってこの損失を20%削減することができれば、世界経済に2,930億
米ドルの付加価値をもたらすことができます。

これに関連して、移動時間の短縮も可能です。中量高速輸送 (group

rapid transit)などの新たなビジネスモデルと結びつけたり、輸送機関の乗車
率を高めるよう推進したりすることで交通渋滞が緩和されると、移動時間を
25%短縮することができるとみられています。全世界で平均して1日につき
片道39分通勤時間を削減できるとし、世界の平均時給9.25米ドル(出典:
国連国際労働機関)を基準として考えると、通勤時間の削減分だけで50
億米ドル相当の生産時間を生み出すことができます。これは生産時間を増
加させる上で非常に重要であるほか、友人や家族と過ごす時間を増やすこ
ともでき、結果的に社会の改善につながります。

また、交通量と移動速度の更なる最適化によって、交通の効率性(エネルギー
消費と利用率最適化)が改善されると、温室効果ガスの排出量を10%削
減することができます。2014年の世界のCO₂排出量は32ギガトンでしたが、こ
のうち14%が交通によるものです(出典:国際エネルギー機関)。CO₂排出
量のうち交通が占める割合を10%削減することができれば、交通ネットワー
ク全体でCO₂の排出量を年間4億4,800万トン削減することができ、炭素
1トンの平均価格37米ドル(出典:costofcarbon.org)を当てはめると、
170億米ドルが節約できます。移動時間の例と同じく、この恩恵を収益化
することも可能ですが、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です。劣悪な大気質を原因とする年
間700万人の犠牲者数を削減できる可能性があるためです。

さらに、特にテクノロジーを活用した道路における自動化が進み、インテリジェ
ントドライブの可能性が広がると、燃料消費を10%削減することができます。
現在道路上を約10億台の車が走行していますが、1台につき年間
10,000km走行し、1kmあたり0.12リットルの燃料を消費し、1リットルの
燃料の価格が1.10米ドルであると仮定すると、年間1,320億米ドル分の
燃料費を節約することができます。これは消費者と企業にとって相当な節約

額であり、これを各地域の経済に再投資して、社会の改善につなげることが
できます。
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社会イノベーションには事故を削減できる可能性もあります。自動化やインテ
リジェントモビリティの発達・普及によって、事故管理と衝突回避技術を相互
活用することにより、2030年までにすべての交通事故のうち、25%を削減
できる可能性があります。交通事故は1件につき、乗客の負傷治療費を除
いても、3,000米ドルの損害と修理費を必要とします[英運輸省(DfT)]。
毎年、英国における自動車のおよそ7%が車または第三者の損害につなが
る事故に関与しています(出典:DfT)。世界中の道路を走行する10億台に
英国での統計を当てはめ、同様の状況になっていると仮定すると、年間約
6,600万件の事故のうち、25%を削減することができ、500億米ドルの損
失を抑えることができます。このシナリオが持つ重要な点は、事故を削減させ
るという社会イノベーションビジネスモデルによって、さらには移動中に生じる負
傷や犠牲者数を減らすという社会的利益を期待できるという点です。

私たちはこれまでに、ITイノベーションとそれが生み出すことのできる社会的
利益について見てきましたが、交通分野における社会イノベーションは、交通
事業者や都市にも新たな収益をもたらすこともできます。これまでに見てきた
ように、顧客の移動体験が改善され、社会的利益が得られれば、商業面か
ら見てもモビリティに対する需要の増加につながるとみられています。たとえば、

新たな高速鉄道路線の開通によって、他の交通手段の代替手段としてで

はなく、新しいモビリティに対する新たな交通の需要が全体的に増加したとい
うケーススタディがすでに存在しています。英国のケントとロンドンをつなぐ、日
立の鉄道車両(Class 395)が走行するHigh Speed 1路線がその例です。

この地域では、2009年から2015年の期間に、鉄道全体の輸送量が30%
以上増加しました。そのほとんどが、高速鉄道サービスの増加分でした。この
分析では詳細に触れませんが、交通分野における社会イノベーションの結果
として、社会のアクセシビリティが向上し、真のモビリティが可能になって、社会
的利益が得られたことは明白です。

このように、交通分野における社会イノベーションがもたらす機会は、全体とし
て、インフラ、節約、交通が生む収益増加に関連しており、上述の仮定に基
づくと、最低でも年間5,550億米ドルを生み出す可能性があります。この可
能性を実現するには、三つの主要アクション、すなわち、利用者の行動変化、
スマート政策とスマートガバナンス、民間セクターからの投資、これらの組み合
わせが必要です。電気自動車の例で見たように、移動体験の改善、社会の
改善、また一部のケースでは市場の刺激を目的とした政策取り組みの可能
性を組み合わせることで、消費者の意識に影響を与えることができます。政
府は、技術が可能にするイノベーションを交通分野で実現することで、様々
な表層的課題の緩和を現実のものとし、住民のQuality of Lifeの改善や経
済成長の推進をもたらすことができるという認識を明確に持ち始めています。
このような市場や政府のサポートを受けて、民間セクターの投資企業やイノ
ベーション企業も社会イノベーションを実現するビジネスモデルへの投資の意
欲を高めています。日立もそんな企業のひとつです。

自動化やインテリジェント

モビリティには、

2030年までに全体の

25%の事故を削減できる

可能性があります
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日立のユニークな貢献

交通・モビリティ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。

日立は、グローバルな鉄道車両メーカー、およびサービス事業者としての成
功を維持しながら、より広範な交通市場に向けて、非常に高度なITシステ
ム統合サービスを提供するため、交通管理システムと電気自動車の充電等
に焦点を置き、交通におけるビッグデータの生成と分析能力を活用して、車
両とインフラの自律的接続を進めるなど、多様化を進めてきています。

交通分野における日立の社会イノベーションの目標は、人々が都市の内部
で、都市間で、さらには世界中の国々や地域の間で、より安全かつ快適に
移動できるよう支援することです。日立は鉄道列車の設計や製造、運行管

理、モニタリング、制御、情報サービス、メンテナンスに関する高度な鉄道ソ
リューションを提供しています。また、EV関連技術を開発し、カーエレクトロニ
クスに統合することでより環境に配慮した交通手段の実現をめざすとともに、
道路、および空港の管理や制御の分野でもその存在感を高めています。総
合モビリティシステムインテグレーターとして、日立は鉄道から自動車まで、一
貫して交通インフラに関連する技術の向上をめざしています。

日立の社会イノベーションプロジェクト:
交通・モビリティ分野に対する、融合・協力・社会的影響の例

出典:フロスト＆サリバン
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これは、日立の交通・モビリティビジネスモデルにおける社会イノベーションのユ
ニークな特徴の一つ、公共交通機関と個人移動のリンクです。どちらか一方
を優先する企業はいくつかありますが、そのような企業はこの二つの交通形
態が、鉄道の駅へ移動する人、あるいはその反対に駅から移動する人によっ

てすでに接続されていることに気付いていません。この二つの交通手段の間

の連携は、車両とその他交通手段との間における情報通信が実現すれば、

今後も継続していきます。たとえば、日立のチームが開発中のシステムを使え

ば、ドライバーが自動車で駅へ移動を始める前に、乗車予定の電車や駅の
障害情報を受け取り、自動的に経路を変更して、切符を発券することがで

きます。さらに重要なことは、移動中、常にインターネットに接続できれば、統
合型モビリティの可能性が広がり、マルチモーダルな交通ネットワークを推進で
きるようになります。

コネクテッドモビリティにおける日立の役割

コネクテッドモビリティエコシステムの初期に登場した例として、日立の充電ソ
リューションの開発により、電気自動車の充電ステーションを事前予約できる
ようになった事例が挙げられます。利用者の利便性を高める情報システム
(ナビゲーションと課金)、急速充電システムや蓄電制御などのインフラも含ま
れます。これは、すでに沖縄などに導入されており、沖縄では株式会社エー・
イー・シー(Advanced Energy Company)が日立の技術を使用して
220台以上の電気自動車を観光客にレンタル提供しています。電子料金
収受システム(ETC)、道路における監視画像処理、インフラ制御への幅広
い関与により、日立は鉄道ビジネスをはるかに超えた幅広いネットワークを築

いており、インテリジェントモビリティエコシステムにおけるその存在感を高めてい
ます。

交通分野における社会イノベーションを可能にする重要な機会のひとつは、
公共交通機関と自家用車の移動を接続し、車両間(V2V)、および車両
対インフラ(V2I)通信を可能にする通信接続を向上させることから生まれま
す。交通渋滞や大気汚染を緩和し、都市の経済的存続可能性を改善す
ることによって得られる、より広範な社会的利益を実現するには、自家用車

移動から公共交通機関に転換させるより説得力のある理由が必要となり、

異なる代替燃料を使用する車両を選択させるようにする必要があります。こ
れは現在のところ、情報不足、サービス価格の高さ、自家用車移動と公共
交通機関に対する相対的に異なる顧客体験によって、その実現可能性が

排除されている状態です。

車両とインフラ事業者間の通信システムは、交通セクターに革命的なインパ

クトを与える可能性があります。「コネクテッドカー」(車載デバイスによってイン
フラと通信することができる車両)は数年前から存在していますが、車両と交
通関連のコネクテッドインフラ(信号や駐車場など)間の通信や協調は、比較

的新しい現象と言えます。

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、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ICT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:
交通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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車両に「V2X」通信(車車間、および車両対インフラ間の通信)を導入するこ
とで、自動車メーカーは各車両と直接的に通信できるようになり、車両とイン
フラからのリアルタイムのデータを活用して、先進的なアプリケーションを提供す
ることができるようになります。このようなシステムを活用して、道路の安全性
、交通の効率性、乗客の快適性を向上させることができます。たとえば、コネ
クテッドカーの協調により、車載センサーが検出した危険性に関する情報を
受け取るだけでなく(通常、この情報は音や振動など、道路標識よりもドライ
バーの注意を引くことができるもので伝えられる)、先の道路を走行している
車両からも警告を受け取ることができます。また、V2X通信は、交通渋滞に
関するリアルタイムの情報を交信するのにも役立ちます。

日立は、コンソーシアムの一部としてこの実現に向けて熱心に取り組んでいま
す。これは当初、電気自動車(FEV)向けの試験として開始したもので、その
役割はEUのeCo-FEVプロジェクトで紹介されています。このプロジェクトには
eモビリティのプラットフォームが含まれ、インフラシステムに関するFEVからの情
報をインテリジェントテレマティクスサービスと組み合わせて、FEVの信頼性を
高めます。これにより、インフラを結びつける能力を提供できるようになり、既
存の技術アプリケーションを拡張、連携させて信頼性を高めるとともに、新し
い標準規格や技術をテストすることで、効率の良いeモビリティを実現できる
ようになります。

「私たちのeCo-FEVコンセプトの核心は、電気自動車とこれに関連する様々

なインフラシステムを結合させることにあります。私たちは、eモビリティが未来

のスマートモビリティにおいて重要な役割を果たし、ヨーロッパでもどこでも、

eCo-FEVシステムが導入されれば市民の社会的、経済的、環境福祉に大

きな影響をもたらすと確信しています」

日立ヨーロッパ社　研究開発研究所　マネジャー兼シニア・リサーチ・エンジニア

Max Lenardi

この種のコネクテッドモビリティエコシステムから得られるもうひとつの重要な機
会は、障害発生時に事態をより優れた方法で管理し、顧客の経路変更を
可能にすることです。また、交通ネットワークに対する顧客の要求と行動をよ
り細かく把握することで、サービス事業者は需要ピーク時や不測の事態が発

生した時の規模や状況を予測するとともに、代替手段を自動的に再調整で
きるようになります。交通システム内のインテリジェンスを高めるこのような機会
を鉄道や道路を都市の主要な交通計画機能と関連付け、日立は様々な

観点から積極的に活用しています。これにより、日立はマルチモーダルベース
で交通ネットワークの状態に関する情報を提供できるようになり、現在よりは
るかに迅速かつ重要な取り組み措置を取ることが可能になります。
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日立の高速・先進鉄道車両

日立はこれまでに、高速・先進鉄道車両をより多くの市場に拡大し、成功を
収めてきました。注目を集めた英国のHigh Speed 1路線を走行するClass
395車両の契約を勝ち取り、英国初の国内高速鉄道に車両を供給するこ
とになった日立レールヨーロッパ社は、新Class 800/801シリーズの車両を製

造しています。これらの車両は、政府が57億ポンドをかける主力事業、都市
間高速鉄道計画の主要路線、グレートウェスタン線とイーストコースト線で、
それぞれ2017年、2018年から運行を開始する予定です。それぞれの路線

で866両(122編成)の新規車両が供給され、契約には27.5年分の保守
サービスも含まれています。新型車両は他の鉄道車両に比べ、平均で乗客

1人あたり1回の乗車につき、平均で12%のエネルギーと炭素排出量を削
減できます。この契約は英国における次世代の鉄道運営を支えるもので、
何百万人もの乗客の移動と事業者の効率性を改善することができます。

ジャベリンの愛称で知られる日立のClass 395車両の導入により、すでに
サウスイースタン鉄道ネットワークで33%乗客数が増加しており、ロンドンから
ケ ン ト へ の移動時間は 、 エ ブ ス フ リ ー ト ま で で 20分 以 下 、 ア シ ュ
フォードまでで40分以下に短縮されました。日立の鉄道システム事業のグロー
バルCEOであるAlistair Dormerは、2015年6月の社会イノベーションフォーラ
ムにおいて、ケントからロンドンへの通勤客にとってこれは人生を変えるような
出来事だったと述べました。たとえば、自宅で子どもたちと一緒に朝食を食べ
るなど、人々が時間をより有効に使えるようになり、Quality of Lifeを改善
するという点からの真の社会イノベーションが実現したのです。

さらにアシュフォードに設置された車両メンテナンスセンターや、将来はその他
の車両でも行われる車両メンテナンスやサービスを改善するため、日立レール
ヨーロッパ社は効果的な車載リアルタイムデータ管理ソリューションを活用する
計画を立てています。これにより利用状況に応じた検査や障害の集中管理
ができるようになり、必要なメンテナンス計画を事前に立てることが可能になり
ます。また、このシステムは各車両の走行距離の記録を取ることもできます。
このような利用条件に応じたサービス体制は、豊富なデータを利用した予測
型メンテナンスを可能にし、検査計画を最適化して、継続的な改善を支え
る長期的な傾向分析を可能にします。これによって運行中の鉄道の状態を
予測できるようになり、作業効率が改善され、事業者にとっても、利用客
にとっても、車両の信頼性と利用可能性を最大限高めることができます。

日立レールヨーロッパ社がAT100メトロ、AT200コミューター、AT300インターシ
ティ、AT400 High Speed の標準製品プラットフォームを開発したのも、この
理由によります。これら標準製品の開発により、日立レールヨーロッパ社は柔
軟に鉄道事業者である顧客の要求に柔軟に応じることができるようになりま

した。この取り組みの実現例が、Class 395車両「ジャベリン」(上記)と日立
レールヨーロッパ社がアベリオ・スコットレールのネットワークで運行させるために

AT200通勤車両です。

2.  日立の実例:

「韓国の次世代環境配慮型
電気動車」

日立は、各地の鉄道会社との協業

に基づくソリューションを通じて、モ

ビリティに対する需要を満たすた

めの重要な役割を果たしています。

その例のひとつが、韓国のヌリロ導

入事例です。

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、高架減速を実現する車

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 地方 を 快 適 に 結 ぶ 、 と い う

KORAILの新たな付加サービスを

開拓しました。

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

障がい者、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。

顧客のメリット:

コネクテッドかつ統合された交通

機関、CO₂排出量削減、地元の雇

用創出、高度なスキルの育成
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この種の社会イノベーションのもうひとつの最適な例は、日立とJR東日本が

開発したシステム、東京圏輸送管理システム(ATOS)です。ATOSは20の
鉄道路線と約300の駅を管理する大規模なシステムで、「自律分散型」の
側面がこのシステムをユニークなものにしています。個々の駅のサブシステムが
自律的に機能するため、迅速な対応を取ることができ、リスクをそのエリアに
限定することができるのです。

このことは、ひとつの駅でシステムがダウンしても、その路線の次の駅では運転
を継続できることを意味します。また、このシステムはシステム全体の運転を
中断することなく、徐々に拡張を進めることが可能です。このシステムは更な
る成長を続けており、スマートモビリティサービスや駅構内サービス、地域コミュ

ニティとの調和のとれた連携を通じて、シンプルなオペレーティングシステムとし
て最適化を進めています。

日立はこの「自律分散型」システムのアプローチを、交通以外の分野、特に
エネルギー、インテリジェントウォーター、ヘルスケアなどの社会インフラの分野
でも確立し、強化することをめざしています。その目標は、インフラと関連する
すべてのシステムにおいて全体を最適化することにあり、これは様々な産業セ
クターにまたがる真の社会イノベーションであると言えます。

鉄道と乗客輸送の収容能力を判断して運行スケジュールや安全管理を改

善するという運行上の観点からも、駅でのサービスや移動の質を改善するこ
とでメリットを受けるという利用客側の観点からも、拡大を続けるこの自律分

散型のシステムは、駅におけるサービスを大幅に改善するのに貢献していま
す。列車と駅の間でこのシステムの展開が進むと、それぞれの列車や駅のサー
ビスをアプリケーション上で制御できるようになり、列車や駅において人々をつ
なげ、駅を中心としたコミュニティを生み出すことができます。結果として、鉄
道がスマートシティの中心を占めるようになり、技術の進歩によって駅を中心
としたコミュニティが生まれ、駅で複数のサービスにアクセスできるようになりま
す。特に高齢化社会においては、このように一つの施設を様々な方法で利

用し、駅というハブにおいて、モビリティと複数のサービスにワンストップショップ

(一カ所で必要なすべての買い物ができる・機能があること)のアプローチでア
クセスできるようにすることが重要なチャンスのひとつであり、日立はその実現

を支援しています。

モビリティ改善に対する顧客中心の視点

メンテナンスや列車の運行と同じく、日立は顧客にフォーカスすることを最優

先しており、鉄道ビジネスのサービスや管理の効率性を改善するために様々

な旅客情報サービスを支えています。このようなサービスには、車内情報シス

テムや座席の予約、広告管理、スマートカード管理が含まれます。日立の社

会イノベーション戦略は、環境に優しく、効率的かつ信頼性の高い車両に加

えて、利用客にとって移動がより快適で楽しいものになるよう、顧客中心のビ
ジョンを明確に打ち出しています。これは、次の実例でも証明されています。

日立は「自律分散型」

システムのアプローチを、

交通以外の分野、

特にエネルギー、

インテリジェントウォーター、

ヘルスケアなどの

社会インフラの分野でも

確立、強化することを

めざしています
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「鉄道から自動車まで網羅するモビリティの総合システム

インテグレーターとして、私たちは交通インフラの将来をサポートし、

人々の移動を『より安全』かつ『より快適』にするとともに、

『よりエコフレンドリー』な都市づくりをめざしています。」

このような鉄道メンテナンス、乗客向け情報サービス、道路ベースの交通管

制、通行料金徴収、EV充電といった交通ソリューションのユニークな組み合

わせにより、世界をリードする様々なソリューションが生まれ、すでに未来のマ
ルチモーダルな社会イノベーション事業モデルのうち、幾つかの実現が可能に

なっています。日立はさらに将来に目を向け、指静脈認証ソリューションや位
置情報ベースのサービスにより、交通市場において、特に認証や決済の分

野で大きな開発の可能性を広げようとしています。

日立がそのモビリティポートフォリオの拡大を計画していること、またその能力を
持ち合わせていることは明らかです。日立は、特に自動車会社、および交通

事業者に市場をリードするソリューションを提供するとともに、そのプロセスにお

いて顧客体験を改善し、最終的にQuality of Lifeを向上させることをめざし

ています。

まとめ

交通・モビリティ分野における社会イノベーションは、インテリジェントモビリティ
に向けたイノベーションの増加により、よりシームレスな統合型コネクテッドモビ
リティネットワークを実現させようとしています。そして、これは様々な社会的

利益をもたらします。消費者や企業が自分に与えられた選択肢をより良く理
解できるようになり、ユーザーフレンドリーで利用者中心のモビリティ体験を享

受できるようになります。常に利用可能な通信接続と技術の進化によって、
将来的にモビリティはより理解しやすく、楽しみをもたらすようになるため、ビジ
ネスや個人の移動のために、より生産的に時間を活用したり、ストレスや混

乱の少ない生活が送れるようになり、通勤に好ましい影響を与えるだけでな
く、究極的には私たちの生活や社会がよい方向に変化していくことになります。

この可能性を現実のものとするには、幾つかの要件が存在します。中でも重

要なのは、特に商業上の対立が発生する可能性がある分野において、デー

タとソリューションの透明性を確保することです。このような場合、政府は交通
分野における社会イノベーションの枠組みを、ローカルなレベルで策定しなけ

ればならない場合があります。

交通分野における社会イノベーションからは、様々な利益を受けることができ

ます。中でも顕著な利益は以下の通りです。

- 経済的利益　　　利用者のコストを削減し、経済成長を支援します。交

通渋滞が緩和され、雇用が改善します。

- 社会的利益　　　交通機関のアクセシビリティが向上し、移動時間が

25%短縮されます。
- 環境的利益　　　CO₂排出量が最大で10%削減されます。

3.  日立の実例:

「日立は、サービスを中心とした
鉄道というコンセプトを取り入れ、
鉄道産業におけるビジネス
モデルのイノベーションを
推進しています」

日立は、英国における歴史的なプロ

ジェクトを受注し、都市間高速鉄道計

画(IEP)に鉄道車両とメンテナンスサー

ビスを27.5年に渡って供給することに

なりました。そのビジョンは、鉄道車

両事業を新たなビジネスモデルを伴

うソリューションビジネスに転換すると

いうものです。このコンセプトは、サー

ビスを中心としたモデルに基づいて

おり、日立が車体の所有権を保持し

ます。契約は従量制で、顧客(鉄道事

業者)は契約期間中、車両が定時運

行できた実績に対して料金を支払い

ます。従って、従来の固定費モデル

から変動費モデルに変わり、先行投

資を大幅に減らすことが可能になりま

した。

このプロジェクトには、合計866台の

鉄道車両(電気、およびディーゼル併

用)が含まれており、日立が確立した

技術と、現地で開発されたデザイン

を採用しています。日立の運行管理、

および車両制御システムを活用した

サービスとしての鉄道(TaaS)モデル

は、収容能力、信頼性、冗長性を向

上させ、より高速でシームレスな移動

を可能にし、乗客の環境も改善して

きました。また、エネルギー消費や線

路の消耗も減り、TSI(およびRGS)に

も準拠しています。

英国、および他国における鉄道ビジ

ネスを推進するため、日立は英国内

に2015年操業開始の新工場も建設

しました。ここでは製造、組立、試験

だけでなく、研究開発も行う予定です。

新工場では、730人の新規雇用が創

出されます。

顧客のメリット:

エネルギー効率の改善、顧客中心の

ビジネスモデルの強化、高品質で安

全、快適、利便性の高い鉄道移動
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日立はすでに交通・モビリティ分野における社会イノベーションというビジョンの

実現に取り組んでおり、特に鉄道利用者の生活を変えるようなソリューション
を提供しています。また、その焦点を拡大しつつ、ビジネス提案の一部として

のIT統合サービスを重視し、特に交通管理と電気自動車充電システムに重

点を置いています。鉄道と道路の両方における日立の持つソリューションの専
門性により、日立はこの二つの交通手段の通信と自律的な連携を推進でき

るようになりました。これによって、事業者においては、道路サービスと鉄道サー
ビスの可能性が広がり、たとえば小売や物流など、補完的サービスへのアクセ
スを提供することで顧客体験を改善し、駅を中心にしたコミュニティを生み出
すことができます。

このような、社会イノベーションを中心に据えた先見性の高い思考を取り入

れた企業は、様々な利益を実現することができ、バリューチェーンの機会を拡

大することができます。交通ソリューションがITやエネルギー管理など複数の
産業セクターの関心拡大に伴い、パートナーのネットワークを構築し、新しい

モビリティサービスのシームレスな提案が生まれる可能性が広がっています。
規模拡大にかかる時間と先行者利益を考慮すると、明日、最も成功するモ

ビリティビジネスモデルは、今日築かれたパートナーシップを基盤とすることにな

るでしょう。

また、社会イノベーション事業を採用することで、価格やカスタマーサービスだ
けによってではなく、人々の生活に真の変化をもたらすという価値に基づいて、
素晴らしい共有価値を創造することができます。これまでに紹介した分野に

おける課題を解決するようなソリューションは、現在の交通が抱える社会的

制約の一部を取り払うことで、個人の生活や組織の長期的な繁栄に恩恵

をもたらすことができます。

社会イノベーションの将来像は、新しいモビリティビジネスモデルが広く普及す

るものになるでしょう。そこでは、公共交通機関が主要な交通手段となり、都

市部における自家用車による移動は特定の目的にのみ使用される完全に
補完的な手段となります。従って、カーシェアリング、ライドシェアリング、オンデ
マンドマイクロ交通のようなソリューションが生まれます。これは、より複雑さを

増すとも言えますが、より効率の良い交通エコシステムを生み出し、顧客が

自分に与えられた交通の選択肢をより良く理解し、事業者がその顧客をより

良く理解することを可能にします。そのためには、短期的には持続可能なモビ

リティを優遇するために、特に自動化モビリティビジネスモデルの推進において、

相当なインセンティブや政策が必要になる可能性があります。また、採用、

開発されるソリューションが、それらを展開する都市にとって実用的で利益が

得られるものになるよう保証するためのインセンティブや、政策も必要になるで

しょう。
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全体として見ると、交通・モビリティ分野における社会イノベーションには、交

通ソリューションのコネクテッドインフラにおいて年間580億米ドルの市場を生

み出す可能性があると見られます。しかし、もっと重要なことは、この10倍近

い社会的利益が得られることです。世界中の交通が原因で生じる交通渋

滞、大気汚染、事故の削減により、年間4,970億米ドルを超える社会的

利益が生み出されます。すべてを合わせて年間5,550億米ドルにも達するこ

のような利益は、利用者の移動体験を改善するとともに、スマートコミュニティ
内の人々をつなぐことで、交通ネットワークの利用者にも、また非利用者にも、
生活を変えるほどの利益をもたらします。そして、そのような人々が生活する

社会を改善することができます。

日立のような企業は、交通・モビリティ分野における、社会イノベーションの中
心的要件となる交通利用者の行動やパターンの変化、スマート政策やスマー

トガバナンス/ポリシーの推進、技術やインフラに対する民間セクターの投資を
実現することで利益を生み出そうとしています。その中でも社会とQuality of
Lifeを改善する技術を活用する日立は、このような技術の進歩によって交通
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おける産業間の融合

このホワイトペーパーでは、社会が直面する課題と、交通・モビリティ分野にお

ける社会イノベーションを通じて実現できる利益について深く掘り下げて見て

きました。フロスト＆サリバンは、交通分野は社会イノベーション事業にとって
最も注目すべき分野の一つと考えています。これは実にグローバルな現象で

すが、インフラが限られる場所で個々人にモビリティを提供する、駅などの交

通ハブを中心に経済成長を推進する、あるいは世界の主要都市で通勤利

用客の快適性と利便性を強化する、いずれの場合にしても、地域毎に異な

る、人々の生活を根本的に変える多数の機会が存在しています。

私たちはまた、コネクティビティや産業の融合が進行するような世界では、交

通・モビリティ分野における真の社会イノベーションがより良い未来を可能にす

ることを確認してきました。この未来では、エネルギー、小売、セキュリティ、エ

ンターテイメント、ヘルスケアなどの個別要素が、交通との結びつきを益々強

め、人々の生活を向上させ、コミュニティの存続可能性を高めることになりま

す。

社会イノベーションに関する次の二つのホワイトペーパーでは、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またがる影響と、コ

ネクティビティと産業融合という重大なテーマを念頭に置きながら、非常に重

要な産業分野(エネルギー、およびヘルスケア)についてさらに深く掘り下げて

いきます。

エネルギー、小売、

セキュリティ、エンター

テイメント、ヘルスケアなど

個別の要素が、

交通を通じてますます

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
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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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