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Vol. No. -  地球環境とエネルギーセキュリティに貢献する原子力技術

feature article

地球規模でのさまざまな影響が懸念されている環境問題に対し，
低炭素都市の実現に代表される根本的な解決策が動き始めている。

先進国における都市の高齢化，新興国における都市人口の拡大といった課題も
顕在化する中で，世界の都市開発は新たな時代を迎えている。

エネルギー，モビリティ，ビルシステム，水処理，セキュリティ，情報通信，情報制御など，
都市インフラに求められる技術は幅広い。

日立グループはそれら都市開発にかかわるさまざまな技術を統合し，
「スマートシティ」の実現に挑んでいる。

低炭素化と社会の発展を両立する持続可能な都市へ，
だれもが便利に，安心して暮らせる都市へ。

100年後の未来を見つめながら，日立グループが都市の新時代を切りひらいていく。

特集

次世代都市
Urban Development in Next Generation



 .  

message from the planner

前回「日立評論」で都市開発ソリューションの特集を組
んだ2008年9月号からの約2年間で，世界の都市開発の
メガトレンドは大きく変わりました。
当時，国内では地方都市の過疎化や郊外化への対策とし

て，中心市街地活性化やコンパクトシティが注目されてい
ました。海外では，ドバイにおける大規模なリゾート都市
の開発が世界の耳目を集めていました。その後，低炭素社
会への移行が世界的な合意として確立され，各国が温室効
果ガスの削減目標を制定するなど，「低炭素都市」の建設
が先進国と開発途上国の双方にとって最優先課題になりま
した。また，2008年秋の世界金融危機を契機に中東諸国
での大都市開発は減速し，これに代わって中国で「生態城
（エコシティ）」の建設計画が次々と発表されるとともに，
世界各国で都市，発電所，高速鉄道などのインフラ投資へ
の重点化が進んでいます。また，政府が官民連携で「イン
フラ輸出」を後押しする姿勢を明確にし，閣僚のトップセー
ルスやインフラ整備に関する政府間協力の締結に動き始め
たことも大きな変化です。
その間，日立グループはインフラを中心とした「社会イ

ノベーション事業」を経営の柱とする方針を明確にし，こ
の分野の事業の拡張と研究開発の重点化を進めています。
日立製作所は2007年度から，事業分野をまたがった骨太
な新事業の創生をめざす「Next A事業活動」を実施し，そ
の一つとして都市開発分野で日立グループの総合力を発揮
するための「Next Cityプロジェクト」を2010年3月まで
推進しました。この活動では，都市開発分野の中で日立グ
ループの強みを発揮できる事業や強化が必要な事業を明ら
かにし，提案するためのチャネルを構築するなど，2010

年4月に設置されたスマートシティ事業統括本部の活動に
つながる基礎が形成されたと考えています。
都市開発の分野は，エネルギーや水処理，鉄道など，日立

グループのさまざまな事業が関連しています。今回はその
中でも特に，海外での都市開発や「都市と情報」という観
点からの取り組み，健康まちづくりへの取り組みなどを中
心に編集しました。また，創業100周年記念シリーズの本
特集向けに， Next Cityプロジェクトでの協創パートナーで
ある清水建設株式会社から寄稿していただきました。
都市開発の上流からコンセプトを提案し，参画する日立

グループの取り組みは緒に就いたばかりであり，今回はそ
の紹介にとどまりますが，次回の都市開発特集ではその成
果を報告できることを期待しています。

次号掲載予定記事
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overview
低炭素社会の構築に貢献する
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※都合により掲載内容を変更する場合があります。
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