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世界中で急速に都市化が進む中，地球規模の環境問題，
人口増加による急速な資源の枯渇など，さまざまな課題が
深刻化してきています。そして，これらの課題に包括的に
対応した，低炭素でありながら持続的な成長が可能な都
市，スマートシティの実現が求められています。
　日立製作所は，2010年4月に「スマートシティ事業統括
本部」を立ち上げ，日立グループや国内外のパートナーの
皆様と連携しスマートシティ関連事業を展開・推進してい
ます。そうした中，日立がスマートシティの取り組みを通
じてめざすコンセプトが，人と地球の「ちょうどいい」関
係です。私たちが考えるスマートシティでは，環境負荷低
減という価値「エコ」と，快適・安全・便利・楽しさといっ
た人を中心とした経験価値「エクスペリエンス」とが自然
な調和のうちに，ちょうどよく実現され，環境対応と経済
性を両立させた持続可能な社会を実現するものと考えてお
ります。このエコとエクスペリエンスのちょうどいいバラ
ンスを取るのが，都市や生活を支えるさまざまな社会イン
フラシステムです。
日立はグループ全体で長年にわたり，さまざまなインフ
ラシステムの構築を手がけてきました。これらのインフラ
システムは昨今の ITの急速な進展と相まって大きく変化
しようとしています。インフラシステムに集まる大量の情
報利活用による新たな付加価値の出現や，インフラ間の連
携による新たなサービス創出が，現実のものになろうとし
ているのです。このようにスマートシティの実現は単に新
技術で都市を構築するだけではなく，そこに生活する人や
企業にとっての新たな可能性を創造することが重要になっ
てくると考えています。
「technotalk」では，社会インフラを支えるシステム技術
をテーマに，電気通信大学の新誠一教授と当社情報制御シ
ステム社の齊藤裕社長が対談を行いました。また，「special 

contribution」では，三井不動産株式会社の岩沙弘道会長
に成長型・調律型の日本発スマートシティモデルをめざす
「柏の葉キャンパスシティ」についてご寄稿いただきました。
　本特集ではそのほか，スマートシティにおける日立グ
ループの取り組みや考え，ケイパビリティを中心として，
金融，行政，医療などの生活インフラやエネルギー，交通，
水，通信といった社会インフラ，その社会インフラを支え
るシステム技術や IT基盤について紹介しています。
　本特集を通じて，日立グループのスマートシティに関す
る取り組みが，読者の皆様のご参考となり，お役に立てば
幸いです。
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特集 日立が考えるスマートシティ
Next-generation Smart Cities–Hitachi’s Vision
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環境に配慮し，ITを駆使してエネルギーや資源を効率よく利用する都市，スマートシティが注目を集めている。
環境や効率は，新たな都市開発はもちろん，都市再生においても重要なキーワードである。

しかし，それらに加えて生活者の視点がなければ，スマートシティのあるべき姿を描くことはできない。
「エコ（環境への配慮）」と，そこにくらす生活者の「エクスペリエンス（安心・便利で豊かな都市生活）」を

それぞれ満たしつつ，両者のバランスが調和した都市──。
その次世代都市の実現へ，日立グループは社会インフラ分野と情報・通信分野の豊富な実績と技術力で挑んでいく。
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❶柏の葉スマートシティの完成イメージ図

❷六ヶ所村 スマートグリッド実証実験

❸沖縄におけるEV充電サービス

世界のスマートシティプロジェクト
スマートシティの実現に向けた取り組みが，世界各地の都市で始まっている。
日立グループは，社会インフラ分野において長年培ってきた
トータルエンジニアリング力や，情報・通信分野における
ソリューション提供能力などを活用し，
各都市の先端的な取り組みに貢献している。
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❹中国・広州ナレッジシティのイメージ図（提供元：中新広州知識城投資開発有限公司）

❺中国・天津エコシティの開発街区の外観

❼モルディブ共和国・マレ島（上下水道事業）
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世界中で急速に都市化が進む中，地球規模の環境問題，
人口増加による急速な資源の枯渇など，さまざまな課題が
深刻化してきています。そして，これらの課題に包括的に
対応した，低炭素でありながら持続的な成長が可能な都
市，スマートシティの実現が求められています。
　日立製作所は，2010年4月に「スマートシティ事業統括
本部」を立ち上げ，日立グループや国内外のパートナーの
皆様と連携しスマートシティ関連事業を展開・推進してい
ます。そうした中，日立がスマートシティの取り組みを通
じてめざすコンセプトが，人と地球の「ちょうどいい」関
係です。私たちが考えるスマートシティでは，環境負荷低
減という価値「エコ」と，快適・安全・便利・楽しさといっ
た人を中心とした経験価値「エクスペリエンス」とが自然
な調和のうちに，ちょうどよく実現され，環境対応と経済
性を両立させた持続可能な社会を実現するものと考えてお
ります。このエコとエクスペリエンスのちょうどいいバラ
ンスを取るのが，都市や生活を支えるさまざまな社会イン
フラシステムです。
日立はグループ全体で長年にわたり，さまざまなインフ
ラシステムの構築を手がけてきました。これらのインフラ
システムは昨今の ITの急速な進展と相まって大きく変化
しようとしています。インフラシステムに集まる大量の情
報利活用による新たな付加価値の出現や，インフラ間の連
携による新たなサービス創出が，現実のものになろうとし
ているのです。このようにスマートシティの実現は単に新
技術で都市を構築するだけではなく，そこに生活する人や
企業にとっての新たな可能性を創造することが重要になっ
てくると考えています。
「technotalk」では，社会インフラを支えるシステム技術
をテーマに，電気通信大学の新誠一教授と当社情報制御シ
ステム社の齊藤裕社長が対談を行いました。また，「special 

contribution」では，三井不動産株式会社の岩沙弘道会長
に成長型・調律型の日本発スマートシティモデルをめざす
「柏の葉キャンパスシティ」についてご寄稿いただきました。
　本特集ではそのほか，スマートシティにおける日立グ
ループの取り組みや考え，ケイパビリティを中心として，
金融，行政，医療などの生活インフラやエネルギー，交通，
水，通信といった社会インフラ，その社会インフラを支え
るシステム技術や IT基盤について紹介しています。
　本特集を通じて，日立グループのスマートシティに関す
る取り組みが，読者の皆様のご参考となり，お役に立てば
幸いです。
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