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社会課題起点のデザイン

　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な
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　日立製作所は、社会インフラ事業を通じてSociety 5.0実現に貢献することを目指して
いる。そのため、デザインの対象も製品からシステム、サービスまで広がってきた。現
在は社会課題を起点とするビジョンデザインを実施し、それを通じてステークホルダー
との協創による社会イノベーション事業を推進しようとしている。本稿では、主にデザ
イン部門が関与した都市とモビリティのコンセプトデザインについて、過去の事例およ
び推進中のプロジェクトの概要を報告する。

　Hitachi aims to contribute to Society 5.0 through its infrastructure businesses. In 
order to achieve this, Hitachi’s designers have been widening the scope of their 
design activities from products to systems and services. The designers are now 
going as far as looking at various social challenges  when designing future visions. 
With what the designers call “vision design,” Hitachi is promoting the co-creation of 
social innovation businesses with stakeholders while aiming to contribute to Society 
5.0. This paper explains what Hitachi’s designers have accomplished and what they 
are currently striving to do, in terms of the concept design for urban mobility 
projects. 
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社会課題起点のデザイン
─Society 5.0 実現に向けた取り組み─

Producing Designs from Social Challenges : 
Hitachi’s Design Initiatives for Society 5.0

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な
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技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

Fig.1　対話型デザインプロセス

Fig.2　顧客協創方法論「NEXPERIENCE」４）

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

　2.　変化しつつある企業デザインの役割

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と
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同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

Fig.3　Light City Tokyo のイメージ５）

Fig.4　ITを活用したバイクシェアリング Fig.5　 UDシティのイメージ

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

Fig.6　ＵＤシティ実現のための仕掛け７）

Fig.7　ビジョンデザインの基本的な考え方８）

政治・経済・社会・技術の潮流を統計情報で把握し、デザ
イナーによる生活者視点から社会課題が解決される複数
の将来シナリオをイラストや映像で描き、目的を共有する Fig.8　ビジョンデザイン（25のきざし）

　3.　ビジョンデザイン

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ
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維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快

Fig.10　移動の本質的な価値が効率的手段で代替されない社会11）

―利便はデジタルで、賑わいはフィジカルで高める―

Fig.9　モビリティの将来像の例10）

　4.　ハビタット・イノベーション



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。
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適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために

Fig.11　日立東大ラボの取組み11） Fig.12　データ駆動型都市計画の考え方

は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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5.おわりに

 
　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快



　近年、SDGsに代表される社会課題起点のイノ
ベーションに対する期待が大きくなり、製造業企業
においても、研究開発およびデザインの大きな目的
になりつつある。日立製作所（以下日立）は、1910年
に日立鉱山で使用されるモーターの修理工場として
発足し、以降、発電機、鉄道車両・システム、昇降機、
家電機器、コンピューターシステムなどに事業領域
を広げ、現在は社会イノベーション事業を推進する。
社会イノベーション事業とは、「社会が抱えるさま

ざまな問題を解決し、IT（Information Technology）
で高度化された安全・安心な社会インフラをグロー
バルに提供していくこと」である１）。
　社会イノベーション事業のための研究・デザイン
は、次の3点を考慮する必要がある。
（1）これまでのように機器やシステムを提供するだ
けでは、社会課題を解決するには不十分であり、か
つエネルギー、交通渋滞、水処理、ヘルスケアなど
の課題は、いずれも多くのステークホルダーが複雑
に関係するため、個々の問題の解決だけでなく、全
体最適の取り組みが必要となる。（2）そのような複
雑な課題においては、当事者でも課題の本質を正し
く理解できていない場合が少なからずあり、解決す
るには、その課題を深く調べて真の姿を明確にする
ことが必要となる。（3）ステークホルダーが共に課
題の解決方法を探索することが求められ、一般的な

技術・経営課題からさらに踏み込み、業務や人々の
生活の現場のどこで、どのように問題が起こってい
るのかを把握・共有し、共に解決の道を探りながら、
合意を形成するプロセスが必要となる２）。
　このようにデザインの対象となる事業領域がコン
シューマ製品からシステム、さらには社会インフラ
まで軸足を移す中で、デザインの取り組みも大きく
変化してきた。本稿では、製造業企業において、一
般的な製品デザインとは異なるアプローチで行われ
てきた都市やモビリティのコンセプトデザインの取
り組み、さらに現在推進中の日立と東京大学の産学
連携プロジェクト「ハビタット・イノベーション」
の概要を報告し、Society 5.0実現に向けたデザイン
の取り組みの一端を紹介する。

　「デザイン」という言葉の意味はラテン語に由来
し、「意匠」と「計画」という二つの意味がある。
製造業企業においては、製品意匠を対象とする狭義
の意味で使われることが多かったが、現在では、従
来デザインの対象になりにくかったサービスや社会
システムなども対象とし、広義の意味でデザインの
対象として扱うケースが増えつつある。本章では、
日立がこれまでのデザイン方法論および都市コンセ
プトデザインの事例を通じて、企業の現場で起きて
いる変化について述べる。
　2-1　エクスペリエンスデザインという手法
　市場のグローバル化による製品の急速なコモディ
ティ化に伴い、日立は2002年にエクスペリエンス
デザインと称する取り組みを始めた。それはユー
ザーが感じる「心地よい印象」、「見たことのない驚
き」、「知的喜び」、「徹底的な安心感」などのコモディ
ティ化の影響を受けにくい「主観的」価値提供を目
的に、それまで“製品”を対象に行われていたデザ
イン手法にエスノグラフィなどの社会科学的な知見
を加え、かつ総合化することにより、“情報システム”
や“サービス”など、より広範に適用するための方
法論である３）。
　エクスペリエンスデザインは、①ユーザーを深く
知るための対話／②創造的な対話／③モノを通じた
対話／④実践（ビジネス）につなげる対話からなる
対話型デザインプロセスにより実施する（Fig. 1）。
　製品単体にとどまらず、それらで構成されるシス
テム、さらにはサービス全体を、個々のユーザーが
経験する価値の観点から総合的にデザインすること

を目的とする。
　例えば、鉄道に関する予約から乗車、移動中の車
内空間やサービスまでを総合的にデザインする。
　さらに複数の移動手段にまたがるサービス、ある
いはユーザーの自発的な省エネ行動を促すようなエ
ネルギーマネジメントシステムなど、複数の社会イ
ンフラを横断するようなユーザーの経験をデザイン
するため、直感だけでは捉えきれない複雑な事象を
シミュレーションする技術やITツールを取り入れ、
開発を進めている（Fig. 2）。
　また、このプロセスにおいては、ステークホルダー
間のビジョンの共有が重要であることがわかった。
それについては、次章においてビジョンデザインと
して詳しく述べる。
　2-2　環境配慮型都市コンセプト
　　　　「Light City Tokyo」
　前記のデザイン方法論の整備と同時期に、総合的
なデザインへのチャレンジとして将来都市コンセプ
ト創出のプロジェクトを実施した。2003年の世界
ガス会議「環境配慮型都市コンペ」において、千葉
大学教授（当時）建築家・宇野求と日立が共同提案
したコンセプトを事例として示す（Fig. 3）。
　100年持続可能な30万人都市の将来像というテー
マに対して、東京都千代田区を対象として選び、江
戸時代の暮らしぶりに学ぶライフスタイルの変化と

同時に、新エネルギー技術やITを活用した分散型
の社会インフラの組み合わせによる「軽い都市、軽
い生活」を訴求した着想がユニークであるとの評価
により、審査員特別賞を受賞した。
　いたるところで燃料電池を活用する分散型電源に
よるエネルギー効率化や災害への強靭性、携帯電話
を媒介として新たに形成される都市型コミュニ
ティ、公共交通とIT管理されたシェアバイク（自
転車）の組み合わせによる都市内交通、空き地活用
の分散型緑化など、現在の社会課題にも通じる視点
を多く含んでいたが、技術的な実現性の課題に加え、
社会実装までの構想が具体化できず、まだ実施には
至っていない（Fig. 4）。
 　2-3　ユニバーサルデザイン都市「UDシティ」
　ユニバーサルデザイン都市（以下：UDシティ）

という都市コンセプトは、2014年度産業競争力懇
談会（COCN）のプロジェクト「2020年の日本から
拡がる先端社会システムの実現～日本発、夢の実装
～」において有志企業17社の参加を得て推進し、
2020年開催のナショナルイベントを契機として、
超高齢社会の到来や訪日外国人観光客増加への対応
などの課題解決を目指すべく、産業界から提言した
都市ビジョンである６）。
　年齢や障がい、言語の違いなどに関わらず、あら
ゆる人が生き生きと暮らせるユニバーサルデザイン
都市を「UDシティ」として構想した。これは、エ
コシティやスマートシティと同様の都市ビジョンの
一つではあるが、都市を構成する環境・製品・サー
ビスなどを、市民にとっての価値から発想する点が
特徴だった。
　新たな都市インフラとして期待される自動走行な
どのモビリティ、多言語コミュニケーション基盤、
水素エネルギーシステムなどを視野に入れ、誰もが
嬉しさを享受できる社会システムを、2020年を契
機に東京に実装し、それをショーケースとして国内
各地、そして海外への展開を目指すことを提言した
（Fig. 5）。
　また、この提言では産官学民連携による市場対話
型コト・モノづくりの必要性を述べた。COCNに参
加する多くの企業、関係省庁との意見交換を通じて、
技術課題の解決に加えて、市民とステークホルダー
を巻き込んで継続的にデザイン思考的なプロセスを
回していくためのビジョンによる共感醸成や、デー
タに裏付けられた納得性を得るための仕掛けが必要
であるとの共通認識を得た（Fig. 6）。

適で活力に満ちた質の高い生活（ヒューマニティの
向上）を両立させるための政策提言、イノベーショ
ン創生、持続的なビジネスモデル実装のための研究
を推進中である。
　4-1　基本的な考え方
　Society 5.0の目標は、産業分野の生産性向上に閉
じず、社会と個人の便益を向上させ、より豊かな暮
らしを実現することをめざすものであり、その意味
で日立東大ラボは、この取り組みを「ハビタット（居
住／暮らし方）・イノベーション」と呼んでいる
（Fig. 11）。
　ハビタット・イノベーションでは、東京大学が持
つ工学、社会科学、人文科学などの知の蓄積を活用
して、個人レベルのヒューマニティの向上とは何で
あるかを洞察し、これを向上させるための政策と技
術それぞれの役割を明らかにする。日立の社会イノ
ベーション事業の経験を活かし、分野横断でデータ
を活用するプラットフォーム、社会と個人の便益の
シミュレーション技術、長期的な需要変動や潜在的
なニーズにきめ細かに対応できる追随性の高いシス
テムアーキテクチャなどの技術を開発する。
　4-2　データ駆動型都市計画による地域活性化
　ハビタット・イノベーションプロジェクトの具体
的な取り組みの一つとしては、これまで松山市、東
京大学、愛媛大学およびアーバンデザインセンター
松山が中心となって推進してきた松山市中心市街地
活性化の取り組みに対して、ハビタット・イノベー
ションプロジェクトも、データ駆動型都市計画とい
う観点から、2017年度より加わり、現在花園町、
道後温泉地区の人流調査および、それに基づく回遊
行動モデルの検討を進めている。実測データに基づ
く施策のシミュレーションを行い、その効果をAR、

VR技術を活用して可視化（CityScope）することで、
ステークホルダー間の合意形成とビジョンへの共感
を醸成し、より納得性の高いまちづくりへの貢献を
目指す（Fig. 12）。
　また、市民の回遊行動を活性化するために、人流
の計測、シミュレーションに加えて、街の魅力と成
り得る移動建築としての“屋台”のコンペを実施し
た（Fig. 13）。 
　受賞作品は受賞アーティスト、市民、そして地域
のモノづくりの若手集団を交えたワークショップを
通じて具体化し、2018年3月に松山市花園町および
道後温泉に設置する予定である。今後は、この移動
建築にもカメラやセンサーなどの計測手段を装備
し、まちの賑わいを計測して、その後の施策に反映
することを計画している。
　この取り組みは2017年6月にスタートし、2019
年度までに市街地から周辺地域、さらに広域の交通
流・人流のデータおよび、それ以外の経済活動やエ
ネルギー消費などのデータと共にデータ基盤で共有
され、地域交通最適化や事前復興シミュレーション
など、多分野への横断的な活用を目指す。

　本稿では、主に都市とモビリティのコンセプトデ
ザインについて、日立が関与した過去の事例および
推進中のプロジェクトの概要を報告した。
　都市計画が広く森全体を俯瞰して構想することで
あり、建築が個々の樹木を対象として育むことなら、
製造業におけるデザインとは、一本の枝、一枚の葉
に着目して、それを輝かせる取り組みである。
　Society 5.0は、個々人の豊かさと社会の価値最大
化の両立を目指す。よって、それを実現するために
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は、枝葉の視点から始めて樹木、また森全体のあり
様を考え、さらに常に現状を把握しながら、より適
した施策を選択していくという、従来とは異なるア
プローチが必要になる。
　それは、これまでの個人や組織の力でだけは困難
であったが、IoTやAIの本格的な活用と産官学民
による協創で可能になると考える。
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Fig.13　市民参加による、花園町歩行空間活性化のための屋台作成ワークショップ

 
　3-1　ビジョンデザイン
　ビジョンデザインとは、将来の潮流を環境変化
要因の分析を通して把握し、それらが解決された
社会の姿を「生活者の視点で」詳しく描くことで
あり、社会イノベーション事業の関係者が、開発
の目的と方針をよりクリアに共有するための方法
論として、日立が2010年に開発に着手した手法で
ある（Fig. 7）。 

　社会イノベーション事業にお
いては、対象とする製品やサー
ビスの実現が5年後、10年後で
あることも容易に想像され、そ
のため、現在起きている事象か
ら将来の人々の価値観の変化
と、それを満たす豊かな生活像
を想定することが必要になる。
将来の社会動向を予測する方法
としては、人口統計や経済成長
率、技術の進歩、政治動向など
の統計データから推測する方法
が一般的だが、ビジョンデザイ
ンでは、それを前提としながら、
さらにその潮流を受けて、人々
の価値観や生活様式がどのよう
に変化するかということについ

て考える。ユーザー視点からイマジネーションを働
かせ、スケッチや映像などでビジュアル化しながら、
より確からしい、共感を得られる将来像を描くこと
を特徴とする。将来起こるであろうことは、現時点
からすでに何らかの形で“きざし”があるはずであ
るという観点により、2025年の生活における価値
観がどのように変化するかを洞察したものが、「25
のきざし」である（Fig. 8）。
　例えば、「所有から使用へ」と大きく価値観が変
化するであろうことは、すでに統計データとして表
われているカーシェアリングやシェアハウスの普及
の伸び、あるいは日々の実感として感じられるマイ
カーや持ち家を持つことへの若年層の意識変化など
から推察できる。また、高齢化による就業人口の減
少や疲弊する地方行政、さらに老朽化するインフラ

維持などの社会コストが増大傾向にある一方で、
サービスを提供する側・される側の関係から一歩踏
み出して、住民自らが地域サービスの担い手となる
「社会のDIY化」の傾向など、市民の価値の視点か
ら25個の将来変化のきざしを抽出し、ビジュアル
化した９）。
　3-2　モビリティの将来像
　将来のモビリティに関するビジョンデザインとし
ては、経済産業省・国土交通省｢平成28年度スマー
トモビリティシステム研究開発・実証事業（自動運
転による新たな社会的価値および、その導入シナリ
オの研究）」の成果物の一部としての取り組みがあ
る。一般社団法人日本社会イノベーションセンター
をはじめとする多くの企業や団体とのワークショッ
プ形式の議論を重ねることによって作成したもの
で、自動運転がもたらす社会的な価値を生活者の観
点から映像で描いた（Fig. 9）。
　また、2017年11月の第3回スーパー・メガリー
ジョン構想検討会において、日立製作所中西会長は、
「徹底したデジタル化で人が『移動しなければなら
ない』理由を減らしていくが、その一方で、『移動
したくなる』理由を作り出せなければ、ビジネスや
消費活動は減退していく。都市に求められることは、
それらの価値が発揮できるように移動できる可能性
を広げることである」との提言を行った（Fig. 10）。

　なお、この提言の背景には、2010年に東京大学
高齢社会総合研究機構の知見を得て研究したエイジ
フリー社会など、将来の社会ビジョンの継続的な検
討があった。これらの取り組みを通じて得られた将
来課題は、技術や政策による社会システムの効率化
と、市民のQoL向上の両立であり、その実現には
産官学、さらには工学、社会科学、人文科学の枠を
越えた連携が必要であるという認識を得た。

　2016年、日立と東京大学は、Society 5.0実現に向
けた産学協創プロジェクト（以下日立東大ラボ）を
開始した。社会的負荷の低減と、個人レベルでの快


