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Smart City Week 2012ステアリングコミッティ 

 
 我々は、2011年10月の「新スマートシティ宣言」に基づき、スマートシティを事業として成功させるには、
以下の5つの要素が必要あると考える。 
 

1. 魅力的なコンセプト 
    主役である市民・企業が生活の質の向上を予感でき、住みたく、集まりたくなるような分かりやすいコ
ンセプトを打ち出す 
 

2. 市民本位のインフラ 
    健康・福祉、環境・エネルギー、防災・安全、自由な移動といった都市における生活の質の向上に直結
するサービスを提供するため、必要なインフラを整備する 
 

3. 新しいサービスの創造 
    民間や公共、業種や業態にとらわれず、社会と市場のニーズに対応するサービスを生み出す 
 

4. 持続可能な運営 
    持続可能な都市の運営に向けて、経済合理性を常に意識する 
 

5. 日本の経験をアジアへ、世界へ 
    公害の克服や安全・安心のまちづくり、自然災害への対応、高齢化対応といった貴重な経験を、アジ
アそして世界へ発信かつ共有する 

Smart City Week 2012メッセージ 
～スマートシティを成功させる5つの要素～ 
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開催主旨 

立ち上がるスマートシティ事業 
～「Smart City Week 2012」開催に当たって～ 
 
 
  世界で400を超えるプロジェクトが動き、市場ポテンシャルは2030年までの累積で 
4000兆円――。これほど巨大な可能性を秘めるスマートシティに、この数年、世界中の 
組織が取り組んできました。そしてこの1年、スマートシティ・プロジェクトは大きく舵を 
切りました。「実証実験」から「リアル事業」への転換です。2013年には、早いところが 
リアル事業として成果を出し始める可能性も出てきています。 
 
 世界の成功事例や新たな挑戦など、スマートシティの最新情報を共有することは 
関係者にとって不可欠です。世界から情報が集まる場、そして日本の事例を世界に 
発信していく“場”。それが「Smart City Week」です。スマートシティに関わる“人”と 
“情報”と“ビジネス”が集まります。 
 
 昨年の第一回は国際会議に5000人もの方々が集まって議論を繰り広げ、「新スマートシティ宣言！」を採択しました。その
宣言は企業の方向性を打ち出す指針になっています。 
 
 第二回の今年は、昨年に続き世界を動かしているリーダーにお集まりいただけることになりました。ぜひプログラムをご覧く
ださい。また海外連携を重要視し、新設した「アジア・スマートシティ会議」にはアジア各都市の都市づくりの責任者が集まりま
す。国内は自治体・企業間のパイプを太くするために「自治体サミット」を設けています。そして、Smart City Weekに集まった
知見・経験が海外に伝わるよう、米国・欧州・中国・東南アジアのメディアと連携しています。 
 
 真にスマートな都市とはなにか、スマートな都市を継続するための事業モデルは何か――。これらを共に考え、世界に発信
し、ビジネスチャンスを獲得するために、Smart City Weekという“場”を最大限にご活用ください。 
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開催概要 
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会 期   コンファレンス 2012年10月29日（月）～11月2日（金） 
  展示会  2012年10月31日（水）～11月2日（金）  
会 場   パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）  
主 催   日経BP社  
特別協力   横浜市  
後 援   外務省、経済産業省、国土交通省、環境省、独立行政法人新エネルギー・産
  業技術総合開発機構(NEDO)、スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）、北
  九州市、国際協力銀行（JBIC）、独立行政法人国際協力機構（JICA）、世界銀
  行東京事務所、アジア開発銀行、国際連合工業開発機関（UNIDO）、在日米
  国商工会議所、欧州ビジネス協会／在日欧州（連合）商工会議所 (EBC)、ス
  ウェーデン大使館、スペイン大使館経済商務部、情報通信技術委員会  
監 修   日経BPクリーンテック研究所  
協 力   日経ビジネス、日経エコロジー、日経エレクトロニクス、日経コンピュータ、 
  日経ものづくり、日経AutomoriveTechnology、日経アーキテクチャ、 
  日経ビジネスONLINE、Tech-On!、ITpro、ケンプラッツ、日経BP環境経営 
  フォーラム、日経エネルギー 
メディアパートナー  英FINANCIAL TIMES、米BloombergBusinessweek、中国・人民網、同中国能源
  報、同瞭望周刊社（新華社）、同環球雑誌社（新華社）、ベトナム・サイゴンタ
  イムズ  
入場料   2,000円（消費税込）※事前登録で無料  
カンファレンス受講者数 6,982名 
展示会入場者数 15,619名 
総来場者数  22,601名 



ステアリングコミッティ紹介01 
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スマートシティのコンセプトを具体化するための第一歩に 
 
  Smart City Week 2012の開催・実行内容は、自治体や企業の有識者からなる「アドバイザリーボード」と「ステアリングコ
ミッティ」によって検討・議論され、決定されています。プログラムの位置付けや、国際会議などに招聘するキーパーソンの
選定などを通して、新たなスマートシティを描き出すための視点や解決策を提示したいと考えています。 
 
 昨年のSmart City Week 2011では、スマートシティプロジェクトの現状について日本や欧米、そして新興国の講師の方々
から貴重な情報提供があり、それを踏まえて「新スマートシティ宣言」を世界に向けて提言しました。 
 
 Smart City Week 2012では、実ビジネスの段階へと進んでいくスマートシティビジネスの具体例や目指す方向、スマート
シティ市場におけるビジネスモデルについて、世界中のスマートシティに関わるキーパーソンや政府・自治体関係者ととも
に、徹底的に議論したと考えます。同時に、日本の都市復興の姿を世界に向けて発信する場になることも願っています。 
 
 アドバイザリーボードとステアリングコミッティのメンバーは次の通りです（五十音順、敬称略）。 
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ステアリングコミッティ紹介02 



プログラム一覧 
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国際会議 
（日・英・中文） 

併催会議 
（招待者のみ） 

専門セミナー 
（有料・無料） 

自治体
セミナー 

（無料） 

企業セミ
ナー 
（無料） 

テーマ・セミナー 
（無料） 

展示会 
（事前登録で無

料） 

10/29
（月） 

神奈川
Day 

10/30
（火） 

復興にまなぶまちづくり 
東日本大震災、そして世界の巨大

災害から得た教訓と知見 

急展開するスマートメーター、
HEMS/BEMS 

太陽光発電の運用リスクと保守
のあり方 

太陽電池のポテンシャル、技術
開発はどこまで進むか 

潮目が変わる米国のクリーン
テック市場 

10/31
（水） 

【リアルビジネスの胎動】 
都市化の課題とビジョン 

インフラ整備、交通システム、自治
体運営…進化する新しい都市づくり 

アジアスマート
シティ会議 

次世代モビリティー 

東芝 
Day 

スマートグリッドやス
マートハウス・ビルなど
スマートシティに関す
る構成要素や要素技
術、ビジネスをテーマ
としたセッションを多数

用意 

Smart City 
Week 2012  
展示会 

スマートシティに潜む情報セ
キュリティの脅威を知る 

クルマと家、クルマと地域をつ
なげるV2H/V2G最前線 

電力改革で生まれる新ビジネス 

11/1
（木） 

【リアルビジネスの胎動】 
事業化の課題と解決策 

ビジネスチャンスはどこにあり、どの
ように事業化するのか 

電池と配線が“消える”日 横浜Day 
日立 
Day 

11/2
（金） 

【リアルビジネスの胎動】 
リーディング企業の戦略 

（Leader’s Summit) 

自治体サミット エネルギービジネスを変える太
陽燃料技術 

北九州
Day 



セッション報告01 
国際会議 （K-1復興に学ぶまちづくり） 
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セッション報告02 
国際会議 （K-2 【リアルビジネスの胎動】 

都市化の課題とビジョン） 

9 



セッション報告03 
国際会議 （K-3【リアルビジネスの胎動】 

事業化の課題と解決策） 
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セッション報告04 
国際会議 （K-4 【リアルビジネスの胎動】 

リーディング企業の戦略） 
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ご挨拶 
（スピーカー紹介） 

横浜市長 
林 文子 氏 
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内閣官房 地域活性化統合事務局 次長 
猪熊純子 氏 

国土交通省 大臣官房技術審議官（都市担当） 
松井直人 氏 

外務省 大臣官房審議官（経済局） 
五嶋賢二 氏 

経済産業省 大臣政務官 
本多平直 氏（代読） 
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アジアスマートシティ会議 
【会議参加都市】（プレゼン順） 
 
横浜市（日本）、バンコク都（タイ）、 
セブ市（フィリピン）、コロンボ市 
（スリランカ）、ダナン市（ベトナム）、 
北九州市（日本）、マカッサル市 
（インドネシア）、マカティ市 
（フィリピン）、ペナン島市 
（マレーシア）、スバ市（フィジー）、 
ヤンゴン市（ミャンマー）、 
バルセロナ市（スペイン）* 
*アドバイザーとして参加 

【聴講都市】 
 
北ダッカ市（バングラデシュ）、南ダッカ市（バングラデシュ）、ゴール市（スリランカ）、
カトマンズ市（ネパール）、ポカラ市（ネパール）、ケソン市（フィリピン）、サンフェル
ナンド市（フィリピン）、クアラルンプール市（マレーシア） 
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自治体サミット 

【参加自治体】（五十音順） 
 
飯田市、柏市、川崎市、 
北九州市、京都市、神戸市、 
さいたま市、堺市、静岡市、 
瀬戸内市、富山市、福岡市、 
港区、横浜市 
 
【参加企業】 （五十音順） 

 
積水ハウス、東芝、日本IBM、 
パナソニック、日立製作所、 
富士通、三井不動産、明電舎 



国際連合工業開発機関ツアー 
(UNIDO) 
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台湾訪日団 

 在日大使館より21名の関係者がカンファレンスと 

展示会ツアーに参加しました。 

 

【参加大使館】 20カ国21名 

 中華民国より22名からなる訪日団が展示会を視察しました。 

 

【参加者】 政府関係者 3名、 企業関係者 12社19名 

ベニン、ボツワナ、ブルキナファソ、エクアドル、エチオピア、ガボン、ラオス、モルディブ、 
モロッコ、ミャンマー、オマーン、パレスチナ、ペルー、ルワンダ、南アフリカ、スーダン、 
タジキスタン、タイ、ウズベキスタン、ザンビア 
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自治体セミナー 

「かながわ発！エネルギー革命」 

主催：神奈川県 

「横浜のスマートなまちづくりとそれを支える企業の技術を紹介」 

主催：横浜市 

「北九州から世界へ発信するスマートコミュニティ」 

主催：北九州市 



国際会議受講者アンケート 
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26.5% 

68.3% 

4.9% 0.4% 大変参考になった 

参考になった 

どちらとも言えない 

参考にならなかっ

た 

24.8% 

74.6% 

0.6% 
必ず参加する 

機会があれば参

加する 

参加しない 

Q1．今回のセミナー全体に関して、当てはまる
ものを一つ選びんでください。 

Q2．来年、同様のセミナーを開催した場合、参
加されますか？ 



国際会議受講者属性分析01 
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あなたの勤務先の業種をお聞かせください。 

21.7% 

14.1% 

8.3% 

8.0% 6.8% 

4.3% 

3.8% 

3.1% 

3.0% 

2.9% 

2.4% 

2.3% 
2.2% 

2.1% 1.7% 
1.2% 

1.2% 
0.9% 

0.4% 
0.1% 9.4% ＩＴ・通信 

電気 
ゼネコン・建設 
サービス 
政府・団体・研究機関 
不動産・住宅 
エンジニアリング 
重電 
自動車 
学校・学生 
化学・素材 
地方自治体 
電力・ガス・水道・その他エネルギー 
機械 
金融 
流通 
主婦・シニア 
運輸・物流 
交通 
鉄鋼 
その他 



国際会議受講者属性分析02 
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あなたの所属部門をお聞かせください。 

22.5% 

20.7% 

12.0% 
9.3% 

7.0% 

5.4% 

5.3% 

1.3% 
1.1% 

0.8% 

0.2% 
14.6% 営業・企画 

研究・開発 

経営企画 

経営 

設計 

情報システム 

宣伝・マーケティング 

品質管理 

総務 

生産・製造 

購買 

その他 



国際会議受講者属性分析03 
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あなたのご役職をお聞かせください。 

6.2% 

9.1% 

25.3% 

21.7% 

12.1% 

11.4% 

14.1% 
会長・社長 

役員・執行役員クラス 

局長・部長クラス 

次長・課長クラス 

係長・主任クラス 

一般社員 

その他 



関連報道01 
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• 中国日報網 2012年11月05日 
 http://world.people.com.cn/n/2012/1105/c1002-19505022.html 
• 中国日報網 2012年11月05日 
 http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2012-11-
05/content_7433131.html 
• 網易 2012年11月5日  
 http://news.163.com/12/1105/17/8FIICKRP00014JB6.html 
• 鳳凰網 2012年11月5日 
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_11/05/18855834_0.shtml 
• The Saigon Times  ウェブ版にバナー掲載2012年9月～11月 
 http://www.thesaigontimes.vn/ 
• The Saigon Times  Weekly 雑誌に広告掲載 2012年7月 
• The Saigon Times  ウェブ版に記事掲載 2012年6月18日 
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/infrastructure/24053/ 
• 人民網日本頻道 2012年7月6日 
 http://japan.people.com.cn/35467/7868110.html 



関連報道02 
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• 中国環境報 広告掲載 2012年7月3日 

• Yahoo! News に記事掲載 2012年10 月25日 

http://news.yahoo.com/japans-smart-city-week-2012-exhibition-

presents-business-072030580.html;_ylt= 

A2KJjbwxr6VQH28AUaDQtDMD 

• Bloomberg Businessweek 2012年10月22~28日号 

• The Japan Times  online  2012年11月1日 

http://www.japantimes.co.jp/rss/nb20121101a8.html 

•The Saigon Times Weekly Nov. 17, 2012 

レヴュー記事掲載 P.28-29 

• 中国能源報 2012年11月26日 12面 

 



新聞報道 
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10月29日 日経産業新聞 １面 
    「スマートシティ現場発 １ 街ぐるみ 省エネ賢く 横浜市 蓄電ビル、 
 近隣に貢献 北九州市 供給情報、コンビニで」 
10月29日 日経産業新聞 ２面 
       「スマートシティ現場発 技術磨き、災害に強く  収益確保、 
 モデル確立課題」 
10月30日 日経産業新聞 １面 
    「スマートシティ現場発 ２ 節電「見える化」 家計潤す  千葉・柏 ５０% 
 省エネ住宅実験」 
10月30日 日本経済新聞 神奈川・首都圏経済版 
    「スマートシティ国際会議 開幕  省・創・蓄エネ施策PR  知事・パナソニック
 副社長ら講演」 
10月31日 日経産業新聞 1面 
    「スマートシティ現場発 ３ クルマは走る発電所 愛知・豊田 非常時、 
 地域内で融通」 
11月1日 日本経済新聞 神奈川・首都圏経済版 
    「横浜で「アジア・スマートシティ会議」 情報共有など協力 確認」 
11月1日 日本産業新聞 1面 
    「スマートシティ現場発 ４ 電力データは宝の山 NTT系やNEC ビル効率 
 管理に商機」 
11月5日 日経産業新聞 2面 
    「スマートシティ海外展開 各社トップが意欲 東芝「企業連携が不可欠」」 



雑誌報道 
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日経コンピュータ 12/6号 
 「クローズアップ～センサ活用」 
 Harrison講師とGann講師のインタビュー記事掲載 
 
 
 
 
 
 
日経エレクトロニクス 12/10号 
 「都市のオープン化は、データのオープン化から」 
  Harrison講師のインタビュー記事掲載 
 



ネット報道 
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＜ニュースリリース＞ 
  

2012.10.23 横浜市 
http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/mayor/interview/pressroom/newsrelease/h24/121023newsrelease-
j.pdf#search='smart+city+week+%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9‘ 
2012.10.24 日立製作所 
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2012/10/1024.html 
2012.10.25 東芝 
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2012_10/pr_j2501.htm 
2012.10.25 ACCJ 
http://www.accj.or.jp/ja/news-a-media/news/details/300137 
2012.1.23 インターアクション 
http://www.inter-
action.co.jp/news/121023_smartcityweek.pdf#search='smart+city+week+%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83
%BC%E3%82%B9‘ 
2012.10 日本テクノ 
http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/512216/ 
 
＜記事＞ 
  

Suumoジャーナル日刊 
http://suumo.jp/journal/2012/11/08/32416/ 
ジャーマンインターナショナルKK 
http://jarmaninternationalkk.blogspot.jp/p/smart-city-week-2012-in-yokohama-japan.html 
日本電業工作 
http://www.den-gyo.com/event/2012/event20121031.html 
三井不動産 
http://www.mitsuifudosan.co.jp/kashiwanoha/news/index.html 



来場プレス一覧 

• 日本経済新聞社 

• 日本経済新聞（電子版） 

• 日経広告 

• 読売新聞 

• NHK 

• 時事通信社 

• 共同通信社 

• インプレスR&D 

• 日本工業経済新聞社 

• 半導体産業新聞 

• 富士キメラ総研 

• 下野新聞社 

• ケーブルテレビ情報センター 

 

               …..他多数 



『Smart City Week 2013』 
開催予告 
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 次回、「Smart City Week 2013」は2013年10月21日（月）～10月2５日（金）、横浜
で開催する予定です。 
 昨年の「新スマートシティ宣言」および今年発信した「Smart City Week 2012メッ
セージ」をベースにさらに世界の動向をとらえ、一層国内外の知見を集約してい
きます。 
 来年も多くの皆様のご参加をお願いいたします。 
 

日経BPクリーンテック研究所長 
望 月 洋 介 

Smart City Week 2013開催概要 
 

 会期： 2013年10月21日(月）～10月25日（金） 

 会場： パシフィコ横浜 

 主催： 日経BP社 
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