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2020年以降も続く長期トレンド
として、「少子高齢化」が進行して
いる。2020年には、2017年度比
で総人口が約 140万人も減少し、
生産年齢人口も 190万人減少する
見込みとされる※１。また、2025
年までの経済状況の中期的なトレン
ドとして、オリンピック特需後も緩
やかな成長との見立てが出ている
が、エコノミストの間では、マイナ
ス成長となる見方も示されている。
こうした中、日本全体の活力を高
め、地方の人口減少に歯止めをかけ、
東京への一極集中化を回避する地方
創生の取組みの重要性が増している。
ドコモでも地方創生の取組みを中
期戦略の大きな柱として掲げてお
り、2017年 4月に発表した中期戦
略 2020「beyond宣言」の 6つあ
る中の宣言 5として『社会課題を

解決する「ソリューション協創宣
言」』として、パートナーとの協創
をさらに進め、日本の成長と豊かな
社会の実現に向けた取組みを推進し
ている (図１)。
また、同じタイミングで地域協創・

ICT推進室が発足し、本社に約 60
名、全国の 8支社にも地方創生に
係る総勢 160名の担当組織が作ら
れ、全社で連携して活動している。
他の企業にも地方創生の組織はある
が、これだけの規模は珍しいのでは
ないかと思う。

出生率低下にともなう人口減少
や、地方からの人口流出、いわゆる
東京への一極集中が日本の抱える課
題として挙げられるが、特に東京へ
の一極集中に着目し、地方の「産業
振興」や「暮らしやすいまちづくり」

に貢献したいと
考えている。
「産業振興」
では、地方の稼
ぐ力の強化、「暮
らしやすいまち
づくり」では、
地方と都市部の
利便性の格差解

消を行うことをめざしている。ま
た、これらの実現に向け、行政内で
検討するリソースをこれらにシフト
してもらうために、ICTを活用した
行政サービスの効率化・スマート化
のお手伝いもしていきたいと考えて
いる。
ドコモの重点分野として、「一次
産業」、「教育」、「スポーツ」、「モビ
リティ」、「ヘルスケア」、「働き方改
革」、「観光・まちづくり」、「高齢者」、
「Fintech」の 9つの領域に取組んで
いるが、「観光・まちづくり」の取
組みを以下に紹介する。

日本には豊かな自然や多様な文化
等の世界に誇る観光資源があり、観
光大国フランスに肩を並べるほど訪
日外国人が増えれば、GDPを数％
押し上げるとも言われているが、観
光コンテンツの情報発信、外国人の
受入環境整備等、まだまだ改善の余
地があると考えられる。
ドコモの携帯電話ネットワークの
ビッグデータを活用した「モバイル
空間統計※ 2」は、「いつ、どんな人
が、どこから、どこへ」動いたか把
握できる新たな人口統計サービスで
ある。このサービスを利用すれば、
訪日外国人の行動把握、観光プロ

先進ICTで都市・地域を
スマート化する！

現代社会が抱える少子高齢化の課題に対する取組みとして、地方創生がある。ドコモでは、先述した IoT デザインガールによる活
動や、自治体等と連携協定を締結して複合的な課題を解決するなど、都市・地域のスマート化を支援している。

株式会社NTTドコモ　執行役員
法人ビジネス本部　IoT ビジネス部長

IoT デザインプロジェクト GM　谷 直樹

谷レポート ： IoT 活用の現場から (6)

ドコモが地方創生に取組む意義

図１　ドコモの中期取組み

地方創生の取組み事例
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モーションの立案、企業のマーケテ
ィング、自治体の防災計画まで、幅
広い分野に活用できる。例えば、外
国人の受入環境整備を行うにも、や
みくもに実施するのではなく、ビッ
グデータの活用により、効果的な展
開が行えると考えており、既に多く
の自治体、DMO※３などで利用い
ただいている。また、地域経済分析
システム「RESAS」（提供：内閣官
房 まち・ひと・しごと創生本部）
にも採用されている。
さらに、日本政府による外国人の
受入環境整備の重要な目標の１つと
して、2020年までに主な商業施設
や宿泊施設、観光スポットにおける
キャッシュレス化が挙げられる。近
年、急増している東アジアの観光客、
中でも中国のキャッシュレス決済比
率は 55％で、日本の 18％に比べ約
３倍も高くなっており※４、キャッ
シュレス決済が利用できないことに
よる機会損失は是非避けたいところ
だ。日本国内の各施設がキャッシュ
レス決済に対応してない理由とし
て、①高額な決済手数料、②決済端
末の導入費用、③入金サイクルが長
いなどが挙げられる。
ドコモの「Any Where※ 5」は、

ドコモでは、こうした課題に対し、
前号で紹介した、アグリガールや
IoTデザインガールによる自治体の
お客さまやパートナーと一体となっ
て課題解決を図るとともに、日本全
国の自治体と連携協定を締結し、地
域の複合的な社会課題を解決してい
く取組みを行ってきた。今年度（平
成 30年 11月現在）に入って新た
に９つの連携協定を締結し、現在で
は16の協定を締結している（図３）。
さらに、自治体だけでなく地元の企
業や団体等多くのパートナーとも連
携し、引き続き地方創生に取組んで
いきたい。

＜IoT活用のことなら下記へ＞
https://www.nttdocomo.co.jp/biz/special/iot/

屋内外で簡単
に決済できる
モバイル決済
サービスで、
宮古島では急
増する訪日外
国人への対応
が不十分で
あったことか
ら、宮古島市、
宮古島商工会
議所、沖縄銀
行、琉球銀行、宮古タクシー事業協
同組合などの地元プレーヤーと連携
し、本サービスを用いて島内のタク
シーや商業施設のキャッシュレス化
の実証実験を行っている。地元にキ
ャッシュレスのメリットを理解し
てもらい、観光産業の更なる強化に
向けた取組みを進めている（図２）。

地域のさらなる活性化に向け、こ
れまでの経験から、以下の３点が課
題だと考えている。
１．補助金だけでは事業の継続性を
担保することは難しいため、地域
のプレーヤーと連携し、継続的に
事業運営を行える座組みが必要

２．地域の課題
は単一ではな
く、複合的であ
り、解決に向け
た総合的なプラ
ンの策定が必要
３．ICT 化 は、
トップとの合意
形成、リーダー
シップの発揮が
必要

【用語解説】
※１　内閣府　平成 30年版高齢社会白書を参考
※２　モバイル空間統計
　https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/
spatial_statistics/

※３ DMO：Destination Management Organization
の略。当該地域にある観光資源に精通し、地域と
協同して観光地域作りを行う法人のこと

※４　経済産業省　「キャッシュレスの現状と推
進」　2017 年 8月を参考

※５　Any Where
　https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/
anywhere/

沖縄キャンペーン
（Union pay 優 計画）

宿泊施設・商店・飲食店
アクティビティツアー・病院など

観光客へのサービス提供

観光地への送客

銀聯国際

インバウンド観光客の送客支援インバウンド観光客の送客支援

クレジットカード加盟店開拓

新規加盟店の決済環境提供

キャッシュレス化促進キャッシュレス化促進

キャッシュレス化促進キャッシュレス化促進

宮古タクシー事業協同組合

タクシーによる
島内施設への送客
タクシーによる
島内施設への送客

キャンペーン
による送客
キャンペーン
による送客

送客
施策拡大
送客

施策拡大

①新潟市　15年5月
「稲作営農管理システム実証プロジェクトに関する連携協定」

⑤新潟市 16年9月
「ドローン実証プロジェクトに関する連携協定」 ④仙台市 16年8月

「ICTを活用したまちづくりに関する
連携協定」

⑫生駒市 18年7月
「観光モデル都市推進に関する連携協定」

⑥与那国町 17年12月
「ICT利活用連携協定」

⑩広島県 18年6月
「5G等を活用したオープンイノベーションの
推進に関する協定」

⑨大阪府 18年5月
「大阪府と株式会社NTTドコモとの連携に関する協定」

⑧前橋市 18年5月
「ICTを活用したまちづくり推進に
関する連携協定」

②蘭越町、ニセコ町、 倶知安町
15年12月
「NISEKOまちづくりパートナー協定」

⑬南信州広域連合 18年7月
「リニア中央新幹線開通を見据えた「地域
づくり」に関するICT利活用連携協定」

③神戸市 16年4月
「ICT及びデータ活用に関する連携協定」

⑦高知県 17年12月
「地方創生推進に向けた連携協定」

⑪国頭村、大宜味村、東村
（やんばる3村）　18年7月
「環境保全・観光振興に関する連携協定」

⑭松山市 18年9月
「5G・IoT・AIの活用による地方創生に
関する連携協定」

⑮熊本市 18年10月
「教育情報化の推進に関する連携協定」

⑯白山市 18年11月
「持続可能な開発目標（SDGs）における
5G・ICTの利活用推進に関する連携協定」

図２　宮古島訪日外国人送客およびキャッシュレス化実証 (2018 年 7月から）

図３　自治体との地域協創に向けた取組み

地域のさらなる活性化に向けて


