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2015年 9月、国連では発展途上

国だけでなく先進国を含めた世界全
体がめざすべき目標として、「持続
可能な開発目標（以下 SDGs※ 1）」
を採択した。SDGsには 17の目標・
169のターゲットがあるが、これ
らの目標は長らく未解決である社会
課題が多く、取組む意義の多いもの
ばかりである（図１）。また、貧困
問題やエネルギー問題を目標として
いるので、CSR的な要素が強いと
感じられるが、これらの問題を解決
するソリューションの提供は、
2030年までに国内で約 70兆円の
マーケットに成長する見立てもあ
る。SDGsに早期に向き合うことは、
イノベーションを推進し、関連する
事業やサービス開発のマーケット
リーダーとして新たな価値、収益を

生み出すチャンスでもあり、大いに
取組む意義があると考える。

しかしながら、SDGsで取り上げ
る社会課題は非常に大きく、個社で
の市場の立ち上げは困難と考える。
そこで、ドコモは 2018年 12月に
5Gや IoT・AIといった革新的な技
術によりパラダイムシフトを起こ
し、「企業間をつなぐ力」を活かし
て異業種間のアライアンスを積極的
に仕掛け、新たな市場を率先して創
出する「IoT × 5G × SDGsパートナー
協創プロジェクト」を立ち上げた。
具体的には、パートナー企業と
ワーキンググループ（以下、WG）
を立ち上げ、SDGsの各目標の達成
に向けて、WG内で新たな事業創出
やWG間での情報共有のためのワー

クショップなどを
行っていく。WGの

運営にあたっては中心的に活動いた
だく企業をドコモとの共同幹事と
し、従来のようなテクノロジーを有
するソリューションパートナーのみ
ならず、課題と検証の場を有するフ
ィールドパートナーなどにも参画い
ただくことで実効性のある協創ス
キームとした。
なお、SDGsの掲げる目標はすべ

て重要なものばかりであるが、「少
子高齢化に伴う医療費増加・介護負
担の増加」に対する「目標 3：すべ
ての人に健康と福祉を」、「製造業に
おける労働者不足や技能承継の難し
さ」に対する「目標 9：産業と技術
革新の基盤をつくろう」、「核家族化、
共働き家族による安心安全の確保」
に対する「目標 11：住み続けられ
るまちづくりを」の達成をめざし、
３つのWGを最初に立ち上げた（図
２）。この中で、「目標 3：すべての
人に健康と福祉を」の達成に向けた、

SDGsは新たなビジネス創出の
チャンスである！

世界の課題解決に向けたソリューションを提供するSDGs の市場は、新たなビジネスチャンスとして捉えることができる。5Gや
IoT・AI などの革新的な技術を活用し、新たな市場の創出をめざすドコモの取組みを紹介する。
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高齢者を取り巻く社会課題の
解決に向け、高齢者を含むす
べての人が社会とつながり、
安心して暮らせる社会の実現
をめざすソリューションの創出

産業界における「労働力の減
少」「技能継承の難しさ」など
の課題解決に向けた、設備点
検・診断サービスなどのソリ
ューションの創出

家族のかたちの変化による
安心安全の確保に向け、安全
性の高い蓄電池を起点と  し
た、住みやすい街づくりをめ
ざすソリューションの創出

図 1　SDGs が掲げる「世界を変えるための 17の目標」
出典：国連広報センター 図２　３つのWGと幹事企業

新たな協創パートナーシップ
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ヘルスケア分野での取組みについて
紹介する。

日本の総人口は 2010年の 1億
2800万人をピークに減少傾向にあ
り、65歳以上の高齢化率は 28%を
超える。今後更に総人口は減少し、
2025年の高齢化率は 30%を超える
と予想されている。一方、それを支
える介護従事者の人手不足は深刻
で、経営難に陥る中小の介護事業者
も増えてきている。こうした介護需
給のギャップ等の課題を解決すべ
く、目標 3のWGでは富士通株式
会社を幹事企業にソリューションの
創出を図っていくこととした。
まずは介護従事者の業務効率化に
より、質の高い介護サービスを生み
出せるようなサポートをしていく。
実際、介護施設に話を聞いてみたが、
要介護者のケアを行いながら体温、
血圧、脈拍などのバイタル情報計測
し、報告書を作成するなど単純、反
復業務に時間を取られているとい
う。また、その記録や担当引継ぎの
「申し送り」も手書きで行っている
施設がまだまだ多く、デジタル化が
進んでいない。ドコモは、バイタル

食品や保険業界などとも健康データ
の共有を図り、人々の暮らしの更な
る向上に役立てる。この循環こそが
人生 100年時代において、ただ寿
命を延ばすのではなく「活き活きと
楽しみを感じられる人生」のサポー
トにつながっていくものと信じてい
る。個人と家族、医療・介護従事者
が安心して「つながり」暮らせる社
会の実現に貢献したい（図 4）。

なお、このWGの他、「産業界に
おける人手不足や技能継承問題に対
するソリューション」と「住みやす
い街づくりをめざすソリューショ
ン」についても幹事企業を中心に新
たなビジネスモデル創出に向け進め
ているが、いずれのWGでも今後さ
まざまなパートナーが集い、SDGs

の目標達成、社会課題の克服を実現
するプロジェクトに発展させていき
たい。

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

情報（体温）の
自動記録・入力
や施設入居者に
関する状態、申
し送り事項をデ
ジタル化する
「ケアマネジメ
ントプラット
フォーム」を開
発し、業務効率
化の実証実験を
行ったが、業務の大幅な時間短縮が
図れ、有効性が確認できた（図 3）。
今後、センサーの拡張によるデータ
取得範囲を広げるとともに、各種業
務の自動化により、介護従事者の更
なる業務効率に繋がるよう検討を進
めていく。
また、介護施設における要介護者
の送迎業務も大きな課題となってい
る。身体的に制約のある要介護者の
送迎をどうやってスムーズに行う
か、また、直前のキャンセルが頻繁
に発生することなどから効率的な送
迎ルートを立てるのに毎日苦労して
いる。こうした課題についても、ド
コモの AI運行バス※ 2の配車技術
が活かせると考えて検討を始めてお
り、2019年度内に実証実験を行う
予定である。

さらに今後は 5Gの商用
サービス開始に向け、AIや
ロボット技術を用いた介護
業務の軽減も目指していく。
現在の制度の中では制約も
多いが、ウェラブル端末やセ
ンサーなどの IoT技術を使っ
て収集した健康データの活
用も進めていきたい。介護や
医療に関連する企業や機関、
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図３　ケアマネジメントプラットフォーム概要 (開発中）

図４　WG3：ヘルスケア領域で 2030年にめざす姿 (富士通、ドコモ共作）

【用語解説】
※１　SDGｓ（Sustainable Development Goals）：
2015年 9月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載
された2016年から2030年までの国際目標

※２　AI運行バス：ドコモが提供する移動の需要と
供給を最適化したオンデマンド交通

　https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/ai_bus/

100年健康ライフを支える
ヘルスケア


