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NTT グループの最新ソリューションガイド

　

GSMA で標準化された「eSIM」には M2M モデルと、コ
ンシューマモデルの 2 つがあります（図 2 参照）。

M2M モデルは、コネクティッドカーや車載機を中心に一
度セルラー回線を組込後、SIM の差替えが困難な場合にお
いてもキャリアを変更できる利点から「eSIM」拡大の牽引
役になっています。

一方で、GSMA の「eSIM」標準にはセルラー回線のアク
ティベーションが必要になった時点で行うコンシューマモ
デルも定義され、製造業を中心にモノ売りを主体としてや
ってきた事業者様が、LTE の常時接続を付加価値として
Add-On するといった、顧客接点を継続するリカーリングビ
ジネスへ変革するフットスタンプとして注目しています。

　

NTT Com は、MVNx としてコンシューマ向け、法人向け
双方のモバイルサービスの提供で 9 年の実績を誇ってい
ます。

今後の国内外で IoT ビジネス展開するにあたり不可欠と
なってくるグローバルで One SIM、One Contract といっ
たグローバル IoT Enabler としての環境整備だけではなく、
これまでキャリア貸与が前提の従来型 SIM やローミング
SIM では対応が困難だった海外での大容量通信や、遅延に
センシティブなアプリケーションの利用、ローミング規制
国への対応等の課題を解決するキーテクノロジーとして

「eSIM」に注目し、2017 年 7 月から国内 MVNO 初として
実証実験を開始しました（図 1 参照）。
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図1　従来型SIMとeSIMの違い 図2　eSIM利用の2つのモデル

「eSIM」技術の取込により国内外での
IoTビジネス拡大に貢献する
グローバルIoT Enablerへ

NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）では、MVNO（Mobile Virtual Network Operator）と
MVNE（Mobile Virtual Network Enabler）の両方の事業を推進するMVNxとして9年間の実績を有しています。
今後も拡大を続けるIoTビジネスを国内外でお客さまと共創し、デジタルトランスフォーメーションに貢献するために、
グローバルIoT EnablerとしてNTT Com MVNx基盤の強化を検討している内容についてご紹介いたします。

デジタルトランスフォーメーションに
貢献する NTT Com MVNx 基盤の強化

ＮＴＴコミュニケーションズ
グローバルIoT Enabler ／ IoTビジネス共創のためのモバイルプラットフォーム

モノ売りからリカーリングビジネスへの変革に
対応する「eSIM」コンシューマモデル
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◆ＮＴＴコミュニケーションズ／グローバル IoT Enabler

態（セル ID や SSID の接続状況、電波強度など）を SE 内
の QoS アプリへ蓄積し、定期的にサーバへ品質情報をアッ
プロードさせることで、ネットワークの品質状態を時系列
に、かつ、グローバルレベルで把握することができるよう
になります（図 3 参照）。

今後国内外で IoT ビジネスを展開するにあたり、通信環
境が不安定な国などに対しても通信状況をお客さまと共有
することができ、通信が安定している接続方式への変更や、
通信キャリア自体を切り替えるなど、グローバルレベルで
の安定した通信サービス提供の実現が期待できます。

NTT Com は、MVNO/MVNE 事業者として現在 200 万以
上の契約回線を有していますが、MVNx =「格安 SIM」と
いうイメージから、サービスや品質に疑問を持つお客さま
に対し、弊社で調達した SIM を提供することにより、価格
だけではない付加価値を創出していきたいと考えています。
例えば、SIM カードをスマホに挿入すれば、事前に導入さ
れた Java アプレットが起動して、必要な設定やアプリのイ
ンストールがスムーズに完了するようなソリューションが
実現できるかもしれません。また、セキュアチップという
SIM の特徴を活かして、自宅や自動車等のキーロックとし
ての利用の他、決済・公共カードの代用として利用するよ
うなサービスも考えられます。お客さまのニーズに応じた
新たなサービス展開により、更なるデジタルトランスフォ
ーメンションに貢献していきます。

NTT Com がグローバル MVNx 基盤の環境整備を強化し
ていく中、SIM カードの機能を活用した新たな付加価値提
供についても検討しています。SIM カードは、セキュアチ
ップに分類される耐タンパー性を備えたもので、セキュア
エレメント（SE）と呼ばれる領域へアプリケーション（Java
アプレット）を追加することが可能です。「eSIM」の実証実
験の中でも、セキュリティソリューションを展開するパー
トナー企業と SE 内の Java アプレットを使って、接続デバ
イスの正当性を担保する仕組みを試験しています。

その他の新たな付加価値の一例として、グローバルレベ
ルでモバイルネットワークの品質状態を把握するソリュー
ションの実現が考えられます。GPS などの位置情報やデバ
イス・回線単位でのセルラー /Wi-Fi 双方のネットワーク状
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図3　ネットワークQoS情報のダッシュボード操作イメージ
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MVNO/MVNE事業の
サービス企画・開発業務に従事

※http://www.bcm.co.jp/でも閲覧できます。

SIMのセキュアエレメントを活用した
新たな付加価値の提供

MVNx ＝「格安SIM」イメージから脱却し、
デジタルトランスフォーメーションを加速


