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−ドコモのスマートイノベーションへの挑戦−
モバイルの可能性を追求した 2010 年ビジョンから、次の 10 年間
に目指す 2020 年ビジョンとして「スマートイノベーションへの
挑戦− HEART」を掲げた NTT ドコモ。中期経営戦略「変革とチ
ャレンジ」を含めた取組みについて、山田

山田

持社長にうかがった。

昨年は、グローバル化を実感した１年でした。

それは ICT の分野に限らず、政治、経済、外交問題を
含め、日本の中だけを見るのではなく、いろいろな世
界との繋がり方を考えることの重要性を非常に実感し
た１年だったと思います。携帯電話の分野では、LTE
（Long Term Evolution）の国際標準化も進んできまし
たし、スマートフォンが一気に台頭して、いろいろな
素晴らしいアプリケーションがグローバライゼーショ
ンで拡がっています。一言で言いますと、日本からみ
ると世界がグローバル化し、狭くなったということに
なります。
次にブロードバンド化の進展ですが、移動、固定と
も 15 年で通信速度は 1,600 倍に向上しています。日本は
㈱ NTT ドコモ
代表取締役社長

山田

持氏

第三世代移動通信網（3G）の普及で世界をリードして
います。スマートフォンの登場でパケット ARPU（デ
ータ通信料）の比率が高くなってきたといわれていま
すが、アメリカはまだ全体の通信料の中の 30 ％程度で
す。日本は、例えばドコモの場合、スマートフォンが

−新年明けましておめでとうございます。スマート
―新年明けましておめでとうございます。スマートフォ

ない時でも通信料に占めるパケット比率がすでに 40 ％

ンの台頭や、貴社によるわが国初の次世代携帯通信サー
フォンの台頭や、貴社によるわが国初の次世代携帯通

くらいでした。

ビスである LTE の商用サービス「Xi（クロッシィ）
」の開
信サービスである
LTE の商用サービス「Xi（クロッシ

−それは、どのような理由からですか。
―それは、どのような理由からですか。

始など、モバイル技術が私たちの生活や企業及び社会の

ィ）」の開始など、モバイル技術が私たちの生活や企業

山田 私どもの i モードサービスではインターネット接

及び社会の活動を大きく変えることを十分に期待させ

続やメールが行え、スマートフォンが現在果たしてい

る状況のなか、新しい年を迎えました。市場や社会の
モバイル業界のリーディングエッジとして、現在の状況

る役割をすでにかなり手掛けていたため、データ伝送

周辺環境を含め、モバイル業界のリーディングエッジ
をどのように捉えていますでしょうか。

の比率が非常に高かったのです。それにスマートフォ

として、現在の状況をどのように捉えていますでしょ

ンが加わったため、今年度には通信料に占めるパケッ

活動を大きく変えることを十分に期待させる状況のなか、
新しい年を迎えました。市場や社会の周辺環境を含め、
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2010

2020

企業理念

私たちは新しいコミュニケーション文化の世界を創造します。
私たちはお客さまに満足していただきます。
私たちは個人の能力を生かします。

ブランド
スローガン

手のひらに、明日をのせて。
２０１０年ビジョン

「今後のドコモが目指すもの（２０２０年ビジョン）」

モバイル・フロンティアへの挑戦

企業ビジョン

スマート

ＭＡＧＩＣ

ＨＥＡＲＴ

Ｍobile Multimedia
Ａnytime, Anywhere, Anyone
Ｇlobal Mobility Support
Ｉntegrated Wireless Solution
Ｃustomized Personal Service

変革とチャレンジ
中期戦略

イノベーションへの挑戦

Ｈarmonize
Ｅvolve
Ａdvance
Ｒelate
Ｔrust

（ 2008〜2012）

〜変革〜

〜チャレンジ〜

・新ドコモ宣言と事業運営体制の見直し
・お客様視点でのマーケティングの推進
・満足度向上に向けた取組みの着実な実行

・サービスのパーソナル化
・ソーシャルサポートサービスの推進
・融合サービスの提供
・動画サービスの進化
・ＬＴＥによるモバイルブロードバンドの推進

・端末の進化
・端末とネットワークのコラボレーション
・新たな価値創造への基盤研究
・国際ビジネスの推進
・国内出資・提携の推進

図 1 今後のドコモが目指すもの

ト比率は 50 ％を超えようという状況です。このため、

山田 モバイル技術だけではなくて、お客様の視点か

ネットワーク利用の公平性を確保するために、特にご

らいうと、固定であろうと放送であろうと、優れた技

利用の多いごく一部の大量に使われたお客さまについ

術がでてくれば良いわけです。私は、21 世紀はコンバ

ては、ごく限られた混雑している時間・場所において

ージェンス（融合）の時代であり、モバイル技術が進

のみパケット通信の速度を制御させていただくなど、

化し、そしていろいろなところで融合し、お客様にと

独自の制御技術を導入しています。このようなドコモ

って便利で快適で安心してご利用いただけるサービス

のネットワークコントロール技術は、きめ細かくでき

が提供できると考えています。私どもの最大の強みは、

ていると思っています。

国内で 5700 万という顧客基盤、そして技術力の高さに

現在の ICT の大きなうねりの中核にあるのがモバイ

加え、「安心・安全・信頼感」というブランドイメージ

ルだと言っても過言ではありません。モバイル技術が

です。これは、一朝一夕に築けるものではありません。

急速に進化しているということは、結局ユーザーであ

この３つをこれからもしっかりやっていきたいと思っ

るお客様の様々な要望に応えるということに全て起因

ています。

していると思います。お客様の要望に応えるのが技術

ドコモは企業ビジョンとして、2010 年までは「モバ

の進化です。お客様の要望があり、機器の進化があり、

イル・フロンティアの挑戦」（MAGIC）を掲げ、モバ

それに応えるネットワークがあり、またお客様の要望

イルに特化し、その可能性を追求してきました。

が高度化する・・・という循環だと思います。

● MAGIC から HEART へ−モバイルを核とする
「総合サービス企業」への進化を目指す−
−そして、次の
年間の企業ビジョンとして「スマ
1010
年間の企業ビジョンとして「スマート
―そして、次の
世界にモバイル市場が拡大するなか、モバイル技術
―世界にモバイル市場が拡大するなか、モバイル技術の

イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の 挑 戦 」（
HEART）を掲げられ
ートイノベーションへの挑戦」
（HEART）を掲げられ

進化も含め、貴社の果たされる役割についてどのように
の進化も含め、貴社の果たされる役割についてどのよ

た・・・・。
た・・・・。

お考えですか。
うにお考えですか。

山田 今後のドコモが目指す方向性を示したのが、新
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−ドコモのスマートイノベーションへの挑戦−
への挑戦
への挑戦−

［国・地域・世代を超えた
豊かな社会への貢献］

［サービス・ネットワークの進化］
［サービスの融合による
産業の発展］

［つながりによる喜びの創出］
Mobile Multimedia
Anytime, Anywhere, Anyone
Ｇlobal Mobility Support
Integrated Wireless Solution
Customized Personal Service

［安心・安全で心地よい暮らしの支援］

図 2 企業ビジョン「HEART」

しく策定した企業ビジョン「スマートイノベーション

考えですか。
ですか。

への挑戦− HEART −」です。HEART は、「様々なサ

山田 HEART は、Harmonize（国・地域・世代を超

ービスとの融合により、モバイルの枠組みを越えて多

えた豊かな社会への貢献）、Evolve（サービス・ネット

様な価値を提供する」ことを目指すもので、 モバイル

ワークの進化）、Advance（サービスの融合による産業

の枠組みを越えて

の 発 展 ）、 R e l a t e （ つ な が り に よ る 喜 び の 創 出 ）、

というのが重要です。勘所は、こ

れまでの 10 年間、ドコモはモバイルの可能性を追求し

Trust（安心・安全で心地よい暮らしの支援）を意味し

てきましたが、これからの 10 年間はモバイルを核とす

ています。

る「総合サービス企業」へと進化していくということ
です。総合サービス企業へと進化することによって、

この HEART 実現に向けたドコモのチャレンジを
「スマートイノベーションへの挑戦」と称しています。

例えばすでに一部サービスを提供していますが、ソー
シャルプラットフォームを活用した健康・医療や金融

● スマートイノベーションへの挑戦

決済、環境・エコロジー、教育支援をはじめとするソ

−スマートイノベーションとは、具体的に何を意味
―スマートイノベーションとは、具体的に何を意味して

ーシャルサポートサービスなど、お客様の幸せや豊か

いるのですか。
しているのですか。

な生活につながる事業を展開していきたいと思ってい

山田 国や地域、世代を超えてすべての人々が安心・

ます。モバイル技術が何かのサービスの裏に隠れてい

安全で豊かに生活できる社会の実現を意味しています。

るということも含め、他事業との連携でシナジー効果

これに向けた絶え間ない変革（イノベーション）にチ

を発揮できる分野についての融合サービスを是非手掛

ャレンジしていくことが、これからのドコモの 10 年間

けたいと思っています。

のテーマです。そのためには、ネットワーク技術やサ

− HEART
HEART では、どのようなことを実現されるお考え
では、どのようなことを実現されるお
―

ービス関連技術、端末技術をはじめとするスマートイ
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ずいろんなところと連携していくお考えですか。
わらずいろんなところと連携していくお考えですか。

山田 お客様視点で「何が望まれているのか」を検討
しながら、いろいろな会社と積極的に提携していきた
いと考えています。
「このサービスの提供はドコモです」
というのではなく、いろいろな方々と提携することに
よって、モバイルを核にしたいろいろな融合サービス
が実現できると思っています。国内 5700 万というドコ
モの顧客基盤を共通のプラットフォームとするソーシ
ャルサポートサービスとして、2010 年４月には、携帯
電話の特性や機能を活用した保険サービス「ドコモワ
ンタイム保険」や、医療従事者に関連情報を提供する
情報支援サービス「メディカルブレイン」、医師向け学
ノベーションを支えていく技術の研究開発をしっかり

習支援情報サービス「MD+」を提供開始しており、環

とやっていくことは当然ですが、これを基盤として

境と医療、金融と環境といった異業種の融合サービス

様々なサービスや新しい価値を創出していきたいと考

についても共同研究を行っています。

えています。その際に重要なのは、ドコモ 1 社では絶対
にできないということです。いろいろな方々とコラボ
レーションしながら、お客様や社会に良いサービスや
新しい価値を提供していきたいと考えています。サー

−先ほど、スマートイノベーションを支える技術の
―先ほど、スマートイノベーションを支える技術の研究

ビス面では、サービスのパーソナル化、融合サービス、

開発をしっかりと行うということでしたが、貴社の特徴
研究開発をしっかりと行うということでしたが、貴社

ソーシャルサポートサービスの３点を基軸に新しいサ

としてどのような点があげられますか。
の特徴としてどのような点があげられますか。

ービスを創出していきます。

山田 全世界のキャリアの中で研究開発部隊を持って

−サービスのパーソナル化についてはどのようなこ
―サービスのパーソナル化についてはどのようなことを

いるキャリアはわずかです。この研究開発部隊を持っ

お考えですか。
とをお考えですか。

ていると言うことは、大きな強みです。ゆるやかに技

山田 エージェント機能である i コンシェルを活用し、

術が進化した時代は、自ら研究開発をせずに社外の技

お客様の属性（年齢、居場所、時間等）にあった情報

術を取り入れる方が効率的でしたが、技術進化が激し

を配信することでパーソナル化を推進します。移動す

い今のような時代は、研究開発部隊を持っていること

るお客様に対して、最適なターゲティング情報を配信

が有力な武器になります。技術進化の激しい今こそ、

することが可能なことから、i コンシェルは、まだ声を

研究開発者の腕の見せ所です。技術面でドコモは、海

大にして言っていませんが優れた広告媒体です。各地
域の企業が、その地域ならではの情報を配信すること
ができます。もちろん、ご自分でサーバを用意できな
いコンテンツ提供者に対しては、手軽に簡単にお客様

健康・医療
事業

金融・決済
事業

環境・
エコロジー
事業

教育支援
事業

ソーシャルプラットフォーム（携帯電話）

安心・安全
事業

へ情報を流せるという仕組みをドコモが提供します。
2010 年度末には i コンシェルの契約者数は 790 万を目標
と考えていますが、できるだけ早い時期に 1000 万の大
台に乗せたいと考えています。
―融合サービスを実現するために、業種業態にかかわら
−融合サービスを実現するために、業種業態にかか
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健康・医療事業

金融・決済事業

■ 医療情報サービス

■ ドコモワンタイム保険

■ ウェルネスサポート

■ ドコモ ケータイ送金

環境・エコロジー事業
■ 環境センサーネットワーク
■ スマートグリッド
■ 農業・園芸支援

図 3 ソーシャルサポートサービスの取組み
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−ドコモのスマートイノベーションへの挑戦−
への挑戦
への挑戦−
外で高い評価をいただいています。それは、自ら研究

るかが重要で、電波監理審議会が貴社陣営を選定した大
抑えるかが重要で、電波監理審議会が貴社陣営を選定

所を持ち、独自の技術を持っているからです。その強

きな理由はこの点にある・・・・。
した大きな理由はこの点にある・・・・

みは、大切にしていきたいと思っています。

山田 我々はインフラ設備をどうやって安く作るかと

また、NTT 研究所との連携が行えるという点も大き

いうところに尽力しました。例えば、東京・墨田区に

な強みです。ドコモの研究所は無線技術が強いのです

建設中の「東京スカイツリー」に放送用アンテナを載

が、これからは融合の時代ですから、いろいろな技術

せさせてもらうことによって、東京だけでなく千葉、

が融合することになります。コンバージェンスの時代

栃木、群馬までを含む 1600 万世帯をカバーすることが

になったからこそ、研究開発分野でのグループ連携は、

可能となります。一気にエリアが拡大できると同時に、

ますます重要になると思っています。

放送出力を大きくすることで、ビル陰の影響を受ける
こともなく宅内の視聴環境も向上します。

−通信と放送の融合ということで、携帯向け次世代
―通信と放送の融合ということで、携帯向け次世代マル
チメディア放送に関し、基地局などの放送インフラを整
マルチメディア放送に関し、基地局などの放送インフ

−冒頭、LTE
の国際標準化が加速しているというこ
―冒頭、LTE
の国際標準化が加速しているということで

備・運営する事業者として、貴社陣営のマルチメディア
ラを整備・運営する事業者として、貴社陣営のマルチ

したが、去る 12 月12
24月
日、国内で最初となる商用
LTE サー
とでしたが、去る
24 日、国内で最初となる商用

放送（mmbi）が選定されましたが、発展のカギはどうい
メディア放送（mmbi）が選定されましたが、発展のカ

ビス「Xi（クロッシィ）
」を開始されましたが、今後のエ
LTE
サービス「Xi（クロッシィ）
」を開始されましたが、

ったところにあるとお考えですか。

リア展開計画をお聞かせください。

ギはどういったところにあるとお考えですか。

今後のエリア展開計画をお聞かせください。

山田 今回決まったのはあくまで基地局の開設計画に

山田 W-CDMA を第３世代としてドコモが導入した際

ついてで、実際どのようなコンテンツが放送されるの

には、世界のトップを走り過ぎていて、振り返ってみ

かは、これから参入される放送局次第です。お客様の

たら W-CDMA の標準が少し変わってしまったのです。

マルチメディア放送に対する期待は大きくて、ストリ

このため、過去の反省を踏まえて、LTE ではドコモは

ーミングに加え、電子書籍のようなものも放送側で一

単独で先頭を走らず、世界の先頭集団の中にいること

斉に送ることが可能です。カギを持っている受け側の

を前提に取り組んでいます。あくまで先頭集団の一員

人だけが、お金を払ってカギを開けてみることができ

として走るということです。ドコモが 3GPP での国際標

るというのも可能です。いわゆる通信と放送

■ ＬＴＥの特長

■ サービスブランド名・ブランドロゴ

の融合ですから、通信トラフィックが爆発的

高速

大容量

低遅延

通信速度

周波数利用効率

伝送遅延（最大効果）

に上がる部分を放送でカバーできるというの

約10倍

約3 倍

約1/4

（ＦＯＭＡサービス（ＨＳＰＡ）との比較）

もありますし、放送型ですからいろいろな多
彩なサービスが可能になります。動画を夜の
間に蓄積して翌日に電車の中で見るとか、そ

■Ｘｉ
（クロッシィ）のエリア展開計画
２０１０年度
ＬＴＥ設備投資：約３５０億円
（６月
〜）

んなこともできるようになります。その代わ
り我々が絶対に考えなければいけないのは、
料金が高かったらダメだということです。私
は、マルチメディア放送発展のカギは、充実
したコンテンツ、対応端末の早期普及拡大、
利用しやすい料金水準の 3 点だと思っています
が、特に利用しやすい料金設定が重要です。
−そのためには、インフラの出費をいかに
―そのためには、インフラの出費をいかに抑え
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商
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
試
験
運
用

Ｘｉ
（クロッシィ）

２０１１年度

２０１２年度

約１,０００億円

２０１３年度

２０１４年度

約１,７００億円

約３５,０００局
約７０％

（１２月）
▲データ通信端末

▲モバイルＷｉ
Ｆ
ｉルータ端末（予定）

Ｌ
Ｔ
Ｅ
サ
ー
ビ
ス

▲ハンドセット型端末（予定）

「Ｘｉ」
︵
ク
ロ
ッ
シ
ィ
︶
累計基地局数 約１,０００局
サ
約７％
人口カバー率
ー
ビ
ス
開
東京・名古屋・大阪地区
始

端末ラインナップのさらなる拡充

約１５,０００局
約４０％

約５,０００局
約２０％

さらなるエリア拡大

全国主要都市

県庁所在地級都市

図 4 LTE（Xi ：クロッシィ）商用サービスの開始
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準化活動に貢献していることは、世界の中で認めて
２０１０年度

もらっています。世界の趨勢は確実に LTE であり、
CDMA2000 陣営も LTE を採用する方向にあります。

ｉモード端末

２０１１年度以降

ｉモード上の好評なサービス・コンテンツ

♪

W-CDMA の延長が LTE ですから、W-CDMA を推奨

音楽

コンテンツ
動画

ゲーム

書籍

してきた我々としては、嬉しいですね。

iコンシェル
iチャネル

LTE の商用サービスは北欧のテリア・ソネラが世
界に先駈けて提供しましたが、ドコモは世界の先頭集

スマートフォン

コンテンツ

団の一員として日本で最初にLTEサービス「Xi（クロ

ｓｐモード
（9月開始）

ッシィ）
」を2010年12月24日に提供開始しました。Xi
は、従来の通信速度の約 10 倍となる受信時最大

ドコモマーケット
（４月開始）

コンテンツ
決済サービス対応

おサイフケータイ

ワンセグ対応

よ
り
充
実
し
た
端
末
・
サ
ー
ビ
ス
へ

75Mbps の高速データ通信サービスを提供していきま
す。対応エリアは東京、大阪、名古屋地区の一部でス
タートし、2011年度中には県庁所在地級都市、2012年度

図 5 スマートフォンへの i モードサービスの取り込み

例えば、すでに i モードメールをスマートフォンに取

中には全国主要都市にまで拡大する予定です。ドコモは、

り込んだ「sp モードメール」や、社会インフラになっ

Xiの設備投資として、当初３年間で3,000億円規模を想定

た「おサイフケータイ」付きのスマートフォンを市場

しています。

に投入しています。今後は、i コンシェルや i チャネル
の機能もスマートフォンに取り込んでいきたいと考え
ています。また、今まで i モード向けに取得したコンテ
ンツが、２万 4,000 近くあります。このコンテンツをス

−スマートフォンに代表されるモバイルオペレータ
―スマートフォンに代表されるモバイルオペレータ以外

マートフォンに提供していきたいと思います。i モード

のグローバルプレイヤとの競争について、どのようにお
以外のグローバルプレイヤとの競争について、どのよ

のコンテンツをスマートフォンに簡単に移植できる仕

考えですか。
うにお考えですか。

組みを早急に作っていきたいです。

山田 スマートフォンは我々の思った以上にお客様に

さらに、ネットワークは LTE があります。ドコモの

浸透するのが早いと認識しており、かなり馬力を入れ

ネットワークは元々、品質も高く信頼性があります。

て取り組んでいます。2013 年くらいには販売端末の半

これは NTT グループの DNA であり、そういうことは

分はスマートフォンになると思っています。というこ

しっかりとやっています。LTE を導入し、パケットの

とはスマートフォンにサービスや端末の開発の軸足を

トラフィック増加に対応していきたいと考えています。

変えていかなければなりません。当然開発をするのに 1

スマートフォンや PC データの普及に伴い、年々倍増す

年から１年半かかりますから、今から開発陣容をいわ

るパケットトラヒックに対しても、着実な設備構築を

ゆるスマートフォン重視にしていきます。

継続して行うことによって、ネットワーク品質のお客

それでは、スマートフォンを展開するにあたって、何

様満足度1 位の継続を図っていきたいと考えています。

がドコモに有利なのかといいますと、いわゆる「端末」
、

−パケットARPU
ARPU
の向上は、やはり貴社の成長のカ
―パケット
の向上は、やはり貴社の成長のカギで

「サービス」
、
「ネットワーク」の３つの掛け算で新たなス

ギですか・・・・。
すか・・・・。

マートフォン時代の扉を開けることができるということ

山田 「中期戦略」では、パケット ARPU を上げ、音

です。端末は、基本的にはオープンOSの「Android」が

声 ARPU とパケット ARPU の比率を逆転させて、総合

軸になります。オープンな技術を採用することで、ドコ

ARPU の上昇によって新たな成長路線を目指すという

モならではのユニークで競争力のあるサービスをスマー

のが基本戦略です。今までは、総合 ARPU は下がって

トフォン上で展開することが可能になります。

いました。音声 ARPU の下落を、パケット ARPU の上
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−ドコモのスマートイノベーションへの挑戦−
への挑戦
への挑戦−

（円） 総合ＡＲＰＵ（=①音声ARPU ＋ ②パケットARPU）
総合ＡＲＰＵの
下げ止まり

6,000

ドイツ

総合ＡＲＰＵは
上昇へ

香港／マカオ

韓国

台湾

①音声ＡＲＰＵ

グアム
北マリアナ諸島

タイ

4,000

2,000
②パケットＡＲＰＵ

0

2007

音声ＡＲＰＵと
パケットＡＲＰＵの
逆転

2010

2012

フィリピン

シンガポール

インド

バングラデシュ

（年度）

図 6 パケット ARPU の伸びによる成長

※ 本ロゴはHutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited（HTHKH）社のロゴ。
ドコモはHTHKH社の子会社Hutchison Telephone Company Ltd.社に出資。

昇でカバーできていませんでした。今後はパケット

図 7 海外のビジネス展開（主な出資先）

ARPU を一気に上げて、総合 ARPU を 2011 年を底にし

中で最近の話題は、インドです。インドに行きますと

て 2012 年から上昇させたいと考えています。これは何

「TATA DOCOMO」のポスターが非常に目につきます。

を意味するかといいますと、ケータイ独自のビジネス

すでに、TATA DOCOMO のお客様は8,000 万を突破し、

が成長路線にもう一度戻るということで、非常に大き

２年半くらい前に私どもが投資を行った時は 6 位の電話

なエポックです。私どもはなんとしてもこれをやり遂

会社だったのですが、今は 4 位になりました。また、

げるべく、パケット ARPU を上げるいろんな施策を展

3G 周波数オークションで、全 22 サークルのうち 9 サー

開しています。

クルで免許を獲得し、昨年 11 月より順次 3G サービスを

−昨年 8 月の基本合意を受け、12 月には大日本印刷と

―昨年 8 月の基本合意を受け、12 月には大日本印刷と電

開始しています。

電子出版ビジネスの共同事業会社を設立されましたが、
子出版ビジネスの共同事業会社を設立されましたが、そ
その狙いは・・・・。
の狙いは・・・・。

山田 昨年 12 月 21 日に大日本印刷と同社の子会社と共
同事業会社「トゥ・ディファクト（2Dfacto）」を設立

−貴社が今後も永続的に守っていかなければならな
―貴社が今後も永続的に守っていかなければならないバ

しました。この共同事業会社ではスマートフォンやタ

いバリューがあるかと思いますが、それは何ですか。
リューがあるかと思いますが、それは何ですか。

ブレット型端末など多様化する端末を対象に、お客様

山田 私どもにとって一番大切なことは「お客様満足

がいつでもどこでも利用できる電子出版市場の発展と、

度」です。これは絶対です。2008 年に「新ドコモ宣言」

紙の書籍と電子出版コンテンツのハイブリッド型サー
ビスの普及を促進していくことを目指しています。

「２０１０年度 お客様満足度第1位（個人部門）」を達成

２０１０年度の調査

総合評価

第１位

―提携・出資を含め海外のビジネス展開については、ど
−提携・出資を含め海外のビジネス展開については、

顧客対応力

のような取組みを行っていますか。
どのような取組みを行っていますか。

電話機

山田 ネットワーク・インフラ、アプリケーション・

各種費用

プラットフォーム、コンテンツの各レイヤーごとに海

通話品質・エリア

外ビジネスの展開、推進を積極的に行っています。特
に、主にアジア太平洋地域のキャリア及び新規事業会
社に出資しています。例えば、海外のビジネス展開の

12

非音声機能・サービス
J.D.パワー アジア・パシフィック 2010年日本携帯電話サービス顧客満足度調査SM

図 8 J.D.パワー顧客満足度調査 1 位受賞（個人部門）
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を発表して以来、「お客様満足度」の向上を最優先課題
として取り組んできました。
−その結果、2010年の
年の
J.D.パワー調査で、法人向け
―その結果、2010
J.D.パワー調査で、法人向け携帯
携帯電話サービスに加え、個人ユーザーを対象とした
電話サービスに加え、個人ユーザーを対象とした顧客満
顧客満足度でも
1 位を受賞し、2
冠を達成されました。
足度でも 1 位を受賞し、2
冠を達成されました。その主な
要因として、どのようなことが考えられますか。
その主な要因として、どのようなことが考えられます

山田 これまで法人向けサービスや PC データカードは
２年連続で１位でしたが、個人向けは２位に甘んじて
いました。2010 年は法人に続き個人向けでも 1 位の評価
をいただけたというのは、我々の地道な取組みが結実
した結果だと捉えています。私自身、これまで 300 カ所
以上現場に足を運び、対話をしてきましたが、これは
非常に勉強になります。本社にいますと理屈の世界、
論理の世界でものを考え、現場に指示しがちです。と

かせください。
ください。

ころが、現場に行って初めてわかることがあります。

山田 やはり、いかにお客様に便利で快適で豊かな生活

次に、現場で直接対話することによって、我々が考え

に繋がるサービスを創出していくかです。それを創って、

ていることを直接伝えることができます。

なおかつリーズナブルな料金で提供できるかが極めて重

現場との対話は大いに重視しており、私が直接現場

要です。私は、究極のケータイは、
「〜したい」と願えば

に行くと同時に、各副社長や常務にはそれぞれ回る担

それに対応してくれる「アラジンの魔法のランプのよう

当エリアを決めてもらっています。社長室には誰が何

なケータイ」と日頃から言っています。つまり、ケータ

処へ行ったという星取り表が貼ってあります。また、

イには、アラジンの魔法のランプの精を呼ぶためのボタ

ホームページでの現場を訪問したやりとりなどたくさ

ンが1つだけある。それで呼んだら「何かご用ですか」と

ん情報を発信しています。そうしますと、本社の人び

聞いてくれる。そこでいろいろ音声でオーダーすると、

とは、経営陣が現場に行っていることがわかるので、

すべて対応してくれるというのが究極のケータイ（アラ

本社の皆さんも、もっと現場の勉強をして意見もしっ

ジンの魔法のランプ）だと考えています。

かり聞かないといけないと思ってくれています。私は、

−ケータイがアラジンのランプになるのは、いつ頃
―ケータイがアラジンのランプになるのは、いつ頃です

一番良い会社は、現場が元気で本社がそれをバックア

か（笑い）。 。
ですか（笑い）

ップしている会社だと思っています。その点、私もず

山田 すでに、エージェント機能のサービス「i コンシ

っと現場を回っていますが、いまドコモは、現場がみ

ェル」によって、「〜できるケータイ」から、「〜して

んな元気です。これは嬉しいことです。

くれるケータイ」へと進化しています。100 ％完璧とい

「お客様満足度」の向上は我々の義務です。ドコモは利

うのはなかなか難しいと思いますが、音声認識技術と

益を上げさせてもらっていますが、その分「お客様満足

音声応答技術、検索技術等が進んでくれば、実現はそ

度」をしっかり向上させる必要があります。なんとして

れほど先ではないと思います。こういう夢があって、

も維持したいのは「お客様満足度」の持続的な向上です。

その夢に向かって頑張っていこうという目標設定とマ
インドが重要だと思っています。
−本日はお忙しいなか、お時間をいただき有難うご
―本日はお忙しいなか、お時間をいただき有難うござい
ました。
ざいました。

−最後に、山田社長の夢も含め、今後の抱負をお聞
―最後に、山田社長の夢も含め、今後の抱負をお聞かせ
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