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ており、ドコモも先頭集団の一員と

して、昨年の12月24日にサービス

を開始しました。

LTEは、高速・大容量・低遅延

という３つの特長があります。私ど

もは、LTEサービスの手始めとし

てデータ通信サービスを 12月に開

始しましたが、最大の訴求ポイント

はやはり高速性です。受信時の最大

スピードは、一部の屋内エリアで

75Mbps、屋外エリアで37.5Mbps、

送信時の最大スピードは12.5Mbps

となっています。これは、これまで

のFOMAのHSPA（High Speed

Packet Access）が、受信時最大

7.2Mbpsでしたから、約10倍の高

速性を実現しており、格段にスピー

ドアップしていることを体感してい

ただけます。

－Xiのデータ通信サービス対応

機種についてお聞かせください。

青山 最初にUSB接続タイプの

「L-02C」を発売し、今年の４月に

はExpress Card型（PCカードスロ

ット対応）の「F-06C」を発売する

予定です。その後、モバイルWi-Fi

ルータも市場投入する予定です。３

機種とも、Xiエリア内、FOMAエ

リア内のどちらでも通信が可能なデ

ュアル型の端末です。このため、Xi

のエリア内では、LTEの特長であ

る高速・大容量・低遅延のサービス

が利用でき、 X i エリア外では

FOMA仕様のサービスが利用でき

ます。さらに、Xi対応のハンドセ

ット（音声端末）モデルは、2011

年の冬春モデルの一部機種からの予

定ですが、この端末にもデュアル機

能は搭載することとなっています。

－FOMA通信モジュール内蔵の

ノートPCを市場投入したベンダー

もいますが、Xiの通信モジュール

のプリインストールに向けた取組み

も行っているのですか。

青山 まだ商用サービスを開始した

ばかりで、サービス提供エリアも限

定されていますが、今後のエリア拡

大にあわせて順次FOMA通信モジ

－昨年のクリスマスイブに、日本

で最初に次世代通信規格のLTE方

式を採用した商用サービス「Xi」

（クロッシイ）を提供開始されまし

た。改めて、Xiを支えるLTEの概

要についてお聞かせください。

青山 LTEは“長期的進化”を意

味するLong Term Evolutionの略

称です。私どもドコモは、当初、

Super3Gの名称で将来の第4世代移

動通信（4G）をスムーズに導入で

きるように、まず3Gを大きく発展

させようというコンセプトで、検討

を行いました。このコンセプトにグ

ローバルの通信事業者やベンダーの

多くが賛同し、国際標準化団体

3GPPでの検討が提案されました。

その後、LTEの名称で国際標準化

が進められ、現在、世界中の通信事

業者がLTEの採用に向けた動きを

加速しています。既に、北欧のテリ

ア・ソネラをはじめ、いくつかの通

信事業者がLTEのサービスを始め
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ュールと同様な取組みを行っていき

たいと考えています。

－Xiのエリア拡大計画について

お聞かせください。

青山 当初の計画では、もう少し展

開スピードは遅かったのですが、現

在のスマートフォンをはじめデータ

通信トラフィックが急増しているこ

とから、FOMAと比べ単位周波数

当たりのデータトラフィックの吸収

率が高いXiのエリア展開を早めて

います。まず、東京・大阪・名古屋

の市街地からサービスを開始し、利

用頻度の高いと思われる空港や駅周

辺を中心に順次エリアを拡大してい

くことを考えており、2011年度中

に全国県庁所在地級都市、2012年

度中に全国主要都市、2014年中に

は人口カバー率で 70％のエリアま

で拡大する予定です。

－はじめに国内初の次世代通信サ

ービスであるXiについてうかがい

ましたが、ユビキタスサービス部様

はこれまで一貫して、通信モジュー

ルの内蔵ビジネスに取り組まれてき

ました。市場規模や市場の動向を含

めた最近の状況をお聞かせくださ

青山 私どもではこれまで、汎用の

通信モジュールと、車載用の通信モ

ジュールの２つのタイプの通信モジ

ュールの開発・提供を行ってきまし

た。サービス開始当初、汎用の通信

モジュールについては、比較的高価

な産業機器に組み込んでいただい

て、サービスをご利用いただきまし

た。最も数量が多い産業機器は、自

動販売機であり、タバコの自販機で

は在庫管理に加え成人認証も行って

います。また、ガスの検針やバスの

運行管理、さらには遠隔監視カメラ

にも組み込まれて利用されています。

汎用の通信モジュールについては、

既に100数十万回線の導入実績を有

しています。一方、車載用の通信モ

ジュールについては、車自体の生産

台数の縮小という時期もありました

が、ハイブリッド車やEV車（電気

自動車）へのモジュール搭載や、車

両の安全走行のためのインフラシス

テムでの通信モジュール導入の影響

もあって、ここ1、2年でようやく導

入の機運が高まってきました。

－アジアの通信産業を調査・研究

するリサーチ・コンサルティング会

社のROA Group（Research on

Asia）は、わが国の通信モジュー

ル市場は拡大傾向にあり、2010年

から年平均 20％強の伸び率で成長

し、2014年には約900万回線弱まで

伸びると推測しています

青山 通信モジュールビジネスは、

非常に高い市場ポテンシャルをもっ

ていると思っています。その背景と

して、大きく２つの要因があると捉

えています。１つは通信モジュール

の劇的な低価格化です。先ほど、通

信モジュールビジネスは、通信モジ

ュールを内蔵する機器そのものが高

価な産業機器への組込みからスター

トしたと言いましたが、やはり導入

する上でコストインパクトが非常に

大きなポイントです。通信モジュー

ルの低価格化によって、フォトフレ

ームやカーナビのように、一般消費

者向けに通信モジュール搭載製品が

拡大してきています。もちろん、通

信モジュールの価格だけでなく、製

品そのものに付加価値を付け、さら

に、付加価値向上を実現する手段と

して通信を介したサービスを提供で

きるということから、通信モジュー

ル搭載気運が非常に高まっており、

今後さらに導入企業が拡大すると思

っています。もう１つはFOMAの

定額通信サービスに見られるよう

に、低廉な料金でかつ高速化された

移動通信網の整備です。
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図1 消費者向け通信機能搭載製品出現の背景
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後続のページでご紹介する大日本印

刷㈱様との電子出版ビジネスの合弁

会社設立は代表的な例です。パケッ

トARPUの向上だけでなく、新し

いサービスも一緒に提供できる可能

性があると考えています。

－ドライブネットサービス対応の

通信モジュール内蔵カーナビは、三

洋電機様がPND（ポータブル・ナ

ビゲーション・デバイス）を提供し

ており、サービスはドコモ様が単独

で提供している。

青山 そうです。ただし、共同でプ

ロモーションや販売活動は行ってい

ます。一方、日産自動車㈱様のEV

車「リーフ」には、ドコモの通信モ

ジュールが搭載され、その上で、独

自のサービスを提供されています。

－最近の通信モジュール内蔵製品

としてどんなものがあげられます

青山 通信モジュールは、多くのメ

ーカーが製造・販売しています。ド

コモのモジュール内蔵製品には、ド

コモブランドとメーカーブランドの

２種類があります（図２参照）。先

ほど通信モジュールについて、一般

消費者向け製品への搭載が加速して

いると言いましたが、その草分けと

なったのが、通信モジュール内蔵

PCです。従来のUSB型やExpress

Card型の通信モジュールと異なり、

内蔵型であるため突起物がなく持ち

運びに便利である他、インストール

も不要で、SIMチップを挿すだけで

すぐに利用できます。その後、デジ

タルフォトフレームに通信モジュー

ルを内蔵した「お便りフォトパネル」

とその関連の「お便りフォトサービ

ス」を提供開始しました。このサー

ビスも、撮影した写真を記録した

SDカードをフォトフレームに挿し

込むという手間を省き、携帯で撮影

した写真をメールに添付して送ると

遠隔地にあるフォトパネルに簡単に

表示される仕組みになっています。

また、昨年６月を皮切りに、３機

種のモバイルWi-Fiルータを順次提供

開始しました。高機能機種において

は、3G、Wi-Fi、固定回線の３種の接

続方法に対応し、使用場所に応じた

－モジュール内蔵製品の拡大と新

サービスの創出に積極的に取り組ま

れていますが・・・・。

青山 従来、コンシューマ機器を製

造・販売してきた企業様が、機器単

体の販売利益だけでなく通信を介し

たサービスによる収益確保に向けた

動きを加速しています。こういった

動きと、通信モジュールの低廉化・

無線ネットワークの完備といった環

境が整ったことから、消費者向け製

品についても通信モジュールの搭載

が拡大してきています。私どもは、

通信サービスが生業ですので、通信

モジュールを機器に組み込ませてい

ただき、通信サービスを提供いたし

ます。その上で、ネットワーク側で

データをお預かりするサービスを始

め、いわゆるクラウドサービスも合

わせて提供いたします。その機器を

製造・販売される企業様とは、サー

ビスを提供するという観点では、

“競争と協調”を基軸に、モジュー

ル内蔵ビジネスをますます拡大して

いきたいと考えています。

－モジュール内蔵ビジネス拡大の

最大の狙いは、パケット A R P U

（Average Revenue Per User）を上

げることですか。

青山 通信モジュールを搭載してい

ただくことによって、パケットの

ARPUを上げたいと思っています

し、その上で当該企業様と一緒に通

信を利用した新しいサービスを提供

することも考えています。例えば、
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最適な環境で快適にインターネット

接続ができるコグニティブ無線機能

も装備しています。これによりタブ

レット型端末やPC、音楽プレイヤー、

ゲーム機、デジタルカメラなど無線

LAN（Wi-Fi）対応機器を５台同時に

インターネットに接続できます。最

近のドコモのデータ通信サービスの

中で、販売の約半数がこのモバイル

Wi-Fiルータが占めています。

さらに昨年 11月には前述した

「ドコモ ドライブネット」サービス

を開始しました。また、本年1月に

は、電子書籍ブックリーダーを販売

開始しました。これは、ドコモと大

日本印刷㈱様との合弁会社「トゥ・

ディファクト」が提供する電子書籍

サービス「honto（ホント）」に対

応しています。トゥ・ディファクト

が提供する電子書籍サービスは、既

存のリアルの書籍を単にデジタル化

するのではなく、新しい読み方を含

め、リアルと電子の書店のシナジー

によって新しいマーケットを創出し

たいと思っています。

－例えばどのようなことですか。

青山 例えば、好きな作家の最新作

の第１章を電子的に無料で提供し、

リアルの書籍の購入を促したり、リ

アルの店舗で得たポイントを利用し

て、電子の書籍を購入していただく

といったシナジー効果を出せればと

考えています。また、マーケティン

グの観点で、これまでのリアルの書

籍は、アンケートハガキの回答以外

に、購入者の属性やどんな読み方を

しているのかを把握することはでき

ませんでした。これに対し電子書籍

では、読者の属性や読み方、嗜好等

が分かるようになることから、マー

ケティングに活用することが可能と

なります。

－最後に今後の展開を含めビジネ

スの抱負をお聞かせください。

青山 ドコモは現在、「スマートイ

ノベーション」の取組みの一環で、

サービスのパーソナル化、融合サー

ビス、ソーシャルサポートサービス

の３つを中心にした新サービスの創

出に注力しています。その中で、私

どもユビキタスサービス部は、「融

合サービス」を主体的に担っていま

す。融合サービスのコンセプトは、

ケータイと様々な産業機器や生活ツ

ールとのシームレスな連携によっ

て、お客様の利用シーンに合わせた

便利で快適なサービスを提供するこ

とにあります。これまで、産業機器

との融合、車（ITS）との融合、情

報家電との融合、放送との融合、固

定との融合の５つの融合サービスの

創出に取り組んできました。今後、

通信モジュールを内蔵した様々なデ

バイスを活用することで、ますます

いろんなニーズに対応できる融合サ

ービスが創出できると考えていま

す。例えば、高齢化における見守り

サービスへの展開やヘルスケア、さ

らには教育をはじめ、消費者の欲求

やニーズを満たすとともに、利便性

向上につながる様々な分野への展開

が考えられます。安心・安全の確認

や、娯楽の追求、手間の削減といっ

た消費者の欲求の充足・利便性向上

につながる融合サービスの拡大を中

心にモジュール内蔵ビジネスを展開

していきたいと考えています。その

ためには、パートナーの方々との連

携は不可欠です。新しいサービスを

御検討されていましたら、ぜひお声

をかけていただければ幸いです。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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図3 融合サービスの拡大を中心としたモジュール内蔵ビジネスの今後の展開

―例えばどのようなことですか。

―最後に今後の展開を含めビジネス

の抱負をお聞かせください。

―本日は有難うございました。

融合サービスの拡大を中心に
モジュール内蔵ビジネスを展開
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