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ています。

－総合サービス企業へと進化する

ため、ネットワークの土管化の回避

は不可欠なのでしょうか。

紀伊 OTTプレイヤーと対抗する

か、共存するか、いくつか方法論は

ありますが、いずれにしても例えば

電話番号に紐付く顧客情報や、課金

さを追求することが求められてお

り、モバイルキャリアの置かれてい

る位置づけも大きく変わってきまし

た。グーグルやアマゾンに代表され

る“OTTプレイヤー”と呼ばれる

様々なサービスプロバイダーが登場

してきて、ネットワークキャリア、

ネットワークレイヤと異なる領域で

ビジネスを急拡大してきています。

このような状況を踏まえドコモは、

“モバイルキャリア”から、モバイ

ルを核とする「総合サービス企業」

（Integrated Service Company）へ

の進化を目指した取り組みを加速し

－スマートフォンの急速な普及

で、データ通信量が爆発的に増えて

います。総務省の調査では、今年3

月の移動通信トラフィックは、前年

同月比2.2倍に急増しています。こ

のような周辺環境を含めた国際事業

部様の最近の状況からお聞かせくだ

紀伊 ご存じのように携帯電話の世

界は、“音声中心”から“音声+メ

ール”の時代を経て、現在はスマー

トフォン中心の“モバイルインター

ネット”の時代へと進化してきてい

ます。世界の携帯電話の販売台数も、

2014年にはスマートフォンの販売

台数がフィーチャーフォンの販売台

数を凌駕すると見られており、携帯

電話向けOSではAndroidが大きく

マーケットシェアを伸ばすと見込ま

れています。スマートフォン市場の

急速な拡大に伴い、オープンな環境

のもと、多彩なデバイスにおいて、

自由で広がりのあるサービス・コン

テンツや快適な操作性の進化に取り

組み、お客様の更なる楽しさや便利
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機能など、モバイルキャリアとして、

ドコモが持っているユニークな機能

や情報を活用したサービスを創出・

展開することが重要です。しかも日

本国内だけでなく、グローバルにで

す。ドコモは、2015年度に向けた

取り組みを「中期ビジョン 2015～

スマートライフの実現に向けて～」

として策定しました。これは、モバ

イルのサービス進化と、産業・サー

ビスの融合による新たな価値創造へ

の取り組みをドコモのクラウド

（「パーソナル」クラウド、「ビジネ

ス」クラウド、ネットワーククラウ

ド）により加速させ、お客様の暮ら

しやビジネスがより安心・安全かつ

便利・効率的になるようなスマート

ライフの実現を目指すというもので

す。クラウドを活用し、端末種別を

問わずドコモならではの斬新で魅力

的なサービスを提供し、更なる競争

力の強化を図ることが重要です。

OTTプレイヤーとは異なるインテ

リジェントな“スマートパイププレ

イヤー”として、頑張っていきたい

と考えています。

－スマートパイププレイヤーとし

ての斬新で魅力的なサービスの例と

して、どんなものがありますか。

紀伊 すでにモバイルキャリアとし

てのドコモならではの高度な機能を

ベースに、音声エージェント機能

「しゃべってコンシェル」や、「通訳

電話」「メール翻訳」といったサー

ビスを提供しています。今後も、お

客様の行動や生活を支援するサービ

スを提供していくことが重要です。

それには総合サービス企業として、

様々な企業とのアライアンスを通じ

て、新たな価値を創造し、新しい市

場を創出していくことがポイントと

なります。

また、2009年12月に出資したド

イツのモバイルコンテンツ配信プラ

ットフォーム事業者であるネットモ

バイル社（net mobile AG）と連携

し、有料コンテンツをアンドロイド

端末上でGoogle Play から購入され

る場合に、ドコモへの料金請求（キ

ャリアビリング）による支払いを利

用できるゲートウェイの仕組みを構

築し提供しています。この仕組みは、

テレフォニカなど他のオペレータに

も提案しているところです。前述し

たように、モバイルオペレータなら

ではの顧客情報・課金機能を活かし

たサービスです。

－総合サービスのグローバル展開

にあたっての基本方針をお聞かせく

ださい。

紀伊 日本国内では、約 6000万の

顧客基盤をベースに垂直統合的に総

合サービスを展開していますが、顧

客基盤を持たない海外では、国・地

域特性に応じ、ローカルな顧客基盤

を持つキャリアや国を跨るプラット

フォーム等も活用し、総合サービス

を展開していきたいと考えていま

す。出資・提携に加え、テレフォニ

カ社、オレンジ社、チャイナモバイ

ル社、ボーダフォン社などとの個別

協業にも取り組んでいますし、さら

にはローミングパートナーの“コネ

クサス”メンバーのフットプリント

の活用も期待できると考えていま

す。総合サービスのグローバル展開

にあたっては、図３に示すように、

海外キャリアへの出資・提携の推進

に加え、「コンテンツ・アグリゲー

ションプラットフォーム」や「金

融・決済プラットフォーム」「M2M

プラットフォーム」等のプラットフ

ォーム事業を積極的に展開していく

ことがポイントです。
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です。とにかく中国のマーケットに

リーチしたいという強い想いから、

合弁会社を設立することとしまし

た。さらに、この５月には欧州最大

規模のモバイルサービス提供事業者

であるイタリアのボンジョルノ社

（Buongiorno S.p.A.）に対し、

TOBを行うことを発表しました。

同社のビジネスの特徴は、モバイル

キャリアに依存せずに、インターネ

ットを介して直接利用者にサービス

を提供するBtoC型であ

り、ゲームやカジノ、

ミュージック等、独自

ブランドでサービスを

提供し、世界中に顧客

基盤を持っています。

この点がキャリアと連

携したBtoBtoC型のプ

ラットフォームビジネ

スを展開するネットモ

バイル社とは大きく異

なっています。このよ

うに、ボンジョルノ社

のビジネスモデルと顧

客基盤は、ドコモにとっても重要な

意味を持っていると思っています。

－ボンジョルノ社の顧客基盤はど

のくらいですか。

紀伊 2011年12月末時点で約1600

万人強です。入れ替わりの激しいプ

リペイドのマーケットが主流を占め

る中で、常にそれくらいの顧客を維

持できるだけのマーケティング力を

持っている点も魅力です。また、ボ

－グローバル展開の詳細は、各論

のページでご紹介しますが、最近の

トピックとしてどのようなことがあ

げられますか。

紀伊 １つは、昨年８月に発表した

ベトナム最大手のコンテンツ配信事

業者であるVMG社（VMG Media

Joint Stock Company）への出資が

あげられます。これは、2010年に

3Gサービスが開始され、アジア屈

指の成長市場として期待されるベト

ナムにおいて、VMG社が持つコン

テンツ配信プラットフォームを通

じ、ベトナム市場におけるコンテン

ツ配信などのドコモの付加価値サー

ビス事業を強化することを狙いにし

ています。また、日本のCPの海外

進出を支援する取り組みとしては、

国内に高成長のモバイル市場を抱え

る中国において、検索サイト最大手

の百度（バイドゥ）社と合弁会社を

設立し、百度社の検索サイトのリン

クを通して日本のCPのコンテンツ

を提供するサービスを開始する予定
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ンジョルノ社は次世代の標準規格で

あるHTML5をいち早く取り入れる

などスピードを重視しており、独自

マーケットプレイスの運営を更に強

化しております。

－コンテンツ配信・アグリゲーシ

ョンンプラットフォーム以外の最近

の特徴的な取組みとして、どのよう

なものがありますか。

紀伊 ホテル向け高速インターネッ

ト事業を展開するシンガポールのド

コモインタータッチ社（DOCOMO

interTouch Pte. Ltd.）が持つ無線

LANのサービス基盤を活用し、Wi-

Fiのローミングサービスを展開す

る可能性について検討している他、

M2M（Machine To Machine）の

分野では、タイのモバイルイノベー

ション社（Mobile Innovation Co.,

Ltd.）を通じ、FMS（車両動態管

理サービス）事業を提供しています。

日系企業・タイ有力企業との契約が

拡大しており、周辺地域や他国への

サービス地域拡大も検討しています。

金融・決済プラットフォームに関

連した取り組みとしては、昨年9月

にネットモバイル社が、ドイツでの

銀行ライセンス及び欧州でのクレジ

ットカード事業ライセンスを保有す

るバンクフェアライン・ヴェアター

社※（Bankverein Werther AG）を

買収しました。これによりヨーロッ

パでデビットカード、クレジットカ

ードといったペイメント事業の展開

が可能になりました。

さらに、出資先である米国のエバ

ーノート社（Evernote Corporation）

とドコモのクラウドサービスとの連

携があげられます。ドコモのフォト

コレクションとエバーノート社との

サービスを連携させることによって、

エバーノート社が持つユニークで便

利な機能をそれぞれの写真や動画に

適用することが可能になり、より楽

しく、便利にサービスをご活用いた

だけるようになります。このように、

海外への出資が、国内サービスの競

争力強化にもつながっています。

また当然のことですが、日本のお

客様が海外に出かけられた際に、ロ

ーミングサービスや「iコンシェル」、

「しゃべってコンシェル」や「通訳

電話」といった、日本と同様のサー

ビスをご利用いいただけるような

環境を整備することにも注力してい

ます。

－最後に今後のグローバルビジネ

スの抱負をお聞かせください。

紀伊 海外キャリアへの出資・提携

を始めてすでに 10年以上が経過し

ました。これだけ長い間、海外キャ

リアと密接にお付き合いする中で、

グローバル展開にあたっての連携・

協業関係を構築できたということが

一番大きなメリットだと思っていま

す。月並みですが、ドコモは斬新な

サービスを世界に先駆けて創出する

力、特色を持つリーディングカンパ

ニーであると自負しています。日本

での現在のポジションを維持・拡大

しつつ、総合サービスを世界に拡大

していくことが重要だと考えていま

す。高速大容量のネットワークで世

界が瞬時につながる環境が整備され

た現在、お客様は世界中にいるとい

う発想で、日常的にグローバルを指

向したサービス開発を行う会社にな

ることが必要です。もちろん、地域

によっては規制等の関係で時間はか

かりますが、着実にグローバル展開

を加速していきたいと強く想ってい

ます。リターンを顕在化するための

時間軸を合わせる難しさがあります

が、それだけに面白く、チャレンジ

ングな仕事だと思っています。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

41ビジネスコミュニケーション 2012 Vol.49 No.7

インタビュー 

配送効率化 

トリップマネジメント 

ナビゲーション 

ドライブレコーダ 

パレット管理 

アルコールチェッカー 

トラフィックプローブ 

ホームセキュリティ 

車両バイク盗難防止 

メータリング 

ＦＭＳ周辺事業、法人ＳＩ事業へ拡大 

業務アプリ作成 

基幹システム接続 

スマホアプリ連携 

・・・ 

・・・ 

インド 
ネシア 
シンガポール 
マレーシア 
ブルネイ 
フィリピン 

他国 

タイMI社 
タイ 

ラオス 
ベトナム 
カンボジア 
ミャンマー 

ドライバー/トラック 

GPS

顧客企業 

通信ネットワーク 

GPS車載機器 

インターネット 

ＦＭＳコア事業 ＦＭＳ周辺事業 法人ＳＩ事業 

サ
ー
ビ
ス
地
域
拡
大 

図5 MI社（Mobile Innovation）のFMS（車両動態管理サービス）事業の概要
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ンンプラットフォーム以外の最近の
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なものがありますか。

―最後に今後のグローバルビジネス

の抱負をお聞かせください。

※2012年7月、Bankverein Werther AGはnet-m privatbank 1891 AGに社名変更。
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