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̶全国の道路インフラの再整備や
安全運転支援など、交通に関するリ
アルタイムな情報配信の必要性が高
まる中で、NTTドコモでは、中期
ビジョン 2015の新規事業領域のひ
と つ で あ る M2M（Machine to 

Machine）事業やテレマティクス
サービスの展開が加速しています。
はじめに、M2M事業や ITS（高度
道路交通システム）テレマティクス
分野での事業展開に向けたNTTド。
高原　ドコモでは、「中期ビジョン
2015」の取組みを通じて、2015年
度に新領域における収益約 1兆円を
目標としています。この取組みの一
つにM2M事業がありますが、これ
は、様々な機器のネットワークへの
接続により、付加価値の高いサービ
スを提供していくもので、グローバ

Ｍ２Ｍ事業拡大を加速して
テレマティクスサービスの
ニーズに対応していく
モバイルを核とした「総合サービス企業」を目指すＮＴＴドコモは、
中期ビジョン 2015 の新規事業領域の一つである M2M 事業の重点分
野であるテレマティクス事業への本格参入を進めている。同時に、
グローバル展開を視野に入れた「docomo M2M プラットフォーム」
の提供も開始し、M2M 事業の展開を加速している。様々な機器と
モバイルとの融合を図る M2M 事業の重点分野であるテレマ
ティクスサービスの取組み状況について、ユビキタス
サービス部長の高原幸一氏にお話をうかがった。

interview....

ル展開を視野に入れた「グローバル
M2Mプラットフォーム」の提供や、
ITSテレマティクス分野でのサービ
ス展開などがこれにあたります。車
に関してはドコモのネットワーク
の優位性を活かせることから、今後
伸ばしていきたい分野と考えてい
ます。

̶NTTドコモが目指すM2M事
業について、どのようなサービス展
開をイメージされていますか。
高原　これまでスタンドアロンで
動作していた産業機械、自動車、家
電機器など、あらゆる所にモバイル
技術を核とした通信機能を搭載し、
ネットワークに接続されることで時
間や空間の制約を受けることなく、
自動的に最適な制御が行われていく
ことで新たな価値を創造し、新しい
市場が創出されていく。このような
ことを実現できる、様々な生活シー

ンに浸透するサービスの提供を目指
しています。世界規模では、M2M
の分野において 2020年に数十億～
数百億台のデバイスへの接続規模が
予測されており、非常に大きな市場
が期待できると考えています。

̶M2M事業や ITSテレマティク
ス分野でのサービス展開について、
これまでどのような取り組みをされ
てきましたか。
高原　2008年 6月に、自動車やナ
ビゲーションシステムなどの各種機
器に組み込んで利用できる車載向け
通信モジュール「FOMAテレマティ
クスモジュール」を商品化し、車載
通信分野に参入しました。その実用
化の一例が日産自動車様の EV（電
気自動車）「日産リーフ」に搭載さ
れた EV専用 ICTシステムです。
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株式会社ＮＴＴドコモ
ユビキタスサービス部長　高原 幸一氏

イノベーションによる
新たな価値の創出に向けて

−全国の道路インフラの再整備や安

全運転支援など、交通に関するリア

ルタイムな情報配信の必要性が高ま

る中で、NTT ドコモでは、中期ビジョ

ン 2015 の新規事業領域のひとつで

ある M2M（Machine to Machine）

事業やテレマティクスサービスの展

開が加速しています。はじめに、

M2M 事業や ITS（高度道路交通シ

ステム）テレマティクス分野での事

業展開に向けた NTT ドコモ様の取

組みについてお聞かせください。

−NTT ドコモが目指す M2M 事業に

ついて、どのようなサービス展開を

イメージされていますか。

−M2M 事業や ITS テレマティクス

分野でのサービス展開について、こ

れまでどのような取組みをされてき

ましたか。

新たな情報サービスを
通信の立場からサポート

http://www.bcm.co.jp/
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高原　グローバルなM2Mサービス
の提供に向けた取組みとして、国内
外で事業を展開する企業に対して、
車両、建設機械、情報機器などに組
み込んだ通信モジュールのドコモ回
線と海外通信事業者の回線（＊１）の
一元管理を可能にする「docomo 

M2Mプラットフォーム」の提供を
2012年 12月から開始しました。国
際ローミング中の回線と海外通信事
業者の回線管理が可能なプラット
フォームの提供は、国内の携帯電話
事業者として初めてです。これまで
は、通信モジュールを利用して複数
の国で車両運行管理や建設機械の状
態監視等を行う場合は、国ごとに回
線管理をするためのシステム構築が
必要でした。しかし「docomo M2M
プラットフォーム」を利用すること
で、統一されたWeb上の管理画面
から 200以上の国・地域（＊２）の回
線監視や簡易な通信トラブルの診断
が可能になり、国ごとの回線管理に
関わるシステム開発費を削減するこ
とができます。また、日本国内のみ
での利用も可能です。
　「docomo M2Mプラットフォー
ム」の提供は、2012年 7月に NTT

ドコモと、Telefo0 nica（本社：スペ
イン）、KPN（本社：オランダ）、
VimpelCom（ 本 社： ロ シ ア ）、
Rogers（本社：カナダ）、Telstra（本
社：オーストラリア）、SingTel（本
社：シンガポール）の海外オペレー
タ 6社がM2Mのグローバル展開に
向けた基本合意に基づき検討を重
ね、実現したものです。本サービス
は、世界の通信事業者で導入実績が

更新できるだけでなく、VICS情報
に加えて、車両の走行情報を収集
したプローブ情報を取り入れるこ
とで、広範囲で精度の高い渋滞情
報をオンラインで取得することが
できることなどが特長としてあげ
られます。

̶B2B の領域では「doco です
car」をはじめとした動態管理サー
ビスも提供されていますね。
高原　ドコモ・システムズが提供
している「docoです car」は、GPS

を使用して車両の動態管理を行う位
置情報管理サービスの先駆け的な存
在として 2001年から提供を開始し、
現在まで 10,000台以上の車両に導
入されています。2012年 3月には、
サービスのリニューアルを図り、関
連アプリケーションとの連係など、
拡張性を高めたクラウド型位置情報
サービス「docoです car NEXT」
として提供を開始し、バスロケー
ションサービスや安全運転支援
サービスなど、お客様のニーズに対
応したサービスメニューを用意して
います。

̶通信モジュールの商品化やネッ
トワークの特性を活かした情報提供
サービスなど、M2Mやテレマティ
クスサービスの領域で、数多くの実
績を残してきましたが、市場の動向
を含めた最近の状況をお聞かせくだ
さい。

本システムは、移動通信分野の世界
的な業界団体である GSMAの 2011
年グローバルモバイル賞「自動車・
輸送部門ベストモバイルイノベー
ション賞」を受賞しました。同賞は、
情報通信にかかわる団体が開発、商
品化した最新のモバイル製品やサー
ビスに対して贈られる、世界的に権
威のある賞です。
　2011年 4月からは、通信モジュー
ルや携帯電話に SMSを送信する
「SMSセンタープッシュサービス」
の本格提供を開始しました。これ
は、会社のパソコンなどお客様のセ
ンタ側からドコモのスマートフォ
ンや携帯電話、または FOMA通信
モジュール内蔵の車両や建機、パソ
コンなどのクライアント端末に、テ
キスト型 SMS、制御型 SMSを送
信できるサービスです。テキスト型
SMSは、社員に対して SMSでの
メッセージ送信等に利用すること
ができ、制御型 SMSは、通信モ
ジュールを内蔵した車両や建機な
どを遠隔で制御するための信号と
しての利用が可能です。

̶2010年 10月には、自動車向け
通信サービス「ドコモ ドライブネッ
ト」の提供を開始されました。
高原　「ドコモ ドライブネット」は、
ドコモのネットワークを通じて、最
新の地図情報や渋滞情報、車の位置
に応じた観光施設、駐車場満空情報
などのエリア情報などをリアルタイ
ムにお届けするカーナビサービスで
す。ナビゲーションの地図データを
通信サービスを介して最新の状態に

−2010 年 10 月には、自動車向け通

信サービス「ドコモ ドライブネッ

ト」の提供を開始されました。

−B2B の領域では「doco です car」

をはじめとした動態管理サービスも

提供されていますね。

−通信モジュールの商品化やネット

ワークの特性を活かした情報提供

サービスなど、M2M やテレマティ

クスサービスの領域で、数多くの実

績を残してきましたが、市場の動向

を含めた最近の状況をお聞かせくだ

さい。

Ｍ２Ｍプラットフォームを
活用したグローバルな
Ｍ２Ｍサービスを提供

http://www.bcm.co.jp/
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特集　NTTドコモのテレマティクスサービス

　

̶2013年 5月に、パイオニア社
との業務・資本提携に合意したこと
を発表しました。ITSテレマティク
ス分野での最近の状況をお聞かせく
ださい。
高原　車載機器向けの地図や車両
位置情報といった業界最高水準の交
通ビッグデータを保有し、自動車
メーカーと強固な関係やグローバル
展開に強みを持つパイオニア社と協
力して、ドコモが保有するクラウド
サービスを連携させた新たなサービ
スの開発を進め、M2M事業の重点
分野の一つである ITSテレマティ
クス事業へ本格参入し、将来の収益
基盤を確立していくことが、今回の
業務・資本提携の目的です。

の実績を足がかりに、将来的に需要
が見込まれる東南アジア各国への
サービスエリア展開を推進していく
予定です。
　また、ITSテレマティクスサービ
スとして、NTTドコモ USAが提供
する「ドコモ USA ナビゲータ」が
あります。これは、ドコモ USAが
米国で提供する携帯電話サービスの
付加価値向上と他社との差別化を図
ることを目的としたサービスで、パ
イオニア社と米国東京海上日動社の
３社共同プロジェクトとして完成さ
せたサービスです。カーナビ機能に
加え、位置情報通知機能付きの日本
語緊急ロードサポートを提供してい
ます。

ある、Jasper Wireless社（本社：
米国）のプラットフォームを利用し
ています。

「̶docomo M2Mプラットフォー
ム」の提供は、グローバル展開を視
野に入れた取り組みですが、M2M
や ITSテレマティクスサービスに
関連した海外での取り組みについて
お聞かせください。
高原　国内外で急成長を遂げてい
るM2Mの領域において、ドコモで
は、タイ商社である Loxely社との
合弁によるモバイルイノベーション
社を通じ、GPSリアルタイム車両
運行管理ソリューションを 2004年
からタイで提供しています。タイで

グローバルで一元的にお客様にて管理可能

お客様

利用状況の管理

利用開始タイミングで回線開通

倉庫格納中の回線停止

故障時に容易に切り分け

エンドユーザへの課金管理

利用状況の集計

主な提供機能
モバイル回線
診断

モバイル回線
管理・制御

お客様サーバーとの
アクセスインタフェース提供

M2Mプラットフォーム

＊１　別途、海外通信事業者との回線契約が必要
になります。

＊２　NTT ドコモが国際ローミングサービスを提
供 す る 約 220 の 国・ 地 域 ま た は Jasper 
Wireless 社と提携する海外 17 オペレータが通
信サービスを提供する約 51 の国・地域。

−「docomo M2M プラットフォー

ム」の提供は、グローバル展開を視

野に入れた取り組みですが、M2M

や ITS テレマティクスサービスに関

連した海外での取組みについてお聞

かせください。

−2013 年 5 月に、パイオニア社と

の業務・資本提携に合意したことを

発表しました。ITS テレマティクス

分野での最近の状況をお聞かせくだ

さい。

図 1　「docomo M2M プラットフォーム」を核としたグローバル展開

ＩＴＳテレマティクス分野への
本格的な事業参入に向けて
業務・資本提携に合意

http://www.bcm.co.jp/
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自のサービスと、パイオニア社の地
図、プローブ情報処理の技術を組み
合わせて取り組むことで、お客様の
ニーズに合った、高度なサービスを
提供していくことができると考えて
います。さらに 2013年 10月には、
東京で「ITS世界会議 東京 2013」が
開催されますが、将来的にグローバ
ルで展開できる可能性もあります。
　このような状況の中で、ドコモの
ネットワーク特性を活かしながら、
アライアンス企業との協業を進め
サービスの融合を図り、生活シーン
に広く浸透するサービスの提供を目
指していくことが大切です。まずは、
これまで専用車載機で提供していた
機能をスマートフォンや汎用端末に
提供していくなど、クラウド化の展
開を加速していきます。

̶本日は有り難うございました。
（聞き手・構成：編集長　菊地勝由）

　

̶最後に、M2M事業、並びにテ
レマティクスサービスの市場予測を
含めた今後の事業展開と、抱負等を。
高原　M2M事業やテレマティクス
サービスを含めた ITS 関連で、
B2C、B2B、B2B2Cで様々なサー
ビスが考えられます。また、昨今の
社会情勢や道路インフラの状況を鑑
みると、交通に関するリアルタイム
な情報配信の必要性はさらに高まっ
ていくことが想定されます。自動車
社会の効率化を考えると、答えの一
つは車両のプローブ化による情報収
集とその活用です。ビッグデータを
ビジネス化できているところは少な
いですが、現在は非常に良いビジネ
スチャンスであると捉えており、ド
コモのスマホ利用者、通信インフラ、
「しゃべってコンシェル」などの独

̶パイオニア社とは「しゃべって
コンシェル」の技術を応用した自動
車向け音声意図解釈技術を共同で開
発するなど、様々な協業を行ってい。
高原　パイオニア社とは、これまで
「ドコモ ドライブネット」や車載用
クレイドルの開発など、カーエレク
トロニクスと情報サービスとの融合
に協力して取り組んできました。今
回の提携により、パイオニア社の車
載機器やドコモのスマートフォンか
らの情報（位置情報等のプローブ
データ）をもとに、より高度な交通
情報を生成できる交通クラウド基盤
をパイオニア社に構築します。また、
スマートフォンや車載機器などに対
して、交通クラウド基盤と様々なク
ラウドサービスとを連携させた新た
な ITSクラウドサービスを、2013
年内に提供できるよう準備を進めて
いきます。

NTTドコモ

◆国内最大のスマホ利用者と通信インフラ
◆スマートフォン、M2M関連の技術・ノウハウ
◆多様で良質なコンテンツ・サービス

パイオニア

◆独自の地図データ、蓄積されたプローブ情報
◆自転車メーカーとの良好なビジネス関係
◆グローバル規模での事業展開と高シェア

パイオニア

交通クラウド基盤
等

サービス
コンテンツ

ドコモ

自転車向けてしゃべって
コンシェルエンジン

等

ITSクラウド

プ
ロ
ー
ブ

情
報

サ
ー
ビ
ス

コ
ン
テ
ン
ツ

車載機
（通信対応） スマートフォン

コンシューマー向け

カーナビ

音楽

ドライブレコーダー

…

ビジネス向け

動態管理

車両情報管理

自動車保険

…

〈サービス例〉

−パイオニア社とは「しゃべってコ

ンシェル」の技術を応用した自動車

向け音声意図解釈技術を共同で開発

するなど、様々な協業を行っていま

すね。
−最後に、M2M 事業、並びにテレ

マティクスサービスの今後の事業展

開と、抱負等をお聞かせください。

−本日は有り難うございました。

図 2　「ドコモ ITS クラウド」の提供イメージ

次世代のＩＴＳに向けて
Ｍ２Ｍ事業を加速していく

http://www.bcm.co.jp/
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