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連載も第 3 回となる。今回はコン

鎬を削っていたが、今後は、ネッ

シューマ向け事業の成否を握るコン

トワーク・デバイス・サービスを

知・統合ボイスメールなどの機能を

セプトである「ユーザコネクティン

跨いだ事業者間の競争が進む。例

提供するテレフォンマネジメントサ

グポイント」について述べたい。

えば、NTT vs Google、NTT vs

ービスであるが、一部インターネッ

Apple のような競争の構図もあり得

ト電話機能も提供するためGoogleが

る。そして２つめは共創の拡大で

提供する安価な電話サービスと捉え

ある。どの事業者も単独でネット

る方も多い。確かにその見方は一部

現在コンシューマ市場では、ネッ

ワーク・デバイス・サービス全て

正しい。しかし、Google Voice を単

トワーク・デバイス・サービスを融

を用意することはできない。今後

なるインターネット電話と捉えると、

合し、一つのサービスと捉えるデジ

は各事業者が相互連携してサービ

ことの本質を見誤る。Googleの真の

タル・サービスコンバージェンスが

スを提供する機会が増えるだろう。

狙いは「ユーザコネクティングポイ
ント」獲得にあり、各種電話回線の

進んでいることは連載第 1 回で述べ

「競争」と「共創」、この２つが新

た（図１）。では、デジタル・サー

たな競争環境のキーワードである。

ビスコンバージェンス下の競争環境

ではいかにこの競争＆共創の主

現在私たちは、固定電話、携帯電

とはどういうものであろうか ―。

導権を握るのか― 。そのカギこ

話、会社の電話など日常的に複数の

従来との違いは２点ある。１つは

そが「ユーザコネクティングポイン

電話を用いているが、誰しも一度は

競合他社の拡大である。今までは通

ト」にある。以下、Googleの新サー

携帯電話にかかってきた電話を会社

信事業者は通信事業者と、端末メー

ビスGoogle Voiceを例にとりながら、

の電話にかけ直してもらったり、携

「ユーザコネクティングポイント」の

カーは端末メーカーと、サービサー

コンセプトを説明しよう。

はサービサーと、それぞれの領域で

統合コントロールにあるからだ。

帯電話のアドレス帳を見ながら固定
電話で電話をかけたりといったこと
を経験したことがあるだろう。では

サービス・デバイス・ネットワークがユーザー目線で統合する
『デジタル・サービスコンバージェンス』が進展

この手間を楽にできないか、という
のが Google Voice の発想だ。ユー
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は新たな電話サービ

に登録しておけば、携帯電話にかか

ス「Google Voice」

ってきた電話も、固定電話にかかっ

の提供を発表した。

てきた電話も、Google が一旦とり

本サービスは複数端

まとめ、ユーザーの好きな端末に転

末・複数回線を統合

送したり、留守番電話やアドレス帳

的にコントロール

を統合管理したりといったことがで

し、転送・一斉通

きるようになる。いわば音声電話の
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・Google VoiceのGWがあらゆるNW網と接続。
・それぞれの電話番号への着信や留守番電話を統合管理する
ことで、ユーザーに通信網を意識しない統合利用環境を提供
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に相談したり、各メーカーのコール

連携することを目論

センターに電話したり、初期設定に

んでいる。

関する出張サービスを利用したりす

先に筆者は、今後

るユーザーも多いのではないか。ま

はネットワーク・デ

た、SaaS のようなサービスを利用

バイス・サービスの

する中小事業者も、Web 上の情報

出自を超え、
「競争」

だけではなく、信頼する SIer や営

と「共創」が拡大す

業マンに相談して購入するのが一般

ると述べた。しかし

的だろう。
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・通常通り、固定電話機や携帯電話機から電話をかけた場合は通常回線で接続
・Google Voiceアプリから電話をかけた場合は、Place Callsを使って接続

それは二者択一では

今後 ICT サービスが、PC から家

なく、両要素を組み

電へ、エンターテイメントから医療

コンシェルジュサービスであり、ユ

合わせた形で進行するだろう。

や教育などのサービスへと拡大して

ーザーからみると、とりあえず

Google Voice により、通信事業者は

いく中、フェース to フェースでサ

Google に任せておけば、最も使い

Google と連携せざるを得なくなる

ポートしてほしいというニーズは高

やすい端末に、最も安価な NW で電

かもしれない。それは、表面上は共

まっていくだろう。NTT 東日本の

話をつないでくれ、大変便利という

創であっても、通信事業者から見れ

リモートサポートサービスのユーザ

ことになる。

ば競争であろう。そしてその主導権

ー数が 100 万人を超えたと聞くが、

しかし、通信事業者からみるとど

争いは常に「ユーザコネクティング

この傾向はますます高まっていくと

うか―。今まではユーザーと契約

ポイント」を有する事業者がカギを

思われる。

を結べば自社のサービスを利用して

握ることになるだろう。

海外の事業者と異なり、日本の通

もらえたが、今後は通話ごとにどの

信事業者は今までに築いてきたお客

通信事業者を使うのか、Google の

様との接点、地域の家電量販店との

意向が反映されるようになる。

接点を有している。また、自社ショ

Google 自体は自ら通信設備を保有

ではいかに日本の通信事業者は海

ップやコールセンター等の顧客接点

しないため、あくまで通信設備は通

外の事業者に対抗していくべきか

も有している。このようなリアルな

信事業者の回線を利用することとな

―。そのカギはリアルとバーチャ

ユーザコネクティングポイントとバ

るが、通信事業者は Google の意向

ルを組み合わせたユーザコネクティ

ーチャルなユーザコネクティングポ

を無視できなくなるだろう。音声電

ングポイントの確立にある。

イントを組合せ、日本の ICT サービ

話サービスの「ユーザコネクティン

ユーザコネクティングポイントの

スの顧客フロントとしての地位を築

グポイント」獲得による、通信事業

要諦はユーザー側にたって最適なサ

くこと、それが競争と共創の主導権

者への主導権確保、それが Google

ービスをご紹介する、組み合わせる、

確立に繋がっていくのである。

Voice の真の狙いである。

サポートする接点を握るということ

なお、Apple にせよ、Amazon に

である。その観点から見るとどうか

せよ、その狙いは Google と類似し

― 。確かに先進ユーザーには

ている。Apple はデバイスという観

Google や Apple が提供するバーチ

点から、Amazon は書籍や新聞とい

ャルサービスだけで十分な人もいる

った観点からユーザコネクティング

だろう。しかし、映像サービス一つ

ポイントを確保し、その強みを武器

とっても実際には家電量販店の店員
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