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幾度のビジネスの成長の限界を見極め，
2020へ向けた新たな中期計画の策定に臨む

◆ご自身のこれまでの取り組みを振り返りながら，NTT

ドコモを取り巻く現状について教えてください．

2003年に持株会社からNTTドコモに移り，主にサー

ビスやコンテンツの企画 ・ 開発を10年以上担当してきま

した．ドコモの歴代の技術系副社長において，かなり珍

しい経歴だと思います．

ドコモについては持株会社にいるときからドコモなら

ではのユニークなポイントに魅力を感じていました．固

定電話では，サービス提供の対象が「家庭や企業」であ

るのに対して，携帯電話サービスの対象はさらに細かい

「個人」となります．ドコモに来てからもずっと，この

お客さま 1 人ひとりとチャネルを持っているという特徴

を，事業運営の強みとして大切にしたいと思って取り組

んできています． 

幾度のビジネスの成長の限界を見極め，
2020へ向けた新たな中期計画の策定に臨む

2020へ向けた新しい中期計画で
さらなる価値を創造していこう
――体験･体感･実感を
積み重ねて直感を磨く

今や私たちの生活に欠かせない存在である携

帯電話，スマートフォン．顧客との強固なつな

がりを持つNTTドコモは未来の社会でどのよ

うに飛躍のチャンスをつかむのか．阿佐美弘恭

NTTドコモ代表取締役副社長に現在のドコモ

の役割やビジネス展開，そして未来予測に必要

な仕事の哲学について伺いました．

トップインタビュー
阿佐美  弘恭　NTTドコモ　代表取締役副社長

◆PROFILE：1980年日本電信電話公社入社．2012年NTTド
コモ執行役員スマートコミュニケーションサービス部長，
2013年常務執行役員スマートライフビジネス本部長，2014
年取締役常務執行役員経営企画部長を経て，2016年 6 月よ
り現職．
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さて，私がドコモに来た当時はiモードの急成長して

いる時期であり，ドコモはコンテンツホルダ（他社）の

コンテンツをお客さまに運び，手数料を得ることで収益

を得るビジネスモデルを展開してきました．それがス

マートフォンの登場でビジネス構造を大きく変化せざる

を得ない環境になりました．スマートフォンの世界では，

すでにGoogle等のスマートフォンのOSメーカーが，i

モードのビジネスモデルのような，アプリやコンテンツ

をお客さまに提供するプラットフォームを確立し始めて

いたからです．

iモードのビジネスモデルの限界を感じ，ドコモは新

しいチャレンジをする必要があると考えました．そして，

ドコモ自らがサービスやコンテンツを提供していくこと

を決断し，2011年に「dマーケット」を立ち上げました．

dマーケットでは，dビデオ（現在はdTVに名称変更）や

dヒッツ，dマガジン等，さまざまなサービスを提供し，

現在では1500万人規模のお客さまに楽しんでいただくま

でに成長しています．

余談ではありますが，私が新入社員だった1980年ごろ，

映像サービスの開発に携わり，VODの仕組みを当時の

最新技術を使って実現しようとしていました．ビデオ再

生機を12台並べて，映画などの映像が記録されたビデオ

テープを，遠隔操作でマシンハンドを動かして再生機に

挿入して再生することで，同時に12人が観たいものを選

んで観ることができる，という本当にアナログ的な

VODの仕組みです．それが技術の進歩によりデジタル

化 ・ ソフトウェア化され，今ではドコモのサービスとし

て，約500万規模の契約数のサービスに成長しています．

入社以来，胸に抱いてきた映像サービスへの想いを，約

30年越しで実現できたことは大変感慨深いことです． 

ドコモがdマーケットを提供開始して早いもので約 5

年の月日が経ちました．私自身は数年前，経営企画部長

の立場として，そろそろ自分たちだけでできることに限

界が来ているのではないかと考え始めました．そこで昨

年， R＆Dの成果をどのように打ち出していくか，法人

営業の取り組みをどうしていくか，マスに向けたサービ

スをどうつくるか，といった重要なテーマについて検討

した結果，ドコモが保有するビジネスアセットを活用し

ながらパートナー企業と組むことで新たなサービスを創

造していく「+d（プラスd）」，「協創」をキーワードとす

る新ビジョンを打ち出しました．その後，現在に至るま

で，ローソン様やマクドナルド様，髙島屋様などをはじ

め，約150社を超えるパートナー企業の皆様との「+d」

の取り組みを開始し，成果が出てきています（図 1）．

◆今後の中期的な取り組みや 2020年を見据えた展開の

目玉も併せて教えてください．

時代の変化に対して事業モデルを変えていく中で，

2014年に打ち出した新料金プランの影響に伴う大幅減収

を受けて，2014年度中間決算で利益回復に向けた 3 カ年

の中期目標を発表しました．顧客満足度向上と企業の持

続的成長のバランスを取りながら，効率化によるコスト

削減やdマーケットの戦略が功を奏し， 2 年目となる

2016年度中に目標をクリアする見込みとなっています．

そこで現在は，2017〜2020年度の新たな中期計画を策

定している最中です．これは2016年 6 月発足の吉澤和弘

新社長をはじめとするドコモ新体制の目玉になると考え

ており，是非とも楽しみにしていただければと思います．

新たな中期計画を考えるうえで大切なキーワードに

2020と5Gがあります．2020年のビッグイベントに向け

て何をやっていくか，そしてキャリアとしてその時期に

実現する第 5 世代移動通信システム「5G」ならではの

サービスをどのように提供していくか，というのがポイ

ントになります．2020年に向けて創り上げていくのでは

なく，2020年にはすでに使えている状態にすることをめ

ざして取り組みます．

また，お客さまがドコモに持つイメージも変えていき
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たいと考えています．これまでドコモは携帯電話の回線

サービスを中心に提供してきましたが，NTT東日本 ・

西日本からFTTHサービス卸を受けて自ら固定回線サー

ビスである「ドコモ光」を提供しています．また，dTV

などのd系サービスはドコモの携帯電話をご利用されて

いないお客さまにもサービス提供しています．さらにd

ポイントにおいてはドコモのサービスの契約とは関係な

くお客さまがご利用することを可能としており，これま

でのような携帯電話の回線契約を基軸としたお客さまの

管理方法は限界を迎えつつあります．

このような変化をとらえて，今後は携帯電話回線契約

の有無にかかわらず，ドコモの提供するさまざまな各

サービスのお客さまをdポイントと括り付けて統一した

「会員」としてとらえていきたいと考えています．いわ

ゆる，お客さまを従来からの携帯電話の「契約者」から

ドコモのサービスを利用するすべての「会員」へと再定

義するよう，社内で意識改革を図り，中期計画を実行し

ていくつもりです．「会員」であれば，例えば携帯電話

回線の契約がなくなったとしても，ドコモのお客さまで

あり続けます．また，海外在住であっても「会員」であ

れば，ドコモのサービスを利用できる．これも 1 つのグ

ローバル展開となります．「ドコモの会員になると便利

だね，お得だね」と思っていただけるよう，ドコモのメ

リットを出していきたいと思います．

さて，中期計画を具体的に実現していくために大切な

ものがR&Dです．特にAIと5Gのジャンルについては，

注力して取り組んでいきます．ドコモのサービスは非常

に多くのお客さまにご利用いただいており，例えば，そ

れらから生成されるビッグデータをドコモのAI技術を

駆使して解析し，生活がより豊かになるようなさらなる

新しい価値をお客さまに届けていく，あるいは訪日外国

人が非常に多くなることが予想される2020年，そこに発

一緒に
取り組む

自ら
提供する

仲間を
増やす

機能の
提供

使命の
取り組み

5G

図 1 　事業モデルの進化
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生する言語の壁を克服するための自動翻訳 ・ 音声認識 ・

音声合成などの言語処理をドコモのAI技術を使って実

現していくなどを想定しています．そして5Gといえば

もちろんドコモの基幹であるネットワークの進化であ

り，その大容量 ・ 高速化，低遅延等の特徴を活かした取

り組みが求められます．

スマートフォンのように24時間，365日手にするデバ

イスの重要性はさらに増すことが想定されます．昔の携

帯電話と比べると，今のスマートフォンはまさに掌の上

のスーパーコンピュータですが，これがさらに進化すれ

ばサービスの領域はまだまだ広がります．そのためには，

軽量化，バッテリの大容量化，ディスプレイの高精細化

といったハード面から，仮想現実（VR），拡張現実（AR），

音声認識といったユーザインタフェース，そして高速

ネットワークへの対応や人工知能の搭載，センサの高度

化等に関する技術開発が必要であると考えています．そ

して，それらの進化がスマートフォンを「パーソナルエー

ジェント」に進化させるものと思います．もちろん，家

の中にとどまらず，外に持ち出せる究極のパーソナル

エージェントです（図 ₂）．

今後の取り組みにおいてはICTを用いた社会貢献も忘

れてはならない観点です．例えば，国レベルであれば国

際競争力の向上，地域のレベルであれば地域創生や少子

高齢化対策，企業レベルであれば業務の効率化，そして

個人レベルであれば日々の生活の付加価値の向上といっ

た具合に，さまざまな目線で考えられます．それを「+d」

のコンセプトに則って，独りよがりにならずにドコモの

ビジネスアセットを最大限活用してパートナーと「協創」

することで新たなサービスを創造していきたいと考えて

います．すでに R&Dの成果を活かした取り組みや地方

自治体と協業した取り組みが現実となっています（図
₃ ）．

「直感」は経験の集大成．「正解」は
経験から見出す

◆新しい技術や仕組みを活用し未来をつくることに胸が

躍ります．こうした技術や仕組みをスクラッチするに

はどのような姿勢，向き合い方が大切になるのでしょ

うか．

「体験 ・ 体感 ・ 実感」，これが重要です．例えば，新し

いサービスが出たときに資料としての比較表等を見るだ

「直感」は経験の集大成．「正解」は
経験から見出す

ハード

●小型化・軽量化・頑丈化
●長時間バッテリー（低消費電力）
●低価格化
●高精細化（画像）・高品質化（音）

ユーザ
インタ
フェース

●音声/画像認識・音声合成
●自然対話・機械翻訳
●高解像度・高音質
●AR，VR，3D
●セキュリティ（生体認証系）

ネットワーク

●高速化
●大容量化
●低遅延化
●位置・ジオフェンス
●ドローン管制

処　理

●AI
●クラウド
●レコメンド・ビッグデータ
●セキュリティ（決済系，安心系）
●エッジコンピューティング

センサ

●天候系：気温，湿度，気圧
●位置系：緯度・経度，地磁気
●動態系：加速度，重力
●生体系：虹彩，指紋，脈拍，体温，血圧，息，汗

図 2 　スマートフォンは究極のパーソナルエージェントへ

究極の
パーソナル
エージェント
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けではなく，実際に触ってみる，すべてに対してこれを

行うには時間がかかり現実的ではありませんが，少なく

ともキーとなるポイントについては自分で触ってみて，

それをベースに意見を交わすことで「本当の判断」がで

きると思います．最近では「ポケモンGO」も自らやっ

てみました．実際にプレーしてみると，そのアイデアに

直接触れることができて，サービスの良さや改善点も体

感でき，自分自身の中の判断材料がまた増えるわけです．

正解を自分だけで探そうとすると行き詰ります．まし

てや 5 年先のことなど分かりません．人づてに見聞きし

たことのみで判断するのも危険です．そのため，多くの

人とかかわることを大切にしています．コミュニケー

ションしていく中で「何か」につながるヒントを見つけ

て，それを自分の知見として蓄積していくことが判断力

のブラッシュアップにつながります．書籍は，執筆の時

点，つまり過去における内容が記載されているに過ぎな

いので，後追いの確認として活用しています．

過去にサービス開発を手掛けていたとき，そのサービ

スに直接関係ないと思えるパートナーともコミュニケー

ションを図っていました．彼らは自分の立場から世の中

の動きをよく知っています．もちろん，彼らの推察が外

れることもありますが，私たちよりもはるかに確度の高

い情報を持っていて，予測もしています．こうした経験

からも，私は多くの人とかかわっていくことで，おのず

と正解が見えてくると思っていますし，正解を考えるこ

とのできるための情報網を持っていることが大切だと思

います．

このような経験のもと，iモードの成長の限界を見極

め，スマートフォンでdマーケットという新しいフレー

ムワークでスマートフォンビジネスを行っていこう，と

いう大きな判断をしました．これまで自らコンテンツ

サービスを提供していなかったドコモが種々の議論のの

ち，それを自ら提供するという重大な転機となる判断で

した．その次に，そのサービスをドコモの回線サービス

を契約しているお客さま以外にも提供することでお客さ

まの定義を見直す必要がでました．さらに将来の事業展

開を考えると，新たなお客さまの定義として「契約者」

から「会員」への発想の転換，これも大きな判断です．

一言で言ってしまえば，「体験 ・ 体感 ・ 実感」に基づい

て思ったこと，確信したことをしっかり判断すること，

国 の競争力向上

社会 的課題の解決

地域 の活性化（創生）

産業 の構造改革

企業 活動の効率化

個人 生活の付加価値向上

図 3　ICT に期待されること
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そして確実に実行することです．ただし，このような大

きな変革にはパワーが必要です．

体験 ･体感 ･実感を通して「人間」とは
何かを知ろう

◆では，研究 ･ 開発部門の皆様に一言お願いします．

ぜひ，「人間」を知っていただきたいです．人は必ず

しも論理的には動きません．人前に出ると本来考えてい

ることと違ったことをします．また，サービスで松竹梅

のメニューがあれば真ん中の竹を選ぶ傾向にあります．

このように人間は論理的に動かないという前提をベース

にしたうえで，R&Dのテーマに取り組み，あいまいな

動きをする人間に使ってもらえるサービスやそれを支え

る技術を生み出してほしいと思います． 

◆社員の皆様にも一言お願いします．

若い世代の皆さんにとって，どんなことが実現されて

いると自分が嬉しいのか，楽しいのか一人称で考え，日

常の業務に活かしてほしいと思います．そのうえで，自

分たちのしたいことを躊躇なく声に出してもらえたら嬉

しいです． それから，「体験 ・ 体感 ・ 実感」を大切にして，

自ら実行してみてください．先ほども言いましたが大き

な変革を進めると壁に直面することがあります．最後に，

私の好きな言葉として「壁にぶつかったら汗を流して頑

張ってみよう，きっと進むべき道は開ける！」という意

味の「流汗悟道（りゅうかんごどう）」を皆さんにご紹

介して終わりにしたいと思います．

（インタビュー：外川智恵／撮影：大野真也）

体験 ･体感 ･実感を通して「人間」とは
何かを知ろう

インタビューを終えて
阿佐美副社長を一言で表現していただけませんでしょうか．と，取材に同

行してくださっている社員の方々に伺うと，皆さんが口をそろえて「誠実」

とおっしゃいます．実際にお話を伺ってみると，どうして「誠実」と一言で

言い切られたのかが良く分かりました．インタビュー内容に関してご自身の

入社時代から，現在の業務に至るまでを事細かに資料になさり，私の言葉を

一言も漏らさないようにと耳を傾けてくださる．そして，投げかけた質問に

あらゆる角度からおこたえくださる阿佐美副社長．特にアニメというコンテ

ンツの重要性については，「なかなかこういった話をさせていただく機会もな

いので」と言いながら，情熱を持って語られました．「TVをベースとしたア

ニメは一話完結ではなく，一定期間の複数話構成であり，視聴に習慣性があ

ること．一話自体は通勤時間で見終わることができる長さであること．そし

て素材として，原作の他にも，テーマソングや場合によってはキャラクターグッズがある．つまり，映像だけで

はなく音楽やノベルのマーケットへの広がりやイベント展開等事業の裾野が広いこと．単にアニメ好きだと思わ

れているかもしれませんが，ビジネスの面でもかなり合理的なコンテンツなのです．わっはっは」と大きな声を

出して全身で笑ってくださいました．何事にも五感をフル活用して，「体験 ・ 体感 ・ 実感」を大切に，全力でお

仕事に臨まれている姿が垣間みえた瞬間でした．


