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モバイル デバイスが登場する前の世界を思い返すのはほとんど不可能です。今や、世界人口の 85 % を超える人々が携

帯電話を利用し、 モバイル デバイスの数が人口を上回る国は、世界で 105 ヵ国を超えています。
1 国際電気通信連合

（ITU）では、全世界のモバイル加入者の数は、今年中に 73 億人近くになると予測しています。これは、地球上の人口より

モバイル デバイスの数のほうが多くなるということです。
2 シスコで最近行ったモバイル コンシューマに関する調査によると、

アメリカ人 1 人当たりが所有しているモバイル デバイスの平均台数は、わずか 1 年前は 2.6 台だったところ、今では 3 台
にまで増加しています。

3 

モバイル市場は目がくらむほどの速さで進化し続けています。より速く、より精巧で、より強力な新しいモバイル デバイスが、

毎日のように売り出されています。さらに、モバイル デバイスの新しいカテゴリーもほぼ一夜にして誕生しています。こうし

た新しい革新的なモバイル デバイスで実行できるアプリケーションの数は、数百万という圧倒的な数に達しています。今で

は、銀行口座の管理から自宅の空調コントロール、そしてショッピングから飛行機の搭乗にいたるまで、あらゆることを手の

ひらの上で行うことができます。それに加え、こうしたデバイスのインターネット接続に、4G/LTE や Wi-Fi という、より高速

な新しい手段を使えるようになっています。 

モバイル デバイスや帯域幅を大量に消費する新しいアプリケーションの需要の高まりはとどまることがなく、これに伴い、現

在、膨大な量のモバイル データが生成され続けています。Cisco Visual Networking Index™（Cisco VNI™）では、全世界の

モバイル データ トラフィック量は、2013 年から 2018 年までの間に 11 倍に増加すると予測しています。具体的には、

2018 年までに毎月 15 エクサバイトを超えるモバイル データが生成されるようになるということです。
4 このような成長は、

モバイル ネットワーク事業者（MNO）にとって朗報です。2012 年には全世界のモバイル データによる総収益が 3,500 億ド

ルに達しました。これは、音楽業界、映画、ISP サービス、ケーブル TV の合計収益を上回る金額です。
5 

モバイル パラドックスについて 
このような脅威的な成長と、とどまるところを知らない消費者需要にもかかわらず、多くの MNO はこのモバイル ゴールド 
ラッシュとも言えるモバイル ブームから利益を得るのに苦戦しています。モバイル事業者の顧客 1 人あたりの平均収益 

（ARPU）は横ばいであるか、低下しているのが現状です。モバイル データに対する顧客のニーズは増え続けているとはい

え、高収益をもたらす通話利用は急激に減少し、テキスト メッセージの使用がピークに達しています。実際、Ovum でも、 

2018 年は、モバイル世界市場の歴史で初の収益減を記録する年になるだろうと予測しています。
6 2012 年 から 2017 年 

までの間に、成長率 1 % 未満の年が 4 年続き、2018 年には収益減少率が 1 % となって、その年の収益は 2017 年より  
78 億ドル下回る予測です。 

大規模な成長と顧客の需要がある一方で、ビジネスと市場は大きな課題を抱えているという、このモバイル パラドックスは、

モバイル業界ならではの現象のように思えます。自動車産業などの他の業界では、顧客の需要が高まれば、より生産量を

増やし、より多くの自動車を販売し、最終的により大きな利益に結びつくのが通常です。モバイル事業者が増え続ける顧客

の需要に対応するには、ネットワーク容量を増やさなければなりません。しかし、モバイル事業者はそのような投資を収益

増加と利益向上につなげるのに苦労しています。モバイル事業の大部分は、オーバーザトップ（OTT）サービスの台頭や利

用行動の大幅な転換を前に、なすすべがないのが現状です。Chetan Sharma Consulting では、OTT サービスは現在、

モバイル業界全体の総収益の 10 % を占めており、10 年後までに業界全体の 3 分の 1 を占めるようになると予測していま

す。7 つまり、モバイル コンシューマは、モバイル事業者に多くの料金を支払うよりも、OTT サービスに料金を支払うことや、 

Google、Facebook、YouTube、App Store などで広告を見せられるほうを選ぶということです。 

                         
1 ITU による主要統計値、 ICT 指標データベース、 2012 年 6 月。 
2 同上。 
3 シスコのモバイル調査「Understanding the Changing Mobile User: Gain Insights」、 2013 年。 
4 「Cisco Visual Networking Index（Cisco VNI）Mobile」、 2014 年 2 月。 
5 
「State of the Global Mobile Market Industry: Annual Assessment 2012」、Chetan Sharma Consulting、 2012 年。 

6 「Global Mobile Market Outlook: 2013-18」、 Ovum、 2013 年 9 月。 
7 「State of the Global Mobile Market Industry: Annual Assessment 2012」、Chetan Sharma Consulting、 2012 年。 
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新しいモバイル世界に立ち向かう 
新しいモバイル世界は、モバイル事業者がビジネスを行う上で挑戦となるだけでなく、数々の主要なかく乱要素がモバイル 
エコシステム全体を抜本的に変えています。ソフトウェア プラットフォームの増加（「壁に囲まれた庭」から「壁に囲まれたエ

コシステム」への移行）、新たな高速モバイル ネットワークの利用、そして Internet of Everything（ネットワークで結び付け

られた一連のデバイス数の増加）により、業界全体に大きな混乱と不確実性が広まっています。それと同時に、クラウド配

信モデル（「Everything as a service」）への移行、変化する業界の構造、規制機関の役割も、モバイル エコシステムを根

本から塗り替えています。 

新しいモバイル世界が出現しています。大画面 TV やその他の固定デバイスの配線は別として、この新しいモバイル世界

では、すべてのものがワイヤレス ネットワークで接続されます。アクセスのタイプは問題になりません。相互に関連するライ

センス付きまたはライセンスなしの複数のネットワークから、どれを使用してデバイスをインターネットに接続しているか、エ

ンド ユーザはまったく気付かないためです。2、3 の大規模なプラットフォーム エコシステムが優位を占める可能性はあるも

のの、デバイス、ネットワーク、アプリケーションやサービスの間には十分な相互運用性がもたらされるでしょう。この相互運

用性のほとんどを決定付けるのは、モバイル クラウドです。モバイル クラウドは、どこでも、いつでも、どのデバイスにも

サービスを提供するという待望の約束をついに実現し、最も魅力的なモバイル サービスを提供しています。 

ネットワークの数が増え、プラットフォームとデバイスが相互運用可能になり、モバイル クラウドによって簡単かつ大規模に

サービスを提供できるようになったことで、新しいモバイル世界での競争は、モバイル バリュー チェーンのセグメント内およ

びセグメント間で激しくなっています。それぞれの業者が競い合うと同時に、オファリングの拡張と差別化を目的に事業者間

での提携やコラボレーションの方法を探し求める中、バリュー チェーンのセグメント間を区別する線は曖昧になってきてい

ます。かつては最大のライバル同士であったモバイル事業者と OTT サービスは、現在、それぞれのコア機能を互いに利

用して新しい価値を生み出すというコラボレーションの機会を模索しているところです。 

モバイル中心の世界は間違いなく、モバイル事業者の活躍の場です。しかし、これまでと異なる未知の世界で収益を挙げ

続け、新しい価値の源泉を見つけるには、どうしたら良いのでしょうか。 

次の新しい波を探す 
モバイル業界の歴史は、収益成長率という点で、これまで何度か大きな成功の波を経験しています。長い間、モバイル業

界はモバイルのキラー アプリケーション、つまり音声アプリケーションによって巨額の富を築いてきましたが、 長時間また

は時間無制限の利用プランと、変化する利用状況が、その成長の波に歯止めをかけることになりました。次の成功の波は、

メッセージングです。メッセージ機能は、モバイル事業者にとって、おそらくあらゆる業界の中で史上最高の利幅と成長率を

誇る製品となりました。その収益増加に終止符を打ったのは、WhatsApp、Snapchat などの OTT アプリケーションやソー

シャル メディアです。最近では、モバイル デバイスとアプリケーションの接続に対する消費者のニーズは増え続けているた

め、MNO の総収益のうち、モバイル データ アクセスが占める割合は優に半分を超えています。しかし、モバイル業界のか

く乱要素によって新しいモバイルの世界が形作られている今、この 3 番目の成長の波はピークを見せ始めています。 

図1.   モバイル収益成長曲線 

 

出典：Chetan Sharma Consulting の 「Mobile Fourth Wave」、 2013 年。 
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モバイル事業者にとって重要な関心事は、4 番目となる次のモバイル成長の波とは何か、 資産とモバイル ネットワークへ

の拡張投資を収益化する新しいビジネス チャンスとは何か、そして これまでのように MNO がこの新しいモバイル世界で

成功し収益性を維持し続けるにはどうすれば良いのか、という点です。 

モバイルの新しい金脈 
残念ながら、モバイル事業者に訪れそうな 4 番目の収益化の巨大な波はまだ見えてきません。これまでの 3 つの波のよう

に、音声、メッセージング、データといった単一のキラー アプリケーションによってゴールドラッシュが到来することはないで

しょう。モバイル ビジネスにはまだ多くの大きな金脈が眠っていますが、そのビジネス チャンスは複数のソースからもたらさ

れるため、それを採掘するための高度な手法が必要です。 

シスコでは、モバイル事業者がモバイル ビジネスから新しい価値を生み出すには、4 つの重要な戦略的推進力、つまり 
4 つの収益化分野があると考えています（図 2 を参照）。 

図2.   モバイル収益化の戦略的推進力 
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1. コストの最適化 
これ自体は収益を挙げる機会ではないものの、コスト リーダーシップはサービス プロバイダーにとっての価値を生み出す上

で不可欠な要素です。IT およびネットワーク アーキテクチャに組み込まれる実動コストは、通常、事業者の典型的運用コス

ト（OpEx）の 3 分の 1 以上を占めます。
8 シスコはこれまで、主要なサービス プロバイダーの顧客と協力し、サービス プロ

バイダーの全体的な OpEx 効率を 10 % 以上向上させてきました。成功に導いた主な取り組みには、以下が含まれます。 

● 実動アーキテクチャの仮想化：Software-Defined Networking（SDN; ソフトウェア定義型ネットワーキング）に移行

すると、ネットワーク コストが削減されるだけでなく、技術面でもビジネスの面でも柔軟性が大幅に向上します。さら

に、データセンターの統合と仮想化、IT プラットフォームの統合と標準化、そして主要なアプリケーションおよび IT 
ワークロードのクラウドへの移行など、新しいテクノロジーに基づく戦略でコストを削減します。 

● 次世代モバイル アクセス：クラウド RAN、Wi-Fi、スモール セルなどの新しいテクノロジーは、コスト効率の高い代 

替手段としても、従来のマクロ セル ネットワークを補完するためにも使用できます。既存のモバイル ネットワークを

簡素化、統合、撤去し、ライセンス付きまたはライセンスなしのアクセス テクノロジーからなる異種ネットワーク 
（HetNet）を利用することにより、OpEx だけでなく、設備投資（CapEx）も大幅に削減されます。自己組織ネットワー 
ク（SON）テクノロジーを使用すれば、各種 RAN テクノロジーが混在するネットワークを最適化できます。また、Wi-
Fi スモール セル デバイス、プラットフォーム、およびインストール環境の統合は、アクセス ポイントのインストール 
コストと運用コストの大幅な削減につながります。 

● ビジネスの俊敏性の向上：新しいテクノロジー アーキテクチャによる OpEx 削減を実現するためには、基礎となる

ビジネス アーキテクチャを適応させることも不可欠です。モジュラ式アジャイル ビジネス アーキテクチャというアプ

ローチ
9 
を利用して、プロセスと組織を設計し直して再編成することで、ビジネス全体の効率と効果性が大幅に改善

され、事業者はマーケットプレイスで、より俊敏に対応できるようになります。通常、ビジネスの俊敏性の向上には、

従来の運用サポートとビジネス サポート システム（OSS と BSS）の統合が伴います。 

● 新しいビジネス モデルと運用モデル：賢いプロバイダーは、ベンダーやその他のサード パーティに、運用、メンテ

ナンス、そして多くの場合は非戦略的資産の初期構築をアウトソースすることによってコスト削減できる部分を慎重

に評価します。そのようなプロバイダーは、この新しい世界ですべてを自分たちで行う必要はないこと、そしてビジネ

スと運用コストを再定義することでコストをかなり削減できるだけでなく、ビジネスの柔軟性も向上できることを認識し

ているのです。 

                         
8 「CSP Opex Segment Analysis Highlights」、Ovum、2014 年。 
9 「The Agile Service Provider: How Executives Can Break the Barriers to Offering New Services & Technologies」。 
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2. 価格設定 
価格設定は、モバイル事業者にとって常に重要な手段です。実際のところ、価格設定は企業が利益を挙げるための最も強

力な手段ですが、管理者はその点を見落としがちです。
10 価格設定によって収益性を向上させる上で、次の重要な考慮事

項があります。 

● 階層型価格設定と使用上限：定額料金の「使い放題」プランは、大量消費市場を浸透させる点では成功してきまし

たが、モバイル データから価値を引き出すには、これらのプランはそれほど効果がありません。なぜなら、基礎とな

るネットワーク経済学とはほとんど関連性がないためです。モバイル市場が成熟してきた今、定額料金設計からの

シフトが必要です。
11 Cisco VNI によると、全モバイル ユーザの上位 1 % が、全データ トラフィックの約 15 % を占

めています。
12 さらに、上位 10 % のユーザが、全モバイル帯域幅の約半分を消費しています。それでも、通常、料

金設定プランではすべてのモバイル ユーザが平等に扱われます。データの使用状況に応じて料金設定を階層化し

たプランのほうが公平であり、収益性も高くなります。各ユーザの需要と希望の料金設定に基づいて課金します。さ

らに、事業者は使用量の多いユーザに使用上限を適用することで、モバイル データが無料でないことを示し、帯域

幅を占有するユーザから収益を得ることができます。 

● 価値に基づく価格設定：多くの事業者は、今でも価格設定の重点をアクセスに置いています。一方、新しい料金設

定メカニズムは、モバイル事業者やその OTT パートナーが提供するサービスの付加価値を取り込むよう設計され

ています。そのようなメカニズムには、接続統合とサービスに対する無制限のアクセスや、遅延短縮、ポリシー制御、

ターボ ボタンなどのネットワーク対応の機能が含まれます（次のセクション「ネットワーク対応の機能」を参照）。 

● Internet of Everything（IoE）対応に向けた共有計画：米国の通信事業者をはじめ、通信事業者の中には、追加

デバイスを含めたり、ユーザ ベースを家族や従業員に広げたりできるように料金設定を拡張することで成功してい

る例があります。このように料金設定を拡張すると、採算性のある収益が増え、顧客を固定化できるだけでなく、従

来のモバイル以外の接続デバイスにまで市場が拡大され、事業者が IoE の世界に対応する態勢が整います。 

● プランの合理化および簡素化：ほとんどのモバイル事業者は、今でも多数の価格プランを使用しています。プランを

合理化すると、サービス提供の全体的なコストを削減し、顧客の混乱を軽減できます。最近、T-Mobile US はシン

プルで分かりやすい料金プランを採用することで、市場を混乱させることなく、多くの新たな加入者を引き付ける上

で成功を収めています。 

● バンドル：3 通りまたは 4 通り（固定電話、モバイル、ブロードバンド、TV）の通信サービスをバンドルして提供するこ

とは、サービス プロバイダーが顧客の生涯価値（CLV）を大きく向上させる上で有効な手段となっています。バンド

ルは、新しい加入者を獲得し、顧客の支出を促すのに役立つだけでなく、明らかに顧客の定着にもつながります。

つまり、CLV で最も重要な方策の 1 つです。ますます多くの統合事業者が、広範なパブリック Wi-Fi へのアクセ

スをバンドルに追加しており、加入継続がさらに魅力的なオプションとなっています。 

                         
10 「Smart Pricing: How Google, Priceline, and Leading Businesses Use Pricing Innovation for Profitability」、 Jagmohan Raju  
および Z. John Zhang 共著、 Pearson Prentice Hall、 2010 年。 

11 
「Rethinking Flat Rate Pricing for Broadband Services: How Service Providers Can Monetize Internet Traffic Growth via  
Value-Based Pricing」、 Cisco、2012 年。 

12 Cisco VNI Mobile、 2014 年 2 月。 
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3. ネットワーク対応の機能 
モバイル事業者は、ネットワークおよび運用における資産と機能の多くを活用すれば、ユーザ エクスぺリエンスを改善でき

るだけでなく、関連する情報やサービスを他の利害関係者に販売できることに気付いています。たとえば、McKinsey では、

サービス プロバイダーが時期をとらえてビッグ データと高度な分析を採用すれば、おそらく 3,000 億ドルに相当するグロー

バルなビジネス チャンスをつかむことができると予測しています。
13 日常生活でのモバイルの重要性、そして従来の PC 

ベースのアプリケーションや新しいアプリケーションのモバイルへの移行が急速に進んでいることを考えると、事業者には

独自のネットワーク対応機能を収益化できる大きな機会があります。Verizon、SK Telecom、Telefonica などの事業者は、

ネットワークと運用で使用している貴重なビッグ データを抽出、パッケージ化、販売するための事業部門を設立しています。

GSM Association は OneAPI Exchange イニシアチブを確立し、モバイル事業者およびアプリケーション開発者の間で API を
収集、共有、収益化する取り組みを行っています。ネットワーク対応の機能を収益化する大きな機会には、以下が含まれ 
ます。 

● Quality of Service（QoS）：Cisco® モバイル ユーザの調査
14 
によると、より高速なダウンロード スピードと全体

的に優れたサービス品質（より適切な言い方をすれば、より優れた Quality of Experience）のためには、ユーザは

進んで料金を支払うことが明らかになっています。サービス プロバイダーは、特定のアプリケーションに関連付けら

れたサービス レベルを保証したり、パワー ブースターで必要に応じてデータ速度を向上させたりするサービスを、

追加料金で提供するようになっています。 

● ポリシー：第 1 世代のポリシー機能は、主にコスト管理を対象としていました。しかし、Policy 2.0 では、より多くの

データ収益化の機会と、ネットワークでのポリシー機能を提供しています。一例として、ユーザ セルフケア機能によ

り、加入者エクスペリエンス全体を向上させることができます。データ損失防止機能はモバイル ユーザに貴重な

サービスを提供する一方、キャンペーン ツール、認証、加入者データ管理などのポリシー機能は、サード パーティ

にとって価値のある機能を提供します。 

● API：モバイル事業者は、ユーザ エクスペリエンスを向上させてアプリケーションの差別化を図るために、API プラッ

トフォームを介して、メッセージング、認証、支払い、プレゼンス、場所検索などのネットワーク機能をアプリケーション

開発者が利用できるようにします。 

● データと分析：モバイル事業者は、ネットワークおよび運用から、加入者および加入者のモバイル デバイス使用状

況に関する大量の貴重なデータを収集します。デバイスのタイプから、ロケーション、プレゼンス、利用行動にいたる

まで、すべてのデータをビッグ データ対応のマシンに取り込むことで、運用の改善やユーザ エクスペリエンスの向

上に活用できる、非常に有益な洞察を引き出すことができます。または、そのような洞察を、新しいサービスの宣伝、

計画、推進に利用できるように、サード パーティに販売することも可能です。 

● セキュリティ：日常生活を管理する上で、インターネット、モバイル デバイス、アプリケーションにますます依存するよ

うになっていること、そして最近の注目を集めた事件を考えると、ほとんどのモバイル ユーザにとって、セキュリティ

が非常に重要な懸念事項であることは疑いようがありません。モバイル ユーザを対象としたシスコの調査で、回答

者たちがモバイル セキュリティに懸念を持っていると答えただけでなく、ユーザのほぼ半数が、モバイル セキュリ

ティを保証するプレミアム サービスに料金を支払うのをいとわないと考えています。
15 

                         
13 
「Big Data in Telecoms: How to Capture Value from Customer Information」、 McKinsey & Company、Media & High Tech 
Extranet、 2014 年 3 月 19 日。 

14 
シスコのモバイル調査「Understanding the Changing Mobile User: Gain Insights」、 シスコ、2013 年。 

15 シスコのモバイル調査「Understanding the Changing Mobile User: Gain Insights」、 シスコ、2013 年。 
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4. 新しいソリューションとサービス 
変化するモバイル世界は、モバイル事業者に多くの新しい問題と挑戦をもたらしますが、それと同時に、数々の新しい収益

化の可能性も開きます。世界がまさにモバイル化している中、サービス プロバイダー固有のビジネス チャンスが生まれて

います。それは、既存のコア テクノロジーとビジネス資産を利用して、ユーザ エクスペリエンスやユーティリティを強化する

新しいソリューションとサービスを作成し、ビジネスとビジネス モデルを作り直して、コア アクセス ビジネスの枠を超える新

しい価値の源泉を創り出すチャンスです。モバイル事業者が提供できる新しいソリューションとサービスには、以下のものが

あります。 

● モバイル クラウド：一元化されたデータセンターからのサービスやアプリケーションの配信は、モバイル デバイスで

新しい価値ある機能を入手する主要な方法として急速に普及しています。シスコの調査によると、コンシューマは、

モバイル デバイスでこれまでも利用可能だった従来のクラウド サービス（ストレージ、電子メール、アプリケー

ション）を必要としている一方、デバイスの機能とモビリティの機能（たとえば、リアルタイムの翻訳、拡張現実、デュ

アル ペルソナなど）を利用する新しいユニークなモバイル クラウド サービスにも強い関心を示しています。
16 
キャリ

アグレードのネットワーク、IT インフラストラクチャ、そして強力な顧客フランチャイズを確保しているモバイル事業者

は、新しいモバイル クラウド サービスの大手プロバイダーとして成功する上で有利な立場にいます。実際、同じシ

スコの調査によると、モバイル ユーザの 50 % 近くが優先するチャネルはサービス プロバイダーであり、Web 
企業を選ぶモバイル ユーザは 20 % にもいたりません。 

● Internet of Everything（IoE）と Machine-to-Machine（M2M）：シスコでは、インターネットに接続されたデバイス

の数は、2015 年までに 250 億に増加し、さらに 2020 年までには 500 億に増加すると予測しています。
17 IoE に

より、デバイス（モノ）だけでなく、人、データ、プロセスも結び付けるという、前例のないビジネス チャンスが生み出さ

れ、ネットワーク接続の重要性と価値はますます大きくなっています。IoE の中心にはすでに、ユビキタス モバイル 
ネットワークを確立しているサービス プロバイダーがいます。しかし、モバイル事業者には、アクセス レイヤの枠を

超えて独自のソリューションを提供したり、ハイパーコネクテッド ワールドのプラットフォームを構築して管理したりす

る大きなビジネス チャンスがあります。すでに、業界向けの独自の M2M ソリューションや新しいスマート シティの

構築において主導的役割を果たしているサービス プロバイダーも現れ始めています。
18 

● コネクテッド カー：最近、AT&T Mobility の社長は、「自動車はタイヤの上に載ったスマートフォンのようになりつつ

ある」と述べました。自動車に搭載された SIM カードと Wi-Fi を、外部の世界に接続する競争が繰り広げられてい

ます。現在注目を浴びているユース ケースの多くは、娯楽を中心としたものです。しかし、安全性、自動者の操作と

メンテナンス、ユニークなサービスの作成（個人プロファイルと運転設定をスマートフォンで自動車にリンクするなど）

といった分野は、おそらく価値や収益性のより高いビジネス チャンスとなります。モバイル事業者は、この大きなビ

ジネス チャンスを認識し、それぞれに自動車メーカーと契約を結んだり（たとえば、China Unicom と BMW、GM と 
AT&T、Tesla と Telefonica など）、GSM Association の Connected Car Forum を通して準備を整え始めたりし

ています。 

● エンタープライズおよび中小企業（SMB）向けソリューション：ビジネス ユーザはこれまで常に、モバイル業界での

主要な収入源となっています。それにもかかわらず、モバイル業界は今でも主に「Enterprise Mobility 1.0」に根付

いていて、電子メールや、企業 Web サイトやアプリケーションへの制限付きアクセスなど、限られた範囲のビジネ

ス機能をモバイル デバイスに拡張しているという状況は変わっていません。仮想デスクトップ統合、デュアル ペル

ソナ、統合 Wi-Fi セルラー音声、企業 IT クラウド イニシアチブとモバイル クラウドとの密接な統合などといったソ

リューションを適用することで、次世代のモバイル ビジネス エクスペリエンスを創り出す画期的なビジネス チャンス

があります。さらに、モバイル事業者は、新しいモバイル中心の業界ソリューションを開発することにより、モビリティを

利用して実際のビジネスのやり方を改革できるというユニークな立場にいます。 

                         
16 
「The Mobile Cloud. When Two Explosive Markets Collide」、 シスコ、 2011 年。 

17 
「The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything」、 シスコ、 2011 年。 

18 
「Smart Mobile Cities: Opportunities for Mobile Operators to Deliver Intelligent Cities」、 Accenture、シスコ、および GSMA、 2011 年。 
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● OTT とのコラボレーション：新しいモバイル世界の出現により、モバイル事業者と OTT サービスは、互いのコア機

能を利用して共に新しい価値を生み出す、コラボレーションの機会を模索するようになっています。このようなコラボ

レーションには、新しい販売機会とマーケティング機会を追及することから、アプリケーションをデバイスとモバイル 
プラットフォームにプリロードして統合すること、さらには、MNO の顧客データとネットワーク機能（プレゼンス、ロ

ケーション、接続エクスペリエンス、履歴など）を利用して OTT サービスを拡張することまで、あらゆる取り組みが含

まれます。 

● ロケーションおよびデータ分析ソリューション：非常に機密性の高いロケーション情報、デバイスの詳細、リピーター

顧客の ID、そして高度なパス分析は、サービス プロバイダーが積極的に展開している Wi-Fi およびスモール セル 
ネットワークに内在する貴重な顧客データのごく数例です。こうしたデータは、他のテクノロジー（GPS やビーコンな

ど）が提供する優れた屋内/屋外のロケーション情報や、顧客とネットワークの豊富なデータにより、さらに強力なも

のとなります。収益化の機会は、これらの隠れたビジネス価値を解き放して、付加価値のある一連のソリューション

を作成することにあります。サービス プロバイダーがこのようなソリューションを、Wi-Fi、スモール セル、その他の

モバイル ネットワークに基づくマネージド サービスとして様々な業界に提供すれば、顧客とビジネスに新しいユーザ 
エクスペリエンスと価値の源泉をもたらすことができます。 

モバイル ネットワークから真の価値を掘り出す 
モバイル事業者は、前のセクションで説明した 4 つの戦略的収益化の機会のすべてに重点を置くことによって、新しいビジ

ネス価値を徐々に引き出すことができますが、シスコでは、まだ発掘されていない真の金脈はモバイル事業者の中核、つま

りネットワークにあると考えています。この新たな金脈は、コア ネットワーク要素とインフラストラクチャの奥深くに潜む情報

と機能にあります（図 3 ）。この金脈を活用して新しい永続的なビジネス価値を生み出すには、ネットワーク上の収益化レイ

ヤを構築し、効果的に提供することが不可欠です。機能/サービス レイヤとソリューション レイヤで、モバイル ネットワーク

から特有の技術的価値を引き出し、その価値を市場用の製品やサービスに変換すれば、様々なチャネルを通じて最終的

なエンド ユーザに販売できます。 

図3.   モバイル ネットワークの収益化 
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新しいモバイル収益化の方針を計画する 
新しいモバイル世界は、モバイル業界が始まって以来、ほとんどのモバイル事業者が経験してきた世界とは大きく異なりま

す。新しいエコシステム プラットフォーム、OTT サービス、新たな競争と代替手段、そして消費者行動の根本的なシフトが、

この業界とモバイル事業者の主導権を根本から揺るがせています。現在私たちは、この業界における驚異的な収益成功

の 3 つの波がその絶頂から崩れていくのを目の当たりにしています。その一方、新しいモバイル世界では、サービス プロ

バイダーは 4 つの主要な収益化カテゴリーにおいて新たな収益源と収益性を追及できます。モバイル事業者も、これらの

新しいビジネス チャンスから利益を得る上で有利な立場にいます。モビリティには将来性があります。そして、モバイル事

業者には確固とした顧客フランチャイズとブランドがあります。差別化と新しい収益源の最大のポイントは、モバイル事業者

固有のコア資産、つまりモバイル ネットワークに組み込まれた貴重な機能や性能にあります。 

モバイル収益化の次の波は、まだ出現したばかりです。この新しいモバイル収益源に辿り着くまでの経路はまだ明らかに

はなっていません。しかし、新しい収益源は、次の 3 つのフェーズからなるアプローチを検討することで探り当てることがで

きます。 

1. ビジネス アセスメントと戦略の開発：潜在的市場を定義してその規模を判断し、競争分析を行って顧客のニーズを識

別します。その上で、サービス定義を開発し、堅牢な経済モデルを作成し、主要な技術的およびビジネス上のエコシス

テム コンポーネントと初期アーキテクチャを特定します。 

2. オファーの開発と計画：主要なビジネス要件と技術要件を識別し、ソリューションを作成して統合します。そして、詳細

なマーケティングおよびビジネスの計画を作成し、ビジネス モデルと運用モデルを定義します。 

3. パイロット テストと商業開発：アーリー アダプター（ライトハウス カスタマー）と共にパイロット版を作成し、フィードバック

に基づいてソリューションを修正し、サービスを市販用として実装、販売、運用します。 

市場を十分に理解し、コア資産を活用して、エコシステム パートナーとコラボレーションすることによって、モバイル事業者

は新しいモバイル収益化への次の波にうまく乗ることができるでしょう。 
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