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特集
事例に見るNTTｰMEのブロードバンドプラットフォームサービスーXePhionー

トワーク全般を手がけるノウハウを

持つ当社は、レディメードのメニュ

ーでリーズナブルなサービスを提供

することも、カスタム・ニーズに対

応し、コンサルティングから工事、

運用保守までをトータルにコーディ

ネートすることもできます。これら

すべてを含めてXePhionと呼んで

います。」と語る。XePhionは、

NTT-MEが提供する企業向けトー

タルソリューションブランドであ

り、さらに、これらを支えるグロー

バルな視点で精選した各種プロダク

ツ群を取り揃えていることも強みで

ある。

ネットワークサービスの内容は

年々多様化、高度化

が進んでおり、既存

の IT資産の有効活用

や、各支店や店舗な

どの通信環境を考慮

しながら最適なプラ

イベートネットワー

クを構築するにはか

なりの困難さを伴う。

NTT-MEのネットワ

ークソリューション

の特長は、広範囲をカバーするサー

ビスを使いやすくコーディネート

し、リーズナブルなコストかつ迅速

に企業に提供できる点にある。末松

氏は「今、お客様が本当に求めてい

るものは、組み立て前の個々の部品

とそのプロポーザルではなく、コー

ディネートされた多種多様なソリュ

ーションをタイムリーに提供してく

れる信頼できるパートナーではない

でしょうか。NTT-MEは単にネッ

トワークサービスを提供するだけの

存在ではなく、企業のビジネスを支

える ITパートナーとなることを目

指しています。お客様のニーズにベ

ストな形で応えるのがXePhionな

のです。」と語る。通信ネットワー

クという最も重要な ITソリューシ

ョンによって、より良いビジネス環

境を実現しようというNTT-MEの

方針を的確に表しているのが

XePhionなのである。

XePhionが提供するサービスは非

常に広範囲をカバーしている（図２

XePhion（ゼフィオン）は1998年7

月にサービスを開始し、約7年を経

た現在ではNTT-MEが提供する企業

向けトータルソリューションブラン

ドとして大きく成長した。ユーザー

数が拡大しただけでなく、XePhion

ブランドが提供するネットワークサ

ービスも大きく進化し、多様な内容

をサポートするようになった（図1

参照)。これは、企業のネットワーク

に対するニーズと、ネットワーク通

信分野の技術の変化を、NTT-MEが

常に先取りしながらサービスを充実

させてきた結果である。

NTT-ME取締役XePhionビジネ

ス事業部長の末松泰夫氏は、「ネッ

企業ニーズに一元的に対応する
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多様化、高度化が進む企業のネットワークニーズに、常に的確なソリューションを導き
出すNTT-ME。NTT-MEのトータルソリューションブランド「XePhion」は、ネットワ
ークサービスを提供するだけでなく、企業のビジネスを発展させるITパートナーとして
大きく成長を続けている。
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参照）。IP-VPNや広域イーサネッ

トなどのVPNサービスをラインナ

ップし豊富なアクセス回線とオプシ

ョンサービスを備える「プライベー

トネットワークサービス」、インタ

ーネットVPNやインターネットコ

ネクティビティなどのインターネッ

トソリューションを提供する「イン

ターネットサービス」、業界トップ

レベルの実績を誇る「VoIPサービ

ス」の３つのサービスを柱に、ユー

ザーニーズに応える最適なソリュー

ションを展開している。お客様の課

題を掘り起こすとともに、スピーデ

ィにそれに対応した的確なサービ

ス・ソリューションを提案、具現化

できることが、NTT-MEの強みで

ある。

XePhionのネットワークサービス

は、最新技術による利便性を提供す

るだけでなく、企業ネットワークの

安定性・信頼性の強化も実現する優

れた特長を持つ。

XePhionプライベートネットワー

クサービスのSLA（サービス品質

保証制度）は、業界初の７項目を誇

っている。「サービス提供開始以来、

アクセス回線を含むEnd to Endで

の故障などの品質に関する詳細なデ

ータを収集・蓄積しています。その

実績としてアベイラビリティ

99.99%以上という高いレベルでサ

ービスをご提供できることが裏付け

られたので、SLAで保証していま

す。」と末松氏は語る。24時間 365

日、ノンストップのビジネスには、

このように高いレベルの信頼性を持

つネットワークサービスは非常に重

要なものである。

企業の直面する課題に対して的確

なソリューションを提供していくに

は、NTT-MEのコンサルティング能

力を含めた技術力はもちろん、NTT

グループの一員としての総合力も重

要な鍵となる。「お客様から要求され

る様々な機能、価格ニーズにフィッ

トした、カスタマ・ユニークなサー

ビスを、インテグレーション、オペ

レーション両分野のセールスエンジ

ニアたちが最適に設計し、ご提供い

たします。」と末松氏は語る。独自の

インフラや、工事や保守のノウハウ、

NTTグループとの密接な連携体制を

持つNTT-MEだからこそ、企業のビ

ジネスを載せるネットワークのEnd

to Endすべてをカバーした最適なソ

リューションを提供できるのだ。「複

雑な経営課題に直面するお客様の最

善のパートナーであり続けたい。」と

末松氏は語る。

ネットワーク技術は今後も進化し

続け、高度化・複雑化していく。そ

して、競争力のあるビジネスを実現

するためには、そのネットワークソ

リューションの活用がますます重要

な課題になる。NTT-MEは、その

課題に的確に応えるソリューション

をXePhionブランドによって提供

していく。

末松氏は「今後もXePhionは、

企業のお客様向けに高品質・高機能

なサービスのご提供をお約束し、安

心してご利用いただける最適なブロ

ードバンド環境を実現してまいりま

す。」と強調した。
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図2 XePhionワールド俯瞰図

99.99%以上の高い信頼性を誇る
高品質なサービスとサポート ワンストップでニーズに応える

XePhion
安心と信頼のブランド
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