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特 集　 企業の価値向上と競争力強化に貢献する
　　　  One Stop ICT Partner NTT-ME 

―新しいMEの強みとなる“スキル”

というのはどのようなものでしょう

か。

三浦 大雑把に言って、旧MEはス

ピードとビジネスを重視する企業文

化であり、一方NTT東日本のサー

ビス、ネットワークを支える部隊は

安心・安全・信頼の文化です。この

２つの企業文化を融合させることに

よる相乗効果こそが、新生MEの強

みになります。幸いに両部隊ともネ

ットワーク技術を中核として業務を

遂行しています。サービスを企画し、

それを支えるネットワークを設計

し、それを実現するため現場調査、

詳細設計、施工、そして出来上がっ

たサービス、ネットワークを 365

日・ 24時間運用し現地に駆けつけ

て保守をするという一連の業務を2

つの文化が相互に補完し合い、やり

とげています。このネットワーク構

築から保守までのエンジニアリング

を総合的に高品質・高信頼で実現で

きることこそが、まさに我々の強み

だと思っています。これがNTT-

MEの事業推進の基盤であり、強力

な成長エンジンです。

―今日は一般市場での取組みについ

てお話を伺いますが、その基本的な

考え方をお聞かせ下さい。

三浦 子会社というのは、親会社で

は出来ない、あるいは文化的にしづ

らい、アクティブにやりづらいこと

をビジネスとしてしっかりやるため

に作られるものだと思います。従っ

て株主でもある親会社からすると、

子会社に対し自分達がこれまでやり

きれていなかった領域でビジネスを

―初めに、貴社は2005年7月に大幅

な組織改革を実施されましたが、そ

の背景からお聞かせください。

三浦 NTT-ME（旧ME）は、1999

年にNTT東日本の子会社として発足

しました。ベンチャーマインドを抱

き、新しい市場・新しい事業の開拓、

IPなどの新しい技術の採用などに積

極的に取組み、今では法人ユーザー

様用のネットワークサービス、VoIP

サービス、ISP事業、そしてSI、ア

プリケーションサービスまで、幅広

く事業を展開しています。

2005年７月、NTT東日本グルー

プの構造改革の一環としてNTT東

日本本体の広域ネットワークの構

築・運営業務及び法人様向けネット

ワークサービスの運営業務が移管さ

れました。まさにNTT東日本の屋

台骨を背負っている部隊と一緒にな

った訳です。社員数も 1000名程か

ら一気に 6000名程までに増えまし

た。この背景には、光・ IP時代に

対応したサービスの拡大・発展、

CSの向上、ネットワークの構築・

運営の効率化、更にはネットワーク

の技術者の効果的な活用などがあげ

られます。

ICTを活用した価値創造や業務効率化、情報セキュリティ対策、ブロードバンド環境サポートなど、顧客が抱える様々な課題を的確かつ
迅速に解決し、顧客企業の価値向上と経営改善に貢献するNTT-ME。ネットワークについての豊富な経験と専門性の高い人材を駆使して
顧客ニーズにOne Stopで対応する同社の最近の取組みについて、三浦秀利代表取締役常務にうかがった。
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面倒臭いこと、ややこしいことをOneStopで
対応しビジネス拡大を目指す
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ネットワークの総合エンジニアリ
ング力が新生MEの成長エンジン

外パイ拡大は子会社の責務!!
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展開し、それなりの収益、利益をあ

げることを期待するのは当然です。

これに応えるよう市場拡大する、す

なわち外パイを拡大することは子会

社の責務です。これを基本に取り組

んでいます。

― 3月に新たに「One Stop ICT

Partner 」というキャッチフレーズを

打ち出されるということですが、そ

の意図するところをお聞かせ下さい。

三浦 欧文の少しお洒落なキャッチ

フレーズを掲げましたが、その心は

“面倒臭いこと、ややこしいこと、

嫌なことを含めすべてをお任せ下さ

い”というところにあります。設

計・施工とか運用・保守とか口では

簡単に言えますが、実際にそれをや

ろうとすると事前の調査や納期調

整、不眠不休での故障回復措置など

厳しい、泥臭いことをやりとげなけ

ればなりません。逆に言うとそれを

やらないとお客様からの信頼を得る

ことは出来ません。図は矢畑という

イケメン？若手社員が「One Stop

ICT Partner」をアピールするため

に考案してくれたものです。先に述

べたネットワーク総合エンジニアリ

ング力という“まわし（力士のふん

どし）”をしっかりと結び（締め）、

得意技はOne Stop であるというこ

とを訴えています。どうです？安心

してお仕事を任せてもいいなぁ～と

いう気分になりませんか？。力士が

そうであるように、観客に納得して

もらえる相撲を取るためには、土ま

みれになったり、傷だらけになった

りすることは当たり前です。泥臭い

ことをやりとげることこそが「One

Stop ICT Partner」の本質です。

―その泥臭いことについて具体的に

あげていただけますか。

三浦 例えば法人のお客様から「３

ヶ月で全国 1000拠点を結んだプラ

イベートネットワークを構築して欲

しい」という要望があったとします。

各拠点での「通信」の使い方を分析

し最適なネットワークを設計するの

は当たり前ですが、各拠点ビル内の

配管や機器の設置スペースなどの現

地調査、全拠点にわたるネットワー

クサービスの申し込み、ネットワー

ク回線の開通日程調整、機器ベンダ

ーとの入荷調整、エンドエンドでの

開通試験、これら一連の工程管理・

進捗管理など山ほどの管理・調整作

業が必要となります。ビルに入館す

るにしても、セキュリティなどの面

から立会者による時刻指定があり、

急な日程変更が生じたときにはその

調整をし、柔軟な対応もしなければ

なりません。拠点数が多くなればな

る程、これらの調整にはかなりの労

力を要します。また、連絡したのに

相手はその情報を受け取っていない

という、言った言わない、聞いた聞

いてないなどの行き違いなどもあ

り、トラブルが発生することなども

まま起こります。これらを解決する

ためには相当な粘り強さや忍耐強さ

なども必要となります。これこそ、

頭の中で考えたようには解決し得な

い、きれい事では済まされない、泥

臭い世界そのものです。

―今、特に力を入れている特徴的な

サービスやソリューションをお聞か
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ひかり電話サービスを，社内の本店

と支店の間や取引先との間では（拠

点間の内線化（0円）や便利な一人

一番号利用ができる）弊社のサービ

スである「 0 5 0」番号方式の

XePhionコールProを，そして外出

先では「090」の携帯電話を，とい

ったように、ビジネスシーンに応じ

たご利用をご提案しています。また、

アプリケーションサービスとして

は、地図情報ソリューション、これ

は鮮度や電子化のカバー率などが決

め手になるものですが、公共系市場

などで実績を上げています。そして

株価情報などをタイムリーに提供す

る金融情報サービスソリューショ

ン、また既設マンション内の光配線

化を容易に実現するマンション棟内

光ソリューション、更には使い古し

のパソコン内に残留している情報の

漏洩を避けるためのセキュリティ対

策であるIT機器回収サービスなど、

弊社ならではのものが盛り沢山で

す。詳細は次頁以降で紹介します。

―新しいビジネスの開拓などにも何

か取り組まれているのでしょうか。

三浦 営業活動やサービス開発は基

本的に、それぞれの主管部門を中心

に行っていますが、それだけでは十

分ではありません。このためワイド

な視点で市場開拓・新規ビジネス開

せ下さい。

三浦 データ通信用のネットワーク

サービスとしてはXePhionがあり

ます。これはアクセス系回線として

はビジネスイーサやBフレッツなど

を用いているものでUNI（User

Network Interface）としてはATM、

イーサ、そして IPの３種類をご用

意しています。お陰様で多くのお客

様にご利用されています。最近では

インターネットVPNの引き合いも

多いです。音声通信系のネットワー

クサービスですが、お客様（法人ユ

ーザー）に対しては、対お客様（エ

ンドユーザー）用としてNTT東西

会社が提供している（現在ご利用し

ている電話番号がそのまま使える）
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　　　  One Stop ICT Partner NTT-ME 

■“One Stop ICT Partner”をキャッチフレーズに、法人

ユーザーが抱える様々な課題を的確かつ迅速に解決し、顧

客企業の価値向上と競争力強化への貢献を目指すNTT-ME

の取組みについて、ネットワークビジネス事業本部　事業

企画部門　営業推進担当の高筒 厚志課長は次のように語っ

ている。

「NTT-MEは、ネットワーク総合エンジニアリング企業

として、お客様企業が抱える課題の解決に向け、経験豊富

で専門性の高い人材による多彩なサービスで、お客様のニ

ーズにOne Stopでお応えします。あらゆる商品・サービ

スについて、企画・設計・構築・運用・保守までをトータ

ルに、そして常にお客様の一番近くでサポートします。」

NTT-MEは、優れた現場力と高度な技術力に裏打ちされ

たネットワーク総合エンジニアリング企業として、4つの

分野からなるサービスメニューを展開している。サービス

メニューは、図に示すように、

・NETWORK SERVICE

・SYSTEM INTEGRATION

・SOLUTION

・ICT SUPPORT

の4つである。

コールセンタソリューション�

システム構築支援�

映像ソリューション�
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環境ソリューション�
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サービスメニューの概要

顧客に一番近いOne Stop ICT Partnerとして、
一般市場に向け4つのVALUEを展開

市場開拓機能、営業支援機能の
強化も
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拓をするプロジェクトを2005年10

月に立ち上げました。今ある商品に

少し手を加えることにより、新たな

用途を開拓できないだろうか、ある

いはNTT研究所のR&D成果を応用

することにより、新しいソリューシ

ョンを商品化出来ないかなど、マー

ケットインとプロダクトアウトの両

面から検討を行っています。また、

営業支援面ではall MEとしての立

場での商品プロモーションに力を注

いでいます。この4月には組織見直

し後初の事業部横断のサービスガイ

ドやサービス総合ハンドブックが出

来上がります。実はこのプロモーシ

ョン企画の検討の中から、「One

Stop ICT Partner」というキャッ

チフレーズも生まれてきたのです。

―一般市場でのビジネス拡大の目標

値やご自身として特に意識されてい

ることをお聞かせ下さい。

三浦 現在の売り上げは500億円ほ

どですが目先の目標としては２～３

年後に600億円にまで拡大したいと

思っています。私がいつも意識して

いるのは、なかなか思うようには出

来ていませんが、いわゆるトップセ

ールスと言われる「自ら営業をもっ

とやらねば」ということと、「社員

のモチベーションUP」です。特に

モチベーションに関しては“このビ

ジネスは俺達がやるんだ、上司はあ

まりグジャグジャ言わないで任せて

くれっ”とでも言うような当事者気

概とでもいうようなものをさらに持

ってもらうようにしなければならな

いと思っています。そのためには泥

臭さの中で苦労している社員の気持

ちをもっともっと理解しなければと

反省しています。コミュニケーショ

ンを深め、社員がモチベーション

UPできるよう、具体的な課題の解

決に努力したいと思っています。

―本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

63ビジネスコミュニケーション 2007 Vol.44 No.3

「NTT-MEは、これらのサービスメニューの提供により

お客様に貢献していくテーマとして、4つの“VALUE”を

掲げています。この4つの“VALUE”の展開にあたっては、

直販やNTT東日本グループとの連携に加え、アライアンス

による多くのパートナー企業との連携も強化していきたい

と考えています。」(高筒厚志課長）

NTT-MEがお客様企業にもたらす4つのVALUEを以下

に示す。

①価値創造：お客様企業に新たな価値を提案し、企業価値

の向上に貢献。

②業務効率化：お客様企業の経営資源を最大限に引き出

し、「時間・経費・マンパワー」の最適化による競争力

のアップに貢献。

③情報セキュリティ対策：年々高まるセキュリティの意

識。ますます高度化するセキュリティ対策。エンジニア

リング企業として培った高い技術力と豊富な実績で、ネ

ットワークのセキュリティ、社内の情報漏洩、デジタル

機器の廃棄までをト

ータルでサポート。

④ブロードバンド環境

サポート：ビジネス

の現場からマンショ

ンや一般家庭のイン

フラ構築まで、誰も

がストレスなく情報

にアクセスし、使い

こなすことができる

ユビキタス社会の実

現に向けたサポート。

なお、VALUEメニュ

ーとして展開するサー

ビス・商品群の詳細に

ついては、次頁以降を

参照されたい。

㈱NTT-ME
ネットワークビジネス事業本部
事業企画部門営業推進担当
担当課長

高筒厚志氏

自ら営業と社員のモチベーショ
ンUPが最重要課題
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