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す。NTT東日本・西日本を合わせ

2000万達成を目標に、年間200万以

上の純増ペースを続けていますが、

お客さまにとってサービス面でフレ

ッツ光を利用するメリットがなかな

か見えないということもあって、踊

り場的な状態にあり、さらに新しい

領域を考えないとなかなか難しいか

なという状況だと思います。

一方、NTT再編から今年で12年

目ですが、残念ながら収入は下降傾

向が続いている状態です。下降傾向

を下げ止め、なんとか反転攻勢をか

けようとして、利益は出しているの

ですが、トップラインを右肩上がり

にする成長戦略を考えると、光回線

の販売だけではなかなか限界がある

のではないかと思います。そのため

にはアプリケーションやプラットフ

ォーム、別の言い方ですとクラウド

やSaaSなどの ICTの利活用の分野

を含めて、NTT西日本グループの

強みを活かしたビジネスを展開して

いく必要があると思います。

－貴社の強みを活かしたビジネス

というのは・・・・。

小林 具体的に申し上げると、NTT

西日本グループの強みは、企業規模

で言いますと中堅中小規模の市場だ

と思います。中堅中小及びSOHOの

お客さまに対して、クラウドやSaaS

などのサービスをどのように提供し

ていくかです。もう一つは自治体で

す。自治体の方々に今までソリュー

ションとして一過性で提供していた

ものを、これからはクラウド／SaaS

などのサービスとして提供するとい

う形になっていくと思います。中堅

中小やSOHO、自治体のお客さまに

こういった上位レイヤのサービスと、

コンサルティングサービスやお客さ

－はじめに、中期経営戦略の重要

施策の一つとしての「宅内ビジネス」

を加速されていますが、その背景・

狙いからお聞かせください。

小林 N T T西日本グループは、

光・ IPを軸とした事業運営への展

開を図り、平成 24年度までに光収

支の単年度黒字化（平成 23年度目

標）、成長戦略による増収＋2000億

円の実現を目標に、フレッツ光市場

の裾野拡大によって IP市場収益の

最大化を図る施策を一生懸命展開し

ています。フレッツ光は先日600万

の大台を越えましたが、正直なかな

か伸び悩んでいるというのが実情で

宅内サポートビジネスで、新成
長戦略ビジネスの拡大を目ざす
トップライン（売上高）の減少傾向に歯止めをかける成長戦略ビジネスの一つとして、
NTT西日本における宅内サポートビジネスが活発化している。新サービスの創出及び
2008年4月に設立した宅内事業に特化したNTT西日本-ホームテクノグループ6社が中心
となって展開する宅内サポートビジネスの展開について、NTT西日本の小林充佳取締
役・サービスマネジメント部長にうかがった。

西日本電信電話㈱　取締役
サービスマネジメント部長

小林充佳氏

増収 

サービス 
向上 

コスト 
ダウン 

増収に向けた成長戦略 

◆アプリケーションプラットフォームの整備による 
　新たなビジネスの開拓 

◆保有するリソース・ノウハウを活用したビジネスの展開 

◆中堅・中小法人向けオフィス市場における販売拡大 

◆宅内ビジネスの拡大 

企業体質の強化 

◆経営改革の推進による 
　コスト削減 

◆環境経営の推進 

お客様への付加価値 
の提供 

◆『ウィズ カスタマー活動』 
　の推進 

図1 中期経営計画の3つの柱の達成

―はじめに、中期経営戦略の重要施

策の一つとしての「宅内ビジネス」

を加速されていますが、その背景・

狙いからお聞かせください。

―貴社の強みを活かしたビジネスと

いうのは・・・・。
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ま宅内のサポートサービスをセット

で展開していくことが重要だと思い

ます。それを私どもは、広い意味で

「宅内ビジネス」と言っています。中

核となるNGNや光回線に付加価値

をつけてサービス領域を拡大した宅

内ビジネスを推進することを私ども

は目ざしています。

－宅内ビジネスの展開の方向性を

お聞かせください。

小林 光ブロードバンドは、NTT東

日本・西日本合わせて1400万ぐらい

になっています。更なる光ブロード

バンドの拡大に向け、宅内ビジネス

の拡充を図っており、その際に重要

となるのがコンサルティングとサポ

ートサービスです。例えば、インタ

ーネットショッピングや、音楽・映

像のダウンロードなど、今いろいろ

なサービスが家庭にも入ってきてい

ます。主婦やお年寄りが光ブロード

バンドを利用してこういったサービ

スを利用しようとした時に、面倒だ

とか大変だとか、使い勝手が悪いと

いったことを感じさせないようなフォ

ローやサポートサービスを提供する

ことが重要です。今後、商品やサー

ビスがデジタル化され、ネットと融

合する傾向は一段と加速するものと

思われます。その端的な例がテレビ

です。来年７月24日にはアナログ放

送からデジタル放送に変わり、今ま

でになかった付加価値機能が付いて

きます。これから家庭の中の色々な

ものがデジタル化され、それらを有

機的に融合したいろいろな付加価値

サービスの提供が更に増していきま

す。そうした時に、家の中の配線や

端末の接続だとか、あるいは使い方

だとか、いろいろな課題／ストレス

が出てくるのではないかと思います。

それを解決するためのコンサルティ

ングサービスやサポートビジネスが

非常に重要になってくると思います。

冒頭でフレッツ光の普及が踊り場状

態にあると言いましたが、その大きな

要因は、お客さまにとって魅力的な光

のサービスがなかったということもも

ちろんですが、面倒くさいとか使い勝

手が悪いといったことがあると思いま

す。宅内ビジネスの推進にあたっては、

お客さまの近くで、お客さまからの信

頼感を得られるように、コンサルティ

ング力の強化やサポートサービスを拡

充していくことが極めて重要になると

考えています。また、ビジネスの機会

もますます拡大してくるのではないか

と思っています。

－2008年4月に宅内事業に特化し

たN T T関西－ホームテクノ 6社

（以下、ホームテクノ社）を設立さ

れて2年が立ちましたが、この2

小林 平成 20年４月、グループの

宅内保守技術を一元化し、100％出

資子会社として「NTT西日本－ホ

ームテクノ関西」など６社を設立し

ましたが、いよいよホームテクノ社

の出番だぞ！という想いを強くして

います。融合サービスの拡大はオフ

ィス市場も一緒で、オフィス内の情

報機器を繋げることによって、効率

化だけではなくいろいろな付加価値

の向上に貢献することができます。

しかし大企業と異なり、専門の IT

管理者を置くことが困難な中堅中小

のお客さまにとっては、効果的、効

率的なICTの利活用はなかなか難し

いといえます。そこで、中堅中小の

お客さまのオフィスを丸ごとデジタ

ル化して、それを繋いで新たなサー

ビスや付加価値を付けていくために
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サービスをつなぐ 

端末をつなぐ 

ホーム 
ネットワーク 

○ホームテクノ6社を中心にサポートサービス、コンサルティングを拡充・強化 
○市場にある様々なサービスと情報端末をホームネットワークに繋ぎサービス領域を拡大 

・・・ サービス分野 ショッピング 防犯 見守り 情報 
検索 

コンテンツ 
視聴 

コミュニ 
ケーション 

・・・ 宅内端末 センサー系 
（WEBカメラ、温度計等） 

住宅・白物 
家電系 

ヘルスケア系 
（体重計、血圧計等） 

AV系  
（TV,STB、NAS等） 

PC＆周辺 
（NAS等） 

サポートサービスの拡充 

オフィス/ホームネット 
おまかせサポート 

リモートサポートサービス 

エージェントサービス 

コンサルティングの強化 

お客さま宅内環境 
データベース整備 

保守と販売の 
ワンストップ化 

光LINKの拡充 

図2 宅内ビジネスの推進（サービス領域の拡大）

―宅内ビジネスの展開の方向性をお

聞かせください。

―平成20年4月に宅内事業に特化し

たNTT西日本‐ホームテクノ6社

（以下、ホームテクノ社）を設立され

て2年が立ちましたが、この2年間の

歩みについてお聞かせください。
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－宅内サポートサービスの拡充に

ついてお聞かせください。

小林 平成20年7月から、「リモートサ

ポートサービス※1」と「エージェント

サービス」の提供を開始しました。「リ

モートサポートサービス」は、NTT西

日本のフレッツアクセスサービスに接

続されるパソコン、プリンター、ルー

ターなどの機器設定、メールソフトな

どのソフトウェアの設定及び利用方法、

インターネット上の各種サービスの利

用方法についてリモートから支援（オ

プションでオンサイトサポート※2も実

施）するサービスであり、「エージェン

トサービス」は、従来から行ってきた

NTT西日本製の電話機、FAX、PBX等

の情報機器の故障修理や定額保守サー

ビスとは別に、保守サービスの対象を

パソコン、ゲーム機を含む他社商品※3

としたサービスです。また、平成21年

９月からは、「オフィスネットおまかせ

サポートサービス（オンサイト）※4」

は、コンサルティングやサポートサー

ビスが重要になってきます。その中心

的な役割を担うのがホームテクノ６社

です。ホームテクノ社は、ホームネッ

トワーク・オフィスネットワークに関

するお客さまのお困りごとを解決し、

安心してサービスをご利用していただ

く、各種サポートを行います。また、

サービス提供事業者さまが安心してサ

ービス提供できるように、お客さまと

の間を繋ぐパートナーとなります。

設立から２年間、宅内サポートビ

ジネスとして、新サービスの展開及

び受託・アライアンスビジネスを積

極的に展開してきたほか、コストコ

ントロール、人材育成にも注力して

きました。宅内サポートビジネスで

は、平成21年度は平成20年７月から

開始した「リモートサポートサービ

ス」、「エージェントサービス」、平成

21年９月より開始した「オフィスネ

ットおまかせサポートサービス（オ

ンサイト）」の新サービスで20億円

の売上を実現し、受託・アライアン

スビジネスの売上10億円と合わせて

30億円の売上を実現しました。今年度

は、新サービス約60億円、受託・ア

ライアンスビジネス25億円の計約85

億円の売上を目標にしています。
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人材 
育成 

▲H20.7 
　リモートサポートサービス 

創設期 発展期 

▲H20.7 
　エージェントサービス 

▲H21.9 
　オフィスネットおまかせサポートサービス（オンサイト）提供開始 

カウンタ保守・キット保守サービス 

▲H21.7 
　シャープサポート連携 

▲H20.7 
　セキスイハイム「ホームLAN」工事・保守受託　　 

▲H21.11 
　NTTドコモ「ﾏｲｴﾘｱｻｰﾋﾞｽ」工事・保守受託 

▲H20.12 
　特約店保守受託　 

▲H20.7 
　民需複合機保守受託 

中期計画 
　高度ＩＰ技術者育成　H24年度1500名 
 

▲H22.4 
　メディアスDoCAVAS保守受託 

▲H22.9 
　メニュー追加 

▲H22.9 
　ゼロックス 
　サポート連携 

▲ホームテクノ設立 
宅内保守技術の一元化 

H22.9

現在 

図3 ホームテクノ社設立から2年間の歩み

―宅内サポートサービスの拡充につ

いてお聞かせください。

※1 ・リモートサポートサービスのご利用にあたっては、フレッツ　光ネクスト（ビジネスタイプは除く）、
フレッツ・光プレミアム（エンタープライズタイプは除く）、Bフレッツ（ビジネスタイプ、ベーシッ
クタイプ、ワイヤレスタイプは除く）、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNのご契約・料金が必要です。
また、フレッツ・光プレミアム、Bフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNでは、対応プロバ
イダーとのご契約・料金が必要です。
・リモートサポートサービスのご利用には、月額利用料が必要です。当該月額利用料により、「リモート
サポート」及び「電話サポート※」がご利用いただけます。
※NTT西日本の会員制プログラム「CLUB NTT-West」（入会費・年会費無料）へご入会いただいているお
客さまは、会員特典として本サービスの一部サービスメニュー（電話サポートのうちフレッツサービス全
般の設定、基本操作説明、インターネット・メールの設定、基本操作説明、及びインターネットの活用サ
ポート）と同等のサービスを「CLUB NTT-Westヘルプデスク」にて無料でご利用いただけます。
・パソコンのOS等、ご利用のパソコン環境によっては、「リモートサポート」をご利用いただけない場
合があります。
・本サービスは、メーカー・ソフトウェアハウス及び各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するも
のではありません。また、お問い合わせの対応内容及びその結果を保証するものではありません。

※2 オンサイトサポートは、リモートサポートサービスの月額利用料とは別料金です。
※3 NTT 西日本の回線に接続されていることが条件です。
※4 「オフィスネットおまかせサポートサービス（オンサイト）」のご利用にあたっては、アクセス回線に
ついては、フレッツ光サービスまたはフレッツ・ADSLサービスのご契約、かつ保守サービスについては
NTT 西日本の定額保守A コース（ビジネスフォン、複合機等）もしくはNTT 西日本カウンタ保守（複合
機）またはその両方のご契約が必要です（別途、契約料、工事費、月額利用料（NTT西日本カウント保守
の場合は、カウンタ保守サービス料金）がかかります）。また、サポート対象機器は「フレッツ光サービ
ス」または「フレッツ・ADSLサービス」に接続されていることが必要です。
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を提供しています。そのサービス内容

は、オフィス内のLAN配線やLANに

接続されるパソコン、ルーター等のネ

ットワーク機器※5のトラブルなどに

関するお客さまのお困りごとに訪問し

てお応えするものです。そして、本年

９月からは、提供条件やサポート対象

が異なる新メニューとして「オフィス

ネットおまかせサポートサービス※6」

を提供開始しました。そのサービス

内容は、パソコンのリモートサポー

ト※7、ビジネスフォン・複合機の故

障切り分け等のサポート※8、オフィ

ス内のIT資産管理※9、パソコンのセ

キュリティー設定管理機能※ 9等で

す※10。まだ累計で100ユーザ－強で

すが、サービスメニューを追加したこ

とで、今後の利用が拡大するものと期

待しています。

－9月から富士ゼロックス社と相

互協力体制を構築し、両社連携によ

るオフィス IT機器のサポートサー

ビスを開始されましたが、こういっ

た取組みは、今後も積極的に行

小林 富士ゼロックス社以外にも他

の複合機メーカーともお話をさせてい

ただいております。他には、家電メー

カーや映像を配信されるコンテンツプ

ロバイダー、さらにはインターネット

のサービスプロバイダーともいろいろ

お話を始めさせていただいておりま

す。バックで専門的な方々と手を組ん

で、お客さまに対して私どもが窓口と

なってワンストップでスピーディに対

応しようということですので、アライ

アンスはこれからも積極的に推進して

いきたいと思います。

－宅内サポートビジネスの今後の

展開について、小林取締役の抱負を

含めてお聞かせください。

小林 宅内サポートビジネスをトリ

ガーに、一人でも多くの方々に、フレ

ッツ光をご利用いただき、お年寄りや

主婦の方々を含め誰もが会話／コミュ

ニケーションが弾み、使ってみたいと

思うような新しいコミュニケーション

の形を創出していければと考えていま

す。音声通話というのはどんどん減っ

ています。今後、人とモノ、センサー

などを使ったモノとモノの通信サービ

スはたくさん出てくると思いますが、

人と人を結ぶ通信サービスは、絶対必

要だと思います。例えば、敬老の日に

新聞を読んでいましたら、離れて暮ら

しているお爺さん、お婆さんは、プレ

ゼントよりも電話が一本欲しいという

ことでした。その時に、音声だけの会

話でなく、例えばフォトフレームの発

展系のサービスがあれば、コミュニケ

ーションが弾むと思います。フレンド

リーな端末を使って、人と人を結ぶよ

うな新たなコミュニケーションを創出

して、それをホームテクノ社がサポー

トしますというようなことが展開でき

れば思っています。もちろん、中堅中

小のお客さまには光ブロードバンドに

よる新たなICTの利活用によって発展

していただければ私どもも最終的にハ

ッピーになるということですね。

－ホーム／オフィス系サポートサ

ービスとして、どのようなことをお

考えですか。

小林 ホームネットやオフィスネッ

トのサポートサービスは、中堅中小

及びSOHOのお客さまを囲い込むた

めには不可欠のサービスです。今後

は、オフィスネット及びホームネッ

トの環境・接続機器・接続サービス

についてLCM（ライフサイクルマネ

ージメント）を視野に入れ、ストッ

ク型サポートサービスとARPUの向

上を目ざした展開を行っていきたい

と考えています。その際には、地域

密着型で豊富な拠点（約 220拠点）

を持ち、年間約135万件のお客さま

とのコンタクト／コミュニケーショ

ンを持つホームテクノ社の力が大き

な武器になると思います。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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発展期に向けた宅内サポートビジネスの新たな挑戦
～ホームテクノグループの更なる飛躍～

―9月から富士ゼロックス社と相互協

力体制を構築し、両社連携によるオフ

ィスIT機器のサポートサービスを開始

されましたが、こういった取組みは、

今後も積極的に行うお考えですか。

―宅内サポートビジネスの今後の展

開について、小林取締役の抱負を含

めてお聞かせください。
―ホーム／オフィス系サポートサー

ビスとして、どのようなことをお考

えですか。

―本日は有り難うございました。

※5 ビジネスフォン、複合機は除きます。なお、NTT 西日本のビジネスフォンについては、定額保守A コースでのサポート、NTT 西日本の複合機については定
額保守A コースまたはNTT 西日本カウンタ保守でのサポートとなります。
※6 「オフィスネットおまかせサポートサービス」のご利用には、「フレッツ　光ネクスト」のご契約が必要です（別途、契約料、工事費、月額利用料がかかり
ます）。また、サポート対象機器は「フレッツ　光ネクスト」に接続されていることが必要です。
※7 リモートサポートについては、パソコンのみがサポート対象となります。
※8 ＮＴＴ西日本製以外のビジネスフォン・複合機については、故障切り分けまでがサポート範囲となり、故障修理は対象外となります。
※9 ネットワークに接続されていない等、環境によっては管理できない機器がございます。
※10 すでに「オフィスネットおまかせサポートサービス（オンサイト）」をご利用のお客さまについては、引き続き、既存メニューでのサービス提供となります。
お客さまのご要望に応じて、お申込みいただくことにより、新たなメニューへの契約変更が可能です。メニュー変更にあたって、「オフィスネットおまかせサポ
ートサービス（オンサイト）」をフレッツ・光プレミアム、Bフレッツ、フレッツ・ADSLでご契約している方は、アクセス回線の契約を「フレッツ　光ネクス
ト」に変更する必要があります。

審査10-2750-5

http://www.bcm.co.jp/
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