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ティカルシステム）技術力を培って

きました。

さらに、世界に展開するネットワ

ーク技術力もあります。

こうした強みは、高い信頼性が求

められる企業や団体に向けてクラウ

ドサービスを提供する上で、大変に

有効です。

さらにNECは、各種センサや接

点デバイスから、サービス、さらに

は、世界第２位のシェアを持つ企業

ネットワークソリューションなどの

IT／ネットワークの技術アセット

に加え、時代を先読みしたソリュー

ション創造力を持っています。クラ

ウドサービスを通じて、業務アプリ

ケーションから、サービスプラット

フォーム、ネットワークサービス、

端末まで垂直に統合した形でサービ

ス提供ができる点も大きな強みと言

えるでしょう（図１参照）。

－2009年4月、業界の先駆けとし

て企業向けクラウドサービスを発表

－はじめに、NECのクラウド事

業の全体像からお聞かせください。

富山 企業、団体、キャリア、コン

シューマなど様々な領域に ITは広

く、深く根付いており、社会基盤と

しての役割を強めています。

NECグループは、長年にわたっ

て培ってきた ITとネットワークの

技術力をもとに、「C&Cクラウド戦

略」を推進しています。「C&Cクラ

ウド戦略」の実行によって、高度な

社会基盤としての ITインフラ整備

に貢献し、人と地球にやさしい情報

社会の実現に貢献していきます。

－富山常務は ITサービス事業を

担当されています。この領域での

NECの強みは何でしょうか。

富山 NECは、15万に及ぶお客様

に向けて、多様な業種・業態の企業

システムを提供してきた高度なSI

力を持っています。特に大手企業や

キャリアなどの大規模な基幹系シス

テム構築にあたり、他社に先駆けて

オープン化に取り組むことで、

OMCS（オープンミッションクリ
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図1 NECのITサービスの強み
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されました。特長をお聞かせ下さい。

富山 NECは、企業向けクラウド

サービスとして「クラウド指向サー

ビスプラットフォームソリューショ

ン」を展開しています。

最も付加価値があり、NECの強

みである多様な業種・業務ノウハウ

を活かせるのは、業務アプリケーシ

ョン領域です。

NECは、お客様の情報システム

をライフサイクル全般（企画、設計、

構築、運用）でサポートするLCM

（Life Cycle Management）アプロ

ーチによって、基幹業務を含めた業

務アプリケーション領域のクラウド

サービス提供に注力しています。

クラウドサービスの提供方法に関

しては、標準化されたアプリケーシ

ョンを提供する「SaaS型」、自治体

や金融業界など複数企業・団体が共

同で利用する「共同センタ型」、専

用の IT環境をクラウド上に構築し

て同一企業グループの全体最適化に

貢献する「個別対応型」の３つのモ

デルを用意しています。

2009年４月の発表時のクラウド

サービスのメニューは約 40種類で

したが、現在では約110種類にまで

増加しています。

－NECは、自社の大規模基幹業

務システムをクラウドにより全面刷

新されました。どのような成果を得

られましたか。

富山 NECは、「経営システム改革」

として、グループ 12万人を支える

大規模基幹システムに関して、グロ

ーバル規模でのクラウド化を実践し

ました。改革の対象は、国内外の

NECグループの経理、販売、購買

の基幹業務です（図２参照）。

クラウド化にあたり、業務プロセ

スの標準化・共通化、業務アプリケ

ーションの統合、運用を含む ITイ

ンフラの統合を実施し、SAP ERP

を活用したグローバル標準経営シス

テムへと全面刷新しました。

2010年４月には経理、10月には

販売・購買システムがクラウド上で

本稼働を始めました。2011年10月

にはNECグループ全体への展開を

完了する予定です。

全システムが本格全面稼働して間

もないですが、関連する間接部門の

費用を２割削減、社内 ITシステム

のTCOを２割削減、IFRS（国際会

計基準）への対応、内部統制強化と

ともに、経営情報の可視化によるグ

ローバルな連結経営管理のスピード

アップを実現するなど、多くの成果

が出始めています。

－経営システム改革の成果は、お

客様への提案にどのように活かされ

ていますか。

富山 最近の商談においてお客様か

らは、業務プロセスや ITシステム

がバラバラ、経営の可視化ができな

い、国際標準や規制対応へのコスト

が膨大、グローバルレベルでの IT

ガバナンスに苦慮しているなど、か

つてのNECと同様の課題をご相談

いただきます。

お客様からは、NECが経営システ

ム改革において、お客様自身が困っ

ていることを自ら実践し、成果をフ

ィードバックしようとしている点を

高く評価していただいております。

おかげさまで、既存のNECユー

ザーのみならず、それ以外のお客様

からも多くの引き合いをいただいて

います。

－多くのお客様からの引き合いが

あるということですが、クラウドサー

ビス、特に基幹業務領域での実績は？

富山 例えば、大手部品メーカーの

基幹業務であるグローバル会計シス

テムに、NECのクラウド指向経理

サービスを採用していただきまし
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展していくでしょう。

NECは、お客様のイノベーショ

ンパートナーとして、クラウドサー

ビスの提供を通じた新しいビジネス

モデルをお客様とともに創り出して

いきます（図３参照）。

－クラウドを通じたお客様との新

ビジネスの創造について、具体的に

お聞かせください。

富山 大きく３つの柱を考えていま

す。

１つは、業界クラウドや業際クラ

ウドです。お客様に導入いただいた

クラウドサービスをベースに、お客

様と共に新事業創造をします。

住宅業向けクラウドサービス

「JHOP（http://jhop.jp）」では、住

宅業界のお客様のノウハウ、NECの

業種・業務ノウハウをベースに、施

主を含め、施工業者、建材メーカー、

工務店など住宅建設にかかわる事業

者を対象に、多種多様な業務システ

ムをクラウド上から、提供します。

保険業界のお客様は、資産運用シ

ステムをNECとともに、クラウド

サービス化。さらに、このサービス

をお客様とNECとの協業によって

他の金融機関へもサービス提供しま

す。クラウドが生んだ新しい形態の

協業ともいえるこのビジネスモデル

は、今後５年間で約 40％のコスト

削減効果をお客様にもたらすほか、

金融業界にも大きなインパクトを与

えようとしています。

２つ目は、NECグループやビジ

ネスパートナーの多様な商材を活用

した新技術適用クラウドです。

通信キャリアのお客様とRFIDリー

ダライタや新ユビキタス端末などNEC

グループの端末や、お客様の商材を組

み合せ、業務アプリケーションから、

サービスプラットフォーム、ネットワ

ークサービス、端末まで垂直統合する

クラウドサービスがあげられます。

すでに、RFIDリーダライタ内蔵

携帯電話で、資産管理や保守点検な

どの現場で必要な情報の収集・管理

を迅速に行えるモバイルクラウドサー

ビスの実証実験を開始しており、

2010年度内にはサービス提供を開

始する予定です（図４参照）。

３つ目が、中堅中小企業及び団体

のお客様における先進の IT活用の

促進です。

た。また、自らの経営システム改革

の経験を活かし、グローバルな製造

業を中心に十数社のお客様に対して

経理クラウドサービス導入支援コン

サルティングを実施しております。

さらに大手を中心に 50社を超える

お客様と商談中です。

SaaS型でも、国内の十数ヵ所に

ホテルとリゾート施設を持つお客様

に、NECの「ホテル総合クラウド

サービス」を、グループホテルに共

通の基幹業務サービスを提供する目

的で採用いただきました。

共同センタ型における基幹業務領

域での実績として、総合建設業４社

との建設業向け基幹業務のクラウド

サービス共同企画が挙げられます。

この４社とともに、建設業界全体を

見据えた将来の基幹業務システムの

あるべき姿のクラウドサービスでの

実現を目指しています。

－企業向けクラウド事業の今後の

展開についてはどのようにお考えで

富山 NECの企業向けクラウド事

業において、最も力を注いでいる取

組みが、お客様のイノベーションパ

ートナーとして、お客様とともにク

ラウドを活用した新ビジネスを創造

することです。

今後、クラウドサービスの適用領

域は、お客様のお客様（B2B2C、

B2B2B）へ拡がっていきます。ク

ラウドの市場は、個々の企業・団体

内を超えた業界、さらには業界を超

えた異業種間（業際）の連携へと発
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図3 今後のクラウドサービス展開

―企業向けクラウド事業の今後の展開

についてはどのようにお考えですか。

―クラウドを通じたお客様との新ビ
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基幹系サービス「EXPLANNER

for SaaS」を中核とした中堅中小企

業向け「フルモデルSaaSソリュー

ション」、自治体向けクラウド

「GPRIME for SaaS」や医療クラウ

ド「MegaOakSR for SaaS」等のサ

ービス提供を通じて、幅広いお客様

にクラウドのメリットが享受できる

IT環境の提供を推進しています。

特に、中堅中小企業向け「フルモ

デルSaaSソリューション」は、50

種類のサービスを展開しています。

中堅中小企業や団体に向けて、これ

だけ多くのサービスを提供している

クラウド事業者は私ども以外にはな

いと自負しています。

－クラウドサービスの海外展開に

ついてお聞かせください。

富山 海外でのITサービス事業は、

これまでヘルスケアやパブリックセ

ーフティなどの先進技術領域を中心

にSIを中心とした事業を地域ごと

に行っていました。クラウドサービ

スを海外に展開するにあたり、SI

ベースの業種ソリューションをクラ

ウドサービス化することで海外事業

の拡大につなげていきます。

NECは、クラウドサービスの海外展

開を加速するため、クラウド指向デー

タセンター（Cloud Oriented Data

Center：CODC）事業を、日本を含め

中華圏、アジア太平洋、欧州、北米の

グローバル５極で立ち上げる予定です。

CODC事業では、基本的に現地の

有力企業との協業や合弁会社の設立

を通じて事業拡大を図っていきます。

第一弾として、中国屈指のSIer

である東軟集団と合弁会社を設立し

ました。中国市場に向けて東軟集団

と共同でクラウドサービスを展開し

ていきます。

－クラウドサービスを梃子に、今

後海外では、どのようなビジネスを

展開されるのでしょうか。

富山 各地域の有力企業との連携に

より、将来の成長に向けた新たな取

組みが次々と立ち上っています。

特に先進技術領域においては、北

米地域でのヘルスケア事業が、その

代表として挙げられます。

血中のたんぱく質バランスの変化

を活用するアプタマー事業を、

SomaLogic社との協業で立ち上げ

ました。同社のアプタマー技術と

NECのクラウドサービスの連携に

より、まずは血液検査サービスを提

供、将来的には創薬や予防への貢献

を考えています。

また、病理画像診断支援システム

「e-Pathologist」においても北米最

高位の学術研究病院であるマサチュ

ーセッツ総合病院と共同で臨床実験

を行っております。将来的には本シ

ステムをクラウドサービスで提供し

ていく計画です。

スペインの通信キャリアであるテ

レフォニカとは、クラウドサービス

の関連事業において、レベニューシ

ェアによる新しいビジネスモデルの

協業を始めています。

今後キャリアの持つお客様ベースと

NECのITサービス力、製品力を活か

したレベニューシェアモデルを欧州・

中南米・アジアなどの各国キャリアに

水平展開していきたいと考えています。

－最後に、今後のビジネスの抱負

をお聞かせください。

富山 2009年度の企業向けクラウ

ド事業の実績は100億円、中期経営

計画年度である2012年度には1,100

億円を目標にしています。計画実現

に向けて、お客様とのクラウドを通

じた新たなビジネスの創造や、

CODC事業による海外ビジネスの

早期拡大を目指していきます。

－本日は有難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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図4 NECの強みのある技術によるサービスプラットフォームの提供

―クラウドサービスの海外展開につ

いてお聞かせください。

―クラウドサービスを梃子に、今後

海外では、どのようなビジネスを展

開されるのでしょうか。

―最後に、今後のビジネスの抱負を

お聞かせください。

―本日は有難うございました。

5極のクラウド指向データセンターを核
に、有力企業との連携で海外事業を拡大

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