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NTT-ME ソリューションビジネスへの取り組みNTT-ME ソリューションビジネスへの取り組み

たり、英知を結集するなどの取り組み

が必ずしも十分ではありませんでし

た。外部ベンダ活用の際も「社内に蓄

積すべきスキル・ノウハウ」はないか

ALL ME目線でのチェックを徹底する

など、事業運営において何が重要なの

かをしっかり共有して構造改革に取り

組んでいます。

－新たなビジネスモデル開拓につ

いて具体的にお聞かせ下さい。

佐藤 弊社独自の強みを最大限活

かしつつ、NTT東日本が提供する

NWサービスにプラスαの価値を付

与したり、その拡大・囲い込みに資

するビジネスモデルを開拓していき

たいと考えています。具体的には、

情報配信プラットフォーム「Wak

Doki通信～プレミアム～」の開

発・提供や、今後成長する「スマー

トコミュニティ」への参画機会の模

索など具体的アプローチを加速して

いきたいと思います。

的に育成が困難な分野については、

外部パートナーとの戦略的アライア

ンスが重要であると考えています。

２つ目の柱は、事業環境の変化を

捉えた事業の選択と集中です。不採

算事業の抜本的な見直しや、縮小傾

向にある事業の徹底的なスリム化・

コスト削減により原資を捻出しなが

ら、新たなビジネスモデル開拓など

拡大・成長領域への積極的なリソー

スシフトを行っていきます。

そして３つ目の柱が、事業運営プロ

セスの改革です。各事業部が各々推進

していたプロジェクトについても、そ

の枠組みを越えてALL MEとして英知

を結集・投入していくような組織的運

営を強化していきます。具体的には、

潜在するリスクやその対策について適

宜、事業部横断のメンバーでタイムリ

ーに共有・検討できる仕組みの導入

や、各事業部の強みを連携・統合して

いく事業部間連携の営みを更に強化し

ています。これまでのように、事業部

制に基づき各々がビジネスを推進する

方が機動性や効率性の面ではメリット

があった反面、ALL ME目線で、事業

部間でリソースを融通したり、連携し

－はじめに、最近の事業の状況か

らお聞かせください。

佐藤 NTT東日本グループの事業

発展に貢献することを第一義に、本

年度は将来の収益拡大に向けた足固

めの年と捉え、事業の構造改革の推

進と新たなビジネスモデルの開拓に

注力しています。構造改革の推進に

あたっては、「３つの柱」をベース

に取り組んでいます。

１つ目の柱は、クラウド時代のコ

アコンピタンス強化です。弊社コア

業務には、①コールセンタ（ヘルプ

デスク）、②ネットワーク（以下、

NW）運用・監視、③常駐／オンサ

イト保守など３つの保守運用・サポ

ート業務に加え、システム構築業務

として、④全国エリア工事調整、⑤

シスコ社製品を中心とするNWトー

タルソリューション、⑥アプリケー

ション開発などがありますが、これ

らをクラウド時代に合わせて強化・

発展させていくことが必要です。そ

のための人材育成はもとより、短期

クラウド時代の競争力強化に向けた構造改革の推進に加え、新たなビジネスモデルの積極
的開拓に注力するNTT-ME。将来の収益拡大に向けた平成24年度の取り組みについて、
代表取締役副社長の佐藤謙一氏にお話を伺った。

構造改革による競争力強化と
新たなビジネスモデルの開拓
に注力

NTT-ME 代表取締役副社長
ネットワークビジネス事業本部長

佐藤謙一氏
―はじめに、最近の事業の状況から

お聞かせください。

―新たなビジネスモデル開拓につい

て具体的にお聞かせください。

将来の収益拡大に向けた足固めの
年と捉え、事業の構造改革を推進
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－平成24年度の具体的な事業

戦略についてお聞かせください。

佐藤 私どもは「４つのコアソリ

ューション」と「３つのアプローチ」

とのマトリクスで事業を推進してい

ます（図１参照）。また、景気動向

に左右されず安定した収入を確保で

きるストックビジネス（NW／保守

運用等）の拡大にも努めています。

【A】「NTTグループと連携した積

極的なビジネス展開」では、弊社の

現場実践的スキルを活かした「ワン

ストップビジネス」を積極的に展開

します。NTT東日本に昨年度設置

した「MEデスク」は弊社の「総合

窓口」として、弊社商材への問い合

わせやプロジェクト案件への参画依

頼などを一元的に受け付けるととも

に、社内連携のHUBとして各事業

部からの情報を集約的に発信した

り、機動的な社内連携をコーディネ

ートするなど、NTT東日本とのビ

ジネスをより一体的に進めるための

役割を担っています。また、NTT

東日本「オフィスまるごとサポート」

の会員拡大に向け、NTT東日本オ

フィス営業部と一体となって新たな

付加価値創造に取り組んでいます。

【B】「ME独自事業の展開・開拓」

では、弊社独自の強みを活かし、例

えばPBX/ビジネスホンのASP的サ

ービスやスマートフォンなど携帯と

固定のバンドルサービスの提供な

ど、NTT東日本では提供しにくい

ビジネスを上手く役割分担して展開

していきたいと思います。

【C】「NTT市場（社内利用）へのソ

リューション提供およびその実績をテ

コにした一般市場への展開」では、約

１万人の社員を擁する弊社自身をフィ

ールドトライアルの場として活用し、

その成果をNTTグループに展開してい

くとともに、それをテコに一般市場に

も進出していきたいと思います。具体

例としては、弊社にて先行導入した

「シンクライアントシステム」のNTT

グループ会社への導入をお手伝いさせ

て頂いております。

－ストック収入拡大に向けた具体

的な戦略をお聞かせください。

佐藤 主要なストック収入である保

守運用・サポートを如何に拡大して

いくかが重要ですが、ワンショット

の構築業務とのセット提案をしっか

り実施していくことはもとより、既

に外部ベンダに委託している業務に

ついても、今後のコア業務の強化・

拡大の観点から、スキル・ノウハウ

の蓄積に合わせ内製化を実施してい

きます。また、継続的にユーザー数

に応じた利用料を確保できる上位レ

イヤの「ASP・SaaS」事業について

も、積極的に開拓していく考えです。

－最後に、本部運営における今年

の抱負をお願いします。

佐藤 情報通信並びにICT分野のマ

ーケットは目まぐるしく変化してお

り、こうした中、NTT東日本グループ

の一員として、NTT東日本の事業に全

面的に協力していくとともに、弊社独

自の強みを活かして新たなマーケット

を積極的に切り拓いていくことが必要

です。また、NTT東日本グループの厳

しい経営環境を鑑みると、更なる業務

効率化やコスト削減も含めた構造改革

をしっかり推進していかなければなら

ないと考えています。厳しい現状を打

破し、更なる事業の拡大・発展に向け、

我々のリソース・ノウハウを結集し、

ME全社一丸となって全身全霊をかけ

て対応していきたいと思います。

－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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ワンストップサポートビジネス 
（テクニカルサポート／ヘルプデスク） 

監視・保守ビジネス 
（オンサイト含む） 

アプリケーション開発 
（上位レイヤ）ビジネス ＩＰネットワークビジネス 

ＮＴＴグループと 
連携した積極的 
なビジネス展開 

ＮＴＴ-ＭＥ独自事業 
の展開・開拓 

 

ＮＴＴ市場（社内 
利用）へのソリュー 
ション提供および､ 
その実績をテコに 
した一般市場への 
展開 

アプローチ戦略 

コアソリューション 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

■ まるごとサポートサービス 
◇ ホームＩＣＴ・オフィスＩＣＴ・ 
教育ＩＣＴ 

■ システム構築支援サービス 
◇ LAN・WAN構築／PCセット 
アップ工事 

◇ シスコ製品を中心としたトータル 
ソリューション　等 

■ ＮＷ運用・保守サービス 
◇ 企業ＬＡＮ保守 

■ 全国工事調整サービス 

■ ホームＮＷソリューション 
◇ Webカメラインターネットサービス 

■ マンションソリューション 
◇ マンション棟内光化ソリューション 

（ＳＯＰＰ） 
◇ インターホン改修工事　等 

■ 在宅コールセンタ 
ソリューション 

■ 金融情報サービス 
ソリューション 
◇ 株価情報案内サービス　等 

■ 環境ソリューション 
◇ 産廃上手（廃棄物画像追跡サービス） 

■ ワンストップＮＷ監視・保守サービス 
◇ 企業等ネットワーク監視・一元 
故障受付サービス 

■ 診療所向け電子カルテサービス 
◇Future Clinic 21 ワープ 

■ 情報配信プラットフォームサービス 
◇ Wak Doki通信～プレミアム～ 

■ オフィスソリューション 
◇ 勤怠管理統合システム 
◇ モバイルアクセスソリューション 
◇ 管理会計システム　　　　　等 

■ セキュリティソリューション 
◇ ちぇっくＭＥ セキュアサーバ ソリューション 
◇ ちぇっくＭＥ インスペクション 
（外部侵入検査・Webコンテンツ検査） 

等 

■ インターネットサービス 
◇ ＷＡＫＷＡＫ（ＩＳＰ） 
◇ ＷＡＫＷＡＫフォン（ＩＰ電話）　等 

■ 広域ネットワークサービス 
◇ XePhion IP-VPNサービス 
◇ XePhion広域イーサネットサービス　等 

■ ＩＰ電話サービス 
◇ XePhionコールPro

図1 4つのコアソリューションを活用した3つのアプローチ戦略

―平成24年度の具体的な事業戦略

についてお聞かせください。

―ストック収入拡大に向けた具体的

な戦略をお聞かせください。

―最後に、本部運営における今年の

抱負をお願いします。

―本日は有り難うございました。

「3つのアプローチ戦略」と
「ストックビジネス拡大戦略」を推進

NTT東日本グループをME全社
一丸となって全面的にバックアップ
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