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企業の変革を支援するNTTコミュニケーションズの
アプリケーション＆コンテンツサービス

－A&C部様の事業の柱となる企

業向けサービスの取組みとして、今

年度どのような点に注力されていま

すか。

菅原 図１に示すように、お客様企

業の変革を支援するSaaSラインナ

ップの強化に注力しています。企業

の変革には３つあると思っていま

す。１つは、ワークスタイルの変革

です。ICTの進化によって、営業担

当者が外出先から社内データを活用

することは当たり前になったほか、

世界中どこにいてもオフィスと同様

の環境で仕事ができるようになりま

した。また最近では、自分の使い慣

れた端末を業務に使う B Y O D

（Bring Your Own Device）と呼ば

れるワークスタイルが注目を集めて

います。さらに、昨年の東日本大震

災以降、BCP（事業継続計画）を

配信、ソーシャルツール・販促ツー

ルなどのマーケティングソリューシ

ョンなど、ネットワークやクラウド

基盤上で展開する多様なサービス

を、企業とコンシューマの両方をタ

ーゲットに提供しています。１つの

組織で企業向けとコンシューマ向

けの両方を担当していることで、さ

まざまな相乗効果が生まれてきてい

ます。

－どのような相乗効果ですか。

菅原 技術やノウハウはもちろん、

サービス提供基盤の有効活用による

効率化や企業とコンシューマの両方

のニーズを把握したサービス開発が

できるなど、大きなメリットを感じ

ています。また、各サービスを横通

しで見ることができるため、お客様

にとって分かりやすいサービスライ

ンナップになっているか、デリバ

リーやサポートの運用効率性は高い

かなど、“サービスの見える化”が

可能となったこともメリットの1つ

です。

－はじめに、昨年8月の機能別組

織への改編で設立されたアプリケー

ション＆コンテンツサービス部（以

下、A&C部）様の主要ミッション

からお聞かせください。

菅原 私どもA&C部は、「ビジョン

2015」の実現に向けた機能別組織へ

の再編により、2011年８月１日に

スタートしました。私どもは、サー

ビスの選択と集中による収益力の拡

大と収益性の改善、新たな成長事業

に向けた新規事業の開拓など、

NTTコムの事業ポートフォリオ変

革の推進役を担うことが求められて

いると考えています。現在、上位レ

イヤのサービスを次の収益の柱にす

ることを主要ミッションに、既存事

業の収益性向上と新規事業の創造

の両輪で事業を展開しています。

約340名の陣容で、事業ドメイン

としては、メール・ストレージ・仮

想デスクトップなどのアプリケーシ

ョン、音楽や映像などのコンテンツ

NTTコミュニケーションズ（以下、NTTコム）が掲げる「ビジョン2015」の実現に向け、
昨年8月の組織発足以降、上位レイヤのサービスを次代の収益の柱にすることを目指し
て事業展開するアプリケーション＆コンテンツサービス部。新しいアプリケーション／
コンテンツサービスの創出・展開に向けた取組みについて、菅原英宗部長にうかがった。

次代の収益の柱とすべく、
新しいアプリケーションや
コンテンツ事業を積極的に展開
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客様とのエンゲージメント（関係性）

を高めるために、ソーシャルメディ

アの活用を含め、多様化する顧客接

点を全体的に上手くマネジメントし

ていくことが重要になってきていま

す。私どもは、この多様化する顧客

接点を上手く活用して、企業のマー

ケティング活動を支援しています。

例えば、ソーシャルメディアを含め

た全ての顧客接点から生まれる

BigDataの収集・分析や、オンライ

ン（ネット）を活用してオフライン

（リアル店舗）での買い物や来店促

進に結び付ける「O2O（オンライ

ンツーオフライン）」マーケティン

グなど新しいマーケティング手法へ

の対応をサポートしています。

１つ目の変革が、ワークスタイル

を変革することによって、効率化を

図りコスト削減につなげるための変

革であるのに対し、２つ目のマーケ

ティング手法の変革は、企業が顧客

とのエンゲージメントを構築し、売

上向上を図るための変革です。私ど

もは、お客様企業と一緒に新しい手

法によるマーケティング活動を実施

するソリューションを展開していま

す。従来は、Webマーケティング

を支援するソリューションは展開し

ていましたが、マーケティング活動

全体を視野に入れたソリューション

は展開できていませんでした。し

かし現在は、お客様に対する価値提

供をパラダイムシフトしていきたい

ということで、積極展開を図ってい

ます。

３つ目の変革は、ICTの進化に伴

う社会構造や産業構造の変化への対

応です。私どもは、社会構造や産業

構造の変化をビジネスチャンスと捉

え、企業の皆様と一緒に、協業によ

る新しい価値を創造していきたいと

考えています。

－協業による新価値創造として、

踏まえたワークスタイル変革のニー

ズが急速に高まっています。

２つ目は、スマートフォンやタブ

レット端末などデバイスの多様化に

加えて、TwitterやFacebookなど

ソーシャルメディアの普及で、企業

の顧客接点が多様化しています。お
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特別企画

企業の変革を支援するNTTコミュニケーションズの
アプリケーション＆コンテンツサービス

ワンストップ 
（クラウドからSaaSまで） 

グローバル・シームレス 
（日系海外、現地企業） 

品質 
（サポート、セキュリティ） 

ワークスタイルの変革 
への対応 

ビジネスの変革 
への対応 

生産性向上 

売上向上・顧客満足向上 事業領域拡大 

オフィスSaaS

事業SaaS マーケティングSaaS

クラウド 

（IaaS,PaaS)

ボイス 

（UCaaS、050、 
0120） 

アプリ 
ケーション 
（Biz系） ＜個別業務＞ 

ネット 
ワーク 

（UNO、OCN） 

《協業リソース》 

インテグレーション 

セキュリティ 

（マネージド） 

① ICTの進化で企業のワークスタイル 
が大きく変化（グローバル、 
ユビキタス、コラボレーション等） 

② ソーシャルネット等顧客接点の 
多様化で企業のマーケティング手法 
 が大きく変化（ソーシャル、O2O、 
 BigData分析） 

③ ICTの進化、社会構造や産業構造 
の変化でビジネス機会が増加 
（協業による新価値創造） 

企業の3つの変革 

アプリ 
ケーション 

マーケティングの変革 
への対応 

図1 企業の変革を支援するSaaSラインナップ

マーケティングの変革 

ビジネスの変革 

ワークスタイルの変革 

・BuzzFinder 
・CoTweet 
・Bizマーケティングモバイルウェブ 
・BizマーケティングVisionalist 等 

・Bizメール 
・Bizストレージ 
・Bizデスクトップ Pro 等 
・安否確認／一斉通知サービス 
・STREAM WING（映像配信サービス） 等 

・社会インフラ的な事業領域でのアプリケーション 
 （医療、介護、教育、エネルギー） 

図2 企業の変革を支援するサービス群 ―協業による新価値創造として、ど
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どのようなことがあげられますか。

菅原 例えば、電力・エネルギー、

環境、介護・医療、教育など社会イ

ンフラ的事業の中で大きな変革が生

じています。私どもはこのような分

野で、アプリケーションとコンテン

ツを上手く活用しながら、B2B2C

やB2G2Cの形態で企業や行政の皆

様と協業して新たなビジネス創造

に取り組んでいきたいと考えており

ます。

－SaaSラインナップ強化の基本

方針をお聞かせください。

菅原 まずは、これまで育て上げて

きたSaaSのグローバル化へのニーズ

に応えられるシームレスなサービス

へと転換していきます。IaaS/PaaS

のグローバル展開と歩調を合わせて、

日本企業のグローバル化対応はもと

より、現地企業のニーズにも応えら

れるようにしていきます。

具体的なアプリケーションについ

ては、メール、ストレージ、仮想デ

スクトップなどの既存のアプリケー

ションの拡充に加え、スケジューラ

やカタログ、勤怠管理といった業務

に直結するアプリケーションを、グ

ループ会社やパートナー企業との協

業により、既存サービスと組み合わ

せながら提供していきたいと考えて

います。中小企業の方々にもワンス

トップで簡単にお使いいただけるよ

うラインナップの充実とデリバリー

の簡素化を図ってまいります。また、

これらの取組みを進めていくにあた

っては、NTTコムが有しているネ

ットワークやクラウド基盤、音声サ

ービス、セキュリティ等々の強みに

A&C部やパートナーのアプリケー

ションを上手くインテグレーション

して、お客様の変革を支援する価値

に転換して提供することを重視して

います。成長スピードも技術革新も

早く、競争の激しい分野ですが、迅

速に対応し、お客様から「NTTコ

ムと付き合うと儲かる」と言われる

ビジネスを推進していきたいと思っ

ています。

－上位レイヤのサービス提供事業

者として、既存のOTT（Over The

Top）プレイヤーと比べ、どんな強

みがあるとお考えですか。

菅原 私どもが提供するサービス

は、キャリアならではの３つの大き

な強みがあります。１つは、クラウ

ド基盤からSaaSまでワンストップ

で提供しています。次に、グローバ

ル・シームレスにサービス提供して

います。３つ目は、サポートやセキ

ュリティ面で、キャリアとしての高

い品質を確保している点です。この

３点が、私どもの大きな強みだと思

っています。

－お客様の変革を支援するために

は、何が重要だとお考えですか。

菅原 「お客様を知ること」です。

実際にサービスをお使いいただくお

客様のニーズや行動をよく知ったう

えで、アプリケーションをインテグ

レートして提供することです。お客

様を知らなければ、お客様の求める

価値を提供することはできません。

オンプレミス中心のお客様にネット

ワーク、IaaS/PaaS、SaaSなど、

クラウド化をトータルに支援するた

めにはビジネスコンサルティングや

システムコンサルティングが必要と

なりますが、お客様のICT環境や変

革ニーズを知ることが重要です。

NTTコム全体でこのマイグレーシ

ョン支援を実行してまいりますが、

特にアプリケーション分野において

は、これが重要になってくると考え

ております。多くのニーズを把握し

てサービス開発や改善に活かすこ

と、そのために、VoC（Voice of

Customer）を重視し、営業のフロ

ント部隊と一緒にお客様のところに

出掛けるように心掛けています。

－最後に、ビジネスの抱負をお聞

かせください。

菅原 冒頭で述べたように「ビジョ

ン 2015」に基づく上位レイヤでの

事業ポートフォリオ変革の推進役を

担う組織として、責任の重さを痛感

しています。新規事業の創出も大き

な役割であり、新たにEC事業、コ

ンテンツ事業の創造にも力を入れて

いきます。日本の優れたものをグロ

ーバルに展開できればと意気込んで

おります。これらを実現するために

も、A&C部はチャレンジする集団

を目指しています。イノベーション

を起こしやすい環境を作ることが、

私の重要な使命だと思っています。

－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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