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―それでは、今年度の取り組みに

ついて具体的にお聞かせください。

佐藤 NTTグループの現場現業を

掌る「 I C T プロ集団」として、

NTTグループの営業部門やサービ

ス開発部門のビジネス開拓・拡大、

コスト削減に資する「サポート部隊」

としての役割を徹底強化していく所

存です。具体的には「7つのアプロ

ーチ」を推進し、グループ事業に貢

献していきます（図１参照）。

１つ目は、SI・MI事業のサポー

トです。NTT東日本等のAM・SE

の裏方として、個別案件での同行提

案やベンダマネジメントなどの工事

調整業務を代行しながら「監視・運

用」「サポートデスク」「オンサイト

保守」等の弊社が得意とする運用業

務を自ら提供していきます。

２つ目は、サービス提供サポート

です。「Bizひかりクラウド」「オフ

ィスまるごとサポート」「OCN」な

どNTTグループのサービスを保守

運用の観点から支える役目として、

これらの体制を強化するとともに、

更なる品質向上に努めて参ります。

３つ目は、営業サポートです。

「光ステーション」販売や「NWマ

イグレーション」など、営業やSE

が担う現場調査や工事調整等の間接

業務を代行し、営業フロントがお客

様対応や新規提案に専念できるよう

なお手伝いを行っていきます。

４つ目は、社内システムの運用サ

ポートです。OAやセキュリティシ

ステムのクラウド化を睨みながら、

徐々に枯渇している現場の IT管理

者の役割を代行していくとともに、

効率的効果的なシステム運用をサポ

ートしていく所存です。

５つ目は、弊社の立ち位置を活か

したグループサービスの補完的アプ

ローチです。ダークファイバーを活

用したソリューションや、複数キャ

リアNWのワンストップ提供、NW+

端末+保守等をセットにしたサービ

ス提供スキームなど、NTT東日本で

やり難いソリューションを弊社にて

補完提供していく営みに重きを置き、

76 ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.5

特集 特集 

ＮＴＴ-ＭＥ ソリューション系事業の展開戦略 ＮＴＴ-ＭＥ ソリューション系事業の展開戦略 ＮＴＴ-ＭＥ ソリューション系事業の展開戦略 

―はじめに、昨年度の事業状況に

ついてお聞かせください。

佐藤 昨年度は広域イーサネットサ

ービス「XePhion」やマンション事

業の縮小等により、前年度に比べ減

収となったものの、縮小事業のコス

ト削減や戦略分野へのリソースシフ

トなどの構造改革の推進により、利

益目標を概ね達成することができま

した。

また、各事業部の保有するコア業

務（機能ブロック）の棚卸を行い、

クライアントの要望に応じて、事業

部の枠組みを越えて、機動的・弾力

的にそれらを組み合わせて提供する

事業運営スキーム（機能ブロックマ

ネジメント）の確立を目指し、社員

の意識改革や行動変革を推進してき

ましたが、正直、まだ道半ばといっ

たところです。今年度はこの「機能

ブロックマネジメント」の強化が最

大のテーマです。

ＮＴＴグループ収益拡大の
一翼を担う「ＩＣＴプロ集団」として
グループ最適化へ貢献

現場現業を掌る「ICTプロ集団」としてNTTグループ事業へ貢献するため、これまで培
ってきたスキル・ノウハウの棚卸とその効果的な活用に向け事業運営スキームを再構築
したNTT-ME。平成25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
しを伺った。

インタビュー

コア業務の最適な組み合わせ・
提供を推進する
「機能ブロックマネジメント」を強化

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、昨年度の事業状況につ

いてお聞かせください。

7つのアプローチで、
グループ事業に貢献

―それでは、今年度の取り組みにつ

いて具体的にお聞かせください。
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今後「XePhion」ブランドの再構築を

図っていきます。

６つ目は「地上デジタル放送受信

機器購入等支援事業」関連事業に代

表されるように、NTT東日本が規

制で実施し難い業務の受託です。今

後進展が想定される「スマートコミ

ュニティ」事業等への参入を狙って

いきたいと思います。

７つ目は、子会社の機動性を活かし

たビジネスインキュベーションです。

BtoBtoCビジネス等による新たな収益

源の開拓・確立に向け「Wak Doki通

信～プレミアム～」をトライアル展

開していますが、県域支店等と一体

となって地域活性化等のお手伝いを

していきたいと考えています。

―7つのアプローチを推進する具

体的戦略についてお聞かせくださ

佐藤 エンドユーザーをアカウン

ト・対応しているグループ各社との連

携において、今までは、各事業部が

個々に対応するケースが多く、グルー

プ各社から見れば弊社の窓口機能が分

散し、各組織の所掌が分かり難いなど

のご不便・ご迷惑をお掛けしていまし

た。また、各案件について各事業部が

それぞれの所掌範囲の中で淡々と対応

しているケースもまだ多く、弊社とし

て持ちうる「機能ブロック」を総合的

に組み合わせてワンストップで提供し

ていくという点では不十分な状況にあ

ると感じています。このような反省を

踏まえ、今年度は、新たに「総合コン

サル（アカウント）機能」を各事業部

横断のバーチャル的組織として設置

し、クライアントから見てご相談頂き

易い事業運営の実現と、弊社としての

全社最適はもとより、グループとして

の全体最適を意識した案件コーディネ

ートができるような「コントロールタ

ワー機能」を具備していきたいと考え

ています。クライアントであるグルー

プ各社が「安易に外注ではなく先ずは

MEに相談！」と思って頂ける存在に

なるよう、社員一丸となって取り組ん

で参ります。

佐藤 また、ITの普及・拡大に伴って

必要性が増しているお客様宅でのオン

サイト保守等の業務は、顧客接点ノウ

ハウを蓄積していく上でも重要な位置

づけとなってきておりますが、コーデ

ィネートしている多くのソリューショ

ン案件において、安易に外部ベンダに

委託しているケースが散見されていま

す。弊社所内系設備運用部隊、総合会

社保守部門等を含めて、オンサイト工

事・保守会社を総合的に目利きし、最

適なコーディネートや具体案件の工

事・保守マネジメントをNTTグループ

として確立していくことを目指し、現

在ある「総合工事・保守調整機能」の

強化・充実を図っていく考えです。

―最後に、ネットワークビジネス

事業本部の運営に関する今後の抱負

をお聞かせください。

佐藤 個々の「機能ブロック」で実

現できるビジネスの範囲に限定するこ

となく、「機能ブロックマネジメント」

による弊社ならではの総合力と知恵と

情熱を結集し、NTTグループの事業

を徹底サポートして参ります。また、

現場現業を掌る「ICTプロ集団」とし

て、他社には簡単に真似できないスキ

ル・ノウハウの蓄積と継承、最先端技

術へのチャレンジを積み重ね、NTTグ

ループ事業へ貢献していく考えです。

―本日は有り難うございました。
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ＭＥｺｱｺﾝﾋﾟﾀﾝｽ 
（機能ﾌﾞﾛｯｸ） 

ＮTTグループ NTT-MEの7つのアプローチ 

サービスデリバリ 
（ｵｰﾀﾞ受付・調整） 

ｵﾝｻｲﾄ工事・保守 
（直営・首都圏中心） 

監視・運用 
（ＮＷ／ｻｰﾊﾞ／アプリ） 

全国工事調整 
（ﾍﾞﾝﾀﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸ 
（ﾕｰｻﾞｰ宅内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ含む） 

NWｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 
（IPNW設計、構築、運用） 

　 

◆ITによる業務効率化の推進、コスト低減の徹底 

⑤東日本サービスを補完するサービスの提供 
　○新XePhion（SI・ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ） 
　○ XePhionコールSS　 

③営業サポート 
  ●  Wi-Fi事業拡大に向けたﾉｳﾊｳ蓄積・体制強化  （「光ｽﾃｰｼｮﾝ」等） 
  ●  NTT東日本ﾏﾝｼｮﾝﾃﾞﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ部門の技術ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ確立 

■  新サポートビジネスの提供・拡大 
　　⇒「ｵﾌｨｽまるごとｻﾎﾟｰﾄ」、ﾋﾞｼﾞﾈｽ系ｻﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 

■  法人市場における受託収入拡大 
　　 ⇒ 中堅中小、自治体（復興）、未開拓市場 

■  クラウドビジネスの拡大 
　　⇒ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ交通、教育（校務）、医療 

●  Wi-Fi端末利用者の光利用促進 
⇒光ステーション等 

●  新市場へのアプローチ強化 
⇒ｱﾗｲｱﾝｽ活用、不動産会社連携 

⑥東日本が規制等で実施できない事業、業務受託 
　 ○WAKWAK　　　 
　 ○地上デジタル放送受信機器購入等支援事業　　　 
○「スマートコミュニティ」サポート事業等 

⑦子会社の機動性・弾力性を活かしたインキュベーション 
　 ○Wak Doki通信～プレミアム～ 

直接契約するものの、NTT東日本との連携販売 
（例外的な直販： WAKWAK、産廃上手、物販、 

地上デジタル放送受信機器購入等支援事業） 

「新たな収益ドライバー事業」の創出 

光普及拡大に向けた取り組み 

社内利用 

①SI（ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ），MI（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ）業務拡大サポート 
  ■  「総合工事調整機能」強化  （社内外ﾘｿｰｽ最適ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ） 

  ■  保守ｻﾎﾟｰﾄ体制の更なる強化  （保守一元化、機器設定ｾﾝﾀ構築） 

  ■  大規模案件（自治体等）獲得に向けた体制強化  （専属AMの配置）  

②サービス提供サポート 
  ■  「ｵﾌｨｽまるごとｻﾎﾟｰﾄ」充実・強化  （PCﾍﾞﾝﾀﾞ連携ﾓﾃﾞﾙ構築、ﾕｰｻﾞーﾘﾚｰｼｮﾝ強化） 
  ■  ｸﾗｳﾄﾞ監視保守強化  （管理体制確立、ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ向上） 
  ■  ｸﾗｳﾄﾞ設備保守受託  （体制構築支援、一体的な運用体制） 

④社内システム運用サポート 
  ◆  OAシステム導入・運用 
  ◆  ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞのNTT東日本ｸﾞﾙｰﾌﾟ提供  （ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ強化） 

社内ｼｽﾃﾑ運用・保守 

独自ﾋﾞｼﾞﾈｽ開拓・提供 

IPネットワークSI

（ｼｽｺｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ） 
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図1 「機能ブロックマネジメント」と7つのアプローチ

―7つのアプローチを推進する具体

的戦略についてお聞かせください。

―最後に、ネットワークビジネス事

業本部の運営に関する今後の抱負を

お聞かせください。

オンサイト保守業務等の
グループ内製化を睨んだ
「総合工事・保守調整機能」の確立

―本日は有り難うございました。

NTTグループとの連携強化に向けた
「総合コンサル機能」の構築

弊社ならではの総合力で
NTTグループの事業へ貢献
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