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宣言しました。

―翌2013年度の事業の状況はいか

がでしたか。

10年後のあるべき姿を明確に描
いたことにより、目標に向けて事業
の舵が大きく切られた感がありまし

として策定しました。10年後の利
用者の生活スタイルや情報通信ビジ
ネスを予想してみると、ICTサービ
スは有線・無線の融合（コンバージ
ェンス）が進み、情報通信ネットワ
ークが大きく転換していくと考えら
れます。それらを支えるオペレーシ
ョンシステムにも大きな変革が訪れ
ることは必至であり、私たちＮＴＴ
コムウェアの活躍の場も広がってい
くと考えました。そういった社会や
通信業界の変化を見越し、2022年
度には売上 3,500億円を目指すと

　

―ＮＴＴコムウェアの代表取締役社

長に就任された2012年度に、「コムウ

ェア新宣言」をまとめられました。

ＮＴＴコムウェアの全社員が同じ
方向に向かって夢を持って進んでい
くため、組織長全員参加型の合宿を
重ね、10年後（2022年）のある
べき姿と目標を「コムウェア新宣言」

ＮＴＴグループの一員として
将来ネットワークの実現と
ビジネス活性化に貢献

「コムウェア新宣言」の実現に向け事業改革にまい進しているNTTコムウェアグループ（以下 
ＮＴＴコムウェア）。経営改革を加速しダイナミックな舵取りを指揮している同社の代表取締役
社長　海野 忍氏に今後の展望について伺った。

「コムウェア新宣言」から
現在までの歩み ＮＴＴコムウェア株式会社

代表取締役社長
海野 忍氏

インタビュー

－ 将来の情報通信ネットワークのあるべき姿を推進
　 ・ 無線と固定の融合（コンバージェンス）にむけた支援
　 ・ ＮＴＴグループの業務システムのBig-BPRを実施
　　 － 再編四社の事業変革を全力で支援
　　 － あらゆるレイヤでドコモに貢献し、ドコモ市場を拡大
－ NTT市場、一般市場を問わず、ビジネスを強化
　 ・ 受注型ビジネスから提案型ビジネスへの転換
　 ・ ＳＩ／ソフト開発ビジネスに加え、サービス提供型のビジネスを拡大
－ グローバル市場の開拓にチャレンジ
　 ・ NTTグループ企業の海外進出を支援
　 ・ ディメンションデータとの協業

ＮＴＴグループの一員として、
全体最適化されたビジネスモデルを提案する企業へ

・ 私たちは、今後3年間、以下の取り組みを通じ、
　企業価値の向上に努めます。
1. 得意技の追求
　　得意技をビジネスマトリクスにて明確化し磨くことで、
　　「品質向上」「コストダウン」「市場拡大」に取り組みます。

2. BigTCR活動の推進
　　「三本の矢」を通じ、「品質向上」や「コストダウン」に取り組み、
　　ＮＴＴグループ事業の発展に全面的に貢献します。

3. カスタマーバリューの追求
　　カスタマーバリューを追求し、企業価値の定量化を図ります。

4. 社員力の強化
　　多種多様なシステム全体を把握し、適切なサービスの提供と
　　お客さま事業の全体最適を提案できる“おせっかい”を目指します。

図1　コムウェア新宣言～ 10年後の目指す姿～（2012年11月発表） 図2　中期取り組み方針（2013年11月発表）
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―現在の「新宣言」推進状況はいか

がですか。

ＮＴＴは2012年度にＮＴＴグル
ープの新たなステージに向けた当面
の取り組みとして「『グローバル・
クラウドサービス』を事業の基軸
に」「ネットワークサービスの競争力
を徹底的に強化」の2本柱を挙げま
した。当社の「中期取り組み方針」
では、まず、この「ネットワークサ
ービスの競争力を徹底的に強化」に
全力で取り組むことを目標としまし
た。元々、ＮＴＴコムウェア自身が
「徹底した生産性向上による筋肉質
化」を目指しており、それまで取り
組んできたTCRの範囲をＮＴＴグ
ループ全体に広げて抜本的な施策を
実行していこうという取り組みで、

これを「BigTCR」と名づけました。
具体的には、「ＮＴＴコムウェア
自身が工夫することによって実現す
るコスト削減の取り組み（第一の
矢）」「お客さまと相談しつつ過剰な
機能、品質を削る取り組み（第二の
矢）」「ＮＴＴグループの全体最適に
向けた取り組み（第三の矢）」の三
本の矢を定め、生産性向上、合理化
を含めたリソース最適化、提案力強
化など将来に向けた基礎体力作りを
行なっています。これによりお客さ
まのコストを削減し、さらなる付加
価値を提供しようとしています。
第一の矢については、OSSマイ

グレーション（既存システムの新た
な環境への移行に際し、OSS（Open 

Source Software）を積極的に採用
し、コスト削減に寄与する取り組み）
や DevaaS活用（ハードウェア、各
種開発ツール、ミドルウェアをＮＴ
Ｔコムウェア全社で共有し、共同利
用による開発全体の生産性向上、ロ

た。残りの 9年間で目標達成する
ために、この 1年間の成果は十分
なのか、変革のスピードを加速する
必要がないかを前年に引き続き組織
長全員で議論・検証し、「中期取り
組み方針」としてまとめました。ポ
イントとして「得意技の明確化・資
源の集中」「BigTCR（Total Cost 

Reduction）活動の推進」「カスタマ
ーバリュー（お客さまにとっての価
値）の追求」「社員力（直営力）の
強化」の 4つを掲げ取り組み、「Ｎ
ＴＴグループ（=通信キャリア）に
サービスを提供する会社」としての
特徴づけをしっかりと行ないまし
た。また、そういった事業を通じて
得た知見を他分野にも積極的に展開
していきました。フィリピンをはじ
め、海外キャリアに対するビジネス
も開始し、「品質向上」「コストダウ
ン」「市場拡大」といった取り組み
を着実に具体化しています。

 

社員の意欲を高める
・目標／成長ビジョンの共有 

取り組みの全体像
自身の努力を行った上で、その効果を最大化すべく
グループ連携の推進と目標・ビジョン共有を行いたい

グループ貢献提案の範囲
ITコストはもとよりグループ全体の
コスト低減に資する提案を徹底的に洗い出す

営業費用 グループ会社 
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図３　BigTCR全体像

「BigTCR」で目標を上回る成果
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ケーションフリー化によるコスト効
率向上を狙った取り組み）など新し
い開発スタイルにチャレンジしたと
ころ、2013年度は、目標の 126億
円を大きく越える 140億円を達成
しました。そして、2014年度まで
の目標 355 億円を上方修正し、
400億円をめざして全社一丸とな
って取り組んでいるところです。Ｎ
ＴＴグループのお客さまからも、「連
携をこれまで以上に強化して共に取
り組んでいきたい」「さまざまな切
り口での提案を期待する」などの声
をいただいています。
これからは、このＮＴＴコムウェ
ア自身の取り組みに加えて、第二の
矢、第三の矢の強化に向けてまい進
していきたいと考えています。既に
第二の矢としてはお客さまのご協力
の下、サービスレベルや業務仕様の
見直しによりいくつかのシステムで
具体的効果が表れていますし、第三
の矢としては IT共通基盤（ＮＴＴ
グループ全体のコスト削減と競争力

強化に貢献するために、共通的に利
用可能なサーバー、ストレージ、ネ
ットワークおよびそれらの運用監視
サービスまで含めた IT基盤の構築
を推進するもの）の活用範囲拡大や
システムの共同利用などの動きが出
てきています。IT共通基盤にはま
ずは当社がご提供しているシステム
の収容を予定していますが、今後は
収容するシステム数を増やし、ＮＴ
Ｔグループの競争力強化に貢献して
いきたいと考えています。

BigTCR活動を通じて得た経験・
ノウハウは、一般市場のお客さまに
対しても大きな価値をもたらすもの
と考えています。次年度以降はこの
経験を生かし、一般市場のビジネス
推進にも積極的に取り組んでいきた
いと思います。

　

―ビジネス推進のために取り組んで

いることはありますか。

新宣言の実現に向けた取り組みの
中でもぜひお話しておきたいのが
「ビジネスマトリクスによる事業活
動の本格的な開始」です。「誰に
（who）」・「何を（what）」売るのかと
いうビジネスの基本を、縦軸・横軸
とするビジネスマトリクスで示し、
それを使って全社戦略を明確にする
ことで、一人一人の目標・業務範囲・
位置付けを明確にするものです。こ
れは「中期取り組み方針」で示した
「得意技の追求」と「社員力の強化」
を実現させようとする試みであり、
市場拡大に向けて“選択と集中”を
加速させるものでもあります。
ビジネスマトリクスの役割は大き
く 3つあります。一つ目は「オポ
チュニティの最大化」です。組織を
跨いだ戦略の連携を促進することに
より、新たなビジネスの機会（オポ
チュニティ）を創出します。二つ目
は「重点戦略（得意技・注力顧客）

注力顧客責任者 
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図４　ビジネスマトリクス（BMX）

「ビジネスマトリクス」により
社員一人一人の目標を明確化
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の明確化」です。事業の進捗状況、
経営リソースの状況を可視化、モニ
タリングすることにより、リソース
配置を適正化します。三つ目は「全
社的な課題の解決」です。戦略遂行
にあたっての課題を抽出・共有し、
全社でその解決を行います。
ビジネスマトリクスでは、注力す
べきお客さまの責任者（縦軸）と、
販売強化すべき製品・サービスの責
任者（横軸）を決め、さらに中の各
領域（マス）において、戦略推進す
るキーパーソンを「アクションプラ
ン推進者」としてアサインしていま
す。アクションプラン推進者は、そ
の領域で戦略推進する唯一の人物、
戦略について議論し、具体的なアク
ションの意思決定を積み重ねる起点
となる役割です。責任は重大ですが、
推進者の皆さんには一人称でビジネ
スを組み立て推進していく楽しさを
大いに味わってもらいたいと思って
います。

なります。全社のアクションプラン
推進者が集合し、ビジネス推進に向
けた課題や戦略の提言、目標数値の
精査を行なう会議や組織の垣根を越
えたクロスディスカッションなどに
より、「組織が連携したプレイによ
るオポチュニティの最大化」がうま
く立ち上がりつつあります。ビジネ
スマトリクス経営により、目標に向
かって最大限の力を発揮していくこ
とができればと思っています。

　
―今後の抱負についてお聞かせくだ

さい。

現在ＮＴＴグループが推進してい
る設備投資（CAPEX）、運用コスト
（OPEX）の削減に向けた取り組み
に対して、当社は「ＮＴＴグループ
の CIO補佐」の役割を果たし、こ
れまで BigTCR活動の「第三の矢」

―ビジネスマトリクスの導入効果は

いかがですか。

ビジネスマトリクスは、「社員が
一人称で仕事に取り組めるようにす
る」という効果の他に、「『おせっか
い』の推奨・促進」という大きな効
果があります。ここでいう『おせっ
かい』は、「自分の得意技を磨くと
同時に、視野を広く持ち、共同作業、
連携プレイを活発に行なう」という
ポジティブな意味を持ちます。いわ
ゆるプロジェクトリーダーは、個別
プロジェクトの成功に向けてチーム
を引っ張っていくことがミッション
であり、ともすると個別最適・蛸壺
化してしまう恐れがあります。ビジ
ネスマトリクスで社員一人一人の役
割・目標を明確化すると、「X社様
に A商品を売りたいのだけど」「A

商品は Y社様にこんなふうに提案
してうまくいったよ」といったよう
に個別のチームを連携させ、組織プ
レイによる全体最適を実現しやすく

①オポチュニティの
　最大化

②重点戦略の
　明確化

③全社的な課題の解決
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図５　ＢＭＸの役割

「攻め」と「守り」の領域を
明確化し、新宣言の実現へ
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として取り組んできた「ＮＴＴグル
ープの全体最適化」をさらに強化し
たいと考えています。
具体的に申し上げますと、第一に、
光コラボレーションに関し、ＮＴＴ
グループの事業転換への貢献をした
いと考えています。事業会社が、エ
ンドユーザーに回線を売る B2C型
モデルから再販事業者が間に入る
B2B2C型の事業モデルへ転換する
ことに対応し、ビジネスを支えるオ
ペレーションシステムも変更する必
要があります。通信キャリアのビジ
ネスプロセスとそのシステムをよく
知る当社の得意技を生かして、プロ
セスをどうするか、システムをどう
作るかといった積極的な提案を行っ
ていきたいと考えています。
第二は、将来のＮＴＴグループ全
体のネットワーク環境を構築、整備
していくための提案活動です。
2020年に東京オリンピック・パラ
リンピックというビッグイベントを
迎えることもあり、アクセス端末数
や帯域の増加に伴って予想されるト
ラフィック急増に対応していく必要
があります。また、セキュリティの
確保、エンドユーザーの認証などが
より重要な課題となるでしょう。大
容量でシンプル、フレキシブルな網
構成を実現させ、運用コストが低い
ネットワークを構築、運用していく
必要があります。NFV（Network 

Functions Virtualization：ルータや
ファイアウォール、ロードバランサ
などのネットワーク機器の機能を、
汎用サーバーの仮想化された OS上
で実行する技術）／ SDN（Software-

Defined Networking：ネットワーク
機器を単一のソフトウェアによって
集中的に制御し、構成・設定などを
柔軟に、動的に変更することを可能
とする技術）といった、当社が強み
を持つ技術を用いて、ネットワーク
効率化に向け貢献していきたいと考
えています。
第三に、グループ全体最適化の視
点でコスト削減やカスタマーバリュ
ーの提案をしていきたいと考えてい
ます。例えば、調達の効率化を図る
ためにグループ連携した戦略推進を
行う必要があるでしょうし、将来予
想される事業会社の人数や拠点数の
減少への対策として、ITシステム
を活用した保守運用、故障修理の集
約化や自動化が必要になってくるで
しょう。ＮＴＴグループ事業のグロ
ーバル化に対応し、バックヤード業
務を改革していくことも大切です。
これらを実現するシステム群につい
て企画から運用までを事業会社から
当社にアウトソーシングして一括し
てお任せいただくことで集約効果を
出し、品質向上やコスト効率向上に
努めたいと思っています。

―2015年はどのような年にしたい

と考えていますか。

当社の役割をしっかりと果たして
いくために、「攻め（事業拡大）」と
「守り（効率化）」の領域を明らかに
し、開発・維持などの業務の再分担
を進めています。
「攻め」の領域については、“強化
領域事業拡大による増収”を目指し、

人員を強化領域にシフトしていくこ
とで業容拡大を図っていきます。具
体的には、ＮＴＴグループの将来ネ
ットワークの提案、光コラボレーシ
ョンへの貢献、法人営業におけるビ
ジネスの協業、お得意さま企業の
SI・基盤構築、クラウド事業の展開
などを考えています。
「守り」の領域においては、“既存
領域の内製化・効率化などによるコ
スト低減”を目指し、業務運営の見
直しを進めています。レガシー系な
どの既存業務は、2014年 7月に子
会社から支店化した地域拠点への業
務の再分担を徹底して実施し、利益
の確保に向けた業務内製化を図って
います。また、それを下支えする仕
組みとして「試験支援準備室」を 5
月に設置し、試験の専門家集団によ
る試験工程を内製化するとともに、
NI（ネットワークインテグレーシ
ョン）事業や保守工程においても全
社施策を始めています。
昨今、企業の IT投資意欲が復活
しつつあります。あらゆる産業にお
いて、サービスやビジネスのイノベ
ーションが起こり、日本経済全体が
活況になってくるでしょう。この動
きを追い風と捉え、これらの取り組
みにより、トップライン（売上高）
の向上を図り、10年以上続く右肩
下がりの減収傾向に歯止めをかける
当社史上に残る重要な年にしたいと
考えています。2015年は「コムウ
ェア新宣言」の実現に向けた足掛か
りの年として、反転攻勢を行ってい
きます。

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