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特集

1 インタビュー

デジタルトランスフォーメーション実現／
社会課題解決のためのアプリケーションサービス
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）はお客さまのデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）実現に
向けたデータ利活用の推進、Smart World の実現に向けた社会課題解決などに注力している。そうした取り組みに必要な
アプリケーションの提供を担うアプリケーション＆コンテンツサービス部アプリケーションサービス部門の中野誠部門長
に、最近の取り組みについて伺った。

■サービスの現況

中野

オフィス向けを中心に各種アプ
リケーションサービスを提供
⊖まず「アプリケーションサービス

NTT Comの高信頼VPNサー

ビスとセットでオフィス向けの各種
SaaSを提供しセキュアに利用可能に
しています。パートナーシップによ
るサービス提供も多く、法人向けオ

部門」の役割についてお聞かせくださ

ンラインストレージサービス「Box」
、

い。

顧客管理（CRM）
・営業支援（SFA）

中野

NTT Com においてアプリケ

サービス「Salesforce」
、クラウド型

ーションレイヤーのサービスを担当

グループウェア「Office 365」や「G

する組織です。我々自身が現在力を

Suite」など豊富なアプリケーション

入れているのはビジネスユーザー向
けサービスの提供です。

NTT コミュニケーションズ株式会社
アプリケーション＆コンテンツサービス部
アプリケーションサービス部門長

が揃っています。またセキュリティ
系のサービスも提供しています。

中野 誠氏

⊖例えばどのようなサービスがあり
ますか？
オフィス向けSaaS

Bizメール＆ウェブ

Oﬃce 365
G Suite
Salesforce over VPN
Box over VPN

B2B2X

アプリケーション

Bizストレージ
ファイルシェア
Biz安否確認/一斉通報
緊急地震速報配信

Smart GoTM
Subsphere
まなびポケット
マイポケット
PaN

中堅中小市場にも提供を拡大
⊖オフィス向け SaaS 提供ビジネス
の状況などお聞かせください。

中野

サービス提供が拡大し市場で

の存在感も増していると自負してい
ます。パートナー企業との協力関係
もますます密になっています。拡大

AIサービス

中の市場ですので、我々としてもさ
らなるビジネス拡大を目指していま
す。特に今後は従来注力しているエ

認証等基盤サービス

ID Federation

Bizモバイルコネクト

セキュアコネクト

図 1 アプリケーションサービスのラインナップ
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ンタープライズ市場に加え、中堅中
小市場への販売も拡大していく方針
です。強みであるサポート力を活か
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我々が今考えているのはその先のさ

Apps on SDPF
サブスクリプション
ビジネス支援

ボイスDX

人工知能

ITサービス
管理

営業管理

精算DX

自国通貨
払い

ICTリソース
可視化

Smart Data Platform
統合

分析

デバイス管理

セキュリティ

データ
マネジメント基盤
データ
インテグレーション

API-GW
-

データ分析AI

IoT
デバイス管理

プライベート
クラウド

パブリック
クラウド

ストレージ

データ
セキュリティ

蓄積

オーケスト
レータ

マネージド
サービス

収集

セキュリティ

eSIM

図2

現です。

古い習慣にとらわれず無駄を
根本的になくしていく
⊖その先とはどのようなことでしょ
うか？

インターコネクト
IoTエッジ

らにスマートなワークスタイルの実

SD-WAN

Subsphere の位置付け

中野

働く上での無駄を根本的にな

くしたいと考えています。スマート
フォンを利用した便利な B2C サー

して No.1 の存在になりたいと考え

るのはご存知の通りです。そこで

ビスが多数登場している一方、B2B

ています。販売にあたっては NTT グ

我々自身がさまざまなサブスクリプ

の世界では古い商習慣にとらわれ無

ループ各社との連携も一層進めてい

ション型サービスの提供を通じて蓄

駄が多いと感じています。紙の請求

く考えです。電話サービスのように

積してきた豊富なノウハウを活か

書や時間を要する企業間決済はまだ

時代の流れにより売上げが減少せざ

し、サブスクリプションビジネスに

当たり前のことですし、オフィス街

るを得ない部分をカバーしたいとい

必要な機能をオールインワンで提供

では多くの会社員が一斉に出社した

う思いもあります。

します。詳細は本特集で別途紹介し

りランチに出かけたりもします。そ

■ DX のビジョンと重点施策

ますが、Subsphere 自体も SaaS です。

のために発生する混雑も工夫次第で

新たな分野に挑戦し
新規ビジネスを開拓

データ利活用基盤のアプリケー
ションとして「Subsphere」
を提供
⊖オフィス向けの SaaS 提供以外に
すか？

中野

NTT は グ ル ー プ を 挙 げ て

「Smart World の実現に向け共創を
通じて社会課題を解決していく」こ
とに力を入れています。その中で

また交通機関の利用や買い物もスマ
ートフォンだけで行える世の中にな

⊖そのほかにはどのような取り組み

ったのに、オフィスに入る際にはわ

に注力されていますか？

ざわざ社員証を取り出さなければな

新規ビジネスを開拓するのも

らないことにも違和感があります。

我々の重要なミッションの 1 つで

⊖具体的な取り組みとしてはどのよ

す。NTT Com が Smart World の実

うなものがありますか？

現に向け取り組む 5 つの分野のう

中野

中野

はどのような分野に取り組まれていま

解消できるのではないでしょうか。

ち、
「スマートワークスタイル」と
「スマートエデュケーション」に取

2019 年 9 月末に、従業員の交

通費精算を無くして社内の業務プロ
セ ス を 劇 的 に 効 率 化 す る「Smart
Go TM」というサービスの提供を開

NTT Com が取り組んでいるのが、企

り組んでいます。

業に点在するデータを整理して利活

⊖「ススマートワークスタイル」と

用に必要なあらゆる機能を備えた

いうと働き方改革を目的としたリモー

り実現したサービスです。まずコー

トワークなどが思い浮かびます。

ポレートカードでチャージして「モ

「Smart Data Platform」
（ 以 下、
SDPF）です。2019 年 9 月末にはこ
の SDPF 上で機能するアプリケーシ
ョンの 1 つとして「Subsphere」の
提供を開始しました。
「所有するのではなく利用する」
という考えに基づき、多くのサブス
クリプションサービスが登場してい
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始しました。JR 東日本の協力によ

働き方改革につながるリモー

バイル Suica」を利用します。JR 東

トワークは重視しており、NTT Com

日本側とのデータ連携によりモバイ

ではセキュアドPC環境を活用し、

ル Suica の利用データをシステムが

どこにいてもセキュアかつ使い勝手

適正利用かをチェックし、人による

を損なわずに社内システムと連携し

確認が必要と思われる利用履歴を上

て働くことができ、現時点ですでに

長へレポートする仕組みです。これ

大 き な ビ ジ ネ ス に な っ て い ま す。

により従来社員毎に発生していた申

中野
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請、確認、振込が不要になります。コ
スト削減に加え、社員がもっと有意

りますか？

中野

という大きなメリットを得ることが

Appli（以下、Phone Appli）を M&A

自社開発のサービスです。社内では
営業部が先行して活用しており、そ
の効果を実感しています。Smart Go
の詳細は本特集で別途紹介します。
また社員証をデジタル化しスマー
トフォンアプリで代替することにも
取り組んでいます。こちらも社内の

ちろん「会議に便利な大画面モニタ

2018 年 に 株 式 会 社 Phone

義な活動に時間を割けるようになる
できるサービスです。Smart Go は

考えています。人に会えることはも

ルに関して取り組まれていることはあ

ーがある」こともメリットになると
思います。この考え方に基づき、
我々

により子会社化しました。同社の「連

のオフィスには集中して物事を考え

絡とれるくん」は 6 年連続で Web

るための専用ブースを設けました。

電話帳のシェア No.1 です。働き方改
革につながるオフィス改善も得意分

人材確保・育成にも注力

野の 1 つであり、Phone Appli のオ
フィスは働きやすいオフィスのショ
ー ル ー ム と し て 機 能 し て い ま す。
我々のオフィスがある NTT Com 本

⊖「働きやすいオフィス・環境に人
が集まる」というお話がありましたが、
人材確保についてどのようにお考えで

社でも同社のアイディアを取り入れ

すか？

たフロアを設け、お客さまに見学し

中野

ていただけるようツアースペースに

様、我々にとっても喫緊の課題であ

な利便性の向上に加え、さまざまな

位置付けました。

り力を入れています。面白い例とし

データを蓄積しやすくなることもメ

⊖働きやすいオフィスとはどのよう

ては Phone Appliが地方の優秀人材確

なものでしょうか？

保と育成に取り組んでいます。地方

一部で試験的に利用しており、サー
ビス化を視野に入れブラッシュアッ
プを進めているところです。直接的

リットの 1 つです。社員数の多い
NTT グループで活用し、ビッグデー
タ分析により新たな価値を生みだし
ていきたいと考えています。

■取り組むべき課題
オフィスを「どこよりも仕事が
はかどる環境」に
⊖そのほかにスマートワークスタイ

中野

いため、仕方なく東京などで就職す

どこに居ても仕事をしやすい環境が

る人が少なくないことに着目しまし

整いつつあります。Workと Vacation

た。具体的には山口県萩市の藩校明

を組み合わせたワーケーションも可
能では、と考えています。一方で、
仕事がはかどる環境」
、
「来て仕事を
したくなる環境」であるべき、とも

図3
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には地元で働きたくても受け皿がな

セキュアド PC環境のように

だからこそオフィスは「どこよりも

人材確保は多くの企業と同

倫館跡地に建てられていた小学校の
校舎を再利用した施設「萩・明倫学
舎」に「萩 明倫館 アプリ開発セン
ター」を設置しました。この拠点を

働きやすいオフィスのイメージ

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.3

図4

萩 明倫館 アプリ開発センター

サテライトオフィスとして利用する

教育の ICT 化に関する知見は蓄積さ

組むことが重要と考えています。

ほか人財育成を行っています。IT系

れていましたが、この分野に特化し

の学歴にはこだわらず雇用してから

たアプリケーション開発の専門家が

■今後のビジネスの抱負

育成する方針であり、初年度の 2019

揃っていたわけではありませんの

年は地元の人材を 6 名雇用しました。

で、当該分野の専門人材を確保し知

スマートエデュケーションの分
野でも M&A により商材・人材
を拡充
⊖「スマートエデュケーション」に
ついてはどのようなことに取り組んで
いますか？

中野

まず教育現場のデジタル化に

貢献したいと考えています。そのた
め 2020 年 1 月に株式会社コードタ
クトを連結子会社化しました。同社
は Web ブラウザから利用できる授
業支援システム「schoolTakt」をは
じめ、生徒同士による協働学習や、学
級運営に役立てるため生徒同士の関
係を分析・可視化を可能にするソリ
ューションを展開しています。同社
のケーパビリティを活用し、一緒に
教育現場での DX に取り組んでいく
方針です。NTT Com には国の実証
事業や多くの自治体の支援を通じて
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見を取り入れるという点でも有意義
な M&A でした。

大企業では容易でない「大胆
な変革」に率先して取り組む

ステークホルダーと対等に共
創し社会課題解決や DX 実現
に取り組む
⊖最後に 2020 年の目標や抱負など
お聞かせください。

中野

各種 SaaS の提供をはじめとす

る既存ビジネスはまだ拡大可能なた

⊖新しいことに取り組む際に気をつ

め、アクセルを踏んでいきます。ま

けていることはありますか？

た Subsphere や Smart Go のような

中野

ワークスタイルが変革する中

で今後は仕事のやり方が変わってい
くと思います。ですが大企業ではベ
ンチャー企業等に比べると大胆な変
革は容易ではありません。だからこ
そNTT Comが率先して変革していき
たいという思いがあります。そのた
めに、時には完璧さよりも「素早く提
供して改善していく」ことを優先す
るという、これまでのNTTとは少し

新しいサービスを着実に世の中に出
し、課題を抽出しながらより良いもの
にしていきます。さらに、我々が担当
するアプリケ ーション 分 野 は NTT
Com の中でも特にアジャイル開発が
適しています。 すでに何年か前から
取り組んでいますが、一層力を入れて
いく方針です。人材確保や育成にも
引き続き力を入れていきます。そして
NTTグループに限らずパートナー各

違う文化も必要になります。Phone

社を含むステークホルダーと対等の

Appliや株式会社コードタクトのよう

立場で、共創による社会課題解決や

な「小規模ゆえにフットワークが軽
い」という特徴も活かしながら取り

DX 実現に取り組んでいく考えです。
⊖本日はありがとうございました。
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