特集 データ利活用時代のプラットフォーマーに変化するNTTコミュニケーションズ

−Smart World実現や顧客のDX推進に貢献する事業体制に刷新−

2 ビジネスソリューション本部の事業方針と体制

業界別営業組織体制で提案・設計構築・運用を一体化。
お客さまに寄り添い、ＤＸ実現に貢献
NTT コミュニケーションズ株式会社（以下、NTT Com）の組織再編により、丸岡副社長を本部長として新しく設置された
ビジネスソリューション本部（以下、BS 本部）は、大企業層を中心とするお客さまや業界に直接コンタクトし、課題解決
に取り組むという点において、DX Enabler としてお客さまのデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を実現す
るために非常に重要な役割を担う組織だ。本稿では、BS 本部の事業方針と体制等について紹介する。

お客さまにとっての真のパート
ナーとなり、お客さまの事業・
業界・社会のニーズに最適な
ソリューションを迅速に提供

うになった。そこで、NTT Com は
DX Enabler として、お客さまへス
ピーディーかつ専門的に対応し、営
業、SE、コンサルなどが一体化して、
One Team で対応していく業界別営

NTT Com は、これまでお客さま

業体制を敷くこととした。BS 本部

に対して機能別組織で事業運営を

は今後、お客さまの DX 実現や社会

行っていた。こうした体制の下では、

的課題解決への貢献、ソリューショ

プロセスが細分化され、チームや組

ンモデルの展開による業界別コンサ

織間のコミュニケーションが途切れ

ルティングを推進する。

がちになり、隣の組織や担当がやっ
ていることがわからない等、トータ
ルでの対応スピードが鈍化するとい

NTT コミュニケーションズ株式会社
ビジネスソリューション本部
事業推進部長
取締役

業界別ソリューションモデルを
提案から運用まで一体化
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部、
そしてソリューションサービス部（以
下、SS 部）が設置された。これまで

う問題が生じてしまう。その一方で

BS 本部には、金融・公共・製造・

昨今、お客さまから「業界共通の課

流通 / 小売 / メディア・外資系 /IT

題解決や社会全体の課題解決を DX

業界をそれぞれ担当する第一〜第五ビ

を通じて実現したい」という要望が

ジネスソリューション部（以下、BS 部）、

増加し、迅速な対応が求められるよ

西日本エリアを担当する西日本営業本

コンサル提案・設計構築・保守運用
が各組織毎に分かれていたものを集結
させて SS 部を新設した点は、BS 本
部内の組織再編の特長の１つだ。これ
により、コンサル提案・設計構築・保
守 運 用までを 一 体 化した Simple・
Smart・Speedy な対応が可能となっ
た。今後、各 BS 部と SS 部が密に連
携をしながら最適なソリューションをス

デジタル・トランスフォーメーションの実現によって社会的課題が解決され
企業や社会の持続的成長が達成された未来の世界の創造にむけて
Smart World推進体制を約200名に拡大し、具体的に7つの重点領域の推進を強化

ピーディーに推進・提供していく。

データ利活用を軸に、お客さま・
パートナーと一緒に新たな世界
を創造する SmartWorld 推進室
図１
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Smart World の推進

BS 本部は、社会課題等の解決を
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通じより良い世界を創造するために

BS本部

５つの分野で「Smart World 推進室」

第1〜第5 ビジネスソリューション部／ソリューションサービス部

営業プロセスの改革／マインドセットを推進

を設置した。データ利活用により得

顧客の事業状況やSales Journeyを踏まえ、適切なタイミングで
効果的／効率的なアクションをBS内各部へ展開

BS本部 事業推進部 ＝ 「Sales Enabler」
として機能具備／バリューを提供
（実施すること）

られる価値を通じて、さまざまな業

Digital Marketing

Sales Strategy

界・社会課題の解決を推進していく

IMP
（業界マーケット分析）
Capture Management
（Bid Managementとの連携）
Data Analytics
Data Collection活性化
oneNTT推進／GAMS連携
PS部へのフィードバック

計画だ。Smart World の推進室化に
より① B2B2X モデルによるパート
ナーとの共創、②市場動向等を踏ま
えたユースケース策定、③「マーケッ
トイン型」のソリューション / サー

LOB開拓
（KP開拓）
インサイドセールス
リードナーチャリング
Digital Touch推進
BizCompassと公式HPの
連携強化
プロモーション
（Seminar／
C4BASE／広告・宣伝との連携）

① Sales Enablement

ビス化、④企画 / 開発 / 営業支援活

Proposal center
トップエンゲージメント
（EBC含む）
広告・宣伝戦略と連携した
提案シナリオの構築
コンテンツ整備／コンサル
（IOWN／5G／Security etc）
ソリューションモデルと連携した
オファリング活動推進

② Science of Selling

Labor productivity
Enhancement
Sales tool
（SFDC／KPI SOFT etc）
トレーニングメニュー
セールスコーチング
（並走）
効果的なセールス手法確立
セールスサポート／セールス
バリューによる効率性UP

③ Customer Success

セールス高度化の推進に向けた3つの柱
（実現したいこと）

動を一体させたアジャイルな体制、

サービスマーケティングへの展開
（PS本部）
技術マーケティングとの連携
（IC）

が確立されたことになる。

データドリブンマネジメントでの活用
（デジ改）
NTTグループでのマーケティングデータ流通
（経企）

プラットフォームサービス本部／経営企画部／デジタル改革推進部／イノベーションセンター

2020 年 度 は 5 つ の 推 進 室（ 約

図２

200 名体制）にて本格的に活動を

他

セールス高度化に向けた取り組み方針

開始。順次、新たな領域への拡大を

ングを活用した企業や団体のキー

考えるなか、データマネジメントの中

予定している。

パーソン探索に取り組んでいる。企

核である Smart Data Platform（以

業経営者向け情報サイト Biz コンパ

下、SDPF） の 開 発を担うプラット

スを通じマーケティングオートメー

フォームサービス本部、NTT 研究所

ションによるニーズ把握を行い、ニー

の先端技術などを取り入れて新規ビ

ズを踏まえたセミナー開催への集客、

ジネスを創出するイノベーションセン

して「セールス高度化」を挙げている。

さらには企業のイノベーションを促

ター、自社の DX化を図るデジタル改

今後、セールス高度化実現のために

進する共創の場（プラットフォーム）

革推進部が One Team となり、情報

３つの柱による
セールス高度化の推進
BS 本部は、さらなる強化ポイントと

① Sales Enablement、② Science of

「C×4BASE」での企業間マッチング

や効果を有効に循環させることが非

Selling、③ Customer Success、を 3

の探索などにより、ビジネスの窓口

常に重要だ。BS 本部で蓄積された

つの柱とし、アクションを推進する

を拡大。お客さま全体の DX を支援

営業活動データや業界データを各組

方針だ（図２）
。具体的には、事業推

し、お客さまとの共創の推進に繋げ

織へフィードバックし、マーケティング

進部が「Sales Enabler」として 戦

る考えだ。

施策とも連携を図る。 その中で得ら

略策定

デジタルマーケティング

さらに BS 本部、 営業プロセスの

れた成果を活用し、BS 本部はお客さ

改革や新たな営業スタイルの確立に

まに最も近い距離にいる「真のパー

に係る機能を具備し、BS 本部の営業

向けたマインドセットの変革を推進。

トナー」として SDPF をデータ利活用

戦略コックピット機能として各部に

お 客さまの 事 業 状 況 やカスタマー

のエンジンとした業界別ソリューション

バリューを提供する。

ジャーニーを踏まえ、適切なタイミン

モデルの推進を強化していく。

プロポーザルセンタ

生産性向上

その一例に、LOB
（Line Of Business

グで効果的且つ効率的なアクションを

また、BS 本部は、今後より一層

＝事業部門）開拓がある。これまで、

BS 内各部へ展開。 柔軟なアプロー

One NTT による SmartWorld 推進、

NTTCom のお客さま窓口は IT 部門

チに適応できる組織

グローバルビジネスや、5G、ロー

を実現する。

が多く、事業部門のキーパーソンに
アプローチできていないという課題
があった。そこで、BS 本部では、営

カル 5G などのビジネスを拡大し、

One Team ＆ One NTT

ケイパビリティを最大化させ、競争
力を向上させる方針を打ち出してい

業担当者による窓口開拓に加え、事

多くのお客さまがデータ利活用を

る。B2B2X 拡大に向けても NTT グ

業推進部によるデジタルマーケティ

経営に取り組み DX 化を実現しようと

ループとの協業を推進する意向だ。
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−Smart World実現や顧客のDX推進に貢献する事業体制に刷新−

Smart World 実現に向けた各推進室の取り組み
BS 本部に設置された Smart World 各推進室は、パートナー企業や NTT グループと協働し本格的な取り組みを始動して
いる。
「各領域毎での新たな世界の実現を目指しつつ、各領域のデータが有機的につながり利活用されることで、より広
い領域での Smart World の実現を狙いたい（川辺氏）
」
。以下に、教育 / 製造領域における 2 例の取り組みを紹介する。

Smart Education 推進室
「まなびポケット」

ポケット上で全国の自治体
や学校が提供した授業動画
やプリント教材などを教職

児童・生徒の学習データを蓄積し

員が活用することで、児童・

利活用できるクラウド型教育プラッ

生徒が自宅等から無償で学

トフォーム「まなびポケット」
（図３）

習できる。

は、既に教育現場で多用されている。

Smart World は社会課題解

今後、データ蓄積により、一人ひと

決も大きなテーマであり、取

りの苦手領域に応じた強化プログラ

組を通じより良いまなびの

ムを AI がカスタマイズして提供す

環境づくりも推進していく。

ることも可能だ。更に児童・生徒の
行動データからいじめや不登校を察
知するなど、より良い教育の実現へ
の展開も考えている。
また新型コロナウイルス感染拡大

NTT コミュニケーションズ株式会社
ビジネスソリューション本部
事業推進部
（左）事業推進部門長
（右）事業戦略部門

Smart Factory 推進室
デジタルマッチングプラットフォーム
（設計／調達ＤＸ）

爪長 美菜子氏

担当課長 川辺 倫康氏

や受発注履歴から、重複設計の防止
や集中購買を促進する機能等を提供
する。業界内で共創協調できる領域
の効率化を図ることで、製造業界全

デジタルマッチングプラット

体の底上げを狙うものだ。

防止を目的とした休校措置への対応

フォーム（以下、本サービス）
（図４）

にも取り組んでいる。2020 年 3 月

は、製造業における発注側と受注側

より「まなびをとめない」施策とし

を PF 上でつなげることで業界全体

10 年、その先の未来を見据え、ど

てまなびポケットの一部教材コンテ

の活性化を狙うものだ。2020 年内

のように社会に貢献できるのかを真

ンツを無償で提供しており、4 月末

の商用化を目指し 7 月より PwC コ

剣 に 考 え SmartWorld 実 現 に 向 け

時点で数十万を超える申し込みが

ンサルティング合同会社と共同で実

チャレンジしたい。」と抱負を語っ

あった。更に 5 月から「One School

証実験を行う。本サービスは、見積

ている。

プロジェクト」を開始した。まなび

依頼と回答の他、過去の設計データ

受発注・取引

見積・受注業務を
効率化
見積・受注
履歴の
検索機能

営業

調達

営業

設計

・
・
・

営業

調達

AI部品形状
クラスタリングの
集中購買機能

設計

仕様・補足
情報の
一元管理機能

設計

重複設計の
防止機能

サプライヤー（受注側）

メーカー
（発注側）
調達

設計・調達業務
を効率化

爪 長 氏 は、「NTT Com が 5 年、

・
・
・

マッチング型デジタルマーケットプレイス機能
入札型デジタルマーケットプレイス機能

受発注の最適な関係性をデザイン

図３

68

まなびポケット「One School プロジェクト」イメージ

図４

デジタルマッチングプラットフォームイメージ
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