
サービスやビジネスの連鎖で
変化する顧客ニーズに応える

　今回の顧客満足度調査のサービス分野
で四つの部門を制したのが日本ユニシス
グループである。「ITコンサルティング／
上流設計関連サービス（メーカー）」「シス
テム開発関連サービス（メーカー）」「シス
テム運用関連サービス（メーカー）」の3

部門を日本ユニシスが制覇。そして、「シ
ステム運用関連サービス（情報サービス
会社）」では、3年連続でユニアデックス
がNo.1を獲得した。
　今回の結果は、同グループがコンサル
ティング・設計から、開発、運用にいたる
ITシステムの一連のライフサイクル全て
のフェーズで高い満足度を実現している
ことの証明となる。ただし、同グループは、

各サービスを個別に磨くのではなく、互
いに「連鎖」させることでIT最適化の
PDCAサイクルを回している（図1）。各
部門やグループ企業がそれぞれの強みを
生かし、総力を挙げて一気通貫のサービ
スを提供することによって、顧客の負荷
を低減したり、安心感につなげたりでき
る。また、運用フェーズでトラブルが発生
した際に、速やかに設計、開発意図を確認
するなど、各サービスの付加価値を高め
ることができるからだ。
　この「連鎖」を重視する姿勢は、サービ
スだけでなく業種や業態にも及ぶ（図2）。
　同グループは、金融や製造、流通、公
共など、様々な企業のビジネスをITの面
から支援している。それぞれの業種を担
当している部門には、長年の顧客対応の
中で培ったノウハウが蓄積されている
が、中には、他の業種に応用することで、
新たなメリットや発見につながるものも
ある。
　「お客様のビジネスモデルやシステム構
築に求める価値が多様化する中、お客様
の満足度を向上するには、変化し続ける
ニーズをきちんと把握し、的確な対応を
行わなければなりません。以前はITに対

する最大の要求は業務の効率化でしたが、
近年はマーケティング分野などの戦略強
化にシフトしています。競争優位を生ま
ない分野では、より安心・安全と低価格化、
効率化が求められる一方、ビジネスの成
長につなげるための戦略的なIT投資では、
イノベーションにつながるような提案が
求められています。こうしたニーズに対
応するためには、サービス、そして、業種
業態の垣根を越えたビジネス連鎖の強化
が不可欠なのです」と日本ユニシスの黒
川 茂氏は話す。
　顧客満足度向上のためのサービス連
鎖、ビジネス連鎖の実現を具体的な方策
として落とし込んだのが、近年、日本ユニ
シスグループが掲げた「中期経営計画

（2012→2014）」である。
　ここで、同グループは「コアビジネスの
拡大」「共創／ BPO（Business Process 
Outsourcing）ビジネスモデルの確立」、
そして「社会基盤ビジネスへの進出」とい
う三つの基本方針を掲げている。

顧客のビジネスの変化に対応する
ソリューション戦略

　まずコアビジネスとは、同グループの
中核事業であるシステム&ネットワーク
インテグレーションを指す。業務プロセ
スの改革からITの見える化・開発・導入・
運用・保守まで、ライフサイクル全般にわ
たって、顧客の戦略にとって最適なIT環
境を提案している。
　顧客のビジネス変化に迅速に対応する
ため、日本ユニシスが提供する業務ソリュ
ーションは、アプリケーションテンプレー
トをカスタマイズする「テンプレート型ソ
リューション」から、パラメータ設定・組
み合わせ方式で顧客の業務に適用する「導

入型ソリューション」にシフト
している。
　従来のように顧客の要件を
聞いてカスタマイズするアプ
ローチでは、システム開発に2
〜3年かかることも珍しくな
かったが、新たな手法によっ
て、本稼働までの期間を大幅
に短縮できるようになったと
いう。
　その一つが「CoreCenter」
である。CoreCenterは、様々
な業務に共通の機能と各業界向けの業務
別システムがコンポーネント化されてお
り、短期間かつ低コストで高品質なシス
テム導入を実現できる。数多くの基幹シ
ステム構築を通じて日本ユニシスが蓄積
してきたシステム的な財産を有効活用し
つつ、SOAを基本としたコンポーネント
構造やWeb技術の採用によって、柔軟な
組み合わせやクラウドでの稼働を実現。
変化に素早く対応できるIT環境の整備を
支援する。顧客企業は、導入型ソリュー
ションによって削減した時間とコスト
を、競争優位につながる戦略的なシステ
ム領域に振り向けることができる。
　戦略的なシステム領域では、提案力の
強化に注力している。「お客様のニーズを
聞くだけでなく、積極的に働きかける『伝

える力』を磨き、ビジネスの状況と技術動
向を照らし合わせながら、どのような貢献
ができるのかを考え、提案しています。そ
の際、忘れてはならないのが長期的な視
野です。現在、最適なシステムやビジネス
モデルも5年後には最適でなくなる可能
性があるからです。簡単なことではありま
せんが、我々に求められているのはそうし
た力なのです」と黒川氏。このような意識
を浸透させるため、黒川氏は自ら全国の
事務所を回り、1600名以上の社員と直接
対話を続けているという。
　
パートナーと新規事業を開拓
その知見をコアビジネスに反映

　二つめの共創／ BPOビジネスモデルの
確立は、日本ユニシスとパートナー企業の
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ITライフサイクル全般にわたってグループが連携し、一気通貫のサービスを提供。ワンストップ対応によって顧客の負荷を低減
したり、安心感を醸成したりするなどしている

図1  日本ユニシスグループのサービス「連鎖」
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産のリユースやビジネスの連鎖も加速。こうした姿勢が付加価値の高いソ
リューションやイノベーションにつながっている

図2  業種業態の枠を超えた知財とビジネスの「連鎖」

ITサービス分野4部門で首位を獲得した日本ユニシスグループ。コンサルティング・設計から開発、運用にいたる、システ
ムの全ライフサイクルでのNo.1獲得は、サービスやビジネスの「連鎖」をテーマに掲げる同グループの取り組みの正しさ
を証明すると同時に、IT業界における存在感をさらに高めたといえる。変化する顧客ニーズに対応するためにコアビジネ
スを強化する一方、新規事業や社会基盤構築も積極的に推進する日本ユニシス。より能動的な運用サービスへとビジネス
の方針をシフトしつつあるユニアデックスという2社の取り組みを紹介する。
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技術やノウハウを生かし、新たな事業モデ
ルを開拓していくというものである。
　例えば、Androidタブレット端末を利用
したクラウド型タクシー配車システム

「smartaxi」は、乗客の配車リクエストか
らタクシー車両の配車指示までの完全自
動化を実現。タクシーの待ち時間を短縮
し、利用者の利便性を向上した。タクシー
業界大手のkmグループで稼働を開始し
た後、地方タクシー会社向け機能を追加
したり、乗客向けスマートフォン配車アプ
リを提供したりするなどして、現在、複数
のタクシー会社で利用されている。
　また「異業種連携」による新規事業拡
大のための事業基盤を強化するため、大
日本印刷株式会社と共同で、マーケティ
ング分野などでの取り組みを進めている。
　もちろん新規事業モデルを開拓する中
では、成功体験だけではなく、投資の回収
が困難となり、途中で撤退するなど、苦い
思いをした事業もあるという。しかし、失
敗も含め、これらの経験が貴重な財産に
なるのだと黒川氏は言う。「これまで当社
がアプローチしていたシステム部門・CIO
だけでなく、マーケティング部門・CMO

といった顧客との新たな接点ができれば、
それが当社のノウハウや提案力となって、
基幹系システムなどへも還元されるので
す」。

培った技術やノウハウを
社会基盤の構築に生かす

　三つめの社会基盤事業でも、すでに
様々な成果を上げている。
　医療分野では、佐渡地域医療連携ネッ
トワーク「さどひまわりネット」がある。
これは佐渡地域の病院、診療所、歯科診
療所、調剤薬局、介護福祉関連施設など
をネットワークで結び、患者の医療情報
や介護情報を共有する仕組み。佐渡地域
は全国平均と比べて、住民の高齢化率が
高い一方、医師数が少ないという状況で
あり、医療提供レベルの維持が必須とな
っている。その解決策の一つとして、ITが
ある。医療情報や介護情報の共有・活用
には、極めて高いセキュリティが求められ
るが、日本ユニシスが培ってきた技術力
でそれをクリアしている。
　他にも、医療への取り組みをさらに発
展させた「医食農連携」、電気自動車（EV）

充電インフラシステムサービス「smart 
oasis」、ビルエネルギー管理サービス

（BEMS）といった環境エネルギー分野な
どでも、日本ユニシスは様々なビジネスを
展開している。
　「お客様のビジネスへの支援を通じて培
った様々な技術を集結し、社会に貢献す
ることが、次に私たちが目指す日本ユニ
シスの姿。医療・食・環境を中心に、高齢
化が進む地域社会を支える成熟した社会
基盤を作り上げていきます」（黒川氏）

粘り強い運用サービスが
顧客の安心、感動を生む

　連鎖の中でシステムの運用を支えてい
るユニアデックスの場合、前線で保守対
応するエンジニアの粘り強さや、徹底的
に原因を追究する姿勢、資質抜きにお客
様の安心や感動、ひいては満足度を語る
ことはできないと考えている。
　ユニアデックスは、全国に1000名強の
サービスエンジニアを配備し、各地域で
サービスを提供しているが、彼らが同じ
意識を共有し、全国で高品質かつ均一な
サービスを提供するために様々な取り組
みを進めている。
　例えば、重要な事案に関しては、各部署
からメンバーを選出し、委員会形式で議
論を重ねる。トップダウンではなく、現場
で顧客と接しているメンバーが対策を検
討することで顧客のニーズに合致した対
策となる上、現場にも納得感が生まれ、対
策の内容や意図を隅々にまで行き渡らせ
ることができる。
　また、全エンジニアに「ブルーノート」
を配布。作業開始時に必ず目に入る最初
のページに「笑顔の挨拶と丁寧な報告を
する」といったおもてなし5カ条、セキ
ュリティ順守やサービス品質維持のため
の標語、保守時の注意事項を記載し、サ

ービス品質の向上と均一化を図ってい
る。

より能動的になりつつある
ユニアデックスのサービス姿勢

　加えて、ユニアデックスは対面でのコ
ミュニケーションも重視している。そのた
めにサービスエンジニアのサービススタ
イルを抜本的に改革した。
　「以前はお客様のシステムに何か起こ
った時に、迅速に駆けつけて問題を解決
することが当社の最大の強みでしたが、
こうした受け身のサービスだけでなく、
問題が発生していなくても積極的にお客
様と接する、能動的なスタイルへとシフ
トしています」とユニアデックスの入部 
泰氏は話す。
　そこから、顧客の課題、サポートに対す
る要望などを吸い上げ、サービスの改善
に役立てるのはもちろん、時には契約し
た運用サービスの範囲を超えた対応をと
ることもあるという。
　例えば、ある顧客の例では、本来の保守
範囲ではないUPSのバッテリーに関する
問題を解決するなど、小さな課題解決を
積み上げ、大きな信頼を勝ち取った。
　また、ある金融機関のケースでは、店舗
の環境改善に大きく貢献した。
　「銀行取引の多くはすでにネット化され
ており、営業店の役割は以前とは大きく
変わっています。窓口での処理のために
来店するお客様が縮小傾向にある中、来
店した顧客とのコミュニケーションや顧
客に与える印象は、ビジネスを大きく左
右するようになっています」（黒川氏）
　そのことにいち早く気付いたユニアデ
ックスのエンジニアが、営業店の雰囲気
が店舗ごとに異なるという話題を振った
ところ、正式な調査依頼を受託。最終的に

「店舗の明るさ」「接客態度の温度差」など、

ITとは直接関係ない領域にまで踏み込ん
だ提案書を提出した結果、「そんなところ
まで気にかけてくれたのか」と非常に感
謝され、より強固な関係の構築につなが
った。能動的な業務スタイルへのシフト
が、顧客自身もなかなか気付かなかった
潜在的な問題のあぶり出しにつながった
のである。
　「ブルーノートも、お客様が直面してい
る問題を解決することも、当たり前のこと
をきちんと実行しているにすぎません。
近年、各種トラブルや問い合わせなどへ
の統合一括窓口となるマネジメントセン
ターを立ち上げ（図3）、遠隔からのサー
ビス提供力を充実させるなど、お客様に
安心してシステム運用を任せていただけ
る体制が整ったと自負していますが、だ
からこそ対面のコミュニケーションや“当
たり前”の徹底が重要になると考えてい
ます」と入部氏は述べる。
　ほかにも、顧客満足度を高めるには、従
業員満足度の向上が欠かせないという考
えから、社員同士で感謝を伝え合う「サン

クスカード」という企画を実施。しかも、
サンクスカードが1通送られるごとに会
社が50円をユニセフに募金している。
　「今回、満足度No.1をいただいた際に
は、私から約3000名の社員にサンクスカ
ードを送りました」（入部氏）
　
中期経営計画の最終年
次に打ち出す戦略に注目

　このように日本ユニシスグループは、
グループを構成する各企業や事業、そし
て、多様な業種・業態のパートナーや顧客
とのつながりを重視することで、付加価
値の高いサービスを実現。顧客満足度を
向上している。「これこそが、ITのポテン
シャルを最大限に引き出すための最適解
だと信じています」と黒川氏は述べる。
　「繰り返し声を掛けたくなるITパートナ
ー」にさらに近づくために──。2014年
度までの中期経営計画の最終年度に、顧
客満足度No.1を獲得し、その成果を示し
た同グループが次にどのような戦略を打
ち出すのかに大いに注目したい。

日本ユニシスグループ
URL：https://www.unisys.co.jp/inqsys/inquiry_form.html?product_id=261
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各種トラブルや問い合わせなどへの統合一括窓口として機能。また、顧客システムをトータルにサポートするアウトソーシング・
サービスを提供。客先の運用管理の負荷軽減、快適な利用環境を実現し、改善提案などに結び付けている

図3  ユニアデックスのマネジメントサービスセンター
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