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背　景

グローバルビジネス環境はデジタル
化がますます進み，企業活動にもより
スピードが求められています．そのた
めには，固定・携帯電話，PC，スマー
トフォンなどデバイスのいかんにかか
わらず，必要なときに，組織，企業，
地域，国をシームレスにコミュニケー
ションがとれることが重要です．これ
までの複数のコミュニケーションツー
ルを融合（ユニファイド）させ，新た
なコミュニケーション環境を構築し，
企業活動の生産性を高めること，また，
社員に対して柔軟性に富むワークスタ
イルを実現することは，仕事への満足
度を高め，企業にとっても必要な人材
の確保を容易にします．

Arkadinは，電話・遠隔会議・チャッ
ト・プレゼンスなどのビジネスコミュ
ニケーション手段を一体的に提供する
UC（ユニファイドコミュニケーショ
ン）サービス，および電話・Web・
ビデオ会議等のCollaboraion（コラボ
レーション）サービスを主力商材とし

ています．
最新のインフラ環境のもと，当社の

専門スキルを持ちグローバルな視点を
有する社員が，クラウドタイプのUC
＆Cサービスを提供し，デジタライズ
された新たなワークスタイルを提案す
る，そして，企業で働く人々の，“情
報を迅速に共有し，効率良く一緒に仕
事をしたい”　という強い要望を実現
させることで，Arkadinは成長してき
ました．

Arkadinは，2001年にフランス（パ
リ）で従業員 3 名からスタート，現在

は，従業員1200名以上，米国，欧州，
中東アジア，中国・日本・韓国を含め
た東アジアなど，世界30カ国以上のさ
まざまな業界から 5 万社以上の企業を
顧客に持ち，サービス提供，特に，ロー
カルカスタマーサポートの充実に尽力
してきました．

そして，2014年 1 月，NTTコミュ
ニケーションズグループの一員にな
り，NTTグループのグローバルクラ
ウド戦略を牽引する担い手として現在
発展を続けています（図 ₁ ，写真）．

Arkadinは，2001年にフランスでスタートし，現在，米国，欧
州，アジアを中心にUC（ユニファイドコミュニケーション）サー
ビスの提供を行っています．ここでは，主な事業内容，および
NTTグループとしてのグローバルクラウド戦略について紹介し
ます．
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Masato Goto　Vice President, Global Partnership Business Development
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図 １ 　Arkadinグローバルサービス提供カバレッジ

私たちはクラウドのユニファイド・コミュニケーション＆コラボレーションソリューションのグローバルリーダーです．

この成長は，サービス品質や会社経営に関する強いコミットメントなしでは
実現できません．そして，Arkadinは，自社の成長戦略を着実に実現しています． 
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クラウドタイプサービス 
プロバイダとしての成長
Arkadinの2015年収益は，264Mユー

ロ（約325億円），直近 5 年間では，年
平均成長率は21％といった，極めて高
い成長を維持しています．2015年は，
年間3000万件以上，1 億1900万人以上，
述べ時間にして49億分の会議や企業内
コミュニケーションをサポートしまし
た（図 2 ）．

高い競争力の源となるグローバ
ルで共通なArkadinの価値観
す べ て の 事 業 活 動 の 源 に な る，

Arkadinが大切にしている価値は大き
く 2 つあります． 1 つはカルチャー的
な側面です．Arkadinは，世界各地で
1200名以上の社員で構成されるマルチ
カルチャーですが，これを 1 つの会社
として活動するために， 4 つのコアバ
リューを定義しています．①Respect

（尊敬），②Working Together（一緒
に働く），③Entrepreneurial Spirit（企
業家精神），④Enjoyment（楽しむ）．
これらのコアバリューを現場の社員か
ら経営幹部まで全員が大切にしていま
す．世界各国のオフィスにも掲げられ，
企業活動，社員の評価と，あらゆる場
面での基本となっています．

もう 1 つはビジネス的な側面です．
顧客を中心にしたビジネスを徹底する
ことです．顧客との信頼関係の維持に
注力すること，仕事を通して顧客との
ハッピーな時間をできるだけ多く共有
すること，そして，ベストサービスを
提供するためには，社員の 1 人ひとり
がスキルアップ，モチベーションの向
上が必要であり，そのことが成長の源
になると全社員が信じています．

急成長を支える，戦略的な
M&Aの推進
M＆Aは，顧客からの信頼や評価の

獲得とグローバルでシェアを急速に拡
大させるためには不可欠です．2015年
は，経済成長著しい南米コロンビアの
T‐Unoを買収，また同年，ニューヨー
クを拠点とする北米のAT Conference

写真　Arkadinの社員

図 ２ 　２００１年設立以来，急成長を続けるArkadin

Arkadinは，業界でもっとも急成長しているコラボレーション・サービス・プロバイダです． 
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を買収しました．しかし，買収後，
ArkadinはAT Conferenceのブランド
をあえて残しました．それは，この市
場では，AT Conferenceのブランドの
方がArkadinよりも浸透していたから
です．

一方，顧客に対して最新技術による
サービス提供や，新規事業の立上げに
向けたコア技術の獲得には，テクノロ
ジ会社の買収が重要です．UCビジネ
スが先行している北米市場に着眼し，
2014年Microsoftと長年ビジネスをし
ていたimplement.com社を買収し，こ
れにより，Microsoftのホスティング
技術，高度な技術者，サービス提供基
盤を獲得しました．

そして，同年 1 月ArkadinはNTTコ
ミュニケーションズと戦略的なパート
ナーになりました．これは，NTTコ
ミュニケーションズが保有する，グ
ローバルなブランド力，顧客基盤，サー
ビス基盤，海外現地法人を含めたソ
リューション力が最大の魅力でした．
そして，Arkadinが保有する優れたク
ラウドタイプのプロダクト，グローバ
ルサービス提供力，ローカルカスタ
マーサポート力とシナジーが生まれ，
これにより大きな付加価値を顧客に提
供し，新しい市場を創造できると考え
たからです（図 ₃ ）．

デジタライゼーションによるプ
ロダクトとマーケティング戦略
近年のクラウド，ソーシャルメディ

ア，モバイル技術の発展が，いつでも，
どこでも，デバイスに関係なく，“つ
ながる”ということを実現し，グロー
バルのビジネス環境を大きく変化させ
ています．このことが，企業で働く社
員の意識と仕事に対する新しい価値観
を生みました．“つながる”　“共有する”　
ということの嬉しさ，すなわち，場所
を意識せず，海外との地理的条件，時
差を克服し，バーチャルなワンチーム
として仕事をすることで，自らの業務
の生産性を高め，チームや組織の活性
化にもつながり，よりダイナミックな
ビジネスが展開できる，ということに
社員は気が付いたのです．

このような，デジタライズされた，
柔軟性のあるビジネス環境を実現す
る，電話・Web・ビデオ会議のよう
なコラボレーションツールが，かつて
のように，“あると便利なツール”から，
社員の生産性を向上させ優秀な人材を
つなぎ止め，そして，不要な出張のコ
ストを抑え，紙など資源の消費を削減
できるなど，企業にとって“必要不可
欠なツール”となりました．そして，
経営者がUC＆Cを選択しないという
ことは，そこで働く社員の能力を発揮

させない，社員のモチベーションを奪
う，会社も変わることができないこと
に等しい，ということを認識しなけれ
ばならない時代となったのです．

このような新しい時代の波が，コラ
ボレーションサービス市場を飛躍的に
拡大させ，Arkadinの成長を大きく牽
引しました．次に，いくつかの戦略を
紹介します．

■ クラウドタイプによるベストな
UC&Cソリューション
クラウドタイプのカンファレンス

（Conference）サービスとして，電話・
Web・ビデオ会議サービスがありま
す．日本国内では，NTTコミュニケー
ションズの「Arcstar Confer encing 
サービス」として提供しており，優れ
た音声品質と高いセキュリティ環境の
もと，世界60カ所以上の国・地域から
アクセス可能であり，24時間365日の
カスタマサポートも実施しています．

また，Microsoft，ON24，Adobe，
Vidyo，Cisco，Blue Jeans Network，
IBM等のクラウドサービスプロバイダ
が提供するハードウェアと，Arkadin
の高品質音声会議サービスとの親和性
も高く，お客さまの既存設備とのイン
テグレーションを含め，ワンストップ
でサービスを提供しています（1）．

■ デジタルワークプレース牽引の
重要なキーとなるUC
UCサ ー ビ ス は，Microsoft Skype 

for Businessをベースに「Offi  ce 365」
などのアプリケーションに電話・遠隔
会議・チャット・プレゼンス機能をイ
ンテグレーションさせ，クラウド基盤
上でサービスを提供しています．

これは，オンプレミスタイプのサー
バで提供する場合に比べ，初期投資コ
ストが大幅に節減されるほか，維持・
メンテナンスに必要なコストも削減，

図 ₃ 　Arkadinの付加価値の定義
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さらに，急速に変化するビジネス環境
に適応するため，拠点の追加・移転や
利用者の増減・利用内容の変更を迅速
に行うことができます．国内では，
NTTコミュニケーションズが「Arcstar 
UCaaS Microsoft® タイプ」として，
2015年 4 月よりサービス開始してい
ます．

ArkadinのUCサービスは，カンファ
レンスサービスで実績のある高品質の
音声会議，音声機能と一緒に提供でき
る点が特徴です（2）（図 ₄ ）．

ここで，1 つ顧客事例を紹介します．
北米テキサス州のITサービス会社，
Entrust社は，既存のOffi  ce 365と，固
定・携帯電話，およびコールセンタを
含めて，ワンストップでシンプルなク
ラウドタイプのUCサービスを希望し，
Arkadinはその実現にこたえることが
できました．Entrust社は，必要なと
きに，どこからでも仕事ができる環境
を手に入れ，顧客との接点を格段に広

げ，ビジネスを成功させました．
Entrust社 のMitchell R. Sowards社

長からは「Arkadinのサービスは，我々
のビジネス環境を大きく変化させた，
在宅や顧客オフィスでの勤務など，必
要な場所で，必要なときに仕事ができ
るようになり，もはや，会社に出社し
ないと仕事ができない，顧客訪問の後
でないと提案書作成ができない，とい
う環境と比べ，社員の生産性が格段に
向上，コスト削減にもつながった」と
コメントをいただきました．

■ デジタルマーケティング手法を
活用，顧客との接点を増やし増
収を実現
スピーディに仕事のやり方を変え結

果を出すには，お客さまの声を聞き，
その声をタイムリに戦略に取り込むこ
とが大切です．ローカルカスタマーオ
ペレーションチームは，世界19言語に
対応でき，お客さま独自の利用方法に
精通しています．Arkadinのビジネス

は，お客さまと契約して終わりでなく，
お客さまにご利用を続けていただくこ
とにより収益が上がります．いかに早
くサービスを開始してその内容にご満
足していただき，社内のエンドユーザ
の数をできるだけ増やしてもらうかが
重要です．よって，お客さまのIT管
理担当部署の方になり代わって，エン
ドユーザトレーニングも実施していま
す．それを，さらに充実させるために，
2015年から新たなツールを導入し，
Customer Lifecycle Program を開始
しました．

これは，顧客がサービス開始の案内
を受領してから 4 週間を導入フェー
ズ，その後 5 ～ 6 カ月を実行フェーズ
に分け，段階的に利用方法の説明，ト
レーニング，モバイル系アプリのイン
ストール，優良事例の紹介，または，
利用頻度の少ないエンドユーザには，
パスワードの紛失や操作方法上の疑問
点はないか，といった定期的なメール

図 ₄ 　Arkadinがグローバルで展開しているUCサービス
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配信とコンサルを行うサービスです．
この情報を，セールス担当，プロダク
ト担当と定期的に共有します．

このデジタライズしたマーケティン
グ手法により，顧客との接点を大幅に
増やすことが可能となり，その結果，
契約後の新規顧客の早期利用者数の割
合は43％から59％に増加しました．こ
れを収益に換算すると，2Mユーロ（約
2 億5000万円）の増収となります（図
₅ ）．

NTTグループの一員として，
長期持続的な成長をめざす
今後とも，クラウドタイプのUC＆

Cサ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ と し て の バ
リューを共有できる，テレコムパート
ナー，システムインテグレーター，テ
クニカルパートナーとの連携強化は必
須です．特に，NTTコミュニケーショ
ンズとDimension Dataとは，それぞ
れの強みを活かしたダイナミックなシ
ナジー効果を期待できると思ってい
ます．

国内では，NTTコミュニケーショ
ンズとブランド統合し，2015年 4 月は，

「Arcstar UCaaS Microsoft® タイプ」
を開始し，日本およびアジアのUC市

場へのアクセスを早期に実現できま
した．

また，海外では，NTTコミュニケー
ションズの海外現地法人やDimension 
Dataとの連携で，Arkadinサービスを
独自ブランドでサービス提供（リセー
ル）を可能にし，Arkadinはその販売
を支援することで，セールスチャネル
を格段に広げ，グローバルなお客さま
へのリーチが一層容易になりました．

私たちのパートナリングは，ビジネ
スだけではありません．ビジネスを支
えるヒトの交流も重視しています．日
本と欧米とは，文化，発想，ワークス
タイルが全く異なります．お互いを理
解し，尊敬し，共に汗を流して仕事を
するという人事交流プログラムを2014
年からスタートさせ，10名の若手社員
がパリ，モンペリエ，シンガポール等
に派遣されました．分野は，セールス，
マーケティング，プロダクト，開発

（R&D），社内システム，サービス運
用等，多岐にわたります．これらのメ
ンバーは，今後のArkadinとNTTグ
ループの双方の架け橋（コア人材）と
なり得ると期待しています．

最後に，2016年 4 月NTTコミュニ

ケーションズは，Vision2020 ─Trans 
form. Transcend.─を 立 ち 上 げ ま し
た．「時代を先駆ける技術やサービス
を提供することでお客さまのビジネス
や社会，そして市場に飛躍的進化

（Transform）とダイナミックな変革
（Transform）をもたらし，期待や想
像を超える（Transcend）新たな価値
や，すべての垣根を越えて（Transcend）
つながる世界を創造していくこと」が，
骨子です．

そして，NTTコミュニケーション
ズとArkadinとのシナジーが始まって
から約 2 年半が経ちましたが，すでに
多くの成功と失敗を経験しています．
しかし，一方で，まだまだ潜在的な多
くのビジネスチャンスがあることにも
気付きました．

NTTコミュニケーションズの持つ，
グローバルなクラウドサービス基盤，
ネ ッ ト ワ ー ク イ ン フ ラ ス ト ラ ク
チャー，そして長年にわたる「品質」
へのこだわりと，Arkadinの持つ，先
進的なプロダクトとアプリケーショ
ン，グローバルマーケットの中での
サービス提供力，マルチカルチャーで
高い専門性を持った社員による「ス
ピード感」をミックスして，新たな付
加価値と市場を創造し，お客さまのビ
ジネス成功に一層貢献できるよう，今
後とも果敢にチャレンジし続けていき
ます．

■参考文献
（1） http://www.ntt.com/business/services/voice-

video/uc-conferencing/conferencing.html
（2） http://www.ntt.com/about-us/press-release

s/news/article/2015/20150330.html

図 ₅ 　お客さまのサービスご利用時期に合わせて，最適なサポートを実現

お客さまへのサービスご利用開始時に送信される
ウェルカムメール（サービスご利用方法など，簡易に記載）
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