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BIGLOBEの成長戦略への取り組み概要
Outline of BIGLOBE,s Growth Strategy
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要　旨

1996年にBIGLOBE事業を立ち上げて以来，BIGLOBE

はインターネットに関わる様々なサービス領域に事業を拡

大してきました。

昨今のインターネット市場におけるユビキタスネットワ

ーク社会の実現へと向かう動きや，企業ユーザでのいっそ

うのブロードバンドインターネット活用ニーズの高まりに

対応し，BIGLOBEはさらなる事業成長に向けて，魅力的

なサービスの創造／提供に積極的に取り組んでいます。

本稿では，このようなBIGLOBE事業の成長戦略の概要

を紹介します。

Since its establishment in 1996, BIGLOBE has expand-

ed its business by providing a wide array of Internet-

related services.

In response to the emerging needs of the ubiquitous

networked society and the increased demand for broad-

band Internet services amongst corporations, BIGLOBE

is targeting further growth through the creation and

offering of richer and more attractive services.

This Paper describes these initiatives, which comprise

BIGLOBE's growth strategy.

1．まえがき

BIGLOBE事業が向かう方向は，

「お客様の視点に立ち，高い信頼性を有するネットワークサ

ービス基盤や，これまで培ってきたインターネット事業ノ

ウハウと，社内外のパートナーとの連携により，

・第一に，コンシューマへの快適なインターネットサー

ビス（使い勝手，利便性，簡便性，安心，安全，感動）

・第二に，コンシューマ向け事業アセットをベースとし

た企業ユーザ向けサービス

を提供し，これを通じてより豊かな社会の実現に貢献して

いく」

＊ BIGLOBE事業本部
BIGLOBE Operations Unit

ことです。BIGLOBEは，ISP事業を始め，インターネット

に関わる様々なサービス領域に事業を拡大してきました。

今後も市場の変化をとらえ，新たな可能性にチャレンジし

ていきます。

2．市場動向とBIGLOBEの事業戦略

ブロードバンド化の進展に伴い，インターネットはコン

シューマの生活に密着した，なくてはならないものになっ

てきました。コンシューマのインターネット利用において

はさらに利便性・簡便性が求められ，まさにこれからのユ

ビキタスネットワーク社会の実現へと向かう動きが加速し

ています。

たとえば，いつでもどこでも同じ環境でインターネット

を利用したいというニーズや，画像・映像を手軽に使いた

いというニーズなど，コミュニケーションニーズが多様化・

高度化してきています。

また，インターネット利用時間の増加と利用者層の拡大

によって，インターネットのメディア価値が増大し，ECの

定着・拡大の傾向がいっそう顕著になってきました。一方

このようなインターネットの広がりに伴い，個人情報の漏

えいやデータ破壊・改ざんなどを気にすることなく安心し

て使いたいというニーズもいっそう高まってきています。

インターネットインフラとしては，高速ブロードバンド

にシフトしていく動きとともに，無線インターネットの拡

大や携帯電話でのインターネット利用の拡大が進んでいきま

す。また製造・物流分野はもとより，様々な分野での利用

研究が進んでいるRFID（Radio Frequency IDentification）

によるソリューションや，小口決済が可能なプリペイド型

のインターネット決済など新しいサービスを生み出す基盤

技術の整備は着実に進んでいます。

企業ユーザにおいては，市場の変化にスピーディーに対

応できる柔軟なマーケティング活動の実現，自社の業務プ

ロセス改革，さらには事業全体としての効果・効率アップ

という視点においてブロードバンドインターネットの活用

ニーズが高まってきています。
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こうした市場環境のなか，BIGLOBEはロイヤリティの

高いお客様と位置付けられるISP会員（インターネット接

続サービス利用会員）とのリレーション強化を核とし，会

員基盤をより強固にしていくとともに，多様なブロードバ

ンドサービス（BBサービス）のプラットフォームを整備す

ることによって，1,000万人を超えるBBサービス会員をこ

のプラットフォームの上に集客していきたいと考えていま

す。この1,000万人超のBBサービス会員をベースに，ブロ

ードバンド時代のキラーアプリケーションを創出する「BB

サービス事業」，特定分野でのメディア価値の向上とコンテ

ンツ／物販を連動したカテゴリーキラーを創出する「メディ

ア＆EC事業」，携帯電話インターネット上での多様なサー

ビスを提供していく「モバイルサービス事業」を展開して

いきます。また，これらの事業の展開により開発され磨か

れた技術／ノウハウ／プラットフォームをベースに企業ユー

ザ向けにサービスを提供する「BIGLOBEビジネスサービ

ス」事業も展開していきます（図）。

以下に重点事業ドメインの方向性について概要を紹介し

ます。

3．重点事業ドメインの戦略

（1）BBサービス事業

コンシューマのインターネット活用の利便性を高めるた

め，コミュニケーションサービスの高付加価値化や，デジ

タル機器との連動サービスの創出に注力していきます。具

体的には，「ウェブリシリーズ」という名称で，ユビキタス

メール環境を実現する「ウェブリメール」や，誰もが簡単

に楽しめるブログサービス「ウェブリブログ」，ブログ機能

付きオンラインフォトアルバム「ウェブリアルバム」など

を提供しています。コミュニケーションサービスでは，こ

うした「ウェブリシリーズ」を核に，いつでもどこでも誰

とでも快適なコミュニケーションがとれる環境作りや，安

心してコミュニケーションできるセキュリティサービスの

充実を図っていきます。

デジタル機器などとの連動サービスについてはすでに，

IPテレビ電話，IP放送，VOD（Video On Demand）などを

手がけていますが，ハードウェアとネットワークサービス

を融合させた新たなソリューションの創出についてもパー

ソナルソリューションビジネスユニット全体として取り組

み始めています。

パーソナルソリューションビジネスユニットは，NECの

なかでコンシューマ関係の事業を集めたユニットです。国

内No.1パソコン「VALUESTAR」「LaVie」や，ネットワ

ーク機器，BIGLOBEのインターネットサービス事業から

なり，コンシューマ機器のノウハウとインターネットサー

ビスのノウハウを融合して，お客様に飛躍的な利便性をも

たらす新たな成長事業の検討を進めています。BIGLOBE

のBBサービスは，こうしたパーソナルソリューションサー

ビスの実現をサービス側の視点で加速していきます。

またBBサービスプラットフォームの強化として，Edy決

済との連携など様々なサービスを支える決済基盤の強化も

行っていきます。

（2）メディア＆EC事業

No.1動画ポータル「BIGLOBEストリーム」のさらなる

強化を中心に，BIGLOBEの各サイトのメディア価値を高

めていきます。またGoogleサーチエンジンにNEC独自技

術を付加した「BIGLOBEサーチ」の強化や，そのサーチ

エンジンとポータルへのアクセスを直接ブラウザに表示さ

せて便利に使える「BIGLOBEツールバー」の強化により，

インターネットのメディア価値を拡大していきます。こう

したメディア価値の拡大と連動して，コンテンツ・ECと

のコラボレーションを推進し，キラーとなるカテゴリを創

出していきます。特定カテゴリであらゆる情報，関連サイ

トとのリンク，関連商品（デジタル商品，リアル商品）が

そろうワンストップソリューションをめざしていきます。

（3）モバイルサービス事業

BIGLOBEでは携帯電話をベースとしたインターネット

関連事業も大きな柱の1つとなっています。単なる携帯電

話に閉じたサービスにとどまらず，たとえばテレビ番組と

連動し携帯電話による反応を集計するなど，これまでにな

いインタラクティブなメディアコラボレーションが始まっ

ており，今後こうした新たなソリューションにチャレンジ

していきます。

さらに携帯電話上でのECへの取り組みや，これまでの

携帯電話サービス事業ノウハウをパッケージ化し，企業ユ

ーザ向けソリューションを提供していくなど，モバイルサ

ービス領域でのトータルサービスプロバイダーをめざしま

す。

（4）ビジネスサービス事業

BIGLOBEはこれまでにコンシューマ向けの事業で様々

な事業アセットを培ってきました。多くの会員資産，その

会員を24時間365日支えるサービスシステム基盤とその構

築ノウハウ，セキュリティ，メディア力，などを磨いてき

ました。

図　BIGLOBEの成長戦略の方向性
Fig. BIGLOBE's growth strategy.
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ブロードバンドをマーケティング領域に活用したいとい

う企業ユーザのニーズや，Web基盤を使って業務プロセス

を改革したいというニーズに対し，これまでBIGLOBEが

培ってきたアセットを活用したより効果的／効率的なサービ

ス｢BIGLOBEビジネスサービス｣を提供していきます。

（5）BIGLOBE事業を支えるインフラ，ユーザサポートの

継続強化

各事業を展開していく上でBIGLOBEの競争優位の核と

なるのが「安心」と「信頼」です。お客様が安心して

BIGLOBEの各種サービスをご活用いただけるよう，イン

フラの継続強化とユーザサポートの品質向上，個人情報保

護の徹底などにいち早く取り組んできました。

インフラ面では，様々なサービスの柔軟で効果的な運用

を可能にするバーチャルデータセンター化やIPv6への対

応，監視／運用の仕組みの強化など，様々なお客様へのサー

ビスパフォーマンスの向上を図るための最新技術の導入を

日々続けています。また24時間365日サービスを運用し続

ける運用ノウハウにもいっそう磨きをかけていきます。

ユーザサポートにおいては，No.1満足度（『日経クリッ

ク』2004年7月号｢プロバイダー実力ランキング－サービス

評価｣）のユーザサポート品質を維持しながら，コールセン

ターのIP化などによりさらなる有効性の向上と効率化を進

めていきます。

お客様が安心してBIGLOBEの各種サービスをご利用い

ただけるよう顧客情報保護対応などセキュリティ面でも今

後も万全の取り組みを行っていきます。

4．むすび

本稿では，BIGLOBEの今後の成長戦略の方向性を紹介

しました。

BIGLOBEは，確固たる事業基盤の継続強化のもと，今

後ともコンシューマ向けの新たな価値創造と，そこで培っ

た会員資産／技術／ノウハウなどのアセットをベースにした

企業ユーザ向けサービスの創出に取り組み，豊かな社会作

りに貢献していきます。
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