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西川　当社でもオープン化の潮流の

中で、“異機種間でのデータ連携“と

いうニーズに早くから注目し

「HULFT」を提供しておりました。

NEC様とは、「HULFT」の販売当初

からお付き合させていただいてお

り、NEC様のご協力もあってこの領

域ではデファクト製品として認知さ

れております。今後さらなる成長を

続けるために、運用面での強化をは

かり「HULFT」をソリューションと

して提供することで、お客様への付

加価値を高めていけるのではないか

と考え、WebSAM WORKSに参加

させていただいた次第です。

森　顧客の大多数がオープンシステ

森　2002年より「WebSAM」のパー

トナー制度を立ち上げておりましたが、

「WebSAM」だけでなく「InfoCage」

や「WebOTX」、「CLUSTERPRO」

なども含めたNECのソフトウェア・

パートナー制度の発足に伴って、

2006年に従来のパートナー制度を

さらに拡張し、より密接な製品連

携とビジネス拡大を実現させる

WebSAM WORKSに移行しまし

た。

　WebSAM WORKSでは、パート

ナー様の力も借りて、「WebSAM」

やパートナー様の強みを活かしつ

つ、信頼性の高いシステムとシンプ

ルに導入・運用できるソリューショ

ンをお客様の手元に届けることが

できると考えています。

内野　当社が提供している帳票基盤

ソリューション「Super Visual 

Formade（SVF）」は、企業システ

ムのオープン化、Web化という潮流

の中で、非常にいいポジションを獲

得できています。「帳票が出ないと

業務が止まる」というお客様も多く、

ミッションクリティカルな活用をさ

れ始めています。その中で、ネット

ワークやサーバを含め、企業システ

ムのダウンタイムを最小にしたいと

いう要望が強くなっているのは確か

です。

　SVFは、2005年からNEC様にOEM

提供していますが、このミッション

クリティカルな活用ニーズは当社の

製品だけではカバーすることができ

ません。「WebSAM」とコラボレー

ションすることで、汎用機並みの信

頼性をオープン系システムで実現で

きるようになると考え、WebSAM 

WORKSに参加しました。

強みを活かす
WebSAM WORKS

WebSAM WORKSの立ち上げの意
図や参加の経緯について教えてくだ
さい。

　ミッションクリティカルな基幹業務にも、オープンシステムの導入が増えている。オープンなシステムが
ゆえ、標準化とその運用が利用する側にとって難しくなってきている。そのため、ベンダや企業間の協業
や製品連携も進んでいるのは、当然と言えよう。本格的にパートナービジネスが加速していく中、NECの
パートナー制度「WebSAM WORKS」は実績を上げており、市場と顧客からも注目されている。NEC・
第一システムソフトウェア事業部・事業部長 森 正氏と、WebSAM WORKSパートナーであるセゾン情
報システムズ・取締役 HULFT開発センター長 西川 信次 氏、ウイングアーク テクノロジーズ・代表取締
役社長 内野 弘幸 氏による3社鼎談を行った。

市場を牽引する
WebSAM WORKS
製品・SI・販売、それぞれでコラボレーションし、シナジー効果を創出

WORKSがもたらす
ビジネスチャンスとは

パートナービジネスがもたらすビジ
ネスチャンスとは、どのようなもの
なのでしょうか？
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す。お客様にとって非常に付加価

値の高い安心できる高信頼なシス

テムと言えるでしょう。

　「WebSAM」を扱っているSIer

の方にも、「SVF」をはじめとする

製品とのコラボレーションモデルが

あることをアピールし、ビジネスの

さらなる拡張と発展をしていきたい

ですね。

西川　我々はパートナー間接販売が

メインなので、NEC様が「HULFT」

の提案をしていく過程でのお客様か

らのニーズや問題点などの生の声

を、より詳しい状態で提供していた

だいているのが強みになります。

　NEC様の品質に厳しいお客様か

らの声をいただくことで、製品への

フィードバックを行い、より信頼性

を高め、販売しやすいソリューショ

ンを目指しています。お互いの「強

み」をさらに強化するという意味

でも、今後も継続したWebSAM 

WORKS活動を実施していきます。

森　WebSAM WORKSの パ ート

ナー様は、セゾン情報システムズ

様、ウイングアーク テクノロジー

ズ様をはじめとして、それぞれ、日

本の厳しいお客様の要望に応える

品質を提供し、高い評価を獲得し

ています。

 今後は、さらに成果が上がるよう

に、パートナー様同士がお互いの

強みを結びつけたソリューション

を提供するといった、NECがハブ

となり大きな輪を広げるような展

開をしていきたいと考えていま

す。

　SMB市場での販売力強化、SaaS

対 応、海外展開、当社の他の

WORKS活動との横連携も深めて

いきます。

　WebSAM WORKSをさらに充実

させ、参加していただいている各社

のビジネス拡大と貢献をNECが牽引

して提供したいと考えます。

ムである現在、自社だけでビジネス

を行うことは難しくなってきていま

す。当社の信頼性の高い製品を活用

することで、パートナー様のビジネ

ス拡大に貢献できると考えてます。

WebSAM WORKSの活動は、製品

間の連携だけではなく、販売やSIer

などを含め、パートナー様間でさま

ざまな連携を図り、シナジー効果を

出していきます。

西川　当社だけでは、参入できない

市場に対してもWebSAM WORKS

の枠組みを活用することで、参入で

きるようになりました。NEC様の全

国に人材を配置した販売力とサポー

ト力で、「HULFT」の全国展開を強

力にご支援いただいています。

　一方、NEC様にとっては、自社の

ハードウェアに「HULFT」などの

ソフトウェアを付加して販売した

り、「HULFT」が導入されている既

存システムへWebSAMを活用した

強化や追加ができるため、提案の幅

も広がります。これは、双方にメリッ

トがあると考えています。

森　販売に関して言えば、当社にも

今後開拓が必須となるSMB領域が

あります。この領域に対しても、パー

トナー様とコラボレーションする

ことで、展開することができるよ

うになりました。当社だけではSI

構築や提案が難しい顧客に対して、

WebSAM WORKSの枠組みで組み

込み販売することができるようにな

りつつあります。

内野　当社にはWARPというパート

ナープログラムがあり、NEC様は、

当社製品と連携する「アライアンス

パートナー」であり、当社製品を構

築・販売する「インテグレーション

パートナー」でもあります。当社だ

けでは、価値を出せないことでも、

ソリューションやビジネス拡張など、

パートナー様との協業で、さらに価

値のある企業システムを提供できる

ことが多いはずです。

内野　オープン化が進み、汎用機全

盛の時代とは異なり、メーカーが

ハードウェア、ミドルウェア、ソフ

トウェアまで、すべて揃えることは

不可能になっています。しかし、お

客様は汎用機と同様の品質を求める

傾向が強いのではないでしょうか。

その中でシステムの安定稼働を実現

し、お客様の運用を容易にする

「WebSAM」は、非常に重要なソ

リューションであると考えます。

森　おかげさまで、「WebSAM」の

市場での認知も進んでおり、国産の

統合運用管理ソフトウェアベンダ3

強の1社として数えられるまでにな

りました。パートナー様とのコラボ

レーションでお客様に提案していた

だく事例など、メディアへの露出も

増えています。いろんな意味で知名

度が高まってきていると実感してい

ます。また「WebSAM」について

言えば、障害が発生したときに、誰

でも簡単に対処方法や対処履歴を参

照できる「ナレッジ」が、顧客に高

く評価されています。

西川　NEC様と共同で開発した

「HULFT」の「標準ナレッジ」は、

エラーコードではわからない対処

方法まで表示できるので、お客様

からも非常に喜ばれています。

「WebSAM」は、運用ツールの枠組

みを超えた統合運用管理を実現して

いるソリューションだと実感してい

ます。

森　マーケティング活動や販売活動

以外の技術サポートでも、パート

ナー様とは「本音」でお話させてい

ただいています。率直な意見を交わ

すことで、非常にいいサイクルが作

り出せています。

西川　確かに、コミュニケーション

が親密だと思います。技術サポート

も一緒にコミュニケーションをとっ

ていますし、日本の顧客は一番品質

に厳しいですから、お客様の声を製

品に反映することが相互のメリット

になっていると思います。

内野　WebSAM WORKSの場合、

製品間連携はもちろん、製品の情報

交流やパートナー間の交流が深いと

思います。要望などもストレートに

伝わるので、より良質なシステムを

提供できる可能性も高くなっていま

す。この相乗効果は非常に大きいメ

リットです。

森　体裁ばかり気にしていても仕方

がないですからね。当社、パートナー

様、お客様それぞれがWin－Win－

Winの関係でいられるというのが重

要です。

内野　お客様のシステム運用を安定

的に稼働させるノウハウは当社だけ

で提供できるものではありません。

この部分でお客様の支援は、当社だ

けでは難しいのです。これは、

「WebSAM」が長年積み上げたノ

ウハウや顧客への導入実績から

の経験が活かされる部分だと思

います。

　「WebSAM」と連携することで、

お客様のシステムの安定感が増

し、障害時の手当も迅速に行えま

お客様が求めるソリューションとは、
どのようなものなのでしょうか？

WORKSというパートナー制度が非
常にうまく機能しているように見え
ますが、その秘訣は？

それぞれのメリットを最大化する
WORKSですが、ビジネスをさらに
拡大するためには何が必要でしょう
か？

この特集記事は、週刊BCN 2008年7月14日発行Vol.1243に掲載されたものです。

■WebSAM WORKS

http://www.nec.co.jp/WebSAM/partner/

■WebSAM WORKSパートナー

ウイングアーク テクノロジーズ 

http://www.wingarc.com/

セゾン情報システムズ 

http://home.saison.co.jp/

NEC WebSAM WORKS（パートナー制度）

技術支援・販売支援

NEC

SIパートナー様

提案・構築・販売

販売パートナー様

提案・販売

連携パートナー様

WebSAM連携製品

WebSAM＋ISV製品

コラボレーションコラボレーション

IHV・ISV様がWebSAMとの製品連携により、お客様へ提供するソリューションを拡大する制度です。
さらに、販売やSierなどパートナー様間の連携を実現します。


