通信費のコスト削減を
「後回し」にしない！
企業のホンネから見えた改善ポイント

はじめに/調査概要
業種や規模にかかわらず、
どんな企業でもコスト削減は重要な課題です。
日々、
頭を悩ませている方も
多いのではないでしょうか。
業務コストの中でも実は無視できないのが通信費。
しかし、通信費は見直しに手間がかかることや、
見直す必要性に気づいていないこと、他に優先すべき削減費用があるなど、
「後回し」
になってしまっ
ているのが現状のようです。
今回、企業でコスト管理に携わっている方々を対象に、通信費に関するアンケートを行いました。
アン
ケートで見えてきた
「企業のホンネ」
を踏まえ、専門家としての視点で通信費削減にどのように取り
組むべきか考察します。
貴社の経営資源を有効活用するため、
通信費について考えるきっかけにしていただけますと幸いです。

調査概要
本書記載の
「通信費に関する実態調査」
は以下の要領で実施しました。

■回答者プロフィール
（本調査）
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80%以上の企業が、通信費削減のための
取り組みを日常的に行っていない！
【図1】
あなたの会社では、通信費削減のための取り組みを行っていますか？
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通信費削減の取り組みを行っている企業も、年に1回のタイミングにとどまっている
業務を円滑に進めるために欠かせないのが携帯電話。最近では従業員全員に会社名義の携帯電話を
持たせる企業も増え、
企業が負担する通信費は肥大化しています。
コストを少しでも削減して、
その分を
他の経費に回したいというのはどの企業でも考えていることではないでしょうか。
しかし、
当社が行ったアンケートでは、通信費削減の取り組みを
「日常的に
（半年に数回程度）行って
いる」
と回答した企業はわずか18.1%でした。
ちなみに、回答者の所属部署別に見ても、通信費削減の
取り組みを
「日常的に
（半年に数回程度）行っている」
と回答した割合に大きな違いはありません。
80%以上の企業が、通信費削減の取り組みを日常的に行っていないという結果が見えてきました。
日常的にではなくても、通信費削減の取り組みを行っている企業はあります。
「定期的に
（1年に1回程
度）行っている」
と回答した企業は全体の25.1%、
「定期的に
（半年に1回程度）行っている」
と回答した
企業は全体の11.8%でした。
ただし、見直しは年次決算や新年度などのタイミングにとどまっている
ようです。
一方で、
「特に何も行っていない」
との回答は全体の32.6%に上りました。
企業としてはコストを削減したいはずなのに、通信費削減の取り組みを行っていないのはどういった
理由からなのでしょうか。

通信費削減の取り組みを行わない理由は？
【図2】通信費削減の取り組みを行わない理由は？
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通信費削減の取り組みを行わない理由は

「必要性を感じない」
「やり方がわからない」
「効果が見込めない」
通信費削減の取り組みを
「特に何も行っていない」
と回答した企業に対して、
取り組みを行わない理由を
調査したところ、
最も多かったのは
「取り組む必要性を感じないから」
（43.5％）
という回答でした。
さら
に、
「やり方がわからないから」
「効果が見込めないと思うから」
（17.6％）
と続きます。
通信費の削減に取り組む必要性は本当にないのでしょうか。通信費について検討する時間が十分に
とれないために、削減できる可能性に気がついていないだけかもしれません。
また、取り組みを行いた
いと考えていても
「やり方がわからない」
「 効果が不安」
という理由で後回しにしてしまっているとも
考えられます。
ここでご紹介したいのは、
同じような悩みを抱えていたけれども、専門家に依頼して通信費削減の取り
組みに成功した事例です。
お 客 様 の 声
通信費に関しては
「業務上必要なものだから削減はできないだろう」
と諦
めていましたが、専門家のサービス導入でコスト削減に成功しました。
行政機関
回線数200以上

端末の種類も多く、複数のキャリアと契約しているので通信費削減のやり
方は見当もつきませんでした。
しかし、専門家に依頼したら通信費が大幅に
安くなりました。
メーカー
回線数200以上

実際に通信費の削減に取り組んだ企業は
効果を実感している！
【図3】通信費削減の取り組みに対して効果はありましたか？（n=182）
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通信費削減の取り組みを行っている企業の75%以上が効果を実感
通信費削減の取り組みを行っている企業の75.3%が、
「効果があった」
または
「やや効果があった」
と
回答しています。
「通信費の削減に取り組む必要性はない」
と思っていても、実際に取り組んでみれば効果が出る可能
性が高いということです。
また、
「やり方がわからない」
という理由で取り組みを行わないのは、
コスト削減の機会をみすみす見落
としていることにほかなりません。
通信業界は日々進歩し、通信機器も料金プランも次々に新しいものが登場します。それを使用する
企業のビジネス状況も常に変化していきます。
通信費削減の取り組みを後回しにしていると、知らないうちに無駄な通信費を払っていることになって
しまい、
コスト増につながっている可能性もあるのです。

通信費の削減は難しくない！
ここまでの調査で見えてきたのは、
「やり方がわからない」
「効果が不安」
といった理由で通信費の削減が
敬遠されがちだということです。
しかし、
通信費の削減は、
取り組み次第で効果が出やすいということも
わかりました。
コツをつかめば削減しやすいのが通信費。
そのコツをご紹介します。

通信費を見るポイント
請求書をすべて集めてデータ化する
請求書を集めただけでは不十分。
フォーマットがバラバラのままでは分析できません。
そこで重要になってくるのがデータ化の作業です。

利用しているサービスの契約内容を確認する
契約の種類と内容、契約期間・更新月、契約台数等の適用条件を確認します。
現状を把握することによって、通信費を削減する方法が見えてきます。

通信費の継続的なメンテナンス
1つの方法を1回行っただけで終わるのではなく、
複数の方法を組み合わせながら通信費の見直しを
継続的に行いましょう。
例えば以下のような方法があります。
● 料金プランの最適化
● 最適なサービスの利用
● 契約内容を見直す
● キャリアを変える
● 不要な回線・オプション・サービスをやめる
● 管理・運用を変える
● システム・構成を見直す

通信費削減はパートナー選びが重要！
通信費削減の手順の一つ一つは決して難しいことではありません。上に挙げたことを実行すれば
削減は可能です。
しかし、
すべてを社内のリソースのみで行うのは難しいという企業も多いのではないでしょうか。
経理担当者の交代が多いと通信費削減のノウハウが引き継がれないという問題もあります。
社内のリソースを割くことなく通信費を最適化するには、
どういった業者に依頼するかが重要にな
ります。

通信費削減の具体的な取り組みは？
今回の調査では、通信費削減の取り組みを行っていると回答した企業の75%以上が効果を実感して
いることがわかりました。
それでは、
これらの企業はこれ以上削減する余地はないのでしょうか。
そこで、
取り組みを行っている企業に対して、
具体的な取り組みの内容を調査しました。

対象としているのは固定電話や携帯電話の通信費
どのような取り組みを行っている
かについての回答は
「固定電話の
削減」が57.7%、
「携帯電話の削
減」
が50%でした。
取り組みを行っている企業の半
数以上が、固定電話や携帯電話
の通信費を対象としていることが
わかります。

【図4】通信費削減のために、
どのような取り組みを行っていますか？
（n=182 複数回答可）
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通信費削減の方法は不要回線廃止や利用プランの見直しが多い
通信費削減の方法は「不要回線
廃止」(60.4%)が最も多く、
「利
用プラン変更」(51.6%)が続き
ました。
まずは不要回線を廃止して無駄を

【図5】通信費削減の方法を具体的に教えてください。
（n=182 複数回答可）
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専門家への依頼で、さらに改善できる余地あり！

通信費削減の取り組みを行って
いる企業を対象に、削減を依頼し
た業者を調査したところ、
「 通信
キャリア」(45.1%)が最も多く、
「通信代理店」(35.7%)と続きま
した。
「コンサルタント会 社 」は
24.2%にとどまりました。

【図6】通信費削減をどのような業者に依頼しましたか？
（n=182 複数回答可）
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【図3】
では、
通信費削減の取り組みを行っている企業の75.3%が効果を実感していました。
通信費削減の方法は不要回線廃止や利用プラン変更が多く、削減のパートナーは通信キャリアや
通信代理店が多いという結果が出ました。
しかし、
コスト削減としてはそれだけで十分といえるの
でしょうか。
回線数を減らし、利用プランを安いものに変更すれば通信費は削減できますが、
「 必要なときに
電話が使えない」
など、事業の実態に即していなければ意味がありません。
また、通信キャリアや通信代理店に通信費削減を依頼する場合、企業で契約しているすべての
キャリアに対応できるかどうかも重要です。一部のキャリアしか対応していないと削減効果が見込
めないためです。
通信コスト最適化の専門家なら、複数キャリアに対応可能なだけでなく、専門家ならではの視点で
改善の余地を発見します。
実際に、社内で通信費削減の取り組みを行っていた企業が専門家に依頼して、費用対効果の高い
料金プランを提案してもらい、
さらにコスト削減できたという事例もあります。

インボイスのサービス導入で通信費の削減
通信コスト最適化の専門家であるインボイスのサービスなら、
通信費削減のポイントが明確に見える
ようになります。

社内の経理担当者に負担がかかりません。

専門用語の多い通信費の内訳も仕分けしてすっきりデータ化。通信費支払いの回数が減り、
手間が省けます。

複雑な通信費を可視化・集計し、最適化をご提案します。
サービス導入時だけでなく、継続的
に分析を行い、常に最適な状態を保ちます。

通信費の大きな変動があった場合は原因を突き止め、対処法をご提案します。

料金明細や各種統計データをいつでも確認できます。ExcelやCSVなどの加工しやすい形式
でダウンロードも可能。

削減の効果を把握しやすく、経営層への報告もスムーズです。

月1回、通信費の削減に関する情報をメールでお送りしています。

お 客 様 の 声
請求書を1通にまとめ、請求内容を見える化して分析してもらったことで、
お得なプランへの切り替えが可能だとわかりました。通信サービス全体の
最適化によって無駄な支払いがなくなり、
大幅なコスト削減に成功しました。
通信費に関するデータを見たいときも、
ポータルサイトからすぐに入手できる
ので助かっています。
メーカー
回線数200以上

ま と め
通信費のコスト削減を「後回し」にしない
通信費削減の取り組みを「行っていない」
「すでに行っている」、
どちらの企業も改善の余地あり！
取り組みを行っていない
企業のホンネ

すでに取り組みを行っている
企業のホンネ

● 取り組みを行わない理由は
「必要性を感じ

● 多くの企業が年1回の取り組みにとどまっ

ない」
「 効果が見込めない」
「やり方がわか
らない」

ている
● 削減方法は
「不要回線の廃止」
「料金プラン

通信費の削減は難しいことではありません。

効果を不安に思いながらも取り組みを行い、

の変更」
●

コスト削減に成功した事例もあります。

通信費削減の取り組みを行った企業の75%
以上が効果を実感しています。

パートナーは「通信キャリア」
「 通信代理
店」。業者に依頼せず、社内ですべて行って
いる企業も多い

新たな取り組みでさらにコストを削減できた
事例もあります。

通信費削減のポイント
●
●

請求書を集めてデータ化し、利用しているサービスの契約内容を確認する
1回で終わらせず、継続的に通信費の見直しを行う

専門家が分析することで、
さらに通信費を削減できる
●

通信費削減については
「現状の取り組みで十分」
と思っていませんか。取り組みを行っている
企業でも、
まだまだ削減の余地があります。

●

通信キャリアや通信代理店に交渉して料金プランの割引をしてもらうことが本当のコスト削
減ではありません。通信費の最適化を行うことがコスト削減への近道です。

●

通信コスト最適化の専門家は、通信費のすべてを可視化・集計し、事業運営状況も理解した
上で、
ビジネスを円滑に行う前提でのコスト削減・最適化を提案いたします。
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〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13
TEL 03-6408-2600

NBF高輪ビル2F

