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をどう闘うか
連 載 第５回

NGN 時代に通信事業者に
求められる人材マネジメント
通常の技術論ではなく、ビジネス

例えば、これまでは自社の技術・

推進の視点から N G N をどう戦う

サービスや、同業他社のサービスを

アクセンチュア株式会社
通信・ハイテク本部
NTT統括エグゼクティブ
パートナー

知っていることが常識であった。

冨永 孝

か、をテーマにした本連載。
今回は、NGN 推進で通信事業者

しかし、NGNを活用するサービス

に求められる人材マネジメントにつ

は通信事業者が提供するサービスだ

いて考えたい。

けでなく、様々なプレイヤーが参加

本論に入る前に大変恐縮だが、読

アクセンチュア株式会社
通信・ハイテク産業本部
同シニアマネージャー

岩泉 謙吾

人材なき NGN 推進論が招くリスク

し、幾何級数的な広がりを見せる。

者の皆様の常識を確かめたい。次の

そのためインターネット上を走る

通信事業者はこれまでも様々な変

言葉で説明できないものはないか。

サービスやそのトレンド、Web2.0

革を行ってきた。ネットワークのデ

で実現される世界を通信事業者は常

ジタル化でインフラの再構築を行い、

識として知らなくてはいけない。

90年代にはマルチメディアという新
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・ポータル
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せず、大混乱を招くことになる。

現実の顧客応対を想像した時に、

たなコンセプトを社会に提唱し、現

利用者が NGN をどんな使い方をし

実に移動体通信やインターネット、

ているのか、利用の実態が全く把握

データ通信など電話事業に次ぐ新市

出来なければ、顧客との会話が成立

場の創出と事業化を行ってきた。
では NGN も、これまで同様に乗

そのため、通信事業者の人材は、

今の人材の持つ常識を変える
NGNは通信事業者単独では進めら
れず、他事業者とのオープンな接

一人称で顧客に NGN を説明できる

メント如何で、通信事業者が凋落す

よう、常識から再構築が必要だ。

る危険性があると警鐘を鳴らしたい。

時代の流れと
顧客からの見え方

電話局
デジタル化・民営化

続・コラボレーションで進められる。

固定電話

社内での顧客志向

そのため、これまで接点のない異
業種、例えば情報家電メーカーや他

「量」から「サービス」
・
「質」、
「独占」から「競争」へ

と認識していなかったプレイヤー、

1994

通信キャリア

携帯電話、インターネット、
ＮＩ／ＳＩ など

電話ベースソリューション 志向
「電話屋」から
「グローバル情報流通企業グループ」へ

だけでなく、ビジネスを推進する上
での常識が変わる。
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上位レイヤ、ユビキタス、FMC、
通信・放送融合 など

異業種との事業融合志向
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サービスの広がり

NTTの総合力を活かしブロードバンド
・ユビキタスマーケット創造へ

説明し普及を促進
（電話網とインターネットを越えた活用）

ネット
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自社＋/
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NGN

そのため人材に求められるスキル

ＮＧＮプレイヤー の中核
NGN/ICT/上位レイヤー・・・

従来のコミュニケーション中心の通信回

日本
KDD

それも国内だけでなくグローバルプ
レイヤーも含め競合となり得る。

2005

マルチメディア化・再編成・構造改革

自社＋電電ファミリー
（通信機器ベンダー）

のサービスプロバイダー、キャリア
との協業が必要な一方で、従来競合

り切れるのか。NGNは人材のマネジ

自社＋
新サービスパートナー
（デジタル家電メーカー
／コンテンツ業者）

新たなビジネス基盤がＮＧＮに移行し顧客・
サプライヤ・パートナーが従来と大きく変容
社員に求められるスキルだけでなく常
識そのものが大きく変わる
NGN構想の中核に位置する企業の社員
がNGNを一人称で語れることは必須

ステークホルダー
の広がり

図 1 NGN で求められる社員の常識の変化（想定）
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NGN 時代に通信事業者に求められる人材マネジメント

デジタル化やマルチメディア化で

するリスクもある。

は、設備や技術への投資が通信事業

例えば、日本が世界に誇る某大手

者にキャッシュをもたらしてきた。

オーディオ／家電メーカーで、主力

しかし、ブロードバンド通信インフ

事業が低迷し、凋落の烙印を世間か

ラ整備では、通信事業者が投資を行

ら押された企業の例で考えてみる。

ただ、人材作りは時間がかかるた
め、段階的に進めなくてはいけない。

思考と働き方を 180 度変える

いながらも、実際のキャッシュはデ

最先端の経営ガバナンスを採用し、

NGN は外部プレイヤーとのオー

バイスやサービス、コンテンツなど

革新的企業の代表格だった同社だが、

プンな接続で事業が展開され、幾何

のプロバイダーに流れていった。

時の経営者がアナログ時代の終焉を

級数的に戦線が延びるため、通信事

これから通信事業者が NGN へ巨

予感させるフレーズを発信し、ビジ

業者がバリューチェーン全てに満点

額の投資を行うにあたり、インフラ

ョン先行のキーワード型経営をしな

の兵站を準備するのは現実的でな

に投資すればするほど、儲けは他に

がらも、技術者の離反でモノ作りの

い。加えて労働人口が減少する中、

奪われた歴史を繰り返さないため

企業の遺伝子である技術が空洞化し、

人海戦術のオペレーションも困難で

に、ハード（設備、インフラ）以上

市場や顧客から見放された。

ある。

「インターネットは隕石である」

に、ソフト（人材）に投資し強化し
なくては、逃げていったキャッシュ

そのため、通信事業者は何処に自

（恐竜を滅ぼした隕石のように、イ

らのコアコンピタンスを置き、人材

ンターネットは既存の産業体系を滅

を重点配置すべきか、顧客視点で考

ぼす）との認識を持ちながらも、自

え直す必要がある。

は奪い返せない。
加えて、大量退職と少子化による
労働人口の減少を鑑みると、通信事

らが対応できなかった訳である。

そして、顧客満足の全項目で満点
を取るのでなく、顧客満足が総体的

業者だけが量・質ともに豊富な人材

カンパニー制の弊害や、独自規格

を今後も維持し続けることは考えづ

への過剰なこだわりなど、凋落の原

に高まる

らい。既存事業の収入を新たな事業

因は複合的だが、企業ビジョンが企

に切り替えなくてはいけない。

が

カニバリゼーショ

画部門や開発、営業の現場で一人歩

また NGN は外部とのコラボレー

ンが今後加速する中、NGNへの移行

きする一方、具体論に紐解き、地に

ションが前提であり、通信事業者内

の過渡期に、人材マネジメントに失

足をつけて人材を変革できなかった

で阿吽（あうん）の呼吸で進めてい

敗すれば、新たな事業の幕開けに躓

ことも一因ではないかと想定される。

たように仕事が進められない。

くだけでなく、通信事業者が空中分

もちろん家電メーカーと通信事業

勿論、これまでも外部と協業は進

者では事情は異なるが、反面教師と

めてきたが、任せっぱなしか、独自

なる部分もある。しかも、競争環境

仕様やルールを押し付けるか、両極

の激化や、原資となる固定電話収入

端でうまく行かないこともあったの

の減少を鑑みると、人材に従来のよ

ではないか。

共食いする

解するホラーストーリーもあり得る。

インターネットは隕石と
認識しながら
NGNは「次世代」という名を冠し
ている通り、やもするとビジョン先

うに時間もお金もかけられず、ハー
ドルは更に高い。

行の割に具体的なサービスやビジネ

NGNは世に提唱する大変革として

スモデルが見えづらいと言われる。

ビジョンは当然必要だが、人材は、

また、技術論は活発だが、人材は

具体的な目標や要件に落とし込んで、

それほど議論されず、このまま人材

ポイントを押さえ、地に足着いた人

の具体論がなされなければ、通信事

材作りを行わないと、通信事業者も、

業者が長年培ってきた遺伝子が崩壊

自らの遺伝子を崩壊しかねない。
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賢い 80 点

を取る思考

それは協業の管理方法に課題があ
り、マネジメントの方法論を確立し、
それに沿った人材育成が必要である。

仕事の「共通言語」を作る
前述のように NGN では、常識も
変われば、思考や働き方も変わる。
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をどう闘うか
そのため、何を指針に仕事を進める

マネージング

ジャーニー・マネジメント

のか、仕事の進め方の「共通言語」

プログラム管理
プロジェクト管理

戦略

を作り直さなくてはいけない。
ここでいう「共通言語」を分りや
すく理解して頂けるよう、弊社の共

戦略方針

人・組織

IT

ビジネス
診断

通言語であるビジネスインテグレー

ビジネス・
アーキ
テクチャ オペレー
ション
戦略

ケイパビ
リティ
分析

プランニング

ションの方法論をご紹介したい。

業務
プロセス

ケイパビ ケイパビ
リティ・ リティ・
リリースの
リリース 構築と
設計
テスト

展開・
定着化

デリバリング

サービス・オペレーション

NGNでは、戦略からオペレーショ

アプリケーション・マネジメント

オペレーティング

ンを見直し、人材・組織・ITを再構
図 2 BI メソドロジーの全体図（概略）

築が必要なことを前回説明した。
例えばそれを実際に進める場合、

話以外の事業化が進み、事業・サー

そのため、これまで研究開発部門

どう新たな戦略をオペレーションに

ビス別の人材育成へとシフトした。

主導だったが、顧客の専門家と混合

落し込んで人材、組織、IT を設計

では NGN ではどんな人材育成が

し、そのために何を調査・分析する
のか、誰がどこまでを担当するのか、

した人材配置が良いだろう。

必要なのか。
NGN は、固定電話や携帯電話、 【成長前期】

具体的な手順や取り決めがなくて

インターネットなどの延長線に存在

顧客の裾野を拡大するステージ

は、実施する人によってバラバラに

する単一事業でなく、従来の事業を

で、顧客が何故その商品を必要とす

なる。

NGN を活用してシナジーさせなが

るのか、顧客が購入する必然性を分

ら、そこに New サービスを加えて

析し、その必然性を満たすのに他に

全体を高める事業と考える。

必要な商品を目利きし、パッケージ

弊社は、戦略から人・組織、プロ
セス、IT を統合させ、企業価値を
創出する方法論を、全社員の共通言

そのため、様々なライフサイクル

語として全世界で活用し、成果物の

に位置する事業を管理しながら、全

品質をいつ、どこで、誰が作っても

体を高める必要がある。

一定レベルに保っている。
また、この方法論のもう 1 つの特
徴は、計画から実行、運用と全体の
マネジメントという事業のフェーズ

化できる人材が必要となる。
これまで企画部門主導で進められ
たが、現場で顧客と接点のある人材
を登用することも必要であろう。

よって、人材育成も事業のフェー

また、事業が急激に立ち上がため、

ズ毎に行わなくてはいけない。

営業に重点を置く割に、デリバリー、

以下では、事業フェーズ毎の人材

アフターケアなどが追いつかず顧客

要件について、言及したい。

を全て網羅していることである。
今後、仕事の進め方の全体像を各

を混乱させるリスクが高い。
【導入期】

そのためオペレーションに長け、

人が共有して円滑に進め、無駄なエ

このステージの壁は、技術と事業

ネルギーや手戻りをなくすような仕

化の間にあるデスバレー（死の谷）

事の共通言語を確立すべきと考える。

であり、先進的な顧客から市場の幹
線道路に橋渡しができる人材が必要

ライフサイクル別に人材を育成する

である。
例えば法人であれば、新しい技術

これまで人材育成は、開発や営業、

既存オペレーションとの共通化を設
計できる人材も加えるべきだ。
【成長後期】
このステージでは、競合との競争
の激化を受け、自社の強みを分析し、

や商品の先行導入企業の業種業界を

差別化戦略が作れる人材が必要だ。

共通業務など、ファンクション別の

徹底して研究し、次の市場の目利き

また、顧客単価を上げるため、事

育成が主流であった。また、固定電

のできる人材が必要となる。
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NGN 時代に通信事業者に求められる人材マネジメント

の収益も大きく、従事している人材

選択肢となり得るので、国内と海外

った煮にしてしまっては、それぞれ

にも一日の長もあり、実際は事業間

の間に立ち、異文化の人材の特性も

の美味しさが失われることが多い。

で協力しづらい。

理解しながら、業務品質をマネージ
できる人材も必要になる。

そのため、組織の壁を取り払って

特に、導入期を担ってきた人材は、
成長期のマネジメントの仕方を押し
付けると実力が発揮されないだけで

人材を交流させ、顧客ニーズに基づ
く事業のバンドルができる調整能力

導入期から成長期への移行が肝

に長けた人材が必要である。

なく、離反しかねない。
そのため、野性の馬や生まれたば

【成熟／衰退期】
このステージは、O P E X
（Operating Expense ：設備維持費

通信事業者が今後 New サービス

かりの馬を、競走馬として表舞台に

を打って出る際に、導入期から成長

出すホースブレーカーのような人材

期へのデスバレーを超えることが大

が必要だ。

きな課題と想定される。

つまり、組織の壁をあえて作りな

用）や、CAPEX（Capital Expen-

ただ、導入期と成長期両者の事業

がら、事業を軌道に乗せる成長管理

diture ：設備投資費用）の削減が命

を万能に出来る人材は通常おらず、

と、人材をうまく移行できる事業プ

題だが、既存顧客へのサービスレベ

またその育成は難しい。

ロモーターが必要だ。

ルを急激に下げることなく、抜本的

導入期と成長期では求められる人

なコスト削減が求められる。

材の特性も、管理の仕方も異なる。

内なる人材の育成をすべき

（左：導入期、右：成長期以降）

そのため事業を粛々とこなすだけ
でなく、業務改善に留まらないゼロ

・革新性・夢 vs 利益・売上

ベースの業務改革・BPRを実践でき

・新規性 vs 事業の成長性

な事業毎に様々な人材を育成すること

る人材を交えることが必要となる。

・散弾型 vs 計画経済型

が必要となり、カメレオンのような組

・製品重視 vs 市場性重視

また人材コストの構造を変えるた
め、海外へのアウトソーシングも、

等

そのため、両者の人材も事業もご

通信事業者は、画一的でなく、様々

織体になることが求められる。
また、人材を簡単に外に求めるの
でなく、内部で適材を見つけ出し、

NGNは通信事業者の成長カーブを一段上げる存在

的確に育てることがより重要である
ことを忘れてはならない。

FTTH

成長段階

×

FMC

NGN

導入期

事業特性
事業特性

基本戦略
基本戦略

求められる
求められる
人材
人材

製品が市場に導入され、
売上がゆっくりと成長。
導入コストが
大きく、利益はでない
Creation重視
様々な先進技術・アイ
デアに基づくビジネス
を創出し、先駆者イメージ
を確立

デ
ス
バ
レ
ー
︵
死
の
谷
︶

ポータル
電話

ひかり
電話

IP-VPN

ISP
事業
プラット
フォーム

固定
電話

専用線

セキュリティ

成長前期

成長後期

急激に市場に受け入
れられ、市場も形成さ
れ競合も出始めなが
ら売上・利益とも向上

潜在的な顧客は開拓
され、競合他社と過当
競争が始まり、成長は
鈍化

Promotion/Delivery重視
必要十分なリソース・ケイパビリティ
を確保する一方で、顧客視
点からの新たなバリュー
パッケージの創出

携帯
電話

顧客目線で付加価値
を理解できる人材

競合を知り、差別化
を検討できる人材

BPR・業務改革の
できる人材

次の市場の目利き
のできる人材

オペレーションを設計
し実行できる人材

事業間の利害関係
を調整できる人材

海外のオフショアな
どを管理できる人材
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は自ずと集まる。

市場の成長性、収益性に
乏しく、競合も撤退し始め、
売上・利益ともにジリ貧の
傾向が加速

マーケットと仮説
検証ができる人材

図 3 事業のライフサイクル別の人材要件

化するが、多彩な人材を持ち、適材
適所の育成ができる組織にこそ人材

成熟／衰退期

Delivery/Retention重視 Retention重視
競合との差別化領域に 本格化する価格競争に、
フォーカスし他領域は合理 必要最小限の投資で
化（価格競争の対応）し、リターン維持を目指し、同
顧客ニーズに基くバンドル 時に事業遷移も視野に

事業の成長管理の
出来る事業プロモーター

今後、企業の人材の獲得競争が激

お問い合せ先

アクセンチュア株式会社
通信・ハイテク本部
NTT 統括エグゼクティブパートナー
冨永 孝
takashi.tominaga@accenture.com
同シニアマネージャー
岩泉 謙吾
kengo.iwaizumi@accenture.com
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