
44 ビジネスコミュニケーション 2010 Vol.47 No.12

ウド時代になるのではなく、徐々に

花開いていくのではないかと捉えて

います。お客様視点のクラウドとは、

使いたいサービスが使いたい時に使

えて、必要なサービスを組み合わせ

て利用できることが重要であり、

NTTコムでは、確実にお客様にメ

リットを実感していただける形でク

ラウドサービスを展開していきたい

と考えています。その中でも、クラ

ウドサービスから、ネットワーク、

デバイスまでのトータルなワンスト

ップオペレーションを実現するとい

うのが私どもカスタマサービス部の

役割です（図１参照）。これまでは、

サービスを創出することが先で、ど

ちらかというとオペレーションは後

から付いてくるという考え方が主流

でしたが、今後はオペレーションそ

のものをサービスにしようと考えて

います。そのために、オペレーショ

ンに対しても積極的にICTの力を活

用して、お客様個別のご要望にお応

えしていく取組みを行っていきま

す。お客様目線でのオペレーション

の近代化、オペレーション価値の向

上に最大限注力する方

針です。

－オペレーション近

代化・価値向上に向け

て、どのようなことを

お考えですか。

舩橋 今までは、各サ

ービスを単品でご利用

いただいていたため、

回線・サービスごとの

オペレーションフロー

でも対応ができていま

－本日は、クラウド時代における

次世代のオペレーションをテーマ

に、最近のNTTコミュニケーショ

ンズ（以下、NTTコム）様の取組

みをお聞きしたいと思いますが、は

じめにNTTコム様が実現するクラ

ウドの特長とそれに対応したカスタ

マサービス部様のお考えからお聞か

せ。

舩橋 クラウドサービスに対するお

客様の期待は非常に大きいものがあ

りますが、一足飛びに本格的なクラ
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図1 NTTコムのクラウドが実現するもの
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―本日は、クラウド時代における次

世代のオペレーションをテーマに、

最近のNTTコミュニケーションズ

（以下、NTTコム）の取組みをお聞

きしたいと思いますが、はじめに

NTTコム様が実現するクラウドの特

長とそれに対応したカスタマサービ

ス部様のお考えからお聞かせくださ

い。

―オペレーション近代

化・価値向上に向けて、

どのようなことをお考え

ですか。
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したが、クラウド時代になり複数の

サービスを組み合わせてご利用いた

だくことが多くなった現在では、従

来の一律的なオペレーションの仕組

みを変革する必要があります。まず、

サービスやお客様情報を、ご利用形

態などお客様視点でまとめて見える

化します。一例を挙げると、今まで

はお客様に非常に長い回線番号をお

申出いただいて、回線番号をベース

に状態を確認するというのが基本で

したが、今後は、例えばお客様の拠

点・工場名などお客様が普段お使い

になる言葉でお申出いただいても対

応できるようにしたいと考えていま

す（図 2参照）。また、お客様とご

相談しながらオペレーションフロー

を決めていくといった仕組みを目指

しています。

－お客様ごとにオペレーションフ

ローを作成されるのですか。

舩橋 まずは、これまで培ったノウ

ハウを活かして、よりレベルの高い

オペレーションフローを新標準と

し、これをベースに必要なところは

カスタマイズさせていただくことを

考えています。また、通信状態をリ

アルタイムでモニタリングするなど

のプロアクティブな対応も実現した

いと考えています。

－トータルなワンストップオペレ

ーションを実現するためのシステム

等も構築されているのでしょうか。

舩橋 新たなオペレーションを支え

るために、例えば、オペレーターが

お客様のご利用形態情報を一目で把

握できるシステムや、お客様毎にカ

スタマイズしたオペレーションフロー

にしたがってナビゲートするシステ

ム、トラフィックの状態をモニタリ

ングし、劣化や高負荷など通信品質

を確認できるシステムの構築を進め

ています。これらシステム類の仕掛

けは既に出来ており、現在は運用に

向けて準備をしているところです。

また、当面の課題として、お客様情

報のデータベース整備に取り組んで

います。グローバルのお客様を含め、

データベースを整備するというの

は、お客様情報の最新化だけでなく、

その後の変更管理

などの仕組みづく

りも必要ですので

非常に大変ですが、

これを実現しない

とシームレスでの

トータル・ワンス

トップオペレーシ

ョンは実現できま

せんので頑張って

整備して、一通り

完了し次第お客様

に雛形を見ていただこうと考えてい

ます。

－お客様とつながる手段として、

どのようなことをお考えですか。

舩橋 お客様により早く・正確に情

報をお伝えするために、お客様シス

テムとつながる２つのオペレーショ

ンインタフェースを提供します。１

つは、ポータル型のオペレーション

インタフェースです。Webのポー

タル画面でお客様毎の情報を提供す

るほか、将来的には、ポータル画面

からNTTコムへの故障手配が行え

るようにします。また、全世界どこ

からでも対応できるようにオペレー

ション自体もクラウド上で展開し、

PC以外の携帯端末で見ていただけ

るような情報の加工・整理も行って

いきたいと考えています。

もう１つは、お客様とNTTコム

のシステムを接続するオペレーショ

ンシステム連携サービスです。これ

は、人手を介さず、お客様のシステ
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オンサイトオペレーションの強化の

２つの観点で社内プロセスの強化を

図っています（図３参照）。クラウ

ドサービスの拡大により、サーバ等

への ITオペレーション業務が複雑

化し、業務量も増えています。そこ

で、当社では、ITオペレーション

を効率的かつ正確に行うため、IT

オペレーションの自働化に取り組ん

でいます。自働化することにより、

今まで人手で行っていた作業を出来

るだけAutomation化し、限りある

人材をより専門的かつ創造的な業務

で活用できるよう

になります。その

意味をこめて、私

どもでは、“自動化”

をニンベンのつけ

た“自働化”とよ

んでいます。

また、オンサイ

トオペレーション

の強化に関して具

体例を挙げると、

「ワイヤレスレスキ

ュー」という仕組

みを検討しています。これは、作業

員駆け付け時に、モバイル回線を利

用して仮復旧を行うことにより、最

低限の重要業務を素早く復旧できる

という仕組みです。

――最後に、グローバル品質向上

に向けた取組みをお聞かせくださ

舩橋 NTTコム品質（日本品質）

でグローバルにワンストップでつな

ぎ続けるためには、各地域の現地キ

ャリア（通信事業者）との緊密な連

携が不可欠です。後章で詳しく紹介

しますが、現地キャリアとの連携を

強化するため、さまざまな取組みを

行っています。例えば、毎年、

NTTコムのパートナーキャリアが

一堂に会し、オペレーションおよび

デリバリー品質の改善を目的とした

“Arcstar Carrier Forum”を実施

しています。こうした活動の成果は

確実に出ており、図4に示すように、

アジアのある国において回線毎平均

故障発生件数が減少し、平均

Availabilityが向上しました。また、

グローバルなお客様への対応を踏ま

えて、各種ツールの多言語化などに

も取り組んでいます。グローバルレ

ベルでの品質向上は、一朝一夕で出

来るものではありません。NTTコ

ムでは、今後も高品質なグローバル

ネットワークをつなぎ続けるための

活動を継続していきたいと考えてい

ます。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）

ム上で最新かつ正確な情報がリアル

タイムに確認できるサービスです。

これにより、お客様と私ども双方の

オペレーションに関する処理の簡素

化・自働化が実現できます。

－お客様に対するオペレーション

力向上と並行し、ICTを活用した社

内プロセスの強化にも取り組まれて

いる・・・。

舩橋 ITオペレーションの強化と
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図4 アジアA国における品質向上

―本日は有り難うございました。

―お客様に対するオペレーション力

向上と並行し、ICTを活用した社内

プロセスの強化にも取り組まれてい

る･･･。

―最後に、グローバル品質向上に向

けた取組みをお聞かせください。
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