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めると数千名の要員規模になります。

－CS部様を取り巻く周辺環境を

含めた最近の状況は・・・・。

舩橋 市場環境については、グロー

バルでは競争がますます激化してい

－大きく変わったのは、基盤設備

だけでなく全サービスのオペレーシ

ョン業務を担うことになったという

点ですか。

舩橋 そうですね。冒頭でお話しし

たように全てのお客様に対応するこ

とになるため、業務の幅が大きく変

わりました。主要ミッションは、バ

リューチェーンの最初から最後まで

拡がっています。今まで８事業部で

行っていた業務を担うことになりま

したが、陣容的にはパートナー社員

を含めて1,400人体制です。現地法人

とグループ会社のお客様センタも含

－本年8月1日に実施された機能

別組織への組織再編に伴い、カスタ

マサービス部（以下、CS部）様は、

貴社のオペレーション機能を担う極

めて重要な部隊として、再出発され

ました。改めて、新生CS部様の主

要ミッションからお聞かせくださ

舩橋 今回の大規模な組織再編によ

って、一言で言いますと、“初めて

組織名と業務内容がピッタリ一致す

るようになった”と感じています。

今までは、オペレーションの中でも

どちらかというと保守業務に注力し

ていましたが、今度はお客様から大

切なオーダー（お申し込みの情報）

をお預かりしてから、サービスをお

届けしてリテンションを行う行程ま

でをほぼ一貫して行うことになりま

した。しかも、法人／個人の区別な

く、すべてのお客様に対して国内外

シームレスに対応することとなりま

した。お客様のフォローも含めて非

常に充実した仕事ができる体制にな

ったと思っています。

お客様目線で、オペレーションの
更なる進化を目指す
8月1日の機能別組織への改編によって、NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com）
のオペレーション機能を担う重要な組織として生まれ変わったカスタマサービス部。オ
ペレーションのさらなる進化に向けて取り組む新生カスタマサービス部の状況を、舩橋
哲也取締役・カスタマサービス部長にうかがった。
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NTTコミュニケーションズ㈱　取締役
カスタマサービス部長

舩橋哲也氏
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図1 カスタマサービス部の目指す姿

―本年8月1日に実施された機能別

組織への組織再編に伴い、カスタマ
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した。改めて、新生CS部様の主要
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ることと、オペレーションの在り方

自体が進化を遂げているといえま

す。一例をあげると、同じ業務を行

っているキャリア同士が、回線情報

や故障情報を正確かつスピーディに

情報交換することや、場合によって

はポータルサイトといった形でお客

様に可視化するといったことを可能

にする「eBonding」といったイン

タフェースの仕組みがあります。情

報の取り扱いやすさを考えると、や

はりWEBインタフェースのツール

を使って当たり前にオペレーション

する時代になったと捉えています。

－以前、お客様目線でのオペレー

ションの近代化に注力したいという

お話をうかがいましたが、そこに向

けた基本方針をお聞かせください。

舩橋 既存のプロセスをまずは“見

える化”する。次に見える化したプ

ロセスをサービスごとに横通しをす

る。それから類似のプロセスはでき

るだけ集約し、最終的には、柔軟に

組み立てることができ、臨機応変に

対応できるWEBベースの強みを生

かして自働化するというのが基本方

針です。

自働化に関しては、いま３つ取り

組んでいます。１つ目は、WEBエ

ントリー。２つ目が、Run Book

Automation（RBA）。そして最後

が、ナレッジデータベースです。

Webエントリーについては、一

部商用ベースでやり始めており、３

段階くらいに分けて実際に業務フロ

ーの中に入れ始めています。WEB

化に合わせて、データの持ち方を社

内で意思統一しようということで、

毎週１回ワーキングで議論していま

す。

２つ目のRBAについてですが、

整理し定型化された業務プロセスを

RBAに登録することで、業務を自

動的かつ正確に実行するツールを業

務毎に作っています。RBAの技術

を使ってかなりの部分をコンピュー

タが自動的かつ正確に実行するとい

うことをすでにやり始めています。

－もう1つの取組みは・・・・。

舩橋 もう１つは、これも昨年から

進めていますが、我々のいろいろな

業務ノウハウやケイパビリティをナ

レッジデータベースにまとめること

に取り組んでいます。これもすでに

業務の中で使い始めておりますの

で、次の段階としては業務活用する

ナレッジと実際に現場で起こる事象

とを紐付けて、自動的に分析をして

次のアクションを保守者にサポート

するといった仕組みを確立したいと

思っています。これにより、少ない

人数で専門的なところまで深く掘り

下げることが可能になると考えてい

ます。もちろんプロフェッショナル

という人の感覚は大事だと思います

が、そのノウハウを展開するために

は優れたツールの活用を考えること

が重要です。

－その他、注力されている取組み

はありますか。

舩橋 ナレッジデータベースを発展

させて、お客様の問い合わせにも展

開してきたいと考えています。お客

様の目線で考えた時に、都度ご質問

に関してお電話をいただいて対応さ

せて頂くのが良いのか、ポータルな

りWEBサイトを使って見ていただ

ければ済みますというのと、お客様
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図2 IPv6サービスにおける故障対応RBAの利用画面例
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には国内／国外を問わず、高品質で

サービスを継続するシームレスなワ

ンストップオペレーションを実現し

ているというのは、私どもの大きな

強みだと思います。この強みをさら

に磨くため、組織横断的な改善会議

を定期的に開催しているほか、グロ

ーバルなオペレーション人材の育

成／交流とオペレーション及びデリ

バリー品質の改善・向上を目的に、

海外のパートナーキャリアと

“Arcstar Carrier Forum”を毎年

開催しています。震災の影響で、本

年は11月に開催しますが、30キャ

リア以上が参加を予定しています。

－最後に今後の抱負をお聞かせく

ださい。

舩橋 我々自身が、もう少しオペレ

ーションの部分をどういう形で商品

としてお見せできるのか、スキルセ

ットも含めてサポートの場をどうや

って拡げるのかという点について、

今までとはかなり違うスタンスで臨

む必要があると考えています。技術

のスピードは驚くほど速いですし、

お客様のご要望もどんどん深くなっ

てきていますから、そこへどうやっ

て手を打っていくのかは大きな課題

だと考えています。これからは、お

客様に使っていただいて、磨いてい

ただくというケースのオペレーショ

ンがあっても良いのではないかと思

っています。完璧を期すというより

は、お客様のご意見をいただきなが

ら変えていく、という方向に持って

行けたら良いと思っています。

今CS部のメンバーには、社内や

お客様からの様々なご要望に対し、

まずは「NO」と言わないでやって

みようと言っています。やってみて

から次の展開を考えるというスタン

スで、社内にもお客様にも対応させ

ていただくように心がけています。

－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）

にとってどちらが宜しいのかという

ことです。社内で活用しているナレ

ッジデータベースの考え方を発展さ

せて、お客様がこういうことを聞き

たい、こういう観点はどうだと、ア

クセスしていただいた情報をすべて

分析して、常にお客様の対応が丁寧

にできるように、一種の人工知能の

ような仕組みを入れて対応すること

に取り組んでいます。来年の１月か

ら本格的にツールとしてOCNお客

様サポート用のサイトに提供しよう

と思っています。

お客様から見て、“見てわかる、

やってわかる”というものをできる

だけWEBベースでサポートさせて

いただきます。それでもよく分から

ないというお問い合わせをいただい

だ場合には、技術的なサポートだけ

ではなくて、実際にお客様のご要望

を満たす商品をその場で“ワンモア

セールス”させていただく。なかな

か原因が究明できない事象の場合

は、試しに回線を太くすることを逆

にご提案する。試しにまずやってみ

て、お客様がお喜びになればお買い

あげいただく。要は、お客様の立場

でご提案するというマインドセット

に変えていこうとしています。

－全社のオペレーション機能を支

えるCS部様の強みはどんなところ

にあるとお考えですか。

舩橋 やはり切れ目なく対応できる

という点ですね。個人／法人、さら
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写真1 Arcstar Carrier Forum 2010の模様

―全社のオペレーション機能を支え

るCS部様の強みはどんなところに
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