
はお客様から大切なオーダー（受注

の情報）をお預かりしてから、サー

ビスをお届けするまでを一貫して行

う役割を担っています。しかも、す

べてのお客様に対して国内外シーム

レスに対応しています。

現在、NTTコムは全社施策とし

て、世界で認められるグローバル

ICTサービス事業を目指す「ビジョ

ン2015」の実現に向け、更なる筋肉

質化とグローバル化に取り組んでい

ます。私どもも「ビジョン2015」の

実現に向けた事業ビジョンとして、

大きく２つの基本方針を掲げていま

す。１つは、CS No.1の実現に向け

た付加価値の提供であり、もう１つ

は“真”の国際競争力の確保です。

－CS部様の事業ビジョンに基づ

く具体的な取組みは、後続の各論の

ページでご紹介しますが、今年度の

重点施策をお聞かせください。

舩橋 今年度は３つの柱からなる重

点施策を展開しています。１つは、

市場環境としてグローバルでの競争

が激化していることから、“真”の

国際競争力の確保に向け、オフショ

アの推進とグループ経営に注力して

います。現在、NTTコムグループ

のバリューチェーン会社と連携しつ

ついかに効率的な業務遂行の仕組み

を構築していくかが、グローバルを

含めた大きな課題となっています。

すなわち、今まで海外の現地法人も

含めいろんなチームが努力してくれ

ていたことを、どのようにシームレ

スにして、グローバル業務の効率化

を図っていくかが、我々の一番の課

－昨年8月1日の機能別組織への組織再

編で、全社施策である「ビジョン2015」

の実現に向け、全サービスのオペレーシ

ョン機能を担う極めて重要な部隊として

再出発され1年が経過しました。改めて、

カスタマサービス部（以下、CS部）様の

事業ビジョンからお聞かせください。

舩橋 昨年８月１日の大規模な組織

再編によって、国内外シームレスで

サービスオーダーからメンテナン

ス、アフターフォローまで一貫して

担う体制となりました（図１）。そ

れまでは、どちらかというと保守業

務にチューンしていましたが、現在
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NTTコミュニケーションズ（以下、NTTコム）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。

CS No.1の実現、“真”の
国際競争力の確保を目指す
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図1 カスタマサービス部の体制

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

―昨年8月1日の機能別組織への組

織再編で、全社施策である「ビジョ

ン2015」の実現に向け、全サービ

ス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1年

が経過しました。改めて、カスタマ

サービス部（以下、CS部）様の事

業ビジョンからお聞かせください。

―CS部様の事業ビジョンに基づく

具体的な取組みは、後続の各論のペ

ージでご紹介しますが、今年度の重

点施策をお聞かせください。
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題だと思っています。

－グローバル業務の効率化に向けた

取組みの概要をお聞かせください。

舩橋 まずはグローバル業務の見え

る化を推進し、プロセスの標準化と

自働化を図ったうえで、業務の集約

化を基軸とする国際分業体制を構築

することが基本です。しかし、“言

うは易く行うは難し”で、例えばオ

フショアの推進一つをとっても、日

本のお客様と海外のお客様では、対

応マニュアルを変える必要がありま

すし、集約化が困難な業務もありま

す。マニュアルに書き切れない各国

ごとの文化や習慣なども尊重・共有

しながら、最終的にお客様に対する

付加価値を高める環境作りが非常に

重要だと考えています。そのために

は、現地と行き来してお互いのコミ

ュニケーションを深め、訓練をする

ことが基本だと思っています。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・向上を目的に毎

年開催している、海外のパートナー

キャリアとの“Arcstar Carrier

Forum”も引き続き、継続して開

催します。

－2つ目の重点施策は、どのよう

な取組みですか。

舩橋 以前から取り組んできた、オ

ペレーションの高度化・自働化を一

段とドライブすることです。我々が

日々行っているオペレーション業務

も、徐々に有スキル者が少なくなっ

てきていますので、少ない人手でも

同じような業務が行え、限定された

リソースについては極力お客様接点

のところに再配置させていただくと

いう考えで、高度化と自働化による

オペレーション環境の抜本改革に取

り組んでいます。具体的には、各論

のページでご紹介するCTIやNavi

ツールの導入、オペレーションの

“自働化”を実現するRBA（Run

Book Automation）、さらには同じ

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、ポータ

ルサイトでお客様に可視化すること

を可能にする「eBonding」の取組

みがあげられます。従来、オペレー

ションの高度化・自働化に向けて個

別に行ってきた取組みをインテグレ

ーションして、一連の流れとして行

えるようにしています。

また、オペレーション業務の抜本

的な見直しの一環で、CPE（宅内

装置）業務の自働化にも取り組んで

います。これは、オーダー投入から

設置・設置までをフロー化し、グル

ープのバリューチェーン会社と連携

して業務を内製化することにより納

期短縮を実現するとともに、CPE

とアクセス回線の対応を同時に行う

ことでお客様の立合い回数を削減す

るなどの品質向上を図ることを狙い

にしています。

－3つ目の重点施策についてお聞

かせください。

舩橋 これまでにない新しい取組み

として、ビッグデータに対するオペ

レーションサイドとしての対応があ

げられます。ビッグデータの活用を

視野に、システム部と連携しOSS

（オペレーションサポートシステム）

の高度化に向けた取組みを推進して

います。少ない人数で高度な分析を

行うためには、過去のノウハウやケ

イパビリティをナレッジとしてデー

タベースにまとめておき、それと突

合することが有効です。例えば、お

客様が解約された要因がどこにある

のか、サービスオーダの情報からオ

ペレーションの情報を総合的に分析

することで見えてくると考えていま

す。これをプロアクティブにリテン

ション活動につなげたいと思ってい

ます。また、お客様からどのような

リクエストが多いのかを瞬時に見え

るようにすることは、我々の業務改

善を進めるうえで、極めて有効です。

沢山のデータを収集・蓄積すること

によって、お客様への新たな価値を

ご提案することが可能になると思っ

ています。

－システム部様と連携したOSS-

Tobeについては後続のページでご

紹介しますが、特徴的な点をお聞か

せください・・・・。

舩橋 今までは、お客様から電話

でお問い合わせをいただくケース

がほとんどでした。しかしこれか

らは、ソーシャルメディアを通し

たお問い合わせも増えてくると考

えています。これまで、“呼源対策”
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―グローバル業務の効率化に向けた

取組みの概要をお聞かせください。

―2つ目の重点施策は、どのような

取組みですか。

―3つ目の重点施策についてお聞か

―システム部様と連携したOSS-

Tobeについては後続のページでご

紹介しますが、特徴的な点をお聞か

せください。

せください。
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もう１つは、回

線の維持管理や増

強工事などのため

に、お客様に提供

している通信サー

ビスを一時停止す

る借用業務の抜本

的見直しです。

工事業務のプロ

セス改善によっ

て、NTTコムが

提供するすべての

回線サービスにお

ける工事については、工事日程を事

前に設定し、従来の工事日程を抜本

的に改革して、借用工事件数を半減

することを目指しています。具体的

には、これまでは安全を意識するあ

まり、サービスごとに少しずつ行っ

ていた工事を、日程を調整しできる

だけまとめて工事を行うことと、切

り替え時間をできるだけ短縮するこ

とです。

－最後に今後の事業目標を含めた

抱負をお聞かせください。

舩橋 C S部の事業目標として、

2015年のオペレーションコストを現

在の半減にするという大きな目標を

掲げています。この目標実現に向け、

前述したようにこれまでの業務を抜

本的に変革することに注力していま

す。現在のコストを半減するために

は、従来の方法と異なる方法を模索

しつつ、大胆に見直していくことが

重要だと思っています。発想をまっ

たく変えて取り組む必要がありま

す。その一環として、前述したビッ

グデータの活用にも取り組んでお

り、今後この取組みが生かされると

考えています。

また、有スキル者が少なくなると

いう時代の流れは、止めることはで

きません。しかしゼロになることは

ありませんから、少ない人数でも十

分に運用していける人材の育成も重

要なファクターだと思っています。

2015年の目標としてチャレンジ

ングなビッグピクチャーを描いてい

ますが、これくらいの想いで知恵を

出し合いながら取り組まないと、

我々の明日はないと思っています。

しかし、あまり悲愴感はありません。

CS部一同、“保守の商品化”を前提

に、サービス品質はもちろん価格的

にも国際競争力のあるものにしてい

くように頑張っています。

－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）

ということで、Web技術を活用し

たフロント業務の変革にも取り組

んできましたが、これを一歩進め

て、ソーシャルメディアのビッグ

データも活用する方向に変えてい

こうと考えています。

－お客様への付加価値向上という

観点での、CS部様ならでは取組み

についてお聞かせください。

舩橋 ２つの取組みがあげられま

す。１つは、グローバルでのレスキ

ュー活動です。24時間365日、飛行

機で行ける地域には高スキル者を派

遣して、お客様と一緒に故障／障害

解析を行い、不具合を解消していま

す。このレスキューチームの活動は

非常に好評で、今年も障害解決によ

るお客様満足度の向上と、故障／障

害解析技術力の向上の2つの観点か

ら裾野を広げて積極的に進めていき

たいと思っています。これまでのレ

スキュー活動で得られた知見を、社

内のサービス部門の方々にもフィー

ドバックし始めています。例えば、

たまにパケットロスが生じるといっ

た原因不明障害の撲滅に向けた上流

プロセスへのフィードバックがあげ

られます。

－レスキューチームは何名のエン

ジニアで構成されていますか。

舩橋 十数名です。東京からすべて

派遣しています。先日も米国まで出

かけ、測定機を持ち込んで原因究

明・解決を行ってきました。
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写真1 レスキューチームの活動模様

―お客様への付加価値向上という観

点での、CS部様ならでは取組みに

ついてお聞かせください

―レスキューチームは何名のエンジ

ニアで構成されていますか。

―最後に今後の事業目標を含めた抱

負をお聞かせください。

―本日は有り難うございました。
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