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オペレーションの自働化・高度化の更なる推進による
競争力確保に向けたNTTコミュニケーションズの取組み

特
集 

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という重要な

役割を担っています。NTT Comは

現在、世界中のお客様にとって最適

なパートナーとして選ばれる、真の

リーディンググローバルプレーヤー

（Global ICT Partner）となること

を目指す「ビジョン 2015」に基づ

き事業展開しています。CS部も全

社施策である「ビジョン 2015」の

実現に向け、お客様満足度No.1

（CS No.1）を目指すことと、“真”

の国際競争力の確保・向上という

CS部の事業ビジョンのもと、オペ

レーション業務の標準化・見える

化・自働化を中心に取り組んできま

した。この約２年前からの取組みが、

少しずつではありますが、水が滲み

込むように我々の業務の中で拡がり

つつあります。特に2012年度は、

①“真”の国際競争力の確保・向

上に向けたオフショアの推進、

②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

のさらなる推進、

③OSS（オペレーションサポー

トシステム）の高度化に向けた

ビッグデータの活用

の３本柱からなる重点施策の展

開に注力していますが、新たな

課題も見えてきました。2013年

度は、この解決を含め、これま

で取り組んできた３つの重点施

策を一段と加速していきたいと

考えています。

－全社施策の「ビジョン 2015」

実現に向け、NTT Comのオペレー

ション機能を担う戦略組織として、

カスタマサービス部（以下、CS部）

様の最近の状況からお聞かせくださ

舩橋 2012年９月号の特集インタ

ビューでお話ししたように、私ども

CS部は、すべてのお客様に対して

国内外シームレスでサービスオーダ

オペレーションの自働化・高度化
の更なる推進で、お客様満足度
No.1の実現を目指す
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戦略組織であ
るカスタマサービス部。「ビジョン2015」実現に向けオペレーションの自働化・高度化の更
なる推進による競争力確保・向上への取組みについて、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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図1 カスタマサービス部の2013年重点施策

―全社施策の「ビジョン2015」実現

に向け、NTT Comのオペレーション

機能を担う戦略組織として、カスタ

マサービス部（以下、CS部）様の最

近の状況からお聞かせください。
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－具体的な取組みについては、後

続の各論の頁でご紹介しますが、例

えば新たな課題の解決に向けた取組

みとしてどのようなことがあげられ

舩橋 例えば、オフショアを推進す

る中で見えてきたのは、オペレーシ

ョンプロセスの中でも、人手により

行うべき業務と、システムが自動的

に行うべき業務を明確に定義して推

進していくことが重要だということ

でした。そのため業務プロセスの標

準化を行い、その上で自働化に必要

な関連ツールを整備・拡充して高度

化して参りました。またそれと同時

に、オペレーション業務を担ってき

た熟練者の経験・ノウハウについて

も、ITをフルに活用して見える化

し継承する仕組みが必要であると考

えています。オペレーション業務を

正確に自働化することが重要である

とともに、様々なツールの整備・拡

充にあたっては、使う側の立場に立

った使いやすいツールを構築し、場

合によってはお客様にも使っていた

だくようにしたいと思っています。

－お客様に使っていただく仕組み

として、どんなことをお考えです

舩橋 現在、全社施策として「統合

カスタマポータル」の開発に取り組

んでいます。この「統合カスタマポ

ータル」が、いよいよ 2013年度か

ら本格展開することとなっていま

す。CS部は、このポータルに必要

な情報を、APIといった形を含めて

提供していく必要があると思ってい

ます。またCS部では現在、お客様

向けのサポートサイトについて、全

面リニューアルを図っています。昨

年12月に従来の「OCN TECHWEB

（工事・故障情報サイト）」の一部リ

ニューアルを実施いたしました。さ

らに３月末までにはWebによるサポ

ートサイトの全てのコンテンツのリ

ニューアルを完了させる予定です。

－お客様の反応はいかがですか。

舩橋 短期間の結果ではあります

が、サイトビュー数が６割ほど増え

ました。また、Webが分かり難い

というお客様の声も 25％ほど減少

しています。したがって、Webを

活用したお客様とのリレーション強

化の取組みは前進したと思っていま

す。2013年度は全サービスのサポ

ートサイトの見直しを図り、業務プ

ロセスの標準化・自働化の取組みと

上手く連携させて、タイムリーにお

客様に情報をご提供する、あるいは

お客様のご質問に迅速にお答えする

体制を確立したいと考えています。

そのためのキーワードが、“ビッグ

データの活用”です。

－ビッグデータをオペレーション

業務に活用する取組みはいつからで

すか・・・・。

舩橋 昨年から一部トライアルを始

めていましたが、今年度は本格的に

ビッグデータに関する様々な技術や

手法を確立していきたいと思ってい

ます。今まではデータの収集・見え

る化の領域を整備し、解析のトライ

アルを行ってきました。いよいよビ

ッグデータを活用した高度な分析、

迅速な分析を行い、オペレーション

品質の更なる向上、お客様満足度の

向上に取り組んでいきたいと考えて

います。

－オペレーション業務に活用する

ビッグデータとして、例えばどんな

ものがあげられますか。

舩橋 例えば、サービスオーダーの

情報は、様々なシステムにバラバラ

に蓄積されており、一元管理されて

いませんでした。このため、お客様

の情報を社内で活用することは、ほ

とんどできませんでした。この課題

を解決するため、情報BUSによっ

て既存のツールやデータベースを利

活用できるようにするプラットフォ

ーム（BAP：Business Analytics

Platform）を構築しました。この

プラットフォームに大量に流入する

データを瞬時に処理して、必要な分

析を行います。例えば、大量の故障

情報を分析することで異常の早期発

見（故障予測）につなげることや、

様々なログ等の情報から原因の特定

を迅速化し、早期復旧につなげるこ

とも可能になります。また、ビッグ

データを活用することで、弊社サー

ビスに関するプロアクティブなリテ

ンション施策に役立てることも可能

です。BAPを構築したことで、ビ

ッグデータの本格的な利活用が可能

になると思っています。もちろん前

述したWebによるサポートサイト

の全面リニューアルも、お客様が希
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―具体的な取組みについては、後続

の各論の頁でご紹介しますが、例え

ば新たな課題の解決に向けた取組み

としてどのようなことがあげられま

すか。

―お客様に使っていただく仕組みと

して、どんなことをお考えですか。

―お客様の反応はいかがですか。

―ビッグデータをオペレーション業

務に活用する取組みはいつからです

か・・・・。

―オペレーション業務に活用するビ

ッグデータとして、例えばどんなも

のがあげられますか。
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お客様対応を実現しています。

また最近では、お客様の

“お申込み易さ”を追求した、

HTML5を活用したWebによる

オーダー投入機能「Webエント

リーによるWeb申込み」を提供

しています。このシステムは、

お客様のサービスオーダーを受

け付けて以降のお客様情報の登

録からアクセスライン発注／端

末発注までの一連のプロセスを

自働的にパラレルに実施するも

ので、顧客管理、収容管理、IPアド

レス管理、アクセス発注の各システ

ムとの連携機能を実装しています。

さらに、納期短縮・人為ミスの防止

といった観点で、従来有スキル者が

人手で行っていたネットワーク設計

業務（設備割付処理～関連システム

への連携）を自働化する「A D S

（Automatic Design System）」も開発

しました。ADSは、自働でオーダー

情報を取得し、空き設備を自働検索

して、自働割付処理・関連システム

との自働連携を行う機能を装備して

います。これによりSOシステムの

フロー化、自働割付処理が可能にな

りました。設計業務を自働化するこ

とで、お客様への大幅な納期短縮が

可能になります。

－NTTCom様ならではの活動と

して、グローバルでのレスキュー活

動があげられますが、この取組みに

ついてはいかがですか。

舩橋 今年２月からレスキューチー

ムをさらにパワーアップさせ、フロ

ントのチーム直属の体制にし、全サ

ービスに拡大することとしました。

－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 NTT Comの全社ビジョンで

ある「ビジョン 2015」実現への貢

献を第一義に、CS部の大きな目標

である「2015年にオペレーション

コスト半減」を達成するために、従

来から取り組んできたオペレーショ

ンの自働化・高度化、関連ツールの

整備・拡充を一段と加速する必要が

あると考えています。これにより、

グローバルでの競争力確保・向上に

加え、コスト削減を図りつつお客様

満足度の向上も図れると思っていま

す。2013年度は、情報をデータ化

して統合し、総合的に分析した「知

の集合」を通してお客様に貢献する。

そのための知をつなぎ合わせる取組

みと、ビッグデータの活用が最大の

テーマだと思っています。

－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）

望されるWebの情報について分析

を行ったうえで取り組んでいます。

“お客様の欲しい情報を、欲しい時

に、適切にご提供する”ことを基軸

に、ソーシャルメディアのビッグデ

ータも活用することを視野に積極的

に取り組んでいます。

－オペレーションの自働化・高度

化という観点で、今までのお話以外

で、特に注力されていることはあり

ますか。

舩橋 これまで、“自働化”をキー

ワードに、オペレーション業務の高

度化・高付加価値化に取り組んでき

ました。その一環で、Web技術を

活用したフロント業務の改善・改革

にも取り組んできましたが、今年も

この取組みを一段と加速させたいと

考えています。例えば、お客様から

コンタクトいただく部分について、

従来はオペレータが電話でお聞きし

て、当該部門にエスカレーションす

るという対応でしたが、これをお客

様ご自身でキーとなる情報をインプ

ットしていただくことで、お客様情

報を事前に確認して適切かつタイム

リーなお客様対応が可能となるCTI

システムについて、昨年 10月から

カスタマサポートセンタへの導入を

進めており、現在順次拡大中です。

このCTIシステムは、他のツール類

たとえばOSV（One Stop View）、

Naviツール、RBA（Run Book

Automation）やeBondingと連動

することで試験の自働化や、正確な
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図2 ビッグデータを利用した故障予測の例
―オペレーションの自働化・高度化

という観点で、今までのお話以外で、

特に注力されていることはあります

か。

―NTT Com様ならではの活動とし

て、グローバルでのレスキュー活動

があげられますが、この取組みにつ

いてはいかがですか。

―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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