特別企画

NTTテクノクロスのカスタマーエクスペリエンスソリューションと
グローバル展開の取り組み

1 カスタマーエクスペリエンス事業部の取り組み

カスタマーエクスペリエンス領域のソリューションを
ワンストップで提供する体制を強化
NTT テクノクロス（以下、NTT-TX）は 2020 年 4 月 1 日、カスタマーエクスペリエンス（以下、CX）関連のソリュー
ションを統合的に提供するため、CX 事業部を新設した。本稿ではその狙いや同事業部が注力している取り組み、事業の
将来像などについて紹介する。
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当社のプレゼンス向上に向け、エバ
ンジェリストによる積極的なメディ
ア露出なども図っていく方針です」

対象とするCX指標を拡大

STEP2：多様な顧客接点から収集した
CX指標値をAIを活用して分析し、CXの
改善点をリコメンド

顧客の感情

強みを持つ CC を主軸に他の
顧客接点・CX 関連領域へ展開

顧客の感想・意見

STEP1：顧客接点からCX指標値を
収集し、可視化と分析手段を提供

会話内容

NTT-TX は音声、チャット、メー

応対統計情報

ルなどの顧客接点に対応する CC 向
音声

け CX ソリューションの提供で豊富
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な実績を誇る。そしてこの強みを活

的には AI を活用した自動化・省力
化や価値の高い応対、分析や改善点
のリコメンドなどを考えている。
またカスタマーエンゲージメント
を高めるためには各種 SNS、Web
やアプリを通じた EC、店舗におけ
る対面での顧客接点への対応が欠か
せない。早期に対応を進め、CC 以
外の CX 領域にも対応できる CX マ
ネジメントソリューションとして展
開していく方針だ（図 2）
。

「NTT 研究所の最新技術」と
「自社開発」で差別化
NTT-TX はもともと NTT 研究所
の最先端技術をはじめとするさまざ
まな技術・商材をうまく組み合わせ
たプロダクト開発を得意としてい
る。主要なソリューションは全て自
社開発によるものであり、このこと
が他社との差別化を可能にしてい
る。CX 領域においても引き続きこ
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CX マネジメントソリューションの展開方針

注力している。CX 領域においても

共通化して効率化を進め、コスト削

基本方針は変わらず、販売チャネル

減やよりスピード感を持ったソ

を増やすことに力を入れている。社

リューション提供につなげていく方

内他組織と連携し NTT グループ会

針です」（落合氏）

社へ CX ソリューションを提供する

またさまざまなソリューションを
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針だ。特にコロナ禍で需要が高まっ

提供する取り組みを強化している。

た在宅ワークによる CC 運営を可能

またソリューション導入時に SI を

にするための提案に注力している※ 1。

必要とする場合に備え、SI パート

さらに CX 向上に向け適切な CX

ナーの確保も進めている。

マネジメント（以下、CXM）を行

今後は海外グループ会社を通じた

うための PDCA を支援したいと考

ソリューション提供によりグローバ

えている。自社の既存ソリューショ

ル展開も進めていく方針だ。2019

ンだけでは難しかった Check（評価）

年度から海外グループ会社と協力し

に必要な機能の開発を進めており、

て取り組みを進めており、すでに受

既存ソリューションと組み合わせて

注に至っているケースもあり（本特

提供していく方針だ※ 2。

参照）、ソ

「現在は会話内容や応対に関する

リューション開発もグローバル市場

統計など CX の指標となるデータを

における販売拡大を意識して進めて

収集し、可視化と分析のための手

いる。

段を提供する取り組みに力を入れ

集

4 グローバル展開

ています。また対応する顧客接点

の強みを活かしていく。

NTT グループ、ベンダー各社と
連携し販売チャネル・
エコシステムを拡大

Web

対象とする顧客接点
（タッチポイント）
を拡大

かしつつ、より高度な次世代 CC の
実現に貢献しようとしている。具体

メール

シナジー効果によるビジネス拡大
CX ソリューションをワンストッ

の多様化に合わせ管理対象の CX 指
標も拡大していく方針です」（長谷
川氏）

プで提供することによるシナジー効
果も狙っている。
「開発や運用のオペレーションを

※ 1、※ 2：本特集“3 CX マネジメント／シ
ナジーソリューション”参照
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