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NTT-TXはこれまで NTTグルー
プ会社と連携し、国内市場において
ビジネスを展開してきた。2019年
度からは海外グループ会社のグロー
バルビジネスに貢献することを目的
としたプロダクト提供にも取り組ん
でいる。その第 1弾となったのが
コンタクトセンター（以下、CC）
業務支援ソリューション“ForeSight 

Voice Mining（以下、FSVM）”（本
特集“2 CXソリューション”参照）
であった。

CX事業部グローバル戦略
室ではまずコンサルティング
やデリバリープロセスなど、
FSVMを導入する際に必要と
なるスキームを整備した上で
海外グループ会社に活用して
もらうことに取り組んだ。
FSVMの顧客価値を確認して
もらう、また導入事例を
ショーケース化することが目
的であった。このほか海外グ

ループ会社の CCソリュー
ションの一部に FSVMを組
み込んでもらう、PoCを通
じ技術検証を実施する、
フィードバックを得て商品
強化につなげるといった狙
いもあった。

FSVMはさまざまな特長
を備えているが、特に「リアルタイ
ムのオペレーター支援」を評価した
引き合いが強い。グローバル戦略室
はこの特長を活かした新たな価値創

造の提案を重視している。
「ただ海外にプロダクトを持って
いけば良いというものでも、音声認
識率など技術的な優位性があれば良

NTT テクノクロス（以下、NTT-TX）は NTT 研究所の最先端技術を活用して自社開発したプロダクトにより海外グルー
プ会社のビジネスにも貢献していきたいと考えている。2019 年度よりカスタマーエクスペリエンス（以下、CX）領域の
プロダクト提供に取り組んでおり、早期に成功モデルを確立してグローバル展開を本格化する方針だ。

4 グローバル展開

ForeSight Voice Miningの提供を皮切りに
グローバルビジネスに挑戦

NTT テクノクロス株式会社
カスタマーエクスペリエンス事業部

（左から）グローバル戦略室 室長 本多 徹氏

取締役 副事業部長／グローバル戦略担当 関 秀敏氏

CX領域のプロダクト提供で海外
グループ会社のビジネスに貢献
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図 1　FSVMグローバル案件導入のプロセス

海外グループ会社における
社内利用からスタート

いかに新たな価値を
提供できるかを重視
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いというものでもありませ
ん。いかにお客様に役立つ新
たな価値を提供できるかが重
要です。また FSVMを正し
く使っていただくことも重要
です。そのためにも重視して
いるのが『リアルタイム性』
と人間中心の設計や UXデザ
インの知見を活用する『デザ
イン思考』によるコンサル
ティングです」（本多氏）

グローバル戦略室はデザイン思考
コンサルティングからスタートする
グローバル案件導入のプロセスを図
1のように考えており、すでにこの
プロセスを適用し仮説検証、商用導
入契約まで進んだ事例もある。
課題を見つけるためのインタ
ビューや課題解決のためのアイディ
ア導出を目的とするワークショップ
は、CCのスーパーバイザーや品質
保証担当などのキーマンをはじめさ
まざまなステークホルダーの参加を
重視して実施している。どのような
ユースケースでの導入が適切かを検
討するワークショップにお客様企業
の CEOが参加した例もあるという。
導出したユースケースについては
仮説検証と改善提案を繰り返してブ
ラッシュアップする。加えて特定の
業界や業種だけで使われる用語への
対応や、実際に話されている言葉の
アクセントへの対応などについて技
術的な検証やチューニングを充分に
行うことで、本当に価値のある
FSVM導入につなげる仕組みとなっ
ている。

へのリンクを CRMシステムに投
入するという運用により、お客様
応対後の後処理時間が短縮され
る。

2019年度は英語の音声認識精度
向上や業務ノウハウの習得を進める
など、グローバル展開に向けたビジ
ネスの基礎固めを行った。2020年
度は受注案件の商用リリースに向け
確実にデリバリーを進めながら水平
展開を図り、北米での本格的な事業
展開に向けた販売チャネル／デリバ
リー体制の構築に注力している。
「業界特有のナレッジを反映する
などお客様の事情に合わせて最適化
できること、リアルタイムにオペ
レーターを支援できることが FSVM

の強みです。この強みを活かしてお
客様のビジネスに役立つ価値を提供
する成功モデルを確立し、海外グ
ループ会社が持つノウハウと FSVM

の強みも活かして戦略的にグローバ
ル展開を進めていきたいと考えてい
ます」（関氏）

　

これまでに海外グループ会社と共
に 5件の PoCを実施・協議してい
る（図 2）。この取り組みを通じて
導出されたユースケースのうち評価
の高かった例を以下に示す。
1．知識不足の新人オペレーターや
知見があっても最新情報を見落と
してしまうベテランオペレーター
に対し、問い合わせ内容に応じて
適切なナレッジ情報が画面表示さ
れる。新人とベテランで必要な情
報も異なるため、それぞれに合わ
せた内容を提示することも可能。
2．オペレーターと顧客の通話内容
をリアルタイムに書き起こしたテ
キストをスーパーバイザーがモニ
タリングすることで、お客様から
のクレームがヒートアップしてい
る状況が可視化でき、オペレータ
ーからのエスカレーションを待つ
ことなく状況を把握できるため、
顧客からみて非常にスムーズなエ
スカレーション対応が可能。
3．顧客との通話を終えたオペレー
ターが音声データと音声認識によ
り自動生成されたテキストデータ

PoC
・PoCで顧客価値の実現を検証し、商用契約を締結
・今後成功事例として活用
・BPO会社内で他案件にも水平展開
（フランス語案件にも展開予定）

コンタクトセンターBPO会社との連携 ： ロイヤルカスタマーへ
成功事例を共に創ることで戦略的パートナーとしても連携

・クラウドサービス化に向けた取組みに合意
・ユースケース検討のためワークショップを実施予定
・技術課題は継続検討

クラウドサービス事業会社との連携：サービスパートナーへ
クラウドサービス化を視野に中期的視点から連携

NTTグループ海外事業会社のビジネスパートナー化に向けた主な取り組み状況

PoC

働きかけ

クラウドサービス事業会社

コンタクトセンターBPO会社

・コンタクトセンターソリューションの一部で利用の意向
・サービスデスク高度化の一環でFSVM導入に向けた現場との
ヒアリングなどユースケース検討中

NTT Ltd.

・FSVMのロードマップを共有しながらビジネス連携を協議中
・金融業界、保険業界のBPO案件に対してFSVMが付加価値
ソリューションとなるユースケースを検討中

NTT Inc.
NTTグループIPの海外展開を支援し、NTT Ltd.の経営層に
働きかけ

・スペイン語案件におけるビジネス連携を協議中

NTT Data Services

everis

図 2　FSVMグローバル展開の取り組み状況

お客様のビジネスに役立つ価値を
生み出すための導入プロセス 評価の高いユースケースの例

海外グループ会社のノウハウも
活用し戦略的にグローバル展開


