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中 期 経 営 計 画「Your Value 

Partner 2025」に基づく DX（デジ
タルトランスフォーメーション）推
進施策を展開する NTTグループ。
目指す DXは、コスト削減の要請、
デジタル技術の進化、既存事業の課
題、顧客ニーズの変化といった外部
環境の変化を踏まえ、大胆な DXで
コスト削減を実現しながら、業務お
よび事業のデジタル革新の実現を両
立することだ。
技術企画部門イノベーション戦略
担当の篠原圭介担当課長は、「NTT

が 2018年から推進している DX施
策は、高付加価値企業を目指したカ
ルチャー変革（意識改革、スキル転
換、システム改革）を含む、デジタ
ル革新であり、コスト削減だけが目
的ではありません」と強調。基本方
針として「データドリブン経営を実
現し、新たな価値を創出することを
基軸に、① SaaSやパッケージソフ
トの活用を通じたプロセス抜本改革
によるコスト削減や人員創出、②グ
ループ各社が顧客理解を深化させ、
顧客体験価値（顧客満足度）を向上、

③更なる収益 /利益の創出を目指す
という 3つの柱からなる施策を推
進しています」と語る。
①は、Fit to Standard、Data Dri- 

ven、クラウドファーストをコンセ
プトに、NTTグループ各社の持つ
ITシステムの最適化に加え、業務
プロセスの抜本的改革によるコスト
削減や人員創出を目的にしている。
Webを用いた申込みのユーザーセ
ルフ化等、顧客の利便性向上とプロ
セスの自動化も目指す。
②の主要な取り組みは、顧客接点
の強化により今までリーチできてい
なかった顧客層にリーチできるよう
にすることや、データを活用した最
適提案などによる一層の顧客体験価
値および顧客満足度の向上施策だ。

③は、データドリブン経営に資
する取り組みで、グループ各社が
データ活用を活性化して、新たな
価値を創出することが目的だ。具
体的には、プロセス横断で導入す
る IT システムにより生成される
データを用いたデジタルマーケ
ティング強化や新たなビジネスモ
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デル創出を狙いにしている。
なお、上記いずれの取り組みにお
いても、段階的な短期目標を定め、
早期に実行できるように対応するほ
か、ESG経営推進の観点から、DX

の取り組みにおいても環境負荷低減
（紙資源や CO2排出量の削減等）を
基本としている。

国内事業の DX施策の中で、コス
ト削減効果が最も期待される領域と
して通信インフラを支える設備系業
務があげられる。その設備系業務の
改革を支えるDX施策が「RO（リオー
ガナイズ）2.0」だ。ここでは、その
中でもオンサイト（現地）業務の作
業効率化・コスト削減、AIなどの最
新 ICTツールを活用した安全管理効
率化・事故発生リスク低減、自らの
DXノウハウを活かしたインフラビ
ジネス展開について紹介する。
技術企画部門ビジネスプロセス戦
略担当の三笘博幸担当部長は、「NTT

のオンサイトの強みである、全国エ
リアカバー、潤沢な技術者、トラブ
ル時の迅速な駆けつけ、災害時の通
信インフラ早期復旧など“地域の顔”
としての役割を磨くことで、業務変

革を推進している。また、工事の受
付と手配、オンサイト業務、後処理、
データ分析・活用までの一連のプロ
セスを標準化し、各フェーズにおい
ても、きめ細かい DX施策を推進し
ている」と語る。以下、代表的な
DX施策の概要を紹介する。

●オンサイト技術者の手配を一元化
するFA（フィールド・アシスタント）
オンサイトのオーダーとリソース
をトータル管理し、技術者を自動ア
サインするプラットフォームとして
FA（フィールド・アシスタント）
を導入・推進中だ。図 2に FAの提
供機能の概要を示す。
少量多品種の業務に対応するため
に、データカラムをテンプレートで
定義可能としたほか、オンサイト技
術者のスキル DBを整備すること
で、案件種別に応
じて技術者アサ
インを自動フィ
ルタリングする。
また、オンサイト
技術者が携帯す
る業務用スマー
トフォンなどか
ら取得する位置
および状態の情

報、オーダー情
報、ハザード情
報などを地図ア
プリ上に表示す
ることで、効率
的なアサインを
可能にする。
三 笘 氏 は、

「2021年度には
FAで対応する領
域の拡大や統制

による技術者のアサイン自動化を実
現したい。技術者ごとにスキルが異
なる点を考慮しつつ、どういう順番
で回ると最適であるかを AIで算出。
またデータドリブン経営に向け、オ
ンサイトでの作業登録および稼働登
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録の自動化も目指す。現場で技術者
が端末に登録する開始・完了スタン
プに加え、GPSデータ、オーダー種
別情報、カレンダー上のイベントや
休暇予定等の情報から、オンサイト
技術者の生産性や出来高を自動算出
することで、手動投入のケースと比
較して 2倍以上の精度向上が期待で
きる」とも説明する。
● オンサイト技術者の効率化と安全

対策
オンサイト技術者の作業環境改善
に向け、各社で取組みを行っている。
ハンズフリー通話、操作レスの個人
認証、高所作業・転倒の検知等の機
能を持つヒアラブルデバイスを採用
し、2020年 11月からトライアル
を開始している（図 3）。また、
NTTと東レが共同開発した機能素
材 hitoe®のバイタルデータと連携
した体調管理機能も検討中である。
図 4に NW（ネットワーク）カメ

ラと AIを活用した安全サポートの
イメージを示す。マンパワーに頼ら
ない安全管理により重篤事故の未然
防止を実現する取り組みだ。ウェア
ラブル／ヒアラブルデバイスを活用
したリモートからの技能サポートお
よび監視により、効率的かつ安全な
作業の実現に役立てている。加えて、
NWカメラで撮影した映像を AIで
自動判定し、危険な作業を行ってい
る場合は、遠隔のコックピットから
適切に指示するといったことに取り
組んでいる。将来的には、AIが危
険作業と認定したら自動的にアラー
ムで通達することを目指している。
●インフラ事業者向け設備ビジネス

NTTは、自社業務改革に加え、
社外のインフラ事業者向けの DXと
して展開するインフラビジネスにも

注力している。
三笘氏は、「BPO事業（ビジネス

プロセスアウトソーシング事業）と
して、“自社 DX”を “インフラ業界
DX”に展開する取り組みを行って
いる。パッケージメニュー化に加え
て、フロント／バックヤードの体制
を整備し、2021年度から他インフ
ラ事業者や自治体への提案活動を本
格化する」と述べている。
サービスメニューは、工事立会の
共同受付、設備管理・道路占用申請
業務、災害情報・不良設備情報の相
互共有など複数あるが、ここでは
「MMS を活用した設備点検メ
ニュー」（図 5）を紹介する。

MMS（Mobile Mapping System）
は、レーザスキャナとカメラを搭
載した車両を計測走行させ、設備
の状態を面的かつ効率的に把握す
る技術である。電柱の点検業務に
おいては、まず MMSによる点検
で設備の画像データを位置座標
データと関連させて取得。次に AI

を活用し、取得した画像データか
ら劣化状態を自動診断する。最後
に点検・診断データをプラット
フォーム上で共有し、業務運用す
るという仕組みである。すでに他
インフラ事業者とトライアルを実

施しており、検証結果とニーズを
踏まえ、水平展開・提案拡大を図っ
ていく方針だ。さらに AI活用につ
いては電柱の劣化診断だけに留ま
らず、適用領域拡大に積極的に取
り組んでいくとしている。

NTTは DX施策推進の一環で、
グループ各社が顧客理解を深化さ
せ、顧客体験価値の向上施策を展開
している。具体的には NTTグルー
プ各社が提供する顧客体験価値
（CX：Customer Experience）を抜
本改革し、顧客満足度の向上を図る
ことを目的に、以下の 3つを柱に
した施策を展開している。
①顧客課題に合わせたソリューショ
ンを他社商材も含めてトータルで
紹介する。
②オンラインかつ自動化（申込みか
ら使用・サポートまでのフロース
ルー）による顧客セルフ化を実現
しつつ、人手によるサポートが必
要な顧客へは有償メニュー等で手
厚いフォローを提供する。
③オンラインとリアル接点を統合し
たデータ活用（AI等）によるカス
タマーサクセスの実現。
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NTTではコンシューマとビジネ
スのユーザー層別に CX変革の取り
組みを行っているが、ここではビジ
ネス向けの取り組みを紹介する。

CX変革サブワーキングをリードす
る技術企画部門イノベーション戦略
担当の大森潤担当部長は、「これまで
にもビジネス向け営業／販売プロセ
スの改善は継続的に実施してきまし
たが、今回は CX（顧客体験価値）の
目線で振り返り、抜本的に改革して
いくこととしました。これまでNTT

グループ各社は、AM（アカウントマ
ネージャ）を中心にした訪問営業が
中心でしたが、お客様の購買行動も
ネットの活用へと大きくシフトして
います。さらにコロナ禍で訪問営業
が行えないということもあって、顧
客体験価値や行動の変化に対応する
新しい仕組みが必要となりました。
さらに、DXの恩恵を大企業だけで
なく中堅中小／ SOHOのお客様にも
効率よくお届けしたいという想いも
あって、主要ターゲットは、中堅中
小／ SOHOとしました」と強調する。
具体的な取り組みについては、以下
の 2つに注力している。
①デジタル/オンラインファースト
へのシフト
中堅中小 /SOHOをターゲットの

ぎを実現することも可
能になる。
図 6に中堅中小／

SOH0をターゲットに
した CX変革の取り組
みイメージを示す。オ
ンライン中心の顧客
接点の強化というこ
とで、集客⇒顧客の育
成（ナーチャリング
等）⇒コンサル／受注
⇒カスタマーサクセ
スまでの各プロセス
ごとに様々な施策を

展開している。主なポイントを以下
に紹介する。
●インサイドセールスの強化/標準化
インサイドセールスノウハウの
共有・強化／標準化を図る。潜在
顧客の育成については、顧客の属
性や行動履歴に応じた one to one

のリード育成を基軸にメルマガや
オンラインセミナー、コンタクト
センタをはじめとするナーチャリ
ングチャネルを活用しインサイド
セールスを支援することとしてい
る。また、非対面での受注が難し
い商材についてはフィールドセー
ルスとの組み合わせで対応する。
●マーケットプレイスの構築

NTTグループ各社ではマーケッ
トプレイスの構築も進んでいる。こ
こでは、中堅中小の課題をトータル
で解決するソリューションをグルー
プ各社商材だけでなく、グループ外
の売れ筋の SaaS商材も含めてライ
ンナップする予定だ。このマーケッ
トプレイスは、DXの取組で導入し
ているクラウド型の ITシステムに
対応することでフロースルーやバッ
クヤード業務の標準化を実現する。

中心にデジタルマーケティングの活
用とコールセンターのコンサルティ
ング力の強化で、訪問に頼らないオ
ンラインファーストの効率的な営業
の仕組みを実現する。
テックタッチの活用とインサイド
セールス連携でこれまで十分にリー
チできていなかったボリュームゾー
ンの中堅中小 /SOHO層を効率的カ
バーすることを目指している。
②顧客接点の有効活用／チャネル
間・プロセス間共有
各社ごとに、チャネルやプロセス
が持つあらゆる顧客接点の情報を同
一の法人会員アカウントで統合する
ことを目指している。同一の法人会
員アカウントはデジタルマーケティ
ングやマーケットプレイス、カスタ
マーサクセスにおける横串を刺す
キー情報となり、新たな顧客体験価
値を提供するプロセス改革を実現す
るキーポイントとなる。
また、法人会員アカウントにより
チャネルやプロセス間でのリード共
有や、潜在顧客に購買行動を促すナー
チャリング、インサイドセールスや
フィールドセールスへの円滑な引継

日本電信電話株式会社
技術企画部門
イノベーション戦略担当

担当部長　大森 潤氏
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図 6　ビジネス向け CX 変革の取り組みイメージ


