
NTT西日本での光開通部門におけ

る導入経緯

NTT西日本では，2011年度より

NTT西日本サービスマネジメント部主

体で，光開通業務の効率化を目的と

した「UMSツールの導入」が開始さ

れました．設備系光開通業務の基幹シ

ステムによる業務標準化は図れている

ものの，やはり大量のデータ投入処理

といった手作業による運用も多く存在

していました．また，年々開通数が増加

する中，さらなる効率化が課題となっ

ていた光開通業務において，端末操作

が自動化できるUMSツールの導入は，

これまでの稼働時間を大幅に削減する，

画期的なツールであると位置付けられ

ました．各光開通センタでは，「仕事

を楽にしよう！」「ミスを極力なくそ

う！」という思いから，業務従事者が

こぞってツール導入に取り組み，平成

24年度KAIZEN推進大会in福岡前後

において爆発的に拡大しました．それ

に伴い各センタでの有スキル者どうし

の交流も活発化し，他の県域での優

良事例を積極的に取り入れる等，

UMSを通して自担当の業務における

さらなる改善のヒントを得るといった

付加的な効果にも結び付きました．

他分野への普及に向けた東海4支

店での独自の取り組み

前述のNTT西日本の動きをさらに

活性化するため，2013年上期より東

海４県の各光開通部門が旗振り役と

なり，他タスクへの普及拡大に向けた

勉強会や発表会の開催といった支店独

自の取り組みが始まりました．以下，

各支店のプロジェクトを紹介します．

① UMS48（ユーエムエスフォー

ティエイト）：2013年３月に三重

事業部で48件のUMSシナリオの

作成とUMSツール技術者（チー

ムUMS48メンバ）の拡大を目的

に発足

② トコトンUMS化：2013年５月

に静岡事業部でUMS利用率の向

上とUMS技術者確保の両輪で

UMSのさらなる活用を目指す

③ 岐阜愛UMS★106プロジェク

ト：2013年５月に岐阜事業部で

UMS技術者育成（1 0 6名），

UMSシナリオ（106施策）を目

標に発足

④ 風雲！UMS城：2013年６月

に名古屋事業部でNTTアクセス

サービスシステム研究所の協力の

もと，他業務分野への認知度向

上および技術者育成を目的に発足

「UMS戦国時代」と銘打った東海

エリアのUMS推進プロジェクト

の発足

これまでの支店独自の取り組みを継

続しつつ，東海エリア全体でのさらな

る普及拡大を目的として，2013年７

月に「UMS戦国時代」と銘打った

UMS推進プロジェクトを発足させまし

た．このプロジェクト名の背景として

は，UMSスキル者が増加し，群雄割

拠の時代に突入することに加え，UMS

の活用はトップダウンではなくボトムア

ップで変化を起こす，まさに下克上と

いった推進思想により名付けられまし

た（図１）．

プロジェクト体制としては，プロジェ

クトリーダである名古屋支店設備部長

の指示のもと，縦軸に各業務分野（設

備系・営業系・法人オフィス系・企

画共通系），横軸にはこれまでの取り

組みをベースとした各県域での体制を

維持し，縦横の有機的なつながりによ

る展開性を考慮した体制を構築しま

した．

また，プロジェクト推進・技術支援

等の役割として

・UMS活用推進に向けた施策等企
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UMSの普及拡大に向けた東海エリアの取り組み

NTT西日本では，2011年度より主に光開通業務における効率化を目的とし
て，UMS（Unified Management Support System）の導入推進に取り組んでき
ました．東海エリアでは，東海４県の光開通部門が推進役となり，各県域で
の普及拡大を目指した取り組みを行ってきましたが，東海エリアにおける各
業務分野への適用拡大と業務効率化・標準化を最大限にするべく立ち上げた
UMS推進プロジェクトの取り組みについて紹介します．

なかやま く み

仲山 久美

NTTフィールドテクノ

UMS 普及拡大 UMSサミット
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画立案

・UMSにおける技術支援および問

合せ対応

があり，周知・進捗管理等の役割と

して

・各種施策の周知および運営サ

ポート

・UMS推進状況の把握および効果

検証等

があります．

さらに，推進メンバには実務担当者

を積極的に登用することで，日々の実

務経験から得られる改善ポイントを

UMS適用業務のアイデアとして蓄積

するとともに，どの分野においてもト

コトン活用でき，早期に取り組みにつ

なげられるような工夫も行いました

（図２）．

UMSサミットの開催

本プロジェクトでは成果発表および

水平展開の場として，四半期に１回

「UMSサミット」の開催を計画してお

り，2013年９月20日に第１回UMS

サミットを名古屋で開催しました．参

加人数は約80名（東海４県より参

加），10の施策が発表されました．

第１回UMSサミットでは，すでに

導入実績のあった光開通業務以外に

も，設備系では「電柱点検データ作成

業務（Optos）」「フレッツテレビの端

子管理業務（Optos）」，営業系では

「SO投入業務（ARENA/IP-OPS）」，

企画共通系では「勤務表作成業務

（e-HumanⅡ）」「社外経費支払い業

務（N-ACTIVE）」等の施策発表が

図１　UMS戦国時代の幕開け 

UMSを活用し 
トップダウンではなく 
ボトムアップで 
変化を起こす 

◆武将にちなんだ評価制度を導入◆ 

斬新な発想を積極的に評価 

今後スキル者が増加し，群雄割拠の時代へ突入… 

光開通部門による 勉強会開催 発表会開催 スキル認定制度 

UMS戦国時代 UMS 
戦国時代 

～鳴かぬなら・・・～ 

信長 
 
秀吉 
 
家康 

発想・・・アイデアを評価 
 
効率・・・効果を評価 
 
持続・・・汎用性を評価 

◆各県域での取り組み◆　各県域の光開通部門がリードするかたちで，他部門への支援を実施中 

◆県域間の交流の促進◆ 

東海エリア共通プロジェクト 

UMSサミットの開催 

県域間の情報共有の場に 

各県域では，先行導入部門による支援プロジェクトがすでに発足済み 

・三重・・・「UMS48」（H25.3～）←三重は西日本ナンバーワンのシナリオ作成量！！ 

・静岡・・・「トコトンUMS化」（H25.5～） 

・岐阜・・・「岐阜愛UMS★106プロジェクト」（H25.5～） 

・名古屋・・「風雲！UMS城」（H25.6～） 

東海カンパニー共通のUMSプロジェクト「UMS戦国時代」がスタート 

の幕開け 



あり，適用業務および適用システムが

多岐にわたることから，駆け出しとは

いえ，確実に各分野への普及が進んで

いることが証明されたサミットでした．

また，分野に特化しない勤務管理や経

費支払業務での適用事例については，

汎用性が非常に高く，第２回UMSサ

ミットin静岡（2013年12月20日開催

予定）に向けた，プロジェクトでの展

開支援も実施していく予定です．

今後の展開

UMSのさらなる普及拡大にあたっ

ての課題としては，「量から質」への

転換を図るべく，UMSシナリオの統一

化・洗練化に向けた有スキル者どうし

の意見交換や技術支援，施策の迅速

な水平展開を実現する仕組みづくりだ

と考えています．東海エリアでの最大

限の効果を発揮すべく，引き続きプロ

ジェクト推進に注力していきたいと思

います．
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図２　UMS導入推進プロジェクト体制 
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仲山 久美

さまざまな業務における効率化，標準化
が期待できるツールですので，ぜひ活用し
ていただきたいと思います．

◆問い合わせ先
NTTフィールドテクノ　東海支店
設備部　開通推進部門　開通推進担当
TEL 052-291-3370
FAX 052-269-1920
E-mail nakayama.kumi ntt-ft.co.jp


