
特
集

NTT技術ジャーナル 2013.12 41

は じ め に

NTTコミュニケーションズプロセ

ス＆ナレッジマネジメント部は全社オ

ペレーションの改善推進役として，複

線化・重複化・複雑化した業務プロ

セスを可視化し，最新のICT技術に

よってバリューチェーン（付加価値連

鎖）横断でのプロセス改革を推進して

います．

■オペレーション業務の現状

システム化の多くは，オペレーショ

ンの現業に近づくほどプロセス上の一

部分にとどまり，複数のシステム間で

の情報照会や情報流通を「人手」作

業で行うとともに，オペレータ間での

情報のバケツリレー，目視によるクロ

スチェックといった，労働集約的なオ

ペレーションが常態化しています．

■UMSの導入背景

現業における「人手」作業を解消す

るには，大規模なシステム仕様の見直

しによる莫大な投資と開発期間が必要

であり，また一部有スキル者のExcel

やAccessツールによる効率化にも限界

がありました．

このような背景のもと，NTTコミュ

ニケーションズでは，オペレータの

端末操作が自動で記録され，フロー

チャート上での条件分岐などプログラ

ムレスで人手作業を自動化できる

UMS（Unified Management Sup-

port System）に着目し，2012年７

月より全社横断での活用に向けたディ

スカッションを開始，オペレータの自

立的なUMSの活用によるオペレーショ

ンの効率化を牽引してきました．また，

オペレータに親しみやすく，浸透しや

すいよう，「手作業ワープツール

（UMS）」という名称で全社展開して

います．

導 入 実 績

日々の事業活動に従事しながら，オ

ペレータが積極的にUMSの活用に取

り組むことで，サービスオーダ・設

計・料金・保守・システム開発などの

幅広い業務分野でのオペレーションの

効率化に成功しました．

NTTコミュニケーションズにおける

UMSの導入実績を図１に示します．

人手作業はオペレーション組織に限

らず全社に数多く存在し，UMSの導

入効果はオペレーションの効率化に加

え，正確性・品質向上によるチェック

稼働の軽減，システム開発への投資

低減にもつながることが実証されま

した．

また，業務の標準化を合わせて行う

ことが，シナリオ作成の効率化だけで

なく，プロセスのフロースルー化につな

がる有効な取り組みであることも実証

されました．

導 入 事 例

■事例１：ネットワーク開通設定業

務の効率化

ネットワークの開通設定業務は，１

回線単位で人手作業で設定を行う必

要があり，オペレータは開通システム

に常時張り付いていなければならない

ことから，UMSを活用し，ネットワー

クの開通設定の自動化を実現しました

（図２）．従来の稼働10分/回線が２

分/回線に削減されました．

■事例２：お客さま提案・見積も

りなどの決裁業務の効率化

お客さまへの提案や見積もり提示

のための決裁を，日々電子決裁シス

テムに人手作業で起案しなければなら

ないことから，UMSを活用し，決裁

起案，チェックや手戻りなどの不備補

正作業の効率化を実現しました．従来

の稼働時間60分/件が30分/件に削減

されました．

端末操作自動化ツールUMSを用いたNTTグループにおける業務改善の取り組み

UMSを活用した
全社オペレーション業務の効率化

人手作業を中心とする労働集約的なオペレーションをオペレータがUMS
（Unified Management Support System）の活用に自立的に取り組むことによっ
て，多岐にわたる業務分野での効率化，品質向上を実現しています．本稿で
は，NTTコミュニケーションズにおける全社の活用実績や現業への導入効果，
ならびにUMSの全社展開を支える取り組みについて紹介します．
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図１　NTTコミュニケーションズでのUMS導入状況 

UMS導入数：約１年間で130業務（2013.7現在） 
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・お客さま提案・見積もり決裁起案（約９万件/年） 
・各種サービス・オプション申込みのオーダ発出 
・サービス提供エリア調査 
・相対価格・工事費連絡 
・グローバル多拠点見積（見積りシステム機能補完） 
・代理店へのSO進捗報告 
・相対システムのアラームリスト作成 

・伝送システム・パス・回線設計（約10万件/年） 
・ネットワーク開通設定 
・設備ユニット・パネル増設設計 
・局内光ケーブルの配線設計 
・支障移転の工事管理 

・請求内訳照会，請求書再発行（約４万件/年） 
・請求送付先等の情報変更業務 
・キャンペーン割引情報登録 

・会議費・海外出張旅費・役務発注・物品決裁起案（約５万件/年） 
・システムアカウント登録・棚卸 
・支払依頼処理（月末） 
・未払い金計上処理（四半期末） 
・社員給与情報登録 
・ヘルプデスク申請処理 

合　計 

シナリオ 
導入数 

稼働削減 
（億円/年） 

主な自動化対象の取り組み 
（青字は特に業務量が多く，UMSの導入効果が大きい業務） 

図２　ネットワーク開通設定業務の効率化 

（背景）レガシー系のネットワークの縮退に伴い，約４万5000回線のマイグレーションを行う必要がある 
（課題）現状，１回線単位でしか開通設定の作業ができず，オペレータは開通システムに常時張り付いていなければならない 
（施策）UMSを活用し，オペレータの開通作業をツールに代理実行させ，作業効率化と品質向上を実現 

（a）　導入前 
設計工程 

設計システムで生成された 
回線設定ファイルを１件ずつ選択 

回線開通作業を１回線ごとに繰り返し実施 

単純・繰返作業はツールが実行 
　→オペレータは別作業に従事 

オペレーションミスを回避 
（システム上の操作ミス） 

１クリック 
（ツール起動だけ） 

中継パスに割り付ける 
ノードの論理回線設定ファイル 

開通工程 
開通 

システム連携 
設計システム 開通システム 

（b）　導入後 

稼働削減：10分/回線→２分/回線 

ほぼ自動開通 

システム連携 
設計システム 開通システム 

ノード装置 

開通 

ノード装置 
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■事例３：お客さま情報変更業務

の効率化

契約者名義，事業所名変更などの

申込みを，項目名を確認しながら１項

目単位にコピー&ペーストを繰り返し，

選択漏れや投入先誤りのないように

注意しながら顧客管理システムに投

入しなければならないことから，UMS

を活用し，お客さま情報の更新，別人

チェックなどの効率化を実現するとと

もに，ペーパレス化を実現しました．

従来の稼働が20分/オーダから10分/

オーダに，また紙が約１万枚/月削減

されました．

UMSの展開を支える取り組み

UMSによるオペレーションの効率

化を全社的な活動とするために，社内

認知度の向上，活用人材の育成，自

動化に取り組む社員の称賛，ステータ

スの向上など，UMSの展開を支える

取り組みを図３に示します．

総勢400名を超える研修受講者のア

ンケートからも，３割の受講者が「早

速トライする」，５割の受講者が「適

用業務の調査を実施する」と回答し，

UMSの容易性や導入意欲，現業への

有効性が多数回答されています．

・今まではあきらめていた自動化が

簡単に実現でき目から鱗が落

ちた．

・コピー＆ペーストなど誤投入しな

いように大変神経を使っている．

ぜひ使ってみたい．

・システム検証業務に利用したい．

実現できれば土日の無人検証につ

ながる．

今後の展開

今後もUMSによる全社のオペレー

ションの効率化を支援しながら，オフ

ショア拠点，現地法人などグローバル

での活用展開に注力するとともに，

UMSをはじめとした研究所成果を最

大限に活用し，プロセスの筋肉質化を

推進していきます．

また労働集約的なオペレーションは，

国内外問わず多くの企業が抱える課題

であり，「UMSはお客さまの課題解決

にも貢献できる」という仮説のもと，

一般市場への展開を戦略的に進めてい

きたいと考えています．

（左から）仙波 和之/ 内山 和明/

綱島 由希

UMSを利用してみたい，研修を受講し
てみたい，お客さまへの提案支援など，
UMSに関する問合せは，下記までご連絡く
ださい．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ
プロセス＆ナレッジマネジメント部
技術開発戦略部門
TEL 03-6700-4211
FAX 03-3539-3076
E-mail gikai-te ntt.com

図３　UMSの導入を支える取り組み 

（a）　１日研修コース（AM：座学，PM：受講者の業務に即した転記自動化にトライ）を用意 

（b）　水平展開 

（c）　優良取り組み者は社長表彰・オンラインジャーナル・専用サイトで称賛することによりモチベーション向上 

⇒　NTTグループ各社へ展開可能！ 

・グループ会社展開：労働集約的業務行っているグループ会社で特に有効 
・グローバル展開：各海外現地法人に英語版ツール提供，見積業務等で活用中．解説ビデオ・マニュアルに加え，遠隔サポート実施 

スキルアップ研修，講習会実績 
・開催回数：30回 
・受講者数：400名（センタ運用者含む） 

１日の研修受講で習得が可能， 
即実践で活用できる． 


