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大胆にイノベーションを起こし，実行 ･実践
を心掛ける

◆副社長ご就任おめでとうございます．まず，抱負をお
聞かせください．
過去にとらわれず，大胆にイノベーションを生み出し

たいと思っています．ここでいうイノベーションとは，
プロセス，技術開発，社員の行動，お客さまへの対応力
などにおいて，「以前と何かが変わったね．いいね！」
と実感していただくことを指しています．

私が統括するのは，技術，オペレーション，情報セキュ

リティです．
技術，オペレーションについては，カスタマサービス

部長として携わってきたノウハウを最大限活用し，より
良くできるよう進めます．

情報セキュリティはご存じのとおり適用範囲が広く，
奥深い分野です．新たな視点からの取り組みにも挑みた
いと思っています．

そして，お客さまは私どものサービスを本当に喜ん
でおられるのか，品質に満足していただいているの
か，さらにサービスの改善を図るべき点はないのか
を常に自分に問い続けることを基本姿勢としていき
ます．

大胆にイノベーションを起こし，実行 ･実践
を心掛ける

前を向き，パスをつな
ぎ続けよう
――お客さまの満足と
いうゴールを目指して

生き馬の目を抜くICT業界．世界に点在する

ライバルに打ち勝つためには絶えずお客さまの

目線を意識して取り組まなければいけないとい

う厳しい時代に，自社の強みを存分に活かし

レッドオーシャンで舵を切る．荒波に向かう心

構え，戦略を舩橋哲也NTTコミュニケーショ

ンズ代表取締役副社長に伺いました．

トップインタビュー
舩橋  哲也　NTTコミュニケーションズ　代表取締役副社長

◆PROFILE：1982年日本電信電話公社入社，NTTコミュニ
ケーションズ　ユビキタスサービス部長，金融イノベーショ
ンシステム部長，カスタマサービス部長，取締役カスタマ
サービス部長を経て，2014年 6月より現職．
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◆副社長のおっしゃる過去とは何を意味するのでしょう
か．また，これからはどのような変化が求められるで
しょうか．
事業を展開するうえで理想とする目標は持ってはいて

も，限られたリソースや諸条件の中では必ずしもそこに
到達できない場合があります．こうしたネガティブな面
を環境のせいにしていた過去がないかという意味です．

これまでのサービスの中に，改善や改良の余地はまだ
まだたくさんあると思います．この改善に向けて全社員
が知恵を出し合い，実行，実践ありきで少しでも前に進
めていきたいのです．

DevOpsという言葉を耳にされたことがあるかと思い
ますが，開発（Development）と運用（Operation）が共
に協力し合って，短期間で完成度の高い製品やサービス
をつくり上げていくという手法が普及し始めています．
お互いの部門の長所を活かしながら喧々諤々とプロジェ
クトを効率良く進めるスタイルをとらなければ変化の激
しい時代を勝ち抜いてはいけないと考えています．現状
を変化させる必要性を私は強く感じています．

ビジョン2015の達成に向けた5つの指標

◆これらの姿勢を踏まえて，具体的にはどのような展開
を目指されるのですか．
ICT，通信事業は激しい競争を強いられていますし，

技術の進歩も目覚しいものがあります．常に競争を意識
して，お客さまにリーチしなければ生き残れないと思い
ます．

₂01₃年度の決算は ₆ 期ぶりに連結で増収に転じ，連結
の営業利益は ₃ 期連続で過去最高益を達成することがで
きました．₂014年度は連結での増収をさらに続けるとと
もに，₂01₃年度の利益水準を維持していくことを目指し
ています．

これらを踏まえて，ビジョン₂01₅を掲げました．グロー
バルクラウドビジョン（GCV）を推進し，クラウドを
中心とした低コストで迅速，オンデマンドなICT環境を
お客さまに提供していきます．いわゆるキャリアクラウ
ド，ネットワークとクラウドの連携を強化したサービス
を進め，SDN（Software Defined Networking）やNFV

（Network Functions Virtualization）といったネットワー
クの仮想化を含めた仮想化技術を利用したサービスを進
化させるとともに，オペレーション自働化の取り組みを
さらに進めようと考えています．

ビジョン₂01₅の達成に向けては，主に ₅ つを柱として
取り組みます．

〈 1 　オペレーション〉
提供サービスの表面であるサービス品質だけでなく，

見えない裏側のオペレーション品質に厚みを出し，統合
マネジメントにスポットを当てていきたいと考えてい
ます．

基準はあくまでお客さまに置かなければなりません．
また，お客さまにご満足いただけるサービスを提供して
いくことは当然のこととして，さらに各種オペレーショ
ンを自動化して効率化を図るとともに新たな技術，例え
ば機械学習などを取り入れることでお客さまが求めてい
るレベル以上のものをつくり上げていきます．

〈 ₂ 　セキュリティ〉
NTTコミュニケーションズ（NTT Com）では，NTT研

究所の最新のR&D成果であるSIEM（Security Information 
and Event Management）エンジンを活用し，「WideAngle」
というサービスブランドの下，マネージドセキュリティ
サービスや総合リスクマネージメントサービスを提供し
ています．今後さらに適用範囲の拡大を図り，お客さま
へ日々運用する中で得たノウハウを含めて，より良い
サービスを還元していきます．

ただ，セキュリティに関しては技術面だけでなく，人
の育成が大変重要です．NTT Comだけなく，NTTグルー
プ全体で取り組んでいくことが重要だと考えています．

〈 ₃ 　ビッグデータ〉
サービスプロバイダである私どもが持つ営業 ･ 経営 ･

システム等の情報だけでなく，リアルタイムに生まれる
ユーザエクスペリエンス情報を活用し，お客さまの気持
ちに沿った情報，環境を素早く提供することにより，競
合他社には真似できないものを提供し，収益を伸ばして
いきたいと考えています．

NTT Comが提供しているサービス，0₅0 Plusでは，お
客さまの操作上で発生するエラー情報，Twitter等からの
お客さまの声情報から使いづらい機能を特定できます．
お客さまが何か変だなと感じたときにネットワークや設
備，機能の状態を確認し，必要に応じてそれらの機能を
改修しお客さまにより使いやすいサービスの提供につな

ビジョン2015の達成に向けた5つの指標
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げてきました．この「何か変だ」という人の感触を上手
に吸い上げられるようになると面白いことができます．

〈 4 　仮想化技術〉
SDNや NFVといったネットワークの仮想化を進める

ことで，お客さまに迅速なネットワークのスケールアッ
プ＆スケールダウンを可能とし，社内に目を向けてもリ
ソースの利用効率を最大限に高めながらコスト削減を実
現します．

加えてハードウェアの仮想化技術であるクラウドの拡
大を進め，データセンタ全体を高効率で運用できるよう
取り組んでいきます．

〈 ₅ 　データセンタ〉
昨今，クラウドは世界的に急速に普及しています．デー

タセンタの構築を考えたとき，日本は他国と比べて土地
代や電気料金が高く，地震も多い国です．安価かつサー
ビスの安定供給がどうしたら実現できるかを改めて考え
る必要があります．

スピード感の点からも国内だけではなく，環境リスク
の低いロケーションで高品質，低コストですでにデータ
センタ事業を展開している海外有望企業のM&A等も含
め，お客さまへより良いサービスを提供するための最善
策をより真摯に進めていきます．

私たちのスタンスはラグビーの如し．パスを
渡し続けよう

◆すべての基準がお客さまにあるのですね．提供する側
の視点から，お客さま側の視点への発想の転換ととら
えて良いですか．

視点に限らず意識から変革を起こさなければいけませ
ん．これを大変と考えるか，楽しいと考えるかで結果も
変わってきます．ぜひ楽しんでいただきたいと思います．

そして，私は日々の仕事を楽しむためにも，「何とか
なるよね」という気持ちと，「失敗しても，それを糧に
すれば良い」という気持ちの両方を持ち合わせてほしい
と思っています．

ご存じのとおり，NTT Comにはトップリーグで戦う
シャイニングアークスというラグビーチームがありま
す．実は「NTT日比谷Sunshiners」という，シャイニン
グアークスを卒業した方たちが所属するラグビーチーム
もあります．普段から応援に行かせていただいているの
ですが，観戦をしていて，ふと，このスタンスはラグビー
に似ているのではないかと思いました．ラグビーの有名
な言葉にOne for All ， All for Oneとあります． 1 人ひ
とりは前を向いているのだけれど，横，もしくは後ろ（に
いる人）には勝利という同じ目標に向けて戦うメンバー
がいる．

メンバー全員で助け合い，ボールをつなぎ続けてゴー
ルを目指すのです．
◆全員でゴールを目指すために具体的な取り組みはな
さっていますか．
入社して，仕事に慣れてくると 1 人では何もできない

と実感する瞬間があります．若いうちは 1 人で仕事をす
ることもありますが，チームの中で仕事をすると，その
結果の良し悪しにかかわらず全員で達成感を共有する体
験が得られます．

こうしたマインドを培うために「風土改革」に取り組
んでいたことがあります．具体的には，単にある時間を
共有しお互いを知り合うために，部長級，課長級，主査
級などの階層別に分けて近況を話したり，食事をするの
です．隣のチームが何をしているか分からないという大
企業病にならないように壁を取り払おうという取り組み
です．時には，オフィスから離れた場所で合宿して，仕
事への思いをすり合わせていくこともありました．本音
が出てくるまでには時間がかかりましたが成果は実感で
きました．一方で，すべてのスタッフが同じ方向を同時
に向くことはありませんから，この違いを受け止めるこ
とも大切ですよ．このマインドセットは，仕事をしてい
くうえで非常に大事だと実感しています．

お客さまに寄り添い，結果だけではなくプロ
セスをも大切に

◆お客さまへ安心感を与えるとはどのようなことですか．
一言でいえば，寄り添えるかどうかです．例えば，お

腹が痛くなって病院へ行ったとき，医師から「何でこん

私たちのスタンスはラグビーの如し．パスを
渡し続けよう

お客さまに寄り添い，結果だけではなくプロ
セスをも大切に
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なになるまで放っておいたのですか？」と言われたら私
は二度とその病院へ行かないでしょう．最初からそれが
分かっていたら，この結果には至ってないからです．原
因を責めるのではなく，「どうされましたか？　調べて
みましょう」と親身になって問題解決に取り組むことで，
患者さんの満足度は確実に変化するのではないかと思い
ます．たとえ病気を確実に治せるという保証はなくとも，
寄り添う姿勢で接すれば患者さんの印象は確実に違って
きます．

私たちの仕事も同様で，お客さまがトラブルや困難に
直面したときに，お客さま側に立って寄り添えるかどう
かということが大事だと思うのです．
◆では，研究者の皆さんに一言お願いします．

NTT研究所には目の前の課題解決に向けたR&D成果
の創出は当然のこととして，今後はより中長期に目を向
けて，先ほど触れたSIEMのように世界レベルで戦える
最先端の技術，NTTグループにしかできないような夢
のある技術の実現に向けて頑張っていただきたいと思っ
ています．
◆社員の皆さんにも一言お願いします．

NTT Comの強みは，優秀な社員が多いことです．約
7000名が国内に在籍していますが，真面目な方ばかりで
す．仕事のうえでの真面目さとは，嘘をつかない，ミス
や対応を誤ったときに素直にお詫びができることです．

今まではすべてをゼロから自社，もしくはグループで
つくってきた時代でした．ただこの方法では世の中の早
い動きに追随していくことが難しいと感じています．世
の中には使える便利なツールが多くあります．これを上
手く活用してサービス開発に結び付けていくことが今後
求められていきます．どんなときでも希望を捨てずに，
日々改善を繰り返す．これを続けることで今よりも上の
レベルに，また競走に勝ち抜くことができる．失敗を恐
れず，思い切りパスをつなぎ続けていきましょう．皆さ
んを信じています．

 （インタビュー：外川智恵／撮影：村岡栄治）

インタビューを終えて
分刻みで動かれている会社のトップに，インタビューの時間を割いていた

だく私たちは，その貴重な時間を 1 秒でも無駄にしないようにと万全に支度
をして待機しています．

この日もいつものように舩橋副社長をお待ちしていると，目が合った瞬間
に「よろしくお願いいたします」とご挨拶をいただき空気が一変．漂ったの
は緊張感ではなく，柔らかい雰囲気でした．しかし，大きな瞳から受ける穏
やかな印象とは違い，お話の中身はとても鋭いもので，「挑戦」「実行」といっ
た力強さを感じる言葉がちりばめられました．ご趣味もゴルフよりはテニス
のように「動いているモノを打つほうが好き」という言葉からアグレッシブ
な印象を受けました．

こうしたタフさはどうやってつくり上げられているのですかと伺いますと，「私はガラスの心臓の持ち主だと
言っても信じていただけないのですよ．これがつらいですね（笑）」と舩橋副社長．仕事を離れると，何も考え
ずに心を真っ白になさることが多いとのこと．激務から開放されたときは，飼われている 4 匹の犬と寝そべるの
がお好きなのだとか．柔らかくしなる強さを感じたひと時でした．


