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CATV／衛星放送事業者向け課金・

顧客管理ソリューションのトップベン

ダーであるCSGシステムズ（本社：米

国コロラド州デンバー）は、今年2月、

ルーセント・テクノロジーのビリング＆カス

タマーケア事業「LucentBCC/Kenan」

の買収を完了し、世界最大のビリン

グ＆カスタマーケアベンダーのポジシ

ョンを獲得した。

CSGシステムズは、今回の買収によ

って、世界約40カ国におよぶグローバ

ルなサポート体制に加え、放送分野を

はじめ先進IPサービス、次世代移動

通信、固定網通信等を包括したあらゆ

る通信分野に対応する課金・顧客管理

ソリューションを揃え、ブロードバンド化

CSGシステムズの野澤裕ディレクター

は、「私どものカスタマーサポートセ

ンターをASP的に利用してもらうほ

か、ユーザー側のコンタクトセンターに

対して、課金システムや人的リソース

を提供している。そこでは、ユーザー

とともに業務を推進していく中で、

日々、業務の改善提案を行うだけなく、

セールスプロモーションをはじめとし

た、加入者増を促進するようなコンサ

ルティング業務も進めている」と語る。

一方、Kenanの課金プラットホー

ムはキャリアグレードのシステムであ

り、小規模から大規模加入規模まで、

あらゆるサービスを1つのアーキテク

チャで対応できることが大きな強みに

なっている。

さらに、サービス利用情報を収集・

加工する「CSG Data Mediation」をは

じめ、多様な料金計算を行う「Kenan

Rating Server」、コンテンツサービ

ス等の事業者間精算などのマルチ・ビ

ジネスモデルに対応する「Kenan/Rev-

enue Settlements」等、あらゆる課金

業務に対応する多彩な製品ラインナッ

プが揃えられている。

これらの優れた製品群と、市場で高

が進む通信市場に対して最先端の課金

ソリューションの本格展開を図っていく。

アウトソーシングビジネスで高実績

これまでCSGシステムズは、米国

を中心にCATV／衛星放送事業者等

向けのビリング＆カスタマーケアの分

野で高い実績をあげてきた。主要な顧

客としてAOLタイムワーナーやAT&T

ブロードバンド、ディレクTV等数多

くの優良企業を抱えている。

同社が展開するソリューションの特

徴は、課金・顧客管理システムの提供

を行うだけでなく、アウトソーシング

サービスの実施により、システムの運

用もサポートしている点にある。

い実績を有するアウトソーシングサー

ビスが融合したことで、他社にない画

期的な課金ソリューションの展開が可

能となっている。

IPサービスの先端市場を攻略

CSGシステムズは、日本法人「CSG

ジャパン」を設立し、日本市場に対し

て本格的な攻勢をかけていく構えだ。

野澤ディレクターは、「次世代課金

システムの導入は北アジアがスタート

地点になると予想している。日本や韓

国において次世代携帯電話サービス

や、ブロードバンド化の進展による先

進的なIPサービスがいち早く登場し

てきているためだ。今年から来年にか

けて北アジア系の地域でのビジネスを

拡大させていく計画」と語る。

国内キャリアでは、最先端のIPサ

ービスを提供していくにあたり、サー

ビスの迅速な市場投入が急務となって

いる。ここでは柔軟かつ将来性に優れ

た課金システムの構築も重要な要件と

してあげられている。

しかし、従来の国内キャリアの課金

システムは、カスタムメイドによって開

発されたものがほとんど。そのため、

新しいサービスが登場するたびに、既

存のシステムの改修を行わなければな

らない。これでは、サービスの迅速な

展開が行えず、競合他社に対する優位

性を確保することが困難となる。

こうした課題に対してCSGシステム

ズでは、拡張性と柔軟性に富むパッケ

ージ・ソフトウエアベースのソリューショ

ンを提供している。野澤ディレクターは、

例えば、収益を拡大するための「プ

ロモーション」や「ディスカウントプラン」

などが重要となっている。具体的には、

キャンペーン期間中に契約したユーザ

ーには料金を期間限定で無料にする、

複数サービスを利用しているユーザー

は料金を割り引きにすることで加入促

進をはかる、というものだ。こうした

プランを実現するためには柔軟性の高

い課金システムが必要となる。まさに

パッケージベースの課金・顧客管理シ

ステムがうってつけというわけだ。

さらにCSGシステムズは、こうした

プロモーションやディスカウントプラン

の展開についても、製品提供だけでな

く、ノウハウの授受やコンサルテーシ

ョンも展開、キャリアのビジネスを強

力にバックアップしていく。

機能性に優れたパッケージ製品群

と、付加価値サービスを提供するコン

サルティング、そして、実績の高いア

ウトソーシングモデルを軸に、CSGシス

テムズによって、キャリアが求める「収

益を向上させる」課金・顧客管理シス

テムの構築が実現されそうだ。

「私どもが提供するパッケージソフトウエ

アベースのソリューションを導入してい

ただくことで、新サービスの追加や割

引プランの導入が簡単に行える」と強

調する。

一方、新興キャリア、サービスプロ

バイダー向けには、従来から高い実績

を積んできているアウトソーシングビ

ジネスの展開も進めていく計画だ。

CSGシステムズでは、これらのソリ

ューションを国内市場に対して販売し

ていくにあたって、ダイレクトタッチに

よるセールスを継続していくほか、シ

ステムインテグレーターや、アプリケーシ

ョンベンダーとのコラボレーションビジ

ネスを拡大していくという。これによ

り課金システムを中心とした多様な付

加価値サービスの実現が可能となる。

求められる戦略的課金システム

従来、課金・顧客管理システムは、

業務を支援する基幹系システムという

位置付けだった。しかし、最近では経

営を左右する戦略的なソリューションへ

とその方向性を大きく変えつつある。

パッケージとアウトソーシングで市場攻略
新生CSGが提供する課金ソリューション
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ルーセント・テクノロジーのビリング事業の買収により世界最大の課金システムベンダーとなったCSG
システムズが、ブロードバンド、IP化に伴う国内通信キャリアのさまざまな課金ニーズに対応するた
め本格的な活動を開始した。本コーナーでは、3回にわたりCSGシステムが提供するソリューションの
全容を明らかにしていく。第1回目は、新生CSGシステムズの概要とそのビジネスコンセプトを紹介
していく。
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