特 集 NTT コミュニケーションズでの実践例にみるテレワーク推進のすべて

1 インタビュー

三位一体で推進、一気通貫で加速。
働き方改革の取り組みがテレワーク成功の鍵に
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は、新型コロナウイルスに対していち早くテレワークを推奨し、業務の
効率を下げることなく感染防止を遂行した。その背景には、総務部・HR 部と情報システム部門が三位一体体制で推進し
てきた働き方改革への取り組みがある。また、テレワークツールを経営層から社員まで全員が一気通貫で使用したことも
NTT Com がテレワークに成功した理由のひとつだ。及川取締役デジタル改革推進部長にお話を伺った。
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—まず最初に NTT Com のテレワー

間帯には動作が遅くなるなど「不便
だ」という声があがっていました。
今振り返るとシンクライアントは
「社員オリエンテッドではないもの」
だったように思います。そこで働き

クへの取り組みの経緯についてお聞か

方改革の主人公は働く人なのだとい
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う考えの下、どのような環境が最適
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NTT Com は 2011 年 か ら シ

ンクライアントを導入し、どこにい
ても業務ができるような取り組みを
行ってきました。当初はセキュリテ
ィを最重要視し環境を整備しました
が、実際に端末を使用する社員から
は、常時サーバーに接続する必要が
あるため、利用する人が集中する時
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トップダウン・ボトムアップの両輪で

・幹部によるメッセージの継続発信
・幹部と社員のコミュニケーション促進
・テレワークの積極的な推進

テレワーク成功の背景には
「三位一体」による
働き方改革への取り組み
—緊急事態宣言発令に際し社内シス
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実はネットワークの帯域を少

し拡げチューンナップをした程度で
特別なことはしていません。緊急事
態にあってもスムースにテレワーク

図1

48

三位一体で取り組む働き方改革

を遂行できたのは、やはりこれまで
三位一体で働き方改革を推進してき

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.7

たからだと自負しています。
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