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

2 テレワーク実現までの道のり

ルール作り、意識改革、IT 環境整備が進んでいた
からこそ可能だった「原則在宅勤務」
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため 2020 年 2 月 17 日から在宅
勤務を原則とし、最終的には在宅勤務が不可能な業務の従事者を除きグループ企業、パートナー企業を合わせて約
14,000 人もの人員が在宅勤務を行った。このような劇的な業務体制の変更を実現する上で同社が進めてきた働き方改革
と、「風土・意識」「制度・ルール」「IT 環境・ツール」の三位一体で進めてきたテレワークの取り組みが大きく役立った。

勤務体系多様化の一環で
2007 年にテレワークを制度化
NTT Com は 2002 年から勤務体
系の多様化を進めてきた。まだネッ
トワーク（以下、
NW）環境やセキュ
リティなどの技術的課題が現在より

NTT コミュニケーションズ株式会社

も多かった頃からテレワークにも取

山田
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総務部門長 奈良部
デジタル改革推進部 情報システム部門 担当部長
久野

（左から）ヒューマンリソース部 人事給与制度部門長

り組み、2007 年には正式に制度・

担当課長

ルールを定めた。当初は育児や介護
などの理由のある社員に限られた制
度としてスタートし、段階的に対象

了し、自分の時間を過ごした後に勤

を拡大した。現在では職種や理由に

務を再開することのできる『分断勤

関わらず週 2 回、月 8 回までのテ

務』も可能になり、社員が自らの判

レワークが認められている。
2 月 17 日以降の「原則在宅勤務」
は、この上限を一時的に撤廃した措
置と言える。

2017 年には全社員を対象に
フレックス制度を導入

洋平氏
弘昌氏
達也氏
誠史氏

断で働く時間と場所を決定できるよ
うになりました。かつて上司からの
命令が必要であった頃と比較すると

一人ひとりの多様性に応じた働き方の実現をめざすための制度
リモートワーク/リモートオフィスの拡充

・在宅勤務制度の事由制限撤廃
・セキュアな社外ワークスペースの提供

自宅

シェアオフィス

サテライトオフィス
（カラオケ店）

分断勤務

・社員の多様性に合わせて柔軟な働き方を

制度・ルールに関する近年の最も
大きなトピックの一つは、フレック
ス勤務の導入であった。
「2017 年にフレックス勤務制度

15:00〜20:00
家族の事情等のため帰宅

フレックス勤務を全社適用

・日々の始業就業時刻を社員自ら設定

を導入し、
オフィス以外の場所を『リ
モートオフィス』とするテレワーク
を拡充しました。いったん勤務を終
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20:00〜22:00
自宅で残りの業務を実施

コアタイム
10:00〜15:00

図1

標準労働時間
9:00〜17:30

フレキシブルタイム
8:00〜16:30

勤務制度の充実
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能動的な働き方が可能になり、意識
や風土が変わるきっかけになりまし
た」
（山田氏）

働き方改革・休み方改革方針の全社浸透を目的とした幹部メッセージの継続発信
幹部会議のリモート開催 / 幹部による在宅勤務の率先
「組織長オープントーク」
で社員と組織長が直接対話

経営トップからの強いメッセー
ジが意識・風土の改革を加速
とはいえ、長年続いた意識・風土
を変えるのは容易なことではない。
「NTT Com も以前は『会社に出
社しないといけない』という意識の
社員が多い企業だったと言えます。
そうした企業で意識や風土を変える

幹部メッセージを定期的に発信

幹部会議や社員とのコミュニケーションに
Microsoft Teamsを積極活用

「組織長オープントーク」
社員からの質問に
組織長が本音で答える

図 2 「風土・意識」変革のため経営トップ自らが働き改革を推進

ために最も重要であるのは、経営

分を要するなど「セキュリティを優

利用者が多いと SSL-VPN 回線がボ

トップがしっかりとメッセージを発

先し過ぎて使いやすさが犠牲になっ

トルネックになりやすいため、その

することです」
（山田氏）

ている」という課題感を持っていた。

ことも考慮しました」（久野氏）

NTT Com の場合は社長自らが『働

そこでテレワークをはじめとする働

デバイスの見直し

き方自体を変えないといけない』と

き方改革を進めるなかで 4 つの観

上記のコンセプト／アーキテク

いうメッセージを継続的に発し続け

点から IT 環境、ツールに関する見

チャーに基づき、利用者が仕組みを

ている。また年に 2 回労働組合と

直しを行った。

意識することなくすぐに使い始めら

顔を合わせて議論する場に副社長

コンセプトの見直し

れる、また社内でも社外でも同じ使

が参加し、フレックス制度や働き方

従来の「いつでもどこでもセキュ

改革についてお互いに意見交換をし

アに」というコンセプトはそのまま

ながら理解を深めてきた。ほかにも

に、より利用者である社員の目線か

社外から各種 SaaS を利用する場

社員とのオープントークを行うな

ら「使う人の力を最大化」できるよ

合にはインターネットへダイレクト

ど、意識・風土の改革につとめてい

うな使いやすい IT 環境を目指すこ

に接続し、社内 NW へのアクセス

る（図 2）
。

とにした。気持ち良く利用できる一

が必要な場合には利用者が意識する

方で、これまでと同等かそれ以上の

ことなく自動的に SSL-VPN 経由と

セキュリティレベルを利用者のスト

なる仕組みを採用している。

IT 環境・ツールを見直し
「セキュアド PC」を導入
テレワークに関する制度・ルール
を定め風土・意識の改革を進めるの

レスにならないよう技術で実現する

い方ができるファットクライアント
「セキュアド PC」
（図 3）を実現した。

他にも生体認証を含む多要素認

というコンセプトであった。

証、アンチマルウェア、異常を検知

アーキテクチャーの見直し

して迅速な対応を可能にする EDR

と同時に、よりテレワークを推進し

社外へ業務に必要な情報を持ち出

（Endpoint Detection and

やすい IT 環境やツールの整備も進

せない、社内 NW に接続しないと

Response）、暗号化など、利便性を

められた。

仕事ができないのでは快適に仕事を

損なうことなくセキュリティを確保

NTT Com は、PC 端 末 に 重 要 な

するのは難しい。
「PC 端末に情報を

する仕組みが盛り込まれている。

データを保存せず情報漏洩のリスク

入れて持ち出せる」ことを前提に

コミュニケーションツールの見直し

が少なく社外からでも安心してテレ

アーキテクチャーを見直した。

さまざまな場所から働くように

ワークを行うことができるシンクラ

「NW 構築が比較的容易でセキュ

なった社員同士が支障なくコミュニ

イアントシステムを運用してきた。

リティを確保しやすいため、端末か

ケーションを取るため、コミュニ

しかし端末を起動してシステムに接

らの通信を全て SSL-VPN 経由にす

ケーションツールがますます重要に

続し業務を開始するまでに 3 〜 4

るという考え方もあります。しかし

なった。以前からチャットやビデオ
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通話会議などのツー

Internet

ルを使っていたもの
のアプリケーション
間での情報連携が容易
ではなかったという反
省から、コミュニケー
ションツールを Office

Online に統一した。ビ
デオ通話会議が頻繁に

Cloud Proxy

Windows Defender ATP
（EDR）

統合的な
セキュリティ
マネジメント
社内網

Firewall

365 の Microsoft
Teams と Exchange

Sassセキュリティ

SaaS
PaaS
IaaS

SSL-VPN
シンクラ端末/
BYOD端末

行われるようになるな

Proxy

シンクライ
アント

パッチ配信
社内システム SCCM

社内PC

モバイルコネクト SSL-V
PN
サービス
常時接
続
セキュアドPC

ど、狙い通りの効果が
生まれている（本特集
3．テレワークを支え
るツール 参照）
。

6,350 人が「テレワーク・
デイズ」に参加し課題を抽出
見 直 し を 経 て 新 た な IT 環 境 や
ツールが段階的に導入され、2018
年度末までにほぼ全社員が前述のセ

図3

エンドポイントセキュリティ
- 端末暗号化
（Bitlocker）
- 生体認証
（Windows Hello)
- ファイル暗号化
（Azure RMS)
- NW＆端末侵入防止
（Exploit
Guard、Windows Firewall）

セキュアド PC の構成概要

バーへのトラフィックがボトルネッ

録していません。なぜならこの仕組

クになることがわかりました。ここ

みの目的はテレワークによる『働き

で課題を抽出して対応できたことに

過ぎ』と『不払い勤務』を無くすこ

は大きな意味がありました」
（久野氏）

とだからです」（久野氏）

働き過ぎや不払い勤務をなくす
ための対策

テレワーク急増に伴う社員の
不安を取り除く取り組み

テレワークの課題の 1 つとして

NTT Com は中国の武漢市にもオ

勤務時間の管理を挙げることができ

フィスを構えているため、新型コロ

これにより社外でも社内と同様に

る。この課題に対しては PC のログ

ナウィルス関連の情報を当初より注

業務を行う環境が整ったが、
「原則

をしっかり取るほか、オフィスへの

視していた。中国への出張をどうす

在宅勤務」のように大規模なテレ

入退館を記録することにした。この

るかについて早くから検討していた

ワークを実現する上でもう 1 つ重

記録から勤務開始時間と終了時間が

ほか、中国から帰国する社員には一

要な取り組みがあった。政府は東京

勤務表へ自動的に反映される仕組み

定期間自主的に自己隔離してもらう

2020 オリンピック・パラリンピッ

を導入した。あくまでも勤務時間の

など、状況の変化に合わせ必要な対

クの開催期間中にテレワークを実施

入力を助ける仕組みであり、実態に

応を検討・実施してきた。当時総務

することを呼びかけており、総務省、

合わせて訂正できるようになってい

部の立場から対応を行った奈良部氏

厚生労働省、経済産業省、国土交通

る。たとえば PC を終了し忘れ長時

は次のように述べている。

省が関係府省・団体と連携して実際

間勤務したように見える場合、業務

「総務部としてもテレワークを推

に大規模にテレワークを行ってみる

内容を知る上司がおかしいと思えば

奨し、本人や家族に基礎疾患を持つ

本人に確認して訂正できる。

などのリスクがある社員には率先し

キュアド PC を使って業務を行うよ
うになった。

「テレワーク・デイズ」を実施して

NTT Com の取ったこの対策は「テ

てテレワークを行ってもらうよう働

レワーク中に本当にしっかり働いて

きかけもしました。社員には多少戸

「6,350 人もの社員が一斉にテレ

いるかをチェック・監視する」とい

惑いもあったため、全社員に一斉通

ワークに取り組んだことにより、一

う考えとは正反対のものであった。

報できるツールを使い『ためらわず

部の社内システムやファイルサー

「勤務開始と終了の時刻以外は記

にテレワークを行ってください』と

きた。NTT Com は 2018 年、2019
年の 2 回にわたり参加している。
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呼びかけました。3 月に

NTTコム社員テレワーク実施状況
（社員数約6,000名）

入り事態が長期化して

2月28日 コム対処策引上げ
原則在宅勤務

2月17日
コム対処策引上げ
eワーク対応拡大
（上限撤廃）
在宅勤務＆時差出勤推奨

か ら は、 社 員 の 不 安 を
解消すべく何でも相談

約80%の社員が
テレワークを実施

できる窓口を設けまし
た。1 人で悩みを抱え込
んで欲しくないという
思 い で し た。 相 談 内 容
は制度の活用方法や手
続 き に 関 す る も の、 健
康に関するものまでさ

▲1/31 WHO緊急事態宣言

まざまです」

図4

3 月末頃になると「業

▲3/27
週末外出自粛要請

▲2/25 政府基本方針
▲2/27 政府休校要請

▲4/7
緊急事態宣言

新型コロナウィルス対策 テレワーク実施状況

務上の都合で出社したい」という声

にテレワークに取り組んでもらわな

加えることができるとして、小林氏

も出始めたため、やむを得ない事情

いと仕事が進まない」という課題も

は次のように述べている。

で出社する際の注意点などもアドバ

浮かび上がっていたため、就業規則

「すでにルールや IT 環境、ツール

イスしたという。その後もテレワー

や契約の問題についても検討してい

が揃っていたことはもちろん非常に

クでの困りごとに関する相談を受け

たことが功を奏した。

大きな点です。その上で、という意

原則在宅勤務を進めるにあたって

付けている。

味ですが『不安はあったがやってみ
た ら 予 想 以 上 に う ま く で き た 』、

「自宅に NW 環境が整っていない

は派遣会社各社に協議事項として在

社員もいます。要望に応じ、Wi-Fi

宅勤務の通知をし「問題があれば

『やってしまえば変わるものだ』と

ルーターのレンタル費用を会社が負

言って欲しい」という形で協力を要

いう実感があります。とにかくやっ

担する、といった対応も行ってきま

請している。セキュアド PC などの

てみることも重要と感じています」

した。この状況が長期化する場合に

環境を NTT Com 側が用意したこと

備え、今後もより良い支援の方法を

もあるが、最終的に協力を断られた

考えなければいけないと思っていま

ケースはなかったという。

す」
（山田氏）

「とにかくやってみること」も
重要

就業規則や契約の問題を乗り
越え派遣会社にも協力を要請

アフターコロナも見据え新しい
ワークスタイルを確立する
NTT Com はさらに在宅勤務の対
象者を増やせないか検討するなど、
今後も一層テレワーク推進に力を入

紹介してきたような「風土・意識」、

れていく方針だ。山田氏が「従来の

「制度・ルール」、「環境・ツール」

『週 2 回、月 8 回まで』というテレ

グループ会社、派遣社員も対象にし

が三位一体となった取り組みによ

ワークの制限を変更するといった見

ている。この課題についても事前に

り、4 月 7 日の緊急事態宣言以降は

直しが重要と考えています」と言う

派遣社員にも社員と同様の IT 環境

全社員の約 8 割が在宅勤務を実施

ように、緊急事態宣言が解除される

が用意できていたため、比較的ス

した（図 4）。残りの 2 割は基本的

前から「アフターコロナ」「ウィズ

ムースに進めることができた。NTT

に在宅勤務の難しい業務に従事して

コロナ」について考えている。

Com の社員数は約 6,000 人である

おり、文字どおり「原則在宅勤務」

「将来的に事態が収束してオフィ

のに対しセキュアド PC は派遣社員

を実現したと言える。基本方針を打

スに戻るようになっても元のワーク

を含め 20,000 人が利用している。

ち出してから短期間でこのチャレン

スタイルに戻すのではなく、新しい

また前述のテレワーク・デイズへ

ジングな取り組みが成功した要因

ワークスタイルを確立していくこと

の参加を通じ「派遣社員も同じよう

に、
「とにかくやってきた」ことを

が重要と考えています」（奈良部氏）

NTT Com の「原則在宅勤務」は
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