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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

　

NTT Comは 2018年、高いセキュ
リティレベルはそのままに、従来の
シンクライアントより使いやすい
ファットクライアント「セキュアド
PC」（本特集“2．テレワーク実現ま
での道のり”参照）への切り替えを
進めるなど、IT環境の見直しを行っ
た。それに合わせてコミュニケー
ションツールを一新している。
もともとチャット、ビデオ通話、
グループワークなどのコミュニケー
ション、コラボレーションに役立つ

ツールを活用している
社員は多かったが、問題
もあったとして楠氏は
次のように語る。
「『利用する人が気持
ち良く利用できる環境』
が見直しの重要なコンセ
プトでした。以前は
チャットやビデオ通話会
議などの用途毎に異なる
アプリを活用していまし
たが、それらアプリ間での情報連携
がしづらい、グループ会社との連携
が困難といったことから、このまま
ではシャドー ITを使う社員が出て

きてしまうのではとの懸念もありま
した。そこでそうした問題を解決す
るため、コミュニケーションツール
をOffice 365のMicrosoft Teamsと

Exchange Onlineに統一しまし
た」

Teamsへのスムーズな移行
を実現するため、当時のシス
テム部（現デジタル改革推進
部）では 4つの観点から準備
を行った。1つは「PC端末」。
カメラ付きでどこからでもセ
キュアに仕事ができる「セキュ

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は 2018 年度から社内の IT 環境やツールの見直しを行い、それまで用途
に応じて使っていたさまざまなコミュニケーションツールを Office365 の Microsoft Teams（以下、Teams）と
Exchange Online とに統一した。新しいツールが全社員に浸透し、いつでもどこでも自由に働きやすくなったことが、
新型コロナウィルス対策のための大規模テレワークにも大いに役立っている。

3 テレワークを支えるツール

NTT コミュニケーションズ株式会社
デジタル改革推進部　情報システム部門

担当部長　　  楠 淳氏
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コミュニケーションツールを
Office 365 で統一

モバイル セキュアブラウザ型 ブラウザ型の使い勝手が悪い

PC シンクライアント/
通常FAT-PC シンクラの使い勝手が悪い

コミュニケーション

デバイス

大分類 小分類 今まで 課題 施策

Microsoft Teams
（Office365)
に統一

セキュアドPC＆
セキュアモバイル
の全社員導入

生産性向上に資する真の「働き方改革」を実現するに、セキュリティと使い勝手
の両立を実現した環境に改革

チャット Cisco Jabber

利用するアプリがバラバラ
各アプリ間の情報連携が不足

映像会議 WebEX

コミュニティ Bizグループワーク

共同作業 共有フォルダ活用

メール Exchange メール保存領域が不足

ツールを活用した効率的な情報共有や
コラボレーションが大規模なテレワークを可能に

図 1　リモート業務環境の課題と対策

Teams 導入に向けた端末、
ネットワーク、サポートの
準備
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アド PC」が全社員に行き
渡ってから、Teamsの本
格的な普及活動を開始す
ることにした。
2つ目は「ネットワーク

（以下、NW）」。約 30名が
1箇所に集まり Teamsを
使ってチャット、ビデオ
通話、ファイル共同編集
などを行い、NWの使い勝
手を検証した。ここで測
定した帯域やセッション
数などのデータを NW担当と共有
し、充分なネットワークリソースを
確保できるようにした。
3つ目は「サポート」。ポータル

サイトやマニュアルなどを用意し、
個別ヘルプデスクも設けた。全社の
社員向け統合ヘルプデスクとも連携
し、よくある問い合わせや回答など
の情報を共有する体制を整えた。

最後は「機能／セキュリティ／監
査ログ」の観点から行われた準備で
あった。まず既存のコミュニケー
ションツールで行っていたことを
Teamsでも行えるか検証した。ま
た「既存のツールより便利にならな
ければ意味がない」（山本氏）ため、
＋αで可能になる機能についても確
認した。
グループ企業／外部企業とのコラ

ボレーションをしやすくすることも
Teams導入の目的の 1つであった。
セキュアに外部企業とコラボレー
ションするため社内向けと社外向け
でチームを区別し、社外向けチーム
にゲストユーザーを招待する運用と
した。そして社外向けチームに追加

社の協力も得ていかに便利であるか
をアピールすることに力を入れまし
た。具体的には機能を絞って説明す
る 40分程度の短い『スタートアッ
プセミナー』を何十回と開催しまし
た。従来こうしたセミナーは組織毎
に開催することが多かったのです
が、今回は所属する組織を問わず自
由に参加できるようにしました。以
前は『新しいツールを用意したので
使ってください』という一方的な説
明が多かったと思います。今回のコ
ミュニケーションツール導入ではき
め細やかな対応ができたのでは、と
感じています」（山本氏）

スタートアップセミナーへの参加
者から、よりレベルの高いセミナー
に関する要望があったこと受け、中
級者でも満足できるよう使い勝手を
体感してもらいながら進めるセミ
ナーも実施した。
同様に利用者である社員からの要
望に応えた取り組みとしてスマート
フォンへの対応がある。セキュリ
ティ確保のためチームを立ち上げて
検討し、スマートフォンからも高い

するゲストユーザーの承認はチーム
リーダーだけが行える独自の仕組み
を追加し、ゲストユーザーが不要に
なりチームメンバーから削除する際
には Azure ADからも自動的に削除
されるようにした。
課題もあった。Office 365で記録
される監査ログは 90日間分である
のに対し、NTT Comでは 1年以上
の監査ログを必要としていた。この
課題に対しては、Office 365の機能
ではなく別の仕組みにより監査ログ
を記録するなど、工夫をこらした。

Teams導入の初期段階では、興
味を持ってくれる組織に声をかけ、
いっしょに使い勝手を確認しても
らった。Teamsの良さを充分に感
じてもらい、アリーアダプターとし
て役立ってもらう狙いがあった。
そして全社員がセキュアド PCを
使うようになったタイミングで本格
的な普及活動を開始した。最初に力
を入れたのは Teamsセミナーの開
催であった。
「『便利さを知ってもらうことが重
要』との考えから、マイクロソフト

①初期
・アーリーアダプターの獲得（味方をつける）

②中期
・タイミングを見計らって、セミナーを開催

利用者を増やすために → スタートアップセミナーの開催
利用者の満足度向上のために → 中級者向けセミナーの開催

→ スマホ対応
→ Guest招待可能、グループ会社
への利用拡大

→ 自社サービス（COTOHA）の
FAQBot導入（検証中）

図 2　Microsoft Teams の普及活動

機能を検証し要件に合わない
部分は独自に対応

導入初期段階では「便利さを
知ってもらうセミナー」を開催

利用者からの要望に応え
普及拡大につなげる活動
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セキュリティレベルを維持しつつ
Teamsを利用できるようにした。
また自社の AIチャットボットサー

ビスである“COTOHA Chat&FAQ®”
を活用し、チャットで利用者からの
質問に自動で答える AI自動応答機能
を Teams上で導入した。現在本格導
入に向けトライアルを実施している。

全社導入から約 1年半が経過し、
グループ企業やパートナー企業のス
タッフを合わせて約 2万人がセキュ
アド PCから Teamsを使って業務
を行うようになった。その結果、
Teamsによるコミュニケーション
がかなり増加しているという。対面
や電話で行われていた連絡がチャッ
トやビデオ通話会議に置き換わりつ
つある、または純粋にコミュニケー
ション量が増えているものと考えら
れる。
「これまでは会議室や打合せス
ペースに移動するためにも時間を費
やしていました。メンバーが異なる
拠点にいる場合には、移動時間を含
めての日程調整も必要でした。しか

し今ではメンバーがどこに居るかに
関係なく Teamsで打合せを行うよ
うになりました。どのようなシチュ
エーションでも Teamsが使われる
ようになり、非常に効率が良くなっ
たと感じています」（山本氏）

プロジェクトにメンバーが途中参
加するような場合、かつては過去の
経緯を知る手がかりがメーリングリ
ストや分散する大量のファイルしか
なく、現実的には難しかった。しか
し現在は案件・プロジェクトごとに
関係者だけのチームが用意され、か
つての「ではメールで送ります」が
「では Teamsで」に置き換わったと
いう。連絡がメールではなく Teams

で行われるようになり、チャットの
内容やファイルがプロジェクトごと
に時系列で記録されるため過去の経
緯を把握しやすく、プロジェクトへ
の合流がスムースになった。

他にもさまざまある導入メリット

のうちいくつかを紹介する。
　
ファイル管理の負担が軽減
かつては全てのファイルをファイ
ルサーバー上で管理し、PJ終了後
は読み取り専用ファイルをアーカイ
ブ用のフォルダに移動するなど、運
用管理にかなりの人手を要してい
た。しかし現在は Teamsをファイ
ル置き場としても利用できるように
なり、過去のような運用負担が減り
つつあるという。Teamsによりプ
ロジェクトごとに、また時系列で
ファイルを探すことができるため、
最新版のファイルを探すことも容易
になった。
「増加し続けていた従来のファイ
ルサーバーの利用量が横ばいになり
ました。今後さらにファイルサー
バーから Teamsへの移行を推進し
たいと考えています」（山本氏）
共同編集可能なファイルが拡大
以前から共同編集が可能だった

Excelファイルに加え、PowerPoint

やWordファイルの共同編集も行え
るようになった。ファイルのバージョ
ン管理も可能であり、古いファイル
を参照することも容易になった。
会議室予約の手間が大幅に軽減

Teamsからカレンダーを参照し
日時やビルを指定すると、その日時
に予約可能な会議室をドロップダウ
ンリストから簡単に選択できるよ
う、独自のカスタマイズを行った。
かつての UIでは会議室の空きを検
索するだけでかなりの時間を取られ
ていたため、効率が大幅に向上した
という。
この仕組みは Exchange Onlineと

連携して実現しており、Outlookの
画面からも同様の会議室予約を行え

●共同編集（PowerPoint、Word、Excel）

誰が編集中か
表示

ファイルに対して、
誰がいつ、どのような
コメントしたか
把握が可能

●ビデオ会議●プロジェクト内コミュニケーション

●チャットによるコミュニケーション

図 3　Microsoft Teams をさまざまなことに活用

「どこに居るか」に関係なく
効率的に打合せ、意思疎通が可能

プロジェクトに途中参加しても
過去の経緯を把握しやすい

コミュニケーションだけでは
ないさまざまな導入メリット
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るようにした。
プロジェクト開始
時の準備が容易に
なり効率が向上
かつてはプロ
ジェクトを開始す
る際にメーリング
リストや PJ専用
フォルダなど、複
数のツールの準備
を行う必要があっ
た。この準備には
ある程度の手間が
かかるため担当者
の負担になるのは
もちろん、プロジェクトの体制が決
まっても業務を開始するまでに時間
を要するという問題があった。
コミュニケーションツールが

Teamsに統一された現在はこの手
間がほぼなくなっている。プロジェ
クトの発足から間を置かずに業務を
開始できるため、大幅に効率が向上
した。

コミュニケーションツールを
Teamsに統一しさまざまなメリッ
ト享受しているものの、他のツール
を使いたいというニーズもある。代
表的な例が利用者からの要望が特に
多かった Slackだ。そうしたニーズ
を「シャドー IT」につなげないた
めの対策も行っている。
「情報セキュリティ部と連携して
認証や監査などに関するガイドライ
ンを作成するなど、申請に基づいて
審査することにより Teams以外の
ツールも安全に利用できるような体
制を作りました」（楠氏）

利に Teamsを活用するための取り
組みを続けている。
今後は他システムとの連携や自動
化に取り組んでいくほか、Teams

からの外線発信を可能にし、電話利
用を Teamsに吸収してしまうと
いったことも検討されている。

原則在宅勤務が解除され社員がオ
フィスに戻りはじめたとき、元の働
き方に戻るのではなくツールの使
い方も工夫して新しいワークスタイ
ルを確立していくことが重要である
として、山本氏は次のように述べて
いる。
「同じビルに居ても『密』になら
ないことが重要です。たとえばオ
フィスにいるからといって一箇所に
集まって打合せをする必要はく、
ヘッドセットを使うなどの工夫次
第で自席からでもビデオ通話会議
が可能では、といったことも考えて
います」

新型コロナウィルスの感染拡大を
受けピーク時にはテレワークが困難
な業務の従事者を除くおよそ 8割
の社員が在宅勤務を行った。WHO

が 2020年 1月 31日に緊急事態宣
言を行って以降の Teamsの利用状
況を確認すると、特にチャットの回
数とビデオ通話会議の回数は急増し
ている。1月と 3月を比較すると
チャットの回数は約 3倍、ビデオ
通話会議の回数は約 10倍にもなっ
た。こうした数字からも、Teams

で効率良くコミュニケーションを行
えるようにしてきたことが大規模な
テレワークを支えたことがわかる。

NTT Comはセキュアド PCと
Teamsの利用を一層拡大し、利用者
を増やしたいと考えている。そのた
めにも前述の COTOHA Chat&FAQ

のコンテンツを増やすなど、より便
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・ Teams導入後利用状況は順調に拡大 ⇒ ほぼ全社員が利用
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図 4　Teams 利用状況（2018 年 11 月～ 2020 年 3 月）

Teams 以外のツールも適正な
管理のもとで安全に活用

WHO の緊急事態宣言後に
チャット、ビデオ通話会議が急増

利用者拡大や他システムとの
連携、自動化などを進める

ツールの使い方を工夫し新しい
ワークスタイルを


