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

4 チャットでらくらく勤務管理

「おはよう」で勤務データ登録が可能に。
チャットボット＋ RPA 活用でスマートワークを実践
NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）では勤務管理に伴う社員の負担を軽減するため、チャットで簡単に勤務
情報を登録できるシステムを開発した。トライアルを経て折しもほとんどの社員が在宅勤務を行っていた 5 月に全社導
入し、利用者の要望を反映しながら改善を進めている。

本業に集中しやすいよう勤務
管理に伴う社員の負担を軽減
NTT Com の勤務管理システムは
パソコンからの利用を想定している

タを登録しやすけれ
ば登録忘れも減り、
良いサイクルが生ま
れるのではと考えま
した」
（斎藤氏）

ため、
外出が多い営業担当からは「モ

そうして当時のシ

バイル端末からでも勤務管理ができ

ステム部（現デジタ

るようにしたい」という要望が出て

ル改革推進部）との

いた。また内勤の社員からも「登録

協力により開発され

に時間がかかる」との声があった。

たのが、親しみやす

そのため登録忘れも起こりやすく、

いキャラクターの

管理職が部下に登録を促すことも多

チャットボットで勤

かった。HR 部は「勤務管理が管理

務時間の登録を行え

職や社員を忙しくさせ、本来集中し

る

たい業務に注力しづらいのでは」と

るりちゃん （以下、

考え、対策を検討した。

おおるり）だ。

勤務管理 おお

NTT コミュニケーションズ株式会社
（左上から時計回り）ヒューマンリソース部
人材開発部門 主査 斎藤 浩樹氏

人事給与制度部門 主査 喜多 一輝氏
デジタル改革推進部 情報システム部門
主査 中島 久枝氏 柳田 尚明氏

従来は 2 分を要した作業が
15 秒で完了するシンプルさ

「社員が勤務管理システムにデー
社員からの要望

モバイル対応
UI／UXの改善
（投入の一元化・効率化）

オフィスにおいても消費者世界と同等の
快適なユーザー体験が求められ始めている
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おおるりは Office 365 の Microsoft
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※API開発するにも改修が高額となる

スマートワークへの課題

恩田 雅大氏 河合 拓明氏

された。
「『おはよう』と入力すると現在時
刻が、『おはよう 9：30』と入力す
ると 9：30 が勤務開始時刻になり
ます。日付も指定可能です」
（河合氏）
勤務終了や直出／直帰もシンプル
なコマンドで登録できる。休みの場
合は「休み」と入力すると「1 日年休」
、
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＜スマートフォンTeams＞

＜セキュアドPC Teams＞
勤務開始の例

年休登録の例

おおるり ちゃん

た フレ ー ム

繁なデータ反映の可否を検証し、現

ワークの情報

在ではチャットの入力から通常 10

が少なく、 試

分後には WING へデータが反映さ

行錯誤が必

れるようになっている。

要でした」 と
言うように苦
労があったと

予想以上の利用率を達成
在宅勤務の登録も容易に

い う。 ま た

おおるりは 5 月の全社導入直後

WING の凝っ

から事前の予想以上に利用されてい

た UI も 開 発

る。シンプルな仕組みにより問い合

を難しくした。

わせもほとんどなく運用開始後の手

「GUI ベースであり時間外が多くな

離れも良いという。また 5 月中に

ると過重労働を注意喚起するポップ

は早くも最初の機能改善を行った。

おおるりを使わず既存の勤務管理

アップを表示するような動作も多いた

「トライアル中に寄せられた『在

システム（以下、WING）を起動し

め、RPA を使った連携は容易ではあ

宅勤務登録を簡易にしてほしい』と

て登録すると約 2 分かかるのに対

りません。 WING の仕様を把握する

いう改善要望に応え、WING 本体に

し、おおるりを使って勤務実績を投

ことが開発の肝でした」（恩田氏）

手を入れることなく、おおるりに『お

図 2 勤務管理 おおるりちゃん 画面例

「半日年休」などが日時とともに指
定できる UI が表示される（図 2）
。

入する作業はスマートフォンでも
PC でも約 15 秒で完了する。

RPA とチャットボットで
WING を使いやすくカイゼン
おおるりは WING に代わるものでは

要件の策定においてはデザイン思

はよう 在宅』と入力することで簡

考を取り入れ、利用者である管理者、

易に在宅勤務を登録できるようにし

社員（外勤、内勤）の声を直接聞く

ました。たいへん好評です」
（中島氏）

ことも実施した。
「当初は対話式で進める仕様を考
えていましたが『極力投入ステップ

原則在宅勤務の最中であったた
め、タイムリーな機能改善となった。

利用者の要望に応え機能改善
を進める

なく、より便利に使うためのツールだ。

は減らしたい』というニーズがある

WING を改修して API を設けるとコス

ことがわかり、シンプルなコマンド

トも時間もかかるため、RPA（Robotic

入力で完了する現在の仕様に変更し

利用者からの要望に応えながらの

Process Automation）で画面 UI と連

て 2020 年 1 月 に ト ラ イ ア ル を 開

改 善 は 続 い て い る。 そ の 1 つ が、

携しデータを登録する仕組みとした

始しました」（喜多氏）

個別ニーズに合わせた設定のカスタ

（図 3）。

また当初は WING へのデータ反

マイズだ。例えば、勤務情報が登録

チャットボットの 構 築は柳 田 氏 が

映を夜間のバッチ処理で行っていた

された際に上長へ通知が行われる機

「内製でフットワーク軽くアジャイル

ため「データの反映が遅い」という

能を OFF にしたい、社員に公開す

で開発したのですが、開発に利用し

声が多く寄せられた。そこでより頻

るスケジューラに自動登録される勤
務開始・終了・休暇の予定を自動登

Teamsアプリ
（UI）
＋ Botサーバー

録 OFF にしたいといったニーズに
対し、個人設定で ON/OFF を選択
可能にすることを検討している。
さらに、より便利なことを追求し
て勤務管理機能にとどまらず、他の
分野へも展開していき、ソリュー

図 3 RPA によりチャットボットと勤務管理システムを連携
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ションモデルとしてショーケース化
を目指していく方針だ。
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