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NECネッツエスアイ 働き方改革チャレンジの歩み



2017

2018

2019

全社員対象に
テレワーク勤務を拡大

時間と場所の制約を取り払い
テレワーク勤務基盤整備

テレワークを支える
クラウドとＤＸ活用

クラウド
コミュニケーション統一化
ZOOM・Slack全社員展開

分散型ワーク

・社員が働きやすい環境と
安心、安全とBCPを考える

・目的に応じて働く場所を選択
→Activitybase
→日本橋InnovationBase

・従来の働き方と環境から解放
→業務デジタル化
プロセス自動化

本社6割減らして7か所分散化

分散型ワークスタイルへの歩み

NECネッツエスアイでは、2017年から段階的に「分散型ワーク」スタイルの働き方に取り組ん

できました。分散型ワークスタイルとは、オフィスを分散させることで、コスト削減・BCP対

策・働く場の効率化・柔軟化を高める、オフィスの新しい形です。



社員が働きやすい環境
安心・安全、BCP対策

目的に応じて
働く場所を選択する

分散型ワークを支える
クラウドサービス

社員の通勤時間は
30分以内

本社60%削減／サテライトオフィス設置

NECネッツエスアイでは、

東京一極集中を避け、本社を面積60%削減し、

首都圏7か所にサテライトオフィスを設置しました。



分散型ワークスタイルのポイント

分散型ワークスタイルを実行するにあたって、以下のようなポイントを踏まえ

オフィスの最適化を行っています。

事業継続性 プロセス改革働く場の選択

・コーポレートスタッフ70％が
サテライトオフィス常勤に
シフト

自
宅

通勤負荷軽減、時間のゆとりを創る

目的に応じて生産性が高い働き方を目指す

・時間と作業に追われる、
残業の常態化からの脱却

・在宅テレワークが
難しい社員や
客先の近隣のサテライト
オフィスのシェアエリアを利用

ActivityBase小杉

目的に応じて働く場所を選択できるオ

フィスと体制づくりを実施。

多摩川・荒川などの一級河川を超えな

いようオフィスを配置。し、災害によ

るオフィス機能停止のリスクを低減。

クラウドを活用し、新しいプロセスを

再構築。組織や距離の壁を越えた

OneOffice、OneTeamを実現。



2020年2月17日
時差出勤、
テレワーク活用を推奨
(在宅／サテライトオフィス)

2020年3月26日以降、約2か月間

社員の大半が一切オフィスに出勤しない完全在宅勤務を実践

3月26日
全員在宅勤務の指示

4月28日
原則全員在宅勤務の
指示期間を5月末まで延長

２月28日
体調管理・居場所管理bot試験運用開始

2020年２月25日
政府基本方針発表
企業に対し休暇取得促進
時差通勤の呼びかけ

3月28日
東京都民に
外出自粛要請

4月8日
緊急事態宣言

4月16日
緊急事態宣言
対象を全国に拡大

5月5日
緊急事態宣言
期間を5月末まで延長

政府発表

弊社方針

社員の約半数が
テレワーク

社員の約8割が在宅勤務

２月27日
原則全員テレワーク推奨
（在宅／サテライトオフィス）

コロナ禍に伴うNECネッツエスアイのテレワーク実践の動き

コロナ禍により、NECネッツエスアイの分散型ワークの動きはさらに推し進められることとなりました。



コロナ禍で見えたテレワークの本質的な課題



コミュニケーション
マネジメント

押印・紙

コロナ禍で見えたテレワークの本質的な2つの課題

コロナ禍を経て、NECネッツエスアイではテレワークの本質的な課題は

コミュニケーションや業務プロセスにあると考え、改革を遂行してきました。



テレワークの本質的課題①

コミュニケーション
マネジメント

コミュニケーション・マネジメント



チームメンバーや上司部下とどの程度コミュニケーションを取れていますか？（N=611）

役職と比例

社内アンケート①

役職が上の層になるにつれて、コミュニケーションへの課題を感じている。

コミュニケーション・マネジメント



テレワーク前と比べて、コミュニケーションの課題を感じる点があれば、選択してくださ

い。（N=574） 日常会話や雑談が減少

・相手の状態が分からないため、気軽に話せない。ちょっとした相談が難しい。

・必要な情報しかやり取りしなくなった分、余計な時間を取られる事が少なくなっ

たが、雑談の中での気付きは減少したと感じる

・オフィスだと数秒話して終わる内容がメールや電話になり、問合せにかける工数

が増えている

・顔色が見れないため、健康状態や精神状態の判断が難しい

・面識がない方とのコミュニケーションが難しい

全員がテレワークをするようになって逆に情報格差が少なくなった。 FaceToFace

でのあいまいな依頼・指示が通用しなくなり、具体的・明確・簡潔にする必要があ

るがなかなかできない人も多い。拠点は本社とやり取りする際はもともとテレワー

クみたいなものだったので本社スタッフの方が「拠点の方の悩みが実感できた」と

仰っていた。

社内アンケート②

相手の心身の状態など、日常的に気軽な会話の中で把握していた部分について

判断が難しくなっている

コミュニケーション・マネジメント



オフィスでの打合せ 在宅勤務でのWEB打合せ

減らすなくす／やめる 強化する

WEB会議は通常の会議より意思疎通・情報共有に時間がかかる分、

会議が増えてしまい、会議が多くて大変

課題・問題点の共有
議論・意思決定

日々の進捗報告
リマインドお知らせ会

多段階に渡る
事前説明会議

会議・打ち合わせの課題

コミュニケーション・マネジメント

Before After

会議で扱う内容の取捨選択を行う必要



ちょっと認識確認

声がけ指導

盗み聞き

場の雰囲気
合ってるかわからないけど
怒られないし、まあいいや

大丈夫かなあ
でも忙しいし、任せよう！

成長サポートの課題

コミュニケーション・マネジメント

その場でアドバイスができる こまめな連絡が必要Before After

ちょっとしたコミュニケーションのズレから

どんどんつながりが離れていってしまう…

気軽にコミュニケーションをとれる仕組みが必要



コミュニケーション・マネジメント

NECネッツエスアイの取り組み



▲多段階に渡る報告会議

軽く話しかけ
（進捗確認）

信号機を模した自動レポート化により

視覚的に問題点を認識することが可能

コミュニケーション・マネジメント

取り組み例：幹部報告・確認の簡易化

日常会話のような気軽な感覚で、チャットツールから自分の業務の状況を発信できるプロ

グラムを作成。信号機を模したレポートで直感的に状況確認の優先度を判断しやすくなる

ようにしました。

日常会話や会議で確認 スマートフォンから簡単状況把握Before After



コミュニケーション・マネジメント

取り組み例：負荷状況報告・確認の簡易化

顔色などからを見て判断 体調や業務負荷をスタンプで送信Before After

テレワークにより、視覚で判断しにくくなった体調や業務負荷を、チャットツールからス

タンプで簡単に送信できるプログラムを作成。業務量調整などをスムーズに行える環境を

整備しました。



テレワークの本質的課題①

押印・紙

押印・紙



お客様対応
・トップセールス ・新規顧客開拓
・お客様の顔色・雰囲気を伺いながらの提案
・Web会議ツールの利用が認められないお客様との打ち合わせ
・引継ぎご挨拶（特に今回異動の時期だったので…）

会議や社内コミュニケーション
・会議進行はスムーズになったが、スルーされる事も増えた。
顔を映さない人が多いと表情が見えず会議の腹落ち度がつ

かみにくい。
・Face to Faceのマネジメント、指導

社内業務プロセス
・押印 ・請求書処理 ・原本ファイリング
・郵便物の発送、届いた郵便物の配布
・FAXの受信 ・紙しか存在しない資料の確認

最優先で
対応すべき

テレワークで支障が出た業務

社内アンケート：テレワークで実施できなかった業務は何ですか？

押印・紙

押印や紙でのフローを基本としていた業務への支障が大きいと判断し、もともと進めてい

た完全電子化の流れを推し進める形で紙・押印排除のプロセス改革へと乗り出しました。



NECネッツエスアイの取り組み

押印・紙



2007年

2010年

2019年

2020年

営業・SE部門フリーアドレス導入

本社集約移転(全社スペース削減)

・デスクにしまわれた書類
・キャビネットのファイル
・個人PCに保存された資料
・部門ファイルサーバーのデータ

スタッフの分散型ワーク

・慣習で使い続けている帳票
・紙確証・押印保存の法的根拠がない帳票
・いくつもの部署で回覧している書類
・数値の手入力・転記が発生しているもの

ニューノーマルに向けた取組み

①資料データ化・共有

②業務棚卸・プロセス見直し

③紙・押印プロセスの排除

・経費伝票
・契約書
・見積書、請求書
・行政への提出書類

NECネッツエスアイの完全電子化の流れ

押印・紙



①記載

②提出

③記載

④確認
（時には出張）

行き先
車両情報
天候
運転者の状態
走行距離

毎日でも紙提出

紙の保存／保管管理

確認は現地で実施

課題

取り組み例：運転日誌の電子化・フロー改善

チャットツール「slack」、プロジェクト管理ツール「wrike」を使用して日誌自体のデジ

タル化・フローの改善を行いました。管理を求めているスタッフメンバーが課題定義・改

善案の立案をし、実現しました。

押印・紙

紙で提出・管理、現地で確認 クラウドツールでどこからでも
簡単に入力／管理

Before After

Slack上で記載・共有

入力された情報を
Wrikeに自動で集約



（申請者） （承認者）

取り組み例：見積もり書の電子化・承認フロー改善

見積もり書をPDF化し、チャットツール「slack」で見積もり書の承認依頼から承認、さら

にSalesforceへの自動反映までを完結させるプログラムを作成。電子化と同時にフローの

改善を実現しました。

押印・紙

紙で提出、上司の押印のうえ
クライアントに提出

クラウドツール経由で承認フロー
を完結

Before After

承認ログは
Slaesforce上に自動反映



本質的な課題解決のためのクラウド技術活用



NECネッツエスアイのテレワークでは

クラウドツールの利用が欠かせなくなっています

朝、体調をスタンプで報告

バーチャルオフィスへ集合
おはようござい

ます

おはようござい
ます

電話の取り次ぎは自動で

業務の引きつぎを簡単に

作業終わりました
了解！対応します

明日の勤務場所を共有

《弊社事例》社員のクラウドを活用したテレワークの一日



交通費精算・承認

商談情報の管理

部下

お客様

サテライト・在宅

CPaaS

Concur

Salesforce

クラウド・システムの連携・自動化 システムへのシングルサインオン

各拠点

迅速なコミュニケーションの実施 映像を用いた打ち合わせ

上司

部下のタスクを管理

本社

容易なコンテンツ共有

Kloudspot

社員の所在確認

率直な意見の集約・集計

スケジュール管理

音声を用いたコミュニケーション

コミュニ
ケーション

業務アプリ

プラット
フォーム

電子契約

クラウド活用マップ

弊社では以下のようなクラウドツールを活用して円滑なテレワークを実現しています。

ぜひ参考にご覧ください。



弊社提供サービスのご案内



デジタルツールが浸透することによる弊害

デジタルツールを取り入れすぎることには様々なデメリットも…Before

このような状況を解決するのがNECネッツエスアイの「プロセスDXサービス」です。



業務の入り口を一本化・フローを自動化して
ビジネススピード・生産性を向上

プロセスDXサービス

 ご利用中のクラウドサービスをそのまま利用可能

 ご利用中サービスの契約変更や大きな設定変更も不要

 クラウド単体では実現できないプロセス自動化を実現

 弊社がAPIを活用しサービス型でご提供しますので、

個別の開発は不要です

様々な業務処理の入り口を１つに
－情報の整理が可能になる
－普段利用するコミュニケーション手段が入口
－どの業務も同様のUI/操作感
－クラウドごとのログインが不要

SAP Concuer

Salesforce

Microsoft
Teams

API



ワークフロー

ワークフロー変革サービス
CRM連携サービス

（salesforceモデル）

Teams or Slack × Wrike × Zoom
によるワークフロー変革

Teams or Slack × SFDC
によるSFDC操作(見積承認.商談編集.検索)

Microsoft Teams

SalesforceAPI

Microsoft Teams

API

１．商談編集
２．見積承認
３．検索

１．ワークフロー
２．業務マネジメント
３．効率化
４．Zoom連携

サービスモデル

2パターンのサービスモデルをご用意しています。



QRコード

お問い合わせ

プロセスDXサービスについて、詳しくは下記サイトをご覧下さい。

直接のご説明をご希望の場合も下記サイトお問い合わせフォームよりお問合せください。

Symphonict プロセスDXサービス サイト

https://symphonict.nesic.co.jp/process-dx/
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