お客様事例

テレワーク可能な環境を10年前に構築

ServiceNowの従業員ポータルの導入で
「働き方改革2.0/DX」を推進する
このお客様事例は、ネットワンシステムズ株式会社 管理本部 理事 副本部長 兼 管理本部 情報企画
室長 杉山 雄一郎氏へのインタビューにより作成しました。
※2021年 3月22日時点の取材内容および肩書になります。

ネットワーク関連の強みを生かしてテレワーク環境を整備
ネットワンシステムズ（以下、ネットワン）は、最先端の技術や製品を利用したネッ
トワークシステムの構築から、高付加価値サービスの提供まで、ネットワーク関連
ハイライト
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されてからは、通信事業者、民間企業、公共機関などユーザーの幅を広げ、日本のイ
ンターネット普及を陰ながら支えてきました。

10 年ほど前からは、ネットワークだけでなく、サーバーやストレージといったハー
ドウエアにも製品の幅を広げ、直近５〜６年はクラウドにも対応しています。
「業務やサービスの特徴に合わせてシステムを柔軟に構築したいというお客様の要

東京都、日本

望に応え、ネットワークを軸とする IT インフラ全般に守備範囲を広げているのです」
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と語るのは同社 管理本部 理事 副本部長 兼 管理本部 情報企画室長の杉山雄一郎氏

従業員の申請窓口を一元化するために

HR Service Deliveryを導入

です。

導入期間

また、ネットワンは、その優れた技術によって、早い時期から自社の業務改革に取

2019 年にServiceNow を導 入し、システ

り組んできたことでも知られています。

ム化を決めてからわずか１週間で「出社申
請アプリ」
と
「出退勤の打刻アプリ」
を開発

例えば、まだ DX（デジタルトランスフォーメーション）という言葉がほとんど知ら

れていなかった 10 年前から、同社はいち早く「働き方改革」に取り組んできました。
具体的には、当時としては画期的だった VDI（仮想化デスクトップインフラ）という
技術を取り入れ、自宅や外出先でも社内のパソコンで仕事をするのと同じ環境がセ
キュアに再現できる仕組みを整えています。
「当社が強みとするネットワーク技術を駆使すれば、
『いつでも、どこでも働ける』環
境が整えられるのではないか、と考えたのがそもそものきっかけです。当時は在宅
勤務のための仕組みを作るという考えはなく、出社できないときや、外出中でも、
会社にいるのと同じように働ける環境づくりを目指したのですが、この仕組みが
整っていたおかげで、新型コロナウイルス感染拡大によるリモートワークへの移行
も、比較的スムーズに実現しました」と杉山氏は語ります。
在宅勤務のためのインフラが整っていたおかげで、新型コロナウイルス感染拡大後
のネットワンの出社率は 2 割前後となりました。しかし同社は、この成果に満足す
ることなく、さらなる「働き方改革」を推し進めています。
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ネットワンは、10 年前から進めてきた

タブレット端末からでも申請できるの

「いつでも、どこでも働ける環境」づく

で、いつでもどこにいても処理できる

りを「働き方改革 1.0」と位置付け、現在
は そ れ を さ ら に 上 回 る「働 き 方 改 革

2.0/DX」に取り組んでいます。
こ れ は、2019 年 4 月 に ス タ ー ト し た
ネットワングループの中期事業計画
（20 年 3 月期〜 22 年 3 月期）の 3 つの基

のが非常に便利な点です。

ステムと一体化させて生産性向上を図
ることを目標に掲げており、すでに業

ワードを入力するだけで申請
メニューの表示や手続きがで

だった申請窓口を一元化し、申請に要
する従業員の無駄な労力を減らしたい
という狙いがありました」と説明します。

HR Service Delivery は、従業員による
人事や総務、IT 関連などの申請をワン
ポータルで行えるソリューションです。
例えば、転勤を命じられた従業員は、手
当や交通費については総務部、転勤先
で使用するパソコンの手配については

IT 部門といったように、ばらばらの窓
口に申請を行う必要がありますが、HR
Service Delivery なら、1 つのポータル
で転勤の際に必要な申請がすべて行え
るので、従業員の負担が大幅に軽減さ
れます。
しかも、転勤のために行わなければな

従業員たちからも好評です」

にも、人事サービスを効率化することは

ServiceNow 導入前の課題

Delivery でした。

洗練されたページデザインも

す。人材の新規獲得や定着を促すため

ます」
（杉山氏）

したのが、ServiceNow の HR Service

きるので便利です。シンプルで

負担が減れば、従業員満足度も上がりま

有効な手段であると判断しました。

ワークの生産性向上を目的として導入

ポ ー タ ル は 、検 索 窓 に キ ー

杉山氏は、HR Service Delivery を導入

務のペーパーレス化などを実現してい

そしてもう一つ、ネットワンがリモート

「ServiceNowの従業員用

した目的について、
「それまでばらばら

本戦略の一つに掲げられた取り組みです。 「働き方改革 2.0/DX」の目標である生産
性向上を実現するためには、利益を生
「『働き方改革 1.0』でいつでも、どこで
み出さない業務を極力減らしたいと考
も働ける環境は整ったので、
『働き方改
えたのです。
革 2.0/DX』で は、よ り 生 産 性 の 高 い 働
また、窓口が一本化して申請や手続きの
き方ができる環境づくりを目指してい
ます。具体的には、すべての業務をシ
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●

従業員の申請窓口を一本化したい

●

申請に要する無駄な労力を減らして、
生産性を向上させたい

開発しやすい点が
導入の決め手の一つに
ネットワンが ServiceNow のソリュー
ションを選定したのには、他にもいくつ
かの理由がありました。
中でも大きな決め手となったのは、どの
作業を、誰が、どこまで処理しているの
かという業務プロセスごとの進捗状況
が「見える化」することです。
「従業員が様々な場所で業務を行うリ
モートワークの状況下では、なおさら
進捗状況の『見える化』が欠かせません。

ServiceNow には、例えばカスタマー
サポート部門がエンドユーザーから問

らない申請メニューがポータル上で確

い合わせを受けるとチケットが発行さ

認できるので、抜け漏れがなくなり、パ

れ、その問い合わせを各担当部門に自

ソコンだけでなく、スマートフォンや

動的に要請し、いずれかの担当者がエ

ネットワンシステムズ株式会社
管理本部 理事 副本部長 兼
管理本部 情報企画室長
杉山 雄一郎 氏
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ンドユーザーに返答して解決されると

新型コロナ感染拡大に対応し

その後、20 年に入って新型コロナの感

チケットが破棄される（クロージング

わずか 1 週間で 2 つのアプリを開発

染が拡大したことを受け、ネットワンは急

する）という仕組みがあります。返答

ネットワンは、中期事業計画がスタート

きょ、
「ESC」に 2 つのアプリケーションを

が遅れている場合は、どの部門の担当
者が作業を止めているのかということ
が『見える化』するので、業務が滞りな
く進むのです。この仕組みを社内の DX

した 19 年 4 月に ServiceNow を導入し、
様々な業務の生産性向上に着手しまし
た。中でも「働き方改革 2.0/DX」の肝と

追加することにしました。一つは「出社申
請アプリ」、もう一つは「出退勤の打刻ア
プリ」です。

も言える従業員用ポータルの開発につい

「出社申請アプリ」は、原則在宅勤務をし

ては、専門チームを立ち上げ、人事部門

ている従業員が出社する際、上長に事前

から転属したチームリーダーの下、ユー

申請するためのものです。出社する従業

ザー（従業員）の使い勝手を考えたポー

員が集中するとオフィス内での感染リス

タルの開発に取り組みました。

クが高まりますが、あらかじめ申請状況

杉山氏は説明します。同社はこのメリッ

使う側の立場で開発する市民開発によっ

トに着目し、人事サービス以外の業務

て、それまでの申請窓口とは UI/UX が

てほしい」などと働きかけることで出社を

に取り入れれば、リモートの状況でも
誰が、何をしているのかが把握できる
ので、業務を止めることなく、生産性を
高めるとともに、お客様の満足も向上
できるのではないかと考えました」と

についても ServiceNow のソリュー
ションを活用して、効率化と生産性向
上を実現させるための準備を進めてい
ます。

一新された従業員用ポータルの「ESC

（Employee Service Center）」が出来上
がりました。

が分かっていれば、上長が「翌日に変更し
分散させ、感染リスクを抑えることがで
きます。電話やメールではなく、
「ESC」
で申請できる仕組みです。
もう一つの「出退勤の打刻アプリ」は、文

「従来は、申請する内容によって窓口が異

字通り、同じ従業員専用ポータル上で出

また、どの業務に、どのような使い方が

なりましたが、それが一本化されただけ

退勤時間を打刻するアプリです。ポータ

できるのかを確かめるため、
「基本的に

でなく、検索窓にキーワードを入力する

ル上に時刻が表示され、その下にある

自分たちだけでアプリケーションを開

だけで申請メニューの表示や手続きがで

「IN」というボタンをタップすると出勤、

発してみることにしました」と杉山氏は

きるので非常に便利です」
（杉山氏）

「OUT」をタップすると退勤が報告できる

語ります。

ServiceNow のプラットフォームには、
アプリケーション開発のために必要な
パーツ がそろっており、それを組み
合わせ、必要な設定をするだけで比較的
簡単にアプリケーションが出来上がり
ます。今後、IT 人材の確保が難しくなっ
てくると言われている中、プログラミン
グなどの専門知識が不要で、ノーコード、
ローコードで開発できる点も大きなポ
イントとなりました。

ServiceNow を評価したポイント
リモートワークでも業務の進捗状況が
「見える化」する

●

●

ノーコード、ローコードでアプリケーショ
ンを開発できるので、内製化や市民開
発に適している

ServiceNow のプラットフォームを利用して開発した「出退勤の打刻アプリ」。打刻をすると

「おはようございます」
「お疲れさまでした」というメッセージが表示される
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という非常にシンプルな設計にしました。

ServiceNow 導入の効果
●

このアプリには少し遊び心が加えられて
（出勤）を押すと「おはようご
いて、
「IN」

ざいます。今日も 1 日頑張りましょう」、

（退勤）を押すと「今日も１日お疲
「OUT」

●

従業員の申請窓口が一元化
感染拡大に対応して、2 つのアプリを
わずか 1 週間で開発

社内で得た DX の成功事例を

れさまでした。明日も頑張ってください」

顧客にも提案していく

というテキストが表 示される仕 組 みに

ネットワンは、今後も ServiceNow の

なっています。何気ない配慮ですが、従
業員からは「やる気が出る」とか、
「励み
になる」と好評のようです。
「ESC」の専門チームは、この 2 つのアプ
リをわずか 1 週間で構築しました。感染

お客様事例

わせによって、より最適な仕組みを作るこ
とができます。もともとの強みであるネッ
トワーク技術に、様々なソリューションを
利用できる優位性を組み合わせて、生産
性を高めるための仕組みを、自ら開発し
てはお客様に提案しています。さらに一
歩進んで、当社が自分たちのために開発
したシステムをお客様にも使っていただ

さらなる活用を通じて、人事サービスを

き、利便性や使い勝手を体感していただ

含む社内業務の効率化と生産性向上を

く取り組みも行っています。こうした社内

実現していく方針です。そして、その成

事例の紹介や、お客様への社内システム

功事例は社内のみならず、お客様に対し

（ネットワ
の開放を『netone on netone』

ても積極的に提案し、お客様の DX 推進

ン・オン・ネットワン）と呼んでおり、シス

に貢献していきたいと考えているそう

テム導入のきっかけの一つにしていただ

です。

ければと思っています」と説明します。

これほど短期間で作ることができたのも、

杉山氏は、
「当社は様々なソリューション

こうしたネットワンの取り組みによって、

パーツ がそろっていて開発も容易な

を提供するマルチベンダーなので、新し

ServiceNow を活用した DX 推進の輪は、

拡大とともに、速やかにリリースさせたい
という会社の意向に沿ったものですが、

ServiceNow だからこそだと言えます。

い仕組みを作るにしても、自由な組み合

ますます広がりそうです。
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