
世界有数の研究機関・NTTグループ各研究所の先端技術を
ベースにしたICTソリューションを提供し、最新システムの設計
や構築、保守・運営に携わるNTTソフトウェア株式会社。グロー
バル化に伴う日本企業の経営的課題を解消するためICTをどう
役立てるべきかという難題に日々取り組んでいる。市場に新し
い価値を提案するには、革新的な業務効率化と、その自らの実
践が不可欠と考え、社内に混在していたグループウェアを統合
し、ワークフローを徹底整備することで、定型業務に掛かる大
幅な時間短縮とICTの運用コストの削減を実現した。

導入の狙い
・ グループウェアを統合
・ 業務プロセスのスピードアップ
・ ICTにかかる運用コストを削減

導入システム
・ 統合型グループウェア 
『eValue NS』

導入効果
・ 全社的な定型業務作業時間の圧縮
・ ICTランニングコストの削減
・ 認証システムや各種データ
ベースとの連携
・ 帳票類やワークフロー開発工数
の削減

柔軟性の高いグループウェアを
自在にカスタマイズし
全業務プロセスを網羅するワークフローを構築
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先端技術と信頼・実績の相乗効果で、お客様のビジネススタイルを豊かにするICTソリューションを提供している

USER PROFILE

NTTソフトウェア株式会社

【業種】情報・通信業

【事業内容】①ソフトウェアの設計、開
発、販売、運用・保守および品質管理。
②情報通信ネットワークシステムの
設計、開発、建設、管理、運用・保守お
よびシステム評価。③情報通信ネット
ワークを利用する各種情報サービス
の提供、コンテンツ制作およびそれら
サービス提供に必要なシステムの賃
貸・販売。④ハードウェアの開発、製造、
販売および設置。⑤上記事業にかかわ
る新技術の調査、その応用開発、コン
サルティング、教育および研修

【従業員数】1,522名（2011年3月31
日現在）
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■	 ビジネススタイルを豊かに変えるICTソリューションの提供

　1985年に設立されたNTTソフトウェア
株式会社（以下、NTTソフトウェア）は、
NTTグループの各研究所などから移籍お
よび出向したメンバー23名でスタートした。
設立の目的は、ICT（Information and 
Communication Technology）ソリュー
ションを世の中に広め、社会貢献を果たす
ことにある。
　東京・品川に本社を構え、横浜市、武
蔵野市、横須賀市、名古屋市、大阪市に
事業所をもつ。社員数は1,500名を超え、
取引先には大手銀行や生命保険会社な
ど国内のそうそうたる企業が並ぶ。
　世界有数の技術力を有するNTT研究
所が生み出した先端技術をベースに、ICT
システム・インテグレーションの経験を生か
し、さまざまなシステムの設計や構築、保
守・運営に携わっている。事業分野は、モ
バイル＆ユビキタス・システム（モバイルNW
構築／モバイル応用等）事業、光・IP通
信システム（IP-NW構築／ブロードバンド
応用等）事業、企業活動高度化システム

（セキュリティ／基幹業務マネジメント等）
事業の三つである。
　コーポレートスローガンは“NTT SOFT 
e-Value Creation”。グローバル化によ
り、経営のスピード化が求められる現在、日
本企業には戦略的なICTの活用が必須と

なっている。最先端の固定通信および移
動通信のネットワーク技術をはじめ、クラウド
サービスや各種アプリケーションに関する情
報系プラットホーム技術までを有するNTT
ソフトウェアでは、顧客のライフスタイル、ビ
ジネススタイルを豊かに変えていくICTソ
リューションを提供し、顧客と実際にシステ
ムを利用する人たちに新しい価値を創造し
ていくことを使命としている。

■	 情報系システムを整理し業務プロセスをワークフロー化

　 N T Tソフトウェアは 、I S O 9 0 0 1 、
ISO14001、ISO/IEC27001、プライバ
シーマークの4認証を取得しており、品質
と環境、情報セキュリティの3規格から成る
「トータルマネジメントシステム」（TMS）を
運用している。 
　TMSのヘッドクオーターとしての役割を
担う経営推進本部 経営企画部。同部
ICTシステム部門は社内IT管理の基点
であり、情報システム部門としての役割を
担っている。
　“NTT SOFT e-Value Creation”
の実現のためには、その担い手である社
員の業務が円滑かつスピーディなものでな
ければならない。そこで経営企画部が業
務改善の一環として着目したのは、社内
に散在していたグループウェアの統合と、
社の実情に即したワークフローシステムの
構築だった。
　経営企画部 I C Tシステム部門の担
当課 長である矢 野  力氏は「当社は部
署ごとにそれぞれ固有の業務プロセス
があります。BPR（Business Process 
Re-engineer ing）を執行してプロセスを
統一するという手段もありますが、かかる
時間とコストから考えると効率的とは言え
ない。ならば、例えば申請・決裁プロセス
を必 要とする定 型 業 務をすばやく行え
て、一つの手段に集約できるツールを作
ることで標準化を図ろうと考えたのです」

と振り返る。
　特に技術職の多い同社は、決裁伺い
や経費精算処理などをすべてメールでや
り取りする企業文化が根付いていた。し
かし、情報量が増えるに従い、社内周知
や業務に関する相談、打ち合わせの議
事録など、定型・非定型さまざまな情報が
メールに入り交じり、日々のメールの仕分
け作業が社員の生産性をダウンさせてい
た。部署によっては独自に紙やグループ
ウェアによって申請・承認を行うところも出
てきた。
　「承認や確認・通達といった単純なも
のは、メールから切り離す。そうすれば全
社的な生産性は確実に向上すると考えま
した」と矢野氏は語る。

■	 現場の作業工程をそのままシステム化できる柔軟性

　経営企画部は、市場に出回るグルー
プウェア11製品を比較・検討。選定基準
は機能面を最重要視した。グループウェ
アの基本的な機能であるドキュメント管理
やスケジュール、ワークフロー（電子決裁）
の各種性能評価に加え、それまでスケ
ジュールはA製品、文書管理はB製品な
どと用途に合わせて複数のグループウェ
アを利用していたため、これらをオールイ
ンワンにまとめられる統合型グループウェ
アを求めた。
　これらの条 件を元に、まずは4 製 品
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経営推進本部 経営企画部
ICTシステム部門 担当課長

矢野 力氏

『eValue NS』開発会社
のOSKさんとは今回初め
てお仕事をしました。とても
きめ細かくアドバイスを頂
き、助かりました。OSKさん
の手厚いサポートがなかっ
たら、ここまでうまく稼働で
きなかったと思います」

経営推進本部 経営企画部
ICTシステム部門 課長代理

押田 英文氏

「ワークフロー以外ではド
キュメント管理とスケジュー
ル機能を『eValue NS』で
活用しています。社員の違
和感を軽減するため、OSK
さんには当社が以前使っ
ていたスケジュール管理ソ
フトと同じような操作感の
再現をお願いしました」



に絞り込んだ。その中にはO S K開発の
『eValue NS』が含まれていた。
　次に、カスタマイズのしやすさとランニン
グコストに着目。矢野氏は「当社も多くの
日本企業と同じく、部署ごとに独自規定
や細かいルールが存在します。当時、シス
テム移行のため調査したら、主な帳票類
が500ほどありました。それらに厳密に対
応できるワークフローを構築するには、パッ
ケージ自体の柔軟性と保守性の高さは選
定の大きなポイントでした」と説明する。
　矢野氏のもとでグループリーダー的な役
割を担った経営企画部 ICTシステム部
門 主査の桑名 洋平氏は「ワークフロー
業務においては、二重入力やケアレスミス
を防ぐために、申請書入力や承認ルート

設定には細かい制限を設
けたかったのですが、自
分たちでもカスタマイズ可
能なのは『eValue NS』
だけでした」と話す。
　例えば、選択された値
によって次のフィールドの
値を自動的に絞り込むよ
うに制御できたり、申請・
承認のステージや職権に
応じて、入力エリアを制限
できたり、『eValue NS』
なら実務に即したワークフ
ローが作成できると判断で
きた。

　既存の認証システムや自社ポータルシ
ステムとの連携や操作ログ表示も重要な
ポイントだった。さらに導入当時NTTソフト
ウェアは、NTTグループの共通経理シス
テムへの移行段階にあり、その経理システ
ムと『eValue NS』との連携も必須要件
だった。
　また経営企画部では『eValue NS』導
入によるコスト削減効果を事前に算出。大
きくは作業効率アップによるコスト削減と、
ランニングコスト削減の二つだった。
　まずは、『eVa lue NS』によって経費
精算、会議費、決裁文書などの処理専用
ワークフローを運用した場合、それによっ
て軽減される社員の平均作業時間に実
績件数を乗じた。すると年間およそ2,000
万円削減できる計算となった。また、複数
のグループウェアを『eValue NS』に統一
することで保守費やメンテナンス工数を年
間約2,500万円削減できるという結果も
得た。
　パッケージの基本機能とカスタマイズ
の柔軟性に秀で、矢野氏曰く「他社の
製 品を圧 倒していた」との評 価を得た

『eValue NS』は、2010年3月に導入さ
れた。

■	 ワークフローは定着経験を生かした新ビジネスの兆し

　『eValue NS』の導入から丸2年が経
過した。その間に得られたメリットとしては、
帳票やワークフロー開発工数の削減が挙
げられる。
　『eValue NS』導入時の調査では、社
内の申請プロセスは200近くあった。いくら
カスタマイズしやすいとはいえ、すべてを
専用フォーマットとして新規開発していたら
その後のメンテナンスも含め、極めて非効
率である。
　そこで専用ワークフローと合わせて汎用
型のフォーマットを作成することで、新規ワー
クフローの開発を抑止。経営企画部 ICT
システム部門 課長代理の押田 英文氏は

「従来使っていた帳票を添付して何にでも
使える『汎用帳票申請ワークフロー』を作り
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マニュアルを読まなくても困らない使いやすい設計のシステムと高評価だ

営業推進本部 
マーケティング部門 担当課長

山森 洋一氏

「現場のユーザとしても、
『eValue NS』導入によっ
て電子化が進み、業務が
やりやすくなっています。要
望を言いますと、営業担当
が使う小さいPCの画面サ
イズだと、どうしてもスクロー
ルが多くなるので、何かユ
ニークなアイデアで解決し
てもらえると嬉しいですね」

経営推進本部 経営企画部 
ICTシステム部門 課長代理

渡辺 道広氏

「今回のワークフロー開
発においては一部、外部
の開発会社に大きめな一
式を任せたのですが、学
びながら2カ月くらいで大
枠作り上げてしまいました。

『eValue NS』のカスタマ
イズキットは応用が利くの
で、比較的簡単にパター
ンが作れます」

経営推進本部 経営企画部
ICTシステム部門 主査

桑名 洋平氏

「OSKさんのサポートに
はとても満足しています。
困ったことがあると必ず『こ
うしたらどうですか？』という
提案を頂きましたが、それ
を自分たちのアイデアにま
た還元するという好循環
が多かったのです」
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ました。この仕組みで社内申請プロセスの
8割方がフォローでき、手間を掛けずに、共
通のワークフローに情報を集約できるのは
非常に効果が高いです」と説明する。
　ちなみに新しい帳票や申請のフォーマッ
トを『eValue NS』で作る場合、フォーマッ
トベースがあり、要件に合わせてカスタマイ
ズするという方法なので、極めて短時間で
開発できる。「シンプルなものだったら3日で
作れます」と桑名氏は言う。
　「ワークフローは稼働後も改良を続けて
いましたが、だいたい一段落つきました」と
押田氏。いくつか新規に開発する予定もあ
るが、現時点ではほぼすべての業務をカ
バーできているという。
　ワークフローが定着した今、次のステップ
として経営企画部は本格的なBPRに取り

組もうと考えている。
　矢野氏は「業務改善の進め方は二つあ
ると思います。一つは、検討を重ねに重ね
て完璧な仕組みを作って社員に提示して

『なるほど』と有無を言わせないやり方。も
う一つは、まずは仕組みを導入して社員に
使ってもらいながら社内のカルチャーを変え
ようというもの。私たちは後者の『まずは社
員に慣れてもらう』という手法を採りました」
と振り返る。
　さらに現在、同社では『eValue NS』を
使った、PC購入申請から設定管理、経
理データ計上までをトータルにフォローする

「I C Tライフサイクルサポートシステム」の
提供を始めている。PC購入の際には同時
にネットワーク登録やアプリケーション購入
の申請が必要だが、それを『eValue NS』

の九つのワークフローを組み合わせて構
成、端末のセキュリティをコントロールする
IT資産管理システムにデータを渡す一連
の流れを作り、さらにグループ共通経理
システムとの連携を果たしたもの。NTTグ
ループ企業から引き合いの声が上がってお
り、まずはグループ内にアプローチしていこ
うと営業部門が動いている。
　今後『eValue NS』活用においては、
同社開発のシングルサインオン製品との統
合や、スマートフォンやタブレット型端末へ
の対応などに取り組む予定だという。NTT
ソフトウェアの業務改善への意欲は、これ
からも途切れることはない。
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株式会社OSK
マーケティング部
〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1
TEL：03-5610-1651　FAX：03-5610-1692
http://www.kk-osk.co.jp/

お問い合わせ

http://www.ntts.co.jp/

NTTソフトウェア株式会社のホームページ
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