
～テレワークで勝ち残るCloudレシピ～

2021年4月17日　株式会社ageet 
代表取締役　岡崎　昌人

Cloud連携サービスを活用し
業務フローの自動化を行おう！
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岡崎 昌人
Masato Okazaki

株式会社 ageet 代表取締役

京都に生まれる1973

父親が持っていたマイコン PC-6001にハマる1982

C言語でゲームプログラミングに没頭する1988

大阪でマンションを借りゲーム会社の真似事を始める1991

データ分析ソフト開発し販売したところ、ひと儲けする1994

京都のソフトウェアハウスに入社（ 1年後退社）1995

ゲーム会社、エイジを設立1996

世界ゲームソフトウェアコンテスト 3位　銅賞受賞1998

大手ISPにゲームコンテンツを売却1999

第一回TigerGateProjectでシリコンバレーに挑戦  (VLI)2000

PDAにVoIPを搭載し、モバイル IP電話を実現2001

どこでも内線電話PJを立ち上げ、東京に戻り販売2003

拠点を京都に戻し、株式会社 ageetを設立2005

続きは https://www.ageet.com/about こちら

https://www.ageet.com/about
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コロナ後で変わりゆく社会
その仕事、省きませんか？

総務省が昨年に公表した「通信利用動向調査」によれば、
まだ日本人の33％がFAXを使っている。

（FAXを受け取りに現場に行かないといけない？）

テレワークを推進しているけど会社の代表番号の電話を取るために出社している。
（会社以外で会社の代表番号をうけれないの？）
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新！働き方改革
＝仕事の自動化!?

　　　　RPA? 
　　　　iPaaS?
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● 米シリコンバレー有名 IT企業の従業員の話
● 年間1000万円近くの給与をもらっていた
● 仕事は6年間勤務し、週に40時間出社していた

● 最初の8ヶ月で自分の業務自動化プログラムを作った

● 自動化したため座っているだけで仕事が完了
● このため業務時間はゲームなどで遊んで過ごした
● 自動化のプログラミングが優れていたので問題が発覚

しなかった（また、職場には話しかけてくる同僚が少な
いので遊んでいてもバレなかった）

● （おそらくバレて？）勤務 6年でクビになる
● しかし、6年間で2000万円近く貯金が残った

出典：Interesting engineering
https://interestingengineering.com/programmer-automates-job-6-years-bos
s-fires-finds/

6年間成果を出した実績があるなら、クビにせず、自
動化プログラムを社内でもっと拡大させるポジション
につかせるなどすれば良かったのではないか？　そ
もそもテレワークなら勤務態度よりも成果主義になる
ので、今の世の中では結末がちがっていたかもしれ
ない。

https://interestingengineering.com/programmer-automates-job-6-years-boss-fires-finds/
https://interestingengineering.com/programmer-automates-job-6-years-boss-fires-finds/
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一方、弊社（ageet）では。
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タイピングソフトの画面を　 AIで画像認識し、文字を読み取って（ OCR）、キーボード入力させる

ちょっとした遊び心
ですね

『寿司打』はローマ字入力用のタイピング練習ゲームです。 http://typingx0.net/sushida/
回転寿司のお皿が流れてしまう前に画面の文字をタイプして、どれだけモトを取れるか（ = たくさん食べられるか）を競います。

https://youtu.be/gd4wIdtLn8A
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来訪者通知機能：
ドアホンから送られてくるメール
ボックスを監視し、カメラの画像を

チャットに送信。

メール-トリガー
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従業員がチャット画面に指示をしている様子。
試験サーバーの起動や、処理の解析作業をおこなう。作業結果は Botが教えてくれる

チャットとCloud
サービス連携の例

チャット-トリガー
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電話着信すると、電話番号を
クラウド上のDBと照合して、
顧客情報をWEB画面に表示
します。

電話着信-トリガー
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電話を終話するとその時まで
話していた相手の名前が
WEB画面に表示され、通話
内容にメモを残すことができ
ます。

電話通話終了 -トリガー



請求書、見積書は押印不要、デジタルでOK！？

請求書をPDFなどの電子データで送付することは、法律的に問

題ない　

見読性　ディスプレイなどを用いて鮮明に見ることができること 

完全性　電子文書に改ざんや消去がなかったことを証明できること 

検索性　必要なデータを必要なときにすぐに検索し、引き出せること 

受け取り側として電子的に（紙の請求書をSCANして）保存する

場合は、注意が必要。

・３ヶ月前に税務署へ申請する　（電子帳簿保存法）

・真実性を確保する

・可視性を確保する  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デジタル化の過渡期の現在では、
請求書を発行する側としては、受け
取り側に事前連絡して確認したほう
が無難。

脱！判子



業務フローが密接に関連している

見積書・請求書発行には業務フローが密接に関

連しています。

受注プロセス：案件を受注したら、営業リーダが確認し、営業部長が承認します。受

注金額が100万円以上の場合、役員にも報告されます。

承認には判子が用いられ、これらはすべて紙と判子を媒体とし、物理的に人から人

へ渡されていました。

紙からPDFになっても、これらのフローは人手を介し、PDFをメールに添付し送付す

るということになります。
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社内
タスク

チャット添付 チャット添付

社外

メール添付

請求書  承認プロセス

注
文

このプロセスが自動化対象となる

社内
タスク

社内
タスク
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Integration Platform as a Service

クラウド上のサービスを組み合わせ自動化させることにより
「業務フロー」が自動で動き、業務が効率化させることができる。



業務フローの自動化 iPaaS

iPaaS =  Integration Platform as a Service

様々なクラウド上のサービスを組み合わせ自動化させることにより

「業務フロー」が自動で動き、業務が効率化させることができる

トリガークラウドサービス＝Gmail / Slack / +Chat Cloud / AGEphone Cloud

インテグレーションサービス＝Zapier / n8n.io / JotForm

クラウドサービス＝Google / Salesforce/ kintone / Trello /ノーコード系 / PWA系

トリガー（イベント）　　　　　インテグレーション　　　　　クラウドサービス

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com
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トリガーとタスクをつなげよう
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見積り依頼があれば ● PDFで見積書を発行

電話があれば ● 電話相手の情報を詳細に表示

特定のチャット内容が届けば ● プログラムを起動

トリガー タスク

チャット、電話、メール、WEB、IoTなど



条件をみてタスクを分けよう
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条件判断 タスク

金額 > 100万円

YES

NO

見積書作成 チャットで連絡

見積書作成



複数のタスクをつないだものをレシピと呼んでいる
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トリガー タスク タスク

（ZapierではZapと呼んでいる）
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n8n.ioは無料でインストールるすることができる。
（クラウドサービスは  n8n.cloudとして存在するが、その場合はクラウド利用料がかかる）
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カスタマイズして　自社サービスにつなぐことも可能
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インテグレーション系サービス

ノーコード系リレーショナルデータベース

or 
My SaaS App
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チャットの受信をトリガーとして・・・
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コミュニケーションを業務と連動させる

チャットインフラはコマンドセンターになっていく
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チャットはタスクの監視状況を表示することにも使われる
（タスク→チャット）
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IoTをトリガーとして



NTAG213NFC

例えば机に貼って、在籍中 /離席中　通知
名刺等にシールを張って電話を掛けるなど

NFCToolsやSiriショートカットで設定自由自在
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「NFCにスマホをかざす」
で自動化

144文字分のデータを書き込める



現場作業者とリンクする
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作業者が使用する工具（ IoT）とスマートデバイスがつながっており、スマートデバイス
は、工具からの測定データを受け取ることができる。

センサーデータXを
受け取ったら センサー記録をチャットで通知する

音声で呼びかける

IoT-トリガー
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テレワーク最強ツールは？



2021年　何が変わったのか？
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これまでの業務フローは

クラウドアプリを

それぞれ手動で切り替えて

コピペしていた。
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カレンダーに
会議の予定が

自動作成

タスクを細分化し担当
者にアサインする

電話で
問い合わせが入る

アプリ上に
問い合わせ内容

を記載

クラウド上で
トリガー発動！
自動フィルタで
担当にアサイン

CHATで担当者に
通知が届く

仕事を受注する
社内電話会議を

招集し
開発チームを結成

自動 自動 自動

自
動

2021年のageetの業務フロー

iPaaS

依頼元と
ビデオ会議・電話会議

を開催

タスクはチケット管理
システムで可視化

納品

自
動

顧客管理
データベースを
登録・閲覧・編集

着信時にポップ
アップ



通話中 通話後着信中

AGEphone 上に問い合わせ内容を記載 → JotFrom
電話-トリガー



AGEphone → JotForm → Zapier→ SLACK

クラウド上で
トリガー発動！
自動フィルタで
担当にアサイン

CHATで担当者に
通知が届く

自動

iPaaS

送信

条件を指定してアサイン先を割り振りの例

SLACKにメッセージを送る

通話後のAGEphone の
画面に通話メモを書いて
おくと・・

設定画面の様子
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電話の着信をトリガーとして・・・



トリガー＝電話の着信 （電話番号をiPaaSに渡す）

41https://www.agephone.biz/agephonecloud

https://www.agephone.biz/agephonecloud
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内線電話と組み合わせて業務効率化
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「鼻緒工房　みにはな」さんのブログ記事にて

AGEphoneとAirtableと連携してCTIとして使う方法が紹介さ

れています。

このようにユーザーレベルでも、クラウドサービスを組み合わ

せることで、業務改善に役立ものが作れるようになってきてい

ます。

https://minio.jp/airtable/airtable%E3%81%A8%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BActi/


プロモーション動画、作りました
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https://www.ageet.com/tw

ご清聴ありがとうございました。

https://www.ageet.com/tw

