
57May 2018

少子高齢化の日本で
特に注目度が高いRPA

　一昨年辺りから国内企業から大きな注目を集
め て い る RPA（Robotic Process Automation：
ロボティック・プロセス・オートメーション）。
その導入はまず金融業を中心に始まり、大手銀
行や保険会社などが先行すると平成28年頃に
は同業各社が後を追うように採用していった。
続いて平成29年に入るとサービス業で積極的
に RPA を導入するようになり、同年後半辺り
から国内で最も企業数の多い製造業へとその波
は拡大していった。そして現在では、すべての
業種業態、さらには中小企業も含めて RPA を
導入する動きが加速しており、AIやIoTと並ん
で一種ブームの様相を呈している。
　こうした日本企業の“RPA熱”の背景の1つと

して挙げられるのが、未曾有の少子高齢化が進
展するなか年々深刻化していく人手不足であ
る。RPAでつくられたロボットは、「仮想知的
労働者」や「デジタルレイバー」とも呼ばれ、
それ自体がホワイトカラー労働者の代替ともな
る。そのため、RPAを活用して業務を自動化す
ることで、人材不足を補うとともにコスト削減
を図ることへの関心が高まっていると考えられ
るのである。
　そもそも RPA とは、ルールエンジンや AI な
どを活用したソフトウェア型のロボットが、ホ
ワイトカラーのパソコン操作（アプリケーショ
ン操作）を自動化する概念である。欧米で平成
27年頃からブームになり、前述のように日本
でも平成28年からブームが始まった。
　RPAは、人手不足と並んで国を挙げて推進す
る「働き方改革」や「ホワイトカラーの生産性
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京都府では研修後すぐに職員自ら「ロボット」を作成

手軽に使えるRPAで業務を自動化
──プログラムの知識は不要、先行自治体でも試行開始

既存の業務を自動化するRPAは、その導入ハー
ドルの低さや成果の得やすさ・わかりやすさな

どから国内企業がこぞって導入を進めている。しかし
地方自治体を見渡せば、まだまだ一部の先行自治体
がトライアルを行っている段階に過ぎない。とは言え、
企業と同様に自治体も働き方改革、人手不足、生産性
向上といった課題を抱えており、今後導入に向けた動
きが活発化するのは間違いないだろう。そうしたなか
㈱エヌ・ティ・ティ・データでは、プログラムに関する
知識がなくても業務が自動化できるRPAツールを提
供しており、京都府や茨城県つくば市といった先行自
治体と共同で実証プロジェクトを進めている。
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向上」といった日本の企業・組織が直面する課
題を、現実的かつ短期的に解決できる具体的な
手段となる。そのため関心が高まり続けている
わけだが、解決手段としては他にも様々なアプ
ローチがあるなかで特に RPA が注目される理
由としては、導入が容易であり、かつ導入効果
が高い点が挙げられるだろう。従来は人手で
行っていたデスクワークを RPA により自動化
するだけで、作業時間を7割削減できた、作業
速度が5倍速になった、といった成果を得てい
る事例も珍しくない。

プログラミング知識ゼロでも
ロボットがつくれる

　RPA による業務自動化を簡単に実現するた
めのツール（製品）が RPA ツールと呼ばれて
いるものであり、株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ（以下、NTTデータ）が開発・提供して
いる「WinActor」もその 1 つだ。同ツールは
平成22年にNTTの研究所で産まれた純国産の
RPAソリューションで、国内企業における豊富
な導入実績がある。Windows 端末で操作可能
なアプリケーションへの繰り返し入力作業を、
RPAによって自動化できるのが特徴となってお
り、ExcelやWebブラウザからワークフローな
どの業務システムまで幅広く対応しているのに
加え、プログラミング知識がなくても使いこな
すことができることから、多種多様な企業にお
ける様々な現場で活用されている。
　同社 第二公共事業本部 第四公共事業部 第二
統括部 RPA ソリューション担当課長の中川拓
也氏はその生い立ちやコンセプトについてこう
説明する。「もともとの経緯は、“PCの操作をもっ
と楽にしてあげたい”という発想からNTT研究
所がソフトウェア型ロボットを開発したことに
遡ります。オペレーターの操作を楽にするため、
システムをカスタマイズせずに、外側から簡単
に作業を自動化するというのが開発コンセプト
としてあり、それは今も変わっていません」
　同社が特にこだわっているのが、現場で簡

単に使えるRPAツールという点だという。RPA
を使って業務を自動化したいとなった時に、い
ちいち情報部門がすべてを巻き取っていたので
は、実用的ではないからだ。また、業務を熟知
している現場のユーザーが、自分たちの手で自
動化したほうが、すみずみまで目が行き届くた
め効果も高いというのもある。
　プログラミング知識がなくてもロボットを作
成できるよう、UI も視覚的な表現にこだわっ
ており、例えばボタンひとつとっても、Excel
であればExcelのロゴ、繰り返しのシナリオは
丸いマーク、条件は枝分かれのマークなど、ひ
と目見れば内容がわかるようなデザインとなっ
ている。合わせて RPA ツールで作成した業務
フローも非常に視覚的であり、そのままマニュ
アルとして使うケースもあるほどだという。た
とえRPAツールについて知らなくても、画面
さえ見ればどういった手順で業務を進めるのか
手に取るように理解できるはずです。
　「誰でも業務を視覚化できるので、これまで
気づかなかった課題が見つかるといった効果も
期待できます」と中川氏は言う。
　RPAを活用している企業を見ると、最初は部
署内だけで導入して、その後全社に展開すると
いうステップを踏むケースが多い。しかしRPA
のロボットも人と同様に、数が増えれば適切な
管理・統制が必要となってくる。そこでNTTデー
タでは平成 29 年 9 月、RPAツールで作成した
ロボットを一元的に管理・統制できるロボット
管理ソフトウェアもリリースしている。「最初
はまずは PC 単体で『WinActor』を動かして、
その後の拡大時に作成したルールをそのまま
サーバー上に載せ替えて管理ソフトウェアで管
理するというケースが多いですね」（中川氏）

企業に続いて先行自治体が試験導入へ

　国内企業の過熱ぶりから比べると、地方自治
体における RPA への注目度はまだまだこれか
らと言えるだろう。現在のところ一部の先行自
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治体で実験的な試みがやっと動き出したという
ところだ。しかしながら、働き方改革やホワイ
トカラーの生産性向上、人員不足といった課題
は、自治体においても企業と同様に存在する。
民間企業での導入効果がメディア等で盛んに報
じられるようになったことなどもあり、RPAに
関心を寄せる自治体は今後急速に増えていくも
のと予想される。
　中川氏は言う。「行政サービスの質や処理速
度の向上がますます求められている一方で、マ
イナンバー制度の開始等を受けて業務は複雑化
しており、例えばシステムに入力すべき情報も
増えています。そのため自治体職員の業務負荷
は増える一方にあるわけですが、昨今の財政事
情から人員の追加はもちろん、IT投資の増額も
難しいというのが現実です。働き方改革の推進
と合わせて、このような状況を考えたとき、解
決策として本命となるのがRPAだと言えるの
です」。
　RPAツールを用いたRPA導入を進めている
自治体に、京都府や茨城県つくば市などがあ
る。RPA導入では最先端と言われるこれらの自
治体であっても、現状では実証実験中もしくは
実証実験が終わったばかりの段階ではあるが、
今年中には実用フェーズに移るところも出てく
ると思われる。
　京都府では、政策企画部が中心となり、庁内
業務の自動化検証を進めている。まず最初に
行ったのが、パソコン上で一定数以上の繰り返

し作業を行う業務を持っていると思われる部局
へのヒアリングである。繰り返し作業は自動化
に向いているからだ。自動化する業務の検討を
開始した京都府では、まず自動化の対象となる
業務について効果が得られることを前提として
整理し、その上で業務プロセスが明確であるこ
と、業務プロセス上のルールが明記されている
こと、そして業務プロセス上で使用するデータ
がPC上で利用できることの3点を満たす業務
を優先して選定を行った。
　RPAの利用が適する業務として京都府が選定
した業務の一例を挙げると、新たに開始した
オープンデータ・ポータルサイトへのオープン
データのアップロード作業がある。現在、府の
ホームページにアップロードしている府統計書
の印刷物形式の統計データを、2次利用しやす
いオープンデータの形式に変換し、ポータルサ
イトで見られるようにするための業務が新たに
発生している。この業務の自動化を検討したと
ころ、府のホームページから印刷物形式の統計
データをダウンロード→オープンデータの形式
に変換→府ホームページ上のデータとの入れ替
え→ポータルサイトからのリンクを設定、とい
う一連の作業をRPAとExcelマクロにより自動
化することができた。
　この他にも、京都府が府内の市町村に交付す
る補助金の実績報告確認業務について、業務手
順、業務フローを明確にしたうえで、39ある
項目の確認作業をExcelマクロによって自動化
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図－１　RPAツールのシナリオ作成画面（「WinActor」の場合）図－2　RPAツールの4種のアプローチ
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することに成功した。これにより、作業時間の
削減だけでなく、作業工程や人間のミスを減ら
すことができ、空いた時間を制度の評価や分析
等に充てられるようになったという。
　「RPAを本格的に導入するに当たっては、業
務の標準化や、業務で扱う各種データの電子化
並びに標準化が必要となります。これに該当し
ない領域までRPA化を無理に進めてしまうと、
これまで職員が工夫して遂行していた業務を
RPA化のために見直すこととなり、かえって非
効率を招いてしまうようなケースも存在するの
が事実です。実際にはRPAではなくExcelマク
ロで十分業務を改善できたというケースもあっ
たりします。いずれにせよ現状の業務を一度可
視化するため、RPAをきっかけに業務改善の流
れが起きるという効果もあります」と中川氏は
語る。
　京都府では今後、働き方改革および付随する
各種業務改善の進展と合わせて、RPAの本格的
導入を積極検討する方針を示している。

いずれAIが
業務改善の提案をできるように

　NTTデータでは、同社のグループ企業である
日本電子計算株式会社とともに、つくば市にお
ける RPA を活用した業務プロセス自動化の共
同研究プロジェクトを今年1月より推進してい
る。このプロジェクトにおいて住民情報システ
ム構築／運用ノウハウを基に RPA 動作シナリ
オの作成を推進する日本電子計算㈱公共事業部 
首都圏ソリューション統括部 営業担当部長の
吉田陽平氏は、「ある自治体では、最初だけ当
社が RPA ツールでロボットのシナリオを作成
し提供しましたが、簡単な研修を受けたすぐ後
に職員だけで10本以上のシナリオを作成して
います。業務改革は主管課が本気で取り組むこ
とが成功の大前提ですが、RPAの導入はそのト
リガーになるのではないでしょうか」とコメン
トする。
　同社 公共事業部 事業企画部 企画担当部長の

松尾俊茂氏はこう続ける。「RPAは導入効果が
わかりやすいので、ICT活用に消極的な団体で
あっても、業務改善を目の当たりにすることで
積極的な姿勢に変わることが期待できるのでは
ないでしょうか」
　今後 NTT データでは、RPA への AI の活用を
積極的に進めていくという。その1つが業務改
善に関するリコメンド機能の実装だ。例えば、
PCの操作ログから日々繰り返す処理などの改
善を AI が提案したり、人手で行っている作業
の中から RPA で自動化したほうが良い作業を
AIが提案したりといった具合だ。
　「最終的には、ロボットのシナリオを自動的
に作成して『こんなの使えませんか？』と AI
が提案できるようにすることを目指していま
す」と中川氏は語る。
　そしてNTTデータ 第二公共事業本部 第四公
共事業部 第二統括部 RPAソリューション担当
の藤枝彩華氏は、「自治体は窓口の業務をない
がしろにすることはできませんから、住民との
コミュニケーションをより充実させるために
も、RPAを活用して業務改善してもらえると嬉
しいですね」と話す。
　情報化の進展により、各職員がパソコン上で
行う事務処理の種類や量はますます増えてお
り、「PCの操作を楽にしたい」という要望を大
多数の職員が抱いていることは明らかだ。RPA
はそのような現状の課題を打破する時節を得た
技術であり、今後多くの自治体で普及していく
であろう。
　一方で、情報システムが多様化するにつれ複
雑化していく業務内容や業務プロセスについ
て、どこかで見直すことを忘れてはならない。
　RPA の技術を活用することで働き方を改革
し、それにより削減できた時間を活用しながら、
本格的な業務改革（BPR）を考えていくことが
肝要であろう。

（取材・文・写真／小池晃臣）


