働き方改革に即効
ゼロから分かるRPA

第

3

回

多岐にわたるRPAツール
主要5製品を徹底比較
「RPAツール」
は国産と海外製を合わせて40種類近いと言われる。

全社レベルの利用に向くものから手軽に使えるものまで多岐にわたる。
主要な5製品の特徴を見ていく。

堀 友彦 氏
NTTデータ ビジネスソリューション事業本部

デジタルビジネスソリューション事業部
BPOビジネス統括部 RPA担当 課長

中川 拓也 氏

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 課長

ルに関するイメージをつかんでいただ
けたのではないかと思う。

RPA ツールは国産と海外製を合わ

せて約 40 種類近くに上ると言われて

縦軸：実行環境（サーバー型 /クライアン
ト型）
横軸：シナリオ作成の難易度（専門的 /
簡易）

いる。それぞれ共通する機能がある一
方で独自の特徴を備えており、利用者

ここで言うシナリオはソフトウエア

が自社に最適なツールを選ぶのは容易

ロボットの作業の流れ、つまりどのア

分野で急速に注目を集めている「RPA

でない。

プリケーションをどのタイミングで起

ション）
」について実践的な内容を意識

を把握しやすくするために、ツールの

して説明している。

大まかな分類を示すとともに、代表的

縦軸を上がサーバー型、下がクライ

な 5 製品を取り上げて内容を見てい

アント型とし、横軸を左はシナリオ作

いる背景を、第 2 回となる前回は企業

く。ツールを選ぶ際の参考にしていた

が RPA を導入するための道具に当た

だければ幸いである。

成が簡易、右が専門的としてRPAツー

と仕組みを取り上げた。RPA ツール

実行環境と難易度の2軸で分類

実現したソリューションである点を紹

では、以下の 2 種類の軸に基づき捉え

介した。ここまでで RPA と RPA ツー

ると分かりやすい。

この連載ではエンタープライズ IT

（ロボティクス・プロセス・オートメー

第 1 回は RPA の概要と注目を集めて

る「 RPA ツール」を構成する技術要素

は複数の「枯れた」技術を連携させて
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そこで今回は RPA ツールの全体像

RPA ツールの特性を把握するうえ

動・実行し、結果をどう受け渡すか、
などを定義したものを指す。

ルをプロットしてみると、左下のツー

ルはあまり複雑でない用途に向き、右
上に行くほど高度な使い方に向くと言
える。
縦軸について、
もう少し説明しよう。
サーバー型は個々のソフトウエアロボ

ットをサーバーで集中管理する方式を

ラインアップの拡充に伴い、サーバー

指す。RPA のシナリオはサーバーア

型とクライアント型の境界線が無くな

プリケーションが提供するスケジュー

ラーなどを使って実行する。人間のオ
ペレーションを介在させないデータ加

りつつある点に注意が必要だ。
今回は 5 種類の RPA ツールを取り上

げる。

工・集計といった、バックヤードにお
ける作業の自動化に向く。
これに対し、クライアント型は個々
のソフトウエアロボットをクライアン
ト PC にそれぞれインストールして実
行する。シナリオを人間のオペレーシ

ョンによって起動する点もサーバー型
とは異なる。
に、ダイアログの選択やファイルの指

Blue Prism は 2001 年に設立された

英ブルー・プリズム（Blue Prism）が提

供する RPA ツールの老舗的な存在で
ある。同社は 2017 年 7 月に東京に拠点

1. Blue Prism

を構え、日本市場での活動強化に取り

2. Automation Anywhere

組んでいる。

3. UiPath

Blue Prism はエンタープライズ向

4. WinActor/WinDirector

けの大規模ロボット集中管理ができる

5. ベーシックロボ（BasicRobo）

ほか、モジュラー型の設計を可能にす

先ほどの 2 軸にマッピングすると、

クライアント型はシナリオの実行中

Blue Prism
大規模ロボットの集中管理が可能

Blue PrismとAutomation Anywhere

は「サーバー型 / 専門的」
、UiPath は

るアーキテクチャーや充実したセキュ
リティ機能を備えている。
先ほど示した分類では「サーバー型」

定といった人間の判断や処理を介在さ

「サーバー型・クライアント型のハイ

に当たる。ロードバランシングや暗号

せることができる。このため、業務部

ブリッド/専門的」
、WinActorは「サー

化、監査などの機能を備え、ソフトウ

門など現場の担当者が各自の事務作業
を自動化し、業務効率化を実現する用
途に向く。
実際には RPA ツールの進化や製品

バー型・クライアント型のハイブリッ

エアロボットによる作業で生じる大量

ド/簡易」
、ベーシックロボは「サーバー

のトランザクションをこなせる。

型/簡易」となる。

各製品を順に見ていこう。

Blue Prism は金融や医療分野を中

心に導入実績がある。医療では保険金

4象限に分類できる
図

シナリオ作成：簡易
（開発経験は不要）

主なRPAツール

シナリオ作成：専門的
（開発経験が必要）

サーバー型
クライアント型
2018.2.1 NIKKEI COMPUTER
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請求処理プロセスにおけるデータの記

エンタープライズ分野での導入事例が

た。ニューヨークに加えて、ロンドン

録・ 電子化に用いられている。PCI-

多く、電力会社における定型レポート

や日本などにも活動の範囲を広げつつ

作成の全自動化、大手旅行会社におけ

ある。

DSS や HIPPA（ Health Insurance

Portability and Accountability Act、

る注文処理の自動化や ERP（統合基幹

どと訳される）
、SOX 法（サーベンス・

いる。

しており、金融や医療分野での導入時

して、ボットの存在が挙げられる。機

合わせるとサーバー型の集中管理も可

に要求される高度なセキュリティを実

械学習と自然言語処理技術を使った

能。スモールスタートから大規模運用

医療保険の携行と責任に関する法律な

オクスリー法）といった法規制に対応

現できるとしている。
シナリオ開発についてはモジュラー

業務システム）連携などに利用されて
他の RPA ツールとの差異化要素と

「 IQBot 」と呼ぶボットを利用して、作
業を自動化できる。

型の設計を可能にするアーキテクチ

シナリオ開発を効率化するため、オ

ャーを採用しており、プログラムを再

ペレーションの記録機能を備える。加

利用しやすい。
例えば、操作対象のアプリケーショ
ンとそれに対する操作を定義する
「 BusinessObject 」と、業務プロセス

えて、複数のシナリオで何度も使う共

クライアント型のツールとして、ク
ライアント PC にインストールして作
業を自動化する。ロボット集中管理の

製品であるオーケストレーターと組み

までの拡張性が特徴である。
ロボットの実行状況をレポーティン
グする機能も備える。オープンソース
の全文検索エンジン「 Elasticsearch 」
やログデータの解析・ 可視化ツール

通処理を「 MetaBot 」と呼ぶ部品とし

「 Kibana 」と連携した基盤により実現

ことで、シナリオの開発生産性や保守

Blue Prism と同様、金融・医療分野

てまとめておき、再利用を可能にする

している。

そのものを規定する「 Process 」を分け

性を引き上げている。
シナリオの開発には一定のプログラ

タの電子化や支払い処理をはじめ、医

を高めている。

ミングスキルが必要になる。それでも

療システムにおける患者の利用管理・

ソフトウエア開発のデザインパターン

症例管理などの利用例がある。

て開発することで、シナリオの保守性

Automation Anywhere

機械学習と自然言語処理技術を活用
Automation Anywhere は米オート

（設計における定石）を理解したエン
ジニア向けの Blue Prism と比べると、
シナリオ開発のハードルは若干低いと

メーション・エニウェア（ Automation

言える。

ウエア開発におけるテスト自動化ツー

UiPath
シナリオ開発を容易に

Anywhere ）が提供している。ソフト

ルから発展した製品で、米フォレス
ター・リサーチの調査によると、世界
最高の評価スコアを獲得している。

Blue Prism と同様、サーバー型の

製品としてロボットを集中管理する。
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UiPath はユーアイパス（ UiPath ）の

RPA ツールである。従来はルーマニ

アに本社を置いていたが、2017 年 8 月
に本社機能を米ニューヨークに移し

を主な対象としている。医療ではデー

シナリオ開発についてはオペレーシ
ョンの録画機能に加えて、マイクロソ
フ ト の 統 合 開 発 環 境「 M i c r o s o f t

Visual Studio」と同様のインタフェー

スを提供する。直観的なワークフロー
により、開発者の作業効率を向上させ
やすい

WinActor/WinDirector
利用部門が直観的に扱える

WinActor は純国産の RPA ツールで

ある。NTT アクセスサービスシステ

ム研究所が技術開発し、NTT アドバ

ンステクノロジが製品化した。NTT

（BasicRobo）
ベーシックロボ
複数ロボットを同時並行で実行可能

データが製品の販売や導入支援を担っ

ている。

ベーシックロボ（ BasicRobo ）は

RPA テクノロジーズが「 BizRobo! 」シ

クライアント型の製品であり、従来

リーズとして提供している製品で、日

はクライアント PC にインストールす

本における知名度が高い製品の 1 つで

NTT データが独自開発した管理・統

その中身は米カパオ（ Kapow ）が提

る 形 が 中 心 だ っ た。2 0 1 7 年 9 月 に、

ある。

制用のソフトウエアロボットである

供していたツールを米コファクス

「WinDirector」がラインアップに加わ

（ K o f a x ）が 買 収 し て 提 供 し て い る

り、作業を実行するソフトウエアロボ

ットやシナリオをサーバー上で一元的
に管理・統制できるようになった。多
数のロボットを使い、複数の作業シナ

「 Kofax Kapow 」に独自のアドオンな
どを追加した拡張版だ。

複数のロボットを同時に稼働でき、

WebやExcelなどによる処理を並行し

リオに沿って並行して処理することも

て実行できる。金融分野を中心に小売

可能だ。

り、旅行・運輸、製造、医療、政府な

WinActor は多岐にわたる業種・業

どで利用されている。

態への導入実績がある。金融機関にお

シナリオ開発についてはオペレーシ

けるシステム間情報連携や、商社の経

ョンの記録機能に加え、操作性などを

理業務、基幹システムからの情報取得

補完する「スニペット」と呼ばれるソ

と社内周知などに利用されている。

フトウエア部品を活用することで、開

シナリオの開発に関してはオペレー
ションの記録機能に加えて、画像の特

発生産性の向上を図っている。RPA

の特性を加味して選定したい。留意点
として、例えば以下が挙げられる。
（ 1）自動化対象とする業務でどんなシステ
ムを操作するのか
・Web システムかクライアント /

サーバー・システムか

・エミュレーターを用いたメインフ

レームシステムの操作が必要か
・Oﬃce製品のみの操作か

・仮想環境で提供されるアプリケー

ションか、など
（ 2 ）オペレーションの途中で人の判断が
必要か
（3）
シナリオ作成やメンテナンスを利用部
門が担えるか
（4）
セキュリティレベルに関して
・システムアクセスのための認証情

報などをどこに保持するか、など
これらについては今後の連載で取り
上げていきたい。
次回からは、RPA をどのような業

テクノロジーズが作成した日本語のマ

務にどう適用するのかを見ていく。次

徴を解析して操作対象を特定する画像

ニュアルなどを用意しているほか、シ

回は金融機関を取り上げる。

解析技術を備える。これを使って、フ

ナリオ開発画面などの一部は日本語化

ローチャート作成機能の操作性を高め

している。

ている。
シナリオを開発する際にプログラミ

ツール導入時の留意点

ングスキルは特に必要なく、設定作業

今回紹介した 5 製品をはじめとする

によって進めることができる。このた

RPA ツールを導入する際は、ツール

め利用部門の担当者でも扱える。

の特徴を理解するとともに、対象業務

堀 友彦
（ほり・ともひこ）
氏。金融系システムやCRMパ
ッケージの開発・運用、BPO業務の移管設計・運用改
善のコンサルティングなどを経て、現在はRPAの専任組
織でRPAの導入支援に取り組む。
中川 拓也（なかがわ・たくや）氏。 OCRエンジンをコア
にした新商品を企画・商品化し、金融や一般企業に展
開。 2014年からRPAの可能性に着目し、OCRと組み
合わせてRPAツールを提供開始。関連して執筆や講
演を多数手掛ける。
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