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働き方改革の即効薬として、また
AIやデジタルトランスフォーメー
ションの呼び水として注目を集めた
RPAは、AI/IoTと並ぶ 2017年の
最注目ワードとなった。また、あら
ゆる業種・業務で使われるという汎
用性や、人のパソコン操作をロボッ
トで代替するという分かりやすさか
ら、RPAは単なるバズワードでは
なく、クラウドのように一般化する
と見られてもいる。
このような背景から、ひとまず海
外製 RPAを導入してみたものの、
業務自動化が思うように進まない、
と悩む企業が少なくない。現場の業
務を把握しているのはユーザー部門
だが、扱うのが難しい海外製の
RPAツールを使いこなせず、反対
に難しい RPAツールでも使いこな
せる IT部門ではユーザー部門の業
務を把握しきれない、というクリン
チ状態に陥るためだ。この状況を打
開し、ユーザー部門でも扱えてサポ
ートも手厚い RPAとして、評判が
評判を呼び、この１年で一気にトッ
プに躍り出たのがWinActorだった。

　

WinActor最大の魅力は、ユーザ

ー部門でも扱える分かり易い GUIだ。
WinActorを扱うのにプログラミング知
識は必要無く、操作に必要なボタンも、
誰でも直感的に分かるアイコンにする

RPAシェア No.1 Windows操作ロボット
WinActor/WinDirector

昨年の本誌 6 月号の特集記事（※）にて、「Windows 操作ロボット『WinActor』でシェア No.1 へ」と宣言してから 1 年弱、WinActor
は国内 RPA（Robotics Process Automation）市場シェア No.1 の座を確固たるものとした。NTT データも WinActor を 1,000 社以
上に新規提供し、販売特約店も 100 社以上増加、No.1RPA ベンダーと呼ばれるようになっている。今回は、この１年の成長も交え、
WinActor/WinDirector の詳細や最新の取り組み状況を紹介する。
※昨年の本誌 6 月号の WinActor 特集記事は、http://winactor.com からダウンロード可能。
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図 1　WinActor のシナリオ（WinActor で自動化=可視化・共有化）

誰にでも分かりやすく扱いやすい

真に働き方改革に寄与するRPA
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など、工夫が凝らされている。
またWinActorの動作シナリオも、
たとえWinActorのことを知らない
人が見ても理解できるレベルであ
り、自動作成されたシナリオを操作
マニュアル代わりにしているユーザ
ーもいるほどである。
　

WinActorでシナリオ作成すると
きは、まず「自動録画機能」を利用
する。これは、人間が行うデータ転
記やボタンクリックなどのパソコン
操作をWinActorが追跡して構造解
析し、アプリケーションのどの箇所
でどのような操作をするという動作
シナリオを自動生成するものだ。
これで幹となるシナリオを作った
ら、次は条件分岐や例外処理などを
追加してシナリオを膨らませていく
のだが、この編集作業も GUIの左
側にあるメニュー欄から、ノードと
呼ぶ各種アイコンやライブラリとい
う動作ルールアイコンを貼ったり、
剥がしたりしながら、組み合わせて
いくだけである。操作レベルでいう
と、マウスによるドラッグ &ドロ
ップ操作と、ノードへのプロパティ
値のセットくらいのものなので、業
務フローに関する理解さえあれば、
あとはパズル感覚で組み立てていけ
るといえるだろう。もちろん、高度
に利用したいエンジニア向けに、
VisualBasicにより部品自体を自ら
開発できる機能も備えている。
操作が容易であることから、短期
間で技術を修得できることも
WinActorの利点である。プログラ

るための外部操作インターフェース
が公開されている。これを利用し、
EXCELの表から値をコピーしたり、
逆に値をペーストしたり、Outlook

メールを送信したりなどの操作を、
設定画面上で選択することで実行可
能である。

NTTデータでは、画面上の画像
に対して OCR認識を行う OCRラ
イブラリや、ニーズの多い SAPや
Notesを自動操作するライブラリ等
も開発して販売している。
3つ目のアプローチは、「座標記
録」である。これはディスプレイ上
の位置情報（左上の角から右に 10
センチ、下に 7センチ、など）を
覚え、その位置に対してクリック操
作をしたり、値入力操作をしたりす
るものである。自動化対象アプリケ
ーションの中には、構造解析できな
いもの等もあるのだが、座標記録で
あれば、自動化操作が可能となる。
ただし、アプリケーションのウィン
ドウを開く位置の変更等に柔軟に対
応できない（変更があっても、元々

ミング知識のある人なら数日から 1
週間、プログラミング知識の無い人
でも 2 ～ 3週間あれば十分に使い
こなすことができる。

「あらゆるアプリケーション操作
の自動化が可能」と謳うWinActor

を支えているのが、4種類も備えて
いる自動化アプローチである。
1つ目のアプローチは、アプリケ
ーション構造解析である。例えば
Internet Explore（以下、IE）で利
用するシステムの場合に、HTML

のタグ情報等を解析し、どこのタグ
の箇所でどのような操作を行う、と
いった形でシナリオを作成し、自動
化を行うものである。
2つ目のアプローチは、アプリケ
ーション側の外部操作インターフェ
ース利用である。EXCELや CSVな
どの表形式のデータや、Outlookな
どでは外側から操作指示を受けつけ

ドラッグ＆ドロップで
シナリオ作成

ワンタッチのライブラリは
400種類以上

図 2　WinActor のシナリオ作成画面

４種類も備える自動化アプローチ

プログラミングの知識は不要
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の位置に対して操作してしまう）と
いう欠点もある。
4つ目のアプローチは、画像解析

である。これは座標記録の欠点を埋
めるもので、画面に表示されている
ボタンや入力欄などを画像情報とし
て記録し、それを手掛かりに
WinActorが自動化操作を行う。例
えば、このボタンマークが表示され
たらクリックするとか、そのエラー
メッセージ画像が表示されたらアラ
ームメールを配信する、というイメ
ージである。座標情報と違い、その
画像が画面上のどこに表示されよう
と、同じ画像であれば捉えられるた
め、変化に強いと言える。

RPAは、導入後もユーザー自ら変
更可能という特長を備えることか
ら、スモールスタートで始めて徐々
に拡大するべし、と言われている。
その中でもWinActorほどスモール

スタートに適した RPAツールは無い
と自負しているが、それを実現する
のが、前述の操作の容易性と、動作
環 境 に 対 す る 柔 軟 性 で あ る。
WinActorは、同一のソフトウェアが、
パソコン上でもサーバ上でも動作す
る。またパソコン上で作った動作シ
ナリオをサーバ上に移して継続使用
することもできる。そのため、パソ
コン 1台から始めて徐々に利用端末
数を広げ、一定規模以上に達したら
サーバ上にソフトもシナリオも丸ご
と移し、そこに後述するWinDirector

を加えて大規模利用に切り替える、
といった事例が増えている。

NTTデータでは、スモールスタート
に最適な点をさらに生かしていただく
ため、多彩な導入支援メニューを提供
している。中でも人気なのが、上級・
中級・初級と取り揃えたハンズオン研
修であり、これまでに 5,000名以上

が受講した。WinActor特約店である
ヒューマンリソシア社は、常設の集合
型研修センターを全国 9箇所に開設
しており、1ヶ月先まで満席の状態が
開講以来続いている。
研修提供前は予想していなかった
効果だが、例えば財務部門や総務部
門など、通常業務ではモノづくり自
体には携わらないスタッフが、
WinActorであればモノづくり（シ
ナリオ作り）を経験できると楽しん
でくれているのが印象的だ。ソフト
ウェアのロボットに業務を任せると
いう RPAの発想の転換を前向きに
とらえ、現場で楽しく自動化を進め
てもらうためにWinActor技術研修
は最適だと考えている。
なお、2018年 5月からは、Web

上で誰でもいつでも無料受講できる
「WinActor入門編」も提供している
（参考：http://watest.jp/）。これに
より集合型研修の受講前に基本動作
を把握する環境が整った。

WinActor入門編と同じく 2018
年 5月より提供を開始したのが、
「RPA技術者検定（WinActor）」だ（参
考：http://watest.jp/）。
上からプロフェショナル、エキス
パート、アソシエイトの 3段階を
備えている。エキスパートは全国 6
会場で年に 4回の実技試験を行う。
アソシエイトは全国 150会場で
365日受験可能な CBT方式の試験
を提供している（プロフェッショナ
ルは開発中）。
欧米では入札条件で RPA有資格

研修
（１～４日）

本格導入

上級編

中級編

初級編

松プラン
（適用アセスメント込）

竹プラン
（シナリオ作成込）

梅プラン
(研修・サポート込)

業務分析支援

ルール作成支援

シナリオ作成支援

サポートデスク

RPA技術者検定（WinActor)

RPA開発標準

トライアル
（２か月）

図 3　NTTデータWinActor 導入支援サービス

スキルを客観評価する技術者検定

楽しい!と大人気のWinActor研修
スモールスタートに最適なRPA
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者数が問われる段階となっており、
また国内でも履歴書に RPA経験を
記載する技術者が増えている。この
先 ITに携わる人の必須スキルにな
っていくと予想される RPAの客観
的 な 評 価 を、RPA 技 術 者 検 定
（WinActor）で獲得いただきたい。

研修センターを開校したヒューマ
ンリソシア社の他にも、WinActor技
術者を派遣するパソナ社や日本アウ
トソーシング社、WinActorと OCR

スキャナを組み合わせたソリューシ
ョンを展開するコダックアラリス社、
WinActorと AIツールを組み合わせ
たソリューションを提供するNTTド
コモ社や JSOL社などなど、多彩か
つ豊富な特約店が全国に 100社以上
いることもWinActorの強みである。
特にシェアードサービス各社の取り
組みは活発で、NTTビジネスアソシ
エ社は顧客の経理・人事給与・福利
厚生などの間接業務を熟知している
強みを生かしてWinActor導入支援サ
ービスを提供している。またNTTデ
ータマネジメントサービス社は
WinActorと OCRやチャットボット
を組み合わせて高度に自動化したシ
ェアードサービスを提供するなど、
人材サービスと RPAを掛け合わせた
サービス展開が広がっている。

WinActorの全社導入など大規模利
用が増えるにつれ、急増したのが

業から、海外拠点でもWinActorを
利用したいとの要請を受け、2017
年 5月に英語版をリリースした。
海外では、人材採用の難易度が高か
ったり、M&A以前の旧システムを
継続しているために本社とシステム
が異なっていたり、といった理由か
ら実は RPAニーズが多い。NTTデ
ータの海外現地法人をハブに、現地
で特約店を増やして拡販・技術サポ
ートする体制の構築や、英語対応の
ヘルプデスク設置に急ピッチで取り
組んでおり、2018年度は APACの
RPA市場でもトップクラス入りを
目指している。
顧客企業の働き方改革やデジタル
トランスフォーメーションに真に寄
与する NTTグループ発の RPAとし
て、オール NTTでWinActorの全
国展開に取り組むと共に、APACを
中心とするグローバルでのプレゼン
ス向上にも貢献していきたい。

RPAを管理・統制したいとのニーズ
である。各現場での主体的な RPA活
用と IT部門での一元的な管理・統制
を効率的かつ効果的に両立させるの
が、NTTデータが開発した管理統制
ロボット「WinDirector（ウィンディ
レクター）」だ。2017年 9月のリリ
ースから半年で数十社に提供し、
100社以上が有償トライアルを実施
中と、急速な伸びを見せている。

WinDirectorは、多数のWinActor

の実行状態の管理（リソース管理や
エラー検知、ログ収集等）や、
WinActorのシナリオ実行に関するス
ケジュール・タスク管理、実行ユー
ザーの認証管理などの機能を有す
る。少ない人数で全社の RPA対象業
務の管理・統制を求められる IT部
門にとって、WinDirectorの導入は
不可欠なものとなっていくだろう。

WinActorユーザーである日系企

管理・統制ロボ
(WinDirector)

シナリオ作成ロボ
(WinActorフル版)
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図 4　管理・統制ロボ「WinDirector（ウィンディレクター）」

オールNTTで国内外に展開
RPAの一元的な管理・統制

RPAの導入・活用支援体制


