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仮想知的労働者（Digital Labor）とも呼ばれています。
RPA は、欧米に続き 2016 年末から日本でも注目される
ようになり、現在は「働き方改革」の実現に貢献するツ
ールとして企業での活用が急速に拡大しています。

NTT-AT が提供しているWinActor は、NTT アクセス
サービスシステム研究所で研究開発された技術をベース
に、NTT-AT が商品化した純国産の業務システム向け
RPAツールです（図 1参照）。Windows®アプリケーシ
ョン、Web アプリケーションで行うさまざまな操作を
「シナリオ」として記録し、自動化することで、定型的
な繰り返し作業や大量データを扱う作業を正確に再現し
ます。さらに、既存システムに手を加えることなく、こ
れまで人手で行ってきた複雑な操作や複数システムにま

　

日本の労働生産性（就業者 1人当たり）は、OECD（経
済協力開発機構）加盟国 35 カ国中 22 位であり、主要
先進 7 カ国中もっとも低い水準に
あります。加えて、少子高齢化によ
る労働人口の継続的な減少など、労
働生産性の向上や労働時間の短縮、
作業の自働化・効率化を主とした業
務改善などを目的とした「働き方改
革」は、わが国の重要課題になって
います。
このような背景のもと、企業の業
務システムでの作業や操作を自動化
して作業時間の短縮や入力ミスなど
を軽減するRPAツールが注目されて
います。RPAとは、ルールエンジン
や機械学習、人工知能（AI）などを
活用してホワイトカラー業務を自動
化・効率化する仕組みの総称であり、

単純な伝票処理から複雑な作業まで
正確、高速に“再現” して業務効率を改善！
企業の「働き方改革」に貢献するRPAツール

労働生産性の向上や労働時間の短縮、
業務改善を目的にRPAツールの利用が拡大

NTTアドバンステクノロジ　RPAツール「WinActor®」

NTTアドバンステクノロジ（以下、NTT-AT）
が 提 供 し て い るRPA（Robotic Process 
Automation）ツール「WinActor（ウィンアク
ター）は、NTTグループが培ってきた技術とノ
ウハウをベースに開発された純国産ソフトウ
ェアです。日本企業の業務にマッチするととも
に、企業の「働き方改革」や業務改善に貢献す
るツールとして、金融業から物流、小売業など
幅広い分野の企業で活用されています。
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WinActor®は、柔軟なカスタマイズ性を持ちながらプログラミングも不要の簡単さを実現。
工事作業指示書から顧客向けDMの自動作成まで、さまざまな場面でお役立て頂けます。

＜システム連携＞
　データベース連携機能 ：ODBCデータソースと連携したデータ入力ができます。
＜セキュリティ向上＞
　シナリオ保護機能 ：シナリオファイルにパスワードが設定できるため、シナリオ実行・編集を保護できます。
　ログ出力制御  ：実行ログの出力についてマスクをかけるなどの設定ができます。
＜操作性向上＞
　シナリオ作成支援機能 ：編集機能の操作性改善で、より簡単な操作でのシナリオ作成・編集が可能になりました。

の
活用例

［　WinActor®の導入事例：商品受注業務の自動入力化　］

［　各種サポートメニュー　］

［　WinActor® Ver.5.0の新機能　］

［　動作環境　］
対応OS

推奨 CPU

メモリ

ハードディスク

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows server 2016

2.5 GHz以上の x86または x64プロセッサー

2.0 GB 以上

空き容量 3.0 GB以上

1024 × 768 以上が表示可能なもの

対応ブラウザ

ディスプレイ

対応ソフトウェア

販売元製造元

ソリューション第二事業本部 ビジネスロボティクスビジネスユニット
〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー

http://www.ntt-at.co.jp/product/winactor/
※WinActor は NTT アドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。
※ 記載された会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
※ 本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。
※カタログ記載内容 2018年2月現在

評価支援 導入支援 運用支援

WinActor®導入前

受注 完了

デモ／試用
ツールカスタマイズのご相談

ツールヘルプデスク
自動シナリオ作成

ツール保守
自動化シナリオ保守

Microsoft Office 2007,2010,2013,2016
※ Office 連携時
Internet Explorer 8, 9, 10, 11
※ ひな形作成機能使用時

計 分 /日手動入力 60分 /日

自動入力3分/日 自動入力5分/日 自動入力2分/日

手動入力300分/日 手動入力120分/日 480

作業時間480分 がたった
50
1

リスト
作成

システム
投入

発送
手続き

計 分/日10

10
※元のシステム構成や作業数により作業時間は前後します。

※詳細については各販売代理店にお問い合わせ下さい。

WinActor®導入後

分に短縮！
※

図 1　WinActor のサービス概要

さまざまな操作をシナリオ化して
作業を自動化するRPAツール

「WinActor」

※元のシステム構成や作業数により作業時間は前後します。



WinActor®
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データ入力が可能です。
・セキュリティ機能強化：シナリオ保護機能、ログ出力
制御機能を追加しました。
・操作性向上：シナリオ編集画面の操作性が改善され、
より簡単な操作でシナリオ作成・編集が可能になりま
した。
WinActor は、人間が人間にしかできない仕事に時間
を注げるよう、日本企業の業務にマッチした純国産 RPA
ツールとして、「働き方改革」や業務改善に貢献してい
ます。

たがるデータの投入を自動化し、人手作業
の効率・品質・コストの大幅な改善につな
げていきます。
WinActor は、PC上でのさまざまな操作
や作業をシナリオ化することで、繰り返し
の入力作業等を自動化していきます。この
シナリオはマウス操作で作成ができ、プロ
グラミング等の特別な知識がなくても作成
が可能で、分かりやすい日本語表記と豊富
なツールでシナリオ作成をサポートします
（図 2参照）。

WinActor の特長として、次の 3つがあ
げられます。
①熟練者の操作を記録＆高速で再現：熟練
者の作業を正確に再現し短時間で大量の処
理が可能。大幅な業務効率化を実現します。
②作業はシナリオ選択のみでOK：さまざ
まな操作をシナリオ化して作業を自動化。
シナリオは専門知識がなくても簡単に修正
が可能。
③単純作業ならではのミスを軽減：元デー
タの情報に応じて入力先や入力内容を自動
選択。さまざまな投入作業にも柔軟に対応
し入力ミスなども削減できます。
NTT-AT は、2018 年 3 月 1 日から、セキュリティ面
と操作性を強化した最新版 Ver.5.0 を販売開始しました。
最新版では、お客さまやパートナー企業各社からご要望
が多かった、シナリオ作成・編集の操作性やシナリオ保
護機能などを強化しました。
◆WinActor Ver.5.0 のバージョンアップ機能
・システム連携：関係データベース管理システムにアク
セスするための共通インタフェース（API）であるODBC
（Open Database Connectivity）データソースと連携した

お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジ　商品お問い合わせセンタ

TEL：0120-057-601　E-mail：sales@ml.ntt-at.co.jp
URL：http://www.ntt-at.co.jp/product/winactor/

元となる業務を実施すると操作を
WinActorが記録し、シナリオの
ひな型を自動で作成。

①シナリオ自動記録 ②シナリオ編集 ③シナリオ実行

シナリオの編集はマウスで簡単
操作。分岐や条件などの部品・
操作ライブラリも充実。

実行ボタンを押すだけで
作成したシナリオ通りに
自動で業務を再現。

記録ボタンを押して
いつも通り操作

WinActorのシナリオ作成方法

【ノード・ライブラリ】
シナリオ作成に必要なフローチャート部品一覧。

この部品をドラッグ＆ドロップしてフローチャート
内に配置することで、画像マッチングや条件分岐、
繰返し等の操作をシナリオに挿入します。

※操作に合わせて部品をグループ化したライブラリも
ご用意しています。

【メイン：フローチャート】
シナリオのフローチャートを表示。

ドラッグ＆ドロップ操作で、各シナリオの順番変更
など配置を変えることができます。

シナリオは、縦表示・日本語表記で表示されるので、
各操作の把握がしやすく、作成しやすい。

WinActorの編集画面

図 2　WinActor のシナリオ作成方法と編集画面

最新版Ver.5.0 ではシナリオ作成・
編集の操作性向上と
シナリオ保護機能を搭載


