
76 ビジネスコミュニケーション　2021  Vol.58  No.12

NTTアドバンステクノロジ　「WinActor®Ver.7.3.0」と「らくらく振込」

N T T グ ル ー プ の 最 新 ソ リ ュ ー シ ョ ン ガ イ ド

ています。
①画面状態確認機能
「人間と同じように、ある操作を行って画面を確認して
から次の操作を開始する」という動作を行えるようにし
ました（図1）。これにより、スリープを使った実行タイ
ミングの調整が不要になったため、動作環境が変わるた
びに実行タイミングの調整を行う必要がなくなります。
②オンラインアップデート機能
WinActor 本体、Webドライバ、ライブラリ、サブシ
ナリオ（シナリオ作成時に利用可能な約 130 の操作シ
ナリオ部品）をオンラインで更新可能にしました。「自
動更新」「手動更新」「更新しない」を設定可能です。
③「Microsoft Edge」の IE モード対応
2022年 6月の「Internet Explorer(IE)11」のサポート終
了に向けて、Microsoft Edgeの IEモードで開いたページ
を自動で記録してシナリオを作成したり、Microsoft Edge
の IE モードで実行できるようにしたりしました。さらに
Ver.7.2 以前で作成した既存の IE利用シナリオもEdgeの
IEモード対応のシナリオに移行するためのツールも11月
に提供しました。今後は、IEを利用したシナリオを他の
Webブラウザに移行するツールやドキュメントなどのブ
ラウザ移行支援策の提供も予定しています。
④シナリオドキュメント生成機能
ドキュメント作成負担を軽減する機能として、シナリ
オに配置したノードや設定情報の概要を HTML 形式で
出力する機能を提供しています。これにより効率的にシ
ナリオの保守・運用が行えるようになります。

　

WinActor 最新版では、最大の特徴である「現場フレ
ンドリー」の思想を一段と追及し、RPA 導入後の運用
現場における負担を軽減する新機能を多数提供していま
す。Ver.7.3.0 では、新機能として以下の機能拡充を図っ

純国産の現場フレンドリーなRPAとして、2014
年の発売以来、現在までに幅広い分野の6,500を
超える企業・自治体での導入実績を誇る
「WinActor」。NTTアドバンステクノロジ（以下、
NTT-AT）では、現場における操作性やメンテナ
ンス性を一段と向上させた最新版の「WinActor 
Ver.7.3.0」を本年10月18日に販売開始しまし
た。最新版のWinActorは、RPAの運用負担軽減
に有効な新機能を多数実装しています。
またNTT-ATは、お客さまがすぐに使えるよう
にする “コト作り（コト化）” に、販売パート
ナーと連携して取り組んでいます。最近のコト
作りの例として、WinActorと拡張機能の
NaRuKami運用サポーター、シナリオをパッ
ケージ化したソリューション「らくらく振込」
があげられます。これは、改正電子帳簿保存法
に対応したインターネットバンキングの振込
自動化ソリューションです。
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WinActor®最新版の主要機能と、
お客さまのニーズに応じてすぐ使えるように
コト化した「らくらく振込」へ

操作機能に加え環境変化への適応強化によるメン
テナンス性を向上した「WinActor Ver7.3.0」
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図 1　画面状態確認機能 図 2　WinActor と Power Automate for desktop 連携利用例
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NaRuKami）を活用しています。WinActorとNaRuKami
を利用することで、ログインから認証・送金処理までの振
込業務を自動化できます。今までは、ワンタイムパスワー
ドを要求される場面では、ユーザーがオフィスの PCでパ
スワードを入力しない限り自動処理を続けることができま
せんでした。しかし、 NaRuKamiと連携することで、チャッ
ト機能でユーザーにパスワード入力を要求しスマートフォ
ンなどのオフィスPC以外でユーザーはパスワードを返答
できます。これにより自動処理を止めずに他端末からワン
タイムパスワードの送信を行うことができ、インターネッ
トバンキングによるリモートからの銀行振込の自動化を実
現しています。「らくらく振込」の導入サポートと保守サポー
トはソフトバンク株式会社の 100%子会社であるSBモバ
イルサービス株式会社が行っています。
また、ビジネス書類のデジタル化の流れを踏まえ、請
求書の処理を AI-OCR で自動化する SB モバイルサービ
ス社が販売するクラウド型ソフト「sweeep」と「らくらく
振込」を掛け合わせることで、請求書の受取／承認／仕
訳／振込作業までの自動化を可能にしています（図 3）。
クラウドソフトとインターネットバンキングを活用するこ
とで、出社することなくリモートから請求書の受領から振
込までの一連の作業が行え、経理業務のペーパレス化と
自動化による大幅な省力化／効率化を実現しています。
さらにジェイグラブ社では、「らくらく振込」以外にも、
越境 EC事業で発生する日本郵便専用の国際配送用イン
ボイス作成や伝票作成を、WinActor と連携させた自動
作成シナリオもセットにして販売・提供しています。

⑤「Power Automate for desktop」連携機能
他製品との連携機能として、マイクロソフト社の RPA

「Power Automate for desktop」との連携機能を提供し
ています（図 2）。Power Automate for desktop で作成
された基本操作を行う小さな単位のロボットを部品とし
て使い、WinActor を使って業務ごとのシナリオとして
組み上げることで、効率性を向上させ、自動化の守備範
囲拡大につなげることができます。
⑥その他の新機能
最新版では、その他の新機能として、指定したフォル
ダの更新やメールの受信など、登録したイベントを監視
してイベント発生時に対応した処理を実行させる「イベ
ント監視機能」、Google Workspace のカレンダーをブ
ラウザで操作可能にするサブシナリオ「Google カレン
ダー連携機能」、オプション画面の設定内容のインポー
ト・エクスポートを可能にする「設定インポート・エク
スポート機能」などの便利な機能を提供しています。

NTT-AT では、WinActor に関わる多数のパートナー企
業とともに、高度化・多様化するお客さまの要望を反映・
先取りした機能やニーズに合ったソリューションの開拓
を積極的に行っています。その一つが、導入してすぐに
使えるようにコトとして提供する “コト作り（コト化）”
です。最近の事例として、越境 EC に必要な全サービス
をワンストップで提供し、国内でNo.1の実績を持つジェ
イグラブ株式会社が 2021 年 11 月
より提供開始したインターネットバ
ンキングの振込自動化ソリューショ
ン「らくらく振込」があげられます。
「らくらく振込」は、2022 年 1月1
日施行の改正電子帳簿保存法に対応
し、一般社団法人日本 CFO 協会認
定の銀行振込を自動化するソリュー
ションです。WinActorと、チャット
アプリ(Slack®やMicrosoft Teams®、
elgana) で WinActor を対話的に制
御する拡張機能の「WinActor Brain 
NaRuKami®運用サポーター」（以下、

お問い合わせ先 NTTアドバンステクノロジ株式会社　
WinActor お問い合わせページ　　https:/winactor.biz/inquiry/winactor.html
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図 3　「sweeep ×らくらく振込」利用の流れ
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振込自動化ソリューション「らくらく振込」


