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“現場フレンドリー”な RPAであ
り続けることを追求し、弛まぬ進化
を続ける「WinActor」は、2010年
に NTT研究所の R&D成果として
誕生。2012年頃から NTT事業会
社での活用が始まり、2014年に
NTT-ATが機能追加して商品化し、
2020年 10月現在、5,500社超の
導入実績を誇る国内シェア No.1の
RPAへと成長した。
働き方改革の推進や withコロナ
への対応を含め、企業や社会にとっ
ての今日的な最重要課題は、新規事
業創出や競争力強化、効率化による
サービス向上を図るためのデジタル
トランスフォーメーション（DX）
の促進と対象範囲の拡大だ。

DX拡大のポイントを、AIロボティク
ス事業本部ロボティクスソリューション
ビジネスユニットの北村和夫BU長は、
次のように強調する。
「WinActorは、DXの拡大を支援
する有力なソリューションです。しかし、
RPAを活用した自動化の範囲を拡大
させようとすると、お客さま環境のクラ
ウドシフトニーズをも踏まえた進化が不

可欠です。そこで NTT-ATでは、1
章の髙木本部長のインタビューで述べ
たように、定型プロセスの自動化（局
所的デジタイゼーション）、会社業務
全体の自動化（プロセス全体のデジタ
ライゼーション）、サプライチェーン全
体の自動化（社会全体の DX）の 3
段階で社内外のDXを促進するエコシ
ステム“AugmentedAutomation”（拡
張自動化）を基軸に、デスクトップ環
境の中で定型業務の自動化機能をさ
らに磨いていくことと、WinActorのク
ラウド機能を進化させることの 2つの
方向性で技術開発を進めています。」

WinActorのラインナップは、ロ
ボット本体、オンプレ型とクラウド
型から選択可能なロボット管理機能、
さらにクラウド型ロボットサービス
や AIによる拡張機能等からなってい
る。本章では、ロボット本
体のブラッシュアップの例
とクラウド連携機能の拡充
について紹介する。

NTT-AT は 本 年 1 月、
WinActor Ver.6シリーズ

を全面的に作り直した WinActor 

Ver.7 シリーズをリリースした。
開発チームの責任者である竹野浩
副 BU長は、Ver.7シリーズについ
て、次のように述べている。
「Ver.7シリーズは、Ver.6シリーズ
をフルリメイクした全く新しい
WinActorです。最大の特徴である“現

NTT 研究所のR&D成果を2014 年に機能強化して商用化したRPA「WinActor」は、2020 年 10月現在 5,500 社超の導入実
績を誇る国内シェアNo.1 の RPAだ。継続的な機能追加やラインナップ拡充など、進化し続けてきた結果、企業や社会にとって
の最重要課題であるDXの拡大を支援するソリューションとして注目を集めている。本稿ではWinActor の進化の状況を紹介する。

2 WinActor から拡がるDX①（WinActor の進化）

真のDX実現を支援する“現場フレンドリー”な
RPAとして、弛まぬ進化を続けるWinActor®

AI ロボティクス事業本部
ロボティクスソリューションBU　開発チーム

（中央下段：竹野副BU長）
WピースサインはWinActor の“W”！

AugmentedAutomationにより
DX拡大を支援するWinActor

AI ロボティクス事業本部
ロボティクスソリューションBU

BU長　北村和夫氏

フルリメイクした
WinActor Ver.7
シリーズ
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場フレンドリー”の思想を一層進化・
深化させ、初心者はもちろん上級プロ
グラマーを含め、誰もが使いやすい
RPAであることを追求しています」

Ver.7シリーズの主な特徴を示す。
①UI/UXの刷新：Ver.6までのアイ
コン、フローチャート等をデザイン
し直したほか、レイアウトの調整を
行い、誰もが使いやすいユーザーイ
ンタフェース、洗練されたGUIへと
刷新した。
さらに新たな開発環境も提供され
利用者に合わせた開発環境の選択が
可能になった。
②多言語対応（日・英）：シナリオ
の言語非依存化により他言語OS環
境でも動作可能になり、海外ユーザ
ーの利便性が格段に向上した。
③非Java化：Javaは不要となった。
④これまでのWinActorとの関係：
Ver.5またはVer.6シリーズのシナリ
オを読み込んで実行できるほか、同
じPCでVer.6と同時に使用できる。
さらに 2021 年 1 月下旬には、

v7.2を公開する予定だ。
図 1に Ver.7シリーズの最大の特
徴である UI/UXの刷新の概要を示
す。Ver.7シリーズでは UIを大幅
に刷新し、新たな開発環境として、
①新たな標準エディタ、②プログラ
マー向け開発環境、③ノーコードエ
ディタの 3つのモードを選択可能と
した。標準エディタの主要機能を図

WinActorを実行中にスクリーンセー
バーが起動するとWindows OSの制
限から不具合が生ずることがあった
が、この課題を解決するスクリーン
セーバー解除機能を提供する。

NTT-ATでは、お客さまのクラウ
ド利用ニーズの増大傾向を踏まえ、
より“現場フレンドリー”な RPA

へ進化するためのクラウドとの連携
サービスの機能強化を図ってきた。
現在提供しているWinActorのクラ
ウド関連サービスとして、複数の
WinActorをクラウド上で集中管理
するための「WinActor Manager on 

Cloud」､ 従量課金制・固定シナリ
オのクラウド型ロボットサービス
「WinActor Cast on Call」、AI連携に
よる IA（Intelligent Automation）へ
の発展に向けた機能拡張サービス

2に示す。
v7.1のプログ

ラマー向けの開
発環境としては、
プログラム開発
と同じ感覚でシ
ナリオ開発が行
えるように、新
たなプログラミン
グ 言 語「Win- 

Actor Scenario 

Script（WSS）」
を追加した。こ
れにより、任意
のエディタを使っ
てテキストベー
スでシナリオ
の開発が可能
なほか、従来の
フローチャートへの変換も可能だ。
さらに v7.2の目玉機能として、プ
ログラミング経験のない方のシナリ
オ作成をより簡単にする新しい開発
環境としてノーコードエディタ
「WinActor Storyboard」を追加予定
だ。このノーコードエディタは、図
3に示したように、シナリオポッド
と呼ばれる部品を並べるだけでシナ
リオが作成できる。
これら 3つの開発環境により、
利用者のプログラミング能力に応じ
て最適な開発環境を選択可能だ。
また、開発環境以外に、v7.2では

高度なテキスト処理を行
うための専用ツール
「WinActorノート」と画
像マッチングツール
「WinActor Eye」の C#化
を行い、Ver.7シリーズ
の一部機能として提供す
る。さらにこれまで、

新たな開発環境（UX） 

新たな標準エディタ
■スタンダード（UI刷新）
■ダークモード
■クラッシックモード（v6以前のイメージ）  

ノーコードエディタ
■WinActor Storyboard（WSB）

プログラマー向け開発環境
■WinActor Scenario Script（WSS）
※新たなプログラミング言語

v 7.2 

v7.0  

v 7.1 

 

行間調整し
操作性向上

デバック関連ボタンを
整理し再配置

お気に入りの
ノード／ライブラリを
呼び出すボタン追加

エラー地点のノードを明示

シナリオ作成でよく使われるものを
一画面で表示

 
シナリオ編集画面（スタンダード）

 

ブラウザを起動し、指定されたURLの
ページを表示します

Webページ内の要素の値を取得します

指定した値と等しいか調べます

Webページ内の要素をクリックします

取得された値がtrueか否かで分岐します

シナリオポッド

●ノーコードエディタ
　WinActor Storyboard

●「シナリオポッド」を並べるだけの
　分かりやすいユーザインタフェース
●シナリオ作成作業からプログラミング的
　要素を排除
●従来のフローチャート形式に変換可能

図 1　UI/UXの刷新

図 2　新たなVer.7 標準エディタの主要機能

図 3　ノーコードエディタ「WinActor Storyboard」(v7.2)

クラウドサービスの機能強化
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「WinActor Brain」の 3つがある。
以下、WinActor Manager on Cloud

とWinActor Brainの 2つのサービス
について紹介し、WinActor　Cast on 

Callについては、第 3章で紹介する。
●WinActor Manager on Cloud

WinActor Manager on Cloudは、
複数のWinActorをクラウド上で集
中管理するためのサービスだ。本
サービスを利用することで、より便
利かつ効率的にWinActorを利用で
きる。図 4に示すようにスケジュー
ラ機能によって、複数のシナリオを
連続して複数のWinActorで実行す
ることが可能だ。例えば、入力され
たデータ一覧ファイルを分割し、複
数のWinActorで並列処理させるこ
とで処理時間の短縮を図ることがで
きる。また、シナリオの出力結果を
次のシナリオの入力とする連結機能
によって複数のシナリオを連続して
実行することができる。さらに、条
件分岐（異常処理か正常処理か）に
よって、次に実行するシナリオを決
定する機能や、複数シナリオ実行中
に個々のシナリオの終了を待ち合わ
せる機能、シナリオの処理結果を確
認して後続の処理を続けるかどうか
をユーザーが判断する承認機能、
データが揃った（登録した）タイミ
ングでシナリオを実行するデータ駆
動機能も提供している。
また、WinActor Manager on Cloud

では、WinActor Licensor機能も提供
している。WinActorのライセンスには、
PC単位のノードロックライセンスと、
組織で同時に使えるPCの台数を決め
ておくフローティングライセンスフロー
ティングライセンスの 2種類があるが、
本機能はフローティングライセンスの
管理を行うものだ。グループごとにラ

イセンスの最大利用可能数を設定し、
分割管理する。これにより、会社全
体でフル機能版と実行版のライセンス
をそれぞれ複数購入し、グループ割当
を設定・利用することができる。
●WinActor Brain Cloud Library

WinActor Brain の最初の製品が、
シナリオの部品 (ライブラリ )の利
用を容易にするツール「WinActor 

Brain Cloud Library」であり、昨年
提供を開始した。標準のライブラリ
に加え、クラウド上のライブラリを、
カテゴリやキーワードで簡単に検
索、ダウンロードが行える。クラウ
ド上には既に、便利な 1,600 種類
以上のライブラリが登録されてお
り、定期的に追加・更新されている。
本製品はWinActor v6.1 および v7.1 

以降で利用できる。
●WinAc t o r  C l o u d S e r v i c e 
Platform（WACSP）
図 5に今後のクラウド系サービ

スの発展イメージとして、2021年
度以降で計画しているWACSPの概
要を示す。
竹野副BU長は、「これまでは、サー

ビス毎に個別のクラウド機能を提供し
てきましたが、今後はWACSP上に
統合することで、サービスに依存せ
ず使いたい機能が自在に利用できる
ようにすることを計画中です。また、
クラウド上でのロボット利用サービス
やWeb APIによるクラウドマッシュ
アップサービス等の提供も検討してい
ます」と述べている。

・ 複数のWinActorをクラウド上で集中管理するためのサービスです。
  WinActor Manager on Cloud を利用することで、より便利かつ効率的にWinActorを利用できます。Manager on

Cloud

LOG ライセンス
管理

スケジューラ

管理者

 WinActor
シナリオ群

WinActor
シナリオ群 

 

待機中 シナリオ実行中

複数のシナリオを連続して複数のWinActorで実行することを可能にします。

Manager 
on Cloud 

ライセンス  
管理 

スケジューラ

LOG 

Cloud 
Library 

Search 

Cast on 
Call 

課金 

●現在サービスごとに提供中の各種機能をプラットフォーム上に統合
●サービスに依存せず使いたい機能が自在に利用可能に！（2021以降で計画中）

●サービスマネジメント ●統合管理 ●ERP/CRM/電子決裁 ●AI-OCR 

●物品管理 ●Office 

WinActorユーザー CoCユーザー

WinActor Cloud Service Platform（WACSP）  
Brain

チャットボット・利用状況分析 等

シナリオ
エディタ

 
 

ライセンス
管理スケ

ジューラ
 
 

LOG／
課金

シナリオ
ホスティング 

WebAPI　Mushup

Robot as 
a Service

WinActorユーザー

ログ

AIRead Jijilla
DX Suite ABBYY FlexiCapture JP1 Hinemos

図 4　「WinActor Manager on Cloud」のスケジューラ機能

図 5　「WinActor Cloud Service Platform（WACSP）」の概要
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WinActor Brainは、WinActorをさ
らに多くのお客さまや業務への利用
を拡大するために、NTTグループで
培った AI技術等の活用によるシナリ
オ作成の容易化／シナリオ作成支援、
RPA導入の容易化／業務の見える化、
自動化範囲の拡大／非定型業務対応
を目指したものだ。最初の製品が前
述のWinActor Brain Cloud Library

で、続く製品が「WinActor Brain 

NaRuKami」（以下、NaRuKami）だ。
IAイノベーションビジネスユニッ
トの佐藤周一 BU長は、「NaRuKami

は、“なるべく紙を無くす”ために、
ユーザーとWinActorとが対話をして
協力しながら作業を進めることで、
自動化範囲を拡大することを目指し
たツールです。これによって、シス
テム運用や申込受付等の非定型業務
において、WinActorの活躍の場が拡
がるものと期待されています」と強
調する。現在、「NaRuKami 運用サポー
ター」と「NaRuKami 受付サポーター」
の 2つの拡張機能を提供している。
●NaRuKami 運用サポーター
これは、ノーコードで簡単に

WinActorと各種チャットアプリ
（Slack®やMicrosoft Teams®）をク

●NaRuKami 受付サポーター
これは紙の各種帳票入力をチャッ
トボットで代替することで、受付申
込業務のデジタル化を実現できる拡
張機能だ。これまで紙で行っていた
各種申込をタブレット上のチャット
から回答することで、既存システム
に入力内容を自動投入することが可
能になる（図 7）。主な特徴を以下
に示す。
①ノーコードで各種帳票をチャット
ボット化できる。
②既存のシステム構成を変更せず簡
単に連携できる。
③窓口業務の効率化・コスト削減が
図れる。
ユースケースとして、病院の受付
業務があげられる。問診票の手書き
記入＋電子カルテへの手入力から、
回答用タブレットのチャット画面入
力により、記入誤りと情報登録時間
の削減が可能となる。
佐藤 BU長は、「NaRu Kamiと自

社の監視系製品（4章
で述べる＠De AnoSな
ど）と組み合わせたソ
リューションの創出に
も注力しています」と
述べている。

ラウド上の NaRuKamiサーバを介
してつなぎ、チャットアプリでWin 

Actorを対話的に制御する拡張機能
だ。WinActorのシナリオ実行中に
人の判断が必要になったとき、ユー
ザーが遠隔からタイムリーに作業指
示を出すことができる（図 6）。主
な特徴を以下に示す。
①シナリオに追加するのはライブラ
リ1つだけ。
②簡単な設定ですぐに使える。
③日頃から利用しているチャットツ
ールでWinActorを操作できる。
代表的なユースケースとして、シ
ステム運用業務への活用があげられ
る。本機能により、WinActorを実行
する端末の前にでシナリオの実行結
果を監視する必要がなく、WinActor

からリアルタイムにスマートフォン
に実行結果が通知されるため、リ

モートワーク中でも遠隔
からチャットで対処でき
る。

AI ロボティクス事業本部
IA イノベーションBU　開発チーム
（中央：佐藤BU長）

①WinActorからの指示

②チャットアプリからWinActorへの指示

NaRuKami

手書きによる記入誤り、手入力でのシステム投入によるタイプミス・投入時間の削減！

多様な
手書き帳票

各種
既存システム

Before
　　　手書き記入＋手入力

手書きで記入 手入力でシステムへ投入

After
　　　受付サポーター

チャットで回答

図 6　「WinActor Brain NaRuKami 
運用サポーター」の概要

図 7　「WinActor Brain NaRuKami 受付サポーター」の概要

“なるべく紙を無くす”ソリューション
「WinActor Brain NaRuKami」


