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DX実現に向けたNTTアドバンステクノロジの
AIロボティクスビジネス最新動向

4 ベスト・オブ・ブリードによる DX の拡大

ベスト・オブ・ブリードを基軸に、WinActor×Ｘ で顧客提供価値を拡大
顧客提供価値を拡張・最大化する AugmentedAutomation（拡張自動化）の考えに基づき真の DX 実現を支援する NTTAT。その基本スタンスは、オープンイノベーションにより世界中の優れた技術と WinActor とを自在に組み合わせる ベ
スト・オブ・ブリード（BoB） による自動化適用領域の拡大だ。本稿では BoB による DX 拡大の取り組み事例を紹介する。

での基本スタンスは、WinActor その

BoB で WinActor × X に
よる DX 拡大の取り組みを加速

ものを進化発展させながら、他に必要

NTT-AT は、企業や社会にとって

ていくこと、すなわちオープンイノベー

の今日的な課題である DX 推進を支

ション 戦 略 に 基 づ く BoB に よ る

援 す る た め に、1 章 で 紹 介 し た

なところをアライアンス等により網羅し

WinActor×X

の取り組みです。こ

AugmentedAutomation（拡張自動化：

れは世界中の優れた技術・製品を選

以下 AA）の考えに基づき自動化適用

定して WinActor と組み合わせること

領域の拡大に注力している。

による価値創造＝ コトづくり の営

AI ロボティクス事業本部ビジネスス

みであり、そうして形成される強固な

トラテジー部門の萩元良介部門長は、

エコシステムこそが、RPA 単体では

「AA は、狭義にはお客さま提供価値

実現できない真の DX に向けた総合力

を拡張・最大化するためのフ レーム

につながるものと考えています」と強

ワークであり、WinActor をコアとした

調する。

AI ロボティクス事業本部
ビジネスストラテジー部門
部門長

萩元 良介氏

では、 WinActor × X による DX 拡
大のショーケースを 4 つ紹介する。

自動化ステップ周辺の価値要素とそれ

現在、NTT-AT では NTT グループ

らとの関係性を、WinActor にちなん

や外部パートナーと積極的に連携し

「特別定額給付金の登録申請業務」
自動化【WinActor × AI-OCR】

だ演劇用語を使って、図１のようなダ

て、BoB による WinActor× X によ

イヤグラムで表現しています。

る価値創造の取り組みを加速し、Go

NTT-AT の自治体向けビジネスは、

お客さまの DX を実現していくうえ
●AugmentedAutomation
（拡張自動化：狭義）
・顧客提供価値は、RPA単体だけでなく 総合力 で決まる
・その源泉は、ツールの多様性×自動化ステップの網羅性 にある
・WinActorは、自らの機能高度化と周辺環境強化を進めつつ、
パートナーアライアンスによるEcosystemで、顧客提供価値の拡張
最大化を目指す！ → BoBによる WinActor×X
●外部クラウドサービス連携
ERP/CRM/AI-OCR/DocuSign

Plotter
（筋書き作家）

AIを活用した
業務プロセス分析と可視化

●BPM/BPRツール
●シナリオ自動生成
●問題箇所/改善案自動抽出機能
@DeAnoS/RakuDA

●外部サービス連携
インテリジェント契約チェッカー

Writer
（シナリオ作家）

プログラム初心者はもちろん
高度なプロユースにも対応
●V.7新GUI
（３つのモード）
・スタンダード/ダーク/クラシック
●V.7新シナリオエディタ
・初心者用：WA Storyboard
・プロ用：WA Scenario Script
●WA Brain Cloud Library

To Market 推進に注力している。以下
Producer
（総監督）

ワークフロー全体のマネジメント
/Orchestration

Director
（舞台監督）

ロボットの動作・シナリオ実行を
確実・セキュアに運用管理

Actor
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外部連携等も含め
現場フレンドリーに自動化実演

Prompter
（黒子/後見）

人とロボットとの対話による
コラボレーション/運用サポート
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Co-creation 事業本部や西日本事業本
部等が、NTT グループ会社等と連携

●統合システム運用管理ツール
●サービスマネジメントツール
●ID管理サービス
●ワークフロー

●ロボット管理ツール
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・OP型：WinDirector
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：WindowsPC上の単純反復作業を、
シナリオに忠実に自動処理する
（＝演じる）
俳優
（Actor）

図1

AI ロボティクス事業本部に加え Value

WinActor をコアとした顧客価値を最大化するための AA フレームワーク

して展開している。コロナ禍において
効果を発揮したのが、「特別定額給
付金の申請書登録業務」 を
WinActor×AI-OCR で自動化したこと
だ。Value Co-creation 事業本部ビジ
ネスリレーション第一部門の大石浩司
部門長は次のように述べている。
「特別定額給付金の登録申請業務
が自治体の業務を圧迫しているなか
で、NTT-AT や WinActor の代理店
各社は工夫を凝らして自治体を支援
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クラウドサービス
の更新サイクルは
きわめて早い。 基
幹システム側の更
新に伴うWinActor
シナリオの 変 更も
比較的容易に実施
Value Co-creation 事業本部

できるので、 企業

西日本事業本部

ビジネスリレーション第一部門 担当チーム
（左下：大石部門長）

ビジネスインキュベーション BU 担当チーム

の IT 部門にとって
便 利な機 能の追

しました。 特に効果的であったのが、

革の一環で WinActor を活用し、
「SAP

加・更新が発生した場合でも迅速に

WinActor、AI-OCR の無 償 提 供と、

S/4HANA Cloud Multi tenant edition

WinActor × AI-OCR による自動化ソ

利用することが可能だ。これが、 現

（MTE）」 導入による ERP のクラウド

場（業務部門）フレンドリー だけで

リューションの導入です。結果は一様

マイグレーションを約半年間という短

なく IT 部門フレンドリー といわれ

に高い評価をいただき、中には他業

期間で実現した。この経験・知見を

る所以である。すでに NTT-AT では、

務の自動化を踏まえて実験を行い、

活かし、今後成長が見込まれるコンサ

WinActor により WEB 請求書発行シ

来年度予算に組み込んでいただいた

ルティングを含めた DX 関連ビジネス

ステム「楽楽明細」 や、NTT-AT が

自治体さまもいます」と述べている。

の強化・拡大に取り組んでいる。

販売パートナーとなっている物品管理

自治体は、どこでも同じような業務が

Value Co-creation 事業本部 DX イ

クラウドサービス「Convi.BASE 」と

ある。この点を踏まえ、WinActor の最

ノベーションプロジェクトの都筑純プロ

基幹システムを連携し、請求書発行

有 力 代 理 店 の NTT デ ー タ は、

ジェクト長は、「ERP のクラウド移行と

業務や資産管理業務の効率化を実現

WinActor のシナリオを共同で利用でき

いう大変なプロジェクトを経験して初め

している。

る仕組みをサービス化している。今後

て分かったことは、 現場フレンドリー

は、
このような共同利用型プラットフォー

な RPAを売りにしているWinActor が、

システム移行、3 章で紹介したクラウ

ムも活用しながら、DX の推進が一段と

実は IT 部門にとってもフレンドリーで

ド型 RPA サービス「WinActor Cast

加速していくことが期待される
（図２）
。

あるということで す。WinActor は

on Call 」 用など、高度かつ質の高い

SaaS との親和性が高く、アジャイル型

エンタープライズ向けシナリオの製造・

で機能追加が行えます。つまり、基幹

提供を行うための 「WinActor シナリ

システムをクラウドに移行したことで、

オセンタ」を開設した（図 4）。

2020 年 4 月には、
システム間連携、

クラウド上の便利なツールの利用が容

WinActor シナリオを動作させるプ

易になりました。 図 3 に示すように業

ラットフォームとして、こちらも NTT-AT

務に必要な機能を持つシス
テムやサービスを WinActor
で連携することで、基幹系
図２ WinActor × AI-OCR による
特別定額給付金の申請書登録業務

WinActor を核にした
DX 支援ソリューションを展開

【WinActor ×基幹システム】

NTT-AT は、社内業務プロセス改

ビジネスコミュニケーション

システムを中心とした環境の
構築を比較的短時間で実現
できました。この経験・知見
を、お客さまの基幹系シス
テムをはじめとした DX 推進
にも活かせるのではないかと
思っています」と力説する。
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Value Co-creation 事業本部
DX イノベーションプロジェクト 担当チーム
（中央下：都筑プロジェクト長）
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図 4 「WinActor シナリオセンタ」の活用例

SAP S/4HANA Cloud

楽楽明細
WinActor連携

収支情報

財務情報

（WinActor連携）

図3

ションが、2019 年 10 月 21 日より提
Spotﬁre

供開始した「インテリジェント契約チェッ

（WinActor連携）

カー」だ。

業務の流れとシステム連携イメージ

堀野美奈子副 BU 長は、「これは、

が販売パートナーであるグローバルス

都筑プロジェクト長は、
「コンサルティ

営業フロントや契約審査担当者をター

タンダードな HCI（ハイパーコンバー

ングから高度かつ質の高いエンタープ

ゲットに、徹底した現場目線で契約書

ジドインフラストラクチャ）製品である

ライズ向け、WinActor シナリオの製

作成／確認業務の効率化を実現する

「Nutanix」と「WinActor Manager

造・提供を含め、お客さまの DX 推

サービスです。AI が契約書に記載さ

on Cloud」 で集中管理する仕組み

進を支援したいと思っています」とビ

れている条項、及び各条項に記載さ

を構築し、さまざまなサービスと自在

ジネスの抱負を述べている。

れている記述内容を解析し、必要な

に組み合わせることができるエンター
プライズ環境における WinActor の
有効活用を実証した。

IPES ビジネスセンタ
リーガル DX ビジネスユニット 担当チーム
（左上：堀野副 BU 長）
契約書受領

契約書チェック

条項の有無や注意すべき条項などを

一連の契約業務フローの DX

【WinActor ×インテリジェント契約
チェッカー】

瞬時にチェックして、各条項ごとの注
意点などをコメントで表示することに
よって、 契約書確認作業の効率化、

NTT-AT の 知 財（Intell-

契約書審査時間の短縮、審査レベル

ectual Property）関連ビジ

の平準化、法務部門の負担軽減を実

ネスを推進する IPES ビジネ

現します」と語る。

ス センタに お い て、AI や

「インテリジェント契約チェッカー」

RPA を活用した「士（さむ

では、契約書の条項を細かく分解し、

らい）テック」と称する士業

契約書チェックのノウハウを機械学習

向け DX ソリューションを展

させ、契約書の記述内容が顧客が定

開するリーガル DX ビジネス

めたチェックポリシー
（リスク判定基準）

ユニット。その主力ソリュー

に合致しているか否かを AI が判定す

決裁／契約締結

契約書 保管

インテリジェント契約チェッカー

る。チェックポリシーは顧客ごと
に個別に設定でき、審査の基準
に業界ごとの慣習を反映できるほ
か、法改正にも柔軟に対応して

AI-OCRによる
テキスト変換

営業/契約担当者
によるチェック

法務担当による
チェック

ストレージサービス
お客さま

・お客さまとの契約書取り交わし
・ 過去契約内容の確認など

図5
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チェック済
契約書

社内決裁

お客さまとの契約

社内システム
による決裁

CECTRUST-Light

または

または

アドオン連携

アドオン連携

クラウドストレージサービス

契約業務フローのＤＸ化イメージ

いる。また受注契約と発注契約
の相対応する条項を同時に表示
して見比べながらレビューするこ
契約書保管サーバ等
基幹システム

※
「フレッツあずけ〜る」
は
ドキュサイン連携未対応

とも可能だ。
NTT-ATでは現在、
インテリジェ
ント契約チェッカーの単体利用の
提案に加え、契約チェック完了以
降の決裁／契約締結、契約書保
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管まで、WinActor を介して関連製品

す。また、保守者の経験や

とつないで一連の契約業務フローの自

過 去 事 例をもとに しきい

動化に取り組んでいる（図 5）。

値

堀野副 BU 長は、「NTT グループ

や

ルール

などで異

常を発見する従来手法では

の取り扱い製品や NTT-AT 製品を連

対応の難しかった

携させ、契約書受領から保管までの

兆検知

業 務フロー の DX 化を 提 案 するソ

異常予

異常要因の推定

潜在的な未知の障害の発

リューションパッケージ化を行うことで、

見

効率的で顧客訴求力のある提案を実

Actor を介した柔軟なシステ

現したい」と抱負を述べている。

ム連携で、ログ・データ収

AI 異常予兆検知ソリューション

【WinActor ×＠DeAnoS】

を実現したほか、Win

AI ロボティクス事業本部
アドバンスデータアナリシス BU 担当チーム
（中央：由井 BU 長）

集や分析、アクションのオペレーション

化・ 自 動 化 の イ メ ー ジ を 示 す。

自動化を可能にしました」と語る。

WinActor と連携することで、現行シ

＠DeAnoS の主な特長とメリットを

ステムに手を加えずに、データ収集・

示す。

転送および異常検知後のアクションの

システム、機器設備の潜在リスクを早

① 人手では解析が困難な大量の装置

自動化が可能だ。

期 に 検 知 する AI 異 常 予 兆 検 知ソ

ログやセンサデータから網羅的に正常

リューション「@DeAnoS（アットディア

時の関係性を学習・モデル化し、多様

の連携により設備全体を可視化でき、

ノス）」を提供している。本ソリューショ

化・複雑化したICT・IoTシステム等

的確な状態を把握することが可能なほ

ンは、NTT 研究所が開発したディー

の効率的、効果的な異常検知を実現。

か、NTT データ先端技術の Hinemos

プラーニング技術に基づく異常予兆検

② ハイパーパラメーター自動チューニ

などの統合運用管理ツールとの連携

知技術 「DeAnoS （Deep Anomaly

ング機能、誤検知再学習機能、モデ

により、Hinemos が収集したデータを

Surveillance）」を搭載し、1,000 種

ル自動更新機能を具備。機器の増設

入力データとして容易に取り込むこと

類を超える膨大な監視項目の学習によ

等システム構成の変更や利用状況が

も可能だ。

り、IoT・ICT システム、機器設備の

変化した際のモデル再構築が容易な

故障などの異常や予兆を自動検知し、

ほか、利用状況の変化に自動対応。

化適用領域を拡大することで、保守

その要因を推定するサービスだ。

③ 顧客のニーズに応じて、導入コン

運用者の新しい働き方の推進を後押

AI ロボティクス事業本部アドバンス

サルから開発・構築・運用サポート

しします。設備保守運用現場などで

データアナリシスビジネスユニットの由

などをパッケージ提供。WinActor

の業務効率化や DX を支援して、新

井世津 BU 長は、「あらゆるログ・デー

と連携し、サイロ型システム間デー

しい時代におけるお客さまのビジネ

タから AI が いつもとここが違う を

タ連携や異常検知後のアクションフ

スに貢献していきたい」と抱負を述

自動検知し、多様化・複雑化した生

ローの自動化が低コストで実現。

べている。

NTT-AT では、IoT システムや ICT

産ラインや ICT システムの異常予兆を

図 6 に「＠DeAnoS」と WinActor

AI が捉え、トラブルを未然に回避しま

を組み合わせたオペレーションの高度

AI異常
予兆検知

工場
IoTセンサー

データセンター
ネットワーク
船舶

エネルギー
供給網

ログ・
データ

異常予兆検知

オペレーションの
高度化・自動化

@DeAnoS 潜在的な未知の障害発見
ナレッジの蓄積と活用

統合運用管理ツール
Hinemos ®との連携

WinActor連携による
アクションの自動化
BIツール Spotﬁre/Kibana連携
による可視化・解析支援

図 6 「@DeAnoS × WinActor」によるオペレーションの高度化イメージ
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由井 BU 長は、「WinActor の自動

以上、4 つのショーケースで示した
ように、既存のシステムの追加開発を

異常要因の推定

WinActor連携による
データ収集の自動化

BI ツールの Spotfire や Kibana と
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せずにシステムとシステムを一連のフ
ローとしてつなぐこと（＝ワークフロー
化）が簡単にできることも WinActor
の強みである。 WinActor×X によ
るさまざまな DX の取り組みは今後も
拡大する見通しだ。
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