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RPAで作業時間が増えた
従業員の健康を支えるロボット

Customer Case Study



“作業工数の削減”でなく、
“ロボットに任せられる作業工数”を
基準に

RPA化した業務の中で、最も効果の高かったのは人事・労務
分野だった。本社オフィスに出勤する従業員は入館情報がそ
のまま勤怠システムに登録されるが、営業のため外出先に直
行する社員の勤怠は手入力になる。また、グループ会社には
入館管理システムのないオフィスもある。彼らの勤怠は、シ
ステムに登録した情報を上長が承認して確定する。

このように多様な働き方をするすべての従業員が健康な生活
を送ることを支援するために、同社はいわゆる36協定の限度
時間とともに独自の健康管理時間という指標を設け、労働時
間を規制している。Blue Prismの導入前、このプロセスに負荷
のかかる業務が発生していた。タイムリーに勤怠を登録しな

株式会社ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）は、従業員の労働環境をより良くする労務管
理分野にRPAを適用し、多大な成果を上げた。「勤怠入力リマインドロボ」と「労働時間
モニタリングロボ」の開発により、現場の作業負荷を最小限に抑えながら、すべての従
業員の勤務状況をモニタリングできるようになった。

い従業員や、承認が遅れがちな上長、月末に着地する残業時
間が規定をオーバーしそうな従業員に対して、人事部の担当
者が個別にメールを送るなどのケアをしていたのだ。

しかしながら、全員分を少ない人員でくまなくチェックする
ことは現実的に不可能だった。具体的には、わずか4人の担当
者が、別の仕事を抱えながら百数十人の情報をチェックして
いたことになる。

そこにロボットが活躍する余地があった。勤怠入力がおろそか
になっている従業員に対しては、「勤怠入力リマインドロボ」に
任せ、リマインドメールを自動送信させるようにした。「この業
務をロボット化したことで、チェック対象を全2400人へと拡
大できました。月間116時間の作業をロボットに任せた計算に
なります」（大脇氏）。

さらに、「労働時間モニタリングロボ」も開発。正社員、契約
社員、アルバイトなど、ステータスに応じた限度時間を全員
分モニタリングできるようにした。目的は、勤怠システムの
データをもとに、月末の残業時間着地見込みを算出して、長
時間労働者に注意を促すことだ。

大脇氏は、「労働時間モニタリングの工数は月間200時間。合計
で毎月316時間の工数がかかる仕事をロボットに任せた計算に
なります」と総括する。「作業工数を考えると、全従業員の労働
時間を精査することは現実的ではありませんでした。現在は、
ロボットに全員分を精査させた上で、特にケアの必要な人には
個別に対応し、品質を落とさず対応できています」。

このように同社は、ロボットの業務適用にあたり、“作業工数
の削減”でなく、“ロボットに任せられる作業工数”を基準にし

ている。その基準を適用してこれまで改善したのは約10業
務。いまでは年間4000時間の作業をロボットがこなしている。

OCRソフトとの連携へ

前述したように、DeNAではクラウドシステムを多用するため、
ロボットが読み取り／入力するシステム側に変更が発生する
ケースも多い。その場合、ロボット側にも変更が必要になる。

大脇氏は、「“ロボットはいつか止まる”と周知しています」と
話す。「ロボットに任せる業務にはそれぞれ“プロセスオー
ナー”をアサインし、何をどうやっているのかを文書化して
います。ロボットに何かあったら、それを人がやれるように
しておき、その間にロボットの修正を行います」。
大きなトラブルが起こらないように、開発には気を配ってい
る。現場には「いつか止まる」と注意を促す一方で、開発現場
は「止まらないロボット」を作るために工夫しているのだ。
プロジェクトには、Blue Prismの画面認識機能の活用や、変
わりにくい値や変数を優先してHTMLコードを認識させると
いった開発ノウハウが蓄積されている。

今後同社は、RPAの適用業務をさらに拡大していく方向で、
次なる取り組みも開始している。Blue Prism とOCRソフトの
「ABBYY FineReader」を組み合わせる仕組みで、すでに検証作
業に入っている。この新しい仕組みにより、請求書などの非
定型帳票の情報をOCRで読み取り、支払い情報をチェックす
る業務などの効率化を図っていく。大脇氏は、「エンタープ
ライズRPAの適用領域はまだあります。今後もスケールして
いく方向です」と話している。

RPAプロジェクトは、
業務改善の機会を発見する好機

同年6月、プロジェクトが発足。大脇氏の率いる企画チーム
がユーザー部門との窓口となり、開発チームがロボットの開
発およびテストを担当する体制だ。開発チームの５人が約1

週間のトレーニングを受け、まずは IT戦略部内の定型業務を
試験的にロボット化することにした。このフェーズでは、「入
社する従業員に割り当てる社内システム群のアカウントを
自動作成するロボット」などを開発し、使い勝手を試しなが
らノウハウを蓄積した。

同時に、業務部門へのヒアリングも開始した。当初は現場か
らもプロジェクトメンバーに加わってもらい、いわゆるCoE

としてプロジェクトを組織。さまざまな定型業務をリスト
アップした。プロジェクトでは、ロボット開発にかかる平均
時間を45時間と見積もり、月間3.5時間以上の効果が見込ま
れるものからスタートする計画を立てた。

さらに、リストを精査し、期待効果とロボット開発の難易度
をマッピングした。期待効果が高く、開発難易度の低いもの
から順次取り組むためだ。大脇氏は、「その結果、 “ロボット
を使わない”と結論づけた業務も出てきました」と話す。「た
とえば、ERPからデータをダウンロードして十数社あるグ
ループ会社のレポートを作る業務がありましたが、ERPにレ
ポート機能をアドオンすることで解決しました。RPAプロ
ジェクトは、業務改善の機会を発見する好機になります」。
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プロジェクト側で確実に
管理できるRPAソフトウェア

DeNAは、2019年に創業20周年を迎える。インターネットのモバイルサービス
がビジネスの中心。売上の7割はゲーム事業が占め、事業の多角化にも積極的
だ。横浜DeNAベイスターズの運営で知名度は全国区。タクシー配車アプリ「タ
クベル」が好評の自動車分野や、遺伝子検査の「MYCODE」で知られるヘルスケ
ア分野などにも、インターネットとモバイルへのノウハウを生かして参入し
ている。

迅速な意思決定による高速な経営スピードが、急速な事業拡大を後押しして
いる。一方、現場からのニーズは事業の拡大に伴って多様化し、さらに刻々と
変化する。そのため同社では、変化に柔軟に対応できるクラウドシステムを中
心に社内システムを構成している。一方、事業の多様化と規模の拡大は、定型
業務の負担を増す。

2017年、同社は定型業務の効率化を図るため、RPAの検討を開始。３つのRPA

ソフトウェアを比較することになった。
大脇氏は、「クラウドツールを多用するため、ロボットが作業する画面に予期
せぬ変更が発生するケースが想定されます。そうした際に発生するトラブル
に、プロジェクトとして確実に対応できるソフトウェアであることが前提で
した」と話す。プロジェクトとして管理しにくいデスクトップ型のRDAはこの
ニーズを充たせなかった。

また、JavaScriptやActiveXなどを使っているクラウドパッケージに変更が加え
られても、スムーズに対応できることも条件。ロボットに専用ブラウザを必要
とせず、一般的なWebブラウザで稼働させられることや、権限管理を含めた管
理機能およびセキュリティなど、さまざまな機能を精査し、最も高く評価され
たBlue Prismの採用が決まった。
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の削減”でなく、“ロボットに任せられる作業工数”を基準にし

ている。その基準を適用してこれまで改善したのは約10業
務。いまでは年間4000時間の作業をロボットがこなしている。

OCRソフトとの連携へ

前述したように、DeNAではクラウドシステムを多用するため、
ロボットが読み取り／入力するシステム側に変更が発生する
ケースも多い。その場合、ロボット側にも変更が必要になる。

大脇氏は、「“ロボットはいつか止まる”と周知しています」と
話す。「ロボットに任せる業務にはそれぞれ“プロセスオー
ナー”をアサインし、何をどうやっているのかを文書化して
います。ロボットに何かあったら、それを人がやれるように
しておき、その間にロボットの修正を行います」。
大きなトラブルが起こらないように、開発には気を配ってい
る。現場には「いつか止まる」と注意を促す一方で、開発現場
は「止まらないロボット」を作るために工夫しているのだ。
プロジェクトには、Blue Prismの画面認識機能の活用や、変
わりにくい値や変数を優先してHTMLコードを認識させると
いった開発ノウハウが蓄積されている。

今後同社は、RPAの適用業務をさらに拡大していく方向で、
次なる取り組みも開始している。Blue Prism とOCRソフトの
「ABBYY FineReader」を組み合わせる仕組みで、すでに検証作
業に入っている。この新しい仕組みにより、請求書などの非
定型帳票の情報をOCRで読み取り、支払い情報をチェックす
る業務などの効率化を図っていく。大脇氏は、「エンタープ
ライズRPAの適用領域はまだあります。今後もスケールして
いく方向です」と話している。

Blue Prismについて
Blue Prismは、RPA（ロボティックプロセスオートメーション）のパイオニア、イノベーター、市場リーダーとして、世界中で新たな働き方を実現
するデジタルワークフォースの成功に貢献しています。デジタルワーカーは、業務に新たなキャパシティを創出し、重要な業務を自動化するた
めのインテリジェント スキルを提供し、セキュリティ、コンプライアンス、スケーラビリティという重大かつ厳重な IT要件を満たします。
Blue Prismは最先端のAIおよびコグニティブテクノロジを実現するためのスケーラブルで堅牢な実行プラットフォームを提供しており、Fortune 

500社が選ぶ信頼できるセキュアなRPAプラットフォームとして認知されるようになりました。詳細はwww.blueprism.com/japanをご覧ください。 
お問合せ先：jpinfo@blueprism.com

RPAプロジェクトは、
業務改善の機会を発見する好機

同年6月、プロジェクトが発足。大脇氏の率いる企画チーム
がユーザー部門との窓口となり、開発チームがロボットの開
発およびテストを担当する体制だ。開発チームの５人が約1

週間のトレーニングを受け、まずは IT戦略部内の定型業務を
試験的にロボット化することにした。このフェーズでは、「入
社する従業員に割り当てる社内システム群のアカウントを
自動作成するロボット」などを開発し、使い勝手を試しなが
らノウハウを蓄積した。

同時に、業務部門へのヒアリングも開始した。当初は現場か
らもプロジェクトメンバーに加わってもらい、いわゆるCoE

としてプロジェクトを組織。さまざまな定型業務をリスト
アップした。プロジェクトでは、ロボット開発にかかる平均
時間を45時間と見積もり、月間3.5時間以上の効果が見込ま
れるものからスタートする計画を立てた。

さらに、リストを精査し、期待効果とロボット開発の難易度
をマッピングした。期待効果が高く、開発難易度の低いもの
から順次取り組むためだ。大脇氏は、「その結果、 “ロボット
を使わない”と結論づけた業務も出てきました」と話す。「た
とえば、ERPからデータをダウンロードして十数社あるグ
ループ会社のレポートを作る業務がありましたが、ERPにレ
ポート機能をアドオンすることで解決しました。RPAプロ
ジェクトは、業務改善の機会を発見する好機になります」。

Blue Prism & 株式会社ディー・エヌ・エイ 10180101

プロジェクト側で確実に
管理できるRPAソフトウェア

DeNAは、2019年に創業20周年を迎える。インターネットのモバイルサービス
がビジネスの中心。売上の7割はゲーム事業が占め、事業の多角化にも積極的
だ。横浜DeNAベイスターズの運営で知名度は全国区。タクシー配車アプリ「タ
クベル」が好評の自動車分野や、遺伝子検査の「MYCODE」で知られるヘルスケ
ア分野などにも、インターネットとモバイルへのノウハウを生かして参入し
ている。

迅速な意思決定による高速な経営スピードが、急速な事業拡大を後押しして
いる。一方、現場からのニーズは事業の拡大に伴って多様化し、さらに刻々と
変化する。そのため同社では、変化に柔軟に対応できるクラウドシステムを中
心に社内システムを構成している。一方、事業の多様化と規模の拡大は、定型
業務の負担を増す。

2017年、同社は定型業務の効率化を図るため、RPAの検討を開始。３つのRPA

ソフトウェアを比較することになった。
大脇氏は、「クラウドツールを多用するため、ロボットが作業する画面に予期
せぬ変更が発生するケースが想定されます。そうした際に発生するトラブル
に、プロジェクトとして確実に対応できるソフトウェアであることが前提で
した」と話す。プロジェクトとして管理しにくいデスクトップ型のRDAはこの
ニーズを充たせなかった。

また、JavaScriptやActiveXなどを使っているクラウドパッケージに変更が加え
られても、スムーズに対応できることも条件。ロボットに専用ブラウザを必要
とせず、一般的なWebブラウザで稼働させられることや、権限管理を含めた管
理機能およびセキュリティなど、さまざまな機能を精査し、最も高く評価され
たBlue Prismの採用が決まった。


