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て確認する必要が出てくる上に、消し込みがシステムでの自
動消し込みではなく、人手による入力作業とチェックにも手
間がかかっていたのだ。

藤本氏は、「入金と請求額が正しいかどうかを判断するのは
人の役割です。ただ、その消し込み処理は人対システムのプ
ロセスになり、平均で1件あたり30秒かかっていました。た
だ入力するだけでなく、同一顧客にひも付く請求番号や明細
が複数あるケースもあり、請求番号単位、明細単位、明細の
一部等の消し込むパターンの違いにより、システム上の複数
のジョブ画面を切り替えて処理しなければならないケース
もあり、単純ではありませんから」と話す。

ロボットを使ったプロセスでは、担当者がシステムを触る必
要がなくなった。Excelに消し込みたい内容を登録し、ファイ
ルサーバの特定のフォルダーに置いておけば、ロボットが決
められた時間にファイルを取りに行き、システムに入力して
くれる。この業務は月間約4,000件発生しており、月間33時間
20分の業務時間削減になった。年間に直すと400時間。1日当
たり8時間労働とすると、これだけで50日分の削減になる。

多くの人がかかわり、
処理の多い単純作業に効く

RPAが効きやすい業務は、多くの人がかかわり、処理の数や
種類の多い単純作業だ。その意味で、契約満了時の手続きも
RPAと親和性が高かった。再リースとして新たな契約を結ぶ
か、物件を中古市場に売却するか、など複数の選択肢があり、
営業担当者を含む複数部署の複数の人がかかわってきた処理
を、ロボットは一括でこなしてくれる。同様に、設置場所の変
更や回収（引き落とし）日付の変更など、顧客都合による契約
変更に伴う事務処理プロセスでも、ロボットは役立っている。

昭和リース株式会社（以下、昭和リース）は、メインフレームを含むすべてのシステムか
ら情報を正確に読み取り、かつそれらのシステムに対してロボットがスムーズに入力で
きることを評価し、Blue Prismを採用。現在、34業務に適用し、すでに8,358時間分のRPA
化に成功した（2018年9月末現在）。当初計画された業務をすべてロボット化した際は、
年間2万3千時間の業務時間を削減できると試算し、今年度2万時間分のRPA化を目指
している。

一方、数多くのリース契約を締結していただいている大口顧客
は、システム入力負担も大きくなる傾向にある。契約が多数あ
り、その契約に含まれる物件が複数あり、さらに一部解約など
契約内容の変更が発生することも多いためだ。最も事務作業の
増えるケースでは、各部署の担当者に割り振って延べ10人が
半日ほどの時間をかけてもらう作業もあり、システムへの入力
も5ステップ以上に及ぶこともある。そうしたケースでは専用
ロボットを開発し、入力時間の削減に役立てている。

セキュリティ面にも気を配っている。特定部署による集中開
発、管理体制により野良ロボットと呼ばれる現場が勝手に作
るロボットは、許容していない。一方、スケジュール管理は
将来的には柔軟に対応することになるかもしれない。Blue 

Prismには、ロボットを動かす時間（スケジュール）を直感的
な画面を通して割り当てる仕組みがあり、この機能を現場に
一部開放することで、一時的に処理量が増える業務があった
際に自由に使えるようにする運用を検討中だ。

年間2万時間の削減へ
将来はAIやOCRも

現時点でロボット化した業務は34。Blue Prismでは、すべてをゼ
ロから開発するのではなく、すでに開発したモジュールを容易
に再利用できるため、開発効果が高いだけでなく、開発にかか
る時間を見込みやすい。開発現場からは、「Blue Prismによるロ
ボット開発は特殊なスキルを必要とせず、ITの知識がない人た
ちに説明しやすいこともメリット」との声も聞こえる。現在は、
当初洗い出した業務の残りを進めている段階だが、実際にロボ
ットの効果を体感した現場から新たなニーズが上がってくる

こともあり、その業務効果と開発の容易さをバランスし、順位
付けしながら取り組んでいる。

藤本氏は、「当初の100業務で年間2万時間を削減できると見込
みました。現在の34業務では、年間8,358時間を削減できてい
ます。時給に換算した場合の価値も大きいと考えています」と
話す。Blue Prismのライセンス体系では、開発環境やテスト環境
のライセンスに追加費用は必要ない。現状ですでに十分なROI

を得られていることになる。

「一気通貫のシステムがあればRPAは不要という議論はありま
すが、現状、人の判断は必ず残ります。システム間をインタフ
ェースして自動化することもできるかもしれませんが、開発に
数千万円かかるとすればROIは充たせません。これからもRPA

を活用する余地はふんだんに残されているはずです」（藤本氏）

手書きの書類を扱うこともまだある。近い将来、OCRによる手
書き文字の認識精度が高まってくれば、書類をスキャンして
OCRに認識させ、ロボットに処理させるような展開も見えてく
る。そして、AIも利用することになりそうだ。簡単な判断や単な
るチェックなど、人の判断の重要性の低い領域からAIの活用を
検討し、Blue Prismの適用業務領域を増やしていきたい考えだ。

そこで、新たにBlue Prismを使ったPoCを開始。同じプロセ
スをBlue Prismで実装した結果、ロボットはメインフレーム
を含むすべてのシステムの画面や出力の内容を読み取り、入
力もそつなくこなすことが確認できた。

「PoCの結果は、すぐに全社の利用対象となる部署の実務者
にデモを実施し、経営会議にも報告しました。内規では、最
低3つの製品を比較することになっているのですが、“きち
んと動く”ということと、エンタープライズ型（サーバー管
理）のツールであっても費用面で他ツールとは遜色なく、費
用対効果において早期回収が可能と確信でき、経営トップを
含むすべての役員の方々にゴーサインを出してもらうこと
ができました」（藤本氏）

入金消し込み業務で大きな成果

Blue Prismでの開発に先立って、社内からRPAに任せる業務
を募った。約250の業務が候補になったが、中にはRPAに向
かないものもあったという。第1段階の絞り込みとして、年
間40時間の業務時間削減を見込めるものだけを対象とし
た。ロボットの開発に平均40時間かかると試算したためだ。
また、ロボットに判断能力が求められるような依頼も現時点
では時期尚早として先送りに。効果を見込める約100件の業
務に対し、得られる時間削減効果の大きい順に適用するとい
う方針を定めた。

同時に、ロボット開発のトレーニングも行った。社内メン
バーと常駐する協力会社のメンバーに、基本的なパーツ（再
利用可能なオブジェクト）の作り方や、パーツの使い回し方
などを含めたレクチャーを受けてもらった。この段階で実習
まで行ったことに加え、すでにPoCで得た経験とノウハウが
あり、いつでも開発を始められる体制を整えた。開発がス
タートしたのは2017年11月だ。

約2か月の初期開発およびテスト期間を経て、第1段となる
ロボットが動き始めたのは2018年1月。入金消し込みのプロ
セスにおいて、大きな業務時間削減を果たした。リース料の
請求／入金プロセスは、口座自動引き落としであることが多
い。ただ、中には請求書発行が必要になる顧客もあり、振込
人が本社で取りまとめられるケースや物件設置場所の支社
ベースで振り込まれるケースもある。再リースや一部解約時
に伴う一時的な入金の引き当て対象となる契約の判断を求
められるケースもある。こうした際に、営業担当者を経由し
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Blue Prismなら、
メインフレームの画面を読み取れる

昭和リースは、新生銀行グループの総合リース会社だ。本社は東京・文京区に
置き、全国に営業拠点を構える。建設機械や工作機械、半導体など、産業機械の
オペレーティングリースに独自のノウハウを持ち、顧客基盤は幅広い。2016年
度に開始された中期経営計画では、「中小企業のよきパートナーとなる」こと
が基本方針とされている。

その同社は、業務の効率化の最新手法として、RPAの活用に取り組み、成果を
挙げている。初めてRPAを検討したのは2010年ごろのこと。しかし当時は、
RPAソフトウェアの技術が成熟しておらず、業務の集中による平準化と標準化
を目指す大規模な組織改革を抱えていたこともあって見送った。本格的に着
手したのは2016年11月。以前に検討したRPAソフトウェアを使って3か月の
PoCを実施したのだ。

PoCの適用業務は、物件代金の支払い依頼票の発行プロセスとした。リース会
社は、リース契約が発生すると、物件（機械や装置、ソフトウェアなど）を購入
して顧客に提供する。物件は、リース会社の所有となり、その物件価格に金利
など諸費用を加えてリース料として顧客に請求することになる。この物件購
入のプロセスにおいて、紙の依頼票を発行して、出納部門に支払いを指示する
必要があり、その支払い依頼票の作成と出力をロボットに担当させるという
内容だった。

営業サポート部門 オペレーション企画管理部 部長 藤本 裕哉氏は、「プロトタ
イプは完成したのですが、実用化は難しいという結論に至りました。メインフ
レームをロボットに操作させる際に、日本語が文字化けするという不具合が
出たためです。ユーザーインタフェースをWeb版にしても文字化けは解消し
ませんでした。そんなときに、Blue Prismなら海外でのメインフレーム対応の
実績があり、できるかもしれないという話を耳にしたのです」と話す。
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出たためです。ユーザーインタフェースをWeb版にしても文字化けは解消し
ませんでした。そんなときに、Blue Prismなら海外でのメインフレーム対応の
実績があり、できるかもしれないという話を耳にしたのです」と話す。



て確認する必要が出てくる上に、消し込みがシステムでの自
動消し込みではなく、人手による入力作業とチェックにも手
間がかかっていたのだ。

藤本氏は、「入金と請求額が正しいかどうかを判断するのは
人の役割です。ただ、その消し込み処理は人対システムのプ
ロセスになり、平均で1件あたり30秒かかっていました。た
だ入力するだけでなく、同一顧客にひも付く請求番号や明細
が複数あるケースもあり、請求番号単位、明細単位、明細の
一部等の消し込むパターンの違いにより、システム上の複数
のジョブ画面を切り替えて処理しなければならないケース
もあり、単純ではありませんから」と話す。

ロボットを使ったプロセスでは、担当者がシステムを触る必
要がなくなった。Excelに消し込みたい内容を登録し、ファイ
ルサーバの特定のフォルダーに置いておけば、ロボットが決
められた時間にファイルを取りに行き、システムに入力して
くれる。この業務は月間約4,000件発生しており、月間33時間
20分の業務時間削減になった。年間に直すと400時間。1日当
たり8時間労働とすると、これだけで50日分の削減になる。

多くの人がかかわり、
処理の多い単純作業に効く

RPAが効きやすい業務は、多くの人がかかわり、処理の数や
種類の多い単純作業だ。その意味で、契約満了時の手続きも
RPAと親和性が高かった。再リースとして新たな契約を結ぶ
か、物件を中古市場に売却するか、など複数の選択肢があり、
営業担当者を含む複数部署の複数の人がかかわってきた処理
を、ロボットは一括でこなしてくれる。同様に、設置場所の変
更や回収（引き落とし）日付の変更など、顧客都合による契約
変更に伴う事務処理プロセスでも、ロボットは役立っている。

一方、数多くのリース契約を締結していただいている大口顧客
は、システム入力負担も大きくなる傾向にある。契約が多数あ
り、その契約に含まれる物件が複数あり、さらに一部解約など
契約内容の変更が発生することも多いためだ。最も事務作業の
増えるケースでは、各部署の担当者に割り振って延べ10人が
半日ほどの時間をかけてもらう作業もあり、システムへの入力
も5ステップ以上に及ぶこともある。そうしたケースでは専用
ロボットを開発し、入力時間の削減に役立てている。

セキュリティ面にも気を配っている。特定部署による集中開
発、管理体制により野良ロボットと呼ばれる現場が勝手に作
るロボットは、許容していない。一方、スケジュール管理は
将来的には柔軟に対応することになるかもしれない。Blue 

Prismには、ロボットを動かす時間（スケジュール）を直感的
な画面を通して割り当てる仕組みがあり、この機能を現場に
一部開放することで、一時的に処理量が増える業務があった
際に自由に使えるようにする運用を検討中だ。

年間2万時間の削減へ
将来はAIやOCRも

現時点でロボット化した業務は34。Blue Prismでは、すべてをゼ
ロから開発するのではなく、すでに開発したモジュールを容易
に再利用できるため、開発効果が高いだけでなく、開発にかか
る時間を見込みやすい。開発現場からは、「Blue Prismによるロ
ボット開発は特殊なスキルを必要とせず、ITの知識がない人た
ちに説明しやすいこともメリット」との声も聞こえる。現在は、
当初洗い出した業務の残りを進めている段階だが、実際にロボ
ットの効果を体感した現場から新たなニーズが上がってくる

こともあり、その業務効果と開発の容易さをバランスし、順位
付けしながら取り組んでいる。

藤本氏は、「当初の100業務で年間2万時間を削減できると見込
みました。現在の34業務では、年間8,358時間を削減できてい
ます。時給に換算した場合の価値も大きいと考えています」と
話す。Blue Prismのライセンス体系では、開発環境やテスト環境
のライセンスに追加費用は必要ない。現状ですでに十分なROI

を得られていることになる。

「一気通貫のシステムがあればRPAは不要という議論はありま
すが、現状、人の判断は必ず残ります。システム間をインタフ
ェースして自動化することもできるかもしれませんが、開発に
数千万円かかるとすればROIは充たせません。これからもRPA

を活用する余地はふんだんに残されているはずです」（藤本氏）

手書きの書類を扱うこともまだある。近い将来、OCRによる手
書き文字の認識精度が高まってくれば、書類をスキャンして
OCRに認識させ、ロボットに処理させるような展開も見えてく
る。そして、AIも利用することになりそうだ。簡単な判断や単な
るチェックなど、人の判断の重要性の低い領域からAIの活用を
検討し、Blue Prismの適用業務領域を増やしていきたい考えだ。

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

そこで、新たにBlue Prismを使ったPoCを開始。同じプロセ
スをBlue Prismで実装した結果、ロボットはメインフレーム
を含むすべてのシステムの画面や出力の内容を読み取り、入
力もそつなくこなすことが確認できた。

「PoCの結果は、すぐに全社の利用対象となる部署の実務者
にデモを実施し、経営会議にも報告しました。内規では、最
低3つの製品を比較することになっているのですが、“きち
んと動く”ということと、エンタープライズ型（サーバー管
理）のツールであっても費用面で他ツールとは遜色なく、費
用対効果において早期回収が可能と確信でき、経営トップを
含むすべての役員の方々にゴーサインを出してもらうこと
ができました」（藤本氏）

入金消し込み業務で大きな成果

Blue Prismでの開発に先立って、社内からRPAに任せる業務
を募った。約250の業務が候補になったが、中にはRPAに向
かないものもあったという。第1段階の絞り込みとして、年
間40時間の業務時間削減を見込めるものだけを対象とし
た。ロボットの開発に平均40時間かかると試算したためだ。
また、ロボットに判断能力が求められるような依頼も現時点
では時期尚早として先送りに。効果を見込める約100件の業
務に対し、得られる時間削減効果の大きい順に適用するとい
う方針を定めた。

同時に、ロボット開発のトレーニングも行った。社内メン
バーと常駐する協力会社のメンバーに、基本的なパーツ（再
利用可能なオブジェクト）の作り方や、パーツの使い回し方
などを含めたレクチャーを受けてもらった。この段階で実習
まで行ったことに加え、すでにPoCで得た経験とノウハウが
あり、いつでも開発を始められる体制を整えた。開発がス
タートしたのは2017年11月だ。

約2か月の初期開発およびテスト期間を経て、第1段となる
ロボットが動き始めたのは2018年1月。入金消し込みのプロ
セスにおいて、大きな業務時間削減を果たした。リース料の
請求／入金プロセスは、口座自動引き落としであることが多
い。ただ、中には請求書発行が必要になる顧客もあり、振込
人が本社で取りまとめられるケースや物件設置場所の支社
ベースで振り込まれるケースもある。再リースや一部解約時
に伴う一時的な入金の引き当て対象となる契約の判断を求
められるケースもある。こうした際に、営業担当者を経由し
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Blue Prismなら、
メインフレームの画面を読み取れる

昭和リースは、新生銀行グループの総合リース会社だ。本社は東京・文京区に
置き、全国に営業拠点を構える。建設機械や工作機械、半導体など、産業機械の
オペレーティングリースに独自のノウハウを持ち、顧客基盤は幅広い。2016年
度に開始された中期経営計画では、「中小企業のよきパートナーとなる」こと
が基本方針とされている。

その同社は、業務の効率化の最新手法として、RPAの活用に取り組み、成果を
挙げている。初めてRPAを検討したのは2010年ごろのこと。しかし当時は、
RPAソフトウェアの技術が成熟しておらず、業務の集中による平準化と標準化
を目指す大規模な組織改革を抱えていたこともあって見送った。本格的に着
手したのは2016年11月。以前に検討したRPAソフトウェアを使って3か月の
PoCを実施したのだ。

PoCの適用業務は、物件代金の支払い依頼票の発行プロセスとした。リース会
社は、リース契約が発生すると、物件（機械や装置、ソフトウェアなど）を購入
して顧客に提供する。物件は、リース会社の所有となり、その物件価格に金利
など諸費用を加えてリース料として顧客に請求することになる。この物件購
入のプロセスにおいて、紙の依頼票を発行して、出納部門に支払いを指示する
必要があり、その支払い依頼票の作成と出力をロボットに担当させるという
内容だった。

営業サポート部門 オペレーション企画管理部 部長 藤本 裕哉氏は、「プロトタ
イプは完成したのですが、実用化は難しいという結論に至りました。メインフ
レームをロボットに操作させる際に、日本語が文字化けするという不具合が
出たためです。ユーザーインタフェースをWeb版にしても文字化けは解消し
ませんでした。そんなときに、Blue Prismなら海外でのメインフレーム対応の
実績があり、できるかもしれないという話を耳にしたのです」と話す。


