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02 |金融サービス会社のコンプライアンスと否認防止 

ナレッジ キックスターター:  

RPA に関する一般的な質問 
 

 
 

 Blue Prism の製品は、セキュリティ、耐障害

性、ガバナンスを重視しながら成⾧を遂げてきま

した。大規模かつ厳しい要件下では、これらの

特性は、スピード、自動化、使いやすさと等しい

か、時にはそれ以上に重視されます。 

 

このホワイトペーパーでは、RPA に取り組み始

めたお客様から良くいただくご質問への回答をご

紹介します。企業が RPA に関するテクノロジー

の意味を理解し、最善のアプローチを選択する

ための参考にしていただくことが目的です。 

Blue Prism では、2001 年

以来、企業のいたるところに

RPA（ロボティック プロセス 

オートメーション）ソリューション

を届けるべく取り組んでいます。 
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03 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「デスクトップ レコーダーがあれば本当に楽

になるの?」 
 

 

 

 
 

 

Blue Prism では、いまだかつてソフトウェアにレコーダーを 

組み込んだことがありません。 

これからも実装する予定はありません。 
 

 

特定の機能を採用しない理由から製品の説明を

始めるのも妙ですが、エンタープライズ RPA の導入

において、我々がなぜ、このことを非常に重要だと考

えているのか、説明させてください。 

デスクトップ レコーダーは、デスクトップ上でのアプリ

ケーション操作を観察し、実行した手順を記録しま

す。プロセスを迅速に構築する、便利な近道であ

り、ショートカットです。ただし、それで要件が満たせ

られれば、の話です。 

マイナス面は、レコーダーを使用することによって、ユー

ザーが再利用を前提にソリューションを設計しなくな

り、⾧期的な目標ではなく、短期的な視野で選択す

るようになることです。 

Blue Prism は RPA が本当の価値、息の⾧い活

用、耐障害性をもたらすには再利用性、コンポーネン

ト化、スケールメリットなどの原理を活用するために、

自動化の計画、モデル化、設計を慎重に行うのが重

要と確信しています。 
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04 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

⾧期的に考える... 
 

自分の環境がどうなるか、半年、1 年、2 年のスパンで 

考えてみてください。 
 

プロセスをいくつ自動化できるでしょうか。 

メンテナンスが楽になるように、自動化プロセス全体において最大限に再利用性を担保しているかどう

かをどのようにして確認するのでしょうか。 

システムやプロセスを変更するたびに、プロセスを繰り返し何度も記録しなければならない事態をどのよ

うにして回避するのでしょうか。 

レコーディングによるスクリプトはルールやシステムレスポンスに関して、どの程度インテリジェントでしょう

か。 

SLA の目標を達成し、且つ、作業ニーズのピークと谷に対応するために、作業をどのように共有し、分

散させ、管理するのでしょうか。 

 

 
 

レコーディング型の自動化には、システム動作が遅く

なったときに固定の秒数だけ中断する休止機能が

含まれます。スクリプトで業務ロジックとアプリケーショ

ンを操作するロジックを混ぜ合わせます。自動化で

使用するフィールド、ボタンといった画面上の要素

は、何度も繰り返し複製され、その結果、維持と変

更が非常に困難な、柔軟性のない自動化ブロック

が生じます。 

要するに、アプリケーションを点から点へつなぎ合わせ

る、多重実行ができないスクリプト型オートメーション

を即座に記録し、担当者のデスクトップ上で実行す

ることは可能かもしれませんが、このような分離され

たスクリプトをスケール、可用性、管理可能性、変

更管理の容易さが不可欠なエンタープライズの環境

に導入することは、ほとんど不可能です。 

 
 

 

 

 

 

 

左図: 単純なスクリプトが乱立しているイメージ 
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05 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

Blue Prism の取り組み方は異なります。 
 

まずはアプリケーションの中で利用しそうな部分をモデル化し、

さらにロボットに操作させたいアプリケーションとの接続機能を

再利用可能なオブジェクトで作成、そしてこれらのオブジェクト 

ライブラリを業務ルールによりつなぎ合わせるプロセスを上位

階層に設定することにより、柔軟で保守可能なプロセスを作

成できます。 
 

 
 

アプリケーションが変化すれば、モデルを 1 回だけ変更しま

す。 

アプリケーションとのインタラクションを変更する必要がある場合

は、オブジェクトを 1 回だけ更新します。 

この情報を利用するすべてのプロセスがこの変更を継承する

ため、改めてレコーディングしたり再構築したりする必要はあり

ません。また、すでにある構成要素をさまざまな業務シナリオ

で再利用できるため、プロセスの作成所要時間を短縮できま

す。 

我々のアプローチでは、TCO（総所有コスト）が実際、上

昇するのではなく、時間とともに下がります。 

 

 

 

 

 

 

左図: 共通オブジェクトの再利用イメージ 
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06 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「スクリプト、コード、オブジェクト –  

全て同じではないのか?」 
 

 
 

 

2～3 年前まで、多くの RPA ベンダーが実際に提供していた

ものは、ユーザーのデスクトップ上でショート タスクを自動化す

るための、デスクトップ スクリプティング アプリケーションでした。 
 

この考え方が受け継がれているため、このようなソフト

ウェア製品のアーキテクチャは、広大な領域にまたがっ

て拡張できるような設計ではありません。また、集中化

や開発をコントロールできる設計でもありません。いわ

ゆる簡易ユーティリティ製品です。 

注目すべきなのは、RPA 製品がどのように自動化を

キャプチャーして再現するかです。こうしたソフトウェア製

品の多くは、「スクリプト」を作成・編集され、デスクトッ

プで実行可能なファイルになります。 

このアプローチのデメリットは、このスクリプトが遅く、非

効率的で、保守が困難なことです。非常に直線的な

アプローチでもあります。 

他社製品との比較評価の結果、複雑なスクリプ

トを実行した場合、このアーキテクチャが原因で、

我々のオブジェクト指向のアプローチよりも、3～4

倍の時間を要することが見受けられました。 

再帰（オブジェクトの中から同じオブジェクトを呼

び出す）、ケースロジック（オブジェクトとプロセス

のループ）、条件付き処理（プロセス A の結果

に基づいてプロセス B を呼び出す）といった概念

は直線的なアプローチでは不可能であり、最善の

ソリューションがもたらす柔軟性にははるかに及び

ません。 
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07 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「実行する段階になれば、どのロボットも 

同じではないのか?」 
 

 

大規模な自動化を実行する、

だけではなく開発して持続するこ

とも考えてみましょう。テクノロ

ジーを評価する際、コマンドおよ

びコントロール能力を慎重に検

証します。 

 実際は幅広い RPA 導入を見据えているにもかか

わらず、アプリケーションが担当者のデスクトップに導

入することを想定して設計されていた場合、ソリュー

ションの拡張に伴って、自動化をどのように制御し、

管理するかをまずは再検討すべきです。 

システムで問題が発生した場合、または定義された

自動化のプロセスがアプリケーション内で想定外な

データと遭遇した場合、どうなるでしょうか。プロセス

は停止するのでしょうか。誰がどのように、プロセスを

再開するのでしょうか。管理者が顧客データを参照

できない、またはロボットの名前で不正に干渉してい

ることを、どのようにして確認するのでしょうか。 

同じように、規模について考えてみましょう。ロボット

が 1,000 台あるとします。プロセスを起動し、システ

ムにログインし、稼働を維持するために、管理者が

何人必要でしょうか。Blue Prism では、セキュアな

エンタープライズ インフラストラクチャで、これらのすべ

てに対応します。 

セットアップ時間がレコーディングより多少⾧いかもし

れませんが、24 時間 365 日稼働する、セキュアな

信頼できるシステムが確実に手に入ります。監視に

必要なのは、1 人か 2 人だけです。しかも、システ

ムにアクセスする必要はなく、コントロール ルームを

活用すれば、それで十分です。 

デスクトップで受け継がれてきたソリューションの場

合、維持と監視にいったい何人必要か、大切な顧

客情報の保全が担保されていることをどうすれば確

認できるのか、考えてみてください。 
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08 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

大局的に理解する:自動化業務管理 
 

ソリューションの拡張を考慮 

する場合、自動化業務の包

括的な管理が非常に重要で

す。 

 また、自動化された業務のバージョン確認、複数

のロボットチームを通じたファイル共有、作業優先

順位の設定、作業ボリュームの報告、作業時間

およびバックログについて考慮してみてください。自

動化業務全体の把握なしでは、実現不可能な

ものばかりです。 

さらに、自動化業務全体を把握するには、ロボッ

トのスケジュールを定義するだけではありません。

自動化対象の作業項目の状態を管理し、追跡

し、後で見直せるように例外を記録し、自動化領

域全体にわたって、優先順位の設定、再試行、

分析、完了時間の予測ができるようにします。 

このような要素を考慮しない、出来の悪いソリュー

ションは、会社の利益に悪影響を与え、SLA の

⾧期化を招くだけではなく、ガバナンス、コンプライ

アンス、情報セキュリティのチームに関連する問題

を引き起こす可能性があります。しかも往々にし

て、事態が明らかになるのは、ある程度導入が進

んでからです。 

自動化の範囲外の問題に、どのように対応します

か。2 フェーズに分かれるプロセス、リトライのケースは

どうですか。問題が起きた場合、何が処理されたか、

何が未完了のまま残っているか、何が終了しなかっ

たか、どのようにして調べますか。 
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09 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「皆さんのデータはどうですか?」 
 

 

 

ソリューションを導入すると、皆さんのロボットが皆さんの情報

システムに保管されているデータにアクセスできるようになりま

す。ロボットは人間と同じように、このデータを使用して自動

化されたプロセスを実行します。 
 

ただし、ロボットは人ではなく、テクノロジーであり、ロ

ボットが使用するデータのセキュリティを維持するため

に、データの使い方を統制することができますし、そうす

る必要があります。 

つまり、人的介入から RPA のインフラストラクチャを守

り、ロボットをロックして、デベロッパー、テスター、または

管理者が勝手にロボットにアクセスできないようにしま

す。 

 

これは、ロボットが使用するデータを送受信時も

含め常に暗号化するだけではなく、強固なアクセ

ス管理ポリシーの基、あらゆる変更を記録し、役

割に基づく権限設定によって、監査人に対しベス

トプラクティスの実施を示すことであり、さらには適

切な承認者が変更を承認しないかぎり、誰も自

主的に変更することはできないことでもあります。 

また、個別のスクリプトによるのではなく、集中型

のサーバー指向アーキテクチャに基づいたデータ

ベースを使用して RPA プラットフォームが要求す

るあらゆる成果物を保管することでもあります。 
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10 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「フロントオフィスとバックオフィスの 

違いとは?」 
 

 

 

 
 

 

フロントオフィスからのトリガーに基づく 

プロセス オートメーションの要求が寄せられています 
 

フロントオフィスに在籍する社員は、顧客との電話で役

立つ情報にすぐアクセスしたいでしょうし、見積りの作成

など、リアルタイムで行いたいと考えています。 

 
デスクトップ オートメーションはリアルタイム、デスクトップ 

プロセシングを実現する一つのアプローチではありますが、

RPA とは異なり、克服が困難な課題や問題をもたらし

ます。 

 
これを「非アテンド型（無人型）」オートメーションに対

して、「アテンド型（有人型）」オートメーションと呼ぶ

ことがあります。 

Blue Prism は、独立したバック オフィスのバー

チャル ワーカーで構成される、迅速に対応してくれ

るチームと考えることができます。このチームに業務

を委託し、作業してもらい、結果を報告してもらう

ことができるのです。 

 
このアプローチであれば、ワークフロー管理、優先

順位付け、スケジューリングなどのテクニックを用い、

大量の作業を安全確実に処理し、人間である担

当者のデスクトップを解放し、SLA と作業量を巧

みに達成し、これまでは対応できなかった処理を実

行するデジタルワークフォースを「バーチャル バック 

オフィス」に構築できます。 
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11 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「個人のパソコンに自動化を導入すると 

どのような問題があるのか?」 
 

 

 

担当者個人のデスクトップに

自動化を導入すると、通常業

務と並行して自動化が実行 

されるため、管理された環境

では起こりえない複雑さが生じ

ます。 

結果的には、開発が⾧期化

したにも関わらず、成果物に

満足してもらえないリスクが 

あります。 

発生する可能性のある問題の例: 

ロボットには人間の操作を覚えさせる必要がありま

す。あらゆる操作のコンビネーションに加え、処理が

中断された場合の対処方法を覚えさせることが重

要です。人間の操作を習得できていないロボットが

個人のデスクトップで動作していると、システムの停

止や必要な情報、データを入手できないなどの事

象が発生する可能性は否めません。このようなロ

ボットに対する不満とソリューションに対する印象へ

の悪影響は回避したいものです。 

 
担当者個人とロボットが画面を共有する環境では

管理が行き届きません。担当者が実行できてしま

うこととして、自動化の停止、アプリケーションの終

了、不明な変数の導入、ロボットに不正を実行さ

せる、などが挙げられます。中央監査証跡がなく、

コントロールもセキュリティもない環境で起こり得る

問題です。 

 
Blue Prism がサーバー側から無人オートメーショ

ンのみを提供するのは、これが理由です。デジタル

ワークフォースであれば、セキュアで信頼性と拡張

性が高く、担当者個人はこの Blue Prism デジタ

ルワークフォースにはアクセスできないため、人間の

スタッフが割り込むこともできません。 
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12 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「では、サーバー側のロボットはリアルタイム

でユーザーに情報を提供できるのか?」 
 

 

 
 

 

リアルタイムで実行されている 

プロセスからの応答をフロント 

オフィスの担当者が待つ－ 

というよく挙がるシナリオ例があ

ります。 

これも手ごわい課題になる場

合があります。 

例えば、1,000 人の担当者が全員、データ収集

とシステムベースの計算を必要としているということ

で、リアルタイム ロボットを要求する状況を想像し

てみましょう。ピーク時、同時にどれだけのロボットが

必要になるのでしょう。200 でしょうか?300 で

しょうか?このシナリオでは、リアルタイムのリクエスト

があるまで、300 のロボットを待機させることを検

討する必要があるかもしれません。 

 
これには多くの難点があります。なによりも、リソー

スの無駄遣いです。本来は継続的に価値をもたら

すことができそうな、マシンを待機させることに疑問

を持つ必要があるのではないでしょうか。 

 
また、301 人の担当者全員が同時に情報を要

求したら、どのようなことが起こり得るでしょうか。 

顧客と会話を続けながら、ロボットが必要な回答

を戻してくれるまで待つしかない担当者の気持ちは

容易に想像できます。繰り返しになりますが、利用

者からの印象が重要です。社員に受け入れてもら

い、喜んでもらえることがプロジェクトの成否を決定

づけます。 
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13 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「では、フロントオフィスプロセスのための 

ソリューションとは、どういうものなのか?」 
 

 

 

視点を変えてプロセスを見て

みるのが賢明なアプローチで

す。 

何をリアルタイムで実行しなければならないか、何

をキューに入れて、ロボット ワーカーに日常作業の

一部として処理させることができるかを検討しま

す。 

電子フォームによるハンドオフにより、既存のシステ

ムやワークフローが、処理をオンラインとオフラインの

セグメントに分割し、人とロボット両方のワーク

フォースを最適化して、それぞれの力を最大限に

発揮させる、非常に有効な手段になります。 
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14 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「どうすれば、人的介入が必要な 

プロセスを自動化できるか?」 
 

 

 

プロセスによっては、どうしても

途中で人が判断したり、介入

したりしなければならないことが

あります。 

例えば、プロセスの過程で発生する承認の部分で

あるとか、顧客とのやり取りや、コールセンターのス

タッフによる主観的な推測などがきっかけになるとか

です。 

このような状況では、標準ワークフローを使用し、

ハンドオフによってこれを達成できます。つまり、従

来のチームの場合とまったく同様、それぞれのワーク

フォース間で、コール完了機能として、または作業

をロボットに返して完了させる前の承認手順とし

て、作業を移すことができます。 

さらに、Blue Prism のソリューションには強力な

ワークフロー制御機能が組み込まれているため、

SLA に合わせて適切にプロセスを提供し、優先度

の高いケースから先に処理することができます。 
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15 | ナレッジ キックスターター - RPAに関する一般的な質問 

「エンタープライズ RPA が 

意味するものとは?」 
 

 

Blue Prism では RPA に対して、エンタープライズ中心の 

アプローチを採用しています。 

 

1. オブジェクトモデルの利用 2. オブジェクトライブラリの設計 3. 指揮統制 

レコーダーなし スクリプトなし 介入なし 

• デスクトップ レコーディングに
よる手抜き 

• 設計不要 

• 自動化が不安定 

• 不適切な規律の押し付け 

• 保守不能になる 

• 業務フローの最適化もない 

• スクリプトが直線的で柔軟性
のないプロセスを作成 

• 設計不要 

• 再利用が極めて困難 

• 不適切な規律の押し付け 

• 保守不能になる 

• 複雑なプロセスの場合、 
パフォーマンスが低下 

• プロセスの開始、再開、停止に
人が介入すること自体がセキュ

リティリスク 

• ビジネスケースの証明が困難 

• ソリューションの拡張が極め
て困難 

• ワークフローが制御不能 

• データが暗号化されない、
すなわち保護されない 
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数えきれないほどの技能を教え込むことができる、 

様々なワークフォースを考えてみてください。 
 

 
ワークフォースは学習すればするほど、効率的に

なります。休暇を取ることもなく働き続けます。1

日程度の小規模なものにすることも、会社が急

拡大した時点で大規模なものにすることもでき

ます。 

業務部門と IT 部門の両方で、最良の人財を解

放し、最も優先すべき仕事に全力で取り組んでもら

うことができます。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ソフトウェア ロボット – デジタルワークフォースとの出会いです。 
 

お問合せ先 
TEL: 03-5404-3835 
Email:jpinfo@blueprism.com 
 

www.blueprism.com/japan 

 


