
WinActor® の特長

※WinActor® は、NTTアドバンステクノロジの登録商標です。
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WinActor®とは

人が Windows PC で行っている ”マウスやキーボードによる操作” を
「ソフトウェア・ロボット」（仮想労働者）に覚えさせることによって
煩雑な入力作業や繰り返し作業を ”自動化させる” ソフトウェアです。

とは

NTTグループ内での

社内利用 と 機能改善
開 発（NTT研究所）

２０１０年

発 売 開 始 ２０１４年
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WinActor®の開発・販売網

NTT-AT

WinActor®の
• プロダクト化
• 製品開発・保守

販売・
ユーザー
サポート

販売代理店＊技術・
ノウハウ

市場
(ユーザー)

販売委託
NTT
研究所

＊ 販売代理店一覧 https://winactor.biz/reseller/

NTT研究所、販売代理店と協力しWinActor®を開発・販売

ベースとなる技術の
研究・開発
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WinActor®の特長

① 現場で磨き抜かれた使いやすさ

② 現場に寄り添うサポート

③ PC１台でスモールスタートから大規模導入まで
幅広く対応可能

WinActor®は他のRPAツールに比べ、このような特徴があります。
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① 現場で磨き抜かれた使いやすさ

4

【ライブラリ】

シナリオ作成・編集を補助する部品
400以上を製品に同梱

【メインタブ】

シナリオのフローチャートを表示
ドラッグ＆ドロップ操作で、各シナリ
オの順番変更など配置を変えることが
できます。

マウス操作のみで、誰でも簡単にパズル感覚
でシナリオの作成ができます！

フローチャート画面上でのドラッグ＆ドロップ、クリック操作で編集が可能です。
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② 現場に寄り添うサポート

 WinActor® 販売代理店による丁寧で安心の保守サポート

 各代理店で業務コンサルから導入支援、シナリオ作成支援等、
多種多様なサービスをご用意しています。

 お客様の声を反映し、より現場フレンドリーなRPAとして
機能改善、追加を行ってまいります。
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③ PC１台でスモールスタートから大規模導入まで幅広く対応可能

Office ソフトウェア
スクラッチ開発された

アプリケーション

 クライアントPCにインストールするだけで、
すぐに利用できます。

 PC１台で導入し、その後大規模導入への拡張が非常に容易

 Windows PC上で動く、パッケージソフトから
スクラッチ開発の独自システムまで簡単に操作できます。

 オンプレもしくはクラウド型の管理機能により
大規模導入でも安心・安全に利用可能 以降のページで

詳細を紹介
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料金形態 連携ツール RPAツール本体 管理ツール

年間ライセンス型

従量課金型

WinActor®製品ラインナップ

ライブラリ検索・ダウン
ロード機能
※2019年9月リリース

WinActor® Brain
Cloud Library

WinActor®

ノードロック版

WinActor®

フローティング
ライセンス版

端末固定のライセンス

同時利用数で制限する
ライセンス

WinActor®

Manager on 
Cloud

WinDirector
powered by 

NTT-AT

WinActor®

Cast on Call

クラウド型管理ツール

オンプレミス型管理ツー
ル

用意されたシナリオを選択・
実行するのみ
※2019年9月サービス開始

Ver.6以降
で連携

ライセンス
や実行管理
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WinActor®の管理機能サービス

WinActor® 実行版

WinActor® 実行版

WinActor® 実行版

経
理
部

総
務
部

人
事
部

管理用サーバー

シナリオ実行中

待機中

障害発生中！

組織内に存在する複数の WinActor®（実行版）を『集中管理』及び『実行制御』
するための管理機能を持った製品です。ニーズに合わせて、以下の選択が可能です。
・オンプレミス型 WinDirector
・クラウド型 WinActor® Manager On Cloud 

WinActor® 実行版

シナリオ実行中

シ
ス
テ
ム
部
門

WinActor® のステータスを
一覧で容易に把握できます。

任意のシナリオを遠隔から
スケジュール実行できます。

シナリオ
実行命令

障害状態
を通知
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WinActor®により得られる効果

① 生産性向上、コスト削減
• データの収集量と作業頻度の向上
• 生産性が向上し業績が改善される
• 間接部門でのコスト削減の期待

② ノウハウの蓄積・活用
• 知識経験価値の平準化
• 個人ノウハウの組織への資産化

③ 働き方改革・ワークスタイルの多様化
• 労働時間の削減、ワークライフバランスの向上
• ルーティンワークに費やしていた時間を
よりクリエイティブな仕事に時間を使える



10

業務への適用例 （1）

「ファイルからのデータ入力」と「システムからのデータ出力」

業務システム

表形式の大量データ

同一様式の大量ファイル
ファイルのダウンロード

大量データの印刷

対象ファイル検索

コピー&ペースト

ログイン操作

対象データ検索

検索条件

登録操作 印刷／出力操作

フォルダー監視

• 同一様式の大量ファイルを独自の業務システムに投入する作業の自動化
• その業務システムから条件を絞って必要なファイルを検索・ダウンロードする作業の自動化
例）伝票や契約書処理の定型的な作業 など



11

業務への適用例 （2）

インターネットからの情報収集

ログイン操作

対象データ検索

コピー&ペースト

通勤経路や地図の探索
価格・日程の調査など

検索条件

• 通勤経路や地図情報など、入力情報を元に検索・出力の大量の作業を自動化
• 株価・天気など日々変化する情報を定期的にWebサイトから収集・転記する作業の自動化
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業務への適用例 （3）

OCRを活用した手書きデータ入力

活字書類

手書き書類

入力用データ

※ 別途OCRツールが必要です

Webサイト
登録

ログイン操作

コピー&ペースト

※1

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

• 手書きの書類をOCRツールを用いて、テキストデータに変換し、その情報を他システムに登録
する作業の自動化

例）手書きの契約書の電子データ化、手書きアンケートの電子化し収集 など
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スキルアップ支援

１．シナリオ作成支援
・販売代理店による操作講習会（初級、中級、上級など）

・参考書（徹底解説RPA検定ツール WinActor® 導入・応用完全ガイド）

３．FAQ、素材提供
FAQやシナリオ作成に便利なパーツ、サンプルを公式サイトで提供
・WinActor® よくあるご質問
・プチライブラリ https://winactor.biz/library/

・サンプルシナリオ https://winactor.biz/samplescenario/

２．資格取得/認定
NTT-ATの認定した講師によるWinActor®研修を受講することができます。

NTT-AT認定研修マーク

WinActor®のシナリオ作成のスキルアップのためにさまざまな支援・ツールを提供しています。



製品情報はこちら
https://winactor.biz
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