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エンタープライズ向けソリューション
ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA: Robotic Process Automation)の黎明期は、	
時間のかかる手作業を自動化して作業効率や生産性、作業の質を高めることに重点が置かれていま	
した。RPAを導入した多くの企業は、これらの重要な改善の恩恵を受けています。しかしながら、現在
直面している課題を鑑みると、さらに大規模で効果的な変革が求められています。

Blue Prismのインテリジェントオートメーション：  
IT部門に加えビジネス部門もノーコードで自動化
プロジェクトを推進することができます。従来の
RPAの枠を超えて、あらゆる業務プロセスを自	
動化し、ビジネス価値をもたらすソリューション

です。インテリジェントなデジタルワーカーを活
用することで、自動化できる業務の範囲は部門
の壁を超えて全社的に拡がり、効率性や投資収
益率が向上し、さらに新規ビジネスを迅速に立
ち上げることができます。

BLUE PRISMのインテリジェントオートメーションプラットフォームは、以下のコンポーネントで構成されています。 

デザインスタジオ
•	 ドラッグ・アンド・ドロップによ
る自動化プロセスの構築
•	 組織全体で再利用可能なオブ
ジェクト(システム操作の部品)
の作成
•	 オブジェクトと自動化プロセス
を作成し、一元管理されたライ
ブラリで保存 

デジタルワーカー
•	 自律的に稼働するソフトウェア
ロボット
•	 人のようにビジネスプロセスを
学習し、実行するテクノロジー

• AI機能と6種類のインテリジェ
ントオートメーションスキルを
搭載 

コントロールルーム 

•	 デジタルワーカーに対する自
動化プロセスの割り当て
•	 オンデマンドで、デジタルワー
カーの稼働を調整し、業務量
の増加に対応
•	 自動化プロセスの稼働状況を
リアルタイムで可視化
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新しい労働力
Blue Prismのデジタルワーカーは、企業の幅広い需要に対応できるように設計されており、	
あなたとビジネスリーダーが多種多様なビジネスプロセスを自動化できる高度なソリューショ	
ンです。

インテリジェントオートメーションの特徴は、
組織内の人、システム、データ、デジタルワー
カーがシームレスに連携し、IT部門に加えビ
ジネス部門も開発できるコネクテッドエン
タープライズを真に実現しようとするもので
す。Blue Prism Digital Exchange (DX) 
マーケットプレイスから、最新のAI技術、機械
学習、OCRなどを活用することで、デジタルワ
ーカーを時間や場所を問わず最も必要とされ
るところで活用できます。大規模な組織横断
的な効率性向上や組織の俊敏性を求めてい
るあらゆる規模のエンタープライズにとって、
このユニークな能力は非常に大きな意味を持
ちます。 

Blue Prism Digital Exchange  
マーケットプレイス 
インテリジェントオートメーションのオンライ
ンマーケットプレイスであるBlue Prism Digital 
Exchangeを活用することで、デジタルワーカ
ーの能力を拡張させることができます。ドラッ
グ・アンド・ドロップとクリックの簡単な操作

だけで、Blue Prismのパートナーエコシステム
から提供するAIなどの最新技術や構築済み
の自動化部品とデジタルワーカーを連携	
させ、自動化プロジェクトの範囲と効果を拡
張することができます。 

インテリジェントオートメーションスキル
デジタルワーカーは、インテリジェントオー	
トメーションスキルにより、自動化プロジェ	
クトの価値を向上し、また、スピードを加速	
します。デジタルワーカーには、知識と知見、	
視覚認識、学習、プランニングと優先順位	
付け、問題解決、コラボレーションという6つ
のデジタルスキルがあります。これにより、	
革新的で強力な自動化ソリューションとなり
ます。デジタルワーカーが、これらのインテリ
ジェントなスキルを活用することで、自動化
対象のプロセスは無限にひろがります。また、
同時に組織全体に革新性と創意工夫の精神
も育まれます。 

デジタルワーカーとは？
Blue Prismのデジタルワーカーは、インテ
リジェントに業務を自動化するソリュー	
ションです。人と協業して業務を遂行し、	
業務プロセスを自動化し、ビジネス変革	
をもたらします。人と同じように、デジタ	
ルワーカーも新しいスキルを身につけ、	
より賢く、より有能になっていきます。	
Blue Prismのデジタルワーカーは、AIを活
用して能力を拡張することで、複雑化する
業務をこなし、膨大な業務量を自律的に	
管理するだけでなく、重要な意思決定も	
行い、より迅速かつ生産的に業務を遂行
するようになります。
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Blue Prismのインテリジェントオートメーションのスキルは、	
6つのカテゴリーに分類されます。

安全で民主化された自動化

IT部門に加えビジネス部門もノーコード
で自動化を推進:
Blue Prismは、技術的なバックグランドなし
で、組織内の誰もが自動化プロジェクトを推
進できるように、自動化ソリューションを提
供しています。

IT統制：
Blue Prismは、エンタープライズレベルのコ
ンプライアンスとアクセスコントロールを搭
載しています。IT統制により、テクノロジーや
システムのコンプライアンス準拠や、経営、
業務、デジタルワーカー間のシームレスな協
業を実現します。

知識と知見
異なるデータソースから得
られる知見を収集、理解、

提供する能力

プランニングと	
優先順位付け

業務量を最適化し、ビジネ
ス成果を高める機会を発

見する能力

視覚認識
視覚的情報を読み取り、
その内容を理解する能力

問題解決
ロジック、ビジネス、シス
テム上の課題を自律的に

解決する能力

学習
プロセス変化に適応し、
また文脈上の意味を理解

する能力

コラボレーション
人やシステムとシームレス

に協業する能力
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自動化の範囲と能力の拡張
インテリジェントオートメーションの取り組みでは、経営目標、業務目標、IT目標を達成するた	
めに、クラウド戦略を明確にする必要があります。クラウドにより、Blue Prismのセキュリティ、	
柔軟性、拡張性といった特長を目標に沿った最適な方法で活用できるようになります。	
Blue Prismのクラウドは、クラウドサービス、複数の導入オプション、自動化機能を拡張する最	
新のクラウドテクノロジーへのアクセスの提供が含まれています。

クラウドを活用したオートメーション
常に変化する市場環境において、消費者はよりスマートでスムー
ズな対応を期待しています。Blue Prismのクラウドサービスやク
ラウドパートナーは、まさにこのニーズに応えることができます。
クラウドサービスを活用することで、インテリジェントオートメ
ーションの導入と規模の拡大を行う際の障壁を取り除き、ビジ
ネス変革をスピード感を持って推進できるようになります。さら
に、構成を自動化したり、必要に応じてキャパシティーを管理し
たり、作業量がどのように変化しても対応するなど、高い柔軟性
が確保され、結果として、コスト削減も実現します。
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展開の選択肢
エンタープライズ向けのインテリジェントオートメーションの導入	
では、進化し続けるIT戦略とスピードや規模の要件に対応できる柔
軟性が求められます。Blue Prismの展開は、以下のオプションからお
選びいただけます。

•	 即戦力となるデジタルワーカーをすぐに活用できるクラウドサー	
ビス: Blue Prism Cloud

•	 パブリッククラウド(AWS、Google Cloud Platform、IBM、	
Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure、またはSalesforce 
AppExchange経由)

•	 ハイブリッドまたはマルチクラウド環境での展開
•	 自社データセンターのオンプレミス環境でデジタルワーカーを展
開することにより、ビジネスクリティカルな自動化プロセスを完全
に制御 

自動化機能の拡張
インテリジェントオートメーションとは、プロセスの自動化とスマ
ートなワークフローを、優れたテクノロジーでつなぎ合わせること
です。つまり、機械学習や高度な解析、自然言語処理、認知機能
などの技術を統合したオーケストラのようなものです。お客様の
ビジョンを実現するため、Blue Prismとパートナー企業は協力し
ます。Digital Exchangeは、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 
Platform、IBM、Oracle/Oracle Cloud Infrastructure、Salesforceなどの
アプリケーションやクラウドパートナーから、数百ものアセットやコグ
ニティブサービスを提供しています。

Blue Prismのクラウド関連情報については、	
blueprism.com/japan/cloud-deliveryをご確認ください。

blueprism.com	 6



Blue Prismの製品ポートフォリオ
自動化プロジェクトの目標を達成し、投資対効果を最大化できるような製品
ポートフォリオを用意しています。計画、設計、導入からプロセス分析、デジタ
ルワーカーのライフサイクル管理に至るまで、Blue Prismを活用すれば、	
ビジネス変革を最速で実現することが可能になります。
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計画:
自動化の目的を明確にして計画を策定する
人手不足への対応や競合対策などビジネス戦略に合わ	
せて、自動化がもたらす価値とROIの可能性をご提示し	
ます。その後、ビジネス変革、時間節約、効率性の向上、
予測不可能なコストの削減、リソースの過負荷の解消な
どに役立つ、実行可能な自動化の機会についてご案内し
ます。 

設計:
自動化ワークフローを設計する 
自動化対象業務の選定後、自動化ワークフローの設計を
開始します。ノーコードで、デジタルワーカーが自動化す
る業務ワークフローを学習させます。設計の開始時は、	
真っ白なキャンバスの状態で、どのようなステップで業	
務を遂行するかをデジタルワーカーに正確に伝えていき
ます。技術的なバックグラウンドやコーディングは不要	
です。日々実行している業務を振り返り、それを明確にす
るだけで、準備が完了します。 

この設計の段階で、オートメーションライフサイクル管理
のベストプラクティスや、設計に必要なツールやリソース
も入手します。

導入:
デジタルワーカーを展開し管理する
自動化プロジェクトは、ビジネスニーズに合わせて、柔軟
かつ迅速に拡張できることが必要です。少数のデジタル
ワーカーの導入は、プラグ・アンド・プレイで簡単に管理
できるように感じられるかもしれませんが、持続可能で拡
張性の高いデジタルワーカーを構築する場合は、長期的
な導入戦略と、導入を実現するための適切なツールやテク
ノロジーが必要になります。

Blue Prismの製品ポートフォリオの詳細については、	
blueprism.com/japan/productsをご確認ください。
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Blue Prism社は、エンタープライズ向けインテリジェントオートメーションにおけるグローバルリ
ーダーです。Blue Prismは、170を超える地域で、フォーチュン 500に名を連ねる企業や公的機関
を含む1,800を超える企業に採用されています。Blue Prismが提唱する新しい仕事の進め方は、	
効率性を高め、何百万もの業務時間の高付加価値業務への再投資を可能にします。Blue Prismの
デジタルワーカーは、インテリジェントで、堅牢なセキュリティと高度な拡張性を有しており、働き
方の変革を推進します。 

詳細については、www.blueprism.com/japanをご覧ください。また、Twitter（@Blue_Prism_JP）
やLinkedInでBlue Prismをフォローしてください
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