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職員のワークライフバランスの実現に向けては、より一層の業務改善の取り組みが必要であ
る。北海道開発局においてもワークスタイル改革を積極的に推進しており、当該取り組みの一
環として、RPA導入による定型業務の自動化を進めることとしている。
本論文では、導入対象とする課所や業務の洗い出しのために実施した「有償トライアル」に
よる試行のうち、人事課の事例を取り上げ、本格導入に向けた課題や展望について検討する。
キーワード：業務改善、ワークスタイル改革、RPA

することから、「デジタルレイバー」「デジタルワーカ
ー」（仮想知的労働者）とも呼ばれている。SBモバイ
ルサービス株式会社の清水氏らによれば、RPAの原型と
いえる技術は2000年代前半には既に存在していたが、日
近年、社会全体において「働き方改革」に真剣に取り
本においては、上述の「働き方改革」のほか、その根本
組む動きが強まっている。各府省等においては、超過勤
的な要因である労働人口の減少や生産性の低迷を背景に、
務の縮減や、ワークライフバランスの推進に関するさま
ごく最近になって「RPA」という単語が広く認知される
ざまな取り組みに力を入れているが、これらの勤務時間
ようになったという1)。
短縮に向けた取り組みを実現するためには、物理的な業
RPAは、ルールエンジン・機械学習等を活用するため、
務量を縮減することが不可欠である。北海道開発局にお
いては、従来から進めてきた業務改善の取り組みに加え、 単純・定型的な業務の処理に大きな効果を発揮するとさ
れている。また、紙に手書きされた情報を電子化して読
国土交通省が2018年から打ち出した「ワークスタイル改
み取るOCR技術など、人工知能を組み合わせると、より
革」を受けて、「北海道開発局ワークスタイル改革」の
多くのデータを扱えるようになる。
推進にも積極的に取り組んでいるところであり、必要性
の薄れた業務の取りやめ、会議・ヒアリングの廃止及び
(2) RPAのメリット
見直し、事務手続きの簡素化等、取り組めることから実
RPAにより業務を自動化した場合のメリットとして、
施しているほか、ICTを活用した業務効率化についても
一般的には、以下の点が挙げられる1)。
進めることとしており、さらなる業務改善の手法として
(a) コストの削減
RPAを導入することとした。
自動化することにより、当該業務に従事する人員の
本論文では、まずRPAの概要と先行事例について概説
人件費を削減することができる。RPAの導入コストは
する。次に、北海道開発局において導入した「WinActor
比較的安価であるため、結果的に、RPA導入後の方が
有償トライアル」の試行事例として、人事課の事例を取
当該業務にかかるコストが少なくなる。
り上げる。これらを踏まえ、今後、北海道開発局におい
(b) 業務の効率化
てRPAを推進する上での課題についても考察する。
作業手順に沿ってあらかじめ作成した「シナリオ」
に従って処理を行うため、同じ業務を大量に繰り返し
実施してもミスをすることがない。また、RPAはソフ
2. RPAについて
トウェアなので、勤務時間に縛られることなく業務を
進めることができるため、これまで職員が連日残業し
ていた業務を、夜通しで代行させることなども可能で
(1) RPAの定義
RPAとは、Robotic Process Automation の頭文字をとった
ある。
(c) 生産性の向上
略語であり、主にホワイトカラーの定型業務を自動化す
RPAに単純業務を代行させることで、より多くの職
る技術を指す。パソコン内でソフトウェアが作業を代行
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員が企画・運営等の裁量性の高い業務に従事できるよ
うになり、組織全体の生産性の向上が図られる。
(3) RPA導入の先行事例
以上のようなメリットもあり、RPAを導入する企業は
年々増加している。各府省等や自治体においても、RPA
を導入し、成果を上げているところがあるので、以下に
その代表例を記載する。
(a) つくば市2)
2017年から2018年にかけて、先端ICT技術の公共サー
ビス分野での活用可能性を探るため、民間事業者との共
同研究を実施した。その中で、市民サービス向上を目的
として、RPA導入による職員の定型作業従事時間の削減
効果を検証するための実証実験を行っている。市民から
の届出等に基づいて事務処理を行う「基幹系業務」6業
務と、市職員を対象とした事務処理を行う「内部事務系
業務」2業務を対象にRPAを導入した結果、導入する前
と比較して、これら業務の作業時間合計の約80%を削減
することができた。
(b) 中国地方整備局3), 4)
2018年に、ワークライフバランスの実現や働き方改革
の推進を目指し、業務改善の一環として、事務作業への
RPAツールの検証導入を開始した。内部管理業務の棚卸
しと、個々の業務プロセスの見直しを行うことにより、
RPA導入対象業務として選定した「整備局のシステムへ
の個人住民税データ入力業務」をRPAにより自動化した
結果、職員2名が1週間程度従事していた作業が約半日で
完了し、作業時間の約90%を削減することができた。ま
た、作業ミスのリスク低減のほか、単純作業に従事する
ことによる職員の能率低下も軽減されることが確認され
た。さらに、作成したシナリオを他の地方整備局の同一
業務にも転用できるよう、各業務の担当者が集まって意
見交換会を開催し、シナリオ共有化に向けた検討を行っ
ている。2019年3月には、一連の取り組みが、新技術を
活用した業務効率化の先進事例として評価できるとして、
「平成30年度ワークライフバランス職場表彰 内閣人事
局長表彰」を受賞した。

いない者でも操作できる点が挙げられるが、最も大きな
な理由は、WinActor のユーザー同士でシナリオを共有で
きるという利点があるからである。作業手順が類似する
業務であれば、既存のシナリオを微修正して活用可能な
ため、シナリオ作成業務自体の効率化も図られる。上述
の中国地方整備局のように、WinActor を導入した地方整
備局同士でシナリオ作成を分担・共有する動きもあるの
で、北海道開発局も参画することにより、大幅な業務改
善につながる可能性がある。
(2) WinActor 有償トライアルの実施概要
以上のような背景から、北海道開発局においても
WinActor を導入することとなったが、RPAにより自動化
可能な業務の量・規模を洗い出し、開発局におけるRPA
の推進がどの程度有効なのかを検証するため、本格導入
に先立ち、まずは「WinActor 有償トライアル」を実施す
ることとした。
WinActor は、シナリオの作成から実行まですべての機
能を有する「フル機能版」と、既存のシナリオを実行す
る機能のみを有する「実行版」の2種類があり、それぞ
れ年間ライセンスを購入する必要があるが、有償トライ
アルにおいては、60日間、フル機能版と同じ環境を台数
無制限で試行することができる。
また、有償トライアル期間の始期と中間期に研修が設
けられており、初めてWinActor を操作する者でもシナリ
オ作成方法を習得できるようになっている（図-1）。加
えて、期間中は、試行中に生じた疑問点について、研修
講師にメールにより質問することも可能である。
今回は、有償トライアル期間を2019年10月28日～12月
26日に設定し、総務課、人事課、会計課、職員課、開発
調整課、建設行政課、機械課において、各課のRPA対象
業務の洗い出しと、シナリオ作成を試行した。その結果、
複数の試行事例において、RPAの推進に資する一定の成
果が得られた。

3. 北海道開発局におけるRPAの導入
(1) RPAツール「WinActor」の導入に至った背景
北海道開発局においても、限られた時間と人員で効率
的に業務を遂行し、ワークスタイル改革を推進するため、
ICTを活用した業務効率化への一環として、RPAツール
「WinActor」を導入することとした。
多種多様なRPAツールの中からWinActor を採用するに
至った理由は、比較的低予算かつ、1台単位で導入可能
である点や、専門的なプログラミングの知識に習熟して
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図-1 WinActor 有償トライアルにおける研修の様子

4. WinActor有償トライアルを使用した試行事例
（通勤距離の測定の自動化）
本章では、WinActor 有償トライアルを使用してシナリ
オの作成・実行を試行した人事課の事例（通勤距離の測
定の自動化）について、具体的な操作方法や、実際の操
作画面の様子を交えながら説明する。
(1) 機能の概要
WinActor 基本画面の「ノード」（図-2）とは、操作を
行う部品であり、「ライブラリ」（図-3）とは、複数の
ノードを組み合わせたり、プログラムを実行する等、特
別な処理をする部品である。
ライブラリに関しては、例えば、Excel に特化した操
作（「保存する」や「セルの値を取得する」）等を実行
することが出来るほか、多くのライブラリが用意されて
おり、汎用性が高いものとなっている。
また、ライブラリはスクリプト（簡易的なプログラ
ム）で自作することも可能であり、WinActor の初期設定
で搭載されているライブラリ以外に、公式サイトやそれ
以外のインターネットサイトでも、各種カスタマイズさ
れたライブラリが掲載され、使用することが可能である。
WinActor で作業させるシナリオの作成方法は、ノード
やライブラリ（以下「ノード等」という。）をメイン画
面のシナリオの部分にドラッグして実行するが、それぞ
れのノード等のプロパティで詳細設定を行う必要がある。
例えば「Excel 操作（値の取得）」の例だと、取得し
たいエクセルデータのファイルパス、シート名、セル番
号と取得したデータを格納する場所（以下「変数」とい
う。）を指定し入力することで、対象を指定する。
このほか、指定した画像を取得する「画像マッチン
グ」という方法があり、指定した画像が出現した場合に、
その画像をクリックすることや、画像を基準として特定
の座標をダブルクリックする等の操作が可能である。
また、指定した画像が出現した場合、出現したことを
変数に格納するという処理を行うことが可能であり、格
納した変数が空白でない場合（画像がある場合
=TRUE）、○○を実行するというようなノード処理を
実行することが可能であり、これらのノード等を組み合
わせ、シナリオ実行ボタンにより、順番に処理させるこ
とで、様々な処理を行っている。

地図検索機能で距離算出を自動で行うシナリオを作成し
た。
具体的には、通勤届様式（図-4）に入力されている職
員の「住居」及び官署の「所在地」を取得し、
googleMap の「出発地」及び「目的地」にそれぞれ自動
で入力後、経路検索を行い、様式に入力されている「氏
名」を保存するファイル名として入力し、PDF 化して保
存するものである。
これらの作業を指定したフォルダに入っているファイ
ル分全てについて、順に実行するシナリオとなっている。
シナリオ全体像は図-5（次頁）のようになり、各ノー
ド等にプロパティで取得場所の指定等の詳細設定がされ
ている。

(2) 通勤距離の測定の自動化
通勤手当においては、自動車や自転車を使用して通勤
する場合、使用距離に応じた額を支給する制度となって
おり、その認定においては、住居から官署までの通勤経
路、使用距離の確認が必要となる。業務改善への活用と
して、今回の試行においては、インターネット上の各種
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図-2 WinActor 基本画面とノードメニュー

図-3 WinActor 基本画面とライブラリメニュー

図-4 通勤届のデータ取得箇所

図-5 通勤距離の測定の自動化シナリオ例

(3) シナリオの安定化及び高速化
シナリオの作成にあたって課題となる点として、イン
ターネットサイトを利用したシナリオの場合に特に多い
のが、シナリオの動作が安定しないことである。
これは、通信速度が、日や時間によって異なることが
あり、これによって、ノードの処理速度が速すぎると、
次のノード処理の際に、対象のインターネット画面が表
示されていなく、処理対象が存在しないとして、エラー
になることがあるためである。
これを解消するためには、一般的に、一定の時間ノー
ドの実行を保留する「指定時間待機」のノードを設定す
るが、通信速度の相違を考慮すると、常に長めに待機時
間を設定しなければならず、大量処理の場合、過剰な待
機時間が発生する可能性があり、非効率なため、今回は
「ウインドウ状態待機」を使用している。
これは指定画面が表示されない場合は、一定時間待機
するというノードであり、「指定時間待機」と類似して
いるようだが、指定画面が表示された場合は、即、次の
ノードに移行するため、無駄な待機時間は発生しないこ
ととなる。
また、図-5 のシナリオから、更に発展させて、不測の
エラーが発生した場合、通常は後続処理が全てストップ
してしまうが、エラーが発生したファイルのみをエラー
リストに移動させ、次のファイルから処理を開始する異
常処理等、条件により様々な分岐を発生させ、シナリオ

を安定化させるよう、改良を行っている。
(4) 自動化の効果
通勤距離の測定について、従来は、インターネットサ
イトの「出発地」及び「目的地」を手動で入力し、検索、
印刷等を行った上で通勤経路や通勤距離を判定していた
が、「出発地」及び「目的地」の値を自動で取得、入力
を行うことにより、これらの処理時間が瞬時で終了する
ことや、ターゲット選択も機械的に行うため、人間が行
う「探してクリック」するような時間がかからないこと
から、全体的な作業時間として 20%～50%程度の削減が
見込まれる。心理的効果としては、単調な作業の繰り返
しによるストレスの軽減や、ミスの低減につながること
が見込まれる。
また、RPA 自体は専用のパソコンで処理を行い、自
席のパソコンで別の作業を行ったり、昼休み中に処理を
行わせることも出来るため、働き方改革の効果も大きく
見込まれ、本事例以外の業務についても、RPA による
自動化を検討しているところである。
今回の事例では、全職員が自動車や自転車を使用した
ものとして一括で処理を行っているが、今後、公共交通
機関を利用した通勤への対処も含め、本格導入に向けて、
引き続き改良中である。
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5. RPAの推進に向けた課題
以上のように、北海道開発局におけるRPAの推進とし
て、WinActor を使用した定型業務の自動化には一定の効
果がみられたが、これを本格導入し、より多くの業務に
拡大するにあたっては、さまざまな課題がある。
WinActor をはじめ、クライアント型のRPAツールの多
くは、プログラミング未経験者でも操作できる仕様にな
っている。しかし、既存シナリオの改良や、細かいエラ
ー修正を思いのままに行うには、導入するRPAツールに
ついての一定程度の理解と、コンピューター処理独特の
論理構造に基づく操作経験（慣れ）が求められるのが事
実である。本論文における試行事例のように、シナリオ
の動作環境が少しでも変わるとシナリオがうまく動作し
なくなることがあるため、一度作成したシナリオを活用
し、完成度を高めていくにあたっては、こうした小さな
エラーが発生する都度、シナリオの微修正に対応する必
要がある。
このような課題に対応するため、RPAの仕組みや操作
方法に十分な知識と経験を有する職員でプロジェクトチ
ームを立ち上げている地方整備局もある。しかし、RPA
を使いこなせる人員を固定すると、彼らが不在となった
場合に使える者がいなくなる等のデメリットもある。
RPAに熟知した専門家集団を作り、シナリオ作成等を
一手に担わせるのか、もしくは、テキスト配布や研修実
施などの方法により、全員が一定程度の知識を有する状
態を目指すのかは、RPAツールの操作スキルの伝承にお
いて重要な検討課題である。しかし、組織の性格は千差
万別であり、その組織にとって最適な伝承方法には正解
がない。また、シナリオは細かな業務手順の積み重ねに
よって構成されているため、シナリオの作成者および修
正者が、当該業務について十分な知識を有していること
も求められる。RPAツールの操作スキルと、業務に関す
る知識の両方を伝承していくためには、組織の現状把握
と、それに応じた細かな軌道修正を継続的に行うことが
必要といえる。
また、RPA導入にかかるコスト面においても課題が残
る。今回導入した「WinActor 有償トライアル」は、本局
に限定して試行を実施したが、今後、北海道開発局全体
でRPAを推進し、地方に点在する開発建設部や、技術部
門各課にも順次拡大していくと、RPAツールを導入する
パソコンの台数も増加することが見込まれる。クライア
ント型のRPAツールは年間ライセンスを購入する仕様で
ある場合が多いため、必要台数を維持し、利用し続ける
ためには、毎年のライセンス購入にかかる予算を確保し
続けなければならない。限られた予算でさまざまな事業
を実施している中で、RPAにかかる予算を確保するため
の工夫が求められる。
さらに、RPAを本格導入した先の話ではあるが、シナ

リオ作成を見据えた、業務フローの抜本的な変革が必要
な場合も考えられる。RPAは、単体では紙媒体に記載さ
れた情報をデータ化して扱うことができない。それを補
うOCR技術は、人工知能を有するためライセンス料が高
額であることに加え、クラウド化による情報セキュリテ
ィ面の課題もクリアする必要がある。
しかし、紙媒体で扱っていた情報を電子データで扱う
ことができるよう、業務プロセス自体を転換することが
できれば、OCR技術の導入を待たずとも、RPAにより業
務の自動化が可能となる。RPAを最大限に活用し、より
多くの定型業務の自動化を推進するためには、紙媒体を
扱う手順が含まれる業務においては、RPAにより業務を
自動化することを前提に、そもそも紙媒体の使用をやめ、
電子データの使用へ切り替えるといった、これまでにな
い観点での思い切った業務改善を進めることが必要とな
ってくるのではないか。なお、電子データ化は現在取り
組んでいるペーパーレス化の推進にも資するものである。

6. おわりに
本論文においては、人事課の試行事例（通勤距離の測
定の自動化）を取り上げ、北海道開発局におけるRPAの
導入による業務改善の可能性について述べてきた。
その中で、RPA導入に向けて、導入対象業務の検討を
行うことそのものが、（最終的に導入に至らなかった業
務も含めて）業務改善の効果をもたらすことが明らかと
なり、RPAが北海道開発局における定型業務の効率化に
大きく寄与する可能性が見いだされた。
すなわち、RPA導入対象業務を抽出するために行った
「業務の洗い出し」や、シナリオ作成を想定した詳細な
「業務フローの作成」が、日頃従事している業務の性質
や手順はもとより、そもそもの必要性をも改めて顧みる
機会の創出につながり、最終的なRPA導入の有無に関わ
らず、結果として、既存業務の在り方の見直しが進むと
いうことである。
このように、RPAの導入だけでなく、導入を見据えた
業務の洗い出しを行う過程においても業務改善の推進に
資する可能性が得られたことは、WinActor 有償トライア
ルの実施による大きな成果といえる。
また、自動化による業務改善の効果を一度体験した者
は、体験する前よりもRPA導入を「自分事」と捉えるこ
とができるようになった。RPA導入前は、「対象業務は
さほど多くなく、効果は限定的である」との見方をして
いた者が、RPA導入による作業時間の短縮とミスの軽減
を実際に体験し、その効果を強く実感したことで、積極
的な活用に向けた検討を進め、対象業務の範囲拡大につ
ながっている。こうした結果からも、WinActor 有償トラ
イアルを実施した意義は大きかったといえる。
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北海道開発局においては、RPAによる定型業務の自動
化をさらに推進するため、2020年1月にWinActor を本格
導入し、有償トライアル版で作成したシナリオを実行す
るだけでなく、別の業務においても新たにシナリオを作
成し、一層活用していく予定である。
RPAの推進は、定型業務の徹底的な自動化を目指し、
いうなれば不断の努力を必要とするものである。今後も
北海道開発局全体でできることから取り組んでいくこと
が必要である。
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