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DXは企業の更なる成長を促す重要なツールです

出典：経済産業省 デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）Ver. 1.0
（https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf）

“DX推進”ってよく言われるけど、
そもそも何のためにするのだろう…

DX推進とは、
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、
顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性
を確立すること*」と定義されています。

データやデジタル技術を活用し、
企業の収益拡大・更なる成長を実現する
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働き方改革
（例：ワークライフバランス、

テレワークの実現）

DXを推進する目的は業務効率を向上させ、
「働き方改革」を実現し、利益増に向けた好循環を生み出す

先端技術（IoT、AI）の活用目的（利用側）

出典： 「令和3年版情報通信白書」（総務省）より加工
（https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112450.html）

69.5％

39.3％

6.3％

1.8％

業務効率の向上
（従業員の負担軽減）

コストの削減
（人件費・保守費用等）

新製（商）品・
サービスの開発

新事業への進出
（多角化）

N=763

魅力ある職場

づくり

人材の確保

業績向上

利益増
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17.3%

20.2%

44.4%

45.8%

49.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

デジタル技術の活用を検討していない

自社の企業風土・企業文化に合わない

自社におけるデジタル技術活用推進の目標が明確ではない

ITシステムの構築・改修の費用的負担が大きい

デジタル人材の育成・確保ができていない

DX推進の課題は、
①デジタル人材の不足 ②費用 ③社内の協調／ビジョン

出典：「デジタル社会における県内企業等の経営課題及び人材確保に関する実態調査」（広島県総務局）（2021年12月28日公開）より加工
（https://hiroshima-dx.jp/pages/97/）

デジタル技術活用の障壁（「当てはまる」と回答した割合）

N=2,756
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NTT西日本グループはDX推進実現に向けたソリューションを取り揃えています

DX推進
（働き方改革）

実現

充実した

サポート

環境に適した

サービス提供

業務の

“視える化”

デジタル人材不足の補完

ITシステム構築コスト

社内協調/ビジョン

 ICTによるアウトソーシングを実現させ、
業務効率化の実現に向けたご提案を実施

 デジタル人材が不在でも、
導入後サポートでフォロー

 サブスクリプション型サービス提案で、
お客様の環境やご要望に適した
サービスを提供

 業務実態を視える化し、経営ビジョンの
策定に向けたお手伝いを実施
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DX推進① 業務の”視える化”

効率化を考えているが

“何からすればいいか”分からない

IT資産の管理や運用に

負担をかけられない
従業員毎に

“何に時間がかかっているのか”分からない

人
的
リ
ソ
ー
ス
の

最
適
な

配
分
が
分
か
ら
な
い

従
業
員
の
業
務
を

把
握
す
る

時
間
が
な
い

多様で柔軟な働き方
を実現させたい

多くの企業（経営者）が抱えている悩み・・・
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従業員のパソコンのログから作業内容・勤務実態の把握や分析が可能‼

業務の視える化

毎月送られるレポート結果から、４つの「視える化」が実現！

誰が・いつ・どのファイルをUSBに入れたかが視えることで

情報流出の可能性について把握することが可能

セキュリティバージョン情報等が見えることによって簡易なIT資産
管理が可能

勤怠実態の視える化 業務内容の視える化

セキュリティリスクの視える化 IT資産の視える化

DX推進① 業務の”視える化”

9

パソコンでの「業務時間」が視えることによって、働き方改革関連法

における『労働時間の把握義務』への対応が可能

パソコンでの繰り返し作業・文書作成・印刷作業等が

視えることによって、

誰がどのくらい、どの業務を実施しているか棚卸が可能



レポートイメージ① 勤務時間

土日にパソコン
作業を行っている
ことがわかります

18時以降の
パソコン作業が
わかります

勤怠実態の視える化
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レポートイメージ② 繰り返し作業分析

業務内容の視える化

種類分けした
作業の割合が
一目でわかります

クリックすると、
作業フローなど

詳細内容がわかります
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レポートイメージ③ 繰り返し業務のパターンごとのフロー

業務内容の視える化

1作業ごとにかかった
時間もわかります

12

レポートで以下の内容がわかります
 利用ソフト名
 合計45時間利用
 1カ月の繰り返し回数286回
 3名の社員が利用
 利用者3名それぞれの作業時間



おまかせAI働き方みえ～る

■導入により期待される効果

勤務実態 ・ 業務内容の視える化・・・ 業務改善の実践に！

セキュリティリスク ・ IT資産の視える化・・・ セキュリティ対策の強化に！

テレワークの需要に伴い、

遠隔地での従業員の“働き様の確認”の一助にも。
※ご利用には、「フレッツ 光ネクスト」等やプロパイダーの契約・料金が別途必要になります。 ※ご利用のパソコンの「ユーザーID」を複数名でご利用の場合、個人別の分析ができない場合があります。
※本サービスでは個別の分析のご要望はお受けできません

■導入イメージ

独自のAI分析 により

PC操作ログ AI

働き方を分析！

ソフト

Point１

パソコンにソフトを
インストール

WEBレポートで
働き方の視える化！

Point３

Point２インターネット
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※NTTスマートコネクト株式会社が独自開発

※

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim5bGjssDXAhXIVLwKHdPdB2YQjRwIBw&url=http://icooon-mono.com/10993-pc%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%B4%A0%E6%9D%90-4/&psig=AOvVaw3X6CTVa45jVxhp9E1Z7LlI&ust=1510828810121468
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_sOsvu7cAhXBf7wKHXKUDUcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.s-s-sapporo.com/posts/news_archive.html&psig=AOvVaw1vx8cHkVX6_mMoOumbSIhS&ust=1534402658617247
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_sOsvu7cAhXBf7wKHXKUDUcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.s-s-sapporo.com/posts/news_archive.html&psig=AOvVaw1vx8cHkVX6_mMoOumbSIhS&ust=1534402658617247
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk_sOsvu7cAhXBf7wKHXKUDUcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.s-s-sapporo.com/posts/news_archive.html&psig=AOvVaw1vx8cHkVX6_mMoOumbSIhS&ust=1534402658617247


DX推進② RPAを活用した業務”自動化”

投入データファイル

大量データの投入に追われて他
の仕事ができない…

投入データリスト

業務システム等

Excel

Word

会議資料作成はいつも残業…

報告資料等業務システム等

同じ内容を複数システムへ投入
連携できれば楽になるのに…業務システム等

業務システムA 業務システムB複数種類のファイルから

・お客様から毎日届く注文書
・各営業所から毎月届く受注実績報告書
・入退社時の社員情報等の投入 等々

・売上データから週次報告資料の作成
・定期的な経理レポートの作成 等々

PDF

・人事システムと給与システム
・電子決済システムと経理システム 等々

多くの企業（事務者）が抱えている悩み・・・

14※Excel、Word、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

http://1.bp.blogspot.com/-WenQXgexG6o/VsGsNb5KBGI/AAAAAAAA39k/n3qUF-zoPRg/s800/kaisya_man_bad.png
http://3.bp.blogspot.com/-KojRb8XayOc/VWmA82Z7kOI/AAAAAAAAt2c/Ug-5O9_A0Sc/s800/mark_manpu06_moyamoya.png
http://1.bp.blogspot.com/-WenQXgexG6o/VsGsNb5KBGI/AAAAAAAA39k/n3qUF-zoPRg/s800/kaisya_man_bad.png
http://3.bp.blogspot.com/-KojRb8XayOc/VWmA82Z7kOI/AAAAAAAAt2c/Ug-5O9_A0Sc/s800/mark_manpu06_moyamoya.png
http://1.bp.blogspot.com/-WenQXgexG6o/VsGsNb5KBGI/AAAAAAAA39k/n3qUF-zoPRg/s800/kaisya_man_bad.png
http://3.bp.blogspot.com/-KojRb8XayOc/VWmA82Z7kOI/AAAAAAAAt2c/Ug-5O9_A0Sc/s800/mark_manpu06_moyamoya.png
http://1.bp.blogspot.com/-WenQXgexG6o/VsGsNb5KBGI/AAAAAAAA39k/n3qUF-zoPRg/s800/kaisya_man_bad.png
http://3.bp.blogspot.com/-KojRb8XayOc/VWmA82Z7kOI/AAAAAAAAt2c/Ug-5O9_A0Sc/s800/mark_manpu06_moyamoya.png


Windows端末で様々なアプリ操作を自動化！

単純作業をRPAを使って自動化

様々なデータをもとにRPAが
必要に応じたデータを作成

定型業務の自動化

業務システム等

RPAインストール
パソコン

テキスト作成

注文書・発注書・領収書等

※WinActorはエヌ・ティ・ティ・アドバンストテクノジ株式会社の登録商標です。

投入

システム入力

複数種類のデータ/ファイル

DX推進② RPAを活用した業務”自動化”
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イメージ動画 「WinActor」

16

＜NTTデータ公式サイト＞
WinActor 動画LIBRARY

https://winactor.com/video-library/

 「製品／サービス紹介」デモ動画

NTT WinActor



WinActor

従業員の稼働削減
新たな価値の創造

■導入により期待される効果

■導入イメージ

WinActor

年間ライセンス

購入

パソコンへ
インストール

自動化における

シナリオ作成

Windows上の様々なアプリに対応

パソコンにインストールだけで、すぐに利用可能

シナリオ作成時のプログラミング知識や特殊な言語が不要

シナリオ作成画面は全て日本語対応

特
徴

人間が操作できることは、ほとんど代行可能 自動化による業務効率化

業務スピード向上

業務品質向上

業務の可視化・平準化

生産性向上に寄与

従業員の稼働削減

（社員満足度の向上）

新たな価値の創造
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DX推進③

社内システムへの投入

多くの企業（事務者）が抱えている悩み・・・

 転記処理（データ入力）に
稼働がかかる

 手入力による、
人的ミス（誤記入）も多い

 上記に伴うチェック稼働の発生

日々の事務処理業務
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DX推進③ OCRを活用した業務”自動化”

手書きから活字まで書類の文字をテキスト化‼

手書きの帳票をテキスト化

文字をテキストデータに変換しCSVで出力

AIによる高い識字率を実現！

※AI inside 株式会社の文字認識AIを活用したサービスです。 ※DX SuiteはAI inside 株式会社の登録商標です。
19

※読取精度は100%を保証するものではありません。



イメージ動画 「おまかせAI OCR」操作方法
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＜NTT西日本公式サイト＞
おまかせAI OCRサービス紹介

https://www.ntt-west.co.jp/smb/omakase_aiocr/

 「おまかせAI OCR」帳票の読取操作説明動画
 帳票データを受注管理システムに入力するケース（動画）

NTT西日本 OCR



おまかせAI OCR

■導入により期待される効果

■導入イメージ

※ご利用には「フレッツ 光ネクスト」等やプロバイダーのご契約・料金が別途必要になります。

 消費者の商品申込書

 社会保険の加入申請書

 商品の管理表

 職務・履歴書

 宿泊名簿

 FAXを用いた受発注書 etc

業種を問わず様々な業務に幅広く対応！

手書き原稿を
スキャン

※本サービスのご利用には、スキャナー・複合機などの帳票類を電子化する機器およびインターネット接続環境が必要です。

原稿をスキャナ・複合機などで
取り込み、PDFに変換します

手書き帳票を
アップロード

読取結果を出力

ブラウザー経由でPDFデータをアップロード
し、PDFフォーマットごとに読取箇所を設定

・問い合わせ対応

・操作支援

NTT西日本

おまかせAI OCR

手書き文字

テキスト文字

21



導入事例

■注文入力処理
電話注文センター運営業務：毎年年末に集中してオーダーの入る「おせち料理」の注文入力処理業務
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導入事例
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リモートワーク・外出先でも素早く社員間のコミュニケーションが可能！

120万IDの導入実績

手軽に始められる 4つのポイント

フリープランは無料、ベースプランは月額1ID/330円と

手軽にビジネスチャットを始められます。
国内データセンターで運用。端末紛失時には端末データ
が残らない設定ができ、安心してお使いいただけます。

直感的なUIでコミュニケーションを活性化。
スピーディーな情報共有で、パフォーマンスが向上！

専門のサポートチームが導入や運用をご支援すること
でIT人材がいない会社でもお使いいただけます。

低コストで始められる 安心セキュリティー

シンプルな操作 手厚いサポート（ベースプランのみ）

コミュニケーションツールのご紹介

※「elgana」は、NTTビジネスソリューションズ㈱が提供するサービスです。NTT西日本は本サービスの販売取次ぎを実施します。
「elgana」は、NTTビジネスソリューションズ㈱ (旧㈱エヌ・ティ・ティネオメイト）が商標登録済です。

2021年10月末時点。NTTグループ内利用含む
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elganaの充実した機能

既読通知 タスク機能 連絡先

ファイル一覧 日程調整

あらかじめ登録が可能なため、

社員間で組織や名前で検索して

連絡を取ることが可能。

社員間のコミュニケーションが

より簡単になります。

事前設定で、

既読者が誰か、未読者が誰かを

送信後把握することが可能。

災害時や緊急連絡時に役立ちます。

画像や書類を投稿でき、

一覧で確認可能。

必要な書類がすぐ見つかります。

テンプレートでタスク作成し、

完了状況についてレポート報告を

受けることができ、

業務の遅延を防止します。

アンケート機能で複数人に向けた

打ち合わせ日程も

簡単に調整することができます。



elganaの活用事例

複数店舗とのやりとりが多い小売店の場合

複数拠点とのメールのやりとりが

メールボックスに混在し、

既読状況もわからない

複数店舗へリアルタイムで情報共有！

各拠点ごとに作成したトークルームでやりとりが管理しやすい！

さらに既読確認もできて

誰が読んだかわかりやすい！




