
　日立ソリューションズのワークスタイル
変革ソリューションは、10年以上にわたり
高い評価を受けてきた働き方改革にお
ける取り組みから、社内実証を積み重
ねたソリューションを体系化したもので
す。「従業員の柔軟な働き方」「組織の
生産性向上」「人財の管理・分析」の
各分野で、実践から得た確かな知見を
集約した先進のデジタルソリューション
を提供。個々人が時間や場所にとらわ
れずに働くことができ、組織としても高い生
産性を発揮し、そのパフォーマンスを改
善し続けられる環境を提供することで、
ワークライフシナジーを創出し、個人の
幸せと企業の成長をともに実現していき
ます。ここでは新たに加わったサービス
を中心にご紹介します。

　従業員を長時間残業から解放する
施策の一つに「定型業務の自動化」が
あります。そこで組織の生産性向上を
支援するため、Robo t i c  P r o ce s s  
Automation業務自動化ソリューション
の提供を開始しました。これはRPAと
呼ばれるソフトウェアロボットを活用し、
毎日大量に発生するPCでの煩雑な
事務作業を自動化するものです。
　日立ソリューションズは、営業部門の

受発注処理において社内検証を行い、
作業時間を約70％削減する効果を確認
しました。お客さま企業は本ソリューション
によって、業務の効率向上を実現すると
ともに、コア業務に人員を割り当てること
で業績向上が可能となります（図1）。

■グローバルで実績ある
　RPA製品を採用
　本ソリューションでは、500社以上の
グローバル企業に加え、世界3,000社
以上で大規模な導入実績がある米国
Automation Anywhere社のエンター
プライズRPA製品「Au t oma t i o n  
Anywhere Enterprise」を採用していま
す。Webシステムだけでなく、SAP® 

ERPなどのクライアントアプリケーション、
UNIXなどにも対応しており、さまざまな
業務システムを利用した繰り返し業務を
自動化できます。

■画面操作を記録するだけで、
　ロボットを自動生成
　本製品には約500種類のコマンドが用
意されており、プログラミング初心者レベ
ルの知識で処理をカスタマイズした
り、ロボットどうしを連携させた複雑な処
理を自動化したりできます。また、ロボット
の稼働時間や金額換算をレポートで確
認できるため、ROI※3や業務の改善結
果を容易に把握することもできます。

　AIアシスタントサービスは、非定型
業務を効率的に進めることができる
サービスです。スマートフォンやPCを
使い、チャットで会話するだけで、その
内容をAIが理解し、情報検索や間接
業務の処理などをアシストします。日本
マイクロソフトの「Skype for Business」
上で稼働するAIチャットボットを活用
しており、テキストでも音声でも入力が
可能です。メールやスケジューラー、
Webアプリケーション、クラウドや社内
システムとも柔軟に連携し、業務の自動
化を推進するRPAとも接続するため、
幅広い業務分野に適用することが
可能です。
　日立ソリューションズではすでに営業
部門で社内検証を行っており、移動中や
商談中に最長で30分ほどかかっていた
情報検索を、AIアシスタントを活用する
ことにより平均1分程度で必要な情報に
たどりつける効果を確認。外出先での業
務効率向上と、お客さま対応時間の増
加を実現しました。利用履歴からユー
ザーごとの傾向を理解し、パーソナライ
ズされることで、一人ひとりに寄り添うア
シスタントに成長していきます（図2）。

　ワークスタイル変革ソリューションでは、
大手企業を中心に1,100社に導入実績
がある人事総合ソリューション「リシテア
シリーズ」とAIを組み合わせたリシテア/
AI分析も提供しています。ストレスケア
の必要な社員を予測してメンタル不調の
防止に貢献する組織ストレス予測、業績
やモチベーションなどパフォーマンスの
高い組織の特性を抽出して可視化する
組織パフォーマンス診断などがすでに

提供されており、個人と組織のパフォー
マンス最大化に向けた診断・予測を行う
ことで、お客さま企業の業績向上や持続
的な成長を実現していきます。
　日立ソリューションズは現在、AIを活用
した従業員エンゲージメントサーベイや
IoT※4センサーを活用した労務管理など、
複数の先進的なソリューションの社内
検証を推進しています。今後もワークスタ
イル変革ソリューションのメニューをさらに
拡大していきます。
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次回から優先して検索、提示
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