
UMS開発の背景

企業はコスト削減に向け，さまざま

な業務システムを用いて業務の効率化

を図っています．この業務システムは，

新サービスの開始などをはじめとする

業務内容変化に合わせ，随時バージョ

ンアップが必要となっています．しか

しそのためには多大な費用と時間が必

要となるため，タイムリにすべての機

能をリリースすることが困難な場合や，

開発費に見合う効果がないという理由

で開発しない場合もあります．さらに

は，古いシステムで十分な設計書がな

い場合など新たな開発が困難なケース

もあります．このような場合，システ

ム側で対応できない部分を人間が運用

でカバーする必要があるため，操作手

順の複雑化，冗長な操作の発生，繰

り返し等の単調操作の多発などが起こ

ります．その結果，操作ミスの誘発に

より，多くの稼働と時間を要するとい

う問題が発生しています．

このような背景の下，NTTアクセス

サービスシステム研究所では，１台の

PC上でユーザが操作可能な処理を，

ユーザの代わりに自動実行するソフト

ウェア「端末操作自動化ツールUMS

（Unified Management Support Sys-

tem）」を開発しました（1）～（3）．

UMSの特徴

UMSには，以下の３つの特徴があ

ります（図１）．

■操作の自動化

UMSは，表１に示す環境上で動作

する各種アプリケーション（AP）に対

し，ユーザが行っていた煩雑な端末操

作を自動化することが可能です．自動

化可能な操作としては，図２に示す

AP上の基本的なGUI（Graphica l

User  In ter face）＊１部品（テキスト

ボックスやボタンなど）に対する操作

のほか，ウインドウの表示待ちや特定

画像の表示有無による処理，場合分

けや繰り返し処理，外部コマンドとの

連携処理，ユーザとの対話処理など，

APのさまざまな状態に対応可能な機

能を具備しています．また，AP画面

上のテキストボックスなどに表示され
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安価・迅速に業務効率化を実現する
「端末操作自動化ツールUMS」

業務効率化は，業種業態によらず求められる普遍的な課題です．本稿では，
NTTアクセスサービスシステム研究所が開発した「端末操作自動化ツール
UMS（Unified Management Support System）」を紹介します．本ツールは，
日々のオフィス業務で発生するPC上の作業を，誰でも手軽に自動化できる
ようにすることで，業務効率化に貢献します．
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＊1 GUI：ユーザに対する情報の表示にグラ
フィックを用い，マウスなどのポインティ
ングデバイスによって操作できるユーザイ
ンタフェースのこと．

図１　UMSの３つの特徴 

※　現，NTTフィールドテクノ
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ている文字列を取得し，処理を実行し

た日時などとともに記録データとして

手元に残すこともできます．UMSは，

自動操作する対象のAP画面，および

その中のGUI部品を識別しており，

Internet Explorer上のAPあるいは

Windowsの標準部品でつくられたAP

であれば，例えば画面上では見えてお

らず，スクロールさせないと表示され

ないようなGUI部品に対しても，確実

に操作を実行することができます．

■シナリオの自動生成・ビジュアル

な編集環境

端末操作の自動化ソフトはいくつか

存在しますが，表２に示すように自動

化手順（シナリオ）作成のためにはプ

ログラミングスキルが必要となるため，

誰もが手軽に使うことは困難です．そ

こでUMSは，例示操作によるシナリ

オの自動生成と，マウス操作による

GUI画面上での編集環境を提供する

ことにより，特別なスキルを必要とせ

ず，多くの方が簡単に使いこなすこと

が可能です．ここで例示操作によるシ

ナリオの作成方法を図３に示します．

ユーザが自動化対象APに対して普段

どおりの操作を行うと，UMSはフロー

チャート上に「クリック」や「文字列

設定」など，人が理解しやすい粒度で

該当APに対する操作を自動的に記録

していきます．記録した操作はフロー

チャート上でのマウス操作により，コ

ピー＆ペースト，削除や位置の入れ替

表１　動作環境

要　件

ハード
ウェア
要件

種　別

CPU

HDD

メモリ

内　　容

Intel Pentium4 2.5 GHz相当以上

500 MB以上

１ GB以上（Windows7では1.5 GB以上）

ソフト
ウェア
要件

OS Windows XP SP2/SP3（32 bit），Windows 7（32 bit）

その他
Webブラウザを利用する場合，Internet Explorer 6～9
対象アプリケーションが.NET Frameworkを使用する場合，バージョ
ン2.0以上

テキストボックスへの文字列設定 

ウインドウの表示待ち 

ボタン押下 

特定画像の表示有無による処理 

図２　UMSにより対応可能な操作の一例 

表２　主な自動化ソフトウェアとの比較

UMS

特徴

UWSC※1

該当APの利用者が使用することを前提
としており，直観的にシナリオの作成が
可能

マウス・キーボード操作の再現を基本と
しており汎用性が高く，高機能のスクリ
プトにより柔軟性も高い

テスト自動化ツール※2

ソフトウェア開発のテスト自動化用途に
特化しており，テストに関する機能が
豊富

要求
スキル

例示操作の自動検出や，ビジュアルな編
集機能により，プログラミングスキルを
必要としない

スクリプトをテキストエディタで編集す
る必要があり，使用者にはプログラミン
グスキルが必要

ビジュアルな編集環境も用意されている
が，ソフトウェア開発者向けで操作は
複雑

データ
との連携

CSV/Excelファイルを用いた処理が容易
に可能

スクリプトのつくり込みで対応可能 スクリプトのつくり込みで対応可能

※1 http://www.uwsc.info/
※2 Micro Focus TestPartner，HP WinRunner/QuickTest Professional，IBM Rational Functional Tester Plus 等



えなど，自由に編集を加えることが可

能です．また，途中で操作を場合分け

したいときには，図４に示すように左

側のノードパレットから「分岐」ノー

ドをドラッグ＆ドロップすれば，マウス

操作のみで場合分け処理を記述でき

ます．

■対象システム改造不要・インス

トール不要

UMSは実行時に，操作対象AP側

から見ると，まるでユーザが直接操作

しているかのようにふるまいます．自動

化対象となるAP側には一切改造が不

要なため，低コスト・短時間で適用で

きます．また，UMSは関連ファイルを

PC上にコピーするだけで動作すること

から，既存環境への影響を最小限に抑

えることが可能です．

適 用 事 例

UMSがもっとも効果を発揮するの

は，手元に準備されているデータをAP

に繰り返し登録する作業に適用する場

合です．例えば，勤務表や旅費伝票等

が電子化されている場合，定型的な手

順で投入する値を変えながら複数件投

入する作業が該当します．

代表的なUMSの適用事例３つを図

５に示します．

１番目は，データの登録や読出し作

業が大量に存在する場合です．大量の

データを複数のユーザで実施していた

作業を各端末上に配置したUMSで自

動処理することにより，人の稼働を劇

的に減らすことができます（図５（a））．

２番目は，複数のシステムに同じ

データを投入する場合です．本来なら

システム間でデータ連携すべきですが，

費用対効果などの理由によってシステ

ム側で連携できない場合には，このよ

うな作業が発生します．人が実施する

場合は投入ミスによりデータ不整合が

起こり得るのですが，UMSで実行す

ることで確実に作業ができます（図５

（b））．

３番目は，一連の作業フローが長く

複雑な場合です．作業フローが長く複

雑になるにつれ，操作に不慣れなユー
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図３　例示操作によるシナリオ自動生成 

操作対象APのウインドウが変わるごとに下記手順を実施 

前準備 
記録対象AP選択ボタンを押下し， 
記録対象AP上でマウスクリック 

記録開始ボタンを 
押下する 

例示操作（記録中） 
普段どおりの操作を実施すると… 

UMSが操作内容を 
自動記録していく 

図４　場合分け処理のつくり方 

マウスの 
ドラッグ＆ドロップ 
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ザは手間取り，間違える可能性が高く

なっていきますが，UMSで実行するこ

とで，着実な作業遂行が可能になりま

す（図５（c））．

なお，これら３つの事例は，データ

量が多ければ多いほど，導入効果が見

込まれます．

UMSの最新機能

UMSは，NTTグループ各社でさま

ざまな案件に適用されています．しか

し，適用を進めるにつれ，いくつかの

課題が明らかになっています．現在，

さらなる適用拡大を目的に，その課題

を解決する機能追加を行った最新バー

ジョン（Ver.３）を2013年10月に開

発しました．以下に追加した代表的機

能を３つ紹介します．

■予期せぬ操作発生時の誤動作

防止

（1） 背景

UMSの自動操作中に，操作対象

APに対してユーザが意図せずクリッ

クなどの操作をしてしまった場合に

は，データの誤投入や削除をしてし

まう可能性がありました．

（2） 開発機能

・UMSの自動実行中に意図せぬマ

… 

図５　UMSの適用事例 

導入前 

導入前 

データ 
ベース 

データ 
ベース 

導入後 

UMS
UMS

UMS

導入前 

導入後 

２つの入力画面に 
同じデータを入力 

入力ミスにより 
不整合発生 

操作に不慣れなため 
作業効率が上がらない 

UMSを利用することで，より効率的にデータの
投入が可能になります 

UMSを利用することで，ミスのないデータ投入
が可能になります 

（a）　大量データ登録・読出し作業の自動化 

（c）　作業フローが長く複雑な業務の確実な実行 

（b）　データ不一致の防止 

複数のユーザが必要 

複数の端末で同じ動作 
ＵＭＳが複数の画面へ 
同じデータを入力 

シナリオ作成 

導入後 

UMSを利用することで，複数システムの画面を使った複雑な入力作業が，自動で進められます 

UMSがシナリオに従って順番に 
自動操作⇒作業効率アップ 
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ウス・キーボード操作が行われた

場合に，誤動作した可能性があ

る旨をメッセージ表示して実行を

一時停止する機能．

・入力した文字が正しく入力された

かを，文字入力後に自動で確認

する機能．

■想定外エラー発生時の対応

（1） 背景

UMSは定められたシナリオどおり

に動作するため，操作対象APに対

する操作で起こり得るすべての挙動

をあらかじめシナリオの中に記述し

ておく必要があります．しかしなが

ら，システム上起こるあらゆるエ

ラーを想定し，シナリオに記述する

ことは現実的には困難で，想定でき

ない事象への対応が課題となってい

ました．

（2） 開発機能

・想定外のエラーが発生した場合に

も自動実行を継続可能とする機能．

■自動化適用範囲の拡大

（1） 背景

UMSは自動化シナリオ作成に必

要な基本機能を提供しています．

ユーザは，それらを組み合わせてシ

ナリオ作成を行います．しかし，業

務の中にはその基本機能だけでは自

動化が困難な要件が存在していま

す．例えば，複雑なファイル操作や

日付処理，文字列操作のような対

象 業 務 に特 化 した処 理 や，

Microsoft Officeに代表される高

機能なアプリケーションやその中の

マクロプログラムを細かく操作する

処理が該当します．

（2） 開発機能

・VBScript＊２言語により新たな機

能を定義できる機能．

・シナリオ中の任意の操作の塊を

「ライブラリ」として登録でき，別

のシナリオから簡単に再利用でき

る機能．

今後の予定

NTTアクセスサービスシステム研究

所では，PC上の作業を誰でも手軽に

自動化可能とする端末操作自動化

ツールUMSを開発してきました．

UMSは，Windows端末上での単純

繰り返し作業を効率化可能なソフト

ウェアであり，現在はNTT東日本，

NTT西日本，NTTコミュニケーショ

ンズ，NTTドコモのさまざまな部署で

活用され，実績を上げている幅広い適

用領域を持つ汎用的な技術です．なお

今後は，NTTアクセスサービスシステ

ム研究所からNTTアドバンステクノロ

ジに技術移管し，一般市場向けの商品

化，および各種既往追加開発を行う

予定です．
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UMSの導入に関しては，NTTアドバンス
テクノロジへ直接お問い合わせください．
そのほかUMS全般に関してご興味がありま
したら，下記問い合わせ先までご連絡くだ
さい．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
第四推進プロジェクト
TEL 046-859-4844
FAX 046-859-5515
E-mail ums-staff lab.ntt.co.jp

＊2 VBScript（Microsoft Visual Basic Scripting
Edition）：Microsoft社によって開発された
スクリプト言語で，Microsoft Windows上で
動作．Microsoft Officeなどの外部アプリ
ケーションの自動化が可能．

「NTTアドバンステクノロジより一言」

UMSの初期バージョンから開

発・保守を担当しています．これ

までUMSは，NTT社内での活用

に限られていましたが，一般市場

でも十分に活用シーンが考えられ

るソフトウェアです．今後は弊社

にて商品化を進めていく予定です

ので，導入に関してご興味がある

方はぜひお問い合わせください．

NTTアドバンステクノロジ
ネットワークシステム事業本部　
UMS開発チーム
TEL 045-826-6051
E-mail umsat ml.ntt-at.co.jp


