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News Release 
一般社団法人日本CFO協会 

2017年 6月 21日 
 

日本CFO協会、NTTアドバンステクノロジ、ジェイグラブと連携して 
「RPA（ロボティクス）体験＆トレーニング講座」（１日コース）を開講 
〜 経理・財務部門の業務自動化や高度化を促進する RPAの導入拡大を目指す 〜 

 
一般社団法人日本CFO協会（東京都千代田区、理事長：藤田純孝、以下 日本CFO協

会）は、NTTアドバンステクノロジ株式会社（神奈川県川崎市、代表者：木村丈治）、ジ
ェイグラブ株式会社（東京都渋谷区、代表者：山田彰彦）、RPA販売事業を展開する株式
会社ソリューション（東京都千代田区、代表者：中山雅弘）と連携し、経理・財務部門の

業務自動化や高度化を促進する取り組みとして「RPA（ロボティクス）体験＆トレーニン
グ講座」（１日コース）を開講します。 
 
昨今、政府が推進する「働き方改革」を受けて、経理・財務部門においても生産性向上へ

の関心が高まっており、効率化や自動化、高度化を実現する AIや RPA (Robotic Process 
Automation) (*1)といった 新テクノロジーの活用に期待が寄せられています。 
 
日本CFO協会では、今月、日本 RPA協会の協力のもと、経理・財務部門（幹部クラ

ス）で 新テクノロジーの活用について検討を進める「AI・ロボティクス部会」を発足さ
せました。(*2) 同部会の独自調査によれば、AI・RPAの導入について、「導入が完了」して
いる企業はわずか 2％にとどまっている一方、「導入取り組み中」「１年以内に取り組みの
予定あり」と回答した企業は計 53％に達しており、多くの企業で AI・RPAの導入を検討
していることが明らかになっています。また、すでに「AI・RPAに関するツールを実際に
使ってみたい」とする企業は３割近くに上り、現場でツールを試行するフェーズへ移行し

つつあることがうかがえます。 
 

 
このような状況を踏まえて、日本

CFO協会では、日本型 RPAの代表的
な業務自動化ツール「WinActor」を提
供する NTTアドバンステクノロジ株
式会社と連携し、RPAツールを活用し
た「体験＆トレーニング講座」の開講に

至りました。 
 
 
 
 

・ロボティクスに関する取り組み状況】 
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【講座概要】 
 
■ 講座名： 「RPA（ロボティクス）体験＆トレーニング講座」（1日コース） 
■ 日	 程： 7月 18日（火）、20日（木）、24日（月）、26日（水） 
            いずれも 10:00～16:00で開講 
■ 会	 場： ジェイグラブ株式会社会議室 
	 	 	 	 	   (東京都渋谷区桜丘町 14-1 ハッチェリー渋谷 2F) 
■ 対	 象： （RPAツールをご検討中の）企業の経理・財務部門実務スタッフ 
            ※RPAに関する知識やパソコンの高度なスキルは必要ありません 
■ 価	 格： 一般 30,000円	 会員 24,000円（税別） 
■ お申込み・詳細 URL：http://www.cfo.jp/seminar/rpa_training/ 
■ 内	 容： RPAツールを使い、身近な経理・財務業務を処理するロボットを自作し、 
  試用するトレーニングを実施 
■ 協	 賛：  
NTTアドバンステクノロジ株式会社 – 業務自動化ツール「WinActor」の提供 
ジェイグラブ株式会社 - 講座の運営、導入サポート 

株式会社ソリューション	-	「WinActor」導入支援、導入後のサポート	

 

 
	 日本CFO協会では、既に発足させた「AI・ロボティクス部会」の普及とあわせて、
RPAツールを活用した体験＆トレーニング講座を継続的に実施することで、今年度中に
200社の経理・財務部門への RPA導入を目指します。 
 

(*1) RPAとは 
RPA (Robotic Process Automation)は、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくは
より高度な作業を人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用
した業務を代行・代替する取り組みです。人間の補完として業務を遂行できることから、仮想知的労働

者（Digital Labor）として、2025年までに全世界で 1億人以上の知的労働者、もしくは 1/3の仕事が
RPAに置き換わると言われています。 
（参照元：McKinsey Global Institute Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and the 
global economy. May 2013） 
 
(*2) 参照リリース：日本 CFO協会、日本 RPA 協会との提携で「AI・ロボティクス部会」を発足 
http://www.cfo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/release_robotics.pdf 

 
 
■一般社団法人日本CFO協会について 
日本CFO協会は、日本企業の経理・財務をはじめとしたグローバルな経営管理手法と
倫理の高度化を目的として発足した非営利団体で、IGTA（国際財務協会連盟）、IAFEI
（国際財務幹部協会連盟）に加盟が認められたわが国唯一の国際的財務教育機関です。

経営・経理・財務分野で活躍するビジネスパーソンのスキル向上とキャリアアップを目

的に様々な経営手法や経営技術に関する教育・サービスを提供することで、企業の財務

【出典】	

『経理・財務部門における ・ロボティクス導入に関する調査』	

（一般社団法人日本 協会 ・ロボティクス部会）	
	

調査期間：	

2017 年 6 月 7 日～2017 年 6 月 12 日（WEB サイトにおけるオンライン調査）	

回答社数：147 社	
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パフォーマンスの向上を支援しています。2005年より、経済産業省経理・財務人材育
成事業として「経理・財務スキル検定（FASS）」を開発・実施しています。 
 
設	 立	 ：	  2000年 10月 12日 
理事長	 ：	  藤田 純孝	 	 伊藤忠商事理事（元伊藤忠商事代表取締役副会長）、 

オリンパス社外取締役、古河電気工業社外取締役 
所在地	 ：	  東京都千代田区平河町 2-7-1	  
活動内容： 資格認定／検定試験／セミナー、フォーラム／出版／研究会・委員会／ 

	 	  交流会／国際会議 
会員数	 ：	  個人会員 1,920人	 法人会員 206社（2017年 4月 1日現在） 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
日本CFO協会	 事務局：谷口、中山 
TEL: 03-3556-2334	 	 Email: info@cfo.jp 
 
株式会社井之上パブリックリレーションズ	 日本CFO協会 PR担当：小笠原、塚田、横田 
TEL: 03-5269-2301	 	 Email: cfo@inoue-pr.com 
 
■NTTアドバンステクノロジ株式会社について 
NTTアドバンステクノロジは、1976 年の創立以来、NTTグループの技術的中核企業とし

て、NTT 研究所のネットワーク技術、メディア処理技術、日本語処理技術、環境技術、ナ

ノ部品技術などの多彩な先端技術のみならず、国内国外の先端技術を広く取り入れ、それら

を融合してお客様の課題を解決し、お客様にとっての価値を提供し続けています。 

設	 立	 ：	 1976年（昭和 51年）12月 17日 

代表者	 ：	 代表取締役社長 木村丈治 

所在地	 ：	 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310  ミューザ川崎セントラルタワー 

事業内容：	 ソリューション系事業／プロダクトセールス系事業／インフラ系事業／知的財 

	 	 	 	 	 	 産事業 
 
■ジェイグラブ株式会社について 
ジェイグラブ株式会社は日本貿易振興機構（ジェトロ）新輸出大国コンソーシアムのエ

キスパート、経済産業省 IT導入支援事業者、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバ
イザーなど多数の資格・認定を持ち、越境 EC海外通販サイト構築、セミナーや研修会
などを実施しております。また、各種業務支援ソリューション領域において、日本製

RPA「WinActor」の導入支援や講習会など、多種に渡る業務改善からシステム開発まで
ワンストップで行っています。 
設	 立	 ：	  2010年 2月 4日 
代表者	 ：	  代表取締役社長 山田彰彦 
所在地	 ：	  東京都渋谷区桜丘町 14-1 2F 
活動内容： RPA販売事業／各種 ECセミナー講師／コンサルタント業務 

越境 ECサイト構築・運用／外国語カスタマーサポートサービス／ 
各種システム開発 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 
ジェイグラブ株式会社	 広報担当：横川 
TEL: 03-5728-2095	 	 Email: info@j-grab.co.jp 
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■株式会社ソリューションについて 
株式会社ソリューションは数多くの企業の顧問として永年にわたって培った信頼と、幅

広い人的ネットワークを特徴としています。コンサルティングと各種 ITツールの同時提
供によって、経営力・営業力を強化し、業績向上のお手伝いをさせていただいていま

す。 
設	 立	 ：	  2000年 7月 1日 
代表者	 ：	  代表取締役社長 中山雅弘 
所在地	 ：	  東京都千代田区平河町 2-7-1 塩崎ビル 
活動内容：	  RPA販売事業／経営コンサルティング／資本政策、資金調達サポート 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
株式会社ソリューション	 担当：織田 
TEL: 03-5725-3101	 	 Email: info@sss-solution.co.jp 


