
自動化の時代がやってきた…
では労働者はどうなる？
新しい労働エコシステムのために
企業がやるべきこと
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人類は、ホメロスの『イリアス』にも登場する程はるか昔から、ロボットあるいは機械仕掛けの召使いを夢見てい

た。レオナルド・ダ・ヴィンチも、実際に製作しようとしたかは不明なものの、1495年ごろに機械仕掛けの騎士の

スケッチを残している。洋の東西を問わず、また時代も問わず、自分自身のロボットを作りたいという人類の意

欲は散見される。それは純粋に娯楽として、あるいはより実用的な目的のためでもあった。

確かに、単純作業や危険な仕事をロボットが引き受けてくれたことにより、ここ数十年で人類の負担は激減した。

文書作成プログラム中のスペルチェック機能や文法チェック機能だったり、軍事使用のドローンだったりと。中に

は普遍的に有益なものもあるが、そうでないものもある。ロボットは時には好奇心、恐怖等様々な感情を呼び起

こす。特に、未来の職業の可能性については。人類は必要なくなるのだろうか？誰が必要なくなるのだろうか？

いつ？誰が決めるのか？

これはごく自然な疑問だ。我々は所詮人類にすぎないのだから。

急速な科学技術の発展の結果、我々が新たな時代の境目にいるのは明らかである。すなわち機械が学び、機

械が実行し、究極的な本物のAIが登場する時代だ。歴史的にも機会と困難の両方が訪れる重要な転換点でも

ある。そして恐らく、最も経済的且つ社会的な影響を受けるのは労働だ。誰がどのように労働を行うようになる

のか、という点である。労働の未来において重要なのは決してテクノロジーだけではない。いかにして急速に発

展するテクノロジーを最大限に利用し、労働力を増強させるか。そしてビジネスを発展させるか。我々は今、第

四次産業革命の新しい時代にいる。単なるデジタル化の時代から、テクノロジーの組み合わせによってイノベー

ションを起こしていく時代への転換により、企業はどのように事業を行うべきか、考え直しつつある*1。

つまりどういうことか？少なくとも労働に関して言えば、生身の人間の労働力とロボット等のバーチャルな労働

力をうまく融合できない企業は、効率性やエンゲージメントの下落等のリスクを抱えることになるだろう。そのよう

な企業は停滞し、あるいは最悪の場合、衰退してしまう。第四次産業革命における労働力とは、正社員や契約

社員だけではないのである。企業は、クラウドソーシング、フリーランサーや、ロボティック・プロセス・オートメー

ション（RPA）を含むあらゆる自動化をどんどん活用するようになるのである。（図表1参照）

実際、未来の企業にとって自動化はますます重要になってくるだろうと我々は認識している。自動化により、より

良いサービスの実現、コストの抑制・削減、エラーの低減等の利点がもたらされると思っているからだ。一方で、

中にはそこまで楽観視していない人々もおり、格差の拡大や社会的緊張の高まりをもたらすと警告する者さえい

る。そうなのかもしれない。しかし、行動に移す前に考え、バランスのとれた視点で意思決定をする勇気を持って

いれば、大丈夫だ。労働者をきちんと準備させることができるし、企業が時代遅れにならずに済むのである。

まとめると、RPAはエンゲージメントと満足度を向上させるツールとして活用することも可能だし、労働力の色々

な側面に関わる支柱にもなる。企業は、RPAをより幅広いタレント戦略に結び付け、バリューを最大化するため

に事業モデルを変えていかなければならない。つまり、RPAは単なる人員削減やコスト削減策を超えた変革な

のである。

はじめに
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ロボティック・プロセス・

オートメーション（RPA）

 ルールに基づいた、単

純・複雑な作業に活用

 可能になること：

 作業の高速化

 大量作業

 エラーとコストの低減

 例：予め設定されたルー

ルに基づくクレジットカー

ド処理

非構造化データの変換およ

び自然言語処理（NLP）

 パターン認識、非構造化

データの変換のための

質問

 例：電子メールや契約書

を構造化データへ変換

自動言語生成（NLG）

 データを自然な言語の

文章に変換する

 例：定型文の手紙、デー

タに基づいて文章を書く

機械学習

 因果関係や根本原因解

析を学習する

 現状分析、遡及的な分

析、予測、一定の判断を

行う

 例：パフォーマンスの予

想、財務予想、違法行為

の検知

チャットボット

 インターネット上の回線あ

るいは音声を通じて自然

な会話を自動で行う

 セグメントに応じ、個々人

の顧客から学習する

 例：コールセンター等の一

次的なサービスを提供

インテリジェント・アシスタント

 新たな刺激から学習する、

新しいシナリオにあわせ

て発展する

 例：医療診断、医薬R&D

での活用

図表1. ロボット技術と認知技術

認知的従事認知洞察と学習自動化
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自分で歩いて話す「オートボット」とは程遠く、RPA は、リアルタイムの創造性や判断を必要としない、ルールに

基づいた反復動作を真似し続ける単なるソフトウェアだ。RPA はルールに基づいた動作や、同一データを異な

るインターフェースに入力するような作業を、滞りなく、人間よりも速いスピードで行うことができる。エラーや不

正が起こる確率も低い。つまり、人間がより高付加価値の仕事に取り組むことができるように、人間からロボット

的作業を取り除いてやるのだ。

歴史的に見ても、自動化によって失われる仕事よりも、創出される仕事のほうが多い傾向にある*2。観察、判断、

干渉、考察、顧客へのサービス提供等に人間のスキルが必要不可欠になってきたからだ。古典的な例が、

ATMの導入だ。ATM導入の際、機械が銀行員に取って代わることによる失業の可能性に対して抗議の声が上

がっていた。しかし結果的には、逆のことが起こった。多くの銀行で雇用は増えたのである。本質的に、RPAに

よって人間は個人の付加価値を高めることができ、組織の目的と戦略により直結することができる。そして、従

来は能力的なあるいは物理的な制約によって守備範囲外となっていたマーケットにも手を伸ばすことができるよ

うになる。RPAによって実質的に冗長になってしまう業務もある（事務・管理業務、ITメンテナンス、コーポレート

ファイナンス事務等）ものの、RPAは同時に新たな仕事を創出し、セールスマンやサービス提供者が顧客と過ご

す時間を増やすことができるのである。

RPAが雇用に及ぼす影響は色々と研究されている。最近のとある研究によると、2025年までに16%もの仕事

がRPAに取って代わられるとのことだ*3。しかし多くの組織が、ベビーブーマー世代のリタイア*4に伴う労働力の

減少や、人々がフルタイムの正規雇用よりもフリーランスで働くことを選ぶギグ・エコノミーの拡大により、平均

7.3%の仕事の減少*5は相殺されると考えている。RPAは低賃金労働者にとって大いなる脅威だという主張もあ

るが、むしろRPA によって従業員満足度とエンゲージメントの向上が望める。最近、とある金融サービス企業が、

クレジットカード詐欺と支払い取り消しを担当する部署で、RPAを導入したところ、従業員への詳細な影響はま

だ調査中ではあるものの、従業員満足度が非常に改善されたという報告もある。また、別の研究によると、従業

員が行う業務のうち実に50%が、単純作業で、事務的で、非常に多くの手作業を要し、満足度がとても低いもの

となっているとのことだ。RPAを活用できるのはこういう仕事である（図表2参照）。まとめると、二十世紀のATM 

導入時に多くの銀行の支店が影響を受けたように、RPAの導入によりマイナスの影響を受ける人は確かに一

定数発生するものの、将来的には色々なスキルが必要となる様々な仕事が創出されると我々は考える。

機械の台頭

とはいえ、32%もの企業がRPAの到来には備えているものの、従業員を

その後どうするかを考えている企業はたったの12%しかない*6。我々の調

査でもそのことは裏付けられている。デロイト グローバル・ヒューマン・

キャピタル・トレンド 2017によると、人間、ロボット、AIが一緒になって働

いている職場を切り盛りできる自信があると回答したのは、たったの17%

だった*7。変化に上手く対応できないがために、実に60%から70%もの変

革が失敗に終わっているのである*8。

32%もの企業がRPAの到来
に備えているものの、従業
員をその後どうするかを考え
ている企業はたったの12%
しかない。

5



反復作業、ルールに
基づいた作業、
曖昧さのない作業、
例外の少ない作業が
RFAに適している

図表2. RPAに適しているプロセス

1  データ検索（社内外の安全なサイトにアクセス）
 データ照合、集計、統合

2
 データマッピングと確認・検証
 エラーパターンの分析と特定
 非構造化データの照合と分析
 視覚的な文字認識による自然言語データレビュー

3
 データ受信とデータ記録
 複数のインターフェースへのデータ入力
 メタデータと情報のアーカイブ

4
 自動計算
 ルールに基づいた自動判断
 分析およびレポート作成

5
 ロボットへの仕事を分配（負荷の調整）
 タスクの分配と引き継ぎプロセスの除外
 ロボットを組み合わせることによる一気通貫の
プロセス

6
 データ移行とテスト
（1対1、1対複数、複数対1、複数対複数）

 従業員、サプライヤー、顧客への自動通知

7  ロボットの作業の自動報告作成
 プロセスのパフォーマンスの詳細分析

管
理
タ
ス
ク

業
務
タ
ス
ク

情報の収集と照合

検証と分析

データの登録

情報の収集と照合

編成と管理

輸送と
コミュニケーション

報告

RPAをより広範な戦略的目的に適用させるためには、RPAは労働力の様々な側面で起こってい

る変化の一部であると認識することが重要だ。

つまり、 今ある労働力に RPAがどのような影響を与えるのかを理解し、管理体制や組織設計に

適切な変化を意識的に起こすことが、組織の飛躍に不可欠なのである。
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RPAによって、一連のプロセスの自動化と余剰能力の再配置、削減が可能となり、それによりビジネス戦略の

加速化を促し、組織の成長とパフォーマンスの最大化を図ることができるようになる。他の大規模なビジネス変

革と同様に、RPAの導入は、ビジネス戦略、従業員戦略、プロセス、テクノロジー等を含む俯瞰的な視点で行わ

なくてはいけない（詳細は別紙参照）。RPA 導入は俊敏性も要するので、これらの要素を同時並行的に取り扱

う必要がある。

しかしながら、これまでの変革と異なり、RPAには独特且つ重要なニュアンスが伴う。すなわち、（1）反復性を伴

うという性質と技術が展開されるスピードの速さ、そして（2）技術が人間のように、オリエンテーション、トレーニ

ングを必要とする点である。

確かに、どのような規模であれ RPA導入の際は、最初から反復的なチェンジ・マネジメントの手法を採ることが

肝要となる。RPA導入の際は、どんな規模であっても、従業員は業務の混乱と失業の恐怖に苛まれる。たとえ

決定的な答えがその時点では明確ではなくても、どのようなプロセスで行うのか、どんな目的で導入するのかを

はっきりさせ、変化の意義を全従業員が納得するように努めなくてはならない。そこには、ビジネスケースやビ

ジョンにおいて一貫したリーダーシップを発揮すること、明確なガバナンスの構造を確立すること、ステークホル

ダーが誰なのか、彼らが変化に肯定的なのか否定的なのかを理解すること、企業文化と組織設計への影響を

考慮し、トップ・ダウン・コミュニケーションとエンゲージメントプランの策定を行うこと等が含まれる。RPAはほと

んどのステークホルダーにとって、目新しいことである。よって、何がRPAで、何がRPAでないのかを伝えること

が、組織内の信頼関係を構築していく上で、ひいては変革を成功させるために、重要なのである。

更に、RPAの導入は、部署をまたいで実施されることもあるが、そうなると責任部署が明確でなくなる。そこで初

期の段階での一貫したリーダーシップと、変革への覚悟が重要なのだ。RPAの導入には、専門知識の集約、中

央集中型のガバナンスモデル、明確な説明責任、上層部からの強力な支援、ファイナンス、IT、リスク、コンプラ

イアンス、HR （労働組合が関わってくる場合は労使関係担当者含む）、購買（アウトソース化の可能性がある

場合）、幹部のリーダーシップ、これら全てが関わってくるのである。

導入計画

自動化の戦略と企業の戦略に一貫性を持たせるためには、一貫したリーダーシップを、財政上

のみならず、労働力の計画においても発揮する必要がある。

つまり、RPA導入によりバリューを最大化し利益を得るためには、より幅広いタレントマネジメント

戦略や事業モデルにも変化を起こす必要がある。
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RPA導入のためのチェックリスト

RPA導入に際しては、下記のことを実施すること：

幹部層に一貫したリーダーシップがあることを確認 単なる総論への賛成ではなく、従

業員への取り扱いがどうなるのか、導入の目的は何なのか（ビジネスケースにより数値

化された目的を設定）、タイムライン、リソースについて、幹部層の合意を得ておくこと。

変革のリーダーは誰が担うのか決めておく 変革のリーダーとは実際に変革の顔とな

る役割を担い、成功の可否を握る。プロセスの選定、組織デザイン、キーとなるメッセー

ジ、タレント等の面からリーダーを支援することにより、ギリギリになってからのごたごた

や、変革の途中のリスクを低減することができる。

企業の戦略と自動化の戦略に一貫性をもたせる これまでやってきたことからの移行

は簡単には行かないが、従業員が全体的な戦略とのつながり（サービス向上、コスト削

減、収益増加等）や、従業員にとってのメリットを理解していれば、従業員の動きもより

速くなるし、変化に追いつけるように努力するようになる。

未来の状態へ従業員を導く 新しい環境での業務について、従業員に周知する。技術

的な研修（チェンジ・マネジメント、プログラム・マネジメント、自動化マネジメント等）およ

びリーダーシップ開発（共感力や説得等のヒューマンスキル）の両方を含む研修戦略を

よく練り、改善の継続の重要性を伝える。それにより組織は変革を乗り越え、持続可能

な変革を達成することができる。

従業員の移行措置、配置転換、解任についてしっかり計画を立てておく 言い換えると、

もし誰かが「私はクビになるんですか？」と聞かれた際に回答できるよう、きちんと答え

を準備しておく、ということだ。簡単な質問ではないし、簡単に済ませてはいけない。

人々はロボットではなく、強い感情を持つ生き物であると実感するだろう。しかしもしリー

ダーがきちんと一貫性のある態度を示すことができ、HRがコミットし、初めの段階から

変革プランをきちんと策定できていれば、会社はその質問に答えることができるだろう。

たとえ確かな答えを即座に用意できなくても。
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ロボット・コントローラー

 “ロボットの管理”、ロボットに関する窓口を担当

 ロボットのスケジューリング、プロセスのモニター、

何か重要な問題の予兆が無いか検知する

ビジネス・ユーザー

 ロボットによって発生した例外事例を担当

プロセス・ロボティック・デベロッパーとメンテナンス

 プロセス・ロボティック用途において目的とプロセスを

開発する

 用途変更においてモデルプロセスのメンテナンス

 問題発生時のロボット・コントローラーの問い合わせ先

テクニカル・アプリケーション・マネージャー

 プロセス・ロボティック・ソフトウェアのインストールの

メンテナンス（サーバー／バーチャルデスクトップインフラ

／ローカル）

 システムとセキュリティ設定のメンテナンス

 アプリケーションが作動しているかのモニタリング

ベンダー・サポート

 プロセス・ロボティック・ソフトウェアの技術的メンテナンス

や、その他重要事項のサポート

「アジャイルな」組織を作ることは、長らくビジネスリーダーの目指すところであった。92%ものビジネスリーダー

が、従業員をより顧客に近づけ、イノベーションのスピードを上げ、従業員のエンパワーメントとエンゲージメント

を向上させることを望んでいる。RPAはこれらの目的を達成するための強力な促進力となり得る*9。ただし、並

行して組織デザインについての熟慮も要する。

最近我々がHRプロフェッショナルに対して行ったグローバル・サーベイによると、65%の回答者がRPAをオペ

レーティング・モデルの例として捉えており、これまで主に事務処理にのみに従事していた「デジタル労働力」の

到来を可能とすると考えている*10。ある程度の規模のRPAの導入には、組織の組み換えが必要であり（例：

オートメーションのチームや役割の中央化あるいは周辺化、特定の部署の配置転換・廃止等）、また、既にある

組織の適応も必要だ（例：部署の担当範囲やチームの機敏性の変更等）。

特定の部署や職種の役割が大幅に変更となったり、あるいは消滅したりする一方で、新たな職種も出現する。

例えばスケジューリングやプロセス・モニタリングを担当する「ロボット・コントローラー」や、用途変更の際のモデ

ルプロセスのメンテナンスを行ったり、何か問題が発生した際にロボット・コントローラーが最初に問い合わせる

先となる「プロセス・ロボティック・デベロッパー」等の職である。（詳細例は図表3参照）

新たな労働エコシステムの
活性化

1

図表3. RPAによって出現する新たな職種
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RPAによって、人々の働き方やプロセスも変わるため、組織や職種の設

計も、はっきりとした狙いや効果を念頭に置きつつ行わなくてはいけない。

しかし、スピードの速い変化に追いつけるだけの俊敏さも必要だ。

DeloitteがMITと共に2016年に行った研究によると、ビジネスリーダーの

70%が、将来的には新しいタイプのタレントとスキルが必要になるだろう

と考えている*11。RPAの到来と共に、現在従業員がやっていることが不

要となる場合もあるし、現在やっていないことで必要になってくるものもあ

る。人間の方が機械よりも適しているものというのは残るのだ。理解力、

調整力、創造力、社会的なコミュニケーション能力や社会的知性等のス

キルが、これからはリーダーにも従業員にも益々求められるようになるだ

ろう。これらのスキルは自動化が最も難しいからである*12。新たに生まれ

る職種では、新たな能力やアクセスポイントが必要になってくる。例えば、

RPAを含むチームを率いるリーダーは、バーチャルな労働力を管理する

ためにある程度のレベルの技術的知見が無いと務まらない。

人員計画も、自動化の導入具合や、チーム編成によって変わってくるだ

ろう。戦略と業務を労働力とリンクさせた人員計画によって、従業員の物

理的な距離や、自動化のレベル、タレントカテゴリー、経済的なインパクト

（例：労働力の構成内訳が変わることによる財政的な影響）等、あらゆる

面に影響を与えることができ、これが新しいタレント戦略の基盤となるの

である。これにより、ビジョン・戦略・従業員を繋げることが可能となり、従

業員の量と質、変革のタイミング、新規採用をコントロールすることができ

るのである。

新たな労働エコシステムの実例

フルタイムの正社員の数と移行のタイミングは、組織の

目的のみならず、現地の法律や規制、労働契約に寄る

ところが大きい。

Deloitteでは、 ヨーロッパのとある金融機関にて、6か月

の間に15のプロセスの自動化を手掛けたことがある。自動

化するプロセスは、チーム全体が影響を受けるといった

ことのないように、慎重に選定された。とある部署では、

これまでは5人の正社員が担当していた3つのプロセス

が自動化の対象となった。RPA導入後にも残る業務は、

その5人のうち3人で担当することになり、ひとりは別の部

署へ異動になり、もうひとりは同じ部署内で戦略的プロ

ジェクトへと担当が変更となった。 別の例では、1,300体

のロボットの導入により、16か月で260以上ものプロセ

スが自動化され、大幅な人員削減に成功した。

RPAの価値を最大限発揮するためには、他の重要なメリットも活用しなくてはならない。

—例えば、データの質の改善や、エラーの低減により、従業員はより効率良く働くことができ、結

果を出すことができるようになる。

つまり、RPAのメリットは人員削減によるコスト削減に終始せず、人材のバリューチェーンを最適

化することにより、長期的なビジネスメリットをもたらすのだ。
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デロイト グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド 2017によると、50%のリーダーが、まだまだ自

社はロボティクスやAIの到来に備えたコンピテンシーのフレームワークを整えきれていないと回答し

ている。また、これらのテクノロジーに取って代わられた従業員の再配置や、新しいツールを使いこ

なすためのスキル習得についても、これからだと答えている。考慮すべき点は下記のとおりだ。

コーポレート・カルチャーを見直す RPAに移行すると、バーチャルチームを有効的に

活用するために、作業規範の変更が必要となるだろう。また、イノベーションと分析も必

要となってくる。これは適切なリーダーシップとトップ層の支援無しでは成しえないことだ。

しばしば社内での抵抗も発生する。

スキルギャップを分析し埋める 人員計画に応じて、企業は必要になってくる能力と今

ある能力の妥協点を探り、必要になってくる能力の開発・獲得に向けて、計画を練るこ

とになる。組織内のタレントのライフサイクル（採用から異動まで）を端から端まで見直

すことも必要になってくる。

慎重に変化をコントロールする RPA導入によって、自分の職務にどんな影響がある

のか、大局的にはどうなるのかを従業員が理解することは必要不可欠だ。RPA導入に

関わる全従業員（あるいは一部）が、職務の変更、職務の廃止、求められる能力の変

化のいずれかに遭遇することになる。そういった変化に対応できるように、そういう人た

ちのための移行計画（そしてその他の人のためには能力開発計画）を個人レベル、部

署レベルで策定することにより、不要な混乱を最小限に抑え、安定した状態への定着

を促進する。ノウハウの引継の計画も大切で、特に会社を去ることになる人々からのノ

ウハウの引継ぎが上手く行えるようにすることが重要だ。

未来の労働力に備えるためのチェックリスト
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RPAがいったん導入され、従業員が新たな職務に再配置されたり企業

から出されたりすると、少しでも早く安定した状態に到達することが、その

プロジェクトのメリットを最大限に享受するためには不可欠だ。フィード

バックを素早く収集し、継続的な改善を保証することによってそれは可能

となる。プロセスの選定から導入まで、反復的かつ段階的なアプローチを

採っていることから、変化は常に起こることになる。

バーチャルの労働力が安定し、新たな労働エコシステムが新しい基準に

なってくると、継続的に進捗状況をビジョンに即して評価すること、ギャッ

プを埋めるための措置を計画すること、タレント戦略のあらゆる面を見直

すこと、プロセスが全てのタイプの労働者を含むこと等が大切となる。

メリットを維持する

従業員やリーダーが、バーチャルな

労働力の周りで働くのではなく、共

に働くことに対し動機付けられるよう

に、パフォーマンス・マネジメントも調

整が必要になるかもしれない。

例えば、新しい文化に合う人材を採るために、採用方法のアップデートが必要になるかもしれない。従業員や

リーダーが、ハイブリッドなチームでやっていけるように、あるいはスキルを機能横断的に活用できるように、

ラーニングや人材開発を見直す必要があるかもしれない。従業員やリーダーが、バーチャルな労働力の周りで

働くのではなく、共に働くことに対し動機付けられるように、パフォーマンス・マネジメントも調整が必要になるか

もしれない。

つまり、HRプロセス、HRプログラム、HRシステム、HRの役割は、変わりゆく職場に適合していかないと、使い

物にならなくなってしまうということである。RPAや他の自動化が新たな労働エコシステムに取り込まれるにつれ

て、労働力の移行計画、一時的なプロジェクトによる合理化、専門的コアスキルの中央集中化等が重要になっ

てくる。HRは反復的で、労力を要するプロセスを特定するという意味で、RPAの「雇用主」でもある（例えば、オ

ンボーディング、退職時の計算、サービス提供等）。新たなHRに求められるのは、新しい労働体系をスムーズ

に運用するためのスキルだけではなく、RPAのリーダーとしてのスキルも求められるようになる。HRの役割（需

要と供給）やHR機能におけるツールの見直しと再トレーニングが必要になってくるのである。

最後に、このような労働の進化により、従業員エンゲージメントも再定義されることになる。労働者には引き続き

従業員も含まれるが、契約社員、クラウドワーカー、自動化システムも含まれるようになる。タレント・ブランドと

消費者ブランドの境界は消えていき、全構成員を内包する共通のエンゲージメント・プラットフォームを作り出す

ことがますます必要となっていくのである。

新たな労働エコシステムのメリットを維持するためには、最初のボットが生産を開始したところが

終着点ではない、ということを覚えておかねばらない。

つまり、変化し続ける労働力に合わせ、タレント戦略やプロセスも継続的に進化させていく必要

があるのだ。
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労働の新世界がやってきた。しかし、そんなに恐れる必要はない。ベビーブーマー世代の引退は続くし、ミレニ

アル世代――急速に発展するテクノロジーに生まれつき順応可能な「デジタルネイティブ世代」も、やりがいの

ある様々な職に就きたがる*13。この世代、そしてこの次の世代にとって、人間からロボット的作業を取り除くこと

は、より高いエンゲージメント、パフォーマンス、イノベーションをもたらすことになる。

RPAや他の自動化を労働エコシステムに取り入れようとしない企業は、効率性や質の向上、リスク低減、イノ

ベーション、そして究極的には成長のチャンスをみすみす逃すことになる。

この変革が始まると、チームの編成、職務の定義、そして変革を実行しコントロールするために、求められる

スキルや能力に大幅な変化がもたらされる。研修や教育によって、確かに職務横断的に活躍できるジェネラリ

ストは育成されるだろう。しかし、全従業員を利するわけではないという点を忘れてはいけない。よって企業が、

強健なチェンジマネジメント、組織、タレント戦略をもってして、自動化によってもたらされる新たな職場と求める

タレント像を先陣切って提示し、混乱を最小限に抑え、可能な限りのベストな結果を保証することが大切なので

ある。

結局、我々は人間でしかないのだから。

未来がやってきた。
用意はできているか？
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付録

バーチャルな労働力を創出するための重要な柱と考察

ビジョンと戦略

 ビジョン：総合的な目標（プロセス・オートメーションかまたはバーチャルな労働力か）
と成功するための方策を理解する―RPAに投資するのはコスト削減のためか、
成長促進のためか、あるいはその両方のためか？

 要件：組織の自動化機能とその成熟度（RPA、機械学習、認知等）について、必須
のものと望ましいものを明確に定義する

 戦略：提供モデル（中央化かまたは周辺化か）、事業モデルの相互運用性、組織全
体に拡張可能なロボットを設計および提供するための投資例とロードマップを定義
する

方針とプロセスの
イノベーション

 プロセス・方針・手順のイノベーション：既存の業務プロセス、方針および手順に対するロボットの
影響（リスクと統制、規制、コンプライアンス、監査等）を理解し、設計を進化させる

 通常業務サポート：組織規模の拡大に伴い、稼働中のロボットを管理するための定常状態の
サポートプロセスを定義する（インシデント管理、リリース管理、品質管理等）

 業務の継続性：プロセス自動化後の実稼働中に発生する、予期できないインシデントに対応でき
るように組織を準備する（例：ロボットが「機能しなくなる」とどうなるか）

テクノロジーの増強

 RPAインフラ：適切なセキュリティモデル、IDとアクセス管理、バーチャルワーカーが機能するためのプラット
フォームを考慮した、最適なテクノロジーインフラを確立する

 ロボットのトレーニングとテストの方法論：従来のシステム開発ライフサイクルや新しいテクノロジーの採用を
通じてテストするのではなく、バーチャルな労働力を「トレーニングする」ために最適な方法論を開発する

 障害回復とロールバック：エラー検出、障害回復、ロールバックに対する適切なコントロールを備えた最適な
方針を立てて、バーチャルな労働力の生産性を継続できるようにする

労働力の移行と
組織の有効性

 要員計画とタレント戦略：（下図参照）事業戦略を、従業員需要の変化だけではなく作業方法の変化を考慮した要員計画に
変換する

 管理体制の変更：概念実証から本格的な導入への変化をうまく管理するために考慮する必要がある、ステークホルダー
エンゲージメント、変化の影響、リスクの領域を評価する

 企業文化とエンゲージメント：仕事を完了するための新しい方法を定義し、現状との違いを把握し、ギャップを解消し向上
心ある企業文化を醸成するための実行計画を立て、従業員エンゲージメントへの影響を評価する

 組織設計：将来の状態における人間・ボットの相互作用と、組織設計・役割と責任の変更・管理の範囲等に与える影響を
理解する

自動化レベル

タレント

カテゴリー

労働力計画とタレント戦略
物理的な近さ

戦略と業務の連携1 労働力に与える影響のプロファイリング2 経済的影響のモデリング3
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