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労働力の新しい概念：
ノーカラーワークフォース

ヒトとキカイの境界線が融解し、
互いに高め合う未来

今日、オートメーション、
コグニティブコンピューティング、AIといったテクノロジーが
ますます社会の牽引力を強める中で、世の企業は自社の「働き手」の役割を定義し直
す必要性に迫られている。
仕事の一部は人間に、一部は機械に、
そして一部はテクノロ
ジーが人間の能力を最大限に高める
「ハイブリッド型」の労働力に割り当てる、
といっ
た具合に。人間と機械の両方を管理しなければならなくなると、企業の人事部門はこ
れまでにはなかった試練に直面することになる。例えば、人間と機械を同時に教育す
るにはどうすればよいか。
あるいはバーチャルワーカー、
コグニティブエージェント、ボ
ット、AIといったテクノロジーと人間との協業を意味する、新しい労働力の概念「ノーカ
ラーワークフォース
（襟を持たない労働力：no-collar workforce）」
（訳注）を全体管理
するには、どのような人事プロセスを構築すればよいか。従来型の慣習、システム、人
材モデルに対し、思い切ってメスを入れることによって初めて、企業の人事部門は未来
の人材（機械と人間の両方）をうまくサポートできる、機敏で活力に満ちた組織へと変
革を果たすことができるのである。
（訳注）ノーカラーワークフォース
（no-collar workforce）は、直訳すると
「襟（collar）のない労働者」
という意味である。
最近まで
は肉体労働者を表す
「ブルーカラー」
や、事務系の労働者を表す
「ホワイトカラー」のように、
シャツの襟の色は、
その労働者の職種

を比喩的に表現する言葉として使われてきた。
近年は特定の企業に属さず自由な働き方をする労働者を指す
「no-collar work-

ers」
という言葉も一般的になりつつあるが、
これらはいずれも
「人間」の労働者を指す用語である。
この章で使われている
「ノーカ

ラー（no-collar）」は、人間だけではなく、AIに代表される
「機械の」労働力と、人間の労働力がお互いの長所を引き出し合い、高
め合う
「協業形態」
そのものを指して使われている。

高

度な自動化を意味するいわゆる
「インテリ

に希望にあふれ、
それでいてはるかに現実味のあるシ

ジェントオートメーション」が着実に普及す

ナリオを考慮できていない。
それは近い将来、労働者

るのに伴って、歴史的な技術破壊を伝える

と機械がシームレスに協業し、
お互いを補完しあうこと

マスコミ報道は過熱する一方である。例えば、
「新しい

で生産性を高めるというシナリオである。むしろ、
これ

の労働者はロボットに置き換えられる高いリスクに直

「ハイブリット型」の労働力を採用し、管理し、育成すべ

「アメリカ
研究：AIはミレニアル世代の仕事を奪う」1や、

面している」2といったニュースだ。

からの各企業の人事部門は、人間と機械が協業する

く、新たな戦略と仕組みを開発し始めるようになるだ

こうした悲観的な見出しは多くのクリック数を集め

ろう。

注目されるものだが、残念なことに、
それよりもはるか
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図1.「ノーカラーワークフォース」時代の新しいマインドセット

人間と機械はビジネスに多面的なメリットをもたらす
「ノーカラーワークフォース」
という新しい労働形態の中で、
それぞれの専門スキルと能力を活かし、協力し合うことができる。
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人間がロボティクス、
コグニティブコンピューティン

再編成や再雇用を行うのは簡単なことではない。
「人

ちてくるかのような大騒ぎは、
そのうち杞憂に終わるだ

には、仕事、企業文化、
テクノロジー、そして最も重要

グ、AIに仕事を奪われるのではという、
まるで空でも落

間と機械の協業」という新しい時代の潮流に対応する

ろう。確かに、
これらのツールは反復的な低レベルの

である「人間」に関して、全く新しい考え方が必要となる。

作業を、人間の代わりに自動化することはできる。
しか

しかし、
それがどれだけ困難なものだとしても、簡単に

重要なのは、単純作業を自動化ソリューションに任せ

能性を秘めている。
例えばこう考えてみて欲しい。
かつ

しそれはものごとの一面をとらえているに過ぎない。

見過ごしてしまうにはあまりに惜しいほどの大きな可

ることで、人間はより
「人間の本質」に近い側面、
すな

て我々が機械製造での生産性を高めてきたのと同じよ

スキル、EQ（心の知能指数で人間関係をうまく維持す

せることができたら、
どれほど素晴らしいだろうか。

わち人の心を動かして問題を解決する能力や、社会的

うなスケールで、人間自身のパフォーマンスをも向上さ

る能力）といった領域に集中できるようになる可能性

インテリジェントオートメーションの秘めたる可能

があることだ。
例えば、
リテールバンキング取引が自動

性を模索し、人間と機械が協業する新しい時代の到来

化されると、銀行員は商品の販売や顧客とのやりとり

をいち早く受け入れている先進企業にとって、
「もしも

に、
より多くの時間を費やすことができる。

到来したら」はもはや重要な問いではない。問題とな

デロイトは2017年に発表したGlobal Human Capi-

るのは、
「どれだけ早く到来するか」の一点のみである。

tal Trendsレポートで実施された調査において、140ヶ
国に亘る1万人以上の人事担当者およびビジネス

労働者諸君（ヒトもボットも）、
団結
しよう！

リーダーに次のような質問を行った。
「自動化はあな

たの組織の仕事にどのような影響を与えると思うか」。
自社の雇用が減ると回答したのは20％に留まってお

2017年のGlobal Human Capital Trendsレポート

り、77％もの回答者が、新しいテクノロジーを活用する

によると、調査対象である経営層の41％が、企業の労

よう従業員を再トレーニングするか、人間のスキルをよ

デロ
り活かすために仕事を再設計するつもりだと述べた3。

働力の中でコグニティブやAIといったテクノロジーをす

イトUKの最新調査によれば、
今やデジタル化やスマート

でに導入した、あるいは導入に向けた大きな進捗があ

技術が人間の職場を脅かしつつあるにも拘らず、人間

ったと回答した。
またその他の34％は、本格導入に向

が生来持っているソフトスキルは、
これからの時代も

けたパイロットプログラムをすでに開始していると回

変わらず重要なものであり続けるだろうと言われてい

答した。

る。

このように、テクノロジーの導入そのものは加速し

4

この調査が予見する未来は、早くも現実のものとな

ている一方で、人間、ロボット、AIという多様な労働力

りつつある。向こう1年半～2年の間に、多くの企業は

が密に連携して働ける状態になっていると回答したの
は、わずか17％に留まっている5。

業務内容の再設計や、人と機械が協業するいわゆる

人間と機械が協業する
「ノーカラー」のトレンドはま

「ハイブリッド環境」において仕事がどのように行われ

だ始まったばかりであるため、いま残りの83％に数え

るべきかを見直す必要に迫られるだろう。

このような労働力の新しい概念は、特に人事組織

られたとしても全く恥じる必要はない。それ ばかり

ボットや仮想労働者といった新しい労働力の実績管

ピードで進化していることを考えると、今ここで態度を

い労働者への新人研修や退職手続きはどうするのか。

られることになる。
それは自ら賞味期限を縮めるよう

もはや空想ではなくなってきている。機械の労働者を

応は、本レポートで紹介している他のテーマと同様に、

に対して、数多くの根本的な課題を突き付ける。例えば、

か、AI、
コグニティブ、ロボティクスがまさに凄まじいス
明確に決めたとしても、
すぐにまた変化への対応を迫

理を、企業はどのように行えばよいのか。人間ではな

一昔前だったら誰もが一笑に付したであろう問いが、

支援するための人事組織が新たに必要か、というのも、

この新しい概念が投げかける重要課題の一つである。

なものなのかもしれない。
労働力の新しい概念への対

短時間でゴールラインまで全力疾走する短距離走と

は全く性格の異なるものである。
むしろ、新たな発見を

求める長い冒険の旅といった趣の方が近い。
ニーズや

既存の仕事、
キャリア、人材モデルがどれほど定着

目標は企業によって変わるため、組織、人材、
テクノロ

しているかを考えると、自動化を中心にして労働者の
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ジー、
トレーニングに対するアプローチもおのずと異な

新しい労働モデルへと変革が進んでいくと、今度は

ってくる。
しかしこれから述べるように、労働力の変革と

AI、RPA、
コグニティブといった労働力が業務にどのよ

いう
「長い旅」を定義する共通軸も存在する。

うにかかわるかを、
うまく分類して説明しなければなら

のもとで、確立されたプロセスに従い特定のタスクを

今のところは、
これらのツールを単に
「テクノロジー」
と

企業文化：既存の企業文化は、固定化された役割

ないという、新たな難題に突き当たることもあるだろう。

こなす
「人間」の労働者を前提としている。
しかし、
それ

さえ呼んでおけば話は済む。但し、未来の労働モデル

身のキャリア、
そしてテクノロジーに期待する役割につ

ノロジーを単なるツールではなく、
「業務の一翼を担う

では自社の業務全般における自身の仕事の本質、自

の可能性とあるべき姿を正しく理解するためには、
テク

いて、どうしても固定観念を持ってしまう。
では、従来人

存在」ととらえ直す必要が出てくるだろう。例えば、機

間が担っていた役割やタスクをボットに置き換え始め

械学習は問題解決に貢献するもの、RPAはオペレーシ

ると、企業文化には一体何が起こるのだろうか。
テクノ

ョン管理の一部を受け持つもの、
といった風に。

れると、果たして職場の士気は損なわれるのだろうか。

るためには、そもそもそのテクノロジーが一体何者な

して同じ職場で緊密に連携し合い、互いを補完し合え

型の新しい労働形態にどのような付加価値をもたらし

ロジーが人間の能力を高めるように業務が再設計さ

しかし、
テクノロジーを業務の構成要素と位置付け

さらに言うと、
人間とテクノロジーが平等なパートナーと

のか、どのように機能し得るのか、そしてハイブリット

ると考えるのは、そこまで非現実的なことなのだろう

得るのかを、深く理解していなければならない。
すなわ

か。このような類の問いにきちんと答えられないよう

ち、
「テクノロジーへの精通」である。
そして自社のテク

では、
「AIに仕事を奪われる」という最悪の、
しかしよく

ノロジーに「精通」
するためには、自社における最重要

しまう。

ステムのケイパビリティはどうか。他システムとの関連

を開発することではない。むしろ人と機械が協業する

価値を生んでいるのか。将来的にどれくらい大きな可

このような新しい文化を作りたいと思うならば、人間

で言うと、オートメーションや、
それを可能にするテクノ

れを梃にして未来のデジタル組織像へと方向転換す

テクノロジー主導の労働力変革のあるべき姿を正確

硬直したプロセスに縛られ、
ごく当たり前の結果しか

とによって、労働概念の多様化に合わせてどのように

動化するだけでなく、人間を更に高い次元の仕事に注

行に移すことができるようになる。

は、仕事の「高次元化（augmentation）」に基づくべき

プロフェッショナルの多くがテクノロジーに精通してお

ありがちな誤解が、労使の間で共有されることとなって

のシステムを正確に理解していなければならない。シ

「ノーカラーワークフォース」とは、単にAIやボット

性はどうか。企業戦略や業務運用においてどのような
能性を秘めているのか6。労働形態の改革という文脈

文化の中で、新しい仕事の仕方を創造することである。

ロジーを深く理解することによって、企業戦略に沿った、

と機械の「ハイブリット型」人材モデルを支点と考え、
そ

に描くことができる。
そしてテクノロジーに精通するこ

べきである。機械でできた「同僚」のおかげで、人間は

業務を再設計すればよいのかをイメージし、迅速に実

出せない日常から解放される。機械は単純作業を自

今日では、IT関連業務に従事していない人も含め、

力させることができるからである。つまり労働文化と

り、最先端のイノベーションを熟知している。
しかし、人

ものであって、
「自動化（automation）」に基づくもので

間と機械が高度に協業する
「ハイブリッド型」の労働形

は決してないはずだ。
このような新しい意味での労働

態にいち早く対応するのに十分な専門知識、能力が社

環境に馴染むようになれば、人間は必然的に、
これま

員に備わっているかと言われれば、
それは未だ道半ば

でやってきた簡単なことは機械に任せようと考え始め
るだろう。言い換えれば、人間は逆に「機械という同

だと言わざるを得ない。社員が職責やランクに拘らず、

もあるのだ。
そのような文化が根付けば、経営層は（自

うにするために、各企業はテクノロジーを学習するた

創造性や社会貢献といった、
より本質的な側面で社員

提供する必要がある。
とりわけ、新しい労働形態に合

本質的に、創造的に、かつ着実に変革に貢献できるよ

僚」の生産性を高める責任を負っているということで
動化できるような）単純作業のスループットではなく、

めのイノベーティブな教育手法を開発し、組織全体に
わせて業務を刷新していく人事組織にとっては、特に

を評価できるようになるかもしれない。

重要なことである。

テクノロジーへの精通：人間だけを想定した古典

的な労働モデルから、人間と機械とが互いに高め合う
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ヒトとキカイのための人事組織：機械をひとたび

たな指標を定める必要がある。
そのためには、IT組織

「人材」ととらえたならば、次はAIをどのように調達・

やその他さまざまなチームリーダーと協業していくこと

統合し、職場に展開していくのか7 。次のような質問に

が必要である。

ははっきり答えられるようにしておきたいものである。

留意すべきは、
これらの指標や役割は、時間の経過

• スタッフの割り当てや遂行が簡単にはいかない業

とともに進化させていく必要があることだ。機械の労

なスキルが必要か。有力候補となる従業員が求め

とと、
タスクに対して今までより繊細なアプローチで成

ればよいか。

非常に大きな利点である。
しかし、人間と機械の協業

務は何か。
その業務を遂行するためには、どのよう

働者の利点と課題は、絶え間なく働き続けるというこ

られるスキルを有しているかを、どのように評価す

長し続けることである。生産性という意味においては

• 機械の「人材」をどのように職場に参画させ、軌道

という側面で考えると、
このままテクノロジーがどんど

• 機械の「人材」を、同僚となる人間にどのように紹

を担っていくべきなのだろうか。
タスクやケイパビリティ

に乗せればよいか。

ん進化・成長し続けた場合に、人間はどのような役割

介すべきか。

がもはや固定的とは言えなくなる中、人間や機械の能

• 必要なセキュリティアクセスとソフトウエアをどの

力を正確に測定するにはどうすればよいのか。さらに、

ように提供すべきか。アクセス管理や監査への要

人間と機械が協業するタスクのパフォーマンスを、どの

求に対してどのように対応すべきか。

ように測ればよいのだろうか。

また、割
• パフォーマンスをどのように評価すべきか。

り当てた仕事に適任ではないと判断された場合に、
どのように解雇すべきか。

時代の模範となるために

本編で紹介してきた労働力の新しい概念は、IT、経

どれも聞き覚えがある質問かもしれない。なぜなら

理、カスタマサービスといった組織を激変させる可能

ば、
これらはいずれも人間の労働者を採用したり管理

性があるが、
このような変化は人事組織、人材育成モ

したりする際に、人事組織が検討する事柄だからであ
る。

デル、働き方においても例外ではなくなるかもしれな

人事組織やIT組織は、
これらの労働者を管理するため

ョンを主導している人事組織も存在する。同様に、
デジ

機械の人材を労働力としてとらえるようになると、

い。
すでに企業レベルのデジタルトランスフォーメーシ

タル人材採用に向けた新たなアプローチを考える人

のアプローチを全面的に見直す必要に迫られる。
自動

事組織や、アプリケーションのような多様なデジタル

化には、必ずしも良くない、あるいは正しくないプロセ

スをもたらすリスクがある。
例えば、機械学習ツールは

ツールを導入し、従業員のトレーニングやサポートに

リズムは無意味なタスクを実行し始めるかもしれない。

ロセスやツールに関して言うと、従来の人事組織が取

積極的に活用する人事組織も増えている。
しかし、
プ

不正確な結果を出し始めるかもしれないし、AIアルゴ

り組んできたデジタル化の取組みは、AI、
コグニティブ、

このようなリスクを最小化するために、人事組織は、ガ

ロボティクスの持つ可能性と比較すると、早くも時代

バナンスや機械を制御する能力を設計して、機械の労

遅れになりつつある。近い将来、人事組織は従来人間

働者を
「管理」
する必要がある。

によって行われてきたタスクのうち、仮想エージェント、

一方で、人事組織は人間の採用、育成および労働者

管理といった従来通りの役割を、これからも担い続

ボット、そして質問への回答・業務処理・トレーニング

の労働形態に適したものにカスタマイズする必要があ

必要に迫られることになるだろう。

に使われるツールにかかわるプロセスを再設計する

けるだろう。
しかし、そのアプローチはハイブリッド型

また、機械の労働者を管理するためにコグニティブ

る。例えば、
ハイブリット型の労働環境に求められる複

ツールの活用を検討することで、未来の労働形態であ

数のスキルを向上させるために、
テクノロジーや役割

る
「ノーカラーワークフォース」の可能性はさらに広が

に特化したトレーニングを提供する必要があるだろう。

るだろう。

同様に、
パフォーマンスを正しく測定するために、個人

の役割の再定義や生産性への影響を織り込んだ、新
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よくある誤解と真実

「自動化」は、近年偏った解釈がされる用語である。
大幅な効率化やコスト削減といった前向きな印象を持つ
人もいれば、人員削減ととらえる人もいる。
この示唆に富む
「自動化」
という言葉と、
それに深く関連する
「ノーカ
ラーワークフォース」の潮流について、
よくある誤解を解いていきたい。
誤解：これまでの長い歴史の中で、自動化により人は仕事を奪われてきた。
結局自動化とは、労働コストを削
減することではないのか。

真実：AI、
コグニティブ技術やロボットは、人間ができることのすべてを、人間と同じように、人間よりも安く迅
速に行うことができると思っているかもしれないが、決してそんなことはない。
現時点では、共感する、説得す
る、言語を理解するといったことはまだ人間にしかできない。
「ノーカラー」
の潮流が勢いを増してくると、企業
は、
人間にしかできない仕事とは何かを考え直す必要に迫られるであろう。
それとともに、
企業は人間だけが
持つ能力をテクノロジーによって高めていく機会を模索することとなるだろう。
誤解：ロボティクスとコグニティブ技術はIT組織の管轄であり、
人事組織がすべきことはない。

真実：確かに、IT組織はこれらのテクノロジーの導入と管理を主導していくだろう。
しかし、人間と機械がとも
に働く中で、従来の人間と機械との境界線はもはや存在意義を持たなくなる。人間と機械が互いに協力し、
目的を達成するのである。
テクノロジーを取り入れることは、広範に亘る分野の知識を必要とする。
その実現
のために、
人事組織は業務の再設計や、
人間と機械のトレーニングを主導して行っていく必要がある。

誤解：テクノロジーに精通した労働者が必要なのは理解できるが、
すべての労働者がテクノロジーに精通す
る必要はあるのだろうか。
時間と労力の無駄ではないのか。

真実：すべての労働者がテクノロジーに精通していること、
そしてまた、雇い主である企業が彼らにテクノロ
ジーについて学べる環境を用意することは、最も重要なことである。
なぜなら、企業の持つテクノロジーとそ
れらが持つ可能性について、社員全員が共通認識を持たなければ、企業が斬新な戦略と可能性に満ちた未
来を実現するために必要不可欠な、全社共通のイマジネーションを育むことなど、
できないからである。
テク
ノロジーに精通することで、
あらゆるバックグラウンドを持つ労働者が、現状だけでなく、未来の可能性をも理
解することができるようになる。
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NASAの宇宙時代の労働力

ればボットを活躍させられるかを考え、自動化できる

作業を見つけやすくするために、ジャーニーマップを

NASAに入社したての職員のひとりが、Stennis

作成し、業務プロセスを分析可能な単位まで分解

Space Centerで勤務している。彼は立派な職員資格

した。Georgeは、採用候補者の適合性についてのレ

メールアカウントを持ち、主に取引データ処理の管理

人事チーム宛の報告書に組み込むという作業を担って

ットである。

買業務を自動化するというタスクを担っているボット

を持っており、
「1111ビル」の外で仕事を行っている。e

ポートをeメールからコピー&ペーストし、その情報を

業務に従事している。
名前はGeorge Washington。
ボ

いる。CFOオフィスの資金分配業務や、CIOチームの購

「私は、ボットを人間に取って替わるものではな

もいる。
かつては人間が数時間かけて行っていた業務

く、作業簡略化の手段としてとらえている。」と、NASA

であるが、今ではほんの数分で終わってしまう。

シェアードサービスセンタ（N SS C）のExe c u t i v e

NASAは局全体にボットの展開を始めた。
中央集権

Director、Mark Gloriosoは言う。
「我々は、職員がもっ

型ではなく分散型アプローチをとることで、NSSCの10

と効率的に仕事をできるようにボットを開発している。

ヶ所のセンタは職員をどのように配置したいのかをそ

それが軌道に乗れば、増員をせずにより多くを達成す

れぞれで決めることができる。
自分たちでどのタスクを

ることができるようになる。
」

自動化したいかを決め、それに応じたボットを開発す

Georgeは、NASAが開発したボットの小規模チーム

ることができる。ボットをひとつのコミュニティで運用

業や所内作業を行うように開発された。人間が、もっ

め、ボットへの投資も各センター持ちとなっている。業

の一員であり、決まりきった手順の反復的な帳簿作

するのではなく、各センターが個別に運用しているた

と高いレベルでの戦略的な活動に集中できるように

務が違えばロボットに求められるスキルもおのずと異

することがゴールである。
これは、経営資源最適化に

なるため、例えば財務などの特定の領域に強みを持つ

向けたNSSCの重点施策の一つとして2年前に計画

ソフトウエアベンダを、各センターが独自に選定できる

（bots-as-a-service）」プログラムとして始動した。その

ンターのボットがすべてNASAの基準に適合しているこ

され、Georgeが勤務を始めた2017年5月に、
「BaaS

仕組みになっている。Gloriosoのチームは、10あるセ

後間もなく、Thomas Jeffersonや他のボットが後に

とを確認した上で、各センターにおけるボットの製造を

続いた。

後押しする。
これによって、NSSCは必要な分だけボット

Gloriosoのチームは、投資のリターンを正確に測

プログラムの規模を拡大することができる。
インフラ全

るために、そしてIT側の負荷を不用意に高めてしまわ

ないように、このプログラムを最初は小規模に展開し、
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順次規模を拡大していくことにした。
チームは、どうす

最前線からの学び
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NSSCは創設以来、組織の決定に対し、従業員全員

同社は、経済と環境の両面での戦略目標を常に満た

が納得し合意することを重視してきた。Gloriosoの

さなけなければならないエネルギー業界において、先

ットのデモンストレーションを行った。
そして、
リーダーた

コントロールすることは会社のミッションを達成する

かけた。さらに、職員に対してボットのメリットを伝え、

えばイノベーティブな発想をしやすくするために、労働

チームは、センターの主な部署のリーダーに対して、ボ

進企業であり続けている。
この業界にとって、効率性を

ちに、
この技術を各チームメンバに伝えるように呼び

ボットが実際にどのように動くのかを見せる場として、
彼らは「Lunch and Learn」というセッションを始め

た。職員は、反復的で時間がかかるタスクを自動化す

ための重要な鍵となる。
ここで言う
「効率性」とは、例

力を最適化することである。Exelon社は、事務処理業

務を外部に委託することで、IT部門の従業員をクリエ

イティブな業務や分析業務に集中させることにした。
こ

るための手段として、
すぐにボットを取り入れるように

うした、労働力の有効活用を図るための「ストラテジッ

るような業務はないか考え、積極的に提言するように

を使った「人間の労働力」の強化の可能性を追求する

なった。
そして、
それ以外にボット導入の効果が見込め

クサプライヤプログラム」の成功を経て、同社はボット

なった。

人間の労働者と同じ能力が備わっているとはいえ、

ボットはさまざまな観点で何度もパフォーマンスレビ

ューを受けている。例えば、Gloriosoのチームがボット

企業として、一躍リーダー的存在になった。

「イノベーションとは、現実世界から離れた象牙の

塔にあるようなものではなく、
ひとりひとりが果たすべ

き任務なのである。
」と、Exelon Utilities社のIT Vice

にパスワードリセットの業務を引き継ごうとした時のこ

President兼CIOのMark Browningは言う。
「社員が

とである。ボットは人の労働者よりも非常に多くのパス

全員で組織を横断してイノベーションを起こし、自分

ワードリセット作業をこなすことが可能であり、
これに

たち自身の価値を再定義してもらいたいと思っている。

よって作業簡略化の劇的な改善が見込まれていた。
し

そのためには、
より優れたパフォーマンスや高い顧客

かし、
これにはユーザエクスペリエンスの品質が最大

サービスレベルを達成すべく、事務処理業務を機械に

の関門として立ちはだかった。
ユーザがボットとのコミ

任せて、労働資源をもっと付加価値の高い業務に移し

」
ていかなければならない9。

ュニケーションを
「難しい」と感じたら、
この試みは成

Exelon社のCEOは、稼働効率化とコスト削減を実

功とはいえなくなるのである。

現するRPAの可能性を自ら探ることで、会社全体を先

Gloriosoは、チームには常に人間が必要だと言う。

導している。CEOオフィスは、ボットのメリットを最大

予算を承認し、新たなビジネスを立ち上げるのは人間

限に活かすことのできる領域を特定するためのアセス

であり、またまれにルールの例外が発生した場合にボ

メントを数ヶ月に亘って実施し、IT部門がパイロット開

ットをサポートするのは、人間の熟練した知見だと言

発を行うための施策を推進することになった。IT、財務、

う。
Gloriosoは、
このプログラムが発展していけば、ボッ

トの開発やパフォーマンス管理といった領域に雇用創

サプライチェーン、
人事、
法務、
危機管理、
コミュニケーシ

出の潜在的なチャンスがあるとも考えている。
「私は、

ョンといった多くの部署がそれぞれの業務プロセスを

人材を雇えるようになることを望んでいる。
今はまず手

事例を考えた。思考も性格も異なるひとりひとりの人

うに仕事をサポートしてくれるかを教えている段階で

ある。
その意味で、ボット活用のロードマップ策定での

業務をボット化する必要性を訴えている段階なのだ8。」

るだけではなく、いかにしてRPAを業務の定義に適合

最終的には自分自身の業務を
『ボット化』
できるような

評価し、RPAが確実に機能し、貢献できるような想定

間の仕事を切り取って、ボットに任せようという試みで

始めにボットを開発し、
すべての職員にボットがどのよ

重要なポイントは、自動化に適した業務を単に特定す

ある。
現在はまだ、社員各々に対して、将来自分自身の

させるか、従業員をどのように組織するか、企業文化

的な背景を踏まえた上でRPAをどのように進めていく

Exelon Utilitiesがボットを
パワーアップする

か、
これらの事柄を定義することにある。

「我々は事務処理的なIT業務のアウトソース化に

より、コストの削減や、付加価値の高い業務に向けて

Exelon社は発電、送配電、エネルギー販売の事業

従業員を配置し直すことに成功した。業務をボットに

をアメリカ48州とワシントンDC、カナダに展開している。

シフトしていく過程においても、同様の成功を見込んで
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データ、
機械学習、
次世代ERP、
IoTなどのテクノロジーに

でき、
それが会社全体の成功に直接つながるような環

なることを望んでいる。彼は、
こうしたテクノロジーは

Exelon社が具体的なROIを伴った事例を示したこ

の業績に好ましい影響を与えると言う。
「RPAは、我々

どうフィットするかを考え始めた。
「これは単なるテクノ

と信じている。RPAはテクノロジーにおけるチャレンジ

ンジングで満足度の高い仕事のチャンスを得ることが

対するExelon社の投資を有意義に活用できるように

境をつくっていけるように、RPAを活用していきたい。
」

互いに交わって一種のシナジーを生み出し、ビジネス

とで、企業のリーダー達は、
それぞれの組織にボットが

が保持し続け、成熟させていくべき競争力の核である

ロジーの課題ではない。従業員や会社の使命に直接

であると同時に、チェンジマネジメントや組織風土の

関わる問題なのだ。
」

変革にも大きく関わると考えている。だから、我々はこ

Browningは、将来的にRPAが組織の中で成熟して

れをしっかりと推進していかなければならない。
」

いくことで、彼のチームがその技能を発展させ、ビッグ
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いる。
」
とBrowningは言う。
「従業員が、今よりもチャレ

リスクの視点から
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The Center for Cyber Safety and Educationによる

することで、大量の「スレットインテリジェンス（Threat

材がおよそ180万人不足すると予想されている10。未来

脅威に関する知見）」を処理するといったサイバー対

間がより高いレベルの活動に勤しむことのできるような

しかし、ボット自体が攻撃対象となり、従業員や顧

と、2022年までに、サイバーセキュリティにかかわる人

Intelligence：サイバーセキュリティにかかわる情報や

の労働形態、
すなわち機械が単純作業を担うことで、人

策の自動化が可能となる。

協業が実現すれば、サイバーセキュリティ人材の不足を

客情報などの機密情報の流出によって企業のレピュ

カバーすることができるかもしれない。
しかし一方で、新

テーションが傷つけられる可能性もある。
それゆえ、ボ

しい労働形態は既存の業務のありようを劇的に変容さ

ットやIoTデバイス、
アプリケーションやネットワークを

せる側面を持っていることも、企業は十分に知っておく

（オンプレミスであっても、遠隔の仮想環境であっても）、

べきである。

保護することが最も重要な観点となる。
ボットをしっか

りコントロールする仕組みをあらかじめ組み込み、継

職場の文化

続的に監視やテストを行い、新しい脅威にさらされた

働き方の変化は、すでに労働者同士のやりとりや

時にはすぐに対応できるようにしておかなければなら

関わり合いの方法に影響を及ぼしている。今日、同僚

ない。
これは単なる設備投資の問題には留まらず、企

セージで済ませることは珍しくないが、
それによって人

がって、業務部門とIT部門が緊密に連携しながら、職

るということはない。だが、同僚がボットとなった場合

することが必要である。

とのコミュニケーションをeメールやSNS、ショートメッ

業ポリシーや人事戦略にもかかわる問題である。
した

間同士のクリエイティブな協業関係が大きく損なわれ

場のサイバーリスク軽減に向けたガイドラインを策定

は、
ナレッジ共有は途端に難しくなり、協業関係ははる

かに複雑になる。例えば、サイバー専門家の重要な業

法規制

ナレッジを蓄積し、創造的な対策を考案するというも

たな規制やコンプライアンス上の問題が発生し得る。

業務が自動化され、人間と機械の協業が進むと、新

務の一つに、同僚と協力して攻撃メカニズムに関わる

例えば個人情報保護は、特に「EU一般情報保護規則

のがある。
この業務を自動化した場合、
コラボレーショ

ンの機会は減り、協業による相乗効果は薄くなってしま

（European Union’s General Data Protection Reg-

グと、機械への継続的なトレーニングや調整を行うこ

をセンサーやデバイス、
カメラ、
マイクなどから収集・処

を巧みに実行できる可能性もある。

収集してしまった場合、国によっては個人情報保護に

は、
ミッションベースで行動する人間と、
ルールベース

厳しい業界で働くボットは、
ネットワーク障害や機器の

は、
サイバーセキュリティに関わるタスクを実行する場

われる可能性がある。
加えて、人間とロボットの協業が

適用し、緊急性の高い脅威へ柔軟に対応することがで

の課題が露呈する可能性もあるため、労働法も適宜

ulation）
」
の対象企業にとって大きな課題である。
データ

うかもしれない。
しかし、人間への効果的なトレーニン

理する職場のボットが、意図せず従業員の個人情報を

とで、お互いが協力し合ってより広範なサイバー戦略

関する法律違反になり得る。
また、金融などの規制が

また、RPAによって人間と機械が協業するチームで

故障により自動監視機能が停止した場合に責任を問

で振る舞うボットの間に軋轢が生じかねない。人間

増えてくると、現在ではまだ予見できていない労務上

合、使命感を持って取組み、必要に応じて例外処置を

見直していかなくてはいけないだろう。

きる。一方、ボットは状況の把握能力に限界があり、例

人間と機械が協業する「ノーカラーワークフォース」

外に対する瞬時の判断は苦手である。
そのため、人間

は、将来的にサイバーセキュリティの計画策定と実行

の判断と意思決定が必要な業務はどれなのかを事前

の能力を強化し、ひいてはリスク管理全般を大きく改

に検証した上で、自動化するタスクを慎重に選択する

善する可能性を秘めている。スレットインテリジェンス、

ことが重要となる。

セキュリティソフトの監視、権限管理といった機能が自

サイバーセキュリティ

動化されるようになれば、企業のサイバーセキュリティ

ボットは、さまざまな制御処理を自動化することで

の一貫性、信頼性、カバレッジは今よりもはるかに向

サイバーリスクを軽減させ、信頼性、一貫性および有

上するだろう。

効性の向上に貢献することができる。
また、RPAを活用
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エンプロイーエクスペリエンスへの関心が高まってい

る。
デロイトが10の地域で実施した調査によると、RPA

ることや、クラウド技術の導入が比較的進んでいると

様な業界に対して与えている。コグニティブコンピ

や実現技術（Enabling Technology）
（訳注）を積極的

はほぼすべての国と地域において、一定の影響を多

いう環境もあり、拡張技術（Augmented Technology）

ューティングとAIは、現段階ではまだ全世界にあまね

に活用する動きが加速している。

く波及しているとは言えないものの、
「ノーカラーワーク

（訳注）実現技術（イネーブリング技術：Enabling Tech-

フォース」は今後グローバル企業が競争を勝ち抜くた

nology）とは、人々や文化に革新的な変化をもたらすような

めに、取り入れなくてはならないトレンドと言ってもよ

発明やイノベーションを指す。実現技術が生まれると、
さらに

いだろう。

それを活用・派生させた後発のテクノロジーが、多様な場所

ラテンアメリカでは、ビッグデータ解析が意思決定

で短期間に次々に開発されるという特徴がある。

一方、高い失業率に悩むアフリカの発展途上の市場

の根 幹をなす鉱 業、資 源・エネルギー 業 界の企 業

では、人間と機械の協業への前途は茫洋と言わざるを

が、RPAに強く注目している。中央ヨーロッパでは、多

得ない。
テクノロジーの発展やクラウドプラットフォーム

数のシェアードサービスセンタ、BPOプロバイダなど

の活用が進めば企業組織の変革が加速する可能性も

が、RPAやコグニティブオートメーションを活用してい

るようである。
この潮流によって、
「人間」には旧来の機

ゼロではないが、現状は制約の大きい労働環境が発

のような高次元のスキルが今後求められることになる

調査回答者の大多数は、1～2年でRPAが普及する

展の障害となっている。

械的プロセスの実行ではなく、
クリティカルシンキング

と考える一方、
コグニティブコンピューティングとAIの

だろう。北ヨーロッパにも同様のことがいえ、人間と

すべての地域
普及は2年〜5年かかると予想している。

機械の24時間体制の協業が、世界規模で進むことが

において、
このような技術の普及を進めるために必要

期待されている。
この変化を起こすためには、企業の
IT部門がイニシアティブを取って進めることが不可欠

である。オーストラリアでは、カスタマエクスペリエンス、
図2. グローバルインパクト
指標
関心

なスキルの向上が、ますます期待されるようになるだ

ろう。

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.
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グローバルの視点から

RPAは、今や世界中で働き方に変化をもたらしてい
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始め方

身がどれだけ理解できているか検証でき、
プロセ

「ノーカラーワークフォース」を実現するためには、

入念な計画が必要である。人間と機械が相乗効果を
発揮できるように、課題を想定し、
「ハイブリッド型」の

ス全体の効率化に寄与する人材やテクノロジーに
関するオプションを検討することができる。
また、自

動化が自社組織にどのようなインパクトをもたら

すのか、斬新な気づきを与えてくれるかもしれない。

労働形態をうまく機能させるためのあらゆる要素を考

• スキルとタスクを分類する。
倫理観や創造性といっ

以降では、既存の業務を分解し、人間が本質的に注力

質的なタスクとの違いを定義する。
その違いを理

慮して、リソースとガバナンスを整備する必要がある。

た人間固有のスキルと、機械でも遂行し得る非本

すべき業務は何か、そしてどのような業務が「協業」に

解することは、業務の再設計や、人間がより本質的

適しているのかを検討するためのファーストステップ

な仕事に注力できる機会の特定、自動化の戦略策

• ニーズを検証する。人間と機械の協業は自社にと

• ツールと戦術を研究する。同業他社ではどのよう

を紹介する。

定を行う上で役立つだろう。

って実行可能な選択肢か。
この質問に答えるため

には、企業のミッションクリティカルな活動の中で、
機械で代替できる要素を含むのはどの業務領域

なのかを、まずは特定する必要がある。
そのような

なコグニティブ技術や高次元のロボティクスソリ

ューションが活用されているのか。近い将来どのよ

うな進歩が起こるのか。急速な技術革新によって、
破壊的イノベーションをもたらすツールがオンライ

領域で機械と協業することによって、人間はより高

ンですぐに利用できる時代になっている。
このよう

とが可能なのか。
可能であったとして、本当にそうす

インテリジェントオートメーションの進歩を追いか

いくのである。
企業によっては、
「ノーカラーワークフ

にどのようなインパクトを与えるのかを、常に把握

次元の役割にシフトし、パフォーマンスを高めるこ

な環境において、IT、人事、各業務部門のリーダーは、

る必要性はあるのか。
そのようなことを明確にして

け、最先端の技術や概念が自社の生産性や働き方

ォース」が組織変革にあまり寄与しない場合もある。

し続けなければならない。

テクノロジーありきではなく、ニーズに基づいて戦

• 小規模に始めるか、あるいは全面的に刷新するか。

略を決めることが重要である。

アプローチも異な
利用するテクノロジーが違えば、

• 現在の業務を理解する。プロセスの各タスクに

る。ボットを使って、あらゆる業務を是が非でも完

ついて、誰が行っているタスクなのか、タスクの実

全自動化したいと考えるのか。
それよりはいくぶん

行に必要なスキルは何か、さらにそのタスク
（タス

小規模に、ボットよりはいくぶん柔軟な（そしていく

ク単体だけではなく、広くプロセスをとらえた時に

ぶんお財布にも優しい）
コグニティブ技術やAIの導

前後関係や依存関係を構成するタスクも含めて）

入を検討するのか。
あなたの会社のミッションや戦

を任せられるテクノロジーは何かを特定する必要

略にマッチするのは、
どちらのアプローチだろうか。

がある。
それらが明確であれば、既存プロセスを自
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要点

AI、
コグニティブ技術、
ロボティクスの進歩は、仕事、
キャリア、職場におけるテクノロジーの役割、
そして業務
プロセスに関する古くからの常識を覆そうとしている。
「ノーカラーワークフォース」
という新しい労働形態の誕
生で、
人間と機械が互いの力を補完し高め合いながらともに働くという、
全く新しい組織モデルを、
空想ではな
く現実のものとして企業が考え始める時代に突入している。
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日本のコンサルタントの見解
機械との共存のはじまり

昨年の
「Tech Trends」
では、AIや機械学習、ボットと
いったテクノロジーの活用について紹介したが、今年
は人間とそれらの機械が協働する新たな
「ハイブリッド
型」の労働力を
「ノーカラーワークフォース」と呼び、人
事的な側面から検討すべき点をいくつか挙げている。
日本でもこの数年間に、職場においてそのようなテクノ
ロジーの活用は大きく拡がり、
チャットボットによる社
内外の問い合わせ対応、RPAによる事務作業代替、AI
を活用した需要予測や製造ラインでの不備予見など、
さまざまな事例が見られるようになった。昨今の人材
不足や「働き方改革」の後押しもあり、
こうした取組み
は今後加速するものと考えられる。

「AIやロボットに仕事を奪われる」という脅威論が
議論される一方で、生産性向上の効果を期待し、機械
との共存に前向きな論調も少しずつ増えていることも
事実である。機械にできる範囲がある程度特定できて
きたことや、人材の置き換えよりも、不足の補充として
の期待が背景にあるのだろう。
日本的な企業文化の一つ
である、部門間の調整や意思決定時の根回しといった
感情的なコミュニケーションは機械が苦手とするもの
であり、代替できないはず、
という希望的観測も多少は
あるのかもしれない。いずれにせよ、現状においては、
人間と機械が協働し、
パフォーマンスを高め合うノーカ
ラーワークフォースというよりは、
人間の作業支援ツール
として機械を活用することの意識に留まっている段階
の企業が多いのではないだろうか。

協働に向けたチャレンジ

機械の活用が進み、さらに協働するようなノーカ
ラーワークフォースの実現にはさまざまな変革が必要で
あり、ボトムアップ型が主流でスピーディな意思決定を
苦手とする多くの日本企業にとっては、一足飛びでた
どり着ける未来ではないだろう。
ここではその道のりに
おいて、ハードルとなり得る点をいくつか挙げてみたい。
1.

ずは業務の可視化からスタートする必要があり、
それだ
けでも骨が折れる作業となるだろう。
また、標準的なプ
ロセスが存在しなければ、機械に任せる業務の手順も
組み立て直す必要が出てくる。
機械を導入する都度、
場
当たり的にそのような対応を進めると効率が悪く、
また
部分最適に陥りかねない。
人と機械の協働を促進する
という観点では、
早い段階から業務の棚卸を行って全体
像を掴んだ上で、機械が得意な領域から優先順位をつ
け、
業務の属人性を可能な限り排除し切り出しがしやす
い状態を保っておくべきであろう。
2.

KKDに基づく意思決定

AIのように機械がデータから想定パターンを学び、
判断を行うには、学習に必要なデータをどう準備する
か、
というハード面の検討も重要だが、
「ブラックボック
ス化」
しがちな判断プロセスを、人間がどこまで受け入
れられるかという点についても考慮が必要である。欧
米企業ではデータ活用が進んでいるが、日本の、特に
歴史ある企業では、経験、勘と度胸（KKD）に頼った意
思決定が多いのではないだろうか。
機械の判断結果が
人のそれと異なる場合、必ずしも人が正しいとは限ら
ない。
当然、
その差がなぜ生じているのかを分析する必
要はあるが（機械の判断精度が低いのであれば改善
が必要）、KKDを優先して機械の判断をすべて否定して
いると、結局人はより高次の作業に時間を割けず、何も
変わらない。
機械に任せた判断の重要性に鑑みて、機
械の判断を信頼する度胸も必要だろう。
また、機械を
否定したくなる他の要因としては、
商慣習や目標のずれ
（機械が目指す目標と、人が評価される指標が一致し
ない）なども想定されるが、
こうしたものは思いの外根
深い。
機械の導入と合わせてどういった阻害要因があ
り、どういったチェンジマネジメントが必要なのかは整
理しておく必要があるだろう。
3. マネジメント層のコミットメント

業務の属人化

機械を導入する際には、
その特徴を理解した上で、
ど
んな業務に適切なのか、
どこまでを任せるべきなのかを
整理し、スコープを定義することが重要となる。しかし、
日本企業においては業務の属人化傾向が強いため、
ま
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日本のマネジメント層は欧米と比してテクノロジーに
対する理解度が低い傾向にあると言われている。
機械
の全容を理解せず導入が目的化している、必要な変革
に気づかず効果が出ないと嘆いている、
といったケース
はないだろうか。
ノーカラーワークフォースという観点
では、
テクノロジーを使いこなし、それによって自身の
業務をどう高めていくことができるか、自ら考えられる
ような人材をいかに育成するか、そのような文化をい
かに醸成するかが鍵となる。
機械に業務の一部を任せ
ることで空いた自分の時間を、
より高次の業務に充て
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日本企業において機械の活用が進 め ば、ノーカ
ラーワークフォースの課題に直面する企業も増えてい
くだろう。働き手の減少が続くであろう現実と、市場縮
小により効率経営を実践する海外企業と戦わなけれ
ばならない日本企業にとっては、機械の最大限の活用
と生産性向上は至上命題ともいえる。導入済みの企
業も、検討中という企業も、今から変革の必要性を認
識し、着手していくべきではないだろうか。

ることは当然のように思えても、実際にはできていな
いケースが多い。特に日本企業においてはポジション
ではなく人に業務がついており、業務を他者に任せづ
らい、またそれを奨励する文化もないといったことも
多いのではないだろうか。人材育成、役割分担の見直
しや組織風土づくりは、
マネジメントがコミットして旗
を振るべき取組みの一つだろう。

執筆者
山本 有志 シニアマネジャー
多様なインダストリーに対して、業務改革、組織改革、ITコスト削減などのアドバイ

経営、業務、ITの知見を活用し、経営層に対してコンサル
ザリーサービスを提供。

ティングサービスを提供している。
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