企業全体での
インテリジェントな
自動化のための
COOの
ポケット・ガイド

「わずか3年で、機械による仕事の性質が変
わります。管理、部門別、企業横断的、
エキス
パートなど、
タスク全体に占める割合は今後
も大幅に増加し、中でも全社レベルおよび
エキスパートの仕事の割合が最も大きくな
っています。」
1

2

なぜこのガイドが必要なのか

内容

このガイドは、企業を常時稼働させ、
何が起こっても途切れることのない価値の流れをお客様に提供した
いと考えているCOOやビジネス・オペレーション・リーダーを対象と
しています。これを適切に行うために、
リーダーは
反復的で管理的なタスクの自動化から、
より多くの全社レベルでエ
キスパートの仕事の自動化へと展開します。

企業全体でのインテリジェントな自動化：

「インテリジェント・オートメーションを
推進している企業の経営幹部の79%は、
今後3年以内に
売上成長率で競合他社を上回ると予想しています。」 1
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このガイドを利用して、企業全体のインテリジェントな自動化を活用
して、
ビジネス運用を容易には複製できない競争優位のソースにす
る目的、理由、
および方法を明確にします。

3

企業全体での
インテリジェン
トな自動化の
目的と理由

4

セクション 01

企業全体でのインテリジェントな自動化とは何ですか?
企業全体でのインテリジェントな自動化とは、基本的な自動化からインテリジェントな自動化
へと進化したものです。

基本的な自動化。これは、構造化データを含む反
復作業を手動で実行する必要がない、基本的な
タスクの自動化のことです。ここでは、基本的なワ
ークフローとRobotic Process Automation(RPA)
ソフトウェアを 使用して、
エラーを排除し、
トラン
ザクション作業を高速化しています。

高度な自動化。高度な自動化は、
エンドツーエン
ド・プロセスをサポートするために人とマシンを
組み合わせることで、基本的な自動化を数段引き
上げます。高度な自動化は、
非構造化データを処
理し、
自然言語処理や分析などの自動化機能を使
用して、通常のタスク作業よりも多くの専門知識
を必要とする作業をサポートします。

インテリジェント・オートメーション。インテリジェ
ント・オートメーションは、
人の手をほとんど必要としないアクションを実行
するために、
他の高度な自動化技術に加えて、AI
機能が中心的な役割を果たします。多数の運用
情報を分析し、
パターンを認識 し、独立して実行で
きる推論および学習機能を備えています。
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次のステップ

企業全体でのインテリジェントな自動化
とは、企業全体でインテリジェント・オートメーショ
ンを使用することです。しかし、
企業全体でのイン
テリジェントな自動化は、個々のテクノロジーに
焦点を当てるのではなく、
テクノロジーの応用と、
それらの組み合わせによって仕事の進め方をど
の程度変革できるかに焦点を当てています。これ
をハイパー・オートメーション、あるいはエクスト
リーム・オートメーションと呼ぶ人もいます。どの
ような呼び方をするにしても、
ビジネスのあらゆ
る関連分野、つまりすべての個人にインテリジェ
ントな自動化をもたらすことで、
反復レベルから全
社レベルに至るまで、
さまざまな仕事の領域で 適
切な成果をもたらします。

5

セクション 01

仕事の領域および企業全体でのインテリジェント
自動化
企業全体のほぼすべての種類の業務に自動化を適用できます。しかし、企業全体
でのインテリジェントな自動化の適用に関しては、
全社レベルおよびエキスパートによる仕事への適用が最大の業務効果をもたら
す可能性があります。

ほとんどの企業に共通する 5 つのタイプの業務
作業の独自性

エキスパート

全社レベル

補助的な業務を自動化して、
エキスパートの効果 と生産性向上を支援

ストレート・スルー・プロセシングで、最初
から最後までのカスタマー・ジャーニーを
デリバリーします。

例：個別相談

全社レベルおよびエキスパートの仕事とはどのようなことですか?

例：カスタマー・オンボーディング

全社レベルの仕事
例えば、
融資の承認など、
開始と終了に複数の部門が関わる仕事です。
エキスパートの仕事
例えば、
個別相談など、人間の判断が必要な業務がこれにあた
ります。

管理レベル

部門レベル

人手による作業を削減し、
コンプライア
ンスと監査の負担を最小化に抑えます。

ローコード・アプリケーションで部門別
作業を削減します。

例：コンプライアンス資料

例：経費のトラッキング と承認

反復レベル
ボットによるタスクで人の労働力を解放。
作業の反復性

例：システム間でのコピー・アンド・ペースト

作業量が少ない
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作業量が多い

次のステップ
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セクション 01

企業全体でのインテリジェントな自動化が必要な
理由は何故でしょうか?
企業全体でのインテリジェントな自動化の価値は、適応性と規模という 2つの言
葉に集約できます。企業全体にデプロイされたインテリジェントな自動化により、
企業は迅速に規模を拡大または縮小し、新しい運用モデルを採用できます。
各作業の自動化で、
右に示すような価値がもたらされますが、
エキスパートと全社レベルの作業にインテリジェントな自動化を適用すること
で、新しいレベルでの変革が可能になります。AIと自動化がエキスパートと全社
レベルで連携して、
人とマシンがデータを分析し、
意思決定を行い、
ワークフロー ま
たはシステム内でタスクを実行する方法を変えます。

業務タイプ
反復レベル

管理レベル

部門レベル

エキスパート

全社レベル

人間の 判断を必要とせず、定
型的でスキルの低い反復的な
タスクで構成されています。こ
れらのタスクは、
エラー率の上
昇やモラルの低下といった人
的な問題につながる可能性が
あります。

主要な事業運営でその他の業
務をサポートします。
この仕事はリスクが高いで
すが、通常は中程度のスキル
です。

部門の運営を維持しますが、通
常は主要なビジネス製品には
タッチしません。

人間の判断を必要とします。自
動化によって、業務の定型的な
側面を削減するとともに、重要
な詳細を追跡し、必要なデータ
を手元に揃えることで専門家の
有効性を高められます。

複数の部門が、事業を運営す
る業務に関わります。

例:
– 事務作業
– コピー・アンド・ペースト
– 手動データ入力
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– 経費のトラッキング と承認

例:
–保険請求の処理
–ローンの承認

例:

–コンプライアンス
–さまざまな規制システムのド
キュメント

–個別相談

自動化のインパクト
ボットによって従業員を補助す
ることで、正確さ を向上させ、定
型業務の速度を高めます。
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例:

例:
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さまざまな タイプの資料をデジ
タル化 して管理することで、
ペ
ーパーワークと法規制遵守の
負担を軽減します。
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ローコード・アプリケーション
を用いてプロセス ( 管理が困難
になるような文書やスプレッド
シートを E メールで送受信する
ようなプロセス) を処理するこ
とで、部門の業務を削減します。

次のステップ

より深い洞察と推奨アクショ
ンを提供して補助することによ
り、
エキスパートの生産性を高
めます。

ストレート・スルー・プロセシン
グにより、最初から最後までお
客様満足度を実現し、企業全
体にわたる個々のビジネス・オ
ペレーションを 1つのカスタマ
イズされたシンプルなプロセス
に統合できます。

7

セクション 01

自動化の達成者は、収益性と収益成長率
において競合他社をしのいでいます

自動化の達成者に聞いてみてください。
インテリジェントな自動化の価値について、他の経営幹部はどのように感じてい
ますか。彼らは何を見て、何をしているのでしょうか。
2020年、
IBM Institute for Business Valueは、
世界中の1,500人の経営幹部を対
象に、現在および近い将来におけるインテリジェント・オートメーション・イニシア
ティブの価値について包括的な調査結果を報告しました。Oxford Economicsと
の共同で実施されたこの調査では、今後3年間でインテリジェントなマシンが全
社レベルまたはエキスパートの仕事を可能にすることを計画している組織のサ
ブセットを強調しています。

収益性

収益成長率
45%

過去3年間
20%

42%

「自動化の達成者は、
自動化プログラムをリードしているだけでなく、
より広いビジ
ネス分野でも成功しています。対応力や生産性において高い評価を得ており、
収益
性、
収益成長性および効率性において同業他社を上回っています。彼らは、
今後3年間も成功が続くと予想し、
格差が広がるだけの改善を予測しています。
」1

35%

79%
44%

Q：過去3年間および今後3年間に、各分野で期待される成果を類似の組織と比較して評価してくださ
い。(割合は5段階で4または5を選択した回答者を表しています。
)

78%
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47%
28%の

13%

80%

今後3年間

効率性

70%
41%

自動化の達成者
その他の回答者

の自動化達成者は、3年以内にインテリジェントなマシ
ンが複雑 でミッション・クリティカルな決定を下すこと
を可能にすると述べています。
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次のステップ
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ビフォー・アフター：
企業全体でのイン
テリジェントな 自
動化の 実施
次の3つの組織では、
インテリジェントな 自動化テクノロジーを
使用して、全社レベル およびエキスパートの仕事を改善し、顕著
な成果を上げています。
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セクション 02

金融サービス

自動化の前

自動化の後

TD Ameritradeは、
長期的な技術的負債と保守
コストを削減しながら、
カスタマー・エクスペリエ
ンス全体を向上させることを目指しています。

TD Ameritradeは
組織全体で異なるワークフロー・システムを持ち、多くの手作業が行われていた
ため、
リソースを増やさずに 競争力を高めることができませんでした。

プロセス別のパフォーマンス・ハイライトは以下の通りです。
– 新規口座開設：新規口座の処理時間をリテール事業で30%、法人部門で
50%以上短縮
– 信用取引・オプション取引口座の新規開設：新規の証拠金やオプションの請
求の97％がすぐに通り、
エラーもほとんどなくなりました。新規および既存の
お客様は、迅速にアカウントを開設できます。
– 制度的資金移動：システムが生成するルール・ベースの意思決定と自動フィ
ールド検証により、複数のハンドオフによるエラーがなくなりました。エンタ
ープライズ・プロセス・デザイン・ディレクターのMichael McGraw氏は次のよ
うに述べています。
「処理時間が約40%短縮されました。
これは、大規模でリ
ソースを消費するプロセスにとって大きなメリットです。この新しい ツールを
意図したとおりに使えば、生産性が大幅に向上するはずです。」”

「新型コロナウイルスの感染が拡大したとき、市
場の変動と取引が大きくなりました。証拠金
やオプションの請求が殺到しました... もし、
まだ
自動化されていなかったら、大変なことになって
いたでしょう。」

ビジネス目標を達成するため、同社はカスタマー・エクスペリエンス全体を可能
な限り魅力的にすることを目的としたEnterprise Workflow Automation (EWA)
プロジェクトを立ち上げました。それは、組織的な資金移動と新規口座開設― 口
座維持、現金管理、口座振替への拡大―という主要なプロセスから始まりました。

—Michael McGraw
TD Ameritrade、
エンタープライズ・プロセス・
デザイン・ディレクター

自動化の価値、実装、
テクノロジーの詳細については、
フル・ケース・スタディを参
照してください。
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次のステップ
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セクション 02

グリーン・エネルギー

自動化の前

自動化の後

ENNグループは、
従業員とお客様のセルフ・サービ
ス機能にまたがるAIアシスタントにより、
効率性、
満足度、
生産性を向上させます。

ENNは、将来のエネルギー問題の解決に取り組む複合企業として、運営コストの
上昇、高品質な製品とサービスに対するお客様の期待の高まり、
ビジネス要件の
変化、従業員の満足度を維持する継続的なニーズに直面していました。

「弊社の AI 自動化プラットフォームは、パーソナラ
イズされた AI スキルを従業員に提供し、日々の作
業の実行を支援し、繰り返しの多い日常的な作
業から従業員を解放して、彼らの創造性
と想像力を引き出します。」

これらの課題に対処するために、
ENNは従業員とお客様のセルフサービス機能に
またがるインテリジェントな仮想アシスタントをデプロイし、効率とお客様と従業
員の満足度を向上させました。

– ITデスクトップ・サービス・AIアシスタントは、
パンデミックの初期に発売され
ました。このバーチャル・アシスタントによって、半日以内に数千人の従業員
がリモート・ワークに必要なテクノロジーを利用して稼働できるようになりま
した。以前は、数日、場合によっては数週間かかっていました。
1年 前に導入されたバーチャル社員「リトルENNアシスタント」
は、同社の財務シ
ェアリング・センターで月次の帳簿付けなど基本的なバックオフィス業務を行って
いました。全体として、
1日あたり2,000~3,000のタスクを実行し、
70を超えるビジ
ネス・シナリオを実装しました。
その結果、数百万ドルの価値が生まれ、処理時間
が60%短縮されました。
これはまだ序の口でした。ENNは既存のRPA基盤に基づいて、
よりインテリジェン
トな自動化機能を備えています。この単一のプラットフォームによって、ENN 社は
将来のソリューションの基盤を提供すると同時に、
オペレーション全体でデータ
の統合、運用、管理し、
データのサイロを排除しながらコストを削減することがで
きます。

—Li Qiang
IT プラットフォーム・エグゼクティブ、ENN
Group 社

ENNのアップデートされたバーチャルAIアシスタントは、
従業員やお客様のセル
フ・サービス機能を網羅するようになり、
ユーザーの意図を照会し、
その情報を
RPAに渡して適切なアクションを実行させることができるようになりました。新し
いバーチャル・アシスタントを稼働させる時間は、
数週間ではなく2日間です。
自動化の価値、実装、
テクノロジーの詳細については、
フル・ケース・スタディを参
照してください。

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

03テ
 クノロジー
の基本

04 9
 つのベスト・プ
ラクティス

05IBMが
提供するもの

次のステップ
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セクション 02

官公庁/自治体

自動化の前

自動化の後

裁判所事務局は 自動化を利用して画期的な 米
国最高裁判所の判決を支持

The Gideon v. 1963年のウェインライト判決は、米国の刑事被告人が無料の公的
弁護を受ける権利を保証するものです。米国の裁判所がその約束を果たすのは
大変なことです。米国南東部の裁判所事務局 (AOC) は、公正な代理人制度を実
現するため、負担の大きい行政手続きの改革に着手しました。

このチームは、最初の提出、
ワークフロー、報告から、裁判長による承認、支払い
に至るまで、無援護弁護請求プロセス全体を自動化する単一の統合フレームワー
クを構築しました。

「私たちはプロセスの大部分を合理化しました.…
このシステムは、単なるシングル・スレッドではあ
りません。キュー内のプロセスの途中で
何らかの問題が生じた場合は、自動的に 2 番
目、3 番目に移動してプロセスが続行されるよう
に自動化されています。」

年間135,000件の請求が発生しており、
プロセスもスタッフも対応に追いつかな
い状態でした。70,000 件以上の請求が保留されており、
そのほとんどは 単純な
エラーによるもので、
管理スタッフが手動で提出者に通知するまで解決できません
でした。

Prolificsの北米セールス責任者である Matt Garstは、
「すべてのプロセスが完全
に透明化されています」
と語っています。
「プロセスのすべてのステップで、誰が担
当しており、
どこにボトルネックがあるのかを確認できます.… 以前は、AOC のディ
レクターが最高裁長官と会うときには、
スタッフと一緒に、個々のシステムで必要
なデータを引き出し、請求の進行状況の全容を把握するために、数え切れない時
間を費やしていました。あとはiPadを開いて 見せるだけです。」
自動化により、1件あたり
45日以上かかっていた請求処理が、法律で定められた期間よりも短い10日以内
に完了し、少なくとも77％のスピードアップを実現しました。さらに、
このソリュー
ションは、
10 年ぶりの州の公選弁護人の報酬の引き上げにも役立ちました。最
も重要なことは、自動化が公正な代表権の擁護に貢献していることです。

—Matt Garst
IBM ビジネス・パートナー Prolifics 社、北米販
売部門責任者

自動化の価値、実装、
テクノロジーの詳細については、
フル・ケース・スタディを参
照してください。
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次のステップ
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テクノロジーの基
本 (または 多数の
選択肢から 適切
なツールを選択す
る方法)
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セクション 03

自動化プラットフォーム・ソリューションに関する注記：
これらは通常、次のような場合に適しています。
– ある程度のカスタマイズは必要だが、
すべての処理の コードを最初から作成したくない。
– パッケージ・アプリケーションを試してみたが、必要なことを実行できない。
– 市場投入までの時間を短縮し、迅速に変更を行う必要がある。
– 異なるベンダーからの製品を個別に使うのではなく、統合された機能がほしい。

企業全体でのインテリジェントな自動
化を実現するには、
どのようなツールや
ソリューションが必要ですか。
まず、自動化ソリューション・オプションを広く見てみましょう。
基本的には以下の 4つのオプションがあり、
多くの企業がこれ
を組み合わせています：

1

プラットフォーム・ソリューションを検討している場合は、
フィットネス・テストを受けてください。

2

3

4

すべてのコードを最初から作成できる。

複数の単一アプリケーションを購入できる。

パッケージ・アプリケーションを購入できる。

自動化プラットフォームを採用できる。

長所
すべてを所有して制御します。

長所
幅広いベンダーから選択できます。

長所
このオプションは既製であり、
一部のニッチ・アプリケ
ーションによって、
請求やデジタル・マーケティングなど
特定のニーズが満たされます。

長所
このオプションは、
基礎的な アプリケーションの
統合セットであり、
これを用いてどのような自動
化ソリューションでも構築できます。

短所
ビジネス遂行側がコードを可視化または理解で
きないというブラック・ボックスになります。この
オプションでは、
コードの実行内容を理解したり、
コードに変更を加えたりするのに、
多大の IT専門
知識と時間を要します。

短所
異なる会社からさまざまな自動化アプリケーショ
ンを購入する際に、
インテグレーターとして行動
することになります。製品同士の連携が必ずしも
うまく機能するとは限らず、分析などのための基
礎となる基盤がありません。

短所
自社のビジネスがパッケージ・アプリケーションの枠
組みに適さない場合、
すべてが 思い通りに運ぶとは限
りません。パッケージ化されたアプリケーションは柔軟
性があまり高くないため、限られた範囲内で取り組む
必要があります。

短所
アプリケーションごとに
異なるベンダーを選択できません。このオプショ
ンでは、
プラットフォーム全体のサポートで単一
のベンダーに依存することになります。
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次のステップ

14

セクション 03

企業全体でのインテリジェント 自動化には、
具体的にどのような技術力が必要なのでしょ
うか。
企業全体のインテリジェントな自動化を実現するには、次の4つの
機能領域を組み合わせて使用する必要があります：
– プロセスを検出および分析するためのプロセス・マイニングおよび
モデリング
– RPAとデジタル労働力により、労働力を増強
– 機械学習を自動化に適用するためのAIとオペレーショナル・インテ
リジェンス
– コア・オートメーションによるオペレーションのデジタル化と自動化

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

03テ
 クノロジー
の基本

04 9
 つのベスト・プ
ラクティス

プロセス・マイニングとモデリング
– 既存のプロセス とタスク・フローを
理解する
– プロセスモデルの生成
– KPIに対するインパクトの分析
– what-if分析を使用した将来のプロ
セスのシュミレーション

RPAとデジタルレイバー
– 反復作業の実行
– 非構造化資料から抽出されたデー
タへの対応
– APIを持たないシステムの自動化

AI とオペレーショナル・インテリジェンス
– コンテンツの分類と理解
– タスクの優先順位付け
– 予測に基づいた意思決定の実行
– インテリジェントなチャットボットの
作成
– オペレーション・データへのAIの適用

自動化のコア機能
– ドキュメントの取り込みと処理
– 作業の管理
– 意思決定の自動化
– コンテンツのデジタル化

05IBMが
提供するもの

次のステップ
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ここでは、その機能のい
くつかをご紹介します。

1

2

プロセス・マイニングとモデリングは、
イベント・ロ
グ・データに基づくビジネス・プロセスの分析と最
適化を指します。データ・マイニング・アルゴリズ
ムは、傾向、
パターン、
および詳細を特定するため
に適用されます。
プロセス・マイニングおよびモデリングにより、
次
のことが可能になります。
– 既存のプロセス およびタスク・フローを理解
し、改善すべき点を特定することができます。
– what-if分析を用いて将来のプロセスを分析
およびシミュレーションすることで、新しい自
動化をより確実に開始することができます。
– 重要業績評価指標 (KPI) への影響の分析

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

3

RPAとは、
繰り返し作業を自動化するためにボッ
トを使用することを指します。RPAボットは、
ソフ
トウェア・アプリケーションとやり取りする 人間
の動作を模倣します。

4

AIと機械学習は、
データ を使ってシステムが学習、
予測 および推奨できるようにする機能を指します。

RPAを使用すると、
次のことが可能になります。
– 反復的なタスクを自動化して、従業員がより
価値の高い作業に集中できるようにし、
シン
プルなトランザクションを迅速化し、
データ入
力データ入力のミスをなくすことができる
– インテリジェント・キャプチャーと組み合わせ
ることで、非構造化ドキュメントを取り込み、
データに基づいて処理
– オートメーションに直接接続する、
ターゲット
を絞った専用チャットボットにより、
オートメー
ションへのアクセス性をさらに向上

AIと機械学習により、
次のことが可能になります。
– 事前に ドキュメントの形式を 知らなくても、非
構造化ドキュメントを理解できる
– 機械学習を利用して、
適材 適所のマッチングを
実現し、従業員が実行するタスクに優先順位を
付ける
– ビジネス・ルールと予測分析を組み合わせるこ
とにより、予測的な意思決定を自動化
– インテリジェントなチャットボットを使用して、
自動化の前に 会話型インターフェイスを配置
– これらの 機能によって生成されたデータを使
用して、自動化を より効果的にする方法につい
て独自の洞察 を得る
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 クノロジー
の基本

05IBMが
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次のステップ

コア自動化とは、
コンテンツ・サービス、キャプチ
ャー (ドキュメント処理) 、ワーク・フロー、意思決
定管理など、オペレーションのデジタル化と自動
化に 不可欠な従来の自動化機能を指します。
コア自動化機能の詳細については、次のページ
を参照してください。
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コア自動化 機能

キャプチャー
（ドキュメント処理）
非構造化紙文書または電子ドキュメントをインポ
ートし、認識、分類、
およびAIによってデータを抽
出します。

ワークフロー
人間とシステムがどのように作業を行うかを設計
および管理し、作業を開始して完了させます。

意思決定管理
日々の ビジネス・オペレーションで繰り返される
ルールやポリシーなどの意思決定を収集、管理、
実行、監視します。

メリット：
– データの迅速な抽出
– データ入力ミスの削減
– 非構造化ドキュメントから洞察を得る

メリット：
– 人間と 自動化された活動の振り付け
– ビジネス・オペレーション全体にわたる一貫
性の向上
– ストレート・スルー・プロセシングを増やす

メリット：
– ビジネスの変化に迅速に対応
– 意思決定の一貫性と監査性の向上
– 予測分析との統合
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次のステップ

コンテンツ・サービス
ドキュメント、
テキスト、イメージ、音声および動
画などの 非構造化または半構造化情報の共有、
管理、
コラボレーションなど、コンテンツのライフ・
サイクル全般を安全に管理します。
メリット：
– コンテンツに瞬時にアクセス
– コンテンツをデジタル・ビジネス・アプリケー
ションに接続
– ガバナンスとコンプライアンスの管理
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どこから始めますか？

1

2

適切な質問をしてください。大企業では、自動化の対象となるプロジェクトが数
十にもなることがあり、
どこから 開始すべきか迷ってしまいます。
以下の6つの質問はすべてを網羅したわけではありませんが、
どの質問も、
チー
ムが効果的な開始点にフォーカスするために役立ちます。
– お客様の要求に、
どれぐらい素早く応答しますか。
– 自社のカスタマー・エクスペリエンスは、生来のデジタル化競合他社などの
業界で先行する他の企業と、
どのように比較されますか。
– 従業員は、自動化できるであろう手 作業のために、大半の時間を費やしてい
ますか。
– 貴社と比べて競合他社は、市場で 特定のニッチをターゲットとして、
より多く
の製品やサービスを提供していますか。
– お客様の要望や政府の規制が変わった場合、
フロントエンドとバックエンドの
ソフトウェア・アプリケーションを迅速に変更できますか。
– お客様との取引の何パーセントが、人手による処理が必要な例外的な結果
になりますか。

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

03テ
 クノロジー
の基本

ミッション・クリティカルではないが重要なプロジェクトを選択します。労力をか
ける価値のある例を見つけ、完了したときの価値を明確にします。すべてを台無
しにするようなプロジェクトは選択しないでください。

3
ゴールを決めてから開始します。最初のプロジェクトは、
ビジネスにとって重要な
フロント・オフィス またはバック・オフィスのオペレーションであり、目標とする状
態やエクスペリエンスがマップされていることを確認します。

ヒント：業界のリーダー、特に急成長している企
業に注目し、何が可能なのかを把握します。その
企業のすべての業務に注目することを心がけま
す。変革的なアプローチに つながるような、個々
の自動化プロジェクトが数多く含まれているか
もしれません。1 つまたは 2 つのプロジェクトを
開始点として選択します。各プロジェクトが個別
の価値を持つようにします。各プロジェクトを構
築して相互接続すると、
その利点は 急速に高ま
ります。

4
どこからでも始めて、効果的に統合し、拡張できるテクノロジー・ソリューション
を選択します。全社レベルおよびエキスパートの仕事を可能にしながら、必要な
時に必要なものだけを使用できる、フル機能を備えた柔軟なソリューションを選
択します。
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 つのベスト・プ
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成功率の高い
プログラムの
9つの実践
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1

成功を確実にするにはどうす
ればいいですか?
このセクションでは、数百に及ぶ企業規模の イ
ンテリジェント・オートメーションのデプロイから
得られた教訓に基づいて、5つの戦略的な DOS
を紹介します。

4

ビジネス・バリューを向上させるための最も大きな課題やオポチュニティー がど
こにあるかを明確にします。
使用例:
– 繰り返しの多い手作業
– コンテンツの検索と使用が困難
– オペレーション全体にわたる可視性の制限
– コンプライアンスの管理が困難
– ドキュメントからデータを抽出するには時間がかかる、
または手間がかかる
– お客様にセルフ・サービスを提供できない
– ビジネス・オペレーションの把握と改善が困難
– ITへの依存度が高く、新しいソフトウェア・アプリケーションの 需要に対応で
きない

2
所有者を明確にしましょう。テクノロジーのステークホルダーと ビジネス・オーナ
ーが同じ考えを持っていること、
またはすべてのコンポーネントがサイロではなく
共に機能するようにする 戦略的リーダーがいることを確認します。

プログラム的なアプローチをとること。
以下に4ステップの例を示します：
– ステップ 1. ディスカバリー：まず、
プロセスが実際にどのように動いているか
を把握します。プロセス・マッピング、
モデリング、
マイニングを コア・ビジネス・
プロセスに適用して、
運用上の非効率性と オポチュニティーを特定します。
– ステップ 2. 決定：複数の関連データ・ソースからの洞察に基づいて、自動化
する対象を特定します。まだ経験していない場合は、運用上の最適な場所
を見つけてください。
これは、
オペレーションでの優位性を達成した場合に、
競合他社に対して最も高い権限と優位性を持つ場所です。
– ステップ 3. 行動：適切なテクノロジーを適用して、適切なタスク とプロセス
を自動化します。
– ステップ4. 最適化：継続的にワーク・フローを改善し、デジタル・リソースを
再割り当てして、
プロセスとワーク・フローの障害を軽減します。

5
早々の勝利をアピールしてください。新しいプロセスを「誇示する 」
ことで、
イニ
シアティブの牽引役となることができます。これは良い変更管理です。

3
今後3~6ヶ月でできることを目指しましょう。小さく始めましょう。すぐに勝とう
（あるいは失敗しよう）
。とは言え、
時間をかけてでも価値を提供しましょう。0日
以上かかるプロジェクトは失敗ではありません。
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6

成功を確実にするにやっては
いけないことは何ですか？
このセクションでは、数百に及ぶ企業規模の イ
ンテリジェントな自動化のデプロイから得られた
教訓に基づいて、4つの戦略的な 注意事項を紹
介します。

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

8

一度にすべてを解決しようとしないでください。
「一度きり」のアプローチは避
けます。企業全体での自動化は継続的なサイクルです。循環的なアプローチによ
り、自動化されたソリューションは、今後どのように最適化するかについて、
より多
くのインサイトを提供することができる良いデータを生成するはずです。

7

自動化によってカスタマー・エクスペリエンスを 改善しようとする際には、
エンプ
ロイー・エクスペリエンスを合理化することを忘れないでください。バックオフィス
の効率化と フロントラインの効率化を実現のために、戦略的に エンプロイー・エ
クスペリエンスを自動化します。

9

プロセスにおける意思決定のデジタル化と自動化を忘れないでください。これを
怠ると、
プロセスとプロジェクトが滞ります。文書をデジタル化するだけでは不十
分です。ワークフローのロジックと決定 もデジタル化する必要があります。効率
性を高め、
手作業によるプロセスの停滞を避けたいのであれば、
意思決定ルール
を 過去のある時点ではなく、
現在のプロセスと常に同期させるためのデジタル化
されたフィードバックループが必要です。

無料のテクノロジーに戦略を支配されないでください。これは、複数の部門でシ
ャドーITが発生し、
コンプライアンス上の問題が生じ、
企業戦略の欠如につなが
る可能性があります。
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IBMは、あらゆるクラウド向けに構築された AIを
活用した統合オートメーション・ソフトウェアのモジ
ュール・セットを提供しています。RPA、
キャプチャ
ー、
コンテンツ、
意思決定管理、
プロセス・モデリン
グ、プロセス・マイニング、
ワークフローなど、最も
包括的な一連の自動化機能を備えており、企業全
体のビジネス変革を推進し、
最も困難な運用上の課
題のいくつかを解決するために不可欠な機能を備
えています。

IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak ® for Business Automation では、
アジャイル・ビジネスアプリケーションを作成し、共
有データを使用して実行可能な洞察を適用し、継
続的な改善を行うことができます。
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しくみについて
IBM Cloud Pak for Business Automationの中心となるのは、ビジネスオペレ
ーションのデジタル化と自動化を可能にする中核的な自動化機能です：
– ドキュメント処理：非構造化の用紙 または電子ドキュメントからデータを抽出
します。
– ワークフロー：人とシステムによって実行される一連のステップを通じて作
業を実行します。
– 意思決定管理：規則とポリシーを使用して、
手動で行う必要のある反復可能な
意思決定を自動化します。
– コンテンツ・サービス：非構造化または半構造化ドキュメント、
テキスト、画像、
音声、
ビデオをを管理します。

お客様は、
これらのインテリジェントな自動化機能を使用して、ローコード・ア
プリケーション、
ノーコード・アプリケーション、
その他の お客様およびパートナ
ー・ソリューションを構築します。

IBM Cloud Pak for Business Automationの詳
細をご覧ください。バイヤーズ・ガイドを入手して
ください。

IBM Cloud Pak for Business Automationは、あらゆるクラウド、
オンプレミス、
ハイブリッド・クラウド環境に柔軟にデプロイできます。Red Hat ® OpenShift ®
認定のコンテナ化されたソフトウェアを提供し、共通の分析レイヤーに基づいて
構築されているため、
運用に関する洞察と生産性を得ることができます。1つの
機能から始めて、そこから構築できます。

IBM Cloud Pak for Business Automation は、
プ
ロセスの実行状況に関する洞察の獲得、
ホット・
スポットとボトルネックの可視化、財務上の影響
に関する情報を活用した最初に対処するべき問
題の優先順位付けを可能にする 一連の共有自動
化サービスである IBM Automation Platform の
一部です。IBM Cloud Paks for Automationの
詳細はこちら。

さらに、
コアとなる機能を強化する新技術を活用するための自動化アクセラレ
ーターを追加しています：
– プロセスマイニングとモデル化：企業のビジネス・オートメーションを自動的に
検出してグラフィカルに表示し、
企業の運営方法を文書化、
分析、改善します。
– RPAとデジタル・レイバー：RPAボットを使用して反復的なタスクを自動化し、
非技術系プロフェッショナル向けにセルフ・サービスによる自動化を提供する
ことで、情報中心のジョブの生産性を向上させます。
– Operational intelligence：運用システムによって生成されたイベントをキャ
プチャーすることで、
ビジネス運用を把握できます。データはダッシュボード
に表示され、
データ・サイエンティストはAIと機械学習を使った分析に利用で
きます。
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セクション 05

電力/ガス

IBM Cloud Pak for Business
Automationの27の業界ユー
スケース
これは、IBM Cloud Pak for Business
Automation が、
お客様、市民、従業員に代わっ
て、
お客様がビジネス・オペレーションを改善す
るのを支援する方法のほんの一例に過ぎませ
ん。
業界間共通

カスタマー・リレーションシップ・マネジメント
CRMデータに基づいてお客様にその日のフォローア
ップを行い、パーソナライズされ ターゲットを絞ったメ
ッセージを提供します。
コンテンツ共有
金融取引処理のための外部コンテンツ共有を提供す
ることにより、
より優れたカスタマー・サービスを提供
します。
シームレスな社内トレーニング
トレーニング、
デバイス、
およびサポートに関する社内
リクエストをシームレスに送信および管理することに
より、時間、労力、
コストを削減します。

01 内
 容
と理由

02 自
 動化の前
後

ユーティリティに関するリクエスト
お客様がチャットボットで書類を提出し、
公共料金を
請求できるようにします。

SNAPベネフィット・コントロール
必要とする人の手に早く届けるためにモダナイズします。

金融サービス

失業保険請求管理
受給資格の決定を自動化することで、不正な失業保険
請求を大幅に削減します。

カスタマー・インサイト
難解なドキュメントからお客様データを引き出し、
より
優れた顧客プロファイルを作成し、消費傾向をよりよく
理解することで、市場シェアを維持・拡大することがで
きます。

小売—お客様の返品
ストレート・スルー・プロセッシングで お客様の返品の
急増に対応することにより、
カスタマー・エクスペリエン
スを向上させます。

司法および刑事手続
紙のプロセスを排除し、デジタル・ファイルのライフ・サ
イクルをコントロールします。

請求書の支払い
お客様がより迅速に 請求書を支払うための簡単な方
法を提供します。

ベンダー・リレーションシップ・マネジメント
契約の有効期限 および更新に自動的に応答します。

介護のモダナイゼーション
ビジネス・ルールを一元化し、迅速に調整することで、
子
供と家族のケア・アプリケーションをモダナイズします。

金融ITオペレーション
有人ボットによるデスクトップ・サポートを提供します。

労災補償の処理
自動化されたケース管理により、労災補償請求の解決
を促進します。

不正調査
関連するお客様の購入履歴を自動的に取得して 解析
することにより、不正調査担当者用の「スーパー シー
ト」を手動で作成する必要性を排除します。

公共サービス-問題のレポート作成
住民は、自動化された311のレポートと対応により、数
分で問題と写真を提出できます。

セルフサービス紛争
シングルクリック取引に異議を唱えることができるよう
にします。

プロフェッショナルなライセンス管理
州が発行する専門免許を自動的に管理します。

先取特権の迅速さ
お客様に緊急先 取特権解除パッケージを提供します。

請負業者のオフボーディング
契約期間の終了時に自動的に契約者をオフボードし、
人の関与を減らします。

保険金請求
お客様がモバイル・デバイスでドキュメントや請求書を
提出できるようにすることで、利便性 とユーザー・エク
スペリエンスが向上します。

小売および流通業

インベントリー・トラッキング
製品のSKU情報をキャプチャーして、複数のシステム
への入力を形式化します。
クレーム管理
必要なSLA内で作業項目をルーティングします。
請求と紛争管理
低額で大量の未分類のトランザクションにおける人間
の非効率性を減らします。
官公庁/自治体

連邦政府発注
発注を取り込み、関連する品目データを取り出して、
米国一般調達局 (GSA) のWebサイトと比較します。
連邦法審査
非構造化情報の関連性を迅速に分析し、
訴訟の証拠と
して提示します。
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パーソナライズされた融資
購入時に高度にカスタマイズされたリアルタイムの融
資オファーを提供することにより、収益を増加させます。
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次のステップ
関連情報。

つながりましょう。

IBM のインテリジェント・オートメーションによる
ビジネス・オペレーションを向上させる最新テク
ノロジー・ニュースや 教育情報を、毎月受信トレ
イに配信します。

IBMのエキスパートに無料で相談してください。
半日のバーチャル・ワークショップをリクエストしてください
30分のデモンストレーションをスケジュールします

IBM Business Automation Insiderに登録する
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