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01:「インテリジェントな
業務自動化」とは何か

IBM が提供するソリューション

IBM Cloud Pak® for Business Automation ソリューションには、モジュール式で統合された
インテリジェントなビジネス自動化のためのソフトウェアが含まれています。ハイブリッドクラウ
ドに適合するよう構築されていて、運用上の最も困難な課題を迅速に解決できるように設計されて
います。このソリューションには、プロセス・マイニングやモデリング、コンテンツ・サービス、
文書処理、意思決定管理、ワークフロー編成、タスクなど、AI を活用した幅広い自動化機能が含ま
れています。小さく開始し、ニーズに応じて拡張できる柔軟なモデルです。

このソリューションでできること

どのようなビジネスにおいても、このソリューションは次の用途に役立ちます。

プロセスの発見
プロセス・マイニングとモデリングを使用して、業務の非効率的な箇所や問題の起きや
すい箇所を特定することで、どこを自動化すれば最大の成果を得られるかを判断するの
に役立ちます。
知能の適用
業務の自動化によって得られたデータを、機械学習と AI に使用することで、やるべ
き処理（アクション）を提供し、人的なワークロードを削減します。

労働力の増強
ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) とデジタルレイバーを構築して導入
することで、より高いレベルの生産性を達成できる場所やバックアップが必要な場面で
人間と協力できるようにします。

基幹業務の自動化
文書処理、ワークフローの編成、意思決定管理、コンテンツ・サービスなど、中心となる
自動化機能を主要な業務領域に適用して、最大限の成果を実現します。

個別のユース・ケースとお客様事例については、第 2 章で説明します。
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インテリジェントなビジネス・オートメーションを
検討すべき理由

世の中には数多くのオートメーション（自動化）テクノロジーがあります。
その中で IBM のソリュ ーションは、以下の特長があります。

– モジュール式で統合された機能全てを利用でき、自動化プロジェクトをすぐに開始したり拡張に
も役立てたりできます。IBM ソリューションは、プロセス・マイニングとモデリング、ワークフ
ロー編成、意思決定管理、コンテンツ・サービス、文書処理、RPA とデジタルレイバー、運用イ
ンテリジェンスなどを実現するのに必要なテクノロジーを全て揃えています。これにより、素早
くかつ大規模に、多種多様な業務のデジタル化と自動化を支援します。

– ソリューションを構成する自動化機能は、Forrester 社や Gartner 社などのアナリスト・グループ
により、業界をリードしていると評価されています。詳細については第 4 章をご覧ください。
– 必要に応じて、利用する機能を選択できます。柔軟性の高い購入形態で、タスクの自動化など 1
つの機能から始めて、必要に応じて拡張することができます。

– 自動化アプリとサービスは、お客様のクラウド、IBM が管理するクラウド、オンプレミスなど、
どこにでも展開できます。他の製品とは異なり、IBM Cloud Pak for Business Automation は、コ
ンテナ化されたクラウドネイティブ・ソリューションです。このソリューションは、IBM オート
メーション・プラットフォーム上に構築され、また Red Hat® OpenShift® プラットフォームで認
定されているため、クラウド環境全体におけるワークロードの可搬性を提供します。IBM Cloud
Pak for Business Automation は、IBM が管理する Software as a Service (SaaS) としても利用で
きます。
– 組み込みの共通分析レイヤーで、業務全体でプロセスが改善されているかどうかを監視・測定す
ることができます。

– 世界中の IBM ビジネス・パートナーおよびサービス・エコシステムのサポートを受けることがで
きます。また、IBM Garage™ チームと連携して自動化の進め方を検討し、すばやく開始すること
もできます。
– 実証されている投資収益率 (ROI) をもとにして、事業計画を策定できます。IBM は、インテリジ
ェントなビジネス・オートメーション・ソフトウェア群を実装した際に、企業が得られる経済的
効果の調査を Forrester 社に依頼しました。この調査によると、資金回収期間 ３ 年で 675% の
ROI を達成し、6 カ月未満で初期費用を回収したことが分かりました。このレポート （PDF形式
990 KB）をフレームワークとして利用すると、組織でソリューションを使用した場合の潜在的な
経済的インパクトを評価できるようになります。
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02:「インテリジェントな
業務自動化」ができること

IBM インテリジェントな業務自動化ソリューションは柔軟性があり、さまざまな
ユースケースと業界に対応できます。業務効率の改善、顧客満足度の向上、ルールと
規制によるコンプライアンス管理の簡素化を図るために、1 つの統合ソリューションで
ビジネス・アプリケーションを構築、管理、導入します。
何を実現するか

どのように活用されているのか

顧客と従業員の
オンボーディング体験を向上

– さまざまな人事システムとツール間で、従業員のオンボーデ
ィングを自動化。
– さまざまなシステムに顧客データを手動で入力または再入力す
る手間をなくすことで、エラーを減らし、応答時間を改善。
– 新規アカウントの開設、請求書の支払いや保険金請求などの
顧客タスクを自動化することにより、顧客満足度を向上。
– 物理的な場所や製品の新設からオンボーディングまでの支援
プロセスを自動化。

お客様事例を読む：
– イギリス国民保険サービス献血臓器移植機構による臓器移植
の最適化 (英語)。
– モントリオール銀行、自動化により顧客の請求書の支払いに
掛かる時間を 1/6 に短縮 (英語)。
– ビブロス銀行、自動車ローン申請プロセスにかかる時間を 40%
短縮。顧客はより早くマイカーの運転が可能に (英語)。
要求や承認のスピードアップと
簡素化

– 一般データ保護規則 (GDPR) のデータ要求に、より迅速に
準拠。
– ワークフローおよび承認や拒否といった意思決定の自動化に
よる、内部経費管理プロセスの簡素化と効率化。
– 設備投資要求の効率化
– 仮想アシスタントを使用して、IT サービス・デスクの応答時
間を短縮。
– クレーム処理時間の短縮

お客様事例を読む：
– 三菱 UFJ 銀行、プロセス自動化により行員の生産性を向上
（英語)。
– ENN 社、ハイパーオートメーションを活用し、生産性を飛躍
的に向上 (英語)。
– 米国の裁判所事務局、45 日以上かかっていた請求処理を
10 日以内に短縮 (英語)。
問題や顧客からの苦情を
すばやく解決

– 請求関連の苦情に関する従業員の業務を自動化することで、
応答時間を改善し、解決時間を短縮。
– 手続きのさまざまな部分を自動化することにより、コンプラ
イアンスの問題に迅速に対応。
– 自動応答と日程調整により、より簡単にサービス要求への対
応が可能。
– 顧客や市民により良い成果をもたらすためのデータ管理と分
析の改善。
お客様事例を読む：
– カナダのエドモントン警察サービス、デジタル証拠管理の変
革で安全性と生活の質を向上 (英語)。
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エラーを減らしつつ、
データや人口統計を更新

– KYC（Know Your Customer: 顧客確認）やその他のデータ検証
要件に関するガバナンスを管理しながら、住所変更をより迅
速に更新。
– エラーが発生しやすい複数回入力ではなく、1回の入力で済む
ようデータ更新を自動化。
– 保険証券、金融保有などの受益者情報の更新を自動化。
– データを一元化されたリポジトリーに統合して、可視性を高
め管理を強化。
お客様事例を読む:
– Turkcell 社、データ抽出プロセスを 2.5 年から 6 カ月に短縮
(英語)
– BBVA Compass 社、データ管理でリスクを軽減し、新たな機
会を獲得(英語)

支払いに関する管理、送信、
受信のプロセス加速

– 自動支払いにより買掛金処理を簡素化し、ベンダーとの関係
性を向上
– 光学式文字認識（OCR）と処理を高速化するための自動化さ
れた意思決定管理ツールにより、売掛金処理プロセスを
改善。
お客様事例を読む:
– Turkcell 社、データ抽出プロセスを 2.5 年から 6 カ月に短縮
（英語）

リアルタイム操作で不正を防止
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– 自動化された即時の判断により、不正なトランザクションを
阻止。
– 不正に迅速に対応するため、潜在的な不正をデジタル・
ワーカーまたは人間の担当者に転送。
– アジャイルなルール変更により、不正のパターンを特定、
対応。

03:「インテリジェントな
業務自動化」の仕組み

– 業務処理にインテリジェ
ンス（知能）を適用す
る方法
– プロセス・マイニングで
業務を改善する方法
– ソフトウェア・ソリュー
ションを展開する方法

IBM インテリジェントなビジネス・オートメーション・ ソリューションは、さまざまな種類の業務
を大規模にデジタル化および自動化し、デジタル・ワーカーを構築して導入することで、知識労働
者の効率を高められるように設計されています。これは市場で最も包括的な自動化機能のセットの
1 つを使用して実現するものであり、ソリューション全体から運用データを収集、準備、視覚化す
る分析レイヤーによりサポートされています。これらの機能は連携して、プロセスの発見、AI 洞察
の適用、および従業員の増強を支援します。

図 1: IBM Cloud Pak for Business Automation

自動化機能は、必要に応じて 1 つの機能から始め、他の機能に拡張することができます。
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ワークフロー
開始から終了までの
ワークフローの設計と管理

意思決定管理
ビジネス・ルールによる意思
決定の自動化

コンテンツ・サービス
コンテンツの共有、管理、
共同作業

文書処理
コンテンツのキャプチャー、
分類、抽出

RPA とデジタル・レイバー
人間がより付加価値の高い
仕事に従事できるように
デジタル・レイバーで
労働力を増強

プロセス・マイニングと
モデリング
現状のプロセスを理解して、
非効率性とボトルネックを
特定

これらの各機能を個別に使用して自動化する他、1 つのユースケース内で機能を組み合わせること
ができます。
使用例:

– 請求書の入力: RPA ボットは、ベンダーからの電子メールを添付の PDF 請求書とともに開きま
す。データ・キャプチャー機能が請求書を解釈して、関連するフィールドをボットに返します。
次に、ボットは請求書システムにログインし、請求書データを入力します。
– 顧客のオンボーディング: 顧客担当者は、顧客情報を収集して文書化します。キャプチャー機能
とコンテンツ機能が、顧客文書の読み取り、処理、管理をします。ワークフローが開始されて、
人的タスクとシステム・タスクの両方を含む新規顧客の承認手順が組み立てられます。
– 請求に関するクレーム: 顧客サービス担当者がクレーム内容を収集します。自動化された意思決
定機能が、特定の基準に基づいて請求に関するクレームを自動承認します。ワークフローによ
り、請求に関するクレーム解決手順が組み立てられます。

IBM Cloud Pak for Business Automation オートメーション機能が連携する仕組みはこちら(英語)。

ある金融サービス会社が、複数のオートメーション機能を活用して顧客体験を改善し、運用効率を
向上させた方法について詳細はこちら(英語)。
IBM ソリューションの基盤となるアーキテクチャーの詳細はこちら(英語)。

業務にインテリジェンスを適用する方法

次の 3 つの領域で組み込まれているインテリジェンス機能によって AI による洞察を引き出し、
業務を改善します:

1. 機械による理解
– 非構造化データをより高い信頼性と精度で抽出します。コーディングまたはデータサイエンス
は不要です。
– ビジネス向けのダッシュボードを使って、主要業績評価指標 (KPI) を視覚化して測定します。
– ディープ・ラーニングのドキュメント・ビジョン・スキルを使用して、文書の分類プロセスを
迅速化します。
2. デジタル意思決定
– 過去の結果に機械学習を適用することにより、ルール・ベースの意思決定自動化のための、
より良い推奨事項と結果を生成します。
– タスクに優先順位を付けて、ワークフローの効率を向上します。

3. インテリジェントなデータ収集と分析
– 自動化された操作をリアルタイムで監視します。
– 機械学習モデルを構築するための自動化アプリケーションまたはサービスから、
イベント・デ ータを収集して正規化します。
– 自然言語クエリーと会話型インターフェースを使用して、洞察にアクセスし、KPI を作成し、
アラートを設定します。
第 2 章で取り上げられているユースケースを再度参照し、組み込みのオペレーション・インテリジ
ェンスが、人間が行う必要のある作業量を削減するうえでどのように役立つかをご確認ください。
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ユースケース

インテリジェンスで作業を削減する方法

オンボーディング

– 本人確認書類からデータを抽出します。
– 顧客個人情報 (PII) の記録として分類します。
– 履歴データに基づいて自動でオンボーディング承認をおこ
ないます。
– タスクの種類に基づいて、必要となる処理を最も適切な従
業員にルーティングします。
– オンボーディング・データを収集して、管理の軽減に役立
てます。(たとえば、どのステップがより自動化が必要かな
どを学びます)。

申請と承認

– 申請書からデータを抽出します。
– 書類のタイプを分類します。(たとえば、購入要求や、
支出証明)。
– 履歴データに基づいて申請と承認を自動化します (たとえば、
自動承認を行う、または専門家に承認依頼をするなど)。
– タスクの種類に基づいて、承認を最も適切な従業員にルーテ
ィングします。
– 承認データを収集します (たとえば、自動承認ではなく追加
の調査が必要な承認を確認します)。

トラブルと問題解決

– 受信し書類を分類します (苦情、請求書、請求など)。
– 履歴データに基づいて、自動的に解決します (たとえば、
専門家にルーティングするタイミングに対して、自動承認
するタイミングなど)。
– 問題解決に関するデータを収集します (たとえば、自動承認
ではなく、追加の調査が必要な承認を確認します)。

データの更新

– 新しい書類からデータを抽出します。
– 受信した書類を分類します (顧客プロファイル、従業員プロ
ファイル、受益者ドキュメンテーションなど)。
– 履歴データに基づいて自動的に処理します (たとえば、
データの競合や不整合を検出します)。
– データ更新に関するデータを収集します (たとえば、どのデ
ータ更新に一貫性がなく、または不適切であることが多い
かを理解します)。

支払い

– 請求書からデータを抽出します。
– 受信書類を分類します (請求書、パッキングリストなど)。
– 履歴データ (承認、不正検出など) に基づいて自動的に支払
い処理します。
– ドメインとベンダーの知識に基づいて、調査を従業員に割
り当てます。
– 支払いデータを収集します (たとえば、どのタイプの請求書
が正しく、あるいは不正である傾向があるかを調べます)。

リアルタイム操作

– 履歴データ (不正検出、クロス・セルなど) に基づいて、
自動的にリアルタイム操作をします。
– リアルタイム操作データを収集します (たとえば、不正や
リスクが誤って検出された場合 (誤検知) の詳細を理解
します)。

プロセス・マイニングの適用方法

インテリジェントな自動化の真の価値を最大限に引き出すには、重要なプロセスがどのように機能
するか、つまり、プロセスが実際にどのように流れるか、どこで時間が費やされるか、どこにボト
ルネックがあるかを把握する必要があります。
明確に理解したら、業務の主要な領域の自動化による ROI を測定できます。

IBM Cloud Pak for Business Automation では、履歴データを使用してプロセス・マイニングを適用
し、ビジネスについて深く掘り下げます。

– 情報システムのイベント・ログからの既存データおよび履歴データを使用して、エンドツーエン
ドのプロセスを検出し、現状を明確に把握します。
– イベント・ログにデータ・アルゴリズムを適用することにより、全体的なプロセス時間とビジネ
ス効率を最大限に向上する自動化の機会を特定します。
– シミュレーションを実施した内容に基づき、将来のプロセスの予測 ROI を計算し、IBM の自動化
機能を活用して何を自動化するかを決定します。
– 変更、アクティビティー、パフォーマンスがビジネス目標に与える真の影響を監視および
測定し、継続的な改善のために再分析します。
プロセス・マイニングから洞察を生成して適用し、KPI、非効率性、エラーなどの主要な改善領域
に対応できます。
KPI
– ビジネスの成功を促進
する主要なビジネス
KPI は何ですか。
– これらの KPI を継続的
に評価および監視する
には、どうすればよい
でしょうか。
– KPI をどのように改善
できますか。

非効率性
– プロセスのどこにボ
トルネックがありま
すか。
– 従業員は、どこに最も
時間を費やしていま
すか。
– どこをもっと深く調査
すべきでしょうか。

エラー
– エラーはどこで起こって
いますか。
– コンプライアンス違反の
プロセスはどこでしょ
うか。
– プロセスのどこに、やり
直し、エラー、または情
報の欠落による手戻りが
ありますか。

IBM Cloud Pak for Business Automation のプロセス・マイニング機能の詳細については、以下をご
覧ください。
記事を読む
ハイパーオートメーション実
現に向けた
取り組み

登録して Web セミナーを
視聴する(英語)

ハイパーオートメーション
を成功させるための
ロードマップ

ソフトウェア・ソリューションを展開する方法

IBM のオートメーション・ソフトウェア・ソリューションは、自動化アプリ、サービス、デジタル
従業員をどこにでも展開できる柔軟性を提供します。オンプレミス、コンテナを介したあらゆるク
ラウド、または IBM SaaS によるホスト型マネージド・サービスに展開できます。
製品の機能、要件、インストールなど、コンテナ化されたバージョンのソリューション
(IBM Cloud Pak for Business Automation) に関する技術情報については、IBM ナレッジ・センター
(英語) をご利用ください。
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04: 他のソリューションとの比較
–
–
–
–

主なメリット
機能の比較
第三者からの評価
5 つのよくある質問

IBM のインテリジェンスな業務自動化ソフトウェア・
ソリューションを活用するメリット

– パワフルな機能 市場をリードする自動化機能が揃ったソリューションのフルセットを活用するこ
とで、より高度なプロセス、意思決定、コンテンツ、RPA ボットを管理できます。たとえば、統
合されたコンテンツと予測分析機能により、不正検知や患者ケアなどの複雑なプロセス、および
企業と情報源にまたがる洞察の収集をサポートすることができます。

– 優れた柔軟性 IBM ライセンス・モデルでは、適度な投資から始めて次第に拡大することで、支出
を収益に合わせることができます。料金は必要なものに対してのみ発生し、将来的に他の機能に
ライセンスを再割り当てできる柔軟性があります。
– AIを日々の業務に適用 このソリューションには、機械理解、デジタル意思決定、インテリジェン
トなデータ収集と分析が組み込まれており、人間がする必要のある作業量を削減できます。たと
えば、ディープ・ラーニング・ドキュメント・ビジョン・スキルを使用すると、手動の作業と比
較して文書の分類を大幅に高速化できます。
– ロックインの回避 IBMの業界をリードするソフトウェアは、ビジネス・プロセス・モデリング表
記法 (BPMN) のような標準を使用し、モジュール型の統合ソリューションとして設計されてい
ます。この標準は、プロセス・モデルだけでなく、スクリプトやアプリケーション構成において
も使用されています。IBM ソリューションで全てを固める必要はありません。利用するのに特有
のスキルが必要であったり、閉鎖的で制限されたツールのエコシステムの利用が前提であったり
といった「ロックイン」の心配はありません。
– 自由に選択できる環境 選択した環境でソリューションを展開して実行できます。あらゆる
Kubernetes 管理システム、またはプライベートクラウドまたはパブリッククラウドをお選びい
ただけます。

– 独立性の確保 戦略実行にあたって、自ら主導して促進することができます。IBM のツールを
活用し、 IBM ビジネス・パートナーと協力して事業と技術の専門家がアジャイル・アプロー
チを実装し、ソリューションの開発および管理ができるようになります。自社で主導権を握り、
意思決定を行い、変化を推進することができます。
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機能の比較

お客様の要件に IBM の インテリジェントな業務自動化ソフトウェア・ソリューションが
合うのかどうかの確認にこちらの表をご活用ください。IBM ソリューションの機能とメリットを、
検討中の他ソリューションと比較してください。
価値のカテ
ゴリー

ソリューションの機能とメリットの比較

完全性

プロセス・マイニングとモデリング、ワークフ
ロー、意思決定管理、コンテンツ・サービス、
文書処理、RPA などの統合ソフトウェア機能の
フルセット。単純なものから複雑なものまで、
さまざまな種類の業務をデジタル化および自動
化が可能。
ビジネスユーザー、IT 開発者、ビジネス・アナ
リストがアプリを迅速に開発するためのツール。

インテリジェ
ンス

より信頼性が高く正確な非構造化データ抽出と、
より高速なドキュメント自動分類のための機械理
解 (マシン・アンダースタンディング)
より良いルール・ベースの意思決定の自動化とタ
スクの優先順位付けのためのデジタル意思決定。
ソリューションによって生成されたすべてのイベ
ントをキャプチャーし、KPI の下に集約して事業
運営をリアルタイムに把握することができる、
インテリジェントなデータ収集と分析。

簡潔さと
スピード

チームによるアプリケーションの迅速な構築およ
び変更を支援する、ロー・コード設計ツール。
ビジネス・オーナーと対象分野の専門家によるビ
ジネスのデジタル化に直接的な関与。
構成部分の信頼性とコンプライアンスを管理、運
営、監視、拡大、そして確保するための統一され
た「運用体験」。
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IBM のイン
テリジェン
トな業務自
動化ソリュ
ーション

他のソリュー
ション

可視性

業務処理のパフォーマンスとガバナンスの
360 度ビューが得られる、使い勝手の良いダッ
シュボードを備えた組み込みの分析。

品質

Forrester や Gartner などの一流のアナリスト・
グループが他をリードしている、または強力と見
なしているコアビジネスの自動化機能。

柔軟性

シンプルで一貫性のあるライセンスを提供するよ
うに設計。ライセンスを他の機能に再割り当てで
きる柔軟性を備えており、料金は必要なものに対
してのみ発生します。新規購入、交換、または対
象のスタンドアロンのエンタイトルメントからト
レードアップできます。
クラウド・ベンダー・ロックインはありません。
お客様のクラウド、IBM Cloud、オンプレミスな
ど、どこにでも展開して実行でき、IT エコシス
テムの複雑さと、実装と保守のためのリソースが
削減されます。
アプリケーションの変更やデータ移行なしで、
既存のランタイムを移行する機能。

拡張性
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SaaS、パブリッククラウド、プライベートクラウ
ド、オンプレミスなどの IT クラウド戦略に沿った
展開オプション。概念実証 (PoC) から全社展開ま
で、迅速に拡張できるように設計されています。
リッチでアジャイルな管理およびガバナンス機能
は、時間の経過に伴う大規模な変更に必要な管理
を支援します。

コンプライア
ンス

自動化に組み込みツール、カスタマイズされたレ
ポート、監査証跡を適用。

セキュリテ
ィー

完全なソフトウェア・スタック・サポート、継続
的なセキュリティー、コンプライアンス、バージ
ョン互換性。

サービスおよ
びサポート

選択した環境上でオートメーション機能の構築・
管理を支援するグローバル・サービスと IBM ビ
ジネス・パートナー・コミュニティ。
製品に混乱を起こす変更を加えることなく、プロ
ジェクトに最高の自動化イノベーションをもたら
す支援をする専門家のリソース。
24 時間体制の世界的なサポート。

オープン性

コンテナ上に構築。Red Hat OpenShift プラット
フォームなどの主要な Kubernetes 管理ソリュー
ションで管理できるため、パブリッククラウドま
たはプライベートクラウドでのソフトウェアの展
開が容易です。
他のソリューション、製品、システムとうまく動
作。サード・パーティーのツールキットをサポー
トするために拡張可能。これらの機能は、
相互運用性のための REST API を提供します。
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弊社のソフトウェア・ソリューションと機能に対する
第三者による評価

ソリューション
– IBM は、The Forrester Wave: Software For Digital Process Automation For Deep Deployments,
Q2 2019 (英語)において、リーダーとして選出されました。
– IBM のオートメーション・ソフトウェアのお客様は 675% の ROI を達成し、運用開始から 6
カ月未満で初期費用を回収しています。IBM オートメーション・ソフトウェア・ソリューショ
ンの全体的な経済的影響を理解するには、こちらの IBM が委託した Forresterの調査をご覧
ください。
IBM 業務自動化ソリューションのそれぞれの機能に対する評価(英語)
コンテンツ

データ収集
意思決定
タスク
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– Ovum Decision Matrix: Selecting a Content Services Solution,
2019-2020 においてリーダー
– IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Content Applications
2019 Vendor Assessment においてリーダー
– Harvey Spencer Associates: World Wide Capture Software Vendor Market
Matrix Report においてリーダー/スター
– The Forrester Wave: Digital Decisioning Platforms, Q4 2020 においてリーダー
– Robotic Process Automation (RPA)–Technology Vendor
Landscape with Products PEAK Matrix Assessment 2019 においてリーダー

5 つのよくある質問

1. 個別のソリューションよりも包括的なインテリジェントな業務自動化ソリューションを
選択する理由は何ですか。

一般的に、個別のソリューションではさまざまなベンダーから選択できますが、異なる企業か
らさまざまな自動化アプリケーションを購入する場合、お客様はインテグレーターとしての役
割を果たすことになります。製品同士が必ずしもうまく連携して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。

包括的なソリューションを使用すると、コア機能が統合されて調達でき、必要な機能を選択し
ながら進め、最終的にあらゆる自動化ソリューションを構築できます。ただし、ソリューショ
ヱ全体のサポートは単一のベンダーに依存します。
したがって、お客様のニーズにより異なります。

IBM のインテリジェントな業務自動化ソリューションでは、ベースとなる自動化機能のフル
セットを提供しており、ライセンス容量が余っている場合、再割り当てを行うことで最適化で
きます。さまざまな個別ソリューションを選択している場合には、個々のソリューション内で
のみライセンス容量の最適化となります。また、個別ソリューションと比べて、IBM ソリュ
ーションでは機能追加に関して拡張がより簡単になります。
最終的に、IBM ソリューションを新規で採用する場合、コスト面でそれほど差がないうえ
に、柔軟性を得ることができます。新しいことを試すために新しいものを購入する必要はあり
ません。また、すでに使用許諾 (ライセンス) をお持ちの場合は、ソリューション内の補完機
能で簡単に拡張できます。たとえば、ワークフローがある場合は、高度なデジタル意思決定機
能を追加できます。
包括的なソリューションが、個別ソリューションの隠れたコストを回避するうえでどのように
役立つかについての詳細をご覧ください。
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2. IBM ソリューションは重厚長大すぎませんか。
このソリューションには、プロセス・マイニングとモデリング、ワークフロー、意思決定管
理、コンテンツ・サービス、文書処理、タスクなどのコア自動化機能のフルセットが単一の
ライセンスに含まれているため、そのように思われるかもしれません。ただし、その中から
展開するのは、必要なときに必要なもののみです。

IBM ソリューションは、サービス保証付きの BPMN などの標準に基づいて構築されるように
設計されており、大規模なエンタープライズの実稼働での使用や、スケーラブルな IT 自動化
ソリューションを探しているお客様に最適です。
さらに、より少ない先行投資と IT 管理を必要とする自動化が必要な場合は、モジュラー機能
を展開できます。
選択する展開方法が何であれ、IBM の柔軟なライセンス・モデルは、適度な投資から始めて
次第に拡張することが可能です。1 つの機能でライセンス・クレジットを使用し、ニーズの
変化に応じてライセンスの使用を拡張またはシフトできます。

注意:「シンプルな」アプリを販売している企業には注意してください。カスタム・アプリを
作成する必要がある場合、より複雑な独自仕様で高コストになる可能性があります。

3. どれぐらい容易に現在のアプリケーションを IBM インテリジェントな業務自動化ソリューシ
ョンと統合できますか。
弊社でのオープン・スタンダードへの取り組みにより、インターフェースは明確に定義され
ています。そのため、お客様の既存システムが弊社のコア機能を呼び出し、そのコア機能が
既存のアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を介して他の外部シス
テムを呼び出すことができます。
4. 展開 (デプロイ) にはどのくらい時間がかかりますか。
展開には通常、ソフトウェアのインストールとアプリケーションの構築と展開が含まれるた
め、ここでは両方について説明します。

– インストール。ソリューションの SaaS バージョンを使用している場合、必要な機能に応
じてソフトウェアを数時間または数日でプロビジョニングし、アクセスできるようになり
ます。

– アプリケーションの構築と展開。要件によって、さまざまなケースがありますが、一般的
な場合、アプリケーションの展開には、反復型開発サイクルで約 10 から 12 週間かかりま
す。ユースケース用の再利用可能なテンプレート、ロー・コードおよびノー・コード・ツ
ールを使用すれば、さらに期間を短縮してオーナーシップをビジネス・ユーザーに移せる
かもしれません。

5. IBM ソリューションはアプリケーションを提供しますか。
IBM 製品としてアプリケーションは提供していません。IBM Cloud Pak for Business
Automation は、Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) オペレーティング・システムと Red Hat
OpenShift™ オペレーションおよびガバナンス・レイヤーから、ワークフロー、意思決定、
コンテンツ、キャプチャー、RPA、モデリング、分析、ロー・コード、デジタルレイバー、
プロセス・マイニングを含む自動化機能レイヤーに至るまで、単一のソリューションでソフ
トウェアのフルセットを提供します。あらゆるクラウドで自動化アプリケーションとサービ
スを設計、構築、実行できるように設計されています。
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05: 試用とご購入のご案内

ソフトウェア・ソリューションを試す

調査の段階に応じて、以下のリソースで IBM のビジネス自動化ソフトウェア・ソリューションを体
験することができます。
デモを見て、ソリューショ
ンがどのように機能するか
を確認(英語)

IBM に相談する

無料評価版を試す (英語)

ソフトウェア・ソリューションの購入

購入後は、ソリューション内のすべての自動化サービスにアクセスできますが、料金はご利用いた
だく機能についてのみ発生します。小規模に始めてビジネス上の課題を解決し、その後スケールア
ップできます。ソリューションをカスタマイズには、IBM や IBM ビジネス・パートナーがご支援
いたします。
ご購入までのプロセスの簡単な概要は次のとおりです。

1. はじめに、IBM のエキスパートとビジネス上の課題について話し合います。お客様のユースケー
スを理解し、IBM ソリューションが役立つかどうかを判断するための質問をさせていただきま
す。お客様自身で適合性を確認したい場合には、第 6 章をご覧ください。IBM のソリューショ
ンが適していると思われる場合、お客様の意向に合わせ、次のような今後の進め方についてご提
案させていただきます。
– ビジネス上の課題をより深く話し合い、問題を解決するために最も適したオートメーション
(自動化) テクノロジーを特定します。
– 無料の半日バーチャル・ワークショップ (英語) でユースケースを特定します。
– カスタマイズされたライブ・デモで独自データまたは実際のユースケースを使用して、お客様
のビジネスにオートメーション (自動化) ソフトウェア・ソリューションが導入されるとどう
なるのかを確認します。
– IT 部門またはその他の関係者がお客様の環境でソフトウェアがどのように機能するかを検証
したい場合は、評価用版ソフトウェアをダウンロードするか、SaaS 展開を使用してクラウド
で試すことができます。IBM 担当営業が、最も適したものを確認するために、各展開オプシ
ョンについて順を追って説明します。
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2. お客様内でソリューションを検証した後、IBM 担当営業は料金について説明し、要件に合わせた
見積もりを提示させていただきます。採用の決定後、契約締結に進みます。
3. ソフトウェアが提供された後、お客様ご自身 (オプションで研修のご提供もあります)、
IBM Expert Labs チーム、または IBM ビジネス・パートナーによる実装を勧めます。

お客様の進め方例:
– 電子部品および製品のグローバル・プロバイダーである TTI 社は、価格設定の効率性を向上す
るために RPA を実装しました。IBM Discovery Workshop をスケジュールし、IBM ビジネス・
パートナーである BB3 Global 社の支援を受けて、新しい価格設定モデルプロセスを処理する
ボットを構築しました。
– あるヨーロッパの生命保険会社では、IBM Expert Labs チームが、ソリューション内のコンテ
ンツ・サービス機能を使用する完全に統合されたより効率的なドキュメント管理システムを実
装しました。

4. 24 時間体制のサポートが含まれています。オンデマンド・コンサルティングなど、必要であれ
ばより多くのオプションを含めることもできます。ソリューションを購入すると、お客様ご自身
がコンテナ上で管理する場合でも、IBM が SaaS として管理する場合でも、製品アップデートは
無料で提供します。
5. ファイナンシングのソリューションも利用でき、柔軟な支払い計画を立てることができます。

ソフトウェア・ソリューションの拡張

オンプレミスでも、ハイブリッドクラウドあるいはパブリッククラウドでも、IBM のインテリジェ
ントな業務自動化ソフトウェアをすでにお持ちの場合は、いつでも機能の組み合わせを柔軟に変更
できます。たとえば、現在ワークフロー機能を使用しており、意思決定の自動化が必要なユースケ
ースを見つけた場合、この機能を比較的容易に、また迅速にオンボーディングできます。

ソフトウェア・ソリューションの展開

オプションを評価するときは、どの展開方法がお客様に最も適しているかご検討ください。
IBM ソリューションは、お客様の IT ソフトウェア戦略とリソースの可用性に基づいて 2 つの形態
で調達できます。

1. さまざまなクラウド上にコンテナで展開。お客様による管理
IBM Cloud Pak for Business Automation としてご利用いただけます。
これは IBM Automation プラットフォームの一部です。
Red Hat OpenShift プラットフォームで稼働し、Amazon Web Services (AWS)、IBM® Cloud、
Microsoft® Azure、Google Cloud などの任意のクラウドに展開できます。
オンプレミスのプライベートクラウドとして展開することもできます。

2. IBM Cloud 上の SaaS。IBM によって管理されます。
IBM Digital Business Automation on Cloud としてご利用いただけます。IBM が提供する
ソフトウェアのサポートとメンテナンス。

ソフトウェアの先にあるもの

このバイヤーズ・ガイドは、IBM のインテリジェントな業務自動化ソフトウェア・ソリューシ ョ
ンのみに焦点を当てていますが、IBM Services® は、IBM のソフトウェアを実行しているかどうか
にかかわらず、ビジネス・プロセスおよび IT のデジタル運用の高速プロトタイピング、迅速なス
ケーリング、および管理をサポートするソリューションの拡張オプションを提供していま
す。IBM Services は、企業固有のニーズに合わせて自動化ソフトウェアをカスタマイズするなど、
自動化に対するビジョンの形成と実行を支援します。
詳細については、こちらをクリックしてください。
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06: 適合性の確認

包括的なインテリジェント自動化ソリューションを
実装する準備はできていますか。

包括的でインテリジェントな業務自動化ソリューションはどのようなビジネスにも適合しますが、
大企業と中小規模企業、顧客対応での使用と社内使用、強い規制の弱い規制、部署別と全社共通な
どの違いに応じて、使用方法は異なります。

包括的な業務自動化ソリューションは、次の場合に適しています。
– 基本的な統合など、ある程度のカスタマイズが必要だが、すべて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。
– 市場にすばやく参入して変更に迅速に対応する必要ある、あるいは AI などの新しいテクノロジ
ーを試したい。
– IT 部門の負担を軽減し、調達の複雑さを回避するために、さまざまなベンダーの異種製品ではな
く統合された機能が欲しい。
登録して簡単なテストを完了し、包括的な Intelligent Business Automation ソリューションへの適
合性を確認してください。
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