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エグゼクティブ サマリー

地球規模での混乱
の結果として、会社
が働き方の未来へ
の計画を開始し、イ
ンテリジェント・オー
トメーションを採用
してビジネスおよび
従業員の両方をサ
ポートすることは非
常に重要です。

成功する会社は働き方の未来(future-of-work:FOW)に対する見通しをもっ
ています。そのような見通しとは、拡大、
コントロール、および融合のような
自動化を推進する動きとして説明されます。FOWへの見通しがうまく働け
ば、パンデミック、気候変動、貿易戦争のような地球規模での混乱によるリ
スクの減少に焦点を合わせた戦略を、
自動的に構築できるようになるでしょ
う。現在の状況で、
まず最初に意識されるものはレジリエンシー（破壊的変
化から迅速に回復する能力）
です。そしてレジリエンシーに関する今日の出
来事の主要なトピックとなるのは、ビジネスの継続性、仕事の配分、
クラウド
への移行、および費用効率です。
自動化がビジネスをどのように変化させるかを理解すると共に、体制、
プロ
セスおよび文化を構築することで従業員全員が緩やかな変化および予想外
の変化の両方を乗り切るように助ける会社が、
さらなる成功を収めるでしょ
う。インテリジェント・オートメーションの影響に対する備えができていた会
社は、働き方の未来においてさらに優れた自動化プログラムを得るだけで
はなく、ビジネス上でも一連の幅広いメリットを経験することになります。
IBMは、Forrester Consultingへの委託により、会社がインテリジェント・オー
トメーションの採用と、それが従業員に及ぼす影響に対してどのように準
備しているかを調査しました。その結果、700人を超える回答者への調査に
基づいた研究を要約した3つのレポートが得られました。
これらのレポート
は、全部または個別に閲覧できます。最初のレポート
「ワークフローの再構
築」
では、デジタル転換に伴ってプロセスとワークフローを近代化すること
の役割が強調されています。2番目のレポート
「インテリジェント・オートメー
ションによって将来の従業員はどのように変化するか」には、
自動化によっ
て導かれる転換の時期および問題について記載されています。3番目のレ
ポート
「働き方の未来に備えて会社を整える」
では、最初の2つのレポートで
の研究を実施可能なものにしています。
レポート2および3は、2020年1月の
Forresterによるオンライン調査に基づくものです。
この調査は、
グローバル
組織での自動化とAIイニシアチブの実行者かつ責任者である、269人の IT
およびビジネス上の決定権者に対して行われました。採用したテクノロジー
の幅に基づき、
これらの組織は自らを自動化のリーダーとみなしています。
地球規模での混乱の結果として、会社が働き方の未来への計画を開始し、イ
ンテリジェント・オートメーションを採用してビジネスおよび従業員の両方
をサポートすることは非常に重要です。Forresterが作り出した準備モデルに
より、準備スコアの高いこれらの会社は、現在および将来において競争力の
ある強みを有していることが分かりました。

インテリジェント・オートメーションの影響に対す
る備えができていた会社は、働き方の未来におい
てさらに優れた自動化プログラムを得るだけでは
なく、ビジネス上でも一連の幅広いメリットを経験
することになります。
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働き方の未来に備えて会社を整える
本シリーズの2番目の文書「インテリジェント・オートメーションによって将来
の従業員はどのように変化するか」
では、
自動化の効力によって従業員がど
のように転換するかについて述べられています。調査回答者は既に今日の
従業員に自動化の影響が現われているのを感じており、仕事の転換をもた
らすテクノロジー・リフレッシュ・サイクルは年1回よりも早くなっています。
こ
の事実と、経済への展望の迅速な変化および自動化プログラムへの優先度
の移行との組み合わせが意味するのは、インテリジェント・オートメーション
が従業員にもたらし得る影響に適切に備えるため、今すべての会社が組織
構造と文化の転換を開始する必要があるということです。
会社は働き方の未来にどのように備えるべきか、そして自動化のベストプラ
クティスと人間-機械の協働とがどのように組織に影響するかをより良く理
解するために、働き方の未来の準備モデルを作成しました（図1を参照）。
こ
のモデルは、3つのカテゴリーに分けた今日実行されている17の慣行と能力
に基づき、5ポイント段階でスコア化しています。
› 従業員の備えと変更のマネジメント。
› エンゲージメントと姿勢。
› 採用とテクノロジー。
Forresterはこのモデルを用いて調査を処理し、組織がどのように働き方の
未来に備えているかを判定しました。私たちは、既に重要な技術的領域の自
動化プログラムに着手しているために、
この場でのリーダーとみなされる運
営上のエグゼクティブに調査を行いました。回答者を準備モデルに照らして
評価し、私たちのモデルのスコアが低スコア
（準備度が低い）、中スコア
（準
備度が中程度）、および上位3分の1のスコア
（準備度が高い）
である様々な
回答について検討しました。
高スコアと低スコアの回答者間の違いを分析することによって、会社がイン
テリジェント・オートメーションと働き方の未来へ備えるにあたってのベスト
プラクティス、重要な課題、および優先順位に対する洞察が可能になります。

すべての会社は、
自動化が従業員に及ぼす影響へ
適切に備えられるように、今から組織構造と文化
の転換を開始する必要があります。
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図1

働き方の未来の実践と可能性
1

従業員の備えと変更のマネジメント

トレーニングおよびスキルの認証に対する新規アプローチの開発が、
新たなスキルギャップの管理と自動化発展への適応の両方に対して必
要だと思う。
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我が社の知識労働者は、ビジネスの最重要課題へ効果的に取り組むた
めに必要なサポート（人間または機械による）を受けているので、満
足しており、生産的である。
我が社のリーダーは、仕事がどう変化するかについて、従業員と誠実
かつ親身にコミュニケーションを取っている。

我が社は新しい仕事スタイルに対する新しいセキュリティポリシーを通して、
我が社の「専属従業員」を拡大するタレント/ギグ・エコノミーに備えている。

我が社はスマートオフィス・デザインおよび他の進歩的アプローチを
通して、我が社の「専属従業員」を拡大するタレント/ギグ・エコノ
ミーを包含するように準備している。
我が社には、トレーニングおよび教育の新しい形態によってスキル
ギャップを埋めるための革新的プログラムがあると考えている。
我が社はFOWに対する理解を中心的能力と考えている。
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エンゲージメントと姿勢
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我が社はデジタルワーカーで構成される従業員についての拡大した見解を持っている。

デジタルワーカーは、多忙な知識労働者にとってのより良い作業環境
を作り出すために役立つだろう。
我が社の従業員は、高度なAIおよびロボット技術が、人間活動の一部
を良い意味で代替すると考えている。

我が社の従業員と管理者は、自動化技術の結果に疑問を呈する時期を
理解している。
我が社の従業員は、容易に機械（デジタルワーカー）と共に働き、
協力して問題を解決できる。

我が社の文化、システム、および組織は、デジタルワーカーと従業員
をバランスよく採用できる。
我が社では必要に応じ、自動化の発展および仕事のペース加速による
従業員の余計なストレスをモニタリングしている。
1

採用とテクノロジー
我が社には、ビジネスおよびITにまたがる自動化のセンター・オブ・
エクセレンスがある。

我が社は、様々な自動化テクノロジーが現在のビジネスプロセスをど
のように再構築するかを明確に表現できる。
我が社では、デジタルワーカーを管理する（例えば提供、認証、開発
から引退までのライフサイクル管理）HRタイプのシステムを計画し
ている。
出典：IBMの委託によるForrester Consulting実施の調査。2020年1月
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準備度が低い
準備モデルのスコアが下位3分の1である会社の姿勢と能力を見ると、
これ
らの会社はこの先5年間に自動化がビジネスを変化させる可能性を軽視し
ていることが明らかになりました — これは会社と従業員の両方にとって大
きな損失です（図2を参照）。
これらの会社についてさらに深く見ていくこと
により、以下のことが分かりました。
› 自
 動化を生産性向上のツールとして意識していた。
これらの会社は、特に
IT効率をさらに改善して、価値の低い反復タスクに取って代わるようにデ
ザインされた自動化に最大の価値を見出しています。
これらの会社はタス
クの自動化とビジネスプロセス・マネジメント(BPM)のようなワークフロ
ー・ツールを実行しており、最終的には自動化を将来のビジネスをもっと
効率的に拡大する方法として見ています。
› 自
 動化による潜在的影響の軽視。
これらの会社は、5年間にわたる期間の
自動化による潜在的影響を、3つのグループのうち最も低く見積もってい
ました。彼らはまた、最大の混乱に陥るのは予想される自動化のわずか
15%であり、
自動化の従業員への影響は最小になる可能性が最も高いと
していました。そのように考えるのは、部分的には現在彼らが主に注目し
ているのはタスクとワークフローであるからだと思われます。
しかしなが
ら、
これら準備度が低い会社の74%は、
自動化による影響のため、既に毎
年従業員のスキルアップまたは転換を行っていることを示しています。
こ
のような状況が加速するにつれ、
これらの会社は存続のために慌てるこ
とになるでしょう。
› 働
 き方の未来へ適切に備えるための文化とチェンジマネジメント・プラクテ
ィスの欠如。
これらの会社は、
自動化によって従業員が受ける影響は最小
であると信じる一方で、その同じ従業員は自動化が彼らの仕事にどう影響
するか非常に心配しているとも述べています。64%は失業またはスキルギ
ャップの可能性についての従業員の不安を抱えており、61%は従業員がデ
ジタルワーカーによる不安または脅威を感じていると述べています — こ
れは3つの準備グループすべての中で最多です。
この課題を合わせると、
働き方の未来についてリーダーが誠実かつ親身にコミュニケーションを
取っていることに強く同意するのはこれらの会社のわずか13%であり、デ
ジタルワーカーと従業員を共存させるための文化、
システム、および組織
を有していると回答したのは20%未満でした。
準備度が中程度
準備度が中程度に分類される会社の37%は、
自動化が組織に対して強力かつ
転換力のある影響を有すると信じており、組織的展望からその変化を理解し、
管理するための対策を講じています。
しかしながら彼らはなお、人間と共にデ
ジタルワーカーを労働力に統合するための著しい進歩を有しています。
これ
らの会社についてさらに深く見ていくことにより、
以下のことが分かりました。
› 自
 動化の努力を生産性に集中させている。準備度が低い会社と同様に、
準備度が中程度の会社は、今日の自動化の主要な価値を生産量および生
産性の改善として見ています。
この目的に向かってこれらの会社はデジタ
ルワーカーを使用し、準備度が低い会社よりも高率に、機械学習(ML)のよ
うなテクノロジーおよび会話型知能への投資を増大させています。
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準備度が低い会社の
61%は、従業員がデジタ
ルワーカーの脅威に不
安を感じていると述べ
ています。

› 自
 動化が従業員に与える重大な影響を予測する。準備度が低い会社に比
べ、
これらの会社は自動化の効力が組織に及ぼす影響はもっと大きいと
考えるだけでなく、その影響が最終的には従業員に及ぶことも、
より強く
意識しています。準備度が中程度の会社の63%は、
自動化が従業員を混
乱させるだろうと述べており、およそ30%は従業員の混乱が最大になると
予測しています。
› チ
 ェンジマネジメント・プラクティスを実施して、従業員の成長と卓越した能
力とを補助する。準備度が中程度の会社の半数超が、
トレーニングと教育
によって従業員のスキルギャップを埋めるためのプログラムがあると述
べています。そして半数よりもわずかに少ない会社は、
この状況が未来を
どのように変えるかについて、
リーダーは従業員と開かれた誠実なコミュ
ニケーションを取っていると述べています。
これらの理由から、準備度が
中程度の会社では、働き方の未来に不安または脅威を感じている従業員
は41%のみであると報告されています。準備度が低い会社に比べると明ら
かに改善されてはいますが、
まだできることがあるのは明らかです。
› 人
 間-機械の協働の未来への備えが十分ではないことが示される。
これら
の会社では、来たる変化に対する従業員の備えはうまく行っていますが、
実際的な人間-機械の協働の促進への準備は不十分です。デジタルワー
カーと従業員をバランスよく採用する文化と組織であると回答したのは
半数未満で、組織は自動化の結果に疑問を呈する時期を分かっていると
回答したのはわずかに37%でした。

準備度が中程度の会社
の63%は、
自動化が従
業員を混乱させるだろ
うと述べており、およそ
30%は従業員の混乱が
最大になると予測して
います。

準備度が高い
調査を行った会社の上位30%は、働き方の未来と人間-機械の協働の両方
に対する備えができていると述べています。
これらの会社は、
自動化によっ
て今後5年間にビジネスおよび従業員にもたらされる大規模な転換と変化
についても理解しているので、彼らの備えは間もなく試されることになるで
しょう。
これらの会社についてさらに深く見ていくことにより、以下のことが
分かりました。
› 自
 動化によってビジネスを拡大する。成長率の高い会社は既に自動化を
使用してビジネスの信頼性を高め、規模を拡大しています。84%が、
これ
は今日の自動化の主要な価値だと述べています。
これらの会社は、デジタ
ルワーカーおよび非構造化コンテンツの分析を含むインテリジェント・オ
ートメーション・ソリューションの大規模な配置に投資しています。将来的
にこれらの会社は、生産性と規模の拡大のみではなく、インテリジェント・
オートメーションに基づいた新製品およびサービスの開発にも自動化を
用いるようになるでしょう。準備度が高い会社の65%は、
これを今後5年間
における自動化の最高価値の1つと見なしています。
› 自
 動化がビジネスと従業員を根本的に変化させると確信している。準備度
が高い会社の90%は、
自動化の3つの効力が今後5年間のビジネスに重
大な影響を与えると考えています（10ポイント段階の8+）。加えて、およそ
半数(46%)は、
自動化が従業員にとって最大の混乱（多くの労働者の失業
や技能の完全な再習得など）の原因になり得ると述べています。
これらの
会社は既に、
自動化のイニシアチブによる幾らかの混乱を経験していま
す。およそ半数は、その結果として6ヵ月ごとに従業員の再訓練または職
務の変更を行っていると述べています。
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準備度が高い会社は、
自動化のイニシアチブ
による幾らかの混乱を
経験しています。およそ
半数(46%)は、その結果
として6ヵ月ごとに従業
員の再訓練または職務
の変更を行っていると
述べています。

› 文
 化とインフラを通して働き方の未来をサポートする。
これらの会社は、現
時点で従業員の転換と人間-機械の協働の両方をサポートする準備が十
分にできていると確信しています。10社のうちの8社近くが、
自動化のスキ
ルギャップを埋めるための革新的なプログラムを有していると述べ、10社
のうちの7社は、従業員に起こる混乱の埋め合わせとしてタレント・エコノ
ミーを採用することで、新しい尺度と労働による経済を活用するように準
備中だということです。78%は、ビジネスとITの両方にまたがる自動化の
センター・オブ・エクセレンスを社内に創出したと述べています。
› デ
 ジタルワーカーの管理によって大きな利益を得る。準備度が高い会社の
86%は、人間-機械の協働を受け入れる組織構造と文化を有していると確
信していますが、デジタルワーカーをより良い労働力の一部として管理で
きるよう、適所での実践を行っている会社は少数です。64%は、デジタル
ワーカーをその一部として含む労働力に対する見通しを持っていると述
べ、59%は、他の従業員を管理するようにデジタルワーカーを管理し、そ
れによって準備度が高い会社でも十分に準備できていない能力として彼
らを活用することを計画していると述べています。

図2
働き方の未来に対する成熟度別の準備度
準備度が高い (30%)

準備度が低い (33%)

• 自動化を生産性向上のツールとし
て使用
• 自動化による従業員への潜在的影
響を軽視
• FOWおよび人と機械の協業に備え
るための文化とチェンジマネジメ
ント・プラクティスの欠如

準備度が中程度 (37%)

• 自動化によってビジネスを拡大

• 今でもなお、主に生産性向上のた
めに自動化を使用

• 自動化がビジネスと従業員を根本
的に変化させると確信

• 自動化による従業員への著しい影
響を予測

• FOWをサポートする文化とインフ
ラを有する

• 幾つかのチェンジマネジメント・
プラクティスを配備して、従業員
の成長と卓越した能力とを補助

• デジタルワーカーの管理にはなお
改善の余地がある

• 人間/機械の協働の未来への備えが
十分ではない

FOWに対する準備度
調査対象：組織における自動化、AIおよびMLのイニシアチブまたはセンター・オブ・エクセレンスに関与する、269人のビジネスおよび
テクノロジーの決定権者ならびに影響力を持つ人物（ディレクター以上）
出典：IBMの委託によるForrester Consulting実施の調査。2020年1月
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十分な準備が整った会社は、インテリジェ
ント・オートメーションからビジネス上の
恩恵を受けている
自動化とデジタル転換によって得られる加速的効果に対して会社が備える
ことは重要である一方で、今日の変化の先を行くことも有益です。準備がで
きていることは、増収、収益性、および効率のようなビジネス上の利益と相
関します（図3を参照）。準備度が高い会社の80%近くは、前年比の増収率が
10%以上だと報告していますが、準備度が低い会社で同率を示すのは41%で
す。そして、準備度が高い会社の年間平均増収率は、準備度が低い会社のそ
れよりも約5%ポイント高くなっています。近い将来に起こる大きな変化に伴
い、
これらのギャップは小さくなるよりも大きくなる可能性の方が高く、ビジ
ネスが今、働き方の未来への備えを開始することは急務です。

図3
「あなたが所属する組織の過去3年間の成功度を競合他社と比較し、以下に示す指標すべてについて評価してください。」
準備度が高い

競合他社よりも
有意に高い

準備度が中程度

準備度が低い

増収率

収益性

効率

69%

65%

69%

38%

39%

43%

19%

18%

25%

調査対象：組織における自動化、AIおよびMLのイニシアチブまたはセンター・オブ・エクセレンスに関与する、269人のビジネスおよび
テクノロジーの決定権者ならびに影響力を持つ人物（ディレクター以上）
出典：IBMの委託によるForrester Consulting実施の調査。2020年1月
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主な推奨事項
自動化の効力は、企業全体にわたってすべての組織に影響を及ぼすでしょ
う。
この影響は外部環境によって加速され得ます。会社は、戦略および文化
の両方、ならびに従業員マネジメントの実践を変えることで、働き方の未来
における成功を収めなければなりません。FOWに対する準備の様々なレベ
ルにおける重要な課題およびベストプラクティスをレビューすることで、IA
を採用した組織への戦術的推奨が生み出されます。
インテリジェント・オートメーションを用いて従業員とプロセスにレジリエンス
を加える。最近では、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)拡大によるソー
シャル・ディスタンスへの対応として、
クラウドとリモートワークの周辺に残
っていた障壁は取り壊されました。2020年を振り返った時、悲しく、困難で
ありながらも、目まぐるしい速さで新しい働き方が進化した創造的な期間で
あったことを思い出すでしょう。
このため、
レジリエント・システムおよびプロ
セスを用いて様々な場所で働くことと、地球規模での混乱リスクを低下させ
ることとが新たに注目されるようになりました。
自動化への投資が適用され
る例として、ほんの一部ですが、サプライチェーンの現地化の推進、従業員
の健康と福祉への洞察、およびバーチャルイベントの創出が挙げられます。
成功を続けるために、企業はビジネス改革を推進しなくてはならない。
自動化
の拡大には、実行できる正式な一連の段階として、ビジネスからのアイディ
アを推進するプロセスが必要です。協働の文化と観念化のプロセスにより、
ビジネスの隅々から自動化のアイディアが生み出されます。継続性とレジリ
エンスの必要性が転換を促進するに従い、今日の風潮では、そのようなアイ
ディアには自動化の優先順位と自動化に対する期待の変化が含まれる可能
性があります。ROIの算出、文書化、およびビジネスの検証は集約化された
自動化のセンター・オブ・エクセレンスによって提供可能です。その結果は?
デザインおよび開発チームを送り込む自動化機会のパイプライン。
有効な規模での自動化管理モデルの開発およびサポートを行う。困難な部分
は、全員が同意するモデルの創出です。
しかしいったん公式になると、集約化
されたかまたはフェデレーションされたオペレーティング・モデルは、革新性
と、ビジネスの継続性、安全性、ベストプラクティスの試験、およびその他の
管理ガイドラインを確実にするために必要なコントロールを有する自動化
デザインとの間でバランスを取ることになります。品質、一貫性、標準化、およ
び自動化の再使用は開始目標ですが、革新のための文化およびプロセスも
また必要です。
自動化の準備は、1つがすべてに適合するものではないと理解する。
自動化は
すべての従業員に異なる影響を与えるので、働き方の未来に対応するため
に要求される変更および必要なリソースはすべてに対して同じではありま
せん。変更は個人レベルで計画しなければなりません。すなわちある従業員
には技能の再習得/再トレーニングが必要であっても、他の従業員には仕事
が劇的に変化する方法を行う場合があります。人間-機械のハイブリッドワ
ーカーの増大は、業界、職務、および役割ごとに異なる影響を組織にもたら
すでしょう。エンプロイー・ジャーニー分析を用いて、
どのような形の人間-機
械の統合が、
それぞれの役割に対して調整したチェンジマネジメントを採用
し、かつ発展させるかを理解しましょう。
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自動化に関する開かれたポジティブなコミュニケーションを展開する。準備度
が高い会社であっても不足している点とは、進歩したAIと自動化テクノロジー
がビジネスをどう変化させるかについて、
リーダーがオープンかつ誠実にコ
ミュニケーションを取るべきだということです。1標準的なチェンジマネジメン
トの方法は、単なる開始点であるはずです。従業員の不安、
スキルギャップ、
決定を行い、説明可能性を有し、
ブラックボックスの懸念がある機械との関係
は、すべてが新しい問題を投入し、新しいアプローチを必要とします。
このよう
な新しく起こった問題に注意を向けることは、信頼を生み、従業員は彼らの役
割の潜在的変化を理解できるようになります。従業員と管理者は、
自動化の
決定がどのようになされたかを理解するように説明を受ける必要があり、そ
の一方でなお自動化の結果に対する疑問を呈し、従業員の自主性を保持す
ることが認められています。
自動化に集中したトレーニングを開発し、拡大するスキルギャップを埋める。今
日の会社では、デジタルワーカーの創出とそれらとの共存のためのスキルギ
ャップが最も大きな懸念になっています。
スキルギャップの増大を解決する
ため、新しいトレーニングの方法が必要です。会社は企業の自動化のロード
マップに合わせた公式の認証を用いて、各従業員に対してデジタル化の進行
を明白に定義するべきです。2アプローチは各従業員のスキルに基づいたも
のでなければなりません。小スペースで働く従業員、
コーディネーター、およ
び様々なレベルの知識労働者は様々なスキルに依存しているので、それらを
具体的に解決するトレーニング・プログラムが必要になるでしょう。
新しいハイブリッドワーカーのためにマネジメント・プラクティスを確立する。
デジタルワーカーは従業員から多くのタスクを引き継ぐため、パフォーマン
スを管理してデジタルワーカーを労働力の一部とみなさなければなりませ
ん。HRは、配置から引退まで、デジタルワーカーのライフサイクルの見通しを
有し、デジタルワーカーは明確なマネージャーを持っている必要があります。
これらのマネージャーはデジタルワーカーに対する証明書を提供し、パフォ
ーマンスに責任を持つことになります。デジタルワーカーを従業員の一部と
して扱うことにより、ビジネスは、人間の従業員に次ぐパフォーマンス、および
タレントギャップと重複に対するより良いプランを正確に判断できるように
なるでしょう。
インテリジェント・オートメーションはプラットフォーム・アプローチと適切なパ
ートナーを必要とする。成功する自動化には種々の自動化テクノロジーのコー
ディネートが必要です。例えば機械学習、会話型知能、
タスクの自動化、および
ワークフローのサポートは、目的とする使用の事例に対し、必要な最低のス
キルセットによって構成されることが必要です。
コントロールと決定のマネジ
メントがMLのような非決定論者の環境へ移行するに従い、
コントロールは人
間から機械へシフトしていきます。説明可能性、監査証跡、およびバイアスの
レビューは、使用するプラットフォームの拡張機能でなければなりません。適
切なプラットフォームおよびパートナーは、インテリジェント・オートメーショ
ンを最大限に生かすために必須です。
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付録A：調査方法
本調査において、Forresterは、
カナダ、中国、
フランス、
ドイツ、
日本、英国、および米国を拠点とし年収が5億ドル以上
の269社に対してオンライン調査を行い、それらの会社がインテリジェント・オートメーションに関連した働き方の未
来をどのように見ているかを評価しました。調査の協力者には、ITおよびビジネス上の幹部レベルの決定権者、副社
長、
または組織におけるAIおよびML戦略の開発とテクノロジー選択に関与する立場にあるディレクターが含まれま
した。調査は 2020 年 1 月に終了しました。

付録B：統計／データ
地域

業界（上位6種を表示）

23%
アジア太平洋

39%
北米

38%
欧州・中東・
アフリカ

銀行および財務サービス

14%

テクノロジーやテクノロジー
・サービス

13%

製造および素材

13%

ヘルスケア

7%

小売

6%

通信サービス

6%

年間収益
31%
24%

26%

10%

9%

$5億～
$9億9,900万

$10億～
$49億

$50億～
$99億

$100億～
$200億

部門

$200億超
役職

38%

IT

34%

戦略および運用

20%

マーケティング／広告

11%

財務／経理

10%

人事／研修

8%

カスタマー・サービス

7%

営業

6%

39%

27%

経営幹部

副社長

ディレクター

調査対象：組織における自動化、AIおよびMLのイニシアチブまたはセンター・オブ・エクセレンスに関与する、269人のビジネスおよび
テクノロジーの決定権者ならびに影響力を持つ人物（ディレクター以上）
出典：IBMの委託によるForrester Consulting実施の調査。2020年1月
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付録C：補足資料
Forresterの関連調査
“Intelligent Automation (RPA Plus AI) Will Release $134 Billion In Labor Value In 2022,” Forrester Research, Inc.,
2020年2月21日。
“Future Jobs: Plan Your Workforce For Automation Dividends And Deficits,” Forrester Research, Inc.,
2019年4月30日。
“Reinventing Work In The Era Of Automation,” Forrester Research, Inc., 2018年8月24日。

付録D：注釈
1

出典：“Intelligent Automation (RPA Plus AI) Will Release $134 Billion In Labor Value In 2022,”
Forrester Research, Inc., 2020年2月21日。

2

同書。
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