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クラウド型 
インテリジェント オートメーション
IA の真の可能性を最大限に活かす
本資料は、EY 社の協力のもとに提供されています。
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概要
インテリジェント オートメーション (IA) は、デジタルトランスフォーメーションのための包括的なソ
リューションを表す用語です。IA は、人工知能 (AI) と認知機能をロボティック・プロセス・オートメーショ
ン (RPA) に組み込んで、エンドツーエンドの自動化を実現します。IA は、効率性の向上、従業員のパフォー
マンスの向上、運用コストの削減、顧客体験の向上を可能にすることが実証され、その重要性と人気が企
業の間で飛躍的に高まっています。

企業は、柔軟な導入方法を模索しているため、オンプレミスだけでなくクラウドでも IA を導入できるよう
なソリューションが求められています。クラウドによってスケーラビリティ、柔軟性、コスト最適化のメリッ
トがもたらされた結果、オンプレミスからクラウド環境への選択的な移行と、ハイブリッドな IA エコシス
テムが新たな現実になるものと予想されています。また、オンプレミス環境を用いたアプローチに伴う一
部の課題がクラウド型 IA によって解決されるとも考えられています。
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セクション 1
インテリジェント オートメーションの観点で考えたクラウド
初期の IA の成長は、主にオンプレミスでの導入によって後押しされていました。しかし、クラウド
は他の領域における提供方法として登場したときと同様に、IA においてもその勢いを増すものと予
想されています。過去の数値は、クラウドを使用した Web 対応の提供モデルが様々な領域の成長の
加速に貢献したことを示しています (図 1)。Web 対応の IA の提供により、同様の成長傾向が見られ
ることが予測されます。
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出典: IDC 社、Gartner 社、Forbes 社、および EY 社の調査結果

図 1:  様々な領域におけるクラウドによる成長率の向上

クラウド型インテリジェント オートメーション

*  クラウド導入年とは、クラウドベースのサービスを提供する主要ベンダーの出現が特定の分野で観察された年と見なさ
れます。 
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1.1 オンプレミス型 IA の課題

TCO の不明瞭さ

コスト削減は、IA を採用する主な要因です。ただし、ほとんどの購入者は IA の総所有コ
スト (TCO) をまだ明確に把握しておらず、実装のコストがメリットを上回る可能性がある
と考えています。その理由として、インフラ、評価、開発、保守、トレーニングなど、ラ
イセンス以外のコストが不明瞭であることが挙げられます。

非効率な Bot の活用

Bot の使用率は、IA 活用時の投資収益率 (ROI) に影響を与える可能性のある重要な要素で
す。一般的に、Bot の使用率が 50% に達している Bot は全体の 20% 以下です。また、中
規模から大規模の導入環境で Bot の使用状況を追跡することは困難です。このことは、ラ
イセンスと保守費用の増加につながります。

PoC から実稼働への移行にかかる時間

オンプレミス環境で Bot の構築を検討してから実稼働するまでにかかる時間は、ユース 

ケースの複雑さにもよりますが約 18 ～ 55 日です。IA の実装は比較的容易であるにもか
かわらず、システムの構成とセットアップに 25 ～ 30% の時間が費やされています。大規
模プロジェクトでは、主要な作業以外の作業の組み合わせが相当な量になります。

インフラのセットアップにおける予期せぬ遅延 

インフラのセットアップは IA 実装の前に行われ、通常は、複数の他のプロジェクトに関
与している IT 部門の協力が必要となります。多くのプロジェクトは、インフラを適切また
は適時にセットアップしなかったために失速しています。また、インフラを計画的にセッ
トアップしないと、将来的なスケーラビリティを確保できない場合があります。
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1.2 クラウド型インテリジェント オートメーションによる課題の克服

さらに、クラウドは先行投資を最小限に抑えるため、IA が中小企業 (SMB) にとってより魅力的な
ものとなります。クラウドベースで提供することにより、インテリジェント オートメーションに
まだ着手していなかった多くの企業や組織ににも拡大できるようになります。

TCO の最適化

クラウドは、設備投資 (CapEx) を運用コスト (OpEx) に変換することで、自動化プロジェ
クトを拡大するためのきっかけとなります。インフラ関連の先行投資コストを最適化し、
Web ベースのインターフェースで管理をシンプルにすることで、最大で 21 ～ 27% の 

TCO を削減できます。

Bot の使用率の向上

Web 対応のクラウド インターフェースを使用することで、十分に活用されていない Bot 

を組織全体で一元的に把握できます。これにより、様々なプロセスに Bot を再配置して、
使用率を向上させることができます。

価値創出までの期間の短縮

クラウドにより、インフラのセットアップ、ソフトウェアのインストール、環境管理、プラッ
トフォームのアップグレードなどの作業にかかる工数が最適化され、セットアップを迅速
に行えるようになります。クラウドは、Bot の構築を検討してから本番稼働させるまでの
時間を最大で 24 ～ 30% 短縮できる可能性があります。

インフラ要件の軽減 

クラウド提供モデルを利用することで、インフラの追加を心配することなく、Bot をオン
デマンドでスケールすることができます。クラウドは、IT への依存を減らすことで、ビジ
ネスユーザーがプログラム全体のガバナンスを制御できるよう支援します。
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セクション 2
クラウド型 IA の導入モデルとその影響
クラウド型 IA の導入を検討する前に、企業は利用可能な導入オプションについて理解する必要
があります。また、コストと適用業務に関する影響を明確にすることも同様に重要です。

 

2.1 クラウド導入モデル

想定しうるアーキテクチャ タイプの詳細を検討するにあたり、IA ソリューションの構成要素を
理解する必要があります。説明を簡略化するため、Bot の導入は次の要素からなるものと見なし
ます (図 2 を参照)。

Bot Creator 

実稼働環境で実行される前に  

Bot を構築およびテスト

自社クラウド導入モデル 

ユーザー企業の IA CoE（センターオブ
エクセレンス）部門が自社のプライベー
トクラウド上に Bot とインフラを導入

してメンテナンスを行います。

パブリッククラウド導入モデル 

サードパーティのサービス プロバイ
ダーが、サービス プロバイダーのクラ
ウド上に、Bot とインフラを導入してメ

ンテナンスを行います。

RPaaS導入モデル 

クラウド向けに構築されたオンデマン
ドの RPA (RPaaS) サービスで、オンプレ
ミスとクラウドの導入環境をサポート

します。

Control Room 

Bot の「頭脳」として機能し、 

Bot の調整と管理を支援

Bot Runner 

バックオフィスおよびフロント 

オフィスでの自動化のために  

Bot を実行

高度な文書処理 (IDP) 

非構造化データを抽出するための 

コグニティブ Bot

アナリティクス 

運用インテリジェンスとビジネス 

インテリジェンスのための 

プラットフォーム

IA ベンダーが提供する主なクラウド導入オプションは、図 3 に要約されている 3 つのように提供されています。

図 3:  主なクラウド導入モデル

図 2:  IA ソリューションの構成要素
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次のセクションでは、クラウドベースの IA 導入モデルについて詳しく説明します。

 

1. 自社クラウド導入モデル

自社クラウド導入モデルでは、ユーザー企業の社内 CoE チームが Bot を導入して管理し、すべての 

IA の構成要素は、自社のプライベートクラウドでホストされます (図 4 を参照)。このモデルは、すべ
てをオンプレミスからクラウドにそのまま移行するリフト & シフト方式に則っています。

オンプレミス

IA ソリューションの構成要素

オンプレミスかプライベート 
クラウドのいずれか

インフラの構成要素

図 4:  自社クラウド導入モデルのアーキテクチャ 

オンプレミス / クラウド (ユーザー企業側に配置)

Bot Creator

アナリティクス

インテリジェント 

OCR

Bot Runner Control Room

アプリケーション サーバー

データベース

 

自社クラウド導入モデルでは、社内に専門知識
をもった体制を構築するための追加投資によ
り、TCO の削減率は 5% 程度にとどまります

懸念事項

• ユーザー自身が社内に専門知識をもつ体制を構築する必要があり、その結果、30 ～ 35% の追加の工数が必要になり
ます

• プラットフォームがクラウド ネイティブではないため、スケーラビリティやディザスターリカバリーといったクラウ
ドのメリットの一部しか享受できません

• 社内の技術的専門知識が足りない場合、実装およびメンテナンスのコストが高くなり、ROI に悪影響を与える可能性
があります

メリット

• オンプレミス導入と比較して、最適な時間でイン
フラのセットアップを行えます

• オンプレミス導入と比較して、TCO が最大 5% 

削減されます

8

Web ブラウザ

クラウド型インテリジェント オートメーション
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2. パブリッククラウド導入モデル

パブリッククラウド導入モデルでは、サードパーティのサービス プロバイダーが統合サービスとし
て包括的に提供します。これらのサービスには、プロセス エクセレンスや変更管理などの従来のサー
ビスに加えて、技術的な専門知識、インフラのメンテナンス、監視が含まれます。IA の構成要素は、
マネージド サービス モデルと同様に、サービス プロバイダーのクラウドでホストされます  (図 5 

を参照)。

パブリッククラウド導入モデルでは、サービス  

プロバイダーの効率的な提供メカニズムにより、 
10 ～ 17% の TCO 削減を実現することが可能です

懸念事項

• 長期間にわたる関係を築くことのできる適切なサービス プロバイダーの選択に工数と時間を要します

• アーキテクチャ、セキュリティ、およびデータ プライバシー慣行の可視性が限られるという懸念があります

メリット

• サービス プロバイダーによる効率化とベスト プラクティ
スで TCO が最大 10 ～ 17% 削減されるうえ、共有リソー
スの有効活用によるコスト削減効果も得られます 

• ユーザー側での、新たなスキルの取得を必要としない、も
しくは最小限ですませることができます

9

図 5: パブリッククラウド導入モデルのアーキテクチャ 

クラウド ( サービス プロバイダー側に配置)

オンプレミス オンプレミスかクラウドのいずれか

クラウド

インフラの構成要素

IA ソリューションの構成要素

Bot Creator

アナリティクス

インテリジェント 

OCR

Bot Runner Control Room

アプリケーション サーバー

データベース

Web ブラウザ

クラウド型インテリジェント オートメーション
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3. RPaaS（RPA as a Service) 導入モデル

RPaaS 導入モデルでは、IA プラットフォームはクラウドでホストされ、オンプレミス型に加えてク
ラウド型の導入がサポートされます。通常、Bot Creator、Control Room、およびその他のインフ
ラの構成要素は、IA ベンダーのクラウドでホストされ、RPaaS として提供されます  (図 6 を参照)。
このモデルは、Bot Runner を柔軟に利用することができます。つまり、オンプレミス型の導入が必
要な場合は Bot Runner をダウンロードでき、また、Web ブラウザ経由でアクセスすることもでき
ます。

図 6:  RPaaS導入モデルのアーキテクチャ

クラウド ネイティブ アーキテクチャは、オ
ンプレミスまたはクラウドの導入オプショ
ンを提供し、より高い柔軟性をお客様にも
たらします。

RPaaS導入モデルでは、クラウド主体の提
供モデルと最先端のプラットフォームの機能
を利用できることにより、最大 21 ～ 27% の 

TCO 削減を実現できます。

懸念事項

• コンポーネントが IA ベンダーのクラウドでホストされるため、アーキテクチャ、セキュリティ、およびデータ プラ
イバシーの使い方に対する可視性が制限されます。お客様は、アーキテクチャとセキュリティに関連したドキュメン
トの提示を IA ベンダーに求めてコンプライアンスを確保することで、これらの懸念に対処できます。

メリット

• オンプレミス モデルと比べて 21 ～ 27% の TCO 削減につ
ながる

• クラウド ネイティブ アーキテクチャにより、アーキテク
チャを変更することなく、クラウドおよびオンプレミス
導入を促進して柔軟性を高めることができる

• オンプレミス モデルと比較して、Bot を実稼働に移行す
る時間が最大 24 ～ 30% 短縮される

10

オンプレミス オンプレミスかクラウドのいずれか

クラウド

インフラの構成要素

Bot Creator

Control Room

アナリティクス

インテリジェント 

OCR

Bot Runner

アプリケーション サーバー データベース

Web ブラウザ

IA ソリューションの構成要素
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図 7 は、3 つの導入オプションの主な相違点を要約したものです。

図 7:  導入モデルの主な相違点比較

自社クラウド導入

0 ～ 5% 削減

20 ～ 25% 増加 

雇用とスキルの会得に  

30 ～ 35% の追加の工数

TCO 10 ～ 17% 削減

24 ～ 30% 削減

最小のトレーニング投資

21 ～ 27% 削減

24 ～ 30% 削減

最小のトレーニング投資

パブリッククラウド導入 RPaaS導入

クラウドベースの IA を有効に利用できるのは、スケーラビリティ、柔軟性、セキュリティ、およびコスト
の経済性を追及している組織です。また、RPaaS を利用したクラウドネイティブのアプローチは、オンプ
レミスとクラウドのいずれかを問わず、IA ソリューションを適切にホストするうえで不可欠な柔軟性を提
供する導入アプローチとして、企業の間で高い支持を集めるものと予想されています。

Bot を実稼働に移行する
までにかかる時間

社内リソースの 
トレーニングの必要性
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2.1.1 RPaaS導入モデルのコスト面でのメリット

クラウドベースの IA の将来が、主にクラウド ネイティブな RPaaS の導入アプローチによって推進
されると考えられる理由がいくつかあります。新時代の IA ソリューションは、クラウド ネイティ
ブ アーキテクチャを他の高度な IA 機能と組み合わせることで、導入を検討中のお客様と既存のお
客様にもたらされるコスト メリットを最大限に高めます。

このモデルが実現すると考えられている TCO 削減の可能性について深く掘り下げる前に、まず、
IA ソリューションのコストを構成する要素について理解することが必要です (図 8 を参照)。

コストを構成する要素が TCO に占める割合は、IA に関して実施された TCO モデリング調査の結果
に基づいて推定されています。インテリジェント オートメーションの総所有コスト : TCO の推定と
最適化。https://www.automationanywhere.com/lp/tco-report (英語)

RPaaS による導入は、最新の IA 機能と組み合わせることで、21 ～ 27% の大幅な TCO 削減を実現
できると予想されています。この削減率の推定値は、次の要素で構成されています。

図 8:  コストの構成要素と TCO に占める割合の予想値

ライセンス 21 ～ 24% 

コア構成要素のライセンスに 

対する支出のことです

トレーニング 6 ～ 7% 

シームレスな移行を確実にする 

ためのトレーニングと変更管理に
かかるコストが含まれます

メンテナンスとサポート 7 ～ 8% 

Bot のメンテナンス、 

アップグレード、 

トラブルシューティングに 

かかるコストが含まれます

開発コスト 42 ～ 50% 

Bot の開発、構成、および構築検討から実
稼働への移行にかかるコストが含まれます

アセスメントとコンサルティング 5 ～ 6% 

プロセス専門の SME (特定分野の専門家) と
アナリストによる対象とするプロセスの特
定のためにかかるサービス コストが含まれ
ます

アドオン ソリューション 4 ～ 17% 

アドオン ソリューションのコストには、分
析、OCR、高可用性、ディザスターリカバ
リーなどに対するオプションの投資が含ま
れます

インフラ 3 ～ 4% 

サーバーや仮想マシンのライセ
ンスなどへの投資が含まれます

https://www.automationanywhere.com/lp/tco-report
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インフラ コスト
Control Room や Bot Creator などの構成要素は、クラウドの 

Web インターフェースを介して提供できます。これによって高
額なハードウェアを購入する必要がなくなり、開発環境のセッ
トアップの手間も省け、インフラコストの 10 ～ 22% 削減につ
ながります。

インフラコスト

開発および導入コスト 

高度なクラウド IA プラットフォームには、開発者が Bot を簡単に開発、導入、
管理できるようにするための、すぐに利用可能な Web インターフェースが用
意されています。また、ドラッグ アンド ドロップ コマンドを豊富に備えた統
合的で、ビジュアルなインターフェースにより、開発作業をさらに最適化で
きます。これにより、開発および導入コストを 25 ～ 27% 削減できます。*

10 ～ 22%

開発および導入コスト

25 ～ 27%

メンテナンスおよびサポート 

コスト

48 ～ 50%

トレーニング コスト

ライセンス コスト

23 ～ 25%

アドオン ソリューション コスト

14 ～ 35%

26%

メンテナンスおよびサポート コスト 

プラットフォームの自動アップグレードは、マニュアル作業による遅延
を軽減します。また、プラットフォーム固有で、コーディングが最小限
で開発できる機能により、Bot のメンテナンスにかかる工数を削減でき
ます。これにより、メンテナンスおよびサポート コストを最大で 48 ～ 

50% 削減できます。*

トレーニング コスト 

製品内トレーニング機能とローカライズされたインターフェースを備えた、
わかりやすくユーザー フレンドリーな IA プラットフォームは、効率よくト
レーニングができるように支援します。これにより、トレーニングの総コ
ストを 23 ～ 25% 削減できます。

ライセンス コスト 

クラウドベースのモデルでは、IA ベンダーはライセンス費用を最大で 26% 

削減できる可能性があります。

アドオン ソリューション コスト
クラウド主体の提供モデルでは、高可用性とディザスターリカバリー
(HA/DR) が基本製品の一部として提供されます。これにより、アドオン 

ソリューションの合計コストを約 14 ～ 35% 削減できます。

* ユーザーにもたらされる工数削減の効果は、実装するパートナーによって
異なる場合があります。
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2.2 クラウド型 IA の適用業務の優先順位付け

クラウド型 IA がますます注目を集める中、IA の各適用業務に対するクラウドの影響を理解してお
くことが重要です。適切な自動化対象業務に優先順位を付ける一貫したプロセスがないと、クラウ
ド型 IA 導入の取り組みが早い段階で頓挫してしまう可能性があります。

オンプレミス導入時にシームレスに実行できた業務が、データの非互換性、統合の問題、アプリケー
ションのアクセス不能などの原因で、クラウドでは失敗することがあります。

クラウドベースの IA を使用した適用業務の自動化が成功するかどうかは、次に示すさまざまな要因
によって左右されます。

自動化のために早期にクラウドに移行できる可能性が最も高いのは、自動化の余地が豊富にあり、
クラウドベースの用途に適し、さまざまなコンプライアンス要件を満たしているユース ケースです。

図 10 は、さまざまな部門の主要業務のうち、クラウド型 IA で自動化するのに適したものを示していま
す。これらの業務をクラウドで自動化できる度合いは、各業務によって異なります。ここで弊社が推奨
するクラウドベースの IA を使用した自動化の適用業務とその可能性は、30 の主要企業との会話に基づ
いて考察されています。

自動化の余地が豊富 

部分的または全面的に自動化できる、 

反復的な大量のルールベース  

プロセスがさまざまな部門に 

普及しています

クラウドベースのアプリケーション 

クラウドベースの IA アーキテクチャに 

適合するのは、クラウドアプリケーショ
ンでの実績がある業務です

セールスおよび 

マーケティング

法令遵守 

業界や地域に固有のコンプライアン
スや内部 IT セキュリティ ポリシーの

厳重さは、クラウド IA の採用を 

阻害する要因となります

図 9:  各部門によるクラウドへの移行の予想タイムライン

クラウドへの移行の予想タイムライン

カスタマー サクセス 人事 IT 財務 サプライチェーン
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図 10:  クラウド型 IA に適した部門別重点領域

セールスおよびマーケティング

部門
クラウドに移行できる適用業務の
予想比率

カスタマー サービス

人事

IT

サプライ チェーンおよび運用

財務

• リード管理
• 競合分析
• ブランドのモニタリング
• 売上予測/報告

• 顧客記録管理
• 苦情およびリクエスト管理
• 主要指標の自動レポート

• 従業員入社および退社手続き
• 給与管理
• 業績および人材管理
• 時間、勤怠、休暇管理

• ヘルプ デスク管理
• アプリケーション監視
• システム可用性および脅威監視
• ID およびアクセス管理
• 主要 KPI および SLA のレポート

• 貨物管理
• 在庫管理
• 自動レポート
• 調達から決済までのプロセスの異常検知
• 契約管理

• 財務計画および報告
• 標準仕訳記入
• 売掛金処理
• 買掛金処理
• 経営財務および会計

60%
30%
10%

50%
35%
15%

60%

25%

15%

70%
10%
20%

65%
30%
5%

55%
33%
12%

セールスおよびマーケティ
ングとカスタマー サービス
はクラウド型 IA の早期採用
者であり、IT 部門と人事部
門がそれに続くと予想され
ています。財務やサプライ 

チェーンなどの厳しい規制
を受ける部門では、クラウド
型 IA の採用が比較的遅いと
見込まれています。

0 ～ 6 ヶ月
6 ヶ月～ 1 年
1 年以上

組織はさまざまな業務の組み合わせを検証し、自動化のための最も効果的な適
用業務見極めて、クラウド型 IA の導入がどこで最大のメリットをもたらすか
を特定する必要があります。
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セクション 3
クラウド型 IA のメリット
クラウドベースの IA (RPaaS 導入アプローチ ) が TCO 面でもたらすメリットは、ここまでで説明し
たとおりです。ここでは、TCO 以外のメリットに焦点を当てていきましょう。

ビジネスの機敏性

クラウド型 IA は、自動化の対象となる大規模なアプリケーションを利用し、大量の取引を行う企業
に優れた拡張性をもたらします。開発者は、クラウド型 IA を導入することで、アプリケーションや
プログラムをインストールする必要性を最小限に抑えて Bot の構築を開始でき、数時間という単位
ではなく数分で簡単に Bot をスケールできます。

24 ～ 30%

48 ～ 50%

10 個の Bot を 100 個または 1,000 個に
スケール

価値創出までの期間の短縮
クラウドを高度な IA 機能と組み合わせると、開
発の工数を 24 ～ 30% 削減できます。さらに、プ
ラットフォームの自動アップグレードなどの機能
によってメンテナンスが容易になるため、必要な
工数を最大で 48 ～ 50% 削減できます。

柔軟性
オンプレミスとクラウドの両方のインフラに導入
できるハイブリッド IA アプローチにより、基とな
るアーキテクチャを変更せずに柔軟な選択が可能
になります。クラウドに Bot を導入すると、Bot 

のパフォーマンスをリアルタイムで制御および監
視するための機能にいつでも、どこからでもアク
セスできるようになります。

スケーラビリティ
クラウド型 IA を利用することで、追加のインフラ
をプロビジョニングすることなく、ワンクリック
だけの簡単な操作で数十の Bot を数百または数千
にスケールできます。

開発工数の削減

メンテナンス工数の削減

オンプレミスまたはクラウドにアーキテクチャ
の変更なしで導入

ハイブリッド アプローチ

ワンクリックの
簡単操作

+
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セキュリティとコンプライアンス
クラウド セキュリティ標準の成熟度が高まるにつれて、数年前とは異なり、セキュリティはもはや
導入時の障壁ではなくなっています。それどころか、セキュリティはクラウド採用の促進要因となっ
ています。これは、クラウド サービス プロバイダー (CSP) がオンプレミス導入よりもさらにセキュ
リティ制御を強化しているためです。

データ暗号化

地域および業界固有の法令の遵守

脅威検出ツール

監査ログ

安全な資格情報
リポジトリ

データ セキュリティ

コンプライアンス

認証 ロール ベースの 
アクセス制御

セキュアなアクセス

+

+

データ セキュリティ
CSP は、データを分類およびラベル付けして機密
データを確実に保護する機能を提供しています。
IA ベンダーは、保存中および転送中のデータを暗
号化することによってデータのセキュリティを確
保しています。また、安全な資格情報リポジトリ、
監査ログ、脅威検出ツールなどの IA 機能により、
クラウドのセキュリティをさらに強化できます。

アクセス管理
多要素認証とロール ベースのアクセス制御によ
り、複数レベルのセキュリティが有効になります。
アクセスは、仮想プライベート クラウド (VPC) の
ルーティングおよびファイアウォール ルールを使
用して保護されます。

プライバシーと法令遵守
クラウドは、GDPR や HIPAA などの業界および地
域固有の法令を遵守するためにベンダーが使用で
きる機能 ( データの場所を制限する機能など ) を提
供します。

セキュアな環境
クラウドで導入することにより、IA プラットフォー
ムを常に最新の状態に保つことができます。脆弱
性が検出されるたびに、修正プログラムをすべて
のお客様に迅速に展開できます。

17
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耐障害性 

クラウドは、高可用性とディザスターリカバリーを実現するために膨大なストレージ容量とコン
ピューティングパワーを提供します。これにより、シームレスな事業継続性を保証し、ダウンタイ
ムなしで 24 時間 365 日 Bot を機能させることが可能となります。

自動アップグレード
クラウド導入モデルでは、マニュアル作業なしの
自動アップグレードが適用されるため、ダウンタ
イムを抑制できます。

高可用性とディザスターリカバリー
クラウドは、スケーラブルなインフラ、冗長化ス
トレージ、およびバックアップ ポリシーを提供し
ます。さらに、IA ベンダーは、高可用性を常時確
保するための事業継続性とフェールオーバーの手
順を確立しています。

99.5% 以上

ゼロ  
ダウンタイム

IA プラットフォームの可用性

自動アップグレードのメリット
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セクション 4
主なリスクと低減方法
クラウド型 IA には前述したメリットがある一方で、組織が導入時に直面する可能性のある特定のリ
スクがあることも事実です。企業は、評判の失墜、罰則、運用の非効率性、詐欺などの観点から、
リスクとその潜在的な影響を認識しておく必要があります。また、テクノロジー以外のリスクも評
価し、エコシステム全体にわたってリスク管理体制を確立する必要があります。

テクノロジー リスク

データ リスク

適切な職務分掌の欠如が招く、
データとアプリケーションへ
の不正アクセス

進化するデータ プライバシー
指令や州に固有の法律に従っ
ていない

低減方法

• ID アクセス管理でユーザーを一元的に管
理し、監査ログでそれらのユーザーのア
クションを可視化します。

• 企業は、データ暗号化やパスワード マ
ネージャーなどの IA プラットフォームの
機能を活用してセキュリティを確保する
必要があります。開発者は Bot 内での資
格情報のハードコーディングを避ける必
要があります。

情報が分類されていないことが
原因で機密データの取り扱いミ
スが起きる

• 企業と IA ベンダーは、データの保存場所
に関するコンプライアンスに従ってデー
タを保存する場所を決定する必要があり
ます。

クラウド内のデータの保存場所
に関する情報がない

• 企業は、各種データの取り扱い方法に関
する手順とともに、情報分類のガイドラ
インを維持する必要があります。

IA ベンダーのアーキテクチャ
とセキュリティ プロトコルが
可視化されてない

• 企業は、対象となるサード パーティの認
定、評価のレポート、およびセキュリティ 

レイヤーの提示を IA ベンダーに求める必
要があります。
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ガバナンス

運用リスク

監査およびコンプライアンス

インシデント対応およびリスク
計画が確立されていない

事業継続性およびディザスター
リカバリー計画が策定されてい
ない

データ プライバシー規制と業
界に固有のコンプライアンス

低減方法

• IA プロジェクトには、IA ベンダー、サー
ビス プロバイダー、企業の IT およびビジ
ネス 部門が関与する可能性があります。
すべての関係者が共同責任としてインシ
デントおよびリスク管理計画の策定で連
携する必要があります。

• IA プロジェクトを成功させるには、プロ
グラム ガバナンス委員会を設置して、企
業、IA ベンダー、およびサービス プロバ
イダーが定期的に意見を交わすことが重
要です。

• 安定した IA サービスと運用を実現するに
は、事業継続性計画 (BCP) を立てる必要
があります。バックアップなどの作業の
計画を立て、復旧シナリオにおける通信
手段と責任を定義する必要があります。

• 企業は、中断のないサービスを実現する
ために自社でネットワークを最適化する
ための計画を立てる必要があります。

• 企業は業界の変化を認識し、IA ベンダー
と連携して進化する業界に固有のコンプ
ライアンス指令 (HIPAA など ) に確実に従
う必要があります。

• 企業は、IA ベンダーが提供する監査機能
を使用することで監査に対応し、ユーザー
のアクションを追跡して NIST AC-6 など
のベスト プラクティスに従うことができ
ます。

ネットワークの遅延/中断

監査の準備ができていない

プログラム ガバナンスの欠如に
よって招かれる混乱、信頼の失墜、
機会損失
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重要なのは、クラウド型 IA がビジネスにもたらす価値とリスクとの間でバランスを取ることです。
IT 部門の幹部は、クラウド型 IA によって約束される効率性やコスト削減などのメリットを享受す
るために、リスクを総合的に評価する必要があります。

おわりに
クラウド型 IA の採用は、大部分が実験的な試験導入段階にあります。クラウドが ROI 面で多大な
メリット ( ハイ リターン、スケーラビリティ、市場投入までの時間の短縮) をもたらしていること
を背景に、クラウド型 IA は間もなく主流になると予想されています。組織はクラウド導入の取り組
みに着手するにあたり、その組織のポリシーに沿った適切なクラウド導入モデルを特定することが
重要です。また、クラウドに移行する適用業務を特定し、リスクに備えた計画を事前に策定するた
めの明確な戦略も必要です。

Web 対応のクラウド提供モデルは、さまざまな分野で大きな変化をもたらしています。また、クラ
ウド主導の IA 提供モデルは、スケーラビリティ、セキュリティ、柔軟性をコスト削減と同時に実現
することによって、新しい選択肢を組織にもたらす可能性があります。

Automation Anywhereについて
オートメーション・エニウェアは、人がアイデア、思考、フォーカスを用いて企業を強化できるように支援します。私たちは、世界で最も洗練さ
れたデジタルワークフォース プラットフォームを提供し、ビジネスプロセスを自動化し、人を定型的な業務から解放することでよりよい仕事環境
の実現を支援します。
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