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オートメーション エニウェアによる

      つの予測: 2019 年の  
RPA 市場

オートメーションによって組織の生産性を飛
躍的に向上させることに関心があるビジネス 
プロフェッショナルのための  
e ブック。
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概要
近頃 Forbes に、ロボティック プロセス オートメ
ーション (RPA) は "人工知能 (AI) へのゲートウェイ 
ドラッグ" であるという記事が掲載されました。Iつ
まり、RPA は組織に多くのメリットを提供するだけ
でなく、AI の世界に入る際のハードルを下げていま
す。まるで水につま先をつけるように、慎重に AI の
導入を始めることができるのです。

この記事はまさに未来を予言しています。

企業が RPA を導入すると、以前は考えられなかった
ほど幅広いプロセスを自動化することが可能になり
ます。自動化されるプロセスは、CRM システムの顧
客データをバックオフィスの ERP システムに取り込
みむような非常に機械的なタスクだけではなく、ロ
ボット主導型ソフトウェア ボットが事前設定された
ロジックに基づいてインテリジェントな意思決定を
行うようなタスクにまで及びます。

このような進歩によって RPA の導入が拡大する
と、3 桁台の成長率も考えられます。

明確なのは、RPA は転換期にあるということです。
この成長は今後も続くのでしょうか。もしそうなら
ば、どのような経緯をたどるのでしょうか。今後ど
のようなイノベーションが起こるのでしょうか。

この e ブックでは、2019 年の RPA に関する 7 つ
の予測を示し、将来に向けたオートメーション エニ
ウェアのインサイトを提供します。これらの予測で
は、RPA の視点から市場の成長、テクノロジーの創
造的革新、プラットフォームの強化、新しいユース
ケースについて述べています。
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予測 1:
RPA 市場は 2019 年も引き続き飛躍的に成長する

組織はビジネス プロセスの自動化をさらに進め、RPA 市場は急激
な成長を続けるでしょう。近年、RPA の成長率は 100％ を超えて
おり、2019 年もこの 3 桁成長の傾向が続く見込みです。
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Forrester の業界アナリストは、2017 年から 2018 年
にかけて RPA 市場は 109% の成長率を達成し、2019 
年には収益が 17 億ドルとなりII、2021 年には 29 億
ドル市場になると予測しています。III

RPA は従業員にも影響を及ぼします。従業員はインテ
リジェント デジタル ワークフォース、つまり人間と
ロボット ワーカーが共存するワークフォースに組み
込まれていくでしょう。

実際に、このようなオートメーションによって、ボッ
トのパフォーマンスを管理するボット マスターやオペ
レーション エキスパートといった新しい職種が生まれ
ています。2019 年末には、現在の職種の 3% に相当す
る職種が新しいものになっているはずです。IV

2019 年には RPA がもたらすメリットを享受したいと
お考えですか?

詳細をお知りになりたい方は、Automation Anywhere 
の 無料トライアルを始めてください。
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予測 2:
RPA の導入は銀行、金融サービス、保険 (BFSI) が主導し
ているが、今後は新しい "スター" が登場する
契約やその他の様式に関するデータを手動で入力す
る必要があった業界では、以前から RPA の導入が進
んでいました。その業界とは銀行、金融サービス、
保険であり、これらをまとめて BFSI と呼んでいま
す。RPA の市場分野という観点で見ると、BFSI がト
ップの座を占めています。V

ASC 606 という新しい GAAP 会計基準の適用によ
り、これらの業界の指導的地位は今後も維持される
ことになるでしょう。ASC 606 は金融業界でのオー
トメーション導入において重要な推進力となるはず
です。2019 年には、米国のすべての企業が ASC 606 
の収益認識規則に従うことが必要になります。EU で 
GAAP に相当する IFRS でも、同様の基準が推進され
ています。民間企業には GAAP の基準を使用するこ
とは求められていませんが、一般慣行として多くの
企業がベスト プラクティスに従い、外部から投資を
促しています。

その他に高成長が見られる業界には、医療、電気通
信、情報技術などがあります。

2019 年を、オートメーションを通じて業界での主
導力を高める年にしませんか?

同業他社が RPA のメリットをどのように享受して
いるか、詳細をご覧ください。
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予測 3:
人間主導型 RPA が台頭する
RPA ボットには "人間主導型" と "ロボット主導型" の 2 つの稼働モードがあります。通常、エンドツーエン
ドのプロセス全体を自動化できない場合にフロントオフィス業務に使用するボットとしては、人間主導型の
ボットが役立ちます。人の手による入力を必要としない RPA プロセスは "ロボット手動型" と呼ばれます。
すべての RPA ソリューションが人間主導型とロボット主導型の両方のオートメーションに対応できるわけで
はありません。

ライセンス数という観点では、人間主導型の RPA の方が
導入の成熟度が高く、インストール対象の規模も大きく
なっています。現在、RPA プロセスの半数以上 (57%) は
人間主導型です。クラウドベースを含め、残りの 43% は
ロボット主導型 RPA (オンプレミス 33%、クラウドベー
ス 10%) です。VIクラウドによって新規導入のハードルが
下がることで、RPA は企業の規模にかかわらず取り入れ
やすいものとなっています。

人間主導型:

ロボット主導型:

オンプレミス

RPA プロセス

クラウドベース

57%

33% 10%
Gartner は 2022 年までに 20% 
の RPA がクラウドベースにな
ると予測。I

ロボット主導型 RPA ボットの作成に関する知識を増やし、
生産性と効率を大幅に改善しましょう。詳細をご覧になる
にはこちらをクリックしてください。
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予測 4:
RPA がさらにインテリジェント
になる
RPA は、保険料や医療費に関する申請書や請求書、発
注書、電子メールのテキスト マイニングのような反復
作業を自動化するために考案されました。初期の RPA 
は、5 回未満の決定、500 回未満のクリック、5 つ未
満のアプリケーションへのアクセスという 3 つの 5 に
よる "シンプル" なプロセスに重点を置いていました。

しかし、RPA 市場が成熟するにつれて RPA はさら
に洗練されたものへと成長しています。RPA 製品の
機能が高性能化した結果、人間によるトレーニング
を通じてますます複雑な決定を下すことができるよ
うになっています。これが、ロボット主導型 RPA シ
ステムが急成長している主な理由です。今後、機械
学習、OCR、分析などの主要なコグニティブ機能が 
RPA 実装にさらに組み込まれていくでしょう。

Forrester の予測:

2019 年以降、RPA に AI が組
み込まれ、知覚力を持つよう
になると考えられる。AI が組
み込まれた RPA はプロセス
の目的を理解し、その日ごと
の例外ケースなど、より多く
の決定に対処できるようにな
るだろう。VII

6



7

v

その証拠として挙げられるのが、サービス デスクにお
けるインテリジェント オートメーションの導入です。
コグニティブ システム、RPA、さまざまなチャット 
ボット テクノロジーと併用することで、2019 年末ま
でにオートメーションによってサービス デスクにおけ
るすべてのやり取りの 20% が排除されると考えられ
ています。VIII

RPA のインテリジェント オートメーションは、会計、
財務、メディアとエンターテインメントなど、その他
の業種にも同様の影響を与えると予測されます。

サービス デスク RPA

サービス デスクに繰り返し
寄せられる一般的なリクエ
ストの処理を自動化

顧客満足度の向上

残念ながら、すべての企業でインテリジェント オー
トメーションの導入が進んでいるわけではありませ
ん。World of Watson 2016 カンファレンスで発表
された研究によると、コグニティブに関する意思決
定者 600 人を対象に調査を行った結果、コグニテ
ィブのロードマップをすでに作成していると答えた
のは 10% 未満だったということです。IX

2019 年には賢明な選択をしてコグニティブへの道
を進みますか?

コグニティブ オートメーションの詳細をご確認 
ください。
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予測 5:
RPA の価格が低下する
いくつかの要因により、価格が低下すると予測されます。

サブスクリプションベースの価格設定が大幅に増
加し、ロボット単位でのライセンス ベースの価格
設定が主流になっています。オートメーション エ
ニウェアが先頃、大手クラウド プロバイダーであ
る AWS、Azure、Google Cloud、IBM の 4 社と契
約を締結したという事実にもその影響は現れてい
ます。(リンク)

クラウドベースのサブスク
リプション サービスが増加

新規参入による競争圧力が
増大し、システム インテ

グレーターが増加

さらに、RPA でより多くの
デジタル ワーカーをサポー
トするようになると ROI が

上昇し、平均単価が低下

ソフトウェア ベンダーやシステム インテグレーターな
ど、RPA 市場への新規参入企業も、価格を引き下げる
要因となるでしょう。Gartner は、複数の企業の新規参
入により、2019 年を通じて一般的な RPA ツールで値下
げが見られると予測しています。Xこれは、RPA テクノ
ロジーがインテリジェント オートメーション ワーク 
フォース市場における主要プレイヤーであることを裏付
けるものです。

2019 年には、この価格低下/高 ROI の傾向がもたらす
メリットを享受したいとお考えですか?
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予測 6:
RPA の導入においてセキュリ
ティがより重要な要素になる
ソフトウェア ボットが "悪意" を持ち、IT システ
ムやアプリケーションを攻撃するのではないかと
懸念する人もいます。理論的にはあり得ないこと
ではないですが、現実的にスカイネットのような
ものが出てくる可能性はほとんどありません。そ
の対策として各企業はデジタル著作権管理 (DRM) 
を適用できます。DRM を組み込むことにより、 
ボットは人間と同様に明確なアイデンティティを
持つようになります。ボットの整合性が確保さ
れ、ボットをボットとして認識できるようになる
ため、侵入者ではないということがわかります。

貴社の RPA システムには銀行と同レベルのセキュ
リティがありますか? そうでなければ、セキュリテ
ィに関するベスト プラクティスをご確認 
ください。
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予測 7:
インテリジェントなデジタル ワークフォースの出現によって仕事
の未来が劇的に変化する
2025 年までの展望に関して、米国 KPMG の新
たな報告によると、業界リーダーの 32% が RPA 
への投資額は 20% 以上増加しているだろうと答
え、回答者の約 3 分の 2 近くが 3 年以内に RPA 
を完全実装する計画があると答えています。

デジタル ワーカーの大群が要求の厳しい反復作
業や膨大な作業を代行し、人間の労働者は人間に
与えられた認識力を必要とする作業に専念できる
ようになるとともに、RPA 業界には変化が訪れる
でしょう。

デジタル ワーカーは難なく導入できるようにな
ります。その例として挙げられるのが Bot Store 
です。お客様はここで市販のプラグ アンド プレ
イ式のボットを購入し、無数の反復作業を自動化
できるのです。

お客様にもそうでない方々にもこれらの新製品や既存
の製品を最大限に活用してもらうために、Automation 

Anywhere University の革命的なオンライン カリキュ
ラム サービスは今後も拡充を続けます。

2019 年こそ、インテリジェント ワークフォース革命
に加わりませんか?

(ヒント: www.automationanywhere.com にまずはア
クセスしてください。)
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