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キューアンドエーワークス
人が「人らしい仕事」に専念し、働く幸せを実現

人と「協働」するRPAは、
新しい“労働力”

デジタルレイバー

あるべき雇用の姿を追求し
人材不足も補うDigital Labor
――― RPA との出合いは、強烈な印

ソリューションサービスの展開です。

管理業務の外部委託）サービスで、

象だったそうですね。

――― 少子高齢化に伴う人材不足や

地方の雇用創造に貢献してきました

池邉

“ ロボットソフトウエア ” と呼

生産性向上などの課題解決に期待が

が、単純業務はつまらない、と長続

ばれ、注目度もまだ低かったのです

高まっています。

きせずに辞めていく。やはり仕事の

が、「すごいぞ！ オフィスワークの代

池邉 日本の労働生産性は主要先進

質が大事で、コアとノンコアを人同士

わりを、人以外の力でやれるんだ」と。

7 カ国で最下位。特にホワイトカラー

でシェアするのではなく、定型業務は

は労働集約型であり、世界的に極め

RPA で自動化し、人は創造性の発揮

――― キューアンドエーワークスは人

て低水準です。ただ、RPA への着眼

に集中しようということです。

材派遣・紹介事業を中心にビジネス

は人材不足や生産性だけでなく、あ

――― それが Digital Labor（仮想知

を展開されていますが、その中での

るべき雇用の姿を追求した結果です。

的労働者、DL）の概念ですね。

（【図表 1】）

RPA の位置付けは。

オフィスワークは一般的に、コア業

池 邉 RPA は認 知 技 術を活 用 する

池邉 当社は 2 軸のブランドがありま

務が正社員、ノンコア業務は派遣や

業務専用ロボット。人のように雇う新

す。一生さびないスキルを持つ人材

アウトソーシングの活用が多い。当

しい労働力として、最適な言葉が DL

に育て供給すること。人に頼らない効

社はノンコアの BPO（ビジネス・プ

でした。疲れ知らずで、いつも寄り

率化に貢献すること。もう 1 つが RPA

ロセス・アウトソーシング、企業内の

添う頼もしい部下のような存在です。

ICT技術を活用し、主にホワイトカラー領域で業務の効率化を図り、
生産性を向上するRPA（Robotic Process Automation）。
労働集約型だったオフィスワークを自動化する、人に代わる「新しい労働力」だ。
一般社団法人日本RPA協会の理事も務め、
その可能性を広く発信するキューアンドエーワークスの
池邉竜一氏に、RPAとは何か、そして仕事と働き方が
どう変わるのかについて語ってもらった。

【図表1】RPAでできること（一例）
■

キーボードやマウスなど、パソコン画 面 操 作の自動 化

■

ディスプレー画 面に表 示された文 字 列 、図 形 、色の判 別

■

I Dやパスワードなどの自動 入力

■

アプリケーションの起動や終了

■

スケジュールの設 定と自動 実 行

■

蓄 積されたデータの整 理や分 析

■

業 種 、職 種 、現 場の条 件に合わせた柔 軟なカスタマイズ

■

システムの異なるアプリケーション間のデータの受け渡し

池邉氏が執筆した著
書『デジタルレイバー
が部下になる日』（日
経 BP 社 ）。2018 年
2 月の発刊直後から
大きな反響を呼んだ
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【図表2】RPAの導入事例（業界・業務シーン）

システム
■
■

請求書集約業務

■

契約管理業務

基幹システムからデータ抽出、
突合
（とつごう）業務

旅 行
■

通 信

コールセンターでの
各種データ集計業務

インターネット関 連
■

競合価格調査、変更業務

【図表3】RPAの自動化で成果を発揮する業務

大 量データの投 入

保 険
■

顧客管理業務

■

保険料調査業務

Excel

流通小売
■
■

データの出力、ファイル作 成

投入データ
リスト

ブログ、SNS投稿監視業務

Excel

業務
システムなど

各店舗からの備品発注受付、
発注業務

■
■

商品受注業務

■

売上集計業務

■

広 告
■
■

契約データ集計、確認業務
人事異動データ集計チェック、
メール通知

新電力関 連
■

通 販

発電量の集計業務

複数サイトでの商品在庫連携
画像変更業務

卸 売商社
■

研修事業の数値集計業務

■

各事業部、支店の研修工数の集計業務

BPO
■

経費精算データの照合、
交通費判定業務

オンデマンド動画配信
■

■

顧客企業ごとの請求書作成業務

CSV

勤怠票督促メール業務

■

求人情報クローリング業務

業務
システム A

Word

人 材
■

クラウドへ

Excel

リース

定型文書化
など

データの受け渡し

投入データ
ファイル

競合情報調査業務

出典：キューアンドエーワークス提供資料

業務
システム B

Excel
Excel

業務
システムなど

複数種類の
ファイルから

ファイル
業務
システムなど

各種
クラウドへ

ブラウザ

出典：キューアンドエーワークス提供資料

業務棚卸しと
最適な協働フローを支援するツール「RoboRoid」
ロボロイド

る紙の文化。でも、ペーパーレスに

なくても大丈夫です」と。

jp/）を始動されました。

デジタル化すると、書類がデータや

――― RPA 専 用 で ある業 務 棚 卸し

池邉

専門スキルを持つ人材が必要

情報へ変わる「面」の展開が生まれ

ツール「RoboRoid-HIT.s」も新たに

な情報システムとは違い、部下にな

る。経営の判断材料になる集合知・

リリースされました。（次頁【図表4 】）

「RoboRoid」（https://roboroid.

る DL を、誰でも制作・実行・管理

ビジネスインテリジェンス（BI）が得

池邉

――― 人と DL が協働する「ワークス

方改革」の第一歩にもなります。

――― 著書『デジタルレイバーが部

できるのが強みです。全社売上比率

られる「デザイン BI」のインフラ投

るのが業務の棚卸しです。ものづくり

デザイン」（業務設計）を RPA の旗

――― Excel の マク ロ（Excel 上 の

下になる日』（日経 BP 社）には、幅

はまだ 10％程度ですが、導入企業は

資は、車椅子で働く社員を雇うため

の設計図のように、業務プロセスを

印に掲げています。

作業を記録し自動的に実行する機能）

広い業界・業務シーンの導入事例と

全国で 200 社を超えました。

バリアフリーにするのと同じことです。

書き起こして可視化し、人と DL に任

池邉 「未来の働き方」をお客さまと

など、従来の ICT ツールとの違いは。

成果が紹介されています。

――― 導入支援で気になることは。

――― 投資が多額になると、二の足

せる業務フローをチャート式に、現場

一緒に創造していこうと。

池邉

池邉

池邉 「DL を使えるシーンが少ない」

を踏む経営者もいます。

に適した手順で組んでいく。月に 20

エクセル

マクロ機能より活用範囲が格

得意領域は大量データの事務

人から DL に引き継ぐ鍵を握

段に広く、同じ自動化ツールの RDA

処理や小ロットのルーティンなどの PC

と語る中小企業経営者が多いです

池邉 フリーソフトウエアなど、既存

時間を超えた営業事務作業が、DL

任せるのか。仕事と人材の最適なマッ

（Robotic Desktop Automation）

（パソコン）業務。金融や製造、情

ね。それは DL を生かす正しい ICT イ

のエコシステムを有効に活用できま

で十数分にまで減ったケースもあり、

チングを手掛ける当社が、業務を仕

と比べても、サーバー上で稼働する

報通信分野を中心に成果を発揮して

ンフラ投資ができていないからです。

す。いつも言っているのですが、
「ICT

最終的には完全自動化も可能です。

分けして効率化しながら自動化を支

RPA は複数のジョブをより高速で動

います。（【図表2】【図表3】）

例えば、オフィスの真ん中にコピー

投資は、最低限に抑えて。DL が動

道のりは遠いように思えても、道標は

援する。競争力を高めながら、「働き

作し、管理もしやすいのが特徴です。

――― 2016 年に導入支援サービ ス

機がある会社は、まだ「点」で終わ

きさえすれば、（ツールが）最先端で

ちゃんとありますよ。

これからも人がやる仕事か、DL に
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デジタルレイバー

ビッグデータやAIと融合し「新しい、働く幸せ」を
――― RPA はグローバルな第 4 次産

へのアドバイスは。

るためにやっていた単純な仕事が、

業革命の波を乗りこなすサーフボー

池邉 RPA は「経営・運用・現場」

商品企画など創造性のある仕事に変

ドのような存在ですね。今後の展望

の 3 つの視点がそろわないと成功し

わり、家族で過ごす時間も増えます

について教えてください。

ません。経営の視点は、少人数によ

よ、と。

池邉

タテとヨコ の 展 開 が ありま

る高い生産性の実現で投資効果が分

――― 働く実感や生きる楽しみを味

す。タテは、右肩上がりで成長する

かりやすく、決断しやすい。運用も

わえるようになる、と。

「RPA2.0」 の 世 界。 チャットボット

最低限のデジタル環境が整えば大丈

やデータサイエンス、AI など、新し

夫です。

池邉

“レッドカラー”の時代へ、
人とDLの「２つの人づくり」を

会社の発展に能力を生かすの

が仕事の本質です。1 日 8 時間働い

難しいのは現場です。トップダウン

た対価ではなく、「業績ベースで儲

もう

人も企業も、成長プロセスには 2

で「さあ、やるぞ！」と言っても、何

かって給料が増える」、給料は同じで

つのアプローチがある――。個々に

ヨコは、日本 全 国へ の 水 平 展 開

を期待されているかを社員が理解し

も「生産性が上がって働く時間が短

眠る才能や特技を掘り当てる「能力

です。ブームではなく、経営に不可

ないと、動き出しません。DL に仕事

くなる」。どちらでも文句を言う人は

開発」と、学習によって知識・技術

いないでしょう。

を身に付ける「能力発達」だ。そして、

い技術や事業と融合して進化を遂げ
ていきます。

欠な新たな人材の調達法として HR

を奪われる不利益変更ではなく、メ

（Human Resource） に組 み 込まれ

リットがあってどうハッピーになるか、

る時代が、当たり前になっていくでしょ
うね。
――― 革命の波に立ち向かう経営者

人らしく時間からも解放された「新

人と DL の「協働」は、その両方の

トップメッセージを発信し続ける必要

しい、働く幸せ」を。RPA で革命を

可能性を高めることができる、と池邉

があります。

起こしていきますよ。

氏は語る。

「つまらないな」と思いながら生き

「従来の人材ビジネスは、ノンコア
業務を中心に『生きるための仕事』
が多く、働く喜びや幸せを感じにくい
という罪悪感に似た思いがあったの

【図表4】RoboRoid-HIT.sのフローチャート

Befo re

も事実です。でも、DL がその役割を
代わって果たすことで、知識や技術

After

■

全業務に人が携わっている

■

■

多くの作業時間が発生している

■

を磨きつつ、人らしい創造性も発揮し

ロボット導入により人的作業が激減

やすくなる。人材派遣業界が旧態依

作業時間が 90％ 削減！

然のままなら、ぶっ壊してもいい覚悟

月間注文予定表

月間注文予定表

販売先からFAX受信

販売先からFAX受信

販売先と数量・単価を調整し記入

販売先と数量・単価を調整し記入

です」

販売先別月間見積書.xlsx
品番・数量・単価を入力

販売先別月間見積書.xlsx

摘要欄に品番・商品名・数量・単価を入力

品番・数量・単価を入力

人 は 人らしく、DL は DL らしく。
人と DL の「2 つの人づくり」への大
切な投資になるということだ。自らも

邉氏。第 4 次産業革命の到来で、ブ

人づくりのエキスパートとして、自社

ルーやホワイトとは違う新しいワーク

課長の承認・入力

の新入社員にはいつも「気を使え！」

カラーの概念が誕生するかどうか、

販売先へメール送信

とアドバイスしている。他者に対して

尋ねてみた。

販売先別月間見積書

捺印・内容チェック

共有フォルダに入れ1カ月間保存

販売先へFAX送信
月間注文予定表フォルダに入れ1カ月間保管
：人が行う作業

作業時間は

出典：キューアンドエーワークス提供資料
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25.5 H/月

池邉 竜一氏

RPA は人材不足を
「補う」だけでなく、

合計・金額算出
印刷

キューアンドエーワークス 代表取締役社長

：人が行う作業
：RoboRoidの作業

作業時間は

0.2 H/月

ではなく、自分の元気、根気、やる

「考えたこともないですが、あえて

気の全てを使って「本気」になれば、

言えば “ レッドカラー ” でしょうか。

共感して動く仲間が現れ、やがては

人にしかできないことって、やる気や

世の中を変えていくとの信念からだ。
ロジカルで落ち着いた語り口だが、
実は熱いパッションも心に秘める池

情熱が出発点。パッションの赤にこ
そ、代えの利かない個性、その人ら
しさが表れますから」

キューアンドエーワークス㈱
所在地：〒150-0002

東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー23F
TEL：03-6418-0800
設立：1999年

資本金：9746万円

売上高：54億6000万円
（2017年度3月期）
社員数：320名
（2018年4月現在）

事業内容：RPA導入支援サービス事業

（RoboRoid®）
、
人材・技術者派遣事業、

人材紹介・採用支援事業、
業務請負事業
https://www.qaworks.co.jp/

https://roboroid.jp/
（RoboRoid®サイト）
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