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中小企業における RPA

RPA とは「Robotic Process
Automation / ロボティック・プロセ
ス・オートメーション」の略語で、定
型作業的な事務業務をルールエンジ
ンや AI（人工知能）などの技術を備
えたソフトウェアのロボットが代行
し自動化することを言う。

RPA 導入支援サービス

◆具体的な事例

電気店でエアコン工事の受付に伴うバックオフィス業務を自動化し
た事例では、コールセンターで受け付けたエアコン工事依頼管理簿を、
工事作業者に渡す作業先指示書へ RPA が以下の手順で自動処理する。
① 管理簿から氏名や電話番号をコピーし、指示書に貼り付けるこ
とで転記する。
② 地図ソフトを起動し、住所で検索、地図を拡大して範囲を指定
し、該当箇所を画像形式に変換し指示書に貼り付ける。
③ 指示書のファイル名として、管理簿の受付番号を設定し、保存
する。
④ この一連の定型作業を、管理簿に記載された受付件数の数だけ
繰り返して処理する
RPA の業務処理速度は、人間のパソコン操作速度の約３倍。また、
人間が１日８時間働くところ、RPA は３倍の24時間働くことができ
る。RPA は、人間の３倍の
速度で３倍の時間働くと考え
ると、単純計算では、RPA
（デジタルレイバー）は人間
の９倍の生産性がある。つま
RPA でできること り通常の事務職員の９人分の
働きをすることができる。

◆ RPA を導入する5つのメリット

① オフィス業務の自動化・効率化
RPA はオフィス業務の代行を可能とする。誰もが簡単に業務の効
率化・自動化を実現できる。
② 生産性向上
従来は人間にしかできなかったオフィス業務を RPA に代行させる
ことにより、担当者は他の業務に時間を割くことができるようになる
ため、生産性の向上が期待できる。また、新たなビジネスを推進する
余裕も生まれるはずだ。特に人材不足に悩む中小企業の場合、RPA
を導入することにより、業務改善に大きく寄与する。
③ 人的ミスの防止
人間が行う作業には、意図せず、ミスが起こってしまうことがあ
る。一方、RPAは一度記録した作業を正確に再現してくれるので、人
的ミスの防止になる。
④ コスト削減
人間であれば10分かかる作業が、RPAであれば半分以下の作業時間
で済むようになったという声はとても多く聞かれる。また、RPAは時間
や曜日が関係なくいつでも作業が可能であり、設定次第で決められた日
時に作業を実行することもできる。つまり、日々の作業工数削減・残
業削減・休日出勤不要となり、その結果、人件費削減につながる。

⑤ 人材不足の解消
RPA は、日本が抱える労働人口減少
の問題解決にも貢献する。RPA で人間
でなくてもかまわない定型業務を自動化
すれば、人間が行うべき業務が精査され
より効率的に業務を遂行することが可能
になる。

働き方改革の特効薬

◆ RPA の導入事例と効果

① 購買業務：商社にて部材の注文処理を自動化した事例。部材に関
する注文情報を取りまとめ、発注先メーカーのWeb型注文受付シ
ステムを開き、システムに注文情報を登録し、注文報告を担当者
に回答する。RPA 導入以前は、この注文情報の転記入力処理は、
入力に長時間を要し、入力ミスも多発した。
② 財務（経理）業務：これは、流通系の企業にて OCR と組み合わ
せて請求書の処理業務を自動化した事例で、一般事業会社からの
要望が特に多い領域。
請求書が届くと、スキャナとOCRを利用し、請求書情報をデータ変
換する。購買システムから、該当する注文時の発注データを取得する。
請求書データと発注データを突合する。突合の結果、データが一致し
ていれば、支払処理へと進める。不一致であれば、担当者に確認依頼
を返す。システムに注文情報を登録し、注文報告を担当者に回答する。
③ 人事：社員が社員管理システムを開き、住所等の属性情報を変更
する。社員管理システムに設定された情報を取得し、影響のある
社内システムに変更を一斉に反映する。
④ 人事給与・経費精算：社員の交通費精算において、申請している
ルートや金額が正しいかをチェックする。社員が経費精算システ
ムに情報を申請する。経路検索サービ
スを利用し、申請された駅名でルート
を検索する。申請が経路検索サービス
の最短・最安ルートになっているかと、
検索結果と同額であるかを突合チェッ
クする。一致していれば承認処理、不
一致であれば差し戻し処理を行う。
RPA 導入実態

◆ RPA 導入の進め方

まず大事なのが、従来のIT技術の導入や、改善活動との違いを理解
した上で、管理・統制と自動化のバランスをとりながら進めること。
一方で、従来技術と同様の厳し過ぎる管理・統制ルールを設けてし
まったために、現場での RPA 活用が進まない、RPA が IT 部門のシス
テム開発部品になってしまった、という課題も生じる。RPAのメリッ
ト・真の価値を享受するため、誰のためにどのような目的で RPA を
導入するのか、導入方針に立ち返りながら推進していく。大きくは、
PoC（評価・検証）、部分導入、全社導入という３段階で進む。導入
したのに RPA が浸透しないという課題を抱えている企業は、PoC 段
階で RPA の主体である現場を巻き込まずに、推進部門や IT 部門だけ
で評価を行ったあと、現場に RPA を使うように指示をしたケースが
多い。PoC の段階から主役である現場を巻き込み、現場の担当者の
評価を大切にする。
※関連 WEB サイトより著者改編
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成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

コロナ後の世界はどうなる：その４ ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは、職務（ジョブ）や勤務地、労働時間が限定され

やデータサイエンティスト、マーケティングなどの専門職が日本では

た雇用契約のこと。地域限定社

不足している。さらに、少子高齢化が止まらない日本において労働人

員、エリア社員、アソシエイ

口の確保が急務となっている。その解決策の１つとして、「ダイバー

ト社員などという表現で呼ば

シティ（多様性）」という考え方が浸透してきた。育児ながらの時短

れる社員もジョブ型雇用のひ

勤務、介護をしながらの在宅ワーク、日本で働きたい外国人労働者、

とつ。欧米諸国で多く見られ

定年後の再雇用、副業や兼業を認める、勤務地や時間、職務内容を限

る雇用形態で、最近日本の大

定しながらも、スキルを最大限発揮したいという働き方を受け入れる

手企業でも導入が進んでいる。

機運が高まっている。

対義語としてメンバーシップ

●ジョブ型雇用のメリット

型雇用が挙げられ、日本式の
雇用システムとなっている。

雇用形態の比較

●メンバーシップ雇用の特徴

日本でよく見られる新卒一括採用型の雇用システム。多くは総合職

企業側としては、勤務地、勤務時間、業務範囲を限定的にすること

で、専門人材の採用も可能になる。ただメンバーシップ型雇用で年功
序列型の給与体系の場合、条件面で優位な外資系やベンチャー企業に
見劣りしてしまうため、柔軟性の高い給与体系の導入が欠かせない。

として採用し、転勤や異動、ジョブローテーションを繰りかえすこと

求職者側のメリットとしては、AI なら AI、ブロックチェーンならブ

で、会社を支える人材を長期的に育成していく。早期離職をしないよ

ロックチェーンなど、自身が専門特化した分野だけを仕事にできる。

う、長期的に働くほど一律で昇給する年齢給を採用する企業が多く、

求職者は契約時に自らの職務を提示することができ、職務記述書や契

さらに多額の退職金が受け取れる年功序列型賃金体系をセットにして

約内容以外の職務は行なう義務は発生しない。ジョブローテーション

いる会社も多い。戦後の高度成長期に完成された終身雇用システムだ。

などがないので、安心して専門スキルを磨ける。よりスキルを高める
ことで厚待遇の会社へ転職することも可能となる。

●ジョブ型雇用のデメリット

企業側には、会社都合の転勤や異動ができないという制限がある。

メンバーシップ型雇用の特徴の１つとして、ジョブローテーションが
挙げられる。ジョブ型雇用の場合は勤務地や仕事の幅に制限があるた
め、急な欠員への対応やキャリアアップのための転勤や異動ができな
い。また、専門スキルを身につけていない人が多い新卒社員の活躍の
求める人物像が明確に

●ジョブ型雇用の特徴

場はおのずと限られてしまう。さらに、ジョブ型人材が専門性を高め
ることで、より良い待遇のところへ転職してしまうこともあり得る。
また専門スキルを活かした仕事が自分に向いていないと気づいてしま

重視されるのは年齢や学歴、意欲より、顕在化されたスキル。仕事

うケースもあり、同様に転職リスクとなる。求職者のデメリットとし

に人を合わせていく「仕事基準」の採用と言える。ジョブ＝職務に

ては、AI やデータサイエンス、

合わせて専門スキルを持った人材を採用するため、一括研修などは

IoTなどの専門スキルは、日々め

実施しないことが多く、業務外で自ら学ぶことが求められる。一方、

まぐるしく進化している。その

自ら専門スキルを高めていくことで、より厚待遇のジョブを自ら選

ため、社内研修などを待つので

ぶことが可能だ。新卒で入社した会社に終身雇用されるのではなく、

はなく、積極的かつ自発的な自

多彩な会社での仕事を通して専門スキルを高めていくのが一般的。

己研鑽を行なう必要がある。ま
た、景気や会社の都合などで、
専門スキルを活かした職務自体
が無くなることが考えられ、そ
広がる新しい雇用形態

のまま退職リスクにつながる。

●ジョブ型人材を採用するために必要なこと

ジョブ型人材の採用には３つの必要条件がある。まず、ジョブディ

スクリプション（職務記述書）。ジョブディスクリプションとは、あ
多様な働き方改革

●ジョブ型雇用が広まっている背景

るポジションの職務内容を記した文書のこと。具体的な職務内容や職
務の目的、目標、責任、権限の範囲から、社内外の関係先、必要な知
識、スキル、経験、資格などが挙げられる。求職者は企業が明示した

ジョブ型雇用が広まる背景には、企業の国際競争力を高める必要が

ジョブディスクリプションを見て応募するため、詳細にすればするほ

増してきたこと。メンバーシップ型雇用を継続していると、企業も企

ど専門スキルを持った人材と企業が求める人物像との高いマッチング

業に所属する個人も専門性が高まりづらい。メンバーシップ型雇用を

が期待できる。また、ジョブ型人材の採用において必要なものは、そ

実施する会社だけでスキルを磨いても、グローバルの競争には勝つこ

の企業で働く魅力。求職者にとって他の会社にはない魅力がないと、

とができない。次に、専門職をはじめとした人手不足の進行がある。

応募、採用には至りづらい。会社独自の魅力、そして詳細なジョブ

AI、IoT、ブロックチェーン、ロボット、ドローン、５G、ビッグデー

ディスクリプションと合わせることで、より効果的な採用活動につな

タなど、第４次産業革命とも言われる技術革新に伴い、ITエンジニア

がる。

※関連 WEB サイトより著者改編

2020.9 Vol.176

注目
企業
のご 紹 介

有限会社たにじりや 様
【商

号】有限会社たにじりや

【年

商】約200百万円（宅配売上高 170百万円 / その他売上高 30百万円）

【創

業】大正３年

【資 本 金】500万円
【有限会社設立】平成10年
【所 在 地】〒602-8454

京都市上京区浄福寺通元誓願寺上る今出川町474

【電

話】事務所 : 075-451-2657

／

フリーダイヤル : 0120-30-2657

【拠

点】亀岡支店開設

平成11年

亀岡市篠町

左京支店開設

平成16年

左京区田中大堰町

【営業時間】８時30分〜17時まで
【休

日】毎週日曜

年末・年始

【代表取締役】谷尻

順一

【従業員数】総勢

31人

大正３年、広島県より上京し、京都西陣の地に先々
代谷尻理一が、お客様の健康を願い、また虚弱体質
だった自らの健康を目指し、牛乳処理販売業を起業し
たのが創業。有限会社たにじりや（以下 たにじりや）
はもうすぐ100年を迎える。これからも、たにじりや
は、世代間を繋ぐ「子へ孫へ永遠の命のバトン」を食
（乳）を通じて貢献していく。お母さんにぴったりと
寄り添い、安心しきった赤ちゃんの寝顔「未来の子た

新
事 業支援の現 場から
新事業支援の現場から
第５回 「ニーズとシーズと商品企画」
社会の動きにつれて、やはり新型コロナ感染者が徐々に増
えてきました。一方、７月初めの西日本の豪雨被害もショッ
クです。安全安心な社会を取り戻さなければいけません。
さて、新型コロナの際に、
「不要不急」がキーワードとなり
ました。これまでは「より良いもの」と高付加価値を目指す
商品も多かったのですが、今後は「本当に必要なもの」しか
利用されにくい社会になるかも知れません。もう一つ重要な
点が「安全安心（感染防止、防災減災）」です。今後は、「本
当に必要」と「安全安心」の両立が基本となるでしょう。
ところで、例えば「外食」
「観光」
「旅行」
「高級品のショッ
ピング」等は一見「不要不急」と思われがちですが、本当に
そうなのか？私はそう思いません。新型コロナや災害で張り
詰めた心身の疲れを癒してくれる商品サービスも多くありま
す。但し、単に「楽しい」や「綺麗」というだけでは、「不

３日間

年間50日

ちの笑顔」の為に、食（乳）を通じて貢献を目指す。
酪農・農業生産者と共に日本の自然環境・里山文化を
食（乳）を通じ、お客様の懸け橋となってお届けする。
これからも、京都の元気の源！
もっとキレイに！もっと元気に！真心をこめて牛
乳・乳製品の宅配に専念して行きます。笑顔で明るい
たにじりやをこれからも宜しくお願いします。

要不急」ジャンルに埋没するので、商品企画に工夫が必要で
す。
そのようなご相談では、「課題解決とシーズの特徴をつな
げて考えましょう」とお勧めしています。１例をご紹介しま
す。例えば料理で「京野菜をふんだんに使った美味しい京会
席」は、確かに美味しくて色合いも美しく付加価値が高いの
ですが、それだけでは「より良いもの」です。全く同じ素材
を使っても「気持ちも体もほっこりできる京野菜のお一人様
ずつの会席」という商品コンセプトなら如何でしょう。上記
の例では、会席＝一人ずつで安心、野菜＝張り詰めた心身が
ほっこりする、がつながります。
皆さんの商品サービスは、これからも必要なものです。商
品コンセプトで「安全安心」と「必要なもの」をお伝えして、
引き続き頑張って参りましょう。
（以上）
Profile

多田 知史（ただ

さとし）

中小企業診断士
合同会社 Business Departure 代表社員
株式会社成岡マネジメントオフィス 社外取締役
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今月の
推薦図書

2020年10月度

アフターコロナ
〜見えてきた７つのメガトレンド〜

N M O 勉強会

編 者：日経クロステック
発 行：日経 BP
初版発行日：2020年７月16日
定 価：1,800円＋税
ページ数：186ページ
版 型：A４変型版（MOOK）

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html
※2020年10月度 NMO 勉強会は、外部見学会を企画中ですが、昨今の状
況が流動的なため、内容が決まり次第メールマガジンで広報いたしま
す。

開催日：2020年10月10日（土）
見学先：現在交渉中（京都府下製造業の予定）
内 容：現地見学と代表者からのプレゼンテーション
時 間：15時〜
集合場所：別途連絡
参加費：無料

コロナという制約下でこそ生まれる発明はテクノロジー、サー
ビス、カルチャー、ビジネスなどあらゆる産業領域に変革をもた
らす。対面が難しいという制約条件はオンラインとリアルが融合
した「ニューリアリティ」という新しい概念を生み出しつつある。
危機の下でスピードが求められる中で「デジタルレンディング」
という新しい融資の形も見えてきた。逆境はイノベーションの
源泉にもなる。ひっ迫する医療業界をはじめ、現場のニーズに基
づいた新しい安価で高機能な「フルーガル（倹約的な）イノベー
ション」という方法が、アフターコロナのキーワードになる。こ
の新型コロナの混乱が終息したあかつきには、何が見えるかを今
から知っておく必要がある。

※終了後近隣での懇親会を計画中ですが、昨今の状況により中止もあり
得ます。

第28期（2020年度後期）

成岡秀夫経営塾

時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式
費用

成岡からの講義形式／毎回自由参加
毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）


定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

スケジュールと内容
講座番号

※一部内容を変更することがあります

開講日

曜日

28-1 2020/10/18 日曜日

課

題

決算書・試算表を理解する
～貸借対照表の資産と負債の意味～

決算書・試算表を理解する
28-2 2020/11/15 日曜日 ～損益計算書が表す売上と利益の考
え方～
キャッシュフロー計算書からつかむ
28-3 2020/12/13 日曜日 資金の動き
～現実の資金繰りのポイント～
設備投資の投資判断基準と管理会計
28-4 2021/01/17 日曜日 の活用
～収益管理の考え方～
28-5 2021/02/14 日曜日

事業計画の作り方
～３年先を考えて来年を考える～

28-6 2021/03/14 日曜日

経営戦略の立て方と考え方
～会社運営のポイント～

いったん収束するかに見えた感染だが、どっこいウィルスはしぶとい。検査数
も増えたが患者数がうなぎのぼりの増加傾向で、都道府県単位で非常事態宣言
に近い警告が発せられている。おそらく、このような緩和、感染、緩和、感染
を繰り返しながら、そしてワクチンが普及し、次第に免疫を持つ人が増加し、
過半数を超えた時点から終息に向かうのだろう。時間との戦いだが、その間に
東京五輪があるのが悩ましい。おそらく中止になるのは避けがたいと思われ
る。最悪の状況を想定して動いた方がいい。（な）





プロローグ：描きかけの地図を携えて「アフターコロナ」を生きる
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ポストコロナの経済学

〜８つの構造変化のなかで
日本人はどう生きるべきか？〜
者：熊谷 亮丸
（大和総研チーフエコノミスト）
発 行：日経 BP
発行日：2020年７月６日
定 価：1,600円＋税
ページ数：316ページ
版 型：A５版
著

人類の感染症との戦いは長期化することに加えて、ポストコロ
ナの時代は、それ以前と全く異なる世の中に変わる。人間の既成
概念とは意外にもろいもので、1968年のメキシコ五輪でアメリ
カのフォスベリー選手が世界初の背面飛びを行った際に、観客は
その奇妙で非常識なフォームに驚いた。
筆者は近い将来、テレワークや遠隔診療が当たり前となり、
かって多くの会社員が満員電車に揺られて職場に通勤していたこ
とが、昭和や平成の日常の１コマとして教科書に載る日が来ると
確信する。
「ポストコロナ」時代はどんな世の中になっているだろうか？
もう少し我慢すれば、元の世の中に戻るという世辞化がいるが、
それは全くの幻想であると著者は断言する。では、どのような世
の中になっているだろうか。それはこの書籍に書いてある。

【目 次】

編集後記

【目 次】

マネジメント基本講座シリーズ

第１章：新型コロナショックにどう立ち向かうか？
第２章：ポストコロナ時代の８つのグローバルな構造変化
利益至上主義から SDG ｓを中心に据えた資本主義に転換
／格差拡大で反グローバリズムが・ナショナリズムが台
頭／米中対立が激化し資本主義対共産主義の最終戦争へ
／など
第３章：日本の強みと弱みを検証する
第４章：ポストコロナ時代にわれわれはどう生きるか？
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