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はじめに

AI・人工知能はここ数年で、様々な業界の企業に対して競争優位性をもたらす強力なテクノロ
ジーの集合体として成熟してきました。ご存知の通り、世界中の企業がAI関連のテクノロジー
を採用し、また、同テクノロジーへの投資が急増しています。ある調査によると、37%の企業が
AI関連のソリューションを導入しており、4年前に比べて270%増加しました。1また、今後3年
間で世界のAI関連支出は倍増し、2022年までに790億米ドルを超えると予測されています。2

界中の企業や国々は競争力を維持するべく、AIの
ケイパビリティを獲得するための研究開発を推進

する体制構築が急務であると考えるようになっています。デ
ロイトによる「企業のAI利用に関する調査（第二版）」では、
AIを早期に採用した企業（AIアーリーアダプター）の視点を
得るため、７ヶ国における業界を横断したIT部門および事
業部門のエグゼクティブのべ1,900人を対象とした調査を
実施しました。3調査結果によると、AI関連テクノロジーを早
期に採用した企業は、IT予算からAI関連テクノロジーへの
支出を増やし、結果的に投資効果が図られたと報告してお
ります。また、65%がAI関連テクノロジーによる恩恵を受け、
競合他社よりも先行してビジネスを優位に進めることが可
能になっていると報告しています。調査対象となったビジネ
スリーダーの63%は、すでにビジネスの成功にとってAIを
「非常に」あるいは「決定的に」重要だと考えており、その数
は2年以内に81%に増えると予想しています。

前述のビジネスリーダーらは、AI関連テクノロジーにより自
社のビジネスと業界自体が急速に変化すると考えていま
す。また57%が今後3年以内にAIにより自社が「大きく変わ
る」と予測しており、3分の2に至っては業界の変革が5年以
内に起こると考えています。つまり、AIにより業務の変革が
進行し、結果的に企業内の組織における仕事の進め方が変
わるという考え方はもはや共通概念として捉えられている
のです。そして、最も必要とされている仕事の役割やその性
質は変わり、必要となるスキルも進化すると考えられている
のです。

実際のところ、AIが最終的に仕事に与える影響は不確実で
あるものの、AIを採用した企業は「自動化」自体が倫理的リ
スクになり得ると懸念を表明しています。一方で、AIのアー
リーアダプターは人とAIが相互に補強し合うことで、従来の
仕事をより良い方向に変わると強く信じています。4彼らは、
AIドリブンによるタスクの自動化や高度化、業務プロセスそ
のものの変革により、現在のタスクが陳腐化して時代遅れ
になることで置き変わる可能性について危惧するよりも、AI
と協調する職場の到来を受け入れているのです。

世
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AIによる仕事の「質」の変化

述の通り、AIの導入が進むにつれて組織の仕事の
進め方も進化すると考えていることがわかりまし

た。調査によると71%の企業は、AI関連テクノロジーによっ
て既に会社における仕事の役割と必要なスキルが変わった

と報告しており、82%の企業は、今後3年間でAIによって仕事
の役割と必要なスキルに中程度または大幅な変化がもた
らされると考えています。

前

図1

AIテクノロジーによって享受するメリットとして考えている上位3つ

プロダクトやサービスの価値向上

社内の業務プロセス最適化

質の高い意思決定

業務プロセス自動化による創造性の高いタスクへのシフト

サプライチェーン最適化

新プロダクト・ビジネスモデル

新マーケットへの進出

知識獲得

自動化による人員削減

43%

41%

34%

31%

31%

28%

27%

26%

24%

AI・人工知能を導入することによって生まれるメリットはオペレーションの効率向上と意思決定の
改善により、働く人々に付加価値の高い仕事に集中させることです

出典: デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに
よって分析した結果

Deloitte による企業の AI 利用に関する調査結果 ( 第二版 ) より
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AI関連テクノロジーを導入する企業は、「プロダクトやサー
ビスの価値向上」を図ることと同じくらい、「社内の業務プロ
セス最適化」を実施することがメリットになると捉えていま
す(図1参照)。例えば、地上放送、ケーブルテレビ、ブロードバ
ンド経由のコンテンツを区別なく視聴できるサービスを提
供しているTiVo Inc.は、機械学習を用いて自社のITに関わ
るオペレーションを合理化しています。5彼らが構築したプ

ラットフォームは、利用者のインシデントを自動的に検出、
分類、集約、およびルーティングする事6で、それまで人間が
実際に対応しなければならなかった事象を1日あたり約
2,500件から150件まで減少させました。その結果、TiVoにお
けるネットワーク運用センターのプロフェッショナルは、複
雑性の高い運用に注力することでより品質の高いサービス
を24時間365日提供できるようになったのです。

AIの利点として、仕事の質にも影響を与えることが挙げられ
ます。例えば、マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究者ら
は、救命救急センターのER（Emergency Room）医師のた
めに敗血症に苦しむ患者が、ある治療プロトコルから別の
プロトコルに切り替える最適な時間の意思決定に役立つよ
う設計された機械学習モデルを開発しました。7敗血症患者
の健康データに基づいて学習されたこの機械学習モデル

は、患者が数時間以内に昇圧薬の投薬を必
要とするかどうかを予測する事が出来ます。
臨床現場において、この予測モデルをベッド
サイドのモニターに統合、治療の変更が必要
とする可能性が生じたとき医師に対して事前
に警告するのです。

AIのもう1つの最大の利点は、作業を自動化
して、従業員の創造性を高めることにありま
す。Salesforce.com, inc.が提供するCRM

（Customer Management System；顧客関係管理システ
ム）サービスには音声により同システムと対話するAIアシス
タントEinstein Voice Assistantを構築、営業担当者やその
他のフィールドワーカーがアシスタントと「会話」することで、
日常的なデータ入力作業から解放され8、代わりに顧客との
やり取りに専念できる様になりました。

「企業に対するAIの影響は、タスクの自動化に
加えて意思決定にあります。大規模な組織であ
るほど、時間どおりに適切な決定を下すのに苦
労しています。」

— Jay Dwivedi, president, xInvest Consultants

AI がもたらす労働力と必要な人材像



このように、企業がAIで達成したいこととして、業務をより効
率的にし、より良い意思決定のサポートを受け、反復的な作
業から従業員を解放することで、組織内での仕事の進め方を
変えることが挙げられます。38%のエグゼクティブは「企業の

役割と機能にAIを統合する」 ことを、企業のAIイニシアティ
ブとして位置づけているものの、簡単に実現できると思われ
ておりません。

図2

AIイニシアティブにおける難題とされた上位3つ

企業の業務プロセスにAI・人工知能のそれを統合することは、AIシステム自身を構築・展開する際
に検討する課題と同じである

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに
よって分析した結果

企業の役割と機能にAIを統合する

データに関連する種々の課題

AI・人工知能の実装スキルに関連する課題

AIテクノロジーやソリューションの開発にかかるコスト

AIソリューションのビジネスにおける価値の算出・証明の難しさ

38%

33%

38%

37%

36%
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直面するAIに対するスキルギャップ

グゼクティブが期待しているAIへの要求を満たす
ためには、ビジネスニーズを要件に落とし込み、AI

システムを構築して導入し、業務プロセスをAIのそれに統合
した時に算出される結果を解釈する適切な人材が必要に
なります。しかし、アーリーアダプターのほとんどは従業員
のAIスキルギャップに直面しており、組織の能力を高めるた
めに専門知識を有している人材を求めています。実際、調査

対象となったエグゼクティブの68%は、自らの組織において
中程度から高度のスキルギャップがあると報告しており、4
分の1以上が、そのスキルギャップを 「重大」 または 「重度」 
と評価しています。この結果は、調査対象としたすべての国
でも同様な傾向を示めしておりますが、中国で51%が「中等
度」から「重大」と報告、他方で英国においてその差は73%
までと幅があります。

エ

図3

企業がAIのスキルギャップを埋めるために求めるスキルの上位2つ

企業にとってAIのスキルギャップを埋めるために最も必要とされている職種は「AIビルダー」である

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに
よって分析した結果

AIビルダー AI翻訳家

AIリサーチャー

ソフトウェアエンジニア

データサイエンティスト

プロジェクトマネージャー

ビジネスリーダー

変更管理のエキスパート

UXデザイナー

各分野の専門家

30%

28%

25%

23%

22%

22%

21%

20%
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ビジネスリーダーたちは、自社の従業員に対するAIスキル
ギャップを埋めるための 「最も必要な」 役割として何を考え
ているのでしょうか。調査によると、最も必要とされる役割
の上位4つとして挙げられたのは、AIをコアテクノロジーと
するシステム開発に貢献する 「AIビルダー」 です。これは、新
しい種類のAIアルゴリズムやシステムを発明するリサー
チャー、AIシステムの設計とコーディングを行うソフトウェア
エンジニア、データを分析して意味のある洞察を引き出す
データサイエンティスト、AIプロジェクトが計画通りに実行
されることを保証するプロジェクトマネージャーで構成され
ます(図3参照)。これらAIビルダー以外にも、AIソリューショ
ン構築のフロントエンドとバックエンドの両方でビジネスと
エンジニアの間の溝を埋める 「AI翻訳者」 も求められてい
ます。

•ビジネスリーダーは、ビジネス上の課題／ニーズをソリュー
ション構築の指針となる要件へと変換、AIシステムからの結果
を解釈して決定を下す役割を果たす

•変更管理のエキスパートが変更戦略を実施、組織の運用プ
ロセスをAIと統合することを支援する

•AIシステムを容易に操作することを可能とするユーザーエ
クスペリエンス(UX)デザイナー

•ドメイン知識をAIシステムに導入する各分野の専門家

企業はAIシステムの構築経験を積むにつれて、AIを扱うた
めのスキルが蓄積されるはずです。しかし、AIの経験が豊富
な企業ほどスキルギャップが大きいことが明らかになってい
ます (図4参照) 。これは組織内において、AIスキルの需要と
供給のバランスが取れていないことが示唆されます。

組織内におけるAI活用経験が増えるにつれて、求める人材
における役割の種類も興味深い変化を遂げます。AIの経験
が比較的少ない企業では（ここでは、有するシステム構築経
験が5つ以下と定義）、「AIリサーチャー」が最も需要があり
ます。エグゼクティブの約3分の1が必要とされる上位2つの
役割に「AIリサーチャー」をあげる他方で「ビジネスリー
ダー」は最下位に近いのです。しかし、企業がAIシステム構
築を十分経験する頃には (有するシステム構築経験が20以
上と定義) 、「ビジネスリーダー」が最も必要とされ、「AI研究
者」はほぼ最下位に落ちてしまうのです。

「私は、企業内にAIを専門とするテクノロジーセンターを設立する前に、上級管理
職が教育を受けることに賛成です。ビジネスは率先して行動する必要があり、リー
ダーは組織を迅速に前進させるために信念を持つ必要があるからです。」

— Jack C. Crawford, managing partner, Datalog.ai

図4

メジャーからエクストリームまでの
AIスキルギャップを報告するアダプター

AIシステム構築の経験が豊富な企業は、AIスキ
ルのギャップも大きいと報告

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグ
ゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第
二版)」をAIによって分析した結果

18%

28%

37%

47%

Up to 5 6 to 10 11 to 20 More than 20
人工知能（AI）生産システムの導入件数
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この「AIリサーチャー」と「ビジネスリーダー」との順位
の逆転はどの様に理解すればいいのでしょうか。AIへの
取り組みに着手し始めた多くの企業は、AIに対する取り
組みの先頭に立つため、AIのスーパースター (AIの新し
いアルゴリズムやテクノロジーを発明できる高度な学
位を持つ研究者) を雇う必要があると感じていると解
釈できます。9さらに、組織が十分にAI導入の経験を積む
頃には、優秀なエンジニアを必要とし、研究者の役割は低く
なっていることが想像できます。この段階になると、企業は
自ら抱える課題をエンジニアへと「翻訳」するという重要な
役割を果たす「ビジネスリーダー」を必要とするようになり
ます。ここでの「翻訳」のスキルとは、AIシステムが出力する
結果が何を意味し、その結果がビジネス上の意思決定や組
織運営に対してどのように応用するかを解釈して組織の理
解を助けることも含みます。

前述の調査によりAIの経験の浅い企業ほど、希少で高額な
給与を要求するAIリサーチャーあるいはエンジニアを採用す
ることに重点を置いている可能性があることが示唆されまし
た。10確かにそのような人材は、新しいAIアルゴリズムやテクノ
ロジーの発明、高度にカスタマイズされたドメイン固有のソ
リューションを構築する必要がある場合に必要とされます。11

しかし、すべての企業がこのようなスキルを保有する人材を
必要とするのでしょうか。機械学習の黎明期と違い、現在に
おいて多くの企業は高度な専門性を持たないエンジニアで
も、クラウド環境で利用できるAPIツール群や各種サービス
と開発プラットフォーム、事前学習（ファインチューニング）さ
れた機械学習モデル、さらには機械学習モデルの設計・構
築を自動化するAutoML（Automated Machine Learning）
に頼ることができるようになりました。12企業がAIシステム
への経験を蓄積したとしても、ソフトウェアエンジニア、デー
タサイエンティスト、およびプロジェクトマネージャーといっ
たAIプロジェクトを計画、設計、構築し、既存のAIツールとテ
クニックを利用して、プロジェクトをコンセプトから本番環
境に移行することができる重要な専門家の需要には変化が
ないことも注目に値します（図5参照）。

図5

企業のAIスキルギャップを埋めるために必要なスキル上位2つ

企業がAIシステムを構築する経験を積むにつれて、スキルのニーズは、「AI研究者」から「ビジネス
リーダー」へとシフトする

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに
よって分析した結果

37%

36%

8

AIビルダー AI翻訳者

5程度しかAIシステム導入を経験していない

AIリサーチャー （32%）

ソフトウェアエンジニア （28%）

データサイエンティスト （26%）

プロジェクト・マネージャー （25%）

特定領域の専門家 （23%）

変更管理のエキスパート （20%）

ビジネスリーダー （19%）

ユーザーエクスペリエンスデザイナー （17%）

20以上のAIシステム導入を経験

ビジネスリーダー （35%）

ソフトウェアエンジニア （28%）

データサイエンティスト （27%）

プロジェクト・マネージャー （23%）

ユーザーエクスペリエンスデザイナー （23%）

変更管理のエキスパート （21%）

 AIリサーチャー （21%）

特定領域の専門家 （15%）

AIへの取り組みに着手し始めた多くの企業
は、AIに対する取り組みの先頭に立つため、
AIのスーパースターを雇う必要があると感
じていると解釈できます。

AI がもたらす労働力と必要な人材像
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またAI経験の浅い企業は、自社のビジネス戦略に対する理
解はもちろん、AIイニシアチブがビジネス戦略をサポートし
加速させる方法を理解できる、ビジネスリーダーの必要性を
重視していない可能性もあります。「The AI roles some com-
panies forget to fill（訳注:企業が見落としているAIが果たす
役割）」と題された記事の中で著者たちは、早い段階でビジ
ネスリーダーを巻き込むことの重要性を強調しています。
彼ら曰く、「多くの企業は明確な目的を持たずにAIレースに

突入し、優秀なAIリサーチャとエンジニアリングチームがガ
イダンスなしで何か素晴らしいものを作ることを期待する
が、結果的にほとんど成果を上げることなくプロジェクトは
終わってしまう。ビジネスにおける課題と洞察をインプット
として彼らに提供し、プロダクトとの成功を評価する明確な
指標を定義できる人材を採用することを、ほとんどの企業
が見逃している」。13

Deloitte による企業の AI 利用に関する調査結果 ( 第二版 ) より
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AIのスキルギャップを埋める
置き換えか再教育か

のようにして企業はAIに関連する人材のスキル
ギャップを埋めようとしているのでしょうか。エグ

ゼクティブらは、スキルギャップを埋めるため、新たな人材
を引き入れようとしていることが判明しています(図6参
照) 。調査結果によると、既存の従業員を維持して再教育す
るよりも、AIに対応できる新しい人材で従業員を置き換える
ことを好む傾向が3.1倍となっています。

さらに調査対象となったすべての国の回答によると、新たな
人材の雇用に傾いていることが示されています (図7参照) 。
カナダでは、再教育よりも置き換えを好む割合が6.2倍と
なっていることがわかりました。その一方で、ドイツでは従業
員の解雇を厳しく規制する労働法があるため、従業員の入
れ替えを好む割合はわずか1.7倍に過ぎません。14また、特
定の国におけるAIスキルのギャップの大きさと、それに対処
するために推奨されるアプローチとの間には相関関係は見
られませんでした。

既存の従業員をAIに対応できる新しい人材に置き換えたい
という傾向が明らかになりましたが、専門知識を有する人
材獲得を巡る激しい競争の中で、それは実行可能な戦略な
のでしょうか。世界中でAIスキルを保有する人材が不足して
いることは周知の通りです。カナダの企業Element AI Inc. 
は、LinkedInのプロフィールを分析することでトップクラス
のAI人材プールの世界規模を調査しました。同社の調査に
よると、自己申告による博士レベルのAI専門家（データサイ
エンティストや機械学習などのリサーチャーとエンジニアを
含む）はたったの36,524人であることを明らかにしました。15

必ずしもすべての企業がAIリサーチャーを雇う必要がある
わけではないですが、彼らを雇う必要がある企業にとっては
あまりにも小さな人材プールです。中国の大手テック企業
Tencent Holdings Ltd.が2017年に発表したレポートによる
と、「AIリサーチャー」を緩やかな基準で定義すると世界で
30万人程度と推定しています。16

求人検索サイトの傾向でも、AI人材に対する強い需要が見
て取れます。17LinkedInでAI関連の求人を検索すると、米国
で64,000件以上、世界で23万件以上の求人が絶えず出てき
ます。18したがって、AI人材のプールの大きさを考慮に入れる
と人材獲得競争が激しいのは当然だと言えます。Glass-
doorのチーフエコノミストAndrew Chamberlain氏による
と、「この分野へジョブチェンジする人の量は、企業側の需
要をはるかに下回っている。」と報告しています。19企業側は
投稿したAIの求人を埋めるのが難しいと報告しており、一部
の人は人材不足こそが企業の成長を妨げていると主張して
います。20このように、AIリサーチャーやデータサイエンティス
トといったエンジニアたち（「21世紀で最もセクシーな職業」
として知られている）の間で繰り広げられている人材争奪戦
に関する記事は多く存在します。21

ど

図6

AI関連テクノロジーを積極的に採用する企業
は、現在の従業員を雇用し続けて再教育するよ
り、AIに対応できる新しい人材を採用することを
好んでいる

備考:グラフの合計が100%にならないのは、「わからない」 と回答した者
が少数含まれるため。

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼ
クティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二
版)」をAIによって分析した結果

3.1倍
「維持し、再教育する」 
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傾向が強い

従業員を新しい人材に置き換える傾向

従業員を均等に維持および置き換えをする

現在の従業員を維持し、再教育する傾向
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図7

調査対象となった各国においても、AI関連テクノロジーを積極的に採用する企業は一貫してAIスキ
ルのギャップに対処するために新しい人材を採用することを好む

最高の外部人材を求めることが有利だと考えている企業も
ありますが、既存の従業員を訓練するという選択肢を見過
ごすべきではありません。実際、従業員の置き換えを必要と
しているのにも関わらず、専門知識を強化し、スキルギャップ
を縮めるために教育に取り組んでいると報告している企業

もあります。教育には大きく３つあります。AIソリューション
開発者、それらのソリューションを維持・管理するITスタッ
フ、そしてAIを使う従業員への教育です (図8参照) 。調査結
果によると、ドイツの企業は研修に熱心で、他の国を追い越
しています。

備考:グラフの合計が100%にならないのは、「わからない」 と回答した者が少数含まれるため。
出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに

よって分析した結果
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図8

AIと協調するべく人間へのトレーニングを行っている企業もその関わり方も国によってその傾向が
異なる

12

備考:グラフの合計が100%にならないのは、「わからない」 と回答した者が少数含まれるため。
出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版)」をAIに

よって分析した結果

トレーニングの実施目的
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仕事の再設計：自動化と拡張

Iが仕事に与える影響について、悲観論者たちは
「労働者の大部分がロボットと自動化に取って代

わられ、人間のスキルを必要とするわずかな残りの仕事を
奪い合うような暗い未来に直面する」と予測しています。一
方、楽観主義者たちは「AI関連テクノロジーに対してそれ以
前の他の新しいテクノロジーと同様、排除するよりも多くの
仕事を生み出し、新しいスキルと異なる働き方を必要とする
新しい役割を生み出す」と考えています。22

世界経済フォーラム（WEF）が2018年に発表した雇用の未
来に関する報告書によると、企業はますます多くの仕事が
機械に代わられることを期待していると回答しているそう
です。2018年においては、人間が行うタスクの割合は約71%
でしたが、2022年までに58%に減少、残りの42%は機械が
処理するようになると予想されています。悲観論者にとって
受け入れ難いですが、この報告書は肯定的な世界予測を提
示しています。テクノロジーの進歩によって7500万もの既存
の仕事が失われると予想される一方で、新たな仕事と役割
は1億3000万以上の雇用を生み出すと予測しているので
す。23報告書は「何百万人もの労働者が困難な転換期を迎
え、グローバルにアジャイルやAIスキルに熟練した人材を新
たに育成するために積極的な投資を行う必要がある ... 企
業が従業員のスキルアップを通じて既存の労働力を支援す
る積極的な役割を果たすこと、個人が自らの生涯学習に対
して積極的なアプローチをとること、そして政府がこれらの
取り組みを支援するための環境を迅速かつ創造的に創出
することが不可欠である。」と警告している。

AIによる自動化は、既に多くの業界の反復的な作業を担っ
ており、かつて放射線医学や病理学などの高度に訓練され
た人間が責任を負っていた複雑で専門的な作業にも活用
される可能性が高いとも言われています。24そこでマサチュー
セッツ工科大学（MIT）とカーネギーメロン大学（CMU）の研
究者は、職業はタスクの集合であるという観点から、1,000近
くの職業と18,000以上のタスクを分析し、それぞれに「機械
学習への適合性」を判別するSML（Suitability for Machine 
Learning）スコアを算出しました。25その結果、産業を超え
て、ほとんどの職業には少なくとも１つ以上のSMLが高い仕
事で構成されている一方で、すべてのタスクがSMLで構成さ
れる職業はほとんどないと結論に達しました。つまり、完全
な仕事の自動化つまり「広範な職業代替」から、「仕事の再
設計とビジネスプロセスのリエンジニアリング」 へと議論を
シフトさせることを提案しています。

デロイトの研究者たちは仕事を考え直す上で、あらかじめ
定義されたプロセスに配置された一連のタスクとしてではな
く、「人間が問題を定義し、機械が解決策を見つける手助けを
し、人間がその解決策を受け入れられるのかを検証する」
という共同作業として再定義することを提案しています。26

計算知能（Computational Intelligence)を利用して人間の
能力を増強するという考え方は、特に新しいものではあり
ません。既に1960年には、コンピューター科学者で心理学
者のジョゼフ・カール・ロブネット・リックライダーが、人間と
コンピューターの間の共生的パートナーシップを構想して
いました。その中で、人間は「目標を設定し、仮説を立て、基
準を決定し、評価を行う」、コンピューターは 「洞察と決定の
ための方法を準備するために行わなければならないルー
チン化可能な作業を行う」とされていました。27

A

Deloitte による企業の AI 利用に関する調査結果 ( 第二版 ) より
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IBMのディープブルー（スーパーコンピューター）が世界の
チェスチャンピオン、ギャリー・カスパロフを破ってから8年後
の2005年に開催された「フリースタイルチェス」の試合に、
リックライダー氏のビジョンを示す例のヒントがあります。こ
の試合は、3台のコンピューターを「指導」した2人のアマ
チュアが勝利しました。カスパロフ氏は「弱い人間+マシン+
優れたプロセス」が「単独の強力なコンピューター」より優

れており、さらに注目すべきは、「強力な人間+マシン+劣っ
たプロセス」よりも優れている……コンピューターの戦術
的洞察力と人間の戦略的ガイダンスの組み合わせが圧倒
的な強さを発揮した、と指摘しました。28

AI導入企業は、自動化と人間拡張のどの部分を支持してい
るのでしょうか？少なくとも短期的には、自動化によるコス
ト削減は魅力的です。確かに、回答者の3分の2近く（そのう
ち22%が強く同意）が、できるだけ多くのジョブを自動化す
ることでコストを削減したいと考えていることが判明してい
ます。しかし、仕事の途絶の可能性は懸念されており、回答
者の36%は、AIがもたらす自動化による雇用の削減を倫理
的リスクのトップ3に挙げています。こうした懸念にもかか
わらず、AIによって労働力がポジティブに変化する可能性が

あると強く信じられています。4分の3の回答者は、AI関連テ
クノロジーによって従業員が優れた意思決定を行うことに
同意しているほか、同様の割合で人間の労働者とAIが互い
に高め合い、新たな働き方を推進力になることを見据えて
います。また、10人中7人が、AIが従業員の仕事の成果と満
足度を高めることで従業員を仕事のパフォーマンスと満足
度を向上させると信じています。

企業はAIによる自動化が人間の仕
事を奪うことと同義ではないこと
を認識しつつあります。注目すべき
は、「自動化によって従業員の人数
を減らすこと」は最も求められてお
らず、「仕事を自動化して労働者の
創造性を高める」ことをAIの最大
のメリットとして挙げたエグゼク
ティブの割合が高いことです（図1
参照）。オーストラリアのエグゼク
ティブはAIによる自動化を人員削
減の手段として捉えている一方、
調査対象となった他の国、特に中
国と英国のユーザーは、自動化を

導入して労働者をより付加価値の高いタスクに振り向ける
ことを望んでいます（図9参照）。
リックライダー氏が予測したように、組織はAIを使用して日
常的なタスクを自動化することで、従業員が人間に特有の
能力（解釈、コミュニケーション、判断、共感など）を定型的
でないタスクに適用したり、新たな問題や機会を探求したり
することが可能になります。29

デロイトの研究者は、主にプロセスの最適化とコスト削減 
（例えば、雇用削減）のために自動化を利用している企業は、

長期的には価値創造の大幅な拡大に苦戦する可能性が高
いと考えており、企業が「仕事の再考と再定義」を中心とし
た戦略策定を推進することを推奨しています。その目的は、
時間的に余裕を持ったスキルの高い従業員が、組織の次な
る価値の源泉を見つけて創造することです。30

「人間を置き換えるのではなく、人間が持つ能力を強
化することに集中してください。懸念はあるものの、AI
は人件費を削減することだけが目的ではありません。
このアプローチで取り組んでいる組織は、真の利益を
見落とすでしょう。むしろ、初期段階のAIプロジェクト
は、テクノロジーにより組織の次なる価値の源泉を追
求することに焦点を当てる必要があります。」

— Falguni Desai, global head of strategy and 
transformation, equities, Credit Suisse

AI がもたらす労働力と必要な人材像



図9

AIテクノロジーを積極的に採用する企業は、従業員の仕事を減らすためにAIを使うよりも、AIがも
たらす自動化を積極的に活用して、より創造的な仕事にフォーカスすることに価値を見出している

様々な業界において、組織が一部の仕事を人間とAIが協調
するチームとして再定義し始めている兆候が見られます（補
足記事 「“AI and humans in collaboration”；AIと人間のコ
ラボレーション」 を参照してください）。人間と機械のコラ
ボレーションが出現する中、デロイトの研究者は、組織は
公平性や道徳性、社会的標準をアルゴリズムに委ねるべき

ではないと警告しています。31AIアルゴリズムやAIの学習に
使用されるデータにおけるバイアスを避けることは、AIソ
リューションを構築する際の重要な倫理的考慮事項です。32

一部の専門家は、AIシステムが法律、規制、倫理基準を遵守
しているかどうかを評価するための新たな監視の役割が出
現すると予測しています。33

出典:デロイトによる7カ国にまたがるAIアーリーアダプター企業のエグゼクティブ1,900人を対象とした「企業のAI利用に関する調査（第二版）」をAIに
よって分析した結果
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AIと人間の協調

病理学者を助けるディープラーニング

病理医にとって、リンパ節組織における癌転移を判定するためには時間を要し、判定間違いを起こしやすいと言わ
れています。複数の研究にて、この原因として転移性がんの約4分の1が2回目の病理学的レビュー時に陰性へと再
分類されること、加えて、そのレビューに時間的制約を受ける場合には特に小さな転移が十分に検出されない可能
性が高いことが示されています。34これを受けて Google AIは、転移性癌を検出するためのディープラーニングプロ
グラム 「LYmph Node Assistant（LYNA ）」を開発、乳癌患者のリンパ節の高解像度病理スライドを使って、モデルの
学習を行いました。その結果、LYNAは腫瘍の92.4%（病理医が認識しているのは73.2%）を検出することができ、医
者にも検出には小さすぎるが疑わしい組織領域を正確に特定できたのです。35

LYNAは、病理医による診断の正確性にある程度懸念の残る領域においてのみ警告することを目的とした利用が検
討されています。また、6人の病理医が診断にかかる平均時間がLYNAの支援を受けた場合には、スライドあたり約2
分から1分に短縮することが判明しています。36研究者らは、「LYNAの支援を受けた病理学者は、支援を受けていな
い病理学者と比べてよりも正確により早く診断をすることを可能とする。つまり、どちらか一方だけよりも人間と機
械が効果的に連携する事で、圧倒的な優れたパフォーマンスを発揮できることを示唆している」 と述べています。37

プログラマーはAIから恩恵を受ける

ゲーム会社のUbisoft Entertainment SAは、AIベースのバグ検出ツール「Commit Assistant」を開発しました。38

開発者が新しいコードをコードベースあるいはリポジトリにコミットすると、ツールは過去のコーディングエラーか
ら学んだことに基づいて潜在的なバグを特定し、コードをレビューして修正するよう開発者に警告することができる
のです。Ubisoftによると、AIアシスタントは10件中6件のソフトウェアの問題を正確に特定することができ、最終的に
は潜在的なコード修正を提案することもできるとしています。

他のツールは、コーディングプロセスの間、開発者の時間を節約することができるものとして提供されています。
Deep TabNineは、200万のGitHubコードファイルで訓練したディープラーニングモデルです。39プログラマーがコー
ドを入力すると、Deep TabNineは検索エンジンのオートコンプリート機能のような「コード自動補完機能」によって
候補を予測して表示します。

AI がもたらす労働力と必要な人材像



17

AIと人間の協調

仮想のエージェントと人間が協調して顧客サービスを行う

顧客サービスやITサポートコールにて、AIベースの仮想エージェント（チャットボット）が幅広い業界の企業で採用さ
れています。チャットボットの活用により、年間数千件の問い合わせを処理することができ、適宜新しいポリシーなど
への適応を行いながら、問い合わせ1件あたりの時間とコストを削減、顧客満足度を向上させることができます。40

このように、チャットボットは人間がより価値の高いタスクに取り組むために負担を軽減する手段と言えます。他の
ケースでは、顧客からの質問を的確に理解して、社内の適切な文書を探し出すことで、人間を支援します。

チャットボットの応答ループの中に人間も関与する事が今でも不可欠だと考えられています。41チャットボットが、発
信者の意図を認識できないために会話に行き詰まった場合、まだ訓練されていない複雑な問題に直面したりした
場合、あるいは苛立った発信者をなだめるために人間の共感が必要な場合、通常、通話は人間にルーティングされ
ます。また、ある調査では、チャットボット所有者の93%が、人間がボットと対話し、検証やキュレーションを行うこと
がチャットボットのパフォーマンス向上に重要であると報告しています。42例えば、ソフトウェア企業LivePerson Ltd. 
は、人間がチャットボットの監視をする「ボット管理者」 としてトラブルシューティングを行うためのAI搭載ダッシュ
ボードを提供しています。43感情分析を利用して、ダッシュボードには顧客満足度のスコアがリアルタイムで表示さ
れ、スコアが下がり過ぎると、人間のボット管理者が会話をシームレスに引き継ぎ、調整に入ることができます。さら
にLivePersonはディープラーニングを利用して、人間のエージェントに「次のアクション」を推奨し、チャットボットの
インタラクションを継続的に改善しています。44
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AIリーダーへのメッセージ

らの競争力向上のためにAIを採用している企業
は、自社の事業や業界がAIにより変革が進行して

いることに切迫感を感じています。AIスキルを巡る競争が激
しさを増している現在、競争優位性を維持するために、AIの
人材不足や仕事の性質の変化に対処するための戦略が必
要です。

アーリーアダプターは次のような方法でAIの基盤を強化す
ることを検討すべきです：

自社が必要とするAI人材にどのようなスキルが求められる
か定義してください。AI人材を採用する人たちは、自分たち
のAIニーズがどこにあるのか、そしてそれらがどれだけ専門
化されているかを最初からよく把握すべきです。その上で、AI
リサーチャのようなスーパースターを本当に必要としている
のか、あるいは既に利用可能なAIツールを活用できるエン
ジニアリングチームで目標を達成できるのか、検討すること
ができます。

AIイニシアチブの初期からライフサイクルを通して、ビジネ
スリーダーの関与を検討すべきです。何故なら、ビジネス
リーダーは組織のビジネスモデルや戦略をAIシステムの要
件に結びつけ、プロジェクトの成功指標を確立することがで
きるからです。また、AIを企業の役割や機能に統合するとい
う課題については、変更管理のエキスパートを活用する必
要があります。これらの専門家は、組織が新しいシステムや
プロセスを開発した後に、組織が実際に使用することを保
証し、AI統合のプロセスにおける様々な障害を克服するた
めに重要な役割を果たします。

採用と再教育の適切なバランスを見つけてください。AIの人
材不足を考えると、既存の従業員をAIに対応できる人材に
置き換えることは、組織におけるAIスキルのギャップを埋め
る特効薬にはなりません。リーダーは現在のエンジニア、IT
スタッフ、その他の従業員を再教育し、自社に対するケイパ
ビリティを高めることを考慮すべきです。AIソリューションを
開発するエンジニアと、ソリューションを展開するITスタッフ
へのトレーニングプログラムの確立も検討することも効果
的です。

一般的に、自社の業務にAI関連テクノロジーを統合するこ
とは困難を極めます。リーダーは業務プロセスの中でAIシス
テムが有効的に活用されるため、従業員を教育するための
体系的なプログラムの整備、AIを組織の役割や機能に統合
する体系的な方法を開発することも検討すべきです。また従
業員自身も、生涯学習の姿勢を持ち、将来的にAIによる支
援が自分の仕事をどのような影響を与えるかを考えるべき
です。

自
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AI時代に向けた仕事の再設計、AIドリブンの自動化は、間違
いなく多くの人の仕事の性質を変えることになります。前述
の通り、自動化には人員数の削減やプロセスの最適化より
もはるかに大きな役割があります。病理学やITインシデント
管理の例で見たように、組織は自動化によって、反復的なタ
スクやエラーから従業員を解放し、判断、解釈、共感といっ
た人間のスキルをより複雑な意思決定に活かすことがで
きるのです。リーダーは、AIによる 「労働力の拡張」について
のビジョンを作成し、AIの進歩に合わせてビジョンを進化
させていくべきです。また、「仕事を再定義する」ための戦略
を検討する必要があります。そして、解放されたスキルを持つ

従業員がどのようにして新たなビジネス価値の源泉を創出
するのかついて議論する必要があるのです。45

人間の判断が絶対的に必要な領域の1つに、組織が倫理的
な観点を持ってAIシステムを構築、組織全体に配備すること
が挙げられます。Notre Dame Deloitte Center for Ethical 
Leadershipは、企業の取締役会や経営陣からリサーチャー
やエンジニアに至るまで、AIの発展に関与するすべての人
が、AI製品のライフサイクルを通じて倫理的な要素を適用す
る責任を有するという見解を打ち出しています。46
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機械学習やAIを巡る議論が活発化し始めた2013年ごろ、オックスフォード大学のカール・ベネディクト・フレイ研究員とマイ
ケル・オズボーン准教授による論文を根拠に「今後20年間で米国の仕事の47%が自動化の危機にさらされる。」という予測
が大々的に報道されていました。そして、人間側についても高度なアナリティクススキルを持つ人材を“データサイエンティ
スト”と呼び、21世紀で最もセクシーな職業になると紹介する一方で、企業の競争力低下はこうした人材不足への関心で持
ちきりでした。しかし、現在はAIを意識することなく、それらが組み込まれたサービスの利用が進んでいます。その結果、人と
AIとの対立構造ではなく、両者を統合したシステム “Human-in-the-Loop（HitL）”として議論されはじめています。これは、

「AIでは処理できない限界ギリギリでの判断は人間に委ね、逆に単調な作業は機械に行わせることで人間はもっと高次元
の仕事に集中する。」といった従来の議論を超えて、AIと協調することで仕事そのものが”進化”していることにフォーカスし
たものです。さらに、AIの判断結果に対する人間にとって感じる“違和感”の低減や人間の認知バイアスを機械が除去するな
ど、両者の長所を補完して弱点を補い合う人間と機械が協調して働くチームがデジタルトランスフォメーション（dX）のひと
つとして定義されはじめています。しかし、人間が偏見と公正さを念頭に置いてAIを展開できるように基準を策定するには、
リベラルアーツに代表される社会科学、法律、倫理などの分野を利用して、人の判断とAIが一体となって設計されたシステ
ムでプロセスを自動化することも一つの解決策として模索され始めました。そのためには、「人かAIか」という「対立（ver-
sus）」から「協調（with）」へとシフトさせなければいけません。この仕事はまだ始まったばかりです。

あとがき

国内トップシェアのインターネットサービス企業におけるR&D部門にて、機械学習および
ディープラーニング、自然言語処理技術の研究および同テクノロジを利用した機能開発を
プロダクトマネージャーとしてリード。研究開発の他、AIやブロックチェーンテクノロジを含
む最新技術をビジネスモデルのコアとするベンチャー企業への投資実行の経験も有する。
その後、有限責任監査法人トーマツに勤務、経営の課題解決やアナリティクス組織の立ち上
げから高度化に繋がるデータ分析活動の推進支援に関わる。大手メーカー時代は、防衛事
業を主にする部署にて情報システムの開発、米国拠点において国防省・諜報機関の先端技
術動向調査に従事。

毛利　研
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