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AI、ロボティクス、自動化
人間参加型

AI、ロボティクス、そして自動化は、多くの企業の予想を遥かに凌ぐ速さで、職場での居場所

を拡大しつつあります。既存のプロセスの自動化のためにこれらのテクノロジーを活用する企
業が増えている一方、最先端の企業では人間と機械の価値を最大化するため、業務のアーキテ
クチャを一から構築し直しています。これにより、業務をより効率的に整理し、人間のスキルと
キャリアを再定義することへつなげています。

自

動化、ロボティクス、人工知能（ AI）の導
入は、急激に加速しています。今年の調
査では、41% の回答者がこのトピックを
非常に重 要であるとしています。そしてほぼ半 数
（47%）の回答者が、自社で自動化プロジェクトが
本格的に行われていると回答し、AI とロボティクス
の導入目的としては、24% がルーチンタスク実行の
ためとし、16% がヒューマン・スキル向上のためと
し、7% が全体の業務を再構築するためと述べてい
ます。
AIやロボティクスに対する期待値も大幅に上昇し
ています。今年の調査では、去年の 38% に対し、
回答者の 42% が、今後 3～5 年以内に自社で AI が
広く活用されることになるだろうと回答しています。
このような期待にも関わらず、多くの企業では、AI
の潜在的な活用方法に四苦八苦していることでしょ
う。確かに、2017 年の調査に回答した 1,500 人も
の役員のうち、AI のコンセプトと自社での活用方
法の両方について把握しているのは 17% にとどまり
ました 1。この結果は、私たちの他の調査結果とも

矛盾しておらず、私たちが行ったこのトピックに関
する「レディネス・ギャップ」に関する調査では、
72% の回答者が、この分野を非常に重要だと回答
している一方で、本気で取り掛かる準備ができてい
ると回答したのは、31% にとどまりました。

実験段階から実行段階へ

多くの企業がこれらの技術を取り入れるにつれて、

AI やロボティクス関連のツールの市場は爆発的に
伸 び ています。Microsoft、IBM、Facebook と
いった IT 系の巨大企業はこの分野にかなりの投資
をしています。また、アナリストによるとこの 3 年間
で、1,000 以上もの AI 関連のスタートアップ企業に
60 億ドル以上の資金が流入しており、分野として

は交通、ヘルスケア、人事を含む専門分野など多
岐にわたるとのことです 2。
IT 系以外の会社でも、AI 導入の動向が見られま
す。例えば Coca-Cola では、セルフサービスのドリ
ンクバーの機械から集めたデータの AI 分析をもと
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多くのリーディングカンパ
ニーは、AIによって人間を
置き換えるのではなく、
補完することによってテクノ
ロジーを最も効率よく活用
することができると気付い
ています。

に、Cherry Sprite の 発 売を決 定しています 3。
Morgan Stanley では、16,000 人ものファイナン
シャル・アドバイザーにアルゴリズム学習機能付き
のコンピュータを貸与して機械的な作業を自動化し、
彼らが顧客対応に集中できるような環境を作りまし
た 4。ヘルスケア分野では、AI とロボティクスの活
用により患者対応のスピードアップや医療記録の改
善や患者のウェルビーイングのモニタリングにつな
げています 5。全体では、AI ツールは 2021 年まで
に 3 兆ドルものビジネス規模になることが予想され
ています 6。
AI やロボティクスは、HR にとっても新たな可能
性を広げます。最近のソフトウェアは、顔認識や性
別認識が可能で7、職場の声を拾い雰囲気を判断
し 8、面接の録画記録から教育レベル、嘘をついて
いるか、認知能力を判断することもできるのです 9。
分析ツールにより候補者を賢く選別し10、従業員の
キャリアオプションを診断し11、リーダーシップ・ス
キル向上のためにマネージャーをコーチングするこ
ともできます 12。可能性はそれだけではなく、AI を
使えば候補者とコミュニケーションをとるチャット
ボットを作ることも可能で、録画した面接内容を
診断し採点することもでき、エンゲージメント
調 査 の 機 微 も 理 解 することが できます。
ヒューマン・キャピタル・マネジメントの
クラウドサービスを提供するベンダーは
どこも今はアルゴリズムを導入してお
り、企業にとってはデータを正確に
管理することと、このようなツール
を正確に活用できるように、あるいは
潜在的な偏りが生じないように注意を払うことが大
切になってきています。

一方で、AI には人間の監視が必要だということも
広く認識されつつあります。大きなテクノロジー会
社の舞台裏では、アルゴリズムを絶えず監視し、ト
レーニングし、改善している何万もの人間が働いて
います 17。
CrowdFlower というアルゴリズムのトレーニン
グサービスを提供するスタートアップの CEO も言う
ように、アルゴリズムの質というのは、
「トレーニン
グのデータの質と量次第で決まる」のです 18。この
発見により、
「ボット・トレーナー」
「ボット・ファー
マー」
「ボット・キュレーター」といったジョブが誕
生しています。
HR の領域では、Textrecruit の Ari、Hiremya.
com の Mya、Paradox.ai の Olivia といった採 用
チャットボットが、自然言語処理の進化を体現して
います。難しいのは、人間の話す言葉を理解する
ことよりも、聞くべき質問をしたり、ちゃんとした
回答を述べたり、候補者を疎外しないようにトレー
ニングをすることです。とあるベンダーによると、

AI と人はともに賢くなる

多くのリーディングカンパニーは、AI によって人
間を置き換えるのではなく、補完することによって
テクノロジーを最も効率よく活用することができる
と気付いています。Amazon では 10 万ものロボッ
トをオペレーションに導入し13、それにより休日勤
務者の研修期間を 2 日間以下へ短縮することに成
功しています 14。Walmart は最近バーチャル・リア
リティを導入し、店内研修の改善や顧客目線の効
果 的 な シミュレ ーションに 役 立 て ています 15。
Airbus や日産といったメーカーでも、工場で人間
の労 働 者と隣り合わせで 働くコラボラティブ・ロ
ボットすなわち「コボット」の活用方法を模索して
います 16。
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なってきます。

時給労働者の候補者をきちんとスクリーニングでき
るようになるまで、チャットボットをトレーニングす
るのに 1 年以上かかったとのことでした。
人間による介入がどうしても必要になってくるた
め、AI がすべてを自動化してくれる、といった一般
的な見解はそっくりそのままの意味で理解するには
やや語弊があります。それどころか、AI によるソ
リューションを発案し、実行し、有効化する必要
性が増すにつれ、人間と人間の生まれ持ったスキル
というのはますます必要不可欠なものとなってきて
います。機械と人間それぞれの特性を理解し、そ
れぞれに合ったタスクや労働に適用することが、自
動化や労働の再設計が重要になるにつれ、肝要に

ジョブの再設計から、業務の
アーキテクチャへ

研究によると、確かに自動化により規模、スピー
ド、質は向上するものの、だからといって人間の仕
事がなくなるわけではありません。実際は、真逆の
ことが起こります。 Boston University の James
Bessen 教授の研究によると、コンピュータ化やハ
イテク化のレベルが高ければ高い職業ほど、雇用
の伸び率は高くなる（低くなるのではなく）ようで

AI を有効に活用するために必要なヒューマン・スキルとは？

多くの回答者は、AI、ロボティクス、自動化を制するには人間のスキルが必要不可欠だということをよく理
解している。例えば、複雑な問題解決能力、認知能力、社会的スキルなどである。一方でこのようなスキル
をどのように醸成していくかについては、明白なプランがないところも多い。
図1． AI・ロボティクスが企業に導入されるにつれ、
どのようなヒューマン・スキルの重要性が増すか
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キャリアオプション、パフォーマンス・マネジメント
の改革のために経営トップからのサポートが必要で
あると認識しています。
新たな機械を導入することによって、人間は置き
換えられてしまうというわけではなく、むしろ新た
なテクノロジーを有効活用できるように、求められ
るスキルや要件が変化していくことになります。こ
れによりもたらされる恩恵は、単にジョブが再設計
されることにとどまらず、
「業務のアーキテクチャ
（work architecture）」について根本的に考え直
されることです。これを行うにはまずは業務
（work ）
を基本的な要素、例え
ば、アセスメント、生
産、問題解決、コミュ
ニケーション、監 督な
どに分解していくことか
ら始まり、機械と人間
という新しいコンビが
それぞれの強みをどの
ように生 かして、 それ
ぞれの要素に貢献でき
るのかについて、分析
を行う必要があります。
ここであまり深く考え
ずに進 めてしまうと、
企業にとってはテクノロ
ジーを有効活用するた
めに何が必要なスキル
なのかを見 落としてし
まうリスクがあるだけ
でなく、単に人員削減を行う（実際に行ったか予定
しているかに関わらず）だけの会社というイメージ
がついてしまい、従業員や採用ブランドにダメージ
を与えてしまう可能性があります。
今後数年間、HR や企業経営者にとって最も大き
な課題のひとつは、今ある業務や現在の労働力の
構成の再設計になるでしょう。どの業務が自動化
可能なのか、どんなテクノロジーが使えるのか、人
間と機械をどのように組み合わせたら効率的に業務
をこなせるのか、といった根本的なことについて考
える必要があります 22。労働力開発、ラーニング、
キャリアモデルに関する新しく想像的な取り組みが
重要になってきます。おそらく最も大切なことは、
知能機械が台頭している時代においても、人間が
進んでやりたいと思えるような、意義のある仕事を
作ることになるでしょう。

す 19。さらにいうと、新しく創出されたジョブのほ
うが、サービス志向性があり、意義があり、社会
的で創造力、共感力、コミュニケーション力、複
雑な問題解決能力といった人間特有の能力を活用
できるようなものだそうです。例えば、営業マンは
Salesforce や Einstein といった AI ツールを活用
することにより、自分自身は顧客への生身の人間と
してのコミュニケーションに集中することができる
ようになり、ヘルスケア分野の労働者は知能的な
機械の導入により患者とコミュニケーションをとる
時間を増やすことができています。
確 か に、AI や自
動化の波が押し寄
せている中にも関
わらず、 今 年 の グ
ローバ ル・ヒュー
マン・キャピタル・
トレンド調 査 の 回
答者は、複雑な問
題解決能力
（63%）
、
認知能力（55%）、
社 会 的 ス キ ル
（52%）、プロセス
ス キ ル（54%） と
いったヒューマン・
スキルの重 要性は
将 来 的に増大して
いくであろうと回答
しています。
回答者の 65% が
技術的なスキルの重要性も増大するだろうと感じて
いる一方で、研究によると機械を作ったり、インス
トールしたり、維持するといったことに必要な技術
的スキルは、労働力のほんのわずかな割合にとどま
るとのことです 20。この見方を裏付けるように、最
近の世界経済フォーラムの研究によると、次の 10
年間に必要になってくるスキルトップ 10 には、クリ
ティカル・シンキング、創造力、人材を扱う能力な
どのヒューマン・スキルがランクインしています 21。
皮肉なことにほとんどの会社は、将来に備えてこ
のようなヒューマン・スキルを醸成・開発すること
に苦戦しています。人間が機械と隣り合わせで働く
ようになる時代に必要なスキルが何なのか、はっき
りと分かっているはずなのに、回答者の 49% は、
それらを醸成する計画をまだ持っていないのです。
私たちは、これをヒューマン・キャピタル分野での
喫 緊の課 題であるとし、組 織 構 造、企 業 風 土、

人間が機械と隣り合わせで
働くようになる時代に
必要なスキルが何なのか、
はっきりと分かっているはず
なのに、回答者の49%は、
それらを醸成する計画を
まだ持っていないのです。
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まとめ

2018 年以降、AI、ロボティクスなどの自動化ソリューションの導入と成熟の促進が期待される。
大手企業は、人間を「輪」に入れることに注力している。業務アーキテクチャの再考、人々の再ト
レーニング、組織の再設計においてテクノロジーを最大限活用し、ビジネスの改革を実現するのだ。
より大きな目的は、ルーチン作業やコストを削減することだけでなく、顧客にとっての価値創出や、
人々により意義のある仕事を提供することにある。

表 1．AI、ロボティクス、自動化の有効活用のための経営陣の役割とは？ 各従業員はどのように取り組むべ
きか？

CHRO

自動化の新技術の導入により、従業員の人材開発やスキル再習得は継続しなけれ
ばならない。特に、クリティカル・シンキングや問題解決能力といった重要な
ヒューマンスキルに焦点を当てる必要がある。企業内を見渡し、プロバイダーとソ
リューションのより幅広いエコシステムに入り込んで、継続的学習を可能にするコ
ンテンツ、トレーニング・サポート、インフラストラクチャーにアクセスする。

CIO

イノベーションから取り残されないように、常に外部のマーケットをモニターでき
る方法を模索する。AI、ロボティクス、自動化のテクノロジーは進化のスピードが
速く、より大きな価値をもたらすイノベーションを特定し導入できるように IT がリー
ドする。

CFO

テクノロジーの進化のスピードは速く、イノベーションを呼び起こすためには投資
が必要だ。テクノロジー関連のビジネス事例のベースとなる典型的な賞味期限を
見直すことを検討する。既存のテクノロジーに対する投資に関して、バランスシー
トへの潜在的なマイナス影響を緩和したりなど、上手く金銭的影響を対処できるよ
う会社をサポートする。

COO

AI、ロボティクス、自動化を有効的に取り入れることが必要となる職場での新た
なオペレーションに関わる役割は何なのか考える。例えば、自動化の新たな用途
を見つけたり、現場での「ボット」の管理や、他の重要なタスクを行うように従業
員を指名する。これらの役割は、自動化が上手くまわるようにするためには重要で、
これらなしでは、自動化の潜在的な価値を最大限発揮することはできない。

CMO

自動化の促進による、外部に向けたブランドへの影響を管理する。内部的には、
自動化をマーケティングに有効に活用できるような分野はどんなものがあるのか
考える。

各従業員

自動化が高度に進んだ職場で活躍するために必要なスキルは何なのかを考える。
生涯学習の考え方を取り入れ、スキルを身に付ける機会を社外・社内で積極的に
探す。

Source: Deloitte analysis.
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