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るかという根本的な選択を迫られることになります。
幸いなことに、今回の調査の回答者は後者に傾いて
いると答えています。自分の組織が主にAIを従業員
の置き換えに使っていると答えたのはわずか12%
だった一方、60%の回答者が、従業員の置き換えで
はなく業務支援のためにAIを使っていると答えました
（図1）。さらに、回答者の過半数が、AIを採用した結
果、雇用数は変わらないか、むしろ増加すると考えて
います（図2）。

悪いニュースもあります。データによれば、企業が 
AIを利用して自社の労働力を支援・強化している方
法にギャップがあることが明らかになっています。

第1のギャップは、企業が従業員を支援するため
にAIを使用していると公表している方法が限定的で
あり、価値の向上よりも一貫性の担保や生産性の向
上に重点が置かれていることです。今年の調査では、
多くの組織が主に一貫性と品質の向上にAIを使用し

ており、約4分の1以上の組織が主に生産性の向上
に使用していると回答しています。従業員による新た
なインサイトの創出を支援することを主な目的として
AIを利用していると答えた企業はわずか16%でした
（図3）。

第2のギャップは、多くの企業がトレーニングに十
分な投資をしていないことです。AI戦略をサポートす
るための新しいスキルの獲得に大規模な投資を行っ
ていると答えたのは、回答者のわずか17%に留まり
ました。このことは、今回の回答者たちがAIの活用
が推進されると考えている職務の変化に備えて、こ
れらの企業がどのように労働力の準備をするつもり
かという問題を提起しています。まとめると、これら
の調査結果は、AIが労働力に与える影響を、多くの
企業がまだ完全には理解していないことを示唆して
います。

Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1
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図2

AIを採用した結果、雇用数は変わら
ないか増加するとの回答が多い 
今後3年間のあなたの組織の雇用数にAIが
もたらす影響は？

雇用数は同じだが、職務の本質は変化する

変化なし　　　　純増

純減

12%

9%

25%

54%

ソーシャル・エンタープライズの実際：パラドックスを超えて

54



2020年の展望

各企業はどうすればAIの可能性を解き放ち、新た
な価値や職務を生み出すような方法で、働くことや
職務の内容を変えていくことができるのでしょうか？

それを効果的に行うために、AIを職場のチームに完
全に統合する方法を見つける必要があります。AIを
チームに統合することは、新たな価値を生み出すう
えで非常に重要です。なぜならばチームは、今日の
組織においてほとんどの仕事が遂行される基本的な
構成単位だからです。2019年の調査では、65%の
組織が、機能別の階層組織からチーム中心のネット
ワーク型組織モデルへの移行を重要または非常に重
要と考えていることが明らかになりました。既にチー
ム型組織をとっていた企業ではその利点を認めてお
り、うち53%の企業が、機能別階層組織からの移行
によってパフォーマンスが大幅に向上したと回答して
います4。

「スーパージョブ（superjobs）」というコンセプト
は、AIをチームに統合することがどのようなものか
理解するためのヒントを提供します。2019年版調査
で言及したように、スーパージョブは、テクノロジー
を活用して対応する仕事の範囲を広げながら、複数
の伝統的な職務における仕事内容と責任範囲を組
み合わせています。AIを、仕事を変革する手段だと
考えるイノベーターの視点で見ると、スーパージョブ
は、人間と機械がもっともうまくできることを組み合
わせて、ビジネスの成果を向上させるものです5。例
えば、倉庫の配送センターで人間とロボットの両方
が働いているある企業では、センターマネージャー 
の役割は、単にシフトを監督することから、人とロボッ
トが仕事をいつお互いに引き継ぐべきかを決定する
ことへと進化しており、これには異なる種類の技術的
およびビジネス的な専門知識が必要です6。

注： 3つの選択肢からもっともあてはまるものを選択する形式で行った。なお、組織がAIを主に従業員支援に利用していると答
えた回答者のみに回答を求めている。
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図3
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いはテクノロジーとのコラボレーションによる、グルー
プレベルでのスーパーチームの形成へと進化してい
ることを示しています（図4）。私たちの主張は、組織
がこの領域でさらに前進していくにつれて、テクノロ
ジーが組織の成果を変革できる度合が増すというこ
とです。第1段階である「代替」においては、新たな
成果の創出により、コストの削減と効率の向上が可
能になります。第2段階である「増強」では、より大
きな変革により、コストの削減と効率性の向上に加
えて、より大きな価値と機会の拡大がもたらされます。
そして、第3段階である「協働」では、変革の度合が
さらに高まることで、仕事とその成果が労働者と顧
客にとってより多くの意味を持つようになり、同時に
コストパフォーマンス、効率性、価値の向上が促進さ
れます9。

また、労働力のキャパシティ解放は最終的な目標
ではないかもしれませんが、労働者の増強や協働の
ための取り組みは、知能機械が単に人間の労働者に
取って代わるだけでなく、ずっと多くの労働力のキャ

パシティを解放することにつながる可能性があります。
これは、効果的な労働者の増強や協働に向けた戦略
としてAIを利用することで、異なる関係者だけで同
じ古い仕事を続けていくのではなく、仕事の本質を
再考する機会となるからです。

代替の考え方から増強・協働へと移行することで、
労働者と組織の双方による複数のレベルでの改革を
必要とします。図5は、効果的なチーミングに不可欠
と考えられる5つのレベルのそれぞれで、この改革を
推進するのに役立ついくつかのステップを示していま
す10。これらすべてのステップに共通するのは、改革
を通じて安定化を図るという概念です。つまり、AIが
推進する改革を活用して、個人や組織が将来の仕事
でより大きな成功を収めることができるように、新し
い方向への成長を促すということです。

意味

成果の変容

価値

コスト

図4

チームにAIを導入することで、組織
はアウトプットの性質を変革し、従業
員のキャパシティを解放することが
できます

スーパーチーム
(労働者との協働)

スーパージョブ
(労働物の増強)

労働力のキャパシティ解放度

オートメーション
(労働者の代替)

Source: Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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NVIDIAによると、Textioスコアが90以上の職種
は女性応募者が28%多くなり、採用が完了するまで
の時間が50%短縮されました16。

さらに印象的な事例をご紹介します。DLR、
Airbus、IBMの3社は、国際宇宙ステーションの宇
宙飛行士とチームを組むべく、「クルー・インタラク
ティブ・モバイル・コンパニオン（CIMON）」と呼ば
れるインテリジェント・ロボットの開発に共同で取り
組みました。さまざまな IBM Watson™サービスに
基づいて、CIMONの最初のバージョンは、宇宙飛行
士の研究実験をサポートするように設計されました。
それは、正しい情報を正しい文脈で見つけ出すこと
で時間を節約し、宇宙飛行士たちの実験を助けるも
のでした。2つめのバージョンであるCIMON 2には、
言語分析用の IBM Watson™ Tone Analyzerも搭
載されており、宇宙飛行士との会話から感情を検出
できます。目標は、CIMON 2が乗組員の真の仲間
になり、孤立や集団思考など、宇宙にいる人々に悪
影響を与える現象を緩和することです17。

未来を見据えて

組織はAI戦略に関して岐路に立っています。AIと
人間を並行して管理し続けている組織は、引き続き
ある程度の効率向上を実現することができます。一
方で、人間とAIをスーパーチームに統合することを
選択した組織は、仕事を革新的な方法で再設計する
ことで、これまでよりずっと大きな価値を実感できま
す。後者の道は、より困難ではありますが、より大き
な機会が存在する道でもあります。これらの課題に
真正面から取り組み、改革を通じて必要な労働力の
安定的な確保を果たそうとしている組織は、企業価
値を高め、有意義な雇用を創出するというAIの可能
性を十分に活用することができます。

客サービス担当者を支援するためにどのようにチャッ
トボットを使っているかを説明しています。多くの場
合、これはチャットボットの形をとり、よくある質問に
対して、明確に定義された回答を与え、既存のデー
タベースから簡単に検索できるようにして、人間の担
当者はより共感を必要とする状況や、明確に体系化
された回答がない状況に対処できるようにします12。
しかし、チャットボットを単なる機械的な回答以上の
ことに利用しようとしている組織もあります。例えば、
マーケティングサービス会社のHubSpotは、潜在顧
客を人間の販売員と結びつける前に、チャットボット
を使って見込み客を見極めます。このような機械によ
り選出された見込み客は、販売員と話をしようとす
る可能性が40%も高いのです13。

新しい方法で人々とコミュニケーションを取るよう
に進化するにつれて、人間の能力を増強するAIの力
はさらに大きくなっています。例えば、企業の電子メー
ルや書き込みプログラムに組み込むことができるAI
ベースの書き込みツールTextioは、リアルタイムの
データや提案を提供し、ユーザーが自分の言葉がど
のように受け取られるかを理解するのに役立ちます。
Textioはまた、人とともに文章を書くこともできます。
人間の作者が大まかなアイデアをTextio対応のプ
ログラムに入れると、ソフトウェアは作者が言おうと
していることを表現するための言語を提案します。つ
まり、作者のアイデアに基づいて人間とAIが共同で
文章を作成することができるのです14。

こうしたAIとの新しい交流の方法は、知能機械と
の真の協働への道を開くものです。例えば、人材の
獲得や惹き付けアプローチを再考するために、チー
ム内でTextioを共同利用している企業の例もありま
す。これらの企業は、AIと人間が共同で職務記述書
を作成するプロセスを通じて、最終的な職務記述書
が、役割の本来の意図を失っているか、組織のバイ
アスや規範を反映している曖昧な言葉で書かれてい
ることが多いことを発見しました。人材と採用担当の
ビジネスチームに、新たな言葉を提案し、偏見のあ
る表現やジェンダーに基づく言葉をハイライトする
Textioを提供することで、その企業では職務記述プ
ロセスとそれによってもたらされる成果の両方を改
善することができました。Procter & Gamble 
（P&G）では、Textioの採用後、必要な資格を持つ
応募者が30%増加しました15。
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