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人工知能(以下AI)は近年では研究から実用化のフェーズに
入りつつあり、身近なところではすでに、スマートスピーカー
などの音声認識技術、サービスロボットといった形でデバイ
スやサービスに組み込まれるようになっている。
ビジネスシーンにおけるAI利活用に関しては、実用化に資す
る技術水準や、セキュリティおよび倫理的なリスクにまつわ
る懸念に関して未だ議論と検証の途上にある。一方、ポジ
ティブな側面では、競争上の優位性をもたらし、業務をより
高度かつ効率的に変化させていくという観点でますます重
視される傾向にある。
本稿は、デロイト グローバルが実施している「グローバルAI
活用企業動向調査（State of AI in the Enterprise）」をも
とに、オーストラリア、カナダ、中国、ドイツ、フランス、英国、
米国における企業のAI導入状況とビジネスへの影響度、取
り組みの進め方等について比較したレポートの日本語翻訳
版である。各国のAIアーリーアダプター企業のエグゼクティ
ブを対象に実施した調査結果から、AIアーリーアダプターの
成熟度、変化のスピード感、導入・利用理由、課題と対策と
いったポイントを抽出して状況を比較し、企業がどのように
AIの導入を進めているか、具体的に理解を深める内容に
なっている。特に調査対象国を比較することで、取り組みの
差異や深度を明らかにするとともに、各国の企業がとってい
る多様なアプローチから学びを得ることができる構成として
いる。
なお、これまでは専門知識やリソースの不足といった観点
で、AIを導入して最大限に活用できる企業は限られていた

が、近年はAIを搭載したクラウドベースのエンタープライズ
ソフトウエアや各種ツール・アプリケーションが市場に投入
されるようになり、その利用可能範囲は一般企業まで広がり
つつある。この状況はいわばAIの「民主化」が起こりつつあ
る段階にあるとも表現でき、その点で企業におけるAIの導
入は大きな過渡期を迎えているといえる*。「AIの民主化」の
時代において、今後、各企業がどのようにAIを事業に取り入
れていくべきかを考える上でも、先進事例となる企業の取り
組み状況は有益なインプットになるのではないだろうか。本
稿がAIに関するグローバルの潮流を把握するための一助と
なり、貴社のAI導入計画・戦略策定のヒントやアイデアの創
出につながると幸いである。
加えて次回（2019年内実施予定）のグローバル調査では、
日本も調査対象国として参加する予定である。これによって
日本における先進企業のAI導入状況の把握や、他国と比較
した状況分析を実施し、個社のポジショニングの検討やベン
チマークにより具体的に有用な調査結果を提示することを
見据えている。AIの重要性がより高く評価されるようになり、
利用の「民主化」も進む中、日本企業はどのような取り組み
の途上にあり、諸外国との間にはどのような差異があるの
だろうか。その結果は別途次回のリリースをお待ちいただき
たい。

日本語版発刊に寄せて

首藤 佑樹
Yuki Shuto
デロイト トーマツ コンサルティング 合同会社　執行役員 
デロイト トーマツ グループ テクノロジー・メディア・通信インダストリー日本リーダー

電機、半導体・電子部品、システムインテグレーション、産業機械、消費財、メディア等の幅広い
業種に対し、戦略立案にとどまらず、組織・オペレーション改革まで組み合わせた抜本的な企業
変革の実績が豊富である。また、昨今ではAIやIoT等の先端技術を活用したデジタルトランス
フォーメーションも多数支援している。

*デロイトが毎年発行している将来予測レポート「TMT Predictions」
2019年版でもこの観点について取り上げ、AIの民主化がもたらす変化や
効果について予測している：TMT Predictions 2019 日本版：http://www.
deloitte.com/jp/tmtpredictions2019
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デロイトは「グローバルAI活用企業動向調査」を実施し、
AIに関する世界的な動向を分析している。2019年発表分の
調査では、7カ国のAIアーリーアダプターを対象にした調査
結果から次の4つのキーポイントを導き出した。
競争上の優位性をもたらし、仕事をより良く変革すると

いった観点でAIの重要性はますます高く認識されるように
なっている。調査対象である世界のAIアーリーアダプターの
大多数が、AI技術が今日の自社のビジネスの成功において
特に重要であると回答しており、その考えは強まっている。
また対象者の多くが、競争に先んじるためにAI技術を利用し
ており、AIが自社の従業員に活力を与えていると答えてい
る。

AI分野での成功は、適切な実行が可能かどうかにかかっ
ている。AI分野で成功を収めるためには、企業は戦略の策
定、適切なユースケースの追求、データ基盤の構築、実験能
力の強化など、さまざまなプラクティスにおいて卓越してい
なければならない場合が多い。AIの利用がさらに容易にな
るにつれ、競合他社との差別化の余地が狭まる可能性が高
いため、これらのケイパビリティは非常に重要になっている。

各国のアーリーアダプター間でAIの成熟度に差がある。
アーリーアダプターのAIに対する熱意や経験の度合いは国
により異なる。AIを積極的に推進している回答企業もあれ
ば、慎重な企業もある。また特定のプロセスや製品を改善す
るためにAIを導入している場合もあれば、AIを利用して企業
全体を変革しようとしている例もある。
各国におけるAIの成熟度の差異にかかわらず、アーリー

アダプターのアプローチからの学びがある。各国における
課題と対処方法を分析することで、重要な先行事例を収集
することができる。例えば一部の国においては、スキル不足
に対処することに関心が寄せられている。AIが意思決定や
サイバーセキュリティのケイパビリティを向上させる方法が
注目されている場合もある。

AIを使って卓越性を示すには多くの道があるが、AI活用に
おける成功は勝者が独り勝ちするという性質のものではな
い。AIアーリーアダプターをグローバルな視点で調査するこ
とで、広い視野を持つことが可能になり、AIを活用した変革
を進める上で、よりバランスのとれた方法を採用することに
もつながる。

人工知能（AI）が次なる大規模な景気拡大の原動力になるとの見方が強まる中、そこから取り
残されることに対する懸念も世界的に広がっている。多くの国で、投資、インセンティブ、人材育
成、リスク管理を通じてケイパビリティを高めるためのAI戦略が展開されている。次世代テクノ
ロジーにおいてAIが重視されるようになるにつれ、多くのリーダーたちは自分たちが取り残さ
れ、利益を享受することができなくなることを不安視している。

エグゼクティブサマリー
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今後数年のうちにAI技術は経済発展や仕事の性質に大き
な影響を及ぼすようになり、多くの産業の競争力学を根本的
に変えるだろう。このような背景から多くのリーダーはAI技
術に自国の未来がかかっていると考えている。各国政府が
国内企業を支援するために、AIへの投資を促進し、教育プ
ログラムを確立し、研究開発を急いでいるのも当然である。
実際、政府の多くが経済と技術の成長を促進するために、
公的にAIに関する枠組みを開発してきた。このような枠組み
は、米国のAIリーダーシップに関する大統領令や、中国の
「次世代人工知能発展計画」から、ドイツの国家AI戦略「AI 
Made in Germany」やカナダの「汎カナダ AI 戦略（Pan-
Canadian AI Strategy）」まで多岐にわたる1。これらの戦
略は、人材と教育、政府投資、研究、共同パートナーシップ
に重点を置いているものだが、政府が直面している課題は、
技術的・経済的な問題だけではない。AIに対応したシステ
ムのプライバシー、安全性、透明性、説明責任、および制御
機能に関して、イノベーションや潜在的な経済的利益を縮小
することなく確保する方法を多くの政府が見極めようとして
いる。
国や企業間の激しい競争があるとしても、AIはゼロサム

ゲームと見なされるべきではない。AIを導入する者は皆、互
いに学ぶことができるだろう。早期の成功事例では、適切な
ユースケースの選択から、労働力の確保、リスクと課題の管
理に至るまでの対応を適切に実行できている可能性が高い
からだ。
今回のデロイトの調査は、アーリーアダプター企業がどの

ようにAIの導入を進め、どのような変化を始めているかとい
う点について理解を深めるために、世界中の1,900人のエ
グゼクティブを対象に実施したものである（「調査手法」参
照）。調査では、AIがビジネスにどのような影響を与えてい
るのか、各国におけるAIの取り組みの進め方に明確な違い
があるのかという点についても扱っている。

調査手法
企業がAI技術をどのように導入し、どのような恩恵
を受けているかを世界規模で把握するため、デロイ
トでは2018年第3四半期に、AIのアーリーアダプ
ター企業（AIソリューションのプロトタイピングまた
は導入を行っている企業）のIT部門および基幹部門
のエグゼクティブ1,900人を対象に7カ国で調査を
実施した。調査対象はオーストラリア（回答数100）、
カナダ（同300）、中国（同100）、ドイツ（同100）、フ
ランス（同100）、英国（同100）、米国（同1,100）と
なっている。

回答者は全員、自社のAI技術の利用に関する知識
を有しており、91％が自社のAI戦略・支出・導入・意
思決定に直接関与している。47％がITエグゼクティ
ブであり、残りが事業部門のエグゼクティブである。
3分の2は経営幹部レベルで、その内訳はCEO・社
長・オーナー（31％）、CIOおよびCTO（31％）、その
他の幹部クラス（4％）となっている。残りの34％は
経営幹部以外の管理職である。

また、ブラインド調査を補完する材料として、さまざ
まな業界におけるAI変革の専門家を招き、モデレー
ターが管理するパネルディスカッションもオンライン
上で実施した。

AIの優位性は
ゼロサムゲームではない
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AIの導入企業によるプラクティスの状況は国によって異な
るのだろうか。彼らはAIを使った実験をしているだけなの
か、それともAIを利用してより広範な変革と競争優位性を生
み出そうとしているのだろうか。競合他社にも動きがある中
で、どのような点に緊急に対応する必要があると感じている
のだろうか。これらの疑問に答えるには、まず世界における
AI関連の動向を確認しなければならない。
今回の調査では、AIアーリーアダプターの3分の2弱が、

AI技術が現在のビジネスの成功にとって「非常に」または
「極めて」重要であると回答しており、2年後のビジネスの成

功における重要性を聞いた場合の回答では、その割合は
81％に増加する。 
実のところ回答者の10人中4人が、AIは2年以内に「極め

て重要」になると考えている。彼らがビジネスを行っている
国の政府と同様に、AIが将来的なリーダーシップに不可欠
であると強く感じている企業が増えている。AI導入企業は、
機械学習、ディープラーニング、自然言語処理、コンピュータ
ビジョン（補足記事「AI技術ポートフォリオ」参照）などのさま
ざまなAI技術を使用している。

AI技術ポートフォリオ
機械学習：機械学習技術を使用すると、コンピュータはデータを分析し、隠れたパターンを識別し、分類を行い、将来の結
果を予測することができるようになる。「学習」の呼称は、システムが明示的にプログラムされた命令を使用せずに、徐々に
精度を向上させる能力に由来している。自然言語処理やコンピュータビジョンのような高度で専門的なアプリケーションを
含むほとんどのAI技術は、機械学習と、それをより複雑にしたディープラーニングがベースとなっている。本調査の結果で
は、グローバルの回答企業の61％が機械学習を利用している。

ディープラーニング：ディープラーニングは「ニューラルネットワーク」と呼ばれる人間の脳の概念モデルに基づくもので、機
械学習の一部に含まれる。「ディープ」ラーニング（「深層」学習）と呼ばれるのは、ニューラルネットワークがデータを受け取
る入力層、データを計算する隠れ層（中間層）、そして分析結果を出力する出力層という、相互接続する複数の層を持って
いるからである。ディープラーニングは、会話、画像、動画などの複雑で豊富な多次元データの分析に特に役立ち、大規模
なデータセットを分析するのに最適である。新技術によって、企業はディープラーニングのプロジェクトを立ち上げることが
容易になり、導入事例も増えている。グローバルの回答企業のうち、51％がディープラーニングを利用している。

自然言語処理（NLP）：NLPは、読みやすく、スタイルが自然で、文法的に正しい形式で、文章の意味や意図を抽出または
生成する機能である。NLPは仮想アシスタントやチャットボット用の音声ベースのインターフェースを作動させる。この技術
は、データセットのクエリに利用されることも増えている2。グローバルの回答企業の60％がNLPを導入している。

コンピュータビジョン：コンピュータビジョンとは、視覚的要素から意味や意図を抽出する能力を指す。文字（文書のデジタ
ル化の場合）と、顔、物体、シーン、活動などの画像の双方を対象とするものである。顔認識に使用される技術であるコン
ピュータビジョンは、消費者の日常生活の一部となっている。例として、所有者の顔認識によってログインできる携帯電話
端末が挙げられる。コンピュータビジョン技術によって、運転手が不在の車を「運転」したり、レジなし店舗を稼働させたり
することもできる3。コンピュータビジョンはグローバルの回答企業の間ではすでに主流の技術となっており、56％が現在
コンピュータビジョンを使用していると回答している。

AIをめぐる世界的な動き

Future in the balance?

5



AIによって競争的差別化が可能となる余地は急速に狭ま
りつつある。AI技術が利用しやすくなり、ますます多くの製品
やサービスに組み込まれるようになれば、先行した取り組み
の優位性は急速に失われていくだろう。回答者の過半数
（57％）はAI技術が今後3年以内に自社を大きく変えるだろ
うと考えている（図1参照）。しかしAIが同時期に自社の属す
る業界全体を変えると考えているのはわずか38％である。
業界の動きが遅いと認識していては、チャンスの幅が狭まる
可能性がある。アーリーアダプターは、競争を過小評価しな
い方が賢明かもしれない。

AIのアーリーアダプターは、企業外部と内部両方のケイパ
ビリティを向上させることを目指している。AIのもたらす利
点としては、製品とサービスの強化（43％がトップ3の一つと
して選択）と、社内業務の最適化（同41％）が挙げられてい
る。企業は、社内または社外（または両方）にフォーカスする
ことができ、多くの企業が多様なユースケースを追求してい
る。例えば、パネルディスカッションのメンバーとして参加し
た小売業のCIOは、さまざまなアプリケーションを検討して
きており、次のようにコメントした。 
「すべてのチャネルにわたる自動化をはじめ、顧客からの
問い合わせを支援するチャットボット、意思決定サポート、購

入パターンや製品パフォーマンスをより理解するための顧客
分析まで、さまざまなユースケースを調査しました。」
グローバルにおけるAI投資額の合計、AI関連の新興企業
への投資、将来の経済に対するAI技術の影響については多
くの予測があるが4、そのほとんどが、米国と中国が最も多く
投資を行っており、EU加盟国がすばやくキャッチアップしよ
うとしているという点で一致している5。市場の急速な成長
は明白である中、今回の調査では回答者がAI技術への投資
を増加させ、プラスの利益を得ていることが明らかになった
（図2参照）。実際、回答者の51％が次年度にAIへの投資を
10％以上増加させることを見込んでいる。

AI技術への投資に対する高揚感や高い意欲がある一方
で、企業は複雑に絡み合った課題にも直面している。自社の
AI推進における課題として上位3つの項目を選択する設問
では、全体の30％から40％が、自社の役割や機能（ワーク
フローやトレーニング）へのAIの統合、データに関する問題
（プライバシーやアクセス、データクリーニング、データ統合
など）、導入時の課題（ロードマップ策定、プロジェクトマネ
ジメントなど）、コスト、AI導入の価値測定といった項目を挙
げている。

図1

AIに関する競争的差別化の余地は急速に狭まっている

1年以内現在 2～3年のうち 4～5年のうち 6～10年のうち 10年以上先
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AIは自社を変える AIは業界を変える

注：「分からない」と答えた回答者が少数いたため、合計で100％とはならない。
出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Pirelli社のデジタル製品開発部門のグローバルディレク
ターであるCarlo Torniai氏は、そのような課題をすでにいく
つか経験しており、「ほとんどの場合、難しい課題はデータの
質と可用性、明確で測定可能な重要業績評価指標（KPI）、
改革への抵抗に関連しています」と説明している。企業は事
前にこのような潜在的な障壁について考え、対処するため
の計画を立てる必要がある。
またエグゼクティブらは、より広範な観点で脆弱性につい

ても懸念しており、43％がAIの潜在的なリスクについて重度
または極度の懸念を抱いていると回答した。懸念事項のトッ
プは、サイバーセキュリティの脆弱性（49％が懸念のトップ3
として回答）と、AIの推奨に基づいた誤った判断（同44％）で
あった。さらに、倫理的なリスクを尋ねた設問でも、40％が
AIの判断における潜在的なバイアスをトップ3の一つとして
挙げている。Credit SuisseでStrategy & Transformation, 
Equitiesのグローバル責任者を務めるFalguni Desai氏は、
AIを信頼することについて懸念を抱いていており、次のよう
に述べている。「AIを信頼しAIに透明性を持たせるために
は、どのようなユースケースの場合でも、宿泊施設の評価(星
の数)や食品の格付、医薬品に対する市販前の試験と同様の

形式で、規制当局がより関与する必要があります。」
最後に、ほとんどの企業はAIスキル不足に直面しており、

ケイパビリティを強化するための専門知識を求めている。グ
ローバルの回答者の68％が中程度から極度のAIスキルの
不足を指摘しており、その不足を埋めるために必要な役割
として、AIリサーチャー、ソフトウェア開発者、データサイエン
ティストが上位に挙げられている。多くの企業は技術的な専
門知識以上の能力を求めており、AIによる結果を解釈し、そ
れに基づいて決定を下し、行動することができるビジネス
リーダーの必要性を指摘している。企業は社外で最適な人
材を探すことがメリットになると考えているかもしれないが、
社内の従業員をトレーニングする機会も見過ごしてはなら
ない。 Datalog.aiのマネージングパートナー兼CEOのJack 
Crawford氏は、「私は、テクニカル・センター・オブ・エクセ
レンスを設立する前に、経営層に教育を提供することに賛成
です。企業が変化の先頭に立ち、リーダーは組織を前進させ
るために信念を持つ必要があります。」と述べている。 AIに
より人々の働き方が変わるため、成功を確実なものにする
ためには幅広いスキルが必要になると考えられる。

注：すべての選択肢を含まないため、合計が100％にならない場合がある。金額はすべて米ドルで表示
出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」

図2

企業はAI技術に投資し、一方でその投資から収益を得ている
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AIアーリーアダプターの成熟レベルや、自社のビジネスに
おけるAIの戦略的重要性に関する見解、またAIの潜在的な
リスクと課題に対する関心度を評価する際には、国別に比
較するとより理解が深まる（図3参照）。
成熟度： 本調査ではすべての回答者（回答企業）がAIアー
リーアダプターであり、すでにAIソリューションのプロトタイ
ピングや導入を行っているにもかかわらず、AI成熟度は全般
的に低い。各国において、“ベテランの”AI導入企業（補足記事
「“ベテランの”AI導入企業とは」参照）と位置付けられるの
は全体の4分の1に満たない。米国では「ベテラン」に分類さ
れたAI導入企業の割合が24％で他と比較して高かった。包
括的な全社横断型のAI戦略を持つという観点での戦略的成
熟度も依然としてかなり低い。この項目では、中国と英国が
他国をリードしている。
緊急性： アーリーアダプターは急速な変化を期待している。
国を問わず、AIが今日の自社の成功にとって「非常に」または
「極めて」重要であるとの回答が目立つ。詳しく見てみると、
今後2年間を対象にした場合、AIを「極めて重要」だと評価
するエグゼクティブの割合は急増し、特に一部の国における
割合は他国を大幅に上回っている（図4参照）。

さらに各国における大半の回答者が、AIが今後3年以内
に自社のビジネスを変革すると考えている（図3参照）。中国
は最も楽観的で、4分の3を超える回答者がそのような見解
を示している。
国や業界によって競争の状況は異なるが、アーリーアダプ

ターがAIを利用する主な理由が、同業者と同等の水準を維
持するためなのか、または競争優位を確立するためなのか
という点に注目すると、見解は国によりかなり異なっていた。
中国では半数を超える回答者（55％）が、「競争相手に対す
るリードを広げつつある」、あるいは「一歩先を行っている」
と考えていたのに対し、オーストラリアの回答者の半数は、
「AIを使っているのは単に競合に追いつくため」、または「後
れをとらないようにするため」だと答えている（図5参照）。
課題： AIのリスクに関するアーリーアダプターの懸念は、国
によって対照的だった。例えば、重度または極度の懸念を報
告した回答者は、オーストラリアとフランスでは約半数で
あったが、中国ではわずか16％だった（図3参照）。一部の国
のアーリーアダプターは、他国の場合よりも、AIリスクに対し
て「十分に備えがある」と感じていることになる。

“ベテランの”AI導入企業とは
AI導入企業の中には、他社よりも取り組みが進んでいるケースもある。本調査では比較のため、成熟度を3つのセグメント
に分けている。“ベテラン（Seasoned）”（回答企業の21％）は、最も経験豊富なAIアーリーアダプターで、AI導入成熟度の
最先端に位置する。この層は、AIの実稼働環境への導入を数多く実施しており、AI技術とサプライヤの選定、ユースケース
の特定、AIソリューションの構築・管理、IT環境とビジネスプロセスへのAIの統合、AI技術スタッフの雇用と管理において、
高度な専門知識を蓄積していると回答した。成熟度の中央に位置するのは“熟練者（Skilled）”（同43％）である。複数のシ
ステムにAIを実装しているが、ベテランほど成熟しておらず、AIの導入数や専門知識のレベル、あるいはその両方に関して
後れをとっている。最後のグループは“スターター（Starter）”（同36％）である。これらの企業はAIの導入に慎重に踏み出
したばかりで、AIソリューションの構築、統合、管理において確固とした成熟のレベルには至っていない。

国別のAIに対する視点の比較

AIの優位性を追う各国
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出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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国を問わず、多くのAIアーリーアダプターのAIの戦略的重要性に対する
意見は一致している―スキル不足が共通の問題となっている

図4

ビジネスの成功に向けたAIのクリティカルな戦略的重要性は、すべての国で
高まることが予想される―一部の国では他の国よりも大きな変化が見られる
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出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」
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特に、ドイツと中国の回答者は懸念を上回る対策ができ
ていることを確信し、過剰な自信を持っているようにも見える
（図6参照）。
具体的な課題に目を向けると、AIスキルの不足が大きな
問題だと考えられる。国によって異なるが、アーリーアダプ

ターの51％から73％が中程度から極度のスキル不足を報
告している（図3参照）。また、AIの潜在的なサイバーセキュ
リティの脆弱性も共通の課題である。どの国においても、AI
アーリーアダプターの10人中4人以上が、これをトップ3の
懸念として挙げている（中国では54％）。

図5

一部の国のAIアーリーアダプターは、強力な競争優位性を
生み出すためにAIを利用している可能性が高い

中国

ドイツ
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オーストラリア

21%

18%

26%

35%

38%

43%

50%

55%

47%

44%

37%

31%

27%

22%

競合に追いつく／後れをとらないため リードを広げる／競争で優位に立つため

注：「僅差で勝っている」というような比較的中立的な立場の回答は含まれない。
出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図6

ほとんどの国において、AIの潜在的なリスクへの懸念が、
それに対処できるという自信を上回る
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出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

AIの優位性を追う各国

10



オーストラリア：後れをとらないための努力
オーストラリアの企業は、AIの戦略的重要性が成功につ
ながるという点について肯定的な見解を持っている。回答者
の79％がAIは今後2年以内に自社のビジネスにとって「非
常に」または「極めて」重要になると考えている。そのような
楽観的な見方の一方で、オーストラリアのAIアーリーアダプ
ターの50％はAIは明確な優位性を確立することよりも、む
しろ競合に「追いつく」、または「後れをとらない」のに役立っ
ていると回答している。これはすべての国の中で最も高い割
合である（図5参照）。認識されている緊急性と準備のレベル
が一致していないようにも見受けられる。
そこでは、AI戦略が不十分であることが一つの障害になっ

ているように見える。41％（グローバルでは30％）の回答者
が自社にはAI戦略が全くない、または部門間で異なる戦略
しかないと答えている。スキル不足もまた障壁となっている。
オーストラリアの回答者の3分の1が、AIスキルの不足を「重
度」または「極度」と答えており、他のどの国よりも多い。回
答者が最も緊急に必要な人材として選んだのは、AIリサー
チャー、ビジネスリーダー、ソフトウェア開発者だった。幸い
なことに、オーストラリアの企業の過半数（59％）はすでに
AI as a Serviceのテクノロジーを利用しており、自社でイン
フラを構築したり、自社固有の専門知識を確立したりするこ
となくAIのケイパビリティを活用することができる状態にある。

AIの潜在的なリスクもまた懸念材料であり、アーリーアダ
プターの49％が重度または極度の懸念を示している。これ
は他のどの国よりも高いレベルである。実際、オーストラリア
では数社の著名な企業や業界のリーダーらが、AIに関連す
るリスクや課題に対処するために必要な政策および規制基
準や倫理基準についての国民的議論を緊急に求めている6。
オーストラリア政府は、同国のAIケイパビリティを向上さ
せ、アーリーアダプターが行ってきた施策をさらに発展させ
ることを目指している。 

AIに特化した国家戦略はまだないが、政府は先ごろ

「Australia’s Tech Future」と題したレポートを発表した7。
レポートでは、デジタル技術がもたらす機会に関する幅広い
議論の一部として、AIの経済的重要性、およびAIとデータサ
イエンスにおけるスキル不足に言及している。2018年～
2019年の国家予算では、技術ロードマップの作成、および
基準やAI倫理の枠組みの構築といった、オーストラリアのAI
ケイパビリティ向上のための施策に今後4年間分として
2,990万豪ドルを割り当てている8。しかし、AIの専門家たち
は、AI関連の活動に多額の公的資金をつぎ込んでいる他の
国々に追いつくためには、より多くの予算が必要になるだろ
うと警告している9。

カナダ：慎重なアプローチ
企業がAIによる変革を追求すると、これまでになかったよ

うな機会やリスクを経験することになる。経営効率を求め、
新たな収益機会を開拓することで、倫理的影響、サイバー上
の脆弱性の増大、人材調達の課題といった点に関わる数多
くの問題に直面することになる。カナダの企業にとって、こう
いった新たな複雑性をはらむ問題点は明らかに第一の懸念
事項となる。例えば、カナダのアーリーアダプターの48％
が、AIに関連するリスクのトップ3の一つに「AIの推奨に基づ
く戦略的選択の誤り」を挙げており、その割合はすべての国
の中で最も高い。
今日においても近い将来でも、こうした懸念がカナダにお

けるAI主導型イノベーションを減速させる可能性がある。次
の2点を例に具体的に説明する。

 • 緊急性の欠如： 今後3年間で、AIが自社を変革すると考え
ているカナダのエグゼクティブはわずか51％だった（調査
対象国の中で最も低い。図3参照）。さらに、現在のビジネ
スの成功にとってAIが極めて重要であると考えているの
はわずか5％で、2年後の状況についての回答でも27％
にとどまる（図4参照）。

各国の見解の詳細分析
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 • 低速なイノベーション： カナダのエグゼクティブの25％
が、自社の製品やサービスに現在AIを組み込んでいると
回答しているが、この割合もまたすべての国の中で最も
低い。これは特許データからも裏付けられる10。2016年
以降ほとんどの国がAI関連の特許取得率を高めているの
に対し、カナダは年々減少している。

他国の企業や組織が革新的な製品やサービスを活性化
させるようなAI戦略を追求する中、カナダ企業は取り残され
る危険にさらされている11。それでも、良いニュースもある。
カナダでは、国家レベルでまとまった形でのAIケイパビリ
ティを強化するために一致団結した努力をしているのであ
る。特に有能な人材の獲得については、AI関連スキルを持つ
人材の入国手続きをより簡単でオープンにするための政策
を政府が打ち出している12。おそらくこの点が、カナダの企業
の68％（他のどの国よりも多い）がタレントプールの強化の
ために外部に目を向けている理由の一つだろう。
一方で、社内のタレントプールにも注意を払う必要があ

る。カナダの調査対象者は、新たなAIソリューションの開発
と展開に向けた従業員トレーニングにあまり注力していな
い。新たなAIソリューションを開発するための開発者を対象
としたトレーニングや、AIソリューションを導入するためのIT
スタッフに対するトレーニングを実施している割合が最も低
いのである。この点と関連して、有用な機会として考えられ
るのは、トロント大学のような学術機関と提携することであ
る。同大学は多額の投資（1億カナダドル超） により、AIサイ
エンティスト、生物医学研究者、さらには起業家ネットワーク
の活動を支援し、よりダイナミックなAIビジネスの発展を後
押ししている13。
よりバランスのとれたアプローチを行うことで、新しいスキ
ルを身につけ、「現状の（現在企業内に保有している）」タレン
トプールを強化すると同時に、より多才な労働力を獲得する
ことができる。つまり企業全体がAI関連のリスクにうまく対
処すると同時に、新しい製品ソリューションを推進できるよう
になるのである。

中国：戦略的必然性の追求
中国政府は2030年までに中国が世界のAIイノベーター

になるという野望を宣言した14。また、「国家AI戦略」を発表
し、AIの研究開発に数十億米ドルを投資する計画を発表し
た15。都市レベルでも財源が解放されており、北京ではAIを
中心としたテクノロジーパークの設立に21億米ドルを投じ
ることが発表され、天津は160億米ドルのAIファンドの設立
を計画している16。
民間からも資金が投入されている。2017年、世界のAIベ

ンチャー投資額の48％を中国のAIスタートアップ企業が占
め、初めて米国を追い越した17。中国のAI企業の数は、米国
に次いで世界第2位と伝えられており、世界で最も高く評価
されているAI企業のSense Time Groupは中国を拠点とし
ている18。
調査から中国のアーリーアダプターは、中国政府が求め

るAIに関する行動要請を受け入れていることが分かる。

 • 成功への鍵： 54％がAIをビジネスの成功にとって「非常
に」または「極めて」重要だと考えており、2年後を対象に
すると85％に増加する。これはすべての国の中で最も高
い水準である（図3参照）。
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 • 競争上の優位性： アーリーアダプターは、AIが競合社と
のリードを広げ、競争で優位に立つのに役立っていると考
える傾向にある（グローバルの37％に対して中国では
55％。図5参照）。

 • 労働力の向上： 8割を超えるアーリーアダプターが、人間
の労働者とAI技術が互いを補強し合うことで新しい働き
方を生み出し、AIによって従業員がより良い意思決定をで
きるようになり、AI技術が従業員のパフォーマンスと仕事
の満足度を高めると考えている。

このような活況にもかかわらず、「ベテラン」に分類される
企業の割合は中国が11%で最も低い（図3参照）。このよう
に成熟度が相対的に低いことを考えると、AIのリスクへの備
えに対する過剰な自信（図6参照）と、競争で優位に立ってい
るという大多数の考えは、過信である可能性がある。AIに関
する経験を重ねるにつれ、リスクと課題に対する認識も高ま
るものと考えられる。
中国企業ではAIの導入はそれほど進んでいないものの、

AIを利用した成功を見据えた方針、手順、測定基準を整備
しているため、戦略的成熟の兆候も見られている。ほぼ半数
（46％）の回答者が、AIを導入するための包括的な全社横断
型の戦略を有していると答えており、これは調査対象国の中
で最も高い割合である。また、62％が、AIプロトタイプの生
産移行を決定するための全社的なプロセスをすでに確立し
ていると回答したが、この割合もまた他国を上回っている。
中国のアーリーアダプターはまた、AIプロジェクトのパ
フォーマンス測定指標の動向を熱心に追跡している19。
中国ではAI革命が急速に進んでいるが、今後もさまざま
な課題が出てくることが予想される。中国は2017年に世界
のAI投資額の中で最大のシェアを獲得したものの、2018年
にはその割合が減少した20。中国のAI企業は、アプリケー
ションに重点を置く傾向にあり、基本的な技術や研究の発展
が劣後しているため、その点が成長を抑制している可能性
がある21。その一方で、高度なAIアルゴリズムを実行するた
めにこれまで以上の演算能力を求めるようになり、中国で
は多くの技術系企業がAIに最適化されたチップを独自に設
計している22。

フランス：AIを通じた人々のエンパワメントを
志向

2017年、エマニュエル・マクロン大統領は国家的なAI戦
略を策定するため、数学者のセドリック・ヴィラニ氏を担当
に指名した。翌年、報告書「人間のためのAI」（AI for 
Humanity）が発表され、この報告書で取り上げられた提案
に取り組むために15億ユーロが割り当てられた23。
この報告書では、AIに関する人材、オープンデータエコシ
ステム、研究機関、倫理的問題への対処に関して国の資源
をどのように調整し、フランス経済の特定分野を強化するか
が詳述されている。フランス政府は国内および欧州連合との
幅広い協力のもとでのAI開発を最優先課題としている。この
フランスにおける全体的に楽観的な見方は、今回の調査で
も明らかになっており、フランスのほとんどのアーリーアダプ
ター（76％）が、AIは人間のケイパビリティを強化し、業務に
おける共同作業的なパートナーシップを可能にすると答え
ている。
しかしこの楽観的な見方の一方で、AI主導型の変革を目
指す取り組みは未だ徐々に開始されている段階にあるとも
回答されている。AI導入の成熟度に関して、フランスの回答
企業の51％が“スターター”として分類されたが、それは対
象国すべての中で最も高い割合であった（補足記事「“ベテラ
ンの”AI導入企業とは」参照）。加えて、特定の機能を対象と
した小規模なAIプロジェクトを実施している割合が対象国
の中で最も高く、45%だった。大規模かつ変革を伴うプロ
ジェクトは、フランスではまだ優先度が高くない。そこには
「一般データ保護規則」（GDPR）に関するコンプライアンス
対応や、より広範なデータ管理の取り組みなど、他の優先事
項が存在する可能性がある。最後に、多くの回答者がAIの導
入の目的について、競合に後れをとらないという点をシンプ
ルに挙げている（図5参照）24。

AI導入の際には技術的な課題だけでなく、人材に関する
課題からも逆風を感じるかもしれない。今回の調査では、フ
ランスのAI導入企業は人材の獲得や、AIを自社のプロセス
に統合する点に苦労していることが明らかになった。フラン
スにおける最大の課題は、AIを自社における役割と機能に
統合することの難しさであり、すべての国の中で最も高い割
合の45％の回答者が、これをトップ3の課題の一つとして選
んでいる。
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回答者の31％が、重度または極度のスキルAI不足がある
と回答しているが、これは調査対象国の中で2番目に高い割
合となっている。「人間のためのAI」で概説されているように、
フランス政府はこの問題に取り組み、フランスの教育システ
ムを修了した者によって運用される力強いAIエコシステムを
開発し、支援したいという意向を持っている25。
企業は人材の問題に焦点を当て、後れをとらないための

ストレスを軽減する方法を模索し、AIへの移行を加速させる
ためのツールを探すことで、フランス政府の目標を下支えで
きる。AI関連の取り組みを急速に進める方法のひとつは、ク
ラウドベースのSaaSアプリケーションなど、使いやすいAIソ
リューションを使用することだ。調査からは、フランスのAI
アーリーアダプターが主に追求しているのは、AIを組み込ん
だエンタープライズソフトウェア（57％）とオープンソースソ
リューション（56％）であることが明らかになった。その一例
が、フランスを拠点とするスタートアップ企業のDataikuで
ある。Dataikuは自社のプラットフォーム上でオープンソース
ソリューションを提供することで、企業のAI導入を支援して
いる26。

ドイツ：恐れを強みに転換
ドイツ政府はAI技術の導入と開発の加速を見据え、AI国
家戦略（「AI Made in Germany」）の実施を支援するため、
今後2025年までの間にAIの研究に対して30億ユーロを投

資することを計画している27。
他の多くの国と同様、ドイツもAIの導入によって経済が拡
大し、既存産業の競争力が向上することを期待している。ド
イツ政府が委託した最近の調査によると、AI技術は同国の
製造業生産高を320億ユーロ押し上げる可能性があるとい
う28。ドイツの戦略は総合的な内容で、競争力の向上だけで
なく、AIの責任ある利用とドイツの労働力に与える影響を重
視している。
ドイツのAIアーリーアダプターは、他国と比較してAIを取
り巻く倫理的な懸念に対処しているところが独特で注目に
値する。彼らの最大の倫理的懸念は、AIを使って情報を操作
し、うそを作り出すことだ。ドイツの回答者の47％がこの点
を倫理的な懸念のトップ3の一つに挙げた。また、AIを活用
した自動化による人員削減の可能性についても不安を感じ
ており、43％が懸念点のトップ3の一つとして挙げている。こ
の割合はフランスと同率で、調査対象国の中で最も高かっ
た。またドイツの回答者については、「自社がAIを使ってでき
る限り多くの仕事を自動化したいと考えている」と答えた割
合が最も低かった。これは驚くべきことではない。というの
は、ドイツ政府は、経済的な重点をエンジニアリングと製造
に置いており、デジタル時代を含むあらゆる時代において自
動化の影響を懸念してきたからだ。
幸いなことは、ドイツのAI導入企業がAIトレーニングに力

を入れていることである（図7参照）。

図7

ドイツはAIトレーニングへの取り組みで他国に先んじている
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出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」
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仕事のパフォーマンスを向上させ、人間と機械の新しい相
互関係を可能にするAIの能力について、ドイツではより控え
めに見積もる傾向があるが、従業員教育に関してはより取
り組みを強化していると回答されている。ドイツの回答企業
は他国と比較して、業務でAIを使用する従業員のトレーニン
グ、AIを使用して新しいソリューションを作成する開発者のト
レーニング、およびこれらのソリューションを導入するITス
タッフのトレーニングを多く実施する傾向にある。

AIに関する人材不足を埋めるこの総体的なアプローチ
は、他の国がメリットとして学ぶことができる点である。企業
は、次世代のAI専門家の獲得と教育だけでなく、既存の自
社の従業員の能力開発と再教育にも取り組む必要がある。
また経営者らは、倫理的な人工知能をいかにして競争優位
の源泉とするかについて考えを巡らせているようだ。例えば
SAPは、自社のAI事業に関する一連の指針を推進するため、
政府、業界、学術界からの構成員による有識者懇談会を設
置した29。

英国：AIの未来に大きな賭け
英国は世界的なAI革命に熱心に取り組んでおり、AIのス

タートアップが盛んで、政府は産業界と学術界に10億ポンド
の支援を行っている30。では、すでにAIアーリーアダプターと
なっている英国企業の状況はどうだろうか。
まず、AIとそれに対応する短期投資の重要性が高まってい

ることが強く認識されている。英国の回答者は明らかに熱意
を示しており、45％が近い将来の成功にはAIが極めて重要
だと述べている。アーリーアダプターは投資を行うことでこ
の活況をバックアップしており、回答者の6割が次年度のAI
投資について10％を上回る増加を見込んでいる。英国は上
記どちらの評価項目においても、調査対象国の中で、最も高
い割合となった（図8参照）。“ベテラン”に分類されたのはわ
ずか15％だが、企業はより速く取り組みを進めなければな
らないとプレッシャーを感じている。
これらの企業がAIで成功する可能性を高めるには、その
熱意を良い方向へと導く必要があるが、回答企業はAIの取
り組みを全力で進めているようだ。英国においては他国より
も、大規模で変革的なAIの取り組みに焦点が当てられてい
る。29％が大規模な取り組みのみを推進しており、53％が
焦点を絞った様々なAIプロジェクトを組み合わせている。

図8

英国ではAIの短期的な重要性を認識しており、
その将来に投資していると答えた割合が高かった
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20%
40% 45% 50% 55% 60% 65%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

カナダ
オーストラリア

ドイツ

フランス

米国

英国

中国

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2019」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

今
後
2
年
間
に
お
け
る

A
I
の
重
要
性
に
関
す
る
認
識

Future in the balance?

15



また、英国企業は、AI導入のための包括的な戦略を整備
している割合において対象国中第2位である（41％）。これ
は、激しい国際競争の中で、回答者がより野心的なプロジェ
クトを行う必要があると感じていることを意味しているのか
もしれない。

AIの優位性を得るには、課題とリスクに早期に対処する
ことが不可欠である。英国では、AIの法的責任や犯罪的悪
用、自律的意思決定の影響を懸念する者もいるが、回答者
はより現実的な懸念を抱いている31。主な課題として、AIプ
ロジェクトのビジネス価値の測定と証明（45％がトップ3の
課題の一つとして回答）や役割と機能へのAIの統合（同
41％）などが高い割合になった。

米国：高度化に伴う複雑さを管理
米国は長年、官民の双方でAI研究のリーダーを務めてき

た32。過去数年間のAI部門におけるベンチャーキャピタル投
資を見てみると、2012年にはベンチャーキャピタリストはAI
関連事業に2億8,200万米ドルの資金を提供し、その額は
2017年までに50億米ドルに急増した。その翌年には、ベン
チャーキャピタリストによるAIへの投資額は80億米ドルを超
えた33。
この投資の波によって、多くの米国企業が比較的熟練した

AIユーザーになることができた。例えば、米国の回答企業の
30％（すべての国の中で最も高い割合）は、現在11以上のAI
生産システムを管理している。また、“ベテランの”AIアーリー
アダプターの分析（補足記事「“ベテランの”AI導入企業と
は」参照）では、米国の回答者の24％が“ベテラン”という結
果となり、調査対象国でトップだった。それは単に生産環境
の規模だけによるものではない。4分の1を超える米国の回
答企業（27％）が少なくとも一つの大規模AIプロジェクトを
現在実施しており、この割合は英国に次いで2番目に高い。
早期導入が熟練を意味するという見方もあるだろう。しか

しながら、本調査の分析では、大規模なAI導入に伴う複雑
さの認識は、熟練した企業においてほど高まることが明らか
になっている。

米国の回答者の半数が、サイバーセキュリティを最大の懸
念事項だと考えている（図3参照）。全社規模のAI構想を推
進する際にますます多くのデータに依存するようになるにつ
れ、情報を保護するためのリスクが増大する。この問題に対
処する明確な戦略がなければ、実現すれば大きなインパク
トを与えるようなAIプロジェクトの多くがペースダウンする
可能性があり、最悪の場合、計画をスタートすることさえで
きなくなる恐れがある。今回の調査において、回答者は次の
2つの懸念事項を強調した。

 • 組織データの保護： 米国の回答者の47％が、機密データ
の盗難を懸念している。

 • AIモデルへの影響： データの盗難以外にも、米国の経営
層の45％が、部外者がトレーニングデータやアルゴリズ
ムに影響を与える（AIによる推奨事項と洞察内容を直接
歪める）ことを懸念している。

AIを自社の事業や製品に取り入れる企業が増えるにつ
れ、大規模な取り組みを支援するための人材の必要性がさ
らに増す。しかし、AIアプリケーションの数が増えるに従って、
人材の流動性が少なくなるように感じられる可能性がある。
米国企業は明らかにこの点にプレッシャーを感じており、
68％が人材のスキル不足を中程度から極度だと回答してい
る（図3参照）。
このような人材確保のプレッシャーに対応するため、多く
の米国企業が社内のトレーニングプログラムを利用して自
社の人材の能力を強化している。スキルのニーズに対応する
ことは、より総合的な取り組みにつながりつつあり、ソリュー
ションを導入するためにITスタッフをスキルアップさせる
（61％）だけでなく、現場の従業員にAIを業務に統合する方
法を教える（57％）ことにも注力している（図7参照）。AI関連
の取り組みが企業に浸透していく中で、企業全体でこれらの
新しいケイパビリティを効果的に活用できるようになること
が最も重要になる。
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各国政府は引き続きAIへの投資を継続し、AI
技術が社会に与える影響をチェックしていく
だろう。また企業は引き続き、AIのケイパビリ
ティを向上させ、競争力の中心に据えていく
と考えられる。両者とも、世界中で急速に進
むAI主導型の開発の動きに遅れないように
努力する中で、切迫感と不安を感じ続けるこ
とになるはずだ。このことを考慮した際、企業
はAI戦略を評価する際に、次のような厄介な問題
に取り組まなければならない。

 • 小規模で段階的な投資を行うべきか、それとも全社的施
策を通じてAIリーダーとしての地位の確立を試みるべきか。

 • 既存の人材を育成した方がいいのか、それとも外部の人
材市場から調達した方がいいのか。

 • AIに伴う固有のリスクを考える際、企業は複雑さに直面
しながらも前進すべきか、またはよりゆっくりと、慎重なア
プローチをとるべきか。

今回の調査では、企業がAIへの移行のどの段階にいるの
かに関係なく、さまざまアプローチでこれらの問題に取り組
んでいることが明らかになった。世界のライバルに追いつこ
うとしている企業もあれば、焦点を絞ったプロジェクトや、よ
り大規模な戦略を追求することで、自らの目標に取り組んで
いる企業もある。アーリーアダプターの中には、他社と比較
して、トレーニングやスキル開発により重点を置いている企
業もある。包括的で成熟したAI戦略を持つ企業でさえ、その
取り組みの方法にはさまざまなものがある。

AIエクセレンスを体現するには多くの道がある。現場から
一歩離れて世界的な視点からAIアーリーアダプターを調査
することで、幅広い対話が可能になり、各国が互いから学ぶ
手助けにもなるだろう。

そのようなアプローチを経て、誰もがより多
くの情報に基づくバランスのとれたアプロー
チをとり、独自のAIの優位性を追求すること
ができるようになる。その際、次の点を考慮
すると良いだろう。

注意と行動のバランスをとる

 • AIに関して自社内で切迫感を共有する。競合と差
別化するための余地はわずかしかない。

 • AIのリスクを考慮し、後れを取らないというだけのために
誤った行動に走ることのないようにする。進み具合が遅す
ぎても速すぎても、どちらも危険である。自社の戦略的な
ビジネスの優先順位に従って進むことが求められる。

 • データ管理、実験、規律的な運用、そして人材開発を効果
的に実践することで、AIが実現する未来のための強固な
基盤を構築する。

 • 他の国々でAI関連の懸念にどのように対応しているかを
探る。いずれの国においても、サイバーセキュリティ関連
の懸念に対処し、倫理的な問題を管理し、AIシステムへ
の信頼を構築し、人材を開発するためのユニークなアプ
ローチを行っている。

取り組みの規模のバランスをとる

 • 野心的になることを恐れてはいけない。巻き返しを図ろう
としている場合でも、AIの取り組みは必ずしも小規模に
始める必要はない。

 • AIを使ったより斬新なアプローチを可能にするため、複
数の事業機能を強化すべく、多様なプロジェクトポート
フォリオを追求する。

結論：バランスのとれた
アプローチが必要
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 • 自社のみですべてを行うのではなく、スピード感をもって
AIのケイパビリティを拡大する方法を探究する（例えば、ク
ラウドベースのAIサービスやパートナーシップを利用する
など）34。

 • AIはそのうち、社内インフラ、データ要件、および専門知
識を従前ほど必要としなくなり、より簡単に利用可能にな
るだろうという点を踏まえて計画を立てる。

人材に対するアプローチのバランスをとる

 • ほとんどの企業はAIの専門知識を構築するために外部市
場に目を向けているが、既存の従業員を対象としたト

レーニングを行うことで、その労働力を活用する機会は豊
富にある。既存の開発者、ITスタッフ、およびその他の従
業員の育成計画を策定することで、AI関連の取り組みを
促進することができる。

 • 総合的なアプローチを採用し、テクノロジーとビジネス人
材の両方を向上させることで、AI戦略をサポートする。

 • AIの役割と機能を統合するための構造化された方法を開
発し、将来に向けて進化させる準備をする。自社の「拡張
労働力」がどのようなものになるのかに関してビジョンを
作成する。

AIを導入し統合するための万能なアプローチが存在しないことは明らかである。AIを利用した企業や業界の変革は急速に
進んでいると考えられ、差別化の余地は縮小しつつある。企業、さらには国全体における将来の競争力も含め、多くのこと
がどちらに転ぶか分からない状態である。AIに関する目標と実行に関して、バランスのとれたアプローチと熱意を組み合
わせることが成功につながるのかもしれない。

AIの優位性を追う各国
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日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）対応の
必要性が増している。

DXの本質は、単なるテクノロジーの導入ではなく、顧客との
長期的リレーション強化のための顧客体験価値の向上であ
り、ビジネスモデルそのものの変革にある。

変革の推進にあたっては、ビッグデータの戦略的活用が必
要であり、戦略的活用の先にある顧客体験価値の向上に
は、AI/Cognitiveを活用したデータ分析、並びにマーケティ
ング施策立案とその実行がカギとなる。

今回の「グローバルAI活用企業動向調査（State of AI in 
the Enterprise）」の結果からは、海外企業のアーリーアダ
プターは、企業経営（あるいは国レベル）の観点でAIの活用
を模索し、実践し始めており、日本企業の多くは海外のアー
リーアダプターに引き離されている状況にあると推察され
る。AI/Cognitiveが次なる大規模な景気拡大の原動力にな
るとの見方がグローバルリーダーらの間で強まっている一方
で、日本企業においては実証実験というお試しの域を出て
いないのである。特にアジア、中国との間でDX対応の点で
の距離が広がっており、差をつけられている状況にある。

デロイトが直近で発刊した「2019 グローバルコンタクトセ
ンターサーベイ*」にもその傾向は表れている。コンタクトセ
ンターにおいて「今後2年間で投資予定のテクノロジー」に
ついて「AI」と回答した日本企業は73%である一方、投資目
的を「事業戦略の実行」と回答した企業は10%であり、AIと
事業戦略との結びつきが弱い傾向にある。

コンタクトセンターのユースケースでは、AI/Cognitiveは、
音声・画像・感情といった非構造データの認識・分析に長け
ているため、音声認識機能を使えば、入電時の音声で即座
に顧客を特定したり、顧客の感情を推察したりすることがで
き、画像認識機能を使えば、顧客が添付したスクリーンショッ
トや写真から問合せ対象の商品を特定することが可能であ
る。顧客サポートの向上に直結する機能に惹かれ、テクノロ
ジー導入を考える企業は多い。

しかし、企業のWebサイト、チャット、SNSなどの多様なデジ
タルチャネルは、既に単なる商品・サービスの情報発信手段
ではなく、企業と顧客が相互コミュニケーションを行う場へ
と進化しており、顧客とのコミュニケーションの頻度や期間
が飛躍的に増大している。こうしたコミュニケーション環境
におけるDigital Customer Experience（DCX）ともいうべ
き顧客体験価値の向上が、部門横断、あるいはパートナー
企業間での連携強化に繋がり、ひいては全社戦略の目標達
成への貢献に繋がる。

マーケットニーズはService / Commerce領域へシフトして
おり、マーケティングからアフターサービスにわたる優れた
DCXを実現するソリューションが必要とされている。この観
点では、個別業務に直結した機能にとどまらず、DCXの向上
全体を視野に入れた戦略策定にAIを主体的に取り入れるこ
とが重要になってくるだろう。またこの取り組みが、日本企業
がグローバルのアーリーアダプターに追いつくための第一
歩となるに違いない。

一方で、日本のAIソリューションベンチャーへのヒアリングを
実施すると、課題感が浮き彫りになるのが現状である。ソ
リューションを提供する側である彼らは、依頼企業の経営課
題と自社ソリューションとの適切なマッチングができていな
い、といった悩みを抱えていることが多く、多くの日本企業が
実証実験の域を出ることのできない遠因と推察される。こう
いった課題の解決も、日本におけるAI活用促進のキーポイ
ントになるといえよう。

日本企業が、今回のサーベイの結果を参考に自社の取組み
状況を省察し、危機感を持って早期に実践のフェーズに移行
してAI/Cognitiveの活用を通じたDXを推進し、さらなる成
長を実現することを期待している。

津端 清
Kiyoshi Tsubata
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員 
Digital Customer Offering リーダー

複数の外資系コンサルティング会社を経て現職。製造業を中心に、企業のデジタルトランスフォー
メーション（DX）における戦略立案、経営管理変革、マーケティング・セールス・サービスの顧客体験
変革、（オペレーション変革）、テクノロジー導入支援などE2Eに幅広い領域に従事。
グローバルDXプロジェクトの推進に強みを持ち、15年以上の経験を有する。

* デロイト「2019 グローバルコンタクトセンターサーベイ」2019/9：デロイト
が隔年で実施している各国のコンタクトセンター長などに対して行ってい
るサーベイ：https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/operations/
articles/crm/global-contact-center-survey.html

日本の見解　
企業におけるAI利活用の現状
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