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日本版の発刊に寄せて

人工知能（AI）は、今や私たちの日常生活の一部とし
て組み込まれるフェーズに突入した。これまでもスマー
トフォンに組み込まれる音声認識技術など、その片鱗
は見えていたが、そこからさらに一歩踏み込んだ事例
として「AIでよみがえる 美空ひばり1」がお茶の間に
登場し、さまざまな議論を呼んだことは記憶に新しい。
今年（2020年）4月には「レベル3」の自動運転 2を
解禁するべく改正された道路交通法と道路運送車両
法が施行された。これらの法改正によって自動運転分
野におけるAI活用は加速していくだろう。また
COVID-19の世界的流行の中、AIを用いた感染予測
やリスク予測といったさまざまなシミュレーションも世
界的に行われている。このようにAIの活用が、将来の
私たちの生活の一部になっていくことは確かであろう。

企業活動において競争力の源泉としても、AI活用は重
要な位置付けとなっていくことは間違いないと考えら
れる。すでに、医療領域における画像診断の高度化、
航空機のメンテナンスなど難易度の高い業務の支援、
ECサイトにおけるダイナミックプライシングの実現、通
信事業者におけるキャリアクラスのネットワーク設計・
運用といった、高度な専門性を要する業務へのAI活
用検討事例も出始めている。新商品・新サービスの
開発に活用するのか、はたまたコスト削減や効率化と
いった目的で活用するのか、その取り組みのアプロー
チも幅が広がってきているといえるだろう。

一方、現時点でのAIの「限界」ともいうべき事柄も少
しずつ見えてきている。つまり、AIを本当の意味で使
いこなしていくためには、人間である私たち自身の方
にそれを使いこなすための変化が必要となっている。
AIの分析を基にして人間が意思決定を行うにあたって
は、プライバシーの課題をはじめ、さまざまな種類の
倫理的課題が横たわる。例えばAIの分析結果に基づ
く判断が、結果として私たちの社会・政治・企業の価
値観にそぐわない結果を招いた場合、その説明可能性
と透明性は確保されるだろうか。このような課題に対
処していくことがAI活用を推進していく上では重要な
テーマとなる。

本稿はデロイトがグローバルで実施した「グローバル
AI活用企業動向調査 2020（State of AI in the 
Enterprise）」を基に、AIの企業導入とビジネスへの
影響、取り組みの進め方等について比較したレポート
の日本版である。第3回となる今回の調査には日本を
含む9カ国が参加した。分析にあたっては、各国エグゼ
クティブへの調査結果から、AI導入の成熟度と導入・
利用目的、競争優位性への影響、「賢い利用者」となる
うえでの導入のアプローチといったポイントを抽出して
状況を比較している。また、日本においてAIの導入推
進を支援するコンサルタントの立場から、多くの企業が
導入にあたって直面する課題について取りまとめた。
世界各国の企業のアプローチと、日本企業にとって解
決すべき課題について学びを得ることができる構成を
目指している。貴社にとって、AI導入戦略の検討や、よ
り効果的な活用に向けたヒントとなれば幸いである。

1. NHK, 「NHKスペシャル　AIでよみがえる美空ひばり」, 2019/9/29放送 :  
https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009051109_00000

2. 自動運転化レベルは0~5の6段階に分けられており、運転操作の主体がレベル0~2までは運転者、3以降ではシス
テムとなる。今回の改正で行動を走行できるレベル3の自動車では、高速道路など一定条件下で、AIの予測・判断に
よる車両制御を用いた自動運転が可能になる; ついに日本で走り出す！　自動運転 �レベル3�の車が走行可能に , 政
府広報オンライン,2020/3/31:  
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202004/1.html
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エグゼクティブサマリー

デロイトは、企業の幹部らを対象に、Al技術に関する方針や活動について3年連
続で調査を実施し、特にAIの導入が増えていく中で他社をリードし続けるために
は何が必要かという点に着目した。AIのガバナンス、信頼性、倫理観が役員会の
重要議題になる中で、AI導入企業は技術に関するリスクをどのように管理してい
るのだろうか？

● AI導入企業は、引き続きAI技術が価値と優位
性の源泉であると自信を持っている。それを裏
付けるようにAI技術の実装ケース数及び投資
が増加している。AI導入企業は、AIが競争優位
性の構築に寄与しつつあり、組織と業界の双方
においてAIが変革を起こすことを期待している
と回答している。

● 先行優位性はすぐに失われるかもしれない。AI
の導入が身近で手軽になるにつれ、AIを利用す
る組織には、競争優位性を維持するための取り
組みが求められている。大多数のAI導入企業
は、AIが近い将来、より多様なアプリケーション
に導入され、利活用されるようになると予想し
ている。

● ほぼすべてのAI導入企業は業務効率化にAIを
活用している。一部の成熟度が高い導入企業
は、技術力によって他社との差別化を図ってい
る。AIを自動化や最適化に使用することで大き
な利点がもたらされると考えられるが、それが
一般化した際には組織はAIを活用して新製品
やプロセス開発することで、当初の目的を超え
た価値創出を目指す必要に迫られる。

● AI導入企業は、AI技術を自社構築するよりも
外部から調達することが多く、最高のAI技術を
活用することが競争優位の鍵だと考えている。
プラットフォーム、ソリューション、ベンダーの選
択肢が急増し、機能が向上するにつれ、企業が
AI技術について抜け目なく判断することがます
ます重要になるだろう。また、さまざまなバック
グラウンドを持つ技術を統合し拡張できること
も重要である。

● AI導入企業はAIのリスクを認識しているもの
の、実際は戦略、運用、倫理の各所で�想定外
の課題� が発生している。AIの利用が拡大する
につれて、意図的ではないバイアスから説明責
任を要するレベルのものまで、AIがもたらしう
る多様なリスクに対する認識も高まっている。一
方、それに対し具体的にどのようなアクションを
取るべきなのか？といった施策検討は、現状で
最も熟練したアーリーアダプターにおいても不
十分である。

AIを活用できる領域を拡張し、新しい企業や技術
の選択と評価を改善し、AIのリスクに真正面から取
り組むことで、現在および将来のAI導入企業は、AI
が広く浸透する新たな時代において単に生き残ると
いうだけでなく、成長し続けることができるだろう。

このグローバル調査の結果から、以下のキー
ポイントが導き出された。
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はじめに

我々は、現世代のAI技術の導入における新
たな段階に足を踏み入れようとしている。
AIの能力は確実に進歩し、AIアプリケー

ションの開発と実装が容易になりつつある中で、AI
を導入した企業は明らかな利益／恩恵を受けてい
る。各国政府はAIに関する国家戦略を策定し、研
究と教育に多大な投資を行っている。また、社会全
体を保護しつつ利益をもたらすために、AI技術の
適切な利用に向けた管理方法も検討している。

AIは今や、ITインフラストラクチャーの管理と自動
化、顧客に関する新たなインサイトの収集、サイバー
脅威の特定と対応、医療に関する意思決定の支援
や雇用プロセスの改善などさまざまなユースケース

で活用されている。AIはますますビジネスに欠かせ
ないものになりつつあるのである。

現状ではすべての企業がAI技術を導入しているわ
けではない。多くの企業がAIの恩恵を受けようと取
り組んでいるが、まだ誰もが手軽に活用するには
ハードルがある。そんな中、AI市場の「アーリーア
ダプター」のフェーズは終焉を迎えつつある。市場
は技術の成熟とともに次の「アーリーマジョリティ」
の段階へと移行しつつある。

キークエスチョン：Alがユビキタスになった時、市
場でのリードを保つためには何が必要だろうか?　
Al導入企業はどのようにして優位性を維持できる
のだろうか?

今回3回目となるデロイトの「グローバルAI活用
企業動向調査（State of AI in the Enterprise）」
では、世界中の ITおよび関連事業会社のエグゼク
ティブ2,737名を対象に調査を実施した（詳細は
「調査手法」を参照）。

本調査の目的は、業界や国の枠組みを超えたAI活
用の進化の状況を把握することである。前回のレ
ポートでは、AIを活用する企業の強気な姿勢の背
景や、増加傾向にある投資や事業展開について解
説した。そして結論として、企業はAIへの期待と自
社の実行力とのバランスをとるべきと提言した。ま
た、企業がリスク管理とマネジメント変革のアプ
ローチを改善し、IT部門以外でもAIを適用するこ
とや、AIに関する取り組みを加速するための技術
人材とビジネス人材の適切な融合パターンを探索
することを提言した。

Thriving in the era of pervasive AI
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調査方法
デロイトは、組織がどのようにAl技術を導入し、どのような恩恵を受け、管理を実施しているかといっ
た点について世界規模で把握するため、2019年10月から12月にかけて2,737人の ITおよび関連
事業の幹部を対象に調査を実施した。第3回目となる今回の調査では、オーストラリア（回答数108）、
カナダ（同300）、中国（同300）、フランス（同203）、ドイツ（同201）、日本（同203）、オランダ（同
100）、英国（同218）、米国（同1,104）の9カ国が参加した。

調査の参加企業はすべてAl技術を採用している。回答者は以下いずれかの権限、責任を担う：Al技
術への支出決定・投資承認、Al技術戦略の策定、Al技術の実装管理・監督、Al技術の専門家、Al
技術に関する重要な意思決定

回答者の47%は ITエグゼクティブで、残りは関連事業のエグゼクティブである。全体の70%が経営
幹部レベルであり、その内訳はCEO・社長・オーナー（35%）、CIOおよびCTO（32%）、その他の
経営幹部（3%）となっている 。また、ブラインド調査を補完する材料として、さまざまな業界のAl専
門家に電話で詳細なインタビューを実施した。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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Al導入の最先端

誰が�ベテラン�の 
AI導入企業か?
AIの最先端で何が起きているのかを知るために、
私たちは企業／組織を3つのセグメント（図1-1）
に分類した。

● ベテラン（Seasoned）（回答企業の26%）は
AIの実稼働環境への活用・導入を数多く実施
しており、AI導入における成熟度の指標になっ
ている。具体的には、最適なAI技術とサプライ
ヤーの選定、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技術人材の雇用と管理に
おいて豊富な実績と高いレベルの知識を有して
いる。

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-1

AI導入企業の成熟度には
いくつかのレベルがある
“ベテラン”のAI導入企業は、複数のAlシステム構
築実績を有し、適切なテクノロジーの選択、ユース
ケースの特定、Alソリューションの構築と統合、スタ
ッフの配置に関して高い成熟度を示す

Alの実稼働環境への導入数
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● 熟練（Skilled）（同47%）は、複数のシステム
へのAI実装経験を有するが、�ベテラン� ほど
は成熟しておらず、AIの導入数や専門知識のレ
ベル、あるいはその両方で劣後している。

● スターター（Starter）（同27%）は、AIの導入
に足を踏み入れはじめた段階で、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
には至っていない。

競争優位性の維持は一層困難に

調査対象のうち多くのAI導入企業が、AIに関する
自社のアプローチに自信があり、テクノロジーの実
装、投資、競争優位性、期待される変革的な影響
を通して、利益を得ることができると回答している。

AI導入企業は短期的にも中長期的にもAI技術が
市場におけるリーダーシップの維持に重要であると
考えており、この傾向はここ数年変わっていない。
�ベテラン� のAI導入企業の90%が、AIは現在の
ビジネスにとって「かなり」あるいは「非常に」重要
だと考えている（全セグメント平均73%）。すべて
のAI導入企業は、機械学習、ディープラーニング、
コンピュータビジョン、自然言語処理などの重要な
AI技術を高く評価しており、翌年中に導入すること
を予定している。（次頁「AI技術ポートフォリオ」参
照）

Thriving in the era of pervasive AI
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AI導入企業のAIへの積極投資傾向は続いており、
全体の53%がこの1年間にAI関連の技術や人材
に200万米ドル以上を支出している。さらにAI導
入企業の71%が次の会計年度に投資を増やす方
針で、その増額幅の平均は26%である1。�ベテラ
ン� 企業における傾向は一層顕著で、68%が過去
1年間に200万米ドル以上を支出している。また、
�ベテラン� 企業は早期の投資回収を想定し、81%
が2年未満で回収可能と回答している。

AI導入企業がAI実装に多大なリソースと資金を費
やしていることは明らかである。実際の競争力への
影響を指標から見た際に、全回答者の26%が、AI
技術によって競合との圧倒的な差別化を実現でき
たと回答している。なお �ベテラン� に限定すると、
その割合は45%に上昇する。

大多数のAI導入企業は、AIが今後3年以内に、自
社の組織と自社の属する業界の両方の大きな変革
要因になると予想している（図1-2）。また、今後3
年間はアーリーアダプターの優位性が縮小していく
期間とも見られている。前回の調査では、57%が
「今後3年以内にAIが組織を変容させる」と回答し、
38%が同期間内に「業界を変容させる」と回答し
た2。この19ポイントの差は、AI導入企業が競争優
位を維持できる期間がさほど長くないと考えている
ことを示唆している。そして今回の最新の調査結果
では、その期間にさらなる縮小の傾向が見られた。
3年以内にAIが組織を変容させるとの回答は75%
（前年比18ポイントプラス）に上昇する一方、業界
変革の回答は61%（同23ポイントプラス）まで上
昇し、その差は14ポイントに縮小した。

AI導入企業は依然としてAIに関して楽観的だが、
AIを先行して導入した企業の優位性は、導入の
ハードルが下がり、利用が増えるにつれて弱まる可
能性がある。その潜在的な要因の1つは、組織が
AI技術を採用することがより容易になってきている
ことである。データサイエンスと機械学習のプラット
フォームは急増し、AIに最適化されたハードウェア
の処理能力が向上している。

Al技術ポートフォリオ
機械学習：コンピュータを教育用のデータ
セットで学習させ、分析機能を精緻化させる
手法。結果、隠れたパターンを識別し、分類
を行い、将来予測の示唆導出が可能になる。
回答企業の67%が現在機械学習を利用し
ており、来年までに導入する予定との回答
と合わせると全体の97%になっている。

ディープラーニング：「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相互
接続する複数の層で構成されていることに
起因する。回答企業の54%がディープラー
ニングを利用しており、来年までに導入する
予定との回答と合わせると全体の95%と
なっている。

NLP（自然言語処理）：テキストを読みやす
く、自然かつ正しい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。回答企業の58%がNLPを採用してお
り、来年までに導入する予定との回答と合
わせると全体の94%となっている。

コンピュータビジョン：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。
回答企業の56%がコンピュータビジョンを
すでに採用しており、来年までに導入する予
定との回答と合わせると全体の94%となっ
ている。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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「AIプラットフォームの急増に
よって、誰もが0からAIを研究
する必要はなく、別の研究者が
作った道の先から始めることが
できます。故にこの領域は、今後
数年でかつてない速度で進歩す
ることになるでしょう。それがAI
領域の最大の魅力の一つといえ
ます。」

―Al研究者Manohar Paluri

セルフサービスのデータ整備ツール、合成データ、
「スモールデータ」、事前学習済みAIの登場により、
アルゴリズムの開発も容易になっている。その結果、
実に74％の回答者が、「今後3年以内にすべての
エンタープライズアプリケーションにAIが統合され
る」と回答している。AI技術が普及期に入り始めて
いることは明らかであり、AIを活用する／しないに
関わらず、この時代の変革に対応したケイパビリティ
取得が事業成長の必須条件であることを示唆して
いる。

AI普及時代における 
競争優位構築のアプローチ
AIを用いた実験的取り組み、データ関連機能の研
鑽、新技術や有能な人材の採用および既存事業と
AIの融合を図る企業数はここ数年増加している。
今後数年の間でAIの普及はより一層進むと見込ま
れ、その結果、AI単体での戦略を検討する機会は
減少するだろう。なぜなら当初の想定よりも早い段
階で、AIが事業を行う上で標準的な汎用ツールと
しての地位を確立する可能性が出てきているためで
ある。

その結果、現在AIを活用し優位な
ポジションを構築している企業は
継続的に差別化を図る必要に迫ら
れる。またAI技術未採用企業は、
自社の製品、プロセス、人材とAI
の融合を促す取り組みを加速させ
る必要がある。

後発のプレイヤーが業界のリー
ダーに追いつくにつれて、AI導入
企業は自分たちの優位性を維持す
るために、3つのアクション（図1-3
参照）に焦点を当てることが必要
になると考えられる。

注：「分からない」 と答えた回答者が少数いたため、合計で100%とならない場合がある。
出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-2

組織と産業の双方で、近い将来における変革の準備が整っている
AIは自社を変容させる          AIは業界を変容させる

9%

23%

43%

36%
26%

21%
9%

3%

17%

8%

現在 1年以内 1～3年のうち 3～5年のうち 5年以上先
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● 創造的アプローチを追求する：効率
性を超えて価値を解き放ち、AIアプ
リケーションの創造性を高め、進化
と変革のバランスをとる

● より賢い利用者になる：多くのAIベ
ンダー、プラットフォーム、技術が利
用可能になる中で、拡大する調達オ
プションの中から最適な調達元を選
定する

● 積極的にリスクに対処する：AIの使
用方法をより入念に考慮し、顧客や
パートナーとの信頼関係を構築する
ことで、AI活用によって発生するリス
クを迅速・積極的に認識し対応する

創造的アプローチを 
追求する
AIが普及期に入り、誰もが簡単に利用できるように
なった今、企業はAI活用範囲の更なる拡張に目を
向けるべきである。現状のAI導入傾向では、何か
新しいモノを創造するためというよりも、既存の何
かを改善することに主眼が置かれている場合が多
いように見受けられる。これまでのAI導入の目的

は、従業員がより高付加価値業務に従事できるよう
にするためのプロセス自動化、サプライチェーンの
改善、ダウンタイム縮小のための故障予兆検知、広
告出稿の最適化、採用活動の迅速化といった類の
効率化を求めるものであったため、当然の結果とも
言える。

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-3

Alが当たり前となった未来において競争し、勝つためには何が必要か?

創造的アプローチを
追求する

より賢い
利用者になる

積極的にリスクに
対処する

AI導入の2大メリットは

AI技術およびサプライヤーを選定する際
に高いレベルのノウハウを持っていると
回答した導入社の割合

リスクが発生しつつあるため、AIの技術
採用を遅らせていると回答した導入社
の割合

1 2プロセスの効率化 既存製品・
サービスの改良

どの様に変わるか なぜ変わるのか

<½

56%

「多くの製薬会社の幹部は、
コスト削減と効率性の面から
AIの活用を検討しています。
何百万ドルもの費用をかけて
何百もの臨床試験を実施す
るような大規模な組織を運営
している場合、AIを導入する
ことで何億ドルもの費用を節
約できるような成果を得るこ
とは決して難しくはないので
す。」
―Ron Alfa氏、senior VP of translational discovery、

Recursion Pharmaceuticals

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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AI技術に求められているメリットの上位2つを挙げ
る設問では、「プロセスの効率化」と「既存製品・サー
ビスの改良」が多く回答された（図1-4）。また回答
者は、プロセスの効率化と既存製品やサービスの
拡張は、他のAI活用目的よりも高い成果を上げて
いるとしている。

前回調査に引き続き、多くの企業は ITやサイバーセ
キュリティ関連の機能にAI技術を利用していること
が分かった。回答者の47%が、AI活用領域の上位
2つのうち、1つをITと回答している。この点から、
企業が ITインフラ異常分析、反復的なメンテナンス
作業の自動化、技術サポートチームの作業指導と
いった IT関連のアプリケーションにAIを利用してい
ることが想定される3。また、IT部門がビジネス全
体を通してAIの実装をリードしている可能性も考え
られる。

AI導入を主導する部門としては、トップの ITに続い
て、サイバーセキュリティ、生産・製造、エンジニア
リング・製品開発が挙がっている。マーケティング、
人事、法務、調達などのビジネス機能は、リストの

下位にランクされている。また導入の目的を人のケ
イパビリティの強化と自動化・最適化に分類した結
果、概ね全領域において約2/3が自動化・最適化
に分類された（補足記事「AI利用の目的」参照）。

自動化・最適化は追求すべき価値である一方、AI
が一般的になるにつれて、組織が差別化を図るに
は自動化・最適化にとどまらないAI活用の検討が
必要になるであろう。AIによる事業の革新的進化を
経験した際には、各組織のリーダーはAIを用いた
さらに積極的な企業変革に取り組むべきと考えら
れる。具体的には、AIを利用した新製品・サービ
スの開発や、AIを活用した新しいインサイトの発
見・新しいビジネスモデルの成立などが想定される。

AIの実装が効率性を超えて拡大する兆候はすでに
見え始めている。今回の調査結果で、AI活用のメ
リットとして「新商品・新サービスの開発」が全体
の3位にランクインしていることは具体的な一つの
指標と考えられる。

注：青い点線は、各項目の平均を示している
出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-4

AI導入により改善される企業活動

コスト削減

人員削減

意思決定の改善

プロセスの効率化

クライアントや顧客との関係の強化

従業員の生産性向上
新たなインサイトの取得

既存製品・サービスの改良

新製品・サービスの開発

新しいビジネスモデルの
実現

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

10% 15% 20% 25% 30%

AI技術を通して達成するメリットまたは
成果として重視するもの（上位2つ）として回答された割合

高
い
レ
ベ
ル
で
成
果
を
達
成
し
た
割
合
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AIを利用する目的を組織のセグメント間で比較する
と（図1-5）、�ベテラン�の企業は、他のセグメント
よりも新製品・サービス開発に注目する一方、�ス
ターター� はコスト削減をより高く評価する傾向に
ある。

�ベテラン�のアプローチは、多くの経験に基づく進
化の帰結、あるいはAIに対して戦略的思考を持っ
て取り組んでいることに起因していると推測される。
いかなる理由であれ、AIに対する理解が深まるに
つれて、AI活用の視点は広がる傾向にある。

新しいスポーツのルール作りから音楽の作曲、行方
不明の子どもの発見まで、AIの用途はこれまでに
ない範囲にまで拡大している4。ここでは、AIアプリ
ケーションを次のレベルに引き上げるために、より
高いレベルの施策に取り組んでいる企業の実例を2
つ紹介する。

● Recursion Pharmaceuticals社では、薬剤
の新しい化合物を発見する目的でAIを顕微鏡
に使用し、健康な細胞と病気にかかった細胞の
膨大なデータセットの違いを迅速かつ低コスト
で確認している5。

● Florida Power&Light社は、より信頼性が高
く効率的な電力網を確保するために、同社の事
業全体にAIを導入している。導入の目的は、ま
すます複雑化する電力会社のネットワークをよ
り効率よく管理し、再生可能エネルギー源を組
み込むためである6。

Alを使用する目的
自動化：人間が行うプロセスや機能をAIが
置換する。（例）バックエンド操作の自動化、
クラウドや ITネットワークの管理、ビデオの
パターン検出など

最適化：プロセスまたは機能の動作を最適
化し、効率性を向上させる。（例）不正の検
出、欠陥製品の特定、ソフトウェアコードの
エラー検出、広告配置のカスタマイズなど

強化：個人のタスク遂行能力を強化したり、
通常では実行できないことを行う。（例）需
要の予測、コンプライアンスの向上、セキュ
リティアナリストによる脅威検出の強化、患
者の診断、機械システムの問題特定、新規
顧客インサイトの抽出など

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-5

“ベテラン”企業は新製品とサービスの創出を重視
Alの取り組みで期待される成果の上位項目（10個の項目から選択されたもの）

スターター 熟練

プロセスの効率化

コスト削減

既存製品・サービスの改良

新しい製品・サービスの開発

ベテラン
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賢い利用者になる

現在何千もの企業が、汎用的または業界／機能に
特化したAIソリューションを提供している。この複
雑なベンダーランドスケープは、プラットフォーム上
で多様なAI技術を提供する大手クラウドプロバイ
ダと共存している。米国では、2019年にAI企業が
過去最高のベンチャーキャピタル（VC）資金を調達
し、その額は185億米ドル近くに上った7。世界的
に見てもトレンドは同じで、2014年から2019年末
までの間に、VCはAIスタートアップに約15,700
件の投資を行った8。このようなダイナミックな市場
では、企業は適切なAI技術を選択することが極め
て重要である。

今回の調査対象のAI導入企業から垣間見えたトレ
ンドは、「賢い利用者」としてAIケイパビリティを外

部調達する傾向が極めて強いことである。回答企
業の約50%が自社開発ではなく外部調達を選択し、
約30%が調達と自社開発を併用している（図1-6）。
�ベテラン�（53%）や�熟練�（51%）の企業は、AI
システムを外部から購入する割合が �スターター�
（44%）より高い。これは多くのAI導入組織が、初
期の段階はまずは自社内でAIに関する学習や実験
を実施して必要なものを認識したのちに、外部市
場からの調達を検討する傾向にあることを示唆し
ている。

AI導入企業は、競争優位性を高めるためには「賢
い利用者であること」が重要だと考えている。競争
優位性を高めるために必要な施策を選択する設問
では、「AIを想定したデータインフラの近代化」が
最も多く選ばれ、僅差で「最新かつ最善のAI技術
へのアクセスの確保」が続いた。（図1-7）

「RPAやAl、機械学習などの技術を使ったビジネ
スプロセスの自動化にいったん慣れてしまえば、
後戻りはできないでしょう。それは仕事のプロセス
を不可逆的に変革させます。物事をより速く、より
高品質でこなすと同時に、従来不可能だったこと
を可能にします。3週間かかっていた住宅ローンの
申し込みプロセスを5分に短縮できる場合、再度
3週間に戻すことはできますか? ビジネスモデル
自体が変革しているのです。そして気づいたらそれ
が、差別化要因となっているのです。」

―Prince Kohli氏、CTO、Automation Anywhere

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-6

AIを自社で構築するか、調達するか?

17% 33% 30% 13% 8%
すべて調達 構築よりも調達 調達と構築は同程度 調達よりも

構築
すべて
構築

構築傾向調達傾向
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すべてのAI関連施策の基礎として、堅牢なデータイ
ンフラが重視されるのは当然のことである。そして
この点において競争力を示すためには、最新かつ
最高レベルの技術が必要である。しかし、AI導入企
業のうち、AI技術およびサプライヤーの選定に高い
レベルのノウハウを持っていると回答したのは全体
の半数以下（47%）にとどまっている。

AI導入企業は他の分野で
も成熟度が不足しているこ
とを危惧している。自社の
既存 IT環境へのAI技術の
統合について高いレベルの
ノウハウを持っていると回
答したのは全体の半数未満
（45%）にとどまっている。
この技術には、データサイ
エンスおよび機械学習のプ
ラットフォーム、AIが統合
されたエンタープライズア
プリケーション、対話型イ
ンターフェースを開発する
ためのツール、ローコード
／ノーコードツールなどが
含まれる。これらのさまざ
まな技術分野に関して回

答企業の93%がクラウドベースのAI機能を利用し
ており、78%がオープンソースのAI機能を利用して
いる。例えば、オンラインマーケットプレイスのEtsy
は、コンピューティング能力と実験回数を大幅に増
加させる目的で、AI実験の環境をクラウドプロバイ
ダに移行した9。AIに関する異なるツールやテクニッ
クを管理し、統合する方法を学ぶことは、成功のた
めの基本的要素であると考えられる。

「顧客にとって重要なのはAlそのも
のではありません。重要なのはビジ
ネスプロセスが魔法のように完璧に
遂行されているというファクトです。
顧客はAIそのものを購入するので
はなく、問題解決のソリューション
に投資したいと考えているのです。
タスクが時間通りに正確に完了すれ
ば、AIを活用しているかどうかは顧
客にとって重要ではありません。」

―Prince Kohli氏、CTO、Automation Anywhere

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-7

競争力強化に向けて必要なAl関連施策

AIを想定したデータインフラの近代化

最新かつ最善の情報Al技術へのアクセスの確保

クラウドベースのAlサービス及び機能の活用

データサイエンスおよび
Al開発プラットフォームの導入

Alイニシアチブ実行の加速化に役立つ
パートナーシップの構築

世界レベルのAl専門家の採用

ローコードまたはAutoML開発ツールの使用
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Al技術およびサプライ
ヤーの選定に関して高
いレベルのノウハウを
持っていると回答した
のはAI導入企業の半数
未満（47%）にとどまる
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より賢いAI利用者になるためには、企業は市場の
全体像を調査し、最先端のAI技術を見つけ、それ
らの技術を自社のインフラにどのように統合するか
を精査する必要がある。併せて、クラウドとオープン
ソースを効果的に活用できることも重要である。ま
た、細部に微妙な違いはあるものの、AIの導入戦
略は目的を達成する手段として、他の IT技術の導
入戦略と同じレベル感で実施されるべきである。

以下は、より賢いAI利用者になるために推奨され
るベンダー選択チェックリストである。

● 解決しようとしている問題にAIが必要であるこ
とを確認する（盲目的にAI技術を活用しない）。
AI技術を使用する必要がある場合は、選択した
ベンダーがその機能を正しく理解していること
を確認すること。

● 将来性が期待できるベンダーを選択すること。
（市場には多くのスタートアップが存在してい
る）

● 企業におけるAI活用方法はより革新的／未知
の領域にシフトしていくため、それに追従できる
柔軟性の高いベンダーを探すこと。

● 明確に定義されたニーズとビジネスケースをベ
ンダーに提供すること。これまでのレポートでは、
最も成熟したAI導入企業は、技術人材だけで
なく非技術的な人材も求めていることを指摘し
てきた10。�組織とベンダーのコミュニケーショ
ンの円滑化� を可能とする非技術人材の能力は
必須である。

● トレーニングからAIを利用したソリューションの
テストまで、一貫して透明性を担保して信頼を築
くこと。

● 最後に、ベンダーがユーザーと開発者に適切な
サポートを提供できることを確認すること。

上記を具体化するためのアクションとして、AI技術
とベンダーの選択に集権的なアプローチを取るこ
とも一案である。経験の浅い �スターター�（28%）
よりも �ベテラン� の企業は積極的（40%）にこの
活動を行う傾向がある。

積極的なリスクへの対応

AIに関する取り組みに強い熱意を持っているにも
関わらず、AI導入企業は問題に直面している。事実、
自社のAIイニシアチブの課題を選択する設問では、
「AI関連のリスク管理」を挙げた回答が、「データ関
連の問題」と「組織へのAIの統合」と並んで最も
多かった。さらに、戦略的、運用的、倫理的なリス
クの広範囲にわたる発生可能性に対する準備の度
合いが、AI導入企業間で大きく異なっている。半数
以上のAI導入企業が、自分たちのAI施策の潜在
的なリスクについて「かなり懸念している」または
「大いに懸念している」と回答している一方で、自分
たちの組織を「準備が完全に整っている」と評価し
ている割合は約40%にすぎない（図1-８）11。

サイバーセキュリティは、AI導入企業にとって最も
懸念すべきAIリスクだが、AIの障害、個人データ
の誤用、規制の不確実性も同様に重大な懸念事項
である。これらの課題に対して、多くのAI導入企業
は準備不足を感じており、こうしたリスクへの不安
がAIへの取り組みを妨げている可能性がある。実
際、全体の56%の企業が、リスクが発生しつつあ
るためAI技術の採用を遅らせているケースがある
と回答している。世間のAIに対する否定的なイメー
ジにより、一部のAI技術の採用の延期や中止が発
生する可能性があると考えている企業の割合も同
程度である。

規制の不確実性を掘り下げてみると、導入企業の
57%が、新たな規制の導入や規制変化がAIへの
取り組みに与える影響について、「かなり」あるいは
「大いに」懸念を抱いている。AI導入企業は、EUの
「A European strategy for data」、カナダの
「Directive on automated decision-making」
のほか、顔認識に関する法案などにより影響が生じ
ると予測している12。一方、回答者の62%が、AI
技術は政府によって厳しく規制されるべきだと考え
ている（国によってその比率は若干上下している）。
一方、効果的でなく後退的な規制が、研究、イノベー
ション、競争上の優位性を妨げることを懸念してい
る。（全体の62%が、「近い将来に、AI技術を使用
する企業の革新が、政府の新たな規制によって妨げ
られる」と回答している）。

Thriving in the era of pervasive AI
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最も経験豊富なアーリーアダプターでさえ、AI関連
リスクの管理手法を改善する余地があると回答して
いる（図1-9）。すべてのAI導入企業は、不安材料
に向き合い、信頼性を構築し、不確実性に対処する
ため、一連のリスク管理手法に適切に着手すること
が望ましい。

● 自社でAIが利用されている場所を把握するこ
とは、そのリスクを管理するための前提条件で
ある。リスクを軽減するための重要なステップ
の1つは、組織のすべてのAIモデル、アルゴリ
ズム、およびAI技術の全体像を把握することだ
が、社内のあらゆるAIの用途を確認することは
極めて難しいといえる。例えばある銀行では、
高度なアルゴリズムまたはAIを活用したアルゴ
リズムのモデルの棚卸をしたところ、合計で
20,000件にも及んでいた13。

● 組織的な取り組みの調整。AIはさまざまな環境
で運用され、故にさまざまなリスクと共存せざ
るを得ない。AI導入企業は、AIリスクを組織全
体で理解したうえで、丁寧・着実に対処する戦
略を導入することで、準備態勢を強化すること
ができる。�ベテラン�の43%が、AIリスクの管
理を、より広範なリスク管理への取り組みと調
和させていると回答している。AIリスクの専任
幹部をおいているのは �ベテラン� の約4分の1
にとどまる一方、それを上回る割合の企業
（43%）において、倫理的問題の特定と解決を
図る目的でAIシステムを構築する担当者にト
レーニングを実施している。

● AIシステムの監査とテストの手順を確立する。
社内で実施されているか、ベンダーによって実
施されているかに関わらず、AIシステムの監査

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

サイバーセキュリティの脆弱性

AIの障害が業務に及ぼす影響

同意なしに個人データが
使用されることによる影響

規制の新規制定や変更

Alシステムによる意思決定や
行動に対する法的責任

AIによる提案に基づく誤った意思決定

透明性の欠如

倫理に関する問題

AI主導のオートメーションによる
人員の失業の可能性

従業員の否定的反応

顧客からの反発

39% 62%

37%

37%

37%

39%

38%

40%

38%

37%

36%

38%

58%

57%

57%

55%

54%

53%

53%

53%

53%

52%

図1-8

AI導入企業はAlリスクに対する懸念と準備のギャップに直面している
準備が完全に整っている        かなり／大いに懸念している

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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「われわれの顧客は、AIの透
明性と説明可能性を非常に
気にしている。多くの場合、
モデルの動作の理解ではなく、
どうすれば修正できるかを重
視している。非常に明確な
フィードバックメカニズムを
実装することは、その観点を
実現するための方法であるこ
とが分かった。」
―Kevin Walsh氏、Al製品グループリーダー、HubSpot

やテストの実施に当たっては、社会・
行政・企業の価値観との整合性が非
常に重要になる14。社内で活用するAI
システムだけでなく、商用システムに
とっても重要である。AIソリューション
が行う意思決定にバイアスはないの
か?AIが行う意思決定は、それに基づ
いて行動する人間に対して適切に説明
可能なのだろうか?個人データを保護
するための適切な措置が講じられてい
るだろうか？

● AIの倫理的リスクに対処すること。安
全性への懸念が最も重視されており、
回答者の4分の1が最も大きな倫理
的リスクとして選んだ。その他の懸念
事項としては、AIの意思決定における

図1-9

Al実装におけるリスク管理活動

スターター 熟練 ベテラン

知識の向上 自社におけるAIの導入事例すべてに関し、 
正式な記録を作成 32% 35% 35%

整合性の改善
Alリスク管理とより広範なリスク管理との調和 32% 37% 43%

AI関連リスクを一人の経営幹部が担当する体制 22% 27% 28%

監査とテスト
内部監査とテストの実施 39% 38% 43%

外部ベンダーによる独立した監査およびテストの実施 32% 37% 36%

倫理への
取り組み

Alに関する倫理的問題の認識・解決方法について 
AIシステムを構築する担当者にトレーニングを提供 36% 39% 43%

外部団体と協力してAlの倫理に関する 
すぐれた慣行の実践を目指す 31% 35% 43%

Alベンダーから提供されるシステムに 
バイアスがないことを確認している 29% 32% 39%

Al倫理を指導するためのポリシーや 
グループ・委員会の設置 35% 34% 37%

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」

Thriving in the era of pervasive AI
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説明可能性と透明性の不足、AI主導のオート
メーションによる雇用の喪失、AIを使用した、
人々の思考や行動の操作が含まれている。この
ような懸念があるにも関わらず、積極的にリス
クに対処しているのはAI導入企業のわずか3
分の1のみである（全体の36%がAI倫理を検
討するためのポリシーや委員会を設置している。
外部団体と協力して推進していると回答してい
る企業も36%である）15。このような関心の高
さを考えると、より多くのAI導入企業が、独自
に倫理方針の策定をするか、業界標準的な方針
を採用することを検討すべきである16。

依然、不十分感は否めないが、AI関連のリスクを
直視し、取り組みを始める組織は増加傾向にある。

● The Council on Responsible Use of 
Art i f ic ia l Intel l igence in Harvard's 
Kennedy Schoolの創設社として、Bank of 
Americaは、AI倫理に関するコラボレーション
のアプローチを取り入れている17。また、組織

のAIガバナンスを主導し、AIガバナンスに関す
る最高リスク責任者と協力するために、エンター
プライズデータガバナンス担当役員という新し
い役割を創設した。

● ドイツのBosch社は、2025年までに自社製品
にAIを組み込むことを計画しており、2万人の
エグゼクティブとソフトウェアエンジニアを対象
にAIの利用に関する研修を実施している。研修
内容には直近で開発されたAIの倫理規定が含
まれている18。

● Workdayは、財務管理と人材管理のためのク
ラウドベースのエンタープライズソフトウェアを
提供しており、幅広い業務でAIを採用している。
AIに関する一連の指針を定義することで、AIか
ら導き出された推奨事項が公平であること、お
よび優れたデータ管理方法を実践していること
を保証している19。その一例として「設計別倫理
管理」を製品開発プロセスに組み込むといった
取り組みを実施している20。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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結論
優位性を保つ方法

A Iソリューションはエンタープライズアプリ
ケーションのカスタムソリューションから、
組み込みAIを搭載したデバイスに至るま

で、加速度的な増加をたどっている。一方で顕在化
したリスクや規制によって、導入や革新の取り組み
全体が遅れるケースも出てくると想定される。今後
AIがより身近になり、競合他社の猛追が始まる中、
AI導入企業は優位性を保つために、大きく3つのア
プローチをとるべきと結論付けた。

創造的アプローチを追求する

AIによる自動化と効率性向上は重要な目標だが、
近い将来に企業はAIによる競争優位性を維持する

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2020」
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1-10

優位性を保つ方法

AI活用の境界線を広げる

新たな付加価値の創造

関係者の輪を拡大する

リスク関連の取り組みを強化する

ベンダーの提供のシステムを過信しない

規制動向の注視

AI普及時代に
おける

競争優位構築の
アプローチ

多様なチームを活用

集権型のアプローチをとる

統合とスケールに焦点を当てる

創造的なアプローチを追求する

賢い利用者になる

リスクへの
積極的な対応

ためにさらに高次元の目標を設定し、差別化を図る
ことが必要になると考えられる。独創的なユース
ケースから発想を得て、有用かつ斬新なソリュー
ションを開発することが求められるだろう。

● AI活用の境界線を広げる。AI技術で実現可能
なことについて、視野を広く持つことが必要であ
る。AIを活用することで、企業内の複数のビジ
ネス機能を強化する可能性のある、より多様な
プロジェクトのポートフォリオを追求することが
有用である。

● 新たな付加価値の創造。人類の能力を超越し
た、AIならではの新たな製品やサービスの開発
を目指す。

Thriving in the era of pervasive AI
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● 関係者の輪を拡大する。AIに関する取り組みに
より多くのビジネスを関与させることで、AIをIT
部門以外にも広げることを試みる。新しいベン
ダー、パートナーシップ、データ・ソース、ツール、
手法を探し、多角的な価値追及を目指す。

賢い利用者になる

AIを利用した機能を提供するパートナーやベン
ダーが今後も増加を続ければ、企業は知識を深め、
最新かつ最高のテクノロジーにアクセスするために
最も適したベンダーをより精査する必要が出てくる。

● 多様なチームを活用する。AI技術とサプライ
ヤーの選定には、技術とビジネスの両方の専門
家が必要である。開発者、インテグレータ、エン
ドユーザー、およびビジネスオーナーといった
多角的視点を持つことで、組織の整合性を確保
しつつ、目指すビジネスの成果に焦点を当てる
ことが可能になる。

● 集権型のアプローチをとる。ポートフォリオ・ア
プローチでは、作業の重複、矛盾する方法論、
複数ベンダー活用による非効率が発生すること
がある。故にAI関連の実験、実装、技術の選択、
およびベンダーについてビジネス全体で調整す
べきである。そのためには具体的に、ワーキン
ググループ、専任のリーダー、実践コミュニティ
の活用を検討するべきである。

● 統合とスケールに焦点を当てる。オンプレミス、
クラウドベース、プロプライエタリ、オープンソー
スなど形態に関わらず、より広範な ITインフラ
にAIソリューションを統合するために、ベンダー
とパートナーから必要に応じた手厚い支援を受
けられる環境を構築すべきである。ベンダーや
パートナーのソリューションは、発注側のニーズ
に合わせて拡張可能なことを確かめる必要が
ある。

リスクへの積極的な対応

経験を積むことでAIのリスクに対する認識は高まっ
ていく。過去数年間で、AIのバイアス、透明性、安
全性に関する議論の必要性はより一般的になりつ
つある。一連の原則の設定とプロセス構築を経て、
AIリスクの範囲を積極的に管理することは、企業
内部においても、社外の顧客やパートナーとの関係
性においても、信頼構築に役立つと考えられる。

● リスク関連の取り組みを調整する。AIに関連す
るリスクの多くは、固有のものではない。そのた
め、より幅広いリスク関連の取り組みの中にAI
関連のリスクマネジメントを統合することが重
要である。これには、適切なトレーニングやAI
専門家との取り組みの調整も含まれる。

● ベンダーの提供するシステムを過信しない。自
社が利用するAIを利用したシステムの提供元と
の間で信頼性と透明性を強化することは重要だ
が、提供されるシステムやサービスが組織の倫
理原則に沿っていることを確認することも同様
に不可欠である。

● 規制動向を注視する。AI技術に関するフレーム
ワーク、政策立案、法的措置の数は世界的に増
加している。法務部門、リスク部門、コンプライ
アンス部門、およびIT部門のリーダーが常に情
報を把握していることを確認し、将来にわたって
使用できるシステムを最大限に活用するように
促すことが重要である。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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今回の調査では、日本の回答企業は大規模かつAI
に先進的に取り組んでいる企業が多数含まれたと
想定され、日本の回答企業の数値がグローバル平
均を良い意味で上回る設問も多数見られた。日本
の視点を論じる前提として、ここではその特徴を整
理する。※なおこの調査はCOVID-19の世界的流
行の前（2019年10月~12月）に行われている点
に留意が必要である。

日本の回答企業の特徴

日本の回答企業は203社で、そのうち、売上高5B 
USD以上の企業がグローバル38%に対して65%
を締めており、比較的規模の大きな企業が調査対
象となっている。またTMTセクター企業が41%（グ
ローバル平均では33%）と最も多く（図2-1）、そ
の中でもTechnology企業が多数を占めている
（対全体比27.6%）。AI技術を取り入れやすい、あ
るいは率先して取り入れる必要がある企業が多く回
答していると考えられる。

AI導入企業の成熟度の分類でも、グローバル平均
に比べてベテランおよび熟練に分類される企業が
多少ではあるが多い。（グローバル73%に対し、日
本77%）AIへの投資金額についても、20M USD
以上の大規模投資を行っている企業の割合が高いが
（図2-2）、この点には規模の大きな企業が含まれる
ことも影響していると考えられる。

Global合計 日本合計
ベテラン 26％ 28％
熟練者 47％ 49％

スターター 27％ 23％

2020年調査における
日本企業の調査結果概要

図2-1 回答企業の業界別内訳

■ Global　■ Japan
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図2-2 AIへの投資（人員＋HW＋SW＋コンサルティング）

■ Global　■ Japan
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グローバル：n＝2737
日本：n＝203

AIの成果に自信を持つ 
日本の回答企業
AI導入を通じて「高いレベルで」どのような目的を
達成しているかを問う設問では、すべての項目でグ
ローバル平均を上回っている（図2-3）。主観に基づ
く回答であり、実際の達成による付加価値は測れな
いものの、結果を出しているという自信が伺える。

AIをどの部門が活用しているか

今回の調査では、日本ではAIを利用するのは特定
の部門という回答企業が多く、グローバル平均でほ
ぼ半数が IT部門となっているのとは対照的な結果
となっている（図2-4）。大規模な企業の回答が日本
では多かったことも関係していると考えられるが（部
門単位でも人数予算に一定の規模がある）、AIが全
社レベルではなく、特定の部門の用途に適用されて
いると推察される。先に見たように日本企業が成果
に自信を持つ結果となった背景には、AIを部門単

位で特定の用途に適用範囲を狭めて適用し、部門
内の業務の効率化など、効果が見込みやすいイニ
シアチブが実施されている可能性が考えられる。

IT部門ではなく、部門単位でAIを活用するという
日本の傾向は、他の質問への回答からも見ること
ができる。AIでの競争優位性を高めるために最も
重要な要因を聞く質問では、日本では「世界トップ
クラスのAIエキスパートの採用」「ローコードもしく
はAuto ML」をグローバル平均よりも多くの企業
が重視している。一方で、グローバル平均ほど「最
新のAI技術へのアクセス」「クラウドを活用したAl
サービス・ケイパビリティの活用」を重視していない
（図2-5）。

また自社のAIイニシアチブにとっての課題を問う
質問では、「経営層のコミットメントの欠如」と「ビ
ジネス価値を最大化するユースケースの特定」につ
いて、日本企業はグローバル平均と比較して課題と
して強く認識している（図2-6）。これも部門・機能
ごとでのAIの利用が多いこととの関連性がうかが
える。

Thriving in the era of pervasive AI
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（内部向けにAI技術を利用している企業）

図2-4 AIが主に利用される部門（2つまで選択）

コスト削減

人員削減

意思決定の改善

プロセスの効率化

クライアントや顧客との関係の強化

従業員の生産性向上

新たなインサイトの取得
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図2-3 AI導入により改善される企業活動のうち、高い成果を達成したもの
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Alイニシアチブ実行の加速化に役立つ
パートナーシップの構築

最新かつ最善のAI技術へのアクセスの確保

ローコードまたはAutoML開発ツールの活用

世界レベルのAl専門家の採用

クラウドベースのAlサービス及び機能の活用

AIを想定したデータインフラの近代化

データサイエンスおよびAl開発プラットフォームの導入
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13%

10%

13%
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19%
16%
16%

19%
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17%

20%

Global Japan
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図2-5 競争力強化に向けて最も必要なAI関連施策（SA）

AI技術またはソリューションのコストの高さ

スキル不足（AI開発者、データサイエンティストなど）

経営陣の関与の不足（優先事項でない、資金不足など）

データ関連の問題
（データの取得・準備、AIシステムのトレーニングなどが困難）

適切なAI技術の選択

AI技術実装の困難さ
（実装ロードマップの策定、プロジェクト管理など）

事業価値が最も大きいユースケース特定の困難さ

事業価値の証明の困難さ（ROIなど）

組織へのAIの統合（ワークフロー、再トレーニングなど）

AI関連のリスク管理（運用・戦略・倫理上のリスクなど）
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グローバル：n＝2737
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図2-6 自社のAIイニシアチブにとっての課題（MA）
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図2-7 リスクへの懸念と対応
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サイバーセキュリティが最も大きな懸念であり、規制の不確実性、AIの失敗、
個人データの取り扱いは、懸念の多さに対してより一層の対応が求められる分野である

顧客からの反発、AIの失敗、個人データの取り扱い、従業員の否定的な反応が、
懸念の多さに対してより一層の準備を必要とする分野である

Global
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同意なしに個人データが
使用されることによる影響

従業員の
否定的反応

AIの障害が業務に及ぼす影響

顧客からの反発

AIがもたらすリスクへの姿勢

最後に、AI関連のリスクに対する姿勢も紹介してお
きたい。AIイニシアチブに関するリスクとして憂慮し
ている項目を回答する設問（横軸）では、日本はい
ずれの項目についてもグローバル平均より総じて高
い感度でリスクと考えている。またそのリスクへの

備えができている（縦軸）、と回答した企業もグロー
バル平均よりも総じて高い。この中で特徴的なのは、
四象限の右下にある、「顧客からの反発」、「AIの誤
り」、「個人データの悪用」、「従業員の否定的な反
応」が、リスクとして高い割合で懸念されているに
も関わらず、準備ができていると回答された割合は
他の項目と比較して低くなっている点である（図
2-7）。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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図2-8 自社が実施しているAI実装におけるリスク管理活動

Alベンダーから提供されるシステムに
バイアスがないことを確認している

自社におけるAIの導入事例すべてに関し、正式な記録を作成

Alリスク管理とより広範なリスク管理との調和

Alに関する倫理的問題の認識・解決方法ついて
トレーニングを提供

Al倫理を指導するためのポリシーやグループ・委員会の設置

AI関連リスクを一人の経営幹部が担当する体制

内部監査とテストの実施

外部ベンダーによる独立した監査およびテストの実施
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グローバル：n＝2737
日本：n＝203

一方で、AI導入がもたらすリスクへの備えとして考
えられる項目を上げ、その自社での実践度合いを
尋ねた設問では、日本の回答企業いずれの項目で
もグローバル平均より低くなっている（図2-8）。日
本の回答企業は、たとえAI導入の実績では先進的
であり、リスクへの感度は高いものの、積極的なリ
スク管理の実践はこれからといえる状況にあると分
析できる。

Thriving in the era of pervasive AI
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日本企業も創造的なアプローチ 
を追求しようとしている
日本企業においても他の調査対象国と同様に、本
調査における「AIの潜在的なメリット」の上位2つ
を選ぶ設問では、「新しい製品・サービスの開発へ
のAI活用」、「新しいビジネスモデルの実現へのAI
活用」といった創造的領域に関する項目が上位に
挙がっており、AI普及時代における競争優位構築
の潮流を捉えている（P25 図2-3）。一方で今回の
調査結果では、これらの創造的領域は他のAI活用
プロジェクトと比較すると達成度が低いという結果
も得られている。つまり現状では、創造的な領域で
のAI利活用で高付加価値を生み出すことが期待さ
れている一方で、実際には良い結果が得られてい
ない、又は得ることが難しい状況にあると推察でき
る。

本稿では、筆者が担当している日本のエレクトロニ
クス業界をモデルケースに、�なぜ創造的な領域で
のAI活用が効果を上げることが現状で難しいの
か�を考察していく。

創造的な領域での 
AI活用における障害はなにか
障害❶ AI人材の不足
顕在化している障害としてはAI人材の不足が挙げ
られる。創造的な領域でのAI活用だけではなく、
企業における他のAI利活用に関しても �AI人材の
不足�は、大きな障害の一つである。昨年度の本調
査レポート1では、国を問わず多くのAIアーリーア
ダプターが課題として、「AIのスキル不足」を挙げ
ていた。つまり、AI利活用について先進的な企業で
すら、AIスキルが不足していると認識していたので
ある。

日本においても、述べるまでもなく人材不足問題は
存在しており（経済産業省の調査では、2030年で
人材需給ギャップが12.4万人発生するとの試算結

創造的なアプローチを 
追求するためには

果も発表されている2）、日本のエレクトロニクス各
社もAI人材獲得のために多様な取り組みを行って
いる状況である。以下はその一例である。

● 企業買収による人材獲得
京セラコミュニケーション：2019年にAIスター
トアップであり、深層学習などのAI技術を活用
した画像解析ソリューションを手掛けるRist社
を買収 3。

● AI知見を持つ企業／団体との連携による 
社内人材の育成
ダイキン工業：2017年に大阪大学と連携し、
AIや IoTに詳しい人材を育成する社内講座 �ダ
イキン情報技術大学� を開講。2020年1月に
は東京大学発のベンチャーで、オンラインAI学
習サービスを提供する「Aidemy」を提供する
アイデミーに約1億円を出資すると発表 4。

● 好待遇でのAI人材の採用強化
パナソニック：2020年3月16日にAIやデータ
サイエンスなどの先端技術の知見を持つ研究者
を採用する新たな方針を発表。年収は750万
円～1,250万円を想定している5。

障害❷ �問�を設定するケイパビリティの不足
既存の改善ではなく、新たな価値創出を図るため
には、顧客又は自社の顕在化していない課題を抽
出することが肝要である。そのためには、将来のあ
るべき姿を描きだし、現状とのギャップ（＝問題）
を定義することが必要だと考えられる。今回の調査
においても、AIイニシアチブにとっての課題を問う
設問では、「経営陣の関与の不足」と「事業価値が
最も大きいユースケースの特定の困難さ」が上位と
なる結果も得られており（P26 図2-6）、その重要
性は高いことが推察できる。

一方、エレクトロニクス業界を含む日本の製造業の
これまでの強みは、経済産業省発行の「2019年
版ものづくり白書」でも記述されているように6、�取
引先との長期的な取引関係を前提としたすり合わ

日本の見解 ②
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せ�であり、顧客要求を基に高い水準のQCDを実
現する問題解決型の価値創出アプローチにあった。
つまり、創造的な領域でのAI活用に求められる問
題発見型の価値創出アプローチ（顧客のあるべき
姿を描き出し、現状とのギャップ（＝問題）を抽出し、
ギャップを埋めるための課題を定義し、課題解決の
ための価値創出を行う）は強みではなかったと考
える。

創造的な領域でのAI活用を実現するためには、上
述のような �問� を設定するケイパビリティと �問�
を解くために最適なテクノロジーを選択し活用でき
る人材である �ビジネスプロデューサー� が必要と
なる。このような、�ビジネスプロデューサー� 人材
の育成は、日本においても、一部の企業（主にシス
テム製造業）では取り組みが始まっている。

● 東芝デジタルソリューションズ：イノベーション
をリードするビジネスプロデューサーの育成を
目的に、2017年度から共創型のSI技術者育成
をスタート7。

● 富士通：2020年4月より、�営業� という組織
名をなくし、客先との共創に軸足を置く�ビジネ
スプロデュース�職に改める8。

ただし、�ビジネスプロデューサー� 人材の育成は、
全体としては道半ばの状態であると推察する。エレ

クトロニクス企業だけを対象とした調査ではないが、
2019年7月4日に独立行政法人情報処理機構が
公開した資料のアンケート結果によると、dXやデジ
タルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材で
ある �プロデューサー� が大いに不足していると回
答した企業が50%以上に達している9。

障害❸ 不確実性が高くプロジェクト評価が難しい
創造的な領域でのAI活用は、顧客又は自社にとっ
て未知の領域に挑む必要がある故、既存のプロセ
ス改善や既存製品／サービスの強化に比して、不
確実性が高く、それが創造的な領域でのAI活用の
障害になっている可能性は高いと考える。本調査に
おいては、日本はグローバルに比してAIプロジェク
トの投資回収期間を短く設定している傾向にあるこ
とが分かっており（図2-9）、不確実なプロジェクト
への投資優先度がとりわけ低い可能性があると推
察する。背景には、日本企業は経営者の任期が海
外に比して短く、組織全体が短期的な思考に傾倒
しやすいということが一つの要因としてあると考え
られる。

さらにエレクトロニクス業界では、これまでの �顧
客要望を基に高い水準のQCDを実現する� といっ
た成功モデルに照らし合わせたプロジェクト評価体
系が採用されていることが多く、これまでと異なる
評価指標が求められる創造的な領域でのAI活用
への評価が構造的に難しい状態にあると思料する。

図2-9 AIプロジェクトの典型的な回収期間

■ 不明　■ 2年以上　■ 1年以上2年未満　■ 1年未満
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つまり、仮にAI人材が十分におり、ビジネスプロ
デュースのケイパビリティが充足しており、創造的な
領域でのAI活用アイディアが創出されたとしても、
社内のプロジェクト評価基準との不整合が発生し、
世の中に出ることがなく、終焉してしまうリスクがあ
ると考えられる。

創造的なアプローチの追求は 
�自治権を持つ別組織で担う�
ここまで、創造的な領域でのAI活用に関する障害
を3つ挙げたが、これら3つの障害を取り除くこと
が出来る具体的な取り組みを講じることが必要だ
と考える。

エレクトロニクス企業における一つの方向性として
は、創造的な領域でのAI活用は、�自治権をもつ別
組織で担う�ということが考えられる。このような出
島組織を作ることで、これまでのビジネスポリシー
やルール、プロセスに従うことなく、迅速に意思決
定を行うことができるため、人材採用・育成方針に
関する柔軟性向上、受け身の事業企画ではなく問
題発見型の能動的な事業企画を是とするKPIの整
備と定着化の容易性向上、これまでの成功モデル
を前提としない新たなプロジェクト評価基準の整備
と定着化の容易性向上といったメリットを享受でき
る可能性が高い。創造的な領域でのAI活用は、場
合によっては、既存事業とコンフリクトが発生する
可能性もあり、その観点でも�自治権を持つ別組織
で担う� ことのメリットはあると考える。ただし、組
織は永遠にパラレルで存在するのではなく、�自治
権を持つ別組織� で創造的な領域でのAI活用を行
うためのリファレンスモデルを整備・定着化できた
暁には、本体へ還流させることも肝要である。

このような取り組みの実例は、AI活用に限定したも
のではないが、デンソーにおけるデジタルイノベー
ション室 10や、富士通の新会社Ridgelinez11等に
見て取れる。なお、上述のようないわゆる「出島的」
な形態は組織構造の一例であり、すべての日本の
エレクトロニクス企業全体にそのまま適用できるわ
けではない点に留意が必要である。自社の置かれ
ている環境、将来の目指す姿、既存の事業や組織
構造、ガバナンスの在り方等を鑑みて検討すること
が肝要である。

本調査結果を参考に

本稿では、AI普及時代において競争優位を構築す
るために、創造的なアプローチの追求が重要であ
るという調査結果からの示唆を述べた。日本企業
が本調査結果を参考にすることで、自らが創造的な
アプローチを追求するためには、どの様な取り組み
が必要となるか考察するための一助となれば幸い
である。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
シニアマネジャー

大手通信キャリアを経て現職に至る。エレクトロニクス業界を中心にAI・IoT等のテクノロジー
領域での事業戦略・市場参入戦略等のコンサルティングサービスに従事する。近年では ICT× 
Automotive／Industrialをテーマにエレクトロニクス業界の車載・産業向け事業戦略策定支
援を行う。
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コロナ禍の影響で、日本企業のデジタルトランス
フォーメーション（dX：企業変革）対応の必要性が
さらに高まっている。カスタマーとのコミュニケー
ションにおける非接触、デジタルの割合が飛躍的に
高まるnew normalの世界における顧客体験価
値の向上には、ビッグデータの戦略的活用が必要
であり、AI/Cognitiveを活用したデータ分析とマー
ケティング施策実行、顧客体験価値のリデザインの
PDCAサイクルを恒常的に回していくことが重要に
なってくる。

COVID-19流行前に行われた今回の調査結果や、
筆者が日々行っている国内AIベンダーとのインタ
ビュー等を踏まえると、日本企業全般においてAI
の活用は業務効率化や付加価値向上等において発
展の余地が大きいように見える1。

グローバルでは IT（企画）部門がトップダウンの動
きとしてAI技術を最も利用しているが、日本ではグ

日本企業のAI活用の現状と
活用促進の要諦

ローバルのような IT部門への集中は見られず、より
幅広い業務部門でのAI利用が特徴となっている。
また、業務効率化、人員削減といった、どちらかと
いうとコスト面の取り組みでの成果が顕著になって
いることも特徴である（P.25 図2-3）。ここから一
歩踏み込んで、グローバルの �ベテラン� 企業が重
視するように、新しい製品・サービス（P.11 図
1-5）の開発を通じた、各部門で働く個々人の能力
向上や組織としての付加価値向上、さらには自社
事業の成長につなげていく、といったより前向きな
活用には取り組みの余地が大きいのが現状と言え
よう。例えば、比較的早期よりAI活用が進んだ銀
行・保険等の金融業界やコンタクトセンター業界に
おいては、顧客との対話内容の自動作成や問合せ
業務の自動化（AIによる音声自動応答システムの
導入）、オペレーターのための対応マニュアルの自
動表示等、人件費削減や効率化がメインとなってい
る。また、一部損保で営業サポートAI（AIが営業担
当者やコールセンターのオペレーターが顧客と交

図2-10 本企業のAI利用の特徴とアプローチ：AIが主に利用される部門（2つまで選択）（再掲）
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わす会話を分析して、リアルタイムにアドバイス）の
導入を開始しはじめている。しかしながら顧客接点
改革 2におけるAIの活用は多くのケースにおいて
PoC（実証実験）の域をでておらず、AIの利活用ま
ではなかなか踏み出せていないのが現状である。

調査結果からは日本企業もグローバルと同様にAI
を活用した既存製品・サービスの高度化を目指す
動きがあることが分かる。（P25 図2-3 参照）だが
これが上記で触れたように部門ごとの利用に閉じて
しまうと、成果も限定されてしまう可能性がある。
またグローバルにおいては、AI活用の成果として意
思決定の改善が他項目に比べて高いが、日本では
コスト削減効果の方が目立つ結果になっている。経
営レベルでAI活用の議論がなされているかは疑問
は残る状況であり、今後はさらに経営判断への活
用なども期待される。

国内AIベンダーの悩みから 
みえる、日本企業の課題
実際に、筆者はここ数年に渡りさまざまな国内AI
ベンダーとのインタビューで上記を裏付けるような
声を多く聞いている。AIベンダーはその技術への期
待感と市場拡大の潮流に乗り、さまざまな業界の各
企業から多くの問合せ・引き合いを受けているよう
である。端から見れば、AIベンダー各社のビジネス
は一見活況を呈しているが、その実は多くの苦戦を
強いられている。よくあるケースとして、とある大手
企業の業務部門からAI活用の相談・引き合いを受
ける。実際に話を始めると担当者のAIに関する誤
解からか、AIさえ導入すれば多くの事が解決できる、
といった過度な期待を持たれていることが多い。ま
たPoC実施（実際にAIを使ってみるフェーズ）に進
めた場合も、時間をかけ検討をしたとしても、対象
部門における限られたプロセスに対して限られた学
習データでの実施とならざるを得ず、導入に見合う
効果が結果にはっきりと現れないため一部での利
用にとどまり、本格的なAI活用展開につながってい
かない、といったケースが多く存在するようである。

本格展開を実現するには、まずは丁寧にAIででき
る事、やりたい事を擦り合わせ、さらに実用に足る
精度を出すために必要な学習データの条件に対し
て、現時点で使えるデータがどの程度存在している
のかの把握、これらをもってどこから検証していくか、
を決めていく必要があるといえる。

AI活用の先進企業とその特徴

とはいえ日本国内においても、先進的な事例が出
てきている。例えば海外では、リテール業界におい
ては自社アプリとスマートフォンを活用することによ
り自動決済システムを実現したAmazon Goが代
表例といえるが、国内においても、AIカメラやセル
フレジ付きショッピングカートといった先進的な技
術を実装した次世代型店舗（スマートストア）で注
目されている、福岡を中心にスーパーマーケットを
展開する「トライアルカンパニー社」が取り組み事
例として挙げられる3。

同社では店内に設置したAIカメラから、顧客がど
こで立ち止まり、何を手に取り、カートに入れるのか、
これらすべてデータ化し、AIで解析することで顧客
の行動を可視化させている。この情報を元にさらに
AIで顧客をクラスター化し、セルフレジ付きのショッ
ピングカートのモニタ上に、その顧客が併せて買い
そうな商品がレコメンドされるのである。さらに、レ
コメンドするタイミングも、元の商品をカートに入れ
た直後が良いのか、もしくはレコメンド商品が陳列
するエリアに近づいた時が良いのか、これらをいわ
ゆるABテストで検証することも可能となる点が特
に興味深い。そしてこの結果もまたAIが学習して
顧客理解を深めていく。

トライアルカンパニー社はなぜ、このようにAIを局
所的な活用ではなく、ビジネスモデルそのもののト
ランスフォーメーションを志向する動きができている
のか。もとは日本における人口減少、そしてそれに
伴うお店で働くスタッフの人手不足による店舗運営
への危機感がきっかけだったとされる4。この問題
を対処するためには、スタッフのやりくりに頭を悩ま
すのか、店舗のスタッフの採用条件や待遇を改善す
るのか、陳列業務の効率化／自動化を進めるのか、
はたまた店舗の在り方をゼロから見直すのか。この
次なる打ち手が分かれ目であったといえる。きっか
けが「現場」の問題でありながら、どのレイヤーで
解決にあたるのか。デジタル化、データ化、AI活用、
これらを通じて従来とは全く異なる店舗体験を実現
させる、といったような活用方法を実現させ成功を
おさめていくためには、経営トップレベルの意思決
定とその推進リードが成功条件となるだろう。単に
部門業務の改善にとどまらない、新しいサービスの
開発に活用される国内事例は、今後も続々と増え
てくるものと筆者は期待している。

Thriving in the era of pervasive AI
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日本企業がAI活用を 
進めるために
今回のグローバル調査レポートからみた日本企業
の傾向と、前章のAI活用先進企業の特徴を比べる
ことで日本企業がAI活用を進めていくためのヒント
が見えてくる。AI活用を成功させるためには、AIを
用いて自社のビジネスオペレーションや顧客体験
をどのようにリデザインするのかの検討から取り組
みを始める必要がある。次に、それを踏まえて必要
なデータとは何か、既にそのデータはあるのか、無
い場合どのようにして収集するのかといったデータ
活用方針を定める。最後に、そのゴールに向けて
既存保有データでAIを使ってどのような検証を行
うかの実行に取り掛かるのである。（ファーストアク
ションは社内保有のデータの整理、あるいは必要な
データを創る・取得するところが多い。）

このプロセスは、いわゆる企業のdXの成功条件と
まったく同じである。その中でも特に、『全社レベル／
経営層レベルでの推進が必要であること』が、重要
な成功要因であるという点がdXとの共通点といえ
る。dXにおいてもAI活用においても、デジタルによ
る社会や顧客の変化を前提に置き、ビジネスオペ
レーションや顧客体験のあり方を捉えなおし、それ
を実現するデジタルソリューション＆データの整備
と活用に優先順位をつけて進めることが求められ
る。これらは市場環境の変化の理解とそれに対する
戦略論そのものであり、全社で取り組むべきビジネ
ストランスフォーメーションの論点であるといえる。
AIの活用は個別独立した取り組みテーマというよ
りは、企業dXの一要素として位置づけて取り組む
テーマであると考えてみてはどうであろうか。

今後の展望

With/After COVID-19のフェーズにおいて企業に
おけるdXは待ったなしの優先順位の高いテーマで
あり、データドリブンの企業経営が求められるなか
でAIの利活用は重要なアジェンダとなってきている。
企業がこの先、生き残っていくためにトップダウンと
現場からのボトムアップを融合した実効性のある取
り組みを実行できるかどうかが、分水嶺になってく
るであろう。特にAIの発達とともに、自然言語処理
技術が進化してきていることからSales/Business 
Developmentへの活用といった前向きな活用が
期待される。

日本企業が、今回のレポートを参考に自社の取り
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の活用を通じたdXを推進し、
With/After COVID-19フェーズにおける成長を
実現することを期待している。

AI普及時代における競争優位構築のアプローチ
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1. 前年版のレポートに掲載した「日本の見解　企業におけるAI利活用の現状」でも、日本企業のAI利活用は実証実験
というお試しの域を出ていないことを指摘していた ; デロイト, 「グローバルAI活用企業動向調査 2019」, 2019/10:  
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/et/
state-of-ai-2019.html

2. Cybersecurity, Operations, Customer Service, Sales/Business Development  などを想定

3. トライアルのスマートショッピングカート、リテールAIカメラ, トライアルカンパニー,2020/9/1アクセス:  
https://www.trial-net.co.jp/cp/mediakit_ssc_aicamera/

4. 「スマートストア」とは？実証実験中のトライアルにその技術や効果を聞いた , ビジネス＋ IT, 2018/06/04:  
https://www.sbbit.jp/article/cont1/34963
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Digital Customer – Digital Experience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。

大手コンサルティングファームおよび、広告出版会社、ネット系ベンチャーなどを経て現職。
Digital技術を使った顧客体験向上の専門家としてメーカー、小売業、地方自治体など幅広い業
界におけるセールス＆マーケティング領域での顧客戦略や体験設計、顧客データ利活用といった
トランスフォーメーション案件を得意とする。
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TMTインダストリーグループは、Tech（電機・ハイテク）・TM&E（通信・メディア・エンターテインメント）
の2つのセクターで構成されています。

テクノロジー・メディア・通信（TMT） インダストリーグループ
セクターリーダー一覧

ビジネスセクターリーダー
有限責任監査法人トーマツ
監査・保証業務

川口 泰広
Kawaguchi, Yasuhiro
Tech

朽木 利宏
Kuchiki, Toshihiro
TM&E
（ テクノロジーFast 50 日本代表）

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社

佐藤 通規
Sato, Michinori
TM&E

有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー

長谷川 孝明
Hasegawa, Takaaki
Tech

岩村 篤
Iwamura, Atsushi　
TM&E

デロイト トーマツ税理士法人
International Tax and M&A

小柴 正光
Koshiba, Masamitsu
Tech

結城 一政
Yuki, Kazumasa
TM&E

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

横田 智史
Yokota, Satoshi
Tech

狩野 満美
Kano, Mami
TM&E

グループセクターリーダー
デロイト トーマツ グループ

首藤 佑樹
Shuto, Yuki
TMTインダストリーリーダー
Techセクターリーダー
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社

鹿山 真吾
Kayama, Shingo
Techセクターリーダー
デロイト トーマツ ファイナンシャル 
アドバイザリー合同会社

松永 鋭太郎
Matsunaga, Eitaro
TM&Eセクターリーダー
デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社
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テクノロジー・メディア・通信（TMT） インダストリーグループ
当グループでは、業界に精通したプロフェッショナルがクライアントのニーズに応じて、監査、税務、法務、コンサルティ
ング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。デロイトのグローバルネットワークや業界の知見を活用し、
クライアントの直面する課題解決や企業価値の向上に貢献します。
E-mail: jp-tmt@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツ グループ デジタル カスタマー（DC）サービスグループ
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