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The Deloitte Center for Integrated Research（CIR）は、今日のビジネスに影響を与える重要な問題について、厳密な調査、及

びデータに基づいた見解を提供します。CIRは、デロイトの業界及び機能に関する専門知識の中心に位置し、デロイト全体から最先

端のインサイトを結集して組み合わせ、リーダーが変化し続ける今日の市場で確信して競争できるよう支援します。

Connect

詳細はwww.deloitte.com/us/cirをご覧下さい。

近年、AI エコシステムは、非常にダイナミックかつ急速に進化しています。Deloitte AI Institute（DAII）は、企業・組織がそのような

強靭な AI エコシステムと結びつき、持続可能な成長を実現していくことを支援します。“Age of With TM ” （「 AI との協働時

代」）においては人間とAIのコラボレーションを促進していくことが重要です。当研究組織は、最先端のインサイトを活用し、業界を

超えた AI を原動力とするイノベーション議論をリードし、開発を後押しします。

AI導入における課題の識別とその実践的な対処を支えるために、DAIIは、学術組織、スタートアップ企業、起業家、イノベーター、

成熟したAI 製品を手掛けるマーケットリーダー、および AI に対し先見性のあるプレイヤーとネットワークを形成しており、リスク、政策、

倫理、働き方と人材の未来、応用 AI のユースケースなど、 AI の主要分野を探求しています。デロイトの AI アプリケーションに関する

深い知見と経験を組み合わせ、AIを取り巻く複雑なエコシステムを理解する手助けをし、その結果として、インパクトに富んだ視点を

提示し、適切な情報に基づく AI の意思決定によって組織が成功を収める手助けをします。

当研究組織は、あなたが AI 活用の道のりにおいてどの段階にいるかに関わらず、組織の戦略を推進する役員や C suite リーダーで

あるか、あるいは AI 戦略を実現する実践的なデータサイエンティストであるかに関わらず、世界各国の企業が競争優位性を得るた

めに AI をどのように適用しているかについての洞察を提供し、自社がどう動くべきかの理解を深めることを助けます。提供する支援の

全容については当研究組織のサイトをご覧いただければと思います。ポッドキャストやニュースレターをご購読いただき、ミートアップやラ

イブイベントにご参加ください。一緒に AI の未来を探索しましょう。

詳細はこちら。
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今日、人工知能（AI）は広く使われている。様々なタス

クにおける機械学習、深層学習の劇的なパフォーマンスの

達成により、AIは幅広い産業で活用されるようになった。

自然言語処理、パターン認識、画像認識、音声認識、

機械翻訳、ロボティクス、多様な機能が従来にない精度

で実現され、いまや世界の至るところで、医療から交通、

電力供給まで生活のあらゆる面に関わる形で、大企業や

スタートアップによるAI活用のニュースが相次いでいる。

日本においても、AIは企業活動における競争力の源泉と

して、重要な位置を占め始めている。先進的な事例では、

産業機械の予知保全の実現、ECにおける需要予測や

価格最適化、通信事業者におけるネットワーク設計・運

用といった高度な専門性を有する業務への適用が見られ

ている。自動化による効率化やコスト削減といった応用だ

けでなく、AIを中心とした新たな事業・サービスの創出とい

う例もあり、その取り組みのアプローチも幅が広がってきて

いる。

しかしながら、多くの日本企業において、AIの活用はいま

だ限定的であり、その前提でもあるデータの収集と分析も

なかなか進んでいないのが実態である。各企業ではDX

（デジタルトランスフォーメーション）の一環としてAIの広

範な応用が検討され、実証実験も盛んであるが、実験

止まりということも少なくなく、「PoC疲れ」なる用語も定

着してきている。

課題として、AI活用の指針となる戦略やビジョンの欠如が

ある。AIは競争優位性確立のためのエンジンであり、デー

タはその燃料といえる。エンジンや燃料の活用を考える前

に、自社が目指す企業としての目的地や進むべき道を議

論し、明確にしておくことが大切だ。

自社の業務とデータの両方に精通した人材の不足も問

題である。情報処理推進機構が発表した「DX白書

2021」においても、テクノロジー人材の量および質の不足

が指摘されているが、それに加えて、業務とデータを理解し、

AIを活用するためのチェンジマネジメントに貢献できる人材

が必要だ。企業が人材のリスキル・育成・確保を戦略的

な形で実施していくことが肝となる。

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2021（State of AI in the 

Enterprise）」の日本語版レポートである。第4回となる

今回の調査には日本を含む11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から、組織のAI成

熟度、戦略やビジョン、オペレーション、エコシステムの形成

等、「AIを原動力とする組織」になる上での論点を抽出し

て状況を比較している。また、日本企業の調査結果も示

しつつ、AI活用を支援するコンサルタントの立場から問う

べき戦略的問いについて論じている。世界各国の企業の

取り組みと、日本企業の課題について洞察を得ることが

できる構成を目指した。貴社にとって、AI活用やそれによ

る企業変革の達成に向けたヒントとなれば幸いである。

４
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急速に変革を遂げているが、完全には遂げていないーこれ

が、「企業のAI活用動向」を調査したデロイトのグローバル

サーベイ第4版に基づく、我々の市場に対する包括的な

結論です。AIを完全に活用していると言える組織はまだほ

とんど存在しませんが、かなりの、またますます多くの組織

がそこに至る行動を示し始めています。

これは我々にとってエキサイティングなことであり、今がAI技

術の歴史の中で最も機会に恵まれた時期の一つであると

いう確信を深めるものです。組織は迅速に機能を構築し

ており、それは組織規模に到達しています。実際、今回の

調査では、調査回答者の4分の1以上が、5種類以上の

AIアプリケーションに関して組織内での本格展開に至って

います1。こうした本格展開の広がりは、多くの組織にとっ

て強固な基盤を築くものであり、今後数年間で有意義な

進歩とインパクトの実りをもたらすと考えられます。特に、

業務上不可欠で困難な問題解決のためにAIを活用し始

めている組織に当てはまると言えるでしょう。

このわずか18カ月の間に、AI機能は大幅に進化しました。

従業員に何をすべきか指示をしたり、ミスを指摘したりする

厄介な評論家として経験されてきたものから、クラウドベー

スのデータホスティングや計算のパワー及びスピードを通じて

明らかになったインサイトやトレンドを独自に実行する副操

縦士としての役割を果たすようになってきています。今日で

は、自律型のサプライチェーンも登場しています。

アルゴリズムは、独自に金融ポートフォリオのバランスを取

ることができます。サポートセンターでは、顧客が電話をか

ける前に顧客の問題を把握していることがよくあります2。

そして、これらはまだ初期の段階です。

これらの開発を組み合わせることで、ビジネスは人間の

体のリズムによって生じる時間的制約からますます解放

されます。中核のビジネスオペレーションはより速く顧客の

ニーズを満たすことができ、一方で、従業員は新しいツー

ルを活用し、価値創造のための革新的な手段を発見す

るためにより多くの時間と労力を費やすことができます。

反対に、AI機能の開発に遅れを取っている組織にとって

は、そう遠くない将来、競争力が低下するリスクがますま

す高まる可能性があります。昨年の大規模な世界的混

乱は、我々の最も強気な予測を超えてこれらのトレンド

を加速させています3。

幸いなことに、近年、どのようなプラクティスが変革を加

速させるかが分かってきており、この知識は成果の実現を

早めるのに役立ちます。本レポートは、AIを原動力とする

組織になるための道のりにおいて、どの段階に位置する

組織にとって、困難を乗り越えるための支援になることを

目的としています。

“Age of With”（「AIとの協働時代」）は、近づいて来て

いるのではなく、もう到着しています。これから始まる物語

に、是非ご参加ください。

— Jason Girzadas、managing principal of Businesses, 

Global, and Strategic Services, Deloitte LLP

序文：AIを原動力とする
組織になるために
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2017年以降、デロイトは企業全体でのAI導入が増加し

ていることを明らかにしてきました。 2020年発行のグロー

バルサーベイ第3版は、我々が“Age of Pervasive AI”4

（「AI普及時代」）に入ったと宣言しました。しかし、AI

が普及したからといって、AIの機能が最大限に活用され

ているとは限りません。そこで、「グローバルAI活用企業動

向調査」第4版では、AIを活用し価値を高めようとしてい

る組織の中で起きている、より深い変革について調査を

実施しました。言い換えれば、我々は、「今日最もAIを

活用している組織は、成功を推進するために他の組織

とは何の取り組みが違うのか？」を知りたかったのです。

AIを活用している組織は、データを資産として活用し、人

間を中心とする方法によって、あらゆる種類の中核的な

ビジネスプロセスにAIを体系的に導入し、大規模展開を

実施しています。彼らは、データに基づく迅速な意思決

定によって従業員や顧客の体験を向上させ、競争優位

性、そして継続的なイノベーションを実現しています5。

「AIを原動力とする組織になる

ということは、変革のプロセスは

決して完了せず、学習と改善

を行い続けることであると理解

することです。」

— Nitin Mittal、Deloitte AI coleader、principal、

Deloitte Consulting LLP

エグゼクティブサマリー：

絶えず変革し、

決して完全には変革しない

このビジョンに向けて世界中の組織がどのように前進して

いるかを把握するため、デロイトは11カ国から組織内のAI

戦略及び投資への権限を持つ2,875名のエグゼクティブを

対象に調査を実施しました。調査では、包括的なAI戦略

及びリーダーシップから、テクノロジーやデータアプローチ、さら

にはAIを運用するために従業員をどのように支援している

かなど、さまざまな行動について質問を行いました。そして、

どのような行動が最大の成果につながるかを理解するた

めに、企業が本格展開したAIアプリケーションの種類の数

と、高い成果を上げた取り組みの数に基づいて調査回答

を分析しました（図1）。
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図1

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー スターター 全体

本格展開したAIアプリケーションの数

高い成果を上げた

取り組みの件数

組織のAI成熟度は、アプリケーションの展開数と達成した成果に基づいてグループを分
類できます。

「トランスフォーマー」

高い成果と高い展開率：

調査回答者の28％

N=794

「パスシーカー」

高い成果と低い展開率：

調査回答者の26％

N=753

「スターター」

低い成果と低い展開率：

調査回答者の29％

N=832

「アンダーアチーバー」

低い成果と高い展開率：

調査回答者の17％

N=496
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この分析により、4つの重要なグループが明らかになりまし

た：

• トランスフォーマー（高い成果と高い展開率ー調査回

答者の28％）：変革を遂げていますが、完全には遂

げていません。このグループは、最も強力なAIの成果に

関連するリーディングプラクティスを特定し、幅広く採用

しています。さまざまなタイプのAIアプリケーションを本格

展開する可能性がある10件のうち平均5.9件、高い成

果を上げる可能性がある17件のうち平均6.8件です。こ

れらの組織は、AIを活用している組織への道を進むマー

ケットリーダーです。

• パスシーカー（高い成果と低い展開率ー調査回答者

の26%）：成功につながる機能や行動を採用していま

すが、取り組みの数は少ないです。このグループは動き

出してはいますが、「トランスフォーマー」ほどの規模には

達していません。さまざまなタイプのAIアプリケーションを

本格展開する可能性がある10件のうち平均1.9件、高

い成果を上げる可能性がある17件のうち平均6.2件で

す。

• アンダーアチーバー（低い成果と高い展開率ー調査回

答者の17％）：非常に多くの開発と展開が行われて

いる点が特徴です。しかし、有意義な成果を効果的に

達成するのに十分なリーディングプラクティスを採用して

いません。さまざまなタイプのAIアプリケーションを本格展

開する可能性がある10件のうち平均5.5件、高い成果

を上げる可能性がある17件のうち平均1.4件です。

• スターター（低い成果と低い展開率ー調査回答者の

29％）：AI機能の構築に後れを取っている点が特徴

とみられ、先進的な行動を取る可能性が最も低いグ

ループです。さまざまなタイプのAIアプリケーションを本格

展開する可能性がある10件のうち平均1.6件、高い成

果を上げる可能性がある17件のうち平均1.0件です。

これらのグループ、特にトランスフォーマーを分析することで、

強力な成果に最も関連する行動が明らかになりました。

それらは次のカテゴリに分類されます：「戦略」、「オペレー

ション」、「カルチャー＆チェンジマネジメント」、「エコシステ

ム」。

調査データ及びエグゼクティブインタビューの分析により、成

功は、最高位のリーダーから伝達され、奨励される明確な

戦略の基盤の上に成り立つことが明らかになりました。し

かし、それだけでは十分ではありません。明確な戦略が策

定されていれば、通常二つの相互に関連したリーディング

プラクティス（「オペレーション」と「カルチャー＆チェンジマネ

ジメント」）が連携し、 AIの導入と企業全体での展開を

支援します。そして最後に、強固なエコシステムを構成す

るパートナーのサポートが、大規模に、そして継続的にイノ

ベーションを起こすために必要な技術的基盤と客観的視

点を提供します。

分析結果からはまた、どのようなリーディングプラクティスが

あるかだけでなく、それらが組織の成果にどれだけ影響を

与えたかが明らかになりました：

• 戦略のリーディングプラクティス：AIを活用している組

織は、AIをビジネスの差別化と成功の重要な要素と

捉え、組織のトップから支持される全社的な戦略を策

定しています。全社的な戦略を掲げ、大胆なビジョン

を伝えるリーダーを持つ組織は、高い成果を上げる割

合が1.7倍あります。

• オペレーションのリーディングプラクティス：AIを活用して

いる組織は、新しいオペレーティングモデル及びプロセス

を確立し、継続的な品質、イノベーション、そして価値

創造を推進しています。MLOpsプロセスを文書化し実

行する組織は、高い目標を達成する割合が約2倍あり

ます。また、AIに関連するリスクに対して非常に備えて

いると報告する割合、及びAIの取り組みを信頼できる

方法で展開できると確信する割合が約2倍あります。
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• カルチャー＆チェンジマネジメントのリーディングプラク

ティス：AIを活用している組織は、信頼感があり、ア

ジャイルでデータに富んだ文化を育み、新しい働き方を

支援するためのチェンジマネジメントへ投資しています。

チェンジマネジメントへ多く投資をする組織は他の組織

と比べ、AIへの取り組みが期待を上回ると報告する割

合が1.6倍、そして、望ましい目標を達成する割合が

1.5倍以上高いです。

• エコシステムのリーディングプラクティス：AIを活用してい

る組織は、競争上の差別化を確立し保護するダイナ

ミックなエコシステムを編成しています。全体的に、より

多様なエコシステムを持つ組織は、競合他社と差別

化する方法でAIを活用する割合が1.4倍高いです。

「AIを戦略的に取り入れ慣習

的な考えに挑戦することで、

組織は、導入、品質提供、そ

して規模拡大のためのロード

マップを定義し、これまでになく

迅速に価値を創造、または解

き放つことができます。」

— Irfan Saif、Deloitte AI coleader, principal, 

Deloitte & Touche LLP

次項より、それぞれのリーディングプラクティスを詳細に考

察し、変革の道のりにおいて落とし穴を回避するためにリー

ダーが実行できる、重要で、しばしば見過ごされがちな行

動を紹介します。

AIを原動力とする組織になるために



中核のリーディングプラクティスは、組織トップで明確な全社戦略を策定し、リーダーがAI機能を活用し

新たな機会及び競争優位性を推進できるようにします。

主な調査結果：

• 大胆なビジョンを策定し、伝達します。全社的な戦略を掲げ、大胆なビジョンを伝達するリーダーがいる組織は、高い

成果を上げる割合が1.7倍あります。

• 差別化戦略の実現にAIが役立つ方法を探します。自社のAI活用が競合他社との差別化につながると考える回答

者は38％にとどまります。

• 透明性をもって戦略を伝えます。従業員と市場に対し、戦略及びその過程での影響やトレードオフについて伝えます。

回避すべき落とし穴：

• AI戦略の推進がデータサイエンティストやIT部門任せになってはいけません。シニアビジネスリーダーは、データサイエン

ティストと協力関係のもと、中核のビジネス戦略に基づいてAI戦略を推進すべきです。

• 効率性の目標を過大評価してはいけません。過剰な目標と、成長やイノベーションを重視した目標のバランスを取り

ます。

AIトランスフォーメーションのリーディングプラクティスとして最

もよく挙げられるものの一つが、組織の最高位のリーダーに

よって策定され、支持される、大胆で全社的な戦略の必

要性です。今回の調査でもこの点が確認され、「トランス

フォーマー」は全社戦略を策定する割合が「スターター」の3

倍以上高く、リーダーがAIに関するビジョンを伝えると報告

する割合も「スターター」の2倍以上高いです。しかし、自社

が全社戦略を策定していることに完全に同意する回答者

の割合は、全体でわずか40％です。一方、回答者の大

多数（66％）はAIが成功に不可欠であると考えている

にも関わらず、AIの活用が競合他社との差別化につなが

ると考える回答者の割合は38％にとどまります。アプロー

チを強化するために、組織は何を変えるべきでしょうか。

戦略：自社の北極星は

どうあるべきでしょうか？

AIのユースケースに過剰にフォーカス

する：リーダーはビジネス戦略を優

先することを忘れることがあります

多くのリーダーは、AIソリューションを開発するために必要な投

資が、単一のばらばらなユースケース、あるいはほんの一握り

のユースケースの展開ではリターンを実現できないことに驚か

されます6。AI戦略が包括的なビジネス戦略と緊密に連携し、

企業全体で繫がり、調整されていることが非常に重要であ

る理由がここにあります。しかし、ビジネスリーダーは、AIのユー

スケースにフォーカスし過ぎたり、AI戦略の推進をITやデータサ

イエンスに委ねたりし、計画プロセスを誤ってしまうことがよく

あります。これでは、AIを活用し、顧客獲得や製品開発、

市場投入までの時間短縮、またはサプライチェーンの確保な

ど、さまざまな場面において新しい方法を生み出す組織の

能力が低下してしまいます。
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最も強力なAI戦略の多くは、AIに言及することなく始まり

ます。むしろ、組織の道標(北極星)である中核のビジネス

戦略から始まるべきです。そこから先のプロセスでは、関与

するすべての事業部門のリーダーとの緊密な連携、そして

あらゆるレベルでの従業員の注力が求められます。最終

的に、AI戦略はビジネス戦略の燃料として働き、競争優

位性を促進し高めるために設定された主要業績評価指

標（KPI）に合わせて機能すべきです。

2010年代初頭の有名な例では、Jeff Bezos氏

はAmazonのすべてのリーダーに、自社が競争し

勝つために、AIと機械学習（ML）をどのように

活用するか計画するよう命じました。この命令は、

他に類を見ないイノベーションを促し、Amazonが

今日のAIリーダーになるきっかけになったと言われ

ています7。最も強力なAI戦略の多くは、

Amazonの例と同様に始まります：明確な目標

をビジネスリーダーに落し込み、彼らが部門内で

のギャップと機会を特定し、そこから逆算してAIを

ソリューションとして適用できるようにします。

その後、これらのビジネスレベルでの計画を組織トップに戻

し、相互の目標や取り組みを中核のビジネス戦略と整合、

統一させます。

多くのリーダーは、AIソリューションを開

発するために必要な投資が、単一の

ばらばらなユースケース、あるいはほん

の一握りのユースケースの展開ではリ

ターンを実現できないことに驚かされ

ます。

38% 40% 40%

66%

22% 19%
24%

49%

30% 33% 33%

44%
48% 45%

69%

55%
60% 57%

自社のAI活用は

競合他社との

差別化につながっている

自社は全社的な

AI戦略を策定
している

自社のシニアリーダーは、

従業員のオペレーションを

大幅に変えるAIのビジョン
を伝えている

自社のAIへの取り組みは、

今後5年間で競争力を

維持するために重要だ

図2

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー スターター 合計

AI戦略のリーディングプラクティス

戦略に関する以下の記述について、「完全に同意する」または「非常に重要である」と回答した人の割合

79%

68%

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2021」
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多くの場合、このステップがカギを握ります。AIが企業全体

で統合され、普及して初めて、効率性と価値創造両方

の成果を生み出し、継続的なリターンをもたらします。

バランス良く目標を設定する：

効率性を重視しすぎると機会損失

につながります

通常、組織が最も成功を収めるには、効率性と価値創

造両方の目標を組み合わせることが必要です。Anthem

社のSVP兼チーフ・デジタル・オフィサーであるRajeev 

Ronanki氏は次のように述べています。「企業をデジタル変

革する際、より高い効率性が求められます。しかし、第二

の課題として、どのような新しいビジネス機会があり、AIは

どのような機能をもたらし、隣接する、あるいは全く新しい

分野へのサービス提供を可能にするのか、ということがあり

ます。」

調査結果はこの点を補強しており、成果の低い組織

（スターター及びアンダーアチーバー）は効率性や「コスト

アウト」の目標を重視する傾向にあるのに対し、成果の高

い組織（トランスフォーマー及びパスシーカー）は、顧客満

足度の向上や新製品・新サービス開発、新規市場参入

など、成長志向の目標をより重視する傾向にあることが

分かりました。言い換えれば、成果の高い組織は、可能

性を追求する姿勢や成長思考を維持する傾向がより強

く、効率性や通常通りビジネスをサポートすることに重点を

置いている組織が見落としがちな機会を捉えることができ

ます。

Janssen Research & Developmentのチーフ・データ・サイエ

ンス・オフィサー兼Global Head of Strategy &  Operations

のNajat Khan博士は、次のようにアドバイスしています。「イ

ンパクトと基盤構築の両方を並行して行う必要があり、そ

れが最も難しい部分です。適切な質問を選択し、『多様

な質問のポートフォリオ』を用意してインパクトを強め、長

期的かつ持続的なインパクトを得るための機運を高める

ために、早期に価値を実証しなければいけません。」

AIを活用している組織は、CEOとC-suiteが、データ、高度

なアナリティクス、そしてAIを組み合わせて活用し、企業戦

略をサポートする短期と長期の戦略的可能性を形成する

ことで、持続的な競争優位性を生み出すことができます。

ビジョンを伝達する：変革を

公に示すことで市場価値を

高めることができます

成果の高い組織の最高経営責任者は通常、AIコミュニ

ケーションの最高責任者として務めています。調査データに

よると、明確なビジョンを伝達する組織はそうでない組織

に比べ、望ましい結果を達成する割合が1.5倍高いです。

最も効果的なリーダーの多くは、プラットフォームを活用して

計画を伝達し支持するだけでなく、その過程で必要とな

る影響やトレードオフを明確にします。これは多くの場合、

組織全体の目線を合わせ、あらゆるレベルにおいて意思

決定がビジョンに沿ったものであることを確実にするために

極めて重要です。

リーダーはまた、市場や投資家の認識に影響

を与えることで価値を創造できることを忘れて

はいけません。会社のビジョンを公に伝え、資

本市場や競争の激しい人材市場に対し、組

織が大胆でエキサイティングな未来に投資して

いることを示すことができれば、成功を増幅で

きます8。

「これまでに行われたことがあるか、ない

かに関わらずビジネスで可能なことを

思い描きます。」

— Michelle Lee氏、VP of Amazon Machine Learning 

Solutions Lab
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重要なのは、変化に向けた強力なシグナルに値する価

値であり、それほどの価値を伴わない場合、強力な戦

略であっても、現状に引きずられ成果が弱まる可能性

が高いです。

ダイナミックであり続ける：AI戦略

を永続的に繰り返します

最後に、中核のビジネス戦略の差別化を促進する、全

社的なAI戦略を策定することは、一度きりの取り組み

ではありません。組織は、絶えず変化する市場や技術

開発に対応し続けられるよう、戦略を動的に評価する

方法を開発する必要があります。

組織の中核のビジネス戦略とAI機能が時間とともに成

熟するにつれ、リーダーは目標を継続的に研ぎ澄まし、競

争力の維持にとどまらず、AIやMLを競争上の差別化要

因として一段と活用するようにしなければいけません。

AI戦略に関するその他参考情報：

• An innovation strategy powered by tech

• The AI Dossier: Top uses for AI in every major  

industry — now and in the future

• A new language for digital transformation
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中核のリーディングプラクティスは、新しいオペレーティングモデル、役割、及びプロセスを通じて、継続的

な品質、イノベーション、そして価値創造を推進します。

主な調査結果：

• ビジネスのワークフローと役割を再考します。ワークフローの大幅な変更や新しい役割の追加を行った組織は、高い成

果を上げる割合が1.5倍以上あります。

• 言い訳をしない：MLOpsを文書化し、それに従います。MLOpsのプロセスを文書化し、それに従う組織は、高い目

標を達成する割合が2倍あります。また、AIに関連するリスクに非常に備えていると報告する割合、及びAIの取り組み

を信頼できる方法で展開できると確信する割合も約2倍あります。

回避すべき落とし穴：

• ビジネスリーダーは、ソリューション設計により多くの時間を割くべきます。プロセスを効果的に再設計し、AIツールをど

のようにワークフローに適合させるかは、慎重に検討しなければいけません。

• AIソリューション固有のメンテナンスニーズを軽視してはいけません。継続的な品質と倫理性を確保するには、強固な

MLOps手順を確立し、文書化する必要があります。

仕事の進め方を再考しない限り、テクノロジーから変革を

もたらす結果は得られません。ほとんどのリーダーは今日、

そのことを頭では理解しています。しかし、調査結果はそ

れを実行に移すことができていないことを示しています。ビ

ジネスサイド、及びITまたはデータサイエンスチーム内両方

でのさまざまな業務活動において、AI活用のためにオペ

レーションのリーディングプラクティスを採用していると回答

したのは、調査対象者の約3分の1にとどまります。オペ

レーションのリーディングプラクティスには、適切に調整され

たMLOpsフレームワークの遵守、 AIライフサイクル公開戦

略の文書化、そしてビジネス全体でのワークフロー、役割、

及びチーム構成の更新が含まれます。

オペレーション：どのように日常業務に

変革をもたらしますか？

質の高いAIソリューションの開発、展開、また成果の最

大化を確実にするには、組織は次の二つの重要な観

点からオペレーションを再考する必要があります：ビジ

ネスワークフロー全体、そしてIT及びデータサイエンスチー

ムのプロセス内という観点です。
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リーダーへの呼びかけ：

ビジネスステークホルダーは、AI

を活用したソリューションにオー

ナーシップを持つべきです

価値創造ソリューションの展開を成功させるに

は、より広範な運用移行の再考が必要です。

しかし、そこに十分な時間を割り当てられていま

せん。AIやMLの開発チームは多くの場合、変

革を任されているビジネスプロセスを明確に把

握することなく取り組んでいます。

このような場合、Amazon Machine Learning Solutions 

LabのVPであるMichelle Lee氏は、「対処されているユース

ケースが重要性に欠けていたか、あるいは実績のない新し

い方法を採用したくないという理由から組織的な惰性が

生じます。」と指摘しています。

JD Logistics AI and Data ScienceのVice President兼

HeadであるTian He博士は、「特に機械学習や深層学

習を学んでいる人の多くは学校を卒業したばかりで、彼ら

はAIスキルを知る技術者です。しかし、ビジネスを知る必

要があります。」と強調しています。

「我々は、人々が素晴らしいモデルを

実装したものの、ビジネスがそれに伴う

プロセス変更を拒んだために日の目を

見なかったAIプロジェクトを数多く見て

きました。」

— Rajen Sheth氏、VP of Google Cloud AI and Industry Solutions

32% 33%
38% 38%

13% 15%

25%
20%

24% 24%

31% 30%

41% 42% 41%
44%

49% 50%
53%

56%

自分の組織は、文書化さ

れたAIモデルのライフサイク
ル公開戦略に従っている

自分の組織は、

文書化されたMLOps
手順に従い、

AIソリューションを

開発している

自分の組織は、

新しいテクノロジーを

活用するため、チーム編成、

及びワークフロー管理方法

が過去5年に
大きく変わった

図3

自分は、AIの進歩
を最大化するため、

新たなAIの
役割／機能を

設定した

AIオペレーションのリーディングプラクティス

オペレーションに関する以下の記述について、「完全に同意する」と回答した人の割合

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー スターター 合計

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2021」
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きません。この方法を効果的に行うには、ビジ

ネスステークホルダーが主導的な役割を果たす
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ビジネスとAIやML開発チームとの間に深い協力関係が

成立して初めて、新しい働き方が生み出されます。たとえ

ビジネスリーダーが自身の役割を理解していたとしても、AI

に精通していなければ、AIやML開発チームと効果的に協

業することはできません。一部の組織では、ビジネスステー

クホルダーとモデル開発チームとの間の橋渡しのために新

たな役割を設けて成功を収めています。このような環境で

は、ビジネスとアナリティクスの両方に精通した人材が、

包括的なビジネス戦略目標とAI技術要件の間の架け橋

として務めることができます9。調査は、このような役割を

新たに設ける努力が実を結ぶことを示しており、成果の

高い組織（トランスフォーマー及びパスシーカー）は、AIの

進歩を最大化するために新たな役割や機能を設ける傾

向が強くありました。

MLOps：新しい機能には

新しいプロセスが必要です

エンタープライズAIの黎明期には、事業部内のローカルな

チームで取り組みが行われていました。モデルはデータサイ

エンティストのデスクトップ上で構築されることが多く、比

較的シンプルでスムーズなプロセスによってメンテナンスさ

れました10。現在、モデルはクラウド上に展開され、ミッ

ションクリティカルな業務を実行しています。このような規

模に到達すると、多くの組織は、モデルの継続的な開発、

トレーニング、テスト、展開、監視、そしてメンテナンスに関

わるレベルと複雑さに驚かされます。調査回答者のうち、

MLOpsプロセスを採用していることに完全に同意している

のは、全体のわずか33%でした。

すべてのデータサイエンティストが、これらを大規模に管理

するためのエンジニアリングやオペレーションの考え方を身

に付けることに長けているわけではありません。そのため、

AIやMLの定着に必要なプロセスを調整するには、データ

サイエンティスト、エンジニア、アプリケーション開発者、そし

て運用管理者の間での強力なコラボレーションが重要に

なります。

一般的に、これらのプロセス開発はITやデータサイエンスの

リーダーの責任です。しかし、すべてのステークホルダー及び

シニアリーダーが、プロセスと水準が組織全体で実行され、

遵守されることに注意を払うべきです。そうすることで、重

要なビジネスプロセスを促進するモデルの継続的な品質

を確保することができます。調査データは、その重要性を

裏付けています。MLOpsのプロセスが遵守されていること

に強く同意する組織は他の組織に比べ、目標を達成す

る割合が2倍高いです。さらに、これらの調査対象組織は、

AIに関連するリスクに対して非常に備えていると報告する

割合、また倫理的で信頼性の高い方法によってAIの取り

組みを展開できると確信する割合も約2倍高いです。

Opsを再考する：

AIトランスフォーメーション

のための触媒

組織全体で適切な構造、役割、協力関係を確立するこ

とは、AIトランスフォーメーションを実現するための最も重要

なステップの一つです。ScotiabankでCustomer Insights 

Data & Analyticsのエグゼクティブバイスプレジデントを務め

るPhil Thomas氏は次のようにアドバイスしています。「もし

私がAIトランスフォーメーションを正しく行う方法を検討して

いるC-suiteレベルの人にアドバイスを一つ送るとしたら、

『組織構造を検討してください。それは本当に変化を促す

ことができますから』と伝えるでしょう。これは、私たち自身

のAIトランスフォーメーションを加速させる大きな原動力とな

りました。組織構造を整え、AIの活用を受け入れるデータ

駆動型の組織文化を作り上げたのです。」

AIオペレーションに関するその他参考情報：

• ML Oops to MLOps

• Taking AI to the Next Level
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中核のリーディングプラクティスは、信頼感があり、アジャイルでデータに富んだ文化を醸成し、新しい働

き方を支援するためのチェンジマネジメントに投資しています。

主な調査結果：

• データへの精通は功を奏します。成果の高い組織（トランスフォーマー及びパスシーカー）は、成果の低い組織（ス

ターター及びアンダーアチーバー）に比べ、自身の直感よりもAIを信頼する割合が3倍近く高いです。

• チェンジマネジメントを優先します。チェンジマネジメントへ多く投資をする組織は、AIへの取り組みが期待を上回ると

回答する割合が1.6倍、そして望ましい目標を達成する割合が1.5倍以上高いです。

• 支援的な文化やチェンジマネジメントと組み合わせれば、懸念は前向きな変化の指標になります。

回避すべき落とし穴：

• チェンジマネジメントに画一的なアプローチをとってはいけません。主な対象者に合わせて取り組みを調整し、新しい

行動を支援するためのさまざまなリソースを用意します。

• チェンジマネジメントによって、設計が不十分な変革が修正されると期待してはいけません。前向きな変化の基盤を

築くには、最初から新しいソリューションを綿密に設計する必要があります。

ここ数十年の間に、ビジネスやテクノロジーが変化するス

ピードは速くなり、労働者は、絶えず新しいスキルを学び、

不確かさが増す中で意思決定を行うことが求められてい

ます。多くの組織において、このような変化は組織の重要

な側面である文化に影響を与えています。

カルチャー＆チェンジマネジメント：

なぜ価値ある変化は掴みどころがない

のでしょうか？
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「技術的なモデル構築が簡単とは言いませんが、

最大の課題は文化を変えることです。」

— Phil Thomas氏、executive vice president  of Customer Insights Data & 

Analytics at Scotiabank

インタビューを受けたエグゼクティブらは、組織の文化的特

性がAIトランスフォーメーションの取り組みを如何に促進ま

たは妨げるかを繰り返し強調しました。これは、2019年の

デロイトの調査結果と一致しており、調査では、データを

最も重視する文化を持つ組織は、ビジネス目標を大幅に

上回る可能性が2倍高いことが示されました11。

Becoming an AI-fueled  organization
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チェンジマネジメントへ投資する組織はそうでない組織に

比べ、AIの取り組みが期待を上回ると報告する割合が

1.6倍、そして成果を達成する割合が1.5倍以上高いで

す。また、最近の研究では、従業員に明確な方向性と

支援を提供することで、チェンジマネジメントは信頼とエン

ゲージメントの両方を高められることが明らかになりました

12。

AI-readyである組織文化

の要素：信頼、データへ

の精通、アジリティ

信頼：驚くべきことに、成果の高い組織（トランスフォー

マー及びパスシーカー）は、成果の低い組織（アンダーア

チーバー及びスターター）に比べ、

2倍以上の懸念を報告しています。通常、AIに関連する

懸念を考えるとき、失業や機械が人間に取って代わること

が焦点になるでしょう。

しかし、成果の高い組織は、従業員数を削減する意向

はほとんどないこと、またトレーニングやチェンジマネジメント

へ多く投資していることを報告しています。このような観点

から見ると、懸念は、組織のAIビジョンが大胆であることを

示す前向きな指標である可能性があります。これは、成

功を促す他の支援活動や文化的特性と組み合わせるこ

とで実を結ぶでしょう。懸念があっても信頼性のある文化

はアジリティを発揮します。チェンジマネジメントはその信頼

を築くのに役立ちます。

エグゼクティブインタビューではこの解釈を裏付けるように、

コラボレーション、関係構築、トレーニングなど、集合的に

組織内の信頼性の高さを示す可能性のあるさまざまな行

動が挙げられました。信頼は、能力と意図に基づきます13。

もし、従業員が組織には優れたAIシステムを構築する能

力があり、テクノロジーを不利益ではなく自分たちの利益

のために活用する意図があると信じるならば、信頼は高ま

るでしょう。

19%

26%

37%

8% 10%

23%

12%
15%

31%
28%

35%
40%

27%

40%

AIへの取り組みは、
従業員の間に

懸念/不安を
生んでいる

従業員は自分の直感よりも

AIから得たインサイトを
信頼している

図4

自分の組織は、従業員が

新しいテクノロジーを業務に

取り入れられるよう、

チェンジマネジメント、インセンティブ、

またはトレーニング活動に投資している

カルチャー＆チェンジマネジメントのリーディングプラクティス

カルチャー＆チェンジマネジメントに関する以下の記述について、「完全に同意する」と回答した人の割合

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー スターター 合計

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2021」

54%
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インタビューや調査データの分析を通じて、最も大きなAIの

成果を上げている組織は、組織的な信頼性の高さ、デー

タへの精通、アジリティなど、いくつかの共通した特性を示

す傾向があることがわかりました。そこに至るには、チェンジ

マネジメントへの投資がAIトランスフォーメーションを成功さ

せる鍵を握っています：

AIを原動力とする組織になるために



米国空軍省のチーフ・データ・オフィサーであるEileen 

Vidrine氏は、「協力し合い、信頼できるパートナーシップ

を構築することが重要です。」とアドバイスしています。関

係性が不足している組織では、信頼、及び関係構築を

支援し、隔たりを取り除くことが不可欠です。

データへの精通：「AIを成功させるには、人々はデータとの

関係性を変える必要があります。」と、Tableau社の最高

技術責任者であるAndrew Beers氏は述べています。も

ちろん、その一部には高度なデータ技術機能の構築が含

まれますが、それはリーダーが思うよりも小さな問題である

ことが多いです。より重要なのは、組織のあらゆるレベル

でデータリテラシーの基礎レベルを高めることにあります。つ

まり、従業員全員がクリティカル・シンキングのスキルを身

に付け、日常業務で問題が発生した際、適切な質問を

し、適切なデータを見付けることで問題を解決できるよう

にすることです。

データリテラシーのスキルを身に付けることで、モデルやAIに

対する自信とより深い信頼感が生まれ、それが組織にポ

ジティブな成果をもたらすことにつながります。調査では、

成果の高い組織（トランスフォーマー及びパスシーカー）は

成果の低い組織（スターター及びアンダーアチーバー）に

比べ、自身の直感よりもAIを信頼する割合が約3倍高い

ことが分かりました。当然ながら、AIを信頼することは、

モデルのアウトプットに盲目的に従うことを意味するわけで

はありません。Wayfair社のデータサイエンス担当ディレク

ターであるTulia Plumettaz氏はこの点を強調しています：

「我々には、実験的に検証するという文化が浸透していま

す。我々は、『モデルがそう言っていた』という答えを受け入

れません。モデルが出した結果は、ライブテストと検証を通

じて継続的に精査されます。」言い換えれば、データを重

視する組織の多くは、データをより深く理解することを求め

ます。従業員は、モデルが下した決定を説明し、正当化

するよう動機づけられなければいけません。これは、より創

造的なインサイトを得るだけでなく、モデルのエラーが発生

した際、それを迅速に検出するのに役立つからです。

そのためには、スキルアップが重要です。Infocomm and 

Media Development Authority of SingaporeでBiztech

Groupのクラスター・ディレクターを務めるOng Chen Hui氏

は、「人材の確保は、本当に大きな課題の一つです。」

と指摘しています。同氏は、「厳密には、

AIサイエンティストだけではありません。AIを

サポートするために必要な、隣接するコン

ピテンシーでも人材が不足しています。」と

続けます。

ほとんどの組織は、AIトランスフォーメーショ

ンを支援するためのトレーニングや再教育

の重要性を理解しています。実際、調査

対象の全体で4分の3近くの組織が、現

在の従業員の再教育よりも外部からの採

用を強く望んでいるとは報告していません。

アジリティ：AIを活用している組織は一

般的に、単にデータを信頼するだけでなく、

洞察を素早く行動に移し、速やかに実験

を行う意欲を持ち合わせています。

Anthem社のRonanki氏も同意し、このこと

が、より安心でセキュアな投資を優先してきた組織にとって、

どれ程の変化を求めることか言及しています。「課題の多

くは、新しいことに挑戦したり実行したりする際に、フェイル

ファストやピボットの考え方に慣れていくことです。」と彼は

指摘しています。

「AI投資やデジタルトランスフォーメーションは通常、実験と

失敗からの学習が必要であり、それは大きな変化です。」

「エンジニアやデータサイエンティストだけで

なく、組織内のすべての役割において、ま

たその技術的な程度に関わらず、 AIスキ

ルを備えた新しい人材を生み出すことは、

社会としての、またビジネスリーダーとして

の我々の責任です。そうすることで、すべ

ての従業員、ひいては社会全体のAIの習

熟度を高めることができます。そして、そ

れこそが近代化の実現につながります。」

— Dan Helfrich、chairman and CEO, Deloitte Consulting LLP
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AI-readyである文化を

醸成する：チェンジマネ

ジメントの必要性

AIは、特に仕事の進め方を大きく変えていることから、仕

事を再定義する必要があます14。それに伴い、従業員が

価値を提供するために必要なスキルや能力も変わってき

ています15。「データサイエンスは、すべての治療領域、ビ

ジネスユニット、そしてさまざまな機能に関わっています。」

とJanssen社のKhan氏は述べています。「従って、それに

伴う変革の道のりは大きな意味を持ちます。確かに選

択的ではなく、最初は心地の良いものでは無いかも知

れません。しかし、我々がサービスを提供する患者へ集

合的な変革の影響を与えることは完全に価値があるこ

とです。」

このようなレベルの変化には、従業員が適応するための

支援が必要であり、調査データはそれを裏付けています。

「トランスフォーマー」は、「スターター」や「アンダーアチー

バー」の2倍近い割合でチェンジマネジメントへ投資してい

ます。AIは、従業員が重要なスキルや行動を身に付ける

のを支援するだけでなく、企業が従業員を尊重している

ことを示す、信頼関係を築く上での重要な要素にもなり

得ます。

多くの組織は、チェンジマネジメントへの取り組みを始める

以前から方向を見失います。ビジネススポンサーは、AIソ

リューションの開発者と緊密に連携し、新しいテクノロジー

が従業員の経験や価値提供の能力をどのように向上さ

せるか慎重に計画する必要があります。この点を慎重に

行わなければ、非効率性や、構想が不十分なプロセス

によって意図せず望ましくない動作がもたらされる可能性

があり、チェンジマネジメントプログラムではそういった問題

を解決することはできません。

変革の設計を入念に行えば、チェンジマネジメントの成

功は、組織内のさまざまな対象者にとって、変革の目標

と要件が明確で関連性があり、達成可能であるかどうか

にかかります。

すべての従業員にとってこれらの要素に適切に対処する

チェンジプログラムであるほど、望ましい変化が定着する

可能性が高くなります。強力なプログラムは一般的に、

推進したい行動を網羅的に特定するために時間をかけ、

それを基に、コミュニケーション、トレーニング、サポートリ

ソース、インセンティブ、「ナッジ」16などの重層的なプログ

ラムを構築し、最終的に新たな規範確立を推進します。

つまり、人々に異なる考え方をするよう指示するだけでは

人々の信念を変えることはできません。しかし、情報を共

有し、教育し、動機づけ、さまざまな方法で行動するよう

支援すれば、時間をかけて人々の信念を変えることはで

きます。

ほとんどの組織は、これらの活動に十分に投資を行って

いません。調査回答者のうち、従業員が新しいテクノロ

ジーを業務に取り入れられるよう、チェンジマネジメント、イ

ンセンティブ、トレーニングなどの活動に多く投資を行って

いると報告したのはわずか37％です。その結果、大抵の

場合において変革が中々進まず、あまり成功を収められ

ていません。

優れた設計であっても、最も成功する変革は通常、従

業員の同意と賛同に基づくものであり、これは時間がか

かることであると覚えておく必要があります。リーダーは、

KPIを継続的に測定して進捗状況を把握し、チェンジプロ

グラムを繰り返し改善していく必要があります。変革の過

程において行動が定着していない場合は必要な支援を

提供し、成果が達成されている場合はその成果を称える

など、こうしたことが多くの場合、AIを活用した成功を推

進する文化へ最終的に辿り着く鍵となります。

チェンジマネジメントに関するその他参考情報：

• Analytics and AI-driven enterprises thrivein  the Age 

of With: The culture catalyst

• Humanizing Change: Developing more  effective 

change managementstrategies

• Nudging for Good
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AIで永続的にイノベーションを起こすために必要な人材、

アルゴリズム、データセット、または大局的な視点のすべて

を社内に有する企業は存在しません。今日AIを活用する

組織の多くが、強固なテクノロジーエコシステムを確立して

いるのは主にそのためです。多様な手段を用いて、戦略を

長期的に実行するために必要な要素を構築、提携、ライ

センス取得し、そしてアクセスします。

強固なエコシステムを適切に編成できれば、組織は絶え

ず変化する市場の中で舵を取り、競争するために必要な

柔軟性、安定したリソース、そして情報に基づいた展望を

得ることができます。この点は、調査データからも明らかで

す。成果の高い組織（トランスフォーマー及びパスシー

カー）の83%が、少なくとも二種類以上のエコシステムパー

トナーを活用しており、その割合は成果の低い組織

「エコシステムとは、多様な関係者が関

与するダイナミックで共進化するコミュニ

ティであり、コラボレーションと競争の両

方のモデルがますます洗練されていくこ

とで、新たな価値を創造し、獲得する

ものです。」

— Eamonn Kelly、managing director of  Businesses, 

Global, and Strategic Services, Deloitte LLP16

エコシステム：どのようにパートナーシップ

を編成すべきでしょうか？

中核のリーディングプラクティスは、競争上の差別化を確立し保護する、ダイナミックなエコシステムを

編成します。

主な調査結果：

• 広く多様なパートナーシップを構築します。成果が最も高い組織（トランスフォーマー及びパスシーカー）の83％が、AI

戦略を実行するために多様なパートナーシップから成り立つエコシステムを構築しています。

• パートナーを活用し、市場に対する視座を高めます。多様なエコシステムを持つ組織は、AIに対する変革的なビジョン、

及び全社的なAI戦略を掲げ、AIを戦略的な差別化要因として活用する傾向が非常に強いです。

回避すべき落とし穴：

• ベンダーロックインに注意が必要です。外部とのパートナーシップが少な過ぎると、将来必要に応じてパートナーシップを

解消することが困難になる可能性があります。

• 競争力あるポジションを犠牲にしてはいけません。差別化する機能を社内で構築し、競争優位性を守ります。
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（スターター及びアンダーアチーバー）よりも大幅

に高いです。また、より多様なエコシステムの関

係を持つ組織は、 AIのリスクに対処するための

より強力な備え、及びAIを倫理的に提供するこ

とに対するより大きな自信を報告しています。

今日の多くのビジネスリーダーは、強固なエコシス

テムを構築することの重要性を理解しています。

しかし、よくある誤解が、ビジネスリーダーのアプ

ローチを弱め、長期的な価値を低下させてしまい

ます。多くのリーダーは、シンプルで合理化された

エコシステム戦略がより効率的であり、従って、

より強固であると誤って理解しています。



多様化する時：シンプルで合

理化されたテクノロジーエコシ

ステムはリスクをもたらします

直感的ではないかもしれませんが、シンプルで合理化さ

れたエコシステムは、多様で複雑なエコシステムよりもリ

スクをもたらすことが多くあります。当然のことながら、多

くのリーダーは複数の関係を管理する時間と費用を最

小限に抑えようとするため、目標を達成するために必

要最低限のパートナーと協力することを選択します。し

かし、AIやMLツールが組織の中核業務により深く組み

込まれるようになると、この見方を広げる必要がありま

す。特定の限られたベンダーやパートナーへのリソース集

中は過度な依存をもらたし17、将来新たなベンダーとの

提携が難しくなる可能性があります。つまり、重要なビ

ジネスプロセスのうち、その多くが単一ベンダーのプラット

フォームやモデルに依存している場合、大きな混乱なく

してそれらを切り離すことは極めて困難になり得ます。

結果、イノベーションと成長が妨げられかねません。

「相互運用性を最適化し、『ベンダーロックイン』と呼ばれ

る状態をできる限り回避することについて、最初から、そし

てライフサイクル全体を通して会話の一部にする必要があ

ります。」と米国空軍省のVidrine氏はアドバイスしていま

す。

より健全なエコシステムのアプローチは通常、ベースとなるプ

ラットフォームを特定し、そして、新興やニッチなベンダーを

含むさまざまなベンダーを統合する多様な機会を検討しま

す。このアプローチが適切に実行されれば、過度な依存を

回避するだけでなく、より高度な差別化、柔軟性、及び

市場に対する大局的な視点を得ることができます。調査

データはこれを裏付けており、より多様なエコシステムを持

つ組織は、AIに対して変革的なビジョンを持ち、AIを戦略

的な差別化要因として活用する割合が非常に高いこと

が示されました。

もちろん、そのような成果を達成するには、これらの関係を

慎重に調和させる必要があります。そのためには、それぞ

れの関係を、誰が、どの程度、どのように活用するかとい

うことが重要になります。「人工知能のような新興テクノロ

ジーの分野は、あまりにも速く、またあまりにも多くの方向

性に進化しているため、ほとんどの企業は追いつくことがで

きません。そのため、より流動的でハイブリッドなアプローチ

が求められています。つまり、購入、リース、発明、実験、

そして自社の競争力を補完し強化するさまざまな外部組

織と提携します。」と、Nvidia社でWorldwide AI 

InitiativesのVice President を務めるKeith Strier氏はアド

バイスしています。

どの要素を自社で構築し、どの要素を外部から購入また

はライセンスするかを決めることは、戦略上の重要な課題

であり、過大評価はできません。それぞれの決定は、 「各

関係は、組織の市場における持続的な競争上の差別

化をどのように支え、保護するのか」という一つの中心的

な質問に帰結すべきです。

エコシステムに関するその他参考情報：

• Business ecosystems come of age

• Ecosystem-driven portfolio strategy

• In a world of ecosystems, what’s  your strategy?

図5

エコシステムのリーディングプラクティス

複数のエコシステムの関係を持つ回答者の割合

74%

59%
70%

83% 83%

二つ以上のエコシステムの関係

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー

スターター 合計

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2021」
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組織の進歩は常に、将来の新たなビジョンを想像し、その

中で得られるチャンスを特定する人間の能力にかかってき

ました。現在我々は、AIが独自に、また確実に創造的か

つ戦略的な機会を照らし出し、我々を限られた視点の枠

から解放してくれる日に急速に近づいているとみられます。

AIを活用した未来へとさらに進むにつれ、今から基礎を固

めている組織は、きっと何倍にもなって報われるでしょう。

本レポートの根底にあるテーマは、「急速に変革を遂げてい

るが、まだ完全には遂げていない」ことであり、企業全体に

亘って成熟したAIトランスフォーメーションを実現している組

織はごくわずかです。また、変革をリードしている「トランス

フォーマー」でさえ、改善の余地があります。彼らの45％が

大きく差別化されたAIアプローチを採用しておらず、50％が

部分的に成熟したMLOpsの手順を報告し、46％がより

深い企業変革を推進するためのチェンジマネジメントの取

り組みへ多くの投資を行っていません。今日のリーダーの多

くにとって、強固な基盤を確立するためにやるべきことはた

くさんあります：

1. 全社的な戦略から始めます。

問い：組織のリーダーは、中核となる包括的なビジネ

ス戦略を策定し、そのビジョンを達成するために組織

全体でAI開発を奨励していますか？

– 中核のビジネス戦略と緊密に連携する、大胆

で全社的なAI目標を設定します

– 可能性を追求する姿勢を持ち、「コストアウト」

の目標によって大きなチャンスを逃さないようにし

ます

– 計画を支持し、必要なトレードオフについて、組

織のあらゆるレベル、さらには社外にまで透明性

をもって伝えます

AIを活用した未来：
その道筋は明らかです

2. オペレーションをアップデートし、新しい働き方を文書化

します。

問い：ビジネスリーダー（データサイエンスチームだけで

なく）は、AIのアジェンダを推進していますか？また、ビ

ジネスがアプリケーションを採用し変革をもたらすことが

できるよう、アプリケーションの設計に十分な時間が割

かれていますか？

– ビジネススポンサーが確実に、AIを活用した取

り組みをリードするようにします

– 役割とプロセス、そしてワークフローを再設計し、AI

ツールの統合と採用を奨励します

– 高品質で倫理的なアプリケーション設計及び提供

を促進するために、AIやMLソリューション開発に関

する全社的な基準を設定します

3. “Age of With”（「AIとの協働時代」）における自社の

文化を評価します。

問い：組織はAI-readyである文化を示していますか？

– 組織全体で、データリテラシーと信頼、及びアジリ

ティを構築します

– 従業員が、それぞれの対象者に合わせた重層的

なチェンジマネジメントアプローチを通じて、新しいス

キル、能力、そして仕事の進め方を学ぶために適

切なサポートを確実に受けられるようにします

4. エコシステムを多様化します。

問い：組織のエコシステム戦略は、多様性に富み、

十分に統合されていて、自社の差別化とアジリティを

支えていますか？

– 自社の競争上の差別化を常に保護し、推進する

エコシステムを設計します

道筋は明らかになりました。野心あるリーダーにとって、これ

らのリーディングプラクティスは、現在は想像できない未来

へのロードマップとなるでしょう。

—AIの成功は、“Age of With” （「AIとの協働時代」）の

成熟とともに。
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AIが組織をどのように変革しているかについてグローバルな

見解を得るために、デロイトは2021年3月から5月にかけて

2,875名のIT及び基幹業務のエグゼクティブを対象に調査

を実施しました。参加国は、次の11カ国です：オーストラ

リア（回答者109名）、ブラジル（同218名）、カナダ

（同216名）、中国（同219名）、フランス（同188

名）、ドイツ（同218名）、インド（同225名）、イタリ

ア（同97名）、日本（同110名）、英国（同218名）、

及び米国（同1,057名）。

すべての参加企業はAI技術を採用している、AIユーザーで

す。回答者は以下いずれかの権限、責任を担います：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、AI技術に関

する意思決定。

ブラインド調査を補完するため、デロイトはさまざまな業界

から17名のAI専門家に定性的な電話インタビューを実施

しました。

分析モデル。「AIを活用している」リーダーグループを特定す

るため、AIの本格展開の頻度とAIへの取り組みを通じて

達成された成果に基づき、組織を4つのグループに定義す

る分析モデルを開発しました。

調査方法

AIの本格展開については、0～10種類のAIアプリケーショ

ンのうち、「展開した」（本格展開を少なくとも1回達成

した）を選択した回答者の累積頻度を算出しました。

同様に、回答者が達成した0～17の潜在的な成果のう

ち、高い成果を上げた件数を集計することで累積頻度を

算出しました。これにより、回答者のグループを次のように

設定しました：

• トランスフォーマー（28%、N=794）：AIの高度な本

格展開を4件以上達成し、またAIへの取り組みにおい

て少なくとも4件で高い成果を上げています。彼らは、

調査回答者の中で最も「AIを活用している」リーダーグ

ループとみなされます。

• パスシーカー（26%、N=753）：AIの高度な本格展

開は4件に満たないものの、AIへの取り組みにおいて

少なくとも4件で高い成果を上げています。

• アンダーアチーバー（17%、N=496）：AIの高度な本

格展開を3件以上達成したものの、AIへの取り組みに

おいて高い成果を上げたものは3件未満です。

• スターター（29%、N=832）：AIの展開を開発または

検討段階で、AIの高度な本格展開は4件未満です。

また、AIへの取り組みにおいて高い成果を上げたもの

も4件未満です。
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テクノロジー・メディア・通信

エネルギー・資源・生産財

消費財

金融サービス

ライフサイエンス・ヘルスケア

政府・公共サービス

24%

20%

20%

19%

10%

7%

従業員規模 年間売上高

職位 役割

18%

100–999

38%
1,000–4,999

18%

5,000–9,999

14%

$10B+

14%

$5–10B

30%

$1–5B

20%

$500M–$1B

21%

$50–500M

51%

ビジネス

49%

IT

7% Other

11%
Head of 
business unit

13%

Head of department

31%

C-suite

28%

Director/VP

26%

10,000+

出所：デロイト,「グローバルAI活用企業動向調査 2021」

業界

図6

回答企業属性

2,875名のIT及びビジネスエグゼクティブ

4% Owner/partner

6% Board of directors
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2021年調査における
日本企業の調査結果概要

日本の見解①

一方、回答者の職位について、グローバルは過半数を占

めるのがC-Suite,Director/VPなど経営層(59%)に対し、日

本は事業部門長、部門長など現場のトップが過半数

(62%)を占める回答している。

日本の回答企業の特徴

日本の回答企業は110社で、極端に回答が多い業種が

あるわけでなく、全体的にバランスの取れた業界分布と

なっている。また、従業員規模、年間売上高、所属部門

についてはグローバルと大きな差はみられない。

テクノロジー・メディア・通信

エネルギー・資源・生産財

消費財

金融サービス

ライフサイエンス・ヘルスケア

政府・公共サービス

19%

20%

20%

24%

7%

10%

19%

20%

20%

24%

8%

12%

12%

30%

24%

15%

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図7 回答企業の業界別内訳
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今回の調査では、AI活用の前提となるデジタル化に取り

組んでいる企業がグローバルと比べて日本が多く含まれ

てたと想定され、日本の回答企業の数値がグローバル平

均を下回る設問がいくつからみられた。

ここでは、日本の視点を論じる前提として、日本の回答

企業について特徴を整理する。
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40%

29%

15%

40% 40% 38%

自社は全社的な

AI戦略を策定している

自社のシニアリーダーは、

従業員のオペレーションを

大幅に変えるAIのビジョンを

伝えている

自社のAI活用は

競合他社との差別化に

つながっている

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図9 AIへの取り組みに対する組織の戦略と考え方
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スターターが多く、トランスフォー

マーは少ない日本企業

どのような行動が最大の成果につながるかを理解するた

めに、企業が本格展開したAIアプリケーションの種類の数

と、高い成果を上げた取り組みの数に基づいて調査回

答をグローバルと同様に分析した。

11%

23% 24%

43%

28% 26%

17%

29%

トランスフォーマー パスシーカー アンダーアチーバー スターター

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図8 日本におけるAI成熟度に関するグループ比率

継続され、AI活用の特定用途に適用がとどまっていると

考えられる。また、回答者について現場のトップが過半

数を占めていることから、経営層はAI活用が競合他社と

の差別化につながるという認識が薄く、AIに関するビジョ

ンを伝えきれていない可能性がある。

一方、グローバルでは経営層がAIの重要性を理解し、ビ

ジョンをトップダウンで伝え、全社としての取り組みを進め

たことから、トランスフォーマーの比率が高くなったと想定さ

れる。

戦略：

日本は、経営層のAIに関する

ビジョンが伝えきれていない

分析の結果として、低い成果と低い展開率である「ス

ターター」の比率が高く、高い成果と高い展開率である

「トランスフォーマー」が少ない結果となった。

そのような結果となる背景について、「戦略」、「オペレー

ション」、「カルチャー＆チェンジマネジメント」、「AIリスクの

対応」という観点で推察できることから、それぞれ後述に

て説明する。

前回の調査レポートでは「日本企業はAIが全社レベルで

はなく、特定の部門の用途に適用され、結果を出してい

る」と推察した。今回の調査結果からその傾向は
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オペレーション：

日本企業は新しいオペレーション

の導入、AIプラクティスの順守が

グローバル平均より下回る

24% 26%
21%

25%

38% 38%
32% 33%

新しいテクノロジーを活用する

ために、チームの作り方やワー

クフローの管理方法が大きく

変わった。

AIの進化を最大化するため

に、新たなAIの役割・機能を

創出した

私の組織は、文書化されたAI

モデルのライフサイクル公開戦

略に従っている

私の組織は、AIソリューション

を開発する際、文書化された

MLOpsの手順に従っている

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図10 新しいオペレーションの導入、およびAIプラクティスの順守状況

全社的ではなく、部門単位でAIを活用が継続されてい

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。

チェンジマネジメントに関する質問、およびMLOps等のAI

プラクティスに関する質問については、グローバル平均より

も下回っており、AI活用におけるノウハウ、ベストプラクティ

スなどがIT部門等などの全社で一元化しているのではな

く、部門単位で管理されていると想定される。

カルチャー&チェンジマネジメント：

日本企業は、AIに対する脅威は

限定的と感じている

また、部門単位でAI活用が継続されていることに伴い、

従業員の直観をAIよりも信頼する等、効果が限定的と

なり、AI活用に対する姿勢がグローバル平均に比べて遅

れている。さらには、従業員はAIに対する脅威は限定的

と感じ、懸念・不安感が生まれていないように思える。

12%

25%

16%
19%

37%

26%

AIへの取り組みは、従業員

の間に懸念/不安を

生んでいる

自分の組織は、従業員が新しい

テクノロジーを業務に

取り入れられるよう、

チェンジマネジメント、インセンティブ、

またはトレーニング活動に投資している

従業員は自分の直観よりも

AIから得たインサイトを

信頼している

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図11 チェンジマネジメント、およびAIプラクティスの順守状況
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AIリスクへの対応：

全体的にグローバル平均よりも対

応が遅れている

AIの脅威が限定的に起因していると思われるが、日本

企業はグローバル平均と比べてAIがもたらすリスクへの対

応が遅れている傾向がある。特にサイバーセキュリティの

脆弱性、および新規性・規制変更への対応については

グローバル平均よりも大きく遅れている。

図12 AIリスクへの対応状況

23%

28%

27%

31%

25%

26%

35%

22%

26%

41%

17%

20%

21%

23%

25%

27%

27%

27%

34%

44%

チェンジマネジメントとコミュニケーション計画

従業員のトレーニング/再スキルアップ

適切なユースケースの選択

シニアリーダーのサポート/バイイン

AI運用とガバナンスの手順の文書化、実施

外部からのサポート/パートナー

強力なデータ能力または専門知識

新たな人材の獲得

データの収集、クリーニング、共有のための正式なプロセス

技術力の向上

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

AI成功に向けて：

日本企業はデータマネジメント、

人材獲得が間に合っていない

AI活用を成功に導く要因として、「技術力の向上」はグ

ローバル、および日本ともに重要と認識しているが、日本

企業は「データ収集、クリーニング、共有をはじめとした

データマネジメント」、「AI活用に長けた人材の獲得」がグ

ローバル平均よりも重要であるという回答の傾向がみら

れた。このことから、日本企業はAI活用するための前提と

なるデータマネジメント、および人材獲得が間に合ってい

ないと推察される
図12 ＡI成功の要因
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日本企業のAIトランスフォーメーションを
加速させるための戦略的な問い

日本の見解②

AIの進化のスピードが

”あの”法則を超えた！
人工知能（Artificial Intelligence / AI）の研究は、数

十年前から、その言葉がイメージさせる世界感への期待

の高まりと、「実用にはまだ…」という揺り戻しを何度とな

く繰り返してきた。しかし、テクノロジーの進化に伴ういわ

ゆるデータ爆発時代の到来と、計算能力の劇的増大、

そして深層学習のような機械学習手法のブレークスルー

が合わさって、近年のAI技術は、高まり続けた期待を優

に乗り越え、AIで得られる力を競争優位性に変えてビジ

ネスを変革する現実となった。今やAIを使いこなすことが

ビジネスの前提であり、その流れが年々加速している。

その傾向はAIを取り囲む市場の指数関数的な成長が

如実に表している。例えばそれはAIソフトウェア市場規模

の推移に見て取れる（図1）。

さらに興味深い研究結果がある。IT業界では、過去数

十年に渡って、テクノロジーの進化速度を「ムーアの法則」

になぞらえてきた。それは「半導体のトランジスタ集積率

は18ヶ月で2倍になる」というものだ。身近なところで言う

と「コンピュータのCPUの性能が18ヶ月ごとに2倍になる」と

いうことである。現在私たちを取り囲むサイバー社会はそ

の指数関数的な速さで進化した結果に他ならない。

ところが2019年、米国スタンフォード大学が、2012年以

降AI演算システムの演算能力は3.4カ月ごとに2倍になっ

ている、という研究結果を発表した2。ムーアの法則という

進化の目安を、AIの進化スピードが凌駕するようになった

のだ。同研究では、例えば大規模な画像分類について

クラウドインフラ上で学習させるのに要する時間が、2017

年10月に約3時間だったのが、2019年7月には約88秒に

短縮され、学習に伴うコストも2桁減少している、としてい

る。これだけの力をビジネスが放っておくわけがなく、AIを

取り囲む市場の加速的成長は今後も続く。

日本企業のスピードは？

日本国内では、2016年1月に内閣府の「第５期科学

技術基本計画3」において、「サイバー空間（仮想空

間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両

立する、人間中心の社会（Society）」、すなわち

Society 5.0が提唱されて、我々が目指すべき大きなビ

ジョンが示されたと共に、一気にAIが身近な現実である

ことが浸透するようになったように感じる。

その後2019年2月に経団連が「日本企業として、いかに

AI の適切な活用を進め、AI の力を使っていくか」という

問題意識のもと「AI 活用戦略～AI-Ready な社会の実

現に向けて～4」を策定し、AI を活用するための準備

（AI-Ready 化）からAIによる価値創造への変革（AI-

Powered 化）の道筋を示した。その中では経営層、専

門家、従業員、システム＆データのステップアップの目安

が、レベル1「AI-Ready化着手前」からレベル5「AI-

Powered企業として確立・影響力発揮」の5段階に整

理されている。

今回のデロイトの調査でも、企業がAI投資を増加する傾

向にあるという結果が出ており、また、同様の結果が国

内外のいくつもの調査で得られている。COVID-19によっ

てビジネス環境が大きく変動している中でもAI投資は増

加傾向にあり、すでにAIで先行している欧米の企業が取

り組みを加速しているのである。AI市場が急速に伸びる

のも当然だろう。

図1: AIソフトウェア市場規模の推移と予測 (2018～2025) 1

単
位
：
億
米
ド
ル
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そしてコロナ渦を経て今、日本企業のAI活用ひいてはDX

の状況はどうなっているだろうか。それが今回のデロイトの

調査でより鮮明になったわけだが、結論としては昨今

色々なところで言われていることと同じで、日本のDX/AI

活用は遅れているのである。図2でも見て取れるように、

AIに係る取り組みを結実させ、広く組織の変革に活かす

ことができている「トランスフォーマー」が、グローバルと比べ

ると日本は半分以下で、全体の半数近くが逆の立ち位

置である「スターター」、つまり取り組み始めた段階である。

例えば、AIの活用目的が技術起点で考えられている場

合（例：チャットボットを導入して有人の対応業務の

一部を自動化してコスト削減する）、一定の成果は得

られるが、それだけだと加速的成長の動力となる競争力

にはつながらない。なぜなら同じ技術は競争相手もアク

セスできて差別化にならないからだ。しかし日本企業がそ

の観点が強めであることが、昨年の情報処理推進機構

（IPA）の調査結果（「DX白書20215」）から考察でき

る。

図3の上部の矩形（青）で示した「アナログ・物理データ

のデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」

については、「すでにある程度の成果が出ている」としてい

る企業も含めると、技術起点の取り組みでは日本と米

国で成果にそれほど大きな差異は出ていない。

一方図3の下部の矩形（赤）で示した「根本的な変

革」については約40ポイント分の大きな開きがある。「今

後の成果が見込まれている」としている企業を含めるとだ

いぶ挽回できる点に希望を感じるものの、ビジネスモデル

の変革では実に40%の企業が実質的には取り組めてい

ない。変革を目指さない過去や現在の延長線上の成

長ではスピードが遅過ぎて、加速する先頭集団にどんど

ん離されてしまう。ギアを変えて加速せねばならない。

図2:日本におけるAI成熟度に関するグループ比率
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図3: DXの取組内容と成果（出典：「DX白書20215」図表23-5, IPA）

しかし我々が本当に向き合うべき課題は、遅れているこ

とではない。遅いことである。前述のとおり確かにスター

ターが多く、後れをとっている結果となっているが、取り組

みは確かに始まっているし前進している。見方を変えれば

遅れている分オポチュニティがたくさんあって期待が高まる

好環境だ。しかし問題は前進の遅さである。
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最初に問うべき戦略的な問い

ここで改めてDXの本質について明確にしておこう。世の中

には色々なDXの定義があるが、経済産業省「DX 推進

ガイドライン6」での「企業がビジネス環境の激しい変化に

対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会

のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革す

るとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文

化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と

いうものが要諦を表している。AIは変革による競争優位

性確立のためのエンジンであり、データは言わばその燃料

だ。エンジン自体の活用ではなく、エンジンを使ってどのよ

うな競争優位性を確立するか、という観点が発想の起

点となるべきだ。この起点がずれると、AIに係る取り組み

が思ったように結実せず苦しいレースを強いられるだろう。

だが日本では、自社のAI活用が協業他社との差別化に

つながっていると捉えている企業がわずか15%で、グローバ

ルの半分以下である（図4）。加速してスピードを上げ

るためには、まずはグローバルと同じレベルかそれ以上の、

競争優位性を確立する発想が必要だ。

とはいうものの山積みの業務課題を目の前にして、期待

膨らむAIですぐにそれらを解きたくなる誘惑も大きく、「AI

活用」を起点に考えてしまうこともあるだろう。しかし敢え

て一旦AIから離れることが肝要だ。そのために最初に問

うべきはポジショニング戦略の問い、すなわち「自社の主

戦場においてどの競争軸で誰にどう勝つのか」というもの

である。競争軸と勝ち方がクリアになって初めて「AIをどの

ように活用すればその競争軸で勝つための差別化を図

れるのか」という問いを立てることができるのだ。

これらの問いは経営陣、リーダー層にしか答えを出せない。

IT部門や現場に「AIを使って何するか」とお題を出す組

織も少なくないと思うが、その前にこの問いを立てれば、

AI活用で今以上の原動力・推進力を得られるだろう。

ネクストステップ

まず、現時点で自社がどのステージにいるのか、デロイトの

「Becoming an AI-fueled organization」（※1）の「How 

does your organization measure up?」という簡単な自

己診断テストを試していただければと思う。「スターター」ま

たは「アンダーアチーバー」という結果が出た場合、自社の

AI活用の取り組みについて、前述の2つの問いに答えが

出ていない可能性がある。

（※1<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/foc

us/cognitive-technologies/state-of-ai-and-intelligent-

automation-in-business-survey.html>）

また具体的にAIの取り組みが進行している場合は、取り

組み課題の難易度に合った環境や条件が整っているか

確認するのも良いだろう。それはデロイトの「AI 

Complexity Calculator」（※2）の自己診断で確認できる。

（※2<https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/delo

itte-analytics/solutions/ai-calculator.html>）

今、日本企業のDXを加速するのに必要なのはたった一

つの発想の転換だ。そのリミッターさえ外してしまえば、世

界で最もクリエイティブといわれているこの国は、本格化

したAIの産業展開の追い風を受けて、 AI先進国に躍り

出るだろう。

35

40%

29%

22%

15% 15%
12%

40% 40%

27%

38%

16%
19%

自社は全社的なAI戦略

を策定している

自社のシニアリーダーは、

従業員のオペレーションを

大幅に変えるAIの

ビジョンを伝えている

AIへの取り組みは、

個々の事業部門から

「ボトムアップ」で

推進している

自社のAI活用は

競合他社との差別化に

つながっている

AIが組織の評判に

マイナスの影響を与えた

AIへの取り組みが、

従業員の間に

懸念/不安を生んでいる

日本 (n=110) 全体 (n=2,875)

図4:AIへの取り組みに対する組織の戦略と考え方
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