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デロイトは、2019年は企業によるクラウドベース1のAI（人工知能）2ソフト
ウエアやサービスの使用が加速すると予測している。AIテクノロジーを採
用する企業のうち、70%はクラウドベースのエンタープライズソフトウエ
アを通じてAI機能を利用可能になり、65%はクラウドベースの開発サー
ビスを利用してAIアプリケーションを作成するとみられている3。さらにデ
ロイトでは2020年までの予測値として、AIソフトウエアを使用する企業
におけるAI統合型のエンタープライズソフトウエアの普及率が87%、クラ
ウドベースのAIプラットフォームの普及率が83%に達すると想定してい
る。クラウドを使用することで、より本格的にAI導入が促進されるように
なり、AI関連の投資利益率（ROI）が改善し、AI関連の支出規模が拡大す
るだろう。ここで重要な点は、これまでのところAIの機能を活用して恩恵
を得るのはアーリーアダプターに限られていたが、それが一般企業にも
拡大する「AIの民主化」が進んでいることである。

これまでのAIの利活用における問題点は、多くの企業がAIを最大限に活
用するための専門知識やリソースを持っていなかったことにあった。AIを
適切に運用するには、技術的専門知識、強力なITインフラ、そして希少で
コストのかかるデータサイエンススキルを獲得するために投資できる環
境が必要なためだ。そのため、初期段階でAIの恩恵を受けることができ
たのは、十分な資金を備えたパイオニアであるグローバル規模のテック
ジャイアントに限られていた4。Google、Amazon、Microsoft、そして中
国のBAT（Baidu、Alibaba、Tencent）に代表されるテックジャイアント

は、AIを使って10億ドル規模のサービスを創造し、オペレーションを変革
しており、その経験を活かしてAI開発プラットフォームとアプリケーション
を発売している。

それに加えて新たに市場に参入しているのは、AI機能をクラウドベース
のエンタープライズソフトウエアに統合する形で市場拡大を目指す、
SalesforceやSAPなどの大手ソフトウエア企業である5。また、複数のス
タートアップ企業によるクラウドベースの開発ツールとアプリケーション
の市場投入も加速しつつある。これらの企業が提供するサービスやツー
ルを利用することによって、一般企業が従来よりも簡単にAIを利用できる
ようになるだろう。

デロイトでは、自社事業に関するパイロットや実装にAIを利用している企
業（10業種·7か国）のエグゼクティブ1,900人を対象にグローバル調査を
行った6。対象となったのはテックジャイアントほどのレベルではないが、
平均的な企業と比較してAIの「アーリーアダプター」と位置付けられる企
業群である。

調査結果では、AI導入時に障害となる要素として、データに関する課題
（質の高いデータへのアクセス、データクリーニング、AIシステムの訓練な
ど）、既存のプロセスやワークフローへのAIの統合、AI実装の難しさを挙
げた企業が多かった。
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出所:  Deloitte State of AI in the Enterprise, 2nd Edition, 2018  
Deloitte Flexible Consumption Models Study, 2018.
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また、＜自社の「能力不足」がAI導入の取り組みの障害となったか＞とい
う設問では、41%が「中程度」、さらに27%が「深刻な」または「極度の」
能力不足があると回答し、計68%の企業がAIに関する技能格差を認識し
ているという結果になった。

AI搭載型エンタープライズソフトウエアとAI開発サービス
同調査によると、2018年時点でAI搭載型クラウドエンタープライズソフト
ウエアの利用率は58%、クラウドベースのAI開発サービスの利用率は
50%だった（図表1）。この結果をもとにしたデロイトの推計では、2020
年までにAIユーザーの約87%がAI搭載型エンタープライズソフトウエア
上でAI機能を利用するようになり、クラウドAI開発サービスの利用率も
83%に達すると予測される7。

AI搭載型エンタープライズソフトウエアの導入には以下の大きなメリット
がある。
 • 利用企業は自社でAIアプリケーションを開発する必要がない
 • エンドユーザーは、エンタープライズアプリケーションに埋め込まれた
AIを利用する際に専門知識を必要としない

 • 利用企業が新規にユーザーインターフェースを開発する必要がない

しかしながら、AI搭載型エンタープライズソフトウエアのユースケースは
それぞれ厳密に定義されており、限定的なカスタマイズしかできないの
が一般的である。同じソフトウエアを利用する企業は同様の機能を利用
することができるため、差別化を図りAIで競争優位性を得るためには、AI
開発サービスを利用して独自のソリューションを開発する必要がある。

AI開発サービスを利用するには社内にAIプログラマーやデータサイエン
ティストなど技術を理解した人材を持つことが必要になるが、このような
サービスを活用できると、新たなAIアプリケーションの創出、AI開発の適
切なモデル選定、自然言語処理やコンピュータビジョンなどの高次AIテ
クノロジーに対して他に先んじた取り組みを行う、といった差別化が可
能になる。AIの技術的専門知識を持つものの、自社でAIサービスを開発
したり、十分な速さで開発したりすることができなかった企業が、クラウ
ドベースのAI開発サービスを利用することにより、多様なAIサービスを大
規模に開発できるようになるだろう。

調査結果によると、AIのアーリーアダプターの平均ROIは16%で、すべて
の調査対象国で利益面でもプラスの効果が見られた。また「AIが事業成
功のために不可欠である」との回答は10%だったが、この値は2020年
には38%に拡大すると予測される。また、AIが競争力の強化に重要な役
割を果たすという確信に基づき、企業はAIへの投資を増加させている。
同調査によれば回答企業は2017年に平均390万ドルをAIに投資したと
の結果になっているが、この金額は2019年には480万ドルまで拡大する
と予測される。

クラウドサービスに関するデロイトの別の調査では、AIや高度分析といっ
た先進的なイノベーション機能をクラウドベースのサービスとして取り入
れたいとする傾向が、従来型ITと比較した場合に2.6倍高いことも明らか
になっている8。

クラウドベースのソフトウエアや開発サービスを活用したAI利用は今後さ
らに加速していき、「AIの民主化」のもたらす変化が顕在化していくと考え
られる。

図表1　クラウドベースのAI利用率

注：N = 1,900 global respondents.

出所：Deloitte�s "State of AI in the enterprise" survey 2018, global data.
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BOTTOM LINE
AIのアーリーアダプターのような成功を収めるために、企業ができる取り組みとして以下の要素が挙げられる。
 • AIのトレンドをよくフォローすること。
 • AIソフトウエアやサービスの「既製品」を利用すること。必要がなければ、「チャットボットを一から作る」ようなことをしてはいけない。
 • AI開発プラットフォームを使ってアルゴリズムを開発し、カスタマイズするために少なくとも複数のAI専門家を雇うこと。
 • 事業の必要性に焦点を当てること。その際、技術人材だけでなく、ビジネス事業の必要性を理解し、かつ技術の専門家と「データサイエンスについ
て会話する」ことができるエグゼクティブが必要。
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1. This chapter uses the term �cloud� as a synonym for other service-based technology models such as everything-as-a-service (XaaS) and flexible consumption 
models (FCM). 

2. This chapter uses the term AI as a synonym for �cognitive computing.� 
3. Cloud-based AI development services include �building blocks� such as application programming interfaces (APIs) and AI development platforms. This chapter uses 

the terms �cloud-based AI development services,� �AI development services,� and �AI development platforms� interchangeably. 
4. The global tech giants include Alphabet (Google), Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Microsoft, Netflix, and Tencent. These are not the only companies to benefit 

from AI, but simply the ones that have had the most success to date in using AI to improve operations and increase revenue. 
5. Alex Hickey, �Salesforce�s Einstein AI makes 1B+ predictions daily,� CIO Dive, March 1, 2018.  

Fahad Ali, �SAP sticking to its 2025 deadline,� Enterprise Resource Planner, May 22, 2018. 
6. Deloitte�s "State of AI in the enterprise" survey 2018, global data. 
7. These estimates were calculated based upon both current and planned usage of AI technologies from our 1,900 AI survey respondents. 
8. Thirty-nine percent prefer advanced technologies such as AI-as-a-service, 15 percent prefer traditional IT, and another 30 percent say it depends on the situation. 

See Gillian Crossan, Susanne Hupfer, Jeff Loucks, and Gopal Srinivasan, Accelerating agility with everything-as-a-service, Deloitte Insights, September 17, 2018. 

グローバル版本文
Artificial intelligence: From expert-only to everywhere
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/cloud-based-artificial-intelligence.html




