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人工知能の脱神話化

ビジネスリーダーが認知技術について
知っておくべきこと

原文作成：2014年11月

デロイトコンサルティングのエンタープライズサイエンスオファリングは、データサイエンス、機械学習をはじめと
した認知技術、そして先進的アルゴリズム等を駆使してお客様に価値の高いソリューションを提供します。提供する
サービスには大きく3種類のコグニティブ（認知）サービスがあります。１．コグニティブオートメーションでは自然言
語処理を利用し、知識集約型プロセスを自動化します。２．コグニティブエンゲージメントでは機械学習や先進的ア
ナリティクスを利用して、顧客とのコミュニケーションをパーソナライズ化し、結果的に収益性の劇的な改善を図り
ます。３．コグニティブインサイトではデータサイエンスや機械学習を通して、重要パターンの検知、及び高い精度
の予測を行うことで、業績の向上を支援します。エンタープライズサイエンスオファリングの詳細については、

Plamen Petroy（ppetrov@deloitte. com）かPajeev Ronanki（rronanki@deloitte.com）までご連絡
ください。
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概要
こ

こ数年、人工知能（AI）への関心が急速に高
まっている。AI関連の製品や技術を開発、商

• ニューヨークタイムズのベストセラー「第二の機
械時代（The

Second Machine Age）」の主張

品化している企業に対するベンチャーキャピタル

によれば、デジタルテクノロジーとAIがもたらす

の投資額は、2011年から僅か3年で20億ドルを超

結果には、多大なプラスの変化だけでなく、大量

え、テクノロジー企業はAI関連の新興企業を買収

失業等マイナスの要素も多く含まれる6。

するために数10億ドル単位で追加投資を行ってい
る1。また、メディアではそういった巨額の投資に後

• シリコンバレーの起業家、イーロン・マスクは、

押しされるように、次々とこの話題が取り上げられ、

「注視する」目的でAIに投資をしている7。曰く、

「コンピューターが人々の
仕事を奪い始め、やがて人
間より賢くなる日が近い。」
あるいは、
「先々人類の生
存を脅かす存在になる可
能性すらある」といった主
張までが展開されるように
なっている。例えば、以下
のようなトピックスである。

• IBM は 、同 社 のコグニ

人工知能とはすなわち、
従来人間の知性を必要としてきた
タスクを実行することができる
コンピューターシステムの理論の構築
及びその開発である

ティブコンピューティン
グプラットフォームであるWatson の商品化に

AIは「核兵器よりも危険な存在となり得る」ため

10億ドル費やした2。

である8。

• グーグルは近年AIに多大な投資をしており、ロボ

• 著名な理論物理学者であるスティーブン・ホーキ

ティクス関連企業8社と機械学習関連企業1社を

ングは「完全なAIが開発されれば、それには人類

買収した3。

の終焉をもたらす可能性が秘められているた
め、その危険性を回避する策を学ぶ必要がある」

• フェイスブックは、AIの著名な研究者ヤン・ルカ

と語っている9。

ンを雇用し、当分野において大きな進歩をもた
らすことを目標とするAI研究所を設立した4。

大げさな表現が蔓延する中、AI分野における商業
目的の活動は非常に活発化しており、あらゆるセク
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• オックスフォード大学の研究者による調査によれ

ターの組織に既に影響を及ぼしているか、近々及

ば、認知作業の自動化により、米国の総雇用の

ぼす見通しである。ビジネスリーダーには、AIの真

47％が失われるおそれがあるとされている5。

の姿と、今後の行く末を理解しておく必要がある。

人工知能と認知技術

A

I の真の姿を理解していくために、先ずはそ
の定義と、歴史、そしてそのベースとなる幾

つかのコア技術について説明する。

人工知能の歴史
AIは決して新しい概念ではない。実際、用語自
体は1950 年代に初めて登場している。AI の歴史

AIの定義10
AI分野における重要な課題として、技術の定義

は、
「大げさな宣伝文句と過剰な期待が蔓延する期
間と、停滞と落胆の期間を交互に繰り返されてき
た」ことが特徴である16。

が現在も発展途上であるということがあげられ

1950年代に人間の知性をシミュレートするとい

る。当分野の創設に関わった研究者の 1 人、ニル

う大胆な目標が掲げられた後、1960年代、1970

ス・ニルソンは「AIには、定義に関する合意が存在

年代を通じて研究者達は、広範な分野におけるデ

しないようだ」と述べている11。現在、第 3 版が発

モンストレーションプログラムを開発したことで、か

行されているAIに関する著名な書物、
「 Artificial

つては人間にしか踏み入ることができない特有の

Intelligence 」では、8つの定義を提唱しており、 領域と考えられていた数多くのタスクをコンピュー
何れかの定義を他より重視することは避けられて

ターが実行可能であると証明した。これらのタスク

いる12。中でもAIの真の姿を理解するうえでもっと

は例えば定理の証明、計算問題の解決、命令に従っ

も有意義な定義は「従来人間の知性を必要として

て物理的動作を計画・実行することである。そして

きたタスクを実行することができる」コンピュー

更には心理療法士に扮したり、作曲を行ったりする

ターシステムの理論構築及びその開発である。例

等、あらゆるタスクが含められる。しかし、アルゴリ

えば、視覚認知、音声認識、不確実性下の意思決

ズムが単純過ぎたことや、生活の中で当たり前にぶ

定、学習、言語翻訳等のタスクがこれに該当する13。

つかる「不確実性」への対処が不十分だったこと、

「人間はどう思考するのか」ではなく
「人間が行う作
業」という観点からAIを定義することで、知性の脳

そしてコンピューターの計算力の限界が、より高度
で多様な問題に取り組む上での妨げとなった。

神経学的メカニズムが科学的に完全に解明
するよりかなり早い段階でAIの実用性につ
いて議論することが可能である14。注目す
べきは、
「人間の知性を必要としてきたタス
ク」というのは、それらのタスクを実行可能
なコンピューターが登場、普及する度に変
化していく点だ。つまり、
「AI効果」として知
られる現象の通り、
「AI」の意味は時と共に
変遷するものであり、端的に言えば「 AIと
は、いまだ実現されていないもの全て」で
あるとも言える15。
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継続的な進歩が見られないことへの落胆が広が

ムーアの法則

一定の価格、サイズを保ったま

る中、1970年代半ばまでには、AIは注目を失って

ま、利用可能な処理能力が絶え間なく増大すること

いった。

を、インテルの共同創業者であるゴードン・ムーア
（Gordon

Moore）の名を冠してムーアの法則と呼

1980年代初頭、AIの進歩に寄与する先進的コ

ぶ。この現象は、AI研究者が用いるものをはじめと

ンピューターアーキテクチャの開発が日本で開始

した、あらゆる形式のコンピューティングに恩恵を

された。これにより、日本にお株を奪われることを

与えた。実際、僅か数年前までは、理論的には実現

懸念した欧米諸国は、AI分野への再投資を決定し

可能なはずの先進的システムであったとしても、コ

た。1980年代に入ると、AI搭載製品を商業ベース

ストが掛かりすぎる、もしくは必要なコンピューター

で扱うベンダーが登場し、そのうち数社、例えばイ

がその時点では存在しなかったため実現しなかった

ンテリコープ、シンボリクス17、テックナレッジ18等

ものが、今日、実装に必要な処理能力を手に入れら

は新規株式公開を実施した。1980 年代末までに

れるようになった。現行世代のマイクロプロセッサ

は、フォーチュン500社のおそらく半分が「エキス

は、1971 年に登場した最初のシングルチップの

パートシステム」と呼ばれる、専門的な知識と解析

4,000万倍の性能を持っていると考えると、どれほ

ルールをベースに、人間の専門家の判断・意思決

ど著しい進化が遂げられているかが一目瞭然だ20。

定をモデル化したAI 技術を開発していたと考えら

ビッグデータ インターネット、ソーシャルメディ

れる19。エキスパートシステムの潜在能力は高い期

ア、モバイルデバイス、安価なセンサー等が普及し

待を集めたが、技術の限界が広く認識され始める

たことにより、世界中で生成・流通・蓄積されるデー

と、結局は沈静化した。例えば、常識の明白な欠

タ量は急激に増加している21。また、こうしたデー

如、専門家の暗黙知を捉えることの困難さ、そして

タが持つ潜在的価値への理解が広まった結果 22、

大規模システムを構築・保守することのコストと複

莫大なデータセットを管理・分析する新しい技術が

雑さ等が最も大きな妨げとなった。そうしてAIは再

開発された23。統計モデルを利用するAI技術が複

び活力を失った。

数存在し、画像、テキスト、音声等のデータについ

1990年代、AIに関する技術的研究は静かに続

て確率的推論を必要とするAIの開発にとって、ビッ

き、ニューラルネットワーク、遺伝的アルゴリズムと

グデータの台頭は追い風となった。また、これらの

いった技術が新たな注目を集めた。これら技術は

モデルは、大規模なデータセットを入力することで

エキスパートシステムの限界の幾つかを回避し、ま

改良、もしくは「訓練」することが可能であり、今で

た新たなアルゴリズムがシステムを効率化した。

はこのようなデータがより容易に利用されるように

ニューラルネットワークの設計は、脳の構造にイン

なっている24。

スピレーションを得たもので、遺伝的アルゴリズム

インターネット及びクラウド ビッグデータ現象

は、さまざまな問題の解の候補を繰り返し生成、劣

と密接に関連して、インターネットとクラウドコン

位の「解」を淘汰することや突然変異などの操作を

ピューティングは大きく2つの理由からAIの進歩に

通じて、
「解」そのものの「進化」を目指す。

貢献したといえる。第1に、インターネットに接続さ
れたあらゆるコンピューティングデバイス経由で大

進歩の触媒
2000年代後半になると様々な要因により、AIは
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量のデータと情報が利用可能となり、大規模デー
タセットが必要なAIアプローチについての研究が
促進されたこと25。第2に、AIシステム研究開発に、

再び幾つかのコア技術において、進化の兆しを見

積極的もしくはそれとなく参加する人も含めて数

せていた。以下に近年の進歩に最も貢献した幾つ

多くの人間が協働する方法を提供したことにある。

かの要因とその技術の詳細を説明する。

例えば、何人かの研究者は、Mechanical

Turkの

図1.AI分野は数多くの認知技術を生み出した。
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ようなクラウドベースのクラウドソーシングを利用
し、デジタル画像の類型化に数千名の協力者を募
り、画像分類アルゴリズムが学習機能を開発した26。

認知技術
AIそのものとそこから派生した技術は区別して

他にも例えばグーグルの言語翻訳プロジェクトは

考えられる。Alは人間と同じぐらい、或いはそれ以

自動翻訳の品質を改善するため、フィードバックを

上に知性を持つコンピューターとして一般的に言

分析するほか、翻訳者ツールキットをフリー提供す

われる。一方で、派生した個々の技術は、かつて人

るなどユーザーからの自由な協力を得ている27。

間しかできなかった仕事を、コンピューターがより

新しいアルゴリズム アルゴリズムとは、問題を

正確に、より高品質にできるようにするものとされ

解決し、タスクを実行するためのルーチンプロセス

る。これは認知技術（図１）
と呼ばれ、民間企業や公

である。近年、新たなアルゴリズムが開発され、
「コ

的機関のリーダーが注目すべき技術である。以下

ンピュータービジョン」をはじめとしたテクノロジー

に最も重要な認知技術の幾つかを説明している。

を可能にする機械学習の性能は劇的に向上した28。

これらの技術は広く採用され、急速に進歩し、また

機械学習アルゴリズムが今やオープンソースで利

多大な投資が行われている。

用可能であるという事実を考慮すると、今後更に
開発者達がお互いの仕事の品質向上に貢献し合
い、性能の改善が進むことが見込まれる29。

コンピュータービジョンとは、画像中の対象物、
光景、そして活動等をコンピューターが特定できる
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能力を意味する。コンピュータービジョン技術は、

機械学習とは、具体的にプログラムされた命令

画像処理の操作シーケンスを利用し、画像分析作

を必要とせず、入力データにより性能を向上させる

業を扱いやすい単位に分割する。例えば、画像に

コンピューター能力を意味する。言い換えれば、機

おける対象物のテクスチャやエッジを検知する技

械学習とは、データのパターンを自動で特定する

術を応用して、さらに分類技術を利用することで、

プロセスである。一度特定されたパターンは以後

画像の特徴が既知の対象と合致する可能性がある

の予測に利用可能である。例えばクレジットカード

か判定可能である30。

取引情報のデータベースを与えられた場合に、機
械学習システムは日付、時間、商店名、商店の場

コンピュータービジョンは様々な形で応用されて

所、価格、取引が妥当か不正かの判断等をパター

いる。例えば、医療画像分析を利用して、疾病予防・

ン化して学習する。取引の処理量が増加すれば、

診断・治療の改善を行ったり31、顔認知技術を利用

それだけ予測の精度は改善する。

してフェイスブック上の写真の人物を自動特定した
り32、セキュリティや監視システムで容疑者を特定

機械学習は幅広く応用されており、大規模デー

したりしている 33 。

タを扱う活 動 の ほ

最新の事例では消

ぼ 全 領 域 で 、能 力

費者が購買時にス
マートフォンで商品
を撮影すると、購入
特 典が提 示される
サ ービスにも応 用
されている34。
マシンビジョンは
コンピュー タ ービ

認知技術は、

向上の余地がある。

人工知能分野の産物である。
そしてそれはかつては
人間のみにしかできなかった
作業を可能にする

不正スクリーニング
に加え、販売予測、
在庫管理、石油やガ
スの 探 索 、公 衆 衛
生 等に応 用されて
いる。機 械 学 習 技
術は、しばしばコン
ピュータービジョン

ジョン の 関 連 分 野

等の他の認知技術

であり、一般的には

にも 影 響 する。大

ファクトリーオートメーションにおけるコンピュー

量の画像データベースのビジョンモデルを学習す

タービジョンの応用を意味する。ファクトリーオート

ることで、対象物の種類に関する認知能力を改善

メーションでは、制約の高い工場環境で製造済み

することも可能である37。機械学習は現在、認知技

部品等の対象物を認識することがコンピューター

術の中でも最も注目されている分野の１つであり、

に求められるが、これは比較的自由度の高い環境

ベンチャーキャピタルは2011年から2014年中盤

で動作することが求められるコンピュータービジョ

にかけて38、約10億ドル投資している。また、グー

ンよりむしろ容易なことである。コンピュータービ

グルは2014 年に機械学習関連会社であるディー

ジョンがコンピューター科学の分野で発展の途上

プマインドの買収に約4億ドルを投資したと言われ

である一方、マシンビジョンは「解決済みの問題」、

ている39。

すなわち研究ではなくシステムエンジニアリング
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の対象だからである35。コンピュータービジョンの

自然言語処理とは、人間と同様の方法でテキス

応用範囲は拡大しているため、ベンチャーキャピタ

トを扱う処理能力を意味する。例えば、テキストか

ルはこの分野を扱う新興企業に2011年以降数億

ら意味を読み取り、更には可読性が高く自然な文

ドル規模で投資を行っている36。

体、正しい文法のテキストを生成することも可能で

ある。自然言語処理システムは人間と同様の方法

トの創造を可能にした45。例えば、無人航空機46、工

でテキストを理解するのではなく、精密にテキスト

場で人間と共に仕事を行う「cobots」47、ロボット掃

を操作する。例えば、文書内で言及のある人物や

除機をはじめ48、玩具からホームヘルパー49に至る

場所全てを自動的に認識したり、文書の主要トピッ

多数の消費者向け商品にも応用されている。

クを特定したり、また人間が判読可能な大量の契
約書から契約条件を抽出して一覧表を作成するこ

音声認識は、人間の会話を自動的かつ正確に筆

ともできる。これらのタスクの何れも、単純なテキ

記することを主眼としている。この技術は自然言語

ストマッチやパターンを利用する従来型テキスト処

処理と同じ幾つかの克服しなければならない課題

理ソフトウェアには不可能なことであった40。

がある。更には、多様なアクセント、バックグラウン
ドノイズへの対応や、同音異義語（「 buy」と「by」

自 然 言 語 処 理 は そ の 目 標 達 成 の た め 、コン

等）の区別等の難しい課題と同時に、自然な会話ス

ピュータービジョン同様、利用可能な複数技術を組

ピードに対応する必要がある。音声認識システムは

み合わせている。
「言語モデル」は言語表現の使用

自然言語処理システムと同じ技術を幾つか利用す

頻度から予測変換などを行う。つまり、入力された

るほか、音響とともにある言語のあるシーケンスで

文字列もしくは単語が、ある言語の一部である可

それが発生する確率を類型化した音響モデル等他

能性を予測する。
「特徴選択」を利用し、ある種の

の技術も利用している50。これらは医療ディクテー

テキストと他のテキスト（例えばスパムメールと通

ション、ハンズフリー執筆、コンピューターシステム

常メール）の区別を可能にするテキスト要素を特定

の音声コントロール、電話顧客サービス等に応用さ

する41。機械学習によって強化された分類法は、あ

れている。ドミノピザを例に挙げれば、消費者が口

るメッセージがスパムか否かを分類する特徴の抽

頭で注文できるモバイルアプリを最近導入した51。

出に効果的と考えられる。
このように、上述の認知技術は急速に進歩してお
文脈依存性が高いため、自然言語処理は比較的

り、それぞれに相当額の投資を呼び寄せている。こ

狭い領域で応用されることが多い。例えば、特定

れ以外にも技術が比較的成熟し、企業向けソフト

の製品やサービスに関する顧客フィードバックの分

ウェアシステムの構成要素として既に重要になって

析42、民事訴訟や政府調査における証拠開示の自

いる認知技術がある。成熟度の高い認知技術とし

ディスカバリー法43）、企業業績やスポーツ

ては、
「最適化」、
「プランニング及びスケジューリ

動化（e

関連での定型的文章の自動作成等がある44。

ング」、
「ルールベースシステム」がある。
「最適化」
は限定されたリソースに関し、複雑な決定やトレー

ロボティクスはコンピュータービジョン、オートプ

ドオフを自動化する52 。
「プランニング及びスケ

ランニング等の認知技術に、微小な高性能セン

ジューリング」は、目標を達成し、制約を監視する

サー、アクチュエーター、精巧なハードウェアが統

ための、一連の活動項目を策定する53 。
「ルール

合されたことにより生みだされた。そして次世代ロ

ベースシステム」はエキスパートシステムを支える

ボット、つまり人間と共には働き、あるいは予測不可

技術であり、知識及びルールのデータベースを利

能な環境下で様々な作業を柔軟に実行するロボッ

用し、情報の推論プロセスを自動化する54。
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既に浸透しつつある認知技術
あ

らゆる経済セクターの組織は既に、様々な業
務機能において認知技術を適用している。

公共部門では、調査、コンプライアンス、不正検
知、自動化等の様々な目的で認知技術を利用して
いる。例えばジョージア州では、手書き文字の自動

銀行業務では、機械学習を利用した自動不正検

認識とクラウドソーシングによる支援を組み合わせ

知システムが不正支払いの可能性が高い行動パ

たシステムを利用して、財務状況開示や政治献金

ターンを特定している。また、音声認識技術を利用

書式をデジタル化している65。

した自動電話応答顧客サービスを提供し、音声認識
により電話発信者の本人確認等を実施している55。

小売業界は機械学習を利用し、魅力的な併売方
法や効果的な宣伝を自動で分析している66。

ヘルスケア業界では、米国の約半分の病院で外
科医の口述筆記において自動音声認識が利用さ

テクノロジー企業は、コンピュータービジョンや

れ、急速に普及している56。また、コンピュータービ

機械学習等の認知技術を利用し製品の品質を高

ジョンシステムはマンモグラフをはじめとした医療

67やインテリジェ
め、更にはロボット掃除機
（ルンバ）

画像の分析の自動化に役立っている57 。IBM の

ントサーモスタット（ネスト）68のような全く新しい

Watsonは自然言語処理機能により、大量の医学

製品カテゴリーを創造している。

文献を読み解く。また仮説生成技術を利用した自
動診断を行い、機械学習を利用して診断の正確性
を向上させている58。

上述の例にあるように、認知技術のビジネスへ
の潜在的メリットは、
「自動化」という用語から暗黙
裏に想起されるコスト削減だけでなく、より広範に

製薬分野では、機械学習システムを用いて、生
物学的データ59や化合物の活性状況60から因果関
係の予測を行っており、製薬会社による将来有望
な薬の開発を支援している61。

わたるものだ。以下に例を挙げる。

• より迅速な行動や決定（例：自動不正検知、プラ
ンニング及びスケジューリング）

• 成果の改善（例：医療診断、石油探索、需要予測）
• 効率性の改善（例：高スキル要員や高価な装置

メディア及び娯楽業界では、数多くの企業がデー
タ分析や自然言語生成技術を利用しており、企業
業績やスポーツの結果要約等、データ中心のトピッ

の効率的利用）

• コスト削減（例：自動電話応答顧客サービスによ
る人件費削減）

クについて、記事やその他草稿を自動的に生成し

• 規模拡大（例：人手での実行が難しい大規模作業）

ている62。

• 製品やサービスの革新（新規機能追加から全く
新しい製品の創造までを含む）

石油、ガス業界では、鉱脈探索63から掘削機器の
トラブル診断64に至るまで、広範な応用分野で機械
学習を利用している。
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認知技術の影響拡大とその背景
認

知技術がビジネスに与える影響が、今後５年

活動の積み重ねが市場を牽引するのは間違いな

間で著しく拡大することは明白である。これ

い。性能改善と商業化双方の流れに乗って、認知

には2つの要因がある。第1に、認知技術の性能は

技術の応用範囲は拡大し、今後数年間同様の傾向

近年大幅に改善されており、この進歩を促進する

が続く可能性が高い（図2）。

ため研究開発の取組が続くことが期待されること。
また第2に、これら技術の商品化には数百万ドルが
投資されていることが挙げられる。多くの企業が

性能改善に伴い応用範囲が拡大する

様々な部門や業務機能を対象とした認知技術の開

認知技術がもたらした進歩の例を挙げることは

発やパッケージ化を進めているため、技術を購入し

簡単だ。例えばグーグルの音声認識技術の精度は、

サービスなどに応用することは容易さを増してい

ある評価によれば、2012年の84%から2年以内に

る。全ての企業が成功するわけではないが、企業

98%まで改良された69。同様にコンピュータービ
ジョンも急速に進歩している。コンピュータービ
ジョンの研究者が使用する標準ベンチマークによ

図2.商業化と性能改善に伴う認知技術の応用範囲拡大

れば、2010年から2014年の間にイメージ分類の
正確さは4 倍向上している70。フェイスブックは論
文審査を経た報告書で、同社のDeepFace技術に
よる顔認識は97%の精度を実現するところまで来
ていると発表した71。IBMは数年で、Watsonの回
答精度を2倍向上させ、2011年にはアメリカの国

未来のより広範な

民的クイズ番組「ジェパディ！
（Jeopardy!）」で優勝

利用ケース

した 72 。IBM によれば、Watson は現在「ジェパ

商品化

ディ！」で勝利を収めたときに比べ、2,400％も「賢
く」なっている73。

現在の狭い
利用ケース

技術性能の向上に伴い、応用可能性は拡大す
る。例えば音声認識システムが性能向上のための
骨の折れる開発を必要とし、限られた語彙の中でし
か上手く動作できなかった時期には、医療ディク
テーション等の専門分野に応用されたものの、広く
採用されることはなかった。一方現在では、音声に

性能

よるウェブ検索が毎月数千万件も行われている74。
コンピュータービジョンシステムはかつて産業オー
トメーションに限定されたものだったが、今では監

グラフィック：デロイト ユニバーシティプレス｜DUPress.com
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視やセキュリティシステム、多数の消費者向けアプ

リケーションに利用されている。また、IBMは今後

データマネジメントと分析ツールは自然言語処

Watsonをゲーム以外の広範な領域に応用するこ

理と機械学習等の認知技術を利用する。これらの

とを考えており、医療診断から、調査、財務アドバ

ツールは自然言語処理技術を利用し、非構造化テ

イス、コールセンターの自動化等、多岐にわたる応

キストから洞察を得る。また、機械学習を利用して、

用が考えられている75。

アナリストによる大規模データセットからの洞察可

全ての認知技術がこのような急
速な改善を見せているわけではな
い。機械翻訳は進歩したが、その歩
みは緩慢だ。例えば、アラビア語か
ら英語への翻訳の精度は、ある基準
によれば2009年と2012年で13%
改善したに過ぎない76。但し、たとえ

多くの企業が様々な部門や業務機能向けに、
認知技術の開発・パッケージ化に取り組んでおり、
今後この技術の購入や展開は一層容易になる

これらの技術が不完全でも、組織に
影響を与えるには十分なレベルで
ある。例えば、プロの翻訳家は、効率改善のために

視化を支援する。当分野の企業として、コンテキス

機械翻訳を定期的に利用してルーチンタスクを自

ト・レレバント、プランティールテクノロジー、スカイ

動化することで、より熟練度を要するタスクに注力

ツリー等がある。

できるようにしている77。

認知技術コンポーネントはアプリケーションやビ
ジネスプロセスに組み込み可能で、機能を追加す

商品化に向けた巨額の投資

ることで効果を改善する。例えば、
「Wise.io」は機
械学習機能を備えており、顧客サポート、マーケ

2011年から2014年5月までの間に、ベンチャー

ティング、販売等のプロセスを改善する一連のモ

キャピタルファンドは認知技術を用いた製品や

ジュールを提供している。機械学習モデルは、最も

サービスを構築している企業に20億ドル超投資し

解約の可能性が高い顧客を特定したり、最も顧客

ている78。同期間に

を獲得する可能性の高いセールスリード等を予測

100社を超える企業が合併もし

くは買収され、その内何社かはアマゾン、アップル、 したりできる80。
「Nuance」は音声認識技術を提供

IBM、フェイスブック、グーグル等の巨大テクノロ

しており、システム開発者がモバイルアプリケー

ジー企業に合併・買収された79。こうした投資の全

ションを開発する際に利用できる81。

てが、認知技術を商品化する様々な企業を育てて
いる。

ポイントソリューション

幾つかの認知技術につ

いて、成熟化の兆しとして挙げられるのは、特定の
ビジネス課題のソリューションにこれらの技術が埋

ここでは、ベンダーの状況についての詳細分析

め込まれるケースが増えていることである。こうし

よりも、むしろ市場の拡大や発展につながるサー

たソリューションは、既存のカテゴリーのソリューショ

ビスの多様性に焦点をあてる。以下に挙げる認知

ンよりも的確に機能するよう設計されており、また

技術ベンダーのカテゴリー一覧はすべてのベン

使用するにあたり認知技術の専門性をさほど必要と

ダーを完全に網羅できていないものの、これを通

しない。広告やマーケティング82、セールスの自動

して認知技術の多様性について概略を掴むことは

化83、予測・計画等において広く応用されている84。

できる。

プラットフォーム プラットフォームは、高度にカ
スタマイズされたビジネスソリューションの構築基
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盤提供を意図したものであり、データマネジメン
ト、機械学習ツール、自然言語処理、知識表現、推

今後登場するアプリケーション

論、カスタムソフトウエアにこれら機能を統合する

性能面や商品化において現在のトレンドが続くと

フレームワーク等の領域に適応可能である。上述

考えると、今後さらに認知技術適用の普及と、採用

のベンダーのうち数社は複数種のプラットフォーム

拡大が期待できる。機械学習、自然言語処理、コン

を提供している。例えばIBMはWatsonをクラウド

ピュータービジョン、ロボティクス等を用いた製品

ベースのプラットフォームとして提供している85。

を開発している数百の企業に対する数10億ドル規
模の投資が示唆するのは、近日中に新しいアプリ
ケーションが大量に市場に登場する可能性がある
ということである。組織がビジネスプロセスを自動
化し、製品やサービスの向上を目的として認知技
術を利用するチャンスは十分にある86。

12

自社組織への認知技術適用の可能性を探る
認

知技術の普及は今後も続く見通しである。
技術の進歩と商品化に伴い、今後３〜５年で

認知技術が組織に与える影響が大幅に拡大するこ
とは間違いない。また、関連技術の利用を試みる
企業の数は増える見通しである。先進的な組織で
は、組織効率の劇的な改善、新規技術の開発、競
争における地位向上を導く革新的な応用方法を見
出す可能性がある。IT 関連部門は今日からでも、
認知技術への意識を広め、実験的試みの機会を検
討して、組織のリーダーに向けた認知技術による価
値創造の選択肢の提示を始めることができる状況
にある。民間企業や公共部門の上層部は認知技術
について、部門や企業自身に与える影響、革新力
の推進、業績改善の可能性を十分検討する必要が
ある。
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