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人間と機械：AI時代における予測の技術

日本語版発刊にあたり

Thought Leadership News「Minds and Machines：The art of forecasting in the age of artiﬁcial intelligence」
の日本語版をお送りします。英語版は2016年にDeloitte Reviewに発表されました。
今回は予測技術の将来を取り上げます。機械（AI）が急速に進歩を遂げる中で、人間が今まで担ってきた予測がどのような
変貌を遂げるのか、つまり
「予測の将来を予測する」
というのが今回のテーマです。

的中した予測は当然視され、的を外した予測はより大げさに取り上げられる傾向があります。昨年末のアメリカのトランプ
大統領の選出は、いわゆる専門家の予測が当てにならないことの実例として、しばらくの間は人々の話題に上るでしょう。本
文にも出てくるように、人間の推論能力の信頼性は実は高くありません。昨年の英国のBrexit国民投票直前に、アメリカの
元財務長官のローレンス・サマーズ氏が
「私は英国民を信じる。彼らは時には突拍子もないことを仕出かすが、本当に重要
な局面において判断を誤ることはない」
とある講演会で言ったのを私は目の当りにしています。もちろん彼はいろいろなデー
タと経験に基づいて総合的な判断をしたのだと思いますが、世の中の大多数が彼のような専門家の判断に信頼を置いてい
たことは確かだと思います。果たして統計学的予測技術の進歩、特にAIは人間による予測を時代遅れにするでしょうか。

デロイトにおいてチーフデータサイエンティストを務める本稿の著者は、それに対して
「Yes and No」
と答えているようです。
大雑把に言えば、現在のAIは「大量のデータによりアルゴリズムを鍛錬し人間ができなかったパターン認識を高速に行う」技
術ですが、これが当てはまる領域、例えば顔認証や翻訳では目覚ましい成果を上げています。ただしそれは今のところ人間
だけができる
「意味を生み出し利用する」作業の代替はできません。例えば機械翻訳は、以前では人間が苦労して文法（ルー
ル）をハードコーディングしていました。つまりテキストに内在する意味を抽出し、それを他の言語のルールに従って再現する
という人間的な作業の自動化です。今の機械翻訳は大量に収集されたフレーズのマッピング表を基にしています。そこでは
意味の抽出は主目的ではありません。IBMのWatsonはクイズに正しく答えることはできますが、クイズの意味を理解してい
るわけではありません。

一方で本レポートはAIに頼らない予測の精緻化方法についても紹介しています。これらは統計学的な手法が使えない場合
（例えば戦略的リスクやM&Aなど）に有効な方法です。方法は大きく三つあり、一つ目はデルファイ法のように集団的知性
（Collective Intelligence）の知見を集約する方法、二つ目は、書籍（邦題『超予測力:不確実な時代の先を読む10カ条』
）が
出て話題になった、常に平均を超えた予測精度を発揮する
「超予測者」
の個人的な性向に注目しそこから学ぶ方法、三つ目
はAIと人間のコンビネーションです。

先進的な企業はこうしたAIと人間の補完関係に基づく新しいツールセットを積極的に利用するようになるだろう、というの
が著者たちの予測です。AIや統計学的手法を使うことで人間の判断から先入観を取り除く一方で、人間的判断が必要な場
合は科学的に訓練された専門家を使うことが常識になるでしょう。最近「データサイエンティスト」
や
「チーフデジタルオフィ
サー」などの必要性が喧伝されますが、まさにこうしたツールを企業経営に取り入れていくのがこれらの人たちのミッション
です。本レポートを読まれた方々が予測技術の活用に向けて一歩を踏み出すことを期待しています。

橋本 善永

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員
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スマートマシン時代の
人間の判断
現代社会において予測技術が直面している課
題を理解するには、ビジネスと心理学の領域に
おける最近の二つの大きなトレンドを知ってお
くことが役に立つ。
第一のトレンドは、人間は判断や予測を行う際
に、事実に基づく客観的な評価ではなく、驚く
ほど思い込みや経験則に頼っているということ
である。これは過去40年間に亘り人間の確率
に関わる推論についての行動研究によって明ら
かになった。
人間の判断には定常的なもの（例えばプロ野
球選手の採用や保険の契約など）から非定常
的なもの（例えばプロジェクトや事業施策のコ
スト、時間、成功可能性の見積もり）、さらには
生死に関わるもの（例えばテロリズム対策）ま
であるが、それらすべてが行動科学による批判
にさらされている。
人間の推理力だけに頼った判断は行動の指針
として信頼するに足らない、というのが研究の
結論である。
例えば心理学者、フィリップ・テトロックが数年
にわたって取り組んだ著名な研究を見てみよ
う。それによると一流のジャーナリスト、歴史学
者、政治専門家といえども、革命や政権交代と
いった重大な政治的出来事を予測できる確率
は偶然と大差がない1。
第二のトレンドは、データドリブンの意思決定
ツールやAIアプリケーションの普及である。ここ

にも行動科学が明らかにした重要な教訓があ
る。遡ること1950年代、ある一連の研究が、
「例
え単純であっても予測モデルを利用する方が、
その道に精通した人間の判断力や予測能力よ
りも優れていること」を証明したのである。これ
が意味するのは、よく練られた予測モデルを使
うことで、人が共通の判断の落とし穴に陥るの
を回避し、知力を増大することができるというこ
とである。
＊
今日では、映画『マネーボール』
で描かれたよ
うに、野球選手（に限らないが）の採用や、銀行
の融資や保険契約、救急患者のトリアージ、公
的機関のケースワーカーの配置、安全上の規
定違反の発見、映画脚本の評価などで、予測モ
デルの利用が日常的である。
このように
「マネーボールの○○版」的ケースス
タディーは増加の一途である。

よって今後4年間で500万人以上が職を失うと
予測している2。

これについてもう少し詳しく検討してみよう。予
測を専門とする職業はどうなるのだろうか。
コン
ピューターアルゴリズムが、人間の専門家が行
う予測に取って代わるなど想像できるだろうか。
この問いを追求することで、予測の本質（これは
データサイエンスと人間の判断力が相互に関
わる領域である）と機械知能の限界が明らかに
なるだろう。

ここに悪いニュース（読者の立場にもよるが）
と、良いニュースがある。悪いニュースとは、ア
ルゴリズム予測には機械学習をベースとするAI
が超えることのできない限界があるということ
だ。従って、人間の判断がすぐに自動化される
ことはないだろう。
近年ではビッグデータの登場とAIの華々しい活 良いニュースとは、心理学や集団的知性から、
躍によって、人間対コンピューターの比較論議 人間の判断力を高め、先入観を取り除くための
はますます進化している。クラウド上の大量の 新たな手法が編み出されているということだ。
データセットが手に入るようになったことで、技 アルゴリズムは、人間の判断力を補強すること
術者やデータサイエンティストは、文章の翻訳 はできても、完全に取って代わることはできな
や、高度なゲームの戦い方、顔認識、話し言葉 い。一方で、人間の予測する力を訓練し、専門
の認識、ドローンや自動車の操作などに用いる 家集団の判断や情報を集めることで、予測精度
機械学習アルゴリズムの鍛錬が可能になった。 をさらに上げることができる。
こうした技術進歩の経済的、社会的影響は計り
知れない。先頃の世界経済フォーラム
（WEF）の 我々の予測はこうだ。あなたはこの続きを読み
レポートは、AIを使った自動化やロボティクスに たくなるに違いない。

＊米メジャーリーグのオークランド・アスレチックスで採用された、統計学的手法に基づく選手の獲得について書かれたマイケル・ルイスの書籍。2011年にブラッド・ピット主演で映
画化された。
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アルゴリズムが人間の
専門家を超える時
1950年代から学術的心理学の分野では、主観

的な人間の判断を超えるコンピューターアルゴ
リズムが研究されてきたが、このテーマが今ほ
どタイムリーであった時はない。
「臨床的vs統計
的予測」として知られるこの分野は心理学者、
ポール・ミールによって提言され、彼は十分な
情報を得た人間の専門家と十分な情報を与え
た簡易予測アルゴリズムとの予測を比較した
20の研究をまとめた本（後に「不安をかきたて
る小さな本」と本人が呼んでいる）3を出版して
いる。
その研究では、統合失調症患者に対する電気
ショック療法の奏効度予測から、受験生の大学
合格率予測までさまざまな予測が行われ、研
究の結果20のケースすべてについて、過去のテ
スト結果や過去の治療記録といった観察データ
を情報源にした簡易アルゴリズムが人間の専
門家を上回ったことが明らかになった。この研
究結果は後続研究によって検証されている。
専門家の予測とアルゴリズムによる予測を比較
した200を超える研究のほぼすべてにおいて、
統計的アルゴリズムが人間単独の判断を上
回った。人間を出し抜くまでに至らなかった数
少ないケースでも、結果はおおむね互角であっ
た 4 。認知科学者のリチャード・ニスベットと
リー・ロスは、明確な所見を述べている。
「人間
の判断は、最良の回帰方程式はもとより、概ね
どのような回帰方程式にも劣る5。」

ダニエル・カーネマンが、著書『Thinking, Fast
and Slow』
（邦題：
『ファスト&スロー』
）の中で
まとめている後続研究が、この驚くべき発見の
理解に役立つ6。カーネマンがつけたこのタイト
ルは、人間が行う推論が
「二層過程」
であるとい
う理論を示している。つまり、別個の二つの認
知体系が人間の判断を支えているというのだ。
認知体系1「素早く考える」は、あまり労力をか
けない反射的な思考方法であり、事実を綿密
に精査するよりも、全体として筋の通った話を
好む傾向がある。認知体系2「ゆっくり考える」
は、労力をかけてじっくり考え、論理的、統計的
に一貫性のある分析によって事実を掘り下げ
る。人間の知的活動のほとんどは本来認知体
系1であり、日々数百もの判断を行う私たちに
とって、通常はこの方が都合が良い。時間とエ
ネルギーを必要とする認知体系2での判断に完
全に頼れば、判断能力が麻痺してしまうだろう。
一方で
（そして、ダニエル・カーネマン、エイモス・
トベルスキー、その他後進の研究者らが行った
研究の隠れた結論でもあるが）認知体系1は、
統計学が不得手だということがわかっている。
認知体系1に欠かせない知的経験則（ヒューリ
スティックス）は構造的に、驚くほど先入観を含
んでいるというのが彼らの最たる発見である。
私たちは、個人的経験から物事を一般化し、目
の前にある事実が判断に関係する唯一の情報
であるかのように考え、思いつきやすさを根拠

に、心の底にある不安には目をつぶり、自分の
能力や判断精度を過信する7。

これらの発見が実際のビジネスに与える示唆
の大きさは計り知れない。意思決定はすべての
ビジネス、医療、公的機関を含んだあらゆる業
務活動の根幹である。認知体系1に基づく意思
決定が優先されてしまい、さらにそこに先入観
が含まれていることが（それが経済活動に重大
な影響を与えるものであっても）、市場の非効
率性が解消されない主因である。翻って言えば
たとえ完璧なものでなくても何らかの予測モデ
ルやその他データドリブンのツールを使用する
ことによって収益性、安全性、効率性を大幅に
改善し得ることが示唆される。

ここからわかる極めて実用的な事実は、
「完璧
な」データあるいは「ビッグ」データは有益なビ
ジネス分析活動の前提条件ではないということ
である。このロジックは、
『マネーボール』で描
かれたことで有名であるが、専門家が一定した
環境において意思決定を繰り返して行うような
場合では、事実を数値化し統計的に分析するこ
とでそこに新たな意味を見出すことができる。
認知体系1は統計学が不得意であるため、限定
的・不完全なデータであってもそれらを統計学
的に活用することができれば人間の判断から
先入観を排除し大きな経済的利益を得られる
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簡易なアルゴリズムでさえ、
たいていの場合には
独力の人間の専門家の
判断を上回るとはいえ、
アルゴリズムは
人間を蚊帳の外へと
追い出すものではない。

ケースもある8。
このロジックは学術的心理学では50年以上前
から論じられ、
『マネーボール』が世に出たこと
によってビジネスの世界でも良く知られるよう
になった。しかし今もって広く一般に取り入れら
れているわけではない。
その証拠として
『マネーボール』は主にデータに
基づく採用判断の向上がテーマであるが、今な
お大半の組織での採用判断が、その限界があ
まりにも多くの文献で裏付けられているにも関
わらず9、非体系的な面接での主観的印象に左
右されていることが多い。これは一種の皮肉と
言えよう。

簡易なアルゴリズムでさえ、たいていの場合には
独力の人間の専門家の判断を上回るとはいえ、
アルゴリズムは人間を蚊帳の外へと追い出すも
のではない。これにはいくつかの理由がある。
1つ目の理由として、予測モデルが対象とする
分野の専門家（採用担当者、銀行融資担当者、
保険契約引受査定担当者、医師、詐欺捜査員、
公的機関のケースワーカーなど）が、どの要素
を予測モデルに含むべきかを決めるにあたり、
最適な情報源であるということだ。
こうしたデー
タ特性は一般に予測アルゴリズムを鍛錬するた
めに用いるデータベースに自然発生的には現
れず、むしろデータサイエンティストたちが、通
常はその道の専門家やエンドユーザーからの
助言に基づき、分析対象データにハードコー
ディングしなければならない。2つ目の理由は、
データにおける過去の事例が、統計的分析にお
ける未来の代表例となり得るかを判断するため
に専門家の力が必要であるということだ10。

例えば、標準的な電力需要予測や天気予報の
問題は、この4つの基準をすべて満たしている。
一方、株価予測の問題については、2番目の基
準以外は満たしていない。ある特定状況におい
てこの4つの原則が満たされているかを評価す
るには人間が必要であり、現在知られている技
術でこれを自動化することはできない。
最後の理由として、予測モデルを構築し、取り
入れた場合でも、モデルを使った予測がその
ケースにおいて妥当であるのかを見極めるに
は通常人間の判断が必要である。結局のとこ
ろ、予測モデルは全知ではなく、提示された細
切れの情報を統合しているに過ぎない。

ポール・ミールが提示する
「足の骨折」
の問題を
見てみよう。これは重要な含意をうまく説明し
ている。例えば、統計的予測モデルが、
「ジム
（非常に几帳面な性格）が明日の晩、映画を見
に行く確率は90%」
とはじき出したとする。この
種の予測モデルは、人間の専門家の判断よりも
一般に精度が高いのだが、ジムの友人である
私はジムが先週末に足を骨折したのを知って
いる。従って、予測モデルが示した答えは当て
はまらず、ジムの席を確保しておくべきかどうか
判断を下す映画館の支配人には、予測モデル
を無視するか、少なくともいくらか割り引いて考
えるべきというのが最善のアドバイスであろう。
こうした問題は応用事例において日常的に生
じ、これが予測モデルは指針にはなっても、通
常は人間の専門家に完全に取って代わること
はできない大きな理由の一つである。比喩的に
言えば、
「アルゴリズム > 専門家」
ではなく
「ア
ルゴリズム + 専門家 > 専門家」が正しい。
統計学者ロブ・ヒンドマンは、これらの論点を もちろん前述した4つの原則はビッグデータの
展開し、有効な予測モデルを構築するために背 出現や現在巻き起こっているAIリバイバル以前
景にある事象が満たすべき、予測可能性に関す の話である。果たして、これらの原則もそのうち
る4つのキーファクターを提唱している11。
時代遅れになってしまうのであろうか。

1. 因果関係が理解でき、それを測定できる。
2. 過去データが十分にある。

3. 予測が、予測対象事物に影響を与えない。
4. 将来は何らかの関連する形で過去とある程
度似ている。
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こうした問題は
応用事例において
日常的に生じ、
これが予測モデルは
指針にはなっても、
通常は人間の専門家に
完全に取って代わることは
できない大きな理由の
一つである。
比喩的に言えば、
「アルゴリズム > 専門家」
ではなく
「アルゴリズム + 専門家
> 専門家」が正しい。

今でもコンピューターに
できないこと
IoTセンサーから絶えず送り出されるデータ、ク たツールである。アルゴリズムは、学習の材料
ラウドコンピューティング、機械学習技術の進 となるテキストコーパス＊の増加とともに継続
化がAIのリバイバルを引き起こした。おそらく今 的に改善される。
後、人間とコンピューターとの関係は変わって Googleの研究者、アロン・アレビ、ピーター・
いくだろう12。
「データは新たなる石油」
とも例え ノーヴィグ、フェルナンド・ペレイラは、大きな
られるが、コンピューターサイエンティストの 反響を呼んだ 評論『 The Unreasonable
ジョン・クラインバーグは、このような妥当なコ Eﬀectiveness of Data』
の中で、次のように述
メントを述べている。
「例えそのものは曖昧だ べている。
が、これが現実味を帯び始めているのは確かで
ある。
（中略）
「ビッグデータ」とは、すべての物 「簡易なモデルと大量のデータは、精緻ではあ
事を一変させる潜在力を持つプロセスを指す るが少ないデータで構築されたモデルを置き換
キーワードのようなものである。13」
えていく。
（中略）現在の統計的翻訳モデルの中
ビッグデータや機械学習をベースにした典型的 身のほとんどは、特定のソース言語フレーズと
なAIアプリケーションに、
「Google翻訳」があ ターゲット言語フレーズとの変換候補を示す、
る。苦心して言語の基本原則をコンピューター 膨大に記憶されたフレーズ一覧表である14。」
アルゴリズムにエンコードする代わりに、過去 このコメントは、近年、多方面で発表されてい
に翻訳された無数の文書で使われている言葉 るAI系新機能にも当てはまる。コンピューター
の組み合わせを抽出することによって構築され サイエンティストのクリス・ハモンドは、次のよう

＊実際に使用されている文章、例文等を集めたものを指す
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コンピューターシステムは、
不確実な条件下で
判断を行うという
人間の特徴的能力を
支援するだけであって、
これを置換する
ものではない。

6

に述べている。
「AIに採用されているコアテクノロジーに劇的
な変化はなく、今日のAIエンジンは概ね数年前
と大差はない。これまでの技術が不十分であっ
たのは、設計が不十分であったせいではなく、
技術に必要な基盤や環境が整っていなかった
からである。端的に言えば、当時のAIと現在の
AIとの一番の違いは、必要となる計算処理能
力、生データの量、処理スピードであり、これら
が容易に手に入るようになったからこそ、テクノ
ロジーが本当に輝く存在になったのである15。」
ここに共通するアプローチは、パターン認識手
法をユーザーが作成するコンテンツの膨大な
データベースに応用することである。スペル
チェック機能は、ユーザーが修正した膨大な
データベースを基に、深層学習型画像内顔認
識アルゴリズムは、数百万単位のデジタル保存
画像を基に強化される16。
クイズ番組『ジェパディ！』の優勝者、ケン・ジェ
ニングスとブラッド・ラターを打ち負かしたコン
ピューターシステムには、デジタル記録された
膨大なテキストをサーチするための情報検索ア
ルゴリズムが多数組み込まれた。認知科学者ゲ
イリー・マーカスは、その方式がうまくいったの
は、
『ジェパディ！』
で出されるクイズに回答する
ために必要な知識のほとんどは、電子的に保
存された、つまるところウィキペディアに掲載さ
れているような情報であったためだと指摘する。
「クイズに答えるのは、概ねデータ検索のような
ものであり、それはビッグデータの得意分野で
ある」17。
こうしたアプリケーションやコンピューターシス
テムの開発が急速に進み、多様化したことか
ら、一部にはマシンの知力が人間の知力を超越
する時代に突入しつつあると予測する人たちも
いる18。この話題はこの場で取り上げるにはあ
まりにも広範過ぎるが、ここで重要なのは、ビッ
グデータや機械学習に基づく今日のAIパラダイ
ムが可能にする
「知能」
の特性を、明確にするこ
とである。
AIの標準的定義は「通常人間が行う作業を代
行できるマシン」であるが19、ここで留意すべき
は、この定義が、銀行の融資や簡単な保険契約

を自動化するスコアリングモデルなどの比較的
なじみのあるデータサイエンス系アプリケー
ションにも、会話の通訳や写真のラベリング、自
動運転車のために設計されたアルゴリズムに
も該当するという点である。
もう一つ顕著な事実は、これまでに開発され
た、あるいは近い将来お目見えするだろうAIテ
クノロジーはすべて、
「特化型（narrow）AI」で
あるということである。例えば、文書翻訳用に
設計されたアルゴリズムに写真のラベリング機
能はなく、その逆もまたしかりである。そしてど
ちらにも自動車の運転はできない。
この点は、マービン・ミンスキーやハーバート・
サイモンといったAIの先駆者が当初掲げた目
標とは異なる。二人は、
「汎用（general）AI」、
つまり人間と同じように推論できるコンピュー
ターシステムの開発を望んでいた。素晴らしい
ことに間違いはないが、今日のAIテクノロジー
は、コンセプト的には『2001年宇宙の旅』に登
場した姿のない
「HAL 9000」20や映画『エクス・
マキナ』に登場した自己認識アンドロイド、
「ア
ヴァ」21よりも、信用度スコアリングアルゴリズム
に近い。現在我々が目にしているものはすべて、
「特化型（narrow）AI」なのである。
本書冒頭に挙げた「予測とは何か」という問い
に戻ると、ビッグデータやAI は、ルールを根底
から覆し、人間の判断を時代遅れにさせる脅
威なのだろうか。それは考えにくい。折よく、
2014年初めにビッグデータが広く再検討され
る引き金となった話の中心が「予測」
である。一
部のアナリストは、従来の科学的手法やデータ
分析に取って代わるビッグデータの力を実証す
る最たる例として、
「Google Flu Trends」を絶
賛していた。その発想は、人々がインフルエン
ザ関連の検索をすることによって生じるデジタ
ル履歴を使い、Googleがインフルエンザの流
行をリアルタイムで追跡できるというものであ
り、クリス・アンダーソン、ケネス・クキエ、ビク
ター・マイヤー・ショーンベルカーといった権威
たちの推論を裏付けているようでもあった。三
人は、十分な量のデータが手に入る場合、
「（因
果関係ではなく）相関関係が分かれば十分」
で
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あり、膨大なデータベースでの相関関係を突き Trendsのエピソードは、
「膨大なビッグデータ データ量が増加し、機械学習手法の精度が上
止めるコンピューターアルゴリズムが従来の分 によって、従来型のデータ分析の必要性がなく がり続ける中、パターン認識アプリケーション
析手法に取って代わることができると主張して なる」
という魅力的だが根拠のない暗黙の前提 は、人間の推論方法をさらにうまく真似るよう
いた22。
を語っている。
になるであろうが、フェルッチは「意味を真似し
ところが、2013 年のインフルエンザ流行期に 「Googleがプログラムをひそやかに安楽死さ たり、反映したりすることと、意味自体を生み出
は、Google Flu Trendsの予測ははなはだしく せた」
ことによって、
「Google Flu Trends は すことは違う」
と話す。テトロック曰く、それは人
かけはなれていることが明らかになり
（およそ ビッグデータの優位性のシンボルから、ビッグ 間の判断の領域である27。
140%の差異）、アナリストたちがこのモデルに データの欠点のシンボルへとたちまちに変わっ データは増大し、統計的手法は進化を遂げた。
異議を唱える結果となった。計算社会科学者 た」26。デービッド・レーザーの研究チームが行っ だが我々の達した結論は、ポール・ミールが聞
デービッド・レーザーとその共著者は、このエピ た分析からの教訓は、ソーシャルメディアデー いたとしても驚かないであろう。すなわち、確か
ソードについて、その後あちこちで引用された タが疾患の流行予測に有用でないということで に、コンピューターは従来人間だけが可能で
分析を発表し、採用されたアルゴリズムの究極 はない。
（実際は非常に有用である可能性はあ あった一部の作業を自動化できる。
（信用度ス
的失敗について2つの診断を下している23。
る）教訓はむしろ、一般的に言って、ビッグデー コアリングが銀行融資担当者の仕事の大部分
タや機械学習に基づくアルゴリズムは、人間の をなくしたというのは 50 年前からの実例であ
アルゴリズムダイナミクスの軽視
判断や従来の分析手法の代替ではなく補足と る。）
しかし、さらに広い意味で考えると、コン
Googleは、検索結果とユーザーエクスペリエ 考えるべきだというものである。
ピューターシステムは、不確実な条件下で判断
ンスの改善のために検索エンジンを常に微調 『Superforcasting: The Art and Science of を行うという人間の特徴的能力を支援するだ
整し続けている。ところがGoogle Flu Trends Prediction』
（邦題：
『超予測力－不確実な時 けであって、これを置換するものではない。
は、検索単語と外部事象の関係が静的である 代の先を読む10カ条』
）の中で、著者フィリップ・ とはいうものの、人間とコンピューターとの協
ことを前提としていた。言い換えると、Google テトロック
（ダン・ガードナーとの共著）は、ビッ 力関係の性質は今後変化する可能性が高い。
Flu Trendsの予測モデルは、予測を可能にす グデータに基づくAIテクノロジーは、人間の判 テトロックは、おそらく将来よく目にすることに
るために、もはやモデルの標本にならないデー 断に取って代わることはできないと論じてい なるであろう、人間とコンピューターの協力関
＊
タを基準に校正されていたことになる。ロブ・ヒ る。彼は『ジェパディ！』で勝利したコンピュー 係の代表例として、
「フリースタイルチェス」
を
ンドマンの言葉を借りれば、未来は多分に過去 ターシステム
「Watson」の開発エンジニアチー 挙げている。
に似ているという原則に背いている。
ムリーダー、デービッド・フェルッチとの対談を 2005年に行われた
「フリースタイル」
チェストー
取り上げ、2つの質問を比較している。
ナメントについて、1996年にIBMのディープブ
ビッグデータの傲慢
ルーに負けたことで有名なグランドマスター、
米国疾病予防管理センター（CDC）のデータと 1. 過去10年で仕事を交換したロシアの政治 ガルリ・カスパロフが述べたコメントが、人間対
的指導者2人は誰か？
数百万の検索語の相関関係に基づき構築され
コンピューターの協力関係の相乗効果をよく示
たGoogle Flu Trendsは、ヒンドマンが提唱し 2. ロシアの政治的指導者2人は今後10年で している。カスパロフはこう述べている。
た予測可能性に関する4つの原則のうち、デー
「試合結果は驚きであった。勝利したのは、最先
仕事を交換するだろうか？
タの関係性の根底にある原因の理解という、ま
端コンピューターを武器にしたグランドマスター
ず最も重要な点を満たしていない。
テトロックは、1つ目の質問は多くのオンライン ではなく、3台のコンピューターを同時に使った
その結果、偶然による誤った相関関係が過剰 ドキュメントに電子記録されている過去の事実 二人のアメリカ人アマチュアチェスプレーヤーで
発生した（例えば、高校バスケットボールに関 であり、コンピューターアルゴリズムがパターン あったからだ。コンピューターをうまく操作し、
する用語など、インフルエンザには関連しない 認識手法を使って特定することができると指摘 形勢を実に深く見定めるよう
「コーチング」
した
が、CDCデータとは強い相関関係のある季節 し、一方2つ目の質問は、ウラジーミル・プーチ 技が、対戦者であるグランドマスター側の高度
的検索語など）24。デービッド・レーザーが述べ ンの腹積もりと、ドミートリー・メドヴェージェフ なチェスの知識と、相棒コンピューターの高い
ている通り、
「これはビッグデータが少数のケー の性格、原因となるロシア国内の政治情勢につ 計算処理能力を効果的に阻止したのである。
スに過剰適合＊するという警告であったはずで いて情報を基に推量しなければならない。フェ 「能力の劣る人間とマシン+優れたプロセス」
が、
ある25。」
ルッチは、不確実な条件でのこうした形の判断 「高度なコンピューター単独」を上回り、さらに
この点は、多岐にわたるデータサイエンスの中 をそもそもコンピューターアルゴリズムによって 注目すべきは、
「能力の高い人間とマシン+低質
心的問題であるのだが、一方でGoogle Flu 自動化できるのか疑問を呈している。
のプロセス」
をも凌駕したのである28。」

＊変数やノイズが多い、複雑すぎるモデルに結果が該当しすぎてしまうことを指す

＊人間とコンピューターが自由な組み合わせで戦うチェスの試合のこと
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三人寄れば

従って、人間とコンピューターの協力関係は、
不確実な条件下での予測力や判断力を高める
ための有力な手段ということになる。
そしてもう一つ、判断プロセスそのものを改善
する手段がある。これが、昨今関心が高まって
いる
「集団的知性」
のテーマである。この集団的
知性は、学際的研究分野の一つとして近年登
場した領域であるが、概念自体は数千年前から
存在する29。例えば、アリストテレスは、
「人々が
個々ではなく一体となって集う時、少数の有能
者をしのぐ可能性がある」
と書いている30。端的
に言えば、複数の個人が持つ断片的情報を一
つに集めることができる集団は、集団内のどの
個人よりも精度の高い判断や予測を導き出す
ことができる。比喩的に言えば、賢い集団は、
集団内の最も賢い人よりも賢くなれる31。
集団的知性について初期の頃の有名な代表者
に、回帰分析の考案者であるフランシス・ゴルト
ンがいる32。ビクトリア朝時代の英国、ゴルトン
は地方の家畜品評会で数百人が牡牛の体重当
てコンテストに参加しているのを目にする。ゴル
トンは、参加者の回答がすべて外れだと予想
し、まさにその通りであった。群衆の中にいた本
物の専門家でさえ、1,198ポンドを正確に言い
当てられなかった。ところが、素人と専門家の
区別なく回答の平均をとったところ、ほぼ正確
な1,197ポンドであった33。
もう一つ、予測を集約する仕組みに予測市場＊
がある。予測市場のロジックは、市場メカニズ
ムの主機能は単に売り買いを円滑化すること
ではなく、各個人から得た情報集約することだ
とした経済学者、フリードリヒ・ハイエクの考え
方を反映したものである34。例えば、ハリウッド
証券取引所は、模擬通貨を使って、俳優や映画
監督、映画の
「株」
や映画関連オプションを売買
するオンライン予測市場である。毎年のアカデ
ミー賞受賞者を予想し、予想が当たる確度は

92%と公表されている。
もっとビジネス寄りの事例には、カリフォルニア
工科大学とヒューレット・パッカード
（HP）の合
同 研 究チーム が 開 発した「 I n f o r m a t i o n
Aggregation Mechanism（IAM）」がある。
IAMの開発目的は、
「個人の意向や直感の中に
存在する個々の小さな関連情報」を集約するこ
とによって売上を予測することである。HPの複
数の事業部門がIAMを実際に使ったところ、研
究チームは「IAMの市場予測が常にHPの社内
公式予測を上回った」
と報告した35。
もちろん、金融市場と同様、予測市場の世界に
絶対確実の文字はない。例えば、経済学者の
ジャスティン・ウォルファーズとその他二人の共
著者は、Googleの予測市場に存在する複数
の先入観を指摘し、
「Googleの株価が上がる
と、その日の楽観的先入観が顕著になる」
こと
や、
「数フィート内にいる」従業員同士の予測に
高い相関関係が認められることを突き止めて
いる36。
集団的知性手法の一つであるデルファイ法は、
集団による検討プロセスの精緻化を試みるも
のである。各個人が持つ情報を集約する利点
と、賢明な集団が検討する際の学びの特徴を
同時に活かせるよう設計されている37。

ランド研究所が冷戦時代に軍事活動予測のた
めに開発したこのデルファイ法では、反復的検
討プロセスによってグループメンバーが一つの
予測点へと収束される。1回目は、グループメン
バーに匿名で各自の予測を出してもらう。2回目
以降毎回、それぞれが改めて検討し、前回予測
の四分位数間範囲（データの25～75%の範囲）
に入る修正予測を出さなければならない。この
プロセスを、グループメンバー全員が一つの予
測点に収束されるまで繰り返す。この方法論は、
産業、政治、医療関連向けのアプリケーション

＊将来事象に関する大衆の意見を先物市場のメカニズムを用いて予測するシステムを指す
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にも有効な手法として取り入れられている。
手短に言えば、系統だったチームの
「英知」
を活
用することによって、判断や予測の精度を改善
できるということである38。それでは集約される
前の個々の予測の改善についてはどうであろう
か。
フィリップ・テトロックが共同責任者を務めた
「Good Judgment Project（GJP：優れた判断
力プロジェクト）」は、個人の予測能力の改善
は、価値ある実用的な試みであることを示唆し
ている。米国インテリジェンス・コミュニティの
一つであるIARPA（Intelligence Advanced
Research Projects Activity：インテリジェン
ス高等研究計画活動）から資金提供を受け
2011年に実施されたこのプロジェクトは、例
えば
「ギリシャが2016年にEUを離脱するか」
と
いった中期的な不測の事態のインテリジェンス
予測の精度向上を狙いとしていた39。
テトロックらのチーム所見は次の3 点である。
（a）一部の人は、常に平均を上回る予測能力を
発揮する、
（b）そうした人は特定可能な心理的
特性によって特徴付けることができる、
（c）教育
や練習によって人の予測能力は高められる。最
後の点について、テトロックは、GJP の短いト
レーニングブックの内容をマスターするだけで
も個人の予測精度がおおよそ10%改善できた
と報告している40。

GJPでは、毎年上位 2%の予測者を選定する。

報告によれば、通称「超予測者」と呼ばれるこ
の該当者は、機密情報にアクセスできる情報士
官よりも予測精度が30%高い。こうした超予測
者の最も重要な特徴はおそらく、問題に対処す
る際に、まず「外側からの視点」で考えてから
「内側の視点」へと進む傾向がある点であろう。
その反対に、予測ビギナーの傾向は「内側の視
点」が先である。
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例えば、あるコンサルティングプロジェクトの所
要期間を予測するとする。内側からの視点の場
合は、未解決のワークストリームや作業を挙げ、
それぞれの作業の所要時間を予測して合計す
る。それと対照的に外側からの視点の場合は、
まず参考となる過去の類似プロジェクト群を定
め、その平均所要期間をベースシナリオとして
用いる。その後、今回のプロジェクトと過去のプ
ロジェクトの具体的特徴を比較しながら予測を
精緻化する41。

テトロックは、確かなデータを基に参考群の基
準率を導き出す傾向のほかに、超予測者にはい
くつか共通する心理的特徴があることを突き止
めている。

このプロジェクトは米国インテリジェンス・コ
ミュニティが支援しているが、
（1）正確な予測を
行うための人材を体系的に識別し、トレーニン
グする、
（2）その該当者から成るグループの見
解を集約することによって集団的予測の精度を
高められる、という2つの原則は、従業員の採
用、M&A、戦略的予測、リスク管理、保険契約
の引き受けといったビジネス分野にも応用可
能である。GJPをはじめ、予測・集団的知性手
法の進展は、多くの状況において、価値ある情
報はデータウェアハウスの中だけでなく、専門
家集団（ことによれば情報に通じた一般人集団
も）の頭脳にある断片的知識の中にも存在する
ことを思い出させてくれる42。

価値ある情報は
データウェアハウスの中
だけでなく、専門家集団
（ことによれば情報に通じた
一般人集団も）の頭脳にある
断片的知識の中にも
存在する

1. 運命や宿命を信じる傾向が一般より低い。

確率論・蓋然論的事象を信じる傾向が高い。

2. 偏見がなく、新しい事実を踏まえて考え方

を変えることをいとわない。独善的、理想
主義的信念に執着しない。

3. 平均を上回る（必ずしも極めて高い必要は

ない）一般的知能と流動性知能＊を備えて
いる。

4. 自分の予測に対して謙虚であり、新しい事実
を踏まえて予測を変えることをいとわない。

5. 数学的能力が必ずしも高いわけではない
が、数字や、不確実なシナリオの確度を見
積もるという発想に慣れている。

＊暗記力や集中力など新しいことの学習や、新しい環境に適応するために必要な問題解決能力を指す
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総括
予測モデルやその他のAIアプリケーションは、
ルーティン作業の一部を自動化することはでき
る。しかし、近い将来に人間の判断がアルゴリ
ズムに取って代わられる可能性は極めて低い。
それよりも、データサイエンスと心理科学の両
方を駆使することで人間の判断から先入観を
取り除き、精度を高める方が現実的である。
データが有り余るほどあり、世界の中の該当項
目がそれほど急速に変化しないのであれば、統
計的手法に頼るのが妥当である。手に入るデー
タが少ない、またはまったくない場合は、集団
的知性やその他心理的手法を用いることによっ
て、専門家の判断能力を最大限引き出すことが
できる。例えば、Googleは、ビッグデータとAI
の上に成り立っている企業であるが、
「集団の
英知」
やその他統計的手法によって従業員の採
用判断の精度を高めている。同社の哲学は、
「人間の意思決定者を
（取って代わるのではな
く）補完する」
である43。

クラウド上の大量データを活用した事例が増え
続けている。
「スマートな」AIアプリケーション
は、ルーティン作業を自動化し、その結果、人間
の専門家は、専門的判断や、社会的受容や共
感といった認知以外の能力を必要とする作業
に専念できるようになる。例えば、深層学習型
モデルは医学画像診断の一部を自動化できる
可能性があり、そうすれば医療従事者は時間や
労力をより判断の困難な医学的問題や、治療
法をめぐる重大な問題に振り向けることがで
き、患者に寄り添った診療が可能になる。同様
に、保険会社も深層学習型モデルによって、事
故車両の修理費用見積もりを自動化でき、その
分、保険査定担当者には、複雑な保険請求に
対処し、実情に即した顧客サービスを行う時間
的余裕が生まれる。

この先も人間の判断は、データサイエンスやAI
を活用した製品や心理学的手法によって、位置
付けが変わり、補完され、一層強化され続ける
であろう。そうは言っても、近い将来に人間が蚊
帳の外に追いやられることはない。少なくとも、
それが我々の予測だ。

著者
ジェイムズ・ガッサーザ (James Guszcza)
Deloitte Consulting LLPにおいて米国チーフデータサイエンティストを務める。

ニキール・マディラーラ (Nikhil Maddirala）
Monitor Deloitteにおいて戦略・オペレーションに関するビジネスアナリストを務める。
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日本のコンサルタントの見解

AI（人工知能）については、最近雑誌やTVなど
のメディアでも特集を組まれて取り上げられる
ことが増え、世間的にも関心が高まっている。
上場企業3,635社を対象とした調査において、
AI の導入を検討していると回答した企業が
31%に上るなど、ビジネスへの導入に前向きな
企業は増えてきている1。その一方で、いざ実際
のビジネスへの導入となると、自動運転などの
限られた領域を除けば、果たしてどこから検討
すべきかよく分からないといった向きが多いの
も事実である。

人工知能に出来ること・出来ない事
混乱を招いている原因の一つに、
「AIに何を期
待するのか」という点に対する理解の不足があ
る。人工知能については、人と同等の一般的な
認識・判断能力を備え、人間を置き換えるような
「強いAI」を目指す立場と、人間・機械それぞれ
の得意不得意を踏まえ、人間の判断を補完する
ような「弱いAI」を目指す立場とがある。
「強い
AI」の立場からは、リアル店舗の店員をロボット
に置き換えるといったイメージが想起され、
「AI
が人間の仕事を奪う」といった議論につながり
やすい。
しかしながら現実的にはAIテクノロジーはまだ
まだ発展途上にあり、画像認識・情報処理など
の特定の機能において人間の能力を超える部
分があったとしても、人間に完全に置き換える
ような
「強いAI」
を生み出すには至っていない。
現段階では、ビジネスにおけるAIの活用を考え
る場合には、あくまでも
「弱いAI」
を前提に、人間
を補完するテクノロジーとして考える必要があ
り、本レポートもそのような立場に立っている。

ビジネスにおいても、定型的であったとしても
経営判断のためにリアルタイムな情報が求め
られるような領域において、AIの実力は発揮さ
れる。
例えば、膨大な顧客の声（VoC）データを手作
ポイント１：
「機械に任せるべき業務・タスク」の 業で分析してリアルタイムに報告することは、
特定
膨大な人的リソースがいない限り、現実的では
第1のポイントとしては、
「機械に任せた方が生 ない。このようなタスクは、機械がVoCテキスト
産的な業務・タスク」を特定することが重要に データを分析、意味解釈した上で分類し、人間
なる。テクノロジーの発展によって、AIの「視て がそこからの示唆をまとめる、といったオペ
理解する」
「聴いて理解する」能力は飛躍的に発 レーションにすることが可能であり、それによっ
展しているが、現時点ではノイズ除去やパター てよりリアルタイムなレポーティングが実現す
ンのトレーニングなどに人手を介したチューニ る。市場の変化が加速化し、１ヶ月前のレポー
ングが必要であり、ある程度コストがかかるこ トですら古いと言われるような状況の中で、こ
とも事実である。AIを導入するとしても、機械に のようなリアルタイム性は経営意思決定のス
任せることが可能で、かつ、投資対効果が高い ピード化のためにも非常に重要になる。
タスクを特定する必要がある。
また、ビジネスの現場においては、社員や工数
機械の特徴は、人と異なり疲れることなく、大 の制約から十分なデータ分析を実施できてい
量のデータを速いスピードで、かつ、反復的に ないようなケースも多く存在している。
処理ができるところにある。AIの導入において 例えば、サプライチェーンにおける需要予測と
は、AIが持つ高い認識能力を活かしつつ、機械 在庫計画策定といった場面では、大量な関連
化のメリットが生かせる領域を探すことになる。 データを収集し、トレンドを解析した上で最適化
したがってある程度の認識能力・判断が求めら された計画を策定することは手作業では困難で
れつつも、高いリアルタイム性が求められるタ あることから、重点商品に絞った対応をしてい
スクや、データ処理量が多く人間では十分に対 るケースも多い。しかしながら、市場の多様化・
応できないタスクなどが、AI導入におけるター ロングテール化が進み取扱品目も急激に増加
ゲットとなる。
している中で、一部の品目に絞った対応では十
分に対応できなくなっている場面も増えている。
例えば、日本経済新聞社では企業決算の速報 このような複雑化したサプライチェーンの管理
ニュースを流すのにAIを活用し始めている2。人 においても、機械が分析・計画素案を策定して、
間の記者が3本書く間に、AIは70本の記事を書く 人間が最終決定（意思入れ）をするといったオ
ことができる。記事内容の品質では人間に軍配 ペレーションによって、より粒度の細かいマネジ
が上がるものの、分量ではAIが圧倒的に早い3。 メントが可能になる。
ビジネスにおけるAI活用に向けた検討ポイント
ビジネスシーンにおいて、人間を補完するテク
ノロジーとしてAIを活用するためには大きく３
つのポイントについて検討する必要がある。

1 東洋経済オンライン 「会社四季報調査で判明､AIの導入･検討企業」http://toyokeizai.net/articles/-/149949
2 日本経済新聞社 「AIを活用した決算サマリー配信スタート」http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/news/release_20170125_01.pdf
3 日経ビジネスオンライン、
「AI記者に生身の記者が勝負を挑んでみた」http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/221102/020200404/
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ポイント２：
「人間と機械の協働モデル」の構築
第２の検討ポイントとしては、企業において
「人
間と機械の協働モデル」を設計することも重要
となる。
「AIによって人間が淘汰される」といっ
た主張にもあるように、AIの導入によって仕事
を奪われる、という懸念を示す人がいるのも事
実である。
米金融のゴールドマン・サックス社では、2000
年には600名いたトレーダーが、
「自動株取引
プログラム」の導入によって、2017年には2名
になった4。このように極端な例は別にしても機
械化によって効率化が進むと、既存の組織の縮
小が進行する。しかし、一方で上記のゴールド
マン・サックス社では、数百名単位でのコン
ピュータエンジニアが採用されており、その観
点からは単純な組織縮小ではなく、求められる
スキルセットのシフトが発生しているとも言え
る。AIの導入においては、プロセスにおいて人
が価値を生んでいるポイントを明確化して、再
配置をしていくことが重要になる。

このような人間の役割の整理は、特に、人間と
AIが連携しつつ業務を実施する業務（部分自動
化する領域）において重要となる。
「人間＋機
械」
で業務を実施するためには、業務プロセス
全体の見直しが必要となる。このためには、現
状の業務オペレーションをタスクレベルに分解
し、人間と機械の機能分解点を明確化すること
が第1歩となる。その上で、
「機械が選択肢を提
示する」、
「重要な事項については人が判断す
る」
といった分業モデルを設定し、人間が果たす
べき役割を明確化することが必要となる。また、
プロセスフローの全体のバランスも確認し、人
間が実施するタスクがボトルネックにならない
ように全体設計することもまた必要である。
こうした
「人間＋機械」
の業務プロセスにおいて
は、
「機械」側のアウトプットの分かりやすさも
重要になる。AIが処理した結果だけを提示する
のではなく、人間の思考ステップに合ったイン
ターフェース設計や、その判断の前提や関連す
る周辺データもグラフィカルに提示するなどの
プレゼンテーション面の工夫も重要である。
加えて「人間」側の意識改革も重要になる。い

わゆるKKD（経験・勘・度胸）での業務から、AI
と協働したデータドリブンでの業務に切り替え
るためには、
「必ず当たる」ではなく
「外れる可
能性を低くする」
といった統計的マインドを持っ
た意思決定を現場に定着させることも重要に
なる。このような細かなチューニングが、業務に
おけるAI導入の成功の鍵となる。

ポイント３：
「利用可能なデータ」の確保
最後に、第3の検討ポイントとしては「意味のあ
るデータ」
を十分に取得できるか、という点も非
常に重要になる。AIによるパターン認識のため
には、質の良いインプットデータが大量に必要
である。
自社が保有しているデータで不足する場合に
は、市場などのオープンデータを活用するだけ
でなく、ベンダーなどのビジネスパートナーや
場合によっては異業種や競合との連携による
データ取得など、能動的な施策も視野に入れ
る必要がある。
そのためには、自社データをむやみに囲い込む
のではなく、一定程度開放しつつ、互恵的に
データを流通させるような取組も、今後広がる
ことが想定される。

まとめ
現在、事業のスピード化や多様化が急速に進展
する中で、先端テクノロジーを活用したオペ
レーションの高度化は企業経営の死命を決す
るテーマとなっている。先進的企業においては
既にAI の導入が徐々に始まっている中で、今
後、人間を補完するテクノロジーとしてのAIの
活用は重要なテーマとなると想定される。
一方で高度なAIを採用せずとも、機械化の恩恵
を受けられる業務タスクは少なくない。自社に
とっての活用モデルを特定するためには、先ず
はRPA5などによって機械化がし易い反復的な
事務作業などを自動化しつつ、段階的にAIによ
る高度な処理を増やしていくといった導入方法
も有効であろう。いかに早く、自社の競争力に
つながる本質的な業務を特定し、デジタルテク
ノロジーを活用しつつ強化のためのアクション
を取れるか、各企業におけるデジタルトランス
フォーメーションの力が今問われている。

著者

長谷川 晃一

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

外務省及び日系メーカー関連会社を経て現
職。電機メーカー・ITにおける事業戦略・業務
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4 MIT Technology Review, “As Goldman Embraces Automation, Even the Masters of the Universe Are Threatened” https://www.technologyreview.com/
s/603431/as-goldman-embraces-automation-even-the-masters-of-the-universe-are-threatened/
5 ロボティック・プロセス・オートメーション。工場でロボットが組立やパッケージングをするように、例えば人事や経理財務などの業務領域で、ヒトの動きを真似て各種アプリケーショ
ンを操作するソフトウェアを指す。https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/ﬁnance/solutions/cfos/robotic-process-automation.html
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