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コグニティブテクノロジー時代の
働き方改革
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日本語訳発刊にあたり

コグニティブテクノロジーという潮流
数年前まで予想もされなかった自動車の自動運転が現実のものとなりつ
つある一方で、コンピューターが誕生して以来人間の夢であった「考えるコン
ピューター
（ＡＩ）
」はまだ実現していません。後者の探求から生まれて前者を可
能にしたのが、本稿で取り上げられているコグニティブテクノロジーです。具
体的には、機械学習、視覚、音声認識、自然言語処理、ロボティクスなどが含ま
れています。これらの中には人間の労働自体を代替するものもありますが、人
間の持つユニークな能力を補完する力を持つものもあります。そうしたテクノ
ロジーを利用した自動化はコスト削減をもたらす一方で、従業員のモラルを下
げ重要な顧客との関係を悪化させるリスクも持っています。本稿においてデ
ロイトの専門家たちは、クライアント企業がコグニティブテクノロジーを採用
するにあたって参照するべきいくつかのフレームワークを提示し、経営者がコ
グニティブテクノロジーの適用戦略を持つことの重要性を訴えています。
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｢AI｣ の研究者は従来、人間にしかできないと考えられてきたタスクをコンピューターで実現させる技術
開発を重ねてきた。具体的には、ゲームをする、顔や話し方で感情を識別する、不確定な状況で判断を下
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す、学習する、言語を翻訳するなどのタスクである。本レポートでは
「AI」そのものと、AIが基礎技術となる
「コグニティブテクノロジー」を明確に区別している。コグニティブテクノロジーは一般的に、機械学習、コ
ンピューター・ビジョン、音声認識、自然言語処理、ロボット工学に使用されている1。
今後3〜5年間において、コグニティブテクノロジーの進化は働き方や労働者、組織に対して多大な影響
をもたらすと考えられている。同技術は人間を多くの作業から解放する潜在能力を持つ。業務を再設計す
ることで労働者に新たな可能性を与え、企業と顧客に対して更なる価値を提供できるという潜在性を秘め
る。企業経営者にとって、本稿に記述する
「自動化に向けた4つのアプローチ」
、及び「コストと価値戦略」の
知識は必要不可欠となるだろう。また、コグニティブテクノロジーの時代には、人材育成における「クリエ
イティビティ」
と
「感情知性（EQ）
」が重要となるであろう。

相反する見解

コ

グニティブテクノロジーが雇用に及ぼす影響について、世論を喚起するような議論が活発化してい

る。例えば、
「新たなテクノロジーは生産性を高め、豊かさを創出し、経済成長を加速させ、新しいス

キルを持つ労働者の雇用を創出する可能性を秘める」という考えを基に、過去にも技術革新から恩恵を受

けてきた歴史と同様、今後も人間は利益を享受できるという肯定的な見解がある。その一方で、人間から
職を奪って大量の失業者を生むという否定的な見解もある。
最近、この否定的な見解に対して、オックスフォード大学の研究者が分析結果を発表して大きな話題を
集めた。その報告書によると今後10~20年間で、米国における労働者の４７パーセントがコンピューター

コグニティブテクノロジーとは

やテクノロジーによって職を奪われる危機に瀕することが予測されている2。世界的なIT分野の調査を行っ
ているGartnerグループも同様に
「2025年までにソフトウェアまたはロボットが全職業の3分の1を代替す
るようになる」3との見解を示している。同社のアナリスト3名は毎年、年初に発表する「戦略的策定におけ

人

工知能（AI=

artificial intelligence、以降「AI」）分野の急速
な進化が社会に与える影響に関して、
『「AI｣ は経済成長の

る仮説事項（Strategic

「2030年までに、AI搭載のマシンが現存す
Planning Assumption）」において、

る職業の90パーセントを奪うと予測される」4という厳しい分析を示している。

原動力であり、生活水準の向上を実現する大きなチャンス

しかしながら、全ての有識者はコグニティブテクノロジーが人間から職を奪う未来を危惧しているわけ

である』という肯定的な意見がある。一方で、
「ロボット兵器の誕生｣や

ではない。マサチューセッツ工科大学に所属する著名なエコノミストであり、テクノロジーと雇用の相互作

｢技術職者の大量失業｣、｢人間の生命を脅かす」
といった辛辣な見方も
存在している。極端な予想はいくらなんでも過剰反応と思われる反
面、｢AI｣ 分野の産物である「コグニティブテクノロジー」は日々存在感
を増している。それは企業にとって、ビジネス優位性を確立するため
の新たなソースとなり、個人レベルでも仕事とプライベートの両方に
不可欠な存在となりつつある。

用に関する研究分野の権威であるデイヴィッド・オーター教授は、機械が人間の作業を代替する予測は大
げさであるとの見解を示し、同氏の論文において次のように示している。
「機械が人間の仕事、特に常識や
順応性、創造力を要する業務を行うには、まだ非常に多くの課題が残されている。」また、人間と機械の密
接な補完関係がもたらす「生産性の向上、収益の増加、スキルを持つ作業者に対する需要増加」が看過さ
れている点も指摘している5。ロボット工学研究分野において、先進的な企業を２社創設したロドニー・ブ
ルックス氏は、ロボット工学に代表されるコグニティブテクノロジーに対して「ロボットは本来、人間が回避
６
すべき不毛な仕事を排除するものであり、職を奪う存在ではない。」
とし、適切な理解を持つようにと提言

している。
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われわれは、コグニティブテクノロジーのもたらす将来について楽観的な見方をしている。だが、現実

｢製品｣ に対するコグニティブテクノロジーの適用が労働者に及ぼす影響は以下の3つのレベルに分類

的にはその進化は特定領域に限定されており、全ての業務プロセスを自動化した事例は皆無に等しく、近

される。
「影響無し」
（例：ロボット玩具や自動制御のサーモスタットなど）
、
「影響は小さい」
（例：掃除ロボッ

い将来に実用化される目途も立っていない。そこで現実味を帯びているのは、今後3~5年以内にコグニ

トの使用による家事時間短縮など）
、または「重大な影響有り」である。現在、採掘トラックや電車の自動運

ティブテクノロジーによる業務の「一部」が自動化されるという予測である。例えば、現在、航空機や先進

転による無人化が進んでおり、同様にタクシーやトラックの運転も自動化する試みが続いている8。将来的

技術を扱う工場では自律化したスマート・マシンが活用されているが、近い将来には知識労働者であって

には、レンガを積む作業9やタイル貼り10も自動化される日が訪れるであろう。次のトピックでは、コグニ

もスマート・マシンと協業せざるを得ないと予測される。企業経営者が来たるべき未来に備えるには、コ

ティブテクノロジーの業務プロセスへの影響を紹介する。

グニティブテクノロジーが働き方や労働者、または組織に及ぼす影響に関して、より深い理解を進めるこ
とが極めて重要である。

組織の業務に影響を及ぼす自動化
｢プロセス｣に対するコグニティブテクノロジーの適用は、業務プロセスの強化、拡張、または自動化が

コグニティブテクノロジーと業務の自動化

ある。例えば、
「高精度OCR機能を用いたデータ入力の自動化」
、
「計画・最適化アルゴリズムを活用した

本

稿を執筆するにあたり、著者たちは他のデロイトメンバーと100を超えるコグニティブテクノロジー

スケジュールの自動化」
、
「自動応答技術を活用したカスタマーサービスの自動化」
、
「自然言語処理」
、
「質

の適用方法についての分析を行った。その結果、これらの適用方法は「製品」
、
「プロセス」
、
「インサ

問応答システム」などが実用化されている。これらの適用事例では、業務の一部もしくは全てを自動化す

イト
（洞察）
」の3つのカテゴリーに分類され、働き方と労働者に及ぼす影響は、分類ごとに明確な違いが存

るため、現場に直接的な影響を与えている。次トピックで述べるように、場合によっては自動化が組織内で

在するとした
（図1参照）7。

の進捗阻害要因となり、期待通りの結果をもたらさない場合もある。

最新のコグニティブテクノロジーを製品に実装した例としては、
「インテリジェントな動き」
、
「自然なイン
ターフェース
（会話・視覚面）
」
、
「自動化」がある。

インサイト
（洞察）の自動化
｢インサイト｣に対するコグニティブテクノロジーの適用により、パターンの認識、予測及び生産性改善

図1 コグニティブテクノロジー適用方法の3分類

のためのアクションが可能となる。例えばIntelで活用されている機械学習機能は、営業活動における見込
み客の優先度分析やその提案内容を提示する11。また自動化機能を担う適用事例も存在しており、例えば
特定の状況下では人間の判断に依存せず、機械が次のアクションを提案する。他のアプリケーションでは、
意思決定プロセスを自動化するのではなく
「改善」することを目的とし、前例のない分析を提示することも
可能である。また機械学習機能をコンピューター・ビジョンや言語処理といったさまざまなコグニティブテ

製品

クノロジーと合わせる適用事例もある。例えば、あるスタートアップ企業はコンピューター・ビジョンと機

インサイト

械学習アルゴリズムを組み合わせ、遠隔撮影した駐車場の混雑状況から、小売店の売上を分析することを
可能にした12。
適用方法

パターン
特定・予測

内部
プロセスの
自動化

製品や
サービスの
向上

自動化がもたらす予期せぬ結果
数百年の歴史を持つ自動化研究ではあるが、研究対象は製造業（インダストリアル・オートメーション）
、

プロセス

航空産業、オフィス業務等であった13。コグニティブテクノロジーの進化が進む現在では、自動化領域が
拡大の一途をたどり、人間の知覚や認知機能など新たな領域まで研究が進んでいる。自動化自体の価値
は疑う余地がないが、長年の調査結果を見ても、その導入は必ずしも期待される結果をもたらしておら
ず、かえって予測していない結果を引き起こす場合がある。今後、事業やテクノロジーを先導する経営者

挿画：デロイト･ユニバーシティ･プレス｜
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がコグニティブテクノロジーに取り組むならば、過去の失敗から多くを学ぶ必要がある。

7

人間に起因する欠陥の軽減を目的として自動化を活用することは、全ての利害関係者にとって適切な施

図2 人間が行う情報処理の4ステージモデル

策に思える。しかし、自動化システム自体も完全には欠陥を免れ得ない。また自動化できないタスクを人
的作業で補う場合にも、問題を起こす可能性がある。一例として、人間が自動化プロセスの監視業務を行
うと、エラーや異常を見過ごしやすいことが判明している。研究では、人間がほとんど変化の見られない
対象を長時間監視する場合、作業者のモチベーションに関わらず、30分以上集中を持続させるのは不可
能だと考えられている14。
また、人間のスキルを維持するには、定期的なトレーニングが不可欠である。それを怠ると、以前、パイ
ロットの知識不足で航空機の自動運転を適切に制御できなかったように、時として大惨事を招きかねない15。
人間のスキル低下に加え、必要以上に自動化が進むか、不完全な自動化設計が行われた場合は、人間の
注意力とパフォーマンス低下を招く可能性があると考えられている。運転を例にとると、オートクルーズの

情報取得

情報分析

ような「過保護」ともいえる自動化機能が普及すると、特に未熟なドライバーの注意力が散漫し、緊急ブ
レーキを踏む動作が遅れることが報告されている16。他にも自動化システムは、
（悪い上司のように）従業
員のモチベーションを低下させ、疎外感を生み、満足感や生産性、革新性を妨げるという研究結果が発表
されている17。
テクノロジー分野の評論家であるニコラス・カー氏は、自動化戦略に関して次のように主張している。
「よく練られていない自動化戦略は、効率化や安全性にむしろマイナスの影響を与える。そのような戦略

行動実行

は、人間のアイデンティティや自尊心まで損なう危険性を持つ。」18

意思決定・行動選定

組織が直面する自動化の選択
研究者たちは自動化が行われた場合の潜在的課題を特定した上で、自動化すべきシステム機能やその
度合いを客観的に検証してきた。この潜在的な市場ニーズに応えるため、パラスラマンおよび共同研究
者たちは、自動化に向けた選択肢を分析するフレームワークを開発した。同フレームワークでは、自動化
を4つに分類している
（図2参照）
。

1）情報取得

出典：パラスラマン 他
挿画：デロイト･ユニバーシティ･プレス｜DUPress.com

2）情報分析
3）意思決定・行動選定
4）行動実行
適用される自動化レベルは
「完全手動〜完全自動」
といった度合いに応じて分類される
（図3参照）19。

人材のテクノロジーモデル
われわれは、自動化設計に対する学術的な研究に加え、自動化の影響を受ける労働者の視点を強調し、

著者たちは、自動化設計には、まず想定される個人パフォーマンスに対する影響を予測し、次に自動化

特定の自動化を選択した場合の影響を評価できるフレームワークを提示している。近年のコグニティブテ

業務に対する信頼性、また自動化に伴ったコスト変化も検証すべきだとしている。これは自動化の研究に

クノロジーが、創造性や知的作業に与える影響を考慮すると、特に企業経営者にとって本フレームワーク

おいて広く知られているアプローチであり、自動化設計における判断のガイドの一つとなっている20。

は有効と思われる。
自動化が労働者とその業務に与える影響を分析し、自動化への主要な4アプローチを（図4）を概説して
いる。
どの自動化アプローチを採用するかは必ずしも、業務の種類や自動化に用いるテクノロジーに応じて決
定されるものではない。最終判断を行うのはシステム設計者、また、より重要性が高いのは経営者や戦略
部門である。自動化における4つの選択事例として、
「翻訳者」という職業と、｢機械翻訳｣というコグニティ
ブテクノロジーについて考えてみたい。4つの選択肢では、それぞれが翻訳テクノロジーを異なる形で応
用しており、結果的に人間の翻訳者へもそれぞれ異なるレベルの影響を及ぼすとしている。
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図3 意思決定と行動選択に対する自動化レベル

図4 自動化に向けた4つのアプローチ
アプローチの種類:

高レベル

コンピューターが全てを判断し、
自律的に行動するため、
人間の介在が不要となる。

置き換え

自動化の対象:

全て

アプローチの種類:

細分化／自動化

コンピューターが必要と判断した場合のみ、
人的判断を仰ぐ

自動化の対象:

可能な限り多くの作業

人間が必要と判断した場合のみ、人的判断を仰ぐ

自動実行の一定時間を経て、人的判断を仰ぐ

一定時間内であれば、
自動実行の拒否権限が
人間に付与される

低レベル

人的承認に応じて実行される

最適な代替案を出す

選択肢を数個に絞り込む

判断や行動を仰ぐために、全ての代替案を出す

コンピューター支援は行われず、
全て人的判断や行動に依存する

出典：パラスラマン 他
挿画：デロイト･ユニバーシティ･プレス｜DUPress.com

アプローチの種類:

解放

自動化の対象:

単調なあるいは
危険な作業

アプローチの種類:

強化

自動化の対象:

「置き換え」アプローチが進化すれば、翻訳者が従来行ってきた技術マニュアル翻訳などの仕事は必要

従来実現されていなかった
作業

性が薄れ、翻訳者も不要となる。
「細分化／自動化」アプローチを活用すれば、多くの一次翻訳作業は機
械翻訳が担う。一方、現時点では機械翻訳の精度が高くないため、プロの翻訳者がポストエディット（後編
集）と呼ばれる修正作業を行い、翻訳業務を完了する。プロの翻訳者にとって同作業は単なる「雑務｣とも

挿画：デロイト･ユニバーシティ･プレス｜DUPress.com

考えられ、翻訳者のスキル低下にもつながる作業である21。
「解放」アプローチでは、付加価値の低い単調
作業を自動化することで、高いスキルを持つ翻訳者はマーケティング資料のような高品質が求められる作
業に集中する。最後の「強化」アプローチでは、翻訳者が自動翻訳ツールを活用して作業スピードや精度
を改善する。例えばツールを活用して、翻訳対象の一文に複数訳例を表示させ、翻訳者が最適な訳文を
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判断するという形である。同アプローチでは生産性・品質向上が実現すると同時に、翻訳者が主体的に創
造プロセスと定性的判断を行うことを可能にしている。

労働者と機械の価値を最大化する
このアプローチでは、
テクノロジーを使って、従来人間が主体的に行っていた業務
を自動化する。

置き換え

一例として、銀行の窓口業務はATMに代替され、
コールセンターのスタッフ対応
は双方向音声応答システムに置き換えられる。

このアプローチは業務を細分化した上で、可能な限り多くの業務を自動化し、人間
は自動化不可能な業務、
また必要に応じて自動化された業務の管理を行う。例え
ば、従来は職人が行っていた作業を組立てラインで労働者が行うようになること、

細分化／自動化

または機械翻訳が一次的な翻訳作業を行い、
プロの翻訳者がそれを仕上げること
などは分かり易い手法である。

労

働者への影響やタスク分担を具体的に検討する場合、企業や組織は上記4つのアプローチを考慮

するだけでは不十分である。導入を的確に評価するには、企業がコスト戦略と価値戦略のどちらの

視点に立つかを明確にする必要がある。
・コスト戦略の視点とは、テクノロジーを活用することでコスト削減を達成するという考え方である。人
件費削減を目的とすることが多い。
・価値戦略の視点とは、テクノロジーを活用することで人間が行う業務を補完し、より高付加価値の業
務に労働者を配置するという考え方である。
４つの自動化アプローチを2つの戦略的視点から検証した場合、どのようなシナリオがあるかを以下で
概説している。

このアプローチでは労働者が敬遠する、
または高い能力を要さない作業をテクノ
ロジーが代替する。付加価値の低い作業を機械が代替することで、人間はより高

ト戦略の視点から評価すると財務的な効果は得やすいが、削減額には限界がある。一方、価値戦略の視点

い価値、
または知的作業においてスキルを発揮することが可能になる。AP通信社

から労働者の配置転換や職権拡大を検討すると、より大きな価値創出に繋がる可能性が高い。業務補完

では雛型が決まっている企業収益レポートの作成を自動化することで、記者がよ

解放

置き換え 企業が労働者を代替するために、認知機能を持つコンピューターシステムを導入する。コス

り深く掘り下げた記事に集中することを可能にした22。Barclays社では、
カスタマー
サービスに電話をかけてきた顧客を音声認識で識別する技術を利用している。同
技術導入によって、顧客は電話の待ち時間が減るとともに、
サービス担当者はより
個別のサービス提供に専念することが可能になる23。

に用途を限定するだけでなく、例えば作業スピードや品質などのパフォーマンス向上を目的として、認知
機能を導入するケースも考えられる。
細分化／自動化

労働を細分化した上で、部分的な自動化を実現して労働コストを削減するという考え

方は、コスト戦略アプローチである。しかし前述したように、同アプローチではクリエイティブ性の高い職
種や高度な専門職、または職人といった労働者の意欲を削ぎ、仕事を奪う可能性も持つ。同アプローチを
価値戦略の視点で捉えると、市場の新しいニーズを満たす低コスト製品を提供する手法として評価でき
る。例えば翻訳会社が自動翻訳ツールを活用し、品質によって価格が異なる複数のサービスを提供すると

このアプローチは、
テクノロジーが労働者のスキルを補完し、
業務効率を改善させ
る考え方に基づいている。特定の業務を補完するために設計されれば、
労働者は高
いレベルで機械を操作することが可能になる。例えば、
IBM Watson for Oncology

強化

いった事例が考えられる。低価格サービスの場合、最終チェック者が多くの経験を積んだ作業者である必
要はない。

は、がんの治療方法を医師に助言し、エビデンスや選択肢別の信頼スコアを表示

解放 このアプローチは人員削減に対してより効果を上げるため、コスト戦略の視点として非常に評価

することで、医師がより豊富な情報に基づいた最終判断を行うことを可能にして

が高い。コールセンター業務であれば、顧客とのファーストコンタクトを自動化することで人員削減が可

いる24。他の事例では、Verdande

能となる。また、価値戦略の視点でも、より高付加価値業務への人員再配置や集約などが考えられる。例

Technology社が開発したシナリオベースの推

論システムがある。同システムでは、石油や天然ガスを採掘するエンジニアが問
題に直面した場合、別の油田やガス田で発生した類似事例を自動的に検出するこ
とで、原因の特定とソリューション提案を行う25。

えば、自動エンジニア配置システムの導入により、香港の地下鉄システムを担当する専門家クラスの上級
技術者は週二日分の労働時間を代替可能な他者にアサインして、余った時間を打ち合わせや、交渉を要
する高度な問題解決作業に充てている26。
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強化 コスト戦略の視点から検証すると、認知機能を利用することでスキルの低い労働者の能力を強
化し、スキルの高い労働者の業務を代替することができる。価値戦略の視点に立つと、スキルの低い労働
者のスキル強化や向上を目的としたトレーニングシステムの導入などが考えられる。トレーニングを実施
することで、スキルの高い労働者のパフォーマンスを更に強化することも可能である。
認知技術を用いた自動化が労働者の業務を補完する技術であっても、導入において彼らの抵抗を受け
る可能性がある。先に挙げたIntel社の導入事例が良い例だ。同社は営業の生産性向上を目的として、認
知技術を用いたシステムを開発した。システムの学習機能を利用して顧客を自動的に識別し、提案すべき
製品候補を営業スタッフにアドバイスする。営業チームでは当初、システムによるアドバイスを拒むメン
バーがいた。この反応は恐らく、自らのセールスマンシップが機械に従属するように感じられ不快だったか
らだと考えられる。しかし最初にアドバイスを受け入れ、システムを活用した営業員の成績が劇的に向上し
たため、残りのメンバーも一気に追随した27。営業職の主業務が顧客との関係構築や維持であるとすれ
ば、顧客への電話に優先順位を付けたり、製品提案についてアドバイスする機能に、若干の自動化を取り
入れることはテクノロジーによる
「強化」
と考えてよいだろう。
以下の図5では、４つの自動化アプローチを2つの戦略的視点から検証した場合、どのようなシナリオが
あるかを概説している。

相対的に価値が高まるスキル

コ

グニティブテクノロジーの導入が進むと共に、企業における懸念事項は自動化の内容よりもその範
囲、または戦略視点（
「コスト」
と
「価値」のどちらを重視するか）
に移行する。同時に、今後必要とされ

る従業員スキルの再検討も不可欠となる。コグニティブテクノロジーを始めとする技術が進化しているた
め、定形作業の処理能力に対する価値が失われつつある。一方、タスクが広範囲に及ぶ、または定義が曖
昧な業務に対応するためには、一般常識や教養、柔軟性、クリエイティビティを要するスキルが求められる。
同時に、コミュニケーションを取るために不可欠な「感情知性（EQ)」や「共感力」に対するスキル価値が高
まっている。その理由について、著名なエコノミストであるデイヴィッド・オーター氏は次のような見解を示

している。
「このような人間独自の能力を生かしたタスクは完全に自動化されることはなく、機械が補完的
な立場となる。」今後テクノロジーによって、組織の生産性や収益力が向上し、スキルの高い人材需要は拡
大する。例えばオフィスでは、労働集約的な人よりもエクセルを使える人の給与が高い。また建設業界で
も、産業用の電動工具や最新機器を扱う建設作業員は、他の作業員よりも高い報酬を得る28。
オーター氏は、自動化が困難なタスクに必要な様々なスキルを特定している。まず「問題解決能力」
、
「経験による直観」
、
「クリエイティビティ」
、
「説得力」など、抽象的なタスクに対応するスキルである。また
「状況適応能力」
、
「可視的・言語認識能力」
、
「対話力」など、人間的なスキルも同様である。もちろん、これ
らスキルを適用した自動化が存在しないわけではない。だが、明確に定義されたタスクでの自動化は、遥
かに多くの実績を持つ。例えば、Google

図5 コスト戦略と価値戦略視点から見た自動化アプローチ

Mapのルート検索、IBM開発のAI「シェフ・ワトソン」によるレシ

ピ考案29、Amazon の「レコメンド機能」による利用者嗜好に応じた商品提案、ハワイのホームセンター

Lowe'sにおける接客ロボット30などが挙げられる。また、自動のナビゲーションシステムやスケジューリン
自動化のアプローチ

コスト戦略

価値戦略

置き換え

労働者の排除

労働者の再配置

細分化／自動化

業務スピード向上、人員削減、

低コスト製品の創出、

創造性や職人を

低スキル・経験値不足の

過少評価する可能性あり

人員採用が活発化

グ、構築システムは既に存在しているが、総合的な問題解決を目指すシステムは開発の目途が立っていな
い。コグニティブテクノロジーは事細かに定義されたタスクを自動化していくが、一方でより広範なタスク
の判断・実行に不可欠なスキルや性質、クリティカル・シンキングや課題解決力、不確定な状況への適応
力、業務に対する気概、とっさの機転などに対する価値がより増しているのが現状である31。

柔軟性、クリエイティビティ、クリティカル・シンキング、感情知性(EQ)
「製品設計」
、
「サービス」
、
「エンターテインメント」
、
「人を幸せにする環境作り」など、複雑な感受性が求

解放

単調なタスクの排除、

高い付加価値タスクを

められる業務において、自動化が容易に進むとは考えられない。よって、これらのタスクを実行するために

生産性向上、人員削減

重視した人員再配置を行い、

必要なスキルは今後、その相対的な価値が高まると考えられる。ベストプラクティス、マーケットリサーチ、

顧客への提供価値を拡大

スプリットテストなどのデータを活用し、クリエイティブなタスクの信憑性を高めることは可能だ。しかし、
物語や美しさ、喜びを創造する作業に求められるのは、製品設計や映像制作で身に付く技術以外にも、物

強化

労働者のパフォーマンス向上

労働者のパフォーマンス向上
とスキルアップ

事に共感したり、インスピレーションを受けるといった、人間らしい能力が求められる。顧客の人間的な側
面を理解して満足度を高めるには、こうしたスキルを活用する組織が、今後も競争優位性を維持するであ
ろう。

出典：デロイト･ユニバーシティ･プレス｜DUPress.com
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また顧客に感動体験を提供し続ければ、機械から労働を奪われる危険性が減る。現在ではコグニティブ
テクノロジーを活用して、高品質で個別化された自動化サービスが提供されている。一方、高い感情知性
（EQ)や仕事に対する熱意・共感力を持ち、十分なトレーニングを受けた優秀な人材によるサービス体験を

経営、人事、技術部門のトップが協力して、コグニティブテクノロジーがもたらす課題と機会を分析し、
最適な方針を打ち出すことが求められている。効果的なアプローチには次のような要素が含まれると考え
られる。

上回るサービス提供は現時点では存在しない。要求レベルの高い顧客と付加価値の高い関係を維持する
には、今後も関係の構築・発展において人間的な係わり合いが欠かせない。
われわれはクリエイティブなスキルの持つ価値が相対的により増大すると考えている。前述したように、

IBM開発のAI「シェフ・ワトソン」が斬新な食材を組み合わせて新たなレシピを提案するように、コンピュー
タ ー が「クリエイティ
ブ」な行動をとれること
は判明している。しか
し、そのクリエイティビ
ティには人間による補
助が不可欠だ。
「シェ
フ・ワトソン」でさえ、ど
の食材を選ぶかは人間
が 判 断する。今 後も、
コグニティブテクノロ

・予測： 技術部門のトップは、現在のコグニティブテクノロジーのケイパビリティを評価して、今後5年
〜10年間でどのようなパフォーマンスを発揮できるかを予測する。
・影響分析： 経営と人事部門のトップは、競合や他業種の大手企業におけるコグニティブテクノロジー
の導入状況を調査・分析し、自社の働き方や人材要件に及ぶ影響を理解する。

コグニティブテクノロジーによって自動化できる業務が増
えるため、クリティカル・シンキングに対する価値が高まっ
ている。現在でもコンピューターは、質問を投げるより答
えを返す能力が高い。一方でインサイトを獲得するには、
従来に存在しなかった「問いかけ」の能力が求められる。今
後、人間が機械に支配されずに優位性を保つには、機械の
行動・決定に疑問を呈して、人間自身が最終的な判断を行
うことが重要となる。

・選択肢（オプション）の洗い出し： 共同事業／技術開発チームがコグニティブテクノロジーを業務プ
ロセスに導入する選択肢を開発する。それぞれの選択肢においては、業務・戦略上メリットを含めた
ビジネス価値を試算する。
・シナリオ作成： 前述のコグニティブテクノロジー導入を受け、人事部門のトップはシナリオフェーズに
おいて
「人材」
と
「テクノロジー」
モデルを活用し、働き方の再設計と人材再配置に向けたシナリオを策
定する。シナリオは複数の検討事項を含む。具体的には「特定部署における労働力の削減により、ど
の程度の生産性が見込めるか」
、
「どのスキルの重要度が高まる、または相対的に下がるのか」などで
ある。
・パイロット運用： 複数プロセスに対して、コグニティブテクノロジーのアプリケーションにおけるパイ

ジーは人間のクリエイ

ロット版を開発・展開する。その結果を考慮し、人事部門のトップは人材に及ぼす影響や機会、また課

ティビティを代替するのではなく、あくまで補完する役割を果たすと考えられている32。

題について検討する。

コグニティブテクノロジーによって自動化できる業務が増えるため、クリティカル・シンキングに対する

・スキル開発： 人事部門のトップは、重要性が増すと思われるスキルを持つ人材の採用、またスキル開

価値が高まっている。現在でもコンピューターは、質問を投げるより答えを返す能力が高い。一方でイン

発計画を策定する。具体的には、クリエイティビティ、柔軟性、共感力、クリティカル・シンキングを評

サイトを獲得するには、従来に存在しなかった「問いかけ」の能力が求められる。今後、人間が機械に支配

価項目に含める。

されずに優位性を保つには、機械の行動・決定に疑問を呈して、人間自身が最終的な判断を行うことが重
要となる。

コグニティブテクノロジーが進化して新たなアプリケーションが開発されると、人間の労働を補完する
機会も増す。その結果、人間はより生産的で品質要件の高い業務に集中できる可能性が高まる。企業経

コグニティブテクノロジーの時代：リーダーシップと戦略的な人材開発計画

現

場に新たなテクノロジーを導入する場合、必然的に組織と従業員に影響が及ぶことになる。コグニ

営者は、コグニティブテクノロジーを活用し人間を排除するのではなく、取り込む方法を模索するべきで
ある34。同時に、コグニティブテクノロジーを人材スキル不足の補完に活用するという発想も重要である。
また、前途した戦略視点（
「コスト」
と
「価値」のどちらを重要視するか）
も念頭に置く必要がある。

ティブテクノロジーでは、最新のIT技術を駆使して新たなタスクに取り組むため、業務内容と労働者

今後、人材配置計画を戦略的に推進するには個人の能力だけではなく、人材やテクノロジー、および働

に今までにない影響をもたらす。この課題には複合的なソリューションが必要になる。数十社の人事部門

き方や組織設計などの相互作用を重視する必要がある。従来型の人材配置モデルでは前提として、IT技

長を対象に行った調査では、多くの企業において、同課題への対応が遅れていることが明らかとなった33。

術を活用できるタスクが限られていると考えられてきた。しかし将来的には、この発想が通用しない時代
が到来する。コグニティブテクノロジーの存在感が増すにつれ、組織の人材配置計画と働き方の設計に
は、従来とは異なるクリエイティビティが求められる。だが最大の課題は、コグニティブテクノロジーと人
間との協業において、労働者の理解を深める過程にあるのかもしれない。
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正解は一つではない

コ

グニティブテクノロジーの導入によって、今後の雇用状況にも変革の波が押し寄せると考えられる。
それに伴い、市場から淘汰される職種が出現することは免れない。残りの職種も業務再設計が進
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1.

impact we expect them to have, see David Schatsky, Craig Muraskin, and Ragu Gurumurthy, Demystifying artificial intelligence: What business

み、新たな職種も登場するだろう。また、コグニティブテクノロジーにより補完されるスキルを持った労働
者は生き残り、AI搭載マシンで代替可能なスキルのみを使う労働者は厳しい状況に置かれる。
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