
多くの企業では、AIの利活用を検討する際、潜在的なユースケースをいくつか
選定し、AIを限定的に利用するところから開始する。このような検証を兼ね
た利用は、確かに価値ある洞察をもたらすものの、トレンドに早く追随して

いくに過ぎないものであり、新たな市場を開拓する取組みとしては不十分だ。真に
人とAIが協働する組織となるために、企業は、人と機械がビジネスにおいてどのよ
うに関与し合うのかを根本的に考え直す必要がある。企業のマネジメント層は、デー
タドリブンな意思決定を実現できるよう、コアとなる業務や機能に対して組織横断的
に機械学習やそのほかコグニティブ関連ツールを導入･展開すべきである。AIは、新
たなビジネスモデルやオファリングの開発手段であり、決して小さな改善施策ではな
い。AI技術は急速に業界標準が形成されていくため、AIと協働する組織を目指し進
化することは、ビジネスの成功を勝ち取るうえで戦略以上に重要なものであり、今
後の競争を勝ち抜くうえで欠かせない要素となる可能性がある。

デロイトアナリティクスのシニアアドバイザーでもあ
るThomas H. Davenportは、彼の最新の著書である
『The AI Advantage』にて、企業がAIによる恩恵を
最大限享受するまでに3つのステージがあると述べて
いる。1

彼は最初のステージを「補助するAI」と呼び、デー
タドリブンな意思決定を支える大規模なプログラム、
クラウド化、科学的根拠に基づくアプローチがそれ
に該当する。次のステージを「拡張するAI」と呼び、
既存の情報管理システムに蓄積されたデータを、機
械学習（Machine Learning; 以下ML）を通して人
が利用し、その分析力を増大させることを言う。

今日におけるAI利活用のパイオニア企業において
は、すでにこのステージへの移行に取り掛かっている。

Davenport氏によると、今後数年以内に多くのパ
イオニア企業がAI利活用の3つ目のステージである
「自律するAI」の実装を目指し、業務プロセスのデ
ジタル化と自動化が推進され、機械やボット、システ
ムによる自律的な業務処理を実現しようとしている。
補助から拡張、そして自律へと移行するAIの利活
用形態の発展は、企業がAIと協働する組織へ変貌す
るにあたってのトレンドとなりつつある。このトレンド
において企業は、AIとその可能性を踏まえ、既存の
コアシステムや、業務、事業戦略を持続的に見直し

人とAIが協働する組織
企業がAIのポテンシャルを享受するために
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ていくことが求められる。最終的な到達点は、丹念
にデザインされたデジタルシステムの中で、データド
リブンな洞察をもとに人と機械が関わり合いながら
共にビジネスを進めていく組織なのである。
「Tech Trends」ではこの10年間、AIとコグニティ
ブ技術の台頭、そして破壊的で留まることのない潜
在的な可能性について記述してきた。我々が現在目

撃している「人がAIと協働する組織」へのトレンドは、
ここ数年において、パイオニア企業によるボットやそ
のほかコグニティブ技術を用いた生産性に対する潜
在的効果の実証実験を経て、その足場を得るに至っ
た。2現在では、各業界や地域を代表する企業が独自
のAI利活用戦略の実行に乗り出しているのを目の当
たりにすることができる。例えば、ドイツの小売企業

ASSISTED INTELLIGENCE
（補助するAI）

人間がデータを理解し、
洞察を得ることを助ける段階

AUGMENTED INTELLIGENCE
（拡張するAI）

機械学習が人間の意思決定を
強化する段階

AUTONOMOUS INTELLIGENCE
 （自律するAI）

AIが判断し、
実行までを自律的に行う段階

図 1

AIの進化例

通院や投薬データを基に、
医療サービスの必要度合いを判別する

過去の審査パターンに基づいて、
システムがすべての保険請求を審査し

支払を進める

自動車による移動の例

保険請求の例

自動車の走行速度を
自動的にコントロールする

センサーが走行車線を検知し、
運転者をアシストする

センサーとソフトウエアにより
自動的に運転操作が行われる

ヘルスモニターで情報を記録し、
健康状態を示す

医薬品の使用による有害事象を予測する 強力なアルゴリズムを備えた
人工すい臓が血糖値をコントロールする

出所：Thomas H. Davenport 「The AI Advantage」、Deloitte analysis

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

保険金支払審査の一部を自動化する

ライフサイエンスの例
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であるOtto社では、AIや機械学習が自律的に、人で
は実現不可能な規模のオペレーション上の意思決定
を行っている。3また、金融業界においては、Zurich 
Insuranceグループが人身傷害保険の支払請求処理
業務にインテリジェントボットを利用しているといった
例もある。4

加えて、AIの利活用がより進む企業では、AIを個々
の施策ではなく、事業戦略に欠かせない構成要素
としてとらえ始めている。MIT Sloanマネジメントレ
ビューやBoston Consultingグループによる、3,000
人以上のマネジメント層を対象とした最新の調査によ
ると、Chevron社、Allianz社、Daimler社といった
パイオニア企業では、コスト削減目的よりも、売上創
出目的のAIアプリケーションの優先度を高めているこ
とが明らかになった。彼らは、AIの利活用範囲を企
業における業務全般へ拡大するとともに、AIに関す
る各施策にマネジメント上位層を巻き込んでいる。注
目すべきは、先の調査で対象となった企業のマネジ
メント層のうち、9割がすでに自社で何らかのAI利活
用戦略を策定していると回答していることだ。5

パイオニア企業がコグニティブ技術の活用を企業戦
略上の目標達成手段として認識したことに伴い、次
の18～24ヶ月の間に、彼らの後を追う企業が増加す
ることが予想される。そしてそれはすでに現実になり
つつある。デロイトが各国のCIOに向けて実施してい
るグローバルサーベイでは、CIOが選ぶ最も投資す
べき新テクノロジーの項目において、コグニティブ/AI
技術は2016年から2017年、2018年にかけて2回連
続でトップとなった。6

CIOも世間一般と同様に、コグニティブ技術のSF的
な可能性の側面に魅了されている部分もあるが、AI
に対する熱意はより実務的で現実的な利益の獲得を
目指しているようだ。AIを3つのステージにわたって
発展させ、生産性の向上や自動化によるコンプライア
ンス強化、また絶えず増加する膨大なデータから意
味や価値を創出することを戦略的に追求していこうと
している。7

各企業のテクノロジーリーダーは、まさに現在、
エンジンをふかし、AIの利活用に向けて全力疾走を
始めるときなのである。

エイエイ（AI, AI）オー !

人がAIと協働する組織は、これまで生産性を飛躍
的に向上させてきたテクノロジードリブンなトランス
フォーメーションの歴史における最新のトレンドであ
る。 20世紀初頭には、新しく登場した集計機械が、
人手で行われてきたデータ整理と計算の実行を助け
た。1950年代になると、プログラマブルシステムが
登場した。これは、今日のコンピューティングテクノ
ロジーとインターネットテクノロジーの先駆けである。
そして新たなミレニアムの始まりに、AI、ML、ロボティ
クスなどのコグニティブ技術が人間の知能を拡張･強
化し始めた。この変革は、既存のオペレーションモデ
ルを破壊するとともに、新たな機会に光を当ててい
る。8

出所：デロイトコンサルティング、「第 2 回 企業における AI に関
する調査」、2018 年 10 月 22 日

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図 2

AIの利点トップ5
AIの利点と考える項目のうち、
上位3項目に選択された項目の割合

既存プロダクトの強化

44%

社内業務の最適化

42%

意思決定の精度向上

35%

外注業務の最適化

31%

社員の創造性向上

31%
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今日、生産性を飛躍的に高める可能性がある次の
テクノロジーとして、自律的なAIへの取組みが活発
化している。9人間の脳は大量のデータから意味を解
読し、導き出すことができるが、この独自の能力は、
常に私たちの脳が吸収可能なデータ量という制約を
受ける。一方で、人間の脳とは異なり、AIにはその
ような制約がない。この違いは、ビジネスにおいて、
一滴の洞察の雫が戦略的な可能性に満ちた急流へと
変わるような効果を生む。AIによって多くの優れた洞
察が自律的に提供されることにより、さらなる生産性
の向上、効率の向上、およびコストの削減につなが
る可能性がある。AIという文脈においては、これら3
つは比較的容易に達成可能な目標である。自律的な
AIがほかにどのような可能性を持つのかについて検
討したい。

• 規制･コンプライアンスの強化：企業が最善の努力
を払っているにもかかわらず、主に人のバイアスに
起因し、規制･コンプライアンス遵守は依然として
対処すべき課題になっている。主観的な意見やさ
まざまな世界観は、興味深い会話を生み出す一方
で、2人以上の人々が法令を同じように解釈するこ
とを難しくしている。裁判官が存在するのはこのた
めといえる。対照的に、アルゴリズムは流動的な
思考プロセスを持たない。常に規則や法律を文字
通りに解釈し執行する。ITシステムのコンプライア
ンス機能をAIによって自動化することにより、企業
は人間が認知に基づき行う操作をロボットの実行
に任せることができ、観念的には、ロボットによる
実行結果は主観、偏見、気分には左右されないこ
とになるのである。10

• 製品･サービスの「マス･パーソナライゼーション」：
今日のコンテンツ、製品、およびサービスは、主
に大量消費向けに設計されている。近い将来、そ
れらは各ユーザのペルソナ、ニーズ、要望、そし
て特性に基づいてカスタマイズされるだろう。マス
･パーソナライゼーションとして知られるアプロー
チである。一部の企業はすでにこの目標に向かっ
て取組んでいる。たとえばメディア分野において、
Netflix社は個々の視聴者のストリーミング履歴に
基づいてパーソナライズされた映画の予告編を作
成するAIプラットフォームを開発している。これは、
映画のジャンルやキャスティング、またはプロット作
成などのクリエイティブな作業における意思決定の
ためにデータを活用するという同社の大規模なコ

ンテンツ戦略の一つの要素である。11（マス･パーソ
ナライゼーションとそれを可能にするテクノロジー
についての詳細は、第6章「進化するマーケティング：
エクスペリエンスの再考」を参照）

• アセット･インテリジェンス：今日、企業は情報の
解釈、予測、理解において人間の知能に大きく依
存し、機械には人間と同じことができなかったが、
それが変わろうとしている。将来的には、会社の
アセット（例えば、インフラ、ITシステム、在庫な
ど）から生成されたデータによって導出されたイン
テリジェンスが、組織の最も重要な知として人間の
洞察を上回る可能性がある。広大なIoTネットワー
ク、コンピュータビジョン、および機械学習に組み
込まれたセンサーは、リアルタイムで分析システム
にデータを送信するようになるだろう。そして、得
られた洞察に基づいて自律的に行動するAIツール
は、店舗の商品価格を動的に再設定、倉庫の人
員配置予測を再計算し、製造機械を調整すること
で、サプライチェーンの最適化を可能にする。

AIのネクスト･トップ･モデル

実際、組織はそれぞれが革新的と思う方法でAIを
使用しているが、AIを中心としたトレンドが進むにつ
れて、より多くの企業は、それぞれが独立したパイロッ
トのAI活用から、より大きなAIシステムの導入に移行
するだろう。現在、AIシステムの導入に向けて、3つ
のシステムモデルが登場している。

• クラウド･ネイティブモデル：エンタープライズテク
ノロジー分野でのAIの優位性を考えると、AI as a 
Serviceプラットフォームが次の大きなシステム基盤
となる可能性がある。これが現実となるかどうか
はわからないが、AIを基盤とするプラットフォーム
を構築するために主要な（そしてマイナーな）ハ
イテクプレイヤの間である種のゴールドラッシュが
引き起こされた。それは、AWS、Microsoft、お
よびGoogle Cloud Platformがビッグデータ、ML、
およびAI関連のケイパビリティに多大な投資をして
いることや、中国ベンダのAlibaba社とBaidu社が
クラウドベースのAIソリューションを多数開発して
いることに表れている。これらの強力な技術を誇る
大手企業のいずれも、まだ先駆者としての優位性
を確立できていないが、それでも競争（そして潜
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在的なリターン）は着実に激化している。12デロイ
トグローバルは、2019年に企業におけるクラウド
ベースのAIソフトウエアとサービスの利用が加速す
ると予測している。AI技術を採用している企業のう
ち、70%がクラウドベースのエンタープライズソフト
ウエアを介してAI機能を得ており、65%がクラウド
ベースの開発サービスを使用してAIアプリケーショ
ンを作成している。13今後の動向に注目されたい。

• パッケージ付属モデル：クラウドネイティブモデル
に対する代替アプローチとして、いくつかのベン
ダが既存の汎用AIプラットフォームをクラウドに入
れている。例えば、IBM社は現在、ワトソンのAI
およびML機能をクラウドの顧客に提供している。14  

Salesforce社はEinsteinプラットフォームで少し異
なる取組みを行っている。同社は、クラウドサービ
スポートフォリオにAI機能を追加するための買収を
行っている。15同様に、SAP社とOracle社は、既存
の製品スイートにAI機能を組み込み続けている。16

• オープン･アルゴリズムモデル：AIを大きなチャンス
と認識しているのは、資金力のある古参ベンダだ
けではない。単一のクラウドベースモデルやベンダ
モデルが市場を支配するようになるとは限らないの
である。このため、多くの新興企業やブティックソ
フトウエアショップが、特定のビジネスニーズ、ユー
スケースに向けたAIソリューションを開発している。
市場統合が勢いを増し、スタンダードが出現するま
での間は、より革新的な新興企業がAIの競争に参
入し、これらの企業がまいた種のいくつかが、スケー
ラブルな展開をもたらすことが望まれる。17

AIと人間の知能

人とAIが協働する組織は、AI、 MLおよびそのほか
コグニティブテクノロジーを、ビジネスやIT運用の中
心に据える。分かりやすく聞こえる命題である一方で、
以下の分野においてAI特有の課題が混乱を招きなが
ら企業の中に広がっていくであろう。

• データマネジメント：人とAIが協働する組織になる
ことの恩恵を実現するためには、よりダイナミック
なデータガバナンス、ストレージ、およびアーキテ
クチャを導入する必要があるだろう。高度なデータ
マネジメントは、企業のAIエンジンを活発にし、蓄
積されている膨大なデータから、自律的に洞察を
得るための重要な柱となる。データはAIに渡され
る前に適切にタグ付けされる必要があり、データ
を扱うチームはその情報に対して、ビジネスの観点
を付与できるようになっていなければならない。AI
と協働する組織になるためには、適切なデータセッ
トにアクセスし、そのデータに基づいてアルゴリズ
ムを学習させる能力と、その情報を解釈することが
できるプロフェッショナルが必要である。

AIが驚異のスピードでデータを分析し、そのデー
タに基づいて処理をする一方で、そもそもクオリティ
の高いデータがAIを活用するには必要である。残
念ながら、AIの導入にあたりデータを準備すること、
そして質と量ともに変化するデータを管理し続ける
能力を備えることは、とてもチャレンジングな課題
である。デロイトの「第2回 企業におけるAIに関す
る調査」に回答した約1,100人のITおよびビジネス
エグゼクティブのうち、39%が「データ課題」をAI
イニシアティブにおいて直面する最も大変な課題の
トップ3に挙げている。18

Deloitte Globalは、2019年に企業におけるクラウドベー
スのAIソフトウェアとサービスの利用が加速すると予測し
ている。AI技術を採用している企業のうち、70％がクラウド
ベースのエンタープライズソフトウェアを介してAI機能を
得ており、65％がクラウドベースの開発サービスを使用して
AIアプリケーションを作成している。

31

人とAIが協働する組織



• 機械学習の教育：AIの技術は、膨大なデータによっ
て「教育」されなければならないニューラルネット
ワーク内の機械学習アルゴリズムに依存している。
世界的なAIゴールドラッシュの中で、データプライ
バシーに対してほかの多くの国々と異なるアプロー
チを取っている中国が、現時点では有利な状況に
ある。ニューラルネットワークを学習させる中で、
中国の開発者は、Alibaba社やBaidu社などの企
業によって所有されている、高度なレベルでコント
ロールされている膨大なデータにすぐにアクセスで
きる恩恵を受けている。19西欧圏では、中国に匹敵
するような膨大でコントロールされたデータにアク
セスできないことが、少なくとも現時点では、競争
において不利となっている。
しかし、企業がこのデータアクセスに関するチャ
レンジを克服する一助となりうる、テクノロジーに
基づいたAIニューラルネットワークを教育するため
の代替策が存在する。Google社が所有するUKの
DeepMind社は、実際のデータではなくシミュレー
ションを通してニューラルネットワークを教育するシ
ステムを開発した。言い換えれば、DeepMind社
のAIは、自分自身を教育するのだ。シミュレーショ
ンをベースにしたAIニューラルネットワークの教育
が、実際のデータを使用する教育に匹敵するかど
うかを述べるには時期尚早であるが、数年に亘り

蓄積されたデータをまだ持っていないスタートアッ
プ企業も含め、世界中の何百万という企業にとっ
ては、AIニューラルネットワークの教育とAIシステ
ムの導入を可能にするためのアプローチとなるこ
とは間違いない。20

• 倫理的なAI：AIを使用することによる予期せぬ倫
理的な問題やその社会への潜在的な影響について
の議論は、すぐに終わるような話ではない。21コグ
ニティブテクノロジーの多くの側面で倫理的なコン
センサスがない現状において、AI活用の道のりに
いる個々の企業は、組織の価値と同じように、自
社のAIソリューションに対して倫理的な考慮を行う
べきである。コグニティブ探究の最前線のレベルに
いる少数の企業だけは、コードを書くために機械
を使用しているが、多くの場合人間がコードを書き
続ける。このように、彼らの偏見や前提、そして知
覚が開発されるアルゴリズムへ組み込まれるかも
しれない。22 AIと協働する組織を立ち上げようとす
るとき、自分自身に問いかけてみよう。倫理的な
AIとは何か。ガバナンスと倫理はどのように重なり
合うのか。我々の作り出すアルゴリズムは、我々の
価値、そして社会一般における価値に沿っている
か。AIによる意思決定においてどのように透明性
を確保するか。データや周辺の環境に存在するか
もしれない無意識の偏見を取り除くために、AIアル
ゴリズムのモデルを、どのようにして一貫性をもっ
て調整するのか。

• 人材：多くの資金を持つ大企業だけが、業界をリー
ドするようなAI人材に給料を支払い続け、ずっと雇
用することができるように見える。さらに、より多
くの企業がAIを活用するにつれ、高度な専門人材
を得るための競争は加速するばかりであろう。この
状況において、戦うために必要な人材とスキルを、
どのようにして確保すればよいであろうか。はじめ
の第一歩としては、人材は正社員である、常に正
社員であるべきだ、という保守的な考えを捨て去
ることである。デロイトの2018年ヒューマンキャピ
タルトレンドで議論されているように、「伝統的な
雇用主―従業員の関係は、様々な労働力のエコシ
ステムに取ってかわるであろう。例えば、ポートフォ
リオワーカー、人材ネットワーク、ギグワーカー、
そして労働者に柔軟性、能力、人材調達において
様々な経済モデルを探求するための可能性を提供
するサービスプロバイダなどである。」23これは、正

デロイトの
「第2回 企業における
AIに関する調査」に
回答した39%が
「データ課題」を
AIイニシアティブにおいて
直面する最も大変な課題の
トップ3に挙げている。
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社員にとってもはやITにおける役割がないというこ
とではない。しかし、コグニティブテクノロジーと
自動化が、ITの役割とスキルセットを変化させるに
したがって、人材の定義が次のようなことを含むよ
うになるまで進化している。

• 企業が惹きつけ雇用することのできるフルタイ
ムの正社員

• ギグエコノミーの中で働くフリーランサー
• アルゴリズムの作成など、タスクのクラウドソー
シング

• 複数のビジネスプロセスを自動化しデジタル
正社員として活躍するボット

最後の人材カテゴリーであるボットが重要であ
る。将来的には、インテリジェントなボットを使用
することで、今日の正社員が実施しているタスクの
多くについて、人間と機械が効果的にお互いの労
力を補い合うであろう。これにより、人間は付加価
値の低い、骨が折れる繰り返しの仕事から解放さ
れ、より価値を生み出すタスクやイニシアティブに
集中することができる。このハイブリッド人材モデ
ルが、我々が予測する「Future of Work」の基礎
となっている。24また、これはAIを活用した組織に
おいて基本となる要素でもある。

• 組織とカルチャーの変革：今日において最も重宝
されるITスキルは、データ分析、データモデリング
そしてアプリケーション開発である。AIの受入れが
進むにつれて、パーソナライズされたユーザエクス
ペリエンスに必要となる人間中心のデザインスキル
に特に重きをおきつつ、企業は徐々にデータサイ
エンス、アルゴリズム開発そしてAIシステム設計に
おける専門知識を評価するであろう。CIOにとって、
これはチャレンジを意味する。専門知識がレガシー

システムに依存する既存人材をどう扱うのか。あ
なたは、労働者を再教育する、スキルを与え直す、
あるいは人材を再編成したりすべて一新したりする
ことになるかもしれない。ニーズを満たす最もよい
方法として、可能な範囲まで両方のオプションを追
うCIOもいるかもしれない。
しかし、レガシー人材を残してAIの世界に適応
させることには難しさがある。単に新しいスキルを
学ぶのではなく、新たな文化に適応することが求
められるのだ。人とAIが協働する組織は、現在ま
でとは異なる方法で活動する。我々は、伝統的な
業務タスクへアナリティクスを利活用しようとして、
従業員を適用させるのに苦労している企業をたくさ
ん見てきた。我々がAIと協働する組織に進展する
につれて、従業員たちは、最近までサイエンスフィ
クションにしか存在しなかったような、人間と機械
が交わりコラボレーションするという、より発展し
た労働形態に適応しなければならない。組織的な
文化のシフトという大きなうねりは、AIの適用やAI
への賛同、サポートそしてスポンサーシップにどの
ような影響を及ぼすのであろうか。

• インフォメーションではなく、洞察：伝統的に、
CIOたちは自身の労働時間（そしてキャリア）の多
くを、レガシーシステムを運用し、「システムを動
かし続けること」に費やしてきた。AI、MLそしてそ
のほかのコグニティブツールがITエコシステムにお
ける自動化を進めるにしたがって、CIOとそのチー
ムは運用に時間を費やさなくなり、そのかわりに、
どのテクノロジーを使用するか、何をテクノロジー
に期待するかについて、情報に基づいた意思決定
を行い、自社を助けることに時間を使うであろう。
CIOは、以下のような問いに応えるために、ビジネ
ス戦略や戦術に直接影響する独自の観点を持つよ
うになる。

我々がAIと協働する組織に進展するにつれて、従業員たちは、最近
までサイエンスフィクションにしか存在しなかったような、人間と機
械が交わりコラボレーションするという、より発展した労働形態に
適応しなければならない。
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• 組織におけるデータ資産とは何か
• どのようにすればそれらをマネタイズできるか
• それらの資産からどのような洞察を生み出す
ことができるか

• 生み出された洞察をどう解釈するか
• 意味のある成果を得るためにそれらの洞察を
どう活用するか

• 結果的に、顧客のエンゲージメントを高めな
がら、新たな製品やサービスに関する知識に
富んだ決定をどのように下すか

究極的にAI活用の道のりは、CIO達に、デジタル
システムにおけるファシリテータ、情報に基づいた企
業レベルの意思決定へと導くためのカタリストとして
機能する「chief insight officer」へと自身の役割を
再定義するよう促すことになるだろう。25
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製薬企業のPfizer社が企業内イノベー
ションに拍車をかけるためにAIを組織
横断的に驚くべきスピードで導入した
ことは、どの企業も見習うべきことと

して示された。Pfizer社のビジネステクノロジー、研
究開発部門のvice presidentであるMary Hall Gregg
もまたこのように言う。「製薬企業は、ニューテクノ
ロジーの活用拡大に、スピーディに取組まなければ
ならない。特に、患者の健康とクオリティ･オブ･ライ
フを守るためには、より迅速に、そして効率的に進
化することが不可欠であり、AIはそれを叶えてくれる
ツールであると考える。それどころか、AIがなければ
自分たちの理想に達するまでに想像を絶する程の時
間がかかってしまうだろう。」26

AIの有益性についてはPfizer社のテクノロジーとビ
ジネスリーダーたちもいち早く気付いていた。AIは患
者とその病に対する理解を深めるために有益である
だけでなく、新薬開発と市場流通サイクルの迅速化
に役立つツールだからだ。しかし、それを実現する
には、Pfizer社の組織内にはビジネスドリブンな考え
方や「fail fast」、つまり進んで失敗し原因の早期発
見と迅速な軌道修正を行う文化が広く浸透している
必要があった。また、Pfizer社にとってAIとは、イノ
ベーションを実現する潜在的な機会であり競争優位
性を確立するためのツールでもあった。ただし、それ
を確実なものとするためには多岐にわたるAIの活用
可能性の中から、どの業務領域にどのように適用す
べきか慎重に検討する必要があった。
そのため、Pfizer社ではAIの社内トレーニングを実
施し、ビジネスエグゼクティブ達にAIの潜在能力につ
いて理解してもらうとともに、SF世界の妄想と現実の
ギャップについても認識してもらった。これら社内ト
レーニングは好評を博し、2018年には5回のAI boot 
campに延べ1,000人以上の従業員を動員した。「AI
では何ができて、何ができないのか。人間は何を補
う必要があるのか。」これを各ビジネスユニットが正
しく理解することで、研究開発、安全性管理、医療、
財務そしてグローバルサプライチェーン等多岐にわた
る分野で目標を立て、それに向けてスピード、品質、
効率性を守りながら活動できるようになったのだ。

ITの側面からもまた、AIを受け入れる体制を整え
ていた。迅速性とオープンソーステクノロジーを重視
するPfizer社のITチームは、自然言語処理やニュー
ラルネットワーク、統計モデル解析から始まる、様々
なテクノロジーツールを取扱うAI 専門チームが不
可欠と考えた。そして、Pfizer社はその考えに従い、
「人」に投資することを決定した。AI CoE（Center 
of Excellence）の立ち上げである。それに伴い、製
薬業界に精通したAI開発者を雇用し、すぐにでもAIを
ビジネスに活用できるような体制を整えた。この時、
Pfizer社にはAIの活用に必要なソフトウエアドリブン
のアプローチや重要なデータマネジメントのフレーム
ワークが確立されていたため、実際にAIを導入する
際に必要とした投資はわずかで済んだ。
これらAIの導入準備を背景に、Pfizer社におけ
るAI活用度について、グローバルBIとAI CoEのビ
ジネステクノロジー部門vice presidentであるRyan 
Steinbergerはこのように語る。「各ビジネスユニッ
トはそれぞれ異なるスピードでAI活用を進められて
いる。例えば、自然言語処理技術を駆使しているメ
ディカルグループのように、AIをイノベーションに活用
しているチームがある一方、その成功に乗っかり、そ
こで得たナレッジや教訓を自分のチームに適用してよ
り良い成果を追求しようとするビジネスユニットもあ
る。」27

AIをビジネスの原動力とするPfizer社では、今日ま
でにAIは30,000時間も働いており、毎月AIプロジェ
クトが立ち上がる度にその数は増え続けている。さら
に、AI開発におけるPfizer社の業績はこれに留まらず、
様々な機器からリアルタイムデータを統合し、創薬の
ための化合物合成の改良予測を行うアルゴリズムを
生成するデータクラウドの開発にまで及ぶ。また、AI
を活用した医薬の設計開発サイクルの迅速化や、ア
メリカ食品医薬品局と提携し、有害事象報告へのAI
活用研究を行うことで薬事規制領域への進出も果た
した。PfizerはAIを活用することにより、医師へ適
切な医薬品の使用に係る情報を提供したり、研究に
参加する患者との接点を改善したりできるようになっ
た。どちらも、患者のアウトカム改善に大きく貢献す
る可能性を秘めたものである。
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カナダ政府のCIOであるAlex Benay
は、政府が周到な計画をもってAIを
推進することは、もはや必要不可欠
であると確信しているという。28国が取

引をすると同時に規制も行う銀行や通信系業界など
のテクノロジーレベルの追随が求められることと、さ
らにAI活用がもたらす大きな可能性によって、カナダ
の行政におけるテクノロジー活用は大きく後押しされ
ている。
しかし、公共領域のステークホルダーにとって先端
テクノロジーを育成、調達、推進することは容易で
はない。それは、政府機関には契約サイクルの制限、
予算の制約、透明性確保の必要性など、独特の障壁
が多くあるからだ。それゆえ、カナダ政府はAI活用の
適用範囲を広げ、デジタルイノベーション戦略を推進
するという目標を実現するため、官民パートナーシッ
プへの出資、調達制度の見直し、倫理規範の制定を
行った。
特筆すべき例は、カナダ政府がAIの使用に関する
責任と倫理に関して、透明性のあるポリシーの制定
を提言したことだ。「国民のために公共領域でAIを使
用する場合、民間企業での利用とは異なるパラダイ
ムが存在する。」とBenayは主張する。「例えば、必
要に応じて結果を検証したり判断に人が介在したりす
ることができないならば、ブラックボックス化された
ソフトウエアに、生死に関わるような判断を任せるべ
きだとは思わない。しかし一方で、テクノロジーの利
用を制限することで官民の間に大きなデジタルギャッ
プができてしまうのを防がなくてはいけない。」
現在、カナダ政府のデジタル戦略の中心には、公
共機関及びその周辺企業がAIを活用するための、規
格やガイドラインの制定が据えられている。そして、
それらの規格は国の価値観及び倫理観に立脚して作
られている。例えばカナダ政府は現在、国民からの
インプットに基づく意思決定の自動化に関する指針を
検討している。そして、この指針策定プロセスを国民
に公開することで、カナダ政府は透明性の確保に努
めている。カナダ政府は意思決定の自動化に関する

指針が承認されると、継続的に透明性確保に努めて
いる。つまり、政府や行政機関は、提供する様々なサー
ビスが自動技術を介して提供されていることを国民に
公表しなければならなくなったのだ。
上記指針の策定に加え、カナダ政府は、公共機関

がAI製品や関連サービスを購入することのできる認定
AIベンダのリストや、プロジェクトリーダーがAIを正
しく選択し適用するためのアセスメントツールを用意
している。特に、Cognitive Scale社と共同で開発し
た「ethical switch」は、意図せずAIエンジンに組み
込まれた倫理的バイアスを検知、修正してくれる優
れモノであり、AIプログラムの中に潜むバイアスに対
する防止策として、カナダ政府内でテストされている。
「ethical switch」は、将来的に、アルゴリズムによ
る意思決定に対し、フェイルセーフ（安全弁）として
機能し、人間の関与が必要な時にはシステムを停止
させることが期待されている。
しかも、政府は何も闇雲にAIに係る指針やポリシー
を制定しているわけではない。意思決定に係る情報
公開や透明性、トレーサビリティについて市民や企業、
研究機関だけでなく他国の有識者たちと慎重に議論
を重ねてきた。デジタル政府の初代大臣であるScott 
Brisonは、デジタル推進の模範となるべく、Digital 
9 group of nationsの一員として、他国と協力しなが
ら取組を推進している。29実際、Benayは他のメンバー
国からフィードバック及びサポートを受ける目的で、
2018年11月のD9会議にてAIに係る指針のドラフトを
紹介した。当時の出来事を彼はこのように語る。「カ
ナダ政府におけるAI活用に関する議論は、世界の各
国を巻き込み、政府や行政の倫理観に鋭いメスを入
れるものとなった。つまり、AIや自動化を前提にした
時代において、政府の果たすべき責任が問いかけら
れ始めたのだ。」 カナダのAI活用に係るこれらの討議
は、D9メンバ国によるカナダ政府が制定したAIに関
する指針を支持する声で幕を閉じた。これは、責任
あるAI活用に向けて国際協力を惜しまない姿勢であ
ることを示している。

Benay（彼はまた、デジタルトランスフォメーショ
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ンに係る課題検討や業界標準を設定するカナダの非
営利団体 CIO Strategy Councilの共同設立者でもあ
る30）はカナダのAI活用に係る指針は未だドラフト版
にすぎないと考えている。テクノロジーや倫理に関す
る環境の変化に合わせて定期的に見直されなくては
ならないからだ。「これは一朝一夕で完成するもので

はない。しかし、倫理の領域で時間がかかることは
いい面もある。政府が、どうすればAIを正しく活用で
きるのかについて一度立ち止まって検討できるという
こともあるが、何よりカナダ国民の価値観を尊重し、
正しく反映させる方法を模索する時間が得られること
にこそ意味がある。」と彼は結論付ける。

AIが人間の仕事に取って代わること
を心配する人々は多いが、31 AIがもた
らす未来についてADECCO社は別の
見解を示す。彼らの予想では、強化

されたAIは人間の仕事に置き換わるのではなく、クリ
ティカルシンキング、心の知能指数、価値判断といっ
た対人関係スキルを高めるのだという。ADECCO
社はエマージングテクノロジーの活用を社内業務だ
けではなく、人材採用の市場でも加速させている。
ADECCO社のリーダー達はそこに二つの好機を見出
している。一つは、従来のコア業務を自動化するこ
とによる従業員のリクルーティングとパフォーマンスの
強化だ。二つ目は、クライアントにおける採用とキャ
リアマネジメントのイノベーションをもたらすことだ。
「我々は自社をテックカンパニーだとは思っていま
せん。」ADECCOグループCEO のAlain Dehazeは話
す。32「しかし、テクノロジーの活用が我々の既存ビ
ジネスの不備を補い、前進させ、時には古い慣習を
破壊してくれるものだと考えています。それは現在の
労働環境に順応するために必要なことです。」
人材派遣業としてADECCO社は現在、求職者の
一次スクリーニング業務にMya systems社のチャット
ボットを活用している。チャットボットは潜在的求職
者のスキルセット、職務経験、勤務可能なロケーショ
ン、希望収入をマッチングしてスクリーニングを行い、
求人に適した候補者にADECCOリクルーターとの面
談を設定する。自動化により、質の高い候補者のピッ
クアップとスピーディなフォローアップが実現され、リ
クルーターと候補者双方から良好な評価が得られて
いる。

このADECCOグループ初めてのAI活用の成果は、
グループの垣根を越えて更なるテクノジー活用と効率
化へと彼らを駆り立てた。アナリティクスを求人マッ
チング業務に活用したように、彼らはRPAを活用した
勤怠管理や70万人の非常勤社員が関わっている給与
計算業務など、次なる効率化対象となるコア業務の
注力領域を見定めている。

AIを活用したリクルーティングと採用の効率化は市
場の関心が高まり、2018年にADECCOグループは、
全自動求人AIプラットフォームを持つVettery社を買
収した。買収によりADECCOグループは、データを
食べて訓練と学習を繰り返し、自動成長を続けるア
ルゴリズムを得ることができた。Vettery社のAIプラッ
トフォームではプログラマー、DevOps スペシャリス
トといったITワーカーのリスト化から始めた。彼らの
スキルやキャリアが最も体系的に整理し易く、事実、
AIによるリクルーティング業務プロセスの自動化によ
り、ほとんどの常勤雇用のポジションに対してたった
の数ヶ月でタレントマッチングが実現した。
またADECCO社は、勤務の自由度が高い、フリー

ランスを望むミレニアル世代が主導するギグエコノ
ミーシフトに対する投資を目論み、すでにベンチャー
企業｢YOSS（Your Own Boss）｣を立ち上げている。
YOSSは、AI需給マッチングシステムを活用したend-
to-endの人材リソースのデジタルマーケットプレイス
を提供している。33

YOSSのプラットフォームはフリーランスワーカーと
クライアント企業の信頼構築を支援し、フリーランス
ワーカーには給与管理機能だけでなく、有益な情報
やトレーニング機会のマッチングも提供する。
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ユビキタスAIをめざして多くの企業
がAIの自社ビジネスへの活用を模索
している中で、Google社はかなり初
期の段階からテクノロジーが自分た

ちにもたらす価値を理解していた。34 Google社はここ
5年間の間に、狭い専門分野への戦略的なAI活用か
ら、AIファーストを掲げて全関連会社にAI活用を浸透
させるまでの会社に変革し続けてきた。各社の運用
からベストプラクティスが蓄積され、そのベストプラ
クティスに基づく機能を有したAIがほぼすべての自社
製品に組み込まれている。そして現在では、Google
社のAI分野のイノベーションを全ビジネスにもたらす
役割をグーグルクラウドが担っている。
「私たちは気づいたのです。過去に直面した困難な
ビジネス課題のほとんどに対して、AIを駆使すれば
解決できるかもしれなかったことに。」Rajen Sheth 
グーグルクラウドAI プロダクトマネジメント本部 シニ
アディレクターは話す。「今後10年であらゆる企業が
AIを活用して自社を変革していくことでしょう。私たち
はこれを天命ととらえて、我々の新しいビジネス戦略
の柱としています。」

Shethによると、人工知能を活用する時の成功の
鍵は、自社のビジネス課題を特定し、AIがどのよう
にそれを解決できるかを探求することだ。例えばグー
グルクラウドでは、グーグルアシスタントのテクノロ
ジーを駆使して、サービス部門のコールセンタに蓄積
されたナレッジを個人向けにカスタマイズした。自然

言語処理と機械学習と組み合わされたシミュレーショ
ン機能を使い、一次受け電話対応を自動化したのだ。
AIはスクリプトに沿った定型的な質問をするよりもむ
しろ、カスタマがどのような問題で電話したのか判
断し、ナレッジデータベースにアクセスして会話のマ
ナーに沿った質問やコメントができるように変化して
いた。もう一つのユースケースが、AIがグーグルクラ
ウドのデータセンタのエネルギー消費を効率化した事
例だ。クーラーを調節するためのアルゴリズムと強化
学習（様々なテスト結果から報酬を受け取り、自身を
トレーニングし続けるシステム）を組み合わせた機械
学習を駆使して、最も適切な温度設定を機械に自己
学習させた。それにより、冷房に使用するエネルギー
は40%、データセンタの総エネルギー消費は15%削
減された。グーグルクラウドでは、常に未来のビジネ
スにつながる社内でのAI活用機会を探し求めている。
グーグルクラウドのAIチームは、医療、科学、自
動車などの産業横断でAIのユースケースを実践でき
る機会を求めている。蓄積されたナレッジは、AIト
レーニングプログラムとしてオープンソースで公開さ
れており、すべての技術者が恩恵を受けることができ
る。またグーグルクラウドでは、AIエンジンが偏向し
た振る舞いをした際に検知し修正を可能にするととも
に、従来型のスキルセットを持った従業員を機械学習
時代に即した人材へと変革させることを目的に、AI
の振舞を監視分析する手法の調査にもリソースを投
下している。

「私たちは、対人スキルや契約に過度に依存した従
来型業務を打ち破るチャンスを得ました。」Dehazeは
話す。「AIは我々に、既存のリクルーティングビジネ
スの補完だけでなく、デジタル戦略の拡大、急成長
するデジタル採用市場の中で我々のオファリングサー

ビスに更なる拡充をもたらしてくれました。我々はこ
のAIをリクルーティングビジネスに関連のある周辺市
場に展開することはもちろん、地理的にも更にグロー
バルに展開していきたいと考えています。」

38

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier

グーグルクラウドのスマートサーチ



デジタル技術は、我々が周囲の環境と接する方法を根本的に変えつつある。人、機械、データおよびプロセス
はますます結び付いており、その結果、顧客ニーズを理解するために必要なデータが急増している。しかしながら、
我々が実現したいことに必要となるデータの量と種類の激しい増加は、人間の能力で処理しうる範囲を既に超え
ている。AIはどうであろう。ヘルスケア業界に訪れるであろう、次の指数関数的変化の波による破壊の先陣を切
るAIは、分析と自動化を駆使して、患者の人生にとって貴重な瞬間を演出する事になるであろう。ヘルスケア業
界において、患者に自らの健康に関するデータを提供するだけでなく、患者に自らAIを使用させ、次の治療への
一手やアウトカムにつながる示唆をリアルタイムで得られる機会を提供する企業が勝者になるだろう。

我々の多次元的デジタルトランスフォメーション戦略と「AIファースト」のマインドセットは、我々がすべての個人
を人間として扱う事に寄与している。我々の最初のステップは、個別のデータソリューションではなく、プラット
フォームベースのAIエンジンを立ち上げることであった。この変革の基盤として、我々は長年にわたり、基礎とな
るデータマネジメント能力に多大な投資をしてきた。たとえば、当社のデータ基盤は既に構造･非構造化データ
の両方を処理し、データパイプラインを公開し、継続的に管理し保証してきた。次に、データガバナンス、セキュ
リティ、トラステッドレイヤをデータ･ストア周辺に構築した。さらに機械学習エンジン、アルゴリズムレイヤ、およ
びソフトウエア開発キットを追加したことで、ポータル、モバイル、および内部チャネル用のAPI構築を容易に実
現する事が出来たのである。さらに、プロセスを自動化してスピードアップさせ、フィードバックから継続的に学
習して将来の行動を改善させる事により、データを収集する初期的な状態から、行動を促すような洞察を提供で
きるまでにAIを進化させられるようなフィードバックメカニズムを構築した。

また、Anthem社全体でAIの可能性を最大限に引き出すために重要だったことは、全社的なサポートを得ること
であり、そのために各ステークホルダーに対して、我々が達成しうるビジネス上の成果を概念化して説明した。我々
はビジネスパートナーに対して、ビジネスプロセス全体にわたりAIを活用することの再考、再検討、および再実
装を行う方法についての意見を求めた。当初は、顧客により効率的にサービス提供することを目指し、AIがビジ
ネスに最も大きな影響を与える可能性があると考えたデータ処理と分析の自動化に重点を置いていた。チームは、
クレーム判定、手続きの事前承認、プロバイダへの支払いを含む運用機能、および消費者/顧客への請求プロセ
スなどを初期パイロットプログラムの最有力候補として特定し、それらに対して概念実証を行い、それが有益で
ある事が認められれば、アジャイル技術を駆使してスケールアップするようなプロセスを導入したのである。

最後に、Anthem社全体で我々のAIに対するビジョンを実現するには、人材ベースの拡大に積極的に取組む必要
があると認識していた。そこで我々はAnthem AIを立ち上げ、高度な技術を有する社外の技術者を惹きつけ、さ
らには既存の社内人材に対しては体系化されたAIに関するトレーニングプログラムを提供し、育成を推進した。
このユニットは、ビジネスのためのAIソリューションの革新とアイディエーションを促進する文化を築くことによっ
て、人材のリテンションを図っている。

現在に至っては、AIは企業全体でのデジタル変革を促進する技術の一つに過ぎない。我々の最近のプロジェクト
の一つに、ブロックチェーンと精密医療にAIを加え、人々のアレルギー発症時期を予測できるかテストするという
1年に亘るデータトライアルがある。我々の予測モデルが健康関連の洞察に正確さ、スピード、そして費用対効
果をもたらすことを期待している。

我々がこの経験から学んだことの一つは、ゼロから始めるという考えを捨てるということにある。その代わりに、
AIがどのようにビジネス上の成果につながるのかを考え抜き、そこから関連する目的に沿った既存のユースケー
スを結びつけ、小さな成功体験を積み重ねるべきである。我々はプロセスレベルの視点を持ったうえでAIと機械
学習に取組むことで、カスタマエクスペリエンスを大幅に改善するような形で次世代技術を展開することが出来た
のである。

私の見解
RAJEEV RONANKI, CHIEF DIGITAL OFFICER, ANTHEM
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サイバーセキュリティの専門家は、顧客や組織の
データを盗み取るためにAIを駆使するハッカーの脅
威に対して大きな懸念を持っている。35ただし、AI技
術のリスク、セキュリティ、およびプライバシーへの
影響を理解する上で、AIはサイバー犯罪、詐欺、お
よび脅威と戦うために効果的なツールにもなり得る
ことを理解することが重要である。AIが脅威や脆弱
性を認識する能力を高めるためにイベントやフィード
バックループから学習することで、よりインテリジェン
トに進化するにつれ、ある事象（脅威）が発生する
可能性を判断する精度がさらに高まる。その具体的
な内容は次のとおりである。

• サイバー脅威の検出および対策の自動化：過去10
年間で、多くの組織がオンプレミスのセキュリティ
情報･イベント管理ソリューションを使用して、ネッ
トワークやデータに対する脅威を監視していたが、
それには、時間、人員、ハードウエア、およびカ
ネの多大な投資が必要であった。 ITチームは、多
くの場合、完全に効果を上げるには時間
がかかりすぎる手作業によって、ますます
高度に洗練されるようになった脅威に対
抗してきた。アナリストはイベントやセキュ
リティ事故の指標を監視し、発生事象をト
リアージチームから脅威ハンター、さらに
はレベル4インシデントスペシャリストへと
引き継ぎつつ、頻繁に発生する誤検知に
も対応していた。今日の脅威の方向性は
絶えず進化と変化を繰り返しており、より
迅速で予防的な検出･対応が必要になって
いる。我々は、ツールやシステムを駆使し
て、ルーターやポートのシャットダウンまたはエン
ドポイントのロックなどのセキュリティ対応をほぼ
リアルタイムで自動的に実行している。

• AI vs. AI：今日の企業が直面しているサイバー攻
撃は、組織内のセキュリティ上の弱点を悪用する
悪意のある者を代行する形でAIエンジンによって遂
行される事が多い。幸い、企業はこれらの攻撃に
対する積極的な対策としてAI技術を導入し、検出
と対応を迅速化することができる。コグニティブコ
ンピューティングにより、データ（特に文書、画像、
ファイル、音声などの非構造化データ）をリアルタ
イムで処理することが可能になり、その結果、AIは

そのデータから学習し、新しい脅威の発生に応じ
て自動的に脅威の検出と対応を進化させている。

• 新しい脅威を特定するための機械学習：従来の
ルールと経験に基づく脅威検出の仕組みは、全体
の脅威のなかでも割合の少ない既知の脅威しか検
知できないという制約があった。企業はAIと機械
学習をルールベースの環境に取り込み、既知のサ
イバー脅威から得られた専門知識を強化し、新規
の進化する脅威を検出する事ができるであろう。今
日の企業は、大量の内外のデータを自由に利用す
る事ができ、これらすべてがシステムの脆弱性と潜
在的な外的脅威に対する示唆を与えてくれる。こ
の膨大な量のデータをタイムリーな形で人が処理
することは不可能であった。しかし、グラフデータ
ベースや自然言語処理など、既に技術として存在
する教師付き学習、教師無し学習の技術を駆使す
ることにより、既知･未知の脅威の両方の可視性を
高めるための脅威モデルの強化･階層化を実現す
る事ができる。これは、データサイエンティストと

サイバー専門家を結集させて、セキュリティイベン
トに対するより高い信頼性および確度の高い施策
を考案し、より効果的な対応を促進する事によって
実現される。

• 何よりも先にガバナンス：最後に、単一のユース
ケースでもAIを企業全体に展開する際に考慮する
必要のあるポイントは組織外からの脅威だけでは
ない。AIエンジンが作動し、決定を下す速度、利
用するデータの機密性、および決定の倫理的な妥
当性などは、適切に監視または管理されていない
場合、組織外からの脅威に匹敵するような指数関
数的なリスクを引き起こす可能性がある。

企業はAIと機械学習を
ルールベースの環境に取り込み、
既知のサイバー脅威から得られた
専門知識を強化し、新規の進化する
脅威を検出する事ができるであろう。

40

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier

リスクの視点から



人事部が従業員の管理監督を行うのと同様に、
組織内にAIを展開する際、これらのAIエンジンを
監視するためのガバナンス計画を策定する必要が
あるだろう。このガバナンスには、従業員と顧客の
プライバシー、データのセキュリティと完全性、お
よび人間と機械とのやりとりにおける安全性など、

さまざまな考慮事項が含まれる。学習の一環とし
てAIエンジンに直接インプットされたデータと、AI
のフィードバックループから派生したデータに対す
る処理、管理、およびガバナンスは、ルールベー
スのAIが独自に機能するような場合、さらに重要
となる。

さあ、はじめよう
他社と同じ方法でテクノロジーのトレンドを適用する企業はない。すべての組織は、変革の旅に出る前に個々の
目標、長所短所を熟考すべきである。人がAIと協働する組織というトレンドによって、あなたの組織が得るもの
は何か、またそれを得るためにあなたの組織に求められるものが何かということが曖昧なら、以下の問いを自
問自答すべきだ。

AIを展開することで組織が達成する事業目標は何か

AIが組織に大きな利益をもたらす可能性をもつのは、ITプロジェクトとしてではなく戦略的なビジネスの視点
をもったうえで、レトリックのみで評価するのではなく定量的な分析結果に意識が向けられる場合のみである。
企業の主たる目標を特定するために組織横断的に協業し、そして結果を出すために、自社のAI戦略を整理
すべきだ。あなたは、コストの削減、生産性向上の促進、コンプライアンスのモニタリング、リスクシナリオ
の削減にむけたソリューションを求めるのかもしれないし、大量のデータから大いなる意味を見出すことを選
択するのかもしれない。AIジャーニーの第一ステップは、最終目標を設定することである。目標を設定する
ことによって、あなたは旅路をより詳細化し、明確なマイルストーンをもった実現可能なロードマップとして
描くことができる。

競争優位性を得るためにAIをどのように使用するか

AIは、自然言語処理、画像解析、機械学習などを含む幅広い技術分野であり、AIはバックオフィスをはじめ
とする社内システムや顧客対応システムを強化するものとなっている。しかしながら、どこから手を付けてい
いのかわからない場合、指針やひらめきを得るためにあなたの属する組織と強いつながりのある業界に注目
するとよいだろう。業界のトレンドに注目し続けることで、顧客ニーズの充足と競争力の維持につながる。例
えば、金融業界では、高度にパーソナライズされた製品･サービスを作っているデベロッパーがいる。それに
気づいた金融企業は、個人に合わせた投資アドバイスを提供できるロボアドバイザーやチャットボットを作り、
AIパイロットを始めたいと思うかもしれない。顧客、ベンダ、業界アナリストと対話することによって業界の
動向を深く理解することは、最初のAIパイロットやユースケースを見出すことにつながり、リソースを確実に
活用し、ビジネス目標を達成することに役立つだろう。
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AIと協働する組織であるためには自社のテクノロジーは十分か。不十分ならば、適切なパートナーをどのよ
うに見つけ、AIエコシステムを構築するのか

進化のためには、組織の既存技術と人材は、AIシステムを立ち上げるには不十分かもしれない。AIシステム
の導入とは、次世代IP、製品、ソリューションをエコシステムに広範囲にわたり導入することであるかのよう
に見えるかもしれない。しかし、ビジネスプロセスのどこにAIが活用できるのかが決まれば、既存技術、人
材、専門知識を評価し、ギャップを特定できる。AIジャーニーが進んでいるスタートアップに投資し、既存リソー
スを強化してもよいし、需要のある市場向けアプリケーションの開発に協力あるいは共同出資するベンダや
他業界のパートナーを探すのもいいだろう。

IT組織がコグニティブへの対応に疲弊しているようだ。何をすべきだろうか

コグニティブの活用に注力しすぎ、やり過ぎや急ぎ過ぎを認識する結果となった企業が存在する。コグニティ
ブに関する取組みの序盤でつまらない結果にぶつかると、さらなる探索の熱意を削がれることになる。この
ような状況に陥ったときには、「なぜ間違えたのか」や「どうすれば今後の取組みで同じ過ちを繰り返さず
に済むか」といった「教訓」「Lessons Learned」について、ステークホルダーやIT人材と話し合うことから
始めるべきである。その後、ほかの競合企業が採用し、良い結果を得られたAI活用のアプローチについて
議論するとよいだろう。

スモールスタートするのか、一気に取組むのか

スモールスタートの是非を考えるより重要なことは、目的指向で動くことだ。CIO、ビジネスリーダーは効果
を出すために、長期のAI戦略を策定することの価値を認識しているように見える。望む成果に集中し続け、
デザイン思考を採用することにより、正しい計画にたどり着ける可能性が高まる。はじめに、トランザクション、
時間のかかるタスク、または少しばかり「職人的な」知識を必要とするデータ量の多いプロセスなど、AIの
機会を特定することから始めよう。そして、既存リソースと新たに取り入れる必要があるリソースを考慮して、
AIがそのプロセスに適しているかどうか判断するために、費用対効果を分析しよう。次に、AIの適用対象と
したビジネスプロセスのトランザクションからパイロットプログラムを作成し、4～8週間実行するとよいだろう。
ポジティブな結果であれば、どのように本番環境で実用化し、最終的にはほかの製品やサービスラインへと
拡大できるかを決定する準備ができているといえる。

要点
企業におけるAIの役割は、人間の認知機能を補い代替するツールとして成長し続け、IT環
境へ取込む方法も標準化が進んできた。AIは間違いなく今後数年間のうちに人間のパフォー
マンスを補強するだけでなく幾つかの業務プロセスを自動化していくが、それをもって短絡
的に人員を減らすことは将来の新たなコグニティブの姿への可能性を閉ざしてしまうことに
なる。現在こそが、人間と機械が業務においてどのように関与しあうべきか、また人がAIと
協働する未来の組織が何を成し遂げるのか、真剣に考え直すべき時である。

42

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier



執筆者

43

人とAIが協働する組織

NITIN MITTAL is a principal with Deloitte Consulting LLP and currently leads 
Deloitte’s Analytics and Cognitive practice. He specializes in advising clients to achieve 
competitive advantage through data and cognitive-powered transformations that 
promote amplified intelligence, and enable our clients to make strategic choices and 
transform ahead of disruption. 

DAVE KUDER is a principal with Deloitte Consulting LLP for the US Cognitive Insights 
and Engagement offering. Kuder spent much of his 20-year career driving claims and 
underwriting operational effectiveness before taking on a cross-sector role driving 
artificial intelligence and science-enabled transformation. His focus is on intelligent 
automation and performance improvement across all aspects of front- and back-
office insurance operations. He has spoken at numerous trade and professional 
events and has been published in a variety of journals.

RISK IMPLICATIONS
 
SAMIR HANS is a principal in the Cyber Risk market offering with Deloitte & Touche 
LLP. He focuses on threat detection and response solutions, helping organizations 
identify and respond to unauthorized or anomalous IT activity. Hans has deep 
experience around rare events modeling (REM), helping clients generate value from 
data through the detection of faint signals. He has led REM engagements in several 
domains, including cyber, financial crimes, fraud detection, and safety, in both the 
commercial and public sectors.

SENIOR CONTRIBUTOR

Oleg Tyschenko
Senior manager
Deloitte MCS Limited



44

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier

1. Thomas H. Davenport, The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work (Cambridge: 
MIT Press, 2018). 

2. Nitin Mittal et al., Machine intelligence: Technology mimics human cognition to create value, Deloitte Insights, 
February 7, 2017. 

3. Economist, “How Germany’s Otto uses artificial intelligence,” April 27, 2017. 

4. Brenna Hughes Neghaiwi and John O’Donnell, “Zurich Insurance starts using robots to decide personal injury 
claims,” Reuters, May 18, 2017. 

5. Sam Ransbotham, Philipp Gerbert, Martin Reeves, David Kiron, and Michael Spira, “2018 2018 MIT Sloan 
Management Review and The Boston Consulting Group (BCG) Artificial Intelligence Global Executive Study 
 and Research Report,” MIT Sloan Management Review, September 17, 2018. 

6. Bill Briggs et al., 2018 global CIO survey: Manifesting legacy, Deloitte Insights, August 8, 2018.

7. David Schatsky, Craig Muraskin, and Ragu Gurumurthy, “Cognitive technologies: The real opportunities for 
business,” Deloitte Review 16, January 26, 2016.

8. Deloitte US, “Welcome to the age of ‘with’: Intelligent AI solutions with cognitive advantage,” YouTube,  
July 23, 2018. 

9. Thomas H. Davenport and Rajeev Ronanki, “Artificial intelligence for the real world,” Harvard Business Review, 
January-February 2018. 

10. Deloitte, Compliance modernization is no longer optional, 2017. 

11. Mahesh Charjan, “Netflix to try out AI to craft personalized trailers for movies,” Dzone, May 1, 2018.

12. Peter Burrows, “How the AI cloud could produce the richest companies ever,” MIT Technology Review,  
March 22, 2018.

13. Deloitte Global TMT Predictions report, December 2018. 

14. Ruchir Puri, “Deep learning as a service, IBM makes advanced AI more accessible for users everywhere,” IBM 
News and Updates, March 20, 2018.

15. Nicholas Rossolillo, “Salesforce strengthens its AI capabilities with an $800 purchase,” Motley Fool, July 27, 2018.

16. Tamara Scott, “SAP vs. Oracle: Clash of the tier 1 ERP titans,” TechnologyAdvice, July 5, 2018. 

17. Nicolas Rapp and Brian O’Keefe, “These 100 companies are leading the way in AI,” Fortune, January 8, 2018.

18. Jeff Loucks, Tom Davenport, and David Schatsky, State of AI in the Enterprise, 2nd Edition, Deloitte Insights, 
October 22, 2018. 

19. Greg Williams, “Why China will win the global race for complete AI dominance,” Wired UK, April 15, 2018. 

20. Ian Sample, “‘It’s able to create knowledge itself’: Google unveils AI that learns on its own,” Guardian,  
October 18, 2017.

21. Scott Rosenberg, “Why AI is still waiting for its ethics transplant,” Wired, November 1, 2017.

22. Angela Chen, “How computers misunderstand the world,” Verge, May 23, 2018.

参考文献



45

人とAIが協働する組織

23. Dimple Agarwal et al., The workforce ecosystem: Managing beyond the enterprise, Deloitte Insights,  
March 28, 2018. 

24. Peter Evans-Greenwood, Harvey Lewis, and Jim Guszcza, “Reconstructing work: Automation, 
 artificial intelligence, and the essential role of humans,” Deloitte Review 21, July 31, 2017.

25. Deloitte Consulting, “CIOs can become chief insights officers,” WSJ CIO Journal, November 6, 2017.

26. Mary Hall Gregg, Pfizer VP of business technology, research and development, interviewed  
September 28, 2018.

27. Ryan Steinberger, Pfizer VP of business technology, Global Business Intelligence and AI Center of Excellence, 
interviewed September 28, 2018.

28. Alex Benay, CIO, government of Canada, interviewed on October 16, 2018.

29. Sam Trendall, “D5 becomes D7 as Canada and Uruguay join global digital-government collective,”  
Public Technology, February 23, 2018.

30. CIO Strategy Council, “About us,” accessed November 12, 2018.

31. Subhash Kak, “Will robots take your job? Humans ignore the coming AI revolution at their peril,” NBC,  
February 7, 2018.

32. Alain Dehaze, CEO of the Adecco Group, interviewed on October 31, 2018.

33. Adecco Group, “The Adecco Group spearheads the age of the freelancer with a new digital brand: YOSS,” 
October 24, 2017.

34. Rajen Sheth, senior director of product management, Google Cloud Artificial Intelligence, interviewed on 
October 22, 2018.

35. Alison DeNisco Rayome, “91% of cybersecurity pros fear hackers will use AI to attack their company,”  
TechRepublic, December 14, 2017.



近年、AIやロボットで代替可能な職業や労働人口は
どのようなものか、国内外でリサーチ結果が纏められ
ニュースを賑わしている。どの職業なら永らく生業とし
ていけるのか、あるいはそれを獲得するためにはどのよ
うな教育を受けるべきか、その議論のトーンはどちらか
と言えば将来に対する不安感が表れているように思う。
この文脈を踏まえ、デロイト 「Tech Trends 2019」
の本編では「人とAIが協働する組織」と題し、AIが、
企業のコア業務に組み込まれ、人間の知的労働を支
え拡張しながら自律的に動いていく将来像を描いた。
邦題は「人がAIと協働する組織」としたが、原題は、
AIが車の燃料のように隅々に行き渡りながら人がAIを
制御し、企業の価値創造活動にレバレッジを掛けて
いくニュアンスを有している。

Thomas H. Davenportは2015年に『オーグメン
テーション：人工知能と共存する方法』1において、AI
が人間に取って代わるのでなく、大量のデータ処理や
高頻度の繰り返し処理によって人間をサポートする世
界観を描いた。本編においても、直近3年間のアップ
デートを踏まえて、更なる将来像を述べ、将来像実現
に向けたユースケース、アーキテクチャ、組織やプロ
セスの論点を概観したうえで、AIをどのように組織の
オペレーションに組み込むのが良いか模索する先進企
業の取組みを紹介している。そこでは、自動運転をは
じめとするこれまでの代表的なユースケースに留まる
のではなく、AIの存在を前提としてオペレーションを組
み直していくことを推奨している。読者においてはこの
機会に、AIを用いた仕組みを上手く乗りこなせる組織、
またそうした仕組みを作り出せる組織に向けたムーブ
メントが始まっていることを理解してもらいたい。

さて2018年の「Tech Trends」では「ノーカラーワー
クフォース」と題し2、来るAI時代において、人間がAI
にできないこととして発揮する能力は何か、俯瞰した。
人間がAIに取って変わられることは無いものの、組織
が競争に勝ち残るためにはAIを用いて人間だけでは成
し遂げられなかったことを実現する必要があり、そこへ

の変革を支える人材が育っていかなければならない。
いま「AI教育」がニュースで頻繁に取り上げられる

ようになっている。例えば、幼少の発達期にはモバイ
ルデバイスやレゴを用いたプログラミング教育が、中
高生向けには読解力や論理性といった言語能力の基
礎を高めるための教育研究が始まっているようだ。3ま
た大学では、データサイエンス教育を謳うカリキュラ
ムが増え、ビジネスセンスも兼ね備えたデータサイエ
ンティスト育成のための産学連携の事例も現れるな
ど、注目を集めていることはいうまでもない。
それでは、企業の一般的な社員に対してはどうだろ

うか。特に新卒採用をはじめとする若手社員に対しては、
これまでの業務のやり方を知り一人前になるまで叩き上
げることは当然重要であるものの、それだけで終わって
しまっていることが未だ多いのではないかと懸念される。
テクノロジーの進歩と変化が速すぎ、先々を見通し
て必要な教育研修を組むことが難しいのは事実であ
る。しかし技術的観点から見れば、AIに対してデータ
を学習させ人間の判断に近づけていく仕事や、AIが判
断した後に人間がレビューし必要に応じてネクストアク
ションを修正していく仕事、またそれらを組み合わせな
がら業務にAIを組み込む企画を行っていく仕事は、こ
れから増えていき、また当面は人間の力を必要とする
ため、人材を育成する価値はあるものと考えられよう。
またそもそも、これまでにも長らく存在し確立できて
おかしくないはずのもの、即ちデータから得られる限り
の知識を駆使し、行動に活かすという教育啓蒙活動が
充分に成功している話もなかなか聞かれない。アメリカ
に限っても、データサイエンス人材は14万人から19万
人不足するのに対し、データをもとに効果的な意思決
定を行えるマネジャーは150万人不足するという予測が
8年前にレポートされたが、4その状況は大きくは変わっ
ておらず未だ教育・推進を行っていくべきテーマである。
若手社員、特にミレニアル世代は、インターネット

やモバイルデバイスに触れて多感な時期を過ごし、テ
クノロジーを活用することに馴染んでいると言われる。
ビジネス感覚や自社のオペレーションを身に着けたら、
次は、このような世代の力で組織を変えていく取組み
の機会を与えてはどうだろうか。もしそのようなことが
実現可能な組織がベンチャーやハイテク企業に限られ
てしまうように思われるのだとしたら、遠からず彼らの
職場選びに影響してしまうことであろう。勿論そうした
取組みにもROIの説明責任は求められる必要がある。
しかし、これから確実に訪れる変革を前に、将来にわ
たる負債を残すことのないよう、マネジメントは適切な
委譲の仕方を一考しておくべきではないだろうか。

人かAIか、ではなく
人とAIがいかに協働するか

AI時代に向けて
人間が現在行っておくべきこと

日本のコンサルタントの見解
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いつどこから始めるのか
昨年は様々な業界で、データの利活用とその推進

に悩むクライアントと討議の機会を得られた。そこで
語られるのは、AIを活用して新たなビジネスモデル
が生まれ、業務の生産性が向上する姿であり、それ
を支えるための人材が育っていく将来像である。一方
で共通して聞こえてきたのは、いざ始めてみたがROI
が出ない、ユーザに使われない、概念実証を実施し
ているものの現場に受け入れられないガジェットに留
まっているといった所感、あるいはこうしたケースが
繰り返されることによって生じてしまう「新しいテクノ
ロジーに関するプロジェクトを中途半端な形で始め
るのは良くない」などといった疲労感や幻滅である。
デジタルトランスフォーメーション（DX）の困難に
対しては、組織横断で、かつビジネスとITに跨って変
革をドライブしていく経営層として、チーフ・デジタル・
オフィサーあるいはチーフ・データ・オフィサーを設
ける企業が海外で増えている。更に、本編でも触れ
たような新たな局面として、AIとの協働を組織的に
推進するために、チーフ・AI・オフィサーの設置に係
る議論もある。一方日本では、こうしたポストが見
られるのはまだ一部に留まり、経営のコミットメント
さえあればという声が現場で聞かれることも珍しくな
い。鶏が先か卵が先かの議論に陥りがちだが、前記
のような疲労感や幻滅のうちはROIが出ていない状況
が多く、そこへ経営から踏み込むのは難しいというの
も真であり、どこかの専任組織や特定のCxOが変革
を始めてくれることは難しいということを弁える必要
もあるだろう。
全社として今後必要な取組みであるとの認識が
一致しているならば、組織横断で立ち上げられるソ
リューション構築のプロジェクトの中に、こうした
人材の育成や、業務プロセスの再構築、あるいは
Quick-winを重ねるためのプログラムガバナンスをマ

ストアイテムの一つとして組み込んでおくべきである。
決して業務課題の一つとして現業部門側の整理作業
に渡すだけでなく、積極的に組織間ですり合わせを
行い一歩一歩進化していく姿を共有しなければなら
ない。
本編中でも触れられた通り、海外の有力企業では

AIを構築し活用し続けていくためのプロセスや、組
織体制、人材育成、アーキテクチャ等を包含した戦
略とロードマップの整備を進める企業が増えてきてお
り、間もなく日本にも同様の潮流が訪れるだろう。
決してIT部門だけで出来る仕事ではないものの、

かつてないほどデータとテクノロジーに対するビジネ
スからの期待は高まっている。IT部門においては、サ
イバーセキュリティ、個人情報保護など「守り」の難
しさも一層高まる今日ではあるが、是非この機をと
らえ、自社のなかで他ならぬ専門家として、来るAI
時代に対する「攻め」のイニシアティブに乗り出して
もらいたい。
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