
夕食会で、あなたのパートナーがテーブル越しにほ
んの少し眉を上げたとする。この動きは非常に繊細
なものなのでほかの誰も気付かないが、あなたには
はっきりとしたメッセージとして伝わる。 「飽きたから、
もう出ない？」
ほとんどの人は、この種の直感的なコミュニケー

ションを、親密な関係性の中で時間とともに育まれ
る共通言語と考えている。我々はこれを人間同士に
限った自然なやりとりとして受け入れている。コン
ピュータが繊細な眉の動きの背後にある意図を理解
し、空気を読んで適切に対応することさえできるよう
になることは、現時点では現実的ではなく、少なくと
も未成熟な技術のように思われる。
しかし、人間とコンピュータとの境目を再定義し、
さらには境目さえも消し去ってしまうような最先端テ
クノロジーの潮流により、インテリジェントインター

フェースの新たな技術が現実になってきている。これ
らのインターフェースは、実際には洗練された一連の
データ収集、処理、および展開機能であり、これら
の機能は単体、または複数が連携することで、従来
の人間とコンピュータの関係の強力な代替手段とな
り得る。たとえば、カメラ、センサー、コンピュータ
ビジョンを使用して、買物客の店舗における動き、視
線、振舞いを追跡および分析することで、小売業者
は常連客を判別し、彼らの気分を測定することがで
きる。こうした情報を購買履歴と合わせて分析するこ
とによって、顧客のモバイル機器におすすめ商品をリ
アルタイムに表示することができる。あるいは、それ
ほど遠くない将来には、顧客の潜在意識による行動
からニーズを予測し、顧客に代わって注文をすること
だってできるようになるだろう。
この例では、既に活用されているテクノロジー群が

今日、人々は長年利用してきたキーボードに加えて、タッチスクリーン、音声
操作、そしてそれ以上に高度なインターフェースを通じて、テクノロジーを
使用していることを意識することが無い、より自然で新しい方法を通じて、

テクノロジーと関わるようになっている。たとえば、画像やビデオ映像を使用して個
体を追跡したり、個人を認証したり、周囲の環境から様々な情報を読み取ったりする
ことができる。また、高度な音声認識機能により、表現の細かなニュアンスを含む
複雑な会話を自然に行うことができる。そのうえ、非言語コミュニケーションが可能
なAIシステムを活用して、人間のジェスチャー、顔の動き、視線に則した応答ができる。
インテリジェントインターフェースは、人間を中心とした最新の設計技術とコンピュー
タビジョン、会話型音声、聴覚分析、高度な拡張現実やバーチャルリアリティといっ
た最先端技術を組み合わせたものである。これらの技術や機能が組み合わさること
で、我々のコンピュータやデータとの関わり方に変革をもたらしている。

インテリジェントインターフェース
人間、コンピュータ、そしてデータとの関わりを見直す
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ユーザとシステム間のインテリジェントインターフェー
スとなっている。これは始まりに過ぎない。熱画像化
技術は、買物客の心拍数の変化を検出することがで
きる。今日のスマートウォッチから未来のARゴーグル
まで、さまざまなウエアラブルデバイスが着用者の心
身の状態をとらえることができる。スマートフォンから
リアルタイムに取得するデータにより、小売業者は、
顧客が特定の製品価格をオンライン上で比較している
ことを知り、店舗の価格設定、製品ラインナップ、レ
イアウトに対して不満を持っている可能性を
把握することができる。1

これらの事例がもたらす可能性は、人と
コンピュータをつなぐ幅広いインターフェース
デバイスの需要を加速するものとなるだろう。
音声認識技術の世界市場だけでも2024年ま
でに223億ドルに達する見込みである。2感情
検知コンピューティングの市場も、2022年ま
でに410億ドルに達すると予測されている。3

今後2年間で、ますます多くのB2CおよびB2B企業
が、成長するインテリジェントインターフェースのトレ
ンドを取り込むだろう。最初のステップは、どういっ
たアプローチによって顧客エンゲージメントと業務改
革に対する目標達成をサポートできるのかを模索す
ることから始まる。すでにこの段階に達している企業
は、より一層ユースケースとプロトタイプの開発を推
し進めることができる。企業が恩恵を受けるまでに
は、時間、労力、予算を投じる必要があるが、将来
の競争力を維持するためには、今後1年半～2年の間
にとる行動が鍵を握っている。

識者の見解

インテリジェントインターフェースは、メインフレー
ムからPCへの移行、その後のWebとモバイルの出現
に続く一連の主要なテクノロジー進化の最新版であ
る。段階を経るにつれて、我々とテクノロジーとの関
わり方が自然に、違和感なく、そして広範囲に広がっ
てくる。キーボードからマウス、タッチスクリーン、音
声という進化と、それに伴う画面上のデータ操作方
法の変化について考えてみるとよい。
今日、最も広く採用されているインテリジェント

インターフェースは、Amazon社のAlexa、Google 
Assistant、Apple社のSiri®の音声認識ソフトウエア、
MicrosoftのCortanaなど一般的なマスマーケット製

品に見られるような音声ユーザインターフェースであ
る。巨大テクノロジー企業間で勃発している音声シス
テム分野の主導権争いが、インターフェース市場全体
における自然言語処理とAI技術を標準化し、イノベー
ションを促進している。4 Amazon社は、毎年恒例の
Alexaのコンテストを通じて、コンピュータサイエンス
の大学院生のチームに、人気のあるトピックについて
20分間会話し続けることができるボットを構築しても
らい、100万ドルの賞金を提供した。5

音声認識のユースケースは、倉庫やカスタマサー
ビスで増えてきている。特に、音声認識に対応したさ
まざまなウエアラブル機器を装着した技術者が、電
話や指示書を手に持たずに会社のシステムやスタッフ
とやりとりする、などといった現場のオペレーション
に対する展開が顕著である。同様に、音声対話シス
テムを従業員のトレーニングプログラムに組み込む機
会を模索する組織も増えている。 これらの企業は、
従業員が新しいスキルの習得に費やす時間を短縮し
ながらトレーニングの効果を高める、新しいトレーニ
ングの方法論を開発することを目標としている。
対話型テクノロジーが目下のインテリジェントイン

ターフェース分野を支配する中で、高度なセンサー、
IoTネットワーク、コンピュータビジョン、アナリティ
クス、そしてAIの力を活用して、さまざまな種類のソ
リューションが開発されている。これらのソリューショ
ンとしては、ほかの機能の中でもとりわけ、コンピュー
タビジョン、ジェスチャー制御デバイス、埋め込み型
視線追跡プラットフォーム、周波数センサー、感情検
出/認識技術、そして身体動作の検出が特徴的である。
今後は、脳制御インターフェース、外骨格および歩
行分析、容積測定ディスプレイ、空間コンピューティ
ング、電気振動センシングなどの新たな機能も登場
してくるであろう。
企業環境においてこれらの特性がどのように連携

して機能するかを理解するには、製造施設全体でデー
タを収集し、中枢となる基幹システムに迅速に展開

段階を経るにつれて、
我々とテクノロジーとの関わり方が
自然に、違和感なく、
そして広範囲に広がってくる。
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できるようIoTセンサーを広範囲に配置する必要があ
る。多くの場合、これらのセンサーは動作環境を視
覚的、触覚的、および音響的に監視することによって、
人間の感覚のように機能する。たとえば、組立ライン
モーターに埋め込まれたマイクは周波数の変化を検
出できる。あるいは、同じモーターを監視しているコ
ンピュータビジョンは、構成不備の部分を「見つける」
ことができる。これらのセンサーやほかのセンサーに
よって生成されたデータを、頭脳として機能するAIア
ルゴリズムへ入力する。そうすると、頭脳であるAIは、
特定の組立ライン機能が十分に機能していないと推
測し、その推測に基づき、処理を進めることができる。
さらに、製造時のばらつきをバッチではなくリアルタ
イムで収集することによって、システムは応答時間を
短縮し、最終的には運用スループットを向上させるこ
ともできる。
誤解のないように言うと、データと組み合わせた

としても、人間の優れた観察眼は製造プロセスまた
は小売業務において活躍し続ける。そしてインテリ
ジェントインターフェースでは、人間とコンピュータ
の間の情報の流れは双方向に流れるようになる（図
1参照）。「Tech Trends」の以前の版で述べたよう
に、インテリジェントインターフェースの配信手段とし
て機能するAR、バーチャルリアリティ（VR：Virtual 
Reality)、および複合現実のデバイスを通じて、ユー
ザはふんだんな情報で詳細まで再現された仮想空間
を体験している。6これは、人々が従来からテクノロ
ジーを使用してきた方法に対する常識の転換を意味
している。ヒューマンマシンインターフェースの黎明
期を抜けて、今や最後の段階に我々は到達している。

自身を知り、相手を知る

インテリジェントインターフェースは、いくつかの分
野でB2CおよびB2Bに利用されている。

• 顧客の身体行動の追跡：検索エンジンやソーシャ
ルメディア会社が顧客のインターネット上での行動
を追跡できるのと同じように、いくつかのインテリ
ジェントなインターフェース機能はすでに身体的な
行動を追跡することができる。携帯電話は今日最
も手近なインテリジェントインターフェースである。
例えば、電話をオフにしていても追跡機能のおか
げで、例えばあなたが繰り返し特定のレストランを

訪れるのかビーチで多くの時間を過ごすのかがわ
かる。それにより割引付きの飲料や日焼け止めを
提供することができる。スマートグラスやデジタルリ
アリティが広く受け入れられるようになるにつれて、
同様の施設を利用したりビーチに到着したりする瞬
間に同じ広告を表示することができる。インテリジェ
ントインターフェースのトレンドが進むにつれて、企
業は我々について、習慣、趣味、経験など、これ
まで考えられていたよりも多くを把握することにな
る。

• 新たなサービスやソリューションの創出：顧客を個
人的かつ詳細なレベルで理解することで、製品や
サービスを「マイクロパーソナライズ」することが
可能となる。例えば、感情センサーは、人間がい
つストレスを経験しているかを検知することができ
る。例えば、交通渋滞に巻き込まれている、ある
いはオンラインでの政治的議論に取組んでいる際
に、血圧が上がり、呼吸が浅くなったとする。先進
的な医療サービスプロバイダは、この情報を入手
して、ストレスを感じている間に、ユーザが感情を
管理するのに役立つアプリケーションを構築するこ
とができる。ユーザがオンライン状態になっている
場合、アプリケーションはストレスの原因になりう
るメールの返信を遅らせることもできる。もしくは、
ユーザが早急に対応しなければならない状況を取
り除く手助けを行うこともできる。インテリジェント
インターフェースによる、マイクロパーソナライゼー
ションの機会は無限に広がっている。我々はまだこ
の分野の始まりに手を掛けたばかりである。

• 効率性：今日、企業は業務効率と個人の生産性を
向上するために、VR、AR、複合現実、360度カメ
ラ、AI、およびセンサー技術を活用する機会を模
索している。例えば、Amazon社はARを使用して
倉庫作業員の行動をマイクロ秒単位で追跡し、作
業効率を向上させる方法を試している。7組織はイ
ンテリジェントインターフェースの業務活用を始め
る際、共通の課題に直面するようになる。それは、
労働者を事細かに管理しすぎることなく、センサー
とリアルタイムのフィードバックを通していかに効率
性を高めるかというものだ。間違いなく多くの労働
者は、雇用主が指定したARゴーグルやほかの形状
の補助装置を身に付けて職務を遂行しなければな
らなくなることを嫌がるだろう。しかし、この不快
感は一時的なものだろう。今日、イヤホンやいくつ
かのウエアラブル技術は、時計や宝石類と同じくら
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　触覚センサー付きの手袋は、作業
者の動きを追跡し、生産性に関する
データを収集する

図 1

インテリジェントインターフェースは、リアルタイムに状況を把握し、
自動的にフィードバックする循環サイクルを創り出す
インテリジェントインターフェースは、ライフサイエンス・ヘルスケアからエネルギー、自動車、パブリックセク
ターをはじめ、あらゆる産業で適用が可能なものである。工場を舞台としたシナリオを例に見てみよう。

情報        センサー        　物理的な情報        　生体情報

    工場のカメラは、コンピュータビジョン技術を使
い、製品のスペックや品質を検証する

出所： Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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インテリジェントシステム

化学センサーは有毒物
質を検出し、作業者に警告
する

センサーは不良部品を検出
し、自動的に回収する。生産ライン
を変更して作業者に警告する

　ビジネスインテリジェンス
ダッシュボードは、作業者と設
備のパフォーマンスに関するリ
アルタイムのデータを表示する

ヘッドセットが作業者の脳波を分
析し、集 中力とストレスレベル
　 を測定する

　　ヘッドセットが音声や動作を処理し、
システムに情報として送信する

温度センサーが環境を
調整し、材料の生産を最適化する

モーションセンサーは機械の
振動を解析し、パフォーマン
スを監視する

基礎となる
商業技術ロボティクス ５G

ネットワーク
IoT クラウド＆エッジ

コンピューティ
ング

デジタル
リアリティー

AI

スマートヘッドセットは、
ディスプレイと骨伝導ヘッド
フォンを通して、音声や視覚によって
警告や作業指示を伝える

バイオメトリックシステムは
作業者を識別し、生体情報を
トラッキングし、必要に応じて
人へフィードバックを送信する
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い広く普及している。スマートグラスの装着や監視
環境での仕事に対する抵抗感は、従業員が人間と
コンピュータの新たな関わり方に慣れ、補助装置
がいかに仕事の効率を高めるかを理解するにつれ
て弱まっていくだろう。 

ITにおける重要性

インテリジェントインターフェースを用いるいかなる
取組みにも、それを実現するための基盤技術の話が
伴う。取組みに求める完成度と複雑さが増すにつれ
て、基本要素はさらに重要になる。仮想空間上でヘッ
ドマウントディスプレイを介して同僚と共同作業する
場合、会話が50ミリ秒遅れるのは煩わしい状況であ
る。もし、映像を共有する際、ロードするのに10秒
間待ったとしたら、そのシステムは頼りないものだと
言えるだろう。より多くの情報源から途方もない量の
データを収集、分析、配信するために必要なインフ
ラを開発することは、ユーザの体験を創り出すことに
も、壊してしまうことにも繋がるのだ。データの集約、
取得、保管、圧縮、および配信に関する考慮が必要
であり、インテリジェントインターフェースを支える要
素を管理するためのIT戦略が重要である。
データの優先付け、分散処理、そしてシステムお

よびネットワークデバイスへの配信に伴う効果的な戦
略を立てるには、以下の点を考慮する必要がある。

• 帯域幅：「次世代コネクティビティ」の章では、今
日のデータ依存の世界で、デジタルの未来がいか
に高度なネットワークにかかっているかを調査して
いる。主要なネットワーク技術は5Gであり、次世

代の移動通信技術として、無線通信の速度や容量
を劇的に向上させるだろう。システム内外で遅延な
くデータをやりとりするためのインテリジェントイン
ターフェースのネットワークには、5Gが提供する種
類の帯域幅が不可欠である。

• クラウドとエッジコンピューティング：AI主導のイ
ンターフェースをリアルタイムで機能させたい場合、
企業はもはやサンノゼの中央集権型サーバを介し
てすべてのデータを一元的に処理することはできな
くなる。15ミリ秒の遅延の間に、インテリジェント
インターフェースのユーザはAIの応答を待てずに苛
立ちを募らせ、次の作業に移行してしまうだろう。 
リアルタイムとは、その名の通り即時を意味し、遅
延に気づかないものである。このため、データと
AIによる意思決定を組織の最先端のレベルまで引
き上げ、処理内容を動的に優先順位付けできるよ
うにすることが必要なステップとなる。

• IoT：コンピュータが状況を把握するには、ユー
ザを取り巻く環境にある膨大なセンサーを介して、
ユーザの置かれた状況を示す情報を取得し、イン
プットデータとしてAIシステムに取り込む必要があ
る。これらのインプットデータには、どういう状況
で人間が動いたか、あるいは企業内の環境でいつ
機械が不自然な振動を起こしたかを把握するため
に役立つ、温度から湿度や空気の状態までをも含
むありとあらゆる情報が含まれる。データがイン
テリジェントインターフェースを介して脈動する血
液である場合、IoTは血管ということになる。 イン
テリジェントインターフェースが進歩するにつれて、
IoT機能の構築、維持、拡張はCIOのあらゆる優先
事項のうち最上位に位置づけられるはずである。
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ARが多くの人々の娯楽や教育に使える
可能性を持っているにもかかわらず普
及の妨げとなっていたのは、利用しや
すく、邪魔にならず、かつ直感的に操

作できるインターフェースが発展途上だったことであ
る。だが、Snap社はAR技術を用いて、日々何億人
ものユーザを同社のアプリケーションに引き付ける方
法を発見した。
「結局のところ我々はカメラの会社だが、情報処理
機能を持ったカメラを通じた新しいコミュニケーショ
ンの方法を創造することに注力している。」とSnap
社のtechnology VPであるSteve Horowitz8は述べ
ている。「Snap社ではARを活用し、ユーザとの密接
かつ強固な関係を築いてきている。我々は人々がど
のようにデバイスと関わるのかを学び続けることで、
Snapchat上での体験を自然なやりとりとして進化さ
せることができる。」
おそらく、ほとんどのSnapchatユーザは、頭にネ

ズミの耳をつけてみたり、声の高さを変えたり、踊っ
ているリャマをビデオの背景に仕込んだりする際に、
ARを使っていることを意識していない。これはSnap
社が、手が届きやすく馴染みがある快適なインター
フェースとして、スマートフォンのカメラを選択したた
めである。Snap社は、高性能の顔認識技術、そして

背景に合わせて3Dアニメーションを回転、拡大する
コンピュータビジョンを活用し、ユーザの自然な動き
を補完するインターフェースを採用している。にもか
かわらず、「レンズ機能」やフィルターは、直観的な
スワイプやタップにより簡単に使うことができる。写
真や動画を作ったり、送ったり、見たりするための学
習を伴わず、すぐに使えるのである。
そしてSnap社はマーケットリーダーたちと協力し、
従来のデジタル体験を塗り替え、顧客が簡単に商取
引を行えるようにしている。これは、デジタルリアリ
ティ技術、クラウド上の電子商取引プラットフォーム、
オンデマンドのサプライチェーンプロセスによって成り
立っている。例えば顧客はあるエリアのイベントでリ
リース前の製品を見て、ジオフィルター機能を使って
限定商品を「試着」し、アプリケーション上だけで
製品の購入を行い、その日の内に受け取ることがで
きるのである。

Snap社が次に目指すものは何か。技術面では、ス
マートフォンのカメラは発展を続けるだろうが、スマー
トグラスや未だ実現されていないデバイスとして、よ
り邪魔にならないものに組み込まれていくと同社は
考えている。顧客との結びつきのため、Snap社は直
感的で創造的なAR体験をユーザに届けることによっ
て、未来を作り続けるつもりなのである。
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2018年後半、デルタ航空は乗客が自
身の顔だけを身分証明としてチェック
インから搭乗ゲートまで辿り着ける米
国初のターミナルをオープンし、新聞

の見出しを飾った。9アトランタ国際空港のメイナード
Hジャクソン国際線ターミナルFから出発する海外旅
行者は、自動チェックイン、手荷物預け、セキュリティ
チェック、搭乗が顔認識技術で可能となる。
航空会社の初期調査結果によると、顔認証によっ

てジャンボ機の搭乗にかかる時間を9分間削減し、乗
客の待ち時間を短縮できることを示した。10この試み
はアトランタ国際空港、デトロイトメトロポリタン空
港、ジョンFケネディ国際空港での過去数年間に亘る
デルタ航空の生体認証搭乗テストが基になっており、
2019年には2か所目となる生体認証によるチェックイ
ンから搭乗の仕組みをデトロイトメトロポリタン空港
に拡大する予定である。航空会社は指紋認証や顔認
証といった生体認証を導入することで旅行体験がより
良いものになることを期待している。それに加えて、
デルタ航空ではテクノロジーによって業務を効率化
し、職員をレベルアップすることで、顧客との関係を
改善し、より有意義に関わる時間を増やすことを目指
している。
「我々は高い技術を用いて深い感動を与えたい」と
デルタ航空のOperations Technology & Innovation 
vice president11のMatt Mutaは述べている。「デ
ルタ航空における最大の競争優位性は職員であり、
我々のアプローチの大部分は、テクノロジーを用い
て職員がより感動的で心地よい旅行体験を届けるこ
とができるようにすることだ。そして、それが世界中
に知られているデルタの強みである」

Mutaはデルタの各部門の業務チームやアトランタ
のミッドタウンにあるThe Hangerと呼ばれるグロー
バルイノベーションセンタと連携している。12そこは、
実証済の技術を検証したり拡張したりするためのス

タートアップ的な組織である。The Hangarではデザ
インシンキングのプロセスを用いることで問題を深掘
りし、理解し、すばやくモデル化し、展開している。
旅行者と職員の課題を理解するために、チームメン
バは組織を超えて従業員、ビジネス、技術パートナー
と深く関わっているのである。

2017年の発足以来、The Hangarはデルタワンの
顧客が搭乗前に食事を選べるようにすることや、旅
行者のフライト情報を提供する会話型ソリューション、
パイロットや客室乗務員、地上職員がリアルタイムに
フライト情報を共有できるコミュニケーションデバイ
ス、代理店がPCを使用せずモバイル端末を使用して
タスクを実行できる搭乗用インターフェース、デルタ
スカイクラブにおいて交通量を把握するための一連の
テクノロジー、雷検査に使用可能なドローンなどのア
イデアを模索してきた。

Mutaは、今後3年間は顧客や職員との先進的な
関わりを実現するために必要なより多くの技術を模
索し、旅行体験を通じて顧客とのより良い関係を築
くことを可能にするべく、今後さらに多くの職員を動
員し、一貫したメッセージを出し続けていく、と言う。
コンピュータビジョンや機械学習、予測分析、最適
化などのAIを用いたアプリケーションの活用方法を探
求していくことで、デルタ航空の職員と、その名高い
サービスは航空会社の成功の中核になり続けるだろ
う。Mutaは、デルタのようにイノベーションに取組み、
生体認証や顔認証を活用することが、デルタのみな
らず業界全体の標準的なやり方になると確信してい
る。少なくとも国際線ターミナルFでの生体認証に関
して言うと、デルタは新しい場所でインテリジェントイ
ンターフェースを導入し、職員や顧客のフィードバッ
クを基にプロセスを再定義して改良しながら、生体
認証を活用した顧客体験における将来的な業界全体
の青写真を描いているのだ。
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近年、AIは何度もメディアに取り上げられてきたが、多くの場合、それはテクノロジーがどれだけの人々の仕事
を奪う可能性があるのかということに焦点を当てたものであった。しかし私としては、人とインテリジェントインター
フェースがうまく融合すれば、テクノロジーによってもたらされる未来はもっとエキサイティングなものになると考
えている。コンピュータの持つ知能と融合することで、人間の意思決定の質は高まる。この研究室では、単にAI
というよりも、むしろこうした人とコンピュータの知能の融合について研究している。そして、将来的に人間とデ
バイスは、もっと自然で親密な形で相互作用していくだろうと信じている。

今後のデバイスは、これから述べる3つの点について変化するだろう。まず、我々は現在、この物理的な世界と
デジタル世界の2つの世界に住んでいるが、この２つの世界はうまく統合されていない。我々は常にマルチタスク
を余儀なくされ、注意力を双方の世界で行き来させている。第2に、今日のパーソナルデバイスは、我々が世界
中の情報へアクセスする手段とはなるが、注意、モチベーション、記憶、創造性、感情を調整する力など、我々
がうまく生活していく上で重要な問題の手助けはしてくれない。そして第3に、現在のデバイスは我々がタイプや
スワイプ、音声を通して、まさに意図的に入力した情報しか認識しない。もしデバイスが、我々の振る舞いや置
かれている状況、精神状態など、もっと暗黙的な情報を得るようになれば、人間の方からそこまで多くの情報を
入力しなくても良くなるだろう。

昨今、デバイスはますますユーザに関する情報を収集するようになっている。しかし将来的には、ユーザが見て
いるものを分析したり、手の動きを感知したりすることによって、周辺環境やユーザの置かれている状況に関する
データも収集するようになるだろう。それによりデバイスは、我々の明示的な指示や決まった動作に加え、心理
状態や嗜好、さらには欲望といった情報に基づいて我々にデータを提供できるようになるだろう。そして、やがて
ユーザやユーザを取り巻く状況に対するデバイスの認識力は高まり、ユーザの行動ややりたいことを予測するよう
になると我々は考えている。

デバイスは我々との相互作用を通して学習を重ね、時が経てば、我々は現在よりも遥かに効率的な意思決定、
そしてデバイスとの関わり方ができるようになるだろう。私はよく冗談で、今後は家族や親友よりも、デバイスの
方が持ち主について詳しくなるだろうと話している。デバイスは我々と常に行動をともにし、継続して我々をモニ
タリングし、行動や環境情報から微妙な手がかりさえも得るようになるからだ。集中しているのか、それとも心あ
らずか。ストレスレベルはどうか。病気や怪我で身体的に不調なのか。こうした要素は人とデバイスの関係に大
きく影響を与える。しかし、デバイスが我々の置かれている状況を定量化するためには、検知や認識の技術をさ
らに向上することが不可欠だろう。昨今のキーボードやマウスなどのインターフェースは、そうした暗黙の手がか
りに自動的に対応するようにはできていない。

我々が皆知っているように、データのやりとりを最適な形にするためには、インターフェースはさらに進化しなけ
ればならない。今のところ、デバイスから情報を受け取るというのは非常に面倒なことだ。ユーザは、メッセー
ジを受け取るために現在やっている作業を止め、その情報に基づいて対応を決め、キー入力、スワイプ、音声コ
マンドを使って、スマホやタブレットやラップトップに自分のしたいことを指示する必要がある。電気や振動による
刺激と同じく、嗅覚、視覚、聴覚を可視化する技術により、我々が全神経を向けなくても、デバイスは我々とや
りとりできるようになるだろう。タイピング中の文書や観ているテレビ番組に集中しながらも、我々は匂いや音な
どの刺激を認識し、特に意識して頭を使わなくても必要な対応ができるのだ。

我々のラボの目標は、あらゆる種類のユーザデータを、シームレスにデバイスに入力できるようにすることだけで
はない。人間が、デバイスからデータや洞察を受け取った際、現在やっていることを邪魔されず、直感的かつ快
適な方法でアクションを取ることができることも目標にしている。ユーザが最小限の労力、時間、難易度で必要
なタスクを遂行できるような方法を生み出す必要がある。そのために、ユーザの行動を妨げずに情報を提供する
よりさりげない方法を追求しているが、それには五感のすべてを対象に可能性を探る必要がある。

私の見解
PATTIE MAES,DIRECTOR, MIT MEDIA LAB’S 
FLUID INTERFACES RESEARCH GROUP



97

たとえばこのラボのEssence projectでは、デバイスによる嗅覚の活用について研究している。小型クリップオン
装置は、例えば会議中に着用者の覚醒度が低下していることを感知すると、レモンやペパーミントの香りを発して、
人間の注意力を増幅させることができる。香りの強さと頻度は、生体データや状況に関する情報に基づいている。
ほかのプロジェクトでは、ウエアラブル装置で神経と接続可能なインターフェースであるAlterEgoがある。これを
使うと、人間は声を出したり自身の環境から引き剥がされたりすることもなく、コンピュータと「会話」すること
ができる。ユーザが声を出さずに頭の中で単語を発音すると、デバイスは微妙な信号を感知する。そしてユーザ
が周囲の音を聞くのを妨げることなく、骨伝導を介して音声をフィードバックする。ラボの学生の中には、胃の活
動の変化をモニタリングし、いわゆる「腸感」を無意識の感情や心理状態の指標として利用する有効性を研究し
ている者もいる。

昨今、デバイスは我々の生活においてかなり大きな存在ではあるが、完全かつシームレスに生活に統合されるに
はまだ長い道のりがある。人とコンピュータの「知能の融合」の余地は、これからたくさんあるだろう。そしてそ
の可能性を追求する第一歩は、より知的で直感的なインターフェースを生み出すことにあるのだ。
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私が思うに、将来的なエンターテインメントとは、国や規模に関わらず、世界中のすべてのストーリーテラーが、
自分のストーリーを自由に具現化し、発信することができる世界だ。その未来では、我々がベストプラクティスを
共有し、ハリウッドで世界中のストーリーテラーが自分たちの夢を現実のものにできる。１種類の声だけではなく
て、これまでに聞いたことのない、多様で重要な声が聞こえてくる未来だ。イノベーション・スタジオは、既存の
業界を再構築し、これまで不可能だったことが可能となるような未来を実現する。

ソニー・エンターテインメント＆テクノロジーのイノベーション・スタジオは、ソニー・ピクチャーズ・エンターテ
インメントの子会社として2018年6月に設立された。我々は、ソニー・ピクチャーズの敷地内にある7,000平方フィー
トのスタジオに拠点を構え、ソニーの最先端の研究開発を活用して、世界中のストーリーテラーたちが今日や未
来のコンテンツを制作する手助けをしている。

これは非常に重要なことだ。というのも、世界中のどこかには、聞いてほしいと切実に願っている声があるからだ。
ヨルダンのアンマンのどこかに、ストーリーを共有したい若い女性がいる。モロッコの山のどこかに、まだ見ぬ景
色がある。ハリウッドからモスクワまで、より多くの人に知られるべき何百万もの素晴らしい地域が存在するのだ。

最高に現実感のある3Dを使い、途方もない距離を超えて、その場所をまるで現実のように再現することができた
らどうだろうか。カリフォルニアのカルバーシティーのスタジオに居ながらにして、このような世界中の場所を映
画に収めることができ、そしてそこに住んでいるように感じることができるとしたらどうだろう。我々はそれができ
るのだ。Volumetric video技術は、例えばあなたと私を構成する原子のようなデータを10の15乗や18乗個も持っ
ている。これによって6K Sony Veniceのカメラで30,000ピクセル以上の解像度の動的な環境を作り出すことがで
きるのだ。我々は従来の映画用やテレビ用のカメラで、仮想世界のライブパフォーマーを映像化することができる
のだ。

さて、これでイノベーション・スタジオが、ハリウッドのvolumetric stageに居ながらにして、世界中の様々な場
所の人々と共に仮想世界を創造することができることが理解いただけたであろう。Volumetric技術では、現在我々
が見ている物理的な世界のように視差を利用している。それにより映画製作者は、どんな空間のあらゆる物体も
リアルに見える没入体験を作ることができるのだ。また我々が使用している技術は、リアルタイムで視覚効果を
つけることが可能であるため、現実と非現実の境目はなくなる。

今日のカメラをもってしては不可能な解像度でアナログ世界を総合的にとらえることができると、我々はエンター
テインメント以上のことができると考えている。例えば、遺跡や地域を保護することや、人類や地球を尊重するこ
とだ。また、この業界特有のコストの削減にも寄与するはずだ。というのも、何百ものキャストやクルーを数週
間から数ヶ月間のロケに送り出したり、大ヒットの続編のためにセットを作り直したりすることに、何百万ドルも
費やす必要がなくなるのだから。少数のクルーを現地に派遣し、セットも一度撮影して永久に再利用できるよう
に保存すればよいのだ。

私は、2億ドルの映画と、それを実現する技術を称えるべきだと強く考えている。しかし、そのような技術を大規
模予算の映画だけに留めない世界を創り出したいと考えているのだ。どんな形のものであれ、コンテンツを制作
している人はだれでもこういった技術を使えるようにしたい。テクノロジーを、予算に恵まれたクリエイターだけ
のものにしてはならない。すべてのクリエイターのものとするべきだ。我々は結局、他人が語るストーリーによっ
て満たされるのだから。

私の見解
GLENN GAINOR, INNOVATION STUDIOS,  
SONY ENTERTAINMENT & TECHNOLOGY, AND  
HEAD OF PHYSICAL PRODUCTION, SCREEN GEMS
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こういったテクノロジーには、次世代の映画制作者だけでなく、機器メーカー、政府機関、医療提供者、教育者、
航空宇宙産業、美術商や美術館にとっても、潜在的な価値があると考えている。我々は現在、ソニー全体のエ
ンジニアと協力し、テクノロジーを活用することで恩恵を受けるであろう業界と提携する機会を追求している。

我々は、コストを抑え、機会を増やし、世界を広げ、夢見ることを可能とするテクノロジーに取組んでいる。 「も
し」という言葉は、これまでの映画業界では最も高くつく２文字だったが、現在では最も費用対効果の高い言葉だ。
魅せたいものさえあれば、「是非やろう！」と言えるのだ。



今日、データはデジタルエコシステムを流れる通
貨であり、インターフェースはそのデータをやりとりす
るのに必要なツールだ。企業は、システムやネットワー
クのサイバーリスクを軽減する数多くのインテリジェン
トインターフェースの活用方法を認識し始めている。
しかしそれでも尚、空港、医療、学校、製造、小売
などでインテリジェントデバイスの導入が拡大していく
につれ、組織はユーザや組織自身に潜むサイバーリ
スクについて考える必要がある。インターフェースへ
のアクセス、そしてそのインターフェースが送受信す
るデータへのアクセスに関して、企業は適切なセキュ
リティ対策を実施する必要があるのだ。
インテリジェントインターフェースは、様々なアプリ
ケーションや業界において、サイバーリスクの軽減に
役立つ。生体認証に関する活用方法について考えて
みよう。例えば、空港のセキュリティチェックや国境
警備において、顔認識、網膜スキャン、そして指紋
認証が役立っていることは明らかだ。個人固有の生
体情報を身分証明として使用することにより、より信
頼性が高く、正確で、広く適用可能な認証が可能と
なる。そしてそれにより一般市民の安全性が高まるの
だ。同様に、生体情報による認証はスマートフォンに
安全にアクセスするためのデファクト・スタンダード
になっている。虹彩のパターンや指紋の特徴を簡単
には変えらないように、生体情報は変更不能であり、
パスワードのような維持作業が不要であり、さらには
盗み取ることが非常に困難なのである。
しかしながら、唯一かつ永続的であるがゆえに、

生体情報が適切に扱われなかった場合の影響は壊滅
的なものになる可能性がある。例えば、アクセスを
より安全で効率的にするために同じ生体情報が複数
個所で使用されていた場合、セキュリティが破られた
場合には以下のような複数の観点におけるリスクが
生まれる。

• 倫理的リスク：組織、さらには国家においてさえ、
収集した生体情報に基づいて特定の人々を攻撃対
象としたり、操作したり、差別したりする可能性が
ある。

• プライバシー：糖尿病患者における血糖値など、
個人の健康状態のモニタリングに使用されるような
データやインターフェースは、長期的なリスクの査
定や保険料の設定のために保険会社に売買される
可能性がある。

• セキュリティ：インテリジェントインターフェースを
介して収集された大量のデータは、インターフェー
ス自体と同様、組織によって管理されていないと
重大なセキュリティリスクをもたらす。指紋などの
取り返しのつかない生体情報が盗まれた場合、個
人情報保護に対して生涯に渡って影響を与える可
能性がある。

• 規制：インテリジェントインターフェースの利用が
あまりに急激に広がっているため、規制当局が追
いつくことが困難になっている。一般データ保護規
則（GDPR）は、欧州連合（EU）におけるビジネ
ス業務への規制であるが、これには生体情報の保

護を含んでいる。一方でアメリカでは
このような広義のプライバシー保護や
セキュリティに関する法令は存在して
いない。

これらのサイバーリスクに対処する
ため、組織はデータの価値、所有権、
格納場所、そして使用方法を定義し、
データの使用や消去にあたって倫理的
な意思決定を行うためのデータガバナ
ンスモデルを予め確立しておく必要が
ある。
さらにその組織は、インターフェー

生体情報が適切に扱われなかった場合
の影響は壊滅的なものになる可能性
がある。例えば、アクセスをより安全
で効率的にするために同じ生体情報が
複数個所で使用されていた場合、セキュ
リティが破られた場合には複数の観点
におけるリスクが生まれる。
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スを通じて使用したりやりとりしたりするデータについ
て、データの機密性、脆弱性に加えて悪意のある者
から見たデータの価値を識別するデータリスク管理プ
ログラムを導入する必要がある。オンプレミス環境、
遠隔地のデータセンタ、クラウドのどこにあっても高

価値のデータが保護されるコントロール体制を敷くこ
とが非常に重要である。データ利用に関係ない情報
は匿名化し、第三者に外部転送されるデータを扱え
る境界線を追加し、そして最後に、データの削除と
保存に関して慎重に検討する必要がある。
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さあ、はじめよう
インテリジェントインターフェースのトレンドは、指数関数的に発達するテクノロジーを使用して顧客をより深く理解
し、運用効率を高め、高度にパーソナライズされた製品やサービスを創造する機会が来ていることを示している。し
かしCIOたちがよく知るように、罠は細部に潜んでいる。今のところは、小売業や製造業などの業界がインテリジェン
トインターフェースを先駆けて採用している。そのほかの業界はどうだろう。それは、時が経てば分かるだろう。イン
テリジェントインターフェースがもたらす機会と潜在的な落とし穴を探る際には、次の問いについて考えてみるのが
よいだろう。

自社の予算は限られている。ROIをなるべく早く示すには、どのようにすればよいか

インテリジェントインターフェースの取組みでは、ほぼ確実にセンサー、ヘッドマウントディスプレイ、マイクとい
ったハードウエアへの投資が必要となる。これらはサービスコストではなく、ハードウエアに対するコストだ。ま
た個々のセンサーは安価である一方、製造設備のモニタリングに必要なセンサーの数を合計すると全く異なる
レベルの投資が必要となる可能性がある。ここであなたは一度立ち止まってしまうかもしれない。しかし、ITを
単なるコストセンターと見なすというよくある落とし穴に陥ることは避けるべきだ。CIOは、しばしば初期投資に
対して型にはまった考え方をしている。例えば“新しいテクノロジーへの投資は一定期間内に明確な成果をも
たらすだろう”といった具合だ。恐らく、運用から回収までを含めて投資コストがどのように償却されるかをより
広い視点でとらえる方が、より効果的で適切なアプローチといえるだろう。今日のインターフェース市場では、こ
れらの新技術が真にもたらす成果と、どのような成果が出ればROIがあったと認めら得るかという点は一致し
ていない。あなたの企業が機会を探る場合、達成したいことは何か、このインテリジェントインターフェースのト
レンドがどのように自社に寄与するのか、そしてあなたがどの程度この取組みにコミットする気があるか、厳しく
吟味した方が良い。

どのようなスキルセットが必要か

インテリジェントインターフェースを活用すると、ユーザの体にデバイスを装着して常に動きや音声や視線を追
跡することで、人体はコマンドを出す装置となる。このため、これまで以上に人間中心の設計スキルがIT組織に
とって重要となるだろう。例えば、医学的なバックグラウンドを持つ人であれば、身体がどのように機能し、刺激
を処理するかを理解している。言語学者であれば、人間にとって効果的な会話を構成するものは何か、もしく
は、コンピュータからの応答に対して人はどのような反応を示すのか、といった点で示唆を出すかもしれない。
理学療法士は、触覚に関する技術の開発と使用にあたり、専門知識を提供するだろう。

これら人間に関する知識を持つ人々に加えて、テクノロジーのジェネラリストや「コネクタ人材」も今後重要な
役割を担うだろう。これらの人々はすべてのインテリジェントインターフェース技術を深く理解しているだけでな
く、それらがどのように連携し合うのかを熟知している。このような人材は、インテリジェントインターフェースの
技術をどのように組み合わせて展開するべきかを理解し、インテリジェントインターフェースのトレンドがもたら
す成果のレベルをさらに高めるだろう。

基本的なレベルにおいて、インテリジェントインターフェースのトレンドは、これまで以上に顧客や従業員の振
る舞いを詳細に理解することが求められる。プライバシーの問題には配慮すべきか　

その通りである。プライバシーといえば、ユーザのオンライン行動を追跡することが挙げられる。しかし、オンライ
ンとオフラインの双方でもって追跡することは、まったく異なる話である。多くのユーザは、プライバシーを侵害
されたと感じ、受け入れがたいと思うであろう。規制に対してどのように影響を与えるかは不明であるが、今の
ところコンシューマー向けに設計されているあらゆるインターフェース、特にARやVR機器については、利用する
企業のプライバシーとセキュリティの基準に沿って展開することができる。例えば、職場でヘッドセットを使用し
ている場合、同僚の顔を長時間見る必要はないため、ユーザが必要なときにのみヘッドセットをアクティブにで
きる機能が必要になる。どの会話を録音し、どれをする必要がないのかをいかにして切り替えるか、という点で
音声にも同様のことが言える。コンシューマー市場で人気の音声認識アシスタント機器のマイクは常にオンで
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要点
プロセスを合理化したり、顧客を巻き込んだりする新しい方法を提供する多くのテクノロジー
トレンドとは異なり、インテリジェントインターフェースのトレンドは、もっと人間の個人レベ
ルのものを我々に投げかけている。それは、我々が人間として、テクノロジーや情報、周囲
の環境とどのように関わるのかを根本的に見直す機会である。このトレンドは破壊的な可能
性を持っていると言っても過言ではない。いわば、これは次の大きな技術変革である。そし
て、この変革はすでに進み始めているのだ。あなたの組織が未だ、音声やコンピュータビジョ
ン、そしてこれから現れる様々なインターフェースが果たす役割を模索していないのだとする
と、あなたはすでにこのゲームで出遅れているといえよう。

あるが、これは一部の企業で導入する際には許容されるかもしれないが、小売や家庭といった環境では確実に
敬遠されるだろう。インテリジェントインターフェースの展開においては、個人のプライバシーが確実に尊重され
ているかどうか、データを収集または処理する前に確認を行うプロセスを実施する必要がある。

今のところ、この領域には非常に多くのハードウエアプレイヤとソフトウエアプレイヤが存在するが、規格や主
要なプラットフォームが登場するまで待つべきか

いや、そうすべきではない。各ソリューションの守備範囲は断片的であるが、活用方法を見出し、インテリジェン
トインターフェースのトレンドが付加価値をもたらす方法を模索している企業は日々増えている。それはあなた
の競合他社かもしれない。あなたの会社は、そういった他の会社を後追いすることもできるし、あるいは自社で
活用方法を探求することもできる。いずれにせよ、その取組みは自社のイノベーションのポートフォリオに組み
込まれ、コストはリサーチ費用として認められるであろう。そしてそれらの検証プログラムは素早いサイクルで
実施され、ユーザから即座にフィードバックを取得し、インパクトがあるものとないものを分類できるだろう（理
想としては、識別および予測可能なKPIに結び付けてあるとよい）。そしてそれらの取組みを測定し、本格的に展
開するかどうかを評価できるだろう。勿論、活用方法を見出し、機会を模索することは、より大きなデジタルトラ
ンスフォーメーションの動きのほんの一部にすぎない。全体像として、急速に進化して細分化されたエコシステ
ムや、まだ確証のない活用方法を考慮に入れた、首尾一貫したイノベーション戦略が今日および将来において
は必要だ。結局のところ、素早いイノベーションはトライアンドエラーによる学びから生まれるのである。
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2016年は「AR and VR go to work」、2017年は
「Mixed Reality」、2018年 は「Digital Reality」 と
3年続けて取り上げられていたxRに関するテーマが、
今年は単独ではなくIoTやAIなど、複数のテクノロジー
を組み合わせた「インテリジェントインターフェース」
として取り上げられることになった。
インテリジェントインターフェースとはなにか、一
言で述べるとどういうことなのか、我々なりに議論し、
「現実世界とデジタル世界をシームレスに繋ぐツー
ル」であると定義づけた。IoTの普及に伴い、昨今「デ
ジタルツイン」や「サイバーフィジカルシステム（CPS）」
という言い方で現実世界とデジタル世界の融合に関
する概念が謳われているが、インテリジェントインター
フェースがまさにその両者を結びつけるものであると
いう解釈である。これまで現実世界とデジタル世界
は完全に分離されており、現実世界の情報は入力作
業など人手によってデジタル世界にデータを反映させ
る必要があった。また、デジタル世界で蓄積・処理
されたデータも、それを人間が確認・加工し現実世
界で利用するという流れであったが、インテリジェン
トインターフェースにより、人手を介さない両者の融
合がより現実的なものへと加速されるものととらえて
いる。
ここで、実際の実現イメージを日常生活の1シーン
の中で想定してみよう。例えば、冷蔵庫にある食材
でレシピサイトを参考（スマートフォンを使い）に料
理をしようとした場合、

• 冷蔵庫にある食材で料理を作ろうと考える
• 冷蔵庫の食材を確認し、スマートフォンにてレシ
ピサイトを表示して、該当する食材を入力する

• レシピサイトが材料に合致するメニューを検索
する

• スマートフォンに、レシピサイトで合致した料理
が人気順や新着順に一覧表示される

• 気に入ったメニューを選択し、レシピを参照し
ながら料理をする

といったように、スマートフォンに必要なインプット
を入力して目的のアウトプットを得ることが現状の流
れであろう。
一方、インテリジェントインターフェースが日常に

も浸透すると、
• 冷蔵庫にある食材で料理を作ろうと考える

• スマートフォンで冷蔵庫に接続すると、自動認識
している冷蔵庫内の材料で作ることが可能なレ
シピの候補を表示する

• 気に入ったメニューを選択し、レシピを参照し
ながら料理をする

最初と最後は同じだが、データのインプット、コン
ピュータの処理、アウトプットのプロセスは、人間が
介在することなく自動的に実行されることになる。更
に、ウエアラブルデバイスなどを通じて本人の身体的
な状態に関するデータも活用すれば、体調も考慮し
た結果を自動的に得られということも考えられる。ま
た、Microsoft社のHoloLensのようなMR（Mixed 
Reality）グラスが眼鏡と同等サイズに進化すればMR
グラスを通して冷蔵庫を見ただけで上記のような対
応が可能となるだろう。このような世界が実現し浸透
することで、日常生活だけでなく、ビジネスの世界に
おいても大きな変化をもたらすことであろう。

本編でインテリジェントインターフェースの要素とし
て紹介されている、「音声認識」、「コンピュータビジョ
ン」、「デジタルリアリティ」、「IoT&センサー」に関す
る海外・国内動向について簡単に触れてみたい。
まず、音声認識については、本編でも触れられて
いたAmazon AlexaとGoogle Assistantがそれぞれ
搭載されているAmazon EchoとGoogle Homeがコ
ンシューマー向けのスマートスピーカーとして認知さ
れている。デロイトの「世界モバイル利用動向調査 
2018」調査によると、スマートスピーカーの保有率
について海外は10%前後（中国は20%を超える）だ
が日本では3%に留まっており、日本のスマートデバイ
スに対する感度が低い状況となっている。また、海外
ではビジネスでの活用に関する取組みが開始されて
いるが、日本ではこれからというところであろう。
コンピュータビジョンについては、小売店舗にて
ビデオカメラで撮影した映像をAIで解析することによ
り、来店者の属性（年齢層、性別など）や店舗内で
の行動を分析（来店者数、エリアへの滞在時間など
を把握）し店舗オペレーションの効率化などに活か
す事例がアパレル業界を中心に活用が進み始めてい
る。また、JR東日本が2018年10月に実施した無人コ
ンビニの実証実験も一例である。AIという広い範囲

デジタルリアリティからインテリ
ジェントインターフェースへ

インテリジェントインターフェースを
構成する要素の浸透状況

日本のコンサルタントの見解
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でとらえると海外に後れをとっている日本だが、無人
店舗のような特定のテーマにおいては、海外・国内
ともにまだ実証実験の段階にあり、日本が世界をリー
ドできる可能性が十分にある。
デジタルリアリティについては、海外・国内ともに
エンターテインメントでの活用が先行している。ビジ
ネス利用においても「通常では経験できないこと、し
にくいことを疑似体験できる」という利点を活かし、
海外では製造業、医療、スポーツ観戦等で活用範囲
の横幅および深度において成長を続けている。一方、
国内では毎年、建設現場で発生してしまう重大な事
故をストーリー性のあるVRコンテンツを通じて体験す
る安全教育や、火災や地震等の防災訓練、普段は関
係者しか入れない場所や遠隔地の見学を可能にする
コミュニケーションツールとして活用が進んでいる。
最後にIoTやセンサーについては、Industry4.0に
象徴されるように、海外・国内ともに製造業を中心
に実証実験や実用化を進めているケースが増えてい
る。それに加えて、転倒や眠気を検知するなど人間
の状態を可視化し、安全や介護などのヘルスケア関
係ビジネスへ活用しようとする動きも出始めている。
要素ごとに偏りはあるが、B2C、B2B向けに、そ
れぞれ概念実証から実用化レベルで日々新たな事例
が登場してきている。一方、複数の要素を活用し、
現実世界とデジタル世界を完全にシームレスに繋い
だ実例はまだまだこれからというところであろう。

インテリジェントインターフェースが実現する世界
は、センサーやゴーグルならびにHMD（ヘッドマウ
ントディスプレイ）などのデバイスの進化とネットワー
クの進化が必要不可欠である。それらの進化によっ
て、インターネット普及期のダイヤルアップ環境から
ブロードバンド環境、PCからスマートフォンへの変遷
を思い起こさせる程の劇的な変化が想定される。現
在は、デバイスとネットワークの進化は過渡期である
ことは疑うまでもないが、過去を振り返ってみても、

すべての進化を待っていては先行した他社による優位
性を覆すことができなくなってしまうであろう。
これらの新しいテクノロジーを先行して導入する際
は、海外・国内ともに社内で実証実験を実施したう
えで本格展開する流れは同じだが、海外では本格展
開まで進むところ、国内では以下のような理由から
実証実験で止まってしまい、多くの場合は本格展開
に進みだせないことが実情である。

• 持ち合わせている情報に偏りがあるため、検証
するユースケースに偏りが出てしまい、実証実
験の目的を見失ってしまう

• 必要な予算が確保できず、一部の機能しか検証
できない

• 実証実験の結果を、スキルを持ち合わせていな
い一部の社員だけで評価してしまう

実証実験を実施する際は、KPI等を含め検証の目的
を明確に定める必要がある。また、社内のメンバだけ
ではなく外部のエキスパートを活用して最新で必要十
分な情報を得ると同時に、実証実験の結果を客観的
に評価する仕組みを用意するべきである。また、国内
の企業は海外に比べて短期ROIに基づく投資判断がな
される傾向にあるため、5年10年後の自社の姿を見据
え、必要十分な投資を実施することが推奨される。
テクノロジーの進化による劇的な環境変化を遂げ
た過去に習い、インテリジェントインターフェースによ
る世界の実現を見越して、今からでも自社として達成
したい成果や優位性が何かを定め取組むべきであろ
う。ただし、仮説ベースでのスタートであるため、従
来のウォーターフォール型のような段階を踏んで進む
アプローチではなく、一つの要素や領域等、小さな
単位の検証をクイックかつ複数回実施し、改善を繰
り返しながら検証範囲を拡大していくアジャイル的な
アプローチがこのテーマにおいては適していると考え
る。

2018年版でも実例としてご紹介しているデジタルリ
アリティの領域では、「百聞は一見にしかず」という
言葉がふさわしく、説明を聞くよりも �実物を見る�、
�実際に体験する� ことが提供価値を理解する近道で
あるが、インテリジェントインターフェースにおいても
同様に、まずは始めてみて「体験する」ということを
お勧めしたい。

インテリジェントインターフェースが
実現する世界に向けて
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