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AI をビジネス・スマートにする
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はじめに

今回の調査では、想定外の洞察も数多く明らかになりましたが、最も重要な発見事項を以下に示します。
本調査レポートでは、これらの全ての知見を詳細に検討しています。

大判のジグソーパズルを組み立てた経 験が
あれば、完成までの時間のほとんどの間は、

AI は機能している

意味不明の混乱 状 況のように見えることを

調査回答者は、多くの重要な最前線で AI の現実的な成功を目にしつつあると述べています。

ご存知でしょう。わずか数個のピースからな
る小さな塊が互いに孤 立して散在しており、
あちこちのピースを見つけるにつれ、徐々に
塊が大きくなっていきます。しかし、やがては
機運が熟し、遅々としたペースが加速に転じ
て完成へと至ります。大きくなった塊が次々に
つながり、パズルの全貌が見えてくるのです。
人 工 知 能（ A I ）に 注 力 して い る 幅 広 い 業 種 の 大 企
業 に 所 属 する 30 0 人 以 上 の 経 営 幹 部 を 対 象 とした
世 界 規 模 の 調 査 の 回 答 を 検 討 する と、私 た ち は 今、
そ れ と 似 た よ う な 機 運 の 転 換 点 に 立って い る よ う
に 思 わ れ ま す。AI と い うパ ズ ル の 重 要 な ピース（各
種 の テ クノ ロ ジ ー 、機 能 、プ ロ セ ス な ど）が、ま さ

AI 導入で成功を収めている組織は AI とアナリティクスの強い結びつきを認識
AI 導入の成功度が高い組織ほど 1、それ以外の組織に比べ、AI はアナリティクスと強く結びつ

いていると考える傾向が見られます。

本格導入のレベルは健全な機運を示唆
多くの回答者は既に、AI 導入の実験段階から、より広範な応用の段階へと移行済みです。

AI に対する監督はオプションではない
AI 導入のリーダーたち ── AI 導入に既に成功していると回答した組織 ── は、「AI を組み込

んだシステムからの出力を精査し、疑わしい結果を手動調整（オーバーライド）する」というプロ
セスを配備しつつあります。これは、AI の成熟度の新たなレベルを示します。

に今、様 々 な ビジ ネス領 域 、様 々 な 業 種 の 中 で 組 み
立 てら れ、様 々 な 課 題 に 対 処で きる ように なりつ つ
あ りま す。私 た ち は 今、全 体 像 が 視 野 に 入ってくる
「クリティカル・マ ス（臨 界 質 量）」の 瞬 間 へ と 急 速 に
近 づ き つ つ あ る ので す。今 回 の 調 査 で 多くの 経 営 幹
部 から 寄 せら れ た 回 答 は、熱 意と AI にフォーカスし
た 活 動 のレ ベ ル が、ま だ 機 能 と 戦 略 にギャップ が 見
ら れ る も の の、AI の 爆 発 的 な 導 入 が 目 前 に 迫 って
い ることを 指し示 すレ ベ ル に あ ることを 示して い ま
す。既に調査 対 象 組 織の 72% が、AI ベースのテクノロ
ジーを導入済み、または導入プロセスを進行中です。
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倫理的な AI 活用は最優先の考慮事項
ほとんどの回答者は、倫理面を重視したプロセスを既に整備済みと答えています。

経営者側は AI が雇用に大きく影響するとは想定していないが、
不安を感じている従業員もいる
この結果は、多くの調査レポートにおける「AI のせいで仕事が失われるという脅威は過大に見積
もられている可能性がある」という指摘と符合しており、今回の調査回答者たちも、大規模な
雇用喪失が起きそうだとは考えていません。ただし、一部の回答者は、従業員が AI の影響を
どのように感じているのかを懸念しています。

この調査では回答者に、「あなた／あなたのチームは人工知能ベースのテクノロジーを開発または導入していますか？」という質問をしました（回答の選択肢は「はい、導入済みです」、「開発中です」、「導入を検討中／計画中です」、「現時点では何もしていませ

ん」、「不明」）。これとは別に「AI ベースのテクノロジーを業務に導入した影響／結果を評価してください」という質問もしました（回答の選択肢は「失敗」、「少しは成功」、「成功／失敗が混在」、「成功」、「大きな成功」、「判断には時期尚早」）。本調査レポート
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の制作にあたり、制作者陣は、これらの質問に対して「はい、導入済みです」または「開発中です」と回答し、かつ、その取り組みについて「成功」または「大きな成功」と評価した回答者を「AI 導入に成功しているリーダー」と呼ぶことにしました。

今回の調査 結果を見ると、AI におけるリーダーとアーリーアダプター
（早期導入者）が主要な領域で重要な進歩を遂げつつあり、より多様な方
法で、組織のより多くの部分に AI を組み込む中で、実用化対象の特定お
よび拡大が進んでいることは明らかです。既に、
新たなベストプラクティ
スも登場しつつあります。

AI の 将 来 がどのような姿 となり、どのような 軌 跡 を たどるか につ い
ては、誰も正確に予 測できません。しかし、今回の調査 結果は、
「AI の
将 来 の 形成に向け、今 現在、様々な重要 要 素がどのように結びつきつ
つあるのか」という点について、かつてないほどクリアな視野を提 供し
ています。この調査レポートでは、Forbes Insights 社が Accenture

Applied Intelligence、Intel、SAS と合同で行った調査から得られた
最重要ポイントのいくつかについて概要を示します。

AI：この調査レポートにおける定義
人工知能（AI）に携わる者は皆、様々なステー
クホルダーが様々な方法で AI を定義することを
知っています。この調査レポートでは、AI とい
う言葉を「人間が行うタスクを学習と自動化を
通じてエミュレート（疑似的に模倣）できるように
システムをトレーニングする科学」という意味
で使用しています。
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AI は機能している

AI ベースのテクノロジーを業務に導入した影響／結果を
評価してください。

宣伝文句の皮をむいた後に生じる大きな疑問は、
「AI は現実のビジネス課題の
解決にどのように貢献するのか？」ということです。

35

多くの調査回答者が、AI で現実的な成 功を収めていると答えています。AI を導入済みと答えた回
答者だけを見た場合、その 51% が、AI ベースのテクノロジーを業務に導入した影響／結果は「成功」

30%

または「大きな成功」であると答えています。
（最高責任者）レベルの経営幹部は、それ以外の回答者に比べ、成功と考え
調査データを見ると、C

30

29%

る割合が低めであり、AI の取り組みが「成功」または「大きな成功」であると答えた割合は、最高経営
幹部の 45% に対し、それ以外の経営幹部は 59% です。回答者によっては、取り組みの規模が成功度
の認識に影響している可能性もありますが、そうだとしても、
「将来は有望でも、まだ初期段階にある」

25

と広く考えられているテクノロジーにとって、これらは心強い結果です。

21%

（Melvin Greer）氏は、
Intel 社の南北アメリカ担当チーフ・データ・サイエンティスト、メルビン・グリア
次のように話しています。「実際に AI を活用している人々の回答でこのレベルの成功度が見られる
のは、励みになります。 我々がこの路線を継続させたいのであれば、ユーザーに “AI は信頼できる” と
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実感してもらうためのスタップを踏んでいく必要があります。高度なテクノロジーの導入の初期段階
で人々が大きな信頼を寄せるのはよくあることですが、その信頼が破られると、導入は著しく減退しか
ねません。我々は、データリテラシーの改善、透明性の強化、AI の倫理面へのたゆまぬ注力を通じて
信頼を構築することができます。」

15

13%

私たちが長年にわたり、テクノロジーにおける数多くの飛躍的成長に関して見てきたように、親しみや
すさの向上は信頼感の向上にもつながる傾向があります。SAS の最高オペレーション責任者（COO）
と最高技術責任者（CTO）を兼任するオリバー・シャーベンバーガー（Oliver Schabenberger）は、

10

8%

次のように話しています。「カーシェアリング・サービスの車に初めて乗ったときや、初めてオンライン・
バンキングを利用したときのことを考えてみてください。これらは、ある意味、より新しいテクノロジー
における “信頼の飛躍 ” の現れです。これこそが、AI に関する我々の今現在の立ち位置です。しかし、
多くの高度なユーザーにとってさえも、AI は依然としてブラックボックスです。彼らはデータを入力し、

5

出力を得ますが、AI システムの入力と出力の間にある結びつきを理解しているわけではありません。
これは、規制コンプライアンスからカスタマー・エクスペリエンスまで、あらゆる領域に影響する根
本的な課題であり、モデルに内在するバイアスの精査に我々がどのように臨むべきかにも影響します。

AI を導入済みの組織の場合は、モデルが入力の変動にどのように反応するかを観察し、それを踏ま
えて調整を行うことで、ブラックボックスに光を当てることができます。」

6
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判断には
時期尚早

AI の導入効果は？
あなたの組織で AI テクノロジーを活用した／する結果として、どのような導入効果が得られている、あるいは得られると想定しているでしょうか？
予測と意思決定の正確性の向上

60%

顧客獲得の改善

25%

52%

組織の生産性の向上

48%

手作業のタスクの削減または排除

48%

リソース利用効率の向上

47%

業務コストの削減

47%

29%
30%
31%
32%
31%

46%

顧客への応答時間の短縮

35%

45%

イノベーションの促進

34%
32%

43%

顧客満足度／顧客維持率の改善

42%

製品品質の改善
異常検知率の向上

41%

データから洞察を導出する時間の短縮

41%

36%
33%
38%

29%

従業員の効率の向上
リアルタイム・パーソナライゼーションの向上
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AI 導入で成功を収めている組織は
AI とアナリティクスの強い結びつきを

あなたの組織における AI において、アナリティクスは
どの程度の役割を担うと想定していますか？

認識

16%

「あなたの組織における AI において、アナリティクスはどの程度の
役割を担うと想定していますか？」と質問するにあたり、私たちは

全面的かつ
中心的な役割

回答者がこの 2 つの領域の強い結びつきを示唆すると想定していま
した。
多くの回答者は肯定的でしたが、回答の “ばらつき具合 ” は事前の想像を超えていま
した。所属組織の AI においてアナリティクスが「小さな役割」を担う、
「中程度の役
割」を担う、または「何の役割も担わない」と想定している回答者の合計は 61% に達

22%
大きな役割

しました。一方で、AI リーダーのほとんどは、AI とアナリティクスが互いに切り離せ
ないと見ています。調査回答者の中でも、AI ベースのテクノロジーの導入において
現実的な成功を収めていると回答した組織の 79% が、アナリティクスは AI におい
て少なくとも「大きな役割」を担うと想定しています。現実的な成功を収めていない

33%

回答者の場合、同じように想定している割合は 14% にすぎません。
全体を見ると、AI の計画においてアナリティクスが「全面的かつ中心的な役割」を

中程度の役割

担うと想定する割合は、AI を導入済みの組織の方が圧倒的に高く、ほぼ半数に達し
ています。AI を検討しているだけの組織や、まだ AI 機能の開発途上にある組織は、

AI とアナリティクスの結びつきをそこまで明確に認識していません。しかも、ほぼ
3 分の 1が、アナリティクスは AI において「小さな役割」を担う、または「何の役割も
担わない」と回答しています。

22%
小さな役割

6%
何の役割も担わない
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あなたの組織における AI において、アナリティクスはどの程度の役割を担うと想定していますか？
（AI を「導入済み」または「開発中／検討中」の組織別の内訳）

導入済み

開発中／検討中

クスが担う中心的な役割を高評価する傾向があることは、明
らかだと思われます。シャーベンバーガーは次のように述べ
ています。
「AI を導入済みの組織は、AI の成功とはアナリティ

1%

全面的かつ
重要な役割

20%

47%

AI における経験を積むほど、この取り組みにおいてアナリティ

大きな役割

クスの成功であることを認識しています。こうした組織では、
アナリティクスが AI において最前線の中心的な役割を果たし
てきたのです。実際、多くの点で、AI はアナリティクスです」
。
恐らくこれこそが、回答者の 66% が「AI は、大量のデータを
より高速にマイニングし、ビジネス上の意思決 定に必要な情
報を提供することを可能にしてくれる」という見解に同意して
いる理由でしょう。

全面的かつ
重要な役割

%

46%

中程度の役割

30%

大きな役割

18%

中程度の役割

5%

33%

小さな役割

66

「AI は、大 量のデータを
より高速にマイニングし、
ビジネス 上 の 意 思 決 定
に 必 要 な 情 報を提 供 す
ることを可能にしてくれ
る」という見解に同意す
る回答者の割合

“ 多くの点で、AI は
アナリティクスです。”
オリバー・シャーベンバーガー
（Oliver Schabenberger）
最高オペレーション責任者（COO）兼
最高技術責任者（CTO）
、SAS

小さな役割
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本格導入のレベルは
健全な機運を示唆

あなたの組織における AI 導入の現状を、
どのように特徴づけますか？

あなたがもし、多くの傍観者のように「AI はまだ、サンドボックス
（実験環境）での演習が主体である」と考えているとしたら、これら
の調査結果には驚くことでしょう。
確かに、一部の回答者（AI を導入済み／導入中の回答者の 28%）は、AI を「実験と

本格導入済み：複数の用途または
複数の業務部門／事業部門

32%

して部分的に導入済み」と回答しましたが、そこに驚きはありません。しかし、興味
深いことに、それより少し多い回答者（32%）が、AI 機能を「複数の用途または複
数の業務部門／事業部門に本格導入済み」と回答しています。
これはどういうことでしょう？ 可能な解釈は数多く存在します。Accenture 社で

14%

本格導入済み：単一の用途

「責 任 あ る AI（ Responsible AI）」の 事 業 を 統 括 するル ーマ ン・チョウダリー
（Rumman Chowdhury）氏は、導入率は業種の視点から理解することが重要だと
提言しています。
「現実の進み具合は業種毎に異なります。金融業界だけを見れば、
内部と顧客対応の両面で幅広い AI 活用が行われていますが、他の業種ではそうで
もありません。例えば小売業界の場合、AI を『本格導入済み』という回答は 9% に

28%

実験として部分的に導入済み

すぎません。私が日々お話を伺っている方々からは、市場全 体について、もっと
遥かに暫定的な導入例を耳にする傾向にあります。ただし、そこには巨大な関心が
伴っています。
」
「一般論として言えば、AI 導入は空
Intel 社のグリア氏は次のように話しています。
前のペースで進 んでいます。AI の実 用化の可能性に関しては、非常にポジティブ

プロトタイプまたはサンドボックス
として導入済み

14%

な第一印象を得ていますが、まだ先が長いのも事実です。当社のお客様の間では
知 見の洗 練 が見られており、そうしたお客 様は、AI に関する当社の説 明 内容や、
様々なタイプの AI およびアナリティクス・テクノロジー ── 拡張現実（AR）から、
機械学習、ディープ・ラーニング、自動予測、その他多数まで ── の間の重要な相
違点の明示に関して、大幅な明確化を当社に求めるようになっています。そのため、
当社では AI を万能ツールとして扱うことはありません。
」

まだどこにも導入していないが、
近いうちに導入予定

13%
0

10

5

10

15

20

25

30

35

AI はどこに適用されているのか？
AI の導入を進行中、または導入を検討中の業務領域は次のどれですか？
対外コミュニケーション
（マーケティ
ング、
ソーシャルメディア、
広報）

71%
66%

マーケティング／販売
顧客関係／顧客対応
（例：チャットボット）

16%

61%

20%

60%

人事／要員管理

19%

51%

セキュリティ／不正検知

26%

47%

業務改善
外部デバイス／システムを
通じたモニタリング

37%

ロジスティクスおよび
サプライチェーン

28%

27%

トランザクションの迅速化

34%

24%

39%

22%

フリート／モバイル設備
0

20

導入中

25%
26%

36%

生産現場管理システム

10%

31%
40

60

80

100

検討中
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新たな
ベストプラクティス
AI 導入に成功した組織は

何が違うのか？

プロセスの成熟度

AI 導入の成功度が
高い組織

AI 導入の成功度が
低い組織

AI の出力を少なくとも週次で再検討して

いる

成 功している組 織は、複雑なビジネスプロセス
この調査では、回答者の方々に、業務への AI 機能

── 特に、複 数の 偶 発 事 象を 伴うプ ロセスや、

の導入が成功したかどうかも答えていただきまし

潜在的な障害点を含むプロセス ── を頻繁に

た。いくつかの質問項目の結果をこの視点から検

モニタリングしており、AI も例外ではありません。

%

%

74

33

43%

28%

討すると、導入に成 功している組 織が、それほど
成 功していない組 織と比べて際 立っている領域、
特に、両者の方向性に明確な違いが見られる領域
が明らかになります。これらは、AI の取り組みに
おいて現実的な成功を収めつつある組織によって
採用された初期段階のベストプラクティスと考え
ることができ、他の組織にとっては AI ジャーニー
の初期段階における “道しるべ” となります。

疑わしい結果を強化または手動調整するた
めのプロセスを配備済みである

AI 機能に関する組 織の成熟 度が高まるにつれ、
「AI も他のビジネス機 能と同様、完 全 無 欠では
ない」ということに気づきます。100% の正確性
はありえないため、より洗練された組織は、この
現実を踏まえたプロセスを開発するのです。

今後 3 年間で業務プロセスの 25% 以上が
AI によって改善されると想定している
より多くのリーダー層が AI 機 能に触れるほど、
彼ら の 間 で、組 織 変 革 の 原 動 力としての AI の
ポテンシャルに対する理解が深まっていくと思わ
れます。

12

%

71

%

5

AI 導入の成功度が
高い組織

AI 導入の成功度が
低い組織

倫理面への注力
テクノロジー担当者に対して倫理面のトレーニングを実施している
倫理 は、大 規 模な 組 織にとっては目新しい重 点領域 ではありません。そ のため、これらの回 答 者が
「倫理的な AI 導入に向け、従業員を準備させている」と示唆しているのは、驚くべきことではありません。
「AI を用いたプロセスは、組織が結果に責任を負うべきプロ
しかしながら、AI を際立たせているのは、

%

%

92

48

79%

14%

%

%

セスの 1つであり、それは組織が従業員の行動について責任を負っているのと同じである」という認識
です。テクノロジー担当者に対する倫理面のトレーニングは、AI が非倫理的に利用される可能性に伴う
危険を理解していることの証といえます。

アナリティクスと AI の結びつき
所属組織の AI 戦略においてアナリティクスが少なくとも「大きな役割」を担うと考えている
アナリティクスは AI における学習および自動化の側面の原動力となりますが、まだ AI 導入に成功して
いない組織の間では、この質問への回答結果ほどには、その結びつきが明確になっていない可能性もあ
ります。成功している AI ユーザーは、成功した AI 導入に伴うと想定されるデータ重視型プロセスに関し
て一定レベルの成熟度を示しています。

AI に対する信頼感
AI テクノロジーを将来にわたり倫理的に活用する組織の能力を完全に信頼している
AI においては、成功が確信を醸成します。AI テクノロジーを将来にわたり倫理的に活用する組織の能力
を信頼する割合は、成功している組織の方が 2 倍以上も高くなっています。

61

25
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AI に対する監督は

オプションではない

AI からの出力を、どのような頻度で再検討または評価していますか？

一 般向けメディアでは「AI は人間の 介入に依 存せずに動
作する」というメッセージが広く見られるにもかかわらず、

4%

どの業種の組織でも、業務への AI 導入を担当している人々
は、これらのテクノロジーに厳格な監督が必要であること
を認識しています。事実、AI を導入済みの組織の 4 分の 1
近く
（23%）が、AI の出力を少なくとも日次ベースで再検討
または評価しています。
今回の調査 結果は、AI 導入の成 功度が 高い組 織ほど、より厳格な監 督
プロセスを配備している傾向も示しています。例えば、AI の出力を少な

ほぼ皆無

5%
毎時

16%

18%

年に 1 回
または 2 回

日次

くとも週次ベースで再 検討しているという回答は、成 功している組 織の

74% に対し、成 功度 が低い 組 織では 33％に留まります。また、疑わし
い結果を強化または手動 調整するためのプロセスを配 備している割合
も、AI の取り組みにおいてまだ成功を収めていない組織の 28% に対し、
成功している組織の場合は 43% です。
多くの人々が、これらのポジティブな兆候にもかかわらず、監督プロセス
が AI テクノロジーの進歩に追いつくためには、まだ長い道のりが残され
ている、と確信しています。オリバー・シャーベンバーガーは次のように
述べています。
「私 たちはまだ、AI のほんの 初期段階にいますが、その
監督を実現するために組織が配備すべきプロセスや手順に関して言えば、
このテクノロジーは既に、その市場のかなり先を進 んでいます。例えば
自動運転車は、行政による監督や自動車メーカー・レベルのガバナンス
機能がテクノロジー自体の進歩に追いつけていたとしたら、私たちは今、
もっと広範な利用例を目にしていたことでしょう。技術的な機能が、この
テクノロジーに対処する私たちの能力の先を進んでいるのです。
」
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26%
少なくとも
月に 1 回

31%
週次

疑わしい結果や満足できない結果のせいで、AI ベース・システム全体の
再検討／再設計／手動調整が必要になったことはありますか？

一部の人々は、
「AI の急速な進歩が、多くの組織の重要課題リストにおいて、その監督
の優先順位を押し上げつつある」という証拠を目にしています。SAS のビジネス戦略
担当ディレクターであるキンバリー・ネバラ
（Kimberly Nevala）は、次のように話して
います。
「AI は多くの企業において、より強力なガバナンス・プラクティスの促進剤とな
りつつあります。もし AI が直接、お客様に影響を及ぼしたり、業務遂行上の重要な意思
決定を自動化したりするとしたら、“データが正しく、モデルが正常に機能すれば、出力
結果が期待どおりになる” ことを当然視することは不可能になってしまいます。AI の

19%

24%

不明

はい

道を前進し、こうした極めて現実的な影響 ── ポジティブ／ネガティブな影響の両方
── を目にする中で、組織はその次のレベルの監督の配備へと素早く移行していくで
しょう。」
ここで、
「AI の出力の再検討や評価を行うのは誰ですか？」という質問の回答結果を考
えてみましょう。回答数の上位を占めているのは、最高デジタル責任者（CDO）
、最高
データ責任者（CDO）
、最高アナリティクス責任者（CAO）といった C レベルの経営幹
部たちです。一見すると、これは心強い結果に思えるかもしれません。結局のところ、
経営幹部レベルによる監督は、AI の監督に対する組織の真剣度をポジティブに反映し
ているように思われるからです。しかし、こうした上層レベルの経営幹部が AI システム
の出力を再検討するべきなのでしょうか？ Accenture 社のチョウダリー氏は次のよう
に述べています。
「これらの経営幹部は大きな責任を担っています。我々は、
彼らが AI
の監督をシステムレベルで提供している状態を確保するとともに、彼らの監督結果が、
より戦術的なレベルでマネージャーやその他の要員が行う同様に厳格な監督によって
照合チェックされる状態も確保する必要があります。つまり、複数の監督階層です。
」

Intel 社のグリア氏は、別の質問に対する回答結果が、より洗練された AI 監督アプロー
チの必要性に光を当てていると指摘します。
「この調査では、
『疑わしい結果や満足でき
ない結果のせいで、AI ベース・システム全体の再検討／再設計／手動調整が必要になっ

57%

たことはありますか？』という質問をしています。回答者の 57% がそうした経験はない

いいえ

ムやテクノロジーなどよりも、開発や導入の成 功度が高いことを暗示している可能性

と答えていますが、この結果は、AI システムが、これまでに導入された他のどのシステ
があります。他のあらゆるシステムと同様、AI 機能も完全ではなく、とりわけ私たちの
進化における今の段階では、多くの試行錯誤が必要不可欠です。もし監督プロセスが
高度なレベルで機能しているのであれば、これほど多くの経営幹部が『全てが完璧に
機能しています』と語るのを目にすることはないだろうと、私は思います。
」
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倫理的な AI 活用は
最優先の考慮事項

あなたの組織では、AI 活用を審査する
倫理委員会を設置済みですか？

AI を 導入 済み の 組 織 は、現 時点 で比 較 的 強 力 な倫 理プ ロセスを 示 唆しました。
63% が「AI 活用を審査する倫理委員会を設置済みである」と答え、70% が「テクノ
ロジー担当者に対して倫理面のトレーニングを実施している」と答えています。

AI 導入で現 実的な成 功を達 成済みと回答した組 織の場合、テクノロジー担当者に対して

17%

倫理面のトレーニングを実施している割合は 92% であるのに対し、まだ AI 導入で現実的な
成功を達成していない組織の場合は 48% です。
恐らく、AI の倫理対策をめぐる関心がこのレベルであるのは驚くべきことではないでしょう。
結 局のところ、
「宇宙家 族ジェットソン」から「ターミネーター」まで、無 数の 書 籍、映 画、
テレビ番組の中で描かれる中、AI をめぐる倫理問題は、長い間、一般の人々の想像力を刺激
してきました。それは、これらのテクノロジーが人間の想像力に匹敵しうる機能を実現する

いいえ

13%

7%

検討中

遥か以前のことです。

不明

しかし今日では、AI 機能の急発展を受け、行政リーダー、ビジネスリーダー、学術研究者、
その他多くの人々が、現実問題としての AI の倫理面に対し、かつてない高い関心を寄せる
ようになっています。Intel 社のグリア氏は次のように話しています。
「もし、AI のネガティ
ブな最終形態について質問されるたびに 5 セント硬貨を受け取っていたとしたら、私は今、
裕福だったでしょう。しかし、AI について私に尋ねる人々の多くは、このテクノロジーが既に、
ほとんど目に見えない方法で、日々、我々の生活を形成しつつあることに気づいていません。

AI は既に我々の生活に現実的な影響を及ぼしており、その利用をめぐる強固な倫理フレー
ムワークを確立することの重要性が高まっています。それこそ、我々が前進を続ける中で、
倫理問題を追究するグループが重要な役割を担える領域です。
」

Accenture 社のチョウダリー氏 ──「責任ある AI」というテーマに関する著名なリーダーで
題については、まだ誰も正解を持っていないのが実情です。例えば、私は AI に焦点を絞った

63%

“倫理 規程 ” を数多く目にしてきましたが、その多くは非常に優れているものの、いずれも

はい

す ── は、次のように話しています。
「これらはポジティブなステップですが、倫理と AI の問

指示的というよりは方向提示的であり、医師が信条にすることを期待されている “ヒポクラ
テスの誓い” の精神に近いものです。その一方で、多くのデータ・サイエンティストは、より
具体的かつ技術的な何かを切望しています。そしてそれこそが、我々が前進を続けるために
必要なものです。
」
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テクノロジー担当者に対して倫理面のトレーニングを実施していますか？

3%
8%

いいえ

19%
検討中

不明

“	火をはじめとする歴史上のあらゆるテクノロジーは、
良いことにも悪いことにも利用できます。人間の状
況を改善するために AI を活用しないのは倫理的に
無責任だと、私は思います。我々は、より多くの病気
を治せるでしょうか？ 汚染を減らす新たな方法を見

70%
はい

つけられるでしょうか？ 寿命を延ばせるでしょうか？
それは、この世界が解決策を見つけるために AI を
活用するかどうかにかかっています。”
キース・コリンズ（Keith Collins）
最高情報責任者（CIO）
、SAS
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経営者側は AI が雇用に
大きく影響するとは想定し
ていないが、不安を感じて
いる従業員もいる
一般のビジネスメディアの記事は、AI の進歩の
結果として大 規模な雇用喪失が起きると予想
し続けていますが、AI の最前線にいるテクノロ
ジー・リーダーやビジネスリーダーたちの間で
は、
「前途はそれほど劇的ではなく、AI は仕事

AI を導入したせいで雇用に何らかの影響が及ぶとは想定していない。

23%

完全に同意

36%

強く同意

32%

中立

6%

あまり同意しない

3%

全く同意しない

における人間の活動を強化するが、人間に取っ

0

て代わることはない」という見解が定着してい

5

10

15

20

25

30

35

40

ます。
SAS のシャー ベンバーガー は 次のように話しています。
「航 空機について考えてみましょう。今日のパイロットは、

既に AI 導入の結果として、職務役割の上方シフトを目にするようになっている（＝ AI のおかげで、従業員
は定型業務的な作業ではなく、より戦略的な作業に注力できるようになる）
。

自動操縦モードで自律的に飛行できる機体を操縦します。
しかし、誰もパイロットは不要だとは言いません。パイロッ
トは、乗客を安全に目的地まで届ける上で極めて重要な役
割を担っているからです。」

完全に同意

32%

強く同意

32%

今回の調査 結果も、意 外な部分もありますが、同様 のス
トーリーを語っています。例えば、回答者の 60% 近くは、
「AI を導入したせいで雇 用に何らか の 影 響が及ぶとは想
定していない」という文章に「強く」または「完全に」同意
しています。
この結果を見れば、
「既に AI 導入の結果として、職 務役割
の上方シフトを目にするようになっている
（＝ AI のおかげ
で、従業員は定型業務的な作業ではなく、より戦略的な作
業に注 力できるようになる）」という文章に同意する人 数
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31%

中立

5%

あまり同意しない

0%

全く同意しない
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が同程度であること ── 64% が「強く同意」または「完全に同意」── も意外ではありません。これらの回答
者は、仕事が AI によって取って代わられるのではなく、仕事が上方シフトすると見ているのです。

Accenture Applied Intelligence でチーフ・データ・サイエンティストを務めるアシーナ・カニョーラ（Athina
Kanioura）氏は、次のように述べています。「我々は、AI が人間とテクノロジーの関係を変革すると確信してい
ます。新たな仕事が生まれつつあることには、本当に興奮を覚えます。例えば、AI を説明可能なものにすること
に責任を負う “説明担当者 ” や、AI がより高いパフォーマンスを発揮するように AI システムの開発を指揮する
ことに責任を負う “トレーナー” などです。」
これらのリーダー層が、雇用に対する AI の影響に関して概ね楽観的であることを踏まえると、その他の調査結
果が、より重要な意味を帯びてきます。例えば、AI の取り組みにおける課題として、回答者の 20% 近くが「雇用
保障をめぐる懸念から生じる従業員の抵抗」を挙げています。また、
「従業員との関係に対する AI の影響を懸念
している
（例：従業員が脅威や過度の緊張を感じる可能性がある）
」という文章には、57% が同意または強く同
意しています。つまり、ビジネス／テクノロジー・リーダーたちは、雇用に対する AI の脅威がほぼ皆無と想定し
ている一方で、彼らの多くは、従業員が不安を覚えていると確信しています。ただし、そうした懸念は、AI 自体
とその職場への真の影響に関する教育を拡充することで、部分的には解消可能です。
傍観者の中にも、これらの調査結果を見れば、AI に関する教育の必要性とその緊急性を実感する人が出てく
るでしょう。Intel 社のメルビン・グリア氏は、次のように話しています。
「雇用創出の機会は、AI ストーリーの
大きめの構成要素ですから、本当に重点的に取り組む必要があります。そうすることで、我々は、人々がそれらの
新たな仕事に就くために必要な教育、トレーニング、スキルといった実際的な検討に進むことができます。」

“ 我々は、AI が人間とテクノロ
ジーの関係を変革する
と確信しています。”
アシーナ・カニョーラ（Athina Kanioura）氏
チーフ・データ・サイエンティスト、Accenture Applied Intelligence
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今後の展望

成功に向けた「ガイドレール」

以 上の調査 結果を総合すると、AI を

効果の実現に向けた旅路の途上であることを示しています。AI の強力なポテンシャルをうまく管理するため

めぐる機 運の高まりは明らかであり、

に最終的に必要となる「ガイドレール」を構築する余地は、まだ残されています。幸い、調査データの中には、

AI がビジネス、行 政、社 会 における
変革力として台頭する条件が整ってい
ることを疑う余 地 はほとんどありま
せん。
本当に問うべき疑 問は、この 進歩 の 道を ──
個人的、文化的、社会的に、さらには企業や行
政機関、その他の組織の内部で ──、どのよう
に管理していくのか、ということです。歴史上に
は、
「リスクを管理しながら、より多くの価値を

今回の調査結果は、まだ AI が新興テクノロジーであり、急速に導入・適用されつつあるものの、本格的な活用

「そのようなガイドレールが、この調査レポートで先述した新たな “ベストプラクティス” の中で既に形成されつつ
ある」ことを示す明確な兆候が見られます。AI 導入に成功済みの組織は監督、倫理、プロセスなどの重要な領域に
対処していますが、これらの領域にも、まだ多くの作業が残っているという印象があり、他の作業が特定される
可能性もあります。

コンピテンシーの融合

AI が変革実現のための中核的なテクノロジーとして成熟していく中で、極めてエキサイティングな発展のいくつか
は、AI およびその他の最先端テクノロジーの多様な進歩が重なり合う領域において発生すると思われます。例え
、自動化、あるいはモビリティを融合させると何が起こるのでしょうか？ この
ば、AI とモノのインターネット（IoT）

導き出すための構造やプロセス」の前で停滞し

ような融合からは画期的な発展を目にすることができると期待されますが、そうした発展こそが、AI 領域における

たテクノロジーの例が無数にあります。結果と

成熟度向上のバロメーターとなる可能性があり、また、新たなチャンスや、習得すべきベストプラクティスの新たな

して、リーダーたちは、それらのテクノロジーが

セットを醸成することになるでしょう。

前進を続けられるよう巻き返しを図るために、
苦闘を重ねることになりました。

信頼の構成要因
私たちは AI を信頼しているのでしょうか？ 総論としては、今回の調査結果は、少なくとも企業や行政機関の
リーダーたちは信頼していることを示しています。しかし、多くの回答者は当然ながら、雇用への影響をめぐ
「これらの
る不安という形で顕在化した「従業員が AI を信頼していない状況」に懸念を抱いています。また、
リーダーの中にも、AI の出力を信頼してもよい範囲について一抹の疑念を抱く人々がいる」という兆候さえも
見られます。恐らく、信頼は AI の進化において、最近の記憶に残っているどのテクノロジーの進化の場合より
も大きな役割を担うことになるでしょう。その理由は、AI の「自己永続的な自動化」にあります。AI は設計され
たとおりの動作として、データを用いて「学習」し、自力で進化していくのであり、ほぼ誰も想定できなかった
出力につながることも多々あります。人間にとっては、完全に一貫して制御できるテクノロジーを信頼することの方
が圧倒的に容易です。それに対し、AI は「信頼の飛躍」を要求します。私たち人間が、AI を制御したいという願望と、

AI が最高レベルで動作するのに必要な柔軟性とのバランスを調整する方法をいったん学習すれば、AI は真の信頼
を育むでしょう。その段階に到達するためには、教育、透明性、明確な倫理ガイドライン、そして忍耐が必要不可欠
です。
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“	AI とモノのインターネット（IoT）は強く結び
ついています。我々は、接続できるからとい
う理由だけでモノを接続するべきではなく、
モノからビジネス・インテリジェンスを抽出
する必要があります。IoTに関して想定される
規模の巨大さを考えると、AI こそが、それら
の洞察のフル活用を可能にしてくれる手段
でしょう。”
ローズ・スクーラー（Rose Schooler）氏
データセンター・グループ担当 VP、セールス部門、Intel 社

AI がその約束を果たすことになるのか、あるいは、もう1つの “誇大宣伝さ
れたテクノロジー” として姿を消すだけなのかが判明するまで待つという形
で、これまで AI の傍観者だったかもしれない組織に対して、今回の、世界中
の幅広い業種に属する 300 人以上の経営リーダーを対象とした調査の結果
は、AI が普及しつつあることの強力な証拠を提示します。実際、これらのリー
ダーたちは、AI に関して、私たちが調査実施前に想定していたよりも遥かに
強力な事例となりました。彼らは、かつてないほど、より多くの方法で、組織
内のより多くの部分に AI を導入しつつあり、また、より成熟したプロセスお
よびインフラを用いて AI 機能をサポートするようになっています。Forbes

Insights 社の調査担当ディレクターであるロス・ガニョン（Ross Gagnon）
氏は、次のように話しています。
「急速に勢いを増す新出テクノロジーの例に
漏れず、克服すべき課題は出てくるでしょう。しかし、AI がもたらしてくれる
チャンスは、業務効率化から、生産性向上、収益拡大に至るまで、ほぼ無限と
思われます。経営幹部が今、自身に問うべき疑問は、AI を導入するか否かで
はなく、どれほど素早く AI を導入すべきか、なのです」
。AI に対して様子見の
アプローチを取っている組織にとっては、今こそまさに、より積極的に行動
するべき時機です。さもなければ取り残されます。
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この調査について
この調査は 2018 年 7 月に実施され、Forbes Insights 社の協力依頼に応じた合計 305 名から回答が寄せられました。
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欧州・中東・アフリカ

主な業種
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SAS について
SAS はアナリティクスのリーディング・カンパニーです。革新的なソフトウェアとサービスを通じて、世界中の顧客に対し、データをインテリジェンスに変換するための
パワーとインスピレーションを届けています。また、AI やアナリティクスの機能を組織の業務プロセスに組み込むための実用的なアプローチを提供することで、優れ
たカスタマー・エクスペリエンス、業務の俊敏性、プロセスのリーン（スリム）化、資産活用のスマート化の実現を支援しています。全社規模のアナリティクスにおけ
る世界的なリーディング・カンパニーである SAS は、長期的な成長と収益性の原動力となるデジタル変革のパートナーとしての実績も豊富です。SAS は 1976 年の
設立以来、
「The Power to Know®（知る力）」を世界各地の顧客に提供し続けています。

Accenture Applied Intelligences について
Accenture Applied Intelligence は、Accenture Digital を構成するグループの一つであり、人工知能（AI）と人間の英知を事業の中能に適用することで、お客様
が抱える最も複雑な課題の解決を支援しています。AI を責任ある形で活用し、Accenture の業界とアナリティクスに関する深い知見を組み合わせることにより組織
のデジタル変革を実現し、人間の能力拡張、インテリジェントな製品やサービスの提供を可能にします。@AccentureAI をフォローしてください。また、accenture.com/

appliedintelligence もご覧ください。

Intel について
Intel 社はシリコン・イノベーションの世界的リーダーであり、人々の仕事や生活の在り方を継続的に進歩させるために、ハードウェアおよびソフトウェア・テク
ノロジーを提供しています。Intel のテクノロジーはデジタル変革の中核において、人工知能、高度なアナリティクス、機械学習／ディープ・ラーニング、ビッグ
データおよび Hadoop のワークロード（エッジからクラウド、オンプレミスまで）に処理パワーを提供しています。Intel は、幅広い目的別ソリューションにより、
あらゆる業種や規模のビジネスが「コネクテッド・ワールド」においてイノベーションを推進できるよう支援しています。詳細については、www.intel.com を
ご覧ください。

関連情報については、sas.com/ai をご覧ください。
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