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企業のAI活用を阻む
要因はいったい何か？

企業のAI活用に当たり大きなネックと

なっているのは、AIの学習に必要なデー

ることが多いからだ。

一方で新たに収集するデータは、想

タを収集し、使える状態に整えることだ。

定したものと異なる可能性がある。例え

まずは、既存のデータと新たに収集する

ば顧客対応のためのAIアプリケーション

ここ数年過熱する一途であった、AI

データを分けて考える必要がある。既存

を構築する場合、顧客がどのような質問

への期待。しかし最近、実際にシステム

のデータはすぐにでも活用できそうに思

をしてくるのかは、実際にサービスをリリー

開発が進められるにつれ、
「AIを使った

えるが、実はそうではない。1つのシステ

スし運用開始するまでわからない。その

からといって、何でもできるわけではな

ム内に必要なデータがすべて集積してい

ため、あくまで想定データに基づいて開

い」
「AIは魔法の箱ではない」という認

るケースはほぼなく、社内のさまざまなシ

発せざるをえず、本番では事前に想定

「IBM Watson」
（ワトソン）だ。Watson

が、Watsonの最大の特徴は「ビジネス

りインストールするなど環境構築の必要

識ができあがりつつある。

ステムに散らばって存在していることが多

したようなデータが集まるとは限らないと

は2011年ごろから米国を中心に知名度

向けに 特 化している」点だ。例えば

はありませんので、インフラに関する専

いからだ。

いうわけだ。このギャップも大きなハード

を上げ、16年に日本語版がリリースされ

WatsonのAPIは、一定レベルの学習を

門知識を持たない担当者でもアプリケー

ルとなっている。

た。この3年の間で継続してアップデート

あらかじめ済ませた状態で提供される。

ションを開発でき、コストも低く済みます。

「過度な期待による幻想を追うのでは
なく、具体的に何ができるのかが、真

さらに、分散しているデータそれぞれ

剣に考えられ始めています。各企業が

が持つ意味を理解したうえで収集し整え

持っている重要なデータを、どう活用し

る必要があるが、このハードルが非常に

て付加価値を創出していくのか。具体

高い。データを活用しようとする担当者

的なユースケースを探る動きが活発に

とシステム管理者の間にコミュニケーショ

なってきました」
。日本アイ・ビー・エム（以

ンの齟 齬が 生じがちなうえ、セキュリ

下、IBM）の田中孝氏は、日本企業の

ティーの壁があり、データをシステム外に

現況をそう説明する。

持ち出すには相当な規制が敷かれてい

そ

を重ね、幅広い機能を提供している。

そもそもWatsonの設計思想では、3

一方でセキュリティーの観点から、AIモ

「Watsonでは、ビジネスにおけるAI

層の学習構造を取っている。1層目は一

デルのためのデータをクラウドに上げら

の典型的なユースケースに合わせて作り

般的なデータ、2層目は業界固有のデー

れないケースも多々あります。
そうしたデー

込まれたAPI群に加え、ユーザーの実現

タ、そして3層目が企業固有のデータだ。 タをWatsonで活用したい場合、オンプ

したいAIモデルをカスタムで開発するた

Watsonはこのうち1層・2層の学習を提

一方、企業による本稼働での採用実

めのツールも提供しています。APIは音

供時点で済ませており、ユーザーには、 けです」
（田中氏）
。

績を伸ばし続けているのがIBMのAI

声認識や画像認識、あるいは自然言語

自社固有のデータだけを学習させればよ

もちろん、クラウド利用の場合にも堅

検索などあらかじめ用途を設定し、それ

い状態で提供される。これにより、デー

牢なセキュリティーが敷かれている。とく

ぞれに最適化された機能を提供するも

タ収集や学習にかかる時間やコストが

に機密性の高いビジネス向けAIアプリ

低減されるというわけだ。

ケーションでは、データが第三者に漏れ

ビジネス向けに特化して
いるのが最大の特徴

ご

レミスで開発するアプローチが取れるわ

構造化データ

非構造化データ

の。カスタム開発ツールは、無料で一般
公開されている主要なライブラリーを活

セキュリティー要件のためのオプション

るリスクが生じてはならない。そこで同社

あらかじめ定義された構造により
管理されるデータ。
項目ごとにデータの種類と型が決まっている

その構造が定義されていないデータ。
非定型の文章のほか、
画像や音声、
動画なども指す

用して、ユーザー固有のAIモデルを開発

があるのも、Watsonならではの特徴で

は「ユーザー企業の同意なしに、学習

するものです」
（田中氏）

ある。
「WatsonのAPIはクラウドだけで

データを転用しない」とポリシーで明確

こうしたAI関連サービスは、今やIBM
に限らず多くの企業から提供されている

はなく、オンプレミスにも導入できます。 に表明し、安心かつ安全に使用できる
クラウド利用の場合、サーバーを立てた

ようにしている。
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導き出せることが、AIのもう1つのメリット
といえる。企業が保有する大量のデータ
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にAIを活用することで、適切な判断を下
したり新しい価値を創出したりして競争

一般的にこれまで企業で用いられてき
た業務用システムは、決められたデータ
の型や文字数に整備されたデータ（構
造化データ）を使うものが大多数であっ
た。これに対し、Watsonを含むAIは、
人間同士の会話や画像といった非定型
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Vision 画像系

優位を実現できるという気づきは、ビジ
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重要ポイント3点とは
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の情報（非構造化データ）から、情報
や意味を自動的に引き出すことができ

激化するビジネス競争を勝ち抜くた

る。すなわち、これまでコンピューターが

め、あらゆる業務にAIを活用して効率化

そして2つ目は、学習データの整備で

処理できなかったデータを扱えることこそ

と付加価値化を図ることが必要になって

す。非構造化データを処理できることが

が、AIのメリットだ。しかもデータの処理

くる。では、企業はどのようなポイントを

AIのメリットですが、前述のとおり、その

量も大きい。これまで人間にしか判断で

踏まえればよいのだろうか。田中氏は3

データを分類したりタグをつけたりと、AI

きず膨大な手間と時間を要していた業

点を挙げる。

が学習できるデータにするための処理が

スシフトなどのメリットが考えられます。

JR東日本、
問い合わせ1件当たりの
オペレーターの応対時間を
最大で約30%減

によって関連度が高いと判定された情報

コンセプトを体現したものだといえよう。

から順に、ランキング形式で表示される。

Watsonに使用されている人工知能の

「オペレーターによっては、1件あたり

要素技術は、同社の基礎研究部門が

の応対にかかる時間が最大で約30%ほ

1970年代から研究を続け、蓄積してきた

ど削減されるケースもあるようです。コス

もの。
「当社は、AIの幅広い研究領域を

ト削減効果だけ見るとそれほど大きくな

カバーしています。ビジネス全般に対応で

「まず1つ目は、AIを適用すべきユース

不可欠なのです。この準備が進まないこ

Watsonを使って成果を上げている企

いかもしれませんが、オペレーターや拠

きる総合力こそ、当社の、そしてWatson

ケースの見極めです。どの業務に使うこ

とが企業のAI活用を阻む大きなハードル

業はすでにある。典型的な事例が、東

点による回答のばらつきを解消して複雑

の強みだと考えています」
（田中氏）
。

とで効率化を図れるか、またそれにより

の1つです。企業のさまざまな環境に分

日本旅客鉄道（JR東日本）の「お問い

な質問にも時間をかけずに回答できるこ

今後も基礎研究はもちろん、新しい挑

によるばらつきも、疲労による見落としや

どんなメリットがあるのか検討しましょう。

散しているデータを収集し、整理・加工

合わせセンター業務支援システム」だ。

とは、顧客満足度の向上につながると

戦を続けていきたいと語る田中氏。企業

ミスもない。人間では処理しきれない大

具体的には、意思決定の改善や顧客

する仕組みが必要になります。ここを一

評価いただいています。

には、
AIの普及に伴って顕在化する課題、

量のデータを基に傾向や洞察を新たに

満足度の向上、付加価値業務へのリソー

元的にサポートする全社共通のプラット

日々大量かつ多種多様な問い合わせが

フォームを持つことが、AI活用を促進す

寄せられる。オペレーターには、自社の

るカギでしょう。

運行ダイヤや乗り換え情報はもちろん、 たくさんの知識を習得しなければならな

務にAIを導入することで、大幅な効率
化が可能となる。
さらに処理精度も高いうえ、経験値
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同社のお問い合わせセンターには、

また、オペレーターは心理的負荷が

とりわけAIが下す判断の信頼性を担保し

非常に重く、離職率が高い職種です。 たり、判断の根拠を説明するための仕組
みなどを持つことが求められるだろう。

そして3つ目が、体制です。AIは、本

各地で開催されるイベントや宿泊施設な

いため、新人の教育コストも大きい。こ

「ビジネスにおけるAI活用は、1つの

番稼働後も継続して学習させることに意

どに関する問い合わせへの対応も求め

のシステム導入により、オペレーターの

成功事例を作って終了ではありません。

味があります。開発時に想定していな

られる。従来はオペレーター自ら紙のマ

離職率の低下や教育コストの削減も期

あらゆる業務においてAIを使う時代が、

かった質問やデータが後から入ってくる

ニュアルやインターネットといったさまざま

待できます」
（田中氏）
。この事例は多く

もうすぐやってきます。企業には、スムー

場合や、新製品やサービスの提供に合

な情報源に当たり、最適な情報を探し

の関心を集め、他社での導入にもつな

ズかつ安全にデータを収集して、使える

わせて追加学習させなければならない

出す必要があった。

がっているという。

状態にする仕組みの構築が必要。当社

ケースも出てくるでしょう。継続的な学習

こうした負担を軽減し、顧客に最適な

のために、AIのパフォーマンスを管理・

回答を短時間で提供するために導入さ

監視する体制を維持する必要がありま

れたのが、Watsonを活用したオペレー

す。また、いったん取り入れたAIをほか

ター支援システムだ。

AIは人間と敵対しない
人間の能力を拡張するもの

は単なるソリューションの提供だけでな
く、データ活用の仕組みづくりも含め、
全社的なAI活用に向けて総合的に支援
できることが強みです」

の業務に展開するには、蓄積された知

このシステムでは、顧客から寄せられ

AIは魔法の箱ではない―。より現

識やノウハウをスムーズに共有すべきで

た質問とオペレーターの応答をリアルタイム

AIには「人間の仕事を奪う」イメージ

す。
そのためにも、
AIの全社展開をサポー

でテキスト化し、そのテキストを用いて自動

がつきまとう。しかしIBMは、AIを「人

WatsonをはじめとするIBMのソリュー

トする専門チームを持つことが望ましいと

的に検索を行う。これはテキストの内容に

間の能力を拡張するもの」と位置づけ

ションには、より大きな、よりリアルな期

考えています」
（田中氏）

関連する情報を検索するもので、Watson

ている。JR東日本の事例は、まさにこの

待が寄せられている。

実的なAIの活用方法が見えてきた今、

