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専門性は競争力にならない

伝統企業を
A Iドリブンに変える方法
あらゆる企業が人工知能（AI）時代に生きている。これまで多くの企業は専門性の
向上を競争力としてきたが、その重要性は薄れた。AI時代の競争力は、データの
調達、処理、分析といった普遍的なケイパビリティから生まれる。また、AIを実装す
る場合は、組織の再構築を余儀なくされるが、世界のテックジャイアントはこれらを
実現してきた。本稿では、AI時代における競争ルールの変化や企業が重視すべき
新たなケイパビリティを解析すると同時に、マイクロソフトの事例を通じて組織にAIを
組み込む具体的な方法を説く。
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ビスグループ︵䴶蟻金服︶の誕生からわずか

２０１９年︑アント フィナンシャル サー

用格付けサービス︑さらには消費者にカーボ

Ｆ︶
︑ウェルスマネジメント︑健康保険︑信

者金融からマネーマーケットファンド︵ＭＭ

ＡＩ時代は競争ルールが激変する

５年後のこの年︑同社サービスを利用する消

ンフットプリントの削減を促すオンラインゲ

同社の中核を成すモバイル決済プラットフォ

米国の最大手金融機関と比べると︑同社は

と︑人工知能︵ＡＩ︶を駆使している︒消費

分の１未満の社員数で 倍以上の消費者に

ている︒

ームまで︑驚くほど多様なビジネスを手掛け

費者の数は 億人の大台を突破した︒

Marco Iansiti

ームのアリペイ︵支付宝︶で得られるデータ

ピンアウトしたアント フィナンシャルは︑

アリババグループ︵阿里巴巴集団︶からス

10

10

サービスを提供する︒その評価額は︑２０１

10

ハーバード・ビジネス・スクールのチャ
ールズ・エドワード・ウィルソン記念講
座教授で、専門は経営学。同校のド
ロシー・アンド・マイケル・ヒンツェ記
念フェロー。ハーバード・イノベーショ
ン・サイエンス研究所の創設理事でも
ある。

Karim R. Lakhani

2人の共著にCompeting in the Age
of AI , Harvard Business Review
Press, 2020.（未訳）がある。

競争に参加し︑天井知らずの成長を遂げ︑さ

ント フィナンシャルは︑前例のない方法で

機関に存在する業務上の制約に縛られないア

療費を承認する担当もいない︒伝統的な金融

金融アドバイスを提供する社員も︑顧客の医

るのはＡＩだ︒融資を承認するマネジャーも︑

カルパス﹂で働く人間はいない︒業務を仕切

核に構築されている︒営業活動の﹁クリティ

なり︑アント フィナンシャルはデジタルを

伝統的な銀行や投資機関︑保険会社とは異

規模である︒

チェース・アンド・カンパニーの半分に迫る

業界で世界一の評価額を誇るＪＰモルガン・

時点で１５００億ドル︒これは金融サービス

８年に実施された最新の資金調達ラウンドの

ハーバード・ビジネス・スクールのデイ
ビッド・サーノフ記念講座教授で、専
門は経営学。テクノロジーとオペレーシ
ョンマネジメントおよびデジタルイニシア
ティブの責任者を務める。マイクロソフト、
フェイスブック、アマゾン・ドットコムを含
むテクノロジー業界の多数の企業に助
言を与えている。
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きる︒

まざまな業界にインパクトを与えることがで

の資格を審査する︒

アント フィナンシャルではローンの借り手

レイスで売り手と買い手をマッチングさせ︑

ルマート︑フィデリティ・インベストメンツ︑

ベースのモデルに移行しているからだ︒ウォ

も︑新たなライバルとの競争に直面してＡＩ

ブック︑アリババ︑テンセント︵騰訊︶とい

ャルと同種の企業には︑グーグル︑フェイス

よって先導されている︒アント フィナンシ

とで︑業界の果たす機能が変わり始め︑境界

ットワークやアルゴリズムが組み込まれるこ

ルが激変する︒企業の組織構造にデジタルネ

これまでの制約がなくなると︑競争のルー

統的な企業の改革を図るにせよ︑ＡＩが業務︑

デジタルスタートアップを率いるにせよ︑伝

ジタルネットワークを大いに活用している︒

戦い抜くために︑データやアルゴリズム︑デ

ハネウェル︑コムキャストは︑新たな時代を

ＡＩ時代は︑こうした新しい種類の企業に

った巨大企業や︑それらよりも小さい多数の
線が曖昧になる︒

戦略︑競争に与える革命的なインパクトを理

フィデリティ・インベストメンツではボット

解することが肝心である︒

新たな企業の核を成すのは︑意思決定を行

による顧客サービスを実現し︑ゼブラ・メデ

ステムの利用を通して︑システムが自力で価

ートメーションや社外プロバイダーのエコシ

ニアだ︒それが完了すれば︑後はデジタルオ

トウェアを設計するのはマネジャーやエンジ

ＡＩやそのアルゴリズムを動かすためのソフ

ム﹂
︵実行機能︶だと表現した︒もちろん︑

アマゾンでヘッドフォンやポロシャツの販売

のアルゴリズムが決定している︒ＡＩ工場は

バー・テクノロジーズでは︑配車をＡＩ工場

︑グラブ︑リフト︑ウー
ーシン︵滴滴出行︶

オークションを実行している︒ディディチュ

場のソフトウェアが毎日︑何百万件もの広告

グーグルやバイドゥ︵百度︶では︑ＡＩ工

の牽引役となりうるＡＩが︑それほど洗練さ

奇妙な話だが︑デジタル企業の爆発的成長

を導き︑自動化しているのである︒

データに変換し︑そこから運用ワークフロー

て内外のデータを体系的な予測︑洞察︑選択

科学として取り扱う︒アナリティクスによっ

いずれのケースも︑ＡＩ工場は意思決定を

ファクトリー

う工 場であり︑我々はこれを﹁ＡＩ工場﹂

ィカル・ビジョンではレントゲン写真を分析

ＡＩ工場

業以外にも広がっている︒より伝統的な組織

こうした変化は︑デジタルを前提とする企

急成長企業︑たとえばゼブラ・メディカル・
ビジョン︑ウェイフェア︑インディゴ・アグ︑
オカドなどが含まれる︒
これらの企業のサービスを私たちが利用す
ると︑共通した特筆すべき現象が起こる︒そ
れは︑従業員︑マネジャー︑プロセスエンジ
ニア︑スーパーバイザー︑カスタマーサービ
ス担当者が担う伝統的なビジネスプロセスに
頼らず︑アルゴリズムによって価値がもたら
されるということだ︒
マイクロソフトＣＥＯのサティア・ナデラ

と呼ぶ︒

値を提供する︒ＡＩはアマゾン・ドットコム

価格を設定し︑ウォルマートの一部店舗では

れていないことは珍しくない︒劇的な変化を

は︑同社にとってＡＩは新たな﹁ランタイ

で商品価格を設定し︑スポティファイでおす

フロア清掃ロボットを動かしている︒そして
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している︒

すめの曲を選び︑インディゴ・マーケットプ
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もたらすのに︑必ずしもＳＦじみたＡＩ││
人間そっくりに行動したり︑人間が行う推論
を模倣したりするような︑しばしば﹁強いＡ
Ｉ﹂と呼ばれるケイパビリティ││は必要な
い︒必要なのは︑これまで人間が処理してき
たタスクを実行できるコンピュータシステム︑
いわゆる﹁弱いＡＩ﹂だけである︒
弱いＡＩを備えたＡＩ工場は︑すでに広範
囲で重要な意思決定を担っている︒それはた
とえば情報ビジネスの管理かもしれないし
︑物理的な製
︵グーグルやフェイスブックなど︶
品の製造︑配送︑運用の指揮かもしれない
︵アマゾンの倉庫ロボットや︑グーグルの自動運
転車サービス﹁ウェイモ﹂など︶
︒

しかしいずれのケースでも︑デジタルの意
思決定工場が極めて重要なプロセスや︑業務
上の判断の一部を担っている︒ソフトウェア
が企業の中核を構成する一方︑人間は企業の

トラクチャーだ︒ここまでのプロセスをソフ

とを確認する︒そして︑４つ目がインフラス

を素早く絞り込むことに役立つ︒すべてのキ

︑ユーザーが適切な検索語句
ンプリート機能︶

ロップダウンメニューに表示され︵オートコ

周縁部に移動する︒
ＡＩ工場には４つの必須要素がある︒１つ

トウェアに組み込み︑内外のユーザと結び付

グーグルやビング︵Ｂｉｎｇ ︶の検索エン

目はデータのパイプラインだ︒これは体系的︑

洗浄︑統合︑保護する半自動的なプロセスで

ジンの例で考えてみよう︒ユーザーが検索ボ

ＡＩはまた︑オーガニック検索結果も生成

ーストロークやクリックはデータポイントと

ある︒２つ目はアルゴリズムで︑ビジネスの

ックスに文字を入力し始めた瞬間︑アルゴリ

する︒これは事前に構築済みのインデックス

ける仕組みである︒

将来の状況や動きを予測する︒３つ目は実験

ズムは無数のユーザーの検索履歴やユーザー

から取得され︑過去の検索結果に対するクリ

持続的︑拡張可能な方法で︑データを収集︑

プラットフォームで︑これを使って新しいア

の過去のアクションに基づいて︑検索語句の

ックに基づいて最適化されたものである︒語

して保存され︑それらが将来の検索予測精度

ルゴリズムに関する仮説を検証し︑アルゴリ

完成形を動的に予測する︒こうした予測はド

を向上させる︒

ズムによる提案が意図した効果をもたらすこ
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よって検索結果が生成される︒

ンも始動し︑さらなる実験・学習のループに

容と最も関連性の高い広告の自動オークショ

句を入力したタイミングでユーザーの検索内

の利用が増加する︒

度が上がれば上がるほど︑その検索エンジン

えれば増えるほど予測精度が上がり︑予測精

はすべて︑有用なデータになる︒検索数が増

リックする︑あるいは離脱するといった操作

結できるため︑より大きく範囲を広げる余地

大できる︒他のデジタルビジネスと容易に連

的なプロセスよりもはるかに素早く規模を拡

変えつつある︒ＡＩ主導のプロセスは︑伝統

企業が規模・範囲・学習の枠組みを根本的に

また︑検索クエリや検索結果のページでク

がある︒そして︑学習と改善の極めて重要な

機会││たとえば︑より正確で洗練された顧

客行動モデルを生成し︑それに応じてサービ

スを調整できるようにするなど││をもたら

提供するための労働とマネジメントに依存し

しかしＡＩ主導のモデルではそうなるとは限

的に︑収益の縮小に転じるポイントに達する︒

規模・範囲・学習の限界を取り払う

すのである︒

﹁規模﹂の概念は︑少なくとも産業革命以降︑

ており︑それを強化するのが伝統的なＩＴシ

伝統的な業務モデルでは︑規模拡大は必然

ビジネスの中核を占めてきた︒偉大な経営史

業はいかにして伝統企業を追い抜くか﹂を参照︶
︒

ルまで増加を続けうる︵図表﹁ＡＩ主導の企

らず︑規模拡大による収益はかつてないレベ
数百年にわたり︑この産業モデルを漸進的

ステムである︒

が従来よりもはるかに低い単位原価で︑かつ

に改善する時代が続いたが︑いまやデジタル

伝統的な業務モデルでは、規模がもたらす価値は
やがて先細りになる。しかしデジタルな業務モデルで
は、はるかに高い水準まで上昇する。

てない生産水準を実現した経緯を説明した︒

伝統企業を追い抜くか

ゆえに大規模な企業は︑小規模なライバル企

デジタル業務モデル

業に対して高い優位性があることを示した︒
︑つまり多様性
彼はまた︑製品の﹁範囲﹂
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家アルフレッド・チャンドラーは︑近代企業

伝統的業務モデル
価値

ユーザー数

を広げる能力を持つことで企業が獲得しうる
恩恵も強調した︒
そして改善とイノベーションの追求︑すな
わち﹁学習﹂を︑企業に求められる条件の３
つ目に挙げた︒規模・範囲・学習は業績を押
し上げる必須要素と見なされるようになった︒
長い間︑これらは巧みに定義されたビジネ
スプロセスによって実現されてきた︒このビ
ジネスプロセスは︑製品やサービスを顧客に

｜図表｜ ＡＩ主導の企業はいかにして
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ービスを提供して競争したら︑結果はどうな

値提案と︑より拡張性の高い業務モデルでサ

に対し︑同等の︵あるいはもっと優れた︶価

ＡＩ主導の企業が︑伝統的な企業と同じ顧客

新規導入のアルゴリズムの大半は︑十分なデ

まではほとんど価値を生み出さない︒そして

ワーク効果は︑クリティカルマスに到達する

間がかかる場合があるということだ︒ネット

を提供して︑あっという間に抜き去ることが

乗れば︑伝統企業よりもはるかに優れた価値

だがデジタルな業務モデルがひとたび軌道に

来ることを︑最初はなかなか信じられない︒

ＡＩ主導の企業と伝統企業のコリジョンは︑

可能である︒

強いられ苦戦する︒アント フィナンシャル

ソフトウェア︑金融サービス︑小売り︑通信︑

ータが集まるまでは﹁コールドスタート﹂を

我々はこの種の対決を﹁コリジョン﹂
︵衝

は急成長を遂げたが︑その核となる決済サー

るだろうか︒

突︶と呼ぶ︒学習とネットワーク効果はいず

メディア︑医療︑自動車︑さらには農業ビジ

ネスなど︑あらゆる業界で発生している︒業

ビスのアリペイは︑２００４年にアリババが
立ち上げてから何年もかけて︑現在の規模に

れも︑その量が価値創出に与える影響を増幅
するため︑デジタルを土台とする企業は伝統

務モデルをデジタル化し︑新たな脅威に対応

いない企業があるとは考えにくい︒

するという差し迫ったニーズに︑さらされて

達した︒
それゆえ伝統的なモデルに安住する企業幹

的な組織を圧倒することができる︒アマゾン
と伝統的な小売業︑アント フィナンシャル

部は︑デジタルなモデルがやがて追い付いて

ではない︒それは︑まったく異なる種類の企

る特定のイノベーションによって生じるわけ

ンは︑テクノロジーやビジネスモデルに関す

変は破壊的モデルには適合しない︒コリジョ

されない︒自社の組織と業務モデルの再設計

ルゴリズムを理解し︑実験するだけでは済ま

を導入し︑データパイプラインを構築し︑ア

争しようとするならば︑企業用ソフトウェア

伝統企業のリーダーがデジタルな企業と競

化や︑機能／製品間の分断を助長した︒

の企業システムはしばしば︑さらなるサイロ

マンスを強化する目的で使われてきた︒従来

て︑ＩＴは特定の機能や組織単位のパフォー

変えるものではなかった︒何十年にもわたっ

これまでの世代のＩＴは︑このパターンを

伝統企業の再構築

と伝統的な銀行︑ディディやウーバーと伝統
的なタクシーサービス︑それぞれの間でコリ
ジョンが起きる︒
クレイトン・クリステンセン︑マイケル・
レイナー︑ロリー・マクドナルドがＨＢＲ論
︵注１︶

文﹁破壊的イノベーション理論 発展の軌

業が登場した結果として生じるものだ︒そし

が必要である︒

跡﹂で論じたように︑このような競争上の異

て業界を根本的に変え︑競争優位の性質を一

モデルが伝統的な業務モデルに匹敵する経済

ここで留意すべきことは︑ＡＩ主導の業務

見られるサイロ化した組織を生み出してきた︒

てきた︒そしてこれが︑現在の大半の企業に

を通じて自社の規模・範囲・学習を最適化し

企業はあまりにも長い間︑集中化や専門化

銀行︶は意図的にこれを避け︑統合されたコ

アント フィナンシャルのマイバンク︵網商

する成長の敵である︒実際︑グーグル広告や

しかし︑組織のサイロ化はＡＩを原動力と

変させる︒

的価値を生み出すようになるには︑相当の時
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アデータや一貫性のある統一されたコードベ

ータやコードを持っていれば︑社内の開発作

もしサイロ化した部門がそれぞれ独自のデ

向き合い︑ケイパビリティを追加し︑文化を

組織や断片化したレガシーシステムの問題に

業でなくとも可能だ︒しかし︑サイロ化した

とは︑ソフトウェア開発のスタートアップ企

ータ資産を一つのデジタルコアに統合し︑そ

ている︒同社のＡＩを用いた取り組みは︑デ

った重要なプロセスを︑ＡＩを使って実現し

サービス︑顧客インサイト︑投資の推奨とい

フィデリティ・インベストメンツは︑顧客

︒
を企業の核とするための５原則﹂を参照︶

業は断片化し︑部門間の連携や︑外部のビジ

刷新することが必要である︵この移行作業を

れを軸にして組織を再設計するという︑数年

ビジネスの重要な要素をデジタル化するこ

ネスネットワークやエコシステムとの連携は

進めるための重要な原則の詳細は︑囲み﹁ＡＩ

ースを利用するように設計されている︒

不可能に近い︒そして顧客に対する３６０度
の理解を確立することも││あらゆる部門／
機能が貢献でき︑恩恵を受けられるはずだが
││ほとんど実現の見込みはない︒したがっ
て企業がデジタルコアを構築する時には︑そ
こに部門間の深い分断が発生しないようにす
べきである︒
ＡＩ主導モデルへの移行は簡単ではない︒
しかし︑多くの伝統企業││我々が仕事をし
た︑いくつかの企業も含めて││がそれに着
手している︒
我々は実際に︑サービス業と製造業の伝統
企業３５０社以上を対象にした最近の研究で︑
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その過半数がデータやアナリティクスを重視
する組織体制をつくり始めていることを明ら
かにした︒
ノードストローム︑ボーダフォン・グルー
プ︑コムキャスト︑ビザを含む多くの企業が
すでに重要な一歩を踏み出していて︑業務モ
デルの主要部分のデジタル化や再設計︑高度
なデータプラットフォームやＡＩケイパビリ
ティの開発を進めている︒
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ＡＩを企業の核とするための５原則

とは実質的に不可能だ︒プライバシーやセ

これを実現するためには︑製品重視の精神

を育むことが不可欠である︒

世界規模のソフトウェア開発プロジェク

トに携わる製品マネジャーと同じように︑

すＩＴチームは︑これから実現しようとす

ＡＩ中心のアプリケーションの導入を目指

るユースケースを深く理解しているべきだ︒

伝統企業からＡＩ主導型組織への移行は︑

キュリティの問題を考えれば︑なおさらで

かつてのＩＴの仕事は基本的に︑古いシ

独立した自主グループが秘密裏に︑あるい

ステムを動かし続け︑ソフトウェアをアッ

これは︑伝統的なＩＴ組織のアプローチを

組織は少なくとも︑データの保存場所の正

プデートし︑サイバー攻撃を防ぎ︑ヘルプ

超える製品マネジメントの姿勢である︒

確なカタログ︑データの用途︵と保護の方

デスクを運用することであった︒業務モデ

タベース︶で管理されていない場合︑その

や多様な企業と仕事をした経験から︑改革

法︶の明確なガイドライン︑データを保存

ある︒データが一元的なリポジトリ︵デー

の指針とすべき５つの原則︵変化を先導す

する方法とそのタイミングに関する基準を

ル用ソフトウェアの開発は︑これとはまっ

は先頭に立って進めても成功しない︒全社

る際の一般的なベストプラクティスよりも一

準備して︑多数の関係者がデータを利用／

たく異なる仕事である︒

を挙げた努力が必要だ︒我々は独自の調査

歩踏み込んだもの︶を考案した︒

再利用できるようにしなければならない︒

❺ 多領域にまたがるガバナンス

企業の業務モデルを再構築するというこ

❶ 一つの戦略

❸ 適切なケイパビリティ

ボトムアップの取り組みを調整・奨励する

困難で時間のかかる作業を完遂するには︑

事業部門を再編することを意味する︒この

ェアから成る新たな統合的基盤の上に︑各

の企業は︑こうした異なるタイプの人材を

とで︑その大半を実行できる︒しかし多く

知識のある少数精鋭のメンバーを集めるこ

を築く作業には時間がかかるが︑意欲的で

なアナリティクスのケイパビリティの土台

ソフトウェア︑データサイエンス︑高度

や規制がリスクを深刻化している︒

リティの問題︑場合によっては政府の介入

ー︑アルゴリズムの偏り︑サイバーセキュ

れるようになっている︒データプライバシ

機能間の緻密なコラボレーションが求めら

性と複雑性を増し︑まったく異なる領域や

デジタル資産のガバナンスは徐々に重要

とは︑データ︑アナリティクス︑ソフトウ

ため︑集中的かつ一貫性のあるトップダウ

組織的に雇用し︑彼らのためのキャリアパ

ガバナンスには法務・企業広報の機能を

組み入れるべきであり︑これらが製品やテ

種アプリケーションでデータ資産を統合し︑

ソフトウェアに組み込むということである︒

とは︑伝統的なプロセスをつくり変えて︑

ＡＩ中心の業務モデルをつくるというこ

深く考えることが必要だ︒

重に検討するなど︑法律や倫理面の問題を

べき︵またはすべきではない︶データを慎

クノロジー関連の意思決定に関わる場合も

いうことを理解していない︒

ある︒ＡＩを導入する際は︑保管・維持す

スや報酬システムを設定する必要があると

ンによる指示が必要である︒
❷ 明確なアーキテクチャー
データ︑アナリティクス︑ＡＩを基盤と
する新しいアプローチには︑ある程度の中

❹ アジャイルな﹁製品﹂重視の視点
そのインパクトを最大化すべきである︒デ

央集権化と相当の一貫性が求められる︒各

ータが断片化していては︑一貫性を守るこ
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換する作業を進めている︒これによりウォル

クラウドベースの統合アーキテクチャーに置

ロ化した従来の企業ソフトウェアシステムを︑

ＡＩを軸にした業務モデルを再構築し︑サイ

ウォルマートはアマゾンに対抗するため︑

で顕在化している︒

社の至るところで︑いくつもの有意義な事例

だ終わっていないが︑ＡＩの効果はすでに同

がかりの計画に基づいている︒その努力はま

︒
を参照︶

イクロソフトのＡＩトランスフォーメーション﹂

な変革に同社の将来を賭けている︵囲み﹁マ

ロソフトでは︑ナデラが業務モデルの大々的

ることが︑できるようになるだろう︒マイク

ナリティクスで自動化あるいは改良したりす

用したり︑増え続ける業務タスクをＡＩやア

な種類の新しい強力なアプリケーションで利

マートは︑同社固有のデータ資産をさまざま

ジネスにこだわれというものだった︒しかし

分が熟知した業界の中で︑自分の精通したビ

企業幹部に対する従来のアドバイスは︑自

新たな価値を生み出すことができる︒

報︑位置情報ベースのサービスなどを通して︑

報︑広告︑ニュース︑エンタテインメント情

できるだけでなく︑たとえば現在地の店舗情

動車をとらえたらどうだろうか︒自社を防衛

する高度にコネクテッドなサービスとして自

アルゴリズムやデータフローの相乗効果の前

に︑業界の垣根は関係ない︒そして︑垣根を

超えて顧客やデータを活用できない組織は︑

非常に不利になる可能性が高い︒

ＡＩを原動力とする企業と伝統的ビジネス

のネットワークコネクションを活かしたデー

ント︑アリババなどで見られる︒自社の多数

カスを当てる必要がある︒

ークを介したデータフローに︑戦略のフォー

ネクションや︑その企業が使用するネットワ

戦略とケイパビリティの再検討

業界分析や社内リソースの管理方法ではな

のコリジョンを背景にしながら︑競争優位は

タ収集や︑業界横断的な競争優位を確保する

く︑企業が業界の垣根を超えてつくり出すコ

次第に︑デジタルネットワークの形成・管理

ためのアルゴリズム構築によって︑強力な

こうした事柄はすべて︑組織やその社員に

能力で決するようになっている︵ＨＢＲ論文

を抽出することに長けた組織が優位に立つだ

を集め︑アナリティクスやＡＩを用いて価値

ビジネスを結び付け︑そこに流れるデータ

従来の業界の外からやって来る︑さまざまな

カーは︑ウーバーからウェイモに至るまで︑

自動車メーカーを例に取ろう︒自動車メー

の戦略アプローチは徐々に効果を失っている︒

一方︑伝統的な業界分析を重視する従来型

に取って代わられる可能性がある︒

仕事のおそらく半分が︑ＡＩで動くシステム

出しうる︒いくつかの研究によると︑現在の

Ｉベースの業務モデルは人間の犠牲者を生み

仕事の性質を変えるだろう︒間違いなく︑Ａ

入レベル︑専門性に関係なく︑ほぼすべての

大きな影響を与える︒機械学習は︑職種や収

ろう︒従来のネットワーク効果とＡＩ主導の

新しいデジタルの脅威にさらされている︒し

とはいえ︑そんなにショックを受けること

﹁ハブ﹂と化した企業たちである︒

学習曲線は増強し合い︑それぞれのインパク

かし︑もし自動車メーカーの幹部が伝統的な

はない︒結局のところ︑業務モデルは昔から︑
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﹁プラットフォームが成功する理由 失敗する理
︵注２︶

トが何倍にもなるだろう︒こうしたダイナミ

業界のコンテキストを超えて︑ＡＩが可能に

︒
由﹂を参照︶

クスは︑グーグル︑フェイスブック︑テンセ
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ルニアを除去するといった作業プロセスは︑

品をスキャンする︑カフェラテをつくる︑ヘ

べく設計されてきたのだ︒たとえばレジで商

多くの仕事を予測可能︑反復可能なものにす

性とは関係がなく︑データの調達︑処理︑ア

ＡＩが主導する世界では︑競争の要件は専門

対峙するのは︑高度に専門化した組織である︒

ほとんどの場合︑ＡＩを原動力とする企業が

身者ではなく︑デジタル企業︵エクスペディ

会が選んだのは︑リムジンサービス会社の出

新しいＣＥＯを探していたウーバーの取締役

知識は従来ほど不可欠ではなくなっている︒

私たちはいま︑業界ごとに異なるコアコン

ア︶を率いた人物だった︒

用的なケイパビリティのほうが重要である︒

ピテンシーの時代から︑データとアナリティ

ナリティクス︑アルゴリズム開発といった汎

この種の新しい汎用的ケイパビリティが︑戦

クスによって形づくられ︑アルゴリズムによ

標準化のおかげで︑いまではそれほど高度な

ＡＩの進歩が︑多くの仕事を改善し︑さま

略︑事業設計︑さらにはリーダーシップ像を

創造性を必要としない︒

ざまな興味深い機会を生み出す一方︑多くの

再形成しつつある︒
って動かされる時代に移行している︒これら

仕事に混乱をもたらすことも避けられないと

アリババやアマゾンが︑小売りと金融サー

はクラウド上で誰もが利用できる︒

ークビジネスが︑いまや似たような戦略を取

ビス︑医療と信用格付けという︑かけ離れた

極めて多様なデジタルビジネスとネットワ

この混乱には︑仕事の置き換えだけでなく︑

り︑業績の牽引役となっている︒業界の専門

思われる︒

従来のケイパビリティ効果の衰えも含まれる︒

マイクロソフトの
ＡＩ
トランスフォーメーション
A I主導型企業への変革を目指すマイクロソフトの取り組
みは、調査段階に長い年月を費やした。しかし、社内の各種
オペレーションに分散していた ITとデータ資産を再編した
ことによって、いっきに勢いに乗った。この取り組みを率い
たマイクロソフト・オフィス事業の元責任者、カート・デル
ビーンは、米国政府のHealthCare.govサイトの改善作業を
支援するために同社を退社した後、2015年に復帰していた。
サティア・ナデラが、ITの運用と、新たな業務モデルの
土台となる「A I工場」の建設の責任者に、製品関連の経験
を持つ人物を選択したことには理由があった。デルビーンは
我々に「当社の製品はプロセスです。私たちはまず、当社が
サポートするシステムやプロセスのビジョンを明らかにしま
す。次に、当社を製品開発チームと同じように運営します。
そしてアジャイルベースの企業を目指します」と話した。こ
の方向性をチームに植え付けるために、彼は製品担当部門の
リーダーやエンジニアをみずから選抜した。
マイクロソフトの「コアエンジニアリング」
（現在ではIT
運用をこう呼んでいる）は、いまや同社の改革のショーケー

スになっている。このチームの仕事のおかげで、これまでサ
イロ化した組織で行われてきた多くの従来型プロセスが、マ
イクロソフト・アジュールのクラウド上にある、一つの一貫
したソフトウェアベースで動くようになった。
同チームはさらに、全社共通のデータアーキテクチャーの
導入も推進している。この新しいA Iベースの業務プラット
フォームは、共通のソフトウェア・コンポーネント・ライブ
ラリー（ソフトウェアの機能をルールに従って分割し格納）
、ア
ルゴリズムリポジトリ（アルゴリズムのデータベース）
、デー
タカタログによって不規則に広がる組織を結び付ける。これ
らの要素は、デジタルプロセスを速やかに実現し、各種事業
ラインに展開するために活用された。
A Iは生産性や拡張性を高めるだけでなく、問題発生を食
い止めるという点でも貢献する。デルビーンは「A Iを利用
して、物事が意図せぬ方向に動き始めるタイミングを把握し
ています。かつてはできるだけ早く対応するのが精一杯でし
たが、いまでは不利な契約にせよ情報漏洩にせよ、物事を先
回りして制することができます」と述べた。
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れらの業界は︑多くの似通った技術基盤を使

業界で競争できるのはそのためだ︒いまやこ

独自データの収集︑高度なアナリティクスの

ら︑ビジネスネットワークでのポジション︑

専門・垂直的な技能に基づく従来の差別化か

新たな課題を生み出す︒それはプライバシー

デジタルでの規模・範囲・学習は︑数々の

＊
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在するリスクは深刻だ︒

い︑共通のメソッドやツールを採用している︒

やサイバーセキュリティの問題だけでなく︑

＊

急激な変化についていくのに必死である︒

めの組織││たとえば規制当局││は︑この

的な課題も含まれる︒ビジネスを監視するた

市場の集中︑混乱︑格差拡大がもたらす社会

導入といった強みにシフトしている︒

戦略はコスト︑品質︑ブランド資産価値や︑

リーダーの課題

＊

市場に合致することがわかると︑ユーザー数︑

ＡＩが主導する世界では︑提供サービスが
届ける︑素晴らしい方法を提供してくれる︒

かになっている︒デジタル業務モデルを採用

業務の制約をなくすことは︑とてつもない

デジタルな業務モデルは︑価値とともに害

するビジネスは大きなポテンシャルを持つが︑

仕事︑利益が爆発的に増える可能性がある︒

傾向があり︑ひとたび動き始めると止めるこ

悪も集積しうる︒たとえ前向きな意図で行わ

広範囲に被害をもたらす可能性については︑

しかしマーケティング担当者の天国は︑一般

とが難しい︒ブレーキのない自動車や減速で

れたことでも︑そこに大きな不都合が潜んで

明確に検討する必要がある︒機会と脅威の間

成長をもたらしうるが︑よい面ばかりとも限

きないスキーヤーのようなものだ︒

いるかもしれない︒一つのミスが巨大なデジ

でうまく舵取りできるかどうかが︑官民を問

しかし制約のない成長の危険性が徐々に明ら

デジタルなシグナル││たとえば拡散性の

タルネットワークを破壊的なサイバー攻撃に

わず︑リーダーの真の試金石なのである︒

市民の地獄になる可能性がある︒

あるミーム││はたちまちネットワーク上に

さらすこともある︒アルゴリズムの確認をせ
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らない︒軋轢のないシステムは安定性を欠く

広がり︑最初にそれを発信した組織やネット

リスクも格段に大きくなるかもしれない︒

ずに放置すれば︑バイアスや情報の誤りを助

暴力を煽る動画や︑詐欺的あるいは誘導的な

デジタル銀行が︑かつてない方法で消費者か

ワークの主要ハブを管理する機関でさえ︑そ

見出しが︑各種ネットワークを通して││場

ら預金を集めていることを考えてみよう︒い

長する可能性がある︒

合によってはクリックやダウンロードしやす

まや世界最大規模のＭＭＦを運用するアント

れを止められないこともある︒軋轢がないと︑

い状態に形を変えて││あっという間に何十

の預金を預かっている︒同社が比較的実績の

フィナンシャルは︑何億人もの中国人消費者
何らかのメッセージを発信したい場合︑Ａ

乏しい機関であることを考えると︑そこに存

億もの人々に拡散する可能性がある︒

Ｉはそれを多数の相手にパーソナライズして

【注】

1）
Clayton M. Christensen, Michael
E. Raynor, and Rory McDonald,
“What Is Disruptive Innovation?”
HBR, December 2015.（邦 訳「破
壊的イノベーション理論：発展の軌
跡」DHBR2016年9月号）

2）
Feng Zhu and Marco Iansiti, “Why
Some Platforms Thrive and Others
Donʼt,” HBR, January-February
2019.（邦訳「プラットフォームが成
功する理由 失敗する理由」DHBR
2019年8月号）

