
AI化のための企業戦略 
 
Baiduの元チーフサイエンティストであるAndrew Ngスタンフォード大学教授が、「AI化の 
ための企業変革（AI Transformation)」をまとめています(2018年12月）。内容を翻訳しまし 
たのでご覧ください。 

 
 
How to lead your company into the AI era 
AI時代の企業戦略 
 
AI（人工知能）は、100年前の電気と同様に、今や全ての産業を変化させてようとし

ている。現在から2030年までの間に、全米で13兆ドルのGDP成長をもたらすと資産

される。AIはGoogle, Baidu, Microsoft, Facebookといった最先端企業に莫大な価値   
をもたらしたが、さらにソフトウェア産業を超えた広い範囲にその価値は拡がると

考えられる。 

このAI 戦略マニュアルは、Google BrainチームとBaidu Ai グループを率いる中で得    
られた洞察を元に記したものである。どのような企業でも、このPlaybookに沿って

AI化を進めAIに強い企業になる事ができるが、特にここでは企業価値の上限が5億ド

ルから5000億ドルの比較的大きな企業を対象とした企業変革のあり方を提案する。 

このマニュアルでは、以下の５つのAI戦略のステップを紹介する。 

1. モメンタムを得るために、パイロットプロジェクトを早く実行する 
2. AIチームを企業内で立ち上げる 
3. AIトレーニングを企業の幅広い層に提供する 
4. AI戦略を立ち上げる 
5. AIに関連するネットワークを社内外に構築する 

1.モメンタムを得るために、パイロットプロジェクトを実行する 

最初のAIプロジェクトは、付加価値の高いプロジェクトであるよりも、成功しやす

いプロジェクトであることの方が大切である。最初のプロジェクトの成功は、企業

におけるAIへの親しみを高め、さらなるAI投資の説得材料となる。プロジェクトが

小さすぎるのは望ましくないが、大切なことはAIチームがモメンタムを得られるよ

うな後押しを得られることである。 
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最初のAIプロジェクトに関するアドバイス 

● 新しいあるいは外部のAIチーム（必ずしも事業分野に関する深い知識を持た

ない）が、企業内部の事業分野に関する深い知識を有するチームとパート

ナーシップを築くことが可能で、6ヶ月から12ヶ月の間にAI化による変化が見

られるプロジェクトを選ぶこと 
● 技術的に可能なプロジェクトを選ぶこと。多くの企業が、現在のAI技術では

達成し得ないプロジェクトを初めてしまう。信頼できるAIエンジニアにプロ

ジェクト開始前に技術調査を依頼することで、達成できることを確信できる 
● 事業価値をどのように高めるのか明確で測りやすい目的を定めること 

Ng教授がGoogle Brainチームを率いていた時には、Google内部でも（さらに世界中 
で）深層学習テクノロジーに関する信頼性は高くなかった。チームがモメンタムを

得るためにNg教授が取った方法は、Google音声会話チームを最初の社内顧客とし

て、Googleの音声会話認識を更に正確にするために、音声会話チームと密に協力す

ることだった。音声会話認識は、Googleの中では意義のあるプロジェクトだった

が、決して最も重要なプロジェクトではなかった。例えばAIをウェブ検索や広告に

応用することに比べれば、重要ではなかった。しかし深層学習を使って音声会話認

識を成功に導けば導くほど、他のチームはGoogle Brainチームに信頼を寄せるよう 
になり、結果的にチームはモメンタムを得ることが出来た。 

音声会話チームがGoogle Brainチームと成功すればするほど、Google Brainチーム  
は社内顧客を得ることが出来た。チーム位の二番目の社内顧客はGoogle Mapsで、 
深層学習で地図データの質を高めることが出来た。この２つの成功を納めた後、

Google BrainチームはGoogle広告のチームとの連絡を取り始めた。モメンタムを少 
しづつ得ることで、GoogleのAIプロジェクトは次々に成功することが出来た。この

ようなプロセスは、他の企業でも同じようにあてはめることが出来る。 

2. 社内のAIチームを立ち上げる 

外部パートナーのAIの専門家の力を借りることで企業内の最初のモメンタムを早く

集めることが出来る一方で、長期的には社内のAIチームを立ち上げる方が、いくつ

かのプロジェクトを実施するためには効率的である。更に企業独自の競争的地位を

築くためにも、社内だけでプロジェクトを実施したいと考えることになる。 

この社内AIチームを立ち上げるためには、外部からCXOを引き抜いて来ることが重

要だ。インターネットの黎明期には、CIOを雇い入れることがインターネットを

使った包括的な企業戦略を立てられるかどうかの分岐点になった。一方で、デジタ

ルマーケティングからデータサイエンスを使った新しいウェブサイトの立ち上げま

で多くの独立した試行的な取り組みを実施した企業で、これらの取り組みが企業の
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他の部門を変えるほどに拡がらなかった場合は、インターネットを使った恩恵を受

けることが出来なかった。 

AI時代においても、多くの企業にとっての分岐点は中央集権的なAIチームが企業全

体を手助けすることにある。このAIチームは、十分なスキルがある場合には、

CTO/CIO/CDO（Chif Data Officer又はChief Digital Officer）の真下に置くことが出    
来る。適任のCAIO（Chief AI Officer）がいれば、その下に置くことも出来る。 

AIチームの為すべきことは次の通りである。 

● 会社全体を支援できるAIの能力を築くこと 
● 複数の部門に関連するAIプロジェクトの最初の口火を切ること。最初のプロ

ジェクトを終えた後には、次のAIプロジェクトが継続的に価値を生み出すよ

うなプロセスを築くこと 
● 人材獲得と配置の一貫した基準を設けること 
● 複数の部門にとって有益で１つの部門だけでは築くことのできない全社的な

プラットフォームを築く。例えばCTO/CIO/CDOと共に働き、データ保管標

準を設けること 

ほとんどの企業は、複数の事業部がCEOに報告するという形を取る。AIチームの場

合は、チームがAI能力を活かしながら異なる事業部にまたがるプロジェクトを進め

ることになる。 
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新しい職能と新しいチームが現れることになる。例えばNg教授の今のチームは、機

械学習エンジニア、データエンジニア、データサイエンティスト、AIプロジェクト

マネジャーから成るが、これはAIが出来る前には考えられなかったことだ。AIの良

いリーダーは、正しいプロセスにチームを導くことが出来る。今のところAIの能力

をもつ人達は激しく競争し合っており、またほとんどの企業にとってはスタン

フォード大学のPhDを取った博士課程の学生（または、学部卒の学生であったとし

ても）を雇うのは簡単なことではない。人材獲得競争は短期間では企業に取ってゼ

ロサムゲームだが、リクルーティングパートナーと連携することで、掛け替えのな

いAIチームを集めることが出来るだろう。もちろん、すでに存在しているAIチーム

に新しい研修の機会を提供することも、企業内の新しい才能を伸ばすために良い方

法である。  

3. AI研修を幅広く提供する 

今日、どの企業においても社内のAI人材が十分とは言い難い。メディアでは、AI関
連の給与は高騰しているが（記事となっている場合の給与額は大抵異常に高い）、

実際のところAIの高い能力を持つ人材を見つけるのは難しい。幸いにも、MOOCs
（大規模なオープンでオンラインの教育コース）も含め、Coursera、ebooks、
YouTubeのようなデジタルコンテンツが普及するにつれ、AIのような新しいスキル

を多くの社内の従業員に効率的に学ばせることが出来るようになった。CLO（Chief 
Learning　Officer）の仕事は、その教育コンテンツをキュレーションすることにあ

り、自らコンテンツを作り上げることではない。それよりも従業員が研修を最後ま

で全う出来るようなプロセスを作り上げることが重要である。 

10年前には、従業員教育とはコンサルタントを雇ってオフィスに来て貰い、講義を

してもらうことだった。しかしこれは非効率でROIが明確でない。一方でデジタル

コンテンツは安価で、かつ従業員にもっと従業員個人に合わせることが出来る。コ

ンサルタントを雇う余裕があるなら、コンサルタントから教えられることでオンラ

イン教育を補完することが出来るはずである。（この方法は「代替教室」と教育学

では呼ばれている。正しく使うことが出来れば、従来の方法より早く楽しく学ぶこ

とが出来る。例えばスタンフォード大学のNg教授の深層学習のクラスでも、この教

育方法が取られている。）数は少ないがAI専門家を雇い、実際に社内に来てもらっ

て教えてもらうことも、従業員のAIに関する学習意欲を促すことが出来るだろう。 

AIは様々な仕事を変化させることになる。貴方が経営者なら、全ての従業員がAI時
代の新しい役割に適応できるように、必要な知識を与える必要がある。専門家にコ

ンサルティングを依頼することで、貴方の社内のチームに適したカリキュラムをカ

スタマイズして貰うことができるが、概念的にはカリキュラムは以下のようなもの

になるだろう。 
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● 経営層及びシニアの管理職（４時間以上） 

ゴール：経営層が経営する企業に対して、AIは何が出来るのかを理解し、AI戦略を

立て、必要な人事や投資を割り当て、AIチームと円滑に協力し、価値のあるAIプロ

ジェクトを後押しすること 

カリキュラム：AIの基礎的な技術、データ、AIは何が出来て何が出来ないかに関す

る理解、AIが企業戦略に対して与える影響についての理解、貴方の事業分野、又は

関連する事業分野におけるAI導入のケーススタディ 

● AIプロジェクトを実行する部門のリーダー（１２時間以上） 

ゴール：AIプロジェクトの方向性を決めることが出来て、資源を配分し、進捗を管

理し、必要なら軌道修正しプロジェクトを成功に導くことが出来ること 

カリキュラム：AIの基礎的な技術、データ、AIは何が出来て何が出来ないかに関す

る理解、代表的なアルゴリズムとそれを実装するために必要な環境を含めたAIに関

する技術的な理解、AIプロジェクトのワークフローとAIチームの役割と義務、そし

てAIチームの管理に関すること 

● AIエンジニア（１００時間以上） 

ゴール：新しく教育を受けたAIエンジニアは、データを収集し、AIモデルを学習さ

せ、１つのAIプロジェクトを最後まで遂行することができることを目指すべき 

カリキュラム：機械学習と深層学習に関する深い技術的な理解と、AIのツールに関

する基礎的な知識、AIとデータシステムを構築するために必要なオープンソースや

サードパーティが提供するツールへの理解、AIチームのワークフローを実装する能

力、（追加的に）AI技術に繋がる最先端の情報を常にアップデートする 

4. AI戦略を立てる 

AI戦略を立てることは、企業の価値を作り上げる方法を考えると共に、企業価値を

守ることにもなる。初期のAIプロジェクトの成功が見られ始め、AIに対する深い理

解がチーム内に形成され始めたら、次はAIが最も価値を創造することができる場所

を見つけ、そこに資源を集中させるべきである。 
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経営者の中には、最初のステップはAI戦略を立てることだと考える人もいるだろ

う。しかしNg教授によれば、ほとんどの企業はAIについての基礎的な経験を積むま

では一貫したAI戦略を立てるのは難しい。この基礎的な経験は、次のステップ１か

ら３のように説明することができる。 

ステップ１：一貫した企業戦略と広範囲で繋がり、簡単には他社が構築できないAI
資産を築き上げること 

AIは新しい方法で企業独自の競争的地位を立ち上げることが出来る。マイケル・

ポーターによる企業戦略のセミナー資料によれば、他の追随を許さない事業を作る

一つの方法として、一貫した企業戦略と広範囲で繋がり、他者には構築できない資

産をいくつか作ることが挙げられる。そうしておけば、競合他社がこのような資産

を同時に全て置き換えることは出来なくなる。 

ステップ２：AIで企業の事業領域に特化した優位性を築くこと 

GoogleのようにAIの全てに長けた企業と競争しようとするのではなく、今の事業領

域の中でAI企業になることが望ましい。そうすることで、AIにより他企業との競争

を優位に進めることができるようになるだろう。AIが企業戦略にどのような影響を

及ぼすかは、産業または状況に応じて決まることである。 

ステップ３：「AIの好循環」に沿ったポジティブなフィードバックが得られる企業

戦略を立てること 

多くの産業で、データ蓄積がビジネスを守ることにつながる例が見られる。 

「AIの好循環」 

 

A:より多くのデータ蓄積B ：より良いプロダクト 

　 

 

 

C：より多くのユーザー 
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例えば、GoogleやBaidu、Bing、Yandexといった先駆的な検索エンジンは膨大な

データ資産を保持し、一人のユーザーが検索の後にどのリンクをクリックするかを

知ることさえできる。このデータは企業がさらに正確な検索エンジンを作るのを後

押しし（A）、さらに多くのユーザーを獲得することに繋がる。その獲得したユー

ザーにより、また新たなユーザーのデータを企業は獲得する。このポジティブな

フィードバックの輪に競合企業が割って入ることは不可能だ。 

データはAIシステムにとって、鍵となる資産である。従って数多くの大きなAI企業

は洗練されたデータ戦略を持っている。データ戦略の鍵となる要素は以下の通りで

ある。 

戦略的なデータ獲得 

使い勝手の良いAIシステムは100（スモールデータ）から１万（ビッグデータ）のど

の数のデータセットでも作ることができる。しかしデータはあるに越したことは無

い。AIチームは更に洗練された戦略を立て、データ獲得のために複数の年月をか

け、そしてデータ獲得戦略を更に産業や競争環境に特化させるようになる。例えば

GoogleやBaiduは共にそれ自体マネタイズしない数多くの無料プロダクトを作って

きたが、そのプロダクトでデータを獲得し、別の機会で利益を出せるようにしてい

る。 

結合されたデータ書庫 

もし５０の異なるデータベースが５０の異なる部門長や事業部門で管理されている

としたら、AIソフトウェアやエンジニアがそのデータベースにアクセスして、「点

と点を繋げる」ことは不可能である。代わりに、企業のデータは中央で管理され、

１つのあるいはごく少数のデータ書庫で管理されるべきである。 

どのデータに価値があり、どのデータに価値がないか正しく認識すること 

テラバイトのデータを持っていれば、自動的にAIチームがそのデータから価値を作

り出せる、という訳ではない。AIチームが魔術的に大規模データから価値を作り出

せることを期待することは、失敗に繋がりやすい。Ng教授は、経営者が価値の低い

データを集めることに投資し過ぎるのを残念なことに何人も見てきた。あるいは、

データ目的で買収した先の会社の何テラというデータが実はやくに立たないという

例さえあった。データ獲得のより早い段階からAIチームを巻き込むことでこのよう

な失敗が起きるのを避け、どのタイプのデータを買収したり保存するべきかプライ

オリティーを付ける作業に加わらせるべきである。 

ネットワーク効果とプラットフォームの優位性を創り上げる 
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最終的に、AIをより伝統的な競争優位性を獲得するために役立てることができる。

例えばネットワーク効果を生み出すプラットフォームを創り上げることは、他の企

業との競争優位性を保つことのできる戦略である。これらの戦略は自然に「勝者が

全てを獲得する」という構図、成長するかもしくは倒産かを企業に選択させること

になる。 

 5. 社内外のコミュニケーション関係を構築する 

AIは企業に顕著に影響を与え、更に企業のステイクホールダーにも影響は及ぶ。そ

のため企業はステイクホールダーとの関係を維持するため、それぞれのステイク

ホールダーに対して、以下のようにコミュニケーションプログラムを作るべきだ。 

投資家 

GoogleやBaiduのような先進的なAI企業は、AIを作る能力があり、またAIが企業の最

低限のレベルを引き上げることができるため、他の企業に比べて企業価値が高い。

企業内でAIが作り上げる価値についてはっきり説明し、AIを作る能力をどのように

伸ばしているのか説明し、最後によく考え抜かれたAI戦略を作れば、投資家は正し

く企業を評価するようになるだろう。 

政府 

厳しい規制業種（例えば白タクを含めたタクシー業界、ヘルスケア）は、規制を守

るため、今までにない壁にぶつかっている。企業のAIプロジェクトが産業や社会に

もたらす価値と便益について、信頼性と説得力を持って説明することは、社会にお

いてAIに対する信頼性と良識を築く大切な一歩である。このために、企業のAIプロ

ジェクトの進捗に合わせて規制当局と直接的な対話を行うべきである。 

顧客教育 

AIは企業の顧客の便益を明らかに高める。そのため適切なマーケティングを行い、

商品のロードマップが理解されるよう努めるべきだ。 

人事管理と獲得 

AI人材は限られているため、企業のブランディングがAI人材を獲得できるか否かを

大きく左右する。AIエンジニアはエキサイティングで意味のあるプロジェクトに取

り組みたいものだ。最初の成功を謙虚に見せる努力をしても、人材獲得には時間が

かかることになるだろう。 
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社内のコミュニケーション 

今日AIはまだ理解されていないことが多く、汎用的AIは過剰な期待、恐れ、信用の

無さや疑いを向けられている。さらにほとんどの従業員は、文化の違いにもよるの

だが（特にアメリカより日本の方がはるかに強く）、自分の職業がAIによって自動

化されてしまうことを心配している。AIを説明し、従業員のそのような心配を取り

除くような、分かりやすい社内のコミュニケーションを行うことで、AIを適用する

ことに対する社内の抵抗を下げることが出来る。  

 

 企業の成功にとって必要な歴史的な示唆 

インターネットが産業界をどのように変えたかを理解することは、AIの勃興期をど

のように渡って行けば良いかを考えるのに役立つ。インターネットの勃興期に多く

の企業が起こした間違いの中には、AIの勃興期にも避けるべきものが多くある。 

インターネットの時代に私達は、以下のことを学んだ。 

ショッピングモール＋ウェブサイト ≠ インターネット企業 

ショッピングモールがウェブサイトを構築し、ウェブサイトで商品を販売したとし

ても、そのショッピングモールがインターネット企業になったという意味ではな

い、インターネット企業を真に定義づけるのは、「インターネットが本当に利益に

貢献できるように企業が組織されているかどうか」である。 

例えば、インターネット企業が広範なA/Bテストを試したとする。ウェブサイトを２

つのバージョンに分けて、どちらが良く機能するかを調べるために、よくある方法

だ。インターネット企業は一度に何百という実験を行うことさえできる。これは現

実のショッピングセンターでは実行不可能なことだ。インターネット企業は、他に

も新しい商品を毎週出荷することが可能で、これは四半期に一度しかデザインを

アップデート出来ないショッピングセンターよりかなり早い。インターネット企業

はこの独特のワークフローを実現するために、プロダクトマネジャー、ソフトウェ

アエンジニア等独特の役割を果たす人を雇っている。 

深層学習というAIの中でも進化の早い分野では、インターネット勃興期と同様の現

象が起きている。今日、私達が見つけたことは以下の通りだ。 

典型的な企業＋深層学習技術 ≠ AI企業 
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企業がAIの分野で素晴らしい業績をあげようとするなら、企業が本当に利益に貢献

できるように企業を組織する必要がある。 

AIの分野で素晴らしい業績をあげるために以下の条件が揃っていなければならな

い。 

複数のAIプロジェクトをシステマティックに動かせる人材がいること：AI企業は外

部と社内の両方に人材と技術があり、複数のAIプロジェクトをシステマティックに

進行させ、ビジネスに価値をもたらすことが出来ること。 

AIに十分な理解があること：AIについて一般的な知識があり、動かすべきAIプロ

ジェクトをシステマティックに選ぶ適切な機会があること。 

戦略的な方向性：企業の戦略がAIに支えられた成功に向けて、方向性が統一化され

ていること。 

企業のAI企業への転換は2-3年はかかるだろう。ただし最初の成果は6-12ヶ月で出さ

なければならない。AI企業への転換に投資することで、AIの能力を使って、企業は

競合他社との競争にから一歩抜け出すことが出来るだろう。 

出展：https://landing.ai/ai-transformation-playbook/ 

 
 
bestat株式会社ではこのようなAI化のための企業変革（AI Transformation)を、技 
術、経営、組織それぞれの面からお手伝いしています。詳しくは、

info@bestat-data.comまでメールでお問い合わせ下さい。 
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