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NTTグループにおけるAIの取り組み

コールセンタのAIへの関心

NTTソフトウェアでは，NTTが取
り組む 4 つのAIのうち，「Agent-AI」
への取り組みを進めています．具体的
には，コールセンタで働くオペレータ
を支援する「擬人化エージェント」へ
の取り組みです．NTTソフトウェアは，
2014年 5 月にForeSight Voice Mining
というコールセンタに向けた製品を発
表しました．この製品はNTTメディ
アインテリジェンス研究所（MD研）
が開発した「音声認識技術」「自然言
語処理技術」「音声マイニング技術」
を活用した製品です．製品発表以降，
NTT事業会社と連携して大手金融機
関のコールセンタ部門を中心にビジネ
スを展開しています．

そしてその半年後の2014年11月に
日本IBMとみずほ銀行が，顧客応対
にAIを活用するシステムWatsonの
ニ ュー スリリー スを 出し まし た．
Watsonは自然言語を理解 ・ 学習し，
人間の意思決定を支援する「コグニ
ティブ ・ コンピューティング ・ システ
ム」と定義されています．このニュー
スリリース以降，大手金融機関のコー
ルセンタ部門はAIおよびWatsonを強
烈に意識し始め，NTTソフトウェア

にも「NTTのAIは何ができるのか？」
という問合せが急増しました．

上記状況を踏まえて，本稿では
ForeSight Voice Miningが提供して
いるAI機能について紹介します．

ForeSight Voice Miningが 
提供するAI機能

ForeSight Voice Miningに は，MD
研が保有するさまざまなAI要素技術

（機械学習 ・ 自然言語理解など）が活
用され，ビジネスの現場で役立つ機能
がつくり込まれています．例えば，コー
ルセンタのオペレータ業務を支援する
応対ナレッジ ・ レコメンド機能や，オ
ペレータのアフターコールワーク（応
対後処理業務）を支援する通話自動要
約機能などです．

これらの機能は，バーチャルなエー
ジェント（擬人化エージェント）をイ
メージして実装されています．
■コールセンタのオペレータを支援 

する応対ナレッジ ・ レコメンド機能
コールセンタのオペレータは電話応

対時に，さまざまな情報コンテンツを
参照し，さらに経験に基づくノウハウ
も活用しながらお客さまの課題を解決
しています．このとき問題となるのが
経験の浅いオペレータの業務です．経

験の浅いオペレータは電話応対時に情
報コンテンツの参照回数が多くなりが
ちで，通話の保留回数が増えたり，応
対時間が長くなったりする傾向があり
ます．これがお客さまにストレスを与
え，さらにコールセンタの運営コスト
も上昇させるという課題につながって
います．

このような課題を解決するために
ForeSight Voice Miningで は， バ ー
チャルなエージェントがオペレータと
お客さまの会話を聴き取り，瞬時に適
切な応対ナレッジをオペレータに提案
するという機能を備えています．この
機能の実体は，通話内容をリアルタイ
ムに音声認識し，自然言語処理技術を
駆使して適切な応対ナレッジをオペ
レータの画面に表示するというもので
す．その結果，オペレータはお客さま
と会話をしているだけで自動的に適切
な応対ナレッジを得ることができ，ス
ムーズな電話応対が可能となるの
です．

例えば，生命保険会社のコールセン
タでは，お客さまが「先月結婚しまし
て…」という発言をした際に，バーチャ
ルなエージェントが “結婚” という言
葉に反応し，「住所変更の手続き」「名
義変更の手続き」「保険受取人変更の
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コールセンタにおけるAIの活用

2014年11月，日本IBMとみずほ銀行が顧客応対にAI（人工知能）を活用
するシステムWatsonのニュースリリースを出しました．このニュースリ
リース以降，大手企業のコールセンタ部門ではAIへの期待が急速に高まっ
ています．本稿では，コールセンタで “いま” 導入できて，かつ，効果が
期待できるAI技術と，今後数年のうちに導入が進むであろうAI技術につい
て，NTTソフトウェアのForeSight Voice Miningの機能を交えながら紹介し
ます．

河
かわむら

村  誠
せ い じ

司 /町
ま ち だ

田  健
けんいち

一

松
ま つ い

井  一
か ず ひ ら

比良 /坂
さかもと

本  大
だいすけ

祐

石
い し い

井  真
ま り え

梨枝

NTTソフトウェア



NTT技術ジャーナル　2016.236

NTTグループにおけるAIの取り組み

手続き」などの情報をオペレータ画面
に瞬時に表示します．このようにベテ
ランオペレータのノウハウをコールセ
ンタ全体に展開することで，応対に不
慣れな新人オペレータでもベテランオ
ペレータと同じようにスムーズなお客
さま応対が可能となり，お客さま満足
度を向上させるとともに，コールセン
タの運営コストを低減させることがで
きます（図）．
■オペレータのアフターコールワーク

を支援する通話自動要約機能
コールセンタのオペレータは，お客

さまの応対終了後（通話終了後）に，
そのやり取りを応対記録としてシステ
ムに投入します．この作業をアフター
コールワークと言います．しかし，ア
フターコールワークで投入される応対
記録はオペレータごとに記述観点にば
らつきがあり，繁忙期には記述量が著
しく減少するという課題を抱えてい

ます．
ForeSight Voice Miningでは，バー

チャルなエージェントがオペレータと
お客さまの通話内容を要約し，“要約
文” としてオペレータに提案する通話
自動要約機能を備えています．この機
能は，繁忙期 ・ 閑散期の応対記録の記
述量のばらつきの抑止，オペレータご
との記述観点のばらつきの抑止をAI

（機械）が受け持ち，快 ・ 不快などの
感情配慮が必要な電話応対をヒトが受
け持つという役割分担を実現します．
つまり，ヒトの活動の一部を代替 ・ 支
援して，お互いが得意な領域を受け持
つというAIの活用法です．

通話自動要約機能により作成される
要約文は，そもそもお客さまがどう
いった用件で電話をかけてきたのかを
抽出する「用件自動抽出」と，通話中
の重要な発言のみを抽出する「重要文
自動抽出」から構成されています．こ

の方式は，通話時間に比例しない要約
文が生成できるという特徴を持ってい
るため，「要はどういう通話だった」
ということを簡潔に記録する業務に向
いています．もう 1 つの方式として，
会話中に出てくる不要文（例えば，挨
拶やあいづちなど）のみを削除する「不
要文削除方式」の要約機能も持ってい
ます．こちらの方式は，本来記録した
い情報が欠落するリスクが低く，通話
全体の概要が記録できますが，通話時
間に比例して要約文が長くなるという
課題があります．どちらの方式の要約
機能を使うかは，要約文をその後の業
務でどのように活用するかに依存する
ため，NTTソフトウェアでは，お客
さまの要約の活用方法に合わせて最適
な方式を提案しています．

以上のような「応対ナレッジ ・ レコ
メンド機能」や「通話自動要約機能」
を利用するには，実業務に適用する前

図　対応ナレッジ・レコメンド機能

“先月結婚した” という発言を
基に各種手続き方法を提案あのー，先月結婚した

んですけど…
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等が…
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に，実際にコールセンタにかかってき
た電話の録音音声や応対記録等を用い
て事前学習することが必要です．事前
学習することで，導入企業の業務への
適応を行い，運用開始後も定期的に追
加学習を行うことで，さらに業務適応
度を上げることができます．

なぜ，今コールセンタでAIが注目
されているか

コールセンタでは，1990年代後半
から2000年代前半にかけて音声認識
を 活 用 し たIVR（Interactive Voice 
Response：自動音声応答装置）のブー
ムがありました．日本でも米国Nuance 
Communications社に代表される音声
認識ベンダにより，一部の先進企業で
音声認識を用いたIVRシステムの導入
が進みました．しかし，ここで使われ
た音声認識は会話の認識は行えず，事
前にシステム登録されている語彙の範
囲で単語（もしくは連続単語）の音声
認識ができるというものが中心でし
た．それから約20年が過ぎた現在，コ
ンピュータの処理能力も飛躍的に向上
し，音声認識エンジンのアルゴリズム
にも深層ニューラルネットワークなど
が導入され，話者（オペレータやお客
さま）が音声認識を意識することなく
話した発話でも十分な音声認識精度が
得られるようになりました．このよう
な状況の中，2014年11月に日本IBM
とみずほ銀行がWatsonのニュースリ
リースを出し，一気にコールセンタに
おけるAI活用への期待が高まりま
した．

コールセンタが期待するAI

企業のコールセンタは一般にコスト
部門（コストセンタ）であることが多

く，コスト削減が永遠のテーマになっ
ています．しかし，一方でお客さま満
足度の向上や企業のブランド維持 ・ 向
上には，手厚い顧客サポートが必要で
あり，コールセンタにおける上質なカ
スタマ ・ エクスペリエンスはブランド
維持 ・ 向上の重要なファクタとなって
います．つまりコールセンタの現場で
は，常にコスト削減と上質なカスタ
マ ・ エクスペリエンスの両立が求めら
れます．先進的な企業においては，お
客さま応対そのものをAI（機械）が
行うことでコスト削減を実現するとと
もに，先端技術をいち早く取り入れる
先進的な企業であることをアピールし
たいという思いがあります．今までは，
人間のオペレータが応対しないと上質
なカスタマ ・ エクスペリエンスは得ら
れないと考えられてきましたが，音声
認識技術や自然言語処理技術の向上な
どから，一部の領域であれば，AIが
応対しても，十分に上質なカスタマ ・
エクスペリエンスが得られると考えら
れ始めています．AIが応対すること
で，近年のオペレータの人材確保が難
しい状況に依存せず，一定品質での応
対ができるようになるとともに，お客
さまに驚きを与えられれば，企業イ
メージは大きく向上するため先進的な
企業は競ってAIによる顧客サポート
の検討を始めています．

今後の展開

前述のような「コールセンタが期待
するAI」を踏まえて，NTTソフトウェ
アではMD研の先端技術を活用して，
お客さま応対そのものをAIで実現す
る製品 ・ サービスの拡充を進めていま
す．例えば，電話応対において，お客
さまが普通に話した内容を理解して適

切に応対するバーチャルなエージェン
トの実現や，WebやSNSにおいて，
お客さまが自由に入力した文章を理解
して適切に応対するバーチャルなエー
ジェントの実現などです．このような
製品 ・ サービスは，一朝一夕には実現
できませんが，強いニーズが存在し，
それにこたえる技術が確実に進歩して
きているため，数年以内の実現が可能
と考えています．
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NTTソフトウェアは「先端技術をビジネ
スに活かす」をミッションとした会社です．
AI分野においても，MD研の先端技術をお客
さまにお届けするとともに，お客さまニー
ズをしっかりとMD研にフィードバックし，
研究開発とビジネスをつなぐ役割を果たし
ていきます．
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