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通信事業者におけるAI活用
グローバル通信事業者における自動化を活用した
運用改革事例
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世界中の通信事業者は現在、何百万人にもおよぶ顧客へ対し、高品質なサービスを提供すると

いうプレッシャーを常に抱えています。接続デバイスやサービスの数が増大する裏付け

となる5Gの時代へ突入するとともに、これらの課題もさらに増えていくこととなり

ます。 

この5Gに対応した加速する技術進歩に対処すべく、内部および外部プロセス両方のオートメーシ

ョン化を通した新たな運用効率の構築に向け、人工知能(AI)に大きく賭けている業界大手も存在

しています。図1で示している通り、Tractica1によると、このセクターにおけるAIへの投資額は、

2025年までに年間367億ドルに到達すると予測されています。 

図1 

情報源: Tractica 

このホワイトペーパーでは、AI技術がどのようにして企業内におけるデジタルトランスフォーメー

ションを可能にしているのかということを確認し、通信事業者が、ビジネスの運用およびカスタ

マーエクスペリエンスを向上させるための新たなオートメーション化やコグニティブAIソリュー

ションを、どのようにより一層活用して行くことができるかについて詳細を明らかにし、さらに現

在の大手通信事業者において、AI技術が貢献している実際の例を挙げて行きます。

2016-2025年、通信事業者における導入事例、世界市場別AIソフトウェア収入 
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AI：トランスフォーメーションを実現する存在 

企業規模でのオートメーション化は従来、実質的な作業、計算や処理作業に取って代わる機械を作

ることに尽力していました。しかし、最近の技術進歩により、企業では複雑で認知的な作業をもオ

ートメーション化することが可能になりました。通信事業の分野において、この新たな可能性は、

増大する会話のオートメーション化に大きな効果を与えてきました。 

通信事業者を含む様々な業界においてAI技術は、コスト(設備投資を節減し、投資額を最適化する)、

業務の生産性およびカスタマーサービスといったいくつかの側面へ対し影響を与えることを目的とし、

根本的なデジタルトランスフォーメーションを数多く可能としてきました。  

人間による手作業 → 

自動化でスケーラブルに

ボトルネックは、作業効率の妨げとなります。

主に人間の労働力のみにより行われているIT

サポート業務は、コストがかかるだけでなく、

多くの場合、需要を満たすためにスケールア

ップすることができず、非効率なキューイン

グやチケッティングシステムの原因となりま

す。ITサポートなどといった一分野における

膨大な作業をオートメーション化することで、

組織全体へ良い影響を与えることが可能です。

例えば、パスワードのリセットなどといった

定型的なITサービスを提供する際、従業員が

待機している必要性がもはやない場合には、

より素早く業務に戻ることができるようにな

ります。オートメーション化されたカスタマ

ーサービスにより、人間の仲介を待つことな

く、ユーザーは自身の問い合わせや問題へ対

する解決策へたどり着くことができ、これに

より企業ブランドや評判を高めることへも繋

がります。 

問題が発生してから対処 

→積極的に予防

AI対応システムは、技術的な問題を監視、

特定、さらに-理想的には、問題が起こり、

ユーザーへ影響を与えてしまう前に-自主的

に解決することが可能です。コスト、時間、

レピュテーション管理の観点からしても、

問題の発生を予防することは、問題に対処

するよるもはるかに簡単です。実際、内部

ITシステム運用による自己管理機能は、通

信事業者にとって有益であることが証明さ

れており、これについてはまた別に詳細を

説明して行きたいと思います。 

段階的な自動化  → 

インテリジェントオートメーションで自動化を加速

高度なAIシステムは、認知型のインテリジェント

オートメーションにより、新たなオートメーショ

ンを構築するプロセスをオートメーション化する

ことさえ可能です。例えば、 IPsoftが提供する

1Deskでは、ITワーカーが手順A、B、Cに従い、ど

のように問題を解決しているのか監視することが

できます；そこからさらに、標準の作業手順へ追

加する新たなワ ークフローを提案します。これ

は、インテリジェントシステムが時間の経過と共

により重要となり得、非技術系のユーザ ーでも

オートメーション化プロセスを利用することがで

きるようになることを意味しています。

企業規模での自動化は従来、手作業
に近い、計算や処理的な作業を代替
する機械を作ることに尽力していま
した。しかし、最近の技術進歩によ
り、企業では複雑で知的な作業をも

自動化することが可能になりまし
た。 
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内部のチケッティングシステム→オンデマンドの従業員サービス 

オートメーションでは、内部関係者へ対し毎日24時間、情報や内部サービスへオンデマンドでのア

クセスを提供することが可能です。この機能により、技術的な問題を抱えていたり、企業ポリシー

に関し質問のある従業員がより素早く業務へ戻ることができ、またこの機能は、リモート、非常勤

や契約社員に大きく依存している新しい職場環境モデルにとっては非常に重要となります。 

パーソナルで地域に合った情報やサービスを大規模に提供することが可能なオートメーションおよ

びコグニティブAIは、様々なタイムゾーンや国を超えて、従業員が高品質なサービスを提供するた

めには欠かせない存在となっています。例えば、AIを活用しているある企業では、一般的なVPNに関

する問題を解決したり、決済の問題に関する問い合せに対応したり、または人事プロフィール内の

情報を更新するため、従業員が通常の営業時間になるまで待つ必要はありません。 

従来のコールセンター→AIコンシェルジュ 

外部顧客の対応は、特にAI実装における投資収益率へと繋がります。高度な対話型および認知型の

インターフェイスにより、人間のエージェントが対応するとき同様に、顧客はインターフェイスへ

尋ねるだけでビジネスシステムへアクセスすることができるようになります。これは、あらゆる企

業にとって購入者の維持に繋がる、また通信事業者にとっては、顧客の解約低減に繋がる高いレベ

ルのカスタマーサービスの提供を可能としています。

図2 

 企業規模別、解約に至る理由トップ3 (携帯電話サービス)

図2で示している通り、Analysys Mason2が発表したレポートによると、キャリアを解約する理由と

して、中小企業の顧客にとって、カスタマーサービスが解約に至る決め手の上位となっており、大

企業ではカスタマーサ ービスが弱点となっています。 

調査によると、カスタマーサービスに問い合わせたとき、人間と話をしたいというユーザーが多い

一方で、10分時間を節約できるのであれば、マシンとのやり取りを選択するという人が大多数でし

た3。オートメーションにより、外部の顧客は毎日24時間、いつでも情報へアクセスし、人間の仲介

は最小限または全くなしで、問題を迅速に解決することができるようになります。

中小企業 
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通信事業におけるAI：導入事例 

世界中の大手通信事業者は、AIの初期実装の内部および顧客対応両方に対するメリットを既に実感

しています。この項目では、事業規模の拡大を視野に入れ、新たな作業能率を実現するためにAIを

活用し、トランスフォーメーションに成功した4つの通信事業者について詳しく見て行きます。 

導入事例：カスタマーコールセンターの改革 

Telefónicaはスペイン・マドリードに本拠を置く通信事業者であり、ヨーロッパ、ラテンアメリカ

など15ヶ国で事業を展開しています。2017年、Telefónicaでは、カスタマーエクスペリエンスを促

進し、コストを最適化するという主に2つの目的においてデジタルボイスエージェントをコールセ

ンターへの導入することを考えていました。

この企業ではまず、ペルーにあるコールセンターのデジタルトランスフォーメーションにフォーカ

スすることにしました。2018年にコールセンターの様々なホットライン(商用および技術用B2Cケア

のための携帯電話、固定電話およびテレビ)で対応した電話件数は約7,200万件、そのうち3,800万件

を人間が対応していました。しかし、音声自動応答装置(IVR)システムの操作にかかる時間が非常に

長く、しかも顧客がやっと人間のエージェントに繋がっても、そこで問題が解決できずに、また他

のサービス担当へ転送されているような状況でした。Telefónicaでは、コストを削減し、全体的なカ

スタマーエクスペリエンスを向上させるべく、転送される通話数を制限したいと思っていました。

コールセンターエージェントとしてのアメリア

450万件

アメリアは現在、

毎月450万件の電話

問い合せに対応 

90.2% 
電話による問合せ

の90.2％で意図を

認識することがで

きる

44% 
顧客離脱率は
44％減少

2019年、IPsoftのデジタルエージェントであるアメリアは、最初の(もちろん一定のシナリオ内でのみ

ですが)連絡窓口として稼働しました。Telefónicaは、未払残高、プランの変更、請求日や支払方法

など、顧客からの様々な問い合わせに対応するため、アメリアに取得してほしい28種類の特定スキ

ル(そのうち18種類は人間の仲介なしに解決可能なスキル)をまとめ上げました。4ヶ月間の立ち上

げ期間の後、アメリアは現在、ペルーのコールセンターにおいて、携帯電話からの問い合わせ全て

に対応しています。問い合せの意図を90.2％正確に認識し、アメリアによる電話対応の顧客離脱率

は、稼働1週目と比較し44％減少しました。さらに、バーチャルエージェントとの通話における顧

客満足度は、人間のエージェントが対応したときと同等となっています。
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導入事例：顧客エンゲージメントための新たなチャネル 

日本の大手通信事業者では、ソーシャルメディアを通じ、販売の強化を図り

たいと思っていました。元々、SIMカード、データプランやスマートフォンに

関する情報を得るためには、顧客が実際に店舗へ足を運ぶか、日本で最も人

気のあるメッセージアプリであるLINEから代理店へ情報の送信依頼をするし

かありませんでした。この企業では、セールスおよびマーケティング活動へ、

インタラクティブかついつでも利用可能なソーシャルチャットの要素を追加

すべく、アメリアとの対話によるソリューションを構築しました。

2017年9月、同社のLINE公式アカウントにおいて、インテリジェント・ボイ

ス・オペレーター(VO)の稼働が開始しました4。顧客は、LINEアプリ内で直接、

VOとチャットでやり取りをすることができます。VOからの3～6つの質問に回

答すると、ユーザーは自働的に、商品が購入可能なページへのリンクと共に、

おすすめの商品に関する情報を取得します。

VO稼働開始から数ヶ月で、同社のLINEアカウントへのアクセスは大幅に増加

しました。同様にLINEから商品ページへのコンバージョン率も、加速的に増

加し、同時期のSIMカードおよびスマートフォンの売上も増大しました。これ

ら数字に見られる成功の裏には、AIのおかげで、この企業では1日24時間いつ

でもカスタマーサポートを提供することができたという事実があり、VOとの

やり取りの半数以上が営業時間外であったことは注目すべきです。 

売上が増加したたけでなく、この通信事業者では、LINEでの顧客エンゲージ

メントとログ解析エンジンを組み合わせ、これによりマーケティングキャン

ペーンの実施が可能となりました。以前は、このシステムでマーケティング

キャペーンを全てのLINE登録ユーザーへ対し配信していましたが、現在はユ

ーザーを簡単にセグメントへ分類することができます。この対象を絞った新

しいパラダイムにより、LINE内でのマーケティングキャンペーンの費用対効

果が80倍増加しました。

AIにより24時間365日

のカスタマーサポー

トを提供できるよう

になりました。やり

取りの半数以上が営

業時間外であったこ

とは注目すべきで

す。 
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導入事例：オンデマンドの内部サービスデスク 

従業員90,000名以上、イギリスに本拠を置く大手通信事業者では、膨大なITおよび人事に関する問

い合せを、従業員のためにオートメーション化する方法を探っていました。2016年、同社は直感的

な対話型UIから、22のバックエンド情報システム(アクティブディレクトリITSMチケッティング、

人事など)へ従業員を接続することで内部におけるIT問題に対処するため、IPsoftのアメリアによる

対話型AIソリューションを導入しました。 

現在アメリアは、従業員が研修を検索したり、研修へ登録したりするサポートをするなど、36種類

の業務に携わり、従業員とコミュニケーションを取っています。研修目的の使用では、従業員はア

メリアへ対し、自分がどの部署にいるのか、自分の役割や修了した研修などについて話します。ア

メリアはこの情報をもとに、新しいコースを推薦し、さらに自動でこれらのコースを従業員の研修

スケジュールへ追加します。

ITサービスデスクエージェントとしてのアメリア 

92% 
顧客とのチャットの

92％で意図を認識

することができる

40,000 
ドイツ語、英語、スペ

イン語で毎月40,000件

のチャットに対応

50% 
チャット全体の50％が

人間の仲介なし

アメリアは、チケット管理、アクティブディレクトリパスワードリセット、

Outlook関連トラブルシューティング、ソフトウェアのインストール依頼な

ど、サービスデスクの業務を自律的に行います。アメリアは、英語、ドイツ

語、スペイン語で企業の7分野において利用可能です。 

ITサービスデスクコールの50％を、アメリアが最初の連絡窓口として担当して

いました。アメリアが対応している月40,000件のチャットのうちの50％を人間

の仲介なしに完了させることができます。さらに彼女は、学んだ事例に基づ

き、従業員の意図を97％認識しています。 

AIを活用している通信事業者 

現在アメリアは、従業

員が研修を検索した

り、研修へ登録したり

するサポートをするな

ど、36種類の業務に携

わり、従業員とコミュ

ニケーションを取って

います。
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導入事例：自動化されたITシステムの運用 

世界大手のコミュニケーションサービスプロバイダではオートメションを活用し、クライアントが

その顧客や従業員へ対し提供しているITサービスの向上を図るサポートをしています。過去12年間

にわたりIPsoftでは、同社が20社以上のクライアントに提供するネットワーク・オートメーショ

ン、WindowsおよびUnixのトラブルシューティング、ストレージおよびクラウド管理サービスなど

のITサービスをサポートをしてきました。 IPsoftのIPcenterは、インシデント、変革および問題管

理などといったベーシックかつ複雑なプロセスを複製し、オートメーション化するITシステム運用

ソリューションです。

IPcenterのバーチャルエンジニアを導入し、普段は人間のエンジニアが行っているプロセスを監視お

よび複製することで、この企業ではクライアントへ提供しているサービスをオートメーション化する

ことが可能となりました。これにより技術専門家は、特異的でより価値の高い作業にフォーカスする

ことができ、さらには窓口を減らすことでクライアントへより迅速にサービスを提供し、全体的な解

決率の向上へも繋がります。 

AIを成長させることが可能 

マーケットプレイスが徐々に発展していくわけではなく、急激に大きくなる通信事業のようなダイ

ナミックな業界では、通信プロバイダが競争力を維持していくためにも、AIはマストであると言え

ます。 

AIは、ユーザーエクスペリエンス(情報およびサービスへのオンデマンドアクセス)の向上を継続的

に図りながら、企業におけるビジネスプロセスの最適化(エラーフリーな性能で実行されるオートメ 

ーション化されたワークフロー)をサポートします。さらに人間の従業員が膨大なありふれた作業か

ら解放され、クリエイティブに問題を解決、交渉したり、人間としてのスキルが必要なより充実し

た業務を与えることで、ビジネスの価値を構築し、エンプロイーエクスペリエンスをも向上させま

す。 

壮大な通信事業エコシステム内に、AIを導入する方法はたくさんあり、大きなビジネスインパクト

や高い投資収益率へ繋がる様々な用途を探ったり、その用途を実装したりすることは、あらゆる通

信事業者における成長戦略において最優先事項となるべきです。 

著者： Evan Dashevsky 

寄稿者： John Madden 
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注釈 

1. Tractica.comより参照(2019年公開)。人工知能ソフトウェア、ハードウェアおよびサービスへ対する通信

事業産業における投資額は、2025年までに年間367億ドルまで達する見込み | Tractica [オンライン] 参照先

リンク： https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/telecommunications-industry-investment-in-

artificial-intelligence-software-hardware-and-services-will-reach-36-7-billion-annually-by-2025/ 

2.. Analysysmason.comより参照(2019年公開)。 通信事業者を対象とした調査：顧客の不満を解消するため、オ

ペレーターは多くのことをしなければならない。 [オンライン] 参照先リンク： 

https://www.analysysmason.com/Research/ Content/Comments/Enterprise-survey-satisfaction-

RDMZ0-REN01-REN02/ 

3. Phone, Sより参照(2019年公開)。 調査：顧客の半数以上が、電話では人間のカスタマーサービスとの会話を望んでい

る。 [オンライン] PRWeb、参照先リンク： https://www.prweb.com/releases/study_over_half_

of_customers_prefer_speaking_with_human_customer_service_agents_via_phone/prweb15892492. htm

4. IPsoftより参照(2019年公開)。 大手通信事業者がアメリアを導入し、リテールビジネスを改革。 [オンライン]

参照先リンク： https://www.ipsoft.com/2019/04/02/a-major-telco-reinvents-its-retail-business-with-

amelia/

ttps://www.tractica.com/newsroom/press-releases/telecommunications-industry-investment-in-artificial-intelligence-software-hardware-and-services-will-reach-36-7-billion-annually-by-2025/
ttps://www.tractica.com/newsroom/press-releases/telecommunications-industry-investment-in-artificial-intelligence-software-hardware-and-services-will-reach-36-7-billion-annually-by-2025/
ttps://www.tractica.com/newsroom/press-releases/telecommunications-industry-investment-in-artificial-intelligence-software-hardware-and-services-will-reach-36-7-billion-annually-by-2025/
https://www.analysysmason.com/Research/Content/Comments/Enterprise-survey-satisfaction-RDMZ0-REN01-REN02/
https://www.analysysmason.com/Research/Content/Comments/Enterprise-survey-satisfaction-RDMZ0-REN01-REN02/
https://www.analysysmason.com/Research/Content/Comments/Enterprise-survey-satisfaction-RDMZ0-REN01-REN02/
https://www.prweb.com/releases/study_over_half_of_customers_prefer_speaking_with_human_customer_service_agents_via_phone/prweb15892492.htm
https://www.prweb.com/releases/study_over_half_of_customers_prefer_speaking_with_human_customer_service_agents_via_phone/prweb15892492.htm
https://www.prweb.com/releases/study_over_half_of_customers_prefer_speaking_with_human_customer_service_agents_via_phone/prweb15892492.htm
https://www.prweb.com/releases/study_over_half_of_customers_prefer_speaking_with_human_customer_service_agents_via_phone/prweb15892492.htm
https://www.ipsoft.com/2019/04/02/a-major-telco-reinvents-its-retail-business-with-amelia/
https://www.ipsoft.com/2019/04/02/a-major-telco-reinvents-its-retail-business-with-amelia/


 

The AI-Powered Telco 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPsoftは、企業向けAIにおける世

界的リーダーおよび業界で最も人

間に近いデジタルAIエージェント、

アメリアの生みの親です。アメリ

アの学習能力、会話力や時間の経

過と共に向上していく能力により、

彼女はユーザーのニーズや意図を

確実に理解することが可能な、市

場で唯一のAIとなりました。 

 
  お問い合わせ： ipsoft.com/contact. 
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