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オートメーションおよびコグニティブ

AIによるビジネスバリューの提供



人工知能(AI)テクノロジーの企業への導入 

は、急速なペースで増加しており、また今後数年間で投資額も加速して行く傾向を示していま

す。 

IDCは、AIシステム（オートメーション、コグニティブAIおよびバーチャルエージェントソリューショ

ンを幅広く含む）への世界的な支出は、2022年までに770億ドル以上に達する可能性があると予測して

います。McKinsey Global Instituteは、職業の60％において、全業務の少なくとも3分の1を自動化で

きる可能性があると推定してます。一方、ガートナーは、金融サービスや保険などの業界が既に大きな

関心を寄せていることを受け、全デジタルワーカーの4分の1が、2021年までに何らかの形の対話型AIア

シスタントを利用することになると確信しています。

しかし、こういった継続的なAIの成長と拡大に関する予測をもってしても、多くの企業では基本的な疑

問に直面しています： 

AIからは、どのような投資収益率(ROI)が期待できますか？ 

これは難しい質問となり得ますが、投資収益率は、それぞれの企業が今、ジャーニーのどの辺りにいる

のか、AI技術における経験や成熟度、さらにはどのようなビジネスバリューを達成したいかということ

が大きく影響してきます。 

一般的に、AIの展開に関して、企業は大きく3つのグループに分けることができます： 

 投資なし：AIプロジェクトおよび投資が稼働し始めたばかりで、どのビジネスプロセスまた

はユースケースに最初に取り組むべきかについてのインサイトがほとんどない、または全く

なく、ROIへの期待値も明確ではない。

 初期投資：ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)または自動化に対して限られ

た投資を行い、その範囲内で一定のROIを得ている企業で、いくつかのプロセスにおけるエ

ンドツーエンド・オートメーションの達成を目的とし、ROIが明確になった時点で、コグニ

ティブ・テクノロジーへと移行する。

 継続的な投資：自動化およびコグニティブ・テクノロジーを既に展開済みで、次のステップ
としてさらに、ITサポートやカスタマーサービスなどの分野でのROIの強化や、期待したバ
リューを十分に得られていないプロジェクトの運用改善を期待している企業。
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嬉しいことには、AI市場が成熟していくにつれ、

ますます多くの企業が、いくつもの側面において

ROIをもたらすユースケースを開発、展開するよう

になってきました。これらの事例は、スターティ

ングゲートからの出方をいまだに伺っている企業

にとって、どのようにして実際に、最低限のROIを

得られるようなAI利用計画を立てればよいのかを

示す、道しるべまたはベストプラクティスとなっ

ています。 

AI2ROI：これは、私たちIPsoftが見て

きた、AIプロジェクト展開のまさに中

心にある企業における新しいトレンド

の一端です
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実際、何百というAI関連のベンダーやソ

リューションの選択肢がある中で、ROIに関す

るこの質問の答えを見つけるべく、どのよう

に一歩を踏み出したらいいのか困惑してい

る、または不明確であるという企業が多いと

いうのは当然です。しかしながら、この躊躇

によって、企業がAI投資による戦略的な利益

追及をやめているわけではありません。なぜ

なら、他の多くの企業がオートメーションま

たはコグニティブAIプロジェクトにより成功

しているからです。デロイトが実施したある

調査によると、回答者の83％がAI技術を導入

したことによる適度または相当な利益のどち

らかを実現していると報告しています。 

AIプロジェクトは、必要な時間、労力および

リソースを考慮すると、徐々に利益をもたら

すかもしれない「あるといいもの」として捉

えることはできません。プロジェクトの対象

社が、内部の従業員や利害関係者か外部の顧

客およびオーディエンスであるかに関わら

ず、ビジネスバリューをもたらすためには、

コスト節減、運用改善、生産性の強化、カス

タマーサービスの向上またはその他の指標の

いずれかで評価することが可能で、変革的な

影響をビジネスへ与えるプロジェクトでなけ

ればなりません。

このホワイトペーパーでは、このAI2ROIトレンド

についてより深く探って行きます。企業ではどの

ようにAI2ROIを測定することができるのか(全て

が単純にコストに関連しているわけではありませ

ん)について、いくつかインサイトを提供し、既に

AI2ROIをもたらしている世界の大手ブランドでの

AIユースケースについて詳細をご紹介いたします。
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AI2ROIの成功を測定する：コストの

削減だけではありません 

ビジネス全体を通してAI2ROIを確実に得るた

めに、リーダーは現実的かつ独創的に考えな

ければなりません。AIプロジェクト(または

あらゆるIT戦略)では、コストおよび運用上

の節約が強調される傾向にあり、これらはAI

導入に先立ち、さらに運用期間中も評価基準

の一部であり続けます。現にベースラインと

して、IPsoftのクライアントは、プロセスの

改善、向上したサービスの効率性、または従

業員の役割を運用やメンテナンスから収益を

生み出す業務に転換することなどで、運用コ

ストの3分の1を初年度内に削減することを期

待して自動化およびコグニティブ・テクノロ

ジーを導入しています。

しかし、企業に対するAIの価値の全体像を示すため

には、それ以外の利益も同様に重要です。エベレス

トグループが最近実施した調査「AIとの対話-2019年

インテリジェント・バーチャル・エージェント(IVA)

市場レポート」で詳しく説明されている通り、企業

はほとんどの場合、IT、ヘルプデスクおよびコンタ

クトセンターのユースケースで対話型AIを導入して

います。これらのケースでは、企業は一般的な、そ

してコストには直接関係のない指標を用いてAI2ROI

を測定しています。例えば、コンタクトセンターで

顧客からのサポート問い合わせに対応している対話

型AIアシスタント(またはIPsoft用語で言うデジタル

レイバー)は、以下で示している通り、コールセン

ターにおいて音声対話の効率性や満足度を測る標準

的な指標に基づいて評価されています。

コールセンターにおける指標

応答時間 

対話型AIアシスタントがどれだけ迅速に顧客からの問い合わせに応答したか 

平均処理時間 

1回のセッションでクライアントとのやり取りに費やした時間 

初回解決率 

1回目のやり取りで問題を解決することができる対話型AIアシスタントの能力 

顧客満足度 

顧客が対応にどのくらい満足したか、および問題は解決したか 

エスカレーション

対話型AIアシスタントが問い合わせに回答することができず、人間のエージェントへ

転送した回数 

しかしこのような指標は、コールセンターにとどまらず、あらゆるユースケースへ適用することが可

能です。次のページで詳細について説明している通り、AI2ROIの達成に成功している企業では、あら

ゆるプロジェクトへ当てはめることができる財務、生産性、カスタマーエクスペリエンスおよびイノ

ベーション指標を組み合わせ、より戦略的な考え方をしています。
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オートメーションおよびデジタルレイバーはどのようにしてAI2ROIを生み出すのか

スケールアップしたサービス→さらなる収益

デジタルレイバーは、ユーザーがいつでも自主的にプロセスをエンドツーエンドで実

行することを可能とします。このユビキタスにより、顧客は営業時間内または外に関

わらず、またサービスの順番を待つことなく、商品やサービスを購入することができ

るようになります。デジタルレイバーは、顧客の要望を満たすべく、すぐにスケール

アップすることができ、これによりさらなる収益を生み出します。

プロセスの最適化→間接費の削減 

企業はオートメーションを活用してITおよびエンドツーエンドのビジネスプロセスを

最適化し、さらにデジタルレイバーを活用して知能型の業務や取引を行うことが可

能です。デジタルレイバーはバリューチェーンのあらゆる部分で実装することがで

き、企業が人間の「ミドルウェア」をなくして人材をビジネスの他の部分へ再投資す

ることを可能とします。 

ユーザーエクスペリエンスの向上→ブランドの改善

顧客やユーザーからの質問、リクエストや取引をリアルタイムかつ大規模でサポート

するインタラクティブなデジタルレイバーをもってすれば、企業は自社のブランドお

よびサービスに対する信頼を生み出すことが可能となり、ブランドを他の人へと推薦

してくれるリピート客へと繋がります。 

決まりきった作業から従業員を解放→より独創的なビジネスソリューション 

オートメーションは、決まりきった作業を人間の手から取り除くことができ、デジタ

ルレイバーは、人間のような方法でより高度な作業をこなすことができますが、これ

らのテクノロジーにより、人間の従業員が排除されるわけでは決してありません。実

際、膨大な作業を自動化しているデジタルレイバーにより、企業では従業員に対し、

人間が持つ独創性や問題解決能力を重視した新たな役割を与えたり、新しいスキルを

身に付けさせたりすることができるようになり、新商品や新サービスに対する革新的

な考え方を刺激することとなります。 

機械学習→学習ライフサイクル 

機械学習では、デジタルレイバーは時間の経過と共に作業能力が向上し、新しい作業

を学習したり、訓練を受けたりすることが可能です。これは、デジタルレイバーが生

み出すビジネスバリューが年月と共に急激に増大する、学習ライフサイクルを作り出

します。デジタルレイバーが業務につく期間が長いほど、AI2ROIも増加します。 
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早い段階でデジタルレイバーを導入した企業で

は、様々なテクノロジーの経験を積むにつれ、

デジタルレイバーの実装方法を変更してきまし

た。新しい種類のビジネスバリューをほぼ偶然

発見した企業がある一方で、戦略および競争の

目標に基づき、垂直的な業界特有の方法

で、AI2ROIの測定を開始した企業もあります。 

例えば、ある大手ゲーム会社では、IPsoftの対

話型AIアシスタントであるアメリアを、カスタ

マーサービスおよびアカウント認証に導入しま

した。この企業ではアメリア導入後、エージェ

ントによるカスタマーサービスコールの平均処

理時間が長くなりました。アメリアは人間の

エージェントによる処理時間を短縮し、その結

果、全体的なコストやコール件数が軽減するで

あろうと期待していたため、これは予期せぬ展

開でした。 

しかし、このゲーム会社では、アメリアがシン

プルな問い合わせの電話に対応することで、人

間のエージェントによる電話対応の価値が高ま

り、顧客との会話の時間が増したということに

気が付きました。長い目で見れば、アメリアを

フロントラインのサポートエージェントとして

採用したことにより、この企業では、顧客とよ

り強力な関係、長期的な顧客ロイヤリティやさら

なる収益を得る機会を構築することができたとい

うことになります。 

このゲーム会社にとって、さらに少し予想外だっ

たメリットは、ゲーマーのアカウントへ不正にア

クセスしようとするフィッシング詐欺師を、アメ

リアが一掃したことでした。アメリアが提供する

万全なアカウント認証により、この企業では自社

のセキュリティおよびコンプライアンス手続きを

向上させることに成功しました。これはこの企業

の元々AI2ROI計画に含まれていたわけではありま

せんでした。

指標の進化と同時に、企業や従業員が一度オート

メーションおよびコグニティブ技術を実装し、訓

練し、利用する経験すると、AI2ROIはより容易に

測定することができるようになります。従業員や

顧客により、AIソリューションまたはサービスが

より広範囲で利用されればされるほど、企業にも

たらされる利益は拡大して行きます。次のページ

で詳細について説明している通り、ユースケース

またはAIプロジェクトへ対し、どのような指標を

設定するかに関係なく、3つの重要な要因

が、AI2ROIを確実に達成する裏付けとなります。
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導入 

ソリューションは、社内

外に関わらず幅広いユー

ザー層に役立つものであ

るべきです。ユーザーが

多数いることで、効率性

および生産性向上の効果

が、より広範囲におよび

ます。 

拡張性 

知能型のデジタレイバー

や自動化プラットフォー

ムは、可能な限り多くの

タスクを学習し、高い正

確性と解決率で完了させ

ることができなくてはな

りません。 

小規模な実装でスタート

しても、様々な部門の課

題解決やプロセス効率化

のために拡張していくこ

とができるソリューショ

ンは、長期的な節約およ

び価値を企業へもたらし

ます。 

自律性 

真のAIソリューションは、プロ

セスを学習させ、必要な権限を

与えれば、人間の介入なしにあ

る程度問題に対処し、解決する

ことができなくてはなりませ

ん。

今まですべて人間が行っていた

タスクを、デジタルレイバーや

自動化プラットフォームが代行

したり、プロセスを簡素化した

りすることができれば、生産性

は大幅に増大します。 

IPsoftのクライアントの1社であるイギリス大手通信事業者

は、この3つの要因にフォーカスすることで、AI2ROIを実現

しました。この企業では、社内ITサポートの1次対応担当者

として、アメリアを、サポートチケット対応やOutlookに関す

るトラブルシューティングを含む7分野、36種類のユース

ケースで展開しました(導入)。 

ゆくゆくは全従業員にアメリアへのアクセスを提供し、ITだ

けではなく、人事など、他の分野へ拡大することを目指して

います(拡張性)。 

現在ITサポートにおいて、アメリアは多言語で40,000件

のチャットに対応し、 訓練を受けた作業において、意図を

97％認識し、人間の仲介なしに、目標達成率65～70％のう

ち、50％の作業を完了させています(自律性)。 

どのような指標を設定

するかに関係なく、3つ

の重要な要因が、

AI2ROIを確実に達成す

る裏付けとなります。 
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世界的なブランドにおけるAI2ROIの達成 

AI市場が発展の一途をたどるにつれ、企業におけるAI2ROIへの道筋も明確になってゆきます。多く

の企業が、同業社や競合他社がAIで何を達成しているのか(以下参照)に注目し、その成功を再現し

ようと試みることも、それに貢献しています。企業の規模や対象顧客に関わらず、AI2ROIには様々

な業界における関心事です。  

オールステート保険

オールステート保険は、個人向け損害保険を販売している米国最大の上場保険会社であり、1600万

以上の世帯へ対しサービスを提供しています。2017年9月、オールステート保険では、顧客満足度の

向上を図りながら、通話時間を短縮する目的で、同社コールセンターにてウィスパーエージェント

としてアメリアを導入しました。顧客との通話中、人間のエージェントはチャットインターフェイ

スでアメリアとやり取りし、アメリアは補償内容の変更、保険証明書、保険金額の復元依頼など、

様々な手続きに関し、手順を追ってエージェントを導きます。 

ウィスパーエージェントとしてのアメリア

250,000 
アメリアは毎月平均250,000
件以上の会話を行っています 

75% 
初回通話での問い合わ

せ対処率は、以前は

67％であったのに対

し、現在は75％です 

4.2 分
平均通話時間は4.6分

から4.2分へ短縮しま

した

アメリアは現在、50以上の業界特有の話題について訓練を受けており、これにより素早く顧客から

の質問に回答したり、オールステート保険のバックエンドシステムと安全な連携を図り、必要に応

じ個人の保険契約に関する情報を提供することが可能となります。彼女の稼働開始以来、平均通話

時間は4.6分から4.2分へと短縮しています-これは、毎日何千件という電話対応件数を考えると、生

産性の大幅な向上へと繋がります。さらに、以前は67％であったのに対し、現在は問い合せの75％

がアメリアとの初回通話内に解決しています。

保険契約に関する情報や手続きをアメリアに任せることで、新規エージェントへ対する研修期間も

大幅に短縮しています。さらにアメリアは、法律や手続きが変更になると自分自身をアップデート

することが可能なため、エージェントが州および連邦の産業規制を順守しているか常に確認をしま

す。アメリアがウィスパーエージェントとして採用されてから、彼女はオールステート保険の従業

員と顧客とのやり取りのサポートに従事し、その件数は毎月平均250,000件におよんでいます。アメ

リアの作業量を増やし、人間には複雑すぎるような問題を解決するため、今後は彼女が直接、エ ー

ジェントや顧客とやり取りができるよう、対応する範囲を拡大するというのが、オールステート保

険の将来的なプランの一部です。
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EHL 

以上でも述べた通り、AIプロジェクトが成功したかを計る目安として、企業はコストの節減や収益

の確保にのみフォーカスするべきではありません。教育機関や非営利団体など一部の組織にとって、

サービスの向上、そしてこれらのサービスへのアクセスおよびサービスを提供することは、厳密な財

務指標と同等かそれ以上に重要な基盤です。 

スイスに基盤を置く、世界的に有名なホスピタリティマネジメントスクールであるローザンヌホテル

スクール(EHL)は、特定のITおよび事務作業を自動化する3つのユースケースでアメリアを実装しまし

た。しかし、同じくらい重要なこととして、生徒がキャリアを通し、コグニティブAIを活用すること

ができるよう、スクールではアメリアの能力を教育的使命へ組み込みました。  

ITサービスデスクエージェントおよび

スチューデントコンシェルジュとして

のアメリア

100% 
アメリアの意図認識率

は100%です

500 
アメリアはWi-Fiア

クセスに関し、毎月

500名のユーザーを

サポートしています

24/7 
アメリアは24時間365日

いつでも生徒からの質問

に対応可能です

アメリアはまず、スクールのゲストへ対しWi-Fiアクセスを許可する作業を行っていました。以前利用

していたオートメーションシステムは複雑なうえに、SMSでパスワードを送信する際によく問題が発生

していました。400社が参加し年2回スクールが開催しているジョブフェアなど、大規模なイベントを開

催する際、ITチームでは、既存のWi-Fiシステムへのアクセスしようとしているゲストに対応するため

の職員を割り当てなければなりませんでした。現在このプロセスは、アメリアにより自動化および最適

化されています。関連するユースケースでは、生徒が自分のパソコンかサービスデスクオフィスに設

置されているキオスクから、SSOにて、自身のアカウントへ再アクセスするためのサポートも行ってい

ます。 

アメリアがスクールで行っている中で最も複雑な業務は、入学事務局のAIアシスタントとしての役割で

す。この例では、アメリアはスクールのウェブサイト上で、業界トップの自然言語インターフェイスに

を生かして200件以上の質問に回答することで、入学希望者のサポートを行っています。アメリアが回

答することができない場合には、各地域の、適切かつ対応可能な人間のエージェントに生徒を引き継ぎ

ます。 

アメリアはこれらのユースケースにおいて、意図を100％認識し、毎月何百件という問い合わせに対応

していることで、スクールの指導者のもとには、生徒、入学希望者、スタッフ、IT担当者からかなりの

数の肯定的なフィードバックが届いています。IT担当者に関しては、アメリアのおかげで反復的なサー

ビスリクエストではなく、ITおよびテクニカルサービスの全体的な改善に意識を向けることができるよ

うになっています。



AI2ROI：オートメーションおよびコグニティブAIによるビジネスバリューの提供 10 

BNP 
BNPパリバは、世界最大の総資産を持つ銀行のうちの1行で、拠点は72ヶ国、その歴史は100年以上
にもおよびます。BNPパリバセキュリティーズサービスは、BNPパリバグループの全額出資子会社
であり、機関投資家に代わり、投資サイクル全般をサポートしているマルチアセットサービスのス
ペシャリストです。 

カスタマーサービスエージェントとしてのアメリア

100万
100万名以上が訪れる

ウェブサイトでカス

タマーサービスを提

供しています 

86% 
アメリアはチャット全

体のうち86％の意図

を認識しています 

27 
アメリアはセキュリティー

サービスで必要な27種

類のスキルにおいて訓

練を受けています

同銀行は、金融部門における競争力を維持するべく、クライアントへの対応業務にコグニティブお

よび自動化の機能を追加したいと希望していました。BNPパリバセキュリティーズサービスで

は、2つのクライアント向けウェブサイト内のタスクを自動化するべく、アメリア(「NOA」または

「次世代オンラインアシスタント」として知られていた)を指名しました。 

2017年初頭、セキュリティーズサービスはIPsoftと連携し、企業のNeoLinkおよびPlanetShares

ウェブポータル用NOAの開発に着手しました。NeoLinkは、すべての顧客に対してサブスクリプショ

ン型サービスを提供しています。このユースケースにおいて、NOAは機関投資家に対し、取引決済

に関する情報提供(数ヶ国語で提供)を行う予定です。NOAは情報への安全でオンデマンドなアクセ

スを提供するだけでなく、投資家に代わり問題を解決するために彼女が対応可能なアクションを積

極的に提案します。例えば、特定の取引において問題が発生した場合、NOAは取引を再送信するプ

ロセスを順を追って案内します。 

PlanetSharesは、企業が従業員の福利厚生や従業員用のセルフサービス・ツールを管理するための

顧客向けポータルです。NOAは株主へ対し、行使に関する選択肢を案内したり、売上による資金に

関する最新情報を提供します。初期の試作は、完全登録株式に関する安全でパーソナルな情報アク

セスを提供するために開発されました。この試作は、27種類の業界特有のスキル訓練を受け、あっ

と言う間に意図認識において86％の正確性を達成しました。

どちらの例においても、NOAは情報およびサービスへ、24時間いつでもオンデマンドでアクセスを

可能とし、顧客体験の強化を図ります。これらの実装では、膨大なクライアントのニーズを自動化

することにより、経験豊富なサポートスタッフが複雑で価値の高い業務にフォーカスすることがで

きるようになり、それにより間接的な利益をももたらします。 
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AI2ROIを実施するなら今です 

AIに実質的なROIやビジネスバリューをもたら

す力があるのか、企業が健全な疑念を抱くのは

無理もありません。実際、テクノロジー業界で

は過去に何度もこのような状況を経験していま

す。長年にわたり、最初のコンピューター、ま

たはインターネット、またはパソコン、または

ネットワークシステム、または携帯電話、また

は企業アプリケーションなどが、肯定的で重大

な影響をビジネスに与え得るものなのかどう

か、たくさんの人々が疑問に思っていました。

また、つい数年前まで、安全性や管理性に関す

る懸念から、企業のソフトウェアおよびシステ

ム向けの非プライベート/パブリッククラウド

というアイデアを嫌がる企業がたくさん存在し

ていました。しかし現在、パブリッククラウド

の活用は、コストの節減や効率性の可能性から

言っても、既成事実以外の何物でもありませ

ん。 

オートメーションやコグニティブ・テクノロ

ジーも同様で、第一に世界中でAI2ROIが成功し

ていること、第二に排除し始めないと、デジタ

ルレイバーが人間の労働者に対するニーズに完

全に取って代わるのではという過度の不安が頂

点に達していることから、ゆっくりと、しかし

着実に受け入れられてきています。 

AI2ROIは現実的に達成可能です。企業がAI技術

を活用したジャーニーを始めたばかりでも、かな

り道を進んできている場合でも、AI2ROIを見据

えた、オートメーションやデジタルレイバー活用

のためのユースケースの策定や開発には、たくさ

んのチャンスがあります。事業の中で最もAI技術

の恩恵を受けられる分野にフォーカスしてくださ

い。コスト関連以外の指標も活用しましょう。そ

して最後になりますが、大胆になってくださ

い。AIが本当にビジネスを一新することができる

方法を考えましょう。以前には考えもつかなかっ

たような利益を得ることができるかもしれませ

ん。

著者： John Madden 

寄稿者： Juan Martinez, Evan Dashevsky 
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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

近い対話型AIアシスタント、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ア

シスタントとなりました。 

お問い合わせ： ipsoft.com/japan/contact 

https://www.ipsoft.com/japan/contact/



