
AI技術の進化によるビジネスの自律化

2000年代から続いている第三次 AIブームは、ビッグデータを

用いて AI自身が知識を習得する「機械学習」の実現から始まっ

た。 近年は、知識を定義する要素である特徴量を AI自身が習

得するディープラーニングにより、ビジネスでの AIの実用利用が

急速に進んでいる。

ここで、AIが実際のサービスにおいて果たす機能は「識別」、「予

測」、「実効」に分類できる。 識別機能により、画像解析、データ

からの示唆抽出など、人力では成しえない処理の効率化や品質

向上を実現できる。更に、予測機能により、マッチング・リコメンド

など、流動的な将来に対する確からしい情報提供により、判断の

妥当性の向上や大幅なリスク低減が可能となる。そして、実効で

は、識別・予測したデータから環境や状況を総合的に評価し、

次の打ち手を判断することで、ビジネスの自律化が進む。 A

AIによるビジネス価値増大

識別・予測の精度が向上し、テキストデータ・数値データのみ

192No.

navigating complexity

ならず音声データ・画像データ・ IoTデータまでも扱って、AI自
身が最適行動を判断し行動できるようになってきた今日、例えば

以下の観点からの AIの活用により「AIによる自律世界」の実現に

よるビジネス価値の増大を目指すケースが増えている。

 > 識別・予測した音声・画像データから、概念の高度分析

や自動プランニングにより、環境や状況に総合的に適用で

きる音声・画像データを作り出し、複雑な現実社会に合致

するサービス提供

 > ユーザの実社会の詳細な行動データ等を用いて環境分析

を高度化することにより、デジタル世界のやり取りに基づく

オンラインビジネスの高度化の枠を超え、オフラインビジネ

スも合わせたユーザのジャーニー全体をサポートするサー

ビスの実現

 > 画像・音声 ・ IoTの複合認識や AIの自立学習による大規

模な知識理解を活用することにより、これまで人が判断して

いたホワイトカラー領域のビジネス判断を代替させ、処理の

迅速化・品質向上の実現

顧客価値創出へのAIの貢献

大

A

 > 医療画像からの癌検知

 > ルールに基づくチャットボット回答

 > 不正アクセスの検知

物体、音声、文章等の認識
およびルール 1)に基づく分類

行動 ・数値からの予測立て

最適行動の判断および実行

 > 売上・需要の予測

 > 死亡リスク、発症リスク予測

 > ECによるレコメンド

 > 広告配信の最適化・マッチング

 > 自動運転

 > 音声・文章での自動
対話

 > 交通道路の最適化

 > ニュース記事・
広告コピーの作成

AIの進化

AI技術力

1) 事前に決められたルールの他、AI自身が学習したルールを含む
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Think:Act
顧客価値創出へのAIの貢献

自律した会話による顧客対応

音声データである「会話」の潤滑化に AIを組み込み、オフライ

ンビジネスとオンラインビジネスをつなぎ、ユーザエクスペリエンス

向上を果たしている好事例として LINEの AiCallを紹介する。

企業活動において、各種案内・問い合わせ対応・受付などの

手段として電話は多用されており、顧客満足度を左右する大きな

ポイントとなっている。「いつでもつながる」 「わかりやすい双方向

コミュニケーション」が求められる中、有人対応や IVR対応では

限界がある。 LINE AiCallは「長い発話も正確に聞き取る音声認

識」、「高品質の自然言語処理」、「なめらかで自然な音声合成」と

いった高度な AI技術を組み合わせることで、人の発話を正確に

理解し、顧客と会話型で対応が行える電話応対 AIサービスで

ある。人と会話しているような自由度の高い対話でやりとりを進め

られるだけでなく、対話において追加の情報提供や代替案の提

案もできるなど、自動応答でよくある一方通行なコミュニケーショ

ンとは違うユーザ体験を提供できる点に大きな特徴を有する。 ス

テーキハウスの最高峰と称される名店であるピーター・ルーガー

が 2021年 10月に恵比寿で米国外初の店舗として営業を開始し

ているが、顧客に対し LINE AiCallを活用した「電話予約」サービ

スを提供している。オンライン予約以外でも人を介在させることな

くすべて自動で予約が完了させることで、オーバーブッキングなど

のトラブルを回避し、また、オンラインと電話予約を融合させること

で、確実な予約管理を可能としている。同時に、電話対応にかけ

るスタッフの負担を大幅に軽減し、新たに生まれた時間を対人接

客のレストランサービス向上に生かしている。
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機械の目を使った安心・安全の自律化

AIの実効に向けては、様々なデバイスからのデータ活用が前

提となる。すなわち、様々な社会インフラにデバイスを組み込み、

きめ細やかに人々の生活を支援することで、安心・安全・快適

な世界が実現できる。 ローランド・ベルガーが主催する価値共

創ネットワークの一員であるモルフォ AIソリューションズでは、ド

ローン、ロボット、ウェアラブルデバイス、AGVといったエンドポイン

ト （端末）上で効率的に動作する画像 AIの技術開発が可能とい

う特長を生かし、社会インフラ×メンテナンス領域などでの課題

解決を支援している。例えばビル警備・防犯という領域では、人

影検知を通じた夜間の不審者侵入検知、オープンスペースでの

不審者検知、ナンバープレート認識による車の不審行動判定を

行うことや、群衆判定を通じた混雑度分析・入場規制・三密回避、

移動ロボットカメラの撮影画像、環境情報及び位置情報からの見

守り巡回の自動化などを可能としている。

ビジネスの自律化によるヒトによるサービスへの
回帰

以上の事例のように、AIの実効によるビジネスの自律化は、業

務の効率化や品質向上にとどまらず、ヒトがヒトでしかできない

サービスに回帰するための特効策となりうる。ローランド・ベルガー

は様々な AIプロジェクトの推進、また、事業価値創出にむけたデ

ジタル活用支援における豊富なプロジェクト実績や知見を有して

いる。ご関心を頂いた方は、是非以下までご連絡いただきたい。
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