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CS部は近年、VPNサービス“Arcstar 

Universal One（以下、UNO）”のサー
ビス申込みから開通までの業務プロ
セス改善に取り組み続けている。わ
かりやすい入力フォームの導入、未
定の情報があっても全体がストップ
しないよう平行して業務プロセスを
進行可能な仕組み作りなど、さまざ
まな効率化に加えて注力しているの
が、自動化だ。各業務プロセスで扱
うデータのフロースルー化を推進し、
BPM（Business Process Management）
や RPA（Robotic Process Automation）、

API連携などにより、SOプロセス全
体の自動化を進めている（図 1）。

2018年度末時点で自動化率は 33
％に達しており、この数字を今年度

は 50％、2022 年度に
は 70％まで引き上げる
ことを目指している。
　

このような自動化・効
率化を妨げる要因の 1
つが、SOにおける「記
事欄」だ。記事欄には
要望や注意事項など、さ
まざまな事柄が記入さ
れる。その内容に応じ、
人が対応する工程と自
動処理が可能な工程に

AI技術を活用しSO～デリバリ業務の自動化率を向上
AIによる自動化・効率化を一層推進
NTTコミュニケーションズ（以下、NTT Com） カスタマサービス部（以下、CS部）は、サービスオーダー（以下、SO）の受
付からサービス開通までの一連の業務について、関連するデータのフロースルー化、業務プロセスの自動化を進めてきた。最近
はその一環としてAI を活用した自動化・効率化にも取り組んでいる。

SO～デリバリにおけるデータの
フロースルー化と自動化を推進

各SOプロセスにおける情報連携及びシステムなどの設定処理を自動化するとともに、工程管理を自動化することで、
SOプロセス全体の自動化を目指す
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図 1　UNOフロースルー化の概要
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「記事欄」が自動化を
妨げる大きな要因に
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いか、と考えています」（渡邊氏）。

サービスデリバリのような現場の
業務で AIを活用する例はまだ珍し
く、CS部としてもチャレンジング
な取り組みであった。しかし同部は
当初より AI技術者を育成し、高度
な自動化に役立てていくことを強く
意識している。そのためベンダーの
協力は得ているものの、基本的には
自ら AI活用に取り組んでいる。
「自分たちで実際にやってみると
気づきも多く、もっとさまざまな場
面で AIを活用できるのでは、と思
いはじめました。例えば、人が画像
を見て何かを判断するという業務が
多いので、AIを活用した画像認識
による自動化の検討も開始していま
す。近年かなり普及した RPAのよ
うに、AIをもっと身近なものとし
て活用していきたいと考えていま
す」（鈴木勝二氏）。

ミが多くなるという傾向があった。
しかし、人間のようなバイアスが
かかりづらい AIによる自動振り分
けでゴミの比率を下げることができ
れば、精度の向上も期待できる。そ
こでモレはできる限りなくすことに
留意しながら、ゴミの発生比率を極
度に上げないチューニングを施し、
約 95％の正解率を達成している。

２回の PoCを経て AIによる記事
欄の自動振り分けは実用化可能と判
断し、現在は 2020年 1月の商用
利用開始を目指してさらなる検証を
進めている。将来的に同様の仕組み
を UNO以外に展開することも視野
に入れている。実用化後も随時学習
データが蓄積されていくため、継続
的に振り分け精度向上も行っていき
たい考えだ。
「アイディアの段階ですが、自動
で再学習しながら、自律的に新しい
判断基準を構築する仕組みにできな

振り分けることで、できる限り自動
化を進めたいが、振り分け自体の稼
働が大きく、対応に限界がある。頻
出する記事欄の内容を分類してメ
ニュー化し、振り分けの負担を減ら
す工夫もしているが、人によって表
現や記入方法が異なっていたり、
次々と新しい内容が登場するため、
メニュー化の分析にも稼働がかか
り、満足する結果を得ることが難し
かった。

そこで CS部は記事欄の内容に応
じた振り分け処理を、AIにより自
動化しようとしている（図 2）。
「記事欄に記入のある UNOの SO

データは、これまでに 39万件以上
あります。複数の内容が書かれてい
るものを分割すると、100万件以
上にも及ぶ記事欄データの蓄積があ
ります。その全てに対し『実際にど
う振り分ければ良かったか』という
答えもセットで持っていたので、AI

の学習には好都合でした」（近藤氏 )。
そのため当初から予想以上に高い
振り分け精度を達成したものの、課
題も見つかった。ある工程への振り
分けが必要と AIが判断したデータ
のうち、実際にはその工程と無関係
であった、すなわち不要であった
データを「ゴミ」、本来振り分けら
れるべきデータが正しく振り分けら
れていなかったものを「モレ」と呼
んでいるが、モレの比率が 1.76%

と比較的大きかったのだ。実は人が
振り分けを行う際は、本来振り分け
られるべきデータが正しく振り分け
られないモレを心配するあまり、ゴ
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図 2　AI を活用した記事欄処理の自動化

AI 技術により記事欄の内容を分
析し、自動で振り分ける取り組み

今年度中に商用サービスでの利用
を開始予定。更なる精度向上も

AIをもっと身近なものとして活用


