特別企画

NTTテクノクロスのカスタマーエクスペリエンスソリューションと
グローバル展開の取り組み

2 CX ソリューション

コンタクトセンターのカスタマーエクスペリエンス
向上を強力に支援するプロダクト／サービス
NTT テクノクロス（以下、NTT-TX）はカスタマーエクスペリエンス（以下、CX）領域においてさまざまなソリューシ
ョンを提供している。本稿ではその中から CX 事業部が提供している 3 つについて紹介する。
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FSVM は図 1 に示すようにコン
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を荒げるような怒り「Hot Anger」

オペレーターが説明したかどうかも
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音声認識技術により音声通話をリア
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よりスーパーバイザーが複数の通話
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えることで、更に精緻な顧客対応が
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（山崎高史氏）

可能となります。

早くオペレーターを支援できる。

感情分析技術

VoC（お客様の声）・ダッシュボー

音声認識技術
NTT 研究所が開発した世界一の

通話を記録する必要がないため応

音声から話者の感情を分析し、声

応対通話を可視化するダッシュ

は

ボードが用意されており、その情報

（フォーサイト・ボイス・マイニング）

コンタクトセンターにおける膨大な量の通話音声を定量的・客観的に分析し
業務改善や商品改良のための知見を得るシステムです
コンタクトセンター

お客様

をオペレーターにフィードバックし

本社／データセンター

公衆電話網

析技術により「はじめは怒っていた
音声収録・認識
感情分析

アナリスト
（分析する人）
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が最後は満足した」という条件で通
話記録を抽出することも可能だ。
分析サポートサービス

スーパーバイザー
（管理・指導する人）

モニタリング
通話分析

て応対品質や「働きがい」の向上に
つなげることが可能。前述の感情分

オペレーター
（電話を受ける人）

IP-PBX

ド分析

応対支援

ForeSight Voice Mining とは

通話分析

お客様の課題や目的に応じて
FSVM の導入コンサルティングか
ら、導入後にどのような分析を行え
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ば良いか、といったことまで継続的

コンタクトセンターの
あふれ呼や
時間外対応に

にサポートする。

◆コールバック
予約パッケージ

高機能なクラウド型音声サービス
VoiceMall（ボイスモール）

オペレーターの
応対品質調査に

鮮度の高い
音声での情報案内に

Webサイトへの
効率的な誘導に

◆CS調査
パッケージ

◆リアルタイム
情報提供
パッケージ

◆SMS配信
パッケージ

VoiceMall は NTT 研究所の音声
メディア処理技術を活用した IVR

運用・編集ツール

（音声自動応答）を中心に、必要な

外部連携プログラム

※IVR取得データ管理やコールフロー編集

構成要素（図 2）を必要な期間だけ

音声認識

利用できるクラウド型の音声サービ
スだ。IVR は耐障害性、保守性、拡

音声合成

※外部システムとのデータ連携モジュール

メール
（SMS）

FAX

IVR
（音声自動応答）

※NTTコミュニケーションズ社の
「Vポータルダイレクト」
を提供

張性に優れているほか、
「障害監視
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機能」や「着 ID 単位での設定切替

VoiceMall の構成要素

機能」を備えている。オンプレミス

こうした特徴により「必要な時だ

CTI 連携機能、簡易 FAQ 機能など

型での提供も可能であり、通信キャ

け年に数回」といった使い方もされ

のシステム連携が可能であり、約

リアに採用されてきた実績がある。

ているという。例えば１ヶ月間の CS

50 社への導入実績がある。

音声サービスのコールフローを

調査パッケージを活用しオペレー

NTT-TX が持つ CC 業務のノウハ

VoiceXML というマークアップ言語

ターの応対品質に関する顧客満足度

ウを活かし、SI により各種システ

で定義する仕様であり、Web ベー

調査を定期的に実施する事例があ

ムと連携させ CC 向けに最適化でき

スの API と連携して「Web ／電話

る。
また、
「リアルタイム情報提供パッ

る点が、競合製品と比較した際の最

システムのデータ一元化」を実現し

ケージ」を活用し高校野球地区予選

も大きな違いと言える。

やすい。例えば「電話と Web サイ

の結果を電話で聞ける「朝日新聞熱

「例えば某自治体様ではゴミ画像

ト両方の窓口を持つ予約管理システ

球ダイヤル」のように特定の期間だ

認識 AI と連携し、ゴミの画像から

ム」のようなユースケースが考えら

け実施するサービスなどがある。

品 目・ 手 数 料 を Remote Attend の

れる。

AI を活用したハイブリッドな
チャットサポートプラットフォーム
Remote Attend

月額の利用料金は定額であるため
いつでも気軽に利用開始できる。
「
『パッケージ』と呼んでいるコー

チャットボット機能を用いて回答
し、収集の受付を行っています。別
の お 客 様 で は Web の 会 員 認 証 と
CRM シ ス テ ム の 2 つ を 連 携 し、

ルフローのテンプレートを利用する

Remote Attend はチャットボット

チャット開始時に顧客情報・過去の

ことにより短期間で利用開始可能で

と有人対応を組み合わせたハイブ

問い合わせを表示することによる対

す。パッケージは今後も種類を増や

リッドチャットプラットフォームだ

応品質の向上や、各チャネルからの

（図 3）。LINE 対応、CRM 連携機能、

問い合わせの一元管理を実現してい

していく方針です」（岸田氏）
お客様や社員視点の画面イメージ(WEB)

チャットボット

お客様や社員視点の画面イメージ
（SNS）

ます」（山崎潤氏）
今 後 の 展 開 と し て は、
チャットUIの高機能化やメッ

WEB
からでも

SNS
からでも

セージングサービスへの対応
など CX の向上、および受付
や注文処理などチャット機能
の高度化による CC 業務の自

図3

ハイブリッドなチャットサポートプラットフォーム Remote Attend
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動化促進を検討している。
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