
AIチャットボットの運用課題を解消できる！

効率化と効果アップを実現する
運用ノウハウ講座
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会社概要
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会社概要



本日お話する内容

4

1. 導入して安心していませんか？

2. AIチャットボットのメンテナンスとは？

① 回答精度の向上

② 利用率の向上

③ サイレントニーズの取得

3. BPOとは

4. M³（エムキューブ）とは

5. まとめ
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1. 導入して
安心していませんか？
You can't feel safe yet.
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AIチャットボットに期待することは？？

些細なことも

気軽に問合せできる

メールや電話での

対応時間を
削減できる

AIだから、

どんなことでも
答えてくれる

業務時間外や
休日でも

問合せができる



“AIチャットボット導入後、

こんな声をよく聞きます
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質問をしても
「よく分かりません」ばかりで

全然解決しない

回答が古くて
参考にならない

新しいシステムに関
する回答がない

チャットボットの
利用数が伸びないから
電話やメールでの

問合せ対応も減らない

運用する時間が
捻出できない

利用者 担当者
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せっかく導入しても

効果が出る前に解約してしまう恐れも・・・
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チャットボット導入の成功を握る

カギは“メンテナンス”

60

70

80

90

100

公開前
公開直後

3か月後
6か月後

9か月後
1年後

AIチャットボット回答精度の推移イメージ

メンテナンスなし メンテナンスあり

公開直後は想定していない
質問により回答精度は下がる

公開から3か月くらいかけて、
ユーザーから生の質問を基に

チューニングを行い回答精度80％を目指す

メンテナンスを
するとしないで
大きく変わるよ！

メンテナンスをしないため、
回答精度が上がらず、
徐々に利用されなくなる

（％）
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導入はゴールではなくスタート！

メンテナンスをして

賢いチャットボットへ！

AIチャットボットは
自動で賢くならない。
どうしても人の手による
メンテナンスが必要。 次の章では、回答精度を

上げるためのメンテナンスに
ついて詳しく説明するよ

だからメンテナンスが
大事なんだ！
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2. AIチャットボットの
メンテナンスとは？
What does maintenance do?



“ AIチャットボットのメンテナンスって

どんなことをするの？

12

2



2-①回答精度の向上

Improved answer accuracy

13
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2-①回答精度の向上

※学習データはAIエンジン、ツールによって上記データと異なる場合があります。

落し物の担当部署が知りたい

落し物についてですね。拾った場合
は総務課（内線●●）までにご
連絡…

ユーザー

AIチャットボット
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ユーザーの質問をそのまま
学習データにするのはダメ？？

2-①回答精度の向上

0

20

40

60

80

100

公開直後 3か月後 6か月後 1年後

回答精度の推移イメージ

分析＋精査した学習データ ログそのままの学習データ

（％）



16

2-①回答精度の向上

なぜならAIチャットボットは、

学習データの量とバランス・精査が大事

だから
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2-①回答精度の向上

学習データの量やバランスが悪いと・・・

学習データが多い回答に引っ張られる

パソコンを起動しても
画面が暗いまま

よく質問される
学習データばかり増えてしまう

どうしてパソコンが
起動しないの？

パソコンを起動したいが
電源が入らない

パソコンを起動したいのに
パスワードが分からない

パソコンが起動でき
ないときは……

違うって…
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2-①回答精度の向上

ノイズとなる質問の除去など精査をすることで

効率的に回答精度向上が見込めます

誤字※

関係ない内容
の質問



回答精度向上の流れ

19

1. 質問文の有効無効分析

2. 誤答の分析

3. 分析を基にチューニング

4. 新規回答追加の対応

2-①回答精度の向上



20

1. 質問の有効無効分析

2-①回答精度の向上

無効質問

文章として成り立っていない

例文）有給休暇を取り

有効質問

文章として成り立っている

例文）産前産後休暇について教えて
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1. 質問の有効無効分析

無効質問として判断が難しいもの

● 誤字

● 雑談

● 単語のみ

2-①回答精度の向上

「君の名前は？」は？

「異動」を「移動」と
入力したログは？

「退職」だけのログは？
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1. 質問の有効無効分析
● 誤字
多くのユーザーが入力する可能性

■ あり ⇒ 有効有効
■ なし ⇒ 無効質問

出現頻度
■ 1回/ 1～2か月以上場合⇒有効
■ 1回/ 1～2か月未満場合⇒無効

2-①回答精度の向上

「異動」を「移動」と
入力したログは？
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1. 質問の有効無効分析
● 雑談
チャットボットにキャラクター性を
持たせているかどうかで判断

■ 持たせている ⇒有効
■ 持たせていない⇒無効

2-①回答精度の向上

「君の名前は？」は？
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1. 質問の有効無効分析
● 単語のみ

FAQ全体を見てその単語をキーワード
としているFAQがあるか、
または単語だけでも質問の意図が
分かるかどうかで判断

■ ある⇒有効
■ ない⇒無効

2-①回答精度の向上

「退職」だけのログは？



2. 誤答分析
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有効無効分析の結果、有効な質問内の誤答に対して
誤答となった原因を分析し、グルーピングを行なう

2-①回答精度の向上

１

２

３

４

５
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3. 分析を基にチューニング

①学習データにキーワードとなる
単語が存在しない場合

2-①回答精度の向上

①キーワードとなる単語を含めた質問を拡充し、

学習データに追加する

②キーワードの言い回しのみが学習データに存在しない場合、

辞書登録をする （辞書機能があるプラットフォームの場合）

対応
方法

「Suica」はあるけど、
「交通系ICカード」は

無いぞ
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2-①回答精度の向上

共通の言い回しを含めた質問の拡充をし、

学習データ量を増やす

対応
方法

「iCloud」は
他の質問文でも

使っているキーワードだぞ

②学習データに共通する言い回しが
含まれる場合

3. 分析を基にチューニング
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2-①回答精度の向上 学習データに共通する言い回しが含まれる場合

正答

誤答

「給与口座」は

３個だけ

「給与口座」が

10個もある

【例】
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2-①回答精度の向上

類似回答を選択肢として設定する
対応
方法

「妊娠をしたのでお休みがほしい」
という質問は、「産休の取り方」 と
「育休の取り方」 のどちらにも

分類ができるね

③質問文がどちらの回答にも分類でき、
類似回答が多い場合

3. 分析を基にチューニング
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2-①回答精度の向上

類似回答を統合する
対応
方法

「退職金について知りたい」という質問は、
「退職金制度について」 と
「退職金の相談」 の

どちらにも分類ができるね

④質問文がどちらの回答にも分類でき、
類似回答が少ない場合

3. 分析を基にチューニング
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2-①回答精度の向上

新規回答として、追加を検討する
対応
方法

テレワークに関する質問が
多かったけど、それに関する回答が

存在していないぞ

⑤該当する回答がなく、
類似する質問が多い場合

3. 分析を基にチューニング
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4. 新規回答追加の対応

2-①回答精度の向上

誤答分析により、新規に追加する回答について、
学習データを作成していきます。

ログから質問を拡充し、

学習データを追加する

対応
方法



2-②利用率の向上

Improvement of utilization
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利用率向上のポイント
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1. 認知度を上げる

2. 利用機会を作る

2-②利用率の向上
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AIチャットボットの導入を知っているか？

2-②利用率の向上

1. 認知度を上げる

月間利用件数
（平均） ２３０件 ３８０件

認知度が上がると利用件数向上が期待できる！
※参考：弊社クライアント様利用状況調査より
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認知度を上げるには積極的な宣伝活動が必要！

2-②利用率の向上

1. 認知度を上げる

① 知ってもらう

② 使い続けてもらう

③ 広めてもらう
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① 「知ってもらう」には

2-②利用率の向上

1. 認知度を上げる

メールマガジン配信

社内ポータルや広報誌に掲載

キャラクターを制作
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② 「使い続けてもらう」には

2-②利用率の向上

1. 認知度を上げる

回答できる範囲の拡大

定期的にメルマガを配信する

雑談にも対応できるようにする
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③ 「広めてもらう」には

2-②利用率の向上

1. 認知度を上げる

利用者の感想を発信

キャラクター性を持たせる

広報誌などへの掲載
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AIチャットボットを使わない理由は？

2-②利用率の向上

2. 利用機会を作る

利用機会を作ることで利用件数向上が期待できる！
※参考：弊社クライアント様利用状況調査より
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利用機会を作るには回答できる範囲を広げる！

2-②利用率の向上

2. 利用機会を作る

① 会話ログ分析より随時追加する

② 追加してほしい回答を募集する

③ 予定を先読みする



2-③サイレントニーズの取得

Acquisition of silent needs

42
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サイレントニーズの取得方法

1. 利用者の満足度

2. 導入した部署の満足度

2-③サイレントニーズの取得
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サイレントニーズを把握し
利用率向上につなげるアンケート項目はこれ！

1. 利用者の満足度

① 認知度

② 利用回数

③ 使った感想

④ 使わない理由

2-③サイレントニーズの取得
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1. 利用者の満足度
2-③サイレントニーズの取得
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運用体制の現状を把握することで、
課題を見つけ出し改善につなげる

2. 導入した部署の満足度

① 回答できる範囲の把握度

② 部署内の利用頻度

③ 導入後に変わったこと

④ 意見

2-③サイレントニーズの取得
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アンケート実施に
適しているタイミングは？

利用
促進

アンケート
1回目実施

結果の分析
改善策の検討と実施

アンケート
2回目実施

結果の分析
1回目との比較

改善策の
検討と実施

1~3か月 7~12か月 16~18か月 19~24か月4~6か月 13~15か月

上記を目安として定期的に対策の効果検証を行いましょう！

2-③サイレントニーズの取得
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【チャットボットのメンテナンス業務】

・商談準備

・資料作成

・経費精算

・電話やメール対応

・会議

・月末月初処理

・日報作成

など…

①回答精度の向上 ②利用率の向上 ③サイレントニーズの取得

【通常業務】

…無理。

※あくまで業務の一例です。企業様ごと、ご担当部署により異なります。
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離職

業務負荷の増加

業務過多

⚫ 通常業務に加え慣れない

業務対応による負荷

⚫ 回答精度・利用率の改善など

導入直後は課題が山積み

⚫ 残業時間・業務負担の増加に…

⚫ 業務負担などが

離職の一因になる可能性

⚫ 退職者以外の引継業務以外も

新たな人材の採用有無など

離職者以外の負担増の可能性

RISK
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3. BPOとは

What’s business process outsourcing (BPO)?
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Business Process Outsourcing (BPO)

• 企業が自社の業務を

外部の専門会社に委託すること

BPOとは

BPOについて



導入～運用の選択肢

自社運用

BPO(外部委託)

？
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BPOとは



⚫ ・………
⚫ … ・… …・…………
⚫ ……………………・… ……・…
⚫ ………・… ………‥…
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自社運用

BPO（外部委託）

⚫ 外部委託できることを知らない

⚫ 自社で対応したほうが安そう

⚫ レポート機能も搭載されているからそれで充分

⚫ AI搭載なので自動で精度が上がる

自社運用が選ばれるワケ
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自社運用のメリット

※人件費などは除き、ツールの利用代のみを想定したケースです。人件費など含めるとBPOの方が低コストになる場合がございます。

BPOとは

自社にノウハウが蓄積されるメリット

低コストで利用開始ができる(※)メリット

社内運用のため社内の関係部署等と

連絡が取りやすい
メリット
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BPOのメリット

BPOとは

知識と経験に基づくサポートを受けられる
ため、導入目的の効果が出やすい

メリット

本来の業務にリソースの集中ができるメリット

メリット 人材をめぐる問題点を解消できる

メリット
価格が変動しづらく、トータルで考えた場合
コストを抑えることができる
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BPOのメリット

BPOとは

知識と経験に基づくサポートを受けられる
ため、導入目的の効果が出やすい

メリット

本来の業務にリソースの集中ができるメリット

メリット 人材をめぐる問題点を解消できる

メリット
価格が変動しづらく、トータルで考えた場合
コストを抑えることができる
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BPOのメリット

BPOとは

知識と経験に基づくサポートを受けられる
ため、導入目的の効果が出やすい

メリット

本来の業務にリソースの集中ができるメリット

メリット 人材をめぐる問題点を解消できる

メリット
価格が変動しづらく、トータルで考えた場合
コストを抑えることができる



58

BPOのメリット

BPOとは

知識と経験に基づくサポートを受けられる
ため、導入目的の効果が出やすい

メリット

本来の業務にリソースの集中ができるメリット

メリット 人材をめぐる問題点を解消できる

メリット
価格が変動しづらく、トータルで考えた場合
コストを抑えることができる
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人員コストを抑えることができる！

※上記はAIチャットボットにかかる作業工数のイメージとなり、必ずしもこの通りの工数削減になる訳ではありません。

人員コスト（研修費・採用費など）

BPOを導入すると…

社内で担当者を割り当て、または採用するよりもずっと…
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代行費用
ツール利用料

通信費

・・・

自社運用 BPO

BPOとは

人員コスト
（研修費・採用費など）

メリット
価格が変動しづらく、トータルで考えた場合
コストを抑えることができる
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にお任せください！
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3. M³（エムキューブ）とは

What’s M³ service?
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AIチャットボットの導入、運用に
お悩みのお客様に代わり、
AIチャットボットの様々な作業を請け負います。

M³（エムキューブ）とは

課題のヒアリング
プラットフォームのご提案

チャットボットの
構築・設定

ログ分析・改善提案
チャットボット運用
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M³（エムキューブ）とは

初期費用、無料

チャットボット選定

会話ログを基に改善提案

回答精度向上の実績

初期費用は頂いておりません。
お気軽にご相談ください！

数あるツールからお客様のお悩みに沿った
チャットボットを選定いたします！

毎月、会話ログを基にレポーティング、
チャットボット改善提案を行います！

IBMWatsonを搭載したAIチャットツールでは
100社弱の回答精度向上に携わっております！

M³のメリット
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プラットフォームはAI搭載有無に関わらず承ります。
また、FAQシステムの利用状況分析や改善業務も
承っておりますので、ぜひご相談ください。

M³（エムキューブ）とは
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AIチャットボット運用に困ったら

導入をご検討中の
企業様も

お気軽にご相談ください

ぜひ

M³（エムキューブ）に

ご相談ください
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4. まとめ

Let me summarize…
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AIチャットボットのメンテナンス

まとめ

① 回答精度の向上

② 利用率の向上

③ サイレントニーズの取得

ご相談ください！
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まとめ
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① 回答精度の向上
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② 利用率の向上

まとめ

1. 認知度を上げる

2. 利用機会を作る

• 会話ログ分析より随時追加する

• 追加してほしい回答を募集する

• 少し先の予定を先読みする
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③ サイレントニーズの取得

まとめ

1. 利用者の満足度を測る

2. 導入した部署の満足度を測る
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Business Process Outsourcing (BPO)

企業が自社の業務を外部の専門会社に委託すること

BPOについて

• 知識と経験に基づくサポートを受けられるため、導入目的の効果が出やすい

• 本来の業務にリソースの集中ができる

• 人材をめぐる問題点を解消できる

• 価格が変動しづらく、トータルで考えた場合コストを抑えることができる

まとめ
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M³（エムキューブ）とは

導入・運用の作業支援だけではない、

効果を出すためのあらゆるサポートをおこなう

チャットボットコンサルティングサービスです

まとめ



74

コンサルティング

構築・導入 運用支援

・チャットボットの活用目的
・要件定義
・チャットボットの選定
・利用率向上の施策/提案
・課題の抽出/改善策の提案

・問合わせ傾向を可視化
・効率的な学習データ作成
・自己解決を促すことが出来る
シナリオ構築
・CVRを向上するシナリオ構築

・会話ログ分析
・行動分析
・レポーティング
・効果測定
・利用実態に合ったシナリオに修正
・回答精度の向上

チャットボットベンダー様や、競合他社では対応できない
範囲までトータルサポートいたします！

まとめ



Thank You
03-6427-1415

受付時間：平日9:00〜17:00（祝日を除く）
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m-cube.chatbot@slj.jp 担当：佐藤

株式会社スピードリンクジャパン
〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim 5F

https://www.lp.m3-chatbot.com/contact

