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導入前の課題

AIソリューションの価値をデータで向上
「RECAIUSフィールドボイスインカム」は、会話データをクラウド上のデータベース

に蓄積している。これを分析・可視化することで、ソリューションに新たな価値を加

えようと考えた。

導入後の効果

PoCプロセスと顧客現場の改善の高速化
可視化のアイディアを短時間で具現化できるため、どのような可視化を行うべきか

という試行錯誤を短時間で行うことができ、可視化の『型』もできつつある。これ

を活用することで、顧客現場のオペレーション改善も高速化している。

解決策

会話の各種情報をTableauで分析・可視化
リカイアスのクラウドに蓄積された現場の会話データをナレッジAIにて自動分析し、

その結果をTableauのダッシュボードで可視化。この仕組みを2019年夏から、顧

客のホテルチェーンに提供している。

選定理由

やりたい可視化がすぐに行えること
Tableauはログデータをそのまま読み込んで可視化でき、多面的な角度から分析可

能。基本的な考え方と機能が優れているので、やりたいことをすぐに実現できる。

デジタルソリューション

業　　種  ：デジタルソリューション
従業員数  ：   3,816人（単独/2021年3月現在）

8,247人（連結/2021年3月現在）
資 本 金  ：235億円（東芝100%）
所 在 地  ：  〒212-8585  

神奈川県川崎市幸区堀川町  

72番地34

事業内容  ：「人と、地球の、明日のために。」
を共通の経営理念とする東芝グループにおい
て、デジタルソリューション事業を担う企業。
安心・安全を実現するシステム作りや、AI/

IoTなどのデジタル技術の研究と実績を重ね、
これらの技術を活かした価値を顧客に提供し
ている。また東芝が長年にわたって培ってき
たフィジカルの知見も積極的に活用。『世界
有数のCPS（サイバーフィジカルシステム）
テクノロジー企業』への進化を目指している。
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導入の背景

AIでチーム連携を革新する「RECAIUSフィールドボイスインカム」

音声とテキストを融合させ、現場のチーム連携を革新したい。

このような要望に応えるために東芝デジタルソリューションズ株

式会社（以下、TDSL）が開発・提供しているのが「RECAIUS（リ

カイアス）フィールドボイスインカム」です。これはスマートフォ

ンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーショ

ンであり、会話の内容をAIで音声認識して即座にテキスト化で

きるというもの。入力されたテキストを音声として発話すること

Q1. Tableau で感動したことは?

A1.ダイナミックなデータ表示
「多面的なデータの見方を、クリック1つで行えることです。棒グラフの作成はExcelでもできますが、Tableauのようなダイナミッ
クなデータ分析は不可能です。お客様にデータを見せる時も、感覚的にご理解いただきやすいと感じています」

Q2. Tableau 導入後の変化は?

A2.データ可視化の大切さを再認識
「データを貯めるだけではなく、それを可視化して活用することの大切さを、改めて認識しました。可視化したデータをお客様
と一緒に見ることで、実際に何が起きているのかを伝えやすく、リアリティのある会話が行なえます」

も可能です。これによって手がふさがっていて音声でしかやり取

りできないスタッフと、お客様対応などのために発話できない

スタッフとの間でも、円滑なコミュニケーションが可能になります。

「東芝には50年にわたって培ってきたAI技術があり、それを『人

のコミュニケーション』に役立てているのがリカイアスです」

と説明するのは、TDSLでコミュニケーションAI技師長を務め

る小山 徳章 氏。すでにワークスタイル変革やコンテンツ制作、

コンタクトセンターなど、幅広い領域で活用されていると言い

ます。「フィールドボイスインカムはワークスタイル変革のソリュー
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ションの1つです。すでにカーディーラー様やホテルチェーン様、

物流倉庫や運送企業様などでご採用いただいております」。

「リカイアスでテキスト化された会話データは、リカイアスのクラ

ウド上に蓄積され、お客様のご要望を受けてナレッジAIで自動

分析することが可能です」と語るのは、TDSL ICTソリューショ

ン事業部 リカイアス技術部でエバンジェリストを務める香川 弘

一 氏。あるホテルチェーンで採用された際には、これらのデー

タを分析・活用可能にしようという話が持ち上がっていたと振り

返ります。「データを統計分析して可視化することで、オペレーショ

ン上の問題を発見できます。これによって音声認識に、新たな

価値を加えられると考えたのです」。

Tableau 導入・運用環境

会話の各種情報をTableauで分析・可視化

そこでデータ分析・可視化のためのBI製品の選定に着手。

2019年4月にTableauの採用を決定します。リカイアスのクラ

ウドに蓄積された現場の会話データをAPIで取得し、ナレッジ

AIにて自動分析。その結果をTableau Prepで加工、Tableau

でさらに分析・可視化できるようにしたのです。この仕組みに

よって、まずは「基本統計分析」と位置づけて「会話回数と

インカムの専有時間」を分析・可視化。2019年夏にはその内

容が顧客のホテルチェーンに提供されています。

「会話回数を分析することでホテルの稼働状況がわかり、それ

が他のホテルとどう異なるのかといった比較も可能になります。

またインカムの専有時間を見ることで『話したいのに話せない』

状況が生まれていないかどうかもわかります。このような分析

を行うことで、忙しい時間帯への対処やインカム回線の増設と

いった意思決定を行いやすくなりました」（香川氏）。

その後も分析・可視化の対象データを拡大。現在では、「行

動分析」として誰が誰とどの程度の頻度・時間で会話している

のか、「会話特徴分析」として会話内容が明確な指示になって

いるか否か、コミュニケーション形式は丁寧なのかラフなのか、

トラブル表現が含まれる会話がどれだけ存在しているのか、と

いったことも可視化されており、キーワード頻度のマッピング

も行えるようになっています。

Tableau 選定の理由

やりたい可視化がすぐに行える点を評価

それではなぜTableauを採用したのでしょうか。その理由を香

川氏と、TDSL ICTソリューション事業部 リカイアス技術部で

参事を務める園尾 聡 氏は、次のように説明します。

「最も重視したのはBIを使いこなすために、余計な時間を費

やさなくてもいいことです。Tableauはログデータをそのまま

読み込んで可視化でき、多面的な角度から分析できます。基

本的な考え方と機能が優れているので、やりたいことをすぐに

実現できるのです」。

また時系列情報や位置情報の可視化に関しても、他社のBI製

品に比べて優れていると指摘。他社製品では時系列データを

可視化するだけでも、データの加工が必要になるケースが一

般的なのだと言います。このようなデータと自然言語データを

組み合わせて分析するとなると、他社製品ではとても対応でき
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ないと考えたと振り返ります。

さらに、ユーザーインターフェイスがわかりやすく、誰にでも

簡単に使える点も重要だったと、TDSL ICTソリューション事業

部 リカイアス技術部でフェローを務める鈴木 優 氏は語ります。

「当社は会話記録のデータベースを提供しますが、それを分析・

可視化して気づきを得るのはお客様です。そのためお客様にとっ

て使いやすいことも必須でした」（鈴木氏）。

Tableau 導入効果

PoCプロセスと顧客現場の改善を高速化

データ分析・可視化のプラットフォームとしてTableauを採用

したことで、次のようなメリットが生まれています。

極めて短い時間での活用方法習得
まずデータ分析・可視化のスキル習得時間を、大幅に短縮で

きました。「公式のオンライン動画を参考にしながら独学でス

タディを始めましたが、最初のダッシュボードを作成するまで

10時間程度しかかかりませんでした」と園尾氏。その後はダッ

シュボード作成を行いながら、必要なスキルを徐々に習得して

いったと言います。

問題点の直感的な把握が可能
Tableauは、分析した結果を直感的で分かりやすいグラフでお客

様へ提供できます。そのため分析に親しみのない現場のご担当

者様でも、問題点をすぐ理解してオペレーションの改善をできる

ようになりました。グラフをお見せしてすぐに現場のお客様から「こ

ういう時にはどうなの？」などの質問をされるので、その場で分

析をしてオペレーションの改善の議論が白熱することもあります。

短いサイクルでのPoCプロセス
ダッシュボードを短時間で作成できるため「どのデータをどの

ように見せるべきか」といった試行錯誤も、スピーディに行え

るようになりました。Tableauなら新しい可視化のアイディアが

出た場合でも、その数分後には具現化されていると鈴木氏は

語ります。「このような試行錯誤を素早く繰り返していった結果、

今ではデータ可視化の『型』ができつつあります」。

顧客現場の改善の高速化
「データ可視化の型」ができつつあることで、顧客現場でのデー

タ活用も円滑になり、現場オペレーションの改善スピードも高

まっています。「誰が会話のハブになっているのか、会話の内

容がきちんとした指示になっているのかも、一目瞭然です。こ

れによって現場のマネージャー自身が、自らの指示の出し方を

改善したケースもあります」（香川氏）。

今後の展開について

リカイアスビジネスの価値をデータで高める

Tableauで作り上げた「データの型」を、ホテル業界だけではなく、

他の業界に展開することも検討されています。これによって多

様な業界で会話の可視化を迅速に行うことができ、リカイアス

の顧客に新たな価値を提供できると期待されています。

「これから重視したいと考えているキーワードの1つが『インサ

イト』です」と小山氏。これを顧客に感じてもらうには、直感

的にわかりやすい可視化が鍵になると語ります。「それを最も

行いやすいのがTableauです。これからもリカイアスのビジネ

ス価値をデータで高めていくため、Tableauを積極的に活用し

ていきたいと考えています」。
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無料トライアル版をダウンロードして、ぜひ Tableau をお試しください。

http://www.tableau.com/ja-jp/trial
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