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コグニティブ コラボレーション
今後の Cisco Webex の中核となる革新技術
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コグニティブ コラボ
レーション時代の幕開け
現在、職場の生産性は一大転換期に差し掛かっています。ワーク
ストリームの増加とアジャイルなビジネスモデルの拡大は、コネクテッド
技術（クラウド、オープン API、個人によるアプリケーションの導入など）
の急増と相まって、新たなレベルのコネクテッド エクスペリエンスを可
能にしています。新世代のコネクテッド環境では、チーム間の摩擦を減
らし、面倒な作業を排除して、サイロを打破できるため、各従業員のポ
テンシャルとチームワークの効果を最大限に引き出すことができます。

こうした変革により、人材とテクノロジーのインテリジェントかつシーム
レスな融合が可能になります。定型業務の負荷が軽減され、想像力を
途切れなく発揮できる環境が整い、コミュニケーションがよりわかりや
すくなるため、同僚、パートナー、顧客との関係がさらに強化されます。

ツール、帯域幅、ビッグデータ、処理パワー、エネルギーといった要素を
結び付けるのは、人間の知性と野心です。今までのビジネスツールは、
ユーザから独立して存在していました。電子メール アプリケーション、
CRM ソフトウェア、ワープロソフトなどはそれぞれの目的を果たします
が、固定的なまま相互に独立していて、コラボレーション プロセスから
切り離されていました。しかし今では、これらのツールや、ツールによって
実行されるアクションを、優先課題やワークフローと緊密に統合できる
ようになりました。これは従業員の積極的な姿勢を引き出し、相互の結び
付きを深めるのに役立ちます。つまり、各ツールをエコシステムの要素
として組み込めるようになったのです。それを可能にするのが「コグニティ
ブ コラボレーション」です。
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インテリジェンス

・ データ
 センサー、ボット、

CRM、IoT（モノのインター
ネット）、関係者プロファ
イル、カレンダー、 
スケジュール管理、会議、
ソーシャルデータ、 
パブリックデータ

・ 分析
 個人、チーム、組織、
顧客データのパターンと
リレーショナルクラスタ
を特定し、パーソナライ
ゼーションを実現

・ 適切な情報を、適切な
人に、適切なタイミング
と場所で提供

コグニティブ  
コラボレーション

・ コラボレーション対応
ワークフローに統合する
ことで、関連性の高い、
人間らしいコネクテッド 
エクスペリエンスを実現

コグニティブ コラボレーションとは
エンタープライズ向けに設計された多元的アプローチ

コラボレーションの全段階で
コンテキスト認識と 
インテリジェンスを活用

・ 人間関係の促進

・ 顧客関係の強化

・ 組織や地域の垣根を超えてスマートかつ迅速に
意思決定を行える、生産性の高いチームの構築

コンテキスト
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コグニティブ コラボレーションによって、
AI と ML を組み合わせ、コラボレーション  
エクスペリエンス全体でコンテキストとインテリ
ジェンスを活用し、人間関係を強化し、 
顧客エンゲージメントを改善できます。 
スマートかつ迅速な意思決定を下し、顧
客により良いサービスを提供できる優秀な
チームを、境界を越えて構築できます。
さらに、 詳細なプロファイル情報、インテリジェントな仮想アシスタント、
顔認識、自然言語処理と会話インターフェイス、ノイズの検出、コンテ
キストに即したリアルタイムアシスタンスと名前表示、会話型ボット、 
動的なドキュメント共有、分析ベースのルーティングといった機能が提
供されます。
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「人々 の関わり」の力を活用
どのような職場であっても、チームワークは絶対に欠かせません。「三人寄れば文殊の
知恵」と言われるチームの創造力により、個人単位よりも優れた成果を得られるから
です。今日のビジネスでは、立場という障壁を取り払い、チーム内の人間関係や顧客
との人間関係を強化するための取り組みに今すぐ着手する必要があります。情報過多
とスピードの時代において優れた成果を持続的に生み出すには、エクスペリエンスの
質が決め手となります。コグニティブ コラボレーションは最新技術の 1 つですが、 
最大のメリットは会議の合理化、人間関係の強化、ビジネス成果の向上にあります。

職場の弱点を克服
日常業務における単純作業が、現在でも生産性とエンゲージメントを阻害する要因
になっています。以下にその例を示します。

・ 会議参加者のプロファイルや関係性に関する情報 
 的確な情報を入手できれば、会議参加者との関係性を深めることができます。
会議の前に他の参加者の情報を入手できていないと、チームのエンゲージメント
を確立するのが困難になります。他のソースから情報を探さなければならないため、
議論に集中できなくなり、生産性が低下します。

・ 会議 
 会議のログインコードを探したり、適切なバージョンのドキュメントを探して共有し
たりするといった無駄な作業は、時間を浪費するだけでなく、会議ソリューションの
存在価値を薄れさせ、士気の低下を招きます。

・ プロセス 
 電子メールやインスタントメッセージは、どこにいても分刻みで舞い込んできます。
大きな成果に向けた布石となるはずが、情報やファイルで溢れかえって負担となり、
集中力や生産性を低下させる要因になっています。

・ カスタマーエクスペリエンス
 的確なコンテキスト情報にアクセスできないと、顧客とのやり取りが中断され、 
顧客の苛立ちを募らせ、事後対応に追われることになり、顧客のロイヤルティが
急速に失われていきます。

スピード、明確さ、アクセシビリティがイノベーションのカギを握ります。そこで必要
となるのが、新しいコンピューティング インテリジェンスを味方に付け、ワークフロー
に組み込むことです。
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関係性に関するインテリジェンスと人物に
関するインサイト
コラボレーションでは、深い人間関係の構築が最も重要な部分を占めます。
リレーションシップ インテリジェンスは、チームの関係性を強め、信頼と
深い関係性に基づくシナジー効果を生み出すことにより、コラボレーション
を成功に導くための基盤を成します。

豊かなつながりを実現するためには、相手の情報に瞬時にアクセスでき、
なおかつすぐさま利用可能でなければなりません。時間が許せば、Google 
で複数のページを参照したり、LinkedIn プロファイルを確認することもでき
ますが、プロファイルの更新は各人が手作業で行う必要があります。会議の
はじめに参加者を紹介する慣習は何十年も続いてきましたが、これには時間
がかかり、得られる情報も不十分です。

理想的なソリューションは、会議用ソフトウェア自体に各人のコンテキストに
関するプロファイルが組み込まれていることです。同じ名前の人物が何百人
いたとしても、どの人物が会議に参加しているのかを正しく特定できるアプリ
が必要です。プロファイルはリアルタイムでインテリジェントにアップデート
され、職種、勤務地、上司、職歴、出版物、ブログなど、あらゆる公開情
報を含んでいる必要があります。

こうしたインサイトは相手との関係性を豊かにするため、タイムリーかつ適
切であり、有用でなければなりません。会議に使用する画面やデバイスに表
示される情報がエクスペリエンスを高め、最も重要であるべき人間関係を深
めることにつながります。
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ソリューション：コグニティブ コラボレーション
コグニティブ コラボレーションを導入すれば、業務の中でコンテキストを手軽に利用
できるようになります。企業やエコシステム全体のデータソースを活用し、必要な情報
を直感的な 1 つのインターフェイスからシームレスに確認できるからです。1 つのシス
テムからコンテキストとインテリジェンスが提供されることで、次のことが実現します。

・  人とテクノロジーのやりとりがスムーズで人間味があり、有益な情報を得られる
ようになる

・  ワークストリームによりコラボレーションが簡単かつ直感的になる

・  カスタマー エクスペリエンスがパーソナライズされ、プロアクティブかつ迅速に
なる

こうした特徴により、重要な業務に注力できるようになります。同僚や顧客と深い協力
関係を築くためのプロファイルが作成され、スムーズで手軽に会議予約が行えるため、
ツールとの格闘に時間を浪費することなく、本来の重要課題であるコミュニケーション
とコラボレーションに集中することができます。

コグニティブ コラボレーションはすべて、既存の投資を活用して提供されます。人物に
関するインサイト、専門知識、自動化、アナリティクスはクラウドのみで提供されるの
ではなく、クラウドベースで提供されるため、クラウド戦略やデータ管理戦略に合わせて
規模を拡大できます。
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コグニティブ コラボレーションを導入すれば、以下のような問題を解消できます。

・ 些末な作業に追われる 
 Web 会議のログインコードを探す、バージョンが何通りもあるドキュメントに目を通す、
など

・ 根本的な情報の欠落 
 会議の参加者を正確に把握していない、相手の職務、経歴、能力について知らない、
など

・ より根本的な問題 
 以前の問い合わせ内容をエージェントが把握していない、など

シスコのコラボレーション プラットフォームを基礎に構築

次世代の従業員・
チーム 

エンゲージメント

顔認識と人数
カウント

プロキシミティ
ペアリング

インテリジェントな対話と人
的エンゲージメント

インテリジェントな
ワークストリーム 

インテリジェントな
ワークスペース

インテリジェント  
フレーミングとスピー
カートラッキング

ノイズの検出と
抑制

室内
分析 記録と診断 インテリジェント 

エージェント ボット

次世代の 
カスタマー  
エクスペリ 
エンス

コグニティブ コラボレー
ションの基礎知識
コグニティブ コラボレーションにより、コラボレーション  
プロセスや顧客とのやり取り全体を通じてコンテキスト情報と 
インテリジェンスを参照できます。

つまり 
コグニティブ コラボレーションは一連の人工知能（AI）と機械学習（ML）
を連携させて、生産性の低下を防止します。これにより、詳細なプロ 
ファイル情報、インテリジェントな仮想アシスタント、顔認識、自然言語
処理と会話インターフェイス、ノイズの検出と抑制、コンテキストに 
即したリアルタイムアシスタンスと名前表示、会話型ボット、動的な 
ドキュメント共有、分析ベースのルーティングといった機能が提供され 
ます。

コグニティブ コラボレーションが重要な理由 
コグニティブ コラボレーションでは、インテリジェンス、プロファイル
情報、コンテキストがコラボレーション プロセスを通じて提供されるた
め、チームメンバーのポテンシャルや、チーム内外の連携による可能性
を最大限に引き出します。従業員とチームは有用なプロファイル情報を
参照できるため、会議参加者をいち早く把握でき、エンゲージメントの
度合いもすぐに高まります。また、独自のインテリジェント仮想アシスタ
ントが定型作業を軽減し、コンテキスト情報によって優れたカスタマー
サービスが実現されます。
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コグニティブ コラボレーション 

・ チームメンバーや会議の参加者に関する詳細なビジネスプロファイルを提供します。
近接認識機能により、参加者全員の顔に名前や情報を関連付けて表示しつつ、背景
のノイズを除去します。

・ コグニティブ コラボレーションは適切な量のコンテキストを適切なタイミングで、
適切なチームに提供することで、職場のエクスペリエンスを向上させます。

・ スマートな会議スペースを実現し、会話型のインターフェイスやオプションにより操作を
簡素化するため、コンテンツの確認、共有、共同作成が容易になります。インテリジェ
ントな自動表示機能により、参加者が目の前にいる対面会議と同じエクスペリエンスを
提供します。

・ コミュニケーションやコラボレーションのプロセス全体で情報の欠落や遅れを防ぎ
ます。会議スケジュールはオンラインで調整され、議題や議事録が適切なチームに
効率的に配布されるため、生産性がさらに向上します。

・ ネットワークとコンピューティングパワーのインテリジェンスおよびスピードを利用者が
最大限に活用し、創造性を常時から発揮できるようサポートします。コラボレーション 
ツールがワークフローに組み込まれ、業務で日常的に使われるようになります。

・ より楽しい職場を形成し、作業効率を向上させます。専門知識を発揮し、会議時間を
効率的に活用できるワークフローを構築します。オンラインミーティングへの参加に
消極的になる、顧客の質問への回答資料が見つからずフラストレーションを溜める、
あるいはミーティングの多さに圧倒されるといった事態を防ぎます。

コグニティブ コラボレーション
によりチームエンゲージメント
を強化
コグニティブ コラボレーションは、インテリジェントなワークストリームとワークスペース
を組み合わせることで、インタラクションと人間関係を向上させる、より優れた（待ち望
まれている）プラットフォームです。チームメンバー同士が簡単につながれるようになる
ため、互いを目と耳で理解し、関係を築くために役立ちます。テクノロジーが「サイロ化
要因」ではなく「架け橋」として機能することで、あらゆる場面で従業員エンゲージメント
やチームエンゲージメントを高める機会が生まれます。



コグニティブ コラボレーション 10

•  詳細なプロファイル情報：役職や経歴、関連する
組織情報に関するビジネスプロファイルによって、
会議内におけるチームのエンゲージメントとコン
テキストのレベルを高めます。

・ 仮想アシスタント：会話型の AI を介した会議の
開始や参加、管理が可能になります。

・ インテリジェントなフレーミング機能：ビデオ /
Web 会議で話者を認識し、画面の中央に映し出し
ます。参加者全員が、必要なタイミングで必要な
スポットライトを得られます。

・ 顔認識：人物を正確に識別し、名前や詳細な職歴
などを表示します。

・ 会議参加者の確認機能：積極参加の度合いも個別
に把握できます。

・ コンテキスト認識型のノイズ抑制：キーボードの
タイプ音、犬の鳴き声、サイレン、紙のカサカサ音
といった環境ノイズを低減します。

・ インテリジェントな近接認識機能：人物のプレゼン
スを認識し、会議室での操作を簡素化します。コ
ンテンツの共有や、個人端末での表示なども簡単
に行えます。

・ リアルタイムの会議分析：参加者をカウントし、使用 
状況についての統計情報を提供するなど、会議室 
の効率的な利用やリソースプランニングに貢献
します。

・ エンドツーエンドの暗号化とデータ プライバシー

・ インテリジェントなエージェントとボット：コンテキ
スト情報によりパーソナライズされた、優れた顧客
サポートや顧客対話を提供できます。

これらのインテリジェントな自動ツールにより、 
直感的でつながりのあるエクスペリエンスを提供する
ことで、新しい価値を生み出せます。

コグニティブ コラボレーション ツールの使用
コグニティブ コラボレーションにより、次世代の職場でのコミュニケーション、
コラボレーション、ミーティングが、あらゆる面でシームレスかつ容易になります。
そこでは次のような機能を利用できます。
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60% 顧客サポートで 7 種類以上の
システムを使用しているコール
センターの割合
出典：The Intelligent Contact Center：Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study、Aberdeen、2018/6

表計算ソフトウェアを使用して
データを手動で統合している 
コールセンターの割合
出典：The Intelligent Contact Center：Get Smarter to Drive Customer 
Satisfaction Study、Aberdeen、2018/6

40%

「コグニティブ」なカスタマー  
エクスペリエンスの創出
職場でのコラボレーションを促進する最新技術は、貴重な顧客関係にも活用することが
重要です。コンタクトセンターは受け身の姿勢から脱却し、コンテキストを活用した、 
積極的で予測型のサービスを提供すべく進化しています。断片的な顧客対応を止め、
一貫性のあるカスタマージャーニーを提供するための移行が進んでいます。

調査によると、2020 年までにカスタマー エクスペリエンスが価格や製品自体を追い抜き、
購入意思決定 1 における中心的な要素となる見込みです。また、デジタルビジネスの 
30% は貧弱なカスタマー エクスペリエンスが原因で駆逐されると考えられています。2 

つまり買い手は、かつてないほど多くの情報を購入の意思決定時に考慮できるという、
ますます有利な立場にあります。そのためコンタクトセンターでは、AI とクラウドベース
の分析機能を活用して、よりパーソナライズされた、プロアクティブなカスタマー  
エクスペリエンスを提供する必要があります。

コンタクトセンターは、顧客対話を強化するデータソースを活用する必要があります。
カスタマージャーニーを完全に把握することで、顧客とエージェントとの間のパターンと
相関関係をより的確に分析できます。これにより、生涯価値の向上、製品やサービスの
アップセルと改善、ロイヤルティの強化などが可能になります。

非効率的で人間味に欠けた、受け身の顧客対話は排除し、魅力的な顧客エンゲージ
メントに置き換える必要があります。相手のことを把握し理解しているというメッセージを
顧客に伝えることが不可欠です。

1. Customer 2020 Future of B2 Customer Experiences（Walker）
2. Gartner：www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/

www.gartner.com/smarterwithgartner/is-your-organization-customer-centric/
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組織に求められていること：

・ クラウドベースの分析を使用して、すべてのビジネス情報
源とワークフローから重要な関連情報を取得し、顧客の 
現状を完全に把握。

・ 問い合わせ内容に最適なエージェントを特定。

・ 優れたカスタマーサービスに不可欠な知識とコンテキス
トの提供によるエージェントの支援。

・ カスタマージャーニーを顧客対話に統合し、
プロアクティブで効率的な顧客対応を実現。

・ AI を活用して、顧客のセルフサービス エクスペリエンス
を強化。

・ データ中心のインテリジェンスを導入し、実用的で自動化
された意思決定をカスタマージャーニー全体で活用する
方法を学習。

・ 各顧客のタッチポイントを十分に理解し、優れた 
カスタマー エクスペリエンスを提供することで、顧客 
ロイヤルティを高めて生涯価値を向上。

AI の導入により、エクスペリエンスを改善し、コンタ
クトセンターの人材をコスト効率よくインテリジェント
に活用できます。そのためには次のような情報を把握
する必要があります。

・ 自動対応で済ませる一般的な問い合わせ内容と、
エージェントにエスカレーションする内容。

・ 会話内で顧客の問い合わせ内容を正確に判断する
ためのキーワード。対応スピードを上げ、顧客 
満足度を高めるために不可欠です。

・ チャットから音声通話またはビデオ通話に切り替える
タイミング。

・ 強力なクラウドおよび AI ツールにより、通話を
適切なエージェントに転送する方法。

今日の顧客対応には最大限の努力が必要です。
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コグニティブ コラボレーションの統合に向けた取り組みでは、以下の
特徴を備えたソリューションを選ぶことが不可欠です。

 ・ 人物のプロファイルとビジネスプロファイル情報。より深い人間関係を構築し、会議エクスペリエンス
を向上させ、生産性の高いチームを実現します。

・  AI を組み込んだシンプルで直感的なユーザインターフェイス。トレーニングや複雑な操作を必要と
しないため、作業を合理化できます。

・ モバイルやデスクトップからの参加でも、会議室と同じく直感的にコラボレーションできる柔軟性。

・  複数の供給元からクラウドサービスとデータを導入して統合できる、オープンで柔軟なプラット
フォーム。

・  あらゆる方面から、時間を問わず顧客エンゲージメントを追跡して分析できる AI と分析機能。
これは適切なアクションを取るために不可欠です。

・  オープン API と相互運用性により既存の投資とワークフローを最大限に活用できるソリューション。

・  適切なセキュリティポリシーを適用し、規制・コンプライアンス要件を満たすエンタープライズレベルの
セキュリティ。同時に個人ユーザにはプライバシーに関する選択肢を提供します。

・  リアルタイム コミュニケーション分野の専門知識。スケーラブルで実績のあるテクノロジーを活用し、
あらゆるコラボレーションチャネル（音声、ビデオ、チャット、電子メール）にコグニティブ コラボレー
ションを提供できるよう支援します。

コグニティブ コラボレーションに
必要な特徴
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さらに詳しく知る
コグニティブ コラボレーションの技術と利点について、
詳しくは www.cisco.com/jp/go/cognitivecollab 
をご覧ください
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