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⾃⼰紹介

⼘部 達也 (Urabe, Tatsuya)
• 機械学習ソリューションアーキテクト

• 機械学習/AI サービスを担当
• 前職は電機メーカで⾃動運転開発
• 前々職は化学の研究者

• 好きなサービス: Amazon SageMaker



アジェンダ

l 機械学習の概要とビジネスへの適⽤

l 機械学習を適⽤する際のビジネス課題の整理

l ビジネス課題を解決する代表的な機械学習のユースケース



AIと機械学習、ディープラーニングの関係

⼈⼯知能（Artificial Inteligence: AI）

AIに含まれる。データ中に含まれるパターンを⾃動的に探索し、
欲しい結果を得る機械（モデル）を作成する。

機械学習に含まれる。⼈間の神経回路を模倣したシステムを持ち、
⾳声認識や画像認識などに広く⽤いられる。



2021年までに、AIや認識技術に
関する世界的な⽀出は500億ドル

を超える。

̶IDC

⽀出の増⼤

2024年末までに、75%の企業が
検討フェイズから運⽤フェイズ

へ移⾏する。
̶Gartner

検討から運⽤へ AIによる変⾰

3年以内に57%の組織がAIによ
る変⾰を実現する。

̶Deloitte

機械学習の適⽤範囲は拡⼤し続けている



ビジネス課題の整理の必要性

最初の数ヶ⽉で実⽤性を評価できるか︖

ビジネス価値のある問題を解いているか︖

データを⼊⼿可能か︖

機械学習が本当に必要か︖

機械学習はすべてのビジネス課題を解決できるわけではなく、解くべきビジネス
課題を⾒誤ると、効果を得られないまま時間を消費してしまう

ビジネス課題の整理の観点



機械学習を適⽤するケース

低い ⾼い

低い ⾼い

低い ⾼い

データの⼊⼿性

ビジネスインパクト

機械学習の適⽤性 (最新技術とチームスキルを考慮した成功チャンス)



機械学習を適⽤するケース

低い ⾼い

低い ⾼い

低い ⾼い

ビジネスインパクトは⾼いが機械学習に向かない。別の解決⽅法を探すべき

データの⼊⼿性

ビジネスインパクト

機械学習の適⽤性 (最新技術とチームスキルを考慮した成功チャンス)



機械学習を適⽤するケース

低い ⾼い

低い ⾼い

低い ⾼い

機械学習で課題を解決することはできるが、ビジネスインパクトにつながらない

データの⼊⼿性

ビジネスインパクト

機械学習の適⽤性 (最新技術とチームスキルを考慮した成功チャンス)



機械学習を適⽤するケース

データの⼊⼿性

ビジネスインパクト

機械学習の適⽤性 (最新技術とチームスキルを考慮した成功チャンス)

低い ⾼い

低い ⾼い

低い ⾼い

最適なケース。現実的には、三つすべて揃うことは稀。



正しいプロジェクトを選ぶ

プロジェクト インパクト データ ML 優先度

需要予測 9 9 8 1

レコメンデーション 8 7 8 2

解約者予測 8 6 8 3

セールス改善 7 5 3 4

… … … … …

ここから始める

リソースが許す場合
平⾏して進める

⾃社内にて、機械学習を⼀から実⾏するリソース・スキルがない場合でも、
AWSが提供しているサービスを⽤いて迅速・簡単に始められる



代表的な機械学習ユースケース

2.パーソナライズされ
た推薦システム

1. ビジネス指標の監視 3.コンタクトセンター
の改善



BIツールによる従来型の指標評価の課題

スケールが困難
⼤容量、多種多様なデー
タの管理・監視はスケー

ルが難しい

誤検知とアラート疲れ
従来の⽅法はルールに基づ
いていることが多く、検出
漏れや誤検出を引き起こす

タイムラグ
検知の遅延は、ビジネス指
標の価値を下げ、顧客体験
に悪影響をおよぼし、機会

損失につながる

対応策につながらない
検出された異常の原因を
特定するために、複数の
データリソースを調査し
て数⽇、数週間かかるこ

とがある

1.ビジネス状況の変化への迅速な対応



Amazon . comで培ったモニタリング技術

ビジネスを通じて⽣まれる多種多様なデータに対して、機械学習を⽤いて課題に取り組み、最⾼の
顧客体験を継続的に届ける

製品分析
Amazon.comでは 、180を
超える国で数百万の製品を

販売

パフォーマンス広告
数百万を超えるスポンサー
製品からの⼀⽇に数⼗億に
及ぶインプレッションをモ

ニタリング

顧客体験
Amazon.comでは毎⽉、複
数のデバイス・ソフトウェ
アで数億の顧客がログオン

データベース
モニタリング

数千のホストが毎⽇、数億
のDynamoDBのメトリクス

をトラッキング

1.ビジネス状況の変化への迅速な対応



Amazonで開発された機械学習の技術を⽤いて正確にビジネス指標の変化を検出する

Amazon Lookout for Metricsは季節的なパターンを学習し、より⾼い精度を提供する

1.ビジネス状況の変化への迅速な対応
Amazon  Lookou t  f o r  Me t r i c sの鍵となる技術

イベントの⾃動グルーピング、⼈間のフィードバックによるアルゴリズム改善機能



• マーケティング指標
• 費⽤対効果、顧客獲得コスト、etc.

• ⼩売指標
• 購買率、来店客数、客単価、etc.

• ゲーム指標
• アクティブユーザ数、リテンション率、離脱率、etc.

• 通信指標
• TCH、EPC、アーラン、etc.

1.ビジネス状況の変化への迅速な対応
Amazon  Lookou t  f o r  Me t r i c sの活⽤ケース



主要なモバイルゲーム開発企業であるPlayrixは、ゲー
ムシステムがスムースに稼働していることを保証する
ために、多様なデータソースにわたって異常を検知・
分析する⼿段としてAmazon Lookout for Metricsを導
⼊しました。

“Lookout for Metricsは我々のチームを何時間にもわ
たる⼿作業での確認作業から解放しました。Lookout
for Metricsからの通知はノイズではなく、対処案まで
含めてくれます。これにより、我々のチームは技術的
な間接部⾨の助けなしに戦略的な優先事項に簡単にフ
ォーカスすることができるようになりました。”

-Mikhail Artyugin, Technical Director Playrix

1.ビジネス指標の変化に迅速に気付いて対応する



よくある機械学習ユースケース

2.パーソナライズされ
た推薦システム

1. ビジネス指標の監視 3.コンタクトセンター
の改善

Lookout for Metrics



2. パーソナライズされたデジタル体験の創出
パーソナライゼーションにおける課題

効率的なスケールが
困難

多⼤な⼈的メンテ
ナンスコスト

パーソナライズが不
⼗分

機械学習を知らな
くても利⽤したい

すべての課題に対応で
きる万能の⼿法はない

“コールドスタート”、
”⼈気バイアス”のような
よくある問題への対処

ルールベースモデルの課題

機械学習モデルの課題



2. パーソナライズされたデジタル体験の創出
Amazon  Pe r sona l i ze

⾃社システムへの簡単な統合 コンバージョンと収益の改善 顧客エンゲージメントの改善



2. パーソナライズされたデジタル体験の創出

“サブウェイではゲスト体験を重要視しています。Amazon
Personalizeを使うことで、果てしない数の⾷材やフレーバ
ーの中から、多忙なゲストのユニークなライフスタイルに合
わせてパーソナライズされたメニューを迅速に推薦すること
ができます。Amazon Personalizeにより、機械学習の経験
を必要とせずともシンプルなAPIを実⾏することで推薦を実
⾏することができます。新鮮な⾷材を⾷べたい我々のゲスト
のために最適な体験を提供してくれるAmazon Personalize
とともに働き続きることを楽しみにしています。”

Neville Hamilton
Interim Chief Information Officer

Subway

Pulselive



よくある機械学習ユースケース

2.パーソナライズされ
た推薦システム

1. ビジネス指標の監視 3.コンタクトセンター
の⾼度化

Lookout for Metrics Personalize



3. コンタクトセンターの⾼度化
コンタクトセンターが直⾯する課題

「お困りですか?」
「お⼿伝いいたします。」

「どちら様でしょうか?」
「どのようなご⽤でしょうか?」

「私の対応はいかがですか? 」
「ご満⾜いただけましたか?」

「お悩みは解決されましたか?」

「今後の改善点は
ございますか?」



3. コンタクトセンターの⾼度化
AWSのコンタクトセンターソリューション

AWS CONTACT CENTER 
INTELLIGENCE (CCI) ソリューション

AMAZON CONNECT

AWSは、お客様の事業やコンタクトセンターの形態に関わらず、機械学習による
知能を簡単に加えるためのフレキシブルなオプションを提供しています。



3. コンタクトセンターの⾼度化

操作が簡単で、オムニチャネルなクラウ
ドベースのコンタクトセンターサービス

ビジネスを所望の規模にスケールできる

顧客サービスの改善

Amazon  Connec t

スキルに基づいた
応対ルーティング

⾳声・チャットの
記録・保存

リアルタイム、
事後の分析

⾼⾳質



3. コンタクトセンターの⾼度化
AWS CCI（コンタクトセンターインテリジェンス） ソリューション

通話後の解析オペレータをアシストセルフサービス

顧客の要求をすばやく理解・解決

オペレータが価値の⾼い意思決定をでき
るようにする

オペレータの⽣産性を上げるために、処
置内容に関する情報を提⽰。

通話分類や感情分析の有効性を活⽤

⼈間のアシストなしに処理を完結

⼈間らしいチャットボット・⾃動⾳声応
答で摩擦を低減



まとめ
l 機械学習の概要とビジネスへの適⽤

l 機械学習を適⽤する際のビジネス課題の整理

l ビジネス課題を解決する代表的な機械学習のユースケース

2.パーソナライズされ
た推薦システム

1.ビジネス指標の監視 3.コンタクトセンター
の⾼度化

Connect/ AWS CCILookout for Metrics Personalize



Thank you!

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.



© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS トレーニングと認定

詳細はこちら https://aws.amazon.com/jp/training/

デジタルトレーニング

クラウドのスキルを構築
する無料のオンデマンド

コースを探索する

AWS 認定の取得

業界で認められている
認定を取得する

クラスルーム
トレーニング

エキスパートインストラ
クターによるトレーニング

に参加する

エンタープライズ
リソース

学習ニーズ分析と
AWSランプアップガイド

を活⽤する

教育プログラム

AWS のスキルと経験を
持つ⼈材に出会える

AWS クラウドをキャリアに活⽤してください




