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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。

参考文献

[1] 経済産業省：「平成２１年度我が国情報経済社会における基盤整備」

  （電子商取引に関する市場調査）の結果公表について,pp.3-6,

     経済産業省,(2010)

    http://www.meti.go.jp/press/20100720001/20100720001-1.pdf

[2] 野村総合研究所：データからひもとく2015年までのIT市場,

     NRIニュースレター,Vol.100,p.3,野村総合研究所,(2011)

YAMAMORI Masafumi

山森　雅文

● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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サーバ (CPU, メモリ )　                 ストレージ　             ネットワーク(FW, LBも含む)

サービス提供者

利用者

コールセンター
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利用者情報

検索履歴

閲覧中のページ
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PhoneCookie 生成

PhoneCookie と
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電話転送

PhoneCookie の伝搬

PhoneCookie
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機能追加が必要

問合せ電話番号の要求
利用者情報の引渡し

電話番号の払出し

PSTN

顧客

①

0
5
0
-x
x1
1
-x
xx
2

②

責任分界点

③http/https

MRCP

応答結果
処理サーバ

音声合成サーバ

Joyflex(UA)

モバイルフォン

固定フォン

外線

お宿さま番号
03-XXXX-XXXX

発信

着信

( 発信 )外線への発信では050番号が発信者番号となる
(着信 )外線からの着信は着信可能な端末すべてに着信する

One phone number

内線番号
53283

内線番号
53212

外線番号
050-XXXX-XXXX

Follow me

（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。

参考文献

[1] 経済産業省：「平成２１年度我が国情報経済社会における基盤整備」

  （電子商取引に関する市場調査）の結果公表について,pp.3-6,

     経済産業省,(2010)
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。
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[1] 経済産業省：「平成２１年度我が国情報経済社会における基盤整備」

  （電子商取引に関する市場調査）の結果公表について,pp.3-6,
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）
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クラウドテレフォニーサービスの紹介と新たな取り組み

1.  はじめに

概要
　インテックとTISは共同でEC市場向けに電話とWebを融合させた新しいコミュニケーション『クラウドテレ

フォニー』サービスを2010 年から提供している。

　本稿ではこの『クラウドテレフォニー』事業についての概要と主要サービスを紹介し、これらのサービスを支え

る基盤技術について解説する。今後の展開として、クラウド技術によるサービスの革新や次世代高速通信による

新たなサービスの可能性について代表的な例を挙げ考察する。

　国内の消費者向け電子商取引市場規模(BtoC-EC) は６.７兆

[１] であり、これまでの成長率が年率１０%で EC 化率がまだ

全体の約２～３%とも言われていることからも、今後もこの市

場には非常に高いポテンシャルがあると言える [２]。しかし、好

調な EC 市場といえども取り崩せていない領域がある。それは

旅行などの高額商品、カスタマイズが可能な商材、中古車など

の一つ限りの商材などを扱う市場である。これらの商材に共通

することは商材が複雑であり、Web 上に掲載できる情報だけ

では商品を訴求することが難しいことである。当然 Web を見

た顧客は電話を掛けて直接問い合わせをすることになる。しか

し、問い合わせ内容の確認に多くの時間を要したり、目的をう

まく伝えられないことでストレスを感じたりと Web から電話

へのコミュニケーションの流れがうまくできていないことが問

題となっている。

　電話は１８７６年グラハム・ベルによって発明されて以降１００

年以上の歴史を持つコミュニケーション手段で、誰にでも簡単

に操作でき普及率１００%のインフラに加え、通話中の２者間は

その時間を共有し、発する声には抑揚や強弱、高低、スピード、

口調などの感情 ( 声の表情 ) を込めて相手に伝えることがで

きる特徴を持っている。一方、Webは文字と映像による多くの

情報量と高い利便性を兼ね備えたコミュニケーションツール
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である。例えば日本語の場合、1 分間に６００文字読む (３００文

字話す ) ことができると言われている。これに加えて写真など

の映像も含めるとさらに豊富な情報量をWeb は持っているこ

とは想像に易しい。しかし、これほど便利なコミュニケーション

である Web で欠けている大きな特徴が先ほど電話の利点で

挙げた”感情を伝える”ことである。これを補うためにチャット

やメールでは絵文字と呼ばれる感情を意識した文字を入力す

ることにより表現できるようになったが、Web 閲覧者への訴

求力 ( 購買や問い合わせを行わせる力 ) を付けるまでには至っ

ていない。

　これらを背景に、２００８年に『クラウドテレフォニー』の検討会

を立ち上げ、ビジネスモデルの検討を開始し、電話とWeb の

融合サービスの事業化を進めてきた。

　情報として電話番号しか送ることができなかった従来の電

話をWeb と連動させることで、さまざまな情報を付加するこ

とができ、それぞれの利点を生かした便利なコミュニケーション

ツールを新たに提供できるようになる。

　私たちは、２０１０年８月にクラウドテレフォニーサービス

第１弾 Call ノートをリリースし、同年１２月は第２弾となるCall

クレヨンをリリースした。『クラウドテレフォニー』事業はイン

テックと TIS が共同でそれぞれの得意とする技術を分担する

形で電話と Web を合わせた新しいコミュニケーションの形を

さまざまな業態の事業者様に提供している。

5.  おわりに
　本稿では、クラウドテレフォニー事業が提供しているサービ

スを紹介し、それを支える技術について述べた。さらに新しい

流れと今後の展開では、クラウド技術によるサービスの革新、

そして低遅延・広帯域化が進むモバイルネットワークの新たな

サービスの可能性について考察した。

　クラウドテレフォニー事業は電話を Web と連動させること

で、電話にさまざまな情報を付加することができ、それぞれの

利点を生かしたコミュニケーションツールをさまざまな事業者

様にご提供している。お客様に求められているサービスは何な

のかを技術の視点から常に考え、新しいサービスをこれからも

提供していく予定である。

参考文献

[1] 経済産業省：「平成２１年度我が国情報経済社会における基盤整備」
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     経済産業省,(2010)
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● ネットワーク＆アウトソーシング事業本部
　ネットワークソリューション部　事業推進課
● クラウドテレフォニー事業の企画・マーケティングに従事
● 次世代IX研究会、VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース、
　Hotaruプロジェクトの各メンバーを歴任

2.  サービス紹介
　クラウドテレフォニー事業で提供している Call ノート、Call

クレヨンと音声自動応答サービスについて詳しく紹介する。

（１）Call ノート

　Call ノートは転送電話の技術を使った通話ログ情報提

供サービスである。この通話ログは広告事業者様向けに

マーケティングデータとして、また CRM(Customer 

Relationship Management) などのツールと連携する

ことで顧客管理に活用することができる。

　I P 電話の電話番号 (０５０)、着信課金用電話番号 (０１２０/

０８００) を使って顧客がダイヤルした電話をCallノートは、

設定された事業者様に転送する。図１に具体例を示す。

①不動産ポータルに掲載されている問い合わせ電話番号

　(０５０-XX１１-XXX２)を見た顧客 Aさんが０５０-XX１１-

　XXX２に電話を掛ける。

②CallノートのSIP サーバは着信を受け、転送先に登録

　されている電話番号 (０３-XX６７-６７３８)に掛ける。

③品川不動産システム ( 転送先 ) が受話し、ガイダンスの

　設定があればガイダンスを流し、顧客 Aさんからの電話

　と品川不動産との電話をつなげ転送を完了する。

④SIP(Session Initiation Protocol)サーバは接続に関する

　情報をログとして管理している。不動産ポータル管理者は、

　このログを CSV(Comma Separated Values) 形式で日

　次履歴として、Web 管理画面や Web API (Application 

　Programing Interface)を使ってダウンロードできる。

⑤不動産ポータル管理者は、契約者に Email で電話履歴

　を通知できる。

⑥不動産ポータル管理者は、Web API でリアルタイムに

　通話履歴を取得できる。

　Call ノートで得られる通話ログはさまざまな分析デー

タとして使われている。加盟店への転送回数を送客実績集

計に利用したり、メディアへ広告を打った後の反響の測定

に利用したりすることができる。また Email の活用法はお

客様の管理に利用するだけではなく、加盟店が電話に出ら

れなかったお客様へ電話を掛け直し見込み顧客の取りこ

ぼし防ぎ、Web API のイベント通知では電話履歴データ

を CRM に連携することで顧客管理にも利用できる。この

ように Call ノートは通話の後処理に非常に便利なツール

としてご利用いただいている。

図１  Call ノート概念図

（２）Callクレヨン

　Callクレヨンは Callノートと同様に転送電話の技術を

活用し電話に Web 情報を紐付けた新しい価値を提供す

るサービスである。Call ノートとは異なり顧客に表示する

電話番号は静的に与えるのではなく、利用者の Web サイ

ト上の情報が紐付けられた電話番号を利用者に動的に付

与する。この電話番号は Call クレヨンサーバ内で電話を

掛けた利用者の Web サイト上の情報と結びついている。

例えば ( 図２)Web ページで不動産情報を見た顧客が、不

動産についての問い合わせをしたい時に”電話で問い合わ

せボタン”を押すとこの Web ページ情報に紐付けいた電

話番号が Web 上に表示される。顧客が掛けたこの電話は

コールセンターへと転送される。コールセンターでは、この

電話をユーザの情報呼び出しに利用し、利用者のWeb 上

での行動を画面に表示しながら通話することにより、通話

の効率化を図ることができるというサービスである。

　この電話番号に付与することができる情報は、Web で

取得できる情報だけではなくスマートフォンに多く搭載さ

れているセンサー情報や GPS(Global Positioning 

System) の位置情報など利用シーンは多岐にわたる。

　そして、この技術を応用したサービスの一つに電話認証

サービスがある。Web サービスなどを認証利用するため

に利用予定の端末電話番号を入力してもらい、これを認証

するための認証用電話番号を動的に利用者に通知し、電

話を掛けるだけで認証を行うサービスである。ランダムに

図２  Call クレヨン概念図

3.  クラウドテレフォニーサービスを支える技術
　前章で紹介したサービス群はクラウド・コンピューティング

モデルを基盤とした構成 ( 図３) で提供している。クラウドテレ

フォニーサービスは、インフラを含めすべてを自前で構築して

いるプライベートクラウド環境であり、サーバの仮想化による

リソースの利用効率は高く、非常に効率的にインフラを活用し

ている。インフラ層の上のプラットフォーム層にはサービスを

構築するための機能群が用意され提供サービス毎に機能を組

み合わせて提供している。以降にはクラウドテレフォニーの核

となる機能について詳しく解説する。

発行する認証用電話番号が記憶認証の役目をし、自端末

の所有認証も合わせて行える２要素認証をこの仕組みで

作り上げることができる。

（３）自動音声応答サービス

　利用者がダイヤルした DTMF(Dual -Tone Multi -

Frequency) 信号をサーバで認識し、それに対する結果を

条件分岐で判断し IVR(Interactive Voice Response)

機能で自動的に応答するサービスである。情報提供や資料

請求、申し込みの受付など対応が多岐にわたらない簡単

な電話対応に利用できるサービスで、オペレータを必要

とせず２４時間受付が低コストで実現できる。主な利用

シーンとしては、宅配便の再配達申し込み受付やタク

シーの配車予約などがある。
図３  クラウドテレフォニーのインフラモデル

図４   PhoneCookie™の仕組み

（１）電話転送機能とSIP 接続機能

　クラウドテレフォニーは、今や IP 電話サービスの中核

技術である SIP を電話基盤としている。SIP は NGN

(Next Generation Network) や次世代無線技術で

ある LT E(Long Term Evolution) においても IMS( IP 

Multimedia Subsystem) 基盤の中核として採用されて

いる技術である。インテックではこれまで研究所 ( 現、先

端技術研究所 ) にて H.３２３や SIP のコミュニケーション

プロトコルの研究を行ってきた。その成果として VoIP

メーカー様や大手通信事業者様へのソリューション提供

の実績が豊富にある。クラウドテレフォニー事業では、この

自社製品であるSIP サーバ”Joyf lex”のソフトウェア版

を電話基盤として活用している。自社開発ソフトウェアを

基盤としているため、作り込みや変更の自由度が高いこと

がメリットとして挙げられる。現在このサーバを使って、電話

の転送、SIPによる接続などをサービスに活用している。

（２）PhoneCookie™機能

　PhoneCookie™( 特許出願中 ) は Web の世界で標準

となっている「ユーザ識別」や「セッション管理」を実現する

目的などに利用される「Cookie」の概念を『クラウドテレ

フォニー』に応用した ITHD グループの独自技術である。

　Callクレヨンは、「発信時刻」「通話時間」「閲覧中Web

の URL」「個人ID」など電話・Web のそれぞれが保持し

て い るトラン ザク ション 情 報 を 収 集・結 合 し、

PhoneCookie™という形で一時的に保持する。そして

PhoneCookie™が保持する情報は、Callクレヨンで提供

している API を介して活用が可能になるという技術であ

る。( 図４参照 )

図５  音声合成サービスサーバ間プロトコル概念図

4.  新しい流れと今後の展開
　２０１１年がスマートフォン元年と言われているように、この年

国内大手移動体通信事業者は iPhone 人気に押される形で

次々とスマートフォンを投入し、これまで主流であったフィー

チャーフォンからスマートフォンへと急速に舵を切った。どこで

も一つの端末で Web と電話ができるスマートフォンは、私た

ちのワーク、ライフスタイルに大きな変化をもたらしている。こ

の変化の中でこれまでサービス化がなかなか困難だった技術

がサービス化され脚光を受けている。それは先ほども触れた音

声認識・音声合成サービスの分野である。Google 社が提供す

る携帯電話向け”Google 音声検索”(２００９年１２月から提供開

始 )、Apple 社が提供する”Siri”(iOS 向け秘書機能アプリケー

ションソフトウェア ) は２０１２年３月から日本国内でも提供を

開始し、国内サービサーとしてはドコモも”しゃべってコンシェ

ル”、”しゃべって検索”、”通訳電話サービス ( お試し版 )”など

機械音声によるサービスを展開し始めている。音声認識技術

は、これらサービスの要素技術である。音声認識技術は、マイク

を通して入力された音声と、あらかじめ登録しているデータ

ベースの言葉とを比較・参照しパターンマッチングする技術で

ある。パターンマッチングは登録されているデータ量が多けれ

ば精度の高い結果を得ることができるが、その反面検索に時

間を要してしまい、即時性が求められる会話では成り立たなく

なってしまうということが問題となる。これらのサービスを可

能にしたのが大量のデータを保存することができ、かつ保存

データを素早く検索できる環境、クラウドである。上記に挙げ

た企業はサービス提供することで、多くの音声データをさらに

取得し大規模な音声データベースを構築し続けている。

　このように技術的に困難だったサービスも技術の進歩によ

り提供され始めている。我々の IVR 機能はユーザからの入力

はDTMFトーンであり「耳で聞く」「手で入力する」という動き

を何度も求めることになり、利用者にとっては使いやすいイン

タフェースとは言えず、提供側の都合でこのようなサービスと

なっていることは否めない。音声認識技術についても技術的、

サービス的な評価を行いプラットフォームへの導入を急いで検

討したい。

　そして近年の動きとしてもう一つ重要なのが、各移動体通信

事業者が計画を前倒して進めている低遅延、大容量ネットワー

クである。昨年３G(３rd Generation) ( 図６) と LTE( 図７) で

ネットワーク品質測定をした結果が以下である。３G は非常に

揺らぎが大きく、特に左のグラフでは W-CDMA(Wideband 

Code Division Multiple Access) から HSPA(High Speed 

Packet Access) への切り替えが起きたためか、ネットワーク

特性が急に変化したりしているのに対して、LTE の RTT はほ

ぼ５０msec 前後で通信が安定している。

図６  ３G ネットワークでの通信遅延測定結果

図７  LTE ネットワークでの通信遅延測定結果

　３G のデータ通信を使って音声を流そうとすると、揺らぎが

大きいためにバッファーを大きくして音声品質を良くするため

の調整が必要となるが、バッファーを大きくするとその分通話

全体の遅延をさらに大きくしてしまうことになる。また、３G の

伝送速度が小さい問題を回避するために IP 電話で主に利用さ

れている G.７１１などのコーデックを使わずにパケットサイズの

小さいものを採用したりして音質改善のため調整が必要であっ

た。しかし、LTEでは５０msec前後で通信が安定しているため、

LTE のデータ通信上での音声通話を検討しても良い環境であ

ることがわかる。現在、大手通信事業者からベンチャーまで数多

くの事業者がデータ通信ネットワークを使った電話サービスを

提供している。

　これらの評価と実際の通話試験の結果より品質的には LTE

ネットワークは有効なインフラであると確認できた。内線電話に 図８  One number サービスの概念

インテリジェントな Call ルーティング機能を組み合わせ、電話

番号を集約 (One phone number を実現 ) する電話サービス

( 図８) を現在内部テスト利用中であり、サービス化に向けて評

価を進めている。
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サービス

自動応答
サービス

PSTN
接続
サービスSaaS

プラットフォーム層

インフラ層

電話転送機能  　    電話番号払出し機能　   PhoneCookie機能　    DTMF 認識機能

通話履歴機能              　課金機能　                 IVR 機能　              SIP 接続機能

サーバ (CPU, メモリ )　                 ストレージ　             ネットワーク(FW, LBも含む)

サービス提供者

利用者

コールセンター

Webサイト
利用者情報

検索履歴

閲覧中のページ

Web
API

電話番号払出し

PhoneCookie 生成

PhoneCookie と
電話番号の紐付け

電話転送
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③http/https
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応答結果
処理サーバ

音声合成サーバ

Joyflex(UA)

モバイルフォン

固定フォン

外線

お宿さま番号
03-XXXX-XXXX

発信

着信

( 発信 )外線への発信では050番号が発信者番号となる
(着信 )外線からの着信は着信可能な端末すべてに着信する

One phone number

内線番号
53283

内線番号
53212

外線番号
050-XXXX-XXXX

Follow me

（３）IVR機能

　「４.新しい流れと今後の展開」でも述べるが、スマートフォ

ン向けのサービスを中心に音声認識・音声合成サービス

が近年急速に展開し始めてきている。音声認識はパターン

マッチ技術である。日本語は同音異義語が多いため、自然

会話を分析するには大量のサンプルが必要となり、この

データを集めることが難しい。また、音声合成は自然なイン

トネーションに近づけるために細かいチューニングが必要

な技術である。

　我々が提供している IVRサービスは、利用者からの入力

をDTMFトーンによる信号入力で受付、トーン信号認識後

の音声応答用に合成された音声をサービスで活用してい

る。図５に具体例を示す。

①SIP サーバ兼 UA(User Agent) 機能の Joyflex が利

　用者からの着信を受ける。

②Joyflex は音声合成サーバへMRCP(Media Resource 

　Control Protocol)で音声合成要求し合成音声を受け取る。

③Joyf lex は利用者からの入力で取得した情報を Web 

　APIを使って応答結果処理サーバに送る。

3Gネットワークでの計測結果（１） 3Gネットワークでの計測結果（２）

LTEネットワークでの計測結果（１） LTEネットワークでの計測結果（２）


