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はじめに 
 
2019年に初めて「What are Digital Humans | デジタルヒューマンとは？」のeBookを
発行したとき、テクノロジーは現在よりもはるかに遅れていました。

当時、 対話型AIを活用しようと試していたのは、ごく一部の革新的なブランドや企業だ
けでした。　ー あとでご紹介する顧客、患者への対応や従業員としてデジタルヒューマ
ンを採用し成功したイノベーター達です。

それが今、急速に変化しだしました。例えば、UneeQ Creatorのようなデジタル・ヒュー
マンを作成するプラットフォームがあります。その結果、記録的な速さで、いくつかの素
晴らしいユースケースが登場しました。   
例えば、ローン申請書の作成をサポートするアシスタント、睡眠やメンタルヘルスのコ
ーチ、デジタルコンパニオンまで。みなさんが考えた利用方法は我々の想像を超え、プラ
ットフォーム活用の幅広さを目の当たりにして、本当に興奮しています!

しかし、残念なことに他の多くの事はあまり変わっていません。 
 
今日の顧客向けチャネルの大半は、個性や交流、エンゲージメントの形を欠いていま
す。 
Webサイト、チャットボット、オンラインフォーム、FAQなどのセルフサービスの自動化は、
インタラクションではなくトランザクショナルなものです。実際には、今後もそのような
状態が続くと思われます。

つまり、トランザクションでは、カスタマージャーニーに大きな断絶が生じているのです。 
具体的には・・・

Danny Tomsett 
UneeQ Founder and CEO
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ブランドは数千万から数億円をかけて、非常に個性的で記憶に残る広告を作ります。 
風景写真や、飲み物のカンやビンの写真だけで、ブランドや体験が伝わりますか？ 
最高の広告は、見た者の感情を揺さぶるものであり、私たちを笑顔にしたり、笑わせたり、 
共感させたりするパーソナリティを持った人物、キャラクター、ブランドアンバサダーによって 
支えられています。　 
ー USCによると、「好感度」は購買者がブランドに対して抱く最も価値のある感情であり、 
     広告における売上増加の最大の予測因子となっています。

感情を揺さぶる広告ができました。さて、次に何をすべきでしょうか？ 
ほとんどの場合はウェブサイトに誘導するでしょう。　ウェブサイトはユーザー自らが必要な情報を探しだし、 
読み、理解する体験を与えるだけです。 
 
次に、チャットボットという応対チャネルです。ユーザー起点で、求められる情報を与える事ができるようになった 
かもしれませんが、しかし、文字だけで本当にユーザーへ伝わっているのでしょうか？ そこに感情を揺さぶるものはありますか？ 
 
実際は、多くを投資して作り上げたパーソナリティ主導のエンゲージメントが完全に消失しています。 
 ー いいかえると、自動化と低コストサービスのために犠牲になっているのです。 

昨年の調査では42％のブランドが、チャットボットの戦略的な最優先事項として、 
 『より多くの “ヒューマン・エクスペリエンス “を創造すること』と答えています。 
 
単なる自動化で低コスト、機械的な取引ではなく、顧客とのやりとりでインタラクション（相互作用）を生み出すという任務を与えたとき、チ
ャットボットではない、デジタルヒューマンだからこそ実現できることがあります。

先進的な企業は、カスタマージャーニー全体にデジタルヒューマンのパーソナリティを定着させ、エクスペリエンス（体験）をカスタマイズす
ることで、より深い顧客関係を築いています。 記憶に残るカスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）と、ポジティブなカスタマー・エクスペリ
エンスを維持することで、カスタマー・ロイヤリティを拡大し、MRRを向上させ、最終的にはカスタマー・ライフタイム・バリューを延長するこ
とができます。  
今回の「What are Digital Humans | デジタルヒューマンとは？」の最新版では、このような変曲点があることがわかりました。ブランドは
このことを理解し、迅速にソリューションを構築しています。もちろん、ここ最近に起こった大きなインパクトがある出来事は、非接触で、常
に利用可能な、デジタルヒューマンのようなデジタル的に魅力的なアプリケーションの使用を加速させました。これらのことについては、こ
のeBookの次のページで詳しく説明します。.

今回もいつものように、「デジタルヒューマンで、昨日まではできなかったことが、今日は可能になるのではないか」という想像力を膨らませ
ていただきたいと思います。我々に、あなたのアイデアやインスピレーションを聞かせてください！
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デジタルヒューマンとは、AIを搭載した生き生きと動くデジタルAIアバター（ペルソナ）のこと
で、あなたやあなたのスタッフ、患者さんやお客様のことを見て、聞いて、理解することができ、

「人間同士の会話」を再現することができます。

現在、デジタルヒューマンは、実世界ではキオスク上で、デジタルな世界ではウェブブラウザや
モバイルOS上に存在し、一度にほぼ無限の数のお客様に同時に対応することができます。

デジタルヒューマンの後ろ側には、行動、EQ、発話をリアルタイムに判断するAIプラットフォー
ムが接続されており、本当の人間と同じように自然に会話ができるようになっています。 

デジタルヒューマンは、ナレッジを共有するために別の「脳」に簡単に接続することができま
す。それがチャットボットであっても、NLPであっても、さらには人間が直接学習させることもで
きます。

重要なのは、デジタルヒューマンが、ブランドの個性、声、性質を体現することです。デジタルヒ
ューマンは、幸福感、共感、温かさ、親しみやすさなどの感情を表し、行動、口調、ボディランゲ
ージを通して、冗談を言ったり、サポートを示したりすることができます。

これらはすべて、より良い、より魅力的な、パーソナライズされた体験のために行われます。デ
ジタルヒューマンは、カスタマージャーニーを通して一貫して人間的なタッチポイントとなる
ことで、ブランドとユーザーの間に価値ある感情的なつながりを築くことができるのです。

デジタルヒューマンとは?
それは生命体, 未知なるものです。
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体験型AIの時代へ
2025年には、顧客との対話の95％を 

AIが担うようになると 
言われています 2.

このことは、顧客経験(CX) 3 を基準にしていると答えている 
90％のブランドにとって懸念すべきことです。 

なぜなら、人との感情的なつながりを生み出すためには、 
『ヒューマンタッチ』が非常に価値あるものであると 

証明されているからです。

デジタルヒューマンは、現実世界に生きる人間とおなじような 
感情的なつながりをもたらす事ができる唯一のソリューションです。

デジタルヒューマンは、信頼を築き、CXを向上させ、ブランドの個性を
体現し、24時間365日サービスを提供することが可能です。

デジタルヒューマンのアドバンテージとは?

それは、カスタマーエクスペリエ
ンスの大いなる進化です “何十ものカテゴリーの何百ものブランドを調査した結果、 

顧客価値を最大化する最も効果的な方法は、 
単なる顧客満足を超えて、 

感情レベルで顧客とつながることであるとわかりました。” 

– Harvard Business Review 1.

1 | www.hbr.org/2016/08/an-emotional-connection-matters-more-than-customer-satisfaction 
2 | www.financedigest.com/ai-will-power-95-of-customer-interactions-by-2025.html 

3 |  www.hbr.org/2017/07/your-customers-still-want-to-talk-to-a-human-being
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ブランドに命を吹き込む
デジタルヒューマンは、ブランドのアンバサダーや創業者、
マスコットなど、既存のパーソナリティを再現して存在する

（クローンを作成する）ことができます。 
また、ブランドそのものを体現するように新たにデザインす
ることも可能です。

デジタルヒューマンは、デジタルの世界でも、物理的な世
界でも展開することができ、様々な顧客とのタッチポイント
において、インタラクティブでパーソナリティあふれるイン
ターフェイスとして機能し、ブランドへの一貫性とより大き
なつながりを提供します。

デジタルヒューマンは、忠実なブランドアンバサダーとして
活動します。デジタルヒューマンは、人間と同じ様な感情を
表情をつかって再現することができますが、気分が乗らな
い日はなく、24時間365日同じ質問に答えることにイライラ
することもありません。
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“デジタルヒューマンのミアに命を吹き込むこと“デジタルヒューマンのミアに命を吹き込むこと
で、オンラインで住宅ローンを申し込む際のまっで、オンラインで住宅ローンを申し込む際のまっ

たく新しい方法と体験を提供することができ、 たく新しい方法と体験を提供することができ、 
デジタルバンクのイメージを一新しました。デジタルバンクのイメージを一新しました。””  

                                – – Lee Hatton, CEO of UBankLee Hatton, CEO of UBank
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データーに精通
デジタルヒューマンは、ナレッジベースや、外部
のデータソースと統合できるように設計されて

います。 
デジタルヒューマンは、あなたが教えたことを
決して忘れることなく、何千もの答えにアクセ
スできる “スーパーブレイン “となり、それぞれ

の答えを瞬時に提供します。
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人間では出来ないような方法を実現
デジタルヒューマンは、人間ではないがゆえに、偏見が
なく、100％の機密性を保持し、実際の人間が対応でき
ない場合でも24時間体制で業務を遂行することができ
ます。

これらの特性により、例えば、人々の経済的・メンタル
的な不安の解消や、読み書きの不自由を解消する等に
役立っています。また、恥ずかしくて人に聞けないような
質問をしても、デジタルヒューマンはいつでも、何度で
も喜んで答えます。

このような理由から、デジタルヒューマンは、メンタル
ヘルスコーチ、金融ガイド、住宅ローンの専門家、心臓
手術後のサポートワーカーなどとして活用されていま
す。
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デジタルヒューマンとの対
話はどのようにしますか?

質問して良いですか？
 1. ユーザーは自らの好みの端末で、ウェブサイト、アプリを利用した
り、または設置されたキオスクに向かって、話したり、タッチやタイプ
してデジタルヒューマンと対話します。

2. デジタルヒューマンは、音声認識機能をもっており、人間のように
会話の内容を理解する事ができます。

3. ユーザーから質問されると、処理を開始し、バックエンドで接続
されている会話プラットフォーム（Dialogflow、Watsonアシスタン
ト、LexなどのチャットボットやNLP）が、社内システムやナレッジベ
ースからのデータを利用して、より深く、より文脈のある正しい回答
を見つけてきます。

4. デジタルヒューマンプラットフォームは、表情、合成音声、および
ユーザー体験に必要な可能性のある情報やグラフィックを含んだ
応答セットを瞬時に作り上げ、インターネットを使って送ります。

5. ステップ1から数ミリ秒のうちに、デジタルヒューマンが話し、応答
することで、人と会話しているかのようなシームレスな体験を実現
しています。
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ユーザーはデジタルヒューマンをどう思っている?

89%
のユーザーは

デジタル化された顧客サービスには 
デジタルヒューマンを希望すると回答

88%
のユーザーは

デジタルヒューマンとの対話は 
自然に感じると答えています

こころの病をもつ患者は、実在
の人間よりもアバターの方が  

治療同盟 
(therapeutic alliance）  

を感じやすい 4

4 | http://relationalagents.com/publications/IVA13.pdf 

治療過程における現実的な協力や共同作業をあらわす概念であり、治療者とクライエントとの間の作業関係の確立をさす

ユーザーエクスペリエンス（顧客体験）に関する市場調査とUneeQのインサイトです。
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“これは、チャットボットの次の進化形だ
と思います。彼女はあなたによりパーソ
ナライズされた答えを教えてくれるでし
ょう… 。”

“街角で彼女を見かけた時にまた会ったねと
感じ、同時に彼女が話した内容をふと思い出

しました。 
デジタルヒューマンはチャットボットとリアル
な店員の中間的な存在であり、再会したと感
じた自分の感覚に違和感はまったくありませ

んでした。 ”
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“数年後、私の手術について彼等
に相談しているかもしれない。”
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どのようなブランドや組織が 
デジタルヒューマンを活用していますか?

大手ブランドや革新的なスタートアップが、 
すでに、デジタルヒューマンを活用しています。

ここでは、そのフロントランナーをご紹介します。

ほとんどのブランドが 
まだ到達したことがない場所へ.
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ステラは、アジアの大手通信キャリ
アSingtel（シンガポールテレコム）

の”Unboxed（5Gを活用した革新的な無人
小売店）”の顔であり、彼女の深い製品知識

と最も人間的な特徴である友好的な会話と
温かい笑顔を使って、エンドツーエンドの接

客を行います。

LEARN  
MORE
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https://www.digitalhumans.jp/singtel-case-study/


スイスにあるUBSのチーフエコノミストであ
るダニエル・カルトにとって、文字通り「時は
金なり」です。UneeQは、彼をの毛穴の中ま
で再現し、デジタルヒューマンのダニーを作

りました。

生身の人間と同様に、UBSのデータを使って
顧客に資産管理の予測を行っています。

LEARN  
MORE
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https://www.digitalhumans.jp/ubs-case-study/


ボーダフォンの店舗スタッフは、携帯電話を
販売するという本来の目的以外の雑務に、

多くの時間を費やしていました。 

そこでUneeQは、店内のキオスクに常駐し、
挨拶から案内、レシート印刷までのやり取り
全体を処理するデジタルヒューマンを作成

しました。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/vodafone/


ジョシーは、オーストラリアとニュージーラン
ドの大手銀行ASBのために作られました。

スモールビジネスを始める人にアドバイスし
たり、必要な手続き等のガイダンスを 

「顔の見える」デジタル専門家として提供し
ました。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/asb/


このデジタルヒューマンに見覚えはありませ
んか？UneeQ Creatorで用意されているペ
ルソナのひとつです。しかし、レイチェルは違
います。彼女は、米国の住宅ローン分野で顧
客にサービスを提供する最初のデジタルヒ
ューマンであり、業界のパイオニアであるア
ーカス レンディング社によって記録的な速さ

で導入されました。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/arcus-lending/


ノラは、ニュージーランド最大の小売グルー
プの一員であるノエル リーミングの店舗に
常駐するリテール・スペシャリストです。彼女
はお客様と会話し、店舗の案内をしたり、商

品に関する質問に答えたりします。 
お客さまからのご要望があれば、自分のチ
ームメンバーを呼び出すこともでき、お客様
がお店に入った瞬間から購入してお帰りに
なるまで、エンド・ツー・エンドの「人間らし

い」体験を提供します。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/noel-leeming/


元オールブラックスのジョン・カーワン氏は、
オーストラリアとニュージーランドのメンタ
ルヘルスアプリ「Mentemia」の創設者でも

あります。 
デジタル・ジョン・カーワンは、Mentemiaの

ユーザーの声に耳を傾け、より良い眠りへと
導く手助けをしています。タフな人はメンタ

ルヘルスにも気を配ることができるというこ
とを示すのに、ラグビー界の名選手以上の

存在はいないでしょう。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/mentemia/


UneeQプラットフォームを使用することで、ア
メリア（旧IPSoft）は、同社のエンタープライ
ズグレードのAIソリューションのIQに匹敵す
るEQを持つようになりました。彼女のデジタ
ルヒューマンユーザーインターフェースは、

アメリアの顧客とのより深いつながりをもた
らし、強力なビジネス価値を提供します。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/casestudies/ipsoft


LEARN  
MORE

2020年4月、ソフィーはCOVID-19パンデミック
において、質問をもつ人々に対して自らが得

た情報を話しはじめました。

当初は、WHOやCDCのデータを参照し、情報
提供をメインとしていましたが、次第に、社会

的孤立や孤独の問題が大きくなってきたので、
ソフィーをアップグレードして、仮想的に何か
について長くて深い会話ができるようにし、AI

コンパニオンとしての定義を広げました。
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https://digitalhumans.com/blog/you-can-now-speak-to-sophie-gpt-3-digital-human/


エルサレム・ヘブライ大学とのパートナーシ
ップにより、歴史上最も重要で影響力のあ
る科学者の一人、アインシュタインに新世

代が関わる方法を提供するため、2021年に
「Digital Einstein」を立ち上げました。 

ユーザーは、アインシュタインの人生や重要
なトピックスについて質問したり、毎日行わ
れるクイズに答えたりすることができます。

LEARN  
MORE
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https://digitalhumans.com/digital-einstein


あなたのブランドと顧客
体験に、まだ見たことが
ない足跡を残しましょう

エキスパートに相談する

カスタマーエクスペリエンスの未来は、人とデジタルの
双方にあります。

顧客はブランドに対して「ヒューマンタッチ」を必要とし
ています。  – あらゆるタッチポイントで一貫して関与でき
る、パーソナリティベースのインタラクション（相互作用）

我々のチームは、デジタルヒューマンを導入するための
ベストプラクティスをご紹介します。皆様が、デジタルヒュ 
ーマンにどのようなことを期待しているのかを教えてい
ただければ、よろこんで一緒に考え、それを可能な限り
ご提供します。

ウェブサイトにアクセス、デジタルヒューマンビルダーの
UneeQ Creatorの無料トライアルに登録するか、質問を
送信してください。 
エキスパートが全力でサポートさせていただきます。
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https://www.digitalhumans.jp/contact-and-help-center/
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