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FAQ

質問

業界用語

その他資料

暗号化通信

音声ストリーム

Assistant

対話による自動回答

Discovery

大量のデータを検索するとともに
適切な意思決定を支援

Speech to Text

音声をテキストに変換

POINT

質問に対する回答候補を表示。

簡単に話者分離 & テキスト化が可能に。

50 万円

学習データ

問い合わせ
履歴

テキスト変換

コンバージャーを追加するだけで

初期費用

商品/サービス
マニュアル

質問

Watson API

IBM Watson API

エージェントは効率的かつ的確に回答が可能に。

月額費用

60 万円

- サービス構築

- IBM Watson API 環境構築支援

- 問合せサポート ( 平日 9:00-17:00 メール )

+IBM Watson API 利用料

- 初期データ登録代行

- 利用状況レポート ( 月 1 回）
- 学習データ更新代行

※学習データはお客様にてご用意いただきます。
※オプションで、コンバージャーの販売および設定も承ります。
※別途、IBM Cloud（IBM Watson API）環境利用に伴い、サブスクリプション月額利用料が発生します。（初回：最低６か月契約）
※お客様のご要望に沿った個別環境やカスタマイズもご提案いたします。

3 か月

Knowledge Discovery
- クラウド型エージェント支援サービス -

ナレッジの資産化

担当者のスキルや経験に依存しない応対品質を実現

教育時間の短縮

ナレッジの有効活用で、研修時間を短縮

定着率の向上

エージェントの業務を支援することで応対
業務負荷を軽減。スキル習得への悩みも払拭

pp

下をご確認いただけます。

● 本サービスの機能および利用方法の理解

● お客様が保有されているデータを用いた、本サービスの精度確認
● 学習データの作成および運用フローの把握

※ Discovery：回答 / 文書（50 件程度）を基に、質問に対する回答精度を評価

500 万円

ort

!

ご提供価格：

の検証サービスを有償でご提供しています。なお、検証サービスでは、以

※ Assistant：お客様と定義した一問一答（50 件程度）を基に学習データを作成
※ Speech to Text：音声データを基に音声認識の精度を評価

カスタマーサービスのノウハウ / ナレッジを有効活用！

su

本番導入前に、本サービスを実導入可能かご判断いただくための 3 か月間

検証サービス

2018 年 5 月版

【前提条件】
・学習データはお客様にて
ご用意いただきます。
・IBM Watson API 利用料も
含まれます。

学習データ作成にお困りのお客様に！学習データ支援サービス

学習データは、お客様が運用しながら蓄積された情報を基に作成します。S&I では、お客様にご用意いただいた FAQ リストやマニュアルなどの
ドキュメントを基に学習データの作成および精度向上をサポートするサービスをオプションでご提供しています。
IBM Watson API

学習データ作成支援サービス

Assistant

45 万円～

Speech to Text

個別見積もり

Discovery

個別見積もり

お客様にご用意いただいた QA データを基にインテント・エンティティ・ダイアログ
を作成。

既存の音声データを基に書き起こしを実施し、辞書および学習データの登録を代行。

お客様にご用意いただいたドキュメント文書（Word/Excel/html などのテキストデー
タ ) を登録データ形式に変換し、検索機能の利用するための学習データを作成。

※学習データ精度向上は、仕様上ご要望の精度に満たない場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

学習データ教育支援サービス

55 万円～

全回答項目に対する評価および精度向上を実施。1 つの回答に
つき 5 件の評価用質問を作成、回答精度の評価結果をレポート。

個別見積もり

音声認識精度向上を目的に、評価および精度向上対応を実施。
一定の評価基準を定義し、音声認識精度の評価結果をレポート。

個別見積もり

検索結果の評価・フィードバックをしていただくことを前提に、
検索結果の関連性 / 優先度の重み付け学習を実施。

：カスタマーサービス編

エージェント支援

sandi AI は、業務の効率化や課題解決を実現する各種ソリューション / サー
http://sandi.jp/sandiai
東 京都中央 区日本 橋 箱 崎 町 30-1 タマビル日本橋箱崎 〒103-8507
Tel. 03-5623-7353 Fax. 03-5623-7887 info@sandi.co.jp
IBM Watson は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。
記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
記載された内容は 2018 年５月時点での情報に基づきます。内容は予告なく変更することがあります。

テキスト化

ビスを提供しています。カスタマーサービス編では、お問い合わせに対す
る回答候補を提案する「エージェント支援」、汎用的なお問い合わせに対
して自動で回答する「自動応答サービス」、お客様の声やお問い合わせロ

グを分析し、新たな知見やヒントを提案する「分析支援」など、AI の活用
で応対品質向上 / お客様満足度の向上 / 業務効率化を支援します。

お問い合わせ

テキスト情報を統合

分析
自動応答

チャットボット

お客様からのお問い合わせを IBM Watson が判別 / 回答支援！

個のノウハウからチームの仕組みへ。Watson 活用で期待される効果

support

Knowledge Discovery は、電話での応対中に任意のやり取りをリアルタイムにテキスト変換するとともに、お客

ナレッジ / ノウハウを共有できる仕組みができるため、熟練度の低いエージェントの業務をサポートし、教育時間の短縮やスキルや経験に依存
しない応対品質を実現します。

様からの質問に対する回答候補を Watson が洞察することで、エージェントの応対業務をサポートします。これ

まで熟練者でなければ対応できなかった業務も、スキルや経験によらず、内容を正しく把握し、適切な回答を提

AI 導入前の課題

POINT2

ナレッジの資産化

担当者のスキルや経験に依存しない
応対品質を実現

教育時間の短縮

ナレッジの ” 共有” で、スキル習得
を加速化、早期即戦力化を可能に

POINT3

属人化

POINT4

対応品質の向上

マニュアルや FAQ など大量に存在す
る情報を多角的に検索、的確な回答
を素早く提供可能に

スキル習得時間

定着率の向上

エージェントの業務をサポートする
への悩みも払拭

の負担増

A さん

ことで業務負担を軽減、スキル習得

対応時間

教育コスト

のばらつき

学習時間

15% 減

30% 減
退職

お客様の満足度水準

B さん

知識量

POINT1

応対品質の

AI 導入後の改善効果

A さん

採用

回答品質 (※)

80%
(※) 上位 5 件の回答候補の正答率

D さん

お客様の満足度水準

知識量

供できるようになります。

C さん

すべての機能が一画面に集約！直感的な操作で応対業務をサポート

ナレッジ /ノウハウが点在
・マニュアル /FAQ など
・応対履歴
・トークスクリプト

お客様との通話内容のリアルタイムテキスト化、回答候補の検索 / 評価（ナレッジ検索）、一問一答形式での回答候補の表示（FAQ 検索）の 3 つの機
能を一画面で操作できます。

利用→精度確認→学習の
サイクルで学習データの
精度を向上！

ナレッジ / ノウハウ

時間

時間

使えば使うほどナレッジ / ノウハウがたまる！運用しながら業務に最適な学習データへ
質問と回答候補の関連性を学習させることで、ユースケースや業務領域に最適なランキングモデルに育てられます。
agent

【運用フロー】

Knowledge Discovery を利用して応対業務を実施

● GOOD/BAD 機能でユーザー自身が回答を評価

システム
利用

回答候補をクリックすると、詳細が表示されます。詳細画面右上に表示される

[GOOD/BAD] ボタンで、その回答をユーザー自身が評価できます。評価結果は、
学習データの精度向上に役立てられます。

【回答候補をクリックすると表示される詳細画面】

精度
確認

学習

GOOD/BAD ボタンで回答を評価

admin supervisor

FAQ 検索

ナレッジ検索

マニュアル等のドキュメントで網羅されていない回

さまざまな形式のドキュメント (PDF,Word...) を回

質問に対する回答を一問一答形式で表示

答を登録・学習させることで、質問文から回答候補
を Watson が提案します。

機能一覧

関連性の高い回答を最大 10 件表示

答として登録・学習させることで、質問文から回答
候補を確信度と共に表示します。

音声認識

リアルタイムに任意の通話内容をテキスト化
ボタンもしくは、

自動的に音声入力を開始。PC に接続したマイクも

しくは受話器に向かって話しかけると、音声がテキ
スト化されます。

ユーザー管理

利用ユーザーの追加 / 変更 / 削除

FAQ 検索

音声テキスト / 検索テキストボックスにて指定された質問文から一問一答形式で自動回答する機能

音声認識

ナレッジ検索

FAQ 検索トレーニング

ナレッジ検索トレーニング
テキスト化音声検索

ボタンをクリックすると、

音声通話をリアルタイムにテキスト化 / 表示する機能

音声テキスト / 検索テキストボックスにて指定された質問文からドキュメントを検索し、回答箇所を洞察する機能

学習内容の定義 & 再学習の実施

● 学習データ支援サービスの活用で再学習を効率化

回答の記載内容が適切ではない、求めている回答ではないなど、
GOOD/BAD 評価により、BAD と評価された回答に対しては、
再学習が必要となります。

● トレーニング機能で回答精度を見直し

管理者 / スーパーバイザーは、トレーニング機能を使用し、GOOD 評価にも

関わらず回答候補の TOP5 に入っていない回答などに対して精度の見直しを
実施できます。

【ナレッジ トレーニング画面】

学習データ支援サービスを活用すれば、CORPUS factory が学

習データの精度向上をサポート。質問に対する重み付けや学習

admin
supervisor

agent

supervisor

agent

supervisor

agent

FAQ の登録およびトレーニングをする機能

admin

supervisor

通話ログの確認 / 検索する機能

admin

supervisor

admin

supervisor

ドキュメントを元に回答と質問の紐付けと重み付け（熟練）をする機能

admin supervisor

精度状況を確認

内容の確認など、効率的に再学習を実施できます。

CORPUS factory は、AI のスキルに長けた技術者
で構成される専門組織です。学習データの作成 /
精度向上をプロの目線でサポートします。
★マークを使用して回答のランキングを見直し

