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第三金融事業本部の事業拡大に向けた取り組み

6 CONTIMIXE AI（FAQ）

AI を用いて日本語の意味を理解する
FAQ システム
金融業界では、制度改正や各種規制サービスの多様化などによる業務や手続きの複雑化に伴い、営業店から多くの問い合
わせが本店に寄せられており、その対応に時間が割かれている。その負担軽減を図るのが AI を用いた FAQ システム
「CONTIMIXE AI（FAQ）」である。AI を用いて検索ヒット率を高めるとともに、使いやすさを徹底的に追求している。

ムで問い合わせ対応の負担を削減す

文章の意味を解釈することで
検索ヒット率が向上

るシステムを検討・開発し、2019
年 5 月 よ り「CONTIMIXE

金融機関の本部には、営業店の担
当者や事務担当者からのさまざまな

AI

（FAQ）」を提供開始した。
NTT グ ル ー プ の AI 関 連 技 術

問い合わせが寄せられる。しかし、 「corevo 」を活用することで、質
問い合わせ担当の専門スタッフがい

問文の意味を解釈し、同じ単語が

るものではなく、通常業務を行いな

入っていなくても単語や文章の類似
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このようにご利用いただけるシス
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とんど利用されなかった、という経
験がある。

して誰にとっても使いやすいも
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様の状況にあわせた提案を行っいる。

ス）を徹底的に追求することにした。

合にはコールセンターに接続し有人

NTT データ社内のアジャイルプロ

対応に切り替え、その対応時の音声

フェッショナルセンター（APC）、

データを記録して QA データの作成
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に活用する検証も進めている。

POC 失敗の経験から
使いやすさを徹底追及

わせ対応の効率化は実現できるが、

本部に一日 200 件ほどの問い合

門の協力を得て、利用者の業務フ

さらに、蓄積したデータを活用し

わせがあったお客様では、このシス

ローを分析して仮説の構築・検証を

たり他のシステムとの連携をすすめ

テムで月 1500 件の検索が行われる

行い、デザイナーに依頼してプロト

ることで、金融機関が個々の顧客に

ようになった。ひとつの質問に対し

タイプ画面を作成するなど、使いや
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考慮しても、潜在的な問い合わせの
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ングサービスを展開していくサポー
トをしていきたいと考えている。
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