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自然言語処理：人工知能 AI

キビット

テキストデータの解析に特化した人工知能「KIBIT」は
エキスパートの経験に基づく暗黙知を学習し、意思決定をサポートします
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少量の学習でOK

人間の暗黙知を学習

日英韓中の４ヶ国語を対象に

膨大なデータが必要とされる

人 間 が 持 つ固 有の

文章の特徴から

機械学習分野において

判断基準を

判断することが可能

少量のデータで学習可能

学 習することが 可 能

テキストに特化
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人工知能

人工知能「KIBIT」は、わたしたちの判断や
発見をサポートするテキストデータに特化
した人工知能です。ユーザーから与えられ
た教師データ（サンプルとなるデータ）に

とは？

キビット

KIBI（機微）：人間の微妙な心の動き ＋ BIT：情報量の最小単位

暗黙知の学習

テキスト解析

含まれる特徴を学習し、その学習結果に基
づいて、他のデータを評価することにより、
大量のデータからユーザーの意図に合致す
る情報を抽出することができます。

必要な情報の抽出

スコアリング

簡単操作の基本活用ステップ
人工知能「KIBIT」は３つのステップで簡単操作（学習データのみでパラメータ操作不要）
解析対象
データ

お客様

関連性

管理画面で

高

簡単

チェック
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準備
関連性
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学習
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解 析

低

仕分け
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専門家の 暗黙の基準 を学習し、必要なデータ抽出を支援
人工知能「KIBIT」は特許 (※) を取得した独自の解析アルゴリズムで目的情報を高速に抽出
(※) 特許第 6346367 号

K

❶ 教師データの準備

❸ 解析
高スコア

最適化

スコアリング

解析対象データ

形態素解析

教師データ

重みの計算

関連あり

形態素解析

解析対象からサンプリング
された一部データを分類

❷ 学習

少量の教師データでOK

低スコア
独自開発した学習・評価のアルゴリズム
Landscapingを活用し、解析

人工知能
「KIBIT」
は自然言語解析に特化した人工知能エンジンです。
メールや報告書、特許をはじめとする膨大なテキストの中から、
キーワードでは見つけられない重要データを発見するのに効果的です。

実用に足る精度を出すために、多くの教師データをご用意いただく
必要はありませんので、スピーディーに運用を開始できます。

関連なし

関連性の有無を
基準にして確認・分類

テキスト解析に特化

高スコアの
データから確認

専門家の 暗黙の基準 を学習
経験や知識に基づく高度な分野において、重要データの発見・抽出を
再現し、さまざまな業務領域でのビジネス判断をサポートします。

大量の教師データや大がかりなプラットフォームは不要
人工知能「KIBIT」は少量の教師データと小規模な設備ですぐに利用開始可能
従来の機械学習やディープラーニング技術
とは異なり、人工知能「KIBIT」は、あらか
じめ大量のサンプルデータを読み込ませて
学習させたり、学習させるために大がかり
なプラットフォームを用意するといった課題
はありません。学習させるための教師デー
タは数十件程度で済み、学習に要する時間
も数分で完了します。

従来の機械学習

Landscaping

教師データ

大量の教師データと解析処理への
大規模設備、学習完了して使い始
めるまでの一定期間や時間が必要

教師データ

Output

少量の教師データと
小規模な設備で
稼働可能

Output
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活用、運用イメージ
人工知能「KIBIT」はその卓越した能力で、業務工数の大幅な省力化を実現します。
取引先
社外
社員・スタッフ・チームメンバー

人工知能によるビジネスデータ分析

社内

日報、お客様からのお問い合わせやレビューなど、
すべての内容を読み込んで、把握することが難しい
膨大なテキストデータを、多忙な管理・監督者、
担当者に代わって人工知能「KIBIT」が分析します。
事例１：何千件、何万件もの顧客アンケートを分析。改善要望を抽出しフィードバック
事例２：社員の面談記録を分析。不安や不満を抱えている傾向がある社員を抽出しフォロー
事例３：営業記録を分析。コンプライアンス上、問題ある説明や提案がされてないかチェック
事例４：過去の優秀人材のエントリシートを学習。新卒エントリシートより優秀学生を抽出
事例５：会員プロフィールと成婚実績データを学習し、マッチングするパートナーを判別
事例６：家庭や家族の面談記録、調査データを学習。ネグレクトや虐待の疑いを抽出

チャンス

リスク

暗黙知
人工知能が分析・検知
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メール・チャットデータ
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人工知能によるメール ＆ チャット監査

CY
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サーバーからインポートしたメール・チャットデータ
に対して人工知能「KIBIT」によるスコアリングを実施。
スコアの高いデータから内容を確認することで、効率
的に監査を行うことができます。
事例１：セクハラやパワハラの疑いのあるメールやチャットを検知
事例２：いじめの予兆やいじめの疑いのあるメールやチャットを検知
事例３：社内規定やルール上問題のある、営業メールや営業チャットを検知
事例４：メールやチャットより、要望やクレームが寄せられていないか検知
事例５：贈収賄やカルテルの疑いのあるメールやチャットを検知
事例６：顧客情報や機密情報などの情報漏洩を検知

幅広いビジネス領域でも活躍
人工知能「KIBIT」はさまざまな業種、業態において必要なツールとして評価されております。
人事関連
採用業務での
エントリーシート分析
離職防止を目的とした
面談記録の解析

営業関連
営業日報の分析
・リスクとチャンスの分析
・コンプライアンス遵守

経営企画関連
企業経営に
インパクトがある
ニュース情報を抽出

カスタマー
サポート関連
お問い合わせ対応履歴や、
商品レビューコメント
の仕分け

技術・研究開発関連
Web 上の論文や
SNS データの分析、抽出
暗黙知を AI に
学習させ技術継承

監査関連
情報漏洩防止を
目的としたメール監査
監査記録の
仕分け

管理・監督者
（ユーザー）
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人工知能「KIBIT」製品ラインアップと機能
ソフトウェア / ライセンス

製品機能

人工知能による
ビジネスデータ
分析支援システム

キビット ナレッジプローブ

人工知能による
メール ＆ チャット

キビット コミュニケーション メーター

監査システム

※E メールの監査に特化した「KIBIT Email Auditor」が
複数のチャットツールにも対応し、大幅な機能アップにて
本製品として生まれ変わりました。

機能概要

利用用途

営業日報やお客様からのお問い合わせ、口コミ
など、コミュニケーションにおける膨大なテキ
ストデータを解析し、見つけたい情報の抽出や
顕在化していない課題を予兆検知するビジネス
データ分析支援システムです。ビジネスチャン
スを逃さないための支援はもちろん、 ビジネス
リスクを見つけ出すといった支援をいたします。

・営業記録分析/日報分析
・アンケート分析/VoCテキスト分析
・コンプライアンスチェック
・エントリシート分析
・面談記録分析
・パートナーマッチング
・(応用・開発 )法務契約書チェック
・(応用・開発) 景表法抵触チェック

監査担当者の暗黙知を人工知能「KIBIT」が学習
し、Eメールやチャットなどのオンラインコミュ
ニケションツールによる、送受信された大量の
メッセージ文書より見つけたいやり取りを抽出
する、メール ＆ チャット監査システムです。
表現を変えたテキストも類似性や文脈を示唆す
る意味を捉えて抽出しますので、高い精度で目
的の文書メッセージを見つけ出します。

・営業行為による不正検知
・ハラスメント行為検知
・クレーム予兆検知
・炎上検知
・法・規制に反する表現検知
・贈収賄検知・FCPA検知
・カルテル検知
・情報漏洩検知

※記載の機能は一例です。人工知能「KIBIT」の AI 能力を活かすことでさまざまな利用が生まれます。

人工知能「KIBIT」開発用API
C

ライセンス

製品機能

機能概要

利用用途
・人工知能「KIBIT」を活用するシステ

人工知能システム開発用API

人工知能「KIBIT」を、新規でお客様が開発
するシステムと連携させたり、既存システム
に新機能として人工知能「KIBIT」と連携さ
せる機能を追加する場合に必要となる、外部
APIライセンスです。
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キビット コネクト

ムを新規開発
・既存システムに人工知能「KIBIT」と
連携するシステムを開発

CMY

K

※KIBIT - Connect のご購入には約款への同意が必要です。

人工知能「KIBIT」開発元 FRONTEO 司法分野で豊富な実績
豊富な経験に基づくFRONTEO のコンサルティングは、
「確実に」
「効率よく」
ディスカバリに必要な準備・手続きを進めることができます。さらに司法分野
では米国の民事訴訟において、企業が保有する膨大な電子データの中から必
要な証拠データを素早く発見し、高い精度での情報開示を圧倒的な効率で実
現への支援をしており、人工知能「KIBIT」はこの見地が活かされております。

製品開発元

株式会社 FRONTEO

〒1108-0075 東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル7階
URL https://www.fronteo.com/

製品およびご購入に関するお問い合わせ

IT エンジニアリング事業本部

エンタープライズ第三部

〒135-8110 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント
TEL：03-5859-3023（部代表）
E-mail：kibit-info@ml.scsk.jp
製品情報 https://www.scsk.jp/sp/kibit/

※本カタログに記載の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。
※本カタログの記載内容は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本カタログの記載内容は、20２１年 10 月１日現在のものです。

