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システムイノベーションを支えるICT基盤技術

コミュニケーション技術とICT基盤

企業や社会の活動において，生産性

の向上により，企業間・国際間の競争

力を強化させたいという要望がありま

す．その中で，コミュニケーションを

高度化させることにより，組織力を強

化し，生産性を向上させようという考

え方があります．

人間どうしのリアルタイムでのコミュ

ニケーションはもちろん，最近はICT

システムの介在が大前提となっている

環境下で，機械と人，機械を介した

人と人の間のコミュニケーションを円

滑にすることが必要不可欠になってい

ます．さらには，システムで管理され

ている文書やメールといった言語情報

などのいわゆる非構造化データを活用

することも，生産性向上に寄与できる

のではないかという期待が高まってい

ます．また，「ダイバーシティ」という

キーワードのもと，外国人とのコミュ

ニケーションや，ハンディキャップを持

つ人への自立支援が求められています．

機械とのユーザインタフェースも普

及デバイスに応じて変化し続けており，

コミュニケーションのしやすさに大きな

影響を与えています．このように，コ

ミュニケーション技術はICT基盤の一

要素となっています．

コミュニケーション技術の変遷

コミュニケーション技術の変遷を図１

に示し，同技術の動向を整理します．

1990年代はインターネットの普及に

伴い，電話から電子メールによるコミュ

ニケーションに移行していきました．

ICTシステムを介して人と人が「つな

がる」コミュニケーションが一般的に

なった年代です．2000年代になると，

携帯電話などのモバイル端末や，無線

ブロードバンドの飛躍的な普及により，

「つながる」にモビリティを加えた，「い

つでもどこでもつながる」に進化を遂げ

ました．加えて，スマートフォンの普及も

始まり，TUI（Touch User Interface）

の利用も一般的になってきました．そ

して，2010年代には，場面や状況に

応じてコミュニケーションを最適化

（オプティマイズ）し，「より適切につ

ながる」ことが一般的になると考えら

れます．ここでポイントとなる技術は，

言語，非言語の情報を活用するメディ

ア分析技術と，人と機械のインタフェー

スを向上させるデバイス技術であり，

実用レベルから研究レベルまでさまざ

まな検討がなされています（図２）．

コミュニケーション高度化に向けた
技術開発の取り組み

人と人，人と機械の良質なコミュニケーションが，社会・企業の生産性向
上の切り札として注目されています．これらコミュニケーションの高度化を
実現する研究開発の現状と今後に向けた取り組みについて，動向を踏まえた
うえで紹介します．
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図１　コミュニケーション技術の変遷 
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最近の事例では，爆発的に普及し

たスマートフォンをデバイスとしたコ

ミュニケーションの高度化アプリケー

ションとして，NTTドコモのしゃべっ

てコンシェルや，AppleのSiriなどが実

用化されています．今後ますます，高

度なメディア処理や，デバイスを活用

した新規サービス提供が続くものと予

想されます．

コミュニケーション高度化のねらい

コミュニケーションの高度化が解決

する課題は，ギャップの解消，質の向

上，交通整理（多重コミュニケーショ

ンの最適化），経験価値の向上の４つ

に分類できると考えています（表）．

NTTデータでは，取り組みステップ

として，まず，ギャップの解消を実現

するアプリケーション開発を目指して

います．

ギャップの解消は，従来不十分で

あったICTによるコミュニケーションを

負担感なく実施できるレベルに引き上

げるものです．特に近年，企業や社会

の活動における急速なグローバル化に

対応するために，言語のギャップを解

消する，外国語コミュニケーションに

対する支援の期待が大きくなっていま

す．具体的には，外国語の理解や作成

の支援のために，業務や利用者に最適

化された機械翻訳や文書作成支援の

アプリケーション開発を目指しています．

NTTデータでの先進事例

■日本語設計書作成支援ツール

システム開発業務においては，中国

をはじめとする外国でのオフショア開

発が活発になっており，日本語を母国

語としない外国人に，日本語での開発

文書作成を依頼する機会が増加してい

ます．しかし，すべての外国人に，十

分な日本語能力があるとは限らないた

め，日本語文書作成に時間を要した

り，表現や文法的な誤りが生じたりと

いう問題が発生しています．そのため，

この言語ギャップを解消するための対

策を講じることが必要になります．

NTTデータでは，文書作成者の母

国語と作成文書の言語の特性の違い

により生じる，誤り傾向を考慮した外

国語作成支援ツールを開発しています．

本ツールは，用例文検索機能と日本語

チェック機能を持ち，特に中国人を対

象とする日本語の設計書作成を支援す

るものです．

（1） 用例文検索機能

用例文検索機能は，過去に作成し

た文書集合から，文法的に正しい用例

文を提示し，これを参考にすることで，

正しい文の作成を支援します．特徴と

しては，参照ニーズの高い，日本語の

助詞の使い方や動詞の活用方法が理解

できるように用例を並び替えて表示し

ます．また，設計書やビジネス文書等

で好まれる簡潔な文を優先的に表示す

表　コミュニケーション高度化が解決する課題

課　題

①ギャップの解消

②質の向上

③交通整理

④経験価値の向上

サービス・機能例

負担感のないコミュニケーションを提
供する

コミュニケーションに対して付加価値
を提供する

必要十分なコミュニケーションを取れ
るように支援する

楽しさ，安心感，満足感を提供する

・通訳電話
・テレプレゼンス
・AR，ウェアラブル

・情報の自動提示
・議事録自動作成
・自動ファシリテーション

・電子秘書
・ソーシャル活用

・仮想世界
・エンタテインメントロボット

実用レベル 
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ることで，より適切な用例を提示する

工夫が施されています．用例文検索機

能の出力例を図３に示します．この例

では，「メッセージ」と「表示」をつな

ぐ助詞を知りたいという場面を想定し

たものです．助詞を下線付きで示すこ

とで，選択候補が明瞭に識別できるよ

うにしてあります．

（2） 日本語チェック機能

日本語チェック機能は，設計書内の

助詞の使い方が，設計書での標準的な

使われ方であるかチェックします．ま

た，表音文字であるカタカナ表記は，

中国人にとって誤りが発生しやすい事

例です．これは，外来語の原語発音

が，中国語や日本語で表記する際に，

原語と異なることが原因と考えられま

す．例えば，英語の「message」と

は，日本語では「メッセージ」と表記

しますが，誤って「メセッジ」と表記

する事例があります．これに対し，音

素的な類似を考慮する方式を採用し，

誤り検出と正解候補を提示する機能を

持っています．日本語チェック機能の

出力例を図４に示します．誤り個所の

指摘，その修正候補，誤り種別を一

覧形式で出力します．この例では，１

つのカタカナ語誤りと，３つの助詞の

誤り指摘を出力したものになります．

本事例は，NTTメディアインテリジェ

ンス研究所の研究成果を適用した事例

になります．

現在，中国でのオフショア開発現場

での一部導入評価を実施しており，中

国人の開発担当者が設計書や問い合

わせ文を日本語で作成する場合や，セ

ルフチェック時やレビュー実施前に，

文書の日本語品質をチェックする際に

利用しており，グローバルな開発環境

でのコミュニケーションの高度化を実

現しています．

想定する適用分野

コミュニケーション高度化技術は，

近年の変化が大きい企業のビジネス環

境に対応するキーテクノロジになると

考えられます（図５）．国内企業の海

外進出，多国籍な労働環境によるグ

ローバルコミュニケーションの飛躍的

な増加に対する支援はすでにそのこと

を示しています．

また，社会的な課題として避けて通

れないのは，超高齢化社会の到来で

す．１人暮らしの高齢者が増加した

り，生産労働人口が減少したりしてい

ます．ヘルパー志望者が求人の半数程

度という現状では，すべての要介護者

が十分なサポートを得ることは難しく

なってきます．医療・介護従事者のコ

ミュニケーションの改善により，医

療・介護分野の生産性を向上させる

ことや，高齢者や障がい者がある程度

自立して生活できる環境をコミュニ

ケーション高度化を適用したICT基盤

で構築することが，今後の日本社会で

大きく期待されています．

図３　用例文検索機能の出力例 
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図４　日本語チェック機能の出力例 
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将 来 像

将来的には，人間と自然に対話で

きるICTシステムが，企業活動や社会

生活のあらゆる場面で浸透することが

予想されます（図６）．このICTシス

テムはロボットの活用が想定され，会

話情報，業務知識，各種センサから

得られる生体情報などのデータを知識

処理や言語処理することで，専門判断

による知的支援を実現できるようにな

ります．例えば，会議の場面において，

各メンバの背景知識，発言や行動，理

解度に応じて，付加情報を提供した

り，会議の進行自体を支援するファシ

リテーション機能が提供される日もそ

う遠くはないでしょう．

また，医療分野では，高度な医療知

識を持つ支援ロボットや，普段の我々

の生活行動やライフログから疾病リス

クを評価し，生活習慣の改善を促す機

能が徐々に実用化されていくものと予

想します．

今後の展開

グローバル化や高齢化が進展した社

会では，コミュニケーションギャップが

これまでになく大きくなってきます．こ

れらのギャップの解消に向けて，NTT

データでは，最適なメディア分析技術

やデバイス技術といったソリューション

を活用し，コミュニケーション高度化

を実現するICT基盤やアプリケーショ

ンの開発を進めていきます．そして最

終的には，企業や社会の生産性向上

に寄与することを目指します．
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コミュニケーション高度化による企業・
社会の生産性向上に向けて，世の中の技術
をいかに応用しサービスとして仕上げて提
供できるかが鍵になります．適用技術をお
持ちの皆様，生産性向上の課題をお持ちの
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図５　想定する課題と適用分野 

図６　コミュニケーション高度化後の将来像 
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