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NTTグループにおけるAIの取り組み

AIが注目される背景

現在，第 3 次AI（人工知能）ブー
ムの到来といわれ，学術，ビジネス，
マスメディアのそれぞれにおいてAI
への注目が高まっています．その背景
には，①機械学習技術の 1 つである

「ディープラーニング（深層学習）」の
研究が進み，この技術が画像 ・ 音声の
認識 ・ 理解をはじめとするあらゆる情
報通信分野を席巻していること，②
IBM社の質問応答システム“Watson”
がクイズ番組で人間のチャンピオンに
勝利し，こうしたAI関連技術をビジ
ネス領域で活用していくという流れが
顕在化してきたこと，③さまざまな人
型ロボットが商品化され，人とロボッ
トとの共生社会が多くの人にとって身
近に感じられるようなってきたこと，
などがあります．また，AIが人間の
能力を超える技術的特異点（シンギュ
ラリティ）が2045年までには到来す
ると予測した研究者もいて世界中で話
題となりました（1）．

こうした潮流をいち早くつかまえ，
世界を先導していく一方で，ビジネス
と技術の両面から冷静に分析しておく
ことも重要です．例えば，ディープラー
ニングや質問応答などはAIを人間に

近づけるために必要な技術のごく一部
に過ぎませんし，一方で，ビジネス領
域おいては産業構造の変革につながる
ような胎動も観察されつつあります．

本特集では，NTTグループにおけ
るAI実現に向けての取り組み事例を
紹介します．各論への導入として，本
稿ではNTTが取り組むAI領域におけ
る研究開発の 4 つの方向性について
概説します．

NTTが取り組む4つのAI

一口にAIといっても，AIが指し示
す世界観，それを支える技術は多種多
様であり，人によっても見解が異なり
ます．例えば，一般的なAIの考え方
の根底にあるのは，あたかもコン
ピュータが人間であるかのように振る
舞う，すなわち，“人” らしさの追求
といえるでしょう．一方，現在のICT
社会は IoT（Internet of Things）と
呼ばれるように，多種多様な機器やセ
ンサがインターネットにつながってお
り，これらの “モノ” がある種の “知
能” を持って組織的に振る舞うことも
AIの一形態といえます．

NTTではこうした点を踏まえ，社
会に役立つことのできるAIとして，
そのコンセプト ・ 方向性を次の 4 つ

に定めました．
① 　人の発する情報を読み解き，意

図 ・ 感情を理解する「Agent-AI」：
これは，仮に質問応答型AIが旧
来AIの典型例であるとするなら
ば，そのはるか延長線上にあるの
がAgent-AIであり，人らしさを
追求したAIであるともいえるで
しょう．

② 　意識されない人の心と身体を読
み解き，深層心理 ・ 知性 ・ 本能を
理解する「Heart-Touching-AI」：
人の脳や心の仕組みに関する解
明を進めることで，人とAIとが
より直接にインタラクションす
る新しい世界が実現できると考
えています．

③ 　森羅万象（物，人，環境）を読
み解き，瞬時に予測 ・ 制御する

「Ambient-AI」：人に加えて物や
環境からの情報をも読み解き，分
析し，実世界へフィードバックし
ます．

④ 　複数のAIが有機的につながり
成長し，社会システム全体を最適
化する「Network-AI」：インフラ
としてのネットワークをAIの視
点から見直すことで，全く新しい
社会システムを構築できると考
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NTTグループにおけるAI研究の取り組みと方向性

NTTが研究開発を進めているAI（人工知能）の方向性を①人の発する情
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する「Network-AI」，の 4つのコンセプトにまとめました．本稿では，こ
の 4つのAIを支える技術と具体的な取り組みについて紹介します．
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えています．
■Agent-AI

Agent-AIは，その名のとおり，ロ
ボットに代表される擬人化されたエー
ジェント（Intelligent Agent）が音声 ・
言語 ・ 画像等のメディアを通じて人や
人を取り巻く状況を理解し（人間理解
技術），人の表情や身振り手振り等も
加えたマルチモーダルインタラクショ
ンをこなし（インタラクション技術），

多言語を自在に操り，膨大な知識に基
づいて推論することで（実世界構造化
技術），人との高度な「対話」を実現
することを目指すAIです（図 ₁ ）．

NTTグループでは，例えば「しゃ
べってコンシェル」サービスを提供す
るNTTドコモとNTTが協力して，コ
ンピュータとの自然な会話を実現する
対話システムの開発を行っています（3）．
これらの技術を活用し，さらにユーザ

のプロファイルやバイタルデータな
ど，活用できるデータを総動員するこ
とで，コンタクトセンタ業務における
応対の一部自動化，接客応対業務にお
ける状況に応じた情報提供による社員
の支援などはもちろんのこと，ユーザ
の意図に加え，感情まで理解し，常に
ユーザにポジティブな心証をもたらす
AIを実現します．また，ヘルスケア
分野では，膨大な量の各種バイタル

図 1 　Agent-AI
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データをAIが一次処理し，医師の診
断業務の負担を軽減し，さらに，AI
の知的なサポートにより介護スタッフ
の負担を軽減します．

このように，人の活動の一部を代
替 ・ 支援して，お互いが得意な領域を
受け持ち，AIと人とが共存，共創す
ることで，AIが人々の日々の生活を
豊かなものにします．将来は，例えば
20代の若者に対しては専門的なアド
バイスで個人のスキルやノウハウを拡
大し，40代のベテランに対しては発想
支援によってクリエイティビティを高
め，シニア世代に対しては身体機能や
記憶能力を補うことで高齢者の労働力
水準を向上させ継続的な労働を可能に
するなど，一生涯にわたって黒子のよ
うに人に寄り添うエージェントを実現
することによって，若い世代も高齢者
も，ともに輝ける社会を目指します．

Agent-AIのNTTにおける取り組み
は，本特集記事『AIを支える自然言
語処理技術』『デバイスをつなぐイン
タラクション制御技術「R-env：連舞」』
にて詳しく説明します．また，Agent-
AIを活用したビジネス展開に関する
取り組みは，『NTTコミュニケーショ
ンズにおけるAIを活用した事業変革
への挑戦』『NTTデータにおけるAI技
術開発と活用の取り組み』『コールセ
ンタにおけるAIの活用』で紹介します．
■Heart-Touching-AI

前述のようにAgent-AI は人に知識
や機能を提供しサポートするAIです．
しかし，いかにAIが高度な知識を持

ち，複雑な推論を行っても，それで人
らしさを持つかは疑問です．NTTで
は，脳科学の研究を通じて人そのもの
の認知の仕組みを理解することで，さ
らに人らしさを追求する，Heart-
Touching-AI（HT-AI）の実現を目指
しています（図 ₂ ）．

HT-AIは，知能だけでなく，知性 ・
本能 ・ 身体といった人にとって不可分
かつ根源的な部分を理解し，人に働き
かけ，拡張していくAIです．個人と
個人，個人と社会 ・ 環境の間にある心
のバリア，身体的バリアを取り除き，

「便利」ではなく「心地良い」人間社
会を創り上げます．また，スポーツ ・
芸術などの分野で，プロだけが持つと
されていた感覚やひらめきを誰もが体

験できるようになります．
人間の脳の中で，一番外側にあり，

もっとも新しく出現した部位は，新皮
質と呼ばれる部分です．Agent-AI が
追求する，合理的で分析的な思考や言
語機能は主にこの新皮質が担っていま
す．一方，新皮質の内側には，古い脳
である大脳辺縁系や，脳幹，小脳が存
在します．信頼や忠誠心，好き嫌い，
快 ・ 不快，やる気などの感情や，無意
識的な認知処理，運動などを理解し，
働きかけるには，脳のこの部位を無視
するわけにはいきません．しかし，こ
れらの機能 ・ メカニズムは十分に解明
されておらず，また計測 ・ 評価技術も
発展途上です．

HT-AIは人の持つこの部分の状態

図 2 　Heart-Touching-AI
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を理解し，そこに働きかける，文字ど
おり「ハートに触れる」AIです．人
にとって「役に立つ」というよりも「心
地良い」存在を目指します．HT-AI
が実現し，人々がその恩恵を実感する
までには長い道のりがありますが，
NTTはすでに実現に向かって動き始
めています．本特集記事『眼から読み
取る心の動き──Heart-Touching-AI
のキー技術』では，その取り組みにつ
いて説明します．

■Ambient-AI
モノがあるレベルの知能を持ち組織

的に振る舞うことを追求するのが
Ambient-AIです（図 ₃ ）．Ambientと
は，日本語の「雰囲気」に近いニュア
ンスを持つ，周囲を取り巻く環境を意
味する言葉です（環境音楽のことを英
語 で ambient musicと 言 い ま す ）．
Ambient-AI では，環境を取り巻くよ
うにいたるところに存在する“モノ”，
すなわちセンサやアクチュエータを持
つデバイスが知能を持ち，それらが

ネットワークに接続し，相互に通信し
連携しながら自律的に判断，行動し，
人の意思決定を支援します．NTTで
は2006年 に「 環 境 知 能（ambient 
intelligence）」を提唱していました（4）．
そこでは，知能を持つ “モノ” の存在
を妖精 ・ 妖怪に例え，「普段は姿を見
せず隠れていて，そっと見守り支えて
いるが，いざというときには助けてく
れる」存在であるとしていました．そ
れから 9 年以上が経過し，クラウド，
ビッグデータ，モバイルが浸透し，

図 3 　Ambient-AI
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IoT，機械学習が発達してきました．
まさに，環境知能の実現に必要な要素
が整ってきたといえます．

上記環境知能プロジェクトでは，擬
人化されたエージェントとしての
Agent-AIの要素も含んでいました．
しかしAmbient-AIとして強調したい
のは，知能化したリアルタイムセンシ
ングによる実世界の解読，クラウド環
境を利用した予測 ・ 推論 ・ 検知，そし
て，システムデザインによるフィード
バック，この 3 つを反復するリアルタ

イムサイバーフィジカルシステムで
す．環境に遍在するデバイス群がリア
ルタイムにセンサで実世界（フィジカ
ル）を計測し，インターネット上の情
報（サイバー）と組み合わせて近未来
の「いつ」「どこで」「何が」起こるか
を予測し，その因果関係を推論し，隠
れた予兆を高精度に検知し，これらを
組み込んだ学習型シミュレーションに
基づく最適シナリオの探求 ・ 立案と先
行的な制御を実現します．NTTでは，
時空間の関係性をモデル化し，事象の

発生個所と時期を予測する時空間多次
元集合データ解析技術の研究開発に取
り組んでいます（5）．
■Network-AI

Ambient-AI がさらに進化すると，
低遅延で高スループットなネットワー
クにつながったデバイス，人，サービ
スが自由自在にさまざまなリソースと
つながり，連動するようになり，ネッ
トワーク自体がAIとなったNetwork-
AIが実現します（図 ₄ ）．ネットワー
クのそれぞれの端点やそれがカバーす

ネットワークの
メンテナンスフリー化

ネットワークの協調に
よる不正アクセス遮断

切れない無線
ネットワーク

学習内容の検証・
調査可能な機械学習

AI間で必要な知識を共
有し，宅配便の全体の
配送計画を再設計

場所に紐付いた警告情
報などの揮発ビッグデー
タを活用し，急な事故に
も瞬時に対応

当該エリアを管轄する
ネットワーク設備が救急
ヘリの着陸を検知し，ド
ローン等を緊急制御し当
該エリアから緊急移動

部品供給遅れを予測し，代
替供給ルートをAI間で調整
し，全体の生産計画を再最
適化

自律的な設備の
増減設インフラ

サービス

エリア　ネットワーク
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図 4 　Network-AI
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るそれぞれのエリアではその場 ・ その
ときに特有の大量のデータ（揮発性
ビッグデータ）が発生するようになり，
これを活用することが重要となり
ます．

しかし，たとえネットワークの性能
が上がっても，これらすべてをネット
ワークで共有するのは現実的ではあり
ません．したがって，まずはエリアセ
ントリックに処理し，その場の判断で
100％ベストな解でなくとも，迅速に
実行，制御する必要があります（エリ
ア即応型制御）．例えば，大災害発生
時に，当該エリアを管轄するネット
ワーク設備が救急ヘリの着陸を検知し
た場合，衝突を避けるためすでに活動
中のドローン等を緊急制御し当該エリ
アから迅速に移動させる，などが考え
られます．

一方，それらの処理を行った後に，
階層的に必要な部分についてはネット
ワークを介して共有することで，全体
最適な制御が可能になります．例えば
ある地域で発生した災害の情報を共有
し，グローバルな物資の配送計画を再
設計する，というイメージです．この
ように，人で例えるなら小脳の処理に
相当するエリア即応型制御と大脳の処
理に相当する全体最適型制御をバラン
スよく両立させることが重要となり
ます．

また，ネットワークにAI技術を適
用することで，平時 ・ 有事に限らずよ
り常に高品質かつ安心 ・ 安全なネット
ワークを提供することも重要となりま

す．すでにNTTでは，機械学習技術
の適用によるネットワーク故障の早期
予兆検知，運用自動化，トラフィック
予測などに取り組んでいます（6）．今後
さらにネットワークの協調による不正
アクセスの自動遮断，ネットワークの
メンテナンスフリー化，決して切れな
い無線ネットワーク，自律的な設備の
増減設などに活用することが考えられ
ます．また，このような自律化の一方
で，学習内容を人が検証 ・ 調査できる
機械学習技術も必要となります．

今後の展望

以上のように，NTTが取り組む 4
つのAIについて説明してきました．
本来，これら 4 つは独立なものではな
く，AIという大きな世界観の異なる
側面を述べたものに過ぎません．いか
なるサービスにおいても， 4 つのAI
のそれぞれが顔を出すことになります
し，また，技術側面においても，機械
学習，パターン認識，最適化など， 4
つのAIに共通する技術は少なくあり
ません．さらに，Agent-AIなど，か
なり取り組みが進んでいるものもあれ
ば，Network-AIのようにまだ具体的
な取り組みはこれからのものもありま
す．今後それぞれの取り組みをさらに
発展させることで，AIが人を支援し，
お互いが得意な領域を受け持つことで
AIと人が共創する豊かで快適な社会
の実現を目指していきます．
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　第3次AIブームが長続きするかどうかにか
かわらず，Agent-AI，Heart-Touching-
AI, Ambient-AI，Network-AIは，将来の社
会に必ず必要となる技術であり，それぞれ
の実現に向けた研究開発の歩みは止めるこ
となく続けていきます．ご意見，ご要望を
お待ちしています．
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