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corevo®が切り拓く新たなサービス創造

「corevo®」とサービスアーキテ
クチャ

NTTグループは，さまざまなパー
トナーとのコラボレーションを，AI

（人工知能）分野において加速するた
め，2016年 5 月に，NTTグループの
AI関連技術群，およびそれらを活用
した取り組みを新たなブランドネーム

「corevo®（コレボ）」に統一しました．
「corevo®」には，さまざまなプレイヤー
とのコラボレーションを通じて，一緒
に 革 新 を 起 こ す（collaboration＋

revolution）という思いが込められて
います（1）．

NTTはcorevo®を 構 成 す るAIを，
Agent-AI，Heart-Touching-AI，
Ambient-AI，Network-AIの 4 つに分
類しています（2）．これらの分類は，そ
のAIが扱うデータの種類や意味，そ
して，提供する機能や価値といった観
点で整理が行われています．例えば，
Agent-AIは人間の発する音声 ・ 言
語 ・ 動作 ・ 表情などが含まれるメディ
アデータを主に扱い，人間との対話を
実現するAIです．また，Ambient-AI
は自動車や生産設備などのさまざまな
機器や環境をセンシングしたデータを
主に扱い，近未来を予測し，制御する

AIです．
一方， 4 つのAIの分類にかかわら

ず，現在のAI技術は，深層学習（ディー
プラーニング）に代表される機械学習
に基づくものがほとんどであり，AI
サービスの実現にはデータ収集が不可
欠となっています．そこで，私たちは，
AI要素技術，データ処理技術，デー
タ収集技術といったAIサービスを実
現するために必要となる要素技術の関
係を整理し，AIサービスのアーキテ
クチャを， 4 階層のレイヤでとらえる
ことにしました．AIサービスアーキ
テクチャを図 1 に示します．最下層の
データ収集技術は主にデータを取り込
む役割を担います．現在AIとともに
注 目 さ れ て い るIoT（Internet of 
Things）技術のレイヤととらえるこ
ともできると思います．その上には，
取り込んだデータを処理するための機
械学習などの基本的なデータ処理技術
のレイヤがあります．そしてこれらの
データ処理技術を応用して，サービス
で必要となる識別や推論などを行う
AI要素技術のレイヤがその上にあり
ます．最上位にそれらの下位レイヤの
処理結果に基づきサービスを提供する
AIサービスのレイヤがあるという考
え方です．このように整理すると， 4

つのAIにサービス構成上の本質的な
違いがないことが良く分かります．

4 つのAIは，最終的なサービス構
成を考えた場合，必ずしも独立したも
のではありません．例えば，Agent-
AIが人間と対話する際には，周囲の
機器や環境から得られる情報を知識源
として使用することは十分に考えられ
ます．また，Ambient-AIによって予
測された情報は，機器の制御のみでは
なく，人間に提示することで有益に用
いられることが考えられます．つまり，
Agent-AIから見た場合，Ambient-AI
は知識源ととらえることができ，
Ambient-AIから見た場合，Agent-AI
は高度なユーザインタフェースととら
えることができます．このように，サー
ビスが高度化するにつれて， 4 つの
AIの連携 ・ 融合が必要になってくる
ものと考えられます．今後は， 4 つの
AIの連携 ・ 融合に向けた研究開発を
積極的に進めていきます．

AI要素技術の進化の方向性

AIサービスの高度化に向けて，前
述のAIサービスアーキテクチャのそ
れぞれのレイヤで進化が進むと考えら
れます．データ収集技術は，センサの
小型化 ・ 低電力化により，ユビキタス
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創出に向けて
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化が一層進むとともに，さまざまな
データを統合して用いるためのデータ
交換技術などが発展してくると思われ
ます．また，データ処理技術は，専用
のハードウェアや分散化の技術の進展
により，より大量のデータを高速に処
理することが可能になると予想され
ます．

これらの進展に伴い， NTT研究所
では，AI要素技術の進化に向けた研
究開発を進めていきます．corevo®を
構成するAI要素技術には，すでに実
用に供されているものも多くあります
が，私たちはこれらを完成されたもの
とは考えていません．例えば音声認識
技術はコールセンタの音声マイニング
システムなどにすでに導入されてお

り，コールセンタの通話の傾向を分析
するのには十分な精度となってきまし
た．しかしながら，通話内容から自動
的に知識検索を行うような場面では，
認識誤りが後段の検索精度の低下を招
くため，さらなる認識精度の向上が望
まれています．また，多言語対応や方
言対応など，適応領域の拡大も望まれ
ています．大量データの収集と高速な
処理基盤と合わせて，モデルの構築 ・
チューニングなどを進め，これらの
AI要素技術の高精度化 ・ 汎用化を進
めていきます．

corevo®を構成するAI要素技術は多
岐にわたりますが，実用に向けて研究
開発が先行しているのが，人とコン
ピュータをつなぐ領域のものです． 4

つのAIにあてはめるとAgent-AIにあ
たります．また，Agent-AIの中でも
特に研究開発が進んでいるのが，音声
認識，画像認識，デバイス連携制御な
ど，外界とのインタラクションのため
の入出力にかかわる技術です．これら
は，人に寄り添うAIの実現には重要
な要素技術ですが，高度なAIサービ
スを実現するためには，入力された情
報を理解し，さまざまな知識源を活用
して，出力する情報を導き出すAIが
必要になります．私たちはこれを「考
えるAI」と呼んでいます．私たちは，

「考えるAI」における「考える」は，
コンピュータで実現できる処理メカニ
ズムであり，もっとも基本的な処理と
しては，例えばさまざまなデータの関

図 1 　AIサービスアーキテクチャ
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係を比較，分析することで，同じと判
断する，違うと判断する，分類する，
連想する，俯瞰する，良否を判断する
などといった人間が行っているのと類
似した機能が該当すると考えていま
す．このような機能を大量のデータを
解析的に分析したり，DNNや機械学
習を用いて大量のデータのパターンか
ら見つけ出すことで「考えるAI」は
実現されていくと想定しています．こ
れまでにも，自然文によるFAQ検索
のように，言語的な意味の遠さや近さ
を大量のデータから学習することによ
り，明示的な質問を理解して答えを返
すような取り組みを進めてきました．
今後は，より高度な知識発見や判断が
可能なAIの実現に向けた研究開発を
強化していく予定です（図 2 ）．

オープンイノベーションによる
サービス創造

AI技術の適用領域は多岐にわたり
ます．将来的には，あらゆる分野のサー

ビスにAI技術が用いられているかも
しれません．しかしながら，現在の技
術レベルでは，適用できる範囲は限ら
れています．そこで，AI技術を適用
することでより大きな効果が見込まれ
る領域を探るとともに，技術の精度を
より高めることで，適用可能性を高め
ていく必要があります．また，AIサー
ビスを構成するために必要となる技術
も多岐にわたります．これらの技術の
すべてをNTTグループだけでカバー
することは現実的ではありません．そ
こで，AIサービスの創出に向けては，
サービスのアイデア，ノウハウ，フィー
ルド（データ），そして技術を補完し
合えるパートナーの皆様とのオープン
イノベーションが欠かせません．

現在，NTTグループでは，B2B2X
によるサービス創造に向けて，多くの
パートナーの皆様とのコラボレーショ
ンを進めています．AIの領域では，
カスタマサービス，設備保守支援，ヘ
ルスケア＆ウェルネス，おもてなし

サービス（ナビゲーション）などを代
表的なテーマとして技術開発やビジネ
ス化を推進しています．
■カスタマサービス

AI技術の適用領域として，現在非
常に有望な領域として注目されている
分野がコンタクトセンタ業務です．コ
ンタクトセンタは企業にとって重要な
顧客接点ですが，商品やサービスの増
大 ・ 複雑化により，オペレータの負担
は増大しています．オペレータは離職
率が高く，新人の育成にも多くの時間
と手間がかかり，大きな課題となって
います．これらを解決するため，NTT
研究所では音声マイニングやFAQ検
索など，オペレータやスーパバイザを
支援する技術を開発してきました．こ
れらの技術はすでに実サービスに供さ
れ，多くのセンタで導入が進んでいま
す（3）．このような中で，さらなるコン
タクトセンタ業務の省力化 ・ 効率化
として期待が高まっているのが，
AIによる自動応対です．本特集で
は，AIによる自動応対を実現する

「COTOHA®」サービスに関する取り
組みを紹介します．
■設備保守支援

工場などにおける生産設備機器やイ
ンフラ設備機器の保全 ・ 点検は，これ
まで，ベテラン技術者の勘や経験に
頼ってきた面が多くあります．しかし
ながら，2012年に団塊の世代が65歳
を迎え，ベテラン技術者の減少が大き
な課題となっています．そのため，設
備保守の分野においても，AI技術を
活用した業務の効率化や高度化に期待
が寄せられています．これらの課題に

図 2 　Agent-AI要素技術の強化ポイント
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対して，NTT研究所では画像を用い
たマンホールの摩耗度推定技術の開発
や 3 次元の点群データを用いた設備
保守の高度化に向けた取り組みを進め
ています（4）．本特集では，これまで培っ
てきた音響技術を発展させ，機器の発
する音を分析することで，機器の異常
を検知する取り組みについて紹介し
ます．
■ヘルスケア＆ウェルネス

2010年に高齢化率が21％を超え，
超高齢社会に突入した日本では，ヘル
スケア＆ウェルネスは非常に関心の高
いテーマの 1 つです．NTT研究所で
は，医療 ・ 健康機器との連携や対話を
通じて，人の心身の状態を読み解き，
効果的にフィードバックすることで，
生活習慣病や認知症を予測 ・ 予防する
研究を行っています．コミュニケー
ションロボットを活用した健康管理支
援や介護レクリエーション支援などを
テーマに，医療系大学や介護施設と連
携したトライアルにより，課題の抽出
と実用性の検証を進めています（5）,（6）．
本特集では，大学病院との連携により，
医療データを利活用することで患者の
行動を予測する技術について紹介し
ます．
■おもてなしサービス（ナビゲー
ション）
おもてなしサービスは非常に概念の

広い領域になりますが，実空間，仮想
空間を問わずに目的とする情報や場所
への到達を，安全 ・ 快適に実現するこ
とをめざした取り組みです．これらの
取り組みは増加する訪日外国人への対
応や地域振興などの観点だけでなく，

私たちの日常生活を豊かにするために
も期待が寄せられるテーマです．
NTTグループでは，これまでに，デ
バイス連携サービスを活用した観光 ・
イベント案内などの実証実験を進めて
います（7）．本特集では 2 つの取り組み
を紹介します． 1 つはスマートフォン
で撮影した画像に基づき情報を提供す
る取り組みです．画像を入力とするこ
とで，テキストや音声による入力が難
しい場面でも，簡単に情報にたどり着
くことができます．もう 1 つは，人の
移動履歴や自動車の走行データから目
的地やヒヤリハットを推定する取り組
みです．安全で快適な移動の支援をめ
ざしています．

今後の展開

NTTグループでは，corevo®を活用
したAIサービスの創出に向けて，さ
まざまな分野でオープンイノベーショ
ンを進めています．その結果，実ビジ
ネスにつながっている取り組みもあり
ますが，まだまだ，実証実験レベルで
とどまっているものも多くあります．
今後も，さまざまなプレイヤーの皆様
とのオープンイノベーションを進め，

「社会的課題の克服」や「産業競争力
の強化」に役立つAI技術の確立とサー
ビス創造をめざしていきます．
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第３次AIブームがこれまでのブームと異
なる点の1つがビジネスサイドの盛り上がり
といわれています．古くて新しいAIの研究
開発において，技術の研究開発だけでなく，
サービス ・ビジネスにつながる取り組みを
積極的に進めていきます．
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