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corevo®が切り拓く新たなサービス創造

Communication Engine 
“COTOHA®”

Communication Engine “COTOHA®”
（COTOHA）は，NTTメディアイン
テリジェンス研究所（MD研）の日本
語処理技術と米国IPsoft社＊ 1 の推論

エンジンを組み合わせて開発した，自
然でインタラクティブな対話を実現す
るサービスです（図 ₁）．COTOHA
のコンセプトは，「人の代わりとなり，
人に寄り添う」AI（人工知能）です．
AIで人間ができないことを実現する
のではなく，人間ができることを，人

のように応対し人間のように仕事を行
うAIをめざしました．そのため，自
然な対話はもちろんのこと，発注や予
約といった簡単な処理を人に代わって
行います．また，これまでの会話型

AI 自然言語処理 コミュニケーション

＊1	 IPsoft社：AIテクノロジおよびIT運用の自動
化サービスプロバイダ．

図 1 　COTOHAの利用イメージ（全体像）

■NTTコミュニケーションズのEnterprise Cloud上でのSaaS型サービスです
■接続するインタフェースやデータベースについては，お客さまのご要件に応じてソリューションをご提供します
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自然な日本語のコミュニケーションを実現するAI
“COTOHA®” が切り拓く未来
2016年10月，NTTコミュニケーションズではAI（人工知能）を活用したイ

ンタラクティブな対話を行う「Communication Engine “COTOHA®”」（COTOHA）
のサービス提供を開始しました．サービスリリース後から，数百社に至る
お客さまからお問い合わせをいただき，AIへの期待値の高さとともに，す
でに表面化し始めているお客さまのさまざまな課題を知ることとなりまし
た．本稿では，COTOHAの紹介とともに，サービスを提供する中でみえて
きた市場動向およびビジネスの可能性について紹介します．

浜
は ま だ

田		正
まさひろ

裕 /古
ふるたか

高		奈
な つ み

津美

NTTコミュニケーションズ



NTT技術ジャーナル　2017.6 21

特
集

AIでは，日本語の理解力が低い，シ
ナリオどおりの会話しかできない，シ
ナリオ作成に時間を要する，チューニ
ングが困難といった課題がありました
が，COTOHAはそれら課題を克服し，
柔軟な対話を実現するとともに構築 ・
運用面で効率的な機能を有しています

（図 2）．その他の特長として，AIで
解決できない問題を，自動的に人間の
オペレータにエスカレーションをする
機能なども備えており，AIと人間が
それぞれの得意分野を担当することに
よる協調により，人間だけ，または
AIだけでは実現できなかった満足度

の高い対応を行うことが可能となって
います．さらには，このエスカレーショ
ン後の人間どうしの対話を蓄積し，必
要に応じてCOTOHAの対応の幅を拡
張していくことが可能です．また，セッ
ション中のお客さまの発言をリアルタ
イムで分析 ・ 分類 ・ 蓄積し，文脈を理
解 ・ 活用しながら対話を行います．将
来的にはこの強力な日本語解析力を用
い，マニュアルや教科書などの知識を
自動解析し，設定においても全自動化
をめざしています．このような特長的
な機能を支えるのは，日本語処理技術
をベースとした，確かな日本語理解力

にあるといえます．

COTOHAを支える日本語処理技術

COTOHAでは， MD研の有する日
本語処理技術をユーザの発話理解に活
用しています．ここでは特に「述語項
構造解析技術」「日本語自然文同一性
判定技術」を紹介します．
■述語項構造解析技術
「述語項構造解析技術」では，ユー

ザの発話の中の事物や動作に対して意
味付けを行います．例えば「母と焼肉
を食べた」と「サラダと焼肉を食べた」
という 2 つの文は，構造は同じですが

図 2 　COTOHAの特長

これまでのAI COTOHAの特長
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キーワードマッチ
による会話

特長●①　日本語文脈の理解・記憶

・お客さまが発する言葉の意味までを解析
・お客さまごとにデータを蓄積して記憶

会話表現
シナリオどおりの

会話表現

特長●②　ユーザに優しい柔軟な会話

・ユーザ発話を理解し，未確認部分を自動的に質問
・お客さまのふとした疑問にも対応し，本題に戻る

導　　入
想定フローのすべてを

設定する必要

特長●③　ゴールマッチを加えた設定新方式

・従来型のフロー設定方式だけでなく，
　複雑なフロー設定を必要としない新方式も採用

運　　用
ブラッシュアップに
手間がかかる

特長●④　エスカレーションによる会話改善

・お客さまがお困りのときは人間のオペレータへエスカレーションし，
　人間どうしのやり取りをフローとして継続的に蓄積・改善する
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「母」と「サラダ」の役割が異なります．
述語項構造解析技術では「食べる」と
いう述語をベースに，「母」は共同の
動作主，「サラダ」は動作の対象，と
いった役割を解析します．この技術に
より，例えば「昨日お召し上がりになっ
たお母様はいかがでしたか」といった
誤った発話を防ぐことができます．
■日本語自然文同一性判定技術
「日本語自然文同一性判定技術」は，
2 つの文がどれだけ似ているかを判
断する技術で，COTOHAでは主に 2
つの場面で活用されています． 1 つは
対話シナリオの場面です．COTOHA
では，ユーザの発話に応じてシナリオ
を分岐することができますが，ユーザ
は自由に発話するため，「設定したユー
ザの想定発話」と「実際のユーザの発
話」が同じことかどうかを判断する必
要が生じます．もう 1 つはFAQの場
面です．「ユーザの質問」と，「設定し
た想定質問」の類似性を判断すること
で，適切な回答を特定することができ
ます．

いずれの技術においても，基盤とし
て「形態素解析技術」が用いられてい
ます．近年はオープンソースソフト
ウェア（OSS）がよく使われていま
すが，MD研の技術では独自に編纂し
た「日本語語彙体系」という大規模な
シソーラス辞書＊ 2 や，専門家により
継続してアップデートされる辞書によ
り，より精度の高い解析を可能として
います．

日本の社会課題とAIへの期待

高い日本語理解能力を有した「人に
寄 り 添 い， 人 の 代 わ り 」 を 担 う
COTOHAは，将来的には日本が直面
する労働力減少への打ち手としての活
用が期待されています．総務省の統
計（1）によると，44年後の2060年，約 4
割が高齢者となり，労働人口世代は
ピーク時から半減し，4418万人にな
ることが想定されています．また，経
済産業省の「新産業構造ビジョン」（2）

によると，現状を放置すると，2030
年までに735万人の従業員数の減少を
招くと試算がされており，逆にAIや
ロボットをうまく活用することで高付
加価値業務に労働力がシフトできれ
ば，161万人の減少にとどまり，GDP
が＋222兆円になると試算されていま
す．10〜20年後には，日本の労働人
口の約49%が，技術的にはAIで代替可
能との予測もあります（3）．この数値は，
米国の47%や英国の35%と比較し，よ
り高い数値となっています．AIやロ
ボティクスを活用することが，仕事の
あり方を変え，定型的な業務を代替し，
生産性を拡大し，日本の成長を飛躍さ
せる重要なファクターとして期待され
ています．

とはいえ，AIは万能ではありませ
ん．狭義には，AIを構成する技術に
より，AIに任せるべき領域が異なり
ます．例えば，先ほどのCOTOHAを
支える技術で紹介したように，チャッ
トボットを実現する場合には，構文解
析や意味解析，類似度やディープラー

ニングなどさまざまな手法があります
が，すべての手法を採用し開発されて
いるプロダクトはごく一部です．その
ため，効率化したい会話や業務に従い，
どのような手法を採用するのか見極め
なければいけません．また広義では，
すべてのプロセスや会話をAIだけに
任せることは不可能です．共感する能
力，道徳的価値判断，イレギュラーな
対応などはAIでは困難な領域であり，
逆に人間が得意とする領域です．すべ
てをAIに置き換えられると考えるの
ではなく，AIが実施すべき領域と人
間が実施すべき領域を見極め，シナ
ジーを生み出し複合的にアプローチす
ることで，効率化やお客さま満足度向
上といった効果を生み出せるのです.

チャットボットにおけるビジネス
の可能性

現在さまざまなAIが登場している
中で，Google，Apple，Microsoftなど
業界のトッププレーヤーたちがこぞっ
て活動しているのがチャットボットや
会話型プラットフォームの分野です．
これにより，消費者向けのイノベー
ションが促進され，情報取得や企業や
サービスとのコミュニケーションイン
タフェースとして，メッセージング ・
アプリやSNS上のチャットが広まり
つつあります．

インタフェースが会話となり誰でも

＊2	 シソーラス辞書：単語の上位・下位関係，
部分・全体関係，同義関係，類義関係など
によって単語を分類し，体系付けた類語辞
典・辞書．
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容易に利用できることになることで，
これまで利用が促進されなかったテク
ノロジやシステムなどが，本来の付加
価値を発揮することができます.また，
これまで色やデザインでサービスイ
メージを伝え，使いやすさを追求でき
たものが，会話のやり取りがサービス
の価値を評価する大きな要因となり得
るといえます．例えば，すでにLINE
上のチャットボットでの注文受付を展
開している「ドミノ ・ ピザ ・ ジャパン」
では，LINE経由での売上が 4 カ月で
1 億円， 7 カ月で 2 億円と順調に延
びています（4）．電話でもWebでもない
第三のチャネルであるチャットは，操
作の容易さと気軽さで，ユーザの注文
という行為における負担を軽減し，受
け入れられているのではないでしょう
か．これまでユーザ側がサービスに合
わせ，Web上で一定以上の操作性が必
要であったサービス，eコマースや
ニュース検索，カスタマーサポートな
どが近いうちにチャットボット化して
いくと考えられます．

さらには，チャットボットでのユー
ザとのコミュニケーションはマーケ
ティングでの活用が期待できます．こ
れまでのオンラインマーケティングで
は一方向のコミュニケーションがほと
んどであり，ユーザの素直な反応を得
られる機会は一握りでした．一度に何
千，何万というユーザ相手に対して会
話を行えるチャットボットでは，ユー
ザとの大量の会話ログを得ることがで
きます．チャットボットは定型的な受
け答えしかできませんが，それでも

ユーザが発する言葉からはサービス提
供者側がこれまで想定できなかった
ユーザの反応などの貴重な生の声を得
ることができます．これによりチャッ
トボットの会話の質を高め，ユーザの
潜在的なニーズを汲み取り，サービス
そのものの向上やプロモーションなど
さまざまな場面で有用な活用ができる
と考えています．

現在チャットボットを実現するツー
ルはさまざまありますが，ある一定の
定型的な会話の中に閉じ，不自然に会
話を終えたり，一般的な回答であった
りと，発展性や個性がないものがほと
んどです．今後チャットボットが多く
のユーザに支持 ・ 活用されていくに
は， 1 人ひとりのユーザの意図を個別
に汲み取りながら，発展性のある回答
を返答できるようなパーソナライズ化
されたものが求められます．また各専
門分野のチャットボットのハブとなる
チャットボットも必要となってくるで
しょう．

今後これらを実現する要素として重
要なのは「発話の理解」と「自然な会
話」です．COTOHAは前述のように，
日々日本語の精度向上を図り，また推
論機能の向上も図っています．洗練さ
れた会話と必要な情報やツールを提示
できる，ほかにはないチャットボット
の実現に向けて，今後もCOTOHAを
軸とし，コミュニケーションを中心に
広がっていくAIの世界にアプローチ
していきたいと思います．
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（左から）	古高		奈津美/ 浜田		正裕

NTTコミュニケーションズは，自らの事
業変革および新市場創出のため，NTTグルー
プ内外のさまざまなパートナーと連携し，
NTTコミュニケーションズならではのAIの
実現に向けて，取り組みを加速していき
ます．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ
	 アプリケーション＆コンテンツサービス部
	 AIタスクフォース
TEL　03-6733-9667
E-mail　cotoha ntt.com


