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新たなサービス創造に向けて進化するNTTのAI

corevo®のこの一年

NTTグループでは，AI（人工知能）
技術「corevo®」に関して次の ４ つの
コンセプトを基に技術開発，サービス
提案，社会実装を行っています．

①　Agent-AI：音声認識や自然言
語処理に代表されるような人間と
コンピュータのインタラクション
を支援

②　Heart-Touching-AI：感情や人
間が物事を理解するコツのような
人間の内面的な状況を活用して付
加価値を生み出す

③　Ambient-AI：機械の異常検知
や混雑しそうな場所での人の流れ
の制御を行うAI技術のように，
工場 ・ 自動車 ・ 道路などの私たち
の周囲の社会環境の中から情報を
収集して，その情報を分析するこ
とにより付加価値を生み出す

④　Network-AI：さまざまな所に
偏在するAIがネットワーク化さ
れ ３ 人寄れば文殊の知恵になるよ
うな知見を生み出したり，ネット
ワーク自身の障害などを見つけ安
定的な運用を図る

この １ 年NTTグループ各社におい
てAIにかかわる取り組みが進み，60

件を超える「corevo®」関連のニュー
スリリースが行われてきました．

具体的にはAgent-AIのサービスと
しては，自然言語処理や音声認識など
を活用して，利用者の方々が発する情
報をコンピュータが理解し，機械翻訳
のシステムであれば利用者の方に翻訳
結果をお返ししたり，コンタクトセン
タのシステムであれば通話内容を分析
してお客さま方に発生している課題を
迅速に把握したり，受付に置かれたロ
ボットとしてお客さまと対話して案内
などをするように，人間の発する情報
をコンピュータが理解して，新たな価
値を生み出す技術とサービスが生まれ
ています（図 １ ）．一方でAmbient-AI
という観点のサービスでは，センサや
マイクから集音する音や，カメラから
撮影した映像を分析することにより，
工場のプラントが異常な状態になって
しまうことを予測したり，機械が発す
る異音を検知して機械の故障を発見し
たり，道路上の穴やひび割れ，マンホー
ルのすり減り具合などを計測するよう
に，社会環境の中に存在するさまざま
なものを観察して，その中から付加価
値を生み出していくような取り組みが
進んできています．

AIが活用される分野としては，例

えば碁や将棋のようなゲームの世界に
おいてAIが人間を凌駕するといった
ことも取り上げられますが，NTTグ
ループは人間とAIとの共創をめざし
ています．人間と能力比べをするAI
ではなく，人間の能力を拡張するAI
として，実社会の中で私たちの社会活
動を支援するようなAI技術を実現す
べく，取り組んできました．その取り
組みの中からは，AI技術を実社会へ
適応させるための課題も見つかってき
ています．

情報処理としてのAIから現実社会
の中で活躍するAIへ

昨今のAI技術は，非常に多くのデー
タを集めて，機械学習と呼ばれる手法
により，データの中の特徴量によって
分 類 し た り，DNN（Deep Neural 
Network）のような入力データと，人
間等が付与する正しい答えの出力デー
タの関連性を自動的に学習するような
仕組みにより，入出力の対応関係を求
めて，新たな入力に対してもっとも近
いと思われる答えを出力できるような
手法が多く用いられます．このような
手法においては，一種の組合せ問題の
中から最適なものを選択しているわけ
で，碁や将棋といったゲームのように，

corevo® AI DNN

お客さまの願いをかなえるAIサービスに向けて
─社会実装の進む，corevo®の技術
ここ数年のAI（人工知能）技術は，コンタクトセンタの業務支援やスマー
トスピーカなどとして，着実に私たちの業務や社会生活をサポートし始め
ています．本稿では，家庭の中での音声コミュニケーションシステムの利
用や医療におけるAIの活用など，現実社会の中でAIを効果的に活用するた
めの技術，現実社会の中でより多くデータを集めてAIの精度を向上させる
ための高速化技術を例に，現実社会の中でお客さまが求めるサービスを実
現していくための，NTTのAI技術の取り組みを紹介します．
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一定のルールの中で非常に多くの組合
せの中から最適なものを選択していく
ような事例では，大きな効果をもたら
します．

AIの活用で解決が期待されるさま
ざまな課題に対してアプローチしてい
く中で，現実社会の中にAIを適用し
ようとする場合には，単に多くのデー
タを収集して，最適な状態や解を求め
るのでは，非常に多くの計算時間がか
かるなど，効率が良くないこともあり
ます．例えば音声認識技術においては，
多くの人の音声を収集して，それを文
字として書き起こしたテキストと対応
付けるように，DNNを用いたシステ

ムに学習させていきます．静かな場所
で人の声を集めて，AIが学習し，ま
た音声認識の利用も静かな所で行うの
であれば，男性 ・ 女性のような声の音
としてのバリエーションや，人により
発音しやすい音の違いといった，人間
の音声とそれをテキストに対応付ける
最適化問題として考えられます．とこ
ろが音声認識が現実社会の中で利用さ
れる環境は，例えば家庭のリビングに
置かれるようなロボットだとすると，
TVやステレオなどの音が鳴っている
中で人間の声を聞き分けたり，自動車
の中であればステレオの音楽や車のエ
アコンの風の音，ロードノイズのよう

なさまざまな雑音の中から人の声を聞
きとることが必要です．このような雑
音の種類や大きさは，音声認識が利用
される環境ごとに異なるため，単に
データを収集して，組合せとしてとら
えるためには膨大なデータと計算能力
が必要になります．そこで音声認識を
利用する環境に合わせて，例えばロー
ドノイズなどの周囲の雑音を抑制した
り，利用される環境で発生しそうな雑
音を考慮して学習を行うことにより，
効率良く音声認識の精度を上げること
ができるようになります．

一方で現実社会の中ではより多くの
データを短時間に学習していくことに

図 1 　NTTグループが考えるAI技術のアーキテクチャ
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より，昨日よりも今日，今日よりも明
日はもっと役に立つAIシステムをお
客さまにお届けすることも可能になり
ます．NTTグループでは，このよう
な大規模なデータによる学習を高速に
行うための手法の技術開発も合わせて
強化してきています．現在のAIの主
流の技術の １ つである，DNNによる
学習を最適化するような技術開発とと
もに，組合せ最適化問題をDNN等の
手法よりもさらに高速に解くための
QNN（Quantum Neural Network） と
いった技術開発も行っています．

私たちの現実社会の中で，AIサー
ビスを利用する方々に最高のサービス
をお届けするために，学習すべき情報
を的確に見つけて効率的にAIを賢く
することと，より多くの情報を高速に

処理する仕組みにより，さらにAIが
賢くなるように努力を続けています．
本稿では，NTTグループが進める，
現実社会の中でお客さまの課題を解決
するための，AI技術の事例の紹介と
DNNによる学習を高速化する取り組
みについて，現在の最新状況を紹介し
ます（図 ₂ ）．

コンシューマ分野に関するAIの
要素技術

コンシューマの分野として昨今特に
注目を集めているのは，スマートス
ピーカに代表されるエージェント端末
です．音声でエージェント端末に指示
することで，音楽を聞いたり，家電の
スイッチを入れるなどさまざまなサー
ビスを享受できます．本特集記事『遠

隔音声認識強化に向けたさまざまな取
り組みとその成果』ではそのキーとな
る技術の １ つとして，ユーザの音声を
正確に聞き取る音声認識技術に関する
取り組みを紹介します．

また，ヘルスケアもコンシューマ向
け と し て 有 力 な 分 野 の １ つ で す．
NTT研究所では，センサ情報や医療
健康データを基に，日々の活動状況や
健康状態をより深く理解する研究や，
そこから健康機器の利用および生活習
慣に関するアドバイスを行うことで，
病気の予防 ・ 健康増進を支援する研究
に取り組んでいます．そこで本特集記
事『健康支援サービスの実現に向けた
生体信号解析技術』では，健康状態を
深く理解する技術として，センサに
よって取得した生体信号からバイタル

図 2 　NTTグループが考えるAI技術のアーキテクチャ
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データを高精度に推定する技術を紹介
します．また『医療健康支援技術の研
究開発と糖尿病患者の血糖コントロー
ル不良予測への適用』では病気の予防
や健康増進を支援する研究として，大
学院の臨床データを基に血糖管理を支
援するAI技術について紹介します．

ビジネス分野に関するAIの 
要素技術

AIのビジネス応用でまず期待され
ていることとして挙げられるのが，業
務の効率化です．NTTではAIを使っ
て人の能力を補強し引き出すAI技術
の研究に取り組んでいます．

例えばNTTグループが所有する通
信設備をはじめとしたインフラの保守
点検の分野は非常に人手が掛かる分野
であり，その効率化が急務となってい
ます．そこでNTT研究所でも保守点
検作業の効率化に関する研究開発を進
めています．本特集記事『車載カメラ
を用いた効率的な点検のためのマン
ホール鉄蓋劣化度推定技術』ではその
１ つとして，車載カメラの映像からマ
ンホールの劣化度合いを推定する技術
を紹介します．

また昨今は訪日外国人の増加に伴
い，観光情報などを翻訳する需要が急
増しています．そこで，本特集記事

『ニューラル機械翻訳によるサービス
創造に向けた取り組み』ではAIによ
る自動翻訳技術を実フィールドに適用
し，翻訳精度を向上させる取り組みに

ついて紹介します．
さらに，AIのビジネス応用として

大きく期待されているところとして
データ分析分野があります．NTT研
究所では事前に観測ができない現象を
不完全なデータから予測 ・ 検知する技
術の実現に向けて取り組んでいます．
本特集記事『群集誘導のための人流予
測技術』ではその中から，時間と空間
を同時に分析する時空間予測技術につ
いて紹介します．

AIを支える基盤技術

AI要素技術は複雑 ・ 膨大な演算処
理によって実現されており，NTT研
究所ではこれらの処理を支える基盤的
な技術群についても研究を進めていま
す．基盤的な技術群は，学習や分析に
関するフレームワーク，ハードウェア，
またそれらの運用性や利便性向上に関
する技術に分けられます．その中で，
今回はAIの学習に関する技術を紹介
します．

AIが正しい答えを導き出すには膨
大なデータによる学習処理が不可欠で
すが，その学習に掛かる演算コストは
非常に高く，また必ずしも学習結果が
収束しないなど多くの問題がありま
す．そこで本特集記事『深層学習のた
めの先進的な学習技術』では，DNN
の学習過程におけるこれらの問題解決
に向けた取り組みについて紹介し
ます．

今後に向けて

NTTグループでは，AI技術「corevo®」
により多くのお客さまの生活やビジネ
スをより良いものにしていただくため
に，今後もさまざまなパートナーの皆
様と連携しながら，実社会への適応に
向けた取り組みを進めていきます．

小澤  英昭

NTTグループは，音声認識技術等を代表
に40年以上継続的にAI関連の技術開発を
行ってきました．今後もパートナーの皆様
とともに，実社会の中でお客さまの役に立
つAIの技術とサービスを提案し続けていき
ます．
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