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機械（AI）が人間の言葉を理解で
きるようになるか、という課題は、
AI関連の研究開発の中でも最大の
難関とも言われている。
人間の脳の働きを模したニューラ
ルネットワークでデータの特徴を捉
える AIアルゴリズムの高度化と、
大量のデータによる機械学習で AI

アルゴリズムのチューニングを行う
コンピュータ技術の進展等により、
人間の言語の研究を行う自然言語処
理の分野でも近年多くのイノベー
ションが生まれている。
例を挙げると、音声認識の分野で
は、AIが音の特徴を捉えて音素列
に変換する音響モデル（例えば、「と
うぶん」という音を入力値として
“toubun”という音素列を出力する
AIモデル）の精度向上と、出力値
の“toubun”という音素列が「当分」
か「糖分」か、それとも「等分」な
のか、といったことを大量の文例
データの学習をもとに前後の文脈か
ら推測する言語モデル作成技術の進
展によって、この数年間で音声認識
の精度が飛躍的に向上している。
また機械翻訳の分野では、AIが

文の特徴を捉えて、文の文字列を“文

意”を表す高次元の数値ベクトルに
変換し、その“文意”を表す数列を
翻訳先言語の文に戻すニューラル機
械翻訳技術によって、翻訳業界に大
きな変革が起きている。現在の AI

の翻訳精度は、日英翻訳では、AI

機械翻訳が TOEIC960点のビジネ
スパーソンと同等以上の翻訳を行え
ることが確認されている（NTT 

Com が 提 供 す る COTOHA 

Translatorの事例）。
そのほかにも、AIがチャット等
で自動応答を行う対話型 AIの分野
では、人間の言葉が表す意味を AI

が数値ベクトル化する等の技術に
よって、人間の言葉の“意図”を従
来よりも高い精度で抽出し、その意
図に応じた返答を AIがより正確に

行えるようになってきている。

このような近年の AI技術の進展
を受けて、NTT Comでは、自然言
語処理関連の AI技術を実ビジネス
の現場で活用できるサービスとし
て、『COTOHAシリーズ』を展開し
てきた（図１）。
「AIは実証実験や PoCの事例ばか
りで、なかなか本格利用まで到達し
ない」という実用化に懐疑的な見方
も世の中には多くある。言語系 AI

の分野でも、人間のように汎用的に
言葉を使える万能型の AIは実現さ
れていないが、COTOHAシリーズ
の提供を通じて、音声認識や機械翻
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実ビジネスに適用できる
AIサービスの提供
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AI意味検索によりユーザーの
自己解決を支援するAIボット

超高精度の自動翻訳を実現
するAI翻訳サービス
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議事メモ作成自動化AI
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NTTならではの自然言語
処理・辞書を活用したAPI
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音声認識API

音声ファイルをテキスト変換
する音声マイニングサービス

COTOHAシリーズの進化

自然な日本語を高い精度で理解し
“人間らしい対話”ができるAI

図 1　NTT Comの COTOHAシリーズ

言語系AI技術の現在地点
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訳、一問一答型やシナリオ型の自動
応答などの特定の領域で AIが実ビ
ジネスに適用できることを数多くの
企業に体感していただいている。

COTOHAシリーズは、これまで、
実ビジネスに適用できる言語系 AI

サービスとして展開し、「言語系の
分野で AIができること」を具現化
してきた。
今後は、AIを活用したビジネス
をさらに拡大させることを目的とし
て、NTT Comのコミュニケーショ
ン系サービスに COTOHAを組み込
み、COTOHAが従来のコミュニケー
ションサービスを高度化するイネー
ブラーとなる“AI Everywhere”の
展開を目指している（図２）。
具体的には、顧客接点を担うコ
ミュニケーションサービスの領域
で、フリーダイヤルやナビダイヤル
等の電話サービスに AI音声認識／
合成、AI自動応答を組み合わせて、
簡単な電話の応答を AIで完結させ
る機能をオプションサービスとして
提供する取り組みや、AI音声認識
でテキスト化された通話内容を言語
分析して、顧客応対やマーケティン
グに活かす音声マイニング（音声
データからの価値の発掘）を行うオ
プションサービスの提供などに取り
組んでいく。
これらの取組みにより、フリーダ
イヤルやナビダイヤルをご利用いた
だいているコンタクトセンターにお
いても、簡単に AI自動応答や応答
内容分析を組み込めるようにするこ
とを目指している。
また、ワークスタイル変革の領域

音声を分離して認識する技術の進展
が期待されている。
機械翻訳においては、原文と翻訳
結果が対になった対訳データがなく
ても、言語毎の個別学習で翻訳にも
対応できるようにする技術などに
よって、多言語や方言などデータが
大量には集まりにくい場合でも精度
の高い翻訳モデルが作成できる改良
が進んでいく。
自動応答に関しては、人間が作成
した FAQや応対フロー（シナリオ）
に従って AIが動く形から進化して、
オペレーターの応対ログをもとに、
FAQや応対シナリオを AIが自動で
作成した上で、言葉の意図の分析に
よって適切な回答やシナリオを正確
に起動できるようになるブレークス
ルーを期待したい。
このような技術革新によって、優
秀なオペレーターの応対を AIが自
律的に学びながら成長して、人間を
サポートする世界が実現していく。
そしてその先には、電話やチャッ
トの向こうで応対してくれている相
手が、人間なのか機械（AI）なのか
を意識しなくて良い時代が来るので
はないかと考えている。
＜AI活用のことなら下記へ＞
ai-strategy-ac@ntt.com

では、従来の TV会議やWeb会議
に AI音声認識と AI機械翻訳を組み
込んで、多言語会議の同時通訳や、
会議内容の書き起こしメモを自動的
に作成する会議サポートオプション
サービスの提供、ストレージサービ
スと連携して、特定のフォルダ内に
保存されたファイルを AIが自動的
に翻訳する機能の組み込みなど、
NTT Comが提供するアプリケー
ションサービスに COTOHAを組み
込んで展開していく予定である。

このように、言語系 AIの実用化
は、単品のサービス展開だけではな
く、NTT Comの主要サービスに組
み込めるところまで進んできた。
この言語系 AIには、まだまだ未

踏の領域も多く、今後の技術革新に
よっては、さらに大きなビジネスの
変革が期待できる。
近い将来に実現が期待される技術
革新としては、より精度が高く、チュー
ニング等に人手のかからない AIモデ
ルや AIエンジンの開発がある。
音声認識の分野では、雑音が多い
環境でも正確な音素を認識できる音
響モデルや、複数の人間の音声が重
なった際に、話者の特徴を識別して、

ワークスタイル変革 社会課題解決

あらゆるサービス、ユーザシーンへ
AIを組込み、データの収集/利活用を
促進する“AI Everywhere”を推進

会議 x COTOHA API x Translator
会議中のリアルタイム日英/英日翻訳

Box x Translator
自動翻訳資料をboxのストレージ上で
自動共有

Virtual Assistant ⅹ Salesforce
顧客・商談データのAI自動入力、
営業活用

コンタクトセンタ
× Virtual Assistant
飲食店予約サイトと連携したNo Show
対策等

Smart World × AI 
COTOHAシリーズを皮切りにした、
AI、データ分析による社会課題解決に
挑戦

顧客接点強化

ナビダイヤル x Chat&FAQ  
24時間365日のAIによる自動問合せ
対応等

フリー/ナビD x Voice Insight
コールセンタでの通話録音データの
テキスト化

ID Federation x COTOHA API
コールセンタでの声紋認証による
顧客認識

図 2　言語系AI で展開する “AI Everywhere”

“AI Everywhere” の推進

言語系AI技術の近未来


