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特集■高付加価値なコミュニケーションサービスの創造に取り組むNTTメディアインテリジェンス研究所

＜インタビュー＞

AI をキーに研究テーマを再整理
「人間と AI との共創」という目標に
向かって研究開発を進める
自然で分かりやすいコミュニケーションやコンテンツ流通サービスの実現をめざして、
音声認識や音声合成、自然言語処理、画像処理、高臨場感通信技術などの研究開発に取り
組む NTT メディアインテリジェンス研究所。
同研究所では現在、AI（人工知能）をキー
ワードに研究テーマの再整理を進めている。2015 年 7 月に所長に就任した小澤 英昭氏
に、
同研究所が目指す AI とはどのようなものであるか、またその AI によって研究開発テ
ーマをどのように再整理するかなどについてうかがった。

研究テーマの位置づけを見直し
オープンイノベーションを促進
̶NTT メディアインテリジェンス研
究所（以下、MD 研）の所長にご就任
されてから約半年が経過しました。研
究所の現状を踏まえた上で、今後、研究
開発をどのように進めるお考えでしょ
うか。

小澤

当研究所ではこれまで、音声

認識技術や音声合成技術、自然言語
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̶AI をキーに研究テーマを再整理す
る狙いは何でしょうか。

小澤

A Iという領域横断的な視点を

導入することで、異分野の技術の組み
合わせによるイノベーションの促 進

リアリティの研究
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高臨場感
音声・映像符号化

ションであると考えています。

オープンイノベーションや
コ・イノベーションで進める領域

NTT メディアインテリジェンス研究所のミッション

や、技術の新しい活用方法の発見な
どが可能になると期待しています。ま
た、A Iに関連する技術 領域は広く、
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すべてを自分たちだけでやれるわけ
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に付くことも期待しています。

人に寄り添い、能力を拡張する
NTT ならではの AI を目指す

̶目標とする AI を実現するには、今
後どのような研究開発を進める必要が
あるとお考えでしょうか。

人間と AI との共創という最

小澤

ようなものでしょうか。

終目標に至るには、2 つの方向から

AI という言葉でイメージさ

れるものは多種多様です。企業ユー
ザ は、IBM が 開 発 し た「Watson」
のような質問応答システムや意思決
定支援システムを想像しがちです。
また、一般ユーザはロボットのよう
なもの、技術者は Deep Learning な
どの要素技術を想起することが多い
かもしれません。
私たちは、そうした既成のイメー
ジや技術にとらわれずに、「何のた
めの AI」が今後必要になるかを検
討するところから作業を始めまし
た。 検 討 の 結 果、MD 研 を 含 め た
NTT 研究所では、
「人に寄り添い、
人をサポートしながら人間の能力を
拡張するための AI」
「人間と AI と
の共創」を目標に研究開発を進めて
いくことにしました。長年、コミュ
ニケーションカンパニーとして活動
してきた NTT ならではの AI 観であ
ると自負しています。
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ヒトらしさの追求

NTT における AI についての研究開発の道筋

̶MD 研が実現を目指す AI とはどの

小澤

P2M

段階的にアプローチをしていく必要
があると考えています（図 2）。
1 つの方向は、人と機械が対話す
る「P2M」型の AI の研究開発です。
この方向では、対話を通じて利用
者に最適な情報を識別して提示した
り、指示された作業を実施したりす
る働きをする「Agent-AI」の研究開
発を皮切りに、次第にヒトらしさの
追求を進めていく計画です。例えば、
感情や本能、知性などを理解して稼
働する「Hear t-Touching-AI」のよ
うなものの実現を考えています。
当研究所では、コールセンタの自
動化などを目標とした研究開発をこ

と識別できるようにしています。こ
のような感情を考慮した研究開発を
発 展 さ せ て い く こ と で、Hear tTouching-AI を実現できると見込ん
でいます。
もう 1 つの方向は、機械同士が
対話する「M2M」型の AI の研究開
発です。IoT が今後普及すると、多
様なデータを大量に処理する必要が
出て来ます。そうした処理やセンサ
制御を効率化するには、各拠点で
AI による自動制御を実現する必要
があります。私たちは、こうした
AI を「Ambient-AI」と呼び、まず
はその研究開発に着手する計画で
す。また、エッジコンピューティン
グが一般化していくと、より広域で
のモノの組織化が求められるように
なるでしょう。その場合は、ネット
ワークそのものが知性を持つ

れまで進めてきました。現在までに、 「Network-AI」のようなものが必要
対話の相手が怒っているかどうかを
識別する技術を開発しています。大
きな声を出さない「Cold Anger」と
呼ばれるタイプの怒りを識別するの
は困難なのですが、対話の中身を分
析して推論することで怒りをきちん

になるはずです。
この 2 方向からの研究開発を最
終的には統合し、人間と AI との共
創を実現したいと考えています
̶本日は有難うございました。
（聞き手・構成：末安 泰三）
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