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人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業

（NEDO） 
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概要：2020 年度より開始された NEDO プロジェクト「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」に
ついて紹介する．本事業は 5 年計画で進められる，人工知能に関する様々な研究トピックを含む大型の国家プロジェ

クトである．本講演では，その中でもとくに音声言語処理の関わる研究課題に焦点を当てて説明する． 
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(NEDO) 
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Abstract: We introduce the NEDO project ``Human-centered Artificial Intelligence Embedded in the Real World’’, which started 
in FY2020. This is a large-scale national project with a five-year plan that includes various research topics related to artificial 
intelligence. In this talk, we focus on the research topics related to spoken language processing proposed in this project. 
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近年，深層学習技術の進化に伴い，実社会の様々な分野

において人工知能（AI）技術の適用が進みつつある．とく
に日本では生産年齢人口の減少に伴う労働生産性の低下が

社会課題の一つとなっており，AI技術はこうした課題の解
決につながる有用な手段として期待されている．しかし，

医療，交通，教育など，AIの推論結果が社会的・経済的に
大きな影響を及ぼす分野では，AIの推論結果の説明性なら
びに信頼性等の問題から，AI技術の導入は未だ限定的とな
っている．また，AI技術の構築・開発には一般的に膨大な
データの利用を前提とするが，例えば，製造現場や社会イ

ンフラの運用現場など大量のデータの収集が困難である場

面での適用や，データが大量に収集できてもアノテーショ

ン処理にコストがかかることなど，実社会における AI 技
術の導入には課題が多い[1]．こうした背景を受けて，2020
年度から 2024 年度までの 5 年間のプロジェクトとして，
NEDO「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開
発事業」が開始された[2]．本事業で取り組む研究開発内容
（研究開発項目）は下記の通りである． 
① 人と共に進化する AI システムの基盤技術開発 
推論過程や推論根拠を示す説明できる AI の基盤技
術，人の意図や知識を理解して学習する AI の基盤
技術の開発 等を実施 

② 実世界で信頼できる AI の評価・管理手法の確立 
評価項目・指標・目的など明示化した具体的な品質
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評価・管理ガイドラインの策定や推論結果の安定性

の計測技術・向上技術などの品質評価・管理手法の

開発 等を実施 
③ 容易に構築・導入できる AI の開発 

画像や動画，言語など異なるタイプのデータによる

汎用学習済みモデルを効率的に構築する技術の開

発，実応用分野に分かれた準汎用学習済みモデルの

開発，それら学習済みモデルを組み合わせてさまざ

まな分野において少量データで高精度のモデルを

構築する技術の開発，データや構築されたモデルを

効率的に管理して利活用を容易にするための技術

の開発 等を実施 
本事業では，これらの研究開発項目に対し，画像処理，

音声処理，自然言語処理，情報基盤・インフラなど多岐に

渡る研究課題が実施されている．本講演では，その中でも

音声言語処理に関わる研究課題として下記の 2つのプロジ
ェクトについて説明する． 

• 「音響信号処理モデルの汎用化・適応化とアプリケ

ーション構築容易化のための基盤技術の開発」 
（産総研，静岡大学，名古屋大学，早稲田大学の共

同実施）※ 研究開発項目③に属する 
• 「人と共に成長するオンライン語学学習支援 AI シ

ステムの開発」（早稲田大学）※研究開発項目①に属

する 
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以降，各研究課題の概要を示す． 
 
音響信号処理モデルの汎用化・適応化とアプリケーション

構築容易化のための基盤技術の開発 

（産総研，静岡大学，名古屋大学，早稲田大学） 

音声・感情認識，音声合成，音響イベント識別，異常

検知・診断など，音響時系列データに対する自動解析（音

響処理技術）は，産業ニーズの高いサービスの展開，さら

には医療分野や教育分野など社会課題の解決においても

重要となる技術である．しかし，このようなAI音響アプリ

ケーションを実社会・実環境において構築・運用すること

は容易ではない．一般的にAIを基盤とするアプリケーシ

ョンを構築する際には，大規模データベースから学習し

た「汎用学習済みモデル」の利活用が有用と考えられるが，

音響時系列データにおいては， 
• 多種の情報が混在する非常に複雑な信号であり，その

環境依存性も高い 

• データ計測・収集，アノテーション（教師ラベル付与）

に対する労力が非常に高い 
といった特性があることから，そもそも汎用性の高い大

規模データベースを構築することが困難であり，音声・感

情認識，音声合成，音響イベント識別，異常検知・診断等，

音響処理の種類別においても汎用学習済みモデルの実

現・利活用は進んでいない．本研究課題では，実環境で高

精度かつ早期実装・運用可能な音響時系列データアプリ

ケーションの実現を目指し，音響時系列処理モデルの汎

用性を高めるとともに，それに基づいて個々の環境（タス

ク）に適応化する技術を確立する．とくにここでの研究ア

プローチとして，汎用化・適応化のための要素技術の検討

だけでなく，音響時系列データのための新たなデータ収集・

アノテーションに関する研究開発も実施，さらに両者を連

携して取り組むことで，実環境での要素技術の深化を進め

るとともに AI 音響アプリケーションの実用性向上を目指

す． 
 
人と共に成長するオンライン語学学習支援 AI システムの

開発（早稲田大学） 

 

 
英会話能力判定エージェント（説明可能な AI の意思決定） 

 

2020 年初頭に起きた新型コロナウィルス蔓延に端を発

する世界的なオンライン教育の爆発的なニーズの高まりも

直接の背景として，本研究では，英語教育の専門家と AIが
連携して受講者の英語コミュニケーション能力を判定し，

学習者と教育者の双方に対して納得感のあるオンライン授

業システムを実現することを目指す．早稲田大学における

全学向けコミュニケーション指向英会話オンライン授業

「Tutorial English」の教室を一つの小さな社会と見立てて，

そこでチュータや学生と長期的に一緒に成長できる会話

AIの設計パラダイムを提案しており，具体的には，以下の

3つの研究開発テーマから構成される． 
（1）人-人 大規模英会話データセットの構築： 
受講者の英会話能力がバランス良く観察できるように設計

されたシナリオに基づく英会話データおよび実際のオンラ

イン英会話の大規模データセットを構築する． 
（2）人と AIが協調して共に成長する英会話能力判定シス

テムの開発： 
英会話能力判定は一般的に判定者の知識と経験に大きく依

存してしまう属人性の問題があった．そこで本研究では，

英会話能力判定の枠組みをニューラルネットワークの構造

に予め組み込むことで判断過程を説明可能とした上で，能

動学習の枠組みを用いて，AIが能力判定の確信度が低いと

判定した事例から優先的にその判断根拠も示して経験豊富

な人間の判定者に最終判断を下してもらうような，人と AI
が協働し共に成長する枠組みを提案する． 
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人と AI が協調して共に成長する英会話能力判定機械学習モデル

（人間-AI 協調型機械学習） 

 

（3）学習状況の情報可視化・言語化による受講者・チュー

タ向けオンライン英会話学習支援システムの開発： 
開発された英会話能力判定システムを用いて，オンライン

英会話授業の中で受講者の能力が短期・長期的にどのよう

に成長しているのかを，大規模リアルタイム英会話データ

 
 

分析から得られる知識と英語教育の専門家が持つ指導方針

を融合して可視化・言語化し，学習者と教育者の双方に対

して納得感のあるフィードバックをする枠組みを提案する． 

本研究が理論的基礎とするヨーロッパ言語共通参照枠

（CEFR）では，人間は社会的環境に状況づけられた存在

（Social Agent）として定義され，特定のタスクごとにどの

ようにコミュニケーション能力・戦略の質を評価するべき

かについて広範かつ網羅的に整理されている．そのような

理論と大規模データに基づいて設計される英会話支援 AI
は，学習者と教育者の双方に短・長期的な学習効果を説明

できる技術・サービスの基盤となりえることが期待される． 
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