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※ 社会知︓インターネットをはじめ社会に流通している知識
※ 社会知コミュニケーション技術︓社会知を駆使して、ユーザに寄り
添った対話等を⾏うための技術



データ駆動知能システム研究センター(DIRECT)
ここ数年間の成果
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WISDOM X�
⼤規模Web情報分析システム

九州北部豪⾬で鉄橋流失を
他に先んじて発⾒

Twitter上の災害情報を分析、可視化

Q:熊本県で何が不⾜し
ている（地図表⽰）

防災チャットボット
SOCDA

⽕災がおきてます

何か被害があれば
教えてください。

ありがとうございます
写真はありますか︖

以上で登録しました

場所を教えてください。

ウェザーニューズが
ビジネス開始

Q: ⾔語能⼒をもたらす
遺伝⼦は何か︖

• 深層学習も⽤いた⼤規模⾃然⾔語処理システム、対話システム、基盤技術

技術
転⽤

Web６0億件から様々な質問に回答。
2015年より試験公開中

深層学習版を2021年3
⽉末より⼀般公開開始

Web60億ページの情報を使って⾳声
の質問に回答し、雑談も⾏う。対話
時の省略等⽂脈処理も実施

次世代⾳声対話システム

WEKDA

対災害SNS情報分析システム
DISAANA / D-SUMM

最近、1⽇三⾷ご飯たべてますか︖
もりもり⾷べてるよ。
漬物がおいしくてね。
それは良いですね。
漬物はビタミン…

要⽀援以上の⾼齢者の健康状態チェック(介護モニタ
リング）の⼀部を代替。Webを⽤いた雑談で⾼齢者のコミュ
ニケーション不⾜を解消。実証実験実施中。SIP第⼆期、
KDDI、NECソリューションイノベータ、⽇本総研と共同開発
YouTubeでMICSUSと検索するとデモ動画が

MICSUSマルチモーダル
⾳声対話システム

被災者とAIがスマホで対話を⾏い、被害
情報の収集、避難⽀援を実施。SIP第⼆期

RaNNC⾃動並列化深層学習
ミドルウエア

2021年3⽉末よりフリー
ソフトとして⼀般公開開始

⽇本語BERTも公開
2年で3800件のダウンロード

巨⼤なニューラルネットワークを⾃動的
に分割し、モデルパラレルでの並列学習
を⾶躍的に簡単に実⾏。現在、130億パ
ラメータの拡⼤版BERTまで動作確認

Q: FOXP2はどのように
して⾔語能⼒をもたらす

技術
転⽤

技
術
転
⽤

技術
転⽤

Q: AIで解決できそ
うな社会課題は

⺠間企業（NEC）に技術移転済み
Q-ANPIの実証・調査事業で活⽤



3

データ駆動知能システム研究センターの今後
2030年の⾳声対話システムのイメージ

A銀⾏の定期預⾦が満期を迎えますね。B国の
投資信託が⼈気のようですが、どうですか︖

でもB国の政権が不安定だからあぶないんじゃない︖
そういう意⾒もありますが、⼀⽅で本⽇の新聞には
⾯⽩いことが書かれていますよ。後で送ります。

了解。開発チーム全員に送っておいて。
開発項⽬
• 対話システムが⽬的やポリシーを持ってユーザに合わせた対話を可能にする
データ駆動モデル化、知識獲得、⽂脈処理技術、質問応答技術の⾼度化

• 超⼤規模ニューラルネットワークの構築、学習等のための基盤ソフトウエア、
学習データ等の収集、構築、システム稼働のリソースを可変にできるエラス
ティックな⾃然⾔語処理技術

• ⺠間企業等と連携しての研究開発

仕事の話だけど、C社向けソフト開発はどうかね︖
Dアルゴリズムで効率化できそうです。
関係する論⽂を送っておきます。

通勤中の
⾃動⾞内

• 多様な場所、タイミングでユーザと仕事、家庭の事情等多様な話題に関して
ブレインストーミングを実現

• ⾼齢者介護等、社会課題の解決につながる⾳声対話システムの開発
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AIを遠隔医療でどのように使う

どんなAIを遠隔医療で使う

AIを遠隔医療で使えなくするのは何か︖

121件の端的な回答

質問: AIを使って社会保障費を抑制
するには何をしたらいい?

回答220件

回答356件

回答4件

⽶国の事例も

AIで患者の状態の予測と分析

ヘルスケア機器で収集したバイタル
データをAIで収集、分析

⼤規模Web情報分析システムWISDOM X�

深掘りすると…

深層学習版
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• Web60億ページの情報をもとに多様な質問⽂に回答
• 語句の単純検索ではなく、BERT等の深層学習を駆使してテキスト間の同義、因果関係等を⾃動認識
し、質問への回答や、⼀連の世界初の技術により仮説的シナリオの作成や質問の提案まで⾏う

• https://www.wisdom-nict.jpにて⼀般公開中

2021年3⽉末より試験公開開始

https://www.wisdom-nict.jp/


DISAANA（ディサーナ）
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DISAANA

⽣活必需品

⽣理⽤品

救援物資

住⺠、救援団体からの質問（例︓「熊本県で何が不⾜していますか」）
に瞬時に回答

回答をピンポ
イントに抽出

回答を地図上に表
⽰し、被災状況を
俯瞰可能

救援団体や住⺠等

2015年4⽉より⼀般公開中

D-SUMMとあわせて2017年
7⽉の九州北部豪⾬で⼤分県
で実活⽤されるなど⾃治体
での活⽤実績あり

• SNS（ツイッター）上の災害関連情報をリアルタイムに深く分析・整理して、状況把握・
判断を⽀援し、救援、避難の⽀援を⾏う質問応答システム

• ツイートしてから約5秒で分析結果を提供可能
• 2016年の熊本地震の際には、ツイッター社から⼈道⽀援として協⼒いただき1ヶ⽉ほど
100%のツイートの分析結果を提供（平時は10%サンプル＝毎秒約100ツイート）

• D-SUMMとあわせて⺠間企業へ技術移転

Twitter

地図データ©2016 Google, ZENRIN



D-SUMM（ディーサム）
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熊本市、益城町を中⼼に⽕災、建物被害や、電気、ガス、⽔道、通信
等のトラブル、通⾏⽌めの報告多数ということが⼀⽬でわかる

• 2016年10⽉18⽇⼀般公開（https://disaana.jp/d-summ）
• SNS（ツイッター）上の災害関連情報をリアルタイムに抽出し、⼀⽬で状況把握・判断
ができるよう整理・要約し、救援、避難の⽀援を⾏うシステム （内閣府SIPの⽀援を受け
て研究開発）

• 分析エンジンは、後述するSOCDAでも活⽤。DISAANAとともに⺠間企業へ技術移転

2016年熊本地震前震発災後１時間の熊本県の被災状況の要約

⾃治体等において情報収集が困難な発災直後1時間でも
被害状況概要の把握を可能にし、初動対応を⽀援

電気、ガス、⽔道、
通信のトラブル

建物被害の報告
100件以上

被災報告が
深刻なエリア
から順に表示

熊本市

益城町

阿蘇市

地図表⽰も可能

⽕災発⽣

家屋倒壊

地図データ©2016 Google, ZENRIN

http://disaana.jp/d-summ


防災チャットボットSOCDA概要
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• 防災チャットボットSOCDAが⼈間の代わりに
⼤勢の被災者等と⾃動的にLINEで対話をし、
被災情報収集・分析や避難⽀援を⾏う

• Twitter等に⽐して、⾼信頼の収集がより網羅的
に取得できると思われる
• 双⽅向の対話の特性、匿名性の違い

概要

SOCDAは、内閣府SIP第⼆期にて防災科学技術
研究所、株式会社ウェザーニューズ、NICTの
3機関がLINE株式会社の協⼒を得て研究開発

© OpenStreetMap contributors

クラウド・
クラスタ

地⽅⾃治体等で対話の結果を集計・分析

【情報収集】
SOCDA︓
被害があれば
教えてくださ
い。

【避難⽀援】
SOCDA︓避難指
⽰が出ました。
近くの指定避難
所は以下の通り
です。(A)○⼩学
校[空]（B）△セ
ンター[満]…

被災者︓避難完了
被災者︓⽕災が
発⽣してます

被災者︓○⼩学校に
避難する。

⾃治体等職員

社会実装状況

• AI防災協議会から無償利⽤可能なSOCDAの
LINE公式アカウント「AI防災⽀援システム」
を公開中（LINE ID: @socda）

• 神⼾市にて1万⼈規模の
ユーザによる⼤規模な実
証実験を実施した他、神
奈川県等でも実験を実施

• NICTからソフトウェアの
ライセンスを受けたウェ
ザーニューズが神⼾市を
含む12の⾃治体にて商⽤
サービス、実証実験を実
施中



WISDOM Xの応⽤︓次世代⾳声対話システム
WEKDA（ウェクダ）

• ルールを作り込むのではなく、Web60億ページの情報と深層学習を駆使して、観
光、経済等多様な話題に関して雑談を展開できる⾳声対話システム

• 雑談に加えて、「何が」、「〜とどうなる」、「なぜ」、「どうやって」などの
質問応答も可能
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潜在的なチャンス
やリスクに関する
情報を提供

How-to型の質
問に回答

Why型の質
問に回答

省略補完をし
て、「どうし
て奈良にシカ
がたくさんい
るのかね」と
解釈

省略補完をして、
「東⼤寺にもシカ
がたくさんいるよ
ね」と解釈

⾼度な質問応答機能 ⾼度な省略補完機能



• 従来、適切な介護実施のため、介護職(ケア
マネジャー等）が、⾼齢者の健康状態や⽣活
習慣を対話でチェックしてきた
• この作業を“介護モニタリング”と呼ぶ

• 介護モニタリングの⼀部をAIで⾏い、⼈⼿
不⾜のケアマネジャー等の負担を軽減

• ⾼齢者の健康状態悪化の要因となる
コミュニケーション不⾜もAIとの雑談で抑制

具体的な研究⽬標

最近、1⽇三⾷ご飯たべてますか︖

もりもり⾷べてるよ。最
近、漬物がおいしくてね

ところで、外出のときは、コロナ
感染を防ぐため、マスクは付けて

いますね︖

それは良いですね。ネットに
よると、⽇本古来の漬物は⾷
物繊維やビタミンをたっぶり

含んでいます

⾳声+表情・ジェスチャー

⾳声で応答

MICSUSの概要

カメラ

マイク
液晶

スピーカー

⾳声だけでなく⾼齢者の表情や
ジェスチャーも読み取れるAIを備えた
マルチモーダル⾳声対話システム

内閣府SIP第⼆期のご⽀援により、KDDI株式会社、
NECソリューションイノベータ株式会社、株式会
社⽇本総合研究所と共同開発

解決を狙う社会課題
⾼齢者介護体制逼迫の可能性は⾮常に⾼い

マルチモーダル⾳声対話システムMICSUS
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最新版MICSUSの対話
2021年12⽉に実施した実証実験より

10⾼齢者向けに間をとって対話する設定のため緩慢に感じられる場⾯も←設定変更可能

ビデオ紹介



マルチモーダル⾳声対話システムMICSUS

2022年3⽉の実証実験概要
• ⼀⼈暮らし、７０代後半以上の⾼齢者４名が15⽇間、毎⽇⾃宅で
MICSUSと対話

• 健康状態チェックに関する質問に対する回答の意味解釈(YES/NO)の精度
• MICSUSによる聞き直し、⾼齢者による訂正等で対話セッションの終わりまでに⾼齢者

の意図通りになっているかどうか、という基準での正解率 95.9% (373項⽬/389項⽬)
• 最も多い誤りの原因はそもそも⾼齢者の回答が曖昧で⼈間でも解釈が難しいケース

• ユーザの好みや経験などを聞くWhat型質問の回答の解釈精度
• ⾼齢者の発話からの回答キーワードの抽出の正解率: 82.9% (145/175)

• Webベースの雑談的応答の受容度
• 47.1%(74/157)の雑談的応答に笑顔または「やってみようかな」等の積極的な興味を

⽰している反応
• 笑顔を⽰しているのは32.5%(51/157)
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未確定要素が多いものの、MICSUS関連技術について複数の⺠間企業から
ビジネス化に向けてライセンスの要望をいただいており、多⽅⾯から検討中



def BERTModel(…):
…

v1 = self.embed(in)
v2 = self.linear(v1)

…        

ニューラルネット
定義のプログラム 分割されたニューラル

ネットをGPUに配置

計算サーバ群

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU

⾼速通信

RaNNC (Rapid Neural Network Connector)

RaNNC

処理時間や必要メモリ量を分析し
ニューラルネット分割を⾃動で決定

• ⼤規模ニューラルネットの学習には、多数のGPUを⽤いる⾼度な並列処理が必要
• GPT-3（1,750億パラメータ）の場合、チューニング等に数ヶ⽉要すると思われる
• 著名な既存ソフトウェアは、特定のニューラルネットの種類にのみ適⽤可能

• RaNNCにより⼤規模ニューラルネット学習が劇的に簡単化
• 多数のGPUを⽤いた並列処理を⾃動化（2,000億パラメータまで動作を確認）
• 適⽤できるニューラルネットの種類にも制限無し

• Facebook主催のPyTorch Annual Hackathon 2021（1947⼈が110ヶ国から参加、
応募65件）で First Place受賞（PyTorch Developer Tools & Libraries部⾨）

• 産経新聞社「第35回独創性を拓く 先端技術⼤賞」経済産業⼤⾂賞受賞

オープンソースで公開中
（無償で商⽤利⽤可）

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU

GPU GPU GPU GPU
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WISDOM Xの応⽤︓WISDOM-DX
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• IPAとの共同研究（2021年〜）による成果
• 企業のDX活動の分析、評価をWISDOM Xを⽤いて⾃動化。従来アンケート等で半
年→数⽇で評価可能に

• 経済産業省の「DX銘柄」2021上位10%の48社を正解として評価
• WISDOM-DX︓27件（56.3%） ベースライン(google検索)︓11件（22.9%）

X社のDXに関する質問
X社はどうやってDXを達成し
たか?
X社はDXで何を達成できた
か?
….

DX優良事例

企業リスト

WISDOM-DX

WISDOM X�

企業ランキング ⼤量の回答

WISDOM X→WEKDA→MICSUS同様にWISDOM Xを応⽤した例。
DXのみならず他の分野についても同様に展開を検討中


