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NTT コミュニケーションズについて

NTT コミュニケーションズ株式会社は、これまでの20年間で培ってきた設備、技術、ノウハウなど

を結集し、DX Enabler として、ITインフラからアプリケーションまで含めたフルレイヤでのソリュー

ションを提供することで、Smart World の実現やお客さまの DX 実現に貢献し、お客さま事業の更

なる発展に貢献して参ります。
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サービス紹介



COTOHA とは

COTOHA は、NTT グループの40年以上にわたる日本語処理技術から生まれた日本語ネイティブ

の言語 AI です。また、業界用語に強い日本最大級の200万語以上の辞書群を保持。

自然な言葉の対話 AI で
機械と人の壁をなくす

高精度 AI 翻訳で

言語と言語の壁をなくす

活かしきれていなかった音声を

データとして活用する

“簡単＆高精度”の AI チャットで

業務の自動化・効率化を

実現する

“会話を記録して議事録作りを

サポートする

自然言語処理や音声処理の

精度向上を実現する

膨大な文書から

質問の答えを探し出す
映像から人物を自動検出

参考URL：　https://www.ntt.com/about-cotoha.html

https://www.ntt.com/about-cotoha.html


お客さま業務課題の解決に選ばれる「COTOHA」

AI による

「人材強化」

1位

AI による

「顧客満足度向上」

1位

AI による

「新規顧客の獲得」

2位

出典　MM総研「国内法⽉におけるAI導⽉実態調査」（2020年5⽉末時点）



COTOHA API
NTT グループの40年以上の研究成果を活かした自然言語処理技術や音声認識・合成技術を
お客さまのシステムでも簡単にご利用できるよう API として提供しているサービス。
ユースケースに応じてさまざまなシーンでの組み込みが可能。

210万超の日本最大級の辞書

単語を3000種を超える意味属性に分
類

お客様毎の辞書チューニングが可能

自然言語処理・音声処理の豊富なライ
ンアップ

（15つの API を提供）

NTT
基本語辞書

NTT
業界用語辞書

お客さま個別
辞書

自然言語処理 音声認識・合成

自動字幕起こし
テキスト

アナリティクス

チャットボット

コンタクトセンタ

API



COTOHA API ラインナップ

音声認識

音声合成

言い淀み除去β

音声認識 誤り検知β

類似度判定

構文解析

照応解析

固有表現抽出

固有名詞補正

ユーザ属性推定β

要約

キーワード抽出

感情分析

文タイプ判定

テキスト分類

3つの β 版を含み、15の API を用意。用途に応じて利用 API を選択。

参考URL：　https://api.ce-cotoha.com/contents/index.html

https://api.ce-cotoha.com/contents/index.html


AI人手 

構文解析 テキスト分類

COTOHA API ソリューション

作業をしながら音声で記録。記録内容を要約し、自
動で要点を抽出。作業記録の時間を大幅に短縮

Aさんは今日は体調が良いみたい
だ。ごはんも残さなかったし、 
リハビリも積極的だ。 

AI「介護サポート」 AI「文章校正」

自然言語処理の活用で、人手で行っていた
文書校正業務の一部をAIが代替

音声認識 要約 構文解析 固有表現抽出



COTOHA Search Assist

NTT グループのAI 関連技術「corevo®(コレボ)」の機械読解技術を活用しており、自然文で入力さ

れた質問を理解し、答えの記載箇所を提示するサービス。

Search Assistの画面イメージ
利用ログをもとに

検索結果の最適化

質問履歴で

FAQ作成を支援

利用者

管理部門や

ヘルプデスクなど

自然文で質問

Web ブラウザー

答えの提示

ドキュメント

アップロード

取り込んだ
ドキュメントを読解

回答箇所
を表示



COTOHA Search Assist ソリューション

Before After

問い合わせも多種多様で FAQ に載っていない質問も

多いため、対応に稼働がかかる…
社員自身の自己解決を促進し、問い合わせ数が減少！

また、質問・回答履歴を活用してドキュメントや FAQ を効

率的にメンテナンスできる！

生産性向上！



02
Why GKE？



Why GKE？

サービスの特性上、精度向上や品質改善に繋がる開発を短いスパンで実施する必要がある

● 開発期間の長期化

○ 開発 Team が増加に伴う複雑化

○ 開発中のバグの影響が同時並行の開発に波及

● リソース利用の効率化

○ ピーク時の負荷に合わせたサーバ選定

■ 平常時の負荷は低く効率化が必要.

● 保守運用の手間が大きい

○ サービスごとに異なるリソースやプロセス、ログな

どの監視設定

○ デプロイ時の作業ボリュームが大きい

➔ マイクロサービス化による開発効率の向

上

➔ コンテナ + Kubernetes(GKE)導入による

リソース管理

➔ GKE + GCP のマネージドサービス活用に

よる運用の標準化 + CI/CD 

従来の開発の問題点 解決方法



Microservice on Kubernetes (GKE)

そこで...



Why Microservice？

● 生産性が高い

● 耐障害性・保守性が高い

● スケール・冗長化が容易

● サービスの再利用性が高い

サービス特性を考慮し、マイクロサービスアーキテクチャを採用！



Why Kubernetes？

● 負荷状況に応じたオートスケール

● デプロイ時のサービス影響が小さい

● 障害時のセルフヒーリング

● 拡張性やエコシステムとの連携

運用面のメリットが大きいため、Kubernetesを採用！



Why GKE？

● Kubernetes のサポートが充実

● ネイティブで Cloud Monitoring が利用可能

● リソース使用料が安価

● クラスタ作成が早い

● Anthos での多様な環境への移行が容易
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GKE導入事例
 



GKE導入の決め手

コンポーネントの特性

COTOHA Search Assist も複数の
検索エンジンが存在し、COTOHA 
API も保持するモデルによって、動
作条件・環境が異なる。また、場合
によっては同一ノードで動作させる
ほうが望ましいものも存在する。

継続的な Release

COTOHA API は、2年で15の API リ
リースを計画。また、精度向上のた
めに継続的にモデルを改善。
Bug Fix ・機能・モデル改善・パ
フォーマンス向上などを並行で効率
よくできるか。

精度改善
機能 C機能 B

機能 D

機能 A

 流動的なリクエスト

24時間断続的に使われるケースや
バッチ処理などで大量な処理リクエ
ストが発生するなど、ユーザの用途
に応じて時間別・日別のリクエスト
数が大きく異なる。

❏ サービス特性から考慮した3つのポイント



GKE導入事例

2サービスの事例を紹介

新規アプリケーション開発におけるマイクロサービス on GKE へのチャレンジ

API ごとに技術も異なりコンポーネントとして分かれることが明確であったた

め、新規開発から GKE を選定

VMベースのモノリシックなアプリケーションからのリアーキテクト

もともとモノリシックな環境だったが、今後のサービス展開を考慮し、マイクロ

サービス化へのリアーキテクトまで実施 



COTOHA API

テキスト
分類構文解析

感情分析

要約
固有表現

抽出

類似度
判定

辞書データ

音声認識

+

APIエンジン群（計15 API） 辞書群

COTOHA API

❏ 15の特性の異なる自然言語処理・音声処理エンジンと大規模な辞書データ群

❏ 標準的な利用ケースでのリクエスト数や動作しているアルゴリズムも様々

・・・



Cluster Cluster Cluster Cluster

Managed

COTOHA API - Architecture overview

要約 構文解析 テキスト分類 感情分析

COTOHA API

❏ 各エンジンの大部分を GKE を採用。API 単位で最適な  Pod 構成を組みクラスタリング。

❏ 辞書データやモデル生成・管理は、マネージドサービスと組み合わせ構成

❏ Pod 起動時間は高速。HPA でリクエスト量に応じたスケール（チューニングは肝）

❏ コンテナベースの構成により  CI/CD も効率化。不要なモデルはリセットする開発。

GKE

Memorystore Pub/Sub Cloud SQL Cloud Storage

・・・

GKE GKE GKE



COTOHA Search Assist

❏ 3階層アーキテクチャ

❏ モノリシックなシステムをマイクロサービス化

COTOHA 
Search Assist

UI

Data

Business Logic

Monolith Microservice

API

検索

ウイルス
チェック

解析

・・・

UI

API

検索
ウイルス
チェック

解析 ・・・

Data

機能ごとに分離



Kubernetes cluster

COTOHA Search Assist - Architecture overview

COTOHA 
Search Assist

Web

今後移行予定

GKE

Compute
Engine

検索エンジン

Load
Balacing Cloud 

DNS

Cloud 
Armor

Managed Searvice

Cloud
StorageFirestore

Cloud
IAM

Cloud
Monitoring

Cloud
Logging

Container
Registry

❏ UI/Business Logic の一部で GKE を採用。

❏ ドキュメントデータやモデル管理は、マネージドサービスも利用

❏ 検索エンジンの  GKE 化は現在検討中。

AP

Container
Registry Pub/Sub

(A 社用)　※お客様ごとのシングルテナント構成 (共通)



Persistent Volume

COTOHA Search Assist - 検索エンジンのGKE化

COTOHA 
Search Assist

● 検索エンジンの特徴

○ アップロードされたドキュメントを検索対象とするためのインデシング処理が必要

○ ドキュメント検索には2種類の検索技術を利用（機械読解検索 /部分文書検索）

model

機械読解
インデキシング Pod

部分文書
インデキシング Pod

機械読解検索 Pod

部分文書検索 Pod

※ReadWriteMany のアクセスモードは GCEPersistentDisk では非対応のため、
　Filestoreを利用して NFS マウントしてファイルへアクセスする必要あり

想定していた構成

検索エンジンをコンテナ運用するにはアプリケーション改修が必要であったため、リリース段階では、

検索技術ごとにインデキシング処理部／検索処理部を機能分離し、 GCE 上で構築した。



GKEの構築事例

❏ セキュリティとリクエストのバランシング

❏ 無停止運用を意識したアプリケーション設定

❏ コスト最適化とバースト対策のオートスケーリング



Apigee
Edge

Kubernetes cluster

Service
ingress

Service

Pod

Pod

Pod

Pod

❏ Network security ：Cloud Armorを利用したセキュリティ強化
❏ Gateway Proxy ：Apigee により、認証/認可、APIセキュリティ強化、アクセス制御
❏ Traffic balancing ：Ingress/Service (GKE) によるbalancingとRegional clusterによるnode分散

Kubernetes cluster

Kubernetes cluster

セキュリティとリクエストのバランシング

Cloud Armor



無停止運用を意識したアプリケーション設定

● Deployment ：Pod の基本となる設定

　strategy：アップデート戦略、RollingUpdateを指定

　containers
image：Container Resistry上のimageのパス

resources：PodのCPU/Memoryリソース設定（requests/limitsの指定）

readinessprobe/live：Podのヘルスチェック

affinity：Podを稼働させるNodeを指定

● PodDisruptionBudget： ノードの排出処理時のPod最小起動数と最大停止数を設定

最小起動数(minAvailable)を設定することで、ダウンタイムの発生を防ぐ

複数タイプの  Node がある際に利用

ノードのスケールイン時の対策



コスト最適化とバースト対策のオートスケーリング

● HorizontalPodAutoscaler：オートスケーリングの設定

minReplicasとmaxReplicasでレプリカ数を決め、

targetAverageUtilizationでスケールする基準を決める。

スケールアウトの条件式

AVG(Pod の現在の CPU 使用率) / targetAverageUtilization > 1.1

スケールインの条件式

AVG(Pod の現在の CPU 使用率) / targetAverageUtilization < 0.9

※Podの現在のCPU使用率＝ 現在の使用量 / Deploymentのrequestsの値

requests の値を小さくしすぎて、すぐにス
ケールアウトしてしまう事象に ...



オートスケーリング - Tuning Point

postStart

 lifecycle:
          postStart:
            exec:
              command:
              - /bin/bash
              - [warm up tool]

Model warm up

 Pod Ready readinessProbe:
          ・・・
          initialDelaySeconds: 30
          ・・・

postStartでwarm up toolを実行。readinessProbeの設定で

完了までPodの監視開始を明示的にDelay.

HPAを利用したGKEのオートスケールに加えて、各Pod立ち上げ時にアプリケーションの特性を考慮

したチューニングも実施

❏ Pod起動時の明示的なWarm up
自然言語処理エンジンの処理内容によっては、大きなモデルのロードに時間を要してしまい、

Cold Start問題が発生(アプリケーションとして準備できていない状態で起動)
→ KebernetesのpostStartを利用し初期化処理の中で、明示的にモデルをWarm up



GKE 導入で得られた成果

Development & Release Cycle

❖ コマンド１発での環境作成。CI/CD も整備し、並行開発時
の生産性を向上

❖ 必要なものを必要なときだけ。コストの効率化。
❖ 3ヶ月サイクルにより、２年間で 15 API のリリース。

環境
準備

Model
deploy

Bug fix

Model
deploy

環境
準備

環境
準備

作り直
し

再構
築

環境
準備

Model
deploy

再構
築

Performance
Tuning

環境
準備

Maintenance Cost

❖ Rolling Update とBlue / Green deployment でメンテ
ナンスコストが軽減

❖ Kubernetes の運用は GCP に任せることで、
シンプルなコンテナ運用で保守コストの軽減

 軽微な修正 Rolling update

Version up
リリース

Blue / Green
deploy cost は VM
ベースの半分以下。

❏ 精度がポイントとなる自然言語処理 API で GKE ベースでのシステム開発の最も大き

な成果は「開発のサイクル」と「メンテナンスの簡易化」



今後について

現時点では、COTOHA API / COTOHA Search Assistともに GCP 上でサービスを提供して

いるが、今後は、お客様環境に合わせてオンプレや他社クラウド上でサービスを利用したい

という要望は高まると考えます。

サービスのポータビリティ性をさらに高め、GKE On-Premと組み合わせることでマルチクラウ

ド・ハイブリッドクラウド環境でのサービス提供を実現する。



04
パートナーとして
の取り組み
 



パートナーとしての取り組み

1. Anthos のコンセプトを活かし、COTOHA など企業向けアプリケーションのデリバリを マ
ルチテナントな SaaS モデルだけでなく、オンプレミスなどに展開を容易にする

( Anthos で抽象化された)

2. NTT Com のプロダクトで利用するユースケースのノウハウをベースとした

GKE の導入サポートも提供



Anthos によるデリバリ先の多様化 

　Anthos のレイヤで、インフラを抽象化(共通のインターフェースで操作)することで、従来のソ

フトウェアデリバリモデルよりも容易に多様な環境にデプロイが可能に.

アプリケーション

パブリッククラウド

プライベートクラウド

SaaS

商用環境



　開発からデプロイ/運用までのプロセスを多く共通化されたコンポーネントで構成可能に.

Production

On-GCP

On-Prem

開発からデプロイ/運用まで 

Local Development

Container
(Docker)

Git

Git

Dev. Tool

Cloud Build

Container
Regostry

Development / Staging

Stateless 
Apps on GKE

Stateful 
Service

Stateful 
Service

Apps on GKE

Stateful 
Service

Apps on GKE 
On-Prem

GCP / Anthos のツール群 3rd パーティのツール郡



導入サポート  

　GKE / GKE On-Prem の企業への導入支援を PoC モデル含めて提供しておりますの

で、ご興味ある方は、gcp-inevitable@ntt.com までご連絡下さい.

GKE / GKE On-Prem の
ターンキーソリューション 

使い方まで
幅広いサポート

エンタープライズ要件
を満たす柔軟な対応

- NTT Com 内部でのプラクティス

に従った環境のデプロイ.

- 企業内ネットワーク、ロケーション

への対応.

- 契約/請求 など非機能要件を

サポート

- NTT Com 内部の検討事項 / 

ドキュメントをベースに

mailto:gcp-inevitable@ntt.com


Thank you


