
コミュニケーション AI 『RECAIUS(リカイアス)』 の
プラットフォームに AWS を採用し　
安定稼働を実現するとともに運用コストを削減

お客様導入事例　システムインテグレーター

東芝デジタルソリューションズ株式会社

音声や映像から人の行動を理解する
コミュニケーション AI の基盤を支える AWS

東芝デジタルソリューションズは、東芝の
社内カンパニーの統合・組織再編により、
2003年10月に東芝から分社した東芝
ソリューションを承継先として2017年
7月に設立されました。さまざまな業種の
システムインテグレーションを手がけると
ともに、同社独自の IoT アーキテクチャー
『SPINEXTM（スパインエックス）』をベース
に、IoT 技術を活用したデジタルトランス
フォーメーションの実現を支援してい
ます。SPINEX を形成する技術群の1つと
して、モノに関わるアナリティクス  A I
『SATLYST M（サトリス）』と、人に関わる
コミュニケーション AI 『RECAIUSTM』の
2つの AI があります。
 RECAIUS は、音声や映像から人の発話や
行動の意図・状況を理解し、人の行動を支援
する人に寄り添う コミュニケーションAI 
です。「国内初のワープロから育んできた高
度な日本語処理技術や、テレビや映像機器
などの画像処理技術を持つ東芝が、半世紀
にわたって研究開発してきたメディア知識
処理技術を体系化したサービスです。」と語
るのは、RECAIUS 事業推進部 応用推進部 
応用推進第一担当 グループ長の上原信悟
氏です。
RECAIUS は現在、音声認識、音声合成、翻
訳、対話、意図理解、画像認識という6つの
サービス群があり、それらをお客様の用途
に合わせて SaaS、PaaS（WebAPI）、組み込

みソフトの形式で提供しています。その中
で、SaaS と PaaS のプラットフォームに採
用しているのが AWS のサービスです。

圧倒的なコストパフォーマンスと
実績、信頼性を評価して AWS を採用

同社が RECAIUS のプラットフォームに 
AWS を採用するに至った理由は、東芝グ
ループが AWS を活用し、実績を培ってき
たことにありました。2006 年頃からクラ
ウド活用の検討が始まり、2010 年頃から
情報系システムのインフラコストを軽減す
る目的で、AWS への切り替えに着手し、そ
の後、活用範囲を広げてきました。こうした
実績を踏まえて、RECAIUSにも AWS が採
用されました。RECAIUS 事業推進部 営業
部 営業企画担当 グループ長 佐久間敦氏は
「選定の理由は、他のクラウドサービスを圧
倒するコストパフォーマンスです。さらに
AWSはさまざまな実績があり、安全性や信
頼性の面においてもベストな選択だと判断
しました。」と語ります。
2015年10月にリリースした RECAIUS に
は、 Web サーバーと、音声認識・音声合成・
翻訳・対話・意図理解・画像認識の実行基盤
に Amazon EC2、各種ログ情報の管理に 
Amazon S3、セッション情報の管理に  
A m a zo n  R DS  を採用して基本となる
アーキテクチャーを構築しました。その後、
RECAIUS の機能を拡張しながらインフラの
さらなる効率化を図る中で、音声合成の実行
基盤にサーバーレスの AWS Lambda、セッ

ション情報の管理にマネージド NoSQL 
データベースの Amazon DynamoDB、コ
ンテナ管理に Amazon ECSを採用し、導入
を進めています。

従来のホスティング環境と比較して
約 20 ％～ ４０ ％の人的コストを削減

RECAIUS のプラットフォームを AWS の各
種サービスで構築したことで、2つの大き
な効果がありました。1つはインフラの調
達時間の短縮です。東芝では、RECAIUS を
リリースする以前から音声認識や音声合成
の研究に取り組んでおり、当時はホスティ
ング環境で運用していたため、インフラ調
達には数十時間を要していました。RECAI-
US を AWS に移行したことで、わずか数分
でサーバーを調達できるようになりまし
た。上原氏は「一度インフラ環境を立ち上げ
てみて要求仕様にマッチしなければ、サイ
ジングやインスタンスを検討し直し、すぐ
に再構築できることは大きなメリットで
す。」と語ります。
もう 1つの効果はスケーラビリティーと柔
軟性の向上です。ハードウェアに依存した
処理量しか確保できなかったホスティング
環境と異なり、AWS であれば必要な時に必
要なリソースを即座に確保できます。
RECAIUS の利用者の処理量が急激に増加
しても、無停止でインスタンスを追加して
スケールアップすることが可能です。
「インスタンスタイプを容易に変えられる
ので、処理するデータ量に合わせて最適化
ができます。AI や機械学習においてはイン
フラの性能がパフォーマンスに大きく影響
します。継続的な進化を続ける AWSであれ
ば、新しいインスタンスに乗り換えるだけ
で求められる処理速度を達成できます。AI 
プラットフォームにとってもはや欠かせな
い存在です。」（上原氏）
2018年4月から本稼働を予定している新し
いアーキテクチャーでは、音声合成の実行
基盤が Lambda に切り替わることで、大幅
なパフォーマンスの向上が期待でき、テスト
でも想定どおりの性能値を確認済みです。

可用性に関しては複数のマシンを並行稼
働して確保していますが、リージョン間の
レベルでも可用性構成を構築できること
にもメリットを感じているといいます。プ
ラットフォームのセキュリティ面を全面
的に AWS に任せられるため、東芝デジタ
ルソリューションズ側はコア領域である 
PaaS や SaaS 部分のセキュリティに注力
することができます。上原氏は「ハード
ウェアの調達からセットアップ、インフラ
運用まで含めると、従来のホスティング環
境と比べて人的コストの面でおおよそ  
20 ％から 40 ％は削減できたと実感して
います。調達時間の短縮や効率化で生まれ
た時間を企画などよりクリエィティブな
業務に振り分けられるようになりまし
た。」と語っています。

信頼できるパートナーとして
AWS とビジネスを推進

今後 RECAIUS の PaaS 系のサービスを提
供する際にインターネットを経由すること
なくお客様の VPC 環境にダイレクトにつ
なぐ「AWS PrivateLink」の利用を検討して
います。「これによりインターネットのセ
キュリティリスクを気にする必要がなくな
ります。お客様に RECAIUS の提案がしやす
くなります。」と上原氏は期待を寄せます。
さらに将来的な展望として、 HPC （ハイパ
フォーマンス・コンピューティング）を利用
している機械学習のプラットフォームを 
AWS の HPC 系のサービスの利用に移行す
ることでコスト最適化を図ることも視野に
入れています。
技術的な側面だけでなく、RECAIUS の営業
推進に関しても今後は AWS との連携を強
化しながらお客様に提案を続けていく方針
です。RECAIUS 事業推進部 応用推進部 参
事の岸本麻須美氏は「AWS の担当者に問合
せをすると的確な回答がすぐにいただける
のでとても満足しています。今後も信頼で
きるパートナーとして、Win-Win の関係で
ビジネスを推進していきたいですね。」と話
します。

東芝グループで IoT や AI 技術を活用したデジタルソリューション事業を担っている
東芝デジタルソリューションズ株式会社。同社はお客さまのビジネス変革に貢献する
ため、長年培ってきたメディアインテリジェンス技術を体系化したコミュニケーション 
AI「RECAIUSTM」をサービス提供しています。RECAIUS を支えるプラットフォームに
は、 Amazon EC2、 AWS Lambda、Amazon DynamoDB などの AWS のサービス
を採用し、安定稼働と高いパフォーマンス、スケーラビリティーを確保しています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2 ●  Amazon S3
●  Amazon RDS ●  AWS Lambda
●  Amazon DynamoDB
●  Amazon ECS ●  Amazon Route 53
●  Elastic Load Balancing

ビジネスの課題
●  コミュニケーション AI 『RECAIUSTM』を
提供する、安価で柔軟性の高いプラット
フォームが必要

●  運用を含めたインフラコストの削減

AWSを選択した理由
●  他のクラウドサービスを圧倒するコスト
パフォーマンス

●  長年の実績と信頼性
●  AWS Lambda、Amazon DynamoDB 

などの豊富なサービスラインアップ

AWS導入後の効果と今後の展開
●   インフラの調達時間がホスティングの
数十時間から数分に短縮

●   ハードウェアの処理量に制限されてい
たインフラが、ほぼ無限に近い容量に
拡大

●  人的コストはホスティング環境と比べて
約 20 ％から 40 ％の削減を実現

●  インフラのパフォーマンス向上が AI や
機械学習の処理の高速化に貢献

●  セキュリティや可用性の向上、運用負荷
の軽減

●  インターネットを経由することなくお客
様の AWS の VPC 環境にダイレクトに
つなぐ「AWS PrivateLink」の利用を
検討

●  AWS のHPC 系サービスの活用による
コスト軽減
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音声や映像から人の行動を理解する
コミュニケーション AI の基盤を支える AWS

東芝デジタルソリューションズは、東芝の
社内カンパニーの統合・組織再編により、
2003年10月に東芝から分社した東芝
ソリューションを承継先として2017年
7月に設立されました。さまざまな業種の
システムインテグレーションを手がけると
ともに、同社独自の IoT アーキテクチャー
『SPINEXTM（スパインエックス）』をベース
に、IoT 技術を活用したデジタルトランス
フォーメーションの実現を支援してい
ます。SPINEX を形成する技術群の1つと
して、モノに関わるアナリティクス  A I
『SATLYST M（サトリス）』と、人に関わる
コミュニケーション AI 『RECAIUSTM』の
2つの AI があります。
 RECAIUS は、音声や映像から人の発話や
行動の意図・状況を理解し、人の行動を支援
する人に寄り添う コミュニケーションAI 
です。「国内初のワープロから育んできた高
度な日本語処理技術や、テレビや映像機器
などの画像処理技術を持つ東芝が、半世紀
にわたって研究開発してきたメディア知識
処理技術を体系化したサービスです。」と語
るのは、RECAIUS 事業推進部 応用推進部 
応用推進第一担当 グループ長の上原信悟
氏です。
RECAIUS は現在、音声認識、音声合成、翻
訳、対話、意図理解、画像認識という6つの
サービス群があり、それらをお客様の用途
に合わせて SaaS、PaaS（WebAPI）、組み込

みソフトの形式で提供しています。その中
で、SaaS と PaaS のプラットフォームに採
用しているのが AWS のサービスです。

圧倒的なコストパフォーマンスと
実績、信頼性を評価して AWS を採用

同社が RECAIUS のプラットフォームに 
AWS を採用するに至った理由は、東芝グ
ループが AWS を活用し、実績を培ってき
たことにありました。2006 年頃からクラ
ウド活用の検討が始まり、2010 年頃から
情報系システムのインフラコストを軽減す
る目的で、AWS への切り替えに着手し、そ
の後、活用範囲を広げてきました。こうした
実績を踏まえて、RECAIUSにも AWS が採
用されました。RECAIUS 事業推進部 営業
部 営業企画担当 グループ長 佐久間敦氏は
「選定の理由は、他のクラウドサービスを圧
倒するコストパフォーマンスです。さらに
AWSはさまざまな実績があり、安全性や信
頼性の面においてもベストな選択だと判断
しました。」と語ります。
2015年10月にリリースした RECAIUS に
は、 Web サーバーと、音声認識・音声合成・
翻訳・対話・意図理解・画像認識の実行基盤
に Amazon EC2、各種ログ情報の管理に 
Amazon S3、セッション情報の管理に  
A m a zo n  R DS  を採用して基本となる
アーキテクチャーを構築しました。その後、
RECAIUS の機能を拡張しながらインフラの
さらなる効率化を図る中で、音声合成の実行
基盤にサーバーレスの AWS Lambda、セッ

ション情報の管理にマネージド NoSQL 
データベースの Amazon DynamoDB、コ
ンテナ管理に Amazon ECSを採用し、導入
を進めています。

従来のホスティング環境と比較して
約 20 ％～ ４０ ％の人的コストを削減

RECAIUS のプラットフォームを AWS の各
種サービスで構築したことで、2つの大き
な効果がありました。1つはインフラの調
達時間の短縮です。東芝では、RECAIUS を
リリースする以前から音声認識や音声合成
の研究に取り組んでおり、当時はホスティ
ング環境で運用していたため、インフラ調
達には数十時間を要していました。RECAI-
US を AWS に移行したことで、わずか数分
でサーバーを調達できるようになりまし
た。上原氏は「一度インフラ環境を立ち上げ
てみて要求仕様にマッチしなければ、サイ
ジングやインスタンスを検討し直し、すぐ
に再構築できることは大きなメリットで
す。」と語ります。
もう 1つの効果はスケーラビリティーと柔
軟性の向上です。ハードウェアに依存した
処理量しか確保できなかったホスティング
環境と異なり、AWS であれば必要な時に必
要なリソースを即座に確保できます。
RECAIUS の利用者の処理量が急激に増加
しても、無停止でインスタンスを追加して
スケールアップすることが可能です。
「インスタンスタイプを容易に変えられる
ので、処理するデータ量に合わせて最適化
ができます。AI や機械学習においてはイン
フラの性能がパフォーマンスに大きく影響
します。継続的な進化を続ける AWSであれ
ば、新しいインスタンスに乗り換えるだけ
で求められる処理速度を達成できます。AI 
プラットフォームにとってもはや欠かせな
い存在です。」（上原氏）
2018年4月から本稼働を予定している新し
いアーキテクチャーでは、音声合成の実行
基盤が Lambda に切り替わることで、大幅
なパフォーマンスの向上が期待でき、テスト
でも想定どおりの性能値を確認済みです。

可用性に関しては複数のマシンを並行稼
働して確保していますが、リージョン間の
レベルでも可用性構成を構築できること
にもメリットを感じているといいます。プ
ラットフォームのセキュリティ面を全面
的に AWS に任せられるため、東芝デジタ
ルソリューションズ側はコア領域である 
PaaS や SaaS 部分のセキュリティに注力
することができます。上原氏は「ハード
ウェアの調達からセットアップ、インフラ
運用まで含めると、従来のホスティング環
境と比べて人的コストの面でおおよそ  
20 ％から 40 ％は削減できたと実感して
います。調達時間の短縮や効率化で生まれ
た時間を企画などよりクリエィティブな
業務に振り分けられるようになりまし
た。」と語っています。

信頼できるパートナーとして
AWS とビジネスを推進

今後 RECAIUS の PaaS 系のサービスを提
供する際にインターネットを経由すること
なくお客様の VPC 環境にダイレクトにつ
なぐ「AWS PrivateLink」の利用を検討して
います。「これによりインターネットのセ
キュリティリスクを気にする必要がなくな
ります。お客様に RECAIUS の提案がしやす
くなります。」と上原氏は期待を寄せます。
さらに将来的な展望として、 HPC （ハイパ
フォーマンス・コンピューティング）を利用
している機械学習のプラットフォームを 
AWS の HPC 系のサービスの利用に移行す
ることでコスト最適化を図ることも視野に
入れています。
技術的な側面だけでなく、RECAIUS の営業
推進に関しても今後は AWS との連携を強
化しながらお客様に提案を続けていく方針
です。RECAIUS 事業推進部 応用推進部 参
事の岸本麻須美氏は「AWS の担当者に問合
せをすると的確な回答がすぐにいただける
のでとても満足しています。今後も信頼で
きるパートナーとして、Win-Win の関係で
ビジネスを推進していきたいですね。」と話
します。

「継続的な進化を続ける AWSであれば、新しいインスタンスに乗り換えるだ
けで求められる処理性能を実現できます。RECAIUSにとって、もはや欠かせ
ない存在です。」
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カスタマープロフィール

東芝デジタルソリューションズ
株式会社
●  取締役社長  錦織  弘信
●  資本金　235億円（東芝100％）
●  売上高　2,589億円（連結／2018

年3月期）
●  従業員数   9 ,200名（連結／2018

年7月現在）
●  事業内容　官公庁向けや製造業を
はじめ各業種向けのシステムインテ
グレーション事業と、I oT/A Iを活用
したデジタルサービスの提供
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