
モバイルブロードバンドの動向

自動車電話から進化した携帯電話

はまだ20年あまりの歴史しかありませ

んが，1990年代に先進国で急速に普

及が進み，2000年代に入ってからは中

国やインドなどの新興国での需要が爆

発的に増加しました．今や世界で53億

加入に達した携帯電話は，アジア・太

平洋地域やアフリカ・中東地域の新興

国でさらなる拡大を続けていますが，

先進国など普及が一巡した地域では，

新たなサービスに対応したスマート

フォンへの置き換えが進んでいます．

■スマートフォン市場の急成長とト

ラフィックの急増

スマートフォンの需要は急速な拡が

りをみせており，新規の販売数でフィー

チャーフォン（標準機）を超える日も

近いといわれています．スマートフォン

の中でも最近の需要を牽引しているの

はAndroid搭載機で，2010年10～12

月期のグローバル市場調査では，ス

マートフォンOSの市場シェアにおいて

これまでリードしていたアップルのiOS

や代表的なフィーチャーフォンOSである

Symbianを抜き，Android搭載機が

１位になったという報告があります（1）．

スマートフォン登場以前から，動画

視聴やアプリケーションダウンロードが

活発化する中でここ数年トラフィック

量は増加しており，NTTドコモのネッ

トワークトラフィックは前年比２倍弱

で伸びてきました．今後のスマートフォ

ン普及に伴って，この傾向はさらに加

速すると想定されます．

■ブロードバンド化の進展

トラフィック需要の増加に対応した

ブロードバンド化は，固定通信では

20 0 0年代の光ファイバ（FTTH :

Fiber To The Home）導入により急

速に発展しましたが，モバイルではお

よそ10年遅れで固定通信の速度を追

いかけるかたちで高速化が進んでいま

す（図１）．

NTTドコモは2001年に３G（第３

世代）サービスを開始した後も，2006

年にHSDPA（High Speed Down-

link Packet Access）を導入するな

ど３Gを継続的に進化させてきました．

この３Gの最終段階である3.9 Gとして

ドコモが提案したLTE（Long Term

Evolut ion）も世界各国で導入が始

まっており，日本では2010年12月に

サービスを開始しました．NTTドコモ

のLTEサービスは「Xi」（クロッシィ）

という名称の新しいブランドで提供し

ています．まずは需要の高い東名阪か

ら，３Gネットワークにオーバーレイす

るかたちでトータル1 000局程度の基地

局を設置していく予定です．これによ

りL T Eエリアでは下り最大3 7 . 5

Mb i t / s（一部可能な場所では75

Mbit/s）の高速通信を実現しつつ，

３Gエリアならではの広さのメリットも

享受できるようになります．また端末

は，データカード型がすでに販売され

ており，今後は音声機能も有した各種

端末が展開される予定です（図２）．
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モバイルブロードバンドの発展と
スマートイノベーションへの取り組み

本稿では，モバイルネットワークのブロードバンド化の急激な進展を
紹介するとともに，モバイルを核とする総合サービス企業を目指すNTT
ドコモの2020年ビジョン「HEART」に沿った，移動通信システムの進
化の方向性を示します．さらに，無線アクセス技術やコアネットワーク
技術の進化，デバイスの多様化やサービスの変化に対応するNTTドコモ
のR&Dの取り組みについて解説します．
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今後もトラフィック需要の継続した

増加が見込まれ，伝送速度と無線容

量のさらなる向上が求められる中，４

Gと呼ばれるLTE-Advanced（LTE-

A）では１Gbit/sを超えるブロードバ

ンド化がモバイルの世界でも実現され

ていくことになります．

今後のドコモR&Dが目指すもの

■2020年ビジョン「HEART」

NTTドコモでは2010年７月に，次

の10年の指標となるビジョンとして

「H E A R T」（2）を発表しました．

HEARTには，以下のような５つの意

味が込められています．

① 国・地域・世代を超えた豊か

な社会への貢献（Harmonize）

② サービス・ネットワークの進化

（Evolve）

③ サービスの融合による産業の発

展（Advance）

④ つながりによる喜びの創出

（Relate）

⑤ 安心・安全で心地よい暮らしの

支援（Trust）

NTTドコモはこれまでの10年でモバ

イルフロンティアへの挑戦としてモバイ

ルの可能性の追求・拡大に取り組んで

きました．これからの10年はモバイル

を核とした「総合サービス企業」へと

進化する挑戦の時期と位置付けていま

す．この新たな取り組みを「スマート

イノベーションへの挑戦」というキャッ

チフレーズに，それにより実現される

世界をHEARTというビジョンにして

います．

NTTドコモではこのビジョンを実現

するため，今後もさまざまな新技術や

サービスを創出し，移動通信システム

をさらに進化させていきます（図３）．

■HEARTに向けたR&Dの方向性

移動通信システムのさらなる進化の

ためには，サービス基盤，インフラ，

デバイスのそれぞれにおいてR&Dを積

極的に進める必要があります（図４）．

サービス基盤においては，顧客基盤，

ネットワークデータ，端末からのユー

ザデータなどを活用し，１人ひとりの

お客さまに合った付加価値を創出する，

ネットワークと端末とが連携した新し

いサービスを創造していきます．

インフラでは，高速・大容量・低遅

延でストレスを感じさせない快適な

図１　ブロードバンド化の進展 
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図２　LTEサービス 
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ネットワーク，さらに，安心・安全を

提供することができる柔軟で信頼性の

高いインフラネットワークの実現を目

指します．

デバイスについては，携帯端末と外

部デバイスとの連携や，持っているこ

とを感じさせないウェアラブル化や，操

作性を向上した直感的なユーザインタ

フェースを実現します．

無線やコアネットワークの進化はも

ちろん重要ですが，通信料金の定額制

が普及する中でのモバイル事業の発展

性を確保するため，サービス基盤やデ

バイスにおける我々の強みをさらに磨

くことが必要です．ネットワークと端
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図４　NTTドコモR＆Dにおける重点項目 
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図３　発展する移動通信サービスと技術 
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末とが連携して通信インフラネット

ワークにおけるインテリジェンスの集積

を拡大することが，移動通信システム

のさらなる進化に向けた最重要の目標

となります．

ドコモR&Dの取り組み

■LTEからLTE-Aへの進化

標準化団体3GPP（Third Gener-

ation Partnership Project）におい

てLTEは４Gのスムーズな導入につな

がるステップとして位置付けられまし

た．このため，最大帯域幅100 MHzを

使ってピークスループット１Gbit/s以

上を出すという４Gの要求条件を満た

す無線システムとして，LTEの性能を

改善したLTE-Aの標準化が進められて

います（3）．LTE-Aは，LTEとの互換

性により，３Gから４Gへのスムーズな

マイグレーションを保証しており，ド

コモがもともとスーパー３Gとして提案

したLTE（3.9 G）から４Gへ至ると

いう構想がそのまま実現することにな

ります．

図５はLTEからLTE-Aへの進化を

可能にした代表的な技術を示したもの

です（4），（5）．これらの技術には，キャ

リアアグリゲーション＊１やMIMOのさ

らなる多重化のように高速・大容量化

を一層推し進めるものに加えて，シス

テムコストや運用面での改善を実現す

るものも含まれます．例えば，ヘテロ

ジニアスネットワーク＊２は，従来のマ

クロセルに重畳配置した送信電力の小

さいピコ基地局やフェムト基地局でト

ラフィックオフロードを効率良く行い，

周波数利用効率を上げることができ

ます．

■ネットワークの進化

ネットワーク上に多様なサービスを

柔軟に素早く開発できるサービス基盤

としてSEN（Service-Enabler Net-

work）が提案されています（図６）．

SENでは付加価値サービスを容易に

実現するための部品としてさまざまな

サービスイネーブラ＊３を提供していき

ます．例えば，テレコム系サービスと

Web系サービスとの融合を実現するた

めのテレコムサービス機能を提供する

イネーブラや，高度メディア処理を提

供するイネーブラなどを検討してい

ます．

従来は，サービスごとに専用の新た

なシステムを開発していたため，サー

ビス実現までにかなりの時間とコスト

を要していましたが，このSENの仕組

みにより，テレコム系サービス機能と

Webサービス機能をイネーブラとして

用意しておけば，それらの組み合わせ

で可能なサービスが極めて短時間で実

＊1 キャリアアグリゲーション：複数の周波数
キャリアを柔軟に束ねる制御により広帯域
化を図り，高速通信を可能とする技術．

＊2 ヘテロジニアスネットワーク：3GPPにお
いて，送信電力の異なる基地局（サイズの
異なるセル）を重畳して構成した無線ネッ
トワークを表す．

＊3 イネーブラ：サービスアプリケーションに
対して，APIを介して要素機能を提供する
共通コンポーネント．

図５　LTE-Aの主な技術 
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現できます．また，新機能をイネーブ

ラとして追加することも容易になり，

NTTドコモならではのサービスを素早

く柔軟に提供することが可能になり

ます．

■デバイスの進化

新たな通信デバイスとしてスマート

フォンが急拡大していますが，一方で

従来のiモードに代表されるモバイルイ

ンターネットには，それに対応した

サービスやコンテンツの膨大な蓄積が

あります．今後 iモードで好評なコンテ

ンツ，おサイフケータイ，ワンセグ等

の利用をスマートフォンにも取り込ん

でいくとともに，スマートフォンならで

はのサービスも追加していきます．

また，スマートフォン以外にもさま

ざまな通信対応デバイスが広がってい

ます．例えばタブレット型端末や電子

書籍リーダが人気を博していますし，

デジタルフォトフレーム，ノート・ネッ

トブックPC，PND（Portable Navi-

gation Device），ポータブルゲーム機

といった新たなデバイスが通信機能を

搭載する例が増えています．このよう

な多様なデバイスを通信と連携させる

ことで，新たなビジネス領域を開拓し

ていきます．

■端末－ネットワーク連携

LTEのような高速・低遅延の無線

アクセスが普及すると，ネットワーク

上のリソースを積極的に活用し，端末

の処理能力やメモリの制約を乗り越え

たサービスを提供することが可能にな

ります．分かりやすい事例としてシン

クライアントがあり，端末側では通信

機能と入出力インタフェースさえあれ

ばほとんどの機能をネットワーク側で

提供できるようになります．また，携

帯電話のGPSとコンパスを利用して

ユーザの位置と向きを特定し，カメラ

画面に周囲の付加情報を重畳して表

示するといったAR（Augmen t ed

Reality：拡張現実感）への応用にも

遅延の少ないネットワーク情報の活用

が不可欠です．ゴルフ版直感ナビとい

うサービスでは，スマートフォンのカメ

ラを通して見るだけでグリーンやハザー

ドの距離・方向が分かります（図７）．

また，ネットワークと連携し，スコア

や地点のシェアも可能です．このよう

に膨大なデータ保存や演算をネット

ワーク側で処理することでサービスが

格段に進化します．

図６　SEN
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③ セッション連携：テレコムセッションとWebセッションを関連付けて管理 
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■新たな価値創造に向けた取り組み

最後に，通信の仕組みを応用した新

たな取り組みである「モバイル空間統

計」について紹介します．モバイル空

間統計は，携帯電話ネットワーク基地

局エリアごとに把握される携帯電話台

数をお客さまの属性別に数えることに

よって推計される人口の地理的分布の

統計情報です（図８）．お客さま個人

を特定できないように運用データを非

識別化し，さらに集計と秘匿を行うこ

とで得られた人口分布データを社会の

活性化や安心・安全に役立てる取り

組みとして，現在大学と協力して検証

を進めています（6）．例えば都心部の各

区の昼から夜にかけての人口減少や，

周辺地域への帰宅人口が時系列で分

かるので，これをまちづくりや防災計

画などに役立てることができます．

ま と め

スマートフォンの台頭やLTEの導入

に象徴されるようにモバイルサービスは

新たな世界へのパラダイムシフトに直

面しています．移動通信システムの

R&Dは，このようなパラダイムシフト

にどう対応していくのかが，今後の取

り組みのポイントとなります．NTTド

コモはこれからもスマートイノベーショ

ンへの挑戦を続け，モバイルの進化を

リードしていきます．
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図８　モバイル空間統計 
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