
ドコモR&Dの取り組み

NTTドコモではスピード＆チャレン

ジを経営方針に掲げ，「イノベーション

によるサービスの進化」と「融合によ

る新たな価値創造」を目指しています

（図１）．またNTTドコモのR&Dでは，

モバイルネットワークの進化を一層加

速させ，さらなる高速・大容量化，機

能の拡大に向け取り組んでいます．そ

してスマートライフへ向けたサービス

展開として，「ドコモクラウド」サービ

スの拡充を目指し，オープンイノベー

ションによるスピーディなサービス開発

に取り組んでいます．

モバイルネットワークの進化

■LTE-Advanced

2010年12月よりNTTドコモでサー

ビスを開始した「Xi」（クロッシィ）

は，FOMAと比較して高速・大容

量・低遅延の無線通信を実現する

LTE（ Long Term Evolution） 規

格に準拠した移動通信サービスです．

NTTドコモは，LTE標準化活動の

初期段階から要求仕様・技術仕様の

提案を活発に行うなど，仕様策定に大

きく寄与してきました．その結果国内

の各携帯電話事業者だけでなく，世界

中のネットワークにおいてLTEの商用

サービスが開始されています．

一方，携帯電話ネットワーク上でや

り取りされるデータ量（トラフィック

量）は，定額料金サービスの普及，ス

マートフォンを代表とする端末の大幅

な性能向上，動画など大容量コンテン
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図１　経営方針 

 

経営方針：スピード＆チャレンジ 
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スピード＆チャレンジを実現する
ドコモＲ＆Ｄの取り組み

本稿では，スマートライフへ向けたサービス展開として，スピード＆
チャレンジを実現するNTTドコモのR&Dの取り組みについて解説しま
す．ドコモの使命である社会インフラとしての通信の確保とさらなる技
術革新に加えて，ドコモの夢であるより便利で充実した暮らし（スマー
トライフ）の実現に向けたオープンイノベーションによるサービス開発
について紹介します．本特集は，2013年2月14～15日に開催された
「NTT R&Dフォーラム2013」ワークショップでの講演を基に構成したも
のです．
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ツを取り扱うサービスの普及・拡大に

より，増加傾向が続いています．トラ

フィックの増加需要にこたえていくた

めには，携帯電話の通信方式自体に

も，より一層の性能向上が求められま

す．このような背景を踏まえ，さらな

る大容量化・高速化を実現するため，

NTTドコモではLTEを拡張・発展さ

せた通信方式であるLTE-Advanced

の研究開発に取り組んでいます．

LTE-AdvancedはLTEとの互換性

があり，LTE端末はLTE-Advanced

基地局に接続可能で，LTE端末と

LTE-Advanced端末を共存させなが

ら，スムーズかつ柔軟なネットワーク

移行ができます．LTE-Advancedで

は，複数の周波数帯域を束ねて利用す

るキャリアアグリゲーション＊１（図２）

や，送信電力の異なる基地局（マクロ

セル，スモールセル）を混在させて展開

するヘテロジーニアスネットワーク＊２

（図３）などをサポートします．

■要素技術の組み合わせ

キャリアアグリゲーションはLTEと

の互換性を確保しつつ，広帯域化を実

現する技術です．LTEがサポートして

いる周波数帯域（最大20 MHz幅）

を不連続の帯域でも複数束ねて最大

100 MHz程度まで広帯域化する技術

であり，最大スループットは３Gbit/s

まで高速化することが可能です．

ヘテロジーニアスネットワークは，マ

クロセルとスモールセル（ピコセル，

フェムトセルなど）の異なる送信電力

（セルサイズ）を混在して同一エリア内

で展開するネットワークです．スモー

ルセルは，主にエリアの改善や容量拡

大に用いられますが，マクロセル基地

局に比べて送信電力が小さいため小型

化が可能です．

キャリアアグリゲーションは，複数

のバンドを束ねてスループットピーク

レートを向上させるだけで容量を拡大

できるわけではないので，“筋の良い”

技術ではないという評価もあります．

また，スモールセルを利用した展開は，

容量を上げるためにカバー範囲が狭い

セルをたくさん設置するという小セル

化の考えであり，すでに当たり前と

なっている技術の１つともいわれます．

加えてスモールセルからスモールセル

へハンドオーバするため，移動中の

接続性（モビリティ性能）が課題の１

つとなります．

NTTドコモでは，キャリアアグリ

ゲーションとヘテロジーニアスネット

ワークを組み合わせること，すなわち，

広域エリアをカバーするマクロセルの中

に，異なる周波数で局所的なエリアを

カバーする，スモールセルを重ねるよう

に追加（アドオン）するアドオンセル

を配置し，高度に連携させる方式を提

唱しています（図４）．この方式によ

り，マクロセルで移動中の接続性を保

ちつつ，アドオンセルで容量を拡大す

ることで，非常に安定した大容量の

ネットワークを実現できます．それに

より，駅や大規模商業施設などのトラ

フィック量が特に多い地域において，

無線容量の拡大とスループットの向上

が可能となります（図５）．

つまり，キャリアアグリゲーションと

ヘテロジーニアスネットワークは個別に

見ると技術革新につながるものではな

いですが，２つの技術を起点に高度な

連携をさせることで，柔軟に将来の高

トラフィック環境に対応できるとNTT

ドコモでは考えています．

図２　キャリアアグリゲーション 
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図３　ヘテロジーニアスネットワーク 
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＊1 キャリアアグリゲーション：複数のLTE
キャリア（不連続，あるいは連続の周波数
帯）を束ねた送受信（最大100 MHz幅）を
行い，伝送速度を高速化．

＊2 ヘテロジーニアスネットワーク：異なる
基地局（送信電力等）を同一エリア内で
混在させて展開するネットワーク．



オープンイノベーションの実践

■イノベーションとは何か

次に，NTTドコモのR&Dが取り組

んでいるオープンイノベーションによる

サービス開発について紹介します．

イノベーションの定義はいくつかあ

りますが，代表的なものとして20世紀

を代表する経済学者シュムペーターは，

「イノベーションとは新結合（Neuer

Kombination）である」と定義し，

結合により生まれる新しい価値がイノ

ベーションであると述べています．シン

プルに述べると，「イノベーション：A

とBの２つの既存技術の組み合わせで

新たな価値を生み出すこと」と定義し

ています．

現在，イノベーションを確実に起こ

す手法は確立されていませんが，イノ

ベーション創出の確率を向上させるこ

とはできると考えています．それはイノ

ベーションを起こすことが可能な人材，

すなわちイノベータを探し出すことで

す．イノベータとは，言い方を変える
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図４　LTE-Advanced 導入後のアドオンセルの展開イメージ 
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図５　アドオンセルの導入効果（スループット） 
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とコンセプタです．すなわち，市中の

技術を俯瞰的に把握し，技術により実

現できることのピークを感じ取り，ベ

ストなタイミングで異なる複数の技術

を組み合わせることにより，新たな価

値を生み出すことができる人を指し

ます．

オリジナリティのある研究や技術発

明は，一般に「インベンション」と呼

ばれます．インベンションとは発明で

あり，従来存在しない要素技術を生み

出しますが，人々の生活を一変させる

「価値創造」，すなわちイノベーション

の実現にはそれ単体では十分ではあり

ません．イノベーションを生み出すに

は，インベンションにより生み出され

る要素技術を起点とし，異なる技術の

組み合わせによって新たな価値創造を

目指すことが必要です．NTTドコモで

は，これまでの技術開発の中心であっ

たインベンションを目指す研究者と，

新たな価値創造を目指すイノベータ，

２種類の人材の組み合わせにより研究

開発を推進しています．

■イノベーションの事例

NTTドコモはワイヤレスブロードバ

ンドが事業の強みであり，それに何か

を組み合わせることでイノベーションを

起こしてきました．その具体的な事例

としてi-modeがあります．株式会社

ACCE S Sの「マイクロブラウザ」

（1995年）とNTTドコモの「PDCパ

ケット網」（1998年）の２つを組み合

わせた結果，1999年にi-modeが生ま

れました．組み合わせる個別の技術が

優れていることはもちろんですが，個々

の技術を組み合わせることで，社会に

大きな価値創造を与えるイノベーショ

ンを起こすことができた一例です．

今後も，XiやLTE-Advancedと

いったワイヤレスブロードバンドを中心

に据えながら，ドコモクラウドを軸と

したさまざまな技術の組み合わせによ

るオープンイノベーションを目指しま

す．例えば，ワイヤレスブロードバン

ドと電話帳の組み合わせによりユーザ

データを蓄積し，ビッグデータを基軸

とした新たな価値創造を目指します．

また，クラウド時代においては，

サービス開発の方法を従来と変えてい

く必要があります．OTT（Over The

Top）プレイヤとのサービス競争が激

化する中で，サービス開発のスピード

が勝負を左右します．NTTドコモで

は，アジャイル開発を取り入れること

でスピーディ，かつマーケットインの考

え方によるサービス開発を実践してい

ます．

■アジャイル開発の事例：しゃべっ

てコンシェル

「しゃべってコンシェル」とは，知

りたいことややりたいことをスマート

フォンに話しかけると，その言葉の意

図を読み取り，最適な回答を画面に

表示，実行するサービスです（図６）．

2009年，山田社長（現NTTドコモ

相談役）の「携帯に質問すれば何でも

こたえてくれる“アラジンの魔法のラ

ンプ”のようなサービスを開発してく

れ」という一言からさまざまなサービ

スの検討が始まりました．R&Dでも音

声を使った検索サービスの検討を開

始し，１人のエンジニアのサービスイ

メージの着想を起点とし具体的検討を

始め，2010年に開発着手しました．

当 時 の サ ー ビ ス イ メ ー ジ は ，

Microsoftの検索エンジン「Bing」

とGoogleの音声検索を組み合わせた

ものでした．

しゃべってコンシェルはアジャイル開

発手法を採用し，１人のプロダクト

オーナに権限のすべてを委ね，わずか

５人のメンバで短期間で開発を完了

させました．特にアジャイル開発の初

期フェーズでの重要な手法としてPre-

totypingがあります．Pretotypingと

は，Pretend（ユーザエクスペリエン

ス）とPrototyping（機能）を組み合

わせた造語で，サービスを企画する際

にサービスや製品ができた姿を頭の中

で想像し，自ら体験してみることです．

機能を考えてサービスや製品をつくる

図６　しゃべってコンシェル
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のではなく，ユーザが何を体験できる

か，すなわちユーザへの提供価値（ユー

ザエクスペリエンス）を徹底的に考え

抜くことです．しゃべってコンシェルの

サービス開発では，開発前に最終的な

サービスイメージを想像し，スケッチ

を描きユーザエクスペリエンスを考える

ことに注力しました．そして，開発を

開始して約半年後にベータ版アプリを

完成させ，市場にリリースしました．

通常，NTTドコモではサービス品質を

完璧に近いレベルまで高めなければな

らず，サービス提供までに時間がかか

りますが，しゃべってコンシェルでは他

社ブランドでリリースすることで市場投

入までのスピードを速めました．サー

ビス開始後もTwitterのつぶやきなど

マーケットの反応をみながら，担当者

が日々改善に取り組みました．変化の

激しい時代だからこそ，サービス開発

においてはより早く市場に出し，市場

の声を吸収しサービスを自分たちの手

で柔軟かつ迅速に軌道修正していくこ

とが重要となるのです．

しゃべってコンシェルには，ユーザ

のちょっとした疑問や，さらに少し踏

み込んだ雑学的な質問に対してさえ

も，質問の内容を解釈し，もっとも適

切な回答で答えてくれる「知識検索」

という機能があります（図７）．知識

検索エンジンはNTT研究所の成果を

利用しており，NTTにおける質問応答

研究の12年分の成果が入っています．

研究を潰すには３日あればできますが，

成果を生み出すには10年かかります．

NTT研究所での持続的な研究開発の

成果があったからこそ実現できたサー

ビスです．中長期的な研究開発が重要

である１つの例だと認識しています．

スピード感のある開発の肝はアジャ

イル開発手法です．従来のウォーター

フォール型の開発は，要求・設計・実

装・試験・保守運用といった各工程

に分かれており，１つの工程が終了し

たら次の工程に移ります．一般にそれ

ぞれの工程ごとに責任者が決められて

おり，そのため各責任者は自身が担当

する工程の成果を最大化するために与

えられた時間と労力を使うこととなり，

開発全体として時間がかかります．対

して，アジャイル開発は基本的に１人

の責任者が各工程を短期間のサイクル

で回すため，開発スピードを上げるこ

とが可能です．NTTドコモのR&Dで

は，クラウド時代のサービス開発とし

て，アジャイル開発を継続したいと考

えています．

さらに，今後も「ドコモクラウド」

を活用した魅力的なサービスの開発に

スピーディに挑戦し，お客さま一人ひ

とりに新たな価値の提供を行っていき

ます．

今後の展開

NTTドコモのR&Dでは，社会イン

フラとしての使命を果たし，お客さま

により便利で充実した暮らしを提供す

るため，モバイルネットワークの進化

とお客さまのニーズにこたえるサービス

開発をオープンイノベーションによりス

ピーディに進めていきます．お客さま

一人ひとりの暮らしやビジネスが，安

心・安全であること，より便利で快適

になることにより，充実したスマート

ライフの実現を目指していきます．

◆問い合わせ先
NTTドコモ
研究開発推進部
TEL 03-5156-1742
FAX 03-5156-0232

図７　しゃべってコンシェルの「知識検索」機能 

 


