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大野レポート ： 新技術活用の現場から (1)

5G で加速する新技術の活用
株式会社 NTT ドコモ 執行役員
R&D イノベーション本部
イノベーション統括部長

大野 友義

5G 時代が到来し、AI、xR といった注目の新技術は今後どのように進化していくのか。今回は、5G とこれら新技術との関係性や
新技術活用の方向性について解説する。
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はこのような協創の一例である。
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このように、5G の特徴を活かして
より便利で、新たな体験をユーザーに

や無線基地局点検といった点検業務

このように NTTドコモでは、5G、

いくことにチャレンジしている。
（※）AI タクシーの詳細は下記 URL 参照
URL：https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/
aitaxi/
（※）「マイネットワーク構想」「MY NETWORK」
は株式会社 NTT ドコモの商標
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