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大野レポート ： 新技術活用の現場から (2)

5G で加速する AI 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、ドコモにおける AI 技術の発展、
AI 技術活用の具体例、AI 人材の育成に関する考え方について解説する。
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トナーの皆様に対してオープンにす
ることで、ドコモ単独では開発でき
なかった新たな価値・サービスを
パートナーの皆様と共に創り出す
Win-Win のビジネス関係の構築を目
指していく。特に、これからの 5G
時代においては、スマートフォンや
タブレットだけではなく、様々なデ
バイスがモバイルネットワークに接
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デバイスとがシームレスにつながる
世界が訪れると考えている。このよ
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値を産み出す発想が重要となる。
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2019 年 9 月の 5G プレオープン
と同時に提供を開始したドコモオー
プンイノベーションクラウド（以下

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.3

が出ているにも

かせない。そのためドコモでは、AI

B2B

関わらずアラー

技術を専門とする研究開発部門とお

AIタクシー

ム通知が行われ

客様の課題をよく知る法人部門とで

ないサイレント故

組織横断的な混成チーム「トップガ

ドコモにおけるAIの取り組み

B2B2C

パートナーとの協創

高精度な音声翻訳
機械翻訳サービス
ドコモ
AIエージェントAPI

社外

FAQ
チャットボット

法人ソリューション創出

在庫管理効率化

リアルタイム売上予測

（※ 1）

など、人

ン」を構成し、お客様の課題解決を

手では出来ない

図る取り組みを行っている。AI 技

装置故障の予兆

術に詳しい技術者が自ら現場に入

やサービス影響

り、現場を理解することで業界に特

の把握などが出

化したドメイン知識を獲得し、課題

来るようにな

に対して最適なソリューション創出

dOIC）は伝送遅延の低減とセキュア

り、保守業務の高度化を実現して

を行うことが出来ると考えている。

な ク ラ ウ ド 環 境 を 実 現 す る MEC

いる。

to C

AI技術のオープン化

障

to B
デジタル
マーケティング推進
NW保守業務効率化
NW品質改善

B2C

自社サービスへの適用

社内

社内業務効率化

inB

図2

AI 人材の育成
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※１：障害検知部およびメインプロセッサ部の故障
などに起因する障害が発生した場合に、通信装置自
身が障害を認識できないため、故障が発生したこと
をオペレータが把握できない故障
※２：ドコモのモバイルネットワークの仕組みを使
用して作成される人口の統計情報
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