エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

新春特別企画

ドコモの進化を支えるR&D

量的には成熟期を迎えた国内のケータイ市場だが、質的観点では LTE に代表される新技術・新サービスが打ち出され、本格的
なスマートフォン時代を迎えている。NTT ドコモの研究開発センターは、モバイルネットワークのさらなる高速・大容量化と
高効率化・災害耐久性の向上に加え、先進的で多彩なサービスプラットフォームの研究開発に取り組んでいる。

中期ビジョン「スマートライフ
実現」に向けた研究開発を加速
NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、

を組み合わせて電力を効率的に使用
するグリーン電力制御技術などの研
究開発を行っている。
サービス創出に向けた取組みで

2020 年ビジョン「HEART −スマー

は、先進的で多彩なサービスプラッ

トイノベーションへの挑戦−」の実

トフォームの研究開発を行ってい

現に向けた「中期ビジョン 2015 −

る。携帯電話サービスの提供過程で

スマートライフの実現に向けて−」

必要となる位置データや属性データ

（※1）

を策定した。

ドコモ R&D センターでは、中期

などを統計処理した「モバイル空間
統計」の公共分野への活用を目指し、

ビジョン 2015 の実現に向けモバイ

東京大学や工学院大学と共同研究を

ルネットワークの進化を一段と加速

行い、その有効性を確認した他、高

させるとともに、先端的サービス創

度かつ高速な文字認識技術を応用

㈱ NTT ドコモ 取締役常務執行役員
研究開発センター所長

出に向けた独自の取組みに加え、技

し、写真に含まれる活字を単語とし

小森 光修氏

術系ベンチャー等との協業によるオ

て抽出する文字認識 API のトライア

ープンイノベーションの推進によ

ル提供も行っている。また、音声認

以下では、2015 年までの中期ビ

り、市場への迅速な対応とグローバ

識や翻訳技術を活用した「通訳電

ジョン実現に向けた研究開発センタ

ル市場への展開を支えている。

話サービス」の試験提供も開始し

ーの取組みの中から、2011 年 10 月

ている。

にスイスのジュネーブで開催された

快適なサービスを提供するモバイ

「ITU TELECOM WORLD 2011」

ルネットワークの高速・大容量化の

さらに 2011 年８月、Android 向

取組みでは、2010 年 12 月にサービ

けアプリケーションソフトを開発す

において、多くの参加者の注目を

ス開始した「Xi」（クロッシィ）サ

るコミュニティが急拡大している米

集めた３つの取組みについて紹介

ービスに採用されている LTE 規格

国シリコンバレーに、新 R&D 拠点

する。

をさらに高速化させた LTE-

「DOCOMO Innovations, Inc.」を

Advanced の研究開発を加速してい

開設し、オープンイノベーションに

る。また、災害に強く環境にも優し

よる新技術や新サービスの創出と、

い「グリーン基地局構想」にも取り

将来のモバイルプラットフォーム技

組んでおり、風力発電や太陽電池・

術を中心とした研究開発活動を推進

燃料電池・リチウムイオン電池など

している。
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※ 1 NTT ドコモ ホームページにて公開
（http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/
about/philosophy̲vision/strategy/index.html）
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第 4 世代移動通信方式 LTE-Advanced
〜「Xi」の更なる高速・大容量化に向けた研究開発〜
LTE よりも高い性能を実現

主要技術の性能評価を実施

移動通信システムの国際標準化団

呼ばれる LTE 用の周波数ブロック
（チャネル帯域幅：上下リンク共に最
大20MHz）を束ねて広帯域化を図る
技術。本実験では、下りリンクは５
つのコンポーネント・キャリアを束

ドコモでは、LTE-Advanced の実

ねて最大100MHz、上りリンクは2つ

体である 3GPP（3rd Generation

証実験システムを 2010 年に開発し、

のコンポーネント・キャリアを束ね

Partnership Project）では、第4世代

有線接続による模擬環境下での室内

て最大40MHzの広帯域化を行った。

移動通信方式 LTE-Advanced の標準

信号伝送実験を行い、下り約1Gbps、

・上りリンク MIMO 伝送：移動局で

化が進められている。LTE-

上り約 200Mbps の信号伝送に成功。

複数の送信アンテナを用いた無線伝

Advancedは、ドコモが「Xi」
（クロ

そして昨年からは、LTE-Advanced

送で伝送効率を向上させる技術。本

ッシィ）としてサービスを開始した

の実験用予備免許を取得し、ドコモ

実験では、各２つの送信／受信アン

LTEを更に高度化したもので、LTE

R&Dセンタ内および周辺（横須賀市

テナで信号の伝送を行い、周波数広

との互換性を保ちながら、LTEシス

内）と相模原市市街地において、実

帯域化と組み合わせて上りリンクで

テムからの円滑な導入と性能向上を

際の使用環境下での無線伝送実験を

200Mbps以上の伝送速度を達成した。

可能にした通信方式である。ITU-R

行い、次のような LTE-Advanced の

・下りリンクマルチユーザ MIMO

（国際電気通信連合無線通信部門）に

主要技術の性能評価を行っている。

伝送：基地局から複数の移動局に向

おいても、提案募集された IMT-

・周波数広帯域化（キャリア・アグ

けて送信される信号を MIMO 多重

Advancedの移動通信方式としてその

リゲーション）： LTE との互換性

伝送することで周波数利用効率を向

高い性能が認められている。

を保ちながら柔軟に広帯域化できる

上させる技術。本実験では、基地局

よう、コンポーネント・キャリアと

は 4 つの送信アンテナ、２台の移動
局は各々 2 つの受信アンテナを用い

System
Performance

Evolution of LTE and LTE-Advanced
Smooth migration to
4G

LTE-Advanced

Up to100MHz

LTE

5-20MHz
Long-term
development of 3G

て同時に信号の伝送を行い、周波数
広帯域化を組み合わせて、下りリン
クにおいて 1Gbps 以上の伝送速度
を達成した。

HSUPA

・下りリンクマルチセル協調（CoMP）

HSDPA

送信：設置場所の異なる複数のRRE

WCDMA Release 99

（Remote Radio Equipment）を同一基
地局が集中制御することにより、複
数のセルが連携してセル間の電波干

LTE-Advanced Field Experiments

渉を抑制し、基地局から離れた移動
Base station
antenna

局の伝送速度を向上させる技術。本
実験では、２つのセル（RRE）を用

Mobile station
antenna

いて信号の伝送を行う。
ドコモでは、LTE-Advanced の研
Base station

Mobile station

図 1 LTE と LTE-Advanced の進化（上）と LTE-Advanced の実証実験装置（下）
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究開発および国際標準化への協力を
今後も推進していく予定である。
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新春特別企画

ドコモの進化を支えるR&D
異なる言語で通話を可能にする「通訳電話サービス」
〜言葉の壁を越えたコミュニケーションの実現〜

様と日本人のスタッフとの会話で利
用したり、辞書代わりに利用するこ
とも可能だ。

のである。図２は、通訳電話サービ

ネットワーク上で実施する
スピーディーな通訳サービス

スの概要（遠隔利用型）である。通

試験サービスを提供開始

話している２人の間で、日本語を英

ドコモは、異なる言語での会話を

語へ、英語を日本語へ翻訳して伝え

ドコモでは、通訳電話サービスの

可能にする「通訳電話サービス」の

ることができるので、例えば、子供

研究・開発の一環として、昨年 11

研究・開発に取り組んでいる。本サ

のホームステイ先の外国人家族と日

月から本年 3 月末までの期間におい

ービスは、音声認識、翻訳、音声合

本にいる母親との間でのコミュニケ

て、様々な分野における協力企業・

成などの処理をドコモのネットワー

ーションが容易になる。また、端末

団体と、モニター公募による個人の

ク上で実施することで、携帯電話端

は１台でも利用することができる

お客様を対象とした試験サービス

末の処理能力に依存せずに、スピー

（対面利用型）ので、店舗のインフ

を提供開始した。対応言語は「日

ディーな通訳サービスを実現するも

ォメーションなどで、外国人のお客

本語←→英語」と「日本語←→韓国
語」。本年１月下旬には「日本語←

【日本】

マキの母親です。
娘がお世話になって
います。

ドコモのネットワーク
音声認識
機械翻訳

I am MAKI s mother.
Thank you for taking
care of my daughter.

【米国】

音声合成

日本語

図３は、本試験サービスを遠隔地で
利用した場合の利用手順 （※ 2）であ

通訳電話機能
母親
（日本人）

→中国語」も対応を予定している。

る。専用アプリを起動して言語を選

日本語⇔英語
に通訳

英語

ホームステイ先の
ファミリーとマキ

相手の言葉を
英語で
聞くことができる

相手の言葉を
日本語で
聞くことができる

図 2 「通訳電話サービス」の概要（遠隔利用型）

択。利用開始ボタンを押下し、通話
相手の同意を確認後、通訳サービス
が提供される。「発話を開始する」
ボタンを押し携帯電話で話した内容
がドコモのネットワーク上で翻訳
され、お互いの画面に文字で表示

【電話をかける側】

されると共に音声でも聞くことがで
きる。
ドコモでは、本試験サービスを通
じて得られた様々な意見等を踏まえ
【1】専用アプリを起動、
言語を選択の後、
利用開始ボタンを押下

【2】相手の電話番号を
入力し、発信ボタンを
押下

【3】通訳電話サービスから
の着信を待ち通話ボタンを
押下

【4】通話相手が電話に
出るまで待つ

【7】
「発信を開始する」ボタンを押し
て話をすると、画面に文字で表示され、
音声で聞くことができる

【電話を受ける側】
電話をかける側が着信に出た後、
電話を受ける側に着信がかかる

たサービスの改善を図り、本格サー
ビス提供に向けた技術開発に今後も
取組んでいく。
※2

Android 対応専用アプリをインストール

したスマートフォンで利用する場合の操作
方法。

【5】着信音が鳴ったら
通話ボタンを押下

【6】注意事項をご確認の 【7】
「発信を開始する」ボタンを押し
上、同意ボタンを押下
て話をすると、画面に文字で表示され、
音声で聞くことができる

図 3 「通訳電話試験サービス」の利用手順（遠隔利用の場合）
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6 つの周波数帯に対応した「マルチバンド電力増幅器」
〜携帯電話機の大型化を抑制し、ほぼ全ての携帯電話サービスに対応〜
電力増幅器の小型化で
携帯電話機の大型化を抑制
800MHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz
帯の３つの周波数帯を利用している
ドコモの FOMA サービスに対応し

ルネサス エレクトロニクス㈱の協
力のもと、実用化が見込まれる大き
さ（8.05mm × 6.2mm）にまで小型

のバンドへの対応や国際ローミング

化したマルチバンド電力増幅器を開

対応に必要なバンドが増加すると、

発、発表した（図５参照）。本増幅

それに伴い電力増幅器の数が増加

器は、1.5GHz 帯から 2.5GHz 帯ま

し、携帯電話機の大型化が懸念さ

でのバンドにおける信号の増幅を１

れる。

つの電力増幅器で行えるので、携帯

ドコモでは、携帯電話機を大型化

電話機の大型化を抑制することが可

た携帯電話機は、周波数帯（バンド）

することなく複数のバンドに対応さ

能だ。また、LTE、W-CDMA、

ごとの個別の RF 回路（無線回路）

せるため、様々なバンドに対応した

GSM などの条件を満たしつつ信号

を搭載している。また、LTE や W-

マルチバンド電力増幅器の開発に取

を増幅できるので、1.5GHz 帯以上

CDMA、GSM といった通信方式に

り組んできた。2010 年１月には、

のバンドを利用する国内外のほぼ全

対応するためには、それぞれに対応

700MHz から 2.5GHz までのバンド

ての携帯電話サービスにも対応が可

した RF 回路が必要になる。しかし、

に対応したマルチバンド電力増幅器

能だ。

対応するバンドやシステムごとに

の試作機を開発、発表した（図４参

ドコモでは、小型化をはじめとし

RF 回路を搭載するのは、大きさや

照）。本装置は、電力増幅器の各整

た電力増幅器の技術課題の解決に、

（※ 3）内に複数の半導体スイ

コストの観点から現実的ではない。

合回路

その解決策として、1 系統で様々な

ッチを設け、使用する周波数帯に

バンドに対応したマルチバンド RF

応じて周波数特性（※ 4）を切り替え

部の検討が進められてきた。このマ

られる構成としたことで、シング

ルチバンド RF 部を構成する際のキ

ルバンド電力増幅器と同等の出力

ーデバイスの１つが、電池から供給

電力 （※ 5） と利得 （※ 6） を達成した

2nd stage

される電力を RF 信号電力に変換す

上で、1 つの電力増幅器で様々なバ

Sw Sw

る機能を持つ電力増幅器である。

ンドへの対応を実現したものである。

さらに小型の電力増幅器を開発

た電力増幅器を複数搭載している。
今後、日本で使用される 1.5GHz 帯
1st stage

2nd stage

8.05mm

Sw
Sw
3rd stage

6.2mm

HBT

1st stage

携帯電話機は１台で複数のバンド
に対応するため、それぞれに対応し

今後も取り組んでいく予定である。

さらにドコモは、2011 年５月に、
3rd stage

Sw
35mm

MESFET
110mm

図 5 2011 年 5 月発表の
小型マルチバンド電力増幅器
※ 3 整合回路：電子回路などを接続する場
合、信号をそれぞれの回路の周波数特性に
合わせるために設けられる回路
※ 4 周波数特性：周波数に依存して変化す
る回路の特性。
※ 5 出力電力：電力増幅器の出力端子にて
得られる信号の電力。
※ 6 利得：信号をある電力（入力電力）で
電力増幅器に入力した際に、電力増幅器の
出力端子にて得られた電力（出力電力）と
入力電力の比。（利得）＝（出力電力）／
（入力電力）

図 4 2010 年 1 月発表のマルチバンド電力増幅器の試作機
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