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新春特別企画

NTTドコモのR&D

NTT ドコモは、2020 年ビジョン「スマートイノベーションへの挑戦 − HEART −」を実現するための確実なステップとして、
「中期ビジョン 2015 〜スマートライフの実現に向けて〜」を策定し、実行している。R&D においては、研究開発センターを中
心に、docomo LTE Xi（クロッシィ）の更なる発展や「ドコモクラウド」の本格展開、災害対策等の安心・安全への取り組み
など展開している。

docomo LTE Xi の更なる発展と
「ドコモクラウド」の本格展開を推進
NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、

柱として、2012 年５月 16 日に、
様々なクラウドサービスを提供する
基盤を「ドコモクラウド」として本
格展開していくことを発表した。こ

docomo LTE Xi のエリア展開を加

れを活用して「しゃべってコンシェ

速しながら、より安定した通信環境

ル」の機能拡充や、クラウドの仕組

の提供に取り組んでいる。2012 年

みを利用した新たなサービスを開発

11 月 16 日から、全国 10 都市（新潟、

している。

金沢、松山、高松、高知、徳島、那

ドコモ研究開発センターでは「ス

覇等）の一部において、Xi での受

ピード R&D」をスローガンにいち

信時最大 100Mbps の高速通信サー

早く市場へサービスを投入し、継続

ビスの提供を開始した。今後は、

的にお客様のご要望に合わせた機能

2013 年春には札幌、仙台、広島を

改善や機能追加を行い、お客様と共

含む全国 50 都市以上に、2014 年春

にサービスを育てていく姿勢で開

には東名阪を含む全国主要都市に拡

発を進めている。「しゃべってコン

大する予定だ。またドコモは、世

シェル」「メール翻訳コンシェル」、

㈱ NTT ドコモ 取締役常務執行役員
研究開発センター所長

尾上 誠蔵氏

界で初めて （※ 1） LTE と 3G の両方

「はなして翻訳」「うつして翻訳」は

ークの実現を目指して、大規模災害

式に対応した超小型基地局「Xi フ

その最初の取り組み成果である。

時に発生が予想される通信混雑時

ェムトセル」を開発した。これは、

一方でドコモでは、安心・安全に

に、安否確認等で最も利用される音

住居・店舗・オフィス等の屋内に導

向けた強固なシステム作りの取り組

声通話やメールを優先的に通信しや

入して半径数十メートル程度 （※ 2）

みも積極的に行っている。災害時に

すくする技術の研究を進めている。

の通信エリアを構築し、Xi ・

おける長期停電対策として、鉛蓄電

FOMA 両方のデータ通信サービス

池よりも軽量かつ省スペースで長時

以下では、スピード R&D の取り

をより快適に利用できるようにする

間利用できる燃料電池を基地局の非

組み成果である「しゃべってコンシ

ものだ。「Xi フェムトセル」がドコ

常用電源として 2013 年３月から導

ェル」、「うつして翻訳」と LTE の

モの基地局ラインナップに加わった

入していく。また、遠隔から基地局

更なる高度化を実現する LTE-

ことで、Xi や FOMA の屋内エリア

装置を制御して災害時の電力消費を

Advanced について紹介する。

の拡大と品質向上を短期間、低コス

抑制する機能を開発し、全国の対象

トで行えるようになった。

基地局への導入を実施した。その他

ドコモは、スマートライフ実現の

96

にも、災害に強い情報通信ネットワ

※ 1 2012 年 11 月 16 日現在。
（ドコモ調べ）
※ 2 エリアの大きさは、基地局の設置環境
に応じて変化します。

ビジネスコミュニケーション

2013 Vol.50 No.1

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)

音声エージェントサービス「しゃべってコンシェル」
〜音声認識と意図解釈による音声エージェント機能の実現〜

の

意図

をクラウド上で解釈し、

それに最適な検索結果を回答として
複数表示していたが、2012 年６月

高い情報で最適な回答を行うことが

からは、生活に密着した情報や雑学

できる。また、メール、スケジュー

などの質問に対して、クラウド上で

ラ、アラームなどの機能を使いたい

推定した「回答そのもの」を直接表

ドコモは、お客様の音声による指

ときにアプリ一覧から探すことな

示できるようにした。これにより、

示でサービスやスマートフォンの機

く、スマートフォンに向かって話し

ユーザーが回答を探す手間がなくな

能を直感的かつ直接的に利用できる

かけることで適切な機能を起動・操

り、知りたい答えをより素早く、簡

ようにする音声エージェントサービ

作することができる。さらに、ユー

単に得られるようになった。また同

ス「しゃべってコンシェル」を開発

ザーの発話認識に必要な複雑な処理

年 11 月からは、検索対象を拡大す

し、2012年３月から提供開始した。

は、スマートフォン側ではなくドコ

ると共に、新たにしゃべってキャラ

「しゃべってコンシェル」は、「調

モのネットワーククラウド側で行う

機能が追加された。検索対象は、情

べたいこと」や「やりたいこと」な

ので、利用する機種に依存せずに精

報検索の対象ジャンルを占いやショ

どを、スマートフォンに向かって声

度の高い言葉の認識が行われる。

ッピング等を加えて 17 から 31 ジャ

音声による指示でサービスや
機能を直感的かつ直接的に利用

で直接話しかけると、言葉と言葉の

ンルに拡大した。また「しゃべって

機能拡充で
さらに便利に使いやすく

コンシェル」の画面上に表示される

サービスや機能を判断して最適な回

「しゃべってコンシェル」は、提

を、通常の「ひつじのしつじくん」

答を自動的に画面に表示する音声エ

供開始から約２か月半で累計 200 万

から自分の好きなキャラクターに変

ージェントサービスだ。例えば、知

ダウンロードを記録するなど、好評

更できるようになった。そして

りたいことをスマートフォンに話し

を博した。ドコモでは、提供開始以

2013 年２月からは、「i コンシェル」

かけるだけで、d メニューにある地

来、「しゃべってコンシェル」の機

と連携して、「i コンシェル」の設定

域情報、画像、動画、ニュースなど

能拡充を順次行っている。

情報に合わせたパーソナライズされ

組み合わせから、ユーザーの要望の
意図

を解釈し、 意図

に適した

の豊富なコンテンツ、さらには質の

サービス提供開始時は、ユーザー

ネットワーククラウド

音声認識

キャラクター（しゃべってキャラ）

た回答が可能になる予定だ。
様々な端末機能やサービスのUIをご提供
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端声
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のよ
操る
作

コ声
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テよ
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ツ
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図 1 「しゃべってコンシェル」のサービス概要
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し、文字列を文字単位に分割して１

瞬時に翻訳を画面上に表示する「うつして翻訳」

文字単位でどのような文字が書かれ

〜高精度な認識を実現する「文字認識技術」を開発〜
通信なしでリアルタイムに
翻訳結果を表示

ているのかを調べていく。そして

リは無料で提供され、翻訳する際は

「言語処理」では、文字認識結果か

通信が発生しない。ドコモのユーザ

ら誤った結果の修正や削除を行い、

ーだけでなく、海外の携帯電話事業

正解として取り出す。また「言語処

ドコモは、外国語の料理メニュー

者のスマートフォンを利用している

理」では、ドコモが独自に収集を進

や街中の看板にスマートフォンのカ

方が、来日する際などに、本サービ

めてきた大規模な語彙データベース

メラをかざすだけで、瞬時に翻訳を

スを利用することも可能だ。

を利用して、最新の単語を含む 100
万語を超える語彙に対応している。

画面上に表示する「うつして翻訳」
サービスを 2012 年 10 月 11 日より提
供開始した。

風景写真等から高精度な
文字認識を実現する技術を開発

ドコモは、開発した「文字認識技
術」と大規模言語データをプラット

「うつして翻訳」は、専用アプリ

リアルタイムに翻訳結果を表示す

フォームとして基盤化し、文字認識

をインストールしたスマートフォン

る「うつして翻訳」で利用されてい

API を法人や一般の開発者向けに公

やタブレットのカメラ越しに、外国

るのが、ドコモが開発した高精度な

開している。文字認識 API は、行画

語の読めない単語や辞書検索で入力

認識を実現する「文字認識技術」だ。

像認識 API と情景画像認識 API の 2

ができない文字を表示するだけで、

文字認識の処理は、「文字領域検出

つの API を含んでいる。行画像認識

その日本語訳を画面にすばやく表示

処理」「文字認識処理」「言語処理」

API は、切り出された１行の文字の

するサービスで、2012 年 10 月 31 日

という流れで行われる。「文字領域

画像から単語を抽出し、認識した単

まで試験提供してきた「料理メニュ

検出処理」では、対象とする画像に

語を取得できる API。一方、情景画

ー翻訳」アプリを商用化したサービ

どのような文字が現れているかを画

像認識 API は、文字を含んだ情景画

スだ。英語・中国語・韓国語の料理

像に現れる形状パターンとその形状

像から文字を抽出し、認識した単語

メニューや街中の看板を日本語で確

が持つ様々な特徴から判定し、画像

とその位置等を取得できる API だ。

認することができ、また日本語の料

中から文字らしい領域を見つけてい

「うつして翻訳」の専用アプリは、

理メニューや看板を英語・中国語・

く。「文字認識処理」では、絞り込

この文字認識 API の言語処理を利用

韓国語へ翻訳することもできる。本

まれた文字らしい並びから歪みを補

して開発されている。言語処理は、

サービスを利用するための専用アプ

正して１行の文字列として切り出

料理メニューや街中の看板の文字の
検出や補正に利用し、機能をスマー

読めない料理メニュー

読めないメニュー、看板の
文字に向かって、アプリを
起動してスマホをかざすと

街中の看板

トフォンやタブレット等の端末上に
実装（インストール）することで、

酸辣湯

通信を必要としないリアルタイムで

タッチしてピントを合わせてください。

タッチしてピントを合わせてください。

の動作を実現している。

酸辣湯

サンラータン

ドコモでは、大規模な画像データ

インチョン国際空港

の収集による性能向上や手書き文
通信なしで
リアルタイムに翻訳
結果を表示！

言語切替
日本語

字、他言語への対応等の機能追加や、

アプリ連携

複数の言語に対応
中国語（繁体字）

韓国語

中国語（簡単字）

英語

翻訳した言葉を調べたり、
メール、SNSで友達に共
有したり、すぐに利用可能。

公開したプラットフォームおよび
API を利用した様々なサービスへの

図 2 「うつして翻訳」のサービス概要
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や、FDD（周波数分割複信：

LTE を更に高速化する LTE-Advanced
〜複数の LTE キャリアを用いて通信を行うキャリアアグリゲーション〜

Frequency Division Duplex）におい
て、上下リンクに異なる数の CC を

最大 100MHz までの広帯域化をサポ

割り当てる CA もサポートされてお

ートするCA（Carrier Aggregation）
、

り、柔軟な周波数スペクトル割り当

および上りリンクにおける MIMO

てを実現する。また、上下非対称CA

（Multiple-Input Multiple-Output）

は、Webコンテンツのダウンロード

の普及により、モバイルのデータト

伝送の適用、下りリンクにおける

等の上りリンクに比較して、下りリ

ラフィックが急増している。今後、

MIMO 伝送の拡張（MU（マルチユ

ンクのトラフィックが非常に大きい

一層増大することが予想されるトラ

ーザー）-MIMO 等）、CoMP（セル

パケット型サービスに適している。

フィックの需要に対応するために、

間協調： Coordinated Multi-Point）

LTE の更なる進化形である第 4 世代

送受信等の高度化マルチアンテナ技

移動通信方式 LTE-Advanced の標

術が採用されている。

LTE の進化形 LTE-Advanced
スマートフォンやタブレット端末

準化が進められている。

広帯域化を行い、高速伝送を実現

図３は、LTE-Advanced における

ドコモでは、リリース 10 仕様に

標準化においてLTE規格は、リリ

CA の概念を示したものである。CA

基づく LTE-Advanced のリアルタ

ース 8 から継続的にアップデートさ

は、複数の CC（周波数ブロック：

イム無線伝送実験装置を試作し、

れており、LTE-AdvancedはLTE規

Component Carrier）を周波数軸上

LTE-Advanced における無線アクセ

格のうちリリース10以降を指すもの

に配置することにより広帯域化を行

ス技術の実証実験を行ってきた。

だ。LTE-Advanced の無線インタフ

い、高速伝送を実現する技術である。

ェースは、既にリリース10仕様の標

LTE（リリース 8/9）とのバックワ

FDDにおける上下非対称帯域幅のペ

準化が完了し、リリース11仕様の標

ードコンパチビリティを確保しつ

アバンドについて、連続した帯域を

準化作業が行われている。LTE-

つ、広帯域化を実現する技術で、

用いて広帯域化を行うCA（下りリン

Advancedでは、LTE（リリース8/9）

LTE 端末が接続可能な最大 20MHz

ク100MHz、上りリンク40MHz）を

とのバックワードコンパチビリティ

の CC を基本単位として、5CC を用

基本機能としてサポートする。さら

を保証することを前提条件として、

いて最大 100MHz までの広帯域化を

に、上りリンク2×2 SU（シングル

IMT（International Mobile Tele-

サポートできる仕様となっている。

ユーザー）-MIMO、下りリンク4×

communication）-Advanced の要求

連続の周波数帯を用いる CA だけで

2 MU-MIMO、および光張り出しの

条件を満たす必要がある。そのため、

なく、不連続の周波数帯を用いるCA

基地局アンテナを用いる下りリンク
CoMP 送信といった高度化マルチア

（例）20MHz

ンテナ技術をサポートしている。

（例）100MHz
CC#1

ドコモが試作した実験装置は、

CC#2

CC#3

CC#4

CC#5

周波数

また連続した帯域を用いる上下非
対称 CA（下りリンクは 5CC で
100MHz、上りリンクは 2CC で

LTEAdvanced

40MHz の広帯域化）を実装し、上
離れた周波数のCAも可

りリンク SU-MIMO、下りリンク
MU-MIMO/CoMP 送信等の LTE-

LTE

Advanced における高速化マルチア
図 3 LTE-Advanced における CA の概念
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ンテナ技術の実証実験が可能だ。
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