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特別企画

NTTドコモのR&D

2020 年とその先の未来に向けて
“世界をより良く”することに貢献していく
NTT ドコモの R&D（研究開発）は、世界のモバイルシーンを牽引し、さまざまな技術やサービスを創出している。現在は、移動
通信システムにおいては、LTE-Advanced のさらなる高速・大容量化や、10Gbps を超える通信速度、LTE の約 1,000 倍にも及ぶ
大容量化などをめざした次世代移動通信方式 5G、ネットワークの仮想化等の研究開発を進めている。また、移動通信システムの
進化に伴い変化するモバイルの特性を活かしたサービスや、クラウドの特性を活かしたサービスの研究開発にも取り組んでいる。

ドコモＲ＆Ｄアセットで
「＋ｄ」に更なる広がりを
NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、
パートナーとの「協創」により、新

おいては、2020 年のサービス開始
をめざして、世界の主要ベンダーと
協力して技術標準化へ貢献するた
め、実利用環境での伝送実験などを
実施している。

たなサービスやビジネスを創出し、

「AI ＆ビッグデータ」では、人工

生活を豊かにするとともに、産業の

知能（AI）やビッグデータを活用し

活性化や、さまざまな社会的課題の

た技術およびサービスの研究開発

解決に貢献する「付加価値協創企業」

や、パートナーとの協創を展開して

をめざしている。具体的には、ドコ

いる。

モのアセットをパートナーが利用で

「言語／メディア処理」のこれま

きる環境を構築し、ドコモがパート

での取り組みから生まれた「自然対

ナーとともに新たな価値を協創して

話 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 」 は、「 ＋ d」

いく「＋ d」の取り組みを展開して

の取り組みとして、㈱タカラトミー

いる。ドコモは、この「＋ d」の展

とドコモが共同開発した次世代コミ

開を通じて、
パートナーとともに「も

ュニケーショントイ「OHaNAS（オ

の取り組み）など、社会や企業の持

っとお得・もっと楽しい・もっと便

ハナス）」に採用された。

続的成長やお客様サービスの向上に

利」をお客様に提供していく。

株式会社 NTT ドコモ
取締役常務執行役員
R&D イノベーション本部長

尾上 誠蔵氏

「翻訳サービス」では、手書きし

つながる技術およびサービスの研究

ドコモの R&D においては、
「モ

た文字をその場ですぐに翻訳して異

バイルネットワーク」
、
「AI ＆ビッ

なる言語の国の方ともリアルタイム

グデータと IoT」、翻訳サービスな

な対話を実現できる「てがき翻訳」

の先の未来に向けて、先進性の発信

どの「言語／メディア処理」などの

などの先進的な翻訳サービスやアプ

と新たなビジネスの創出を推進する

分野での研究開発から生まれた

リケーションを通じて、文化や言語

技術およびサービスの研究開発に取

R&D アセットを通じて、
「＋ d」の

の壁を越えたコミュニケーションの

り組み、「＋ d」の更なる拡大に貢

展開をサポートしている。

実現に取り組んでいる。

献し、新たな価値を創造することで

「モバイルネットワーク」では、

開発に取り組んでいる。
ドコモの R&D は、2020 年とそ

その他にも、自治体との「＋ d」

5G をはじめ LTE-Advanced の高度

による高齢者向け IT 環境の整備や、

化、ネットワークの仮想化などの研

災害対策への取り組みやグリーン制

究開発を展開している。特に 5G に

御（基地局用電力の自活電力向上へ
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減衰の大きい高周波数帯の電波をよ

世界の主要ベンダーと協力して「５Ｇ」の実験を推進

各実証実験で目標を達成
ドコモは、2020 年までに次世代

り遠方に届かせるため、多数のアン
テナ素子を用いたビームフォーミン

を用いた無線データ伝送を実現する

グ機能およびビーム追従機能を駆使

ことは難しいと考えられていた。本

することにより、高速移動環境にお

実験では、このような環境でも、電

ける無線データ伝送を実証した。

波の放射エリアを特定方向へ集中さ

移動通信方式 5G（以下、5G）の通

せるビームフォーミング機能※２と、

信ネットワークをお客様へ提供する

移動する端末の動きに合わせ電波を

ことをめざして、世界の主要ベンダ

送信するビーム追従機能※３により、

ーと協力し、実証実験を進めている。

高速無線データ伝送が可能であるこ

た世界の主要ベンダー 13 社と 5G

とを実証した。

の実験と技術開発を実施し、これま

2015 年 10 月 13 日にはノキアソ
リューションズ＆ネットワークス㈱

また、2015 年 11 月 12 日には、

と 5G 技術検証実験を実施し、ミリ

2020 年のサービス提供をめざして
ドコモは、上記 2 社をはじめとし

でさまざまな成果を得ている。ドコ

サムスン電子㈱と 5G 技術検証実験

モは、今後も最先端ネットワークに

の周波数帯（70GHz 帯）を用

を実施し、28GHz 帯の高周波数帯

関する研究開発に取り組んでいく。

いて、実際の商業施設における受信

を用いて基地局から見通しのある道

時 2Gbps を超える無線データ伝送に

路上を時速約 60km で高速移動す

成功した。これまで商業施設のよう

るお客様環境を想定し、120mm×

に、基地局からの見通しを確保しに

60mm のスマートフォンに内蔵可

くく、複雑に反射を繰り返す環境で

能な新たな小型アンテナを利用し

は、直進性が強く、特に減衰が大き

て、受信時 2.5Gbps 以上の無線デ

いミリ波のような高周波数帯の電波

ータ伝送に成功した。本実験では、

波

※１

既存周波数帯

高周波数帯における広帯域幅利用

UHF 帯 EX. 800MHz, 2GHz

アルカテル・
ルーセント
ブロードバンド通信
や M2M 通信に適し
た新しい信号波形
候補の実験

低 SHF 帯 3-6GHz

ファーウェイ
幅広い周波数帯に
適用可能な
周波数利用効率
改善技術の実験

富士通
超高密度配置された
光張出し基地局間
協調スケジュー
リング実験

高 SHF 帯 6-30GHz

5G に求められる多様な
サービスと利用シナリオを
考慮した端末チップセット
の試作を含む実験

クアルコム
モバイルブロードバンドの
拡張を考慮した小型・低消費
電力の５G デバイス実装
の実現性を検討する実験

5G デバイスの検討・実験

EHF 帯 > 30GHz

日本電気

エリクソン

サムスン電子

超多素子アンテナ
による
時間領域ビーム
フォーミング実験

新無線インタ
フェースのコンセ
プトと Massive
MIMO 実験

超広域帯ハイブ
リッドビームフォー
ミング、ビーム追従
制御実験

無線技術の実験
インテル

※１ ミリ波は、周波数 30 ～ 300GHz、波長
1 ～ 10mm の 電 波 で、EHF（Extremely
High Frequency）とも呼ばれている。
※２ ビームフォーミング機能とは、電波の位
相や振幅を制御し、特定の方向に強い電波を
出す機能。
※３ ビーム追従機能とは、移動端末の動きに
あわせて電波の方向を変えることにより安定
した通信を実現する機能。

三菱電気

超広帯域シングル
広帯域 Massive
キャリア＋ビーム
MIMO ビーム
フォーミング実験
フォーミング、ビーム
（および 6GHz 以下の実験）
追従制御実験

パナソニック

キーサイト・
テクノロジー

様々な周波数帯・無線通信
手段を効率的に利用する
技術や画像応用技術を
用いるソリューションの実験

高周波数帯を用いた
超広帯域通信における伝送
特性の評価技術の検討や
伝搬特性の測定実験など

5G 通信システム技術の実験

ノキアソリューションズ＆
ネットワークス

ローデ・
シュワルツ
高周波数帯を用いた
Massive MIMO の無線
特性・OTA の評価に向けた
測定及び解析など

測定器の実験

図 1 世界主要ベンダーとの 5G に関する実験内容
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特別企画

NTTドコモのR&D

部のコンテンツ群にアクセスし、必

自然な音声対話を実現する「自然対話プラットフォーム」

要な情報を取得する。シナリオ制御

～「しゃべってコンシェル」の技術を応用したクラウド型システム～

自然な会話を成立させる
パートナー向け新プラットフォーム
「自然対話プラットフォーム」とは、

部からユーザー情報を抽出すること

合成などの技術によって、ユーザー

も可能で、抽出した情報をもとにコ

の発話に対するシステムからの発話

ンテンツを収集し、その結果をユー

を決定する。例えば、テキストに変

ザーに提示することも可能だ。

換されたユーザーの発話に対して、

パートナーとの「協創」から
生まれた汎用性と応用性

話しかけるだけで情報を調べて教え

はじめに解析処理と「文章正規化」

てくれる「しゃべってコンシェル」

を実施し、その後に行われるシナリ

の技術に加え、日本語の多様な表現

オとのマッチングを柔軟にすること

に対応した「文章正規化機能」や、

で、
「京都です」
「京都だよ」
「京都」

は、大きく 2 つの課題がある。1 つ

ニュース・天気といったリアルタイ

といった同じ意味のさまざまな表現

は、他ジャンルのパートナーとの相

ムな情報に対応した「外部コンテン

の発話を同一のものとみなしていく。

互理解。つまり、パートナーの製品・

ツ連携機能」など、4 つの新たな機

その後、シナリオに沿ってシステム

サービスへの想いやニーズには、ド

能を含んだクラウド型システムのプ

の応答を選択する。シナリオ内には

コモの知識が薄く、一方、パートナ

ラットフォームだ。利用するパート

「意図解釈」と呼ばれるユーザーの発

ーの担当者は必ずしもこの領域の技

ナーの要望にあわせてカスタマイズ

話意図を推定し、各種タスクに分類

術に明るくないという点だ。もう 1

をすることで、さまざまなデバイス

する機能を組み込むことも可能だ。

つは、より自然な会話をユーザーに

や利用シーンにおいて、ユーザーと
の自然な音声対話を実現できる。
「自然対話プラットフォーム」は、
テキスト変換による音声認識や音声

また、シナリオ内に外部コンテン

楽しんでもらうためには、開発コス

ツ（ニュース・天気など）を利用し

トを抑えつつ、シナリオを大量に準

た応答を記載することもできる。そ

備する必要がある点だ。そこで、パ

の場合は、コンテンツ収集部から外

ートナー側で対話サービスを開発で
きるよう、専門知識がなくてもユー

シナリオ対話
場所をトピックとし
たストーリー性のあ
る対話を提供
自由に対話の流れ
をオーダーメイド

文章正規化
京都に行くという
意味の様々な言い
回しに反応

ザーとシステムの応答ルールに数行

京都です

京都

明日はどこへ行くの
ですか？

京都だよ
京都のお土産といえば
巾着袋みたいです。私も気に
なります。

天気を教えて？
明日の京都の天気は、晴れみ
たいです。熱中症に気を付け
て、帽子を持って出かけま
しょう

書き加えるだけで、さまざまな機能
外部コンテンツ
利用
＋

知識Q&A
ネットで探した定番
の土産を交え発話

意図解釈
＋

外部コンテンツ
利用
天気サイトの
情報を交え発話

図 2 「自然対話プラットフォーム」の動作例
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対話型サービスの開発にあたって

や外部コンテンツが使用可能となる
仕組みを実現した。加えて、実際の
発話とシナリオのデータを柔軟にマ
ッチする仕組みとすることで、シナ
リオ作成のコスト削減を実現した。
このようなパートナーとの「協創」
から、汎用性と応用性の高い「自然
対話プラットフォーム」が誕生した。
ドコモは、今後も拡大が見込まれ
る IoT を視野に入れ、自動車や家電
などとの次世代コミュニケーション
を展開していく考えだ。
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新たな翻訳サービス「てがき翻訳」

～書いた文字をすぐに翻訳。リアルタイムなコミュニケーション～

新たなコミュニケーションサービス

日本語の商品説明を翻訳して買いた

応できるよう、言語ごとの辞書を手
書き認識エンジンに内包させていく
仕組みだ。

い商品を探すなど、話し言葉だけで
は伝わりにくいさまざまな場面でも

ドコモは、これまでも多言語での

する。さまざまなシーンや言葉に対

簡単にコミュニケーションを取るこ

“てがき”ならではのこだわり

自然なコミュニケーションの実現に

とができる。現在は、英語、中国語、

向けて、
「はなして翻訳」「うつして

韓国語、フランス語、スペイン語の

まざまな利用環境に応じた翻訳サ

翻訳」
「メール翻訳コンシェル」な

5 ヵ国語と日本語との翻訳に対応し

ービスを選べるようになり、海外旅

どの先進的な翻訳サービスを提供し

ている。

行先や訪日中の外国人の方との円滑

きた。そして新たに「てがき翻訳」

「てがき翻訳」の開発により、さ

なコミュニケーションが実現でき

「てがき翻訳」を実現する仕組み

る。また、手書き文字での翻訳方法

「てがき翻訳」は、スマートフォ

「てがき翻訳」は、アプリ内に搭

な方も翻訳サービスを利用できる。

ンやタブレットに書いた言葉や文章

載している「手書き認識エンジン」

を翻訳するサービスで、描画機能や

によって文字を認識する。タッチパ

写真読込機能も備えている。例えば、

ネルにペンや指で入力されたストロ

訪日外国人に道を聞かれた時に、地

ーク情報（お客様が入力した縦、横

図を手書きし、その上に書いた日本

の座標情報）から文字を認識する。

ーミナル㈱と協力し、コンシェルジ

語のコメントを翻訳して道案内をす

手書き認識エンジンで認識された文

ュが常駐する案内カウンターに「て

る。また、海外でのショッピングで、

字をテキスト化し、クラウド上の翻

がき翻訳」を導入して実証実験を行

商品の写真を貼り付けた上に書いた

訳サーバにて翻訳、翻訳結果を表示

った。日本に到着したばかりの外国

を開発し、2015 年 11 月より商用
提供を始めている。

絵や写真入りでの翻訳動作

基本動作イメージ

が加わることで、耳や言葉の不自由

実証実験でブラッシュアップ
2015 年 9 月より東京国際空港タ

人のお客様に
「てがき翻訳」
を用いて、
滞在予定先への行き方や、地図を描
いて空港内の施設案内などを実施。
実証実験を通じて出てきた課題や意
見に対して、改善、検証を繰り返し、
サービスのブラッシュアップをする
ことにより商用提供に至った。

図 3 「てがき翻訳」のサービス概要とシステム構成
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図 4 てがきイメージ
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