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研究開発・イノベーション
Research and Development, and Innovation

ドコモR&D（研究開発）は、日本のみならず世界のモバイルシーンをけん引し、新技術・新サービスを創造してきました。
ドコモR&Dでは、“お客さまへの新たな価値の提供”と“深刻化する社会課題の解決”により
2030年代の持続的成長に向けて、日々研究開発に取組んでいます。

39研究開発とイノベーションの推進

43オープンイノベーションの推進

48プロセスイノベーションの推進（トップガン）
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研究開発とイノベーションの推進

IoTやビッグデータ、AI、ロボットなどに代表される第4
次産業革命と呼ばれる産業・技術革新が世界的に進みつつあ
り、新たな経済価値が生まれています。一方で、少子高齢化、
ニューノーマル対応など、さまざまな社会課題を抱えていま
す。このような社会背景の中、現在ドコモR&Dでは、実世
界の人・モノ・コトを情報化することで未来を予測し、実世
界を最適化する「サイバー・フィジカル融合」によるDX推
進とIOWN構想の実現に取組むことで新たな体験、効率化、
最適化、生産性向上、安心安全の提供などの価値を創出しま
す。具体的には、以下に関する研究開発を行っています。

ドコモでは、横須賀リサーチパーク（YRP）を主な拠点と
し、研究開発部門が中心となって移動通信システムならびに
多様な新製品・サービスの研究開発を行っており、R&D戦
略部が全体の統括を担っています。継続的な研究開発活動の
一環として、デバイス・ネットワーク・サービスのさらなる
向上をめざして、各研究および開発部門は、ほかの部門と共
同で取組んでいます。また、デバイス・ネットワークの研究
開発は主要メーカーとも共同で行っており、サービスについ
てはビジネス部門で発案・企画したサービスに対する開発な
らびに外部との多様な関係を活かしたオープンイノベーショ
ン戦略を推進しています。これらの研究開発により得られた
新技術などの成果については、報道発表などを通じて積極的
かつ戦略的に外部に向けてアピールしています。
さらに、グローバルな技術革新に対応するため、研究拠点

として米国、ドイツ、中国に拠点をそれぞれ設置しています。
これらの海外研究拠点では、ドコモ本社の研究開発部門と連
携しながら、5Gやネットワーク仮想化技術などの国際標準
化活動に貢献しています。また、モバイル通信サービスに応
用可能な先進的・革新的な技術を有するベンチャー企業への
投資を目的として、DOCOMO·Innovations,· Inc.、株式
会社NTTドコモ・ベンチャーズ·シリコンバレー支店ととも
に北米におけるベンチャー企業との連携および出資を実施し
ています。

また、外部の企業とのオープンイノベーションにも積極
的に取組んでいます。このような活動を通じて、社会課題
を解決し、お客さまやパートナー企業への新たな価値を提
供していくことで、ICTによる社会・産業の発展をめざして
います。

基本的な考え方

研究開発体制

❶��多様なデータを結び付け、未来予測／知の発見を実
現する「AI」

❷��あらゆる場所で、あらゆる人・ものをつなぐ「5G/6G」
❸��あらゆる情報の収集と多様なフィードバック手段を
実現する「IoT、デバイス」

R&Dイノベーション本部

グローバル技術推進室＊1

R&D戦略部

研究開発／技術イノベーション創出にかかわる共通的な企画・管理
およびグローバル技術アライアンス、技術広報など

イノベーション統括部

技術イノベーションにかかわる事業創出・戦略投資・企業連携に
関すること

5G·Evolution·&·6G·powered·by·IOWNの無線技術および
ネットワークシステムにかかわる方式研究・標準化および

パートナーとのユースケース協創

6G-IOWN推進部＊2（旧ネットワークイノベーション研究所）

クロステック開発部（旧 先進技術研究所）

デジタル基盤にかかわる方式およびクラウドシステムの
研究開発・運用・維持・導入支援・技術支援などに関すること

移動機開発部

端末機器・アプリケーションにかかわる開発・導入支援・技術支援など

サービスイノベーション部

新サービスとソリューションにかかわる方式
およびクラウドシステムの開発、運用、維持、技術支援など

ネットワーク開発部

ネットワークシステムにかかわる開発・導入支援・技術支援など

無線アクセス開発部

無線ネットワークシステムにかかわる開発・導入支援・技術支援など

R&D総務部

R&D部門の総務・経理、技術情報管理および技術広報など

＊1·2021年7月に新設
＊2·2021年7月に組織変更
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都科摩（北京）通信技術研究中心有限公司
2003年11月設立

DOCOMO�Euro-Labs（ミュンヘン）
2000年11月設立

DOCOMO�Innovations,�Inc.（パロアルト）
1999年11月設立（2015年10月社名変更）

R&Dセンタ（YRP＊）
1998年3月設立

＊YRP：横須賀リサーチパーク（Yokosuka·Research·Park）

1990年代後半より、研究開発人員数は900～1,100名体制、研究開発費も2000年より毎年約800～1,000億円以上を投
じて、世界の移動通信事業をリードし、持続的成長を支えるイノベーションを続けています。
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関連部門
による発案

撤退廃止・更新

リバイバルプラン

外部技術の評価・目利

イタレーション1

計画

テスト 実装

設計

イタレーション2

計画

テスト 実装

設計

イタレーションX

計画

テスト 実装

設計

要素技術開発❶ 応用研究❷ 販売・サービス提供／提供後❸開発❷

 ［ イノベーションチェーン ］

❶�要素技術開発
ドコモはNTTグループの主要事業会社の一つとして、
NTTの基盤技術に関する研究開発体制を支えています。こ
の取組みにおける技術成果をドコモの事業活動に反映できる
よう、NTTとドコモの各研究開発部門は密接に連携して研
究を進めています。技術成果の活用例としては、NTTの研
究所において基礎研究を進めていた音声認識や意図解釈の技
術について、ドコモでの応用研究・開発段階を経て、近年の
さまざまなサービスを創出しています。

❷�応用研究・開発
インフラ分野については、6G-IOWN推進部を中心に、
海外の主要オペレーターと技術交流を行い、外部動向に応じ
て戦略を立てながら国際標準化への貢献や主要メーカーとの
概念実証実験（Proof·of·Concept：PoC）などにより業界

のエコシステムを先導し、業界の発展に寄与しつつ自社の事
業展開における優位性確保を実現しています。また、ネット
ワーク開発部、無線アクセス開発部を中心に主要メーカーと
ともに世界へ通じる機能を実装した装置・システムを提供す
ることをめざして開発を進めています。
サービス分野については、ビジネス部門で発案したサービ

スに対して、サービスデザイン部はシステム基盤開発など
を、移動機開発部は携帯電話などに搭載するアプリケーショ
ンの開発などを進めています。また、イノベーション統括部
では技術イノベーションにかかわる事業創出や戦略的な投
資、外部企業との連携強化を推進しています。
サービスイノベーション部は、AIとビッグデータを活用

した新サービスとソリューションにかかわる要素技術の開発
やクラウドシステムの開発運用、また、全社的なデータ活用
推進に向けた基盤整備・技術支援なども行っています。クロ

ステック開発部はビジネス部門と密に連携し、事業に即した
技術基盤の開発などを進めています。
ここではドコモの技術のみならず、NTT発の要素技術や、

最新の外部技術を取り入れることでマーケットへの提供ス
ピードや価値を高めています。加えて、ドコモの技術によっ
て開発したサービスにより、新たなマーケットの開拓を図る
ことを推進しています。

❸�販売・サービス提供／提供後
社会情勢、技術開発トレンド、現場での状況・改善案、

外部との交流、顧客マーケティング成果などを参考に関連
部門より積極的なサービス提案が行われます。販売・サー
ビス提供前には、導入判定会議などにおいて提供判断を行っ
ています。全社横断的な会議体で総合的かつ迅速な意思決
定を実現しています。
販売・サービス提供後は、各事業推進部門で定期的にモ

ニタリングを実施し、開始時に定めた目標の達成が困難な
サービスについて、リバイバルプランの策定などを行って
います。
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よりスピード感を持って社会課題に貢献するサービスを開
発するために、スモールスタートによるイノベーション創出
を行っています。近年では社会やお客さまの課題の多様化・
複雑化が進み、また事業における競争が激化する中で、現場
を知り潜在課題やニーズ発掘することや、素早くソリュー
ション化・収益化することの重要性が高まっています。ス
モールスタート方式を採用することで、通常の開発よりも早
く商用テストに行き着くことができ、より迅速に社会課題に
対応した事業展開が可能になります。

ドコモグループにおける新規事業創出を促進するための一
つの手段として、ビジネスアイデアや技術を有し、経営者と
しての起業を望む社員を支援する「社内ベンチャー制度」を
設けています。本制度では、社員から募集した事業アイデア
のうち、審査を通過したアイデアに対し出資し、提案した社
員本人を中心とした事業会社を設立します。審査の過程で
は、外部のメンターのサポートを受け、起業に向けた事業ア
イデアのブラッシュアップ（市場分析や課題検証など）を行
うほか、起業後もドコモグループ関連部による支援を受け、
会社・事業の成長に取組みます。本制度を通じ、ドコモグ
ループ事業へのシナジーやインパクトをもたらす事業が生ま
れることをめざしています。

ドコモでは社内におけるイノベーション創出の推進とし
て、R&D社員が中心の「39works」と、ドコモグループ
全社員が応募可能な事業公募制度「docomo·LAUNCH·
CHALLENGE」プログラムを設け新規サービスの立ち上げ・
提供など事業創出への挑戦をしています。

イノベーション創出の推進

社内ベンチャー制度

新規事業創出プログラム

39works
「39works」では、外部との多様な関係を活かしたオープ
ンイノベーション戦略に基づき、社外パートナーとプロジェ
クト体制を組み、「企画から開発・運用・保守まで」を一貫
して実施しています。これは、小さく、早くビジネスをス
タートし、高速·PDCAでマーケットや社会に問いながら課
題解決のためにサービスの品質改善を繰り返してビジネスを
育んでいくプログラムです。2021年度は4件の新規事業を
立ち上げ、3件の新規サービスを提供開始しました。

docomo�LAUNCH�CHALLENGE
「39works」の知見をもとに新規事業アイデアを、起業家
やデザイナーなどそれぞれの得意分野を背景に持った、多様
なメンター陣とともに具体化していくプログラムです。ドコ
モグループの全社員が応募できます。どんな「不」（課題）を
解決する事業なのか、本当にそのニーズはあるのか、どんな
ソリューションがいいのかを一つひとつ具体的に、市場の声
を確かめながら検討するフェーズを実践していきます。最終
ゴールは、社員一人ひとりが社会的インパクトをもたらす事
業創出にチャレンジし、ドコモにとって新たな収益をもたら
すことです。2021年度は141件の応募があり、このうち
の一部について事業化に向けて検証を継続しています。

事
業
規
模

Check Point

フェーズ アイデア創出

アイデアソン
外部講演

LAUNCH CHALLENGE
 課題発見／新規事業コンテスト

グロースデザイン支援
（人・モノ・情報）

課題発見 解決策検証 収益性確認 事業成長 EXIT

提供プログラム

事業プロセス

本格事業化

ユーザー課題確認
顧客候補を発見

アーリーアダプタに
提供し受容性を確認

ビジネス化を行い
事業性を確認

Phase 1
仮説確認

Phase 2
受容性確認

Phase 3
事業化確認

 ［ 39worksのプロセス ］
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当社では、国内外における競争力を高めるため、継続して
知的財産の拡充に努めています。
たとえば、より高度で快適なモバイル通信環境を実現する
ため、これまでW-CDMA、LTE、LTE-Advanced、5Gや
6Gなどのネットワーク高度化関連技術、AIやIoTなどの新
サービス関連技術の研究開発を推進し、特許出願を促進して
きました。
その結果、2021年度末時点で、国内約4,000件、海外
約9,000件の特許を保有しています。

ドコモはこれまでのモバイル通信企業から「付加価値協創
企業」への転換を図っています。ドコモにはモバイルネット
ワークや顧客基盤、安全な決済システムや送客の仕組みなど
のさまざまな事業資産があります。これらの資産を、専門性
や知恵をお持ちのパートナーのみなさまに利用していただく
ことで新たなビジネスを創出し、新たな社会価値を「協創」
できると考えています。
特に「5G」「AI」「IoT」の分野において、ドコモやパート

ナーの技術と、さまざまな仕組みを通じて協創イノベーショ
ンを推進し、お客さまへの新たな価値創出を図るとともに、
社会課題の解決を図っていきます。新規事業プロセスにおい
ては、社会課題を含む顧客課題の発見、顧客実証を経て事業
化・グロースを行っています。協創イノベーションの中でも
39works（ P.42 ）のように、パートナー顧客と検証・事
業化を行い、事業をゼロから育てていくものから、トップガ
ン（ P.48 ）として、法人顧客と検証・商材化を進めてい
くものもあり、さまざまな協創の仕組みを持っています。
取組みの一環として、2018年2月より開始した「ドコモ

5Gオープンパートナープログラム®」は、5G開始当初から
5G時代のサービスをご利用いただけるよう、幅広いパート
ナーと新たな利用シーンの創造を推進しています。

知的財産への取組み

国内特許出願件数 ： 1,079件

5G
78％

ネットワーク
高度化関連技術

新サービス
関連技術

コアNW
3％

19%

 ［ 特許出願状況 ］

 ［「ドコモ5Gオープンパートナープログラム®」でできること ］

ドコモの知的財産

ドコモ5Gオープンパートナープログラム
5Gを通じた協創の機会を提供する本プログラムには、

2022年6月で5,300社以上のパートナーが参加しています。
また、参加中の企業・団体向けには、常設の5G技術検証環境
「ドコモ5Gオープンラボ®」を開設しており、国内外で10拠

点となっています。さらに、5Gや「映像・AI」「XR」「ロボティ
クス」などの先進技術を活用したソリューション体験を通し
て、地域の産業を支える企業との協創によるDX推進やイノ
ベーション推進をめざす「ドコモ·5G·DX·スクエア」を開設
しています。2022年7月時点で全国53拠点に拡大しており、
パートナー拠点との連携も推進しています。クラウド基盤を
つなげた技術検証環境であるBeyond·MECもあわせて構築
し、幅広いパートナーとともに5Gの新たな利用シーン創出
に向けた取組みを推進しています。
「ドコモ5Gオープンパートナープログラム®」では新規に
提供開始した5Gソリューションをご紹介するオンラインセ
ミナーも開催しています。具体的なビジネスマッチングやソ
リューション創出事例を紹介することで、5Gオープンパー
トナープログラムでのビジネス協創のポイントを掴める内容
になっています。
また、5Gの新たな協創ソリューションの創出をめざす

「docomo·5G·DX·AWARDS®」を開催しています。

企業情報登録
自社の強みやサービスを
PRし、他社とのビジネス
創出の機会が生まれる

特徴1 特徴2 特徴3

パートナーを探す
あなたが求めている
ソリューションを持つ
企業を検索できる

技術提供
必要なリソースの募集や、

自社の技術や
サービスを提案できる

情報発信
5G最新動向や、
実証実験レポート、
有識者による世界・
業界の動きを
発信

ビジネスマッチング
支援

企業のニーズに特化
したパートナーや
プロダクトを提供

ドコモの
アセット提供

5Gを利用した新たな
サービスを検討している

パートナー向けに「5Gを体感
できる場として「ドコモ5G

オープンラボ®」を
提供

オープンイノベーションの推進
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docomo�5G�DX�AWARDS
2020年度から「docomo·5G·DX·AWARDS®」を開催

しています。本コンテストは、各企業が保有する技術やプロ
ダクト・デバイス、サービスを募集し、各企業とともに新た
な協創ビジネスの実現をめざしています。
2021年度は12業界×3つの社会課題（イシュー）の全36
テーマを設け各企業が保有する特徴的なアセットを募集し、
5Gサービスの活用意義を審査、表彰しました。入賞した
「DataMesh·Director」、「Buddycom」は、5Gソリュー
ションとしての商材化を実現しました。
3回目の開催となる2022年度は、テーマをSDGsとし、
企業が保有するアセットの発掘を推進し、5Gのモバイル通
信を活用して、さまざまな産業でSDGsの達成に貢献するソ
リューション創出に向けた取組みをさらに加速していくこと
をめざします。

ドコモは、社会環境や業界のトレンドを見据え、子会社の
NTTドコモ・ベンチャーズを通したベンチャー投資および
共創サポートによって、ベンチャー企業の成長支援およびベ
ンチャー企業との共創サポートを実施しています。
投資活動では、ドコモが2021年10月に発表した「新ド
コモグループ中期戦略」の実現に向けて、当社ビジネスとの
シナジーを想定した戦略的投資を行うとともに、2022年4
月に新たに設立した運用総額150億円の「ドコモ・イノベー
ションファンド3号投資事業有限責任組合」を通し、中期戦
略のさらに先を見据えた、新たな世界を創り出す国内外の有
望スタートアップとの関係構築を図っていきます。
共創サポートにおいては、起業家とのさらなる接点強化を

ライフスタイル共創ラボ
ライフスタイル共創ラボは、「一人ひとりが輝き、寄

り添いながら、あらゆる可能性が広がっていく社会」·
“Wellbeing·Society”の実現に向け、2021年9月に開始
しました。
ドコモが研究開発を行っている複数の技術を活用し、ドコ

モとパートナーが持つ技術やアセットを組み合わせ、技術の
価値検証・磨き上げを行い、人々の生活がより豊かで便利に
なるように新たなライフスタイルを創出する取組みです。特
にドコモとNTT研究所の技術をさまざまな産業分野で活用
可能とする「イノベーション共創基盤」をパートナーととも

ベンチャー企業との協創
外部パートナーとの協働

目的にコワーキングスペースおよび伴走型インキュベーショ
ンプログラムの運営を行い、これまでにシード・アーリース
テージのスタートアップ23社を採択し支援を行ってきまし
た。また、スタートアップ向けビジネスセミナーを定期的に
開催し、当社とベンチャー企業のビジネスマッチング、当社
社員と起業家の交流促進による共創サポート、および若い起
業家の成長支援を行っています。
2021年度の共創サポートの一つとして、5G時代の映像

視聴体験の拡張に取組みました。リアリティの高い映像を遠
隔で手軽に共有したいニーズが高まる中、映像配信を実現す
る上でコンテンツやデバイスなど、さまざまなレイヤーを
統合して最適なシステムを構築していくことが必要であり、
パートナーとの共創が必須でした。そこで、ベンチャー企業
が持つアセットを活用し、ドコモのインフラとの組み合わせ
で効果的にお客さまの課題解決を進めるパートナーシップを
構築しました。

に活用し、スピーディな開発や、産業分野を横断した新たな
価値創出をめざします。

取組み事例
・·バーチャル技術を活用したZ世代向けの新たな·
ファッション体験

・·地域アプリを中心とした住民の生活向上·
（千葉市·海浜幕張地域）
・神戸市のスマートシティに関する取組み
・五島市との移住・観光促進実証
・高齢者の介護予防に向けたAIの豊田市実証実験
・モバイル空間統計の進化によるまちづくりDXの推進
・バーチャル銀座
・オープンイノベーションオフィス
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法人のお客さま向けに対話型AIサービス「ドコモAIエー
ジェントAPI®」を提供しています。本サービスはドコモの
「my·daiz」にも使用しており、目的別にシナリオを作成す
ることで、それに沿った一問一答やユーザーとの自然な対話
を可能にしています。また、本サービスで作成された対話型
オリジナルエージェントは、音声認識・自然言語処理・音声
合成機能を有しており、ユーザーと音声での対話が可能とな
ります。

ドコモおよびNTTグループの最新のテクノロジーやソ
リューションを紹介する「docomo·Open·House」を毎
年開催しています。
2021年度は「docomo·Open·House’22」としてオン

ライン会場とリアル会場のハイブリッド形式で開催し、オン
ラインでは11,892名、リアルでは2,506名にご参加いた
だきました。
5G/6G、AI、XRなどのテクノロジーやスマートシティ、

働き方改革、グローバルに関連するソリューションなどさ
まざまな領域の取組みをオンライン（233件）およびリアル

ドコモのネットワーク網と接続したコンピューティング設
備（以下、MEC基盤）を用いたサービスを用いて低遅延を実
現する「docomo·MEC™」の商用提供をしています。5G
のSA方式にも対応し、MECダイレクト™を用いた低遅延
でのアクセスを実現するとともに、ドコモが開発した画像認
識API＊2などの技術や、ドコモおよびパートナーが提供する
映像伝送、VR・ARといった12ソリューションを搭載して
います。
また、2022年5月までに全国に新たに5拠点を追加し、

低遅延でドコモのネットワークをご利用いただける範囲を全
国9拠点へ広げることで、必要な場所で利用用途に適した低
遅延・高セキュリティなネットワークの利用が実現し、地域
に結びついた課題を解決できるようになりました。
今後はMEC基盤に搭載するソリューションを順次拡大し、

新しい価値の創出や社会課題の解決への貢献に努めます。

ドコモは、本サービスを通じて、パートナー企業と新たな
対話ソリューションを推進する「ドコモAIエージェントAPI
パートナープログラム」を提供し、エンドユーザーに新しい
対話サービス利用体験の創造、パートナーとのWin-Winの
ビジネス関係の構築をめざします。たとえば、多言語翻訳の
事例では、日本語で作成したシナリオを外国語へ自動翻訳す
るサービスとして連携できており、ドコモだけではなし得な
い製品です。AIエージェントの実現により、自然なコミュ
ニケーションを通じて、パートナーの多彩なサービスをより
身近にし、お客さま一人ひとりのお得、満足、安心を提供し
ていきます。

「ドコモAIエージェントAPI」商用提供

docomo	Open	Houseの開催

「docomo	MEC＊1」を商用提供

さまざまなUIで音声・テキスト対話
を実現できるサービス

独自対話サービス

QAリストをもとに
FAQチャットボットを作成

FAQチャットボット

ドコモAI
エージェント

API

 ［「ドコモAIエージェントAPI」の仕組み ］

＊1··2022年7月1日からの名称で、6月末までの名称はドコモオープンイノベーショ
ンクラウド®

＊2·画像認識技術の一部は、NTTグループのAI「corevo®」を構成する技術

MECダイレクトによる
低遅延、閉域網による高セキュリティ

低遅延を活かした
想定ユースケース

動画配信 遠隔操作画像認識・
顔認証 ゲーム AR/VR

インターネット

ドコモ網

インター
ネット

基地局

サービス
ソリューション

インターネットを経由
しないため機密データでも
安心して格納

拠点A
MEC

拠点B
MEC

拠点C
MEC

※·MECダイレクトは東京・神奈川・大阪・大分・東北・東海・北陸・中国・四国の全国9拠点で
ご利用可能です（東北拠点は近日対応予定）
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（102件）で紹介し、さらに最新の取組みや協創をテーマに
した講演動画（9件）の配信など多彩なプログラムを展開しま
した。また、全展示がどのSDGsの目標に貢献しているかに
ついて発信しました。
ドコモおよびNTTグループの取組みを通じて、お客さま
の付加価値向上および社会価値の創造を果たしていくことを
ステークホルダーへ幅広くアピールでき、さまざまなパート
ナーとのコラボレーションを強化する重要な機会となってい
ます。

オープンRANとは、無線基地局の仕様をオープンかつ標準化
することにより、さまざまなベンダの機器やシステムとの相互
接続を可能とする無線アクセスネットワーク（RAN）です。
ORECは、オープンRAN普及のために、2021年2月にド
コモとグローバルベンダ12社が立ち上げたプロジェクトです。
2022年6月時点で13社が参加しています。ドコモはLTEで
のマルチベンダ化の実績から、主導的役割を担っています。
ドコモは世界で初めて全国規模で、オープンRANでの5G
サービスを開始しました。さらに、海外通信キャリアも海外
にいながらドコモの検証環境を利用できる「シェアドオープ
ンラボ」を2022年2月に提供開始しました。
ORECにより、さまざまな国や地域で柔軟な無線アクセ
スネットワークの構築が可能となるため、誰も取り残される
ことのない豊かな未来の実現、機器の価格の適正化、安定し
た通信環境の提供につながります。

5Gネットワークとクラウド基盤を活用し、国産初の手術支
援ロボット（hinotori·™サージカルロボットシステム）を遠隔操
作して手術を支援・指導する実証実験を進めています。将来的
には完全な遠隔ロボット手術の実現をめざして、国立大学法人
神戸大学、株式会社メディカロイド、神戸市と連携して取組ん
でいます。また5G、クラウド基盤、高精細リアルタイム映像
伝送システムを活用し、「内視鏡映像の遠隔同時閲覧」や「エ
クモカー支援」に関する実証実験も、パートナーとともに開始
し、地域医療格差の解消に向けた取組みや次世代の医療向けソ
リューションを進めています。

バーチャル空間でさまざまなコンテンツを気軽に体験でき
る、マルチデバイス型メタバース「XR·World」を2022年
3月に提供開始しました。NTTグループが展開する新ブラ
ンド「NTT·XR」の取組みの一つです。
アバターを通し、お客さま同士がコミュニケーションを取

りながら、音楽・アニメ・ダンス・スポーツ・教育・観光な
ど、幅広いジャンルのコンテンツを楽しめます。アプリ不要
でWebブラウザから、一部を除いて無料で参加でき、専用
のHMD（ヘッドマウントディスプレイ）がなくても、スマー
トフォン・タブレット・パソコンから気軽にメタバースを体
感することができます。さまざまなパートナーと協力し、コ
ンテンツや機能を拡充していきます。メタバースを通じて
バーチャル空間ならではの新しいコミュニケーション文化を
お客さまに提供していくとともに、XRを中心とした多種多
様な産業への貢献をめざします。

5GオープンRANエコシステム（OREC） 遠隔医療支援

マルチデバイス型メタバース
「XR	World」

Topic Topic

Topic

!

結合

NW運用/構築

基地局装置

AI・ビッグ
データ解析

仮想化基盤

OSS/BSS

エッジ・コン
ピューティング

アクセラレータ

基地局
ソフトウエア

汎用サーバ

海外通信キャリア

 ［ 5GオープンRANエコシステム ］
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2021年8月に、人口分布データを用いて、初めてイベント
が開催される場所でも、イベント終了後の駅混雑状況を予測で
きる「駅混雑状況予測技術」を開発しました。過去のイベント
での駅乗降者数の推定情報と、人口分布データや気象データと
の関係性をモデル化し、AI技術を用いて、初めてイベントが開
催される場所での駅乗降者数を予測できるようになりました。

将来駅混雑予測技術Topic

6G時代の新たな価値提供に向け、ネットワークを介して
人間の感覚・動作を拡張する「人間拡張」を実現するため
の基盤を世界で初めて開発し、2022年1月に報道発表しま
した。「身体のユビキタス化」「スキルの共有」の実現に向け、
体形の異なる人やロボットの間の自然な動作の共有、大きな
動作をもとにしたきめ細かな動作の再現および本基盤を介し
たスキルのダウンロードの実現をめざします。
6Gの特徴的技術の一つである超低遅延化により神経の反

応速度を超えるネットワーク通信速度が実現すると、脳や身
体の情報をネットワーク接続し、ネットワークを介して人間
の感覚を拡張できると考えられています。
本基盤では、「センシングデバイス」から人間の筋肉の動

きなどの情報を取得し、最適化して物理的運動に変換するこ
とで人間拡張を実現していきます。

6Gユースケースの早期開拓としての
「人間拡張」の基盤開発Topic

6G時代の新たな提供価値「人間拡張」を実現する基盤を開発
人
口

人
口

人
口

時刻 時刻

人
口

時刻

人
口

時刻

時刻
1.
過去の人口データに
ついて人口変動パターン
の類似度からあらかじめ
分類を行う

2.
イベントの
影響による
人口増加を推定

イベント種別Aの
人口変動パターン

イベント種別Bの
人口変動パターン

イベント非開催時の
人口変動パターン

 ［ イベント参加人口抽出技術 ］
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お客さま

研究開発部門
（R&D） 法人営業部門

実証
実験

課題
分析

改善

課
題
発
見

課
題
解
決

1. 課題と技術をつなぐ三位一体の開発体制 2. 課題の検証と解決が同時に進行する

3. 技術の可能性を顧客の価値に変える

• 画像認識エンジン
•  Japanese Language Training AI
• おしゃべり案内板　など

AIエンジン

IoT
• Location Net
• センサープログラミング
• スマートホーム　など

データ分析
• ビッグデータ分析
• 画像認識エンジン
• スポーツシーンセンシング　など

課題・困りごと ソリューション

放牧牛の頭数管理を
最適化したい

来客数を正確に予測して、
最適なシフトを作成したい

外国人スタッフの
コミュニケーションを
活性化したい

カートや車椅子の
所在管理を効率化したい

たとえば

ビジネスモデル

Business Model A

Business Model B

Business Model C

展開

「お客さま」「研究開発部門（R&D）」「法人営業部門」の三者
が一体となり、「ドコモの技術」を「お客さまの価値」に変
え、お客さまの課題の解決を図る新しいソリューション開発
「トップガン」に取組んでいます。「トップガン」でのR&D
と法人の連携はドコモ本社内に留まらず、地元の企業・自治
体の課題を解決するために全国の支社・支店の法人営業担当
者が自発的にこの取組みに参加しています。R&D部門と全
国支社・支店の法人営業部門の人的交流を生み出し連携がで
きるように「トップガン」にかかわる情報を全国で共有でき
る体制も整備しています。技術を開発したR&Dのメンバー
が、現場に行くことで、その技術が課題解決に役立つかどう
かをその場で判断し、より最適な提案を即座に行えるよう
になり、スピード感あるソリューション創出を実現します。
R&D部門が法人部門とともに現場へ出かけ、ニーズとシー
ズをつなげることで、①課題検証と解決を同時進行で、ス
ピーディーに進めるプロセスイノベーションの推進、②技術
の可能性を顧客の価値へと変換、③先端技術を駆使したお客
さまの課題解決につながるソリューションへの誘導といった
効果が出てきており、協創の加速をめざします。2022年6
月末時点で、総取組み数は56件、商材化は16件、進行中
プロジェクトは3件となっています。

プロセスイノベーションの推進（トップガン）

NTT DOCOMO GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2022

ドコモの
ビジョン

ドコモの
サステナビリティ 地球環境保全 お客さま・地域との

エンゲージメント
安心・安全で

レジリエントな社会
多様な人材・社員の

働きがい
公正な
事業活動48 研究開発・

イノベーション
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