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1. まえがき
現在，そして，将来においても継

続して直面すると考えられている大

きな課題として，常に変化し続ける

市場状況，ますます高まるユーザの

期待，そして，他社との競争激化と

いう環境がある．これらは社会的責

任を果たしながら解決を図っていか

なければならない課題である．これ

まで移動体通信システムの先駆者と

して常に先頭にたち，革新的なサー

ビスの提供によってユーザ満足度と

信頼拡大に努めてきたドコモは，今

でも新技術やソリューションの開発

において，先駆的な役割を果たして

いる．本稿では，2020年に導入を目

指している次世代移動体通信ネット

ワーク（NMN：Next Mobile Net-

work）アーキテクチャのデザイン

を，その要件面から考察する．

一言でいえばNMNアーキテクチ

ャは，システムコンポーネントと，

重要な機能的エンティティであるサ

ービスイネーブラで構成される．シ

ステムコンポーネントは，すべての

レイヤ（サービス層，ネットワーク

層，および管理層など）の階層構造

に応じてグループ化された，より広

い概念を表している．一方，サービ

スイネーブラは，革新的なサービス

を実現する機能部である．

NMNアーキテクチャのデザイン

「スマートイノベーションへの挑戦　―HEART―」の実現に向けたネットワークの要求条件とアーキテクチャ

NMN 再構成可能なネットワーク ネットワーク仮想化

「スマートイノベーションへの挑戦　―HEART―」の
実現に向けたネットワークの要求条件とアーキテクチャ
ドコモでは，2020年へ向けて「スマートイノベーション

への挑戦」を企業ビジョンとして掲げている．「スマート

イノベーション」を進める目的の1つは，将来のモバイル

ネットワーク構築のあり方についてあらゆる角度から再検

討して，今後到来するさまざまな社会変化に資する最適な

ネットワークを見いだすことである．ドコモ欧州研究所で

は，ドコモのビジネスを長期にわたって持続可能とするた

めに，ネットワーク技術と無線アクセス技術の発展に必要

となるキーテクノロジを創出することを目指している．ネ

ットワークでは，「自在に再構成可能なモバイルネットワ

ーク」および「光伝送技術を活用したモバイルネットワー

ク」の構築を目指している．さらに，複数のサービスプラ

ットフォーム間での調和を実現するにあたり，サービスプ

ログラムのモビリティと，革新的なネットワーク付加価値

をユーザに提供するサービスエレメントが必要になってく

ると考えている．これらの具体的な内容は本誌に今後連載

予定の記事で明らかにしていくこととして，本稿ではま

ず，技術要件を明らかにして，これらの技術を統合して作

るアーキテクチャを明らかにする．

Hendrik Berndt

Thomas Walter

ドコモ欧州研究所
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ドコモでは，2020年へ向けて「スマートイノベーションへの挑戦」を企業ビジョンとして掲げている．「スマートイノベーション」を進める目的の1 つは，将来のモバイルネットワーク構築のあり方についてあらゆる角度から再検討して，今後到来するさまざまな社会変化に資する最適なネットワークを見いだすことである．ドコモ欧州研究所では，ドコモのビジネスを長期にわたって持続可能とするために，ネットワーク技術と無線アクセス技術の発展に必要となるキーテクノロジを創出することを目指している．ネットワークでは，「自在に再構成可能なモバイルネットワーク」および「光伝送技術を活用したモバイルネットワーク」の構築を目指している．さらに，複数のサービスプラットフォーム間での調和を実現するにあたり，サービスプログラムのモビリティと，革新的なネットワーク付加価値をユーザに提供するサービスエレメントが必要になってくると考えている．これらの具体的な内容は本誌に今後連載予定の記事で明らかにしていくこととして，本稿ではまず，技術要件を明らかにして，これらの技術を統合して作るアーキテクチャを明らかにする．



は，以下に示す4つの基本構成から

なる．

・サービスイネーブラネットワー

ク（SEN：Service Enabler Net-

work）

・再構成可能なモバイルネットワ

ーク（RMN：Reconfigurable

Mobile Network）

・光モバイルネットワーク

（OMN：Optical Mobile Net-

work）

・LTE-Advanced無線アクセスネ

ットワーク（LTE-A，Beyond

LTE-A，および，5G）

NMNアーキテクチャにて実現さ

れるサービスを図1に示す．

NMN アーキテクチャは，身近な

現実世界とインタラクションする携

帯端末，多種多様な映像を用いたコ

ミュニケーションやSNS，放送サー

ビスの主たる担い手とも見なされて

いる．さらには，グローバルな規模

でのインフラの共有と連携によるサ

ービスの提供などの要件も満たすこ

とができる．

上記の機能拡張に加えて，（1）高い

性能要求を満足し，また（2）システ

ムの要求条件を早期に実現するコン

ポーネントの再利用を可能とする高

い効率性を達成する必要がある．さ

らに，移動体通信事業者の社会的責

任を果たすべく，これらのすべてを

環境に配慮した状態で維持しなけれ

ばならない．

本稿では，NMNアーキテクチャ

の重要要件および，合理性とその詳

細を解説する．NMNアーキテクチ

ャの全コンポーネント詳細について

は，本誌に今後連載予定の記事を参

照されたい．

2. NMNアーキテクチャ
の要求条件

移動体通信の分野をリードするこ

とには商業的な利点があるものの，

コストを常に考慮していく必要もあ

る．既存ユーザであれ新規ユーザで

あれ，新しいサービスがユーザに受

け入れられない可能性があるという

事実に加えて，本質的な問題とし

て，さまざまな層に展開している技

術を常に更新するには必ず多大なコ

ストが必要となる．そこで，新たに

設計するNMNアーキテクチャでは

コストの削減とともに，商用サービ

ス開始までの開発期間を短縮すると

いう問題にも同時に取り組む必要が

ある．

移動体通信事業者間の激しい競

争，さらにはGoogle＊1社やApple＊2

社など，ほかのビッグプレイヤーと

移動体通信事業者間の激しい競争に

より，移動体通信事業者は最先端の

情報通信技術（ICT）プロバイダと

しての自らの役割をいかにして守る

か，という課題に直面している．今

までは移動体通信事業者は自身のコ

アとなる分野，すなわち，いつでも

好きな時に好きな場所で人と人をネ

ットワーク経由でつなぐことが役割

であった．しかし市場が飽和してい

るため，これだけでは長くユーザを

惹きつけることができない事業環境

になってきている．さらに，移動体

通信事業者の事業分野は広範囲にわ

たっており，それゆえに「土管」（単

なる通信路供給会社）にはなりえな

いと考えられていた．しかし，スマ

ートフォンの普及を機に，Apple社

はすでにモバイルの事業分野に進出

している．この事業分野では，移動

体通信事業者は何百万というソフト

ウェアデベロッパと競争している．
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＊1 Google：米国Google Inc.の商標または登
録商標．

＊2 Apple：米国および他の国々で登録され
たApple Inc.の商標．
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拡張ビデオコミュニケーションおよびSNS

身近な現実世界とインタラク
ションするメディアとしての
移動体端末 

付加価値を備えたサービス，
グローバルな規模でのインフ
ラの共有と連携 

マルチメディア 

ユビキタス グローバル 

 

図1 NMNアーキテクチャにて実現されるサービス
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移動体通信事業者は，従来の通信事

業の枠を超え，現在の有望事業分野

ではApple社とApple社が経営する

App Store＊3，そしてGoogle社と

AndroidマーケットTM＊4に対して厳

しい位置に立たされている．今こそ

移動体通信事業者は，顧客満足の向

上に役立つ，自身に備わっている特

異な能力（他社が簡単に真似できな

い能力）を自覚しなければならな

い．この「特異な能力」において鍵

となるのはサービスイノベーション

である．

サービスイノベーションのために

はサービスをフレキシブルに展開す

る手段，サービスシナリオ，および

複数のサービスを半自動的に合成す

るためのツールが必要である．ここ

でいうフレキシブルとは自社とサー

ドパーティのイネーブラを柔軟に統

合できることを表す．また，コンテ

ンツとサービスプログラムのキャッ

シュによる拡張性，サービスモビリ

ティによる拡張性，および仮想化技

術による拡張性と同様に，サービス

とシステムのスケーラビリティも必

要である．これらすべてはサービス

の質（信頼性）と，セキュリティ

（顧客の安全やプライバシー）の低

下を伴わずに達成できなければなら

ない．そして，将来を見据えて，ユ

ーザが使用する端末の多様化も考慮

しなければならない．当然，ユーザ

はサービスを利用する時に自身のデ

バイスをユビキタスネットワークへ

の接続ポイントとして，自宅，移動

中，車中，職場など，さまざまな場

所で使用したいと思うはずである．

新しいサービスをユーザに提供す

る場合，そのサービスは，いずれの

場合でもコアネットワークとアクセ

スネットワーク内に，発生するトラ

フィック量，トラフィックパター

ン，およびトラフィック発生源につ

いてインパクトを与える．ここでい

うトラフィックにはサービスから消

費者（ダウンストリーム），消費者

からサービス（アップストリーム），

C2C（ユーザ間），B2B（事業者間）

およびM2M（機器間）の通信が含

まれる．特にM2Mの通信では，単

純に通信を行う機器の数が多いため

にデータの量も膨大になる．現在，

すでに実際に起っていることである

が，新しいサービスはバンド幅の獲

得を必要としている．そして，これ

らの新しいサービス（オンラインゲ

ームなど）は，バンド幅だけでなく

リアルタイム応答についても厳密な

要求条件を定めている．

これらの要求条件の詳細について

は，今後連載する記事を参照され

たい．

3. NMNアーキテクチャ
ターゲットとなる新たなシステム

構築の複雑さを低減するために，

NMN アーキテクチャにはシステム

パーツの階層化，分離，分割，およ

び仮想化という基本概念を適用すべ

きである．これらの概念を適用した

場合，簡単で高性能なソリューショ

ンが得られ，これによってドコモは

将来の市場ニーズに答えることがで

きると考える（この点については今

後，実験的に証明していく必要があ

る）．

以下に，NMN アーキテクチャの

各層を説明する．

3.1 SENとE-SEN
NMN アーキテクチャのSEN層と

E-SEN（Extended SEN）層はサービ

ス提供環境を担い，アーキテクチャ

全体の上位層に位置付けられるもの

である．SEN層とE-SEN層の概念

図を図2に示す．SEN層とE-SEN層

はサービスコンポーネント群と，各

コンポーネントを全体のサービスに

適合させるために必要な手段にて構

成されている．NMN アーキテクチ

ャ内では，これらのコンポーネント

はサービスイネーブラと呼ばれる．

そのほかに，SEN層とE-SEN層

では，多様なサービスを効率的に使

えるようにするために付加的な機能

が提供されている．たとえば，サー

ビスの発見／仲介，モビリティ，サ

ービスの組合せ，相互運用性，サー

ビスライフサイクルの管理や，競合

解消が行えるようにするための機能

が提供されている．そのうえ，人と

人どうしだけでなく，人とその周囲

環境とのアンビエントサービス＊5

の実現のために，フレキシブルで再

利用可能なサービス提供手法と，ユ

ーザの周囲環境においてどんなもの

でもサービスへの接続ポイントとし

て機能できる仕組みが必要である．

このようにE-SEN層の能力を評

価する場合は，特にサービス提供環

境を充実できる点に着目すべきであ

る．具体的には，ユーザの嗜好を反

映するための機能，例えばユーザの

32

＊3 App Store：米国および他の国々で登録
されたApple Inc.の商標．

＊4 AndroidマーケットTM：米国Google Inc．
の商標または登録商標．

＊5 アンビエントサービス：人を取り巻く環
境にユビキタスサービスが溶け込み，必
要な情報などが必要な時に提供されるよ
うなサービス．
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過去の行為について状況認識や推論

を行うことなどが含まれる．拡張現

実感や，高度な対話機能のほか，ユ

ーザガイダンス，レコメンデーショ

ンエンジン＊6により，NMNのサー

ビス・アーキテクチャ部分の機能全

体が完成される．

SEN層とE-SEN層の設計はサード

パーティに対しオープンである．そ

れゆえ，例えば外部のユーザがゲー

トウェイを通してサービスイネーブ

ラを利用することが可能であり，さ

らに，E-SENプラットフォームの強

化のためにサービスイネーブラを提

供することも可能である．このよう

にオープンなSEN層とE-SEN層は，

インターネットアプリケーションと

のマッシュアップ＊7が可能であり，

さらに，市販製品の利用を可能に

する．

3.2 RMN
NMNアーキテクチャのRMNは

E-SEN層から物理層まで延びる制御

部を構成し，各層のすべてのリソー

スの管理を担う．RMNはこれらの

リソースをフレキシブルに割り当て

ることができるため，ビジネスパラ

ダイムの大幅な変更を許容すること

が可能となる．RMNは複数の移動

体通信事業者とインフラのプロバイ

ダからリソースが使えるように設計

されている．RMNの概念図を図3

に示す．本稿で概説するRMNの基

本仕様では，ネットワークのフレキ

シビリティ，コンポーネントの再利

用性，およびリアルタイム適応性に

ついての新しい基準を定めることに

より，競合相手に対して差別化を図

ることが可能となる．RMN は効率

的なネットワーク（ノードとリン

ク）の分離をサポートできるので，

利用用途に基づいたネットワークリ

ソースの制御と管理が可能になる．

このような利用用途に基づくリソー

スの分離は同一物理ネットワーク内

に複数のネットワークアーキテクチ

ャの共存を実現する．つまり，RMN

によって必要なフレキシビリティが

得られていると仮定すると，送信機

能，ストレージ機能，処理機能およ

び管理機能の各機能をネットワーク

内に導入することが可能になる．ピ

ア・ツー・マルチポイントのような

新しいトランスポートと，それに必

要となる制御メカニズムの実現，お

よびクロスレイヤ最適化によるユー

ザへのサービス提供の効率化の実現

が，RMNの大きな役割である．つ

まり，自動設定機能，自動修復機

能，自己組織化機能，ネットワーク

再構築機能がRMNの中心的な機能

となる．

3.3 OMN
将来のデータ通信量の予測から，

ネットワーク容量は大幅に増強しな

ければならない状況である．移動体

通信事業者の場合，コアネットワー

ク内での通信量（毎秒）がテラビッ

トレベルとなることは必至である．

このような通信容量を許容する新し

いネットワーキング技術を研究する

ことは重要である．光は電子よりも

優れた伝送媒体であり，高速，大容

量の伝送を行う場合に効率的である

ため，その解決策は高速光伝送によ

って提供されると見られる．光伝送

は豊富なバンド幅をネットワークに

もたらすはずである．OMNアーキ

テクチャの基本設計を図4に示す．

OMNアーキテクチャでは，モビリ

ティ管理，無線信号処理，セキュリ

ティなどのネットワークのインテリ
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＊6 レコメンデーションエンジン：ユーザの
行動やサービス選択等のための助言を，
ユーザの状況に基づいて提供する論理コ
ンポーネント．

＊7 マッシュアップ：複数の異なるサービス
やコンテンツを組み合わせて，１つのサ

ービスを作成，提供すること．
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競合解消 

ライフサイクル 

信頼性 組合せ 

発見／仲介 

サービスプログラムの 
モビリティ 

ユビキタスサービスの接続ポイント 

サービスイネ―ブラの 
組織化 

図2 SEN層とE-SEN層の概念図
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ジェンスの最適配置を目指してい

る．また，データトラフィックの特

性に合わせて光パケットスイッチン

グ，ラムダスイッチング＊8，バース

トスイッチング＊9，ファイバスイッ

チング＊10などの複数の光スイッチ

ングソリューションの選択肢があ

る．さらに，OMNアーキテクチャ

にはエネルギー消費を最小限に抑え

るための対策も含まれている．

3.4 LTE-AとBeyond LTE-A
本稿で述べたNMNアーキテクチ

ャは，LTE-Advanced（LTE-A）また

はBeyond LTE-Aによって概説され

ている無線アクセスネットワークが

必須となる．NMNのアーキテクチ

ャ要素を図5に示す．例えばLTE-A

では最大送信アンテナ数8，最大帯

域幅 100MHz，最大データ速度

1Gbit/sを目標としている．そのた

め，基地局には基地局間協調送信

（CoMP：Coordinated Multi-Point

transmission）＊11などの機能が採用さ

れることになっている．さらに

Relay＊12とネットワークコーディン

グ，干渉管理，ヘテロジニアスネッ

トワーク＊13およびMIMO（Multiple-

Input Multiple-Output）＊14技術により

新しい無線アクセスネットワークが

構成される．

4. NMN研究スケジュ
ール

ドコモではNMN商用サービス目

標開始時期を2020年前後としてい

ることから，研究計画の概要はこれ

に従っている．LTEはすでに2010年
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＊8 ラムダスイッチング：１本のファイバ内
で，異なる波長に経路を切り替える方式．

＊9 バーストスイッチング：データの動的な
動きで波長を切り替える方式．

＊10 ファイバスイッチング：別の利用可能な
ファイバに切り替える方式．

＊11 基地局間協調（CoMP）：あるUEに対し
て，複数のセクタあるいはセルと信号の
送受信を行う技術．複数のセルが協調し
て送受信を行うことにより，他セル干渉低
減および所望信号電力の増大を実現する．

＊12 Relay：中継（Relay）ノードで無線信号

を中継し，エリアの拡大などを行う技術．
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末に開始され，LTE-Aの開始時期は

2015年前後になると見込まれてい

る．これらのことは，無線アクセス

ネットワークと同様に，コアネット

ワークにおける帯域幅需要も増大す

ると見ていることによる．

ドコモ欧州研究所ではNMNに向

けた研究を基本的に次の3つの流れ

に沿って進めている．すなわち，自

社研究，EUプロジェクトにおける

大学などの第三者との共同研究とベ

ンダとの協働，および標準化であ

る．これを補完するものが，プロト

タイプの実施，テストベッドによる

実験，および実証（具体的には革新

的イネーブラおよびサービスシナリ

オ用の実証）である．開発が最長で

2年間におよび，標準化が最長で3

年間にわたると仮定すると，研究の

時間的枠組みは2015年にまでおよ

ぶことになる（一部の技術に関して

はこれより短くなるが，5G用の新

たなエア・インタフェースなどの，

より先進的で複雑な研究テーマにつ

いてはより長い期間を要する）．こ

うした研究活動はすべて，スマート

イノベーションを追求する，ドコモ

のHEARTイニシアティブの中に位

置付けられている．すなわち，技術

を進化・発展させ，付加価値向上に

向けたサービス提供に貢献し，その

結果をユーザのライフスタイルへの

支援につなげていくことができる．

このようにドコモ欧州研究所の研

究計画と活動は現在，上記の通りに

定め，取組を行っている．

5. あとがき
NMNのメインコンポーネントで

あるE-SEN，RMN，OMNおよび

LTE-Aを図6のように統合してNMN

の全体のアーキテクチャが構成され
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＊13 ヘテロジニアスネットワーク：電力の違
うノードがオーバレイするネットワーク
構成．従来の基地局に対し，より送信電
力の小さいピコ基地局，フェムト基地局，
Wi-Fiなど複数テクノロジーが混在，連
携，統合化したネットワーク．

＊14 MIMO：複数の送受信アンテナを用いて
伝送容量を増大する無線技術．
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る．再構成可能性の潜在力を最大限

に発揮させるため，全体アーキテク

チャの中に，再構成可能なネットワ

ークと，サービスプラットフォーム

にまで拡張された制御プラットフォ

ーム，および無線アクセスネットワ

ークが組み込まれていることが分

かる．

本アーキテクチャでは，運用コス

トと資本コストの両面で将来的に高

いコスト効率を達成することができ

ると考えている．サービスイネーブ

ラからネットワークリンクとノード

までを含むすべてのリソースのフレ

キシビリティ，適応性および自己管

理能力を組み合わせて構築する

NMNはドコモの事業の将来を構築

する基礎となりうるであろう．

次号では，本稿にて説明した

NMNアーキテクチャを用いて実現

される革新的なネットワーク付加価

値サービスについて解説する予定で

ある．
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