
C U S T O M E R  C A S E  S T U D Y

日本の無線通信サービスを牽引してきたNTTドコモは、2020年3月にスタート
した「5G（第5世代移動通信システム）」における新サービス・ソリューションの
創出をめざし、幅広いパートナー企業とのサービス協創プラットフォーム「ドコモ
オープンイノベーションクラウド ®」を構築しました。すべての参加企業にとって
使いやすく、且つ自動化機能で運用負荷も小さく、安定稼働が可能なクラウド基
盤をスピーディに完成させるため、NTTドコモはクラウド基盤の一つとして

「VMware Cloud Foundation」を選択しました。

5G時代の新たな価値の創出をめざす
サービス協創プラットフォームを短期間で構築
先端技術を活用し、進化し続けるゼロタッチオペレーション基盤を実現

業界

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

カスタマープロフィール

1984年に開始された日本電信電話公社のポ
ケットベルサービスをルーツとし、1991年に業
務分離する形で設立。“Do Communications 
over the Mobile network” の頭文字を綴った

「docomo」ブランドで広く知られ、日本を代表
する移動体通信事業者である。“付加価値協創
企業” への変革をめざし、2015年よりさまざ
まな取り組みを実施している。

導入環境

• VMware Cloud Foundation

• VMware vRealize® Network Insight™ 

• VMware vCloud Director® 

• VMware NSX Advanced Load Balancer 
(Avi Networks)

導入サービス

• VMware Premier Support

• Support Account Manager

• テクノロジーコンサルティングサービス（TCS）

• テクニカルサポートサービス（TSS）

VMware Cloud Foundationを採用したクラウド基盤を約半年で構築。プレサービス開
始後、運用自動化機能を活用し、短期間で複数回のアップデートを実施。VMwareプロ
フェッショナルサービスのサポートでさらなる自動化の追求、コンテナなど新技術の採
用など、将来的なアップグレード計画も継続検討中。

「VMware Cloud Foundation によって、新
たな価値を創出するサービス協創プラット
フォームを短期間で構築できました。技術
進化に合わせて積極的にバージョンアップ
できるクラウド環境で、理想的なゼロタッ
チオペレーションに向けた取り組みも進め
られています」

株式会社NTTドコモ    
伊藤 孝史 氏

導入前の課題

5G時代に求められる
サービス検証

プラットフォームの実現

約半年で商用サービスの
クラウド基盤を

短期構築

パートナー企業への
仮想マシンのインスタンスや

仮想ネットワークの迅速な提供

自動化機能を
活用したゼロタッチ

オペレーションを推進

技術進化に合わせて
アップデートできる

柔軟なプラットフォーム

展開が容易な単一の
アーキテクチャにより
俊敏性と柔軟性を向上

ソリューション

導入効果
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【 課 題 】

5G 時代の到来 
新しい価値の協創を推進

NTTドコモは、日本を代表する移動体通信サービス事業者です。「新

しいコミュニケーション文化の世界の創造」という企業理念の下、日

本の無線通信サービスの発展を導いてきました。その歴史は1968

年に開始された日本電信電話公社のポケットベルサービスまで遡り

ます。movaとして知られる携帯電話サービス（1G、2G）や FOMAで

名の通った3G、LTE 4Gといった通信サービスも、NTTドコモがいち

早くスタートして市場を牽引してきたのです。

そして2020年3月25日、NTTドコモは先陣を切って5G 商用サービ

スを開始しました。5G は、1980年代の1G（2.4kbps）と比較して50

万倍以上（数 Gbps）の通信速度を誇り、低遅延で、多数同時接続に

対応しているパワフルな通信規格です。大人数が同時に利用するス

タジアムソリューション、大容量動画を放送する4K/8K ストリーミン

グ、遅延の影響が大きい遠隔医療やリアルタイム顔認証、多数のIoT

デバイスを活用する農業ICTやスマートシティ・ホームなど、さまざま

なサービスのネットワーク基盤として活躍が期待されています。

「地方創生を支援するVR 技術を用いたバーチャル観光、グローバル

社会での自動翻訳・通訳、新しいスポーツ観戦・観劇などの創出が期

待されています。しかし、こうしたサービスをNTTドコモが単独で提

供できるわけではありません。このため、それぞれの地域や業界をよ

く知る多種多様なプレイヤーと協創するための “ドコモ5Gオープン

パートナープログラム” を開始し、広くパートナーを募っています」と、

株式会社 NTTドコモ ネットワーク本部 サービスデザイン部 部長の

伊藤孝史氏は述べています。

このプログラムでは、NTTドコモのインフラをベースにエンド・ツー・

エンドでサービスを提供し、さまざまな社会課題の解決や、新しい価

値の創出をめざしています。ビジネスキャンプのような取り組みも実

施され、新しい出会いやつながりも期待されています。

【 ソリューション 】

誰でも簡単に利用できる 
安全で安定的なプラットフォーム

NTTドコモでは、ドコモ5Gオープンパートナープログラムの参加者が

相互に利用する “サービス協創プラットフォーム” として「ドコモオー

プンイノベーションクラウド」を構築し、2020年5月に本格的にスター

トしました。セキュアで低遅延なNTTドコモのネットワーク網とダイ

レクトに接続されたクラウド基盤であり、参加者は独自のアセットを

開発し、また他のパートナーやNTTドコモの技術アセットと連携させ

て、さまざまなサービスを提供できます。

ネットワーク本部 サービスデザイン部 システム担当 担当課長の川﨑

聖也氏は、「サービス協創プラットフォームの構想が固まったのは

2018年末ごろで、5Gプレサービスが開始される2019年9月までに作

り上げる必要がありました。多数のプレイヤーが参加する安定的で安

全な基盤を、この短期間で1から作ることは不可能です。そこで、私た

ちの知見やリソースを活用できる確立されたソリューションとして

『VMware Cloud Foundation』に注目しました」と回想しています。

さらに重要だったのが運用性です。参加者が新しい価値を創造して

いくことに注力するためには、インフラの準備や管理に大きな時間を

かけるわけにはいきません。サーバー／ストレージ／ネットワークすべ

てのリソースが仮想化されたシンプルな構成で一貫性のある運用管

理を実現し、自動化機能が最大限に活用された利用者も管理者も手

がかからない「ゼロタッチオペレーション」の実現が必須でした。

「他の技術やサービスの発展にともなって、プラットフォーム自身も継

続的に進化していくことが望まれます。VMware Cloud Foundation

であれば、VMware の機能を自動的にバージョンアップして、最新の

状態に更新することができます。SDDC Managerを使って一括管理

が可能なため運用負荷も小さく、本格サービス開始までにすでに数

回のバージョンアップを実施しています。そういった意味では、初期

コストのみではなくリリース後の運用コストも含めた全体コスト

株式会社NTTドコモ
ネットワーク本部 サービスデザイン部
部長
伊藤 孝史 氏

株式会社NTTドコモ
基盤方式 担当部長
飯田 和則 氏
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（TCO）で評価すると、メリットのあるソリューションであると考えて

います」と、ネットワーク本部 サービスデザイン部 システム担当 山

際正信氏は述べています。

【 今後の展望 】

VMware の技術とサポートで 
さらなる進化を続けるクラウド

ドコモオープンイノベーションクラウドは、多くのユーザーが利用する

最先端の商用サービスであるため、時間をかけてしっかりと設計が

検討されました。NTTドコモでは、VMwareのプロフェッショナルサー

ビスを採用し、設計段階から専門家の知見を活用しました。

ネットワーク本部 サービスデザイン部 システム担当 主査の塚腰貴

之氏は、「VMware のテクノロジーは急速に進化していくため、これに

追随する必要がありました。米国本社の開発陣との連携やライセン

ス等の調整、既存製品のサポート終了や新製品の選定など、日本の

VMwareスタッフに多角的なサポートを提供してもらいました。おか

げで、私たちが考察すべき範囲が狭まり、よりよい基盤の構築ができ

株式会社NTTドコモ
システム担当 担当課長
川﨑 聖也 氏

株式会社NTTドコモ
システム担当 主査
塚腰 貴之 氏
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▲ ドコモの提案する5G時代の協創プラットフォーム
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ました」と振り返ります。

2020年にスタートした5Gサービスの価値を体感してもらうには、さ

まざまなサービスが必要であり、そのためにはより多くのパートナー

に参画してもらう必要があります。そこで NTTドコモは、ドコモオー

プンイノベーションクラウドのさらなる進化と使いやすさの追求をめ

ざしています。

「パートナーが最新のサービスを開発するためには、コンテナ技術の

ような先端技術への対応が不可欠です。また、使いやすさのための

ゼロタッチオペレーションもまだ道半ばだと考えています。より良い

プラットフォームを実現するためにも、VMwareソリューションのアッ

プデートには大いに期待しています」と、ネットワーク本部 サービス

デザイン部 基盤方式 担当部長の飯田和則氏は述べ、VMware の先

端技術に対する取り組みへの期待を表した。

5G は、ビジネスや生活を大きく進化させる技術として期待されてい

ます。この強力なネットワークを活用し、さまざまなサービスが生ま

れていくことでしょう。ドコモオープンイノベーションクラウドで繰り

広げられる新たな価値の “協創” を、VMware のテクノロジーとサー

ビス、そしてサポートが力強く支えます。

図：VMware Cloud Foundationによるサービス協創プラットフォーム
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VMware Cloud Foundation

仮想化されたストレージ仮想化されたサーバリソース 仮想化されたネットワーク

エッジ- クラウド間で一貫性のある運用と管理
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株式会社NTTドコモ
システム担当
山際 正信 氏


