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NTTセキュアプラットフォーム研究所のR&D展開

インタビュー

セキュリティ R&D の専門技術者
集団として、NTT 事業及び社会へ
の貢献を目指す
本年4月のNTTのR&D体制再編に伴い、NTT研究所のセキュリティ技術のR&Dやセキュリ
ティ運用支援の機能を切り出して新設された「NTTセキュアプラットフォーム研究所」
。設
立の背景・狙いから、主要ミッション、セキュリティR&Dの推進状況について、桑名栄二
所長にうかがった。

NTT 研究所のセキュリティ R&D
の専門技術者集団
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NTT セキュアプラットフォーム研究所
所長 桑名 栄二氏
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図 1 SC 研におけるセキュリティ R&D の基本方針
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技術、クラウド上のログを連結・可視
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