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将来の情報ネットワーク実現に
向けた基盤技術の研究開発に注力
将来の情報ネットワーク実現に向けたアーキテクチャ等の基盤技術の研究開発に取り組む NTT ネ
ットワーク基盤技術研究所（以下、NT研）
。ネットワーク方式、ネットワーク技術、通信トラヒッ
ク・品質の3つを基軸にR&D活動を推進するNT研の取組みについて、黒川章所長にうかがった。
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ネットワーク方式ＳＥ Ｐ（ネ方Ｐ）
将来ＮＷのアーキテクチャ、サービスのＳＥ
（将来ＮＷ基本構想/固定-移動連携/融合の方式検討など）

ネットワーク技術ＳＥ Ｐ（ネ技Ｐ）
将来ＮＷアーキテクチャの実現に向けた基盤技術の研究
開発（将来NW要素技術、NW関連標準化、インターネット
アーキテクチャ、スマートコミュニティなど）

通信トラヒック品質Ｐ（ネ通Ｐ）
NTTグループのオペレーション・サービスを変革し・支える
通信トラヒック・品質基盤技術の研究開発

図 1 ネットワーク基盤技術研究所の組織構成
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図 2 ネットワーク基盤技術研究所のミッションと組織
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組んでいきたいと考えています。

（聞き手・構成：編集長

河西義人）
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