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オープンイノベーションの推進で
グローバル・クラウドサービスの構築、競争力強化を目指す
NTT 研究所では、これからの NTT グループの事業基軸となる「グローバル・クラウドサ
ービス」の構築、競争力強化に向けた研究開発を進めている。この研究開発の一翼を担
うのが 2012 年 4 月に発足した「NTT ソフトウェアイノベーションセンタ」。同センタに
おけるクラウド／ビッグデータに関する取組みについて、第三推進・第四推進プロジェ
クトの鈴木光プロジェクトマネージャにうかがった。
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現在の「北米型クラウド」は専ら

（聞き手・構成：末安 泰三）
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