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すべてのモノがつながる「IoT 2.0」
時代を見据えて、通信事業者ならでは
のネットワーク R&D を推進
IoT（Internet of Things）の本格的な普及が始まろうとしている。それに伴って、
「社会を
駆動する」という新しい価値をネットワークがもたらす未来が見えてきた。21 世紀の安全・
安心な社会を創出することを目指す NTT 未来ねっと研究所では、そうした未来を見据え
た将来ネットワーク技術の研究開発を進めている。2015 年 7 月に同研究所の所長に就任
した川村 龍太郎氏に、IoT が拓く未来についての展望や、同研究所の取り組みなどについ
てうかがった。
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②アプリケーション処理の高速化
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端末処理の肩代わりにより多様な
機器で高いUXを実現

地域性が強まるM2M、
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エッジで一次処理。計算と通信を最適化

エッジコンピューティング技術の概要
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