特集

4

NTTコミュニケーションズ 技術開発部の取り組み

プライベート LTE

構内 PHS 置換えや IoT 通信への活用が期待される
プライベート LTE の実用化に向けた取り組み
技術開発部 担当部長 逸見 彰一郎、担当課長 太田 和彦、担当 松山 幸中
主査 中村 大輔、担当 大嶋 一慶、担当 志村 英哉、担当 山田 剛

無線通信技術の 1 つである“プライベート LTE”への期待が高まっている。NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）も実用化
に向けた検証を進めると同時に、自社の特長を活かした活用法を考えている。
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して、継続的に取り組んでいく方針だ。
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