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IOWN 実現のキーファクターとなる、ネットワーク機能のディスアグリゲーション化に向けて、各レイヤの技術を迅速
に結合／検証可能とし、あらゆる外部パートナーとの技術実証から事業導入推進までを支える研究運用テストベッドの取
り組みについて紹介します。
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研究運用テストベッド
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