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IOWN構想やSmartWorldの実現を支える革新的な基盤技術に取り組む
NTTネットワーク基盤技術研究所

1 インタビュー

多様性を受容できる豊かな社会を実現する
ネットワーク基盤技術の実現に向けて
NTT ネットワーク基盤技術研究所 ( 以下、NT 研 ) では、IOWN 構想の実現に向けて、光を中心とした革新的技術を活用し、
これまでのインフラの限界を超えた高速大容量通信ならびに膨大な計算リソース等の提供を可能にするネットワーク・情
報処理基盤を実現するアーキテクチャ、及び通信トラヒック・品質技術の研究開発を行っている。最近の研究開発の状況
について、川端明生所長に話を伺った。
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IOWNを実現する革新的ネットワークの実現に向けた取り組み
・ＡＰＮを実現するネットワークアーキテクチャ策定、機能配備と構成要素の
スペックの明確化
・移動固定融合のアーキテクチャ具体化と既存技術からのマイグレーション
・協調型インフラ基盤技術等の先行切り出しによる実用化

の中に組み込むことでタイムリーに
世に出していくという考え方です。
IOWN 構想は 2030 年実現を目標と
していますが、構想自体がとても大
きなコンセプトであり、様々な研究
成果をベースにしていますから、早

完全自動化・自律化が可能なオペレーション実現への取り組み
・サービス/社会の要求に応え続ける自己進化型オペレーション
・新たな付加価値を創出するユーザエンゲージメント技術とネットワーク/
サービスをE2Eで品質確保を行うマルチプレイヤー協調技術
・トラヒックデータから効率的に価値を創出するトラヒックデータ価値化
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—本日はありがとうございました。
[1] NTT 持株会社ニュースリリース
https://www.ntt.co.jp/news2020/2011/
201116b.html
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