将来のデジタル社会を支えるネットワークの変革─ネットワーク基盤編─
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（Internet of Things）デバイスが多様化・大量化しており，またデバイスご
とにネットワークに求められる要件も多様化しています．本稿では，IoT
時代を見据えたキャリアネットワークにおいて，各デバイスの通信のふる
まいから，種類・機種等を自動で特定し，デバイスごとに最適なネットワー
ク制御を実現するポリシー制御技術について紹介します．
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所では，多様なニーズに柔軟に対応可能な
ネットワークを実現するために，AIと連携
したポリシー制御技術等の転送技術の発展
にこれからも取り組んでいきます．
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