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1週間分の仕事を1日で――“まさか、
  こんなに速いとは！”

たった1日で、数百テラバイト分のレポートを生成。データセンターに新次元のスピードをもたらす
Huawei FusionCubeが、あなたのビジネスを加速します。

詳しくはファーウェイ・ジャパンのウェブサイトをご覧ください。

http://www.huawei.com/jp/

コンピューティング、ストレージ、ネットワーク機能の完全な統合と、
仮想化・統合管理システムで、設備投資がより有効に。Simplicity

プラグ・アンド・プレイで簡単設置、わずか1日で導入が完了。Agility

ハードウェアとソフトウェアの連携により、仮想化、データウェアハウス、
VDIシステムの性能が10倍以上もアップ。Efficiency

A BETTER WAY

次世代コンバージド・インフラストラクチャ“Huawei FusionCube”
高性能データセンターの効率を上げる新コンバージド・ソリューション
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　今号のファーウェイ・ピープルのコーナーでは個性的な趣味を持つ社員を
紹介していますが、写真撮影もファーウェイで人気の趣味のひとつです。
ファーウェイ全社で、毎年社員が撮った写真を募集するフォト・コンテストが開
かれ、優秀作品を写真集にまとめて発行しています。また、ファーウェイ・ジャ
パンにもさまざまな部活動のひとつとして写真部があり、週末に撮影旅行に
出かけるなど活発に活動しています。ファーウェイの世界各地のオフィスに赴
任し、各国の風景をカメラに収めるうちに写真が趣味になった、という社員が
多いようです。
　今号の表紙を飾るのも、ファーウェイ・ジャパン社員の作品。契約サポート
管理部の李珂（Li Ke）さんが撮影した、トンボの写真です。トンボは日本人に
は身近で愛着のある昆虫であり、「勝ち虫」と呼ばれ縁起のよい虫ともされて
います。かつて雄略天皇（在位456年～479年頃）が狩に出かけた時、天皇
の腕を刺したアブをトンボが
くわえて飛んでいったことか
ら尊ばれるようになったとさ
れ、前へ前へと進み後退しな
い不退転の象徴として、武
士が兜や武具の装飾に多
用するようになったとか。
ファーウェイもトンボになら
い、お客様の「勝ち」を支援
できるよう、不屈の精神で前
進してまいります。

編集部より

華為技術日本株式会社 『HuaWave』編集部
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア ウエストタワー12階
03-6266-8008（大代表）
閻 力大（エン・リダ）
華為技術日本株式会社 広報部
有限会社 アイラック
有限会社 レベルフォーデザイン
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　ファーウェイの輪番CEOの一人、郭平

（グォ・ピン）は、2013年の年頭にあたり「戦

略重視、経営のスリム化、効率性向上」と

題した所感を発表しました。この所感は新

年に向けて当社が掲げる目標を端的に表

しています。すなわち、自社の強みに焦点を

当て、組織が持つ力を最大限に生かすと同

時に、従業員の意欲と創造力を引き出しな

がら、より大きな成果を生み出していくという

ことです。

任 正非（Ren Zhengfei）

レン　　ジェン　フェイ

ファーウェイ・テクノロジーズ CEO

【免責事項】
本誌の情報は、各国における取材をもとに、世界の通信ネットワークの情報を提供することを目
的に作成されています。情報の内容には万全を期していますが、その内容を保証するものではあ
りません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、華為技術日本株式会社は一
切の責任を負うことはできません。
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小さな穴を通過させることで、鋼鉄の板さえ

切断することができます。これらはいわば「力

出一孔」、つまり、ひとつの小さな穴から生ま

れる力です。

　ファーウェイは26年前に一からスタートし

た民間企業です。当社ではかつて個性より

も共通性を重視するような評価制度を実

施していた時期がありましたが、この制度で

は価値の創造に貢献する社員を適切に評

価することができず、結果として多くの有能

な人材を失うことになりました。それでも、

26年間にわたり従業員一丸となってひと

つの目標に向かって邁進し、困難にぶつ

かっても決して諦めなかったことで、世界

で15万人が働くグローバル企業へと成長

を遂げることができました。ひとつの穴から

　水や空気は、一般的にこの世で最も穏

やかなものと考えられます。そのため、清ら

かな水や軽やかな風はしばしば賛美の対象

となります。しかし、この一見穏やかな空気

が宇宙にロケットを飛ばすこともまた事実で

す。ロケット燃料の燃焼により排出される高

速の排気は、ラバール・ノズルと呼ばれる装

置の小さな穴から突風を生み出し、そこから

噴出した空気が人類を宇宙へ送り出しま

す。また、穏やかな水も、高度に加圧して

噴出する水に似て、たとえ一人ひとりは微

力であっても、それを結集することで驚くほ

どの結果を生み出すことができます。これが

「力出一孔」です。当社は戦略の焦点を絞

り、特定の分野においてグローバルな競争

力を高めています。ファーウェイの競争力の

高さは、最初は小さな企業であっても、努力

と情熱しだいで名だたるグローバル･リー

ダーと肩を並べるようになることが可能だと

いう証です。

　またファーウェイは、「利出一孔」、つまり、

利益をひとつの源から得るという原則をモッ

トーとしています。当社の経営陣と幹部レベ

ルの従業員の全収入はファーウェイから支

給される給料、報奨、賞与などに限定され、

それ以外の収入は認めないことを、経営管

理チームが宣誓しています。当社では役職

にかかわらずすべての従業員が、関係取引

により発生する会社の収益から個人の利

益を得ることができない組織やシステムを

確立しています。過去20年以上にわたり、

当社は事業収入というただひとつの源泉か

ら利益を得てきました。これにより、15万人

の従業員が一致団結し、会社に貢献できる

ような社風が培われたのです。当社の経営

にはいまだ改善すべき点が多々あり、絶え

間なく努力を続けていますが、「利出一孔」

という原則を固持していけば、当社の人事

方針はさらに公正なものとなり、結果として

従業員の仕事に対する熱意はますます高

まっていくでしょう。それは、ファーウェイのさ

らなる成長の源泉となります。

　「力出一孔、利出一孔」という原則が今

後も継続されていくならば、ファーウェイが次

の敗北者になることはないでしょう。しかしこ

の原則から外れてしまうとすれば、おそらく敗

北者の列に加わることとなります。歴史をひ

もとけば、機を逸して衰退しはじめた大企業

が、組織再編によって状況を好転できた例

は数少ないと言えます。当然ながら誰も衰

退は望みません。衰退を回避するためには、

自らを律し、規則を遵守し、団結と献身を貫

く必要があります。

　当社はこれからも、目標を見失うことなく高

い志を持ち、果敢に前進を続けてまいります。
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力出一孔、利出一孔
力をひとつに結集し、利益をひとつの源から得る

　今回のHuaWaveは、2013年4月に発表したファーウェイ2012年度年次報告書より、当

社CEO（最高経営責任者）からステークホルダーに宛てたメッセージの日本語訳をもって

巻頭のごあいさつとさせていただきます。なお、年次報告書の日本語版（抄訳）はファー

ウェイ・ジャパンのウェブサイト（http://www.huawei.com/jp/about-huawei/corporate-

info/annual-report/index.htm）に掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
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ファーウェイの成長を支えるR&D

CEOからのごあいさつ

力出一孔、利出一孔
力をひとつに結集し、利益をひとつの源から得る

　今回のHuaWaveは、2013年4月に発表したファーウェイ2012年度年次報告書より、当

社CEO（最高経営責任者）からステークホルダーに宛てたメッセージの日本語訳をもって

巻頭のごあいさつとさせていただきます。なお、年次報告書の日本語版（抄訳）はファー

ウェイ・ジャパンのウェブサイト（http://www.huawei.com/jp/about-huawei/corporate-

info/annual-report/index.htm）に掲載しておりますので、あわせてご覧ください。



編集部：AIS社は今年4月に誕生したば

かりですが、組織発足の経緯を教えてく

ださい。

山田氏：パナソニックはこれまで88の事業

体（ビジネス・ユニット）を基軸に経営を

行ってきましたが、今年4月、それを統廃合

して49事業部に集約しました。事業部制

に復帰したのは12年ぶりのことになりま

す。そして事業分野ごとに自主責任経営

を進めるため、4つの社内カンパニーを発

足させました。そのうち私が統括している

のがオートモーティブ＆インダストリアルシ

ステムズ（AIS）社で、傘下に19の事業部

を擁しています。社名が示す通り、車載や

産業インフラ、ICTの各分野にデバイスや

システムを供給していて、売上高はパナソ

ニック全体の約3分の1を占めています。

編集部：パソナソニックはいま、2016年3

月期を最終年度とする新中期経営計画

を推進されています。この中期計画にお

いてAIS社はどのような役割を果たしてい

くのでしょうか。

山田氏：新たな中期経営計画では、パナ

ソニックの方向性を示すものとして、２つ

の戦略目標を掲げました。まずひとつはB 

toBビジネスの強化です。パナソニックで

はすでにBtoCよりもBtoBの方が大きな

比重を占めていますが、今後はさらにBto 

Bへのシフトを加速していきます。AIS社の

ビジネスは乾電池や市販のカーナビを除

くとすべてBtoBですので、その牽引役

になることが期待されているわけです。そし

て、もうひとつがグローバル化の推進で

す。2012年度の売上高は約60％が海

外で、それをこれからの3年間で最低65％

ほどまでに高め、パナソニック全体のグ

ローバル化の流れをリードしていきたいと

考えています。
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HuaWave編集部

AIS社－－パナソニックの
次代を担う牽引役として

競争優位の源泉は
広範な技術基盤を有すること

技術革新の「かけ算」が
ビジネスの可能性を拡げる

編集部：新中期経営計画では、今後とく

に注力していく分野として車載関連と住

宅関連を挙げておられます。そのひとつを

AIS社が担うわけですね。

山田氏：新中期経営計画は2013年度か

ら2015年度を対象期間としていますが、

私たちはその先の中期計画（2016年度

～2018年度）を見据えています。最終年

度である2018年度はパナソニックが

100周年を迎える節目の年です。その

2018年度に、住宅関連で2兆円、車載

関連で2兆円の売上を達成したいと考え

ています。車載関連製品のほとんどは

AIS社なので、私たちも大きく成長しなけ

ればなりません。車載関連の売上高は

2012年度で約1兆円ですから、今後6年

かけて倍にするということですね。

編集部：AIS社の事業のほとんどが企業

向けということですが、BtoBビジネスとB 

toCビジネスで、大きく異なる点はどこで

しょうか？

山田氏：各国・各地域のコンシューマー

は、互いに異なる文化や社会環境のも

とで生活しています。したがってBtoCビ

ジネスでは、スマートフォンにしても、洗濯

機や冷蔵庫などの家電にしても、ローカ

ルの多様なニーズに対応していかなけれ

ばなりません。また、同じ国の中でも、年

齢や性別、嗜好によってニーズは異なっ

てきます。製品のセグメントと地域のセグ

メントを絞り込み、トレンドを捉えてものづ

くりを行うこと、それは単一の商品を大量

生産したいメーカーにとって対応の難し

い経営テーマです。その点、BtoBではお

客様の顔がしっかり見えています。事業

内容は当然わかっていますし、どういう課

題をお持ちかということも直接話をうかが

うことで把握できます。私はBtoBビジネ

スの方がはるかに取り組みやすいという

実感を持っています。

編集部：BtoBビジネスの方が取り組み

やすいとおっしゃることができるのは、卓越

した技術開発力と幅広い商品ラインナッ

プ、そして長年のコンシューマー向けビジ

ネスで培った高度なマーケティング力があ

るからこそではないでしょうか。

山田氏：当社の最大の特徴は、きわめて

幅広い事業分野で技術基盤を確立して

いることです。半導体からはじまって、電

子部品、光学関係、エネルギー、電池、そ

して車載用インフォテイメントや電装品ま

で、広範な領域で製品・システムを展開

しています。そのため、お客様が困ってい

らっしゃることに対して、既存製品を組み

合わせて、あるいは新規に開発して的確

なソリューションをご提案することができ

るわけです。またお客様の課題を解決す

るだけでなく、さらにその先のカスタマー

に対しても貢献することができます。お客

様の客先、ファーウェイの場合ですと通

信事業者や一般消費者になりますが、

そうした客先にメリットを提供することは、

お客様とのパートナーシップを維持拡大

する上で欠くことのできない重要ポイント

です。

編集部：新中期経営計画では、「CROSS

－VALUE INNOVATION」をグループの

経営スローガンに設定されました。これは

通常のイノベーション（技術革新による新

たなパラダイムの創出）とどのように違う

のでしょうか。

山田氏：クロスバリューイノベーションは

技術革新の「かけ算」だと思ってください。

たとえばファーウェイとの関係でお話しす

ると、当社は基地局向けにHEX（Heat 

Exchanger：熱交換器）を納めています。

現在はHEXを単体でご提供しているわけ

ですが、当社はその他にもさまざまな関連

製 品・システムを持っています。耐 圧

600VのGaNパワートランジスタは送受

信装置の小型化や省電力化を実現しま

すし、蓄電池システムは緊急の場合の

バックアップに役立ちます。その電気を太

陽光発電でまかなえば、系統電力のない

場所にも機器を設置できます。つまり技

術をクロスしていくと、無限の可能性が生

まれてくるわけです。「かけ算」によってお

客様に新しい価値をお届けする、それが

クロスバリューイノベーションです。

編集部：きわめて広い領域で最先端の技

術を開発・蓄積してこられたから、技術の

かけ算が可能になるのですね。

山田氏：いまお話ししたのはAIS社内の

取り組みですが、クロスバリューイノベー

ションには、社外のリソースを利用してかけ

算を実現するという、もうひとつの意味が

込められています。パナソニックには「自前

主義」の伝統があって、自己の能力に自

信を持っている技術者たちは、製品やシス

テムの開発を自分たちだけで完結させよう

とする傾向がありました。しかし、世の中の

変化は急速です。スピードが求められる時

代に、自分たちの力だけに頼っていては顧

客ニーズに対応することはできません。外

部のリソースを積極的に活用するという

「かけ算」も求められているのです。

編集部：クロスバリューイノベーションがう

まく機能していくためには、事業部間の垣

根や会社の内外を超えた協働が必要に

なりますね。社員一人ひとりの意識変革

も重要だと思われます。

山田氏：どれだけコンピューターや通信が

発達しても、実際に仕事をするのは人間

です。従業員一人ひとりのマインドセット

が変わっていかなければ、意味ある変革

は起こせません。4月1日のグループ組織

の再編では事業部制を復活させました

が、事業間のシナジーを最大化するため

にはオープンなコミュニケーションが不可

欠ですので、社員には「今までの古い体

質の事業部じゃないよ」「かけ算でいこう

よ」と言っています。常にオープンマインド

を持って、他の事業部あるいは他の企業

と交流して新しいものに挑戦していきたい

と思っています。

編集部：先ほど海外売上高比率を65％

以上に高めるご方針とうかがいました。パ

ナソニックは日本を代表するグローバル・

ブランドですが、さらなる国際展開が必要

とお考えですか。

山田氏：パナソニックは1970年代からグ

ローバル化に取り組んできました。現在、

グループ全体で約50％の海外売上高比

率を有していますが、生産やR&D、マーケ

ティングなどあらゆる事業活動において、

考え方がまだ日本中心から脱却できてい

ないと認識しています。日本市場を軽視

するわけではありませんが、今後3年間で

海外事業の相対的な地位を上げていく

計画です。重点地域としては、まず中国で

す。生産基地としての重要性と市場とし

ての重要性を兼ね備えています。またICT

関係では依然としてアメリカが巨大な市

場を形成していますし、経済の成長性を

考えるとインドなど人口の多い新興国の

重要度も見逃せません。

編集部：現地企業との協業、アライアンス

については、どのような方針をお持ちで

しょうか。

山田氏：中国を例に取りますと、パナソ

ニックは30年近く前から事業をさせてい

ただいています。そのため「松下（ソン

シャー）」ブランドは確かに有名になりまし

たが、ビジネスとしての存在感はまだまだ

希薄と言わざるをえません。その最大の要

因は、現地企業との協業が十分に進んで

いないということです。中国は広大な国

で、地域によって文化も商習慣も異なっ

ています。そこで成功を収めるためには、

現地の会社とチームを組んで市場を深耕

していくことが何よりも重要ですし、同時

に権限と責任を現地に委譲していくこと

も必要でしょう。単なる海外進出ではなく、

ビジネスの現地化に積極的に取り組むこ

と、それが真のグローバル化であり、AIS

社の進むべき方向だと考えています。

編集部：AIS社では今後注力していく事

業分野の１つに情報通信向けビジネスを

掲げていらっしゃいます。情報通信市場

における成長戦略をお聞かせください。

山田氏：基地局向けと携帯端末、双方の

カテゴリーで事業を拡大していく方針で

す。基地局については、LTEの普及と歩

調を合わせてスモールセル化が進んでい

ます。こうした基地局周りのビジネス機会

をしっかりと捉え、お客 様に最 適なソ

リューションを提供していきます。スマート

フォンやタブレットに代表される携帯端末

に関しては、技術者がいま最も困っている

のが、CPUの高性能化に伴う発熱の問

題です。当社は熱の発生を抑える技術や

熱を上手に逃がす技術を持っていますか

ら、その点を訴求してビジネスにつなげて

いきます。また、ユーザーとして一番気に

なるのはバッテリーの寿命でしょう。私ども

は電池をどう管理するかというパワー・マネ

ジメントの領域や、電池を使わない半導

体の開発に強みを持っていますので、そう

した技術やノウハウを活用していただく場

が徐々に増えてくると思います。

編集部：最後に、ファーウェイとのパート

ナーシップについて、山田社長のお考え

をお聞かせいただけますか。

山田氏：私は2010年にアメリカから帰国

してデバイス事業の統括者となりました

が、そのとき訪問した最初の中国企業が

ファーウェイでした。ファーウェイが急速に

発展していることは新聞などのマスコミ報

道を通じて知っていました。しかし実際に

中国の本社を訪れて、イメージ以上の躍

進ぶりに驚いたものです。とりわけ印象深

かったのは、お会いした経営幹部やマ

ネージャー・クラスの方々の仕事に対する

意識の高さと情熱、そして会社全体のス

ピード感です。私はバックグラウンドがコン

ピューター業界ということもあってスピード

感はある方だと思っていますが、その私か

ら見てもファーウェイの仕事に取り組むス

ピードの速さは新鮮な驚きでした。これか

らも、ともに仕事をしていく中で、ファーウェ

イの意識の高さとスピード感を大いに学

ばせていただきたいと希望しています。そ

して、ファーウェイとそのお客様が直面し

ている技術課題に対して付加価値の高

いソリューションをご提供し、ベスト・パート

ナーとしてともに成長していきたいと考え

ています。

/ JUL.2013 03

AIS社の
クロスバリューイノベーション
広範な技術基盤と先進のソリューションで
パナソニックのBtoBビジネスをリード パナソニックの社内4分社のひとつとし

て2013年4月1日に発足。車載用電装
システムをはじめ、電子材料、電子部品、
半導体、制御機器、光デバイス、バッテ
リーなど、多彩な製品とシステムを自動
車、情報通信、産業インフラの各市場に
提供し、パナソニックグループのB to B
ビジネスを牽引している。社長の山田喜
彦氏は、パナソニックAVCネットワーク
副社長、北米本部長兼アメリカ松下電
器会長などを歴任し、現在はパナソニッ
ク専務取締役（代表取締役）も務める。

オートモーティブ&
インダストリアル
システムズ（AIS）社

パナソニックは2013年4月1日付で大規模な組織再編を行い、同時に、自動車

関連や住宅関連を中心にBtoB事業の進化・拡大を目指す新中期経営計画を

スタートさせました。このパナソニックの中長期ビジョンをリードするのが、新たに

発足した社内カンパニー、オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社（AIS

社）です。今回は、AIS社の山田喜彦社長に同社の成長戦略をうかがいました。

お客様の価値創造を支える

パナソニック株式会社
オートモーティブ&
インダストリアル

システムズ社 社長
山田喜彦氏に聞く
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るからこそではないでしょうか。

山田氏：当社の最大の特徴は、きわめて

幅広い事業分野で技術基盤を確立して

いることです。半導体からはじまって、電

子部品、光学関係、エネルギー、電池、そ

して車載用インフォテイメントや電装品ま

で、広範な領域で製品・システムを展開

しています。そのため、お客様が困ってい

らっしゃることに対して、既存製品を組み

合わせて、あるいは新規に開発して的確

なソリューションをご提案することができ

るわけです。またお客様の課題を解決す

るだけでなく、さらにその先のカスタマー

に対しても貢献することができます。お客

様の客先、ファーウェイの場合ですと通

信事業者や一般消費者になりますが、

そうした客先にメリットを提供することは、

お客様とのパートナーシップを維持拡大

する上で欠くことのできない重要ポイント

です。

編集部：新中期経営計画では、「CROSS

－VALUE INNOVATION」をグループの

経営スローガンに設定されました。これは

通常のイノベーション（技術革新による新

たなパラダイムの創出）とどのように違う

のでしょうか。

山田氏：クロスバリューイノベーションは

技術革新の「かけ算」だと思ってください。

たとえばファーウェイとの関係でお話しす

ると、当社は基地局向けにHEX（Heat 

Exchanger：熱交換器）を納めています。

現在はHEXを単体でご提供しているわけ

ですが、当社はその他にもさまざまな関連

製 品・システムを持っています。耐 圧

600VのGaNパワートランジスタは送受

信装置の小型化や省電力化を実現しま

すし、蓄電池システムは緊急の場合の

バックアップに役立ちます。その電気を太

陽光発電でまかなえば、系統電力のない

場所にも機器を設置できます。つまり技

術をクロスしていくと、無限の可能性が生

まれてくるわけです。「かけ算」によってお

客様に新しい価値をお届けする、それが

クロスバリューイノベーションです。

編集部：きわめて広い領域で最先端の技

術を開発・蓄積してこられたから、技術の

かけ算が可能になるのですね。

山田氏：いまお話ししたのはAIS社内の

取り組みですが、クロスバリューイノベー

ションには、社外のリソースを利用してかけ

算を実現するという、もうひとつの意味が

込められています。パナソニックには「自前

主義」の伝統があって、自己の能力に自

信を持っている技術者たちは、製品やシス

テムの開発を自分たちだけで完結させよう

とする傾向がありました。しかし、世の中の

変化は急速です。スピードが求められる時

代に、自分たちの力だけに頼っていては顧

客ニーズに対応することはできません。外

部のリソースを積極的に活用するという

「かけ算」も求められているのです。

編集部：クロスバリューイノベーションがう

まく機能していくためには、事業部間の垣

根や会社の内外を超えた協働が必要に

なりますね。社員一人ひとりの意識変革

も重要だと思われます。

山田氏：どれだけコンピューターや通信が

発達しても、実際に仕事をするのは人間

です。従業員一人ひとりのマインドセット

が変わっていかなければ、意味ある変革

は起こせません。4月1日のグループ組織

の再編では事業部制を復活させました

が、事業間のシナジーを最大化するため

にはオープンなコミュニケーションが不可

欠ですので、社員には「今までの古い体

質の事業部じゃないよ」「かけ算でいこう

よ」と言っています。常にオープンマインド

を持って、他の事業部あるいは他の企業

と交流して新しいものに挑戦していきたい

と思っています。

編集部：先ほど海外売上高比率を65％

以上に高めるご方針とうかがいました。パ

ナソニックは日本を代表するグローバル・

ブランドですが、さらなる国際展開が必要

とお考えですか。

山田氏：パナソニックは1970年代からグ

ローバル化に取り組んできました。現在、

グループ全体で約50％の海外売上高比

率を有していますが、生産やR&D、マーケ

ティングなどあらゆる事業活動において、

考え方がまだ日本中心から脱却できてい

ないと認識しています。日本市場を軽視

するわけではありませんが、今後3年間で

海外事業の相対的な地位を上げていく

計画です。重点地域としては、まず中国で

す。生産基地としての重要性と市場とし

ての重要性を兼ね備えています。またICT

関係では依然としてアメリカが巨大な市

場を形成していますし、経済の成長性を

考えるとインドなど人口の多い新興国の

重要度も見逃せません。

編集部：現地企業との協業、アライアンス

については、どのような方針をお持ちで

しょうか。

山田氏：中国を例に取りますと、パナソ

ニックは30年近く前から事業をさせてい

ただいています。そのため「松下（ソン

シャー）」ブランドは確かに有名になりまし

たが、ビジネスとしての存在感はまだまだ

希薄と言わざるをえません。その最大の要

因は、現地企業との協業が十分に進んで

いないということです。中国は広大な国

で、地域によって文化も商習慣も異なっ

ています。そこで成功を収めるためには、

現地の会社とチームを組んで市場を深耕

していくことが何よりも重要ですし、同時

に権限と責任を現地に委譲していくこと

も必要でしょう。単なる海外進出ではなく、

ビジネスの現地化に積極的に取り組むこ

と、それが真のグローバル化であり、AIS

社の進むべき方向だと考えています。

編集部：AIS社では今後注力していく事

業分野の１つに情報通信向けビジネスを

掲げていらっしゃいます。情報通信市場

における成長戦略をお聞かせください。

山田氏：基地局向けと携帯端末、双方の

カテゴリーで事業を拡大していく方針で

す。基地局については、LTEの普及と歩

調を合わせてスモールセル化が進んでい

ます。こうした基地局周りのビジネス機会

をしっかりと捉え、お客 様に最 適なソ

リューションを提供していきます。スマート

フォンやタブレットに代表される携帯端末

に関しては、技術者がいま最も困っている

のが、CPUの高性能化に伴う発熱の問

題です。当社は熱の発生を抑える技術や

熱を上手に逃がす技術を持っていますか

ら、その点を訴求してビジネスにつなげて

いきます。また、ユーザーとして一番気に

なるのはバッテリーの寿命でしょう。私ども

は電池をどう管理するかというパワー・マネ

ジメントの領域や、電池を使わない半導

体の開発に強みを持っていますので、そう

した技術やノウハウを活用していただく場

が徐々に増えてくると思います。

編集部：最後に、ファーウェイとのパート

ナーシップについて、山田社長のお考え

をお聞かせいただけますか。

山田氏：私は2010年にアメリカから帰国

してデバイス事業の統括者となりました

が、そのとき訪問した最初の中国企業が

ファーウェイでした。ファーウェイが急速に

発展していることは新聞などのマスコミ報

道を通じて知っていました。しかし実際に

中国の本社を訪れて、イメージ以上の躍

進ぶりに驚いたものです。とりわけ印象深

かったのは、お会いした経営幹部やマ

ネージャー・クラスの方々の仕事に対する

意識の高さと情熱、そして会社全体のス

ピード感です。私はバックグラウンドがコン

ピューター業界ということもあってスピード

感はある方だと思っていますが、その私か

ら見てもファーウェイの仕事に取り組むス

ピードの速さは新鮮な驚きでした。これか

らも、ともに仕事をしていく中で、ファーウェ

イの意識の高さとスピード感を大いに学

ばせていただきたいと希望しています。そ

して、ファーウェイとそのお客様が直面し

ている技術課題に対して付加価値の高

いソリューションをご提供し、ベスト・パート

ナーとしてともに成長していきたいと考え

ています。

/ JUL.2013 03

AIS社の
クロスバリューイノベーション
広範な技術基盤と先進のソリューションで
パナソニックのBtoBビジネスをリード パナソニックの社内4分社のひとつとし

て2013年4月1日に発足。車載用電装
システムをはじめ、電子材料、電子部品、
半導体、制御機器、光デバイス、バッテ
リーなど、多彩な製品とシステムを自動
車、情報通信、産業インフラの各市場に
提供し、パナソニックグループのB to B
ビジネスを牽引している。社長の山田喜
彦氏は、パナソニックAVCネットワーク
副社長、北米本部長兼アメリカ松下電
器会長などを歴任し、現在はパナソニッ
ク専務取締役（代表取締役）も務める。

オートモーティブ&
インダストリアル
システムズ（AIS）社

パナソニックは2013年4月1日付で大規模な組織再編を行い、同時に、自動車

関連や住宅関連を中心にBtoB事業の進化・拡大を目指す新中期経営計画を

スタートさせました。このパナソニックの中長期ビジョンをリードするのが、新たに

発足した社内カンパニー、オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社（AIS

社）です。今回は、AIS社の山田喜彦社長に同社の成長戦略をうかがいました。

お客様の価値創造を支える

パナソニック株式会社
オートモーティブ&
インダストリアル

システムズ社 社長
山田喜彦氏に聞く



2012年1月、来日したファーウェイの
任正非CEOと
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パナソニックのHEXは、高熱
交換率の熱交換素子によっ
て小型化、薄型化するととも
に、独自のファン・モーター技
術を融合させ、低騒音でより
高い性能を発揮。通信業界
の環境変化に対応した高熱
容量化（当初モデルの2倍）を
同体積で実現し、ファーウェイ
の基地局製品の小型化と省
電力化に大きく貢献している。

編集部：AIS社は今年4月に誕生したば

かりですが、組織発足の経緯を教えてく

ださい。

山田氏：パナソニックはこれまで88の事業

体（ビジネス・ユニット）を基軸に経営を

行ってきましたが、今年4月、それを統廃合

して49事業部に集約しました。事業部制

に復帰したのは12年ぶりのことになりま

す。そして事業分野ごとに自主責任経営

を進めるため、4つの社内カンパニーを発

足させました。そのうち私が統括している

のがオートモーティブ＆インダストリアルシ

ステムズ（AIS）社で、傘下に19の事業部

を擁しています。社名が示す通り、車載や

産業インフラ、ICTの各分野にデバイスや

システムを供給していて、売上高はパナソ

ニック全体の約3分の1を占めています。

編集部：パソナソニックはいま、2016年3

月期を最終年度とする新中期経営計画

を推進されています。この中期計画にお

いてAIS社はどのような役割を果たしてい

くのでしょうか。

山田氏：新たな中期経営計画では、パナ

ソニックの方向性を示すものとして、２つ

の戦略目標を掲げました。まずひとつはB 

toBビジネスの強化です。パナソニックで

はすでにBtoCよりもBtoBの方が大きな

比重を占めていますが、今後はさらにBto 

Bへのシフトを加速していきます。AIS社の

ビジネスは乾電池や市販のカーナビを除

くとすべてBtoBですので、その牽引役

になることが期待されているわけです。そし

て、もうひとつがグローバル化の推進で

す。2012年度の売上高は約60％が海

外で、それをこれからの3年間で最低65％

ほどまでに高め、パナソニック全体のグ

ローバル化の流れをリードしていきたいと

考えています。

グローバル戦略のポイントは
現地企業との関係強化

基地局向けと携帯端末、
２つのカテゴリーで事業を拡大

編集部：新中期経営計画では、今後とく

に注力していく分野として車載関連と住

宅関連を挙げておられます。そのひとつを

AIS社が担うわけですね。

山田氏：新中期経営計画は2013年度か

ら2015年度を対象期間としていますが、

私たちはその先の中期計画（2016年度

～2018年度）を見据えています。最終年

度である2018年度はパナソニックが

100周年を迎える節目の年です。その

2018年度に、住宅関連で2兆円、車載

関連で2兆円の売上を達成したいと考え

ています。車載関連製品のほとんどは

AIS社なので、私たちも大きく成長しなけ

ればなりません。車載関連の売上高は

2012年度で約1兆円ですから、今後6年

かけて倍にするということですね。

編集部：AIS社の事業のほとんどが企業

向けということですが、BtoBビジネスとB 

toCビジネスで、大きく異なる点はどこで

しょうか？

山田氏：各国・各地域のコンシューマー

は、互いに異なる文化や社会環境のも

とで生活しています。したがってBtoCビ

ジネスでは、スマートフォンにしても、洗濯

機や冷蔵庫などの家電にしても、ローカ

ルの多様なニーズに対応していかなけれ

ばなりません。また、同じ国の中でも、年

齢や性別、嗜好によってニーズは異なっ

てきます。製品のセグメントと地域のセグ

メントを絞り込み、トレンドを捉えてものづ

くりを行うこと、それは単一の商品を大量

生産したいメーカーにとって対応の難し

い経営テーマです。その点、BtoBではお

客様の顔がしっかり見えています。事業

内容は当然わかっていますし、どういう課

題をお持ちかということも直接話をうかが

うことで把握できます。私はBtoBビジネ

スの方がはるかに取り組みやすいという

実感を持っています。

編集部：BtoBビジネスの方が取り組み

やすいとおっしゃることができるのは、卓越

した技術開発力と幅広い商品ラインナッ

プ、そして長年のコンシューマー向けビジ

ネスで培った高度なマーケティング力があ

るからこそではないでしょうか。

山田氏：当社の最大の特徴は、きわめて

幅広い事業分野で技術基盤を確立して

いることです。半導体からはじまって、電

子部品、光学関係、エネルギー、電池、そ

して車載用インフォテイメントや電装品ま

で、広範な領域で製品・システムを展開

しています。そのため、お客様が困ってい

らっしゃることに対して、既存製品を組み

合わせて、あるいは新規に開発して的確

なソリューションをご提案することができ

るわけです。またお客様の課題を解決す

るだけでなく、さらにその先のカスタマー

に対しても貢献することができます。お客

様の客先、ファーウェイの場合ですと通

信事業者や一般消費者になりますが、

そうした客先にメリットを提供することは、

お客様とのパートナーシップを維持拡大

する上で欠くことのできない重要ポイント

です。

編集部：新中期経営計画では、「CROSS

－VALUE INNOVATION」をグループの

経営スローガンに設定されました。これは

通常のイノベーション（技術革新による新

たなパラダイムの創出）とどのように違う

のでしょうか。

山田氏：クロスバリューイノベーションは

技術革新の「かけ算」だと思ってください。

たとえばファーウェイとの関係でお話しす

ると、当社は基地局向けにHEX（Heat 

Exchanger：熱交換器）を納めています。

現在はHEXを単体でご提供しているわけ

ですが、当社はその他にもさまざまな関連

製 品・システムを持っています。耐 圧

600VのGaNパワートランジスタは送受

信装置の小型化や省電力化を実現しま

すし、蓄電池システムは緊急の場合の

バックアップに役立ちます。その電気を太

陽光発電でまかなえば、系統電力のない

場所にも機器を設置できます。つまり技

術をクロスしていくと、無限の可能性が生

まれてくるわけです。「かけ算」によってお

客様に新しい価値をお届けする、それが

クロスバリューイノベーションです。

編集部：きわめて広い領域で最先端の技

術を開発・蓄積してこられたから、技術の

かけ算が可能になるのですね。

山田氏：いまお話ししたのはAIS社内の

取り組みですが、クロスバリューイノベー

ションには、社外のリソースを利用してかけ

算を実現するという、もうひとつの意味が

込められています。パナソニックには「自前

主義」の伝統があって、自己の能力に自

信を持っている技術者たちは、製品やシス

テムの開発を自分たちだけで完結させよう

とする傾向がありました。しかし、世の中の

変化は急速です。スピードが求められる時

代に、自分たちの力だけに頼っていては顧

客ニーズに対応することはできません。外

部のリソースを積極的に活用するという

「かけ算」も求められているのです。

編集部：クロスバリューイノベーションがう

まく機能していくためには、事業部間の垣

根や会社の内外を超えた協働が必要に

なりますね。社員一人ひとりの意識変革

も重要だと思われます。

山田氏：どれだけコンピューターや通信が

発達しても、実際に仕事をするのは人間

です。従業員一人ひとりのマインドセット

が変わっていかなければ、意味ある変革

は起こせません。4月1日のグループ組織

の再編では事業部制を復活させました

が、事業間のシナジーを最大化するため

にはオープンなコミュニケーションが不可

欠ですので、社員には「今までの古い体

質の事業部じゃないよ」「かけ算でいこう

よ」と言っています。常にオープンマインド

を持って、他の事業部あるいは他の企業

と交流して新しいものに挑戦していきたい

と思っています。

編集部：先ほど海外売上高比率を65％

以上に高めるご方針とうかがいました。パ

ナソニックは日本を代表するグローバル・

ブランドですが、さらなる国際展開が必要

とお考えですか。

山田氏：パナソニックは1970年代からグ

ローバル化に取り組んできました。現在、

グループ全体で約50％の海外売上高比

率を有していますが、生産やR&D、マーケ

ティングなどあらゆる事業活動において、

考え方がまだ日本中心から脱却できてい

ないと認識しています。日本市場を軽視

するわけではありませんが、今後3年間で

海外事業の相対的な地位を上げていく

計画です。重点地域としては、まず中国で

す。生産基地としての重要性と市場とし

ての重要性を兼ね備えています。またICT

関係では依然としてアメリカが巨大な市

場を形成していますし、経済の成長性を

考えるとインドなど人口の多い新興国の

重要度も見逃せません。

編集部：現地企業との協業、アライアンス

については、どのような方針をお持ちで

しょうか。

山田氏：中国を例に取りますと、パナソ

ニックは30年近く前から事業をさせてい

ただいています。そのため「松下（ソン

シャー）」ブランドは確かに有名になりまし

たが、ビジネスとしての存在感はまだまだ

希薄と言わざるをえません。その最大の要

因は、現地企業との協業が十分に進んで

いないということです。中国は広大な国

で、地域によって文化も商習慣も異なっ

ています。そこで成功を収めるためには、

現地の会社とチームを組んで市場を深耕

していくことが何よりも重要ですし、同時

に権限と責任を現地に委譲していくこと

も必要でしょう。単なる海外進出ではなく、

ビジネスの現地化に積極的に取り組むこ

と、それが真のグローバル化であり、AIS

社の進むべき方向だと考えています。

編集部：AIS社では今後注力していく事

業分野の１つに情報通信向けビジネスを

掲げていらっしゃいます。情報通信市場

における成長戦略をお聞かせください。

山田氏：基地局向けと携帯端末、双方の

カテゴリーで事業を拡大していく方針で

す。基地局については、LTEの普及と歩

調を合わせてスモールセル化が進んでい

ます。こうした基地局周りのビジネス機会

をしっかりと捉え、お客 様に最 適なソ

リューションを提供していきます。スマート

フォンやタブレットに代表される携帯端末

に関しては、技術者がいま最も困っている

のが、CPUの高性能化に伴う発熱の問

題です。当社は熱の発生を抑える技術や

熱を上手に逃がす技術を持っていますか

ら、その点を訴求してビジネスにつなげて

いきます。また、ユーザーとして一番気に

なるのはバッテリーの寿命でしょう。私ども

は電池をどう管理するかというパワー・マネ

ジメントの領域や、電池を使わない半導

体の開発に強みを持っていますので、そう

した技術やノウハウを活用していただく場

が徐々に増えてくると思います。

編集部：最後に、ファーウェイとのパート

ナーシップについて、山田社長のお考え

をお聞かせいただけますか。

山田氏：私は2010年にアメリカから帰国

してデバイス事業の統括者となりました

が、そのとき訪問した最初の中国企業が

ファーウェイでした。ファーウェイが急速に

発展していることは新聞などのマスコミ報

道を通じて知っていました。しかし実際に

中国の本社を訪れて、イメージ以上の躍

進ぶりに驚いたものです。とりわけ印象深

かったのは、お会いした経営幹部やマ

ネージャー・クラスの方々の仕事に対する

意識の高さと情熱、そして会社全体のス

ピード感です。私はバックグラウンドがコン

ピューター業界ということもあってスピード

感はある方だと思っていますが、その私か

ら見てもファーウェイの仕事に取り組むス

ピードの速さは新鮮な驚きでした。これか

らも、ともに仕事をしていく中で、ファーウェ

イの意識の高さとスピード感を大いに学

ばせていただきたいと希望しています。そ

して、ファーウェイとそのお客様が直面し

ている技術課題に対して付加価値の高

いソリューションをご提供し、ベスト・パート

ナーとしてともに成長していきたいと考え

ています。

仕事は人間が行うもの。
社員一人ひとりのマインドセットが変わらなければ、
意味ある変革は起こせません。

AISはこれからも、基地局と端末の双方で
業界が直面している諸課題に
最適なソリューションをお届けしていきます。
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パナソニックのHEXは、高熱
交換率の熱交換素子によっ
て小型化、薄型化するととも
に、独自のファン・モーター技
術を融合させ、低騒音でより
高い性能を発揮。通信業界
の環境変化に対応した高熱
容量化（当初モデルの2倍）を
同体積で実現し、ファーウェイ
の基地局製品の小型化と省
電力化に大きく貢献している。

編集部：AIS社は今年4月に誕生したば

かりですが、組織発足の経緯を教えてく

ださい。

山田氏：パナソニックはこれまで88の事業

体（ビジネス・ユニット）を基軸に経営を

行ってきましたが、今年4月、それを統廃合

して49事業部に集約しました。事業部制

に復帰したのは12年ぶりのことになりま

す。そして事業分野ごとに自主責任経営

を進めるため、4つの社内カンパニーを発

足させました。そのうち私が統括している

のがオートモーティブ＆インダストリアルシ

ステムズ（AIS）社で、傘下に19の事業部

を擁しています。社名が示す通り、車載や

産業インフラ、ICTの各分野にデバイスや

システムを供給していて、売上高はパナソ

ニック全体の約3分の1を占めています。

編集部：パソナソニックはいま、2016年3

月期を最終年度とする新中期経営計画

を推進されています。この中期計画にお

いてAIS社はどのような役割を果たしてい

くのでしょうか。

山田氏：新たな中期経営計画では、パナ

ソニックの方向性を示すものとして、２つ

の戦略目標を掲げました。まずひとつはB 

toBビジネスの強化です。パナソニックで

はすでにBtoCよりもBtoBの方が大きな

比重を占めていますが、今後はさらにBto 

Bへのシフトを加速していきます。AIS社の

ビジネスは乾電池や市販のカーナビを除

くとすべてBtoBですので、その牽引役

になることが期待されているわけです。そし

て、もうひとつがグローバル化の推進で

す。2012年度の売上高は約60％が海

外で、それをこれからの3年間で最低65％

ほどまでに高め、パナソニック全体のグ

ローバル化の流れをリードしていきたいと

考えています。

グローバル戦略のポイントは
現地企業との関係強化

基地局向けと携帯端末、
２つのカテゴリーで事業を拡大

編集部：新中期経営計画では、今後とく

に注力していく分野として車載関連と住

宅関連を挙げておられます。そのひとつを

AIS社が担うわけですね。

山田氏：新中期経営計画は2013年度か

ら2015年度を対象期間としていますが、

私たちはその先の中期計画（2016年度

～2018年度）を見据えています。最終年

度である2018年度はパナソニックが

100周年を迎える節目の年です。その

2018年度に、住宅関連で2兆円、車載

関連で2兆円の売上を達成したいと考え

ています。車載関連製品のほとんどは

AIS社なので、私たちも大きく成長しなけ

ればなりません。車載関連の売上高は

2012年度で約1兆円ですから、今後6年

かけて倍にするということですね。

編集部：AIS社の事業のほとんどが企業

向けということですが、BtoBビジネスとB 

toCビジネスで、大きく異なる点はどこで

しょうか？

山田氏：各国・各地域のコンシューマー

は、互いに異なる文化や社会環境のも

とで生活しています。したがってBtoCビ

ジネスでは、スマートフォンにしても、洗濯

機や冷蔵庫などの家電にしても、ローカ

ルの多様なニーズに対応していかなけれ

ばなりません。また、同じ国の中でも、年

齢や性別、嗜好によってニーズは異なっ

てきます。製品のセグメントと地域のセグ

メントを絞り込み、トレンドを捉えてものづ

くりを行うこと、それは単一の商品を大量

生産したいメーカーにとって対応の難し

い経営テーマです。その点、BtoBではお

客様の顔がしっかり見えています。事業

内容は当然わかっていますし、どういう課

題をお持ちかということも直接話をうかが

うことで把握できます。私はBtoBビジネ

スの方がはるかに取り組みやすいという

実感を持っています。

編集部：BtoBビジネスの方が取り組み

やすいとおっしゃることができるのは、卓越

した技術開発力と幅広い商品ラインナッ

プ、そして長年のコンシューマー向けビジ

ネスで培った高度なマーケティング力があ

るからこそではないでしょうか。

山田氏：当社の最大の特徴は、きわめて

幅広い事業分野で技術基盤を確立して

いることです。半導体からはじまって、電

子部品、光学関係、エネルギー、電池、そ

して車載用インフォテイメントや電装品ま

で、広範な領域で製品・システムを展開

しています。そのため、お客様が困ってい

らっしゃることに対して、既存製品を組み

合わせて、あるいは新規に開発して的確

なソリューションをご提案することができ

るわけです。またお客様の課題を解決す

るだけでなく、さらにその先のカスタマー

に対しても貢献することができます。お客

様の客先、ファーウェイの場合ですと通

信事業者や一般消費者になりますが、

そうした客先にメリットを提供することは、

お客様とのパートナーシップを維持拡大

する上で欠くことのできない重要ポイント

です。

編集部：新中期経営計画では、「CROSS

－VALUE INNOVATION」をグループの

経営スローガンに設定されました。これは

通常のイノベーション（技術革新による新

たなパラダイムの創出）とどのように違う

のでしょうか。

山田氏：クロスバリューイノベーションは

技術革新の「かけ算」だと思ってください。

たとえばファーウェイとの関係でお話しす

ると、当社は基地局向けにHEX（Heat 

Exchanger：熱交換器）を納めています。

現在はHEXを単体でご提供しているわけ

ですが、当社はその他にもさまざまな関連

製 品・システムを持っています。耐 圧

600VのGaNパワートランジスタは送受

信装置の小型化や省電力化を実現しま

すし、蓄電池システムは緊急の場合の

バックアップに役立ちます。その電気を太

陽光発電でまかなえば、系統電力のない

場所にも機器を設置できます。つまり技

術をクロスしていくと、無限の可能性が生

まれてくるわけです。「かけ算」によってお

客様に新しい価値をお届けする、それが

クロスバリューイノベーションです。

編集部：きわめて広い領域で最先端の技

術を開発・蓄積してこられたから、技術の

かけ算が可能になるのですね。

山田氏：いまお話ししたのはAIS社内の

取り組みですが、クロスバリューイノベー

ションには、社外のリソースを利用してかけ

算を実現するという、もうひとつの意味が

込められています。パナソニックには「自前

主義」の伝統があって、自己の能力に自

信を持っている技術者たちは、製品やシス

テムの開発を自分たちだけで完結させよう

とする傾向がありました。しかし、世の中の

変化は急速です。スピードが求められる時

代に、自分たちの力だけに頼っていては顧

客ニーズに対応することはできません。外

部のリソースを積極的に活用するという

「かけ算」も求められているのです。

編集部：クロスバリューイノベーションがう

まく機能していくためには、事業部間の垣

根や会社の内外を超えた協働が必要に

なりますね。社員一人ひとりの意識変革

も重要だと思われます。

山田氏：どれだけコンピューターや通信が

発達しても、実際に仕事をするのは人間

です。従業員一人ひとりのマインドセット

が変わっていかなければ、意味ある変革

は起こせません。4月1日のグループ組織

の再編では事業部制を復活させました

が、事業間のシナジーを最大化するため

にはオープンなコミュニケーションが不可

欠ですので、社員には「今までの古い体

質の事業部じゃないよ」「かけ算でいこう

よ」と言っています。常にオープンマインド

を持って、他の事業部あるいは他の企業

と交流して新しいものに挑戦していきたい

と思っています。

編集部：先ほど海外売上高比率を65％

以上に高めるご方針とうかがいました。パ

ナソニックは日本を代表するグローバル・

ブランドですが、さらなる国際展開が必要

とお考えですか。

山田氏：パナソニックは1970年代からグ

ローバル化に取り組んできました。現在、

グループ全体で約50％の海外売上高比

率を有していますが、生産やR&D、マーケ

ティングなどあらゆる事業活動において、

考え方がまだ日本中心から脱却できてい

ないと認識しています。日本市場を軽視

するわけではありませんが、今後3年間で

海外事業の相対的な地位を上げていく

計画です。重点地域としては、まず中国で

す。生産基地としての重要性と市場とし

ての重要性を兼ね備えています。またICT

関係では依然としてアメリカが巨大な市

場を形成していますし、経済の成長性を

考えるとインドなど人口の多い新興国の

重要度も見逃せません。

編集部：現地企業との協業、アライアンス

については、どのような方針をお持ちで

しょうか。

山田氏：中国を例に取りますと、パナソ

ニックは30年近く前から事業をさせてい

ただいています。そのため「松下（ソン

シャー）」ブランドは確かに有名になりまし

たが、ビジネスとしての存在感はまだまだ

希薄と言わざるをえません。その最大の要

因は、現地企業との協業が十分に進んで

いないということです。中国は広大な国

で、地域によって文化も商習慣も異なっ

ています。そこで成功を収めるためには、

現地の会社とチームを組んで市場を深耕

していくことが何よりも重要ですし、同時

に権限と責任を現地に委譲していくこと

も必要でしょう。単なる海外進出ではなく、

ビジネスの現地化に積極的に取り組むこ

と、それが真のグローバル化であり、AIS

社の進むべき方向だと考えています。

編集部：AIS社では今後注力していく事

業分野の１つに情報通信向けビジネスを

掲げていらっしゃいます。情報通信市場

における成長戦略をお聞かせください。

山田氏：基地局向けと携帯端末、双方の

カテゴリーで事業を拡大していく方針で

す。基地局については、LTEの普及と歩

調を合わせてスモールセル化が進んでい

ます。こうした基地局周りのビジネス機会

をしっかりと捉え、お客 様に最 適なソ

リューションを提供していきます。スマート

フォンやタブレットに代表される携帯端末

に関しては、技術者がいま最も困っている

のが、CPUの高性能化に伴う発熱の問

題です。当社は熱の発生を抑える技術や

熱を上手に逃がす技術を持っていますか

ら、その点を訴求してビジネスにつなげて

いきます。また、ユーザーとして一番気に

なるのはバッテリーの寿命でしょう。私ども

は電池をどう管理するかというパワー・マネ

ジメントの領域や、電池を使わない半導

体の開発に強みを持っていますので、そう

した技術やノウハウを活用していただく場

が徐々に増えてくると思います。

編集部：最後に、ファーウェイとのパート

ナーシップについて、山田社長のお考え

をお聞かせいただけますか。

山田氏：私は2010年にアメリカから帰国

してデバイス事業の統括者となりました

が、そのとき訪問した最初の中国企業が

ファーウェイでした。ファーウェイが急速に

発展していることは新聞などのマスコミ報

道を通じて知っていました。しかし実際に

中国の本社を訪れて、イメージ以上の躍

進ぶりに驚いたものです。とりわけ印象深

かったのは、お会いした経営幹部やマ

ネージャー・クラスの方々の仕事に対する

意識の高さと情熱、そして会社全体のス

ピード感です。私はバックグラウンドがコン

ピューター業界ということもあってスピード

感はある方だと思っていますが、その私か

ら見てもファーウェイの仕事に取り組むス

ピードの速さは新鮮な驚きでした。これか

らも、ともに仕事をしていく中で、ファーウェ

イの意識の高さとスピード感を大いに学

ばせていただきたいと希望しています。そ

して、ファーウェイとそのお客様が直面し

ている技術課題に対して付加価値の高

いソリューションをご提供し、ベスト・パート

ナーとしてともに成長していきたいと考え

ています。

仕事は人間が行うもの。
社員一人ひとりのマインドセットが変わらなければ、
意味ある変革は起こせません。

AISはこれからも、基地局と端末の双方で
業界が直面している諸課題に
最適なソリューションをお届けしていきます。
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　ファーウェイは全世界で28か所ある共同

イノベーション・センターにおいて、各地の通

信事業者との共同研究開発を行っていま

す。ファーウェイが持つグローバルな事業で

蓄積したノウハウやエンド・ツー・エンドのソ

リューションにおける専門知識と、通信事業

者のユーザー動向や市場に対する見解と

を効果的に融合させ、新たな価値の創造に

取り組んでいます。

　ファーウェイの最初の共同イノベーション・

センターは、2006年10月、スペインのマド

リッドにボーダフォンとともに設立されました。

このモバイル・イノベーション・センターから

は、複数の通信方式の効率的な運用を可

能にするファーウェイのSingleRANソリュー

ションをはじめ、数々の革新的な技術が誕生

し、商用化につながっています。ボーダフォン

とはその後もヨーロッパ各地でソフトウェア

やFMC（Fixed-Mobile Convergence：固

定通信と移動通信の融合）、法人向けソ

リューションなどに特化した共同イノベー

ション・センターを設立してきました。

　ファーウェイは1987年の設立以来、お客様志向の研究開発に

注力することで成長を続けてきました。近年は売上高の10%以

上をR&Dに投資し、全従業員の45％以上にあたる約7万人が研

究開発に携わっています。グローバルな事業展開にともない、世

界各地に16か所の主要なR&D拠点、28か所の共同イノベー

ション・センター、45か所のトレーニング・センターを設置し、各地

でその市場の特性にあわせ、優秀な人材を採用して、通信事業

者やサプライヤーなどとのパートナーシップを生かした研究開発

を行っています。

　今回のHuaWaveでは、ファーウェイの成長を支えるR&Dの

取り組みと日本研究所の役割、今後の戦略と計画についてご

紹介します。
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※

　ファーウェイはお客様にとって真に価値のあるイノベーションを実現

するため、世界各地で現地の通信事業者、サプライヤー、大学との共

同研究開発を行い、それぞれのパートナーとのWin-Winな関係構築に

努めています。より競争力の高い技術によってお客様のニーズを満た

すだけでなく、さらなるイノベーションを重ねてICT業界全体の発展に貢

献し、オープンな協業により業界の健全なエコシステムの構築を促進

することが、ファーウェイの目標です。

通信事業者との
共同研究開発

ファーウェイ本社（深圳）のR&Dセンター

杭州 日本

南京

北京
西安

上海成都
武漢

バンガロール

トルコ

モスクワ

ミュンヘンパリ

ニュージャージー
オタワシカゴ

ダラスサンディエゴ
シリコンバレー

ミラノ

スウェーデン

深圳本社

コラボレーションを通じた
Win-Winの実現

世界の主要R&D拠点と重点領域

ネットワーク、端末

ソフトウェア

ワイヤレス技術、端末

次世代ワイヤレス技術

次世代インターネット
半導体、ソフトウェア

ワイヤレス技術、ネットワーク

マイクロ波技術 FMC、固定ネットワーク

● Global Excellent Telecom Cloud Solution Provider of the Year
　（2012年、フロスト＆サリバンより受賞）
● Best Contribution to LTE R&D Award、Best Contribution to LTE 
　Standards Award （2011年、LTE北米アワードにて受賞）
● Best in Class 21CN Solution Maturity, Value, Service and Innovation 
　（2010年、英ブリティッシュ・テレコムより、21世紀ネットワークと次世代アク
　セスプロジェクトへの技術革新と貢献に対して受賞）
● R&D100 Award （2009年、R&Dマガジン誌より、先進の波長分割多重通
　信技術Optix OSN 6800/OSN 3800に対して受賞。この賞は「技術
　革新分野のオスカー賞」として広く知られている）

● 3GPP、IETF、IEEE、ITU、BBF（Broadband Forum）、ATIS、OMA（Open 
　Mobile Alliance）など150を超える標準化団体に加盟
● 180以上の主要な役職に就き、年間約5,000件の提案書を提出

世界トップクラスの特許申請数

主な受賞歴

特許申請数

取得特許数

LTE必須特許保有数

6万8,895件

3万240件

829件以上

標準化への貢献

ファーウェイの
成長を支える
R&D

ボーダフォンと共同で設立したモバイル・イノベーション・センター

（2012年12月現在）
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『AscendD2』

　ファーウェイは既存部品の品質改良か

ら、開発ロードマップや製品設計戦略の共

有、共通プラットフォームにおける共同部品

開発、ソリューション提携にいたるまで、さま

ざまなレベルでサプライヤー各社との連携

を進めています。これは、協業を通じてサプ

ライヤーとともに価値を創出することで、競

争力と同時に持続可能な発展を追求する

という、ファーウェイのパートナーシップ戦略

に基づくものです。ファーウェイにとっては

お客様のニーズや将来のトレンドを踏まえ

た技術開発と部品調達が可能になり、サプ

ライヤーにとってはファーウェイのグローバ

ルなビジネス・ネットワークを生かした製品の

世界展開が可能になるという、Win-Winな

結果をもたらしています。

　また、R&D部門には、ファーウェイの購買

部が自社の製品ニーズや開発戦略に適し

た優れた部品やモジュールを提供できるサ

プライヤーを選択し、継続的な提携関係を

築けるよう、技術面からサポートするという機

能もあります。日本研究所もこうしたマッチン

グ機能を担う地域調達センターのひとつとし

て、高い技術力を持つ日本の製造業者との

協業を促進する役割を果たしています。これ

までに、パナソニック、京セラなど多くの日本

企業とパートナーシップを構築してきました。

　サプライヤーとの共同研究開発の一例

として、2012年、ファーウェイはジャパンディ

スプレイと協同で業界初の5型Full-HD、

443ppi、超薄型・狭額縁・高精細液晶モ

ジュールを開発しました。このモジュールは

ファーウェイのハイエンド・スマートフォン

『Ascend D2』にグローバルで採用されて

います（5月にNTTドコモから発売された日

本モデル『AscendD2 HW-03E』は4.7

インチディスプレイのため、別モジュールを

採用）。

　さらにファーウェイは、世界各国の著名な

大学とも数多く提携し、次世代のイノベー

ションを生み出す最先端の学術研究を積

極的に支援しています。2012年にはイェー

ル大学との共同研究の成果として、スト

レージ、コンピューティング、ネットワーク、ビ

デオなどさまざまなサービスやハードウェアが

高度にモジュール化されたオープンなクラウ

ド・プラットフォーム『Open Edge Cloud』を

発表しました。また今年1月にはケンブリッジ

大学の工学部およびコンピューター研究所

の2つの研究室と共同研究契約を締結し、

新たなイマーシブ・エクスペリエンス（遠隔地

にいながらその場にいるかのような感覚を

味わえる体験）を可能にする技術について

の学際的な研究を実施する計画です。

　日本でも、東京工業大学、電気通信大

学、早稲田大学などの大学研究室とさまざ

まな形での提携を進めています。

　日本研究所では、端末とネットワークのそ

れぞれの領域で研究開発を行っています。

　端末領域では、ハイエンド撮影モジュー

ル、ディスプレイ・モジュール、スマートフォン

機器設計の分野に注力し、高い技術を持

つ日本のサプライヤー各社との協業のもと

研究開発を行っています。また、本社の

R&D部門が日本の通信事業者のお客様

とエンド・ユーザーのニーズに適った各種端

末機能を実現できるよう、タイムリーにサ

ポートしています。

　ネットワークの領域では、固定ネットワーク

とワイヤレス・ネットワークの分野で研究を進

めています。また、日本の複数の大学研究

室と交流を深め、通信業界の動向について

継続的に情報交換を行っています。こうした

交流は、ファーウェイが今後の技術革新の

方向性を見極めるために重要であるととも

に、研究者の方々にとってもビジネスの現

場からの最新情報を得る機会となり、通信

業界にさらなる発展をもたらす研究へとつな

がることが期待されます。

　ファーウェイが継続的なイノベーションを

実現するためには、高い技術力を持つ日本

のサプライヤーの部品やモジュールが不可

欠であり、日本は数十か国あるファーウェイの

調達市場のうち、中国、米国、台湾に次ぐ第

4位という重要な位置を占めています。

　日本研究所は、ファーウェイの開発ロード

マップや技術要件をサプライヤーと共有す

ることで、本社のR&D部門・購買部とともに

日本のサプライヤーとのパートナーシップを

強化し、日本の高品質な部品やモジュール

をファーウェイの製品に生かせるよう貢献し

ています。こうした協業は同時に、日本のサ

プライヤーと開発した新たな技術をグロー

バルに展開することにより、サプライヤーが

ビジネス・チャンスを広げていく一助ともなっ

ています。

　今年度、日本研究所は設立3年目を迎

え、設備と人員を拡張し、研究開発活動を

いっそう強化することを計画しています。秋

には、これまで錦糸町オフィスと大手町オ

フィスの2か所に分かれていた研究所を統

合し、横浜の新オフィスへ移転します。ICT

分野の企業が多く集まる横浜市を拠点とす

ることで、業界内での協業や交流をさらに

深めていくことが移転の目的です。また、人

材面でも新卒採用を含む現地採用を積極

的に進めていく予定です。

サプライヤーとの
共同研究開発

大学との
共同研究開発

　優れた技術力と高い品質基準を誇る日本は、ファーウェイにとって重要な市場であ

るだけでなく、R&D拠点および調達市場としても特別な役割を持っています。日本で

のR&Dは、まず2010年10月に錦糸町オフィスでスタートし、その1年後にはさらに機

能を拡張し、錦糸町と大手町の2か所のオフィスからなる日本研究所として正式に発

足しました。設立当初は10数名の小さなチームでしたが、徐々に人員を増強し、2013

年6月現在40人余りの従業員が日本研究所に所属しています。また前述のように、日

本研究所は地域調達センターとしての機能も持っています。

日本におけるR&D

日本研究所の
役割

地域調達センター
としての機能

イェール大学と共同開発した『Open Edge Cloud』を発表

新オフィスは横浜駅から近いコンカード横浜に開設予定

今秋、横浜オフィスへ
拡張移転
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サプライヤーとの
共同研究開発

大学との
共同研究開発
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本研究所は地域調達センターとしての機能も持っています。

日本におけるR&D

日本研究所の
役割

地域調達センター
としての機能

イェール大学と共同開発した『Open Edge Cloud』を発表

新オフィスは横浜駅から近いコンカード横浜に開設予定

今秋、横浜オフィスへ
拡張移転
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SDN（Software-Defined Networking：ソフトウェア定義ネットワーク）が

ICT業界で新たな注目を集めている。多くのICT専門家がSDNは従来型

のネットワーク・アーキテクチャに革新的な変化をもたらすと語るようになっ

てきたが、そもそもSDNアーキテクチャとは何なのか。SDNで解決できる問

題とは何か、またベンダーや顧客はどのようにSDNに備えるべきなのか。

ONF（Open Networking Foundation：オープン・ネットワーキング・ファ

ウンデーション）のエグゼクティブ・ディレクターであるダン･ピット（Dan 

Pitt）氏に聞いた。

ONF（Open Networking Foundation：オープン・ネッ
トワーキング・ファウンデーション）は2011年にドイツ・テ
レコム、フェイスブック、グーグル、マイクロソフト、ベライ
ゾン、ヤフーによって設立された団体で、OpenFlowプ
ロトコルの標準化とユーザーのニーズを満たすSDNの
各種機能の開発を通じ、SDNを市場に普及させること
を目的としている。ONFはSDN技術においても、ユー
ザーの利益のための標準化プロセスにおいても、革新
的な取り組みを行っている。

ONF

ONF（Open Networking Foundation）の
ダン・ピット氏に聞く

ICTの新たなフロンティア

SDN
『ICT Insights』（ファーウェイ・エンタープライズ刊）編集部　Soheila Soheil

ダン・ピット（Dan Pitt）

ONFのエグゼクティブ・ディレクターで

あり、シリコンバレーとカナダの起業家

に対してコンサルティングを行うパロア

ルト・イノベーション・アドバイザーズの

プレジデントも務める。サンタクララ大

学工学部 前学部長。
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　日本研究所には、本社からの出向社員、

現地採用社員、現地契約顧問が勤務して

おり、全体の70%以上が現地採用です。

立場や出身地はさまざまですが、それぞれが

互いを尊重し、経験を生かしながら力を発揮

しています。

　仕事以外の時間にも、週末に遠足や旅

行に出かけるなど、社員同士の交友を深め

ています。中国人社員は日本語や日本文化

の習得にも熱心で、大手町オフィスでは週

に一度、錦糸町オフィスでは毎日就業後に、

日本人社員が講師を務め、自主的な日本語

レッスンを行っています。

日本市場に価値あるイノベーションを

日本研究所 所長

金俊文（Jin Junwen）

ファーウェイ
R&Dピープル

　ファーウェイが今日のようなグロー

バル企業へと成長を遂げることがで

きた背景には、R&Dを通じて世界各

地のお客様に新しい価値をもたらす

技術革新を絶えず追求してきたこと

があります。日本研究所も、ICTにお

いて最先端の技術力と産業基盤を

誇る日本市場から学ぶとともに、パー

トナーの皆様とともにイノベーション

を実現し、日本のICT業界のさらなる

発展に寄与するという使命を負って

います。

　ファーウェイにとって、日本は部品

やモジュールの調達市場としても非

常に重要です。日本研究所は、日本

のサプライヤーがファーウェイ製品の

技術要件を反映した部品やモジュー

ルを設計・製造できるよう、情報を共

有し、協業を促進する役目を担ってい

ます。ファーウェイは自社製品に必要

な高性能の部品を調達し、サプライ

ヤーは競争力のある製品を開発して

グローバルに展開することができる　

　双方にとってWin-Winな結果をも

たらすコラボレーションの実現に、引き

続き貢献したいと考えています。

　また、日本市場に特有の仕様をよ

りよく実現することも、日本研究所の

役割のひとつです。日本のエンド・

ユーザーはテクノロジーに対する優れ

た感性と品質への高い期待を持って

います。ファーウェイはこれまでにも、

デジタルフォトフレームや子ども向け

携帯電話など、日本のユーザーの視

点を生かした製品を開発してきまし

た。日本研究所は、日本市場における

ニーズをしっかりと分析して把握し、そ

れを製品やサービスに反映すること

で、お客様のビジネスをさらなる成功

へと導けるよう尽力しています。

　日本法人の設立から8年、日本研

究所の設立から2年の間に、ファー

ウェイは数多くの日本企業や大学と

パートナーシップを構築してきました。

日本研究所はこれからも、日本のパー

トナーの皆様とともにオープンなコラ

ボレーションとWin-Winな関係づくり

を進めてまいります。こうした取り組み

が、ファーウェイとパートナーの皆様だ

けでなく、ひいては日本のICT業界全

体により大きな価値をもたらしていけ

るものと信じています。

日本語レッスンの風景
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ファーウェイ:SDNのような新しいネット

ワークのパラダイムが必要な理由は何で

しょうか。

ピット氏 :現在のネットワークのパラダイム

は、30年も前から変わっていません。すなわ

ち、ネットワークのスイッチやルーターは、

6,000にも及ぶ分散プロトコルで制御され

る完全なネットワーク・インテリジェンスをそ

れ自体の機能として備えていなければなら

ない、というものです。こうしたネットワークに

おいては、新たに要求事項が発生した際、

さらにプロトコルを上から書き加えることで

対応するしかありません。結果として無数の

ネットワーク・プロトコルが生まれ、標準化委

員会の審査や独自環境での実装に何年も

かかってしまいます。一方SDNではネット

ワークが直接プログラム可能になるため、

通信事業者のニーズをより臨機応変に満

たすことができるわけです。

ファーウェイ:SDNの定義を教えてください。

SDNアーキテクチャとは何でしょうか。

ピット氏:SDNとは、ネットワークのスイッチン

グ機器から制御機能を分離し、それを論理

的に切り離されたネットワーク・オペレー

ティング・システム（OS）に移行させたネット

ワークのことで、これにより直接かつリアル

タイムにネットワーク機能のプログラミング

ができるようになります。これまでは製造者

しかプログラムできないルーターのみが制

御機能を持っていましたが、ネットワークOS

はごく普通のコンピューター・サーバー上で

稼働するため、誰でもプログラム可能となり

ます。論理的に一元化されたコントロール・

プレーンによってプログラムができるという

点がSDNの核心です。

ファーウェイ:SDNにおけるOpenFlowの

役割は何でしょうか。

ピット氏:OpenFlowはSDNの3大構成要

素のひとつです。ひとつめの要素は、制御と

フォワーディングの分離です。フォワーディン

グは単にネットワーク・スイッチ上の高速パ

ケット処理となり、制御は前述の通りネット

ワークOS上で論理的に一元化されます。

　OpenFlowは2つめの要素で、OpenFlow

プロトコルによりパケットの処理に必要な

フォワーディング・テーブルがスイッチへと送

られます。従来のネットワークではスイッチと

ルーター側でフォワーディングの経路を決

定する必要があり、コスト、性能、製品化ま

での時間の観点から課題がありました。

SDNでは通信事業者のネットワーク管理

の要望に合わせて制御ソフトウェアがパス

を決定します。

　3つめの要素は、一貫性がありシステム

全体をカバーするプログラミング・インター

フェースがネットワークOSに備えられている

ことです。これによって、実際にネットワーク

のプログラムが可能になる、すなわちソフト

ウェア定義が実現することになります。

　制御とフォワーディングを切り離さなけれ

ば、SDNの利点はほぼすべて失われてしま

います。制御とフォワーディングを切り離して

もOpenFlowがなければ、フローテーブル

情報をスイッチに送る別の手段が必要とな

ります。OpenFlowはこれを可能にする業

界標準で、汎用性がきわめて高いプロトコ

ルです。

　制御とフォワーディングの分離、OpenFlow

プロトコル、一貫性がありシステム全体をカ

バーするプログラミング・インターフェースを

すべて備えたものがSDNであると言えます。

ファーウェイ:SDNでどのようなことが可能

になるのでしょうか。

ピット氏:SDNは、ネットワークの硬直化や

要件の変化に対するスピーディーな対応、

仮想化の実現、コストの抑制などを可能に

します。現行のインフラストラクチャのあり

方では通信事業者は新しいサービスを迅

速に展開することができません。ベンダー

および標準化委員会が新機能を承認して

独自の運用環境に組み込むまで待たなく

てはならないからです。

　SDNでは、通信事業者は自ら必要なソフ

トウェアを設計するだけでネットワーク機能

を決定することが可能になります。SDNの

持つ柔軟性、スピード、仮想化能力により

新たな取り組みが実現できるでしょう。通信

事業者や企業は、通常のソフトウェアを使

用していつでも新サービスを作成・提供でき

るようになるのです。OpenFlowのフォワー

ディング処理情報によってネットワーク機能

を抽象化することで、ネットワークは仮想化

され、アプリケーションに論理リソースとして

処理されるようになります。

　また、ネットワークはこれまでコマンドラ

イン・インターフェースでの手動設定に頼っ

ていたため、コンピューティングの世界では

当たり前となった仮想化の流れに長らく乗

り遅れることとなり、結果として運用コストの

増加、ビジネス要件に即したネットワーク更

新の大幅な遅れ、エラーの誘発などにつな

がっていました。しかしSDNでは、ポートやア

ドレスなど特定のネットワーク要素とアプリ

ケーションを連携させる必要がなくなるの

で、ネットワークの物理面を即時に進化させ

ることが可能になります。アプリケーション

の設定変更コストやネットワーク機器の手

動設定コストも不要です。

ファーウェイ:SDNには他にどのような利点

がありますか。ビジネスや経済に恩恵をもた

らすのでしょうか。

ピット氏:SDNにより、プログラマーなら誰で

も、普通のサーバー、普通のOS、普通のソフ

トウェアを使用して、ネットワークをプログラム

できるようになります。そうなれば、高度にカス

タマイズされたソリューションの選択肢が無

限に広がり、膨大な市場が生まれます。新機

能を実装する際は、ネットワークの動作すべ

てが、ベンダーが専有するハードウェアやソフ

トウェアではなく、オープン・ソフトウェアに基

づくものとなります。

　さらにマルチキャストや負荷バランスなど、

いくつかのネットワーク機能はこれまでより

格段に簡単に提供できるようになります。ト

ポロジー制限（現在データセンターのトラ

フィックの大半を占める仮想マシン間の東

西トラフィックがツリー構造によって阻害さ

れること）もなくなります。

　一般的には、SDNの5大利点として以下

のようなことが挙げられます。

●ネットワークの使用、運用、販売の方法が

臨機応変になる。

●ベンダー専有の製品の場合はベンダー

側の計画を待たなければならないが、SDN

では通信事業者が必要な機能を自ら制御

するソフトウェア上で実装できるようになる

ため、サービス導入のスピードが向上する。

●手動での構成が減るため、運用コストが

削減され、障害が発生しにくくなる。

●ネットワークを仮想化することでコン

ピューティングとストレージが統合され、IT運

用全体を単一のツールセットでスマートに行

うことができる。

●ネットワーク、さらにはIT全体を、より的確

にビジネス上の目的に適合させることが可

能になる。

ファーウェイ:SDNが受け入れられる上で、

近年どのような変化があったのでしょうか。

今後の課題とそれに対する対策についても

教えてください。

ピット氏:ONFは昨年、OpenFlowベース

のSDNの実装と導入を促進するべく、適

用可能な標準を開示したほか、プロトタイプ

のデモや相互運用実験、プラグフェスト（各

社製品の相互接続性をテストするイベント）

を開催し、ホワイトペーパー、ソリューション・

ブリーフ、チュートリアルなどを発行しまし

た。こうした取り組みにより、ベンダーや通

信事業者から製品の発表や発売が進んで

きています。

　OpenFlowベースのSDNは、超大規模

データセンターから法人向けデータセン

ター、公共および民間のクラウド・サービス・

プロバイダー、マルチテナント型ホスティン

グ設備、ロジスティクス・コーディネート、通

信事業者ネットワーク、キャンパス・ネット

ワーク、回線交換ネットワーク、光ネットワー

クに至るまで、さまざまな環境ですでに導入

されています。またサービスに関しても、ネッ

トワーク仮想化、セキュリティー、アクセス制

御、負荷分散、トラフィック・エンジニアリン

グ、アドレス管理、エネルギー管理など、多

岐にわたる分野で使用されています。

　OpenFlow標準は、IPv6、拡張可能な

コード、トンネルなどの機能に対応してアッ

プデートされています。さらに、スイッチ構

成、相互運用テスト、適合性テストについ

ての標準も追加しました。また、OpenFlow

上でアプリケーション、管理システム、既存

のコントロール・プレーン、キャリア・サービス

などと連携するオーケストレーション機能の

アーキテクチャを研究しており、OpenFlow

をLAN環境のイーサネット・スイッチのみで

なく、光伝送、回線交換、ワイヤレス伝送技

術にも応用できるようにしていきます。

　ONFは、ネットワークがOpenFlowスイッ

チのハードウェアとしての性能上の利点をよ

り生かしたものになるよう、またOpenFlow

ベースのSDNを展開しようとする事業者

が、多大な投資をしてきた既存のネットワー

クにOpenFlowの性能をより簡単に導入

できるようにする取り組みを進めています。

OpenFlowの技術基盤がこれだけしっかり

と整い、ベンダーによる開発が進む中、

OpenFlowを活用した付加価値要素が現

れはじめています。OpenFlowを業界標準

にした意義はここにあります。

ファーウェイ:ベンダーにとって、次のステッ

プは何でしょうか。

ピット氏:来年は市場でネットワーク構築が

再び注目を浴びるだけでなく、多大な事業

価値を生み出すことが予想されます。ベン

ダーはその利益を顧客に還元することにな

るでしょう。OpenFlowの性能を取り入れた

各種スイッチやルーター、ネットワーク制御

や仮想化ソフトウェア製品が急速に増えて

います。またOpenFlow上で機能するL4-7

のソフトウェア・ベース仮想アプライアンス

の生産を加速させる動きもあり、専用の

ハードウェア・アプライアンスに取って代わ

ろうとしています。

　ONFでは引き続き技術標準を向上させ、

アーキテクチャの理解を深めることで、適用

性や実用性を高め、実装数を増やしていく

つもりです。ベンダーにはこれを踏まえて、

SDN展開を考慮して設計したプロトタイプ、

製品、プラットフォーム、ツールを世に出して

いくことが期待されています。

ファーウェイ:通信事業者にとって、SDNに

対する準備をする上で次のステップは何で

しょうか。

ピット氏:SDNに対してはネットワーク展開

や運用の際に3段階のアプローチをとるよ

う、いつもお勧めしています。まず取引先の

ベンダーに対し、どんなSDNソリューション

があるのか、OpenFlow標準にどの程度準

拠しているか、他のサプライヤー製品との

相互運用性がどれだけあるかといった点に

ついてヒアリングします。

　次に、少なくとも実際に自分たちでトライ

アル展開をしてみることです。そうすれば何

がしっくりくるのか、興味を惹くものは何か、

購入すべき製品や自前で設計するべきソフ

トウェアは何か、どんなスキルをアップデート

したり新たに獲得したりする必要があるかが

わかってきます。そしてSDNを採用する目的

がコスト削減のためなのか、利益獲得のた

めなのかを決定します。この目的しだいで、

プロジェクトが大きくなるにつれ、どのように

経営陣に交渉して財源を確保するかが左

右されます。

　最後に、ユーザーのニーズに最も見合う

ように技術を進歩させていくため、ONFへ

の参加を考慮いただければと思います。

ONFは実際に技術を利用するユーザーを

とりわけ尊重しています。われわれは、どのよ

うな課題に取り組み、何を承認するか、また

その方法について、ユーザー主体で決定し

ていくことを主眼とした団体であり、ユー

ザーにとってよりよいSDNの展開を目指し

ています。

SDNにより
高度にカスタマイズされたソリューションの
選択肢が無限に広がり、
膨大な市場が生まれます。



PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

/ JUL.2013/ JUL.201312 13

ファーウェイ:SDNのような新しいネット

ワークのパラダイムが必要な理由は何で

しょうか。

ピット氏 :現在のネットワークのパラダイム

は、30年も前から変わっていません。すなわ

ち、ネットワークのスイッチやルーターは、

6,000にも及ぶ分散プロトコルで制御され

る完全なネットワーク・インテリジェンスをそ

れ自体の機能として備えていなければなら

ない、というものです。こうしたネットワークに

おいては、新たに要求事項が発生した際、

さらにプロトコルを上から書き加えることで

対応するしかありません。結果として無数の

ネットワーク・プロトコルが生まれ、標準化委

員会の審査や独自環境での実装に何年も

かかってしまいます。一方SDNではネット

ワークが直接プログラム可能になるため、

通信事業者のニーズをより臨機応変に満

たすことができるわけです。

ファーウェイ:SDNの定義を教えてください。

SDNアーキテクチャとは何でしょうか。

ピット氏:SDNとは、ネットワークのスイッチン

グ機器から制御機能を分離し、それを論理

的に切り離されたネットワーク・オペレー

ティング・システム（OS）に移行させたネット

ワークのことで、これにより直接かつリアル

タイムにネットワーク機能のプログラミング

ができるようになります。これまでは製造者

しかプログラムできないルーターのみが制

御機能を持っていましたが、ネットワークOS

はごく普通のコンピューター・サーバー上で

稼働するため、誰でもプログラム可能となり

ます。論理的に一元化されたコントロール・

プレーンによってプログラムができるという

点がSDNの核心です。

ファーウェイ:SDNにおけるOpenFlowの

役割は何でしょうか。

ピット氏:OpenFlowはSDNの3大構成要

素のひとつです。ひとつめの要素は、制御と

フォワーディングの分離です。フォワーディン

グは単にネットワーク・スイッチ上の高速パ

ケット処理となり、制御は前述の通りネット

ワークOS上で論理的に一元化されます。

　OpenFlowは2つめの要素で、OpenFlow

プロトコルによりパケットの処理に必要な

フォワーディング・テーブルがスイッチへと送

られます。従来のネットワークではスイッチと

ルーター側でフォワーディングの経路を決

定する必要があり、コスト、性能、製品化ま

での時間の観点から課題がありました。

SDNでは通信事業者のネットワーク管理

の要望に合わせて制御ソフトウェアがパス

を決定します。

　3つめの要素は、一貫性がありシステム

全体をカバーするプログラミング・インター

フェースがネットワークOSに備えられている

ことです。これによって、実際にネットワーク

のプログラムが可能になる、すなわちソフト

ウェア定義が実現することになります。

　制御とフォワーディングを切り離さなけれ

ば、SDNの利点はほぼすべて失われてしま

います。制御とフォワーディングを切り離して

もOpenFlowがなければ、フローテーブル

情報をスイッチに送る別の手段が必要とな

ります。OpenFlowはこれを可能にする業

界標準で、汎用性がきわめて高いプロトコ

ルです。

　制御とフォワーディングの分離、OpenFlow

プロトコル、一貫性がありシステム全体をカ

バーするプログラミング・インターフェースを

すべて備えたものがSDNであると言えます。

ファーウェイ:SDNでどのようなことが可能

になるのでしょうか。

ピット氏:SDNは、ネットワークの硬直化や

要件の変化に対するスピーディーな対応、

仮想化の実現、コストの抑制などを可能に

します。現行のインフラストラクチャのあり

方では通信事業者は新しいサービスを迅

速に展開することができません。ベンダー

および標準化委員会が新機能を承認して

独自の運用環境に組み込むまで待たなく

てはならないからです。

　SDNでは、通信事業者は自ら必要なソフ

トウェアを設計するだけでネットワーク機能

を決定することが可能になります。SDNの

持つ柔軟性、スピード、仮想化能力により

新たな取り組みが実現できるでしょう。通信

事業者や企業は、通常のソフトウェアを使

用していつでも新サービスを作成・提供でき

るようになるのです。OpenFlowのフォワー

ディング処理情報によってネットワーク機能

を抽象化することで、ネットワークは仮想化

され、アプリケーションに論理リソースとして
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り遅れることとなり、結果として運用コストの
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がっていました。しかしSDNでは、ポートやア

ドレスなど特定のネットワーク要素とアプリ

ケーションを連携させる必要がなくなるの

で、ネットワークの物理面を即時に進化させ
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臨機応変になる。

●ベンダー専有の製品の場合はベンダー

側の計画を待たなければならないが、SDN

では通信事業者が必要な機能を自ら制御

するソフトウェア上で実装できるようになる

ため、サービス導入のスピードが向上する。

●手動での構成が減るため、運用コストが

削減され、障害が発生しにくくなる。

●ネットワークを仮想化することでコン

ピューティングとストレージが統合され、IT運

用全体を単一のツールセットでスマートに行

うことができる。

●ネットワーク、さらにはIT全体を、より的確

にビジネス上の目的に適合させることが可

能になる。

ファーウェイ:SDNが受け入れられる上で、

近年どのような変化があったのでしょうか。

今後の課題とそれに対する対策についても

教えてください。

ピット氏:ONFは昨年、OpenFlowベース

のSDNの実装と導入を促進するべく、適

用可能な標準を開示したほか、プロトタイプ

のデモや相互運用実験、プラグフェスト（各

社製品の相互接続性をテストするイベント）

を開催し、ホワイトペーパー、ソリューション・

ブリーフ、チュートリアルなどを発行しまし

た。こうした取り組みにより、ベンダーや通

信事業者から製品の発表や発売が進んで

きています。

　OpenFlowベースのSDNは、超大規模

データセンターから法人向けデータセン

ター、公共および民間のクラウド・サービス・

プロバイダー、マルチテナント型ホスティン

グ設備、ロジスティクス・コーディネート、通

信事業者ネットワーク、キャンパス・ネット

ワーク、回線交換ネットワーク、光ネットワー

クに至るまで、さまざまな環境ですでに導入

されています。またサービスに関しても、ネッ

トワーク仮想化、セキュリティー、アクセス制

御、負荷分散、トラフィック・エンジニアリン

グ、アドレス管理、エネルギー管理など、多

岐にわたる分野で使用されています。

　OpenFlow標準は、IPv6、拡張可能な

コード、トンネルなどの機能に対応してアッ

プデートされています。さらに、スイッチ構

成、相互運用テスト、適合性テストについ

ての標準も追加しました。また、OpenFlow

上でアプリケーション、管理システム、既存

のコントロール・プレーン、キャリア・サービス

などと連携するオーケストレーション機能の

アーキテクチャを研究しており、OpenFlow

をLAN環境のイーサネット・スイッチのみで

なく、光伝送、回線交換、ワイヤレス伝送技

術にも応用できるようにしていきます。

　ONFは、ネットワークがOpenFlowスイッ

チのハードウェアとしての性能上の利点をよ

り生かしたものになるよう、またOpenFlow

ベースのSDNを展開しようとする事業者

が、多大な投資をしてきた既存のネットワー

クにOpenFlowの性能をより簡単に導入

できるようにする取り組みを進めています。

OpenFlowの技術基盤がこれだけしっかり

と整い、ベンダーによる開発が進む中、

OpenFlowを活用した付加価値要素が現

れはじめています。OpenFlowを業界標準

にした意義はここにあります。

ファーウェイ:ベンダーにとって、次のステッ

プは何でしょうか。

ピット氏:来年は市場でネットワーク構築が

再び注目を浴びるだけでなく、多大な事業

価値を生み出すことが予想されます。ベン

ダーはその利益を顧客に還元することにな

るでしょう。OpenFlowの性能を取り入れた

各種スイッチやルーター、ネットワーク制御

や仮想化ソフトウェア製品が急速に増えて

います。またOpenFlow上で機能するL4-7

のソフトウェア・ベース仮想アプライアンス

の生産を加速させる動きもあり、専用の

ハードウェア・アプライアンスに取って代わ

ろうとしています。

　ONFでは引き続き技術標準を向上させ、

アーキテクチャの理解を深めることで、適用

性や実用性を高め、実装数を増やしていく

つもりです。ベンダーにはこれを踏まえて、

SDN展開を考慮して設計したプロトタイプ、

製品、プラットフォーム、ツールを世に出して
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ベンダーに対し、どんなSDNソリューション

があるのか、OpenFlow標準にどの程度準

拠しているか、他のサプライヤー製品との

相互運用性がどれだけあるかといった点に
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　次に、少なくとも実際に自分たちでトライ

アル展開をしてみることです。そうすれば何

がしっくりくるのか、興味を惹くものは何か、

購入すべき製品や自前で設計するべきソフ

トウェアは何か、どんなスキルをアップデート

したり新たに獲得したりする必要があるかが

わかってきます。そしてSDNを採用する目的

がコスト削減のためなのか、利益獲得のた

めなのかを決定します。この目的しだいで、

プロジェクトが大きくなるにつれ、どのように

経営陣に交渉して財源を確保するかが左

右されます。

　最後に、ユーザーのニーズに最も見合う

ように技術を進歩させていくため、ONFへ

の参加を考慮いただければと思います。

ONFは実際に技術を利用するユーザーを

とりわけ尊重しています。われわれは、どのよ

うな課題に取り組み、何を承認するか、また

その方法について、ユーザー主体で決定し

ていくことを主眼とした団体であり、ユー
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ています。
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ファーウェイ:SDNのような新しいネット

ワークのパラダイムが必要な理由は何で

しょうか。

ピット氏 :現在のネットワークのパラダイム

は、30年も前から変わっていません。すなわ

ち、ネットワークのスイッチやルーターは、

6,000にも及ぶ分散プロトコルで制御され

る完全なネットワーク・インテリジェンスをそ

れ自体の機能として備えていなければなら

ない、というものです。こうしたネットワークに

おいては、新たに要求事項が発生した際、

さらにプロトコルを上から書き加えることで

対応するしかありません。結果として無数の

ネットワーク・プロトコルが生まれ、標準化委

員会の審査や独自環境での実装に何年も

かかってしまいます。一方SDNではネット

ワークが直接プログラム可能になるため、

通信事業者のニーズをより臨機応変に満

たすことができるわけです。

ファーウェイ:SDNの定義を教えてください。

SDNアーキテクチャとは何でしょうか。

ピット氏:SDNとは、ネットワークのスイッチン

グ機器から制御機能を分離し、それを論理

的に切り離されたネットワーク・オペレー

ティング・システム（OS）に移行させたネット

ワークのことで、これにより直接かつリアル

タイムにネットワーク機能のプログラミング

ができるようになります。これまでは製造者

しかプログラムできないルーターのみが制

御機能を持っていましたが、ネットワークOS

はごく普通のコンピューター・サーバー上で

稼働するため、誰でもプログラム可能となり

ます。論理的に一元化されたコントロール・

プレーンによってプログラムができるという

点がSDNの核心です。

ファーウェイ:SDNにおけるOpenFlowの

役割は何でしょうか。

ピット氏:OpenFlowはSDNの3大構成要

素のひとつです。ひとつめの要素は、制御と

フォワーディングの分離です。フォワーディン

グは単にネットワーク・スイッチ上の高速パ

ケット処理となり、制御は前述の通りネット

ワークOS上で論理的に一元化されます。

　OpenFlowは2つめの要素で、OpenFlow

プロトコルによりパケットの処理に必要な

フォワーディング・テーブルがスイッチへと送

られます。従来のネットワークではスイッチと

ルーター側でフォワーディングの経路を決

定する必要があり、コスト、性能、製品化ま

での時間の観点から課題がありました。

SDNでは通信事業者のネットワーク管理

の要望に合わせて制御ソフトウェアがパス

を決定します。

　3つめの要素は、一貫性がありシステム

全体をカバーするプログラミング・インター

フェースがネットワークOSに備えられている

ことです。これによって、実際にネットワーク

のプログラムが可能になる、すなわちソフト

ウェア定義が実現することになります。

　制御とフォワーディングを切り離さなけれ

ば、SDNの利点はほぼすべて失われてしま

います。制御とフォワーディングを切り離して

もOpenFlowがなければ、フローテーブル

情報をスイッチに送る別の手段が必要とな

ります。OpenFlowはこれを可能にする業

界標準で、汎用性がきわめて高いプロトコ

ルです。

　制御とフォワーディングの分離、OpenFlow

プロトコル、一貫性がありシステム全体をカ

バーするプログラミング・インターフェースを

すべて備えたものがSDNであると言えます。

ファーウェイ:SDNでどのようなことが可能

になるのでしょうか。

ピット氏:SDNは、ネットワークの硬直化や

要件の変化に対するスピーディーな対応、

仮想化の実現、コストの抑制などを可能に

します。現行のインフラストラクチャのあり

方では通信事業者は新しいサービスを迅

速に展開することができません。ベンダー

および標準化委員会が新機能を承認して

独自の運用環境に組み込むまで待たなく

てはならないからです。

　SDNでは、通信事業者は自ら必要なソフ

トウェアを設計するだけでネットワーク機能

を決定することが可能になります。SDNの

持つ柔軟性、スピード、仮想化能力により

新たな取り組みが実現できるでしょう。通信

事業者や企業は、通常のソフトウェアを使

用していつでも新サービスを作成・提供でき

るようになるのです。OpenFlowのフォワー

ディング処理情報によってネットワーク機能

を抽象化することで、ネットワークは仮想化

され、アプリケーションに論理リソースとして

処理されるようになります。

　また、ネットワークはこれまでコマンドラ

イン・インターフェースでの手動設定に頼っ

ていたため、コンピューティングの世界では

当たり前となった仮想化の流れに長らく乗

り遅れることとなり、結果として運用コストの

増加、ビジネス要件に即したネットワーク更

新の大幅な遅れ、エラーの誘発などにつな

がっていました。しかしSDNでは、ポートやア

ドレスなど特定のネットワーク要素とアプリ

ケーションを連携させる必要がなくなるの

で、ネットワークの物理面を即時に進化させ

ることが可能になります。アプリケーション

の設定変更コストやネットワーク機器の手

動設定コストも不要です。

ファーウェイ:SDNには他にどのような利点

がありますか。ビジネスや経済に恩恵をもた

らすのでしょうか。

ピット氏:SDNにより、プログラマーなら誰で

も、普通のサーバー、普通のOS、普通のソフ

トウェアを使用して、ネットワークをプログラム

できるようになります。そうなれば、高度にカス

タマイズされたソリューションの選択肢が無

限に広がり、膨大な市場が生まれます。新機

能を実装する際は、ネットワークの動作すべ

てが、ベンダーが専有するハードウェアやソフ

トウェアではなく、オープン・ソフトウェアに基

づくものとなります。

　さらにマルチキャストや負荷バランスなど、

いくつかのネットワーク機能はこれまでより

格段に簡単に提供できるようになります。ト

ポロジー制限（現在データセンターのトラ

フィックの大半を占める仮想マシン間の東

西トラフィックがツリー構造によって阻害さ

れること）もなくなります。

　一般的には、SDNの5大利点として以下

のようなことが挙げられます。

●ネットワークの使用、運用、販売の方法が

臨機応変になる。

●ベンダー専有の製品の場合はベンダー

側の計画を待たなければならないが、SDN

では通信事業者が必要な機能を自ら制御

するソフトウェア上で実装できるようになる

ため、サービス導入のスピードが向上する。

●手動での構成が減るため、運用コストが

削減され、障害が発生しにくくなる。

●ネットワークを仮想化することでコン

ピューティングとストレージが統合され、IT運

用全体を単一のツールセットでスマートに行

うことができる。

●ネットワーク、さらにはIT全体を、より的確

にビジネス上の目的に適合させることが可

能になる。

ファーウェイ:SDNが受け入れられる上で、

近年どのような変化があったのでしょうか。

今後の課題とそれに対する対策についても

教えてください。

ピット氏:ONFは昨年、OpenFlowベース

のSDNの実装と導入を促進するべく、適

用可能な標準を開示したほか、プロトタイプ

のデモや相互運用実験、プラグフェスト（各

社製品の相互接続性をテストするイベント）

を開催し、ホワイトペーパー、ソリューション・

ブリーフ、チュートリアルなどを発行しまし

た。こうした取り組みにより、ベンダーや通

信事業者から製品の発表や発売が進んで

きています。

　OpenFlowベースのSDNは、超大規模

データセンターから法人向けデータセン

ター、公共および民間のクラウド・サービス・

プロバイダー、マルチテナント型ホスティン

グ設備、ロジスティクス・コーディネート、通

信事業者ネットワーク、キャンパス・ネット

ワーク、回線交換ネットワーク、光ネットワー

クに至るまで、さまざまな環境ですでに導入

されています。またサービスに関しても、ネッ

トワーク仮想化、セキュリティー、アクセス制

御、負荷分散、トラフィック・エンジニアリン

グ、アドレス管理、エネルギー管理など、多

岐にわたる分野で使用されています。

　OpenFlow標準は、IPv6、拡張可能な

コード、トンネルなどの機能に対応してアッ

プデートされています。さらに、スイッチ構

成、相互運用テスト、適合性テストについ

ての標準も追加しました。また、OpenFlow

上でアプリケーション、管理システム、既存

のコントロール・プレーン、キャリア・サービス

などと連携するオーケストレーション機能の

アーキテクチャを研究しており、OpenFlow

をLAN環境のイーサネット・スイッチのみで

なく、光伝送、回線交換、ワイヤレス伝送技

術にも応用できるようにしていきます。

　ONFは、ネットワークがOpenFlowスイッ

チのハードウェアとしての性能上の利点をよ

り生かしたものになるよう、またOpenFlow

ベースのSDNを展開しようとする事業者

が、多大な投資をしてきた既存のネットワー

クにOpenFlowの性能をより簡単に導入

できるようにする取り組みを進めています。

OpenFlowの技術基盤がこれだけしっかり

と整い、ベンダーによる開発が進む中、

OpenFlowを活用した付加価値要素が現

れはじめています。OpenFlowを業界標準

にした意義はここにあります。

ファーウェイ:ベンダーにとって、次のステッ

プは何でしょうか。

ピット氏:来年は市場でネットワーク構築が

再び注目を浴びるだけでなく、多大な事業

価値を生み出すことが予想されます。ベン

ダーはその利益を顧客に還元することにな

るでしょう。OpenFlowの性能を取り入れた

各種スイッチやルーター、ネットワーク制御

や仮想化ソフトウェア製品が急速に増えて

います。またOpenFlow上で機能するL4-7

のソフトウェア・ベース仮想アプライアンス

の生産を加速させる動きもあり、専用の

ハードウェア・アプライアンスに取って代わ

ろうとしています。

　ONFでは引き続き技術標準を向上させ、

アーキテクチャの理解を深めることで、適用

性や実用性を高め、実装数を増やしていく

つもりです。ベンダーにはこれを踏まえて、

SDN展開を考慮して設計したプロトタイプ、

製品、プラットフォーム、ツールを世に出して

いくことが期待されています。

ファーウェイ:通信事業者にとって、SDNに

対する準備をする上で次のステップは何で

しょうか。

ピット氏:SDNに対してはネットワーク展開

や運用の際に3段階のアプローチをとるよ

う、いつもお勧めしています。まず取引先の

ベンダーに対し、どんなSDNソリューション

があるのか、OpenFlow標準にどの程度準

拠しているか、他のサプライヤー製品との

相互運用性がどれだけあるかといった点に

ついてヒアリングします。

　次に、少なくとも実際に自分たちでトライ

アル展開をしてみることです。そうすれば何

がしっくりくるのか、興味を惹くものは何か、

購入すべき製品や自前で設計するべきソフ

トウェアは何か、どんなスキルをアップデート

したり新たに獲得したりする必要があるかが

わかってきます。そしてSDNを採用する目的

がコスト削減のためなのか、利益獲得のた

めなのかを決定します。この目的しだいで、

プロジェクトが大きくなるにつれ、どのように

経営陣に交渉して財源を確保するかが左

右されます。

　最後に、ユーザーのニーズに最も見合う

ように技術を進歩させていくため、ONFへ

の参加を考慮いただければと思います。

ONFは実際に技術を利用するユーザーを

とりわけ尊重しています。われわれは、どのよ

うな課題に取り組み、何を承認するか、また

その方法について、ユーザー主体で決定し

ていくことを主眼とした団体であり、ユー

ザーにとってよりよいSDNの展開を目指し

ています。

SDNでは通信事業者が必要な機能を
自ら制御するソフトウェア上で
実装できるようになるため、
サービスの迅速な導入が可能になります。
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ファーウェイ:SDNのような新しいネット

ワークのパラダイムが必要な理由は何で

しょうか。

ピット氏 :現在のネットワークのパラダイム

は、30年も前から変わっていません。すなわ

ち、ネットワークのスイッチやルーターは、

6,000にも及ぶ分散プロトコルで制御され

る完全なネットワーク・インテリジェンスをそ

れ自体の機能として備えていなければなら

ない、というものです。こうしたネットワークに

おいては、新たに要求事項が発生した際、

さらにプロトコルを上から書き加えることで

対応するしかありません。結果として無数の

ネットワーク・プロトコルが生まれ、標準化委

員会の審査や独自環境での実装に何年も

かかってしまいます。一方SDNではネット

ワークが直接プログラム可能になるため、

通信事業者のニーズをより臨機応変に満

たすことができるわけです。

ファーウェイ:SDNの定義を教えてください。

SDNアーキテクチャとは何でしょうか。

ピット氏:SDNとは、ネットワークのスイッチン

グ機器から制御機能を分離し、それを論理

的に切り離されたネットワーク・オペレー

ティング・システム（OS）に移行させたネット

ワークのことで、これにより直接かつリアル

タイムにネットワーク機能のプログラミング

ができるようになります。これまでは製造者

しかプログラムできないルーターのみが制

御機能を持っていましたが、ネットワークOS

はごく普通のコンピューター・サーバー上で

稼働するため、誰でもプログラム可能となり

ます。論理的に一元化されたコントロール・

プレーンによってプログラムができるという

点がSDNの核心です。

ファーウェイ:SDNにおけるOpenFlowの

役割は何でしょうか。

ピット氏:OpenFlowはSDNの3大構成要

素のひとつです。ひとつめの要素は、制御と

フォワーディングの分離です。フォワーディン

グは単にネットワーク・スイッチ上の高速パ

ケット処理となり、制御は前述の通りネット

ワークOS上で論理的に一元化されます。

　OpenFlowは2つめの要素で、OpenFlow

プロトコルによりパケットの処理に必要な

フォワーディング・テーブルがスイッチへと送

られます。従来のネットワークではスイッチと

ルーター側でフォワーディングの経路を決

定する必要があり、コスト、性能、製品化ま

での時間の観点から課題がありました。

SDNでは通信事業者のネットワーク管理

の要望に合わせて制御ソフトウェアがパス

を決定します。

　3つめの要素は、一貫性がありシステム

全体をカバーするプログラミング・インター

フェースがネットワークOSに備えられている

ことです。これによって、実際にネットワーク

のプログラムが可能になる、すなわちソフト

ウェア定義が実現することになります。

　制御とフォワーディングを切り離さなけれ

ば、SDNの利点はほぼすべて失われてしま

います。制御とフォワーディングを切り離して

もOpenFlowがなければ、フローテーブル

情報をスイッチに送る別の手段が必要とな

ります。OpenFlowはこれを可能にする業

界標準で、汎用性がきわめて高いプロトコ

ルです。

　制御とフォワーディングの分離、OpenFlow

プロトコル、一貫性がありシステム全体をカ

バーするプログラミング・インターフェースを

すべて備えたものがSDNであると言えます。

ファーウェイ:SDNでどのようなことが可能

になるのでしょうか。

ピット氏:SDNは、ネットワークの硬直化や

要件の変化に対するスピーディーな対応、

仮想化の実現、コストの抑制などを可能に

します。現行のインフラストラクチャのあり

方では通信事業者は新しいサービスを迅

速に展開することができません。ベンダー

および標準化委員会が新機能を承認して

独自の運用環境に組み込むまで待たなく

てはならないからです。

　SDNでは、通信事業者は自ら必要なソフ

トウェアを設計するだけでネットワーク機能

を決定することが可能になります。SDNの

持つ柔軟性、スピード、仮想化能力により

新たな取り組みが実現できるでしょう。通信

事業者や企業は、通常のソフトウェアを使

用していつでも新サービスを作成・提供でき

るようになるのです。OpenFlowのフォワー

ディング処理情報によってネットワーク機能

を抽象化することで、ネットワークは仮想化

され、アプリケーションに論理リソースとして

処理されるようになります。

　また、ネットワークはこれまでコマンドラ

イン・インターフェースでの手動設定に頼っ

ていたため、コンピューティングの世界では

当たり前となった仮想化の流れに長らく乗

り遅れることとなり、結果として運用コストの

増加、ビジネス要件に即したネットワーク更

新の大幅な遅れ、エラーの誘発などにつな

がっていました。しかしSDNでは、ポートやア

ドレスなど特定のネットワーク要素とアプリ

ケーションを連携させる必要がなくなるの

で、ネットワークの物理面を即時に進化させ

ることが可能になります。アプリケーション

の設定変更コストやネットワーク機器の手

動設定コストも不要です。

ファーウェイ:SDNには他にどのような利点

がありますか。ビジネスや経済に恩恵をもた

らすのでしょうか。

ピット氏:SDNにより、プログラマーなら誰で

も、普通のサーバー、普通のOS、普通のソフ

トウェアを使用して、ネットワークをプログラム

できるようになります。そうなれば、高度にカス

タマイズされたソリューションの選択肢が無

限に広がり、膨大な市場が生まれます。新機

能を実装する際は、ネットワークの動作すべ

てが、ベンダーが専有するハードウェアやソフ

トウェアではなく、オープン・ソフトウェアに基

づくものとなります。

　さらにマルチキャストや負荷バランスなど、

いくつかのネットワーク機能はこれまでより

格段に簡単に提供できるようになります。ト

ポロジー制限（現在データセンターのトラ

フィックの大半を占める仮想マシン間の東

西トラフィックがツリー構造によって阻害さ

れること）もなくなります。

　一般的には、SDNの5大利点として以下

のようなことが挙げられます。

●ネットワークの使用、運用、販売の方法が

臨機応変になる。

●ベンダー専有の製品の場合はベンダー

側の計画を待たなければならないが、SDN

では通信事業者が必要な機能を自ら制御

するソフトウェア上で実装できるようになる

ため、サービス導入のスピードが向上する。

●手動での構成が減るため、運用コストが

削減され、障害が発生しにくくなる。

●ネットワークを仮想化することでコン

ピューティングとストレージが統合され、IT運

用全体を単一のツールセットでスマートに行

うことができる。

●ネットワーク、さらにはIT全体を、より的確

にビジネス上の目的に適合させることが可

能になる。

ファーウェイ:SDNが受け入れられる上で、

近年どのような変化があったのでしょうか。

今後の課題とそれに対する対策についても

教えてください。

ピット氏:ONFは昨年、OpenFlowベース

のSDNの実装と導入を促進するべく、適

用可能な標準を開示したほか、プロトタイプ

のデモや相互運用実験、プラグフェスト（各

社製品の相互接続性をテストするイベント）

を開催し、ホワイトペーパー、ソリューション・

ブリーフ、チュートリアルなどを発行しまし

た。こうした取り組みにより、ベンダーや通

信事業者から製品の発表や発売が進んで

きています。

　OpenFlowベースのSDNは、超大規模

データセンターから法人向けデータセン

ター、公共および民間のクラウド・サービス・

プロバイダー、マルチテナント型ホスティン

グ設備、ロジスティクス・コーディネート、通

信事業者ネットワーク、キャンパス・ネット

ワーク、回線交換ネットワーク、光ネットワー

クに至るまで、さまざまな環境ですでに導入

されています。またサービスに関しても、ネッ

トワーク仮想化、セキュリティー、アクセス制

御、負荷分散、トラフィック・エンジニアリン

グ、アドレス管理、エネルギー管理など、多

岐にわたる分野で使用されています。

　OpenFlow標準は、IPv6、拡張可能な

コード、トンネルなどの機能に対応してアッ

プデートされています。さらに、スイッチ構

成、相互運用テスト、適合性テストについ

ての標準も追加しました。また、OpenFlow

上でアプリケーション、管理システム、既存

のコントロール・プレーン、キャリア・サービス

などと連携するオーケストレーション機能の

アーキテクチャを研究しており、OpenFlow

をLAN環境のイーサネット・スイッチのみで

なく、光伝送、回線交換、ワイヤレス伝送技

術にも応用できるようにしていきます。

　ONFは、ネットワークがOpenFlowスイッ

チのハードウェアとしての性能上の利点をよ

り生かしたものになるよう、またOpenFlow

ベースのSDNを展開しようとする事業者

が、多大な投資をしてきた既存のネットワー

クにOpenFlowの性能をより簡単に導入

できるようにする取り組みを進めています。

OpenFlowの技術基盤がこれだけしっかり

と整い、ベンダーによる開発が進む中、

OpenFlowを活用した付加価値要素が現

れはじめています。OpenFlowを業界標準

にした意義はここにあります。

ファーウェイ:ベンダーにとって、次のステッ

プは何でしょうか。

ピット氏:来年は市場でネットワーク構築が

再び注目を浴びるだけでなく、多大な事業

価値を生み出すことが予想されます。ベン

ダーはその利益を顧客に還元することにな

るでしょう。OpenFlowの性能を取り入れた

各種スイッチやルーター、ネットワーク制御

や仮想化ソフトウェア製品が急速に増えて

います。またOpenFlow上で機能するL4-7

のソフトウェア・ベース仮想アプライアンス

の生産を加速させる動きもあり、専用の

ハードウェア・アプライアンスに取って代わ

ろうとしています。
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アーキテクチャの理解を深めることで、適用

性や実用性を高め、実装数を増やしていく
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SDN展開を考慮して設計したプロトタイプ、

製品、プラットフォーム、ツールを世に出して

いくことが期待されています。

ファーウェイ:通信事業者にとって、SDNに

対する準備をする上で次のステップは何で

しょうか。

ピット氏:SDNに対してはネットワーク展開

や運用の際に3段階のアプローチをとるよ

う、いつもお勧めしています。まず取引先の

ベンダーに対し、どんなSDNソリューション

があるのか、OpenFlow標準にどの程度準

拠しているか、他のサプライヤー製品との

相互運用性がどれだけあるかといった点に

ついてヒアリングします。

　次に、少なくとも実際に自分たちでトライ

アル展開をしてみることです。そうすれば何

がしっくりくるのか、興味を惹くものは何か、

購入すべき製品や自前で設計するべきソフ

トウェアは何か、どんなスキルをアップデート

したり新たに獲得したりする必要があるかが

わかってきます。そしてSDNを採用する目的

がコスト削減のためなのか、利益獲得のた

めなのかを決定します。この目的しだいで、

プロジェクトが大きくなるにつれ、どのように

経営陣に交渉して財源を確保するかが左

右されます。

　最後に、ユーザーのニーズに最も見合う

ように技術を進歩させていくため、ONFへ

の参加を考慮いただければと思います。

ONFは実際に技術を利用するユーザーを

とりわけ尊重しています。われわれは、どのよ

うな課題に取り組み、何を承認するか、また

その方法について、ユーザー主体で決定し

ていくことを主眼とした団体であり、ユー

ザーにとってよりよいSDNの展開を目指し

ています。

SDNでは通信事業者が必要な機能を
自ら制御するソフトウェア上で
実装できるようになるため、
サービスの迅速な導入が可能になります。
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CERN（European Organization for Nuclear Research：欧州原子核研究機構）

は、素粒子物理学という宇宙の中心であり、最近では「神の粒子」とも呼ばれるヒッ

グス粒子と一致する性質を持つ粒子を発見したことでたびたびニュースに取り上げ

られた。しかし、物理学ではよくあるように、ひとつの課題を乗り越えたのち、また別の

課題に直面している。科学者たちは現在この発見を、物理学でいう自然界の基本的

な力の一部の解明に役立てようとしている。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Xue Hua

CERN（European Organization for 
Nuclear Research：欧州原子核研究機
構）は世界最大の素粒子物理学研究機
関として1954年にスイスとフランスとの国
境地帯に設立された国際組織で、現在は
欧州の20か国が加盟国となっている。素
粒子加速器をはじめとする実験設備によ
り高エネルギー物理学の発展を牽引してき
たと同時に、各国に散らばる研究者間の
情報交換手段として生まれたワールド・ワ
イド・ウェブの発祥の地としても知られる。

CERN

　スイスに本部があるCERNは世界最大

の素粒子物理学研究機関で、世界の素粒

子物理学界の科学者の半分以上がメン

バーとして名を連ねている。1954年の設立

以来、CERNは何度も科学の歴史的な

進展の舞台となってきた。世界初の陽子・

陽子衝突（1971年）、中性カレントの発見

（1973年）、W粒子とZ粒子の発見（1983

年）などが、そのごく一部だ。2012年7月4

日、CERNはATLAS（A Toroidal Large 

Hadron Collider Apparatus：ドーナツ

型のLHC（大型ハドロン衝突型加速器）装

置）とCMS（Compact Muon Solenoid：

小型ミューオン・ソレノイド）で実施した2つ

の汎用実験において、質量約125～126 

GeV（gigaelectronvolt：ギガ電子ボルト）

の新たな亜原子粒子の存在を証明したと

発表した。この粒子は、すべての物質に質

量を与えている粒子として長らく捜し求めら

れてきたヒッグス粒子が持つとされる性質を

備えている。傑出した物理学者でありハー

ド・サイエンス分野では随一の著名人にして

『ホーキング、宇宙を語る』の著者として知ら

れるスティーヴン・ホーキング（Stephen 

Hawking）氏は、ヒッグス粒子の存在を

疑っていたため、この発見によって賭けに

負け、100ドルを失うこととなった。

　しかしながら、この大発見はCERNが実

現を目指す多くの目標のひとつにすぎない。

高エネルギー素粒子物理学における研究

ニーズに応えるため、CERNは宇宙の神秘

の解明を使命としたきわめて大規模なグリッ

ド・コンピューティング・システムを構築した。

WLCG（Worldwide LHC Computing 

Grid：世界規模のLHCコンピューティング・グ

リッド）Tier-0と呼ばれるCERNのデータセン

ターは、世界各地に広がる同機構のコン

ピューティング・リソースの中核を成しており、

現在、年間20ペタバイトを超えるLHCデー

タの格納と解析が可能となっている。

　CERNは全世界のICTの先進企業と協

力し、世界中の素粒子物理学界で利用で

きる最先端のITソリューションの開発を促

進することを目的としたCERNオープンラボ

を設立した。近年CERNのデータ量は驚異

的な勢いで増加を続け、ストレージ・システム

の拡張性と信頼性に深刻な課題が生じて

いる。そのためオープンラボは2011年、次

に示すような評価基準を設け、新たなスト

レージ技術の評価を開始した。

　まず、1,600万回を超える粒子衝突から

の貴重な未加工データをはじめ、長年にわ

たる実験で蓄積された研究データを格納す

るための信頼性の高いストレージ・システム

が必要である。次に、このシステムは将来発

生するデータに対応できる高い拡張性を備

えていなければならない。CERNの研究デー

タは2007年には合計7ペタバイトであった

が、2009年には15ペタバイトに達し、その

後3年間で25ペタバイトに及ぶことが見込

まれた。このストレージ・システムでは膨大な

データを解析する際にも高速検索を行える

よう、非常に優れたスループットと読み書き

性能が必要になる。さらに、データが格納さ

れるデータベースは国や組織によってさまざ

まであるため、システムはシームレスかつ安

全性の高いものであることが求められる。

　CERNオープンラボが第4フェーズに入っ

た2012年1月、自動化と制御、データベー

ス、ネットワーク接続、プラットフォームなどに

関わるプロジェクトでより徹底した共同作業

がスタートした。いずれのプロジェクトにも、ス

トレージ・システムが必要不可欠である。

　ファーウェイはストレージに精通し、革新的

な次世代クラウド・ソリューションの開発に取

り組んでいる。当社はCERNオープンラボに

貢献するパートナーとして、クラウドベースの

UDS（Universal Distributed Storage：汎

用分散ストレージ）システムを開発し、エクサ

バイト規模（1エクサバイト=1,048,576テ

ラバイト）のデータ・ストレージの課題に対応

している。

　こうした拡張性の高さに加え、ファーウェ

イのUDSクラウド・ストレージは高い信頼性

と幅広い互換性を備えている。また高密度

なノジュール分散を採用し、エネルギー効率

のよいARM（Advanced RISC Machine：

アドバンストRISCマシン）アーキテクチャに

基づいた設計となっている。UDSでは、オブ

ジェクト・ベース・ストレージ、P2P分散スト

レージ・エンジン、クラスタリング・アプリケー

ションが統合された、大規模なオブジェクト・

ベース・ストレージのインフラストラクチャ上

でビッグ・データの格納や共有ができる。ま

た、ノードごとに作業負荷をインテリジェント

に調整することで、これまでのような性能上

のボトルネックを改善し、容量拡大に合わせ

てシステム性能も等しく増加できるように

なっている。

　ファーウェイのUDSクラウド・ストレージ・シ

ステムは99.999999999%（9が11個）の

信頼性を備えており、データセンター間の冗

長化も強化している。また、データのセキュリ

ティーも全段階で確保され、インターフェー

ス、保存、転送の各プロセスにおける多重コ

ピー、消去コード、マルチレイヤー暗号化検

証などを通じ、ノード、ストレージ、データセン

ターの各レベルでデータを保護する。

　このソリューションは、コスト効率の点で

も優れている。デスクトップ・ハード・ドライブ、

インテリジェントかつオートマティックな障害

回復、高エネルギー効率のARMチップ、効

果的な冷却技術など、各種の自動保守技

術によって保守コストを削減すると同時に、

ストレージの可用性・信頼性の効率的な向

上も実現している。また、S3インターフェー

ス、NFS／CIFSプロトコル、主要なバック

アップ・ソフトウェアとの互換性があるため、

使い勝手のよいエンド・ツー・エンドのパブ

リック・クラウド・ソリューションであるととも

に、さまざまな用途におけるストレージへの

アクセス要件を満たすことができる。

　ファーウェイは2012年の始めに、CERN

にUDSクラウド・ストレージ・システムを納入

し、3か月間で設置とベンチマーク性能評価

を完了した。読み書き性能は大規模データ

環境できわめて有効であり、拡張性も良好

であることが証明された。全体的に見ると、

まさにワールド・ワイド・ウェブを生み出した組

織に値するスコアであるという評価を受けた

のである。

　CERNオープンラボのボブ・ジョーンズ

（Bob Jones）所長は、「CERNはリソース

集約型のシミュレーションと解析における技

術の限界に挑んでいます。ファーウェイとの

協業から新しい刺激的なアプローチが生み

出されました。最新のアーキテクチャによっ

て機能を拡張することで、将来見込まれる

エクサバイト規模のデータ量の増加に備え

られるようになったのです」と述べている。

　ファーウェイのクラウド・ストレージ主任

アーキテクトであるジェームス・ヒューズ

（James Hughes）は、これについて次のよ

うに付け加えている。「CERNオープンラボ

との関係を築くことで、ファーウェイのクラウ

ド・ストレージ製品をさらに向上させるすばら

しい機会を得るとともに、当社の製品が非

常に高度な科学研究における大量データ

環境に耐えうることが証明できました」

　CERNは、量子領域という未知の境地を

開拓し続けている。現在は前述の新たな粒

子について理解を深め、そのほかの宇宙の

謎の究明へとつなげるため、さらに掘り下げた

研究を進めている。ファーウェイのUDSクラウ

ド・ストレージ・システムも、CERNとの協力を

通じてますます発展を続けていくはずだ。

© 2012 CERN

© 2012 CERN
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えていなければならない。CERNの研究デー

タは2007年には合計7ペタバイトであった

が、2009年には15ペタバイトに達し、その

後3年間で25ペタバイトに及ぶことが見込

まれた。このストレージ・システムでは膨大な

データを解析する際にも高速検索を行える

よう、非常に優れたスループットと読み書き

性能が必要になる。さらに、データが格納さ

れるデータベースは国や組織によってさまざ

まであるため、システムはシームレスかつ安

全性の高いものであることが求められる。

　CERNオープンラボが第4フェーズに入っ

た2012年1月、自動化と制御、データベー

ス、ネットワーク接続、プラットフォームなどに

関わるプロジェクトでより徹底した共同作業

がスタートした。いずれのプロジェクトにも、ス

トレージ・システムが必要不可欠である。

　ファーウェイはストレージに精通し、革新的

な次世代クラウド・ソリューションの開発に取

り組んでいる。当社はCERNオープンラボに

貢献するパートナーとして、クラウドベースの

UDS（Universal Distributed Storage：汎

用分散ストレージ）システムを開発し、エクサ

バイト規模（1エクサバイト=1,048,576テ

ラバイト）のデータ・ストレージの課題に対応

している。

　こうした拡張性の高さに加え、ファーウェ

イのUDSクラウド・ストレージは高い信頼性

と幅広い互換性を備えている。また高密度

なノジュール分散を採用し、エネルギー効率

のよいARM（Advanced RISC Machine：

アドバンストRISCマシン）アーキテクチャに

基づいた設計となっている。UDSでは、オブ

ジェクト・ベース・ストレージ、P2P分散スト

レージ・エンジン、クラスタリング・アプリケー

ションが統合された、大規模なオブジェクト・

ベース・ストレージのインフラストラクチャ上

でビッグ・データの格納や共有ができる。ま

た、ノードごとに作業負荷をインテリジェント

に調整することで、これまでのような性能上

のボトルネックを改善し、容量拡大に合わせ

てシステム性能も等しく増加できるように

なっている。

　ファーウェイのUDSクラウド・ストレージ・シ

ステムは99.999999999%（9が11個）の

信頼性を備えており、データセンター間の冗

長化も強化している。また、データのセキュリ

ティーも全段階で確保され、インターフェー

ス、保存、転送の各プロセスにおける多重コ

ピー、消去コード、マルチレイヤー暗号化検

証などを通じ、ノード、ストレージ、データセン

ターの各レベルでデータを保護する。

　このソリューションは、コスト効率の点で

も優れている。デスクトップ・ハード・ドライブ、

インテリジェントかつオートマティックな障害

回復、高エネルギー効率のARMチップ、効

果的な冷却技術など、各種の自動保守技

術によって保守コストを削減すると同時に、

ストレージの可用性・信頼性の効率的な向

上も実現している。また、S3インターフェー

ス、NFS／CIFSプロトコル、主要なバック

アップ・ソフトウェアとの互換性があるため、

使い勝手のよいエンド・ツー・エンドのパブ

リック・クラウド・ソリューションであるととも

に、さまざまな用途におけるストレージへの

アクセス要件を満たすことができる。

　ファーウェイは2012年の始めに、CERN

にUDSクラウド・ストレージ・システムを納入

し、3か月間で設置とベンチマーク性能評価

を完了した。読み書き性能は大規模データ

環境できわめて有効であり、拡張性も良好

であることが証明された。全体的に見ると、

まさにワールド・ワイド・ウェブを生み出した組

織に値するスコアであるという評価を受けた

のである。

　CERNオープンラボのボブ・ジョーンズ

（Bob Jones）所長は、「CERNはリソース

集約型のシミュレーションと解析における技

術の限界に挑んでいます。ファーウェイとの

協業から新しい刺激的なアプローチが生み

出されました。最新のアーキテクチャによっ

て機能を拡張することで、将来見込まれる

エクサバイト規模のデータ量の増加に備え

られるようになったのです」と述べている。

　ファーウェイのクラウド・ストレージ主任

アーキテクトであるジェームス・ヒューズ

（James Hughes）は、これについて次のよ

うに付け加えている。「CERNオープンラボ

との関係を築くことで、ファーウェイのクラウ

ド・ストレージ製品をさらに向上させるすばら

しい機会を得るとともに、当社の製品が非

常に高度な科学研究における大量データ

環境に耐えうることが証明できました」

　CERNは、量子領域という未知の境地を

開拓し続けている。現在は前述の新たな粒

子について理解を深め、そのほかの宇宙の

謎の究明へとつなげるため、さらに掘り下げた

研究を進めている。ファーウェイのUDSクラウ

ド・ストレージ・システムも、CERNとの協力を

通じてますます発展を続けていくはずだ。
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　スイスに本部があるCERNは世界最大

の素粒子物理学研究機関で、世界の素粒

子物理学界の科学者の半分以上がメン

バーとして名を連ねている。1954年の設立

以来、CERNは何度も科学の歴史的な

進展の舞台となってきた。世界初の陽子・

陽子衝突（1971年）、中性カレントの発見

（1973年）、W粒子とZ粒子の発見（1983

年）などが、そのごく一部だ。2012年7月4

日、CERNはATLAS（A Toroidal Large 

Hadron Collider Apparatus：ドーナツ

型のLHC（大型ハドロン衝突型加速器）装

置）とCMS（Compact Muon Solenoid：

小型ミューオン・ソレノイド）で実施した2つ

の汎用実験において、質量約125～126 

GeV（gigaelectronvolt：ギガ電子ボルト）

の新たな亜原子粒子の存在を証明したと

発表した。この粒子は、すべての物質に質

量を与えている粒子として長らく捜し求めら

れてきたヒッグス粒子が持つとされる性質を

備えている。傑出した物理学者でありハー

ド・サイエンス分野では随一の著名人にして

『ホーキング、宇宙を語る』の著者として知ら

れるスティーヴン・ホーキング（Stephen 

Hawking）氏は、ヒッグス粒子の存在を

疑っていたため、この発見によって賭けに

負け、100ドルを失うこととなった。

　しかしながら、この大発見はCERNが実

現を目指す多くの目標のひとつにすぎない。

高エネルギー素粒子物理学における研究

ニーズに応えるため、CERNは宇宙の神秘

の解明を使命としたきわめて大規模なグリッ

ド・コンピューティング・システムを構築した。

WLCG（Worldwide LHC Computing 
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リッド）Tier-0と呼ばれるCERNのデータセン

ターは、世界各地に広がる同機構のコン

ピューティング・リソースの中核を成しており、

現在、年間20ペタバイトを超えるLHCデー

タの格納と解析が可能となっている。

　CERNは全世界のICTの先進企業と協

力し、世界中の素粒子物理学界で利用で

きる最先端のITソリューションの開発を促

進することを目的としたCERNオープンラボ

を設立した。近年CERNのデータ量は驚異

的な勢いで増加を続け、ストレージ・システム

の拡張性と信頼性に深刻な課題が生じて

いる。そのためオープンラボは2011年、次

に示すような評価基準を設け、新たなスト

レージ技術の評価を開始した。

　まず、1,600万回を超える粒子衝突から

の貴重な未加工データをはじめ、長年にわ

たる実験で蓄積された研究データを格納す
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開拓し続けている。現在は前述の新たな粒

子について理解を深め、そのほかの宇宙の

謎の究明へとつなげるため、さらに掘り下げた
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長化も強化している。また、データのセキュリ

ティーも全段階で確保され、インターフェー

ス、保存、転送の各プロセスにおける多重コ

ピー、消去コード、マルチレイヤー暗号化検

証などを通じ、ノード、ストレージ、データセン

ターの各レベルでデータを保護する。

　このソリューションは、コスト効率の点で

も優れている。デスクトップ・ハード・ドライブ、

インテリジェントかつオートマティックな障害

回復、高エネルギー効率のARMチップ、効

果的な冷却技術など、各種の自動保守技

術によって保守コストを削減すると同時に、

ストレージの可用性・信頼性の効率的な向

上も実現している。また、S3インターフェー

ス、NFS／CIFSプロトコル、主要なバック

アップ・ソフトウェアとの互換性があるため、

使い勝手のよいエンド・ツー・エンドのパブ

リック・クラウド・ソリューションであるととも

に、さまざまな用途におけるストレージへの

アクセス要件を満たすことができる。

　ファーウェイは2012年の始めに、CERN

にUDSクラウド・ストレージ・システムを納入

し、3か月間で設置とベンチマーク性能評価

を完了した。読み書き性能は大規模データ

環境できわめて有効であり、拡張性も良好

であることが証明された。全体的に見ると、

まさにワールド・ワイド・ウェブを生み出した組

織に値するスコアであるという評価を受けた

のである。

　CERNオープンラボのボブ・ジョーンズ

（Bob Jones）所長は、「CERNはリソース

集約型のシミュレーションと解析における技

術の限界に挑んでいます。ファーウェイとの

協業から新しい刺激的なアプローチが生み

出されました。最新のアーキテクチャによっ

て機能を拡張することで、将来見込まれる

エクサバイト規模のデータ量の増加に備え

られるようになったのです」と述べている。

　ファーウェイのクラウド・ストレージ主任

アーキテクトであるジェームス・ヒューズ

（James Hughes）は、これについて次のよ

うに付け加えている。「CERNオープンラボ

との関係を築くことで、ファーウェイのクラウ

ド・ストレージ製品をさらに向上させるすばら

しい機会を得るとともに、当社の製品が非

常に高度な科学研究における大量データ

環境に耐えうることが証明できました」

　CERNは、量子領域という未知の境地を

開拓し続けている。現在は前述の新たな粒

子について理解を深め、そのほかの宇宙の

謎の究明へとつなげるため、さらに掘り下げた

研究を進めている。ファーウェイのUDSクラウ

ド・ストレージ・システムも、CERNとの協力を

通じてますます発展を続けていくはずだ。

UDSで限界に挑む

CERNはリソース集約型のシミュレーションと

解析における技術の限界に挑んでいます。

ファーウェイと協業し、最新のアーキテクチャによって

機能を拡張することで、将来見込まれる

エクサバイト規模のデータ量の増加に

備えられるようになりました。
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ファーウェイ:スイスの市場ニーズと人気

を集めているサービスの傾向を教えてくだ

さい。

シュタイル氏:スイスは（契約顧客数ベース

で）欧州で最もスマートフォンが普及してい

る国で、現在の普及率は60%に達していま

す。ユーザーのデータ使用量は多く、アプリ

ケーションに対するニーズも増えています。

求められているのはスピードとカバレッジで

す。適切なネットワークを構築してデータを

収益化し、それを拡大していけば、サンライ

ズの勝算は大いにあります。

　スイスではバンドル型サービスもトレンドと

なっています。IPTVは大変な成功を収めて

いますし、当社ではFTTH（Fiber To The 

Home：ファイバー・トゥー・ザ・ホーム）の導入

も進めており、これから広範囲に展開してい

く予定です。固定、TV、インターネット、モバ

イルを斬新に組み合わせたサービスが数多

く市場に出まわっています。業界最大手の

企業以外で唯一こうしたサービスをすべて

取り揃えている当社は、大きなチャンスを迎

えています。

ファーウェイ:スイスの通信市場における勢

力図を教えていただけますか。

シュタイル氏:最近になって市場規模は大

幅に拡大してきたと言えるでしょう。現在、

通信市場で競合関係にあるのは3つの移

動体通信事業者で、最大手のスイスコム

（Swisscom）が60%の市場シェアを占め

ており、当社の市場シェアはおよそ25%で2

番手です。これに続きオランジュ（Orange、

フランステレコムのブランド名）が市場シェ

ア約15%を占めています。これに加えて、い

ずれはケーブルテレビ会社が携帯電話サー

ビスを提供しはじめるでしょうし、MVNO

（Mobile Virtual Network Operator：仮

想移動体通信事業者）も市場に参入してく

るでしょう。

　2012年7月にスイスコムは大幅な価格引

き下げを発表し、データ速度を元にした新た

な料金体系を導入しました。この料金体系

では、最も高い価格帯（約140ユーロ）のプ

ランでのみLTEの高速通信を享受でき、最

も低い価格帯（約50ユーロ）のプランでは

256Kbpsのサービスしか提供されません。

この展開によりスイスでの競争はすべて価

格とデータ速度に左右されることとなり、こ

れまでコスト面で競争していた当社や競合

他社は難しい立場に置かれました。そのた

め、当社では戦略を転換し、品質に重点を

移したのです。

ファーウェイ:このような新たな局面における

戦略や具体的な取り組みを教えてください。

シュタイル氏:当社の戦略的支柱はいくつ

かあり、たとえばブランド力、販売ネットワー

ク、エンド・ツー・エンドの住宅向けバンドル

型サービスの強化などが挙げられます。また

法人のお客様にクラウドやIPベースのサー

ビスを提供するなど、今後はB2Bの分野に

も力を入れていきたいと思っています。しか

し鍵となる戦略は、当社のネットワークの優

位性を基盤として競争力を発揮するという

ことです。スイス市場では品質、データ速

度、カスタマー・サービスがとりわけ重要で

す。自社のネットワークが業界の最大手と

比べて勝るとは言わないにせよ、少なくとも

それに匹敵したものでなければ、長期的に

生き残ることはできません。

　過去にサンライズが低価格サービスに焦

点を当てていた頃のネットワーク品質は、格

別に優れているとは言えないものでした。現

在は方向性を変え、価格面の優位性と魅力

は保ちつつも、ネットワーク品質についても最

大手と比べて目立った差はなくなりました。

ファーウェイ:昨年の夏、サンライズはTQ 

Netプログラムを立ち上げられました。その

実施範囲や目的、全体の計画など、このプ

ログラムについて詳しく教えてください。

シュタイル氏 :TQ（Top Quality：最高品

質）Netはファーウェイをパートナーとして立

ち上げたプロジェクトです。構想としては、モ

バイル・ネットワーク自体とその運用方法の

両方を完全に変えようというものです。

　現在、当社では数年間にわたる大規模

なネットワーク改良プログラムを実行中で

す。固定および無線ネットワーク、バック

ホール・ネットワークのインフラストラクチャ

のみならず、付加価値サービスやその他の

追加機能も含めて見直そうとしています。

　その第一歩として、ファーウェイの最新技

術を採用してGSMとUMTSネットワーク上

のすべての無線設備を交換し、それと同時

にLTEへの移行を迅速かつスムーズに実

行する準備を整えています。

ファーウェイ:ネットワーク交換に関して直

面している課題とその解決方法を教えてく

ださい。

シュタイル氏:最大の課題は、ネットワークの

更新プログラムの実施と並行して、マネー

ジド・サービスについても前任のプロバイ

ダーからファーウェイへ移管しようとしている

点です。通常はこの2つの作業を同時には

行わないので、今回は当社にとってもファー

ウェイにとっても大きなプレッシャーとなって

います。

　まずどれくらいのリソースをこのプログラム

に投入するのか決定しなければいけません。

当社の社員、移管元の全関係者、ファー

ウェイのR&D関係者が密接に協力し、スイ

スで最良のネットワークを開発できるような

環境を整える必要があります。できるだけ

早い時期に装置を導入できるよう、この18

か月間で多大な設備投資が必要となるで

しょう。

　それ以外にも、ネットワークがより安定し

た状態になるまでの12か月間は大変厳しい

期間となることが予想されます。ここで大切

となるのは、当社とファーウェイの両者から

の絶対的な献身です。当社がファーウェイ

を選んだのも、大変献身的な新パートナー

であると確信を持ったからです。

ファーウェイ:具体的なエピソードをお話しい

ただけますか。

シュタイル氏:前任のマネージド・サービス・

プロバイダーはNOC（Network Operations 

Center：ネットワーク運用センター）をルーマ

ニアに持っており、スイスでのNOC開設に

投資するのを渋っていました。ファーウェイ

を選んでよかった理由のひとつは、スイスに

現地のNOCを建設することに協力的だっ

たことです。ファーウェイはおよそ2か月とい

う短期間で、建物を賃貸してすべての準備

を整えたのです。この一件で、当社の関係

者はファーウェイがプロジェクトを遂行する

上でいかに献身的なパートナーであるかを

はっきりと理解し、その先の見通しが明るく

なりました。

ファーウェイ:ネットワーク全体に対するマ

ネージド・サービス・プロバイダーを選定する

にあたり鍵となった基準と懸案事項は何

だったのでしょうか。

シュタイル氏:第一の基準は費用について

の透明性が高いことです。5年契約は大変

長い期間です。プログラムの実施に要する

設備投資と運用コストを当社にきちんと説

明できる企業をパートナーに選定したいと

考えていました。

　2番目に、移動通信と固定通信に関する

すべての技術を効率よく提供し、同時に運

用もできることがパートナーとする企業の条

件でした。前任のマネージド・サービス・プロ

バイダーが当社のネットワークを稼働させて

いた当時は、使用していた他社製品に不

具合が発生することが多々ありました。これ

には相当苦労させられたので、次はすべて

を任せられるパートナーを探すことにしたの

です。

　3番目の基準は、パートナーの当社に対

する献身です。当社は小さな国の小規模な

通信事業者であり、これまではタイムリーな

サービスをなかなか受けられませんでした。

こうした課題を解決するため、サンライズを

最優先し、十分なリソースと時間を割いて

当社の成功に尽力してくれるようなパート

ナーと巡り合いたいと思っていました。

　結論として、ファーウェイの提示する価格

とサービスは納得のいくものですし、今後数

年の展望も良好だと思います。必要な技術

はすべて備えており、優れたR&D部門がさ

らなる開発に取り組んでいることに加え、当

社が成功するための献身も惜しみません。

これがファーウェイを選んだ理由です。

ファーウェイ:ファーウェイは前任のベンダー

からマネージド・サービス・プロバイダーとし

ての業務を引き継ぐわけですが、いわばこ

の「第2世代マネージド・サービス」へ移行

するという状況でどんな課題に直面してい

ますか。

シュタイル氏:大きな転換にはつきもののあ

らゆる課題が起こりうるでしょう。人を動かそ

うと思えば、人の心を動かさなければいけま

せん。テクノロジーを動かそうと思えば、その

処理プロセスを理解しなければいけません。

企業向けのサービスを実施する際は、住宅

向けとはまったく異なる処理プロセスを理解

している必要があります。これはエンジニア

リングにおいてはいっそう複雑です。トポロ

ジーとネットワークの構図を理解し、過去に

うまく稼働していたもので残すべきものは何

か、ネットワークや処理プロセスを向上させ

るために変更すべきものは何かということを

知っておく必要があります。

　第2世代のマネージド・サービスへの移行

にあたっては、前任のプロバイダーから

ファーウェイへ、サンライズからファーウェイ

へ、さらに前任のプロバイダーからサンライ

ズへという3つの人員異動が生じます。これ

は第1世代のマネージド・サービスに比べて

圧倒的に難易度が高いと思います。第1世

代では直接当社から全プロセス、書類、人

員の引き継ぎができたので、はじめの2年間

はそれまでと同じ方法で実施した後、より有

用な方法に移行するといった手法がとれた

わけです。

　今回は全く勝手が異なります。前任の

マネージド・サービス・プロバイダーと当社は

4年間パートナーでした。その間、当社がそ

れまでに実施していたプロセスを引き継いで

変更を加えています。たとえば、NOCをルー

マニアに設置し、当社のプロセスや人員配

置を変更し、同社のリソースを一部当社に

提供していました。ファーウェイはこうした複

雑な状況の中に入ってくることになります。

ばらばらになっている要素をまとめて引き受

け、正しく並べなおす必要があるのです。

ファーウェイ:新しいパートナーとプロジェクト

を進めるにあたり、成功の秘訣は何だとお

考えですか。

シュタイル氏:成功の秘訣は、中国をはじめ

各国から集まったファーウェイのエンジニ

ア、現地のサービス・スタッフ、前任のプロ

バイダーの担当者などから構成される献身

的なチームでしょう。この合同サービス・チー

ムのもと、エンジニアリングに注力し、品質を

向上させ、現地市場を理解した上で、世界

中のベスト・プラクティスと持ちうる限りの

R&D能力を結集することが必要です。この

ように関係者が一丸となって効率よく協力

すれば、サービスと品質を向上させ、今後の

イノベーションを推進することが可能となり

ます。状況を大きく改善できるような大規模

で力強いチームが、サンライズを勝利へと

導いてくれると確信しています。

サンライズはスイスのチューリッヒに本社を置く同国第2の通信事業者で、携帯
電話、固定電話、インターネットあわせて約300万人の契約者にサービスを提
供している。2012年には動画コンテンツ・サービス『Sunrise TV』も開始し、幅
広いサービス展開を強みとしている。

Sunrise価格から品質へ
サンライズ（スイス）の新たな戦略

1996年に設立されて以来、サンライズはスイスで2番目に大き

な通信事業者に成長し、現在ではモバイル、有線、インター

ネット、TVサービスなど多岐にわたるサービスを提供している。

最近スイスの業界最大手が価格引き下げを実施したのを受け

て、サンライズのCEOであるオリバー・シュタイル（Oliver 

Steil）氏は同社を長期的な成功に導く鍵は品質であるという

認識を強めている。シュタイル氏に、同国の通信市場における

最近の傾向とサンライズの戦略について聞いた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan

サンライズ CEO
オリバー・シュタイル氏

/ JUL.2013

業界最大手が
新たな料金体系を導入したことで、
これまでコスト面で競争していた各社は
難しい立場に置かれました。
そのため、当社では戦略を転換し、
品質に重点を移したのです。

戦略的な転換

O l i v e r  S t e i l
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す。ユーザーのデータ使用量は多く、アプリ

ケーションに対するニーズも増えています。

求められているのはスピードとカバレッジで
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（Mobile Virtual Network Operator：仮
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き下げを発表し、データ速度を元にした新た

な料金体系を導入しました。この料金体系

では、最も高い価格帯（約140ユーロ）のプ

ランでのみLTEの高速通信を享受でき、最

も低い価格帯（約50ユーロ）のプランでは

256Kbpsのサービスしか提供されません。

この展開によりスイスでの競争はすべて価

格とデータ速度に左右されることとなり、こ

れまでコスト面で競争していた当社や競合

他社は難しい立場に置かれました。そのた

め、当社では戦略を転換し、品質に重点を
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も力を入れていきたいと思っています。しか

し鍵となる戦略は、当社のネットワークの優

位性を基盤として競争力を発揮するという

ことです。スイス市場では品質、データ速

度、カスタマー・サービスがとりわけ重要で

す。自社のネットワークが業界の最大手と

比べて勝るとは言わないにせよ、少なくとも

それに匹敵したものでなければ、長期的に

生き残ることはできません。

　過去にサンライズが低価格サービスに焦

点を当てていた頃のネットワーク品質は、格

別に優れているとは言えないものでした。現

在は方向性を変え、価格面の優位性と魅力

は保ちつつも、ネットワーク品質についても最

大手と比べて目立った差はなくなりました。

ファーウェイ:昨年の夏、サンライズはTQ 

Netプログラムを立ち上げられました。その

実施範囲や目的、全体の計画など、このプ

ログラムについて詳しく教えてください。

シュタイル氏 :TQ（Top Quality：最高品

質）Netはファーウェイをパートナーとして立

ち上げたプロジェクトです。構想としては、モ

バイル・ネットワーク自体とその運用方法の

両方を完全に変えようというものです。

　現在、当社では数年間にわたる大規模

なネットワーク改良プログラムを実行中で

す。固定および無線ネットワーク、バック

ホール・ネットワークのインフラストラクチャ

のみならず、付加価値サービスやその他の

追加機能も含めて見直そうとしています。

　その第一歩として、ファーウェイの最新技

術を採用してGSMとUMTSネットワーク上

のすべての無線設備を交換し、それと同時

にLTEへの移行を迅速かつスムーズに実

行する準備を整えています。

ファーウェイ:ネットワーク交換に関して直

面している課題とその解決方法を教えてく

ださい。

シュタイル氏:最大の課題は、ネットワークの

更新プログラムの実施と並行して、マネー

ジド・サービスについても前任のプロバイ

ダーからファーウェイへ移管しようとしている

点です。通常はこの2つの作業を同時には

行わないので、今回は当社にとってもファー

ウェイにとっても大きなプレッシャーとなって

います。

　まずどれくらいのリソースをこのプログラム

に投入するのか決定しなければいけません。

当社の社員、移管元の全関係者、ファー

ウェイのR&D関係者が密接に協力し、スイ

スで最良のネットワークを開発できるような

環境を整える必要があります。できるだけ

早い時期に装置を導入できるよう、この18

か月間で多大な設備投資が必要となるで

しょう。

　それ以外にも、ネットワークがより安定し

た状態になるまでの12か月間は大変厳しい

期間となることが予想されます。ここで大切

となるのは、当社とファーウェイの両者から

の絶対的な献身です。当社がファーウェイ

を選んだのも、大変献身的な新パートナー

であると確信を持ったからです。

ファーウェイ:具体的なエピソードをお話しい

ただけますか。

シュタイル氏:前任のマネージド・サービス・

プロバイダーはNOC（Network Operations 

Center：ネットワーク運用センター）をルーマ

ニアに持っており、スイスでのNOC開設に

投資するのを渋っていました。ファーウェイ

を選んでよかった理由のひとつは、スイスに

現地のNOCを建設することに協力的だっ

たことです。ファーウェイはおよそ2か月とい

う短期間で、建物を賃貸してすべての準備

を整えたのです。この一件で、当社の関係

者はファーウェイがプロジェクトを遂行する

上でいかに献身的なパートナーであるかを

はっきりと理解し、その先の見通しが明るく

なりました。

ファーウェイ:ネットワーク全体に対するマ

ネージド・サービス・プロバイダーを選定する

にあたり鍵となった基準と懸案事項は何

だったのでしょうか。

シュタイル氏:第一の基準は費用について

の透明性が高いことです。5年契約は大変

長い期間です。プログラムの実施に要する

設備投資と運用コストを当社にきちんと説

明できる企業をパートナーに選定したいと

考えていました。

　2番目に、移動通信と固定通信に関する

すべての技術を効率よく提供し、同時に運

用もできることがパートナーとする企業の条

件でした。前任のマネージド・サービス・プロ

バイダーが当社のネットワークを稼働させて

いた当時は、使用していた他社製品に不

具合が発生することが多々ありました。これ

には相当苦労させられたので、次はすべて

を任せられるパートナーを探すことにしたの

です。

　3番目の基準は、パートナーの当社に対

する献身です。当社は小さな国の小規模な

通信事業者であり、これまではタイムリーな

サービスをなかなか受けられませんでした。

こうした課題を解決するため、サンライズを

最優先し、十分なリソースと時間を割いて

当社の成功に尽力してくれるようなパート

ナーと巡り合いたいと思っていました。

　結論として、ファーウェイの提示する価格

とサービスは納得のいくものですし、今後数

年の展望も良好だと思います。必要な技術

はすべて備えており、優れたR&D部門がさ

らなる開発に取り組んでいることに加え、当

社が成功するための献身も惜しみません。

これがファーウェイを選んだ理由です。

ファーウェイ:ファーウェイは前任のベンダー

からマネージド・サービス・プロバイダーとし

ての業務を引き継ぐわけですが、いわばこ

の「第2世代マネージド・サービス」へ移行

するという状況でどんな課題に直面してい

ますか。

シュタイル氏:大きな転換にはつきもののあ

らゆる課題が起こりうるでしょう。人を動かそ

うと思えば、人の心を動かさなければいけま

せん。テクノロジーを動かそうと思えば、その

処理プロセスを理解しなければいけません。

企業向けのサービスを実施する際は、住宅

向けとはまったく異なる処理プロセスを理解

している必要があります。これはエンジニア

リングにおいてはいっそう複雑です。トポロ

ジーとネットワークの構図を理解し、過去に

うまく稼働していたもので残すべきものは何

か、ネットワークや処理プロセスを向上させ

るために変更すべきものは何かということを

知っておく必要があります。

　第2世代のマネージド・サービスへの移行

にあたっては、前任のプロバイダーから

ファーウェイへ、サンライズからファーウェイ

へ、さらに前任のプロバイダーからサンライ

ズへという3つの人員異動が生じます。これ

は第1世代のマネージド・サービスに比べて

圧倒的に難易度が高いと思います。第1世

代では直接当社から全プロセス、書類、人

員の引き継ぎができたので、はじめの2年間

はそれまでと同じ方法で実施した後、より有

用な方法に移行するといった手法がとれた

わけです。

　今回は全く勝手が異なります。前任の

マネージド・サービス・プロバイダーと当社は

4年間パートナーでした。その間、当社がそ

れまでに実施していたプロセスを引き継いで

変更を加えています。たとえば、NOCをルー

マニアに設置し、当社のプロセスや人員配

置を変更し、同社のリソースを一部当社に

提供していました。ファーウェイはこうした複

雑な状況の中に入ってくることになります。

ばらばらになっている要素をまとめて引き受

け、正しく並べなおす必要があるのです。

ファーウェイ:新しいパートナーとプロジェクト

を進めるにあたり、成功の秘訣は何だとお

考えですか。

シュタイル氏:成功の秘訣は、中国をはじめ

各国から集まったファーウェイのエンジニ

ア、現地のサービス・スタッフ、前任のプロ

バイダーの担当者などから構成される献身

的なチームでしょう。この合同サービス・チー

ムのもと、エンジニアリングに注力し、品質を

向上させ、現地市場を理解した上で、世界

中のベスト・プラクティスと持ちうる限りの

R&D能力を結集することが必要です。この

ように関係者が一丸となって効率よく協力

すれば、サービスと品質を向上させ、今後の

イノベーションを推進することが可能となり
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で力強いチームが、サンライズを勝利へと

導いてくれると確信しています。

サンライズはスイスのチューリッヒに本社を置く同国第2の通信事業者で、携帯
電話、固定電話、インターネットあわせて約300万人の契約者にサービスを提
供している。2012年には動画コンテンツ・サービス『Sunrise TV』も開始し、幅
広いサービス展開を強みとしている。

Sunrise価格から品質へ
サンライズ（スイス）の新たな戦略

1996年に設立されて以来、サンライズはスイスで2番目に大き

な通信事業者に成長し、現在ではモバイル、有線、インター

ネット、TVサービスなど多岐にわたるサービスを提供している。

最近スイスの業界最大手が価格引き下げを実施したのを受け

て、サンライズのCEOであるオリバー・シュタイル（Oliver 

Steil）氏は同社を長期的な成功に導く鍵は品質であるという

認識を強めている。シュタイル氏に、同国の通信市場における

最近の傾向とサンライズの戦略について聞いた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan

サンライズ CEO
オリバー・シュタイル氏
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業界最大手が
新たな料金体系を導入したことで、
これまでコスト面で競争していた各社は
難しい立場に置かれました。
そのため、当社では戦略を転換し、
品質に重点を移したのです。

戦略的な転換
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さい。
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いますし、当社ではFTTH（Fiber To The 

Home：ファイバー・トゥー・ザ・ホーム）の導入
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く市場に出まわっています。業界最大手の

企業以外で唯一こうしたサービスをすべて
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実施範囲や目的、全体の計画など、このプ

ログラムについて詳しく教えてください。
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ち上げたプロジェクトです。構想としては、モ
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両方を完全に変えようというものです。
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のみならず、付加価値サービスやその他の

追加機能も含めて見直そうとしています。
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にLTEへの移行を迅速かつスムーズに実
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を選んだのも、大変献身的な新パートナー

であると確信を持ったからです。

ファーウェイ:具体的なエピソードをお話しい

ただけますか。

シュタイル氏:前任のマネージド・サービス・
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Center：ネットワーク運用センター）をルーマ

ニアに持っており、スイスでのNOC開設に

投資するのを渋っていました。ファーウェイ

を選んでよかった理由のひとつは、スイスに

現地のNOCを建設することに協力的だっ

たことです。ファーウェイはおよそ2か月とい

う短期間で、建物を賃貸してすべての準備

を整えたのです。この一件で、当社の関係

者はファーウェイがプロジェクトを遂行する

上でいかに献身的なパートナーであるかを

はっきりと理解し、その先の見通しが明るく
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ネージド・サービス・プロバイダーを選定する

にあたり鍵となった基準と懸案事項は何

だったのでしょうか。

シュタイル氏:第一の基準は費用について

の透明性が高いことです。5年契約は大変

長い期間です。プログラムの実施に要する

設備投資と運用コストを当社にきちんと説

明できる企業をパートナーに選定したいと

考えていました。
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すべての技術を効率よく提供し、同時に運
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バイダーが当社のネットワークを稼働させて

いた当時は、使用していた他社製品に不

具合が発生することが多々ありました。これ

には相当苦労させられたので、次はすべて

を任せられるパートナーを探すことにしたの
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する献身です。当社は小さな国の小規模な

通信事業者であり、これまではタイムリーな

サービスをなかなか受けられませんでした。
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とサービスは納得のいくものですし、今後数
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はすべて備えており、優れたR&D部門がさ

らなる開発に取り組んでいることに加え、当

社が成功するための献身も惜しみません。
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ファーウェイ:ファーウェイは前任のベンダー
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せん。テクノロジーを動かそうと思えば、その
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向けとはまったく異なる処理プロセスを理解
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リングにおいてはいっそう複雑です。トポロ

ジーとネットワークの構図を理解し、過去に

うまく稼働していたもので残すべきものは何

か、ネットワークや処理プロセスを向上させ

るために変更すべきものは何かということを

知っておく必要があります。

　第2世代のマネージド・サービスへの移行

にあたっては、前任のプロバイダーから

ファーウェイへ、サンライズからファーウェイ

へ、さらに前任のプロバイダーからサンライ

ズへという3つの人員異動が生じます。これ

は第1世代のマネージド・サービスに比べて

圧倒的に難易度が高いと思います。第1世

代では直接当社から全プロセス、書類、人

員の引き継ぎができたので、はじめの2年間

はそれまでと同じ方法で実施した後、より有

用な方法に移行するといった手法がとれた

わけです。

　今回は全く勝手が異なります。前任の

マネージド・サービス・プロバイダーと当社は

4年間パートナーでした。その間、当社がそ

れまでに実施していたプロセスを引き継いで

変更を加えています。たとえば、NOCをルー

マニアに設置し、当社のプロセスや人員配

置を変更し、同社のリソースを一部当社に

提供していました。ファーウェイはこうした複

雑な状況の中に入ってくることになります。

ばらばらになっている要素をまとめて引き受

け、正しく並べなおす必要があるのです。

ファーウェイ:新しいパートナーとプロジェクト

を進めるにあたり、成功の秘訣は何だとお

考えですか。

シュタイル氏:成功の秘訣は、中国をはじめ

各国から集まったファーウェイのエンジニ

ア、現地のサービス・スタッフ、前任のプロ

バイダーの担当者などから構成される献身

的なチームでしょう。この合同サービス・チー

ムのもと、エンジニアリングに注力し、品質を

向上させ、現地市場を理解した上で、世界

中のベスト・プラクティスと持ちうる限りの

R&D能力を結集することが必要です。この

ように関係者が一丸となって効率よく協力

すれば、サービスと品質を向上させ、今後の

イノベーションを推進することが可能となり

ます。状況を大きく改善できるような大規模

で力強いチームが、サンライズを勝利へと

導いてくれると確信しています。

TQ Netプログラム
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ファーウェイ:スイスの市場ニーズと人気

を集めているサービスの傾向を教えてくだ

さい。

シュタイル氏:スイスは（契約顧客数ベース

で）欧州で最もスマートフォンが普及してい

る国で、現在の普及率は60%に達していま

す。ユーザーのデータ使用量は多く、アプリ

ケーションに対するニーズも増えています。

求められているのはスピードとカバレッジで

す。適切なネットワークを構築してデータを

収益化し、それを拡大していけば、サンライ

ズの勝算は大いにあります。

　スイスではバンドル型サービスもトレンドと

なっています。IPTVは大変な成功を収めて

いますし、当社ではFTTH（Fiber To The 

Home：ファイバー・トゥー・ザ・ホーム）の導入

も進めており、これから広範囲に展開してい

く予定です。固定、TV、インターネット、モバ

イルを斬新に組み合わせたサービスが数多

く市場に出まわっています。業界最大手の

企業以外で唯一こうしたサービスをすべて

取り揃えている当社は、大きなチャンスを迎

えています。

ファーウェイ:スイスの通信市場における勢

力図を教えていただけますか。

シュタイル氏:最近になって市場規模は大

幅に拡大してきたと言えるでしょう。現在、

通信市場で競合関係にあるのは3つの移

動体通信事業者で、最大手のスイスコム

（Swisscom）が60%の市場シェアを占め

ており、当社の市場シェアはおよそ25%で2

番手です。これに続きオランジュ（Orange、

フランステレコムのブランド名）が市場シェ

ア約15%を占めています。これに加えて、い

ずれはケーブルテレビ会社が携帯電話サー

ビスを提供しはじめるでしょうし、MVNO

（Mobile Virtual Network Operator：仮

想移動体通信事業者）も市場に参入してく

るでしょう。

　2012年7月にスイスコムは大幅な価格引

き下げを発表し、データ速度を元にした新た

な料金体系を導入しました。この料金体系

では、最も高い価格帯（約140ユーロ）のプ

ランでのみLTEの高速通信を享受でき、最

も低い価格帯（約50ユーロ）のプランでは

256Kbpsのサービスしか提供されません。

この展開によりスイスでの競争はすべて価

格とデータ速度に左右されることとなり、こ

れまでコスト面で競争していた当社や競合

他社は難しい立場に置かれました。そのた

め、当社では戦略を転換し、品質に重点を

移したのです。

ファーウェイ:このような新たな局面における

戦略や具体的な取り組みを教えてください。

シュタイル氏:当社の戦略的支柱はいくつ

かあり、たとえばブランド力、販売ネットワー

ク、エンド・ツー・エンドの住宅向けバンドル

型サービスの強化などが挙げられます。また

法人のお客様にクラウドやIPベースのサー

ビスを提供するなど、今後はB2Bの分野に

も力を入れていきたいと思っています。しか

し鍵となる戦略は、当社のネットワークの優

位性を基盤として競争力を発揮するという

ことです。スイス市場では品質、データ速

度、カスタマー・サービスがとりわけ重要で

す。自社のネットワークが業界の最大手と

比べて勝るとは言わないにせよ、少なくとも

それに匹敵したものでなければ、長期的に

生き残ることはできません。

　過去にサンライズが低価格サービスに焦

点を当てていた頃のネットワーク品質は、格

別に優れているとは言えないものでした。現

在は方向性を変え、価格面の優位性と魅力

は保ちつつも、ネットワーク品質についても最

大手と比べて目立った差はなくなりました。

ファーウェイ:昨年の夏、サンライズはTQ 

Netプログラムを立ち上げられました。その

実施範囲や目的、全体の計画など、このプ

ログラムについて詳しく教えてください。

シュタイル氏 :TQ（Top Quality：最高品

質）Netはファーウェイをパートナーとして立

ち上げたプロジェクトです。構想としては、モ

バイル・ネットワーク自体とその運用方法の

両方を完全に変えようというものです。

　現在、当社では数年間にわたる大規模

なネットワーク改良プログラムを実行中で

す。固定および無線ネットワーク、バック

ホール・ネットワークのインフラストラクチャ

のみならず、付加価値サービスやその他の

追加機能も含めて見直そうとしています。

　その第一歩として、ファーウェイの最新技

術を採用してGSMとUMTSネットワーク上

のすべての無線設備を交換し、それと同時

にLTEへの移行を迅速かつスムーズに実

行する準備を整えています。

ファーウェイ:ネットワーク交換に関して直

面している課題とその解決方法を教えてく

ださい。

シュタイル氏:最大の課題は、ネットワークの

更新プログラムの実施と並行して、マネー

ジド・サービスについても前任のプロバイ

ダーからファーウェイへ移管しようとしている

点です。通常はこの2つの作業を同時には

行わないので、今回は当社にとってもファー

ウェイにとっても大きなプレッシャーとなって

います。

　まずどれくらいのリソースをこのプログラム

に投入するのか決定しなければいけません。

当社の社員、移管元の全関係者、ファー

ウェイのR&D関係者が密接に協力し、スイ

スで最良のネットワークを開発できるような

環境を整える必要があります。できるだけ

早い時期に装置を導入できるよう、この18

か月間で多大な設備投資が必要となるで

しょう。

　それ以外にも、ネットワークがより安定し

た状態になるまでの12か月間は大変厳しい

期間となることが予想されます。ここで大切

となるのは、当社とファーウェイの両者から

の絶対的な献身です。当社がファーウェイ

を選んだのも、大変献身的な新パートナー

であると確信を持ったからです。

ファーウェイ:具体的なエピソードをお話しい

ただけますか。

シュタイル氏:前任のマネージド・サービス・

プロバイダーはNOC（Network Operations 

Center：ネットワーク運用センター）をルーマ

ニアに持っており、スイスでのNOC開設に

投資するのを渋っていました。ファーウェイ

を選んでよかった理由のひとつは、スイスに

現地のNOCを建設することに協力的だっ

たことです。ファーウェイはおよそ2か月とい

う短期間で、建物を賃貸してすべての準備

を整えたのです。この一件で、当社の関係

者はファーウェイがプロジェクトを遂行する

上でいかに献身的なパートナーであるかを

はっきりと理解し、その先の見通しが明るく

なりました。

ファーウェイ:ネットワーク全体に対するマ

ネージド・サービス・プロバイダーを選定する

にあたり鍵となった基準と懸案事項は何

だったのでしょうか。

シュタイル氏:第一の基準は費用について

の透明性が高いことです。5年契約は大変

長い期間です。プログラムの実施に要する

設備投資と運用コストを当社にきちんと説

明できる企業をパートナーに選定したいと

考えていました。

　2番目に、移動通信と固定通信に関する

すべての技術を効率よく提供し、同時に運

用もできることがパートナーとする企業の条

件でした。前任のマネージド・サービス・プロ

バイダーが当社のネットワークを稼働させて

いた当時は、使用していた他社製品に不

具合が発生することが多々ありました。これ

には相当苦労させられたので、次はすべて

を任せられるパートナーを探すことにしたの

です。

　3番目の基準は、パートナーの当社に対

する献身です。当社は小さな国の小規模な

通信事業者であり、これまではタイムリーな

サービスをなかなか受けられませんでした。

こうした課題を解決するため、サンライズを

最優先し、十分なリソースと時間を割いて

当社の成功に尽力してくれるようなパート

ナーと巡り合いたいと思っていました。

　結論として、ファーウェイの提示する価格

とサービスは納得のいくものですし、今後数

年の展望も良好だと思います。必要な技術

はすべて備えており、優れたR&D部門がさ

らなる開発に取り組んでいることに加え、当

社が成功するための献身も惜しみません。

これがファーウェイを選んだ理由です。

ファーウェイ:ファーウェイは前任のベンダー

からマネージド・サービス・プロバイダーとし

ての業務を引き継ぐわけですが、いわばこ

の「第2世代マネージド・サービス」へ移行

するという状況でどんな課題に直面してい

ますか。

シュタイル氏:大きな転換にはつきもののあ

らゆる課題が起こりうるでしょう。人を動かそ

うと思えば、人の心を動かさなければいけま

せん。テクノロジーを動かそうと思えば、その

処理プロセスを理解しなければいけません。

企業向けのサービスを実施する際は、住宅

向けとはまったく異なる処理プロセスを理解

している必要があります。これはエンジニア

リングにおいてはいっそう複雑です。トポロ

ジーとネットワークの構図を理解し、過去に

うまく稼働していたもので残すべきものは何

か、ネットワークや処理プロセスを向上させ

るために変更すべきものは何かということを

知っておく必要があります。

　第2世代のマネージド・サービスへの移行

にあたっては、前任のプロバイダーから

ファーウェイへ、サンライズからファーウェイ

へ、さらに前任のプロバイダーからサンライ

ズへという3つの人員異動が生じます。これ

は第1世代のマネージド・サービスに比べて

圧倒的に難易度が高いと思います。第1世

代では直接当社から全プロセス、書類、人

員の引き継ぎができたので、はじめの2年間

はそれまでと同じ方法で実施した後、より有

用な方法に移行するといった手法がとれた

わけです。

　今回は全く勝手が異なります。前任の

マネージド・サービス・プロバイダーと当社は

4年間パートナーでした。その間、当社がそ

れまでに実施していたプロセスを引き継いで

変更を加えています。たとえば、NOCをルー

マニアに設置し、当社のプロセスや人員配

置を変更し、同社のリソースを一部当社に

提供していました。ファーウェイはこうした複

雑な状況の中に入ってくることになります。

ばらばらになっている要素をまとめて引き受

け、正しく並べなおす必要があるのです。

ファーウェイ:新しいパートナーとプロジェクト

を進めるにあたり、成功の秘訣は何だとお

考えですか。

シュタイル氏:成功の秘訣は、中国をはじめ

各国から集まったファーウェイのエンジニ

ア、現地のサービス・スタッフ、前任のプロ

バイダーの担当者などから構成される献身

的なチームでしょう。この合同サービス・チー

ムのもと、エンジニアリングに注力し、品質を

向上させ、現地市場を理解した上で、世界

中のベスト・プラクティスと持ちうる限りの

R&D能力を結集することが必要です。この

ように関係者が一丸となって効率よく協力

すれば、サービスと品質を向上させ、今後の

イノベーションを推進することが可能となり

ます。状況を大きく改善できるような大規模

で力強いチームが、サンライズを勝利へと

導いてくれると確信しています。
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先進的な北欧市場でR&Dを牽引
ファーウェイ・ノルディック

世界のファーウェイから 　ファーウェイは、通信技術を通じて人々

の生活を豊かにするというビジョンを掲げて

います。このビジョンを世界中で達成するため、

1990年代末、ファーウェイは通信業界に

おける世界のリーディング・カンパニーとな

ることを目指し、グローバル市場に事業を展

開しはじめました。これから進出しようとする

各国の市場について新たに学ぶ上で

ファーウェイが取った戦略は、営業拠点

より先にまずR&D拠点を立ち上げ、各市

場にあわせて優れた通信ソリューションを

開発するということでした。

　こうした戦略に基づいて、ファーウェイは

2001年、ヨーロッパで初めて開設するオ

フィスとしてスウェーデンにR&Dセンターを設

立しました。ヨーロッパのICT業界はここ数

十年で急成長しましたが、とりわけ北欧の

国 は々その成長に大きく寄与しています。北

欧は世界有数の通信機器ベンダーや通

信事業者を輩出しており、何千社にも及ぶ

ICT企業がその能力、経験、イノベーション

を結集している地でもあります。NMT、

GSM、LTEなど、北欧の通信事業者が最新

のワイヤレス技術を世界に先駆けて採用し

ていることからも、この地のICT業界の先進

性がおわかりいただけるでしょう。

　スウェーデンのR&Dセンターは、ワイ

ヤレス技術の研究を専門としており、

SingleRANソリューションの開発におい

ても重要な役割を果たしました。現在、北欧

でのR&D拠点はスウェーデンとフィンランド

の4つのセンターに拡張し、無線ネットワーク

の研究と標準化、基地局技術、端末用ソフ

トウェアや部品などの開発を進めています。

　またノルウェーでは同国の通信最大手

であるテレノールと提携して共同イノベー

ションセンターを設立し、LTEにおけるさらな

る技術革新を推進しています。

　ファーウェイの北欧における事業の大きな

転機となったのが、LTEです。北欧の大手

通信事業者のひとつであるテリアソネラ

は、北欧諸国で1,700万人、世界で1億

5,000万人に携帯通信サービスを提供し

ていますが、同社の北欧の契約者が利用

するデータ・トラフィックは2008年の1年

間で5倍に増加しました。こうした劇的なト

ラフィックの増大に対応し、快適なユー

ザー・エクスペリエンスを保証するため、テ

リアソネラはいち早くLTEへの投資に乗り

出しました。

　2009年1月、テリアソネラは世界初の

商用LTEをノルウェーで展開するにあたり、

ファーウェイをパートナーに選びました。

新しい技術と製品を業界で初めて展開

するという大きなチャレンジを前に、ファー

ウェイとテリアソネラは緊密な連携によっ

て迅速に準備を進め、当初のスケジュー

ルより1か月も早い同年6月、LTEによるモ

バイル・ブロードバンド・インターネット接続

を発表することができました。このデモで

は、下り最大100Mbpsという世界最速

（当時）の通信速度を打ち出しました。それ

から半年も経たない12月14日、テリアソ

ネラは世界初のLTE商用ネットワークを立

ち上げ、同社のお客様はこれまでの3G

ネットワークの10倍もの速度でモバイ

ル・ブロードバンドを楽しむことができるよ

うになったのです。

　また2011年5月には、ノルウェー本土

と北極の中間に位置するスヴァールバ

ル諸島において、テレノールとともに世界

最北端のLTEネットワーク展開を成功させ

ています。これは、ファーウェイの技術が過

酷な自然環境でも優れた性能を発揮でき

ることを証明したとともに、世界のあらゆる

場所に「つながる可能性」をもたらすという

ファーウェイの使命を象徴するプロジェクト

となりました。

　ファーウェイは企業市民として事業を行う

世界各地で地域コミュニティーに積極的に

参画していますが、ファーウェイ・ノルディック

ではとくに教育の領域に注力しています。北

欧諸国の政府にとって重要なトピックのひと

つである「知識ベース社会の構築」という課

題に対応し、ICT業界の次代を担う優秀な

人材を育成するために、教育の機会を提供

する取り組みです。メンター制度、インターン

シップ、ワークショップ、深圳のファーウェイ本

社への招聘など、学生がICTに関心を持ち、

エンジニアを目指すモチベーションを高める

プログラムを複数の学校や大学で実施して

います。今夏はデンマークの学生50名を

上海のR&Dセンターに招待し、スマートフォン

　ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポートで

お伝えします。今回は、先進的な北欧市場でR&D拠点として重要な役割を果たす

ファーウェイ・ノルディックを、同社の広報部ディレクター、ダニエル・エドルンド

（Daniel Edlund）がご紹介します。

開発の最前線に触れてもらう予定です。

　現在ファーウェイ・ノルディックは、北欧の

すべての主要な通信事業者と協業し、6つ

の国内ネットワークを構築しており、数百万

のユーザーに最先端のモバイル通信を提

供しています。いまや北欧が生んだ世界的

な通信機器大手と肩を並べる存在となった

ファーウェイは、北欧のICT業界をリードする

とともに、社会に重要な貢献をしています。

これからも、R&Dを通じて先進的な北欧市

場に学びながら、ユーザーのニーズを満たし、

その先を行くイノベーションを生み出して

まいります。

先進市場で生み出す
技術革新

知識ベース社会の構築に
寄与する教育プログラム

世界初の商用LTEを実現

■カラフルなインテリアが北欧らしいスウェーデンのR&Dセンター
■スヴァールバルに設置された世界最北端のLTE基地局
■2011年には、デンマーク政府およびデンマーク工科大
学をはじめとする同国有数の大学との提携のもと、10名の
大学院生をファーウェイ本社と上海のR&Dセンターに招待。
出発前のイベントに出席したデンマーク外務省のアン・H・
ステフェンセン貿易・企業担当長官（当時、写真前列左から
3番目）、プログラムに参加した学生たちとファーウェイ社員
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ダニエル・エドルンド（Daniel Edlund）

　初めて深圳の本社を訪れたとき、これま
でに体験したことのないような活気と勢い
に圧倒されました。こんなにおもしろい
会社で働くことができるんだ！ と興奮したこ
とを覚えています。その気持ちは入社から3年
経ったいまでも変わらず、やりがいにつな
がっていますし、同僚の多くも同じように

ファーウェイ・ノルディック　広報部ディレクター
スウェーデン出身。広報の分野に10年以上携わ
り、ブリュッセルとストックホルムで世界各国の企
業をクライアントとして経験を積む。2010年に
ファーウェイに入社し、会社がグローバルに成長
すると同時に北欧での存在感を増す過程をとも
に歩んできた。ICT企業が多く集まるストックホルム
郊外のシスタにあるオフィスで、北欧5か国の
事業に関わるコミュニケーションを統括する。

感じているようです。この3年間、さまざまな
文化が入り混じった環境で個人的にも
大きく成長し、中国の文化、ファーウェイの
文化に対する理解も深まりました。これから
どんな未来が待ち受けているのか、日々
わくわくしながら仕事をしています。

ファーウェイ・ノルディック
設立 ： 2001年
所在地 ： ストックホルム（スウェーデン）、コペンハーゲン（デンマーク）、オスロ（ノルウェー）、
ヘルシンキ（フィンランド）、レイキャビク（アイスランド）ほか計11か所
従業員数 ： 約800名（2013年5月現在）

北欧の通信事情

スウェーデンの固定電話加入者数・普及率 ： 460万人・48.72％
スウェーデンの携帯電話加入者数・普及率 ： 1,119万人・118.57％
スウェーデンのインターネット普及率（利用者ベース） ： 91％
スウェーデンの固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 300万人・31.77％ （ITU調べ、2011年現在）

主要通信事業者 ： テリアソネラ、テレ2、テレノール・スウェーデン（以上、スウェーデン）、TDC、
テレノール・デンマーク、テリア・デンマーク（以上、デンマーク）、テレノール、NextGenTel、モバイ
ル・ノルウェー、テレ2ノルゲ（以上、ノルウェー）、エリサ、テリアソネラ・フィンランド、フィンネット・グ
ループ、DNAフィンランド（以上、フィンランド）、Siminn、ボーダフォン・アイスランド、Tal（以上、
アイスランド）

ファーウェイ・ノルディック

北欧の通信事情

スウェーデン

ノルウェー

デンマーク

アイスランド

フィンランド
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先進的な北欧市場でR&Dを牽引
ファーウェイ・ノルディック

世界のファーウェイから 　ファーウェイは、通信技術を通じて人々

の生活を豊かにするというビジョンを掲げて

います。このビジョンを世界中で達成するため、

1990年代末、ファーウェイは通信業界に

おける世界のリーディング・カンパニーとな

ることを目指し、グローバル市場に事業を展

開しはじめました。これから進出しようとする

各国の市場について新たに学ぶ上で

ファーウェイが取った戦略は、営業拠点

より先にまずR&D拠点を立ち上げ、各市

場にあわせて優れた通信ソリューションを

開発するということでした。

　こうした戦略に基づいて、ファーウェイは

2001年、ヨーロッパで初めて開設するオ

フィスとしてスウェーデンにR&Dセンターを設

立しました。ヨーロッパのICT業界はここ数

十年で急成長しましたが、とりわけ北欧の

国 は々その成長に大きく寄与しています。北

欧は世界有数の通信機器ベンダーや通

信事業者を輩出しており、何千社にも及ぶ

ICT企業がその能力、経験、イノベーション

を結集している地でもあります。NMT、

GSM、LTEなど、北欧の通信事業者が最新

のワイヤレス技術を世界に先駆けて採用し

ていることからも、この地のICT業界の先進

性がおわかりいただけるでしょう。

　スウェーデンのR&Dセンターは、ワイ

ヤレス技術の研究を専門としており、

SingleRANソリューションの開発におい

ても重要な役割を果たしました。現在、北欧

でのR&D拠点はスウェーデンとフィンランド

の4つのセンターに拡張し、無線ネットワーク
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通信事業者のひとつであるテリアソネラ

は、北欧諸国で1,700万人、世界で1億

5,000万人に携帯通信サービスを提供し

ていますが、同社の北欧の契約者が利用

するデータ・トラフィックは2008年の1年

間で5倍に増加しました。こうした劇的なト

ラフィックの増大に対応し、快適なユー

ザー・エクスペリエンスを保証するため、テ

リアソネラはいち早くLTEへの投資に乗り
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　2009年1月、テリアソネラは世界初の
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するという大きなチャレンジを前に、ファー

ウェイとテリアソネラは緊密な連携によっ

て迅速に準備を進め、当初のスケジュー

ルより1か月も早い同年6月、LTEによるモ

バイル・ブロードバンド・インターネット接続

を発表することができました。このデモで

は、下り最大100Mbpsという世界最速

（当時）の通信速度を打ち出しました。それ

から半年も経たない12月14日、テリアソ

ネラは世界初のLTE商用ネットワークを立

ち上げ、同社のお客様はこれまでの3G

ネットワークの10倍もの速度でモバイ

ル・ブロードバンドを楽しむことができるよ

うになったのです。

　また2011年5月には、ノルウェー本土

と北極の中間に位置するスヴァールバ

ル諸島において、テレノールとともに世界

最北端のLTEネットワーク展開を成功させ

ています。これは、ファーウェイの技術が過

酷な自然環境でも優れた性能を発揮でき

ることを証明したとともに、世界のあらゆる

場所に「つながる可能性」をもたらすという

ファーウェイの使命を象徴するプロジェクト

となりました。

　ファーウェイは企業市民として事業を行う

世界各地で地域コミュニティーに積極的に

参画していますが、ファーウェイ・ノルディック

ではとくに教育の領域に注力しています。北

欧諸国の政府にとって重要なトピックのひと

つである「知識ベース社会の構築」という課

題に対応し、ICT業界の次代を担う優秀な

人材を育成するために、教育の機会を提供

する取り組みです。メンター制度、インターン

シップ、ワークショップ、深圳のファーウェイ本

社への招聘など、学生がICTに関心を持ち、

エンジニアを目指すモチベーションを高める

プログラムを複数の学校や大学で実施して

います。今夏はデンマークの学生50名を

上海のR&Dセンターに招待し、スマートフォン

　ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポートで

お伝えします。今回は、先進的な北欧市場でR&D拠点として重要な役割を果たす

ファーウェイ・ノルディックを、同社の広報部ディレクター、ダニエル・エドルンド

（Daniel Edlund）がご紹介します。

開発の最前線に触れてもらう予定です。

　現在ファーウェイ・ノルディックは、北欧の

すべての主要な通信事業者と協業し、6つ

の国内ネットワークを構築しており、数百万

のユーザーに最先端のモバイル通信を提

供しています。いまや北欧が生んだ世界的

な通信機器大手と肩を並べる存在となった

ファーウェイは、北欧のICT業界をリードする

とともに、社会に重要な貢献をしています。

これからも、R&Dを通じて先進的な北欧市

場に学びながら、ユーザーのニーズを満たし、

その先を行くイノベーションを生み出して

まいります。

先進市場で生み出す
技術革新

知識ベース社会の構築に
寄与する教育プログラム

世界初の商用LTEを実現

■カラフルなインテリアが北欧らしいスウェーデンのR&Dセンター
■スヴァールバルに設置された世界最北端のLTE基地局
■2011年には、デンマーク政府およびデンマーク工科大
学をはじめとする同国有数の大学との提携のもと、10名の
大学院生をファーウェイ本社と上海のR&Dセンターに招待。
出発前のイベントに出席したデンマーク外務省のアン・H・
ステフェンセン貿易・企業担当長官（当時、写真前列左から
3番目）、プログラムに参加した学生たちとファーウェイ社員
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ダニエル・エドルンド（Daniel Edlund）

　初めて深圳の本社を訪れたとき、これま
でに体験したことのないような活気と勢い
に圧倒されました。こんなにおもしろい
会社で働くことができるんだ！ と興奮したこ
とを覚えています。その気持ちは入社から3年
経ったいまでも変わらず、やりがいにつな
がっていますし、同僚の多くも同じように

ファーウェイ・ノルディック　広報部ディレクター
スウェーデン出身。広報の分野に10年以上携わ
り、ブリュッセルとストックホルムで世界各国の企
業をクライアントとして経験を積む。2010年に
ファーウェイに入社し、会社がグローバルに成長
すると同時に北欧での存在感を増す過程をとも
に歩んできた。ICT企業が多く集まるストックホルム
郊外のシスタにあるオフィスで、北欧5か国の
事業に関わるコミュニケーションを統括する。

感じているようです。この3年間、さまざまな
文化が入り混じった環境で個人的にも
大きく成長し、中国の文化、ファーウェイの
文化に対する理解も深まりました。これから
どんな未来が待ち受けているのか、日々
わくわくしながら仕事をしています。

ファーウェイ・ノルディック
設立 ： 2001年
所在地 ： ストックホルム（スウェーデン）、コペンハーゲン（デンマーク）、オスロ（ノルウェー）、
ヘルシンキ（フィンランド）、レイキャビク（アイスランド）ほか計11か所
従業員数 ： 約800名（2013年5月現在）

北欧の通信事情

スウェーデンの固定電話加入者数・普及率 ： 460万人・48.72％
スウェーデンの携帯電話加入者数・普及率 ： 1,119万人・118.57％
スウェーデンのインターネット普及率（利用者ベース） ： 91％
スウェーデンの固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 300万人・31.77％ （ITU調べ、2011年現在）

主要通信事業者 ： テリアソネラ、テレ2、テレノール・スウェーデン（以上、スウェーデン）、TDC、
テレノール・デンマーク、テリア・デンマーク（以上、デンマーク）、テレノール、NextGenTel、モバイ
ル・ノルウェー、テレ2ノルゲ（以上、ノルウェー）、エリサ、テリアソネラ・フィンランド、フィンネット・グ
ループ、DNAフィンランド（以上、フィンランド）、Siminn、ボーダフォン・アイスランド、Tal（以上、
アイスランド）
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日本のユーザーに愛される製品を目指す
ファーウェイ・ジャパンの端末デザイン

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの多彩な端末製品をご紹介します。

　ファーウェイ・ジャパンはこれまで、

スマートフォン、Wi-Fiルーター、デジタル

フォトフレーム、キッズ向け携帯電話など、

日本市場のニーズを捉えた端末製品を

数多く世に出してきました。日本のユー

ザーの皆様に支持される製品をつくる

ためには、製品の性能だけでなく、色や

形、素材といったデザインも重要な要

素となります。ファーウェイでは、日本独

自の製品はもちろん、グローバルで発

売する製品についても、日本市場によ

りフィットするようデザインをローカライ

ズしています。

　中でもWi-Fiルーターは、海外と日本

で求められるデザインが大きく違う製品

のひとつです。Wi-Fiルーターの普及

率が高く市場が成熟している日本で

は、機能第一の海外とは異なり、長く使

えて飽きのこないデザイン、人とは

ちょっと違ったこだわりのあるデザイン

など、ユーザーの好みが細分化されて

います。また、発売元となる通信事業

者間でもニーズが異なるため、機能面

だけでなくデザインでもそれぞれの特色

を打ち出す必要があります。

　たとえば、今年3月にNTTドコモから

発売された『HW-02E』。これまでビジネ

ス・ユースがメインだったWi-Fiルーター

を女性や若者にも広げたいというニーズ

に合わせ、ファーウェイは柔らかなフォル

ムといままでにない色展開の製品を提

案しました。カラフルでありながら高級感

ある仕上がりにするため、さまざまな色と

質感で何度も試作を重ね、最終的には

ブルー、ホワイト、チョコレートの3色が採

用されました。その斬新なデザインが評

価され、国際的なプロダクトデザインの

賞である「レッド ドット・デザイン賞：プロダ

クトデザイン2013」を受賞しています。

　一方、2月にイー・アクセスから発売さ

れた『Pocket WiFi LTE（GL06P）』と、

4月にKDDIとUQコミュニケーション

ズから発売された『Wi-Fi WALKER 

WiMAX HWD13』（右ページ参照）は、

機能をより重視するビジネス・ユーザー

向け製品として、コンパクトでシンプルな

デザインを追求。グローバルでは丸くて

プレーンな石鹸のような形がトレンドと

なっている中、四角いボディとディテー

ルにこだわったフレームで日本のビジネ

ス・ユーザーのテイストに合ったスタイ

リッシュな雰囲気を実現しました。

　こうした日本独自のデザインは、日本

オフィスのデザイナーと、実際に製品を

開発するファーウェイ本社との間で議論

と試作品のやりとりを経て実現します。

色彩感覚や調色方法の違いから求める

色がなかなか出なかったり、日本人の

「マット＝上質感」という感覚が理解さ

れなかったり、といった苦労も。今後は、

優れた選択眼を持つ日本のユーザーに

合わせたデザインをグローバルの製品に

取り入れていくことも計画しています。

Twitterアカウント ： HUAWEI_Japan_PR　　Facebookアカウント ： ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI JAPAN
端末に関する情報は、Twitter、Facebookでもご覧いただけます。

コンパクトでスタイリッシュな
『Pocket WiFi LTE（GL06P）』

グローバルで展開されている
Wi-Fiルーター『E5331』は
丸くてプレーンなデザイン

　ファーウェイがKDDI、沖縄セルラー、

UQコミュニケーションズ向けに開発

したWiMAXとauの3G対応Wi-Fi

ルーター『Wi-Fi WALKER WiMAX 

HWD13』が4月26日に発売されました。

　薄さ約16mmのコンパクトなボディ

に3,000mAhの大容量バッテリーを

搭載。WiMAXで約6.5時間の連続

通信※1が可能です。約3時間でフル

コンパクトなボディーに大容量バッテリーを搭載
『Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13』

充電できる高速充電※2に対応するほか、

ワンタッチで接続設定ができるWPSを

採用、さらにWi-Fi経由で格納した

microSDのデータを最大5台まで共

有できます。

　カラーバリエーションは、KDDIと沖

縄セルラーから「シャイニーホワイト」、

UQコミュニケーションズからは「ホワイ

ト」の2色を展開します。

『Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13』

　ファーウェイがイー・アクセス向けに開

発したLTE通信規格「UE Category4※1」

対応USBデータカード『data-stick 

GL08D』が6月20日に発売されました。

　LTE UE Category4対応により、外

出先でも大容量データの送受信や動

画・静止画の閲覧、SNSへの投稿など

を快適にお楽しみいただけるほか、従

軽量でコンパクトなUSBスティック型データ端末
『data-stick GL08D』

来機※2から約25%軽量化された約38

ｇのコンパクトボディと回転式USBコネ

クタで、持ち運びも便利に。また、USB

コネクタのため、バッテリー残量を気に

せず利用できます。面倒なセットアップ

作業も不要で、USBを差し込むだけで

簡単かつスピーディーにインターネット

へ接続が可能です。

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信
時）最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの
高速通信を可能とする通信規格です。
USBデーターカード ‘GL03D’ と比較時。

※1

※2

Wi-Fi接続1台の場合の連続データ通信時間です。
充電時間は、共通ACアダプタ04での測定です。

※1
※2

『data-stick GL08D』

洗練された色使いの
『HW-02E』

パッケージにもこだわり、引き出し式のボックスに

試作段階では
日本人に人気の
ピンクも検討

　ファーウェイがイー・アクセス向け

に 開 発したL T E 通 信 規 格「 U E 

Category4※1」対応スマートフォン

『STREAM X EMOBILE GL07S』に

新色「ホワイト」が登場します。発売は7

月中旬を予定しています。

　3月に発売された『STREAM X GL07S』

は、料金プランとあわせた手頃な価格

設定ながら、150Mbps高速ダウン

ロードを実現するLTE UE Category4

に対応し、1.5GHzクアッドコアCPU＋

16コアGPUによる快適な操作と充実し

充実した機能で好評のスマートフォン
『STREAM X GL07S』に新色「ホワイト」登場

た機能で好評を博しています。

　高機能を凝縮したソリッドなデザインと

手になじみやすいラウンドフォルムはその

ままに、マットな「ブラック」と、女性にも使

いやすい艶のある質感が特長の「ホワイ

ト」の2色展開に。高速ウェブ・アクセスや

1 , 3 0 0 万 画 素 の 高 感 度カメラ、

EMOBILE端末初となるおサイフケータ

イ®、2,350mAhの大容量バッテリーで

実現する連続通信約8時間のテザリン

グ機能※2などを、ますます多くのお客様

にお楽しみいただけるようになりました。

『STREAM X GL07S』

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信
時）最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの
高速通信を可能とする通信規格です。
STREAM Xをテザリング機能で使用する場合、
最大通信速度は無線LAN接続時とUSBケーブル
接続時で異なります。連続通信時間は使用環境や
電波状況によって変動します。

※1

※2
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日本のユーザーに愛される製品を目指す
ファーウェイ・ジャパンの端末デザイン

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの多彩な端末製品をご紹介します。

　ファーウェイ・ジャパンはこれまで、

スマートフォン、Wi-Fiルーター、デジタル

フォトフレーム、キッズ向け携帯電話など、

日本市場のニーズを捉えた端末製品を

数多く世に出してきました。日本のユー

ザーの皆様に支持される製品をつくる

ためには、製品の性能だけでなく、色や

形、素材といったデザインも重要な要

素となります。ファーウェイでは、日本独

自の製品はもちろん、グローバルで発

売する製品についても、日本市場によ

りフィットするようデザインをローカライ

ズしています。

　中でもWi-Fiルーターは、海外と日本

で求められるデザインが大きく違う製品

のひとつです。Wi-Fiルーターの普及

率が高く市場が成熟している日本で

は、機能第一の海外とは異なり、長く使

えて飽きのこないデザイン、人とは

ちょっと違ったこだわりのあるデザイン

など、ユーザーの好みが細分化されて

います。また、発売元となる通信事業

者間でもニーズが異なるため、機能面

だけでなくデザインでもそれぞれの特色

を打ち出す必要があります。

　たとえば、今年3月にNTTドコモから

発売された『HW-02E』。これまでビジネ

ス・ユースがメインだったWi-Fiルーター

を女性や若者にも広げたいというニーズ

に合わせ、ファーウェイは柔らかなフォル

ムといままでにない色展開の製品を提

案しました。カラフルでありながら高級感

ある仕上がりにするため、さまざまな色と

質感で何度も試作を重ね、最終的には

ブルー、ホワイト、チョコレートの3色が採

用されました。その斬新なデザインが評

価され、国際的なプロダクトデザインの

賞である「レッド ドット・デザイン賞：プロダ

クトデザイン2013」を受賞しています。

　一方、2月にイー・アクセスから発売さ

れた『Pocket WiFi LTE（GL06P）』と、

4月にKDDIとUQコミュニケーション

ズから発売された『Wi-Fi WALKER 

WiMAX HWD13』（右ページ参照）は、

機能をより重視するビジネス・ユーザー

向け製品として、コンパクトでシンプルな

デザインを追求。グローバルでは丸くて

プレーンな石鹸のような形がトレンドと

なっている中、四角いボディとディテー

ルにこだわったフレームで日本のビジネ

ス・ユーザーのテイストに合ったスタイ

リッシュな雰囲気を実現しました。

　こうした日本独自のデザインは、日本

オフィスのデザイナーと、実際に製品を

開発するファーウェイ本社との間で議論

と試作品のやりとりを経て実現します。

色彩感覚や調色方法の違いから求める

色がなかなか出なかったり、日本人の

「マット＝上質感」という感覚が理解さ

れなかったり、といった苦労も。今後は、

優れた選択眼を持つ日本のユーザーに

合わせたデザインをグローバルの製品に

取り入れていくことも計画しています。

Twitterアカウント ： HUAWEI_Japan_PR　　Facebookアカウント ： ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI JAPAN
端末に関する情報は、Twitter、Facebookでもご覧いただけます。

コンパクトでスタイリッシュな
『Pocket WiFi LTE（GL06P）』

グローバルで展開されている
Wi-Fiルーター『E5331』は
丸くてプレーンなデザイン

　ファーウェイがKDDI、沖縄セルラー、

UQコミュニケーションズ向けに開発

したWiMAXとauの3G対応Wi-Fi

ルーター『Wi-Fi WALKER WiMAX 

HWD13』が4月26日に発売されました。

　薄さ約16mmのコンパクトなボディ

に3,000mAhの大容量バッテリーを

搭載。WiMAXで約6.5時間の連続

通信※1が可能です。約3時間でフル

コンパクトなボディーに大容量バッテリーを搭載
『Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13』

充電できる高速充電※2に対応するほか、

ワンタッチで接続設定ができるWPSを

採用、さらにWi-Fi経由で格納した

microSDのデータを最大5台まで共

有できます。

　カラーバリエーションは、KDDIと沖

縄セルラーから「シャイニーホワイト」、

UQコミュニケーションズからは「ホワイ

ト」の2色を展開します。

『Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13』

　ファーウェイがイー・アクセス向けに開

発したLTE通信規格「UE Category4※1」

対応USBデータカード『data-stick 

GL08D』が6月20日に発売されました。

　LTE UE Category4対応により、外

出先でも大容量データの送受信や動

画・静止画の閲覧、SNSへの投稿など

を快適にお楽しみいただけるほか、従

軽量でコンパクトなUSBスティック型データ端末
『data-stick GL08D』

来機※2から約25%軽量化された約38

ｇのコンパクトボディと回転式USBコネ

クタで、持ち運びも便利に。また、USB

コネクタのため、バッテリー残量を気に

せず利用できます。面倒なセットアップ

作業も不要で、USBを差し込むだけで

簡単かつスピーディーにインターネット

へ接続が可能です。

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信
時）最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの
高速通信を可能とする通信規格です。
USBデーターカード ‘GL03D’ と比較時。

※1

※2

Wi-Fi接続1台の場合の連続データ通信時間です。
充電時間は、共通ACアダプタ04での測定です。

※1
※2

『data-stick GL08D』

洗練された色使いの
『HW-02E』

パッケージにもこだわり、引き出し式のボックスに

試作段階では
日本人に人気の
ピンクも検討

　ファーウェイがイー・アクセス向け

に 開 発したL T E 通 信 規 格「 U E 

Category4※1」対応スマートフォン

『STREAM X EMOBILE GL07S』に

新色「ホワイト」が登場します。発売は7

月中旬を予定しています。

　3月に発売された『STREAM X GL07S』

は、料金プランとあわせた手頃な価格

設定ながら、150Mbps高速ダウン

ロードを実現するLTE UE Category4

に対応し、1.5GHzクアッドコアCPU＋

16コアGPUによる快適な操作と充実し

充実した機能で好評のスマートフォン
『STREAM X GL07S』に新色「ホワイト」登場

た機能で好評を博しています。

　高機能を凝縮したソリッドなデザインと

手になじみやすいラウンドフォルムはその

ままに、マットな「ブラック」と、女性にも使

いやすい艶のある質感が特長の「ホワイ

ト」の2色展開に。高速ウェブ・アクセスや

1 , 3 0 0 万 画 素 の 高 感 度カメラ、

EMOBILE端末初となるおサイフケータ

イ®、2,350mAhの大容量バッテリーで

実現する連続通信約8時間のテザリン

グ機能※2などを、ますます多くのお客様

にお楽しみいただけるようになりました。

『STREAM X GL07S』

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信
時）最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの
高速通信を可能とする通信規格です。
STREAM Xをテザリング機能で使用する場合、
最大通信速度は無線LAN接続時とUSBケーブル
接続時で異なります。連続通信時間は使用環境や
電波状況によって変動します。

※1

※2
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ファーウェイ ジャパン ハイライト
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ファーウェイ グローバル ハイライト

業界最大容量の商用BRASボードを発表

2013年4月2日

　米国カリフォルニア州アナハイムで行わ

れた光／IPネットワーク関連のイベント

『OFC／NFOEC 2013』において、最大

40テラビットの伝送が可能となるWDMシス

テムのプロトタイプを発表しました。このプロト

タイプは20のC-Band光チャネルで2Tbpsを

同時に伝送し、1本の光ファイバーで業界最

高水準となる最大40Tbpsの伝送容量を実

現します。これは、最大1,000万人のユー

ザーが同時にオンデマンドHD動画配信サー

ビスを楽しむことが可能な容量に相当します。

発表しました。10／40／100ギガビットと

いった、各種サブボードに対応するマルチ・イ

ンターフェースを備え、相当数の固定イン

ターネット接続サービス加入者をサポートす

るとともに、IPv4とIPv6の両プロトコルの使

用を可能にするデュアルスタック・アクセスを

実現。さらに最先端の技術設計に基づく

チップやケーブル・クリップにより、消費電力

を削減し、エネルギー効率を向上します。

　4月23日、ICT産業を担当する500名以

上のアナリスト、メディアを中国・深圳に迎え、

第10回グローバル・アナリスト・サミットを開催

しました。同サミットはこの10年で、ファーウェ

イの業績および事業・技術戦略について最

新の情報を共有するプラットフォームとして、

ICT産業に影響を与える今後の発展や傾向

について業界屈指のアナリストと議論する

貴重な機会となっています。

アナリスト・サミットでスピーチをするファーウェイ取締役
副会長で輪番CEOの一人、徐直軍（エリック・シュー）

　フランスのパリで開催された『MPLS & 

Ethernet World Congress 2013』におい

て、業界初の商用240ギガビットBRAS

（Broadband Remote Access Server／

Broadband Network Gateway）ボードを

超大容量40テラビットの伝送が可能となる
WDMシステムのプロトタイプを発表

2013年3月28日

ファーウェイ創業者兼CEO任正非、ニュージーランドのICT産業への継続的な貢献を表明

　ファーウェイ創業者兼CEO任正非（レン・

ジェンフェイ）は、5月9日、ニュージーランドに

おいて初めてメディア取材に応じ、「ファーウェイ

は、ニュージーランドのデジタル経済の発展に

貢献すべく、今後も引き続き尽力する」と表明

しました。ファーウェイは同国の主要通信事業

　東京ビッグサイトにて開催された『ワイヤレ

スジャパン2013』において、ファーウェイ・

ジャパン副社長・ソリューション＆マーケティ

ング本部長の周明成（Zhou Mingcheng）が

「道を拓く モバイル・ブロードバンドの成功に

向けて」と題した基調講演を行いました。

また、第２ビジネス・ディベロップメント本部モ

バイルアクセスグループのテクニカルディレ

クター、鹿島毅がモバイルキャリア向けイン

フラソリューションフォーラムにて「モバイルイ

ンフラの発展およびファーウェイのソリュー

ション」について講演しました。

的に開かれた本セミナーにて、荒木氏は東日

本大震災の発生時から被災地復旧の陣頭

指揮を執られた経験から、非常時にも継続し

てサービスを提供しつづける通信事業者の責

務の重大さなどについてお話しくださいました。

クチャ製品『Huawei FusionCube』の販売

を開始しました。

　早稲田大学国際情報通信研究センター・

大学院国際情報通信研究科が主催する

『GITIフォーラム2013』にてファーウェイ・ジャパ

ン副社長・ソリューション＆マーケティング本部

長の周明成が「Huawei ICT strategy in 

Japan」と題した招待講演を行いました。来年

度から拡張される同大学院は、中国をはじめ世

界各国からの留学生も多く、通信工学の授業を

英語で行うなどユニークな教育を実践されており、

複数の卒業生がファーウェイに入社しています。

　ファーウェイ・ジャパンは法人向けICTソ

リューション事業の本格展開にあたり、日商エ

レクトロニクスと戦略的パートナーシップを締結

しました。本パートナーシップにより、両社は

ファーウェイがグローバルに展開する法人向け

ICT製品・ソリューションの販売、導入、アフ

ター・サポートまで全面的な協力体制を構築し

ます。また、日本市場のニーズに根ざした製品

やソリューション、サービスを共同で企画・開発

し、日本のICT産業のさらなる活性化に貢献し

ていきます。この戦略的パートナーシップの第

一弾として、次世代コンバージド・インフラストラ

2013年5月29日・30日

『ワイヤレスジャパン2013』にて講演

ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。

者各社にネットワーク機器を提供する主要

サプライヤーであり、テレコム・ニュージーランドが

10月からの商用化を予定している4G／LTE

ネットワークのベンダーに選定されているほか、

2011年～2012年にかけては同国の超高速

ブロードバンド・ネットワークの中核サプライヤー

でもありました。また、任はニュージーランドを含

む世界各国が解決すべき課題としてサイバー・

セキュリティーの重要性を強調し、米国で事実

に基づかない疑念を投げかけられている現状

についてはその疑念に正当性が乏しいことを

あらためて指摘しました。

第10回グローバル・アナリスト・サミットを開催、
過去最多のアナリストが参加

2013年4月24日

『Interop Tokyo 2013』に出展

　6月12日～14日、幕張メッセにて開催された

『Interop Tokyo 2013』に出展し、「クラウド」

「ネットワーキング」「コラボレーション」「グリーン

パワー」など、ICT全領域をカバーする製品およ

そ100種を展示しました。今回の展示では、ク

ラウド・コンピューティング、ビッグデータ、SDN、

モビリティなど、ICT基盤の新潮流に対応する

法人企業向けのソリューションを中心に提案

し、多くの来場者を集めました。6月13日には

ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本部ビ

ジネスディベロップメント本部長兼エグゼクティ

ブ・アドバイザーの細井洋一が「クラウド時代に

おけるファーウェイの次世代データセンター・ソ

リューション」と題した講演を行いました。また、

「Best of Show Award」では、データセンタ＆

ストレージ部門でファーウェイのCE12800 

Seriesが特別賞を受賞しました。

サステイナビリティ・レポートを発表

2013年5月28日

NTTドコモ東北支社長を招いて
ファーウェイ・ジャパン社員向けセミナーを開催

2013年5月30日

日商エレクトロニクスと
戦略的パートナーシップを締結

2013年6月4日

　NTTドコモの執行役員・東北支社長の荒

木裕二氏をお招きし、BCM（Business 

Continuity Management：事業継続マネジ

メント）についての社員向けセミナーを開催し

ました。お客様の声を業務に生かすことを目

早稲田大学
『GITIフォーラム2013』にて講演

2013年6月5日

　日本経済新聞社、総務省主催の『世界ICT

サミット2013 進化する情報共有社会～エク

サ時代に向けて』において、ファーウェイの輪

番CEO兼取締役副会長、胡厚崑（ケン・フー）

が「デジタル化がもたらす次の波」と題した講

演を行いました。ICT業界の重要人物が一同

に会し、技術動向や将来の展望を議論する同

サミットで、胡CEOは、データ化が進む社会で

新たなビジネスモデルを実現するにはICTイン

フラの改革が重要であることを強調しました。

ファーウェイ輪番CEOが
『世界ICTサミット2013』にて講演

2013年6月11日

※1米ドル99.46円換算

　ファーウェイが2012年度に実施した

C S R 活 動を紹 介するサステイナビリ

ティ・レポートを発表しました。今回で5回

目の発行となるこのレポートの英語版は

http://www.huawei.com/en/about-hua

wei/sustainability/sustainability-report

/index.htmにてご覧いただけます。

　第10回グローバル・アナリスト・サミットに

おいて、法人向けICTソリューション事業分

野における5か年の事業戦略を発表しまし

た。ファーウェイの法人向けICTソリューショ

ン事 業 部 門 C E O 徐 文 偉（ウィリアム・

シュー）は「業界随一の総合的なプロダクト

ラインとエンタープライズ分野への戦略投資

により、ファーウェイの法人向けICTソリュー

ション事業部門の2013年度売上高は27

億米ドル（約2,685億円※）に、また、2017

年度には100億米ドル（約9,946億円※）に

達する見込みです」と語り、今後飛躍的な成

長が見込まれる同事業分野にさらに注力し、

お客様に価値あるICT製品・ソリューションを

提供していくとの抱負を表明しました。

今後5年間にわたる法人向け
ICTソリューション事業戦略を発表

2013年5月6日
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ファーウェイ グローバル ハイライト

業界最大容量の商用BRASボードを発表

2013年4月2日

　米国カリフォルニア州アナハイムで行わ

れた光／IPネットワーク関連のイベント

『OFC／NFOEC 2013』において、最大

40テラビットの伝送が可能となるWDMシス

テムのプロトタイプを発表しました。このプロト

タイプは20のC-Band光チャネルで2Tbpsを

同時に伝送し、1本の光ファイバーで業界最

高水準となる最大40Tbpsの伝送容量を実

現します。これは、最大1,000万人のユー

ザーが同時にオンデマンドHD動画配信サー

ビスを楽しむことが可能な容量に相当します。

発表しました。10／40／100ギガビットと

いった、各種サブボードに対応するマルチ・イ

ンターフェースを備え、相当数の固定イン

ターネット接続サービス加入者をサポートす

るとともに、IPv4とIPv6の両プロトコルの使

用を可能にするデュアルスタック・アクセスを

実現。さらに最先端の技術設計に基づく

チップやケーブル・クリップにより、消費電力

を削減し、エネルギー効率を向上します。

　4月23日、ICT産業を担当する500名以

上のアナリスト、メディアを中国・深圳に迎え、

第10回グローバル・アナリスト・サミットを開催

しました。同サミットはこの10年で、ファーウェ

イの業績および事業・技術戦略について最

新の情報を共有するプラットフォームとして、

ICT産業に影響を与える今後の発展や傾向

について業界屈指のアナリストと議論する

貴重な機会となっています。

アナリスト・サミットでスピーチをするファーウェイ取締役
副会長で輪番CEOの一人、徐直軍（エリック・シュー）

　フランスのパリで開催された『MPLS & 

Ethernet World Congress 2013』におい

て、業界初の商用240ギガビットBRAS

（Broadband Remote Access Server／

Broadband Network Gateway）ボードを

超大容量40テラビットの伝送が可能となる
WDMシステムのプロトタイプを発表

2013年3月28日

ファーウェイ創業者兼CEO任正非、ニュージーランドのICT産業への継続的な貢献を表明

　ファーウェイ創業者兼CEO任正非（レン・

ジェンフェイ）は、5月9日、ニュージーランドに

おいて初めてメディア取材に応じ、「ファーウェイ

は、ニュージーランドのデジタル経済の発展に

貢献すべく、今後も引き続き尽力する」と表明

しました。ファーウェイは同国の主要通信事業

　東京ビッグサイトにて開催された『ワイヤレ

スジャパン2013』において、ファーウェイ・

ジャパン副社長・ソリューション＆マーケティ

ング本部長の周明成（Zhou Mingcheng）が

「道を拓く モバイル・ブロードバンドの成功に

向けて」と題した基調講演を行いました。

また、第２ビジネス・ディベロップメント本部モ

バイルアクセスグループのテクニカルディレ

クター、鹿島毅がモバイルキャリア向けイン

フラソリューションフォーラムにて「モバイルイ

ンフラの発展およびファーウェイのソリュー

ション」について講演しました。

的に開かれた本セミナーにて、荒木氏は東日

本大震災の発生時から被災地復旧の陣頭

指揮を執られた経験から、非常時にも継続し

てサービスを提供しつづける通信事業者の責

務の重大さなどについてお話しくださいました。

クチャ製品『Huawei FusionCube』の販売

を開始しました。

　早稲田大学国際情報通信研究センター・

大学院国際情報通信研究科が主催する

『GITIフォーラム2013』にてファーウェイ・ジャパ

ン副社長・ソリューション＆マーケティング本部

長の周明成が「Huawei ICT strategy in 

Japan」と題した招待講演を行いました。来年

度から拡張される同大学院は、中国をはじめ世

界各国からの留学生も多く、通信工学の授業を

英語で行うなどユニークな教育を実践されており、

複数の卒業生がファーウェイに入社しています。

　ファーウェイ・ジャパンは法人向けICTソ

リューション事業の本格展開にあたり、日商エ

レクトロニクスと戦略的パートナーシップを締結

しました。本パートナーシップにより、両社は

ファーウェイがグローバルに展開する法人向け

ICT製品・ソリューションの販売、導入、アフ

ター・サポートまで全面的な協力体制を構築し

ます。また、日本市場のニーズに根ざした製品

やソリューション、サービスを共同で企画・開発

し、日本のICT産業のさらなる活性化に貢献し

ていきます。この戦略的パートナーシップの第

一弾として、次世代コンバージド・インフラストラ

2013年5月29日・30日

『ワイヤレスジャパン2013』にて講演

ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。

者各社にネットワーク機器を提供する主要

サプライヤーであり、テレコム・ニュージーランドが

10月からの商用化を予定している4G／LTE

ネットワークのベンダーに選定されているほか、

2011年～2012年にかけては同国の超高速

ブロードバンド・ネットワークの中核サプライヤー

でもありました。また、任はニュージーランドを含

む世界各国が解決すべき課題としてサイバー・

セキュリティーの重要性を強調し、米国で事実

に基づかない疑念を投げかけられている現状

についてはその疑念に正当性が乏しいことを

あらためて指摘しました。

第10回グローバル・アナリスト・サミットを開催、
過去最多のアナリストが参加

2013年4月24日

『Interop Tokyo 2013』に出展

　6月12日～14日、幕張メッセにて開催された

『Interop Tokyo 2013』に出展し、「クラウド」

「ネットワーキング」「コラボレーション」「グリーン

パワー」など、ICT全領域をカバーする製品およ

そ100種を展示しました。今回の展示では、ク

ラウド・コンピューティング、ビッグデータ、SDN、

モビリティなど、ICT基盤の新潮流に対応する

法人企業向けのソリューションを中心に提案

し、多くの来場者を集めました。6月13日には

ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本部ビ

ジネスディベロップメント本部長兼エグゼクティ

ブ・アドバイザーの細井洋一が「クラウド時代に

おけるファーウェイの次世代データセンター・ソ

リューション」と題した講演を行いました。また、

「Best of Show Award」では、データセンタ＆

ストレージ部門でファーウェイのCE12800 

Seriesが特別賞を受賞しました。

サステイナビリティ・レポートを発表

2013年5月28日

NTTドコモ東北支社長を招いて
ファーウェイ・ジャパン社員向けセミナーを開催

2013年5月30日

日商エレクトロニクスと
戦略的パートナーシップを締結

2013年6月4日

　NTTドコモの執行役員・東北支社長の荒

木裕二氏をお招きし、BCM（Business 

Continuity Management：事業継続マネジ

メント）についての社員向けセミナーを開催し

ました。お客様の声を業務に生かすことを目

早稲田大学
『GITIフォーラム2013』にて講演

2013年6月5日

　日本経済新聞社、総務省主催の『世界ICT

サミット2013 進化する情報共有社会～エク

サ時代に向けて』において、ファーウェイの輪

番CEO兼取締役副会長、胡厚崑（ケン・フー）

が「デジタル化がもたらす次の波」と題した講

演を行いました。ICT業界の重要人物が一同

に会し、技術動向や将来の展望を議論する同

サミットで、胡CEOは、データ化が進む社会で

新たなビジネスモデルを実現するにはICTイン

フラの改革が重要であることを強調しました。

ファーウェイ輪番CEOが
『世界ICTサミット2013』にて講演

2013年6月11日

※1米ドル99.46円換算

　ファーウェイが2012年度に実施した

C S R 活 動を紹 介するサステイナビリ

ティ・レポートを発表しました。今回で5回

目の発行となるこのレポートの英語版は

http://www.huawei.com/en/about-hua

wei/sustainability/sustainability-report

/index.htmにてご覧いただけます。

　第10回グローバル・アナリスト・サミットに

おいて、法人向けICTソリューション事業分

野における5か年の事業戦略を発表しまし

た。ファーウェイの法人向けICTソリューショ

ン事 業 部 門 C E O 徐 文 偉（ウィリアム・

シュー）は「業界随一の総合的なプロダクト

ラインとエンタープライズ分野への戦略投資

により、ファーウェイの法人向けICTソリュー

ション事業部門の2013年度売上高は27

億米ドル（約2,685億円※）に、また、2017

年度には100億米ドル（約9,946億円※）に

達する見込みです」と語り、今後飛躍的な成

長が見込まれる同事業分野にさらに注力し、

お客様に価値あるICT製品・ソリューションを

提供していくとの抱負を表明しました。

今後5年間にわたる法人向け
ICTソリューション事業戦略を発表

2013年5月6日



ことが重要で、人前で踊る、観客に見せる、

というのも普段はできない経験です。優雅に

見えて意外と運動量もあり、週末にみんな

で踊って、汗かいて、気分もリフレッシュし、

新鮮な気持ちで1週間を迎えられます。長

く続けられる趣味として、これからもゆっくり

やっていきたいですね。教室では一緒に踊

る仲間を募集しています。体験レッスンもあ

りますので、ご興味を持たれた方はぜひ

aloha_heart@everynet.jpまで！

　2年ほど前から、サバイバル・ゲームをやって

います。エアソフトガンとBB弾を使って行う

ゲームで、敵味方の2組に分かれて相手チー

ムのメンバーを撃ち合い、弾に当たったら自己

申告し、失格となるのが基本的なルールです。

メンバー全員が弾に当たったら負け、チーム

の旗を取られたり、スパイを送ってばれたら
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出ていました。息子はもう3歳半になりました

が、胎教の成果か今もサンバのようなノリの

いい音楽が大好きです。

　学生の頃からいろいろな音楽を聴いてきて、

最後にジャズからブラジル音楽にたどりつき、

インターネットでサンバ・チームのことを知って、

聴くだけではなく演奏もするようになりました。

春先から8月の浅草サンバカーニバルまでの

数か月間はほぼ毎週末、練習やパレード用

の山車・衣装づくりなどの作業に精を出して

います。ブラジルのカーニバルと同様、参加

チームが演奏やダンス、衣装や山車の完成

度で順位を競うコンテスト形式になっている

ので、どのチームもこの日のために練習と準

備を重ねるんです。同じチームに所属する夫

も私も、この時期はサンバ一色。どちらかとい

うと個人行動が好きなタイプですが、こうして

迎えたカーニバル当日は別格で、順位の上

下にも一緒に泣き、喜び合える仲間がいる

ことに感動しています。

　多彩なリズムやグルーヴ感ですね。ゆった

りとしたテンポの古いサンバを聴いたり、

演奏している時は、社員でも妻でも母親でも

ない、「個」に戻れる瞬間です。カーニバルでの

パレードはこれとは違った魅力があり、何と

言っても沿道の観客の皆さんとのコミュニ

ケーションが一番の楽しみです。たまにやり

過ぎて指揮者に怒られてしまいますが（笑）。

今年の浅草サンバカーニバルは8月31日。

皆さんもぜひ足を運んでみてください。

　

　男 性 にはめずらしいのですが 、フラ

ダンスを踊っています。毎 週 末 、横 浜

にあるA L O H A  H E A R Tという教 室

（http://www.geocit ies. jp/aloha_

hea r t _ yokohama/ i ndex . h tm l）に

通い、3か月に1度ほどのペースでイベントや

老人ホームなどで舞台に立ちます。教室

にいる約20名の生徒のうち、カネフラと

呼ばれる男性ダンサーは3名。やはり日

本では女性のものというイメージが強い

ですが、フラは本来ハワイの神々や自然

を讃える神聖な踊りであり、老若男女が

踊るものなんです。

　恥ずかしながら、合コンです（笑）。フラを

習っている女の子が、男性ダンサーがいな

くて困っているというので、軽い気持ちで

レッスンを見学に行きました。マラソンなど

のスポーツはやっていましたが、ダンスを習

うのは初めて。でも踊ってみると気持ちがよ

くて、それ以来もう3年も続けています。

　フラは素足で踊るので、地面から人の振

動やパワーを直に感じられるのがいちばん

の魅力です。戸外で踊ることも多く、仕事

や日常生活では得られない開放感を味わ

えます。また、顔や体の動きに表情をつける

負けなど、いろいろなやり方があります。屋外で

やることもあれば、室内でやることもあります。

注意しなければならないのは、BB弾の攻撃

力は想像以上に強く、目に当たると失明する

恐れもあるので、ゴーグルなどの保護具を必

ず装着することです。

　もともとインドア派だったのですが、友人か

ら誘われたのをきっかけに始めました。やって

みると意外におもしろくて、時々ゲーム場に

出かけています。私は素人の友人同士で集

まって楽しんでいますが、ゲーム場には重装

備のマニアな方たちもたくさん。彼らの弾に

当たるとすごく痛いので、合流はしないように

しています。

　非日常の環境で、頭も体も使うことだと思

います。自然に囲まれて、適度な緊張感の中

でチームのメンバーと団結し、自分を守りなが

らどうやって敵チームに勝てるかを考えるの

は楽しいですし、運動不足も解消できます。

また、ONとOFFを切り替えることで頭がすっ

きりして、ゲームで得た楽しい気持ちが仕事

の元気のエネルギーにもなります。ゲームの

中でメンバーの個性を考えチームワークをつ

くるのも、敵チームの弱点を見つけ勝つ方法

を考えるのも、仕事へのよいトレーニングにな

りますね。

　サンバの演奏です。13年前からリベルダー

ジ（http://www.gres-liberdade.com/）

というサンバ・チームに参加して、大小さま

ざまなブラジルのパーカッションを演奏してき

ました。浅草サンバカーニバルにも、これまで

12回ほど出場しています。夫と知り合ったの

もこのサンバ・チームで、息子を妊娠している

ときにも大きなおなかを抱えてカーニバルに

Q
趣味についておしえてください。

江島 由賀 （えじま ゆか）

広報部
メディア・リレーションズ・マネージャー

福岡県出身。銀行、米国企業でのマーケティン
グ職、モバイル・コンテンツやゲーム業界での
広報を経て、2012年にファーウェイに入社。
報道を通してファーウェイのスピリットを
知ってもらえるよう、オープンかつ熱い情報の
発信に努めている。

内藤 高史 （ないとう たかし）

プロフェッショナルサービス部
サービスソリューションマネージャー

山梨県出身。ネットワーク・エンジニア、通信事
業者向けコンサルティング、映像コンテンツ・
ビジネスの営業職を経て、2011年にファー
ウェイに入社。堅実な仕事ぶりに社内外から厚
い信頼を寄せられており、今年のファーウェイ・
ジャパン新年会で開催された『Mr.／Ms.
ファーウェイ・ジャパンコンテスト』では、社員
の投票によって『常に地道な努力を続けてい
る人：Mr.コツコツ』に選ばれた。

多彩な人材が集まるファーウェイ・ジャパン。彼らのプライベートな素顔も実にさまざま
です。今回のファーウェイ・ピープルでは、個性的な趣味を持つ社員をご紹介します。
仕事とはがらっと違った活動に打ち込むことで、気分をリフレッシュするだけでなく、
新しい自分を発見して世界が広がる――そんな効果が、仕事にもまたよい影響を与え
ているようです。

張 晶 （Zhang Jing）

法人ビジネス事業本部
セールスアシスタント

遼寧省大連出身。日本の文化に興味を持ち、
中学校のときから日本語を勉強して、高校を
卒業した年に日本へ留学。不動産会社、PR会
社、メーカーなどを経て、2012年にファー
ウェイに入社。昨年立ち上がった法人ビジネス
事業部で、展示会などのイベント準備をはじ
め、多岐にわたる営業サポート業務を担当。
日々大きくなる同事業部で次々とやってくる
新しい仕事に奔走しながら、自分自身の成長
も実感している。

Q
趣味についておしえてください。

Q
サンバを始めたきっかけは？

Q
サンバの魅力は何ですか？

Q
フラの魅力は何ですか？

Q
趣味についておしえてください。

Q
サバイバル・ゲームを始めたきっかけは？

Q
サバイバル・ゲームの魅力は何ですか？
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ほんわかした笑顔と対照的な迷彩服姿
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ことが重要で、人前で踊る、観客に見せる、

というのも普段はできない経験です。優雅に

見えて意外と運動量もあり、週末にみんな

で踊って、汗かいて、気分もリフレッシュし、

新鮮な気持ちで1週間を迎えられます。長

く続けられる趣味として、これからもゆっくり

やっていきたいですね。教室では一緒に踊

る仲間を募集しています。体験レッスンもあ

りますので、ご興味を持たれた方はぜひ

aloha_heart@everynet.jpまで！

　2年ほど前から、サバイバル・ゲームをやって

います。エアソフトガンとBB弾を使って行う

ゲームで、敵味方の2組に分かれて相手チー

ムのメンバーを撃ち合い、弾に当たったら自己

申告し、失格となるのが基本的なルールです。

メンバー全員が弾に当たったら負け、チーム

の旗を取られたり、スパイを送ってばれたら
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ファーウェイ・ピープル

Profiling HUAWEI
People in Japan

出ていました。息子はもう3歳半になりました

が、胎教の成果か今もサンバのようなノリの

いい音楽が大好きです。

　学生の頃からいろいろな音楽を聴いてきて、

最後にジャズからブラジル音楽にたどりつき、

インターネットでサンバ・チームのことを知って、

聴くだけではなく演奏もするようになりました。

春先から8月の浅草サンバカーニバルまでの

数か月間はほぼ毎週末、練習やパレード用

の山車・衣装づくりなどの作業に精を出して

います。ブラジルのカーニバルと同様、参加

チームが演奏やダンス、衣装や山車の完成

度で順位を競うコンテスト形式になっている

ので、どのチームもこの日のために練習と準

備を重ねるんです。同じチームに所属する夫

も私も、この時期はサンバ一色。どちらかとい

うと個人行動が好きなタイプですが、こうして

迎えたカーニバル当日は別格で、順位の上

下にも一緒に泣き、喜び合える仲間がいる

ことに感動しています。

　多彩なリズムやグルーヴ感ですね。ゆった

りとしたテンポの古いサンバを聴いたり、

演奏している時は、社員でも妻でも母親でも

ない、「個」に戻れる瞬間です。カーニバルでの

パレードはこれとは違った魅力があり、何と

言っても沿道の観客の皆さんとのコミュニ

ケーションが一番の楽しみです。たまにやり

過ぎて指揮者に怒られてしまいますが（笑）。

今年の浅草サンバカーニバルは8月31日。

皆さんもぜひ足を運んでみてください。

　

　男 性 にはめずらしいのですが 、フラ

ダンスを踊っています。毎 週 末 、横 浜

にあるA L O H A  H E A R Tという教 室

（http://www.geocit ies. jp/aloha_

hea r t _ yokohama/ i ndex . h tm l）に

通い、3か月に1度ほどのペースでイベントや

老人ホームなどで舞台に立ちます。教室

にいる約20名の生徒のうち、カネフラと

呼ばれる男性ダンサーは3名。やはり日

本では女性のものというイメージが強い

ですが、フラは本来ハワイの神々や自然

を讃える神聖な踊りであり、老若男女が

踊るものなんです。

　恥ずかしながら、合コンです（笑）。フラを

習っている女の子が、男性ダンサーがいな

くて困っているというので、軽い気持ちで

レッスンを見学に行きました。マラソンなど

のスポーツはやっていましたが、ダンスを習

うのは初めて。でも踊ってみると気持ちがよ

くて、それ以来もう3年も続けています。

　フラは素足で踊るので、地面から人の振

動やパワーを直に感じられるのがいちばん

の魅力です。戸外で踊ることも多く、仕事

や日常生活では得られない開放感を味わ

えます。また、顔や体の動きに表情をつける

負けなど、いろいろなやり方があります。屋外で

やることもあれば、室内でやることもあります。

注意しなければならないのは、BB弾の攻撃

力は想像以上に強く、目に当たると失明する

恐れもあるので、ゴーグルなどの保護具を必

ず装着することです。

　もともとインドア派だったのですが、友人か

ら誘われたのをきっかけに始めました。やって

みると意外におもしろくて、時々ゲーム場に

出かけています。私は素人の友人同士で集

まって楽しんでいますが、ゲーム場には重装

備のマニアな方たちもたくさん。彼らの弾に

当たるとすごく痛いので、合流はしないように

しています。

　非日常の環境で、頭も体も使うことだと思

います。自然に囲まれて、適度な緊張感の中

でチームのメンバーと団結し、自分を守りなが

らどうやって敵チームに勝てるかを考えるの

は楽しいですし、運動不足も解消できます。

また、ONとOFFを切り替えることで頭がすっ

きりして、ゲームで得た楽しい気持ちが仕事

の元気のエネルギーにもなります。ゲームの

中でメンバーの個性を考えチームワークをつ

くるのも、敵チームの弱点を見つけ勝つ方法

を考えるのも、仕事へのよいトレーニングにな

りますね。

　サンバの演奏です。13年前からリベルダー

ジ（http://www.gres-liberdade.com/）

というサンバ・チームに参加して、大小さま

ざまなブラジルのパーカッションを演奏してき

ました。浅草サンバカーニバルにも、これまで

12回ほど出場しています。夫と知り合ったの

もこのサンバ・チームで、息子を妊娠している

ときにも大きなおなかを抱えてカーニバルに

Q
趣味についておしえてください。

江島 由賀 （えじま ゆか）

広報部
メディア・リレーションズ・マネージャー

福岡県出身。銀行、米国企業でのマーケティン
グ職、モバイル・コンテンツやゲーム業界での
広報を経て、2012年にファーウェイに入社。
報道を通してファーウェイのスピリットを
知ってもらえるよう、オープンかつ熱い情報の
発信に努めている。

内藤 高史 （ないとう たかし）

プロフェッショナルサービス部
サービスソリューションマネージャー

山梨県出身。ネットワーク・エンジニア、通信事
業者向けコンサルティング、映像コンテンツ・
ビジネスの営業職を経て、2011年にファー
ウェイに入社。堅実な仕事ぶりに社内外から厚
い信頼を寄せられており、今年のファーウェイ・
ジャパン新年会で開催された『Mr.／Ms.
ファーウェイ・ジャパンコンテスト』では、社員
の投票によって『常に地道な努力を続けてい
る人：Mr.コツコツ』に選ばれた。

多彩な人材が集まるファーウェイ・ジャパン。彼らのプライベートな素顔も実にさまざま
です。今回のファーウェイ・ピープルでは、個性的な趣味を持つ社員をご紹介します。
仕事とはがらっと違った活動に打ち込むことで、気分をリフレッシュするだけでなく、
新しい自分を発見して世界が広がる――そんな効果が、仕事にもまたよい影響を与え
ているようです。

張 晶 （Zhang Jing）

法人ビジネス事業本部
セールスアシスタント

遼寧省大連出身。日本の文化に興味を持ち、
中学校のときから日本語を勉強して、高校を
卒業した年に日本へ留学。不動産会社、PR会
社、メーカーなどを経て、2012年にファー
ウェイに入社。昨年立ち上がった法人ビジネス
事業部で、展示会などのイベント準備をはじ
め、多岐にわたる営業サポート業務を担当。
日々大きくなる同事業部で次々とやってくる
新しい仕事に奔走しながら、自分自身の成長
も実感している。
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My Home Town in China

　中国では古来より祖先を同じくする同姓の

集団（「宗族（ゾンズー）」と呼ばれる）内のつな

がりが深く、とくに華南では宗族ごとに代々ひと

つの土地にまとまって生活し、村落を形成して

きた。祖先への崇拝意識が高いこうした村落に

おいて、祖先を祀ると同時に地域社会の核と

なる役割を果たしてきた建物が「祠堂」である。

　祠堂は祖先の位牌を安置して供養すると

いう本来の目的のほか、冠婚葬祭や伝統行

事の儀式を行うなど、宗族内で重要な話し合

いをする集会所として利用されてきた。また、一

族の規範に背いた者を裁く裁判所としての機

能や、学校の機能を備えた祠堂もある。日本

で言えば地域の氏神を祀る神社に近いが、よ

り社会的な意味合いが強く、宗族のメンバー

が折にふれて集まり、絆と団結力を強める重

要な場所なのである。

　各宗族の威厳を示す場でもある祠堂は、多

くが質のよい建材を使って建てられ、壮麗な彫

刻で装飾されており、とりわけ大広間は立派に

しつらえられている。金字でしたためた堂の名

前をはじめ、一族の由来や過去の功績などを

美しく額装して飾り、その数と豪華さで宗族の

栄光を競う。

　祠堂の中には複数の同姓宗族が合同で出

資して建築された大規模なものもある。よく知

られているのは、広東省の72の陳姓宗族の

祖先を祀った陳家祠堂。広州市内の1万

5,000平方メートルの敷地に建てられた大小

19の建物からなるこの祠堂は、屋根や柱、欄

干などいたるところに精巧な彫刻が施されて

おり、観光スポットとしても人気を博している。

広東省に多く見られるこうした合族祠堂は氏

姓書院とも呼ばれ、各地から科挙の受験のた

めに訪れた同姓の人たちの寄宿舎としても使

われていた。

　近年になって、人々の生活スタイルの変化と

ともに祠堂の役割も変化してきている。老朽化

の進んだ祠堂をリノベーションし、図書館、コミュ

ニティー・カレッジ、劇場といった施設として再生

したり、卓球、バドミントン、麻雀などのレクリエー

ションが楽しめる設備をつくったり、といったプロ

ジェクトが各地で見られるようになった。伝統的

な建物の特徴を生かしながら、地域住民の新し

いニーズにも対応することで、祠堂は農村地域

における文化の中心としてあらためて注目され

るようになってきている。

　昆明市で生まれ、大学を卒業して日本に

来るまでずっとこの街で育ちました。昆明市は

高原の中の盆地に位置し、緯度は低いのです

が海抜約1,900メートルと標高が高いため、1

年中春のような気候で、「春城」と呼ばれてい

ます。市の南に広がる、かつて「高原明珠」と

呼ばれるほどの美しさを誇っていた滇池という

湖は、数十年前から工業化や農地開発によ

る水質汚染が深刻化していましたが、最近は

徐々に回復してきています。市の中心部にも

翠湖という湖があり、周囲は公園となってい

て、市民の憩いの場になっています。大学に

近かったので、私も学生時代はよくここで過ご

しました。

　豊かな森林と複雑な地形からなる雲南省

には世界自然遺産が3つもありますが、そのう

ちのひとつが昆明市内の石林彝族自治県の

カルスト地形です。高さ20～30メートルにも

及ぶ不思議な形の岩が文字通り石の林のよ

うに無数にそびえたっている光景は実に壮観

で、自然への畏怖を感じます。

　また、雲南省は人口の3分の1が少数民族

で、多様な言語・文化を持つ25の民族が暮ら

していますが、彼らの生活を体験してみたけれ

ば、昆明市内にある雲南民族村というテーマ

パークがおすすめです。園内には民族ごとに

村がつくられ、伝統的な衣装を身にまとった人

たちが儀式や民族舞踊などのパフォーマンス

を披露してくれます。

　自然と文化の豊かさは、食にもあらわれてい

ます。キノコや香辛料、薬草などが豊富に採れ

るほか、少数民族の独特な食習慣が融合し、

ユニークな食文化をつくりあげています。

　代表的なのは、100℃以上に熱したスープ

の中に生の魚や肉、野菜などの具と米の麺を

入れ、具材に火を通しながら食べる過橋米線

という麺料理です。かつて雲南省南部の湖に

浮かぶ小島で科挙に向けて勉強している夫

のために、妻があたたかい食事を食べてもらお

うと、油の張ったスープに麺を入れ「橋を渡っ

て」届けたことから、「過橋」という名がついた

と言われています。

　「雲南ハム」として知られる塩漬けの豚肉

や、乳餅というチーズなども雲南ならではの食

材です。また、納豆や湯葉のような大豆加工

品や、松茸もよく使われるので、日本人の口に

は合うかもしれませんね。

　大学ではコンピューター・サイエンスを専攻

しました。卒業直前に学生を日本の企業に

派遣するプログラムが始まり、それまで日本で

働くことなど考えていなかったのですが、めったに

ないチャンスだと思い、参加することにしました。

　13年前に来日して以来、日本人ばかりの日

本企業で働いていたので、昨年8月にファー

ウェイ・ジャパンに入社して初めて中国人の同

僚と仕事をすることになりました。ファーウェイの

従業員はとても勤勉で、熱心に仕事に打ち込

むので、よい刺激を受けています。オフのときの

交流が親密なのも、中国らしいところですね。

　入社前は法人向けの仕事をしていたので、

ファーウェイで通信事業者向けのプロジェクト

に携わるようになり、勉強になることがたくさん

あります。エンド・ツー・エンドの技術を持つこの

会社で、他ではできない幅広い経験を積み、自

分のフィールドを広げていきたいと思っています。
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この十数年、経済の発展とともに大きな変化を遂げてきた中国社会。
その現状を物語るさまざまなデータを通して、中国のいまを切り取る。

美しい景観と多様な民族文化に出会える「春城（春の都市）」

雲南省昆明市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

経験の幅を広げたい

Roaming China

（Lu Zekun）陸  澤昆

山と湖に囲まれた常春の街

豊かな自然と多文化の
融合から生まれた雲南料理

農村地域のコミュニティー・センター ～祠堂（ツータン）

Kaleidoscope 異文化の万華鏡

デリバリー・サービス本部　プロジェクトマネジメント部　シニアプロジェクトマネージャー
穏やかな笑顔、落ち着いた口調で堪能な日本語を操る陸澤昆。
同じ昆明市出身の女性と遠距離恋愛の末に結婚、昨年男の子を授かり、家事や育児にも
積極的に取り組む。趣味はクラシック音楽を聴くこと。

石林のカルスト地形（撮影：Sebastian Böll）

　中国と言えばお茶の産地であり、世界一の
茶葉生産量を誇るが、近年はコーヒー豆の生
産も急速に盛んになってきている。世界最大の
コーヒー生産国ブラジルと比べればまだ1,000
分の1ほどとはいえ、生産量は15年間で9倍も
増加している。

そう ぞく

■中国のコーヒー豆生産量
　（国際連合食糧農業機関の統計による）

わあ、なんて壮大な景色でしょう！
「哇，好壮观啊！」

陸さんの中国語ワンポイントレッスン

うん　　なん 　しょう 　こん　 めい　   し

［wā，hǎo zhuàngguān a!］

ワー，ハオ・ズァン・グァン・ア！
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昆明市

　そのコーヒー栽培の中心となっているのが、
『My HomeTown in China』にも登場した
雲南省。温暖で安定した気温と適度な降水
量というコーヒー栽培に最適な条件を備えた同
省のコーヒー豆生産量は、中国全体の実に
98%を占める。20世紀初頭、雲南省の大理に
フランス人宣教師がコーヒー豆を持ち込んだの
が、中国本土におけるコーヒー栽培の始まりと
言われている。その後1988年にネスレが本格
的な栽培を開始したのを皮切りに、現在ではス
ターバックス、クラフト、マックスウェルなど世界大
手や日本のUCC上島珈琲など、多くのコーヒー会
社が雲南省からコーヒー豆を調達している。とり
わけプーアル茶の産地として知られる普洱市は
一大生産拠点となっており、茶葉からコーヒー
へと生産のシフトが進んでいる。
　中国で生産されたコーヒー豆はほとんどが
国外へ輸出されており、中国の人口1人あたり
の年間コーヒー消費量は0.02kgにすぎない

（日本は3.4kg、最多のフィンランドは12kg。国
際貿易センターの推計による）。しかしそれだけ
に、国内コーヒー市場はまだまだ拡大の余地が
あるとして大きな期待が寄せられている。2007
年から2012年の5年間で、カフェの数は1万
5,000軒から3万軒に倍増し、家庭用コーヒー
豆（インスタント含む）の売上も年平均18％の
割合で増加しているとのデータもある（ミンテル
調べ）。経済成長にともなうライフスタイルの変
化を象徴する現象のひとつと言えるだろう。0
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スターバックスは現在中国国内に400近い店舗を構えている

だい り

ふ  じ

広東省肇慶市楊池古村にある葉氏の祠堂（撮影：Fang Hsieh）

陳家祠堂を飾る精巧な彫刻

まつ

（単位：トン）

し  　 ど う

雲南民族村（撮影：二泉印月）

過橋米線（撮影：Photo Kao）

コーヒーの生産と消費
生産量急増、国内市場にも期待



My Home Town in China

　中国では古来より祖先を同じくする同姓の

集団（「宗族（ゾンズー）」と呼ばれる）内のつな

がりが深く、とくに華南では宗族ごとに代々ひと

つの土地にまとまって生活し、村落を形成して

きた。祖先への崇拝意識が高いこうした村落に

おいて、祖先を祀ると同時に地域社会の核と

なる役割を果たしてきた建物が「祠堂」である。

　祠堂は祖先の位牌を安置して供養すると

いう本来の目的のほか、冠婚葬祭や伝統行

事の儀式を行うなど、宗族内で重要な話し合

いをする集会所として利用されてきた。また、一

族の規範に背いた者を裁く裁判所としての機

能や、学校の機能を備えた祠堂もある。日本

で言えば地域の氏神を祀る神社に近いが、よ

り社会的な意味合いが強く、宗族のメンバー

が折にふれて集まり、絆と団結力を強める重

要な場所なのである。

　各宗族の威厳を示す場でもある祠堂は、多

くが質のよい建材を使って建てられ、壮麗な彫

刻で装飾されており、とりわけ大広間は立派に

しつらえられている。金字でしたためた堂の名

前をはじめ、一族の由来や過去の功績などを

美しく額装して飾り、その数と豪華さで宗族の

栄光を競う。

　祠堂の中には複数の同姓宗族が合同で出

資して建築された大規模なものもある。よく知

られているのは、広東省の72の陳姓宗族の

祖先を祀った陳家祠堂。広州市内の1万

5,000平方メートルの敷地に建てられた大小

19の建物からなるこの祠堂は、屋根や柱、欄

干などいたるところに精巧な彫刻が施されて

おり、観光スポットとしても人気を博している。

広東省に多く見られるこうした合族祠堂は氏

姓書院とも呼ばれ、各地から科挙の受験のた

めに訪れた同姓の人たちの寄宿舎としても使

われていた。

　近年になって、人々の生活スタイルの変化と

ともに祠堂の役割も変化してきている。老朽化

の進んだ祠堂をリノベーションし、図書館、コミュ

ニティー・カレッジ、劇場といった施設として再生

したり、卓球、バドミントン、麻雀などのレクリエー

ションが楽しめる設備をつくったり、といったプロ

ジェクトが各地で見られるようになった。伝統的

な建物の特徴を生かしながら、地域住民の新し

いニーズにも対応することで、祠堂は農村地域

における文化の中心としてあらためて注目され

るようになってきている。

　昆明市で生まれ、大学を卒業して日本に

来るまでずっとこの街で育ちました。昆明市は

高原の中の盆地に位置し、緯度は低いのです

が海抜約1,900メートルと標高が高いため、1

年中春のような気候で、「春城」と呼ばれてい

ます。市の南に広がる、かつて「高原明珠」と

呼ばれるほどの美しさを誇っていた滇池という

湖は、数十年前から工業化や農地開発によ

る水質汚染が深刻化していましたが、最近は

徐々に回復してきています。市の中心部にも

翠湖という湖があり、周囲は公園となってい

て、市民の憩いの場になっています。大学に

近かったので、私も学生時代はよくここで過ご

しました。

　豊かな森林と複雑な地形からなる雲南省

には世界自然遺産が3つもありますが、そのう

ちのひとつが昆明市内の石林彝族自治県の

カルスト地形です。高さ20～30メートルにも

及ぶ不思議な形の岩が文字通り石の林のよ

うに無数にそびえたっている光景は実に壮観

で、自然への畏怖を感じます。

　また、雲南省は人口の3分の1が少数民族

で、多様な言語・文化を持つ25の民族が暮ら

していますが、彼らの生活を体験してみたけれ

ば、昆明市内にある雲南民族村というテーマ

パークがおすすめです。園内には民族ごとに

村がつくられ、伝統的な衣装を身にまとった人

たちが儀式や民族舞踊などのパフォーマンス

を披露してくれます。

　自然と文化の豊かさは、食にもあらわれてい

ます。キノコや香辛料、薬草などが豊富に採れ

るほか、少数民族の独特な食習慣が融合し、

ユニークな食文化をつくりあげています。

　代表的なのは、100℃以上に熱したスープ

の中に生の魚や肉、野菜などの具と米の麺を

入れ、具材に火を通しながら食べる過橋米線

という麺料理です。かつて雲南省南部の湖に

浮かぶ小島で科挙に向けて勉強している夫

のために、妻があたたかい食事を食べてもらお

うと、油の張ったスープに麺を入れ「橋を渡っ

て」届けたことから、「過橋」という名がついた

と言われています。

　「雲南ハム」として知られる塩漬けの豚肉

や、乳餅というチーズなども雲南ならではの食

材です。また、納豆や湯葉のような大豆加工

品や、松茸もよく使われるので、日本人の口に

は合うかもしれませんね。

　大学ではコンピューター・サイエンスを専攻

しました。卒業直前に学生を日本の企業に

派遣するプログラムが始まり、それまで日本で

働くことなど考えていなかったのですが、めったに

ないチャンスだと思い、参加することにしました。

　13年前に来日して以来、日本人ばかりの日

本企業で働いていたので、昨年8月にファー

ウェイ・ジャパンに入社して初めて中国人の同

僚と仕事をすることになりました。ファーウェイの

従業員はとても勤勉で、熱心に仕事に打ち込

むので、よい刺激を受けています。オフのときの

交流が親密なのも、中国らしいところですね。

　入社前は法人向けの仕事をしていたので、

ファーウェイで通信事業者向けのプロジェクト

に携わるようになり、勉強になることがたくさん

あります。エンド・ツー・エンドの技術を持つこの

会社で、他ではできない幅広い経験を積み、自

分のフィールドを広げていきたいと思っています。

/ JUL.2013/ JUL.201332 33

この十数年、経済の発展とともに大きな変化を遂げてきた中国社会。
その現状を物語るさまざまなデータを通して、中国のいまを切り取る。

美しい景観と多様な民族文化に出会える「春城（春の都市）」

雲南省昆明市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

経験の幅を広げたい

Roaming China

（Lu Zekun）陸  澤昆

山と湖に囲まれた常春の街

豊かな自然と多文化の
融合から生まれた雲南料理

農村地域のコミュニティー・センター ～祠堂（ツータン）

Kaleidoscope 異文化の万華鏡

デリバリー・サービス本部　プロジェクトマネジメント部　シニアプロジェクトマネージャー
穏やかな笑顔、落ち着いた口調で堪能な日本語を操る陸澤昆。
同じ昆明市出身の女性と遠距離恋愛の末に結婚、昨年男の子を授かり、家事や育児にも
積極的に取り組む。趣味はクラシック音楽を聴くこと。

石林のカルスト地形（撮影：Sebastian Böll）

　中国と言えばお茶の産地であり、世界一の
茶葉生産量を誇るが、近年はコーヒー豆の生
産も急速に盛んになってきている。世界最大の
コーヒー生産国ブラジルと比べればまだ1,000
分の1ほどとはいえ、生産量は15年間で9倍も
増加している。

そう ぞく

■中国のコーヒー豆生産量
　（国際連合食糧農業機関の統計による）

わあ、なんて壮大な景色でしょう！
「哇，好壮观啊！」

陸さんの中国語ワンポイントレッスン

うん　　なん 　しょう 　こん　 めい　   し

［wā，hǎo zhuàngguān a!］

ワー，ハオ・ズァン・グァン・ア！
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上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

昆明市

　そのコーヒー栽培の中心となっているのが、
『My HomeTown in China』にも登場した
雲南省。温暖で安定した気温と適度な降水
量というコーヒー栽培に最適な条件を備えた同
省のコーヒー豆生産量は、中国全体の実に
98%を占める。20世紀初頭、雲南省の大理に
フランス人宣教師がコーヒー豆を持ち込んだの
が、中国本土におけるコーヒー栽培の始まりと
言われている。その後1988年にネスレが本格
的な栽培を開始したのを皮切りに、現在ではス
ターバックス、クラフト、マックスウェルなど世界大
手や日本のUCC上島珈琲など、多くのコーヒー会
社が雲南省からコーヒー豆を調達している。とり
わけプーアル茶の産地として知られる普洱市は
一大生産拠点となっており、茶葉からコーヒー
へと生産のシフトが進んでいる。
　中国で生産されたコーヒー豆はほとんどが
国外へ輸出されており、中国の人口1人あたり
の年間コーヒー消費量は0.02kgにすぎない

（日本は3.4kg、最多のフィンランドは12kg。国
際貿易センターの推計による）。しかしそれだけ
に、国内コーヒー市場はまだまだ拡大の余地が
あるとして大きな期待が寄せられている。2007
年から2012年の5年間で、カフェの数は1万
5,000軒から3万軒に倍増し、家庭用コーヒー
豆（インスタント含む）の売上も年平均18％の
割合で増加しているとのデータもある（ミンテル
調べ）。経済成長にともなうライフスタイルの変
化を象徴する現象のひとつと言えるだろう。0
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