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金村：僕もインターネットの利用が増えた
のはスマートフォンを使うようになってか
らですね。それまでは勉強するときも教
科書や参考書しか使っていませんでした
が、最近はわからないことはまずインター
ネットで検索して、それでもわからなけれ
ば図書館に足を運んで本で調べることが
多いです。
王：情報への接し方や頻度が大きく変わ
りましたね。
川端：友達との遊び方も変わってきまし
たね。SNSなどで気軽に連絡がとれるよ
うになったので、以前のように事前に場
所や時間などをしっかり約束しなくても
いいし、直接会わなくてもビデオ通話で
話しながら飲み会をしたり、スマホアプリ
を使ってオンラインで遊んだりすることも
あります。
金村：SNSのおかげで、これまで知り合う
機会がなかった人たちともつながること
ができるようになりました。共通の趣味を
持つ人、同じ研究分野の学生や研究者
などとSNSで知り合って、情報交換や質
問をしたりしています。
加藤：同時に、テクノロジーを使うことの
むずかしさも感じます。悪ふざけのつもり
で不適切なツイートをしてしまったり、
フィッシングに引っかかってしまったりす
る人も多く、これだけスマートフォンのよ
うなツールが普及してきたのに、リテラ
シーやセキュリティなどの情報教育が十
分に追いついていないのではないかと思
います。
王：それは大事な点ですね。皆さんのよう
に若いうちからICTが生活の一部になっ
ていると、テクノロジーに対して無防備に
なってしまうかもしれません。教育ももち
ろん大切ですが、これから人と人だけで
なくモノとモノとがつながるIoTが進むに
つれ、ICTは目に見えないところにも使わ
れていくようになりますから、ネットワーク
やデバイスの側でセキュリティを担保する

ことが必須となります。ファーウェイを含
め、ICT業界全体で取り組んでいかなけ
ればならない課題です。

川端：私は来年4月から通信業界の企業
に就職する予定です。社会人になるにあ
たってのアドバイスをいただけますか。
王：私は2001年に新卒としてファーウェ
イに入社しましたが、この15年間で仕事
を通じてたくさんのことを学びました。
ファーウェイは日進月歩のICT業界で急
成長してきた会社ですから、社員も常に
学び続け、成長していかなければなりま
せん。そのためには、失敗をおそれず、逃
げることなく挑戦する姿勢が大切です。
もし失敗したとしても、必ずそこから得ら
れるものがあります。実践を積めば積む
ほど、学べることは多い。チャレンジする
ことで、自分自身を鍛えるチャンスがつか
めると思います。
川端：今回の研修ではポーランドとパキ
スタンから来た学生たちと一緒で、中に
はICTの知識がまったくない文系の学生
も多かったのですが、みんな授業中のや
りとりがとても積極的で、わからないこと
があればどんどん質問していました。それ
に比べて、私たちは知識があるのになか
なか英語で発言できなくて……。日本人
には失敗をおそれずチャレンジする精神
が足りないところがあるような気がしま
す。他国の人たちとの交流から見習うべ
き点ですね。
王：そうですね。慎重に考えを練ったり、
全体の調和を重んじたりする日本の文
化にもすばらしいところはありますが、皆
さんはまだお若いのですから、臆すること
なく積極的に新しいことに挑戦していっ
てほしいと思います。同時に、謙虚な心
を持ってまわりに教えを乞うことも大事
です。私も同僚や先輩からたくさんのこ
とを教えてもらいました。その経験から、
私自身もまわりに助けを必要とする人が

いればできるだけ力を貸すことを心がけ
ています。長い目で見れば、それが必ず
自分に返ってくるのです。

王：東京オリンピックが開催される2020

年には、皆さんは社会人として立派に活
躍されていることと思います。オリンピッ
クに向けてICTでどんなことが実現でき
ると思いますか？
金村：翻訳アプリがもっと高度になって
どんな言語でも道案内ができるとか、フ
リーWi-Fiがどこでもつながるとか、世界
中から集まった人たちが不便を感じずに
楽しめるような環境が整うといいですね。
川端：競技の観戦の方法も変わるかもし
れません。ドローンで臨場感のある映像
を撮影したり、競技中の選手の動きをス
マートフォンでリアルタイムに追ったり、
VR（仮想現実）でスタジアムへ行かなく
ても観戦できたり。
王：5Gネットワークの開発も、オリンピッ
ク開催までに商用化の実現を目指して進
んでいます。さまざまなアプリケーション
を通じて、最先端の日本の通信環境を世
界の人々に体感してもらう機会になります
ね。さらにその先、10年後、20年後の未
来を皆さんはどう思い描いていますか？
加藤：これから高齢化が加速していくの
で、医療や介護の分野でICTができるこ
とは多いと思います。センサーやアプリ
などで健康管理はより簡単になるで
しょうし、介護者の不足もロボットとAI

の活用で解決していけるのではないで
しょうか。
川端：私もロボットやAIの役割は大きい
と思います。ユーザーの目線や動きから
感情を読み取り、そのニーズに合わせな
がら、人間の能力を超えた肉体的・精神
的なサポートができるロボットが出てく
るかもしれない。そうなると、人間として
自分はそれ以上の価値が出せるだろうか
と考えてしまいますね。心を持った人間

ならではの役割がなくなることはないは
ずですが、人がやるべきことは何かが問
われるときがいずれ来るのではないかと
思います。
金村：これまでの10年の変化を考えると、
この先どんな新しいものが登場するのか
は予測がつきませんが、ICTはあらゆるこ
とを便利にしていくと思います。僕自身

は、研究開発を続けて誰も作ったことの
ない物質を作り出したいという夢を持っ
ています。不可能を可能にするような、社
会の役に立つ新しい技術を生み出したい
ですね。
王：それはすばらしい志ですね。ICTはこ
れからも確実に社会を支え、動かし、変
革していくでしょう。10年目を迎えた

ファーウェイ・ジャパンは、次の10年も
ICTで「より“つながった”世界」を実現す
ることを目指していきます。次の10年の
主役となるのは皆さんの世代です。今回
の『Seeds for the Future』での経験を
まさに「種子」として、未来に向けて成長
を続け、次世代を牽引していかれること
を期待しています。

王：皆さん、深圳での研修から戻られた
ばかりですが、ファーウェイの本社はいか
がでしたか。
金村：大きな会社だとは聞いていました
が、それでも高いビルが1～2棟といった
光景をイメージしていたので、実際に
行ってみるとひとつの街のようで、とても
驚きました。緑豊かな敷地内に社員用の
プールや病院といった施設もあり、働い
ている方々も活気があって、成長する企
業としての勢いを感じました。
加藤：それまでは「Wi-Fiルーターやス
マートフォンを作っている会社」という程
度しかファーウェイのことを知らなかった
のですが、今回の研修で、ネットワーク機
器からIT製品まで幅広く手がけていて、
しかも世界中に事業を展開していると

知り、認識が大きく変わりました。
王：確かに、皆さんが最初にファーウェイ
の名前を目にするのは端末製品の場合
が多いでしょうね。日本ではとくにモバイ
ルWi-Fiルーターで知名度を高めてきま
したが、ファーウェイは端末のほかにもモ
バイル通信を支えるネットワーク、データ
を保存するクラウドと、エンド・ツー・エン
ドで製品やサービスを提供しています。
こうした幅広い技術を強みに、グローバ
ル市場で成長してきたのです。
川端：私は女性社員が活躍していること
が印象深かったです。日本では理系分
野は女性が非常に少なく、ロールモデル
となるような女性のプロフェッショナルに
はなかなか出会えないのですが、研修で
は女性エンジニアの方々も講義や実験

を担当されていて、技術に関する解説や
質問への回答を理路整然とされる姿を
見て、「こんな技術者になりたい！」と感じ
ました。
王：それはうれしいですね。ファーウェイ
は女性従業員の比率がグループ全体で
21％と比較的高く、本社の取締役も17名
のうち4名が女性です。また、子育てをし
ているワーキング・マザーもたくさんいま
す。中国ではもともと子どもを祖父母に
預けながら仕事をすることが一般的で、
ファーウェイにも性別を問わず活躍の場
が与えられる文化があると思います。
川端：また、研修中に「お客様志向」とい
う言葉が何度も登場したことも印象的で
した。私は大学院で副専攻として技術経
営学を学んでいるのですが、技術開発を

するうえで常にお客様を意識するという
のは重要な視点だと思いました。
王：ファーウェイの成長を支えるもうひと
つの要素がまさにその「お客様志向」で
す。いくら技術力が高くても、お客様に価
値をもたらさなければ意味がありません
からね。

加藤：僕も、これまでは自分自身の研究対
象となる技術のことだけを考えていました
が、今回の研修でICTについて幅広く学ん
だことで、自分が研究していることが通信
全体にとってどんな位置づけにあるのか
が理解できたのがよかったと思います。
王：どんな研究をしているのですか？
加藤：60GHz帯の無線通信機器の研究
です。

王：次世代の無線通信にとって非常に重
要な技術ですね。
川端：私はこれまでソフトウェアにフォー
カスして研究してきましたが、今回の研
修でハードウェアについてももっと勉強し
たいと思うようになりました。
金村：僕の研究は通信の基盤となるナ
ノ・デバイスに関するものなのですが、部
品や材料などが研究対象であっても、そ
の仕組みだけでなく、それがどう使われ、
どんな役に立つのかを考えることが必要
だと学び、視野が広がったと思います。
王：技術はそれを使う人間のため、社会
のためにあるということに目を向けるよい
機会になりましたね。1週間という短い期
間ではありましたが、皆さんがICTについ
て理解を深め、新たな気づきを得られた

ことをうれしく思います。

王：ファーウェイ・ジャパンが設立された
10年前、皆さんはまだ小中学生でした
が、スマートフォンもなく、LINEやTwit-

terなどもなかった当時のことを覚えてい
ますか？
川端：そのころは、電話やメールといった
単純な機能しかないガラケーを持ってい
て、外出するときの連絡など必要なときに
だけ使っていました。インターネットもい
まほど身近ではなく、中学校の授業でパ
ソコンの操作やインターネットの使い方
を学んだ記憶があります。毎日の天気や
ニュースも、いまではスマートフォンです
ぐに調べられますが、以前はテレビや新
聞が情報源でした。

S p e c i a l  I n t e r v i e w
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ファーウェイ・ジャパン代表取締役社長 王剣峰（ジェフ・ワン）と
次世代を担う学生たちが語る

ICTで実現する
私たちの未来
ファーウェイ・ジャパンは、2015年11月をもちまして、おかげさまで設立10周年を迎
えることとなりました。今号のHuaWaveは10周年記念特集号として、皆様への感謝
と、この先も「より“つながった”世界」の実現に向けてともに歩んでまいりたいという想
いを込めて、「これまでの10年、これからの10年」をテーマとしたさまざまなコンテンツ
をお届けいたします。Special Interviewでは、ファーウェイ・ジャパン代表取締役社
長 王剣峰（ジェフ・ワン）が、次世代を担う学生たちとともに、ICTの社会における役
割や、会社と自身の成長、未来のビジョンについて語り合います。対談に登場するの
は、ファーウェイがグローバルに展開するCSRフラッグシップ・プログラム『Seeds 

for the Future』の一環として8月に中国・深圳のファーウェイ本社で開催した1週
間の研修プログラムに参加された大学生・大学院生のうち3名の方々です。

Pro�le
写真 左から

加藤 尚（かとう・ひさし）さん
東京工業大学工学部電気電子工学科4年。
1993年生まれ。修士課程への進学が決まっ
ており、修了後はメーカーで製品開発に携
わりたいと考えている。

王 剣峰（ジェフ・ワン）
ファーウェイ・ジャパン代表取締役社長

川端 萌美（かわばた・めぐみ）さん
早稲田大学大学院基幹理工学研究科情報
理工・情報通信専攻修士課程2年。1991年
生まれ。修士論文では広域災害用公共LTE
ネットワークについての研究に取り組み、被
災地での調査も行っている。4月から通信事
業者に就職予定。

金村 卓郎（かねむら・たくろう）さん
東北大学工学部電気情報物理工学科3年。
1994年生まれ。今年1月に開催された文部
科学省主催『第4回サイエンス・インカレ』で
「ファーウェイ賞」を受賞し、今回のプログラ
ムに参加。趣味は将棋で、スマートフォンの
将棋対局アプリでオンライン将棋を楽しん
でいる。

HUAWAVE 19 ／ P02.03



/ OCT. 201504 / OCT. 2015 05

金村：僕もインターネットの利用が増えた
のはスマートフォンを使うようになってか
らですね。それまでは勉強するときも教
科書や参考書しか使っていませんでした
が、最近はわからないことはまずインター
ネットで検索して、それでもわからなけれ
ば図書館に足を運んで本で調べることが
多いです。
王：情報への接し方や頻度が大きく変わ
りましたね。
川端：友達との遊び方も変わってきまし
たね。SNSなどで気軽に連絡がとれるよ
うになったので、以前のように事前に場
所や時間などをしっかり約束しなくても
いいし、直接会わなくてもビデオ通話で
話しながら飲み会をしたり、スマホアプリ
を使ってオンラインで遊んだりすることも
あります。
金村：SNSのおかげで、これまで知り合う
機会がなかった人たちともつながること
ができるようになりました。共通の趣味を
持つ人、同じ研究分野の学生や研究者
などとSNSで知り合って、情報交換や質
問をしたりしています。
加藤：同時に、テクノロジーを使うことの
むずかしさも感じます。悪ふざけのつもり
で不適切なツイートをしてしまったり、
フィッシングに引っかかってしまったりす
る人も多く、これだけスマートフォンのよ
うなツールが普及してきたのに、リテラ
シーやセキュリティなどの情報教育が十
分に追いついていないのではないかと思
います。
王：それは大事な点ですね。皆さんのよう
に若いうちからICTが生活の一部になっ
ていると、テクノロジーに対して無防備に
なってしまうかもしれません。教育ももち
ろん大切ですが、これから人と人だけで
なくモノとモノとがつながるIoTが進むに
つれ、ICTは目に見えないところにも使わ
れていくようになりますから、ネットワーク
やデバイスの側でセキュリティを担保する

ことが必須となります。ファーウェイを含
め、ICT業界全体で取り組んでいかなけ
ればならない課題です。

川端：私は来年4月から通信業界の企業
に就職する予定です。社会人になるにあ
たってのアドバイスをいただけますか。
王：私は2001年に新卒としてファーウェ
イに入社しましたが、この15年間で仕事
を通じてたくさんのことを学びました。
ファーウェイは日進月歩のICT業界で急
成長してきた会社ですから、社員も常に
学び続け、成長していかなければなりま
せん。そのためには、失敗をおそれず、逃
げることなく挑戦する姿勢が大切です。
もし失敗したとしても、必ずそこから得ら
れるものがあります。実践を積めば積む
ほど、学べることは多い。チャレンジする
ことで、自分自身を鍛えるチャンスがつか
めると思います。
川端：今回の研修ではポーランドとパキ
スタンから来た学生たちと一緒で、中に
はICTの知識がまったくない文系の学生
も多かったのですが、みんな授業中のや
りとりがとても積極的で、わからないこと
があればどんどん質問していました。それ
に比べて、私たちは知識があるのになか
なか英語で発言できなくて……。日本人
には失敗をおそれずチャレンジする精神
が足りないところがあるような気がしま
す。他国の人たちとの交流から見習うべ
き点ですね。
王：そうですね。慎重に考えを練ったり、
全体の調和を重んじたりする日本の文
化にもすばらしいところはありますが、皆
さんはまだお若いのですから、臆すること
なく積極的に新しいことに挑戦していっ
てほしいと思います。同時に、謙虚な心
を持ってまわりに教えを乞うことも大事
です。私も同僚や先輩からたくさんのこ
とを教えてもらいました。その経験から、
私自身もまわりに助けを必要とする人が

いればできるだけ力を貸すことを心がけ
ています。長い目で見れば、それが必ず
自分に返ってくるのです。

王：東京オリンピックが開催される2020

年には、皆さんは社会人として立派に活
躍されていることと思います。オリンピッ
クに向けてICTでどんなことが実現でき
ると思いますか？
金村：翻訳アプリがもっと高度になって
どんな言語でも道案内ができるとか、フ
リーWi-Fiがどこでもつながるとか、世界
中から集まった人たちが不便を感じずに
楽しめるような環境が整うといいですね。
川端：競技の観戦の方法も変わるかもし
れません。ドローンで臨場感のある映像
を撮影したり、競技中の選手の動きをス
マートフォンでリアルタイムに追ったり、
VR（仮想現実）でスタジアムへ行かなく
ても観戦できたり。
王：5Gネットワークの開発も、オリンピッ
ク開催までに商用化の実現を目指して進
んでいます。さまざまなアプリケーション
を通じて、最先端の日本の通信環境を世
界の人々に体感してもらう機会になります
ね。さらにその先、10年後、20年後の未
来を皆さんはどう思い描いていますか？
加藤：これから高齢化が加速していくの
で、医療や介護の分野でICTができるこ
とは多いと思います。センサーやアプリ
などで健康管理はより簡単になるで
しょうし、介護者の不足もロボットとAI

の活用で解決していけるのではないで
しょうか。
川端：私もロボットやAIの役割は大きい
と思います。ユーザーの目線や動きから
感情を読み取り、そのニーズに合わせな
がら、人間の能力を超えた肉体的・精神
的なサポートができるロボットが出てく
るかもしれない。そうなると、人間として
自分はそれ以上の価値が出せるだろうか
と考えてしまいますね。心を持った人間

ならではの役割がなくなることはないは
ずですが、人がやるべきことは何かが問
われるときがいずれ来るのではないかと
思います。
金村：これまでの10年の変化を考えると、
この先どんな新しいものが登場するのか
は予測がつきませんが、ICTはあらゆるこ
とを便利にしていくと思います。僕自身

は、研究開発を続けて誰も作ったことの
ない物質を作り出したいという夢を持っ
ています。不可能を可能にするような、社
会の役に立つ新しい技術を生み出したい
ですね。
王：それはすばらしい志ですね。ICTはこ
れからも確実に社会を支え、動かし、変
革していくでしょう。10年目を迎えた

ファーウェイ・ジャパンは、次の10年も
ICTで「より“つながった”世界」を実現す
ることを目指していきます。次の10年の
主役となるのは皆さんの世代です。今回
の『Seeds for the Future』での経験を
まさに「種子」として、未来に向けて成長
を続け、次世代を牽引していかれること
を期待しています。

王：皆さん、深圳での研修から戻られた
ばかりですが、ファーウェイの本社はいか
がでしたか。
金村：大きな会社だとは聞いていました
が、それでも高いビルが1～2棟といった
光景をイメージしていたので、実際に
行ってみるとひとつの街のようで、とても
驚きました。緑豊かな敷地内に社員用の
プールや病院といった施設もあり、働い
ている方々も活気があって、成長する企
業としての勢いを感じました。
加藤：それまでは「Wi-Fiルーターやス
マートフォンを作っている会社」という程
度しかファーウェイのことを知らなかった
のですが、今回の研修で、ネットワーク機
器からIT製品まで幅広く手がけていて、
しかも世界中に事業を展開していると

知り、認識が大きく変わりました。
王：確かに、皆さんが最初にファーウェイ
の名前を目にするのは端末製品の場合
が多いでしょうね。日本ではとくにモバイ
ルWi-Fiルーターで知名度を高めてきま
したが、ファーウェイは端末のほかにもモ
バイル通信を支えるネットワーク、データ
を保存するクラウドと、エンド・ツー・エン
ドで製品やサービスを提供しています。
こうした幅広い技術を強みに、グローバ
ル市場で成長してきたのです。
川端：私は女性社員が活躍していること
が印象深かったです。日本では理系分
野は女性が非常に少なく、ロールモデル
となるような女性のプロフェッショナルに
はなかなか出会えないのですが、研修で
は女性エンジニアの方々も講義や実験

を担当されていて、技術に関する解説や
質問への回答を理路整然とされる姿を
見て、「こんな技術者になりたい！」と感じ
ました。
王：それはうれしいですね。ファーウェイ
は女性従業員の比率がグループ全体で
21％と比較的高く、本社の取締役も17名
のうち4名が女性です。また、子育てをし
ているワーキング・マザーもたくさんいま
す。中国ではもともと子どもを祖父母に
預けながら仕事をすることが一般的で、
ファーウェイにも性別を問わず活躍の場
が与えられる文化があると思います。
川端：また、研修中に「お客様志向」とい
う言葉が何度も登場したことも印象的で
した。私は大学院で副専攻として技術経
営学を学んでいるのですが、技術開発を

するうえで常にお客様を意識するという
のは重要な視点だと思いました。
王：ファーウェイの成長を支えるもうひと
つの要素がまさにその「お客様志向」で
す。いくら技術力が高くても、お客様に価
値をもたらさなければ意味がありません
からね。

加藤：僕も、これまでは自分自身の研究対
象となる技術のことだけを考えていました
が、今回の研修でICTについて幅広く学ん
だことで、自分が研究していることが通信
全体にとってどんな位置づけにあるのか
が理解できたのがよかったと思います。
王：どんな研究をしているのですか？
加藤：60GHz帯の無線通信機器の研究
です。

王：次世代の無線通信にとって非常に重
要な技術ですね。
川端：私はこれまでソフトウェアにフォー
カスして研究してきましたが、今回の研
修でハードウェアについてももっと勉強し
たいと思うようになりました。
金村：僕の研究は通信の基盤となるナ
ノ・デバイスに関するものなのですが、部
品や材料などが研究対象であっても、そ
の仕組みだけでなく、それがどう使われ、
どんな役に立つのかを考えることが必要
だと学び、視野が広がったと思います。
王：技術はそれを使う人間のため、社会
のためにあるということに目を向けるよい
機会になりましたね。1週間という短い期
間ではありましたが、皆さんがICTについ
て理解を深め、新たな気づきを得られた

ことをうれしく思います。

王：ファーウェイ・ジャパンが設立された
10年前、皆さんはまだ小中学生でした
が、スマートフォンもなく、LINEやTwit-

terなどもなかった当時のことを覚えてい
ますか？
川端：そのころは、電話やメールといった
単純な機能しかないガラケーを持ってい
て、外出するときの連絡など必要なときに
だけ使っていました。インターネットもい
まほど身近ではなく、中学校の授業でパ
ソコンの操作やインターネットの使い方
を学んだ記憶があります。毎日の天気や
ニュースも、いまではスマートフォンです
ぐに調べられますが、以前はテレビや新
聞が情報源でした。

8月23日～30日、ファーウェイ・ジャパンが主催する初めての
『Seeds for the Future』プログラムとして、『第4回サイエン
ス・インカレ』の参加者や東京工業大学、早稲田大学の大学
生・大学院生20名がファーウェイの深圳本社を訪れ、本社
キャンパスを見学したほか、最新のICTとファーウェイのビジ
ネスや技術について、講義と実験からなる研修プログラムを
受講しました。研修はポーランドとパキスタンから同プログラ
ムに参加した学生たちと合同で行われ、国際交流の機会とし
ても意義あるものとなりました。オープニング・セレモニーに
は在広州日本国総領事館の田中朝哉領事も出席され、日本
の若者たちが海外で先端のICTの知識とグローバルな視野
を身に付ける重要性を強調し、学生たちを激励するスピーチ
をしていただきました。また、帰国後の報告会には『サイエン
ス・インカレ』を主宰する文部科学省の科学技術・学術政策
局人材政策課人材政策推進室長 唐沢裕之氏や、参加した
学生の指導教官らが列席し、研修の成果を共有しました。

ファーウェイの『Seeds for the Future』プログラム

1.研修の風景。座学だけでなく、実際に機器を動かしながらの実験も行った　2.広大なキャンパス内や展示ホールも見学
3.他国の学生たちとの交流　4.最終日には深圳市内を観光。電脳街での買い物も楽しんだ
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　ファーウェイ・ジャパンが事業をスタートしたのは2005年。それからの10年間でICTは大きく進化し、
同時に人々の生活やビジネスを大きく変えてきました。
　モバイル・ネットワークは3Gから4Gへ。携帯端末はフィーチャーフォンからスマートフォン、タブレット、
そしてウェアラブルへ。YouTube が動画コンテンツの可能性を切り拓き、Twitter、LINE、Instagram

などの誕生によって新しいコミュニケーションの形が出現し、さまざまなクラウド・サービスの登場でデータ
へのアクセスがいつでもどこからでも可能に―。次々に生みだされる新たな技術やサービスが人と人、
人とモノ、モノとモノをつなげることで、私たちの日常に数々の変革を起こしてきた10年でした。
　では、これからの10年、そしてさらにその先へと、ICTはどんな未来を実現していくのでしょうか。今号の
Feature Storyでは、「教育」と「医療」という社会を支える2つの分野にフォーカスし、ICTで “つながる” 
ことがどんな変革を起こし、どんな未来をもたらすのかを探っていきます。

FEAT URE STORY

しかし、アプリ学習は自分でどんどん進め
ることができるため、そうした短い時間で
も簡単に取り組むことが可能です。また
アプリを使えばゲーム感覚で学べるほ
か、各自が自分のレベルに合った問題を
解くことができるという利点もあります。
問題を解くとすぐに答えの正誤判定がな
され、先生の丸つけを待つことなく自分
の理解度がわかります。
　同小学校のタブレット活用のもうひと
つの特長は、一人1台という環境を生か
して児童の思考過程の可視化に注力し
ていることです。授業中は、タブレット画
面を電子黒板に一覧表示できる授業支
援サービスを用いて、児童がスクリーン
に書き込んだ内容をリアルタイムで共有
します。これにより、児童の答えや理解
度を把握できるほか、誰がどこでつまず
いているのかを知ることができます。一
覧表示した内容は、特定の児童が書い
たものだけを選んで互いの答えを比較す
ることも可能で、児童どうしの意見交換
もスムーズに展開できます。
　いままでは、問題を解くときはノートに
書き、先生に当てられた児童が前に出
て、黒板にもう一度自分の答えを書いて
答え合わせや先生による解説が行われ
ていました。しかし、この時間はかなりの
ロスで、黒板に答えを書き写している間
はほかの児童は“待ち”の状態になりま
す。児童の手元のノートを電子黒板に映
写できれば大幅な時間節約になり、さら
に電子黒板に自分の書いた内容が映る
こと自体が授業への参加感を高める効
果もあると言います。

　愛和小学校では民間企業の協力を得
て英語教育にもICTを活用しています。小
学校の英語教育はすでに2011年度より
小学5・6年生で必修となっており、2020

年度の学習指導要領では小学3年生から
必修化されることになっています。また
2020年の大学入試改革において4技能測
定（話す・聞く・書く・読む）の導入が検討
されるなど、学習内容が大きく見直されて
いる教科です。そんな中、現場の教師たち
が「話す・聞く」のコミュニケーションを重
視した英語教育をどのように充実させて
いくかが、小学校では切実な課題となって
います。
　愛和小学校では無料ビデオ通話ソフ
ト『Skype』を利用したオンライン英会話
授業を取り入れています。教室にいる児
童がビデオ通話で海外に住むネイティ
ブ・スピーカーと1対1で英会話を行い、
児童は自分の話す英語がどれだけ通じる
かをリアルに確認できます。
　授業では最初に、担任の教師がその日
に学ぶフレーズを解説します。その後、ク
ラス全員で音読練習を行い、オンライン
英会話の個別学習に移ります。児童たち
はスクリーン越しにそれぞれの担当である
ネイティブ・スピーカーに向かって学んだ
フレーズを語りかけ、自分の英語が通じる
かどうかをチェック。相手の返事も聞き
取ってメモをしながらやりとりを進めます。
　この授業では、ネイティブ・スピーカー
の英語が聞けるだけでなく、タブレットの

一人1台環境やICTを生かし、リアルなコ
ミュニケーションの中で一人ひとりの英語
の発話回数を増やせることがメリットで
す。同小学校の以前の英語授業では、ネ
イティブ・スピーカーの指導助手が月に
一度来校し、児童全員の前で英語を話す
だけで終わっていました。各児童が自分
の英語が通用するかどうかを確認するこ
とはできず、中には話さずに終わる子ども
もいました。それがいまでは「堂 と々英語
で会話をできる児童が増えてきています」
と、松田校長は手応えを感じています。

　松田校長はICTの活用だけでなく、プ
ログラミング教育にも積極的です。日本
では2012年度より中学校の「技術・家
庭」においてプログラミングが必修化さ
れましたが、小学校ではまだ実施されて
いません。しかし、先進国の一部では小
学校低学年からプログラミング教育が導
入されており、日本でも同様の動きが検
討されていることから、学校独自のカリ
キュラム設定ができる「総合的な学習の
時間」にプログラミング学習を実施する
学校が少しずつ出てきています。愛和小
学校は2015年度より本格的にプログラ
ミング学習をスタートし、年15時間の授
業数を確保して取り組んでいます。　
　プログラミングといっても、テキスト・
ベースのコーディングを学ぶわけでは
ありません。昨今は、MIT（マサチュー
セッツ工科大学）メディアラボが開発
した初心者向けプログラミング言語
『Scratch』のようなオンラインで使える
プログラミング環境や、教育版レゴ『マ
インドストームEV3』といったロボットを
制御する教材も多く登場しており、愛和
小学校ではこのような教材を用いなが
ら、民間のプログラミング・スクールや専
門家と協力してプログラミングの授業を

実施しています。
　愛和小学校のプログラミング教育は、
将来のプログラマー育成を目指したも
のではありません。答えがひとつとは限
らないプログラミング学習を通して、子
どもたちがトライ＆エラーを繰り返しな
がら問題を解決し、自らのアイデアを形
にしていく学びそのものに重きが置かれ
ています。
　「子どもたちはスマホやタブレットを使
いこなし、機能もよく知っています。しか
し、道具としての使い方を“知っている”
だけでなく、そこから“何を創るか”に価値
があることを知ってほしいのです」と松田
校長は言います。デバイスを「活用」する
だけでなく、「創造」につなげる。プログラ
ミングは、タブレットやICTを便利に使う
だけのユーザー視点で終わらせず、それ
を使って何かを創りだすという作り手の
視点を与えることにも役立っています。

　このようにさまざまなICT活用を進める
愛和小学校ですが、教育現場へのICTの
導入によって最も大きく変化したことは
「教師の役割」だと松田校長は言います。
　教育にはこれまで、教える側に最適化
した方法やサービス、制度が数多く作ら
れてきました。しかし、松田校長は教育現
場にICTが導入されることで、「指導者」を

主体とした教育から「学習者」を主体にし
た学びへとシフトしていくと考えています。
「ICTは学習者の学ぶ選択肢を広げ、多
様な環境を提供することができます。今
後、教師に求められる役割は学習者の学
びをデザインすることであり、学習者に寄
り添って最適な学びを提案できるファシ
リテーターになることなのです」
　単に情報端末の導入だけではなく、
教育のあり方を根本的に見直さなけれ
ば、学校教育が社会に求められる人材を
育成するというミッションを果たすことは
できません。とはいえ、学校や教師の役
割を変え、長年続いてきたやり方を抜本
的に刷新するには、多くの時間と労力が
必要です。さまざまな制約のある公立小
学校という環境で、学校内外のリソース
を柔軟に活用しながら、確固たるビジョン
と実行力で教育現場に改革をもたらす松
田校長の挑戦。公開授業には毎回全国
から教員や行政関係者、教育産業やICT

業界の企業関係者など数百名が訪れる
ことも、その試みがいかに大きなインパク
トを持ち、高い期待と関心を集めている
かを物語っています。
　松田校長と愛和小学校の取り組みは、
学校が「時代遅れ」から「次世代をリード
する」場所へと脱皮し、未来を担う子ども
たちに真の学びを提供するために、ICT

の活用が大きな可能性を持っていること
を示しているのです。

　多摩市立愛和小学校では、2013年10

月よりタブレットの導入をスタートし、現
在は全児童184名に対して一人1台の端
末を貸与しています。校内には無線LAN

を整備し、全教室に電子黒板を配備。
iPadやChromebook、Windowsタブレッ
トなどマルチ・デバイスを導入し、新しい
学校づくりの一環としてIT製品やサービ
スを積極的に取り入れ、企業ともコラボ
レーションしながら教育活動を実践して
いるのが特長です。2015年度は総務省
が手がける「先導的教育システム実証
事業」の実証校にも指定されるなど、教

育ICT分野の牽引役を担っています。
　松田校長は、学校教育の現状につい
て、「さまざまな危機感を感じている」と話
します。現在10歳の小学4年生が、ちょう
ど働き盛りの30歳になる2035年、彼らは
本当に社会で通用する人間になっている
だろうか。教師の役目は、10年に一度し
か改訂されない学習指導要領に従うこと
だけでいいのか。グローバル社会で、ドッ
グイヤーと呼ばれる変化の速い現代を生
きる子どもたちにとって、学校はいつまで
も“変わらない場所”であっていいのか。
松田校長はそんな問題意識を持ちなが
ら、教育現場と時代を見つめています。
「学校はいつのまにか、一番時代遅れな
場所になってしまったのではないか。子
どもたちはランドセルを背負って過去に

タイムスリップしているのではないだろう
か。そんなふうに感じることが多いのです」
　未来の社会を生きる子どもたちに必
要な資質や能力を身につけてもらうため
にも、「学校を時代とテクノロジーを学
べる場にしていきたい」と松田校長は語
ります。

　一般的に、「学校におけるタブレット端
末の活用」といえば、電子教科書をはじめ
とした紙の教材を電子化しただけのイ
メージにとらわれがちです。しかし、タブレッ
トの利用法はそれだけではありません。
写真や動画などマルチメディアを使って
レポートやプレゼンテーションを作成した
り、自分の意見をタブレットに書いてクラ
スのみんなで共有したりと、さまざまな方
法で活用できるのです。最近では、情報
モラルや情報リテラシーを身につける目
的から、クローズドな教育版SNSを利用
して、適切な使い方を学ぶような取り組
みも一部の学校で行われています。
　愛和小学校でもさまざまな教育実践
を行っています。中でも特長的な取り組
みのひとつが、計算力や漢字力、社会の
暗記項目といった基礎基本の定着にア
プリを用いたタブレット学習を実施して
いることです。朝学習や帰りの会、休み時
間終了後に全員が着席するまでの間な
ど、学校には意外と細切れの時間やすき
ま時間が多く、こうした短い時間に子ども
たちはこれまで“指示待ち”の状態でした。

社会を変えるIC T

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

▶ 国内携帯電話端末出荷台数（うちスマートフォン出荷台数）
携帯電話端末出荷台数 スマートフォン出荷台数

MM総研「国内携帯電話端末出荷概況」より

4,625

3,444

234

3,764

855

4,274

2,417

4,181

2,972

3,941

2,960

3,788

2,748

2005 2014※

▶ データ流通量の推移（ＴＢ）

総務省「ビッグデータの流通量の推計及び
ビッグデータの活用実態に関する調査研究」（平成27年）より
※見込み値

1,556,589

14,524,7529年間で

9.3倍
5年間で

11.7倍

学校は時代とテクノロジーを学ぶところ
I C T 教育

ICTで教育現場を変革する多摩市立愛和小学校の挑戦
神谷加代（教育 ICTライター）

学校は、いつのまに
一番時代遅れな場所に
なってしまったのか？

教育・医療の現場から見える未来

東京学芸大学教育学部卒業、上越教育大
学大学院修士課程修了。東京都公立小学
校教諭、指導主事、主任指導主事（指導室
長）を経て、2013年より現職。前職では東
京都で初めて狛江市内の全小学校にタブ
レット端末と電子黒板を配備。愛和小学校
ではICT活用のほか、校内に菜園を作って
野菜の栽培と食育を行う「エディブル・ス
クールヤード」や、空き教室を利用した地
域住民向けのカフェの開設など、斬新な取
り組みで学校と地域の改革を進めている。

松田 孝 （まつだ たかし）
多摩市立愛和小学校校長

　黒板にチョーク、大勢の子どもたちを前に一人の先生が話しか
ける一斉授業。日本における学校での学び方は、この100年以上
変化していません。海外では大学が提供するMOOCs（Massive 

Open Online Courses：インターネット上で無料で受講できる講
座）やカーンアカデミー（Khan Academy）などのオンラインの
無料講座を授業に取り入れたり、クラウド型のグループウェア
やゲーミフィケーション（ゲームの要素を取り入れたコンテン
ツ）を生かした学習支援サービスを導入するなど、コンピュー
ターやオンライン学習サービスを積極的に活用する教育機関が
増えています。しかし、日本ではいまだ紙と鉛筆を使った学習に
重きを置く傾向が強く、OECD（経済協力開発機構）の「PISA

（Programme for International Student Assessment ：生
徒の学習到達度調査）2012」によると、日本は学校で生徒が学
習用途にコンピューターを使う割合がOECD諸国の中でも最下
位であり、いかに日本の子どもたちが教育現場でICTに触れる
機会が少ないかを物語っています。

　そんな中、文部科学省は現在、2020年を目標に全国のすべ
ての公立小中学校の児童生徒に対して教育用の情報端末を配
備する施策を掲げています。この背景にあるのは、大量生産型
の工業化社会から情報化社会へと移り変わったことによる、社
会が求める人材の変化です。与えられた知識を覚えるだけでな
く、答えのない問題に対して自ら情報を収集して判断し、他者
とコミュニケーションを取りながら協力して課題を解決する能
力が求められるようになっているのです。こうした能力を伸ばす
学びの場を提供するためには、子どもたちがいつでもICTを活
用して情報にアクセスできる環境が必要であるとし、教育現場
ではタブレットの導入が進められています。
　では、実際に教育現場に導入されたICTは、子どもたちの学
びにどのような変化をもたらしているのでしょうか。ICTを活用
した教育実践で全国的にも知られる東京都多摩市立愛和小学
校の取り組みを、同校で陣頭指揮をとる松田孝校長のお話とと
もにご紹介します。
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しかし、アプリ学習は自分でどんどん進め
ることができるため、そうした短い時間で
も簡単に取り組むことが可能です。また
アプリを使えばゲーム感覚で学べるほ
か、各自が自分のレベルに合った問題を
解くことができるという利点もあります。
問題を解くとすぐに答えの正誤判定がな
され、先生の丸つけを待つことなく自分
の理解度がわかります。
　同小学校のタブレット活用のもうひと
つの特長は、一人1台という環境を生か
して児童の思考過程の可視化に注力し
ていることです。授業中は、タブレット画
面を電子黒板に一覧表示できる授業支
援サービスを用いて、児童がスクリーン
に書き込んだ内容をリアルタイムで共有
します。これにより、児童の答えや理解
度を把握できるほか、誰がどこでつまず
いているのかを知ることができます。一
覧表示した内容は、特定の児童が書い
たものだけを選んで互いの答えを比較す
ることも可能で、児童どうしの意見交換
もスムーズに展開できます。
　いままでは、問題を解くときはノートに
書き、先生に当てられた児童が前に出
て、黒板にもう一度自分の答えを書いて
答え合わせや先生による解説が行われ
ていました。しかし、この時間はかなりの
ロスで、黒板に答えを書き写している間
はほかの児童は“待ち”の状態になりま
す。児童の手元のノートを電子黒板に映
写できれば大幅な時間節約になり、さら
に電子黒板に自分の書いた内容が映る
こと自体が授業への参加感を高める効
果もあると言います。

　愛和小学校では民間企業の協力を得
て英語教育にもICTを活用しています。小
学校の英語教育はすでに2011年度より
小学5・6年生で必修となっており、2020

年度の学習指導要領では小学3年生から
必修化されることになっています。また
2020年の大学入試改革において4技能測
定（話す・聞く・書く・読む）の導入が検討
されるなど、学習内容が大きく見直されて
いる教科です。そんな中、現場の教師たち
が「話す・聞く」のコミュニケーションを重
視した英語教育をどのように充実させて
いくかが、小学校では切実な課題となって
います。
　愛和小学校では無料ビデオ通話ソフ
ト『Skype』を利用したオンライン英会話
授業を取り入れています。教室にいる児
童がビデオ通話で海外に住むネイティ
ブ・スピーカーと1対1で英会話を行い、
児童は自分の話す英語がどれだけ通じる
かをリアルに確認できます。
　授業では最初に、担任の教師がその日
に学ぶフレーズを解説します。その後、ク
ラス全員で音読練習を行い、オンライン
英会話の個別学習に移ります。児童たち
はスクリーン越しにそれぞれの担当である
ネイティブ・スピーカーに向かって学んだ
フレーズを語りかけ、自分の英語が通じる
かどうかをチェック。相手の返事も聞き
取ってメモをしながらやりとりを進めます。
　この授業では、ネイティブ・スピーカー
の英語が聞けるだけでなく、タブレットの

一人1台環境やICTを生かし、リアルなコ
ミュニケーションの中で一人ひとりの英語
の発話回数を増やせることがメリットで
す。同小学校の以前の英語授業では、ネ
イティブ・スピーカーの指導助手が月に
一度来校し、児童全員の前で英語を話す
だけで終わっていました。各児童が自分
の英語が通用するかどうかを確認するこ
とはできず、中には話さずに終わる子ども
もいました。それがいまでは「堂 と々英語
で会話をできる児童が増えてきています」
と、松田校長は手応えを感じています。

　松田校長はICTの活用だけでなく、プ
ログラミング教育にも積極的です。日本
では2012年度より中学校の「技術・家
庭」においてプログラミングが必修化さ
れましたが、小学校ではまだ実施されて
いません。しかし、先進国の一部では小
学校低学年からプログラミング教育が導
入されており、日本でも同様の動きが検
討されていることから、学校独自のカリ
キュラム設定ができる「総合的な学習の
時間」にプログラミング学習を実施する
学校が少しずつ出てきています。愛和小
学校は2015年度より本格的にプログラ
ミング学習をスタートし、年15時間の授
業数を確保して取り組んでいます。　
　プログラミングといっても、テキスト・
ベースのコーディングを学ぶわけでは
ありません。昨今は、MIT（マサチュー
セッツ工科大学）メディアラボが開発
した初心者向けプログラミング言語
『Scratch』のようなオンラインで使える
プログラミング環境や、教育版レゴ『マ
インドストームEV3』といったロボットを
制御する教材も多く登場しており、愛和
小学校ではこのような教材を用いなが
ら、民間のプログラミング・スクールや専
門家と協力してプログラミングの授業を

実施しています。
　愛和小学校のプログラミング教育は、
将来のプログラマー育成を目指したも
のではありません。答えがひとつとは限
らないプログラミング学習を通して、子
どもたちがトライ＆エラーを繰り返しな
がら問題を解決し、自らのアイデアを形
にしていく学びそのものに重きが置かれ
ています。
　「子どもたちはスマホやタブレットを使
いこなし、機能もよく知っています。しか
し、道具としての使い方を“知っている”
だけでなく、そこから“何を創るか”に価値
があることを知ってほしいのです」と松田
校長は言います。デバイスを「活用」する
だけでなく、「創造」につなげる。プログラ
ミングは、タブレットやICTを便利に使う
だけのユーザー視点で終わらせず、それ
を使って何かを創りだすという作り手の
視点を与えることにも役立っています。

　このようにさまざまなICT活用を進める
愛和小学校ですが、教育現場へのICTの
導入によって最も大きく変化したことは
「教師の役割」だと松田校長は言います。
　教育にはこれまで、教える側に最適化
した方法やサービス、制度が数多く作ら
れてきました。しかし、松田校長は教育現
場にICTが導入されることで、「指導者」を

主体とした教育から「学習者」を主体にし
た学びへとシフトしていくと考えています。
「ICTは学習者の学ぶ選択肢を広げ、多
様な環境を提供することができます。今
後、教師に求められる役割は学習者の学
びをデザインすることであり、学習者に寄
り添って最適な学びを提案できるファシ
リテーターになることなのです」
　単に情報端末の導入だけではなく、
教育のあり方を根本的に見直さなけれ
ば、学校教育が社会に求められる人材を
育成するというミッションを果たすことは
できません。とはいえ、学校や教師の役
割を変え、長年続いてきたやり方を抜本
的に刷新するには、多くの時間と労力が
必要です。さまざまな制約のある公立小
学校という環境で、学校内外のリソース
を柔軟に活用しながら、確固たるビジョン
と実行力で教育現場に改革をもたらす松
田校長の挑戦。公開授業には毎回全国
から教員や行政関係者、教育産業やICT

業界の企業関係者など数百名が訪れる
ことも、その試みがいかに大きなインパク
トを持ち、高い期待と関心を集めている
かを物語っています。
　松田校長と愛和小学校の取り組みは、
学校が「時代遅れ」から「次世代をリード
する」場所へと脱皮し、未来を担う子ども
たちに真の学びを提供するために、ICT

の活用が大きな可能性を持っていること
を示しているのです。

　多摩市立愛和小学校では、2013年10

月よりタブレットの導入をスタートし、現
在は全児童184名に対して一人1台の端
末を貸与しています。校内には無線LAN

を整備し、全教室に電子黒板を配備。
iPadやChromebook、Windowsタブレッ
トなどマルチ・デバイスを導入し、新しい
学校づくりの一環としてIT製品やサービ
スを積極的に取り入れ、企業ともコラボ
レーションしながら教育活動を実践して
いるのが特長です。2015年度は総務省
が手がける「先導的教育システム実証
事業」の実証校にも指定されるなど、教

育ICT分野の牽引役を担っています。
　松田校長は、学校教育の現状につい
て、「さまざまな危機感を感じている」と話
します。現在10歳の小学4年生が、ちょう
ど働き盛りの30歳になる2035年、彼らは
本当に社会で通用する人間になっている
だろうか。教師の役目は、10年に一度し
か改訂されない学習指導要領に従うこと
だけでいいのか。グローバル社会で、ドッ
グイヤーと呼ばれる変化の速い現代を生
きる子どもたちにとって、学校はいつまで
も“変わらない場所”であっていいのか。
松田校長はそんな問題意識を持ちなが
ら、教育現場と時代を見つめています。
「学校はいつのまにか、一番時代遅れな
場所になってしまったのではないか。子
どもたちはランドセルを背負って過去に

タイムスリップしているのではないだろう
か。そんなふうに感じることが多いのです」
　未来の社会を生きる子どもたちに必
要な資質や能力を身につけてもらうため
にも、「学校を時代とテクノロジーを学
べる場にしていきたい」と松田校長は語
ります。

　一般的に、「学校におけるタブレット端
末の活用」といえば、電子教科書をはじめ
とした紙の教材を電子化しただけのイ
メージにとらわれがちです。しかし、タブレッ
トの利用法はそれだけではありません。
写真や動画などマルチメディアを使って
レポートやプレゼンテーションを作成した
り、自分の意見をタブレットに書いてクラ
スのみんなで共有したりと、さまざまな方
法で活用できるのです。最近では、情報
モラルや情報リテラシーを身につける目
的から、クローズドな教育版SNSを利用
して、適切な使い方を学ぶような取り組
みも一部の学校で行われています。
　愛和小学校でもさまざまな教育実践
を行っています。中でも特長的な取り組
みのひとつが、計算力や漢字力、社会の
暗記項目といった基礎基本の定着にア
プリを用いたタブレット学習を実施して
いることです。朝学習や帰りの会、休み時
間終了後に全員が着席するまでの間な
ど、学校には意外と細切れの時間やすき
ま時間が多く、こうした短い時間に子ども
たちはこれまで“指示待ち”の状態でした。
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基礎基本の定着から
思考の可視化まで、
多様なICT活用

一人ひとりの発話回数を増やす
オンライン英会話

プログラミング教育も実施
“何を創るか”にこそ価値がある

教える存在からファシリテーターへ
ICTの導入で教師の役割も変化

4.レゴを使ったプログラミング学習。リアルなモノを動かすことで、画面上だけではわからない現実世界の条件
にも気がつくことができる  5.職員室はフリーアドレス制。中央には大画面ディスプレイとプロジェクターを内蔵
したデスクがあり、これまで黒板に書きこんでいた月間スケジュールなどを壁に投影している

1.すきま時間を活用してアプリ学習  2.問題を解く過程がリアルタイムで電子黒板に共有される  3.Skypeを使ったオンライン英会話の授業

1 2 3

4 5
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　複数の医療・介護従事者が連携する
在宅医療でまずなによりも重要なのが、
円滑で効率的な情報共有です。しかし、
医療現場における情報の共有にはさまざ
まなハードルがあります。従来の病院診
療においては、そもそも診療記録を共有
することが想定されていなかったと遠矢
医師は言います。
　「カルテというのは担当医師の個人的
な記録で、記録した本人だけがわかれば
いいという発想でした。一方、在宅医療
では医師だけでなく専門領域も場所も異
なるさまざまな組織や個人とのやりとりが
求められますが、それぞれが違った
フォーマットで情報を管理しているため、
例えば患者宅では診療記録をノートに
手書き、薬局にはこの書類をファックス、

ケアマネージャーには別の書類を手渡
し、といったように、共有のために複数の
記録を作成しなければなりません。まず
は記録を一元化し、専門用語もできるだ
け使わずに誰が見てもわかるような記録
にすることが必要でした」
　そこで同クリニックは、電子カルテを在
宅医療のニーズに合わせた形で簡略化
し、患者の病歴や薬歴、医師の診療記録
など有用な情報だけを簡潔にまとめた診
療サマリーを自動生成するシステムを独
自に構築。生成されたサマリーはプライ
ベート・クラウドに上げられ、クリニックの
医師・看護師らがスマートフォンやPCで
どこからでもアクセスできるほか、ITシス
テム開発会社と共同開発したクラウド型
地域連携システム『EIR（エイル）』を通し
て地域の連携機関とも共有されます。
『EIR』では、医師、看護師、薬剤師、ホー
ムヘルパーなどのケア提供者に加え、

患者自身や家族も情報を閲覧・入力でき、
患者ごとのケア記録が時系列で生成され
ます。写真や動画を添付して状況をビ
ジュアルで共有したり、必要に応じて指
示書や報告書を作成することもでき、ス
マートフォン・携帯電話からも利用可能で
す。それぞれの従事者がタイムリーに、ま
たフラットな立場で情報をやりとりするこ
とで、チーム体制でのケアを実現するプ
ラットフォームとなっています。

　さらに同クリニックでは、医師による診
療記録の作成をより簡便にし、本来の目
的である医療行為に集中できるよう、
ディクテーション（口述筆記）という方法
を取っています。医師は訪問診療後、移
動の車中でスマートフォンに診療報告を
録音して音声データをクラウドにアップ
ロードし、それを医療知識を持つ潜在看
護師のスタッフがテキスト化するのです。
　このように診療記録のディクテーション
や『EIR』による情報共有などを導入した
結果、遠矢医師自身がデータ入力などの
事務作業を行う時間が大幅に減り、診療
にかける時間を増やすことができました。
実際にタイムスタンプを取って計測した
ところ、1日の診療時間は50％も伸びたと
言います。「ディクテーションならいつでも

どこでも記録を作れますから、移動時間も
有効に活用できます。医師にとっては少し
でも多くの患者さんを診察できることがな
により重要です。患者数が増えればクリ
ニックの収益化にもつながります」
　時間的な効率の向上に加え、医師や
看護師の心身の負担も軽減されていま
す。在宅医療は24時間365日体制が求め
られますが、担当の医師だけが患者の状
況を把握していると、緊急時の呼び出し
にもその医師が応じなければなりません。
しかし、情報共有さえできていれば、担当
医以外の医師や看護師が対応すること
も可能です。桜新町アーバンクリニック
では夜間・休日の緊急コールは当番制を
取っており、当番の医師や看護師は担当
外の患者であっても『EIR』上の情報を参
照して適切な対応ができるようになって
います。今後はいっそう効率のよい体制
を整えるため、緊急コール専用のコール
センターの設置を検討しています。
　また、これまで、患者宅を訪問する医
師や看護師は、患者に関する文書を紙で
まとめた分厚いファイルを何冊も抱えて
移動しなければなりませんでした。そのた
め移動中にはファイルを紛失しないよう
常に細心の注意を払っていなければなり
ません。電子化がある程度進んでからも、
かさばるノート・パソコンを常に持ち歩い

ていました。「家族とディズニーランドに行
くときもパソコンをカバンに入れていまし
た（笑）。それが、データをクラウド上に保
存し、持ち歩くのはスマートフォン1台で
済むようになってからは、身軽になったこ
とに加え、機器やデータの紛失の心配も
なくなり、精神的にも楽になりましたね」

　ICTによる情報共有は、効率化だけで
なくケアの質の向上にもつながっていま
す。患者の生活全般にわたって関わる在
宅医療では、投薬は薬剤師、リハビリは
理学療法士、日常的なケアは介護士と
いったように医師以外にも複数の専門職
が互いにサポートしあいながらひとりの
患者に関与します。『EIR』ではこうした多
職種の専門家間でオープンに情報を共
有できるため、単独では気づかなかった
病状の変化をとらえたり、患者の生活習
慣によりフィットした処置を提案したりす
ることが可能となります。「多くの専門家
が連携して自分の状態を把握してくれて
いるというのは、患者さんやご家族に大
きな安心感をもたらします。また、ご本人
も自ら情報共有や意思決定に参加する
ことで、単に医療行為を受ける対象では
なく、主体的に疾病や障害への対処に関
わっているという意識も生まれてきます。
医師にとっても、一人ひとりの患者さん
により多くの時間をかけてじっくりと向き
合えるのはうれしいことです」

　ICTは在宅医療での医療の質を病院
のレベルに近づけるという点にも寄与し
ています。「在宅医療はもともとは町医者
の往診の延長なのですが、医療の高度化
によって病院でできることと往診ででき
ることの間にギャップが生じてきました。

しかし近年は医療機器のポータブル化が
進み、在宅でできる医療行為が病院での
診療に近づいてきて、病院とほぼ変わら
ないことができるようになってきています」
　また、包帯の交換やカテーテルの挿入
など、患者や家族がやらなければならな
い処置については、動画が有効に使われ
ています。患者本人を被写体として実際
に作業している動画を撮影しておけば、
それをタブレットで見やすい位置に置い
て再生しながら再現することができるの
です。「これまでは文章や写真などで一般
的なやり方を説明するしかありませんでし
た。いまではそれぞれの患者さんの実態
に即したオンデマンドなコンテンツをその
場で作ることができますし、動画は一目
瞭然ですから理解しやすいのです」

　遠矢医師が在宅医療を始めたのは10

年以上前。当時はノート・パソコンを
データカードでネットワークに接続して
電子カルテの入力を行っていました。通
信環境も快適とは言えず、情報へのアク
セスに時間と手間を要していました。ス
マートフォンの登場により、そうした状況
が徐々に変化していったと言います。
　「最初は何ができるかわかりませんで

したが、情報の管理や共有に役立ちそう
なもの、使い勝手のいいものをいろいろ
と試していくうちに、徐々にシステム化が
できてきました。その間、スマートフォン
の性能、アプリやクラウド・サービスが進
化してきましたし、通信環境も良くなって
います。これまでの大規模な医療ITシス
テムと比べ格段に低コストで導入できる
ほか、ITリテラシーの面でも普通にス
マートフォンが使える程度で事足ります。
また、現場のニーズに合わせて自分たち
が使いやすいと思えるものを組み合わせ
て利用できるのも大きな利点です。セ
キュリティも、クラウドならパスワード管
理や使用端末制限、暗号化などの対策
ができるので、紙の資料やデータ自体を
持ち歩くよりもむしろ安全と言えます」
　さらに、ICTを利用した在宅医療は人
材活用の面でも新たなビジネス・モデル
を生み出しています。先述のように、遠矢
医師のクリニックでは録音した診療報告
のテキスト化を潜在看護師が在宅勤務
で担当しています。現在日本には看護師
の資格を持ちながら何らかの理由で看
護職に就いていない潜在看護師が70万
人いるとされていますが、同クリニックの
取り組みのようにICTを活用すれば、こう
した専門人材が遠隔地や在宅で知識と
経験を生かした仕事を持てるのです。こ
のほかにもさまざまな業務が場所と時間
を選ばずにできるようになったことで、子
育て中の医師が帰宅後に自宅で作業を
行うといった働き方も可能になりました。

　病院から地域へ、疾病の治療から
QOLの向上へ―これまでの医療とは
異なる発想で高齢化社会を支えていく在
宅医療は、医療のイノベーションだと遠
矢医師は述べます。「急性期の治療や高
度医療など、病院でしかできないことは

もちろんあります。しかし、高齢化とともに
そこには当てはまらない医療のニーズが
増えてきたことで、地域でケアをする、病
気ではなく人にフォーカスするという在宅
医療の新しい考え方が生まれてきました。
特に、医療と介護とが情報を共有して連
携できるようになったことの意義は非常
に大きいと思います」
　桜新町アーバンクリニックの取り組み
に見られるように、ICTはこうした連携を
可能にするうえで重要な役割を果たして
います。しかし、現状は「情報のやりとり
ができる」というレベルにようやく達したば
かりで、ICTにはさらなる変革をもたらす
可能性があると遠矢医師は見ています。
　「せっかく情報をデータ化するのです
から、その集約や分析をもっと進めてい
けば、単なる情報共有以上に医療の質
を向上できるのではないでしょうか。例
えば、医療現場のノウハウのデータベー
ス化が進み、インターフェースも簡便に
なれば、看護師や介護士、患者自身が情
報を入力することで病状の評価や処置の
決定などがある程度は可能になるかもし
れません。また、人工知能の自然言語理
解がさらに進化すれば、カルテなど自然
言語で記録された診療情報が容易に
データ化され、臨床研究の効率が上がっ
て、医学の進歩を加速できるでしょう」
　また、センサーやウェアラブル機器も
今後活用が期待されるツールです。「患
者さんの状態をできるだけきめ細かくモ
ニターできれば、異常の早期発見につな
がります。認知症の患者さんなどは安否
確認のために1日に一度訪問が必要とい
うケースもありますが、それを人手でまか
なうには限界があります。在宅ケアのた
めの見守りシステムの構築も、ICTに期
待されているところです」
　2025年までに、医療はどれだけ新しく
生まれ変わっているのか。ICTはその変革
のカギを握っていると言えそうです。

/ OCT. 201510

“つながる”ことで医療を変える
I C T 医療

ICTを活用した在宅医療を推進する桜新町アーバンクリニック
HuaWave編集部

バラバラな記録のやりとりから
クラウドでの一括情報共有へ ICTがもたらす効率化と負担の軽減

鹿児島大学医学部卒業。2000年、用
賀アーバンクリニックの開業にあたって
副院長を務め、2003年に在宅医療部
を設立。2006年から家族の看病のため
に帰郷し、鹿児島市のナカノ在宅医療
クリニックで在宅医療に従事したのち、
2009年より現職。ICTによる医療の変
革を目指す医療関係者で結成された
「チーム医療3.0」のメンバーでもある。

医療法人社団プラタナス
桜新町アーバンクリニック　院長

遠矢 純一郎 （とおや じゅんいちろう）

緊密な連携で
満足度と安心感を高める

病院環境に近い診療を可能に
動画による患者支援も

クラウド型地域連携システム『EIR』のインターフェース。タイムリーかつ総合的な情報交換ができる

　教育と並んで、医療もまた日本社会の未来を左右する領域で
す。世界でいち早く超高齢化社会を迎えた日本では、2025年に
は65歳以上の高齢者が総人口の30％を超えるとされ、今後ま
すます必要とされる高齢者の医療や介護を社会全体でどう支え
ていくのかが逼迫した課題となっています。
　医療介護費の増加を抑えると同時に、高齢者が住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを最期まで続けられるよう、厚生労働
省は住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
「地域包括ケアシステム」を2025年までに確立することを目指
しています。これにともない、病床機能の再編が進められてお
り、医療は病院中心型から在宅へと大きくシフトし始めていま
す。次の10年で、医療は大きく姿を変えていくことが求められて
いるのです。

　こうした新たなケアシステムには、医師や看護師、ケアマネー
ジャー、薬剤師などの多職種が連携して患者を支援することが
必要となります。その連携の実現に重要な役割を果たすのが、
ICTの活用です。東京都世田谷区にある桜新町アーバンクリニッ
クでは、外来診療に加えて2009年から在宅医療部を設置し、現
在は医師11名と付属の訪問看護ステーションの看護師のほか、
多職種のメンバーからなるチームで約350名の患者を在宅で診
療しています。同クリニックは在宅医療の開始当初からスマート
フォンやクラウド・サービスを利用し、運営の効率化とケアの質
の向上を推進してきました。
　ICTは在宅医療の現場にどのような価値をもたらしてきたの
か、そして今後さらにどんな変革を起こす可能性があるのか、同
クリニック院長の遠矢純一郎医師にお話をうかがいました。
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異なっている。なお、この中でいまもその
まま残っているのは韓国勢のみ。携帯電
話全体の出荷台数も8億台を超えたとこ
ろで、世界の市場規模は現在の半分以
下だった。
　スマートフォンという言葉が市民権を
得たこのころは、3Gサービスの普及とと
もに携帯端末からのインターネット利用
も急激に進んだ。ビジネスの場を超えて
メール・サービスの利用も増え、ブラック
ベリーが着 と々シェアを伸ばした。マイク
ロソフトが推進する『Windows Mobile』
も台数を伸ばし、HTCも大きな存在感を
表していった。

NTTドコモがこの勢いに乗り『iモード』の
海外展開を本格化したのもこのころだ。
　一方グローバル市場に目を向けると、
SymbianOSを搭載したスマートフォン
が勢力を増し、携帯端末でブラウジング
を楽しんだり仕事をしたりする環境が
整った時代だった。同OS端末のほとんど
のシェアを握るノキアは、型番4ケタの従
来製品に加え、ビジネス向けの『E』シ
リーズ、スタイルと機能を備えた『N』シ
リーズとスマートフォンを3つのライン
ナップに分割、同社だけで毎月新製品を
出すなど向かうところ敵なしという状況
だった。とはいえ、一部の製品は日本でも
販売されたものの、iモードの牙城を崩す
には至らなかった。
　2005年の端末シェアの顔ぶれをガー
トナー（Gartner）の調査に見ると、トップ
はシェア33%を握るノキア、2位がモト
ローラ、3位がサムスン、4位がLG、5位が
ソニー・エリクソン、6位がシーメンス（同
年中にベンキューモバイルが買収）となっ
ており、その顔触れはいまとはまったく

　いまから10年前の2005年はどんな時
代だったのだろうか。日本では携帯電話
インターネット・サービスが全盛だったこ
とは記憶に新しいところだろう。この年は
NTTドコモのFOMA契約が2,000万を突
破、翌年にはおサイフケータイ利用者が
1,000万人に迫るなど、このころの日本の
携帯電話サービスは世界でも最先端を
走っていた。折り畳みスタイルに大画面、
高画質カメラを搭載した日本メーカーの
端末も日本国内で独自に進化していった。

モバイルが変える未来

日本が世界をリードした
10年前の携帯電話市場

2000年代半ば以降、ドコモはiモードの国際展開を
本格化（香港トラムの広告）

10年前はスマートフォンOSもSymbianやWindows 
Mobileが全盛（i-mateが2005年に発売したWindows 
Mobile端末『JASJAR』）

アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの
山根康宏氏に、モバイルとICTを取り巻く日本と世界の現状と動向、そしてさらに
その先について解説していただくこのコーナー。10周年記念号の今号は、モバイル
端末市場の激動の10年間を振り返り、この先の進化の方向性を探ります。

モバイル端末市場
これまでの10年と
これからの進化

山根康宏（やまね やすひろ）

香港を拠点とし、世界各地で携帯端
末の収集とモバイル事情を研究する
携帯電話研究家・ライター。商社勤
務時代、転勤や出張中に海外携帯
端末のおもしろさに目覚め、ウェブで
の執筆活動を開始。しだいに携帯電
話研究が本業となり、2003年にライ
ターとして独立。現在1,200台超の
海外携帯端末コレクションを所有す
る。『週刊アスキー』『 I T m e d i a』
『CNET Japan』『ケータイWatch』
などに連載多数。

　複数の医療・介護従事者が連携する
在宅医療でまずなによりも重要なのが、
円滑で効率的な情報共有です。しかし、
医療現場における情報の共有にはさまざ
まなハードルがあります。従来の病院診
療においては、そもそも診療記録を共有
することが想定されていなかったと遠矢
医師は言います。
　「カルテというのは担当医師の個人的
な記録で、記録した本人だけがわかれば
いいという発想でした。一方、在宅医療
では医師だけでなく専門領域も場所も異
なるさまざまな組織や個人とのやりとりが
求められますが、それぞれが違った
フォーマットで情報を管理しているため、
例えば患者宅では診療記録をノートに
手書き、薬局にはこの書類をファックス、

ケアマネージャーには別の書類を手渡
し、といったように、共有のために複数の
記録を作成しなければなりません。まず
は記録を一元化し、専門用語もできるだ
け使わずに誰が見てもわかるような記録
にすることが必要でした」
　そこで同クリニックは、電子カルテを在
宅医療のニーズに合わせた形で簡略化
し、患者の病歴や薬歴、医師の診療記録
など有用な情報だけを簡潔にまとめた診
療サマリーを自動生成するシステムを独
自に構築。生成されたサマリーはプライ
ベート・クラウドに上げられ、クリニックの
医師・看護師らがスマートフォンやPCで
どこからでもアクセスできるほか、ITシス
テム開発会社と共同開発したクラウド型
地域連携システム『EIR（エイル）』を通し
て地域の連携機関とも共有されます。
『EIR』では、医師、看護師、薬剤師、ホー
ムヘルパーなどのケア提供者に加え、

患者自身や家族も情報を閲覧・入力でき、
患者ごとのケア記録が時系列で生成され
ます。写真や動画を添付して状況をビ
ジュアルで共有したり、必要に応じて指
示書や報告書を作成することもでき、ス
マートフォン・携帯電話からも利用可能で
す。それぞれの従事者がタイムリーに、ま
たフラットな立場で情報をやりとりするこ
とで、チーム体制でのケアを実現するプ
ラットフォームとなっています。

　さらに同クリニックでは、医師による診
療記録の作成をより簡便にし、本来の目
的である医療行為に集中できるよう、
ディクテーション（口述筆記）という方法
を取っています。医師は訪問診療後、移
動の車中でスマートフォンに診療報告を
録音して音声データをクラウドにアップ
ロードし、それを医療知識を持つ潜在看
護師のスタッフがテキスト化するのです。
　このように診療記録のディクテーション
や『EIR』による情報共有などを導入した
結果、遠矢医師自身がデータ入力などの
事務作業を行う時間が大幅に減り、診療
にかける時間を増やすことができました。
実際にタイムスタンプを取って計測した
ところ、1日の診療時間は50％も伸びたと
言います。「ディクテーションならいつでも

どこでも記録を作れますから、移動時間も
有効に活用できます。医師にとっては少し
でも多くの患者さんを診察できることがな
により重要です。患者数が増えればクリ
ニックの収益化にもつながります」
　時間的な効率の向上に加え、医師や
看護師の心身の負担も軽減されていま
す。在宅医療は24時間365日体制が求め
られますが、担当の医師だけが患者の状
況を把握していると、緊急時の呼び出し
にもその医師が応じなければなりません。
しかし、情報共有さえできていれば、担当
医以外の医師や看護師が対応すること
も可能です。桜新町アーバンクリニック
では夜間・休日の緊急コールは当番制を
取っており、当番の医師や看護師は担当
外の患者であっても『EIR』上の情報を参
照して適切な対応ができるようになって
います。今後はいっそう効率のよい体制
を整えるため、緊急コール専用のコール
センターの設置を検討しています。
　また、これまで、患者宅を訪問する医
師や看護師は、患者に関する文書を紙で
まとめた分厚いファイルを何冊も抱えて
移動しなければなりませんでした。そのた
め移動中にはファイルを紛失しないよう
常に細心の注意を払っていなければなり
ません。電子化がある程度進んでからも、
かさばるノート・パソコンを常に持ち歩い

ていました。「家族とディズニーランドに行
くときもパソコンをカバンに入れていまし
た（笑）。それが、データをクラウド上に保
存し、持ち歩くのはスマートフォン1台で
済むようになってからは、身軽になったこ
とに加え、機器やデータの紛失の心配も
なくなり、精神的にも楽になりましたね」

　ICTによる情報共有は、効率化だけで
なくケアの質の向上にもつながっていま
す。患者の生活全般にわたって関わる在
宅医療では、投薬は薬剤師、リハビリは
理学療法士、日常的なケアは介護士と
いったように医師以外にも複数の専門職
が互いにサポートしあいながらひとりの
患者に関与します。『EIR』ではこうした多
職種の専門家間でオープンに情報を共
有できるため、単独では気づかなかった
病状の変化をとらえたり、患者の生活習
慣によりフィットした処置を提案したりす
ることが可能となります。「多くの専門家
が連携して自分の状態を把握してくれて
いるというのは、患者さんやご家族に大
きな安心感をもたらします。また、ご本人
も自ら情報共有や意思決定に参加する
ことで、単に医療行為を受ける対象では
なく、主体的に疾病や障害への対処に関
わっているという意識も生まれてきます。
医師にとっても、一人ひとりの患者さん
により多くの時間をかけてじっくりと向き
合えるのはうれしいことです」

　ICTは在宅医療での医療の質を病院
のレベルに近づけるという点にも寄与し
ています。「在宅医療はもともとは町医者
の往診の延長なのですが、医療の高度化
によって病院でできることと往診ででき
ることの間にギャップが生じてきました。

しかし近年は医療機器のポータブル化が
進み、在宅でできる医療行為が病院での
診療に近づいてきて、病院とほぼ変わら
ないことができるようになってきています」
　また、包帯の交換やカテーテルの挿入
など、患者や家族がやらなければならな
い処置については、動画が有効に使われ
ています。患者本人を被写体として実際
に作業している動画を撮影しておけば、
それをタブレットで見やすい位置に置い
て再生しながら再現することができるの
です。「これまでは文章や写真などで一般
的なやり方を説明するしかありませんでし
た。いまではそれぞれの患者さんの実態
に即したオンデマンドなコンテンツをその
場で作ることができますし、動画は一目
瞭然ですから理解しやすいのです」

　遠矢医師が在宅医療を始めたのは10

年以上前。当時はノート・パソコンを
データカードでネットワークに接続して
電子カルテの入力を行っていました。通
信環境も快適とは言えず、情報へのアク
セスに時間と手間を要していました。ス
マートフォンの登場により、そうした状況
が徐々に変化していったと言います。
　「最初は何ができるかわかりませんで

したが、情報の管理や共有に役立ちそう
なもの、使い勝手のいいものをいろいろ
と試していくうちに、徐々にシステム化が
できてきました。その間、スマートフォン
の性能、アプリやクラウド・サービスが進
化してきましたし、通信環境も良くなって
います。これまでの大規模な医療ITシス
テムと比べ格段に低コストで導入できる
ほか、ITリテラシーの面でも普通にス
マートフォンが使える程度で事足ります。
また、現場のニーズに合わせて自分たち
が使いやすいと思えるものを組み合わせ
て利用できるのも大きな利点です。セ
キュリティも、クラウドならパスワード管
理や使用端末制限、暗号化などの対策
ができるので、紙の資料やデータ自体を
持ち歩くよりもむしろ安全と言えます」
　さらに、ICTを利用した在宅医療は人
材活用の面でも新たなビジネス・モデル
を生み出しています。先述のように、遠矢
医師のクリニックでは録音した診療報告
のテキスト化を潜在看護師が在宅勤務
で担当しています。現在日本には看護師
の資格を持ちながら何らかの理由で看
護職に就いていない潜在看護師が70万
人いるとされていますが、同クリニックの
取り組みのようにICTを活用すれば、こう
した専門人材が遠隔地や在宅で知識と
経験を生かした仕事を持てるのです。こ
のほかにもさまざまな業務が場所と時間
を選ばずにできるようになったことで、子
育て中の医師が帰宅後に自宅で作業を
行うといった働き方も可能になりました。

　病院から地域へ、疾病の治療から
QOLの向上へ―これまでの医療とは
異なる発想で高齢化社会を支えていく在
宅医療は、医療のイノベーションだと遠
矢医師は述べます。「急性期の治療や高
度医療など、病院でしかできないことは

もちろんあります。しかし、高齢化とともに
そこには当てはまらない医療のニーズが
増えてきたことで、地域でケアをする、病
気ではなく人にフォーカスするという在宅
医療の新しい考え方が生まれてきました。
特に、医療と介護とが情報を共有して連
携できるようになったことの意義は非常
に大きいと思います」
　桜新町アーバンクリニックの取り組み
に見られるように、ICTはこうした連携を
可能にするうえで重要な役割を果たして
います。しかし、現状は「情報のやりとり
ができる」というレベルにようやく達したば
かりで、ICTにはさらなる変革をもたらす
可能性があると遠矢医師は見ています。
　「せっかく情報をデータ化するのです
から、その集約や分析をもっと進めてい
けば、単なる情報共有以上に医療の質
を向上できるのではないでしょうか。例
えば、医療現場のノウハウのデータベー
ス化が進み、インターフェースも簡便に
なれば、看護師や介護士、患者自身が情
報を入力することで病状の評価や処置の
決定などがある程度は可能になるかもし
れません。また、人工知能の自然言語理
解がさらに進化すれば、カルテなど自然
言語で記録された診療情報が容易に
データ化され、臨床研究の効率が上がっ
て、医学の進歩を加速できるでしょう」
　また、センサーやウェアラブル機器も
今後活用が期待されるツールです。「患
者さんの状態をできるだけきめ細かくモ
ニターできれば、異常の早期発見につな
がります。認知症の患者さんなどは安否
確認のために1日に一度訪問が必要とい
うケースもありますが、それを人手でまか
なうには限界があります。在宅ケアのた
めの見守りシステムの構築も、ICTに期
待されているところです」
　2025年までに、医療はどれだけ新しく
生まれ変わっているのか。ICTはその変革
のカギを握っていると言えそうです。
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現場のニーズに合ったツールを
低コストで導入
新たなビジネス・モデルも創出

ICTが実現する
さらなる医療イノベーション

左：動画で確認できることで、患者や家族の安心感も
高まる 右：移動時間を利用したディクテーションでの
診療記録作成。在宅勤務でテキスト化を行う潜在看
護師のチームは現在日本各地のクリニックから業務を
請け負っている
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異なっている。なお、この中でいまもその
まま残っているのは韓国勢のみ。携帯電
話全体の出荷台数も8億台を超えたとこ
ろで、世界の市場規模は現在の半分以
下だった。
　スマートフォンという言葉が市民権を
得たこのころは、3Gサービスの普及とと
もに携帯端末からのインターネット利用
も急激に進んだ。ビジネスの場を超えて
メール・サービスの利用も増え、ブラック
ベリーが着 と々シェアを伸ばした。マイク
ロソフトが推進する『Windows Mobile』
も台数を伸ばし、HTCも大きな存在感を
表していった。

NTTドコモがこの勢いに乗り『iモード』の
海外展開を本格化したのもこのころだ。
　一方グローバル市場に目を向けると、
SymbianOSを搭載したスマートフォン
が勢力を増し、携帯端末でブラウジング
を楽しんだり仕事をしたりする環境が
整った時代だった。同OS端末のほとんど
のシェアを握るノキアは、型番4ケタの従
来製品に加え、ビジネス向けの『E』シ
リーズ、スタイルと機能を備えた『N』シ
リーズとスマートフォンを3つのライン
ナップに分割、同社だけで毎月新製品を
出すなど向かうところ敵なしという状況
だった。とはいえ、一部の製品は日本でも
販売されたものの、iモードの牙城を崩す
には至らなかった。
　2005年の端末シェアの顔ぶれをガー
トナー（Gartner）の調査に見ると、トップ
はシェア33%を握るノキア、2位がモト
ローラ、3位がサムスン、4位がLG、5位が
ソニー・エリクソン、6位がシーメンス（同
年中にベンキューモバイルが買収）となっ
ており、その顔触れはいまとはまったく

　いまから10年前の2005年はどんな時
代だったのだろうか。日本では携帯電話
インターネット・サービスが全盛だったこ
とは記憶に新しいところだろう。この年は
NTTドコモのFOMA契約が2,000万を突
破、翌年にはおサイフケータイ利用者が
1,000万人に迫るなど、このころの日本の
携帯電話サービスは世界でも最先端を
走っていた。折り畳みスタイルに大画面、
高画質カメラを搭載した日本メーカーの
端末も日本国内で独自に進化していった。

iPhoneとAndroidの登場
業界に激震が走る

iPhoneはあっという間に人気商品に。発売日は多くの
客が店に押し寄せる（2011年9月の『iPhone 4s』発売
初日、香港のアップルストアにて）

OTTの影響を受け2013年のチャイナ・モバイルの決
算は初の減益に

2010年以降は中国を中心とした新興勢の存在感が
頭角を現す

モバイルが変える未来

闇に消えて行った
山寨機

スマートフォン全盛時代
アプリからサービスへ

2社の圧倒的リードから
新興勢力の時代へ

SNSが急速に進む
トレンドは大画面化

　ノキアを中心に動いていた携帯電話業
界。ところが、2007年に登場したアップル
の『iPhone』が激震を起こした。当初は通
信事業者と収益を分配するレベニュー・
シェアのビジネスモデルを取ったことや、
初代モデルは2Gにしか対応していなかっ
たことで、iPhoneを熱狂的に受け入れた
消費者の動きを静観する向きもあった。
しかし翌年には3G対応モデルが登場、
アプリケーション・ストアを本格開始した
ことで、一気に人気商品となる。手軽にア
プリを購入できるエコシステムは他OSの
スマートフォンにはなく、スタイリッシュで
大きい画面を搭載したiPhoneでアプリ
を使うことが最先端の流行となったのだ。
　アプリ開発者もiPhoneビジネスにこ
ぞって参加し、魅力的なアプリやサービ
スが次々に生まれていった。また通信事
業者はiPhoneを取り扱うことが最優先
となり、アップルと交渉する事業者が相
次いだ。端末代金を大幅に割り引く代わ
りに2年間の固定契約を結ばせる契約モ
デルも、iPhoneの販売とともに各国に広
がっていった。しかも通信事業者は
iPhoneのデータ・トラフィックに対応すべ
くネットワークの増強にも追われた。高速
な3Gネットワークのカバレッジが急激に
広がったのはiPhoneの効果が大きい。

そして、それまでシェア下位にいた通信
事業者がiPhoneの販売を開始したこと
で上位に躍り出るなど、iPhoneの登場は
それまでの業界のあらゆる勢力図を塗り
替えていった。
　2008年にはグーグルからHTC製の
Andoridスマートフォンが登場。2009年
にはモトローラの『Droid』シリーズ、サム
スンの『Galaxy』シリーズが登場して
iPhoneの大きな対抗勢力になり始める。
2010年のスマートフォンのOS別シェア
を再びガートナーの数字から見てみよう。
1位は38%のSymbianだが2008年の
52%から減少している。この間ノキアは
タッチパネル搭載スマートフォンの開発
を急いだものの、アプリやサービスを含
めたエコシステムの構築に失敗。iPhone

やAndroidに興味を持った消費者の目を
奪い返すことはできなかったのだ。そして
2位はAndroidで23%、4位のiPhoneの
iOSの16%を加えると37%となり、両OS

は登場から1年少しでSymbianに並ぶ
一大勢力になった。　
　なお3位はBlackBerry OSだが、翌年
以降に失速。ノキアと同様にフルタッチ
端末を投入したものの、消費者がスマー
トフォンに求めたものはスマートフォン本
体だけではなく、その上で利用できるア
プリとサービスだったのだ。同OSの売り
は専用サーバーを使うセキュリティーの
高いメールサービスだった。しかしそれが
データ通信サービスを自由に利用する足
かせになってしまい、時代の波から取り
残されてしまった。

　iPhoneとAndroidが新世代のスマート
フォン利用者を増やしていく中で、ひとつ
の市場がひっそりと終焉を迎えた。それが
グレイ・マーケットの携帯電話、いわゆる
山寨機（大手メーカー製品の模造品）だ。

中国が2007年に携帯電話の生産のライ
センス制を取りやめたことと、台湾のメ
ディアテックが携帯電話向けシステム・
オン・チップ（SoC）を開発したことで、雨
後の筍のごとく山寨機メーカーが乱立。
そのほとんどが中国の中小メーカーだっ
た。IMEI番号を正しく取得していないも
のや大手メーカーの人気製品を模した
デザインの端末などが次々と生産され、
新興国や途上国で販売数を伸ばしていっ
た。iSuppliの調査では2011年の山寨機
出荷台数は2億5,500万台。これは同年の
全携帯電話出荷台数の約15%にも及ぶ。
　だが、スマートフォンの普及が先進国
から新興国へ広がり、低価格なスマート
フォンが増えるにつれ、山寨機は市場か
ら一気に存在感をなくしていく。一部の
メーカーはいまでも細 と々スマートフォン
の製造を続けているが、大手メーカーの
低価格品よりも割高で品質は悪く、しか
もデザインに特徴もない。今後消えゆく
運命であることは間違いないが、途上国
の携帯電話利用者を増やした影の立役
者であったことはまぎれもない事実だ。
表の世界ではあまり語られない山寨機が
果たした役割は大きいのである。

　2012年にはサムスンがノキアを抜き初
めて世界シェアトップに立った。またこの
年にはスマートフォンの全出荷台数が
フィーチャーフォンを初めて上まわった。
1位の座の交代は携帯電話市場のトレン
ドの移り変わりを如実に表したものだっ
た。この年、AndoidとiOSのスマートフォン
OSシェアは合計9割に達している。
　両スマートフォンの利用者がここまで
伸びた理由は、台頭するOTT・SNSの躍進
だ。スマートフォンは当初ゲームなどのア
プリの利用が多かったが、やがてアプリを
使ったインターネット・サービスが従来の

音声通話やSMSに代わるコミュニケー
ション・ツールとして広がっていった。また
当初はiPhoneだけで使えたサービスも、
プラットフォームを超えて利用できるよう
になっていく。
　2012～2013年にかけてはSNSの大きな
話題も続き、その勢いが連日ニュースで大き
く取り上げられた。FacebookとTwitterは株
式を上場、InstagramはAndroid向けアプ
リの提供を開始、Lineが首相官邸の公式
アカウントを追加、WhatsAppはボイス
メッセージ機能を搭載、中国の新浪微博
（シナウェイボー）は5億アカウントを突
破、微信（ウェイシン、WeChat）も6億ア
カウントを超えた。そしてOTT・SNSの勢
いを象徴したのが、世界最大の加入者数
を誇るチャイナ・モバイル（中国移動）の
2013年度決算結果だ。同決算によると
チャイナ・モバイルの純利益は14年ぶりに
前期比で減少を記録。データ通信収入は
増えたものの、音声通話とSMSの利用が
減ったのだ。従来型の携帯電話サービス
からOTT・SNSへと利用者の利用実態が
移行している事実が決算結果にされたと
言える。

　端末市場に目を戻すと、サムスンは年
間100モデルにも及ぶ新製品を毎年投入
し、世界各国にハイエンド製品からエント
リー端末まであらゆるモデルを投入して
いった。それに対してアップルもiPhoneの

モデル数やカラーバリエーションを増やす
などして着 と々シェアを高めていく。スマー
トフォンの話題と言えばこの2社の話ば
かり、という時期もあったほどだ。これに
対して、かつての覇者であったノキアは
2014年に携帯電話部門をマイクロソフト
に売却し、インフラ・ベンダーへ特化する
道を選んだ。これに先立ち2011年には
エリクソンがソニー・エリクソンをソニー
に売却、またモトローラの端末部門も同
年グーグルに買収された。
　この旧勢力に代わって存在感を表し始
めたのが新興勢力だ。中でも中国勢の勢
いはこの1～2年で無視できないほどの
存在になっている。当初は低コストを武
器にODM（Original Design Manufac-

turing：大手メーカーからの受注により
発注元のブランドで販売される製品の
設計・製造を行う）製品でシェアを伸ばし
ていったが、いまでは自社ブランドのハイ
エンド製品でサムスンやアップルと互角
に戦える製品を次々に送り出している。
ガートナーの調査によると2014年の携
帯電話シェア10位中、中国メーカーはレ
ノボ、ファーウェイ、TCL、シャオミ、ZTEと
5社がランク入りしている。このうちレノボ
はグーグルからモトローラを買収した。
　また10位内に入らない“その他”のメー
カーのシェアも、スマートフォンに限って
みると2014年には約4割に達している。
この割合は年々増えており、その多くが
各国に広がる地場メーカーの製品と見
られている。東南アジアやインド、南アメ
リカなどの国々へ行くと、古くはノキアの
製品ばかり、最近はサムスンだらけという
状況だった。しかしいまでは先進国では
名前も知られていないようなローカル・
メーカーのスマートフォンが、通信事業者
の店舗や街中の携帯電話販売屋台の上
で売られている。価格も安く、フィーチャー
フォンから無理なく乗り換えられる。華の
あるハイエンド製品を見せながら低価格

モデルでシェアを伸ばしてきたサムスン
の販売数の勢いが止まったのは、そんな
その他メーカーの製品が急激に増えた
からだ。
　新興国では市場開放がもたらした興
味深い例もある。外資の参入が閉ざされ
ていたミャンマーは2014年に外資に門
戸を開いた。いまや屋台でSIMカードが
買える状況になっているが、ミャンマーの
消費者は高価な端末を買うことができな
い。そこへ普及価格帯のスマートフォン
を大量に投入したファーウェイがシェア
トップの座を獲得した。他のアジア各国
では多く見かけるサムスンやiPhoneも
ミャンマーではほとんど見かけないのだ。

　スマートフォンとSNSが普及したいま、
コミュニケーションの手法は1対1から
対複数へ、テキストからリッチ・コンテン
ツへ、写真から動画へと大きく変わった。
その結果、消費者はより大きい画面の
端末を好むようになっている。1サイズで
モデル展開していたiPhoneも2014年
には5.5インチの大画面モデルを投入、
新興メーカーも画面の高解像度化より
先にまずは大画面化を進める動きが見
られる。サムスンが2011年に発売した
『Galaxy Note』は毎年シリーズ化され、
同社のフラッグシップ・モデルの一翼を担
うほどの存在だ。2014年にはファーウェイ
が6インチながら横幅をスリムに抑えた

『Ascend Mate7』を投入するなど、大画
面モデルが次々に登場している。大画面
であればSNSのタイムラインも見やすい
し、送られてきた写真や動画も拡大表示し
なくともそのまま見ることができる。
　また、スマートフォンの大画面化は新
しいブームも生んでいる。それが自分撮
りのセルフィーだ。SNSのタイムラインに
並ぶ写真は数年前であれば風景や食
事、あるいは集合写真などが多かった。
しかし、画面が大きくなれば自分の顔写
真を撮って細かい表情を相手に伝えるこ
とができる。お気に入りのファッションや
普段と違うメイクの時の自分の姿を友人
同士で見せ合うという楽しみも生まれた。
　このセルフィーがブームになると、リア
カメラの高画質化が進み、さらには自分
の顔を若返らせたり加工できる美顔エ
フェクトモードをカメラ内に搭載する製
品が増える。さらには自分撮影用のセル
フィー棒といった製品が生まれるなど、
大画面化はスマートフォンの新しい使い
方や機能を生み出しているのだ。

　さて、スマートフォンの大画面化に伴
いウェアラブル・デバイスの新製品もここ
にきて相次いでいる。2015年にアップル
から『AppleWatch』が登場し一般消費
者の間にも認知度が高まった。グーグル
はすでにAndroid Wear製品を各メーカー
から出しており、ここでも両者による競争
が起きようとしている。通話の着信やSNS

の通知など、大きいスマートフォンをポ
ケットから取り出して見るよりも手元で
さっと確認できるほうが便利だろう。だが、
スマートウォッチは機能が高い製品ほど
ほぼ毎日の充電がいるなど、コンシュー
マー向け製品としてはまだまだ改善すべき
点が多い。簡単な通知機能のみに絞り、
デザインにこだわったファッショナブルな

独自OS搭載のスマートウォッチのほうが
普及は早いかもしれない。ファーウェイの
『Huawei Watch』は競合ひしめくAndroid 

Wearの中でデザインと質感を強化したモ
デルで、機能以外の面も消費者に強くア
ピールしている。

　また腕輪型や足に装着して活動量を
計測するウェアラブル・デバイスは、各種
センサーの小型化や省電力化が進み、
これからさまざまなものに組み込まれて
いくだろう。スポーツ愛好者向けにジョ
ギング・シューズやTシャツに活動量計
や心拍計を組み込んだ製品もこれから
増えそうだ。スマートフォンとの常時接
続で測定した健康データをクラウドへ
すぐにアップロードし、リアルタイムで身
体の状態をスマートフォンに表示する、
そんなサービスも現実のものになろうと
している。

　ネットワークが4Gから5Gへと移行す
るに従い、今後あらゆるものが相互につ
ながるようになっていくだろう。自宅の家
電製品から街中の自動販売機やデジタ
ル・サイネージ、野球場やコンサート会
場の電光掲示板、そして自動車などがワ
イヤレスで接続される時代が確実に
やってくる。そしてそれらと人間をつなぐ
窓口になるのがスマートフォンだ。2020

年の東京オリンピック開催のころには、

スマートフォンに語りかけるだけで明日
の天気が確認でき、天気が悪ければ自
動的に一番安いタクシーが予約される、
といったインテリジェンスなサービスを誰
もが受けられるようになっているだろう。
子どもやパートナーの誕生日が近づくと
腕時計の画面にお勧めのプレゼントリス
トが表示される、なんてことも当たり前に
なっているはずだ。
　そのころのスマートフォンはいまのよう
な機能による差別化だけではなく、日用品
としてさまざまな種類のものが販売されて
いることだろう。コンビニでは数千円の
ベーシックな製品が売られるようになり、
一方ではカスタムメイドでCPUを高速化
したマニア向けの製品や、貴金属を使っ
た高級モデル、また年配者をターゲットに
した革張りや漆塗りといった工芸品など
も生まれているかもしれない。さらには使
いやすい操作を提供するため背面にタッ
チパッドを搭載したモデルや、『Huawei 

Mate S』のような感圧式タッチパネル搭載
モデルもこれから増えるだろう。

　スマートフォンがインターネットにつな
がっていることがあたりまえとなり、1台の
端末で複数の通信事業者の回線を混雑
状況や料金に応じて自動的に切り替え
て利用する、あるいは複数回線を同時に
利用して高速通信を行う、といった技術
も実現化されるだろう。ポスト4G時代の
スマートフォンは、個人の道具から社会
参加へのツールとしての役割を増し、大
きく進化を遂げているにちがいない。

さんさい き
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スマートウォッチは機能だけではなくデザインも重要に
（Huawei Watch）

ディスプレイ圧力を感知する『Huawei Mate S』。UIや
操作系の改善はまだまだ進む

モバイルが変える未来

5Gの到来が生活を変える
スマートフォンは日用品に

ようやく脚光を浴びる
ウェアラブル・デバイス

『Ascend Mate7』を投入するなど、大画
面モデルが次々に登場している。大画面
であればSNSのタイムラインも見やすい
し、送られてきた写真や動画も拡大表示し
なくともそのまま見ることができる。
　また、スマートフォンの大画面化は新
しいブームも生んでいる。それが自分撮
りのセルフィーだ。SNSのタイムラインに
並ぶ写真は数年前であれば風景や食
事、あるいは集合写真などが多かった。
しかし、画面が大きくなれば自分の顔写
真を撮って細かい表情を相手に伝えるこ
とができる。お気に入りのファッションや
普段と違うメイクの時の自分の姿を友人
同士で見せ合うという楽しみも生まれた。
　このセルフィーがブームになると、リア
カメラの高画質化が進み、さらには自分
の顔を若返らせたり加工できる美顔エ
フェクトモードをカメラ内に搭載する製
品が増える。さらには自分撮影用のセル
フィー棒といった製品が生まれるなど、
大画面化はスマートフォンの新しい使い
方や機能を生み出しているのだ。

　さて、スマートフォンの大画面化に伴
いウェアラブル・デバイスの新製品もここ
にきて相次いでいる。2015年にアップル
から『AppleWatch』が登場し一般消費
者の間にも認知度が高まった。グーグル
はすでにAndroid Wear製品を各メーカー
から出しており、ここでも両者による競争
が起きようとしている。通話の着信やSNS

の通知など、大きいスマートフォンをポ
ケットから取り出して見るよりも手元で
さっと確認できるほうが便利だろう。だが、
スマートウォッチは機能が高い製品ほど
ほぼ毎日の充電がいるなど、コンシュー
マー向け製品としてはまだまだ改善すべき
点が多い。簡単な通知機能のみに絞り、
デザインにこだわったファッショナブルな

独自OS搭載のスマートウォッチのほうが
普及は早いかもしれない。ファーウェイの
『Huawei Watch』は競合ひしめくAndroid 

Wearの中でデザインと質感を強化したモ
デルで、機能以外の面も消費者に強くア
ピールしている。

　また腕輪型や足に装着して活動量を
計測するウェアラブル・デバイスは、各種
センサーの小型化や省電力化が進み、
これからさまざまなものに組み込まれて
いくだろう。スポーツ愛好者向けにジョ
ギング・シューズやTシャツに活動量計
や心拍計を組み込んだ製品もこれから
増えそうだ。スマートフォンとの常時接
続で測定した健康データをクラウドへ
すぐにアップロードし、リアルタイムで身
体の状態をスマートフォンに表示する、
そんなサービスも現実のものになろうと
している。

　ネットワークが4Gから5Gへと移行す
るに従い、今後あらゆるものが相互につ
ながるようになっていくだろう。自宅の家
電製品から街中の自動販売機やデジタ
ル・サイネージ、野球場やコンサート会
場の電光掲示板、そして自動車などがワ
イヤレスで接続される時代が確実に
やってくる。そしてそれらと人間をつなぐ
窓口になるのがスマートフォンだ。2020

年の東京オリンピック開催のころには、

スマートフォンに語りかけるだけで明日
の天気が確認でき、天気が悪ければ自
動的に一番安いタクシーが予約される、
といったインテリジェンスなサービスを誰
もが受けられるようになっているだろう。
子どもやパートナーの誕生日が近づくと
腕時計の画面にお勧めのプレゼントリス
トが表示される、なんてことも当たり前に
なっているはずだ。
　そのころのスマートフォンはいまのよう
な機能による差別化だけではなく、日用品
としてさまざまな種類のものが販売されて
いることだろう。コンビニでは数千円の
ベーシックな製品が売られるようになり、
一方ではカスタムメイドでCPUを高速化
したマニア向けの製品や、貴金属を使っ
た高級モデル、また年配者をターゲットに
した革張りや漆塗りといった工芸品など
も生まれているかもしれない。さらには使
いやすい操作を提供するため背面にタッ
チパッドを搭載したモデルや、『Huawei 

Mate S』のような感圧式タッチパネル搭載
モデルもこれから増えるだろう。

　スマートフォンがインターネットにつな
がっていることがあたりまえとなり、1台の
端末で複数の通信事業者の回線を混雑
状況や料金に応じて自動的に切り替え
て利用する、あるいは複数回線を同時に
利用して高速通信を行う、といった技術
も実現化されるだろう。ポスト4G時代の
スマートフォンは、個人の道具から社会
参加へのツールとしての役割を増し、大
きく進化を遂げているにちがいない。
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スウェーデンとフィンランドに拠点を置く通信事
業者。両国の国営通信事業者を母体とするテリア
とソネラの合併により2003年に設立。現在は北欧
のほか東欧、中央アジアなどの各国でサービスを
展開している。

TeliaSonera

WINNERS

北欧最大手の通信事業者テリアソネラ（TeliaSonera）によると、北欧諸国では
2018年までにネットワークと接続されるモノは1人あたり4個にまで増加するとされ
ている。テリアソネラはこれまで北欧地域の多くの垂直市場においてIoTを推進し、
ビジネス上の利益と社会への貢献の両面で大きな成果をもたらしている。しかし、
同社の元CTO（最高技術責任者）で、現在はCEO（最高経営責任者）・GEM

（Group Executive Management）付顧問を務めるスヴェルケル・ハンナーヴァル
（Sverker Hannervall）氏によれば、「IoTがもたらす変化はまだ始まったばかりで、
本当に驚くのはこれからだ」という。

IoTで成長を続ける

テリアソネラ
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　ジュリア・ヤオ（Julia Yao）
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事業の成長を牽引するM2M

パートナーと切り拓くM2M市場

５Ｇの接続性がもたらす可能性

ヘルスケアの
ビジネス・モデルを変えるIoT

仮想化とクラウドで実現する
迅速なサービス展開

　北欧諸国ではM2M（Machine  to  

Machine：マシン・ツー・マシン）の成長
が著しい。ネットワーク上でつながったモ
ノの数はすでに北欧諸国の総人口を上ま
わっている。テリアソネラとコンサルティン
グ会社アーサー・D・リトル（A r t h u r 

D.Little）の概算では、2018年までに接
続されるモノの数（パソコン、携帯電話、
スマートフォン、タブレット、通信ネット
ワーク機器を除く）は1人あたり4個にま
で増加し、同年までに、スウェーデン1か
国のみで3,500万のモノがつながるとし
ている。同じくファーウェイは、2025年ま
でに1,000億の接続が実現し、そのうち
55%がビジネスに直結する分野から生
み出され、垂直産業に無限の可能性をも
たらすと考えている。
　テリアソネラは北欧諸国のM2M市場
は2018年までに年間約23%の成長を続
け、91億ユーロ（約1兆2,376億円※）に
達すると推計している。同社では中核事
業の成長が鈍化し、今年のグループ全
体の売上は横ばいが見込まれる一方、
M 2 M事業は過去5年間で年間2 0～
30%も成長している。これが新たな成長
の原動力となることは間違いないだろう。

　テリアソネラはM2M分野のパイオニア
であり、調査会社アナリシス・メイソン

（Analysys Mason）が世界の通信事業者
のM2M事業を評価した「M2Mスコアカー
ド」2013年度版では、地域通信事業者の
うち最も優れたM2M事業者に選出され
ている。
　「当社は主にネットワーク接続という
点でM2Mに貢献しています。しかし、もう
ひとつ重要な点はM2Mの開拓を多くの
企業と産業分野に働きかけていることで
す。ベンダー・プログラム、パートナー・プ
ログラム、協業プログラムを構築し、欧州
の国際的な共同体と協力してM2Mプ
レーヤーとの間に入り、規制について協
議したり、市場を越えた連携の方法につ
いて話し合いを促しています。企業や各
種産業がM2Mをより活用していくようさ
まざまな側面から後押ししているので
す」とハンナーヴァル氏は述べる。
　現在、テリアソネラのM2Mパートナー・
プログラムにはM2M事業に関わるサプ
ライヤー各社や多くの関係者が参画し、
顧客にエンド･ツー･エンドのソリュー
ションを提供するべく連携している。無線
モジュールからビジネス・プロセスに至る
まで、ファーウェイを含む57のパートナー
が参加しており、廃棄物管理、家畜用の飼
料タイマー、コネクテッド・カー、電力など
多岐にわたる垂直市場をカバーしている。

　テリアソネラが関わる多くの垂直市場

の中でも、ヘルスケア、特に医療機器の
分野はM2Mのポテンシャルがあり、費用
対効果と品質の向上という点でサービス
提供側と患者双方に確実に利益をもた
らすと見られている。ハンナーヴァル氏
は、ネットワークに接続した医療機器に
よって医師や看護師がどこにいてもデー
タにアクセスできるようになり、高齢者が
自宅にいながら遠隔で診察や治療を受
けられるという事例を挙げる。テリアソネ
ラは単なる接続の提供を超え、ソリュー
ション・インテグレーターとしての役割を
果たしている。

　ハンナーヴァル氏は通信事業者の位
置づけが大きく変化してきたと言う。「これ
までは1加入者、1顧客ずつを対象として
きましたが、現在では1台の端末に多くの
ステークホルダーが関与しています」と
同氏は述べる。医療分野の事例における
テリアソネラの顧客は、高齢者の日常的
な健康管理をサポートする自治体であ
る。しかし同時に、患者の手首に取り付け
られたカメラやアラーム・システム、接続
機器を提供する各パートナー企業とも協
業することとなる。
　医療機器をつなげることは、新たなビ
ジネス・モデルの開拓でもある。例えば、
機器を使用した分だけ使用料を課金す
ることも可能だ。さらに、1台の機器で多
くの関係者がサービスを受けられること
から、誰が支払いをするかについてもより
柔軟性のあるモデルが考えられる。患者
が装着する1台のセンサーから、患者自
身のほか、医者、保険会社、家族といった
複数の関係者に情報を送信できるため、
そのいずれかが通信料金などのサービス
料を負担するよう選択することもできる。
スウェーデンで提供されているこのサー
ビスは、高齢化による医療費の増加が

課題となっている他の国や地域でも今
後導入が進むだろう。

　より“つながった”世界がもたらす可能
性を通信事業者が最大化するには、さら
なる俊敏性、柔軟性、スピードが必要とな
る。テリアソネラは積極的にITの構築を進
め、CT（Communications Technology：
通信技術）能力を強化している。また同業
他社と同様、NFV（Netwrok Functions 

Virtualization：ネットワーク機能の仮想化）
およびSDN（Software Defined Network：
ソフトウェア定義ネットワーク）がネット
ワーク・アジリティの主な要素となると見
ている。
　「ソフトウェア開発企業がすばやく変
化に対応する一方、従来の通信機器ベン
ダーはやや遅れを取ってきました。重要
なのは仮想化を進めるか否かではなく、
どれだけ迅速に変化できるかです。当社
はすでに各種の仮想化ネットワーク要素
について試験とトライアルを実施していま
す。変化をありのままに受け入れ、その利
点を最大限に活用すれば、きわめて高い

柔軟性を手にすることができるでしょう」
と氏は述べる。
　また、通信事業者のクラウド・プロジェ
クトについて「これは当社が将来、運営
の土台とする環境を標準化し、当社の
ネットワーク上でさまざまな機能を仮想
化していくプロジェクトです。これによ
り、ベンダーやパートナー各社にさらに
迅速に機能が提供できるようになり、機
能の再販売も可能となります」と期待を
寄せる。

　これらすべてを実現するには、その基盤
となる接続性が必要だとハンナーヴァル
氏は強調する。将来的に、IoTが拓く無限
の垂直市場には5Gが大きな役割を果た
すだろう。
　世界で初めてLTEを商用化したテリア
ソネラは、現在5Gの研究を進めている。
今年1月に同社が発表した5Gのホワイト
ペーパーでは、さまざまな動向に基づい
て事例とシナリオを定義し、急増する動
画トラフィック、常時オンライン状態への
ニーズ、M2M通信などがどのようにモバ
イル・ネットワークに影響を与えうるかが
示されている。
　ハンナーヴァル氏は5Gのもたらす未知
の変化を確信している。「さまざまな産業
の垂直市場に5Gをどのように取り入れて
いくかを把握することが必要です。また、
このような大きな技術躍進には、想定外
のことが付随するでしょう。しかし、これほ
どの可能性を持つ技術が実現すれば、
個人や企業はそれをフル活用し、これま
で夢にも見なかったようなことが現実と
なるでしょう。そこでテリアソネラが成す
べきことは、接続性と高品質なサービス
の提供です。これまでにインターネットが
もたらした変化は驚きに値するものでは
ありますが、これはまだほんの始まりに過
ぎないのです」

M2Mにより通信事業者の
位置づけは大きく変化してきた。
「これまでは1加入者、
1顧客ずつを対象としてきましたが、
現在では1台の端末に多くの
ステークホルダーが関与しています」

WINNERS

※1ユーロ136円換算

SVERKER HANNERVALL
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株式会社U-NEXTでは、同社の基幹事業である映像配信サービス『U-NEXT』の運
用においてファーウェイの1Uラック・サーバー『HUAWEI FusionServer RH1288 

V2/V3』（以下、RH1288）とギガビット・エンタープライズ・スイッチ『S5700』
『S5720』をご採用いただいています。同社NEXT事業本部システム開発部の鈴木
俊介氏に、導入の経緯とメリットについてお話をうかがいました。
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上旧バージョンのESX をインストールす
る必要があったのですが、当初予定して
いなかったNICなどのドライバーのISO

イメージへの統合についてすばやく対応
していただき、そのスピード感に驚きま
した。グローバルでの充実したサポート
体制があることが実感できました」
　2 0 1 4年1 2月からすでにR H 1 2 8 8

（V2/V3合計）134台の導入が完了し、今
後さらに30台の追加を予定。社内システ
ム向けにも採用しています。「導入開始か
ら10か月になりますが、いまのところ1台
の故障もなく、安定して稼働しています」

　製品採用にあたり、鈴木氏は中国・深
圳のファーウェイ本社で工場を見学し、
品質管理への信頼を強めたと言います。
「以前に日本の自動車メーカーの工場を
見学したことがあったのですが、ファー
ウェイの工場もそれに引けを取らない先
進的な生産方式を取っていることがわか
りました。自動化されたラインと整理整頓
の行き届いた工場の様子からも製造技
術の高さを実感し、品質への不安は完全
に払しょくできました」
　検討段階でのやりとりから、サポート体
制にも安心感を持ったそうです。「初めて

たと言います。「性能と価格のバランスに
加え、冗長構成を構築する際に接続して
再起動するだけと、設定に手間がかから
ない点を評価しました。また、コマンドの
使い勝手がよく、誤って削除してしまうと
いったヒューマン・エラーが発生しづらい
のも助かります」

　「今後サービスを拡大・発展させてい
くにあたり、レガシーのシステムを無駄に
することなくシームレスに拡張していくこ
とが重要になります。新しい技術に柔軟
に対応でき、さまざまなミドルウェアが動
く環境を維持できるような製品を提供し
つづけてほしいですね」と鈴木氏。大規
模になってきたシステムを効率よく管理
するため、監視やアップデートを一括で
行えるファーウェイの統合管理プラット
フォーム『eSight』の導入についても検
討を始めています。
　ファーウェイ・ジャパンはこれからも、
こうしたお客様のニーズにきめ細かく対
応しながら最適な仕様を実現し、高いコ
スト効率でお客様のビジネスの継続的
な成長をサポートする製品を提供してま
いります。

　11万本以上※にのぼるコンテンツをテ
レビやPC、スマートフォン、タブレットな
どさまざまな端末に配信する日本最大級
の映像配信サービス『U-NEXT』。その
ユーザー数はここ2年ほどで200%以上
と着実に増加し、アクセス数も伸び続け
ています。こうした急速なサービス拡大に
対応するため、U-NEXTでは継続的な
サーバー増設を進めてきており、よりハイ
スペックかつ低コストのサーバーを導入
することが求められていました。
　「U-NEXTの前身であるGyaO NEXT

がスタートしてから9年、会社の独立と同
時に購入したサーバーも数年経ち、経年
劣化が問題となっていました。新規購入
にあたって数社のベンダーを検討する
中、同サービスにファーウェイ製STB

（Set Top Box）を採用している縁もあり、
ファーウェイの製品に関心を持ちました」
と鈴木氏は言います。

　「VMwareによる仮想化運用を前提と
しており、VMの集約率を上げるために、低
コストかつできるだけ多くのコアを搭載
するサーバーを必要としていました。ま
た、データセンターを社外に持ち、そこか
ら24時間365日ノンストップのサービス
を提供しているため、リモートで管理でき
ることも必須条件でした」
　RH1288 V2/V3は 『Intel® Xeon® E5-

2600 v2/v3』のプロセッサーを2基搭載可
能で、遠隔からの起動・シャットダウン
もできる管理ツールiBMC（Intelligent 

Baseboard Management Controller）
を無償で装備。「事前の検証でも、監視
におけるアラートの確実な受信が確認で
きましたし、何よりも価格の安さが決め
手でした。特に管理ツールのiBMCは無
償にもかかわらず、他メーカーと機能的
に劣るところはないと感じています」と鈴
木氏。また、SI（Side-band Interface）
によって管理用ネットワークポートの集
約が可能で、スイッチ側のポート消費を
抑えることで、TCO（総所有コスト）削減
に寄与しています。

　本社のR&D部門に、仕様のカスタマ
イズを直接交渉できるサポート体制があ
ることも利点となりました。「今回は、運用

映像配信サービスに使用する全サーバーとウェブ・フロントのスイッチ
にファーウェイ製品を採用

Intel、Intelのロゴ、Xeon、Xeon Insideは、
米国およびその他の国におけるI n t e l 
Corporation の商標または登録商標です。

安心の品質管理とサポート体制

無償のリモート管理機能と
コストが決め手

柔軟なカスタマイズ、
故障ゼロの安定稼働

拡張性に期待、統合管理
プラットフォームの導入も視野に

使うサーバーなので不安な部分もありま
したが、日本オフィスの優秀なエンジニア
がこちらの要求を確実に理解してくださ
り、問い合わせにも常に迅速に回答して
いただけました。事前に仕様をきちんと
検証し、詳細なレポートが提出されたの
もありがたかったです。また、導入時にも
管理ツールの使い方や細かい質問に対
しても丁寧なサポートがあり、安心して
購入まで踏み切れました」

　サーバーの導入によりファーウェイの
製品性能とサポートに高い満足度を得た
U-NEXTは、ウェブ・フロント用のL3およ
びL2スイッチにもファーウェイの『S5700』
『S5720』シリーズ製品を採用しました。
　「スイッチはネットワークのルーティン
グに関わるため、製品の選定にはより慎
重にならざるをえません。また、メーカー
によって使い勝手が大きく違うので、他
社製品にリプレースするハードルが高い
と感じていました」
　しかし、ファーウェイ本社でスイッチ製
品の詳細な説明を聞き、さらに導入前に
エンジニアから直接インストラクションを
受けたことで、そうした懸念が解消され

HUAWEI FusionServer RH1288 V2/V3

S5720シリーズ
高機能ギガビット・エンタープライズ・スイッチ

動画ストレージ

ウェブ・フロント

内部データ

※2015年9月1日現在。カラオケのタイトル数を含む。

日本最大級の映像配信サービス『U-NEXT』を支えるファーウェイ製品
ニーズに合わせたカスタマイズと強力なサポートで効率よい運用を実現 

サーバーでの実績から
スイッチも採用
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　はい。設立以来15年間、ファーウェイ・
インドは現地の優れたICT人材を活用し、
R&Dに注力してきました。インドにおける
R&D投資額は15年間で3億米ドル（約369

億円※）に達しています。また、バンガロール
のR&Dセンターの従業員2,700名のうち
98％が現地採用であり、ソフトウェアを中
心とした最先端の研究開発を推進してい
ます。その成果は、グローバルに展開されて
いるファーウェイの製品やソリューションに
生かされています。
　今年2月にはバンガロールに新R&D

キャンパスをオープンしました。敷地面積
20エーカー（約8万937平方メートル）、
最大5,000人収容可能の同キャンパスは
ファーウェイの中国国外最大のR&Dセン
ターとなっており、インド政府が提唱する
「Make in India」構想を長期的に支援す
る取り組みの一環として、今後もさらにソ
フトウェア開発の人員補強を続けていく
予定です。
　また、チェンナイにある2か所の製造拠
点ではインドとアジア太平洋地域向けに
光ネットワーク機器を中心とした製品を
製造しているほか、バンガロールのGNOC

（Global Network Operation Center）
では世界各地に点在する56のネットワー
クを管理しており、インドはさまざまな形
でファーウェイのグローバルな事業運営
を支えるリソース・ハブの役割を果たして
います。

　ファーウェイ・インドはインドの通信
事業の民営化とともに事業を拡大し、
インド市場のニーズに合った幅広い製
品・ソリューションを提供することで、

世界1 7 0か国以上に事業拠点を持つ
ファーウェイ。このコーナーではその中か
ら毎回ひとつの国を取り上げ、各国の通
信事情や市場の動向、ファーウェイの事
業展開や社会貢献活動について、現地の
広報部員に聞きます。

現地人材を活用した
中国国外最大のR&D拠点

コンピューターやモバイル端末を寄贈
し、インターネットへのアクセスとトレー
ニングを提供することで、デジタル・デバ
イドの解消を目指しています。これまでに
1,500校で実施しており、今後も毎年10

万人の子どもたちを支援することを目標
に継続していく計画です。また、2011年
には、中国の大学に入学した優秀な学
生に1年分の学費を支援する『マイトリ
（maitree：ヒンディー語で友愛の意）
奨学金』制度も開始し、60名近い学生を
サポートしてきました。

　クリケットはインドの国民的スポーツ
で、ほとんど宗教と呼んでもよいかもしれ
ません。設立15周年を機に、この国民的
スポーツを通じてインドの人 と々より深く
“つながる”ために、IPL（Indian Premier 

League）に所属するロイヤル・チャレン
ジャーズ・バンガロールのスポンサーと
なりました。これによってファーウェイ・ブ
ランドの知名度は急速に高まり、IPLの
シーズン中に発売された端末製品の売
上も大きく伸びました。
　こうしたさまざまな取り組みを通じ、
ファーウェイ・インドは15年の歳月をかけ
て市場と文化に対する理解を深め、イン
ドの社会に根付いてきました。同時に、現
地の優れた人材やパートナー企業にグ
ローバルな活躍と成長の機会をもたらし
ています。これからもインドと世界をつな
ぐグローカル企業として、この国の社会
経済の発展に貢献していきます。

ファーウェイ・インドはファーウェイが
初めて中国国外に設立したR&Dセン
ターとしてスタートして以来、ファー
ウェイの研究開発を支える重要な
拠点となっていますね。

この15年間で、ファーウェイはイン
ドの市場や社会にどのような貢献
をしてきましたか？

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

1999年
グルガーオン（本部）、デリー、ムンバイ、バンガロールほか計14か所
約5,500名、うち95％が現地採用（2015年8月現在）

：
：
：

ファーウェイ・インド

固定電話加入者数・普及率 ：2,700万人・2.1％
携帯電話加入者数・普及率 ：9億4,401万人・74.5％
インターネット普及率（利用者ベース） ：18％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ：1,575万人・1.2％（ITU調べ、2014年現在）
主要通信事業者 ：バーティ・エアテル（Bharti Airtel）、
ボーダフォン・インディア（Vodafone India）、イデア・セルラー（Idea Cellular）、
リアライアンス・コミュニケーションズ（Reliance Communications）、
タタ・テレサービシズ（Tata Teleservices）、エアセル（Aircel）、ユニノール（Uninor）、
BSNL（Bharat Sanchar Nigam Limited）、MTNL （Mahanagar Telephone Nigam Limited）

インドの通信事情

ファーウェイ・インド 通信業界の発展とデジタル・デバイドの
解消に尽力してきました。インド初の100G

伝送ネットワークやLTEネットワークを実
現したほか、環境に配慮したグリーンな
ソリューションで省電力と二酸化炭素排
出量の低減にも寄与しています。
　また、現地のIT企業との協業にも力
を入れ、企業向けのBSS（Business 

Support System）やコンシューマー
向けのモバイル・アプリケーションなど
の分野で、マインドツリー（Mindtree）、
テックマヒンドラ（Tech Mahindra）、
コグニザント（Cognizant）、アリセント
（Aricent）などのインド企業やインドを
拠点とするグローバル企業とパート
ナーシップを築いてきました。これらの
協業は、雇用の創出やIT分野の輸出増
加に加え、現地IT企業の通信業界への
事業拡張とアジアでのプレゼンス強化
にもつながっています。

　昨年10月に発売したオンライン限定
ブランド『honor』は、他国と同様にイン
ドでも非常によいスタートを切りました。
インドでのユニークな取り組みとして、
R&Dセンターの発案で始まった『ファー
ウェイ・クラブ』というファン・コミュニ
ティがあります。ユーザーの要望を聞い
たり、最新の製品情報を発信したりと
いったオンラインでのコミュニケーション
のほか、R&Dエンジニアと直接対話を

する機会を提供するなどオフラインでの
活動も行い、ユーザーの声を製品開発
に迅速かつダイレクトに反映させること
で、ユーザー・エクスペリエンスの継続
的な向上を目指しています。

　ファーウェイ・インドは非常に人気の
高い就職先としてブランドを確立してい
ます。会社としての成長だけでなく、従業
員にとってトレーニングや最先端技術の
現場で仕事を通じた成長の機会が豊富
にあることが魅力になっていると思いま
す。また、インドの文化を深く理解し、中
国の慣習とうまく融合させることで、従業
員に働きやすい環境を提供するよう努め
てきました。社員食堂ではインド各地の
料理が食べられますし、インドの伝統的
な祝日には両国の社員がともにサリーを
着たり、ランゴリ（色のついた米粉や小麦
粉、砂などで床にカラフルな文様を描く伝
統工芸）を描いたりしてお祝いをします。
より親近感を持ってコミュニケーションが
できるよう、中国人社員の多くはインド人
の同僚に付けてもらった「ラジーヴ」「ア
ミット」「ネハ」といったインド名を名乗っ
ているんですよ。

　2010年にスタートした『E-Hope』
プログラムでは、貧困地域の学校に

インドのスマートフォン市場には世
界中から大きな注目が集まっていま
す。ファーウェイ・インドの端末事業
の状況はいかがですか？

ファーウェイ・インドの現地採用率
は95％ときわめて高いですが、現地
人材の採用と定着のためにどのよう
な努力をしているのでしょうか。

CSRではどのような活動をしていま
すか？

昨年から、クリケット・チームのスポン
サーにもなっていますね。

ファーウェイのロゴ入りユニフォームを披露する
ロイヤル・チャレンジャーズ・バンガロールのキャ
プテンでクリケット界のスター選手ヴィラット・
コーリ（Virat Kohl i、右）とファーウェイ・インド
コンシューマー向け事業グループ プレジデント
王国棟（アレン・ワン）

※1米ドル123円換算

メディア・リレーションの領域で20年以上の経験を持ち、現在の顧客
であるタタ・テレサービシズなどを経て2007年にファーウェイ・インド
に入社。ビジネス、政治、スポーツなどのさまざまなニュースをテレビ、
ウェブ、新聞などのあらゆるメディアでチェックするのが、仕事を超え
た趣味でもある。ファーウェイでは中国発のグローバル企業のダイナ
ミックな企業文化を楽しみ、プロフェッショナルとして裁量と責任を
任されることにやりがいを感じている。2児の父で、毎朝のジョギング
を欠かさない健康派。

ファーウェイ・インド 広報部 メディア・リレーション・ヘッド
スレッシュ・ヴァイディヤーナータン
（Suresh Vaidyanathan）

今回登場するのは…

インド

バンガロールの新R&Dキャンパス。研究開発エリア
のほか、カスタマー・エクスペリエンス・センターや大
規模なカフェテリア、駐在員用居住エリアなども併設
されている

インドの祝日を伝統舞踊で祝う社員たち
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HUAWEI
JAPAN DEVICE UPDATE

Twitter：@HUAWEI_Japan_PR　Facebook：ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI JAPAN　LINE：ファーウェイ・ジャパン/@huawei-japan
端末に関する情報は、Twitter、Facebook、LINEでもご覧いただけます。

10周年スペシャル！ ファーウェイ・ジャパンが
これまでに発売した端末製品を振り返ります。 ファーウェイ・ジャパンは2007年に初めて日本市場向けに端末製品を提供しました。

以来、モバイルWi-Fiルーターからスマートフォン、タブレット、ホーム・デバイスなど、
日本のお客様のニーズに応える画期的な製品で、優れたユーザー・エクスペリエンスを実現しています。
今号のDevice Updateでは、これまでに発売してきた主な製品を一挙にご紹介します。

　ファーウェイ・ジャパンが日本市場向
けに初めて手がけた端末製品はUSB型
HSUPA対応データカード『D01HW』
（写真1）でした。2009年には国内初のモ
バイルWi-Fiルーター『Pocket WiFi 

D25HW』（2）を提供。PCに接続すること
なくデータ通信を可能にした画期的なこ
の製品は、モバイルデータ通信のスタイ
ルを大きく変えました。以来、世界初
LTE UEカテゴリー4対応の『Pocket 

WiFi LTE（GL04P）』（5）や、タッチパネル

搭載で『iFプロダクトデザイン賞』と『レッド
ドット・デザイン賞：プロダクトデザイン
2014』をダブル受賞した『Wi-Fi STATION 

HW-01F』（12）といった斬新な製品で
モバイルWi-Fiルーター市場をリードし
つづけ、販売台数でも国内シェア1位を
維持しています。

　初の音声通話端末は、2008年6月に
イー・モバイルに提供したフィーチャー
フォン『H11HW』です。その後、グローバル

で展開する手頃な価格のアンドロイド端
末『IDEOS』を日本向けに仕様変更した
『Pocket WiFi S（S31HW）』（3）を皮切り
にスマートフォンの開発を本格化。水原
希子さんを起用したCMが話題となった
『Ascend HW-01E』（7）、世界初のLTE 

Cat4対応スマートフォン『STREAM X』
（9）と『Ascend D2 HW-03E』（11）な
ど、続 と々製品を発表しました。
　タブレット端末は、グローバルで展開す
る『MediaPad』シリーズをNTTドコモや
J:COMなど各社のサービスにカスタマイズ
して提供。中でもNTTドコモのdマーケット
向け『dtab』（10）は、手頃な価格と使いや
すさでユーザーから高い支持を得ました。

　2014年からは業界でもいち早くSIM

ロックフリー端末の販売に注力し、大画
面6インチのグローバル・フラッグシッ
プ・モデル『Ascend Mate7』（14）などを
投入。今年5月にオープンした公式オン
ラインストア『Vモール』では、オンライン
限定ブランドとして展開する『honor』シ
リーズの最新モデル『honor6 Plus』（16）
をはじめ、幅広いラインナップの端末を販
売し、多様な選択肢を提供しています。

　ファーウェイ・ジャパンは日本市場の
ニーズに合わせ、通信事業者のお客様と

ともにオリジナリティあふれる製品を開発
してきました。その好例が、NTTドコモから
発売されたキッズ向けの端末製品です。
2011年に発売された『キッズケータイ 

HW-02C』（4）に続き、『キッズケータイ
HW-01D』（6）は販売台数100万台突破
の人気商品に。今年4月発売の3G通信搭
載腕時計型デバイス『ドコッチ 01』（15）
も、子どものためのウェアラブルというユ
ニークな発想で注目を集めています。
　デジタルフォトフレームも日本独自の製
品として開発。地デジ放送を楽しめるフル
セグ搭載の『PhotoVision TV 202HW』
（8）など、多くのご家庭にデジカメ時代の
新しい写真の楽しみ方を提供しました。

画期的な製品で
日本市場をリードしてきた
モバイルWi-Fiルーター

2011年からスマートフォン、
タブレットを本格展開
SIMフリー端末も
いち早くラインナップ ユニークなキッズ向け端末

『HW-01D』は100万台を突破

円形文字盤に1.4インチのタッチ感応式・
解像度400×400ピクセル（286ppi）の
AMOLED（アクティブマトリックス式有機発
光ダイオード）ディスプレイ、傷つきにくいサ
ファイア・クリスタルレンズ、冷鍛ステンレス
のフレームを採用し、クアルコム1.2GHzプロ
セッサー、4GBのストレージ、512MBの
RAM、Bluetooth 4.1を搭載したファーウェ
イ初のスマートウオッチ。ヘルスケアやフィッ
トネスに役立つさまざまなデータを計測でき
るほか、文字盤は40種以上のデザインから
カスタマイズ可能です。

Android WearTM搭載スマートウォッチ
『Huawei Watch』

10月16日発売
価格：45,800円～［税抜］

1 2 3 4　

5 6 7 8　

9 10 11 12

13 14 15 16　

1.『D01HW』（2007年6月、イー・モバイル（当時、以下同）より発売）、2.『Pocket WiFi D25HW』（2009年11月、イー・モバイルより発売）、3.『Pocket WiFi S
（S31HW）』（2011年1月、イー・モバイルより発売）、4.『キッズケータイHW-02C』（2011年9月、NTTドコモより発売）、5.『Pocket WiFi LTE（GL04P）』
（2012年7月、イー・アクセスより発売）、6.『キッズケータイHW-01D』（2012年9月、NTTドコモより発売）、7.『Ascend HW-01E』（2012年11月、NTTドコモより
発売）、8.『PhotoVision TV 202HW』（2012年12月、ソフトバンクより発売）

9.『STREAM X GL07S』（2013年2月、イー・アクセスより発売）、10.『dtab』（2013年3月、NTTドコモより発売）、11.『Ascend D2 HW-03E』（2013年5月、NTT
ドコモより発売）、12.『Wi-Fi STATION HW-01F』（2014年3月、NTTドコモより発売）、13.『キッズケータイ HW-01G』（2014年11月、NTTドコモより発売）、
14.『Ascend Mate7』（2014年12月発売）、15.『ドコッチ 01』（2015年4月、NTTドコモより発売）、16.『honor6 Plus』（2015年6月発売）
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2015 . 8 . 20 ～ 21
従業員の家族をオフィスに招き、ファミリー・
デーを開催

2015 . 9 . 10
早稲田大学で開催された企業と社会フォー
ラム（JFBS）第5回年次大会において、
ファーウェイ 最高サステナビリティ責任者の
アラン・アイケン（Alan Aicken）が「企業家精
神とサステナブル・イノベーション」をテーマ
としたパネル・ディスカッションに登壇

2015 . 10 . 7 ～ 10
幕張メッセで開催される『CEATEC JAPAN 
2015』に出展、『Huawei Watch』（P25参照）
を含む最新の端末製品を展示するほか、5G
ネットワークの実現に向けた技術を紹介。
マーケティング＆ソリューションセールス本
部モバイル・ネットワーク担当CTOの鹿島毅
が「将来のモバイルライフと5Gへ向けた
ネットワークの進化」をテーマに講演も行う

2015 . 8 . 19
シドニーにナショナル・トレーニング・アン
ド・イノベーション・センターを開設。3,000
万豪ドル（約27億2,730万円※）を投資した
同センターでは、顧客やパートナー、学生、
従業員にICTトレーニングを提供する計画

2015 . 8 . 19 ～ 21
インテル（Intel）と『OpenStackハッカソン』
を中国で共催

2015 . 8 . 26
ブリティッシュ・テレコム（BT）と、一般ユー
ザーを対象とした英国初の大規模G.Fastト
ライアルを実施

2015 . 9 . 18 ～ 19
『ファーウェイ・クラウド・コングレス（HCC）
2015』を上海で開催、「Make IT Simple, Make 
Business Agile（ITをシンプルに、ビジネスをア
ジャイルに）」をテーマにクラウド・エコシス
テム戦略と新製品を発表

2015 . 6 . 24
オランダ・アムステルダムで開催された『5G 
World Summit 2015』で「Biggest Contri-
bution to 5G Development（5G開発への
最も優れた貢献）」賞を受賞、同時開催の
『LTE World Summit 2015』では『Cloud-
Edge』パケットコア・ネットワーク・ソリュー
ションが「Best NFV/SDN Solutions（最優
秀NFV/SDNソリューション）」に選出

2015 . 7 . 13
チャイナ・ユニコム（中国聯合）上海と4.5G 
LTE-MベースのセルラーIoTサービス導
入で協業を開始、スマート・パーキング・シ
ステムの試験的導入を実施 

2015 . 7 . 15 ～ 17
日本ネットワーク・オペレーターズ・グルー
プ（JANOG）が北九州国際会議場で開催し
た『JANOG36ミーティング』に協賛、企業向
けネットワーク・IT製品を展示

2015 . 7 . 22 ～ 23
NTTドコモが開催した『5G Tokyo Bay Summit 
2015』において、LTEをアンライセンス周波数
帯で利用するLAA（Licensed-Assisted 
Access）と無線LANの共存に関するライブ
デモを公開

2015 . 7 . 30 ～ 31
『SoftBank World 2015』に協賛、法人ビジ
ネス事業本部 クラウド・インフラストラクチャ
統括部 佐藤英樹が「ファーウェイのクラウド
DCソリューションのご紹介～ソリューション
プラットフォームの構築基盤～」と題した講
演を行ったほか、企業向けネットワーク・IT
製品を展示

2015 . 8 . 17
2014年度版アニュアル・レポート日本語版
をウェブサイトとPDFで発行

　7月20日、2015年度上半期業績（未監
査）を発表し、売上高が対前年同期比
30％増となる1,759億元（約3兆4,705億
円※1）に、また、営業利益率が18％に達し
たことを発表しました。
　ファーウェイの最高財務責任者である
孟晩舟（メン・ワンツォウ）は、ファーウェイ
は2015年度上半期、全事業グループで
安定した健全な事業成長を実現したと述
べ、通期での効果的かつ堅実、健全な成
長に自信を示しました。
　22日には、コンシューマー向け端末事
業グループの2015年度上半期業績を発
表し、売上高が前年同期比69％増の90

億9,000万米ドル（約1兆1,133億円※2）
となり、全社売上高の32％（2014年度
上半期から8ポイント増）を占めたことを
明らかにしました。ミドル～ハイエンドの
スマートフォンに照準を合わせた戦略に
より、スマートフォンの出荷台数と平均売
上価格の双方が押し上げられた結果、ス
マートフォン部門の売上高は前年同期比

　7月10日、次世代移動体通信技術とし
てファーウェイが提案する「TDD+（TDD

プラス）」向け高度化技術の実証実験、
技術評価および研究開発をソフトバンク
の通信ネットワークにおいて共同で行う
ことに合意しました。
　TDD周波数帯域を保有するソフトバン
クは、最速、最高のユーザー・エクスペリ
エンスを消費者に提供することを目指
し、日本でいち早くTDDと互換性のある
AXGPネットワークの構築に取り組んで
きました。ファーウェイの先端研究から生
まれた「TDD+」を共同で研究開発するこ
とにより、現在のAXGPネットワークに対
し、周波数利用効率を5倍程度向上させ
ることが可能となります。
　ソフトバンク常務執行役員の牧園啓市
氏は、「今回研究開発を進める技術は、

次世代ネットワークのトレンドになります。
現在ソフトバンクが検討を進めている次
世代のモバイルネットワーク網の構築に
あたり、ファーウェイとの4.5G技術の共同
研究は、とても有意義なものになると期
待しています」と述べています。
　既存の4G技術をベースに数Gbpsレ
ベルの最大通信速度と10ミリ秒レベル
の低遅延を実現する「TDD+」は、4.5Gの
中核技術として今後長年にわたり5Gと
の共存が可能です。ファーウェイは2016

年から「TDD+」を商用化する計画で、ソ
フトバンクのほか、チャイナ・モバイル（中
国移動）とも共同研究を進めています。

87％増となる72億3,000万米ドル（約
8,855億円※2）に達し、出荷台数は市場
平均の7％を凌ぐ前年同期比39％増の
4,820万台となりました。このうち、ミドル
からハイエンドの出荷は同70％増となり、
スマートフォン出荷台数の31％、部門売
上高の42.9%を占めています。
　同事業グループC E Oの余承東（リ
チャード・ユー）は同業績の発表にあた
り、「最高品質の製品を提供するというわ
れわれの理念が、この見事な成長につな
がりました。2015年通期の売上高は160

億～200億米ドルを見込んでいます」と
述べ、さらに長期的にファーウェイが業
界のリーディング企業のひとつとなるこ
とを目指し、研究開発への投資を継続し
ていくことを強調しました。

2015年度上半期業績を発表

その他の主なニュース

ソフトバンクと4.5G移動体通信技
術「TDD+」の共同研究開発に関す
る覚書を締結

4.5G移動体通信技術「TDD+」の共同研究開発に
向けた覚書調印式にて。ソフトバンク常務執行役員 
牧園啓市氏（右）と、ファーウェイ ワイヤレス・ネット
ワーク・プロダクトライン担当プレジデント 汪涛（デ
ビッド・ワン）

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、当社ウェブサイト
のニュースルームをご覧ください。

その他の主なニュース

コンシューマー向け端末事業グループCEO 余承東
（リチャード・ユー）

『5G World Summit 2015』で賞を受け取るファー
ウェイ通信事業者向けネットワーク事業グループ 
ワイヤレス・ネットワーク部門最高マーケティング責
任者の楊超斌（ヤン・チャオビン、左）

ファーウェイ・ブースNo：2L50

http://www.huawei.com/minisite/japan-
annual-report/index.htm

ファーウェイの輪番CEO胡厚崑（ケン・フー、左）と
マイク・ベアード（Mike Baird）ニューサウスウェー
ルズ州首相

基調講演を行う法人向けICTソリューション事業
グループプレジデント兼ファーウェイ・ジャパン代表
取締役会長 閻力大（エン・リダ）

※1人民元=19.73円で換算（2015年6月30日現在）
※1米ドル＝122.47円で換算（2015年6月30日現在）

※1豪ドル＝90.91円で換算（2015年8月19日現在）
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中国語・日本語・英語のコミュニケー
ション能力、日本の通信市場についての
知識を最大限に生かせると考え、当時の
閻力大（エン・リダ）社長による面接を経
て、固定ネットワークの分野で唯一の
ローカル・スタッフとして採用されました。

 通信事業者のお客様と直接やりとりす
るほか、イベントへの出展やセミナーの開
催を通じてにファーウェイの製品やソ
リューションをご紹介し、新規業務を開拓
することが第一のミッションでした。同時
に、固定ネットワーク・チームの立ち上げ
も重要な仕事で、入社1年目から徐々に
面接を行い、ローカル・スタッフを多数採
用しました。彼らが現在も当社の主要な
ポジションで貢献している姿を目にする
と、とてもうれしく思います。

 少人数だったので、全員がそれぞれにで
きることを率先してやる必要がありました。
私も担当は固定ネットワークでしたが、
ワイヤレスやITのプロジェクトにも駆り出
されることがたびたびあり、知識のない分
野について実践で学ぶ機会を多く得まし
た。お客様のラボでテストをする際に装
置の筐体が足りなくなり、急遽コンテナ・

トラックを借りて自ら運転して倉庫まで
取りに行った、なんていうこともありまし
たね。迅速に判断してすぐに行動に移す
ことが常に求められていました。また、本
社の社員は日本のお客様とのやりとりに
慣れていませんから、お客様との会議の
前には、私たちローカル・スタッフと本社
社員とで何度もリハーサルをして臨んで
いました。

　最初はファーウェイ製品について勉強
が必要で、短期間で大量に新しいことを
学びながら業務外の仕事もこなすハード
な毎日でした。しかしそれよりもたいへん
だったのは、ファーウェイの企業文化や
他市場での経験に基づくビジネスのやり
方を日本市場の商習慣にすりあわせるこ
とでしたね。プロセスやテスト、プロジェク
ト管理などに関する日本のお客様の要求
は非常に高く、多くの改善が必要で本社
の社員と日本のお客様やローカル・スタッ
フとの間に立って双方が合意できる方法
を探ることに非常に苦労しました。現地採
用の従業員が増えるにつれ、こうした
ギャップは徐々に縮まり、また本社にも日
本のお客様が要求する品質レベルをベン
チマークにするという姿勢が定着してきま
した。お客様もファーウェイの技術力や献
身的なサービスを評価してくださるように

なったので、根気よく苦労した甲斐があっ
たと、いまでは思います。

　ファーウェイには、謙虚かつ慎重に自分
たちのやり方を反省し、絶えず改善を続
けて進化することを目指す文化がありま
す。成長の意欲がある人には、学ぶチャン
スがいくらでも与えられるのです。私も設
立当初から参加したことで、通信事業者
から一般企業までさまざまな日本のお客
様やパートナーの皆様と仕事をする機会
を得て、日本の市場や技術に関する理解
を深め、視野を広げることができました。
こうした経験は私にとって貴重な財産で
す。私たちの成長を温かく見守り、信頼を
寄せてくださったお客様やパートナーの
皆様には深く感謝しています。

　この10年、ファーウェイ・ジャパンはお
客様のご要望に迅速にお応えする努力
を地道に積み重ね、事業を発展させてき
ました。それにともなって、お客様のご期
待もコスト・パフォーマンスだけでなく、
戦略的なパートナーとしてグローバルな
実績をビジネスの成功に生かすことへと
変化してきたと感じます。今後は、ファー
ウェイのグローバル企業としての成長
と、ファーウェイ・ジャパンの現地市場へ
の理解と貢献とを効果的に結びつけ、日
本のお客様や社会との「つながり」を通じ
て持続的に価値をもたらしていかなけれ
ばなりません。また、規模が拡大しても従
業員どうしが将来への方向性を共有し
ていければ、挫折やスランプをともに乗り
越えてさらなる成長を目指していけると
信じています。

　2005年に設立した当初、ファーウェイ・ジャパンの従業員数はわずか20名でした。本社から赴任した社員と現地
採用の従業員が半数ずつの小さなチームで、新たに参入した市場で事業展開の基盤づくりをスタートしました。
　今回のファーウェイ・ピープルでは、設立まもないファーウェイ・ジャパンに現地採用で入社し、現在も活躍を続
けている3名の従業員に、設立初期の苦労話やこれまでの成長の過程について語ってもらいました。

ファーウェイ・ピープル・スペシャル

H U A W E I  P E O P L E

ファーウェイ・ジャパンに
入社した経緯は？Q

入社当初はどのような業務を
されていたのですか？Q

当時の会社の雰囲気は
どんな感じでしたか？Q

設立初期に最も苦労したのは
どんなことでしたか？Q 次の10年に向けて、

ファーウェイ・ジャパンには
どんな課題があるでしょうか？

Q

会社の変化とともに、
ご自身はどのように
成長されたと感じますか？

Q

北京出身。1991年より中国で外資系通
信事業者に勤務し、1995年に来日。東京
工業大学の大学院修了後、外資系通信
機器ベンダーを経て2005年10月に
ファーウェイ・ジャパンに入社。複数の事
業部でソリューション部長を歴任し、
2015年より現職。

マーケティング＆
ソリューションセールス本部
アクセス・ネットワーク・
ソリューション営業部　部長

朱暁華 （ジュー・シャオファ）

 外資系通信機器ベンダーの日本法人に
5年ほど勤務していましたが、ファーウェ
イ・ジャパンが設立にあたって現地で人材
を募集していることを知り、興味を持ちま
した。ファーウェイは中国で最も優れた
通信機器ベンダーとしてよく知っており、
この会社なら通信分野での長年の経験と

　ファーウェイ・ジャパンは現地人材を活用し、日本市場への深い
理解をもとに、お客様のニーズに沿った製品やサービスを提供すべ
く尽力してきました。

10年間の成長と現地化

　2015年6月30日現在、ファーウェイ・ジャパンの現地採用率は75％、管理職の現地化
率は53.9％となっています。今後も引き続き採用を強化し、2018年までに現地採用率を
80％以上に引き上げる計画です。

従業員数の増加とオフィスの拡張

職種別従業員比率

　従業員が語るファーウェイ・ジャパンの10年間のマイルストーン
や、お客様・パートナーの皆様から頂戴したお祝いのコメントなど
をご紹介しています。ぜひご覧ください。

ファーウェイ・ジャパン設立10周年記念ウェブサイト

年齢構成

日本のお客様への営業やサービス提供に携
わる人材が最も多く（60％）、研究開発人材
（16％）が次に続く

経験豊富な30歳以上～49歳以下の中堅層が
最多（約80％）

30歳以上49歳以下
80％

29歳以下 8％50歳以上 12％マーケティング
12％

営業
29％

研究開発
16％

その他
16％

デリバリー・サービス
31％

2011年 九段下オフィス設立
大手町オフィスを2フロアに増床

2010年 錦糸町オフィス設立

2012年 新卒定期採用を開始
大阪オフィス設立

2013年 日本研究所を横浜へ拡張移転

2005 2008 2010 2012 2014
[ 20名 ] [ 100名 ] [ 200名 ] [ 600名 ] [ 700名 ]
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中国語・日本語・英語のコミュニケー
ション能力、日本の通信市場についての
知識を最大限に生かせると考え、当時の
閻力大（エン・リダ）社長による面接を経
て、固定ネットワークの分野で唯一の
ローカル・スタッフとして採用されました。

 通信事業者のお客様と直接やりとりす
るほか、イベントへの出展やセミナーの開
催を通じてにファーウェイの製品やソ
リューションをご紹介し、新規業務を開拓
することが第一のミッションでした。同時
に、固定ネットワーク・チームの立ち上げ
も重要な仕事で、入社1年目から徐々に
面接を行い、ローカル・スタッフを多数採
用しました。彼らが現在も当社の主要な
ポジションで貢献している姿を目にする
と、とてもうれしく思います。

 少人数だったので、全員がそれぞれにで
きることを率先してやる必要がありました。
私も担当は固定ネットワークでしたが、
ワイヤレスやITのプロジェクトにも駆り出
されることがたびたびあり、知識のない分
野について実践で学ぶ機会を多く得まし
た。お客様のラボでテストをする際に装
置の筐体が足りなくなり、急遽コンテナ・

トラックを借りて自ら運転して倉庫まで
取りに行った、なんていうこともありまし
たね。迅速に判断してすぐに行動に移す
ことが常に求められていました。また、本
社の社員は日本のお客様とのやりとりに
慣れていませんから、お客様との会議の
前には、私たちローカル・スタッフと本社
社員とで何度もリハーサルをして臨んで
いました。

　最初はファーウェイ製品について勉強
が必要で、短期間で大量に新しいことを
学びながら業務外の仕事もこなすハード
な毎日でした。しかしそれよりもたいへん
だったのは、ファーウェイの企業文化や
他市場での経験に基づくビジネスのやり
方を日本市場の商習慣にすりあわせるこ
とでしたね。プロセスやテスト、プロジェク
ト管理などに関する日本のお客様の要求
は非常に高く、多くの改善が必要で本社
の社員と日本のお客様やローカル・スタッ
フとの間に立って双方が合意できる方法
を探ることに非常に苦労しました。現地採
用の従業員が増えるにつれ、こうした
ギャップは徐々に縮まり、また本社にも日
本のお客様が要求する品質レベルをベン
チマークにするという姿勢が定着してきま
した。お客様もファーウェイの技術力や献
身的なサービスを評価してくださるように

最も苦労したことは？Q

設立当初はどのように
人事業務を進めて
いったのですか？

Q

10年間の急速な成長にともない
人事における課題は
どのように変化してきましたか？

Q

ファーウェイ・ジャパンが
今後も成長を続けていくために、
人事の面ではどんな努力が
必要になるでしょうか？

Q

　日本に来る前から、ファーウェイのこと
は中国の通信機器市場で海外大手企業
を相手に競争している数少ない国内メー
カーとして知っており、果敢にも日本市場
にも進出しようとしていることを聞いて驚
き、日本に住む中国人として、また日中の
通信分野で通訳などをしてきた経験を
生かして役に立ちたいと、使命感のような
ものを感じました。最初はアシスタントと
して入社したのですが、すぐにさまざまな
業務を任せられるようになり、私の日本語
や社内外の調整スキルを評価してくれた
閻社長の采配で半年後に営業職へと異
動となりました。その後も複数の部署でお
客様と接する仕事に携わり、キャリアアッ
プを積み重ねてきました。

陝西省西安出身。日本の大手通信機器
メーカーの中国事務所で営業サポート
に従事したのち、1998年に結婚を契機
に来日、本社海外事業部で中国向けビ
ジネス支援業務に携わる。2006年6月、
ファーウェイ・ジャパンにテクニカルサ
ポート部門のアシスタントとして入社。
2007年に営業部に異動し、プロジェク
ト・マネージャー、購買アシスタント、アカ
ウント・マネージャー、担当部長を経て、
2014年に新たに設置された協業管理部
の部長に就任。

渉外・広報本部　協業管理部　部長

王彤 （ワン・トン）

外資系企業を中心に、総務・営業を経て
人事畑で20年以上の経験を持つ。2006
年8月にファーウェイ・ジャパンに入社。
入社後数年にわたり、採用から給与、評
価、教育まで人事関連業務を単独で担
当し、人事部の基盤を整備した。

人事部　部長

菅野博之 （すがの・ひろゆき）

H U A W E I  P E O P L E

 外資系通信機器ベンダーの日本法人に
5年ほど勤務していましたが、ファーウェ
イ・ジャパンが設立にあたって現地で人材
を募集していることを知り、興味を持ちま
した。ファーウェイは中国で最も優れた
通信機器ベンダーとしてよく知っており、
この会社なら通信分野での長年の経験と

　35歳の社長をはじめ、とにかく若い会
社でした。人数が少ないので1人で3～4

人分の仕事をこなさなければならず、例
えば私はアカウント・マネージャーでした
が、翻訳業務も兼任し、議事録の作成や
入札書類の日本語訳などを手がけてい
ました。こうした状況を乗り切れたのも、
若さがあってこそだったのかもしれま
せん。規模が小さいため組織の構成も
シンプルで、意識の共有もしやすく、目標
に向かって全員で力を合わせてがんばっ
ていました。

　常に新しいことに挑戦させてもらってい
たので、そのたびに苦労しましたが、人と
人、組織と組織の信頼関係を一から築
いていくことがなによりたいへんでした。
異なる文化や商習慣を持つ者どうしがど
うしたらお互いに理解をしあえるか、いつ
も頭を悩ませていました。そんなときには
一人で抱えこまず、チームの仲間と相談し
ながら、気づきや反省を重ねて努力を続け
てきました。最終的にお客様から信頼して
いただき、ファーウェイに対する見方が変
わったとおっしゃっていただけたときが、
最も達成感を感じる幸せな瞬間でした。

　これまで多くの社内異動を経験してお
り、異動先はいつも会社にとっても新たな
事業分野でした。そこにはもちろんリスク
がともないますが、新しい世界に踏み出
し、新しいお客様と出会うことで、それまで
落ち込みやすい性格だった私がとても前
向きに物事をとらえられるようになったと

思います。挫折や失敗も多々あったとし
ても、それを乗り越えて成果が得られた
ときの達成感はなにものにも代えがたい
ものです。さまざまな仕事を任せてもらえ
たおかげで、自分でも気づいていなかっ
た自分の価値を見いだすことができまし
た。私と同じ想いを持つ同僚はたくさん
いるでしょう。こうしたチャレンジを与え
てくれた会社と、力を合わせてがんばっ
てきた仲間たち、そして忍耐強く信頼し
てくださったお客様には本当に感謝して
います。また、入社時には幼かった娘はも
う中学生になり、母親としても子どもと一
緒に成長してきました。ファーウェイ・
ジャパンは子どもを持つ女性社員が多
く、子育てと仕事の両立には心強い環境
です。なにより、仕事が忙しいときもいつ
もサポートしてくれた家族には心からあ
りがとうと伝えたいです。

　日本社会に根差した企業として、国内
のICT業界や経済界に価値をもたらして
いくことが、ファーウェイ・ジャパンの変わ
らぬ目標です。日本企業の皆様とお互い
の強みを生かしあいながら、ともに調和
のとれたビジネス環境を築き、産業の発
展に貢献していきたいと考えています。そ
のためには、なによりも信頼関係が重要
です。協業管理部は、優れた技術を持つ
日本企業の皆様と交流を深め、購買や
R&Dなどいろいろな形で双方に利益を
もたらす協業を発展させていく役割を
担っています。今後も各社と緊密なコ
ミュニケーションを続けると同時に、相手
の立場や課題をしっかりと理解し、ビ
ジョンやゴールを共有することで、持続
的でWin-Winなパートナーシップの構
築を目指してまいります。

　前職では日本国内のほかアジア太平
洋地域業務を兼任しており、自分自身の
キャリアについてもアジアという広い視
野を持って考えていきたいと思っていま
した。中でも中国を含む中華圏のビジネ
スのメソッドに関心があり、設立まもない
ファーウェイという会社の一員となること
で中国の人たちの発想や仕事のしかたを
徹底的に知ることができるのではないか
と感じ、入社を決めました。

　まずはファーウェイ本社の人事制度や
方針をローカルで展開するところから着
手しましたが、日本オフィスにはほかに人
事担当者がいなかったので、本社や香港
オフィスで研修を受けたり、アジア太平洋
地域の合同会議で他国の人事担当者と

情報交換したりと、さまざまなチャネル
を使ってファーウェイの人事制度や方
針を理解し、それをどう現地化すべきか
を検討していきました。日本での人材採
用にあたっては、最初は人材紹介会社
にファーウェイについて知ってもらうた
めの会社案内もなかったので、他部署と
協力しながら資料づくりもしました。通信
業界で求められる人材を知るためにも、
採用面接にはすべて同席し、判断基準
を探っていきました。まだ従業員を育て
ていける土壌が整っていませんでしたか
ら、まずは即戦力のある人材を選りす
ぐって採用していました。朱さんや王さん
を含め、この時期に採用した従業員の多
くが現在も管理職として活躍を続けてい
て、会社の成長を牽引する立場になって
います。

　最初のうちは、日本企業や欧米系企
業から転職してきた社員からすると当然
と思えるような制度が欠けているといっ
たことが多くありました。ローカル・オフィ
スとして現地社員に必要な制度を迅速
に整備しなければならない一方で、本社
の決定による人事方針を短期間に展開
するよう求められる場合もあり、両者の
バランスを取ることに苦労しました。

　ファーウェイ・ジャパンは買収や合併
による拡大ではなく、純粋に有機的な成
長を続けてきた会社です。植木に例える
なら、大きくなったからといって単純に比
例して水や肥料を増やせばいいというわ
けではなく、時には植木鉢を入れ替えた
り、肥料の種類も変えたりといった処置
が必要になります。採用に関して言えば、

会社の成長段階に合わせて、パイオニア
となるような人材が必要な時期、特定の
専門職が必要な時期、大量の人員増強
が必要な時期など、求められる方針が
変化してきました。また、制度や規程の
面でも、成長のフェーズが変わるごと
に、それらを機能させるための「地盤」づ
くりから始めなければなりませんでした。
ビジネスの規模と範囲が広がり、部署や
オフィスの数が増えるにつれ、それまで
の地盤では解決できない問題が生じ、
現状の地盤を変えていくことになりま
す。設立から10年を経て植木の成長が
また新しい段階に入り、ローカル・オフィ
スの責任や権限がより大きくなってきた
ので、今後はさらに将来を見据えた地
盤を作ることが求められていると感じま
す。新卒採用も3年目となり、人材育成
にもいっそう力を入れていかなければな
りません。

　制度の導入だけでなく、これからはそ
れをいかに定着させ、発展させていくか
が重要になります。その際、現地のニー
ズや本社の要求に応えるだけでなく、人
事面から生産性の向上に寄与できるか
どうかを総合的に分析し、多角的な視点
から提案することが必要です。また、規模
が小さかったころには会社全体を見渡
すことができていましたが、これだけ大き
な組織になると意思疎通や意識の共有
がむずかしくなってきます。多様な人材
が集まるグローバル企業ですから、考え
方や仕事のしかたはそれぞれ異なってい
て当然です。その違いを受け入れたうえ
で、共通のゴールに向かって進んでいけ
るような社内風土を維持していくことが
大切だと思います。

ファーウェイ・ジャパンに
入社した経緯は？Q

ファーウェイ・ジャパンに
入社した経緯は？Q

設立初期に最も苦労したのは
どんなことでしたか？Q

協業管理部長として
パートナー企業との協業を
推進する立場から、これからの
抱負を聞かせてください。

Q

会社の変化とともに、
ご自身はどのように
成長されたと感じますか？

Q

当時の会社の雰囲気は
どんな感じでしたか？Q
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　古くから食糧輸送や軍事の要衝とされ
る天津は、欧米諸国や日本の租界（外国
人居留地）が中国で最も多く置かれた都
市です。現在は北京、上海、重慶とともに
直轄市のひとつであり、中国北方地域で
最大の国際貿易港を有する工業と貿易の
拠点となっています。
　市内には西洋風の建物が数多く残り、
街を歩いているとまるでヨーロッパにいる
かのようです。1908年にドイツ人がオープン
した洋食レストラン『起士林（Kiessling、
キースリン）』はいまも西洋各国の料理を
提供する人気店で、中国政府や海外から
の要人が多く訪れています。
　国内外から集まる人々や文化が融合す
る天津に暮らす住人たちはさぞかし自由
奔放だろうと思われるかもしれませんが、
天津人は意外と保守的で、生まれてから
天津を離れたことがない人もたくさんいま
す。また、礼儀正しく気配り上手で、女性の
ことを少女から年配の方々まで「姐姐
（チェチェ：お姉さん）」と呼びます。これは
天津ならではの呼び方で、他の土地から
来た中国人には驚かれます。

　天津の名物といえば、天津甘栗や天津
丼をイメージする人が多いかもしれません
が、実は天津甘栗は北京の名産、天津丼
も日本で生まれた料理で天津とはまった
く関係がありません。天津の真の三大名
物「天津三絶（ティエンジンサンジュエ）
は、『狗不理包子（ゴウブリバオズ）』『耳朵
眼炸糕（アードゥオヤンジャーガオ）』『十
八街麻花（シーバージエマーファ）』です。
　『狗不理包子』は150年以上の歴史を
持つ肉まんのお店。「狗不理（犬が相手に
してくれない）」というおもしろい店名は、
「狗子（犬）」というあだ名の店主が、商売
が繁盛して来客が増え、ろくにお客を相
手にしなくなったことから来ています。
　『耳朵眼炸糕』も100年以上の歴史があ
ります。「耳朵眼」は中国の胡同（フートン：
裏道）の名前で、「炸糕」は小豆などの餡を

餅の皮で包んで揚げたものです。
　『十八街麻花』の「十八街」も胡同の名
前で、「麻花」は小麦粉を練って揚げたも
のに砂糖などをまぶしたお菓子。ゴマや
ナッツなどいろいろな味が楽しめます。

　若いうちに海外で自分を磨きたいと思っ
ていたところ、日本の人材派遣会社が天
津での人材を募集していると知り、経済大
国の日本で経験を積みたいと考え、安定し
た仕事を辞め思い切って来日しました。
　大学での専攻も中国での仕事もIT関
係で、来日してからもずっとIT業界で働い
てきましたが、自らの手で世界市場に向
けた製品を作り出したいという夢を持ち、
2013年にファーウェイに入社しました。
ホーム・デバイス担当として、これまで
『dTVターミナル』や『U-NEXT TV』などの
製品を手がけてきました。
　日本での仕事も約15年になり、場の雰
囲気を重視する日本人とのコミュニケー
ションにも慣れ、空気を読んで流れに乗っ
て話すコツがつかめるようになりました。
また、伝統技能から技術の世界まで受け
継がれている日本のものづくり＝匠の精
神にも感銘を受けています。僕も匠のよう
なこだわりや集中力を持って、ファーウェ
イで素晴らしい製品を作り、世界中に広
めていきたいと思います。

丁 祥（ディン・シャン）
端末統括本部　プロダクトソリューション統括部　シニアソリューションマネージャー
高校時代にゲームが好きになったことをきっかけに、天津理工大学のコン
ピューター・サイエンス学科に入学。大学卒業後、大手ビール会社に入社し、
システム・メンテナンスやソフトウェア開発の仕事に従事する。2001年に日本
の人材派遣会社による天津での人材募集に応募して合格、来日。現在は妻と
2人の子どもと暮らしており、休日は家族旅行などを楽しんでいる。

漫遊中国

租界の数が中国で最も多く異国情緒が漂う街

天津
西洋風の街並みと保守的な人柄

ものづくりの精神を世界へ

近いようで遠い、似ているようで違う、中国と日本。その違いと背景を知ることで、お互
いの理解が深まり、真の異文化交流が可能になります。このコーナーでは2つの文化の
橋渡しとなることを願い、中国人とのコミュニケーションに知っておくと役立つ情報を
ご紹介します。今号は10周年にちなんで、誕生を祝う中国の風習を取り上げます。異文化の架け橋

　子どもが生まれると、日本では生後1か
月目のお宮参りや、100日目のお食い初
めといった習慣がありますが、中国では1

か月目には「満月宴（マンユエヤン）」、
100日目には「百日宴（バイリーヤン）」と
称する宴を催して赤ちゃんをお披露目
し、成長を祝います。いずれも、ホテルやレ
ストランで盛大に行うことが多く、中には
数十人から数百人ものゲストを招き、結婚

披露宴のように豪華な会場でごちそうを
振る舞うこともあります。
　子どもの誕生時や満月宴、百日宴でお
みやげとして配られるのが、食紅で殻を赤
く染めたゆで卵「紅鶏蛋（ホンジーダン）」
です。最近では卵型のプラスチック容器
にチョコレートやキャンディーを詰めて
贈るお手軽バージョンも。招かれたゲスト
は赤い封筒に包んだご祝儀「紅包（ホン
バオ）」を赤ちゃん（の両親）に贈ります。
数百人民元（数千円）が一般的で、結婚や

新年などの場合と同じく偶数の金額が
好まれます。また、「長命鎖（チャンミンス
オ）」と呼ばれる金や銀のペンダントを
祖父母や親族が新生児に贈ることもあ
ります。

　赤ちゃんが満1歳を迎える誕生日には、
「抓周（ジュアジョウ）」という記念行事を
行います。子どもの前にいろいろな物を並
べ、どれを選ぶかで将来の職業や才能を
占うというもので、日本でも「選び取り」と
して行う地域があります。
　男児の場合は弓矢→軍人、紙と筆→作
家や画家、そろばん→商人、女児は針や糸

→服飾業など。そのほか、聴診器→医者、
調理器具→シェフ、楽器→音楽家、口紅
→モデルといったわかりやすいものから、
ネギ（葱：ツォン）→聡（ツォン）＝頭が良い、
ニンニク（蒜：スァン）→算（スァン）＝計算
が得意、セロリ（芹菜：チンツァイ）→勤
（チン）＝勤勉、といった発音にちなんだも
のまで、置かれるアイテムはさまざまです。
最近ではマウス→IT関係、クレジットカー
ド→金融業なども人気があります。

「満月宴」と「百日宴」

未来を占う「抓周」

経営陣のメッセージから

ファーウェイ独自の経営理念を象徴する経営陣の言葉をご紹介します。

任は最前線の現場でサービスを提供する従業員に向けたこのスピーチで、自
然資源を持たないファーウェイにとって、「従業員が不断の努力を重ね、優れ
た製品とサービスによってお客様の信頼を得ることで自らを高めていく」とい
う文化こそが無限の資源であると述べています。

資源是会枯竭的，
唯有文化才会生生不息。
資源はいずれ枯渇するが、
文化だけは生き永らえる。
ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（1997年、社内向けスピーチより）

　ファーウェイ・ジャパン設立10周年記念号と
なる今号のHuaWaveでは、10年間を振り返る
とともに、次の10年を展望するというテーマで
お届けしました。これまでの成長を支えてくだ
さった皆様への感謝の気持ちと、これからに向
けたファーウェイ・ジャパンのビジョンと決意を
感じていただけましたら幸いです。
　10年の道のりのちょうど中盤、2011年に創
刊したHuaWaveの役割も、会社の成長にとも
なって変化してきました。ファーウェイの事業
や技術、製品についてお伝えする広報誌から、
読者の皆様のビジネスに役立つ有用な情報を
お届けするICTマガジンへ、HuaWaveは今後
も進化しつづけてまいります。さらなる発展に
向けて、皆様からのご意見・ご感想をお待ちし
ております。

編集後記

天津市内を流れる海河沿いの風景

江蘇省四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

天津

天津の三大名物

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

抓周（撮影：ddapv）

左：狗不理包子（撮影：Techyan）　右：十八街麻花

左：紅鶏蛋　右：長命鎖
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