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ウェアラブルから車まで――
拡大するモバイルに
技術とビジネス・モデルの
進化は追いつけるか
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ワイモバイル

Car Wi-Fi

※ 本製品は日本国内でのみご使用いただけます。

※エンジン停止時は、ご使用になれない想定の仕様となっております。　※その他掲載されている会社および商品名は各社の商標または登録商標です。　※画像や仕様などは実物と異なる場合があります。　※本機を12Vを超え
るシガーライターソケット（例えばトラックなどのシガーライターソケット）で使用しないでください。故障の原因となります。　※運転に集中し、安全運転第一を心がけてください。車両の運転中に本機やスマートフォンなどを操作
しないでください。交通事故の原因となります。車両を駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてから操作してください。　※画像は広告上の演出です。走行中はシートベルトを着用してください。

車のシガーソケットに挿しこむだけで、車内がWi - F iスポットに早がわり。

最大10台のWi - F i同時接続で、動画やWebサイト等も快適に楽しめます。

移動中の車内をもっと便利に、もっと楽しく！

い つ で も ど こ で も W i - F i ス ポ ット
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通信事業者向け事業の売上高は対前年
度比約16％増、法人向け事業は約27％
増の成長を達成し、スマートフォンの世
界出荷台数が7,500万台超となったコン
シューマー向け事業は対前年度比約
32％増となる売上を記録しました。また、
弊社主要事業の営業利益は342億元
（約6,587億円※２）となり、営業利益率は
2013年度とほぼ同じ約12％と、安定した
収益を示しております。
　たびたびお伝えしておりますとおり、
ファーウェイは将来にわたって技術的優
位性を確立するため、毎年売上の10％
以上を新技術の研究開発に投資してい
ます。2014年度は対前年度比約33％増
となる408億元（約7,858億円※2）を研究
開発に投じ、これにより過去10年間の
R&D投資額は累計1,903億元（約3兆
6,652億円※2）となりました。こうした惜し
みない投資の成果が評価され、昨年はト
ムソン・ロイターが発表した「トップ100 グ
ローバル・イノベーター」の1社に選ばれま
した。
　ファーウェイ・ジャパンにとっては試練
の多い1年でしたが、社員一同の努力で昨
年は10億ドル（約1,190億円※3）超の売上を
計上することができました。Interop Tokyo 

2014で2製品が「Best of Show Award」
の特別賞を受賞したほか、端末事業では日
本市場におけるMVNOの急速な発展に合
わせ、『Ascend Mate7』をはじめ高性能

かつ手ごろな価格のSIMロックフリー端
末を多数投入し、多様化が進む消費者の
ニーズにすばやく対応したことも市場から
高く評価されました。また、キッズ・ケータイ
は100万台を突破し、モバイル・ルーター
市場においては、変わらぬリーディング・
ポジションを維持しています。
　しかし、私たちの前にはまだ超えなけ
ればならない高い壁があります。それは
ファーウェイというブランドの日本におけ
る認知拡大です。ファーウェイは昨年、
世界最大のブランド・コンサルティング
会社インターブランド（Interbrand）によ
るグローバル・ブランド価値評価ランキン
グ「Best Global Brands 2014」で94位
に入りました。これは中国企業としては初
めてのことであり、また中国ブランドとし
て唯一のランクインでもあります。しかし
ながら、日本市場ではまだそのブランド
価値を十分に発揮できているとはいえま
せん。今後は日本でも、長く親しまれるブ
ランドを確立していけるよう、積極的なコ
ミュニケーションに努めてまいります。

　さて、ファーウェイ・ジャパンは今年、設
立10周年という重要な節目を迎えます。
海外市場で現地のお客様のニーズを的
確に捉え、それに迅速に応えるには、組織
の現地化が最優先要件だとファーウェイ
は考えています。現在、日本法人の従業員
数は700名までに成長し、現地採用率は
75％に達しています。日本研究所も横浜
に移転した2013年当時の40名から100

名近くまで人員を増強しました。
　こうした雇用創出にとどまらず、ファー
ウェイは現地社会に溶けこみ、CSR活動
を通じて地域コミュニティに貢献し、共存
共栄をもたらす真の現地化を実現すること
を目指しており、現地企業との協業にも
積極的に取り組んでいます。当社のハイ
スペック・スマートフォンに使われている
部品の50～60％が高品質と高性能を誇

る日本のメーカーより提供されており、
2014年の日本からの調達額は前年比約
40％増の17.5億ドル（約2,083億円※3）に
達し、さらに2015年も大幅な増加が見込
まれています。

　2020年には東京に再びオリンピックが
やってきます。オリンピックが開催国の政
策立案から産業まで多岐にわたって良い
刺激と新しい商機をもたらすことはいうま
でもありません。五輪開催までに5Gサー
ビスの提供を実現することを目指し、
ファーウェイは通信事業者やICT業界の
パートナー各社とともに日々技術の向上
に研鑽しております。
　2025年までに世界のネットワーク接続
数は1,000億に達すると予想されていま
す。そのころには、人間以外のモノが通信
の主役となり、ネットワークへの接続が空
気や水のようにどこにでも存在するものと
なっていることでしょう。ICTの革新によっ
て企業の業務効率が向上し、産業の変革
が進むとともに、あらゆる利用者により良
いユーザー・エクスペリエンスがもたらさ
れ、より自由なコミュニケーションやアイ
デアの共有が可能となります。
　ファーウェイ・ジャパンにとっての次の
10年は、こうした情報社会、そして「より
“つながった”世界」に向けて大きく前進す
る時期となります。このような飛躍的な発
展を日本のお客様やパートナーの皆様と
ともに実現するため、当社は今後も現地
化と協業、イノベーションの推進に尽力
し、変革へとつながる価値を生み出しつづ
けていく所存です。

※1 ファーウェイは100％従業員所有の非上場企業で
す。経営および情報公開の透明度を目指し、2000年
よりKPMGによる財務監査を受け、アニュアル・レポー
トを発表しております。英語版2014年度アニュアル・
レポートは弊社グループのウェブサイトでご覧いただ
けます。日本語版は6月ごろにファーウェイ・ジャパンの
ウェブサイトに掲載予定です。
※2 1人民元19.26円換算（2014年12月31日現在）
※3 1米ドル119円換算（2014年12月31日現在）
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次の10年に向けて
さらなる「現地化」「協業」「イノベーション」を通じ
「より“つながった”世界」の実現を目指す

2015年2月、これまでファーウェイ・ジャパン代表取締役副社長を務めてきた王剣峰
（ジェフ・ワン）が社長に就任しました。今号の巻頭メッセージでは、王より当社の
業績とこれからの取り組みについてご報告いたします。

華為技術日本株式会社
代表取締役社長

王 剣峰 （ジェフ・ワン）
ワン　　ジェン   フォン

　あらためてごあいさつ申し上げます。
本年2月より、ファーウェイ・ジャパン社長
に就任しました王剣峰でございます。日
本で二度目となる春を新たな職責ととも
に迎え、身の引き締まる思いをいたしてお
ります。

　さて、この場をお借りして、皆様に当社
の2014年度の業績について簡単にご報
告申し上げます。
　昨年はファーウェイ・グループにとって
実り多き1年でした。2014年度の売上高※1

は対前年度比約20％増となる2,882億
元（約5兆5,507億円※２）に達しました。

ウェアラブルから車まで
拡大するモバイルに
技術とビジネス・モデルの進化は
追いつけるか
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MOBILE WORLD CONGRESS 2015

モバイル業界最大のイベント『Mobile World Congress（MWC） 2015』が
今年もスペイン・バルセロナで開催された。
今年は会期が例年より少し遅く3月2日から4日間。早春を思わせる気候の中、
モバイル通信技術が自動車などさまざまな産業に拡大しつつある追い風を受け、
会場のフィラ・グラン・ヴィアは活況を呈した。

取材・文  末岡洋子（ICTジャーナリスト）

技術とビジネス・モデルの進化は
追いつけるか 　MWCがバルセロナで開催されるよう

になってはや10回目。今年は200か国か
ら9万3,000人が参加し、出展企業は
2,000社を超え、過去最高を記録した。
　ブースをまわった感触として、モバイル
＝スマートフォン（あるいは携帯電話）と
いう状況が、さまざまな機器へと多様化
しているトレンドを最初に挙げたい。
　デバイス側ではサムスンが例年どおり
フラッグシップの『Samsung Galaxy S6』

端末は多様化
スマホだけが主役ではない時代へ

F e a t u r e  S t o r y

ウェアラブルから車まで
拡大するモバイルに

『Galaxy S6 edge』を発表し、HTC、ソ
ニーなどもスマートフォンを発表した。だ
がスマートフォンが端末ベンダーのブー
スを独占していた時代は終わり、これまで
実験的に置かれていたスマートウォッチ、
それにVR（仮想現実）などにも力を入れ出
していると感じた。たとえば、ファーウェイ
は開幕前日に3種類のウェアラブル端末
を発表。中でも、スマートウォッチのフラッ
グシップといえる『Huawei Watch』は、
同社ブースの中で連日人だかりができて
いた。HTCはVRヘッドセットも発表してお
り、スマートフォンの次を探る傾向を象徴
していた。VRは現在ゲームにとどまってい
るが、後述するグーグルのスンダル・ピ
チャイ（Sundar Pichai）氏が「VRのよう
な新しいカテゴリーにワクワクしている」
と期待を語るなど、今後広がることが予想
される。IEEE上級メンバーで英アルス
ター大学コンピューター科学教授のケ
ヴィン・キュラン（Kevin Curran）氏は、数
あるウェアラブル・カテゴリーの中でもVR

に「大きな将来がある」と語った。
　スマートフォン一色から多様なデバイ
スへのシフトが鮮明になったものの、ウェ
アラブルには課題も多い。バッテリー持続
時間にはじまり、ユーザーが装着する意
味を見出せない点は大きい。ファーウェイ
が2014年のMWCで初投入したスマート
ウォッチ『TalkBand B1』は利用者の85%

が男性で、利用される機能もBluetooth

ヘッドセットにとどまっているという。今回

後継機として発表した『TalkBand B2』
は女性を意識したスタイリッシュなデザ
インで、機能を増やすというより使いやす
さに主眼を置いたものといえる。ファー
ウェイのコンシューマー・ビジネス・グ
ループ CEO 余承東（リチャード・ユー）
氏は、「人間の感覚の拡張と通信技術が
組み合わさる」とウェアラブルの特長を語
り、積極的に強化していく姿勢を示した。
早期に丸型のスマートウォッチを投入済
みのLGは『LG Watch Urbane LTE』に
SIMを内蔵するなど、各ベンダーはデザ
インと機能でユースケースを探っている
のが現状といえそうだ。スマートウォッチ
については会期直後にアップルが『Apple 

Watch』の詳細を発表、来年までにはアッ
プル効果で市場が大きく動いているかも
しれない。
　端末側でもうひとつ感じたトレンドが、
セキュリティへの関心の高まりだ。認証
では、ZTEが虹彩認証により端末をアン
ロックできる『GRAND S III』を展示、富
士通も虹彩認証をデモしていたほか、
クアルコムが3次元指紋認証技術『Snap

dragon Sense ID』を発表した。OS側で
は昨年のMWCでプライバシー・スマート
フォン『Blackphone』を発表したサイレン
ト・サークル（Silent Circle）が独自の
『PrivatOS』を搭載した2機種目のスマー
トフォンと初のタブレットを発表、フィン
ランドのヨーラ（Jolla）はSSH技術ベン
ダーと提携して自社OS『Sailfish OS』の

セキュリティ版を開発することを発表し
ている。また、グーグルはMWC直前に
『Android for Work』とする企業向けの
プログラムを発表している。これらは、ス
マートフォンやタブレットの業務での利
用が本格化してきたことをうかがわせる。

　このようなデバイスの多様化にともな
い、その数と用途が拡大するにつれ、それ
らの通信を支える堅牢なネットワークの

重要性がますます高まってくる。ネット
ワーク側のトレンドとしては、2020年に
商用化といわれている次世代通信規格、
5Gに大きなスポットが当たった。
　5Gをテーマとする基調講演を行った
ファーウェイの輪番CEO胡厚崑（ケン・
フー）氏は、ネットワークにアクセスする
端末の爆発的増加というトレンドを示
し、5Gの必要性を説いた。「1,000億台の
デバイスを接続できるのが5Gだ。これは
産業向けアプリケーションにとって大き
な価値となる」と胡氏。こうしたメッセージ

はネットワーク・ベンダー各社で共通し
ており、それぞれのブースで5Gの存在感
が格段に大きくなってきた。
　5Gはまだ定義が定まっていないが、下
り最大10Gbpsという速度、現在の1,000

倍というキャパシティ、1ミリ秒以下という
低遅延などが共通のビジョンとなってい
る。昨年はこのようなコンセプトを展示す
るにとどまっていたが、今年はエリクソン
がブース内に基地局と巨大な端末を持ち
込んで5G通信のデモを披露、15GHz帯
の周波数帯を利用し、100MHz帯4本の
キャリア・アグリゲーション、4x4 MIMO

（Multiple Input Multiple Output）
環境で5Gbps以上のスループットを実
現していた。
　5G通信の実験を報告していたのが
NTTドコモだ。そのひとつが、ミリ波の周
波数帯で端末が移動する環境で通信を
行うにあたって、ビームでの電波送信に
より利用者を追従するというビーム追従
機能の検証だ。実験では2Gbps以上の
速度を達成したという。高い周波数帯は
電波の直進性が高いが減衰も大きい。こ
のような特徴を持つ高周波数帯をどのよ
うに活用するのかは、5Gの重要な技術課
題となるだろう。
　2020年の東京オリンピックに向けて
5G商用化を目指すNTTドコモは会期
中、5Gの実験で新たにファーウェイを協
力ベンダーに迎えたことを発表した。合
計で8社と実験を行うことになり、ファー
ウェイとは幅広い周波数帯に適用可能

な周波数利用効率を改善する技術につ
いての実験を行うとしている。
　ファーウェイは5Gのコンセプトのほか、
無線インターフェース技術の研究開発も
展示していた。SCMA（Sparse Code 

Multiple Access）ベースの非直交アク
セス技術、f-OFDM（フィルター直交周波
数分割多重方式）などで、周波数効率の
改善などが図れると説明する。
　だが、5Gはまだ標準化作業が始まっ
ていない。現在、日本の5GMF、欧州の
METIS、5GPPP、中国のIMT-2020、韓
国の5G Forumなどでバラバラに進んで
いる状態だ。GSM、3Gなど、これまでの
通信規格で主導的立場を握ってきた欧
州は、モバイル業界が急速に拡大する中
でこのポジションをキープすべく、2014

年に韓国と定義および研究で協力するこ
とに合意している。基調講演に登場した
欧州連合のデジタル経済・社会担当委
員ギュンター・ヘルマン・エッティンガー
（Günther H. Oettinger）氏は、「5Gをグ
ローバルな標準に」と日本、中国、米国に
も協業を呼びかけた。また、会期中にオペ
レーター団体のNGMN（Next Genera-

tion Mobile Networks）が5Gの要件に
ついてのホワイトペーパーを発表してい
る。年末から来年にかけて標準化が始ま
れば、これらの動きはさらに具体的になっ
ていくだろう。

　オペレーターの中でも公の場で積極
的に5Gを支持したのが、韓国のKTだ。同
社会長の黄昌圭（ファン・チャンギュ）氏
は、「2018年の平昌オリンピックの段階
で5G技術にアクセスできるだろう」と意
気込む。黄氏は基調講演中、自動運転
カーで移動しながら海外のスタッフとク
ラウドの翻訳サービスを使ってTV会議を
行う動画を見せ、「自動運転カーが周囲
を把握して判断を下すには毎秒1GBの
情報処理が必要である」として5Gの必要
性を強調した。
　自動車は今年顕著だったトレンドのひ
とつで、さまざまなブースに登場してい
た。日産自動車とルノーのCEOを務める
カルロス・ゴーン（Carlos Ghosn）氏が
MWCに初登場し、2016年から段階的に
自動運転カーを投入すると述べた。MWC

において自動車の存在感は今後さらに増
すと思われる。
　だが、すべてのオペレーターが5Gを急
務と思っているわけではない。仏オレンジ
（Orange）のCEO、ステファン・リシャー
ル（Stéphane Richard）氏は基調講演
で、「急ぐ必要はない」という見解を示し
た。リシャール氏の発言の背景には、高い
ライセンス料を払って手に入れた3Gの

ローンチが、実際には数年遅れとなった
という10年ほど前の欧州オペレーターの
苦い経験がある。LTEの人口カバー率が
100％に達しているという韓国、同様に
高い日本と比べると、欧州のLTE実装は
遅れており、これからLTEが本格化とい
うオペレーターが多い。体力的にも5Gの
余裕はないというのが正直なところかも
しれない。
　こうした流れの中、ファーウェイのブー
スでは5Gのほかに「4.5G」エリアを設け
ていた。3GPPのRel-13、14をカバーす
るもので、同社がLTE-Mと呼ぶIoT向け
のマシン間接続などを含む。スループッ
トは1Gbps超、1平方キロメートルあたり
の接続数も10万に拡大、さらに遅延は5

倍改善し、10ミリ秒を実現するものにな
るという。ブースの賑わいからも、現実解
としての関心の高さがうかがえた。同社
では4.5Gは来年以降本格化し、2020年
の5Gローンチ前までの重要な技術にな
ると予想している。

　5G以外のネットワークのトレンドをひ
とつ挙げるなら、ライセンスされていな
いWi-Fiなどの周波数帯（5GHz帯な
ど）をLTEと組み合わせて利用するLAA

（License Assisted Access）だろう。
LTE-Uともいわれる技術で、ネットワー
ク容量問題が逼迫した課題であること、
また3GPPのRel-13で標準化が進んで
いることが、キーワードとして急浮上した
背景にあるようだ。
　会場では各社がLAAのコーナーを設
けており、コンセプトを展示していた。た
とえばファーウェイは、屋内カバレッジ・
ソリューション『LampSite』などでサ
ポートする意向だ。同社は2014年夏、
NTTドコモとLAAの有効性について実験
を行っており、5GHz帯・20MHz幅を利用

して、Wi-Fiの1.6倍の容量改善が図れた
と報告している。エリクソンも屋内用ス
モールセル製品で対応していく。Tモバイ
ルと実験を行っているノキアもスモール
セルで2015年中にサポートすることを明
らかにしている。チップでLAA対応を進め
る計画のクアルコムは、懸念される既存
のWi-Fiとの干渉について「LTEはWi-Fi

にとって良い“隣人”」と述べ、問題はない
ことをアピールした。
　米国や韓国などライセンス不要周波
数帯の利用に規制が少ない国では、
2016年にもLAAの実装が始まると予想
されている。日本では電波干渉を防ぐ目
的でLBT（Listen-before-Talk）の実施
が義務づけられていること、利用できる
周波数帯などの問題があり、すぐに商用
化とはいかないという声が聞かれた。
　帯域不足は世界的に大きな問題で、
会期中、エリクソンのCTOのウルフ・エワ
ルドソン（Ulf Ewaldsson）氏が、帯域は
石油よりも価値あるものになると予言し
たのが印象的だった。エワルドソン氏は、
今後ますます周波数帯の効率的な利用
についての技術開発が重要になるとの
考えを示した。

　サービス側では、フェイスブックのマー
ク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）
氏が昨年に続いて2度目の講演を行った。
ザッカーバーグ氏のミッションは、フェイ
スブックが推進するInternet.orgに賛同
するオペレーターのハンティングだ。
　Internet.orgは途上国向けのイニシ
アティブで、フェイスブックや天気情報
など基本的なサービスとアクセスをパッ
ケージにして無料で提供するというも
の。インターネット上にどんなコンテンツ
があるのかを理解してもらうことで、「対
価を払ってでもデータ通信を利用する

価値がある」ことを途上国のユーザーに
知ってもらう。当初は無料だが最終的に
は有料顧客になるのでオペレーターにも
メリットがある、というのがザッカーバー
グ氏の主張だ。しかし、オペレーターにし
てみれば、フェイスブックにアクセスする
パイプを無料で提供してくれといわれて
いるようなものだ。そのためか、ザッカー
バーグ氏は、Intenet.orgのようなイン
ターネットを広げる活動ができるのも「こ
こにいる方々がネットワークを構築して
くれているおかげ」とオペレーターやネッ
トワーク・ベンダーを持ち上げることを
忘れなかった。
　昨年は開始したばかりだったIntenet.

orgだが、この1年の間に6か国に活動を
拡大した。ザッカーバーグ氏は講演の後
半、Intenet.orgに参加しているエアテ
ル・アフリカ（Airtel Africa）と南米のミリ
コム（Millicom）の両トップ、そして参加
していないテレノール（Telenor）のCEO

をステージに招いて議論を交わした。エ
アテル・アフリカとミリコムは一定の効果
を感じているようで、エアテル・アフリカ
のクリスチャン・デ・ファリア（Christian 

De Faria）氏は「1年前にフェイスブック
といわれると、“美女と野獣”のようだった
が、“野獣”が“人間”になった」と満足顔で
述べた。ミリコムによると、パラグアイで無
料のデータ・パッケージを導入したところ
ユーザーが30％増えたという。だが、テレ
ノールのジョン・フレドリック・バクサース
（Jon Fredrik Baksaas）氏は懐疑的な
姿勢を崩さず、「Win-Winの関係になる
のか、新しい顧客を獲得できるのかがま
だ見極められない」と述べた。

　ザッカーバーグ氏の登壇は、昨年は
ウェルカム・ムードだったが、今年は立場
が苦しかった。Internet.org以外の理由

として、昨年は買収が発表されたばかり
だったメッセージアプリWhatsAppが、
今年は正式にフェイスブック傘下のサー
ビスとなったことがある。
　SMSを置き換えてしまうWhatsAppに
ついては、テレノールのバクサース氏が
「オペレーターとフェイスブックの間にあ
る緊張」として持ち出し、オペレーターの
収益を奪っているだけではなく、自分たち
が顧客と築いた関係を壊しかねないもの
であるとして不満をあらわにした。これに
対し、ザッカーバーグ氏は「WhatsApp

はInternet.orgには入っていない」ことを
強調するにとどまった。
　フェイスブックは直接関係ないとはい
え、直前に米国で承認されたインター
ネット中立性についての規制導入もオペ
レーターの感情を害しているかもしれな
い。この規制は、モバイルを含むブロード
バンド・サービスを提供する事業者を電
気通信法のTitle IIに分類するというも
の。Title IIは公益通信に分類され、これ
によりブロードバンド事業者は特定の
サービスなどを優遇・冷遇することが禁
じられる。これに対し事業者らは抗議の
姿勢を見せているといわれている。ザッ
カーバーグ氏の講演の翌日、米国連邦
通信委員会（FCC）委員長のトム・ウィー
ラー（Tom Wheeler）氏が基調講演を
行い、これについて「インターネットが

もっともパワフルで普遍的なプラット
フォームであるとするならば、審判員な
しに存在してよいものか？」と述べた。
　インターネット・サービス大手では、
グーグルのエリック・シュミット（Eric 

Schmidt）氏が2011年、2012年と2年
連続でMWCに登場して会場のオペレー
ターと議論を戦わせたのちに、来なく
なったという例がある。ザッカーバーグ
氏は3年目のジンクスを破ることができ
るだろうか。

　グーグルからは、Android、Chrome、
アプリを統括するプロダクト担当上級副
社長のスンダル・ピチャイ氏が、MWCで
初めてスピーチを行った。ザッカーバー
グ氏同様に対談形式となり、司会者の質
問を受ける形でピチャイ氏は、安価な
Androidを広げる『Android One』プログ
ラム、決済サービス『Android Pay』など
さまざまなトピックについて語った。最大
のニュースは、直前に噂のあったMVNO

ビジネスへの進出を認めたことだろう。
「ハードウェア、ソフトウェア、サービスを
すべて一緒に考える必要がある」とピチャ
イ氏は述べた。
　MVNO進出がベライゾン・ワイヤレスや
AT&Tとの関係にどのような影響を与える

のか、と聞かれたピチャイ氏は、まずは米
国のオペレーターは「Androidスマート
フォンの重要な推進役」と持ち上げる。
「オペレーターと話をしており、一部とは
協業している」とのことだ。グーグルは
Android端末で自社ブランド『Nexus』
を持つが、MVNOはネットワーク・サービ
スにおけるNexus的な位置づけだとい
う。MVNOというと低価格が枕詞になっ
ているが、グーグルのMVNOでも低価格
が特長になるのか？という質問に対して、
「イノベーションを見せたい」とピチャイ
氏。通話が途切れたら自動で再接続する
などのアイデアがあるという。
　グーグルのMVNOで筆者が個人的に
興味を持っているのは、同社がどのよう
な課金モデルを採用するかだ。巨大な投
資を強いられるオペレーターにとって、
誰に・どのように課金して投資を回収す
るのかは戦略的に重要な部分だ。現在の
課金モデルが必ずしもベストとはいえな
いとすれば新しい方法が必要だが、まだ
それは見つかっていない。5Gではこの問
題はさらに重要に、そして切実になるだ
ろう。グーグルがどのような新しい発想を
見せてくれるのか、はたまたこれまでの
MVNOと同じなのか――。ピチャイ氏は
MVNOについての正式発表を「数か月
後」と述べている。
　フェイスブックとグーグルの2つの講演
では、両者の違いも垣間見えた。すでに光
ファイバーの取り組みを行っているグー
グルは、無線インターネット接続のため
の新しい技術開発に積極的で、ピチャイ
氏は気球を利用した『Project Loon』の
進捗、さらには航空機を利用するという
『Project Titan』も明らかにした。Loon

は滞在時間が3か月から6か月に延長さ
れ、すでにオペレーターとの実験も開始
したという。Project LoonやTitanにつ
いて、あるネットワーク・ベンダーに感想
を聞いたところ、「脅威だとは思わない。

だが新しいアイデアやイノベーション
は歓迎する」とのことだった。一方で、
フェイスブックのザッカーバーグ氏は、
Internet.orgでグーグルとの協力の可
能性を聞かれて、「すでに90%の人が、
ネットワークがカバーしている範囲内に
いる」と述べ、既存のオペレーターのネッ
トワークがInternet.orgの展開の場に
なるとの姿勢を示した。
　MWCの主催者GSMAによると、モバ
イル・サービス利用者は2014年の36億
人から2020年には46億人へ増加する
見込みだという。M2Mを除くSIM接続数
は71億件から2020年には90億件に、
M2Mは2020年に10億件に達する予想
だ。モバイルは間違いなく拡大し成長す
る。先述のIEEEのキュラン氏は、「そのう
ちMWCで空中にドローンが飛ぶだろう」
と述べていたが、早くも来年のMWCで
実現するかもしれない。
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　MWCがバルセロナで開催されるよう
になってはや10回目。今年は200か国か
ら9万3,000人が参加し、出展企業は
2,000社を超え、過去最高を記録した。
　ブースをまわった感触として、モバイル
＝スマートフォン（あるいは携帯電話）と
いう状況が、さまざまな機器へと多様化
しているトレンドを最初に挙げたい。
　デバイス側ではサムスンが例年どおり
フラッグシップの『Samsung Galaxy S6』

『Galaxy S6 edge』を発表し、HTC、ソ
ニーなどもスマートフォンを発表した。だ
がスマートフォンが端末ベンダーのブー
スを独占していた時代は終わり、これまで
実験的に置かれていたスマートウォッチ、
それにVR（仮想現実）などにも力を入れ出
していると感じた。たとえば、ファーウェイ
は開幕前日に3種類のウェアラブル端末
を発表。中でも、スマートウォッチのフラッ
グシップといえる『Huawei Watch』は、
同社ブースの中で連日人だかりができて
いた。HTCはVRヘッドセットも発表してお
り、スマートフォンの次を探る傾向を象徴
していた。VRは現在ゲームにとどまってい
るが、後述するグーグルのスンダル・ピ
チャイ（Sundar Pichai）氏が「VRのよう
な新しいカテゴリーにワクワクしている」
と期待を語るなど、今後広がることが予想
される。IEEE上級メンバーで英アルス
ター大学コンピューター科学教授のケ
ヴィン・キュラン（Kevin Curran）氏は、数
あるウェアラブル・カテゴリーの中でもVR

に「大きな将来がある」と語った。
　スマートフォン一色から多様なデバイ
スへのシフトが鮮明になったものの、ウェ
アラブルには課題も多い。バッテリー持続
時間にはじまり、ユーザーが装着する意
味を見出せない点は大きい。ファーウェイ
が2014年のMWCで初投入したスマート
ウォッチ『TalkBand B1』は利用者の85%

が男性で、利用される機能もBluetooth

ヘッドセットにとどまっているという。今回

後継機として発表した『TalkBand B2』
は女性を意識したスタイリッシュなデザ
インで、機能を増やすというより使いやす
さに主眼を置いたものといえる。ファー
ウェイのコンシューマー・ビジネス・グ
ループ CEO 余承東（リチャード・ユー）
氏は、「人間の感覚の拡張と通信技術が
組み合わさる」とウェアラブルの特長を語
り、積極的に強化していく姿勢を示した。
早期に丸型のスマートウォッチを投入済
みのLGは『LG Watch Urbane LTE』に
SIMを内蔵するなど、各ベンダーはデザ
インと機能でユースケースを探っている
のが現状といえそうだ。スマートウォッチ
については会期直後にアップルが『Apple 

Watch』の詳細を発表、来年までにはアッ
プル効果で市場が大きく動いているかも
しれない。
　端末側でもうひとつ感じたトレンドが、
セキュリティへの関心の高まりだ。認証
では、ZTEが虹彩認証により端末をアン
ロックできる『GRAND S III』を展示、富
士通も虹彩認証をデモしていたほか、
クアルコムが3次元指紋認証技術『Snap

dragon Sense ID』を発表した。OS側で
は昨年のMWCでプライバシー・スマート
フォン『Blackphone』を発表したサイレン
ト・サークル（Silent Circle）が独自の
『PrivatOS』を搭載した2機種目のスマー
トフォンと初のタブレットを発表、フィン
ランドのヨーラ（Jolla）はSSH技術ベン
ダーと提携して自社OS『Sailfish OS』の

セキュリティ版を開発することを発表し
ている。また、グーグルはMWC直前に
『Android for Work』とする企業向けの
プログラムを発表している。これらは、ス
マートフォンやタブレットの業務での利
用が本格化してきたことをうかがわせる。

　このようなデバイスの多様化にともな
い、その数と用途が拡大するにつれ、それ
らの通信を支える堅牢なネットワークの

重要性がますます高まってくる。ネット
ワーク側のトレンドとしては、2020年に
商用化といわれている次世代通信規格、
5Gに大きなスポットが当たった。
　5Gをテーマとする基調講演を行った
ファーウェイの輪番CEO胡厚崑（ケン・
フー）氏は、ネットワークにアクセスする
端末の爆発的増加というトレンドを示
し、5Gの必要性を説いた。「1,000億台の
デバイスを接続できるのが5Gだ。これは
産業向けアプリケーションにとって大き
な価値となる」と胡氏。こうしたメッセージ

はネットワーク・ベンダー各社で共通し
ており、それぞれのブースで5Gの存在感
が格段に大きくなってきた。
　5Gはまだ定義が定まっていないが、下
り最大10Gbpsという速度、現在の1,000

倍というキャパシティ、1ミリ秒以下という
低遅延などが共通のビジョンとなってい
る。昨年はこのようなコンセプトを展示す
るにとどまっていたが、今年はエリクソン
がブース内に基地局と巨大な端末を持ち
込んで5G通信のデモを披露、15GHz帯
の周波数帯を利用し、100MHz帯4本の
キャリア・アグリゲーション、4x4 MIMO

（Multiple Input Multiple Output）
環境で5Gbps以上のスループットを実
現していた。
　5G通信の実験を報告していたのが
NTTドコモだ。そのひとつが、ミリ波の周
波数帯で端末が移動する環境で通信を
行うにあたって、ビームでの電波送信に
より利用者を追従するというビーム追従
機能の検証だ。実験では2Gbps以上の
速度を達成したという。高い周波数帯は
電波の直進性が高いが減衰も大きい。こ
のような特徴を持つ高周波数帯をどのよ
うに活用するのかは、5Gの重要な技術課
題となるだろう。
　2020年の東京オリンピックに向けて
5G商用化を目指すNTTドコモは会期
中、5Gの実験で新たにファーウェイを協
力ベンダーに迎えたことを発表した。合
計で8社と実験を行うことになり、ファー
ウェイとは幅広い周波数帯に適用可能

な周波数利用効率を改善する技術につ
いての実験を行うとしている。
　ファーウェイは5Gのコンセプトのほか、
無線インターフェース技術の研究開発も
展示していた。SCMA（Sparse Code 

Multiple Access）ベースの非直交アク
セス技術、f-OFDM（フィルター直交周波
数分割多重方式）などで、周波数効率の
改善などが図れると説明する。
　だが、5Gはまだ標準化作業が始まっ
ていない。現在、日本の5GMF、欧州の
METIS、5GPPP、中国のIMT-2020、韓
国の5G Forumなどでバラバラに進んで
いる状態だ。GSM、3Gなど、これまでの
通信規格で主導的立場を握ってきた欧
州は、モバイル業界が急速に拡大する中
でこのポジションをキープすべく、2014

年に韓国と定義および研究で協力するこ
とに合意している。基調講演に登場した
欧州連合のデジタル経済・社会担当委
員ギュンター・ヘルマン・エッティンガー
（Günther H. Oettinger）氏は、「5Gをグ
ローバルな標準に」と日本、中国、米国に
も協業を呼びかけた。また、会期中にオペ
レーター団体のNGMN（Next Genera-

tion Mobile Networks）が5Gの要件に
ついてのホワイトペーパーを発表してい
る。年末から来年にかけて標準化が始ま
れば、これらの動きはさらに具体的になっ
ていくだろう。

　オペレーターの中でも公の場で積極
的に5Gを支持したのが、韓国のKTだ。同
社会長の黄昌圭（ファン・チャンギュ）氏
は、「2018年の平昌オリンピックの段階
で5G技術にアクセスできるだろう」と意
気込む。黄氏は基調講演中、自動運転
カーで移動しながら海外のスタッフとク
ラウドの翻訳サービスを使ってTV会議を
行う動画を見せ、「自動運転カーが周囲
を把握して判断を下すには毎秒1GBの
情報処理が必要である」として5Gの必要
性を強調した。
　自動車は今年顕著だったトレンドのひ
とつで、さまざまなブースに登場してい
た。日産自動車とルノーのCEOを務める
カルロス・ゴーン（Carlos Ghosn）氏が
MWCに初登場し、2016年から段階的に
自動運転カーを投入すると述べた。MWC

において自動車の存在感は今後さらに増
すと思われる。
　だが、すべてのオペレーターが5Gを急
務と思っているわけではない。仏オレンジ
（Orange）のCEO、ステファン・リシャー
ル（Stéphane Richard）氏は基調講演
で、「急ぐ必要はない」という見解を示し
た。リシャール氏の発言の背景には、高い
ライセンス料を払って手に入れた3Gの

ローンチが、実際には数年遅れとなった
という10年ほど前の欧州オペレーターの
苦い経験がある。LTEの人口カバー率が
100％に達しているという韓国、同様に
高い日本と比べると、欧州のLTE実装は
遅れており、これからLTEが本格化とい
うオペレーターが多い。体力的にも5Gの
余裕はないというのが正直なところかも
しれない。
　こうした流れの中、ファーウェイのブー
スでは5Gのほかに「4.5G」エリアを設け
ていた。3GPPのRel-13、14をカバーす
るもので、同社がLTE-Mと呼ぶIoT向け
のマシン間接続などを含む。スループッ
トは1Gbps超、1平方キロメートルあたり
の接続数も10万に拡大、さらに遅延は5

倍改善し、10ミリ秒を実現するものにな
るという。ブースの賑わいからも、現実解
としての関心の高さがうかがえた。同社
では4.5Gは来年以降本格化し、2020年
の5Gローンチ前までの重要な技術にな
ると予想している。

　5G以外のネットワークのトレンドをひ
とつ挙げるなら、ライセンスされていな
いWi-Fiなどの周波数帯（5GHz帯な
ど）をLTEと組み合わせて利用するLAA

（License Assisted Access）だろう。
LTE-Uともいわれる技術で、ネットワー
ク容量問題が逼迫した課題であること、
また3GPPのRel-13で標準化が進んで
いることが、キーワードとして急浮上した
背景にあるようだ。
　会場では各社がLAAのコーナーを設
けており、コンセプトを展示していた。た
とえばファーウェイは、屋内カバレッジ・
ソリューション『LampSite』などでサ
ポートする意向だ。同社は2014年夏、
NTTドコモとLAAの有効性について実験
を行っており、5GHz帯・20MHz幅を利用

して、Wi-Fiの1.6倍の容量改善が図れた
と報告している。エリクソンも屋内用ス
モールセル製品で対応していく。Tモバイ
ルと実験を行っているノキアもスモール
セルで2015年中にサポートすることを明
らかにしている。チップでLAA対応を進め
る計画のクアルコムは、懸念される既存
のWi-Fiとの干渉について「LTEはWi-Fi

にとって良い“隣人”」と述べ、問題はない
ことをアピールした。
　米国や韓国などライセンス不要周波
数帯の利用に規制が少ない国では、
2016年にもLAAの実装が始まると予想
されている。日本では電波干渉を防ぐ目
的でLBT（Listen-before-Talk）の実施
が義務づけられていること、利用できる
周波数帯などの問題があり、すぐに商用
化とはいかないという声が聞かれた。
　帯域不足は世界的に大きな問題で、
会期中、エリクソンのCTOのウルフ・エワ
ルドソン（Ulf Ewaldsson）氏が、帯域は
石油よりも価値あるものになると予言し
たのが印象的だった。エワルドソン氏は、
今後ますます周波数帯の効率的な利用
についての技術開発が重要になるとの
考えを示した。

　サービス側では、フェイスブックのマー
ク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）
氏が昨年に続いて2度目の講演を行った。
ザッカーバーグ氏のミッションは、フェイ
スブックが推進するInternet.orgに賛同
するオペレーターのハンティングだ。
　Internet.orgは途上国向けのイニシ
アティブで、フェイスブックや天気情報
など基本的なサービスとアクセスをパッ
ケージにして無料で提供するというも
の。インターネット上にどんなコンテンツ
があるのかを理解してもらうことで、「対
価を払ってでもデータ通信を利用する

価値がある」ことを途上国のユーザーに
知ってもらう。当初は無料だが最終的に
は有料顧客になるのでオペレーターにも
メリットがある、というのがザッカーバー
グ氏の主張だ。しかし、オペレーターにし
てみれば、フェイスブックにアクセスする
パイプを無料で提供してくれといわれて
いるようなものだ。そのためか、ザッカー
バーグ氏は、Intenet.orgのようなイン
ターネットを広げる活動ができるのも「こ
こにいる方々がネットワークを構築して
くれているおかげ」とオペレーターやネッ
トワーク・ベンダーを持ち上げることを
忘れなかった。
　昨年は開始したばかりだったIntenet.

orgだが、この1年の間に6か国に活動を
拡大した。ザッカーバーグ氏は講演の後
半、Intenet.orgに参加しているエアテ
ル・アフリカ（Airtel Africa）と南米のミリ
コム（Millicom）の両トップ、そして参加
していないテレノール（Telenor）のCEO

をステージに招いて議論を交わした。エ
アテル・アフリカとミリコムは一定の効果
を感じているようで、エアテル・アフリカ
のクリスチャン・デ・ファリア（Christian 

De Faria）氏は「1年前にフェイスブック
といわれると、“美女と野獣”のようだった
が、“野獣”が“人間”になった」と満足顔で
述べた。ミリコムによると、パラグアイで無
料のデータ・パッケージを導入したところ
ユーザーが30％増えたという。だが、テレ
ノールのジョン・フレドリック・バクサース
（Jon Fredrik Baksaas）氏は懐疑的な
姿勢を崩さず、「Win-Winの関係になる
のか、新しい顧客を獲得できるのかがま
だ見極められない」と述べた。

　ザッカーバーグ氏の登壇は、昨年は
ウェルカム・ムードだったが、今年は立場
が苦しかった。Internet.org以外の理由

として、昨年は買収が発表されたばかり
だったメッセージアプリWhatsAppが、
今年は正式にフェイスブック傘下のサー
ビスとなったことがある。
　SMSを置き換えてしまうWhatsAppに
ついては、テレノールのバクサース氏が
「オペレーターとフェイスブックの間にあ
る緊張」として持ち出し、オペレーターの
収益を奪っているだけではなく、自分たち
が顧客と築いた関係を壊しかねないもの
であるとして不満をあらわにした。これに
対し、ザッカーバーグ氏は「WhatsApp

はInternet.orgには入っていない」ことを
強調するにとどまった。
　フェイスブックは直接関係ないとはい
え、直前に米国で承認されたインター
ネット中立性についての規制導入もオペ
レーターの感情を害しているかもしれな
い。この規制は、モバイルを含むブロード
バンド・サービスを提供する事業者を電
気通信法のTitle IIに分類するというも
の。Title IIは公益通信に分類され、これ
によりブロードバンド事業者は特定の
サービスなどを優遇・冷遇することが禁
じられる。これに対し事業者らは抗議の
姿勢を見せているといわれている。ザッ
カーバーグ氏の講演の翌日、米国連邦
通信委員会（FCC）委員長のトム・ウィー
ラー（Tom Wheeler）氏が基調講演を
行い、これについて「インターネットが

もっともパワフルで普遍的なプラット
フォームであるとするならば、審判員な
しに存在してよいものか？」と述べた。
　インターネット・サービス大手では、
グーグルのエリック・シュミット（Eric 

Schmidt）氏が2011年、2012年と2年
連続でMWCに登場して会場のオペレー
ターと議論を戦わせたのちに、来なく
なったという例がある。ザッカーバーグ
氏は3年目のジンクスを破ることができ
るだろうか。

　グーグルからは、Android、Chrome、
アプリを統括するプロダクト担当上級副
社長のスンダル・ピチャイ氏が、MWCで
初めてスピーチを行った。ザッカーバー
グ氏同様に対談形式となり、司会者の質
問を受ける形でピチャイ氏は、安価な
Androidを広げる『Android One』プログ
ラム、決済サービス『Android Pay』など
さまざまなトピックについて語った。最大
のニュースは、直前に噂のあったMVNO

ビジネスへの進出を認めたことだろう。
「ハードウェア、ソフトウェア、サービスを
すべて一緒に考える必要がある」とピチャ
イ氏は述べた。
　MVNO進出がベライゾン・ワイヤレスや
AT&Tとの関係にどのような影響を与える

のか、と聞かれたピチャイ氏は、まずは米
国のオペレーターは「Androidスマート
フォンの重要な推進役」と持ち上げる。
「オペレーターと話をしており、一部とは
協業している」とのことだ。グーグルは
Android端末で自社ブランド『Nexus』
を持つが、MVNOはネットワーク・サービ
スにおけるNexus的な位置づけだとい
う。MVNOというと低価格が枕詞になっ
ているが、グーグルのMVNOでも低価格
が特長になるのか？という質問に対して、
「イノベーションを見せたい」とピチャイ
氏。通話が途切れたら自動で再接続する
などのアイデアがあるという。
　グーグルのMVNOで筆者が個人的に
興味を持っているのは、同社がどのよう
な課金モデルを採用するかだ。巨大な投
資を強いられるオペレーターにとって、
誰に・どのように課金して投資を回収す
るのかは戦略的に重要な部分だ。現在の
課金モデルが必ずしもベストとはいえな
いとすれば新しい方法が必要だが、まだ
それは見つかっていない。5Gではこの問
題はさらに重要に、そして切実になるだ
ろう。グーグルがどのような新しい発想を
見せてくれるのか、はたまたこれまでの
MVNOと同じなのか――。ピチャイ氏は
MVNOについての正式発表を「数か月
後」と述べている。
　フェイスブックとグーグルの2つの講演
では、両者の違いも垣間見えた。すでに光
ファイバーの取り組みを行っているグー
グルは、無線インターネット接続のため
の新しい技術開発に積極的で、ピチャイ
氏は気球を利用した『Project Loon』の
進捗、さらには航空機を利用するという
『Project Titan』も明らかにした。Loon

は滞在時間が3か月から6か月に延長さ
れ、すでにオペレーターとの実験も開始
したという。Project LoonやTitanにつ
いて、あるネットワーク・ベンダーに感想
を聞いたところ、「脅威だとは思わない。

だが新しいアイデアやイノベーション
は歓迎する」とのことだった。一方で、
フェイスブックのザッカーバーグ氏は、
Internet.orgでグーグルとの協力の可
能性を聞かれて、「すでに90%の人が、
ネットワークがカバーしている範囲内に
いる」と述べ、既存のオペレーターのネッ
トワークがInternet.orgの展開の場に
なるとの姿勢を示した。
　MWCの主催者GSMAによると、モバ
イル・サービス利用者は2014年の36億
人から2020年には46億人へ増加する
見込みだという。M2Mを除くSIM接続数
は71億件から2020年には90億件に、
M2Mは2020年に10億件に達する予想
だ。モバイルは間違いなく拡大し成長す
る。先述のIEEEのキュラン氏は、「そのう
ちMWCで空中にドローンが飛ぶだろう」
と述べていたが、早くも来年のMWCで
実現するかもしれない。

1.ファーウェイの輪番CEO胡厚崑氏　2.ファーウェイは無線インターフェースの開発を強調していた　3.EUのデジタル経済・社会担当委員ギュンター・エッティンガー氏 1.自動車があちこちのブースに登場（写真はフォード）　2.日産・ルノーのカルロス・ゴーン氏

1.『Huawei Watch』　2.『TalkBand B2』　3.VRヘッドセットを用意したブースが数多く見られた

F e a t u r e  S t o r y

5Gがメインに
今年はデモも登場

免許不要帯をLTEと合わせて利用
LAAに熱い視線

オペレーターには温度差も
ファーウェイは4.5Gもアピール

1

1

2

2 1 2

3

3

HUAWAVE 17 ／ P4.5　（2015. 3. 20）



/ APR. 201506 / APR. 2015 07

　MWCがバルセロナで開催されるよう
になってはや10回目。今年は200か国か
ら9万3,000人が参加し、出展企業は
2,000社を超え、過去最高を記録した。
　ブースをまわった感触として、モバイル
＝スマートフォン（あるいは携帯電話）と
いう状況が、さまざまな機器へと多様化
しているトレンドを最初に挙げたい。
　デバイス側ではサムスンが例年どおり
フラッグシップの『Samsung Galaxy S6』

『Galaxy S6 edge』を発表し、HTC、ソ
ニーなどもスマートフォンを発表した。だ
がスマートフォンが端末ベンダーのブー
スを独占していた時代は終わり、これまで
実験的に置かれていたスマートウォッチ、
それにVR（仮想現実）などにも力を入れ出
していると感じた。たとえば、ファーウェイ
は開幕前日に3種類のウェアラブル端末
を発表。中でも、スマートウォッチのフラッ
グシップといえる『Huawei Watch』は、
同社ブースの中で連日人だかりができて
いた。HTCはVRヘッドセットも発表してお
り、スマートフォンの次を探る傾向を象徴
していた。VRは現在ゲームにとどまってい
るが、後述するグーグルのスンダル・ピ
チャイ（Sundar Pichai）氏が「VRのよう
な新しいカテゴリーにワクワクしている」
と期待を語るなど、今後広がることが予想
される。IEEE上級メンバーで英アルス
ター大学コンピューター科学教授のケ
ヴィン・キュラン（Kevin Curran）氏は、数
あるウェアラブル・カテゴリーの中でもVR

に「大きな将来がある」と語った。
　スマートフォン一色から多様なデバイ
スへのシフトが鮮明になったものの、ウェ
アラブルには課題も多い。バッテリー持続
時間にはじまり、ユーザーが装着する意
味を見出せない点は大きい。ファーウェイ
が2014年のMWCで初投入したスマート
ウォッチ『TalkBand B1』は利用者の85%

が男性で、利用される機能もBluetooth

ヘッドセットにとどまっているという。今回

後継機として発表した『TalkBand B2』
は女性を意識したスタイリッシュなデザ
インで、機能を増やすというより使いやす
さに主眼を置いたものといえる。ファー
ウェイのコンシューマー・ビジネス・グ
ループ CEO 余承東（リチャード・ユー）
氏は、「人間の感覚の拡張と通信技術が
組み合わさる」とウェアラブルの特長を語
り、積極的に強化していく姿勢を示した。
早期に丸型のスマートウォッチを投入済
みのLGは『LG Watch Urbane LTE』に
SIMを内蔵するなど、各ベンダーはデザ
インと機能でユースケースを探っている
のが現状といえそうだ。スマートウォッチ
については会期直後にアップルが『Apple 

Watch』の詳細を発表、来年までにはアッ
プル効果で市場が大きく動いているかも
しれない。
　端末側でもうひとつ感じたトレンドが、
セキュリティへの関心の高まりだ。認証
では、ZTEが虹彩認証により端末をアン
ロックできる『GRAND S III』を展示、富
士通も虹彩認証をデモしていたほか、
クアルコムが3次元指紋認証技術『Snap

dragon Sense ID』を発表した。OS側で
は昨年のMWCでプライバシー・スマート
フォン『Blackphone』を発表したサイレン
ト・サークル（Silent Circle）が独自の
『PrivatOS』を搭載した2機種目のスマー
トフォンと初のタブレットを発表、フィン
ランドのヨーラ（Jolla）はSSH技術ベン
ダーと提携して自社OS『Sailfish OS』の

セキュリティ版を開発することを発表し
ている。また、グーグルはMWC直前に
『Android for Work』とする企業向けの
プログラムを発表している。これらは、ス
マートフォンやタブレットの業務での利
用が本格化してきたことをうかがわせる。

　このようなデバイスの多様化にともな
い、その数と用途が拡大するにつれ、それ
らの通信を支える堅牢なネットワークの

重要性がますます高まってくる。ネット
ワーク側のトレンドとしては、2020年に
商用化といわれている次世代通信規格、
5Gに大きなスポットが当たった。
　5Gをテーマとする基調講演を行った
ファーウェイの輪番CEO胡厚崑（ケン・
フー）氏は、ネットワークにアクセスする
端末の爆発的増加というトレンドを示
し、5Gの必要性を説いた。「1,000億台の
デバイスを接続できるのが5Gだ。これは
産業向けアプリケーションにとって大き
な価値となる」と胡氏。こうしたメッセージ

はネットワーク・ベンダー各社で共通し
ており、それぞれのブースで5Gの存在感
が格段に大きくなってきた。
　5Gはまだ定義が定まっていないが、下
り最大10Gbpsという速度、現在の1,000

倍というキャパシティ、1ミリ秒以下という
低遅延などが共通のビジョンとなってい
る。昨年はこのようなコンセプトを展示す
るにとどまっていたが、今年はエリクソン
がブース内に基地局と巨大な端末を持ち
込んで5G通信のデモを披露、15GHz帯
の周波数帯を利用し、100MHz帯4本の
キャリア・アグリゲーション、4x4 MIMO

（Multiple Input Multiple Output）
環境で5Gbps以上のスループットを実
現していた。
　5G通信の実験を報告していたのが
NTTドコモだ。そのひとつが、ミリ波の周
波数帯で端末が移動する環境で通信を
行うにあたって、ビームでの電波送信に
より利用者を追従するというビーム追従
機能の検証だ。実験では2Gbps以上の
速度を達成したという。高い周波数帯は
電波の直進性が高いが減衰も大きい。こ
のような特徴を持つ高周波数帯をどのよ
うに活用するのかは、5Gの重要な技術課
題となるだろう。
　2020年の東京オリンピックに向けて
5G商用化を目指すNTTドコモは会期
中、5Gの実験で新たにファーウェイを協
力ベンダーに迎えたことを発表した。合
計で8社と実験を行うことになり、ファー
ウェイとは幅広い周波数帯に適用可能

な周波数利用効率を改善する技術につ
いての実験を行うとしている。
　ファーウェイは5Gのコンセプトのほか、
無線インターフェース技術の研究開発も
展示していた。SCMA（Sparse Code 

Multiple Access）ベースの非直交アク
セス技術、f-OFDM（フィルター直交周波
数分割多重方式）などで、周波数効率の
改善などが図れると説明する。
　だが、5Gはまだ標準化作業が始まっ
ていない。現在、日本の5GMF、欧州の
METIS、5GPPP、中国のIMT-2020、韓
国の5G Forumなどでバラバラに進んで
いる状態だ。GSM、3Gなど、これまでの
通信規格で主導的立場を握ってきた欧
州は、モバイル業界が急速に拡大する中
でこのポジションをキープすべく、2014

年に韓国と定義および研究で協力するこ
とに合意している。基調講演に登場した
欧州連合のデジタル経済・社会担当委
員ギュンター・ヘルマン・エッティンガー
（Günther H. Oettinger）氏は、「5Gをグ
ローバルな標準に」と日本、中国、米国に
も協業を呼びかけた。また、会期中にオペ
レーター団体のNGMN（Next Genera-

tion Mobile Networks）が5Gの要件に
ついてのホワイトペーパーを発表してい
る。年末から来年にかけて標準化が始ま
れば、これらの動きはさらに具体的になっ
ていくだろう。

　オペレーターの中でも公の場で積極
的に5Gを支持したのが、韓国のKTだ。同
社会長の黄昌圭（ファン・チャンギュ）氏
は、「2018年の平昌オリンピックの段階
で5G技術にアクセスできるだろう」と意
気込む。黄氏は基調講演中、自動運転
カーで移動しながら海外のスタッフとク
ラウドの翻訳サービスを使ってTV会議を
行う動画を見せ、「自動運転カーが周囲
を把握して判断を下すには毎秒1GBの
情報処理が必要である」として5Gの必要
性を強調した。
　自動車は今年顕著だったトレンドのひ
とつで、さまざまなブースに登場してい
た。日産自動車とルノーのCEOを務める
カルロス・ゴーン（Carlos Ghosn）氏が
MWCに初登場し、2016年から段階的に
自動運転カーを投入すると述べた。MWC

において自動車の存在感は今後さらに増
すと思われる。
　だが、すべてのオペレーターが5Gを急
務と思っているわけではない。仏オレンジ
（Orange）のCEO、ステファン・リシャー
ル（Stéphane Richard）氏は基調講演
で、「急ぐ必要はない」という見解を示し
た。リシャール氏の発言の背景には、高い
ライセンス料を払って手に入れた3Gの

ローンチが、実際には数年遅れとなった
という10年ほど前の欧州オペレーターの
苦い経験がある。LTEの人口カバー率が
100％に達しているという韓国、同様に
高い日本と比べると、欧州のLTE実装は
遅れており、これからLTEが本格化とい
うオペレーターが多い。体力的にも5Gの
余裕はないというのが正直なところかも
しれない。
　こうした流れの中、ファーウェイのブー
スでは5Gのほかに「4.5G」エリアを設け
ていた。3GPPのRel-13、14をカバーす
るもので、同社がLTE-Mと呼ぶIoT向け
のマシン間接続などを含む。スループッ
トは1Gbps超、1平方キロメートルあたり
の接続数も10万に拡大、さらに遅延は5

倍改善し、10ミリ秒を実現するものにな
るという。ブースの賑わいからも、現実解
としての関心の高さがうかがえた。同社
では4.5Gは来年以降本格化し、2020年
の5Gローンチ前までの重要な技術にな
ると予想している。

　5G以外のネットワークのトレンドをひ
とつ挙げるなら、ライセンスされていな
いWi-Fiなどの周波数帯（5GHz帯な
ど）をLTEと組み合わせて利用するLAA

（License Assisted Access）だろう。
LTE-Uともいわれる技術で、ネットワー
ク容量問題が逼迫した課題であること、
また3GPPのRel-13で標準化が進んで
いることが、キーワードとして急浮上した
背景にあるようだ。
　会場では各社がLAAのコーナーを設
けており、コンセプトを展示していた。た
とえばファーウェイは、屋内カバレッジ・
ソリューション『LampSite』などでサ
ポートする意向だ。同社は2014年夏、
NTTドコモとLAAの有効性について実験
を行っており、5GHz帯・20MHz幅を利用

して、Wi-Fiの1.6倍の容量改善が図れた
と報告している。エリクソンも屋内用ス
モールセル製品で対応していく。Tモバイ
ルと実験を行っているノキアもスモール
セルで2015年中にサポートすることを明
らかにしている。チップでLAA対応を進め
る計画のクアルコムは、懸念される既存
のWi-Fiとの干渉について「LTEはWi-Fi

にとって良い“隣人”」と述べ、問題はない
ことをアピールした。
　米国や韓国などライセンス不要周波
数帯の利用に規制が少ない国では、
2016年にもLAAの実装が始まると予想
されている。日本では電波干渉を防ぐ目
的でLBT（Listen-before-Talk）の実施
が義務づけられていること、利用できる
周波数帯などの問題があり、すぐに商用
化とはいかないという声が聞かれた。
　帯域不足は世界的に大きな問題で、
会期中、エリクソンのCTOのウルフ・エワ
ルドソン（Ulf Ewaldsson）氏が、帯域は
石油よりも価値あるものになると予言し
たのが印象的だった。エワルドソン氏は、
今後ますます周波数帯の効率的な利用
についての技術開発が重要になるとの
考えを示した。

　サービス側では、フェイスブックのマー
ク・ザッカーバーグ（Mark Zuckerberg）
氏が昨年に続いて2度目の講演を行った。
ザッカーバーグ氏のミッションは、フェイ
スブックが推進するInternet.orgに賛同
するオペレーターのハンティングだ。
　Internet.orgは途上国向けのイニシ
アティブで、フェイスブックや天気情報
など基本的なサービスとアクセスをパッ
ケージにして無料で提供するというも
の。インターネット上にどんなコンテンツ
があるのかを理解してもらうことで、「対
価を払ってでもデータ通信を利用する

価値がある」ことを途上国のユーザーに
知ってもらう。当初は無料だが最終的に
は有料顧客になるのでオペレーターにも
メリットがある、というのがザッカーバー
グ氏の主張だ。しかし、オペレーターにし
てみれば、フェイスブックにアクセスする
パイプを無料で提供してくれといわれて
いるようなものだ。そのためか、ザッカー
バーグ氏は、Intenet.orgのようなイン
ターネットを広げる活動ができるのも「こ
こにいる方々がネットワークを構築して
くれているおかげ」とオペレーターやネッ
トワーク・ベンダーを持ち上げることを
忘れなかった。
　昨年は開始したばかりだったIntenet.

orgだが、この1年の間に6か国に活動を
拡大した。ザッカーバーグ氏は講演の後
半、Intenet.orgに参加しているエアテ
ル・アフリカ（Airtel Africa）と南米のミリ
コム（Millicom）の両トップ、そして参加
していないテレノール（Telenor）のCEO

をステージに招いて議論を交わした。エ
アテル・アフリカとミリコムは一定の効果
を感じているようで、エアテル・アフリカ
のクリスチャン・デ・ファリア（Christian 

De Faria）氏は「1年前にフェイスブック
といわれると、“美女と野獣”のようだった
が、“野獣”が“人間”になった」と満足顔で
述べた。ミリコムによると、パラグアイで無
料のデータ・パッケージを導入したところ
ユーザーが30％増えたという。だが、テレ
ノールのジョン・フレドリック・バクサース
（Jon Fredrik Baksaas）氏は懐疑的な
姿勢を崩さず、「Win-Winの関係になる
のか、新しい顧客を獲得できるのかがま
だ見極められない」と述べた。

　ザッカーバーグ氏の登壇は、昨年は
ウェルカム・ムードだったが、今年は立場
が苦しかった。Internet.org以外の理由

として、昨年は買収が発表されたばかり
だったメッセージアプリWhatsAppが、
今年は正式にフェイスブック傘下のサー
ビスとなったことがある。
　SMSを置き換えてしまうWhatsAppに
ついては、テレノールのバクサース氏が
「オペレーターとフェイスブックの間にあ
る緊張」として持ち出し、オペレーターの
収益を奪っているだけではなく、自分たち
が顧客と築いた関係を壊しかねないもの
であるとして不満をあらわにした。これに
対し、ザッカーバーグ氏は「WhatsApp

はInternet.orgには入っていない」ことを
強調するにとどまった。
　フェイスブックは直接関係ないとはい
え、直前に米国で承認されたインター
ネット中立性についての規制導入もオペ
レーターの感情を害しているかもしれな
い。この規制は、モバイルを含むブロード
バンド・サービスを提供する事業者を電
気通信法のTitle IIに分類するというも
の。Title IIは公益通信に分類され、これ
によりブロードバンド事業者は特定の
サービスなどを優遇・冷遇することが禁
じられる。これに対し事業者らは抗議の
姿勢を見せているといわれている。ザッ
カーバーグ氏の講演の翌日、米国連邦
通信委員会（FCC）委員長のトム・ウィー
ラー（Tom Wheeler）氏が基調講演を
行い、これについて「インターネットが

もっともパワフルで普遍的なプラット
フォームであるとするならば、審判員な
しに存在してよいものか？」と述べた。
　インターネット・サービス大手では、
グーグルのエリック・シュミット（Eric 

Schmidt）氏が2011年、2012年と2年
連続でMWCに登場して会場のオペレー
ターと議論を戦わせたのちに、来なく
なったという例がある。ザッカーバーグ
氏は3年目のジンクスを破ることができ
るだろうか。

　グーグルからは、Android、Chrome、
アプリを統括するプロダクト担当上級副
社長のスンダル・ピチャイ氏が、MWCで
初めてスピーチを行った。ザッカーバー
グ氏同様に対談形式となり、司会者の質
問を受ける形でピチャイ氏は、安価な
Androidを広げる『Android One』プログ
ラム、決済サービス『Android Pay』など
さまざまなトピックについて語った。最大
のニュースは、直前に噂のあったMVNO

ビジネスへの進出を認めたことだろう。
「ハードウェア、ソフトウェア、サービスを
すべて一緒に考える必要がある」とピチャ
イ氏は述べた。
　MVNO進出がベライゾン・ワイヤレスや
AT&Tとの関係にどのような影響を与える

のか、と聞かれたピチャイ氏は、まずは米
国のオペレーターは「Androidスマート
フォンの重要な推進役」と持ち上げる。
「オペレーターと話をしており、一部とは
協業している」とのことだ。グーグルは
Android端末で自社ブランド『Nexus』
を持つが、MVNOはネットワーク・サービ
スにおけるNexus的な位置づけだとい
う。MVNOというと低価格が枕詞になっ
ているが、グーグルのMVNOでも低価格
が特長になるのか？という質問に対して、
「イノベーションを見せたい」とピチャイ
氏。通話が途切れたら自動で再接続する
などのアイデアがあるという。
　グーグルのMVNOで筆者が個人的に
興味を持っているのは、同社がどのよう
な課金モデルを採用するかだ。巨大な投
資を強いられるオペレーターにとって、
誰に・どのように課金して投資を回収す
るのかは戦略的に重要な部分だ。現在の
課金モデルが必ずしもベストとはいえな
いとすれば新しい方法が必要だが、まだ
それは見つかっていない。5Gではこの問
題はさらに重要に、そして切実になるだ
ろう。グーグルがどのような新しい発想を
見せてくれるのか、はたまたこれまでの
MVNOと同じなのか――。ピチャイ氏は
MVNOについての正式発表を「数か月
後」と述べている。
　フェイスブックとグーグルの2つの講演
では、両者の違いも垣間見えた。すでに光
ファイバーの取り組みを行っているグー
グルは、無線インターネット接続のため
の新しい技術開発に積極的で、ピチャイ
氏は気球を利用した『Project Loon』の
進捗、さらには航空機を利用するという
『Project Titan』も明らかにした。Loon

は滞在時間が3か月から6か月に延長さ
れ、すでにオペレーターとの実験も開始
したという。Project LoonやTitanにつ
いて、あるネットワーク・ベンダーに感想
を聞いたところ、「脅威だとは思わない。

だが新しいアイデアやイノベーション
は歓迎する」とのことだった。一方で、
フェイスブックのザッカーバーグ氏は、
Internet.orgでグーグルとの協力の可
能性を聞かれて、「すでに90%の人が、
ネットワークがカバーしている範囲内に
いる」と述べ、既存のオペレーターのネッ
トワークがInternet.orgの展開の場に
なるとの姿勢を示した。
　MWCの主催者GSMAによると、モバ
イル・サービス利用者は2014年の36億
人から2020年には46億人へ増加する
見込みだという。M2Mを除くSIM接続数
は71億件から2020年には90億件に、
M2Mは2020年に10億件に達する予想
だ。モバイルは間違いなく拡大し成長す
る。先述のIEEEのキュラン氏は、「そのう
ちMWCで空中にドローンが飛ぶだろう」
と述べていたが、早くも来年のMWCで
実現するかもしれない。
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編集部：御社は今年で設立30周年を迎
えられますが、この30年間、インターネッ
トの登場とコンテンツのデジタル化によっ
て御社の事業環境は大きく変化してきた
ことと思います。こうした変化をどのよう
にして乗り越えてこられたのでしょうか。
出口氏：当社はCSの多チャンネル化に
対応した都市型ケーブルテレビ・サービ
スとしてスタートしましたが、インター
ネット接続サービスを開始したのは
1999年と、ケーブルテレビ事業者の中で
は比較的早いほうでした。それまではテ
レビの片方向サービスしか手がけていま
せんでしたから、双方向の通信に参入す
るには試行錯誤の連続でした。キロバイ
トのナローバンドからメガバイトへ、さら
に光サービスによってギガバイトへと、こ
の15年あまりでネットワークは飛躍的に
高速化しましたが、当初はこれほど発展
するとは予測していなかったというのが
正直なところです。ケーブルテレビ事業
者として地域ビジネスを発展させるに
は、お客様に必要とされる新たな付加価
値を生み出していくしかありません。より
速く安定したネットワーク接続をという
お客様のご要望に応えつづけることで、
事業を成長させてきました。

編集部：通信市場におけるケーブルテレ
ビ事業者の優位性はどのようなところに
あるのでしょうか。
出口氏：われわれは店舗型の営業スタイ
ルではなく、お客様のご家庭を訪問して
お話をうかがい、宅内工事まで責任を
持って行いますので、ていねいなコミュニ
ケーションを通じて不満や不安を一つひ
とつ解消し、満足度を上げていくことが
できます。ユーザーの高齢化も進んでい
ますから、こうしたきめ細かい対応と顔の

見えるやりとりで安心してサービスをご
利用いただけるようにすることは非常に
重要です。たとえば当社の「インターネッ
トかけつけレスキューサービス」では、当
社が提供するサービスに直接関わらなく
ても、インターネットやパソコンで困った
ことがあればスタッフが訪問して解決し
ています。付き合いが長く気心の知れた
お客様には、担当者が携帯電話に直接
連絡をいただいてかけつけることもしば
しばです。地元のお客様とこうした信頼
関係を築くことは、地域ケーブルテレビ
事業者のミッションであり、大きな強みで
もあります。

編集部：固定通信の分野では光サービ
ス卸を利用した新しいサービスを提供
する事業者の参入が加速していますが、
こうした動きをどう見ていらっしゃいま
すか。
出口氏：固定回線と他のサービスのセッ
ト販売については、ケーブルテレビ事業
者は以前からテレビ、インターネット、固
定電話、携帯電話をセットで提供してき
たという実績があり、当社はさらに電力を
加えた5つのサービスを一括で提供する
クインタプル・プレイも計画しています。
お客様からすると、支払いや問い合わせ
窓口が一本化されたほうが便利ですし、
セット割によって料金が抑えられるほか、
サービス間の連携によるコストダウンも
期待できます。たとえば、電力までセット
になれば、ネットワーク経由で電力使用
のモニタリングや家電のコントロールを
するスマートホームを実現でき、節電に
もつながるでしょう。こうした一括型の
サービス提供はお客様との関わりがいっ
そう深くなりますから、先述のようにご家
庭にうかがってきめ細かい対応ができ、
信頼関係を築いているケーブルテレビ
事業者が本領を発揮できるところだと思
います。

編集部：御社がサービスを提供している
名古屋地区には、市場としてどのような
特色がありますか。
出口氏：名古屋市内は集合住宅の比率
が高く、当社のサービス・エリアの約70％
が集合住宅世帯です。地方都市ならでは
の傾向として、近年では大家族が世代交
代で分散して中心部の集合住宅に移り
住むというケースが多く、新築マンション
も安定した供給が続いています。これを
背景に、『スターキャット光』は集合住宅
向けに特化したサービスとして提供して
います。また、リニア中央新幹線の開通を
見据えた名古屋駅周辺の再開発が進ん
でいることから、他地域からの企業の流
入による法人向けの需要も高まると見て
います。当社も光回線を活用した企業向
けサービスにより、B2B市場を開拓して
いるところです。

編集部：『スターキャット光』をスタートし
て半年ほどになりますが、手ごたえはい
かがですか。
出口氏：集合住宅向け高速回線にはニー
ズがあるものの、既存のマンションを調査
してみると、約70％は構造上各住戸まで
の光回線の引き込みができないという現
状がありました。これを解決するために、
GPONによるバックボーンとD-CMTS

（Distributed Cable Modem Termina-

tion System：分散型ケーブル・モデム・
ターミネーション・システム）を併用する
ファーウェイのソリューションを採用し、
上位GPON2Gシェアの300Mbpsサービ
スで集合住宅における接続の高速化を
実現しました。集合住宅のデベロッパー
やオーナーの皆様に速度という強みを認
識していただけるようになり、おかげさま
で設置は順調に進んでいます。ここ数年

で集合住宅における当社設備の導入率
は50％ほどに落ちていたのですが、『ス
ターキャット光』開始後にはかつての70％
台にほぼ戻りつつあります。あとは入居者
の方々にご利用を検討いただくわけです
が、こちらも徐々に認知度が上がってお
り、1割ほどだった加入状況が、面会して
ご説明すると約3割ものお客様に既存
サービスからの切り替えを決めていただ
いたという実例があります。ご利用中のお
客様からは速度に関するクレームはいま
のところまったくなく、高い評価をいただ
いています。

編集部：ファーウェイのソリューションを
導入するにあたり、どのような点を評価

していただいたのでしょうか。また、今後
どのようなことを期待されますか。
出口氏：名古屋の夏は高温多湿なので、
そうした過酷な環境に耐えられる設備で
なければなりません。また、日本の住宅事
情に合わせた世帯数の少ない集合住宅
への対応も必要です。ファーウェイのソ
リューションは世界各国で導入実績があ
り、多様な環境や市場の特性に応じてカ
スタマイズできる柔軟性と機動力の高さ
を重視しています。日本市場では当社が
初のD-CMTS導入事例となりますが、こ
れからお客様のフィードバックをいただ
き、ファーウェイと共有しながら改善を重
ねていくことで、さらに満足度の高いサー
ビスを実現していきたいですね。

ケーブルテレビ事業者
だからできること

集合住宅の
高速光接続を実現

スターキャット・
ケーブルネットワーク株式会社

1985年、名古屋ケーブルネットワーク株式会社として
設立。1990年にケーブルテレビ・サービス事業、1999
年にインターネット接続サービス事業、2010年にプラ
イマリー電話サービス事業を開始。設立当初の親会
社ヘラルドグループから映画興行事業を引き継ぎ、名
古屋市内の2館の映画館の運営も行う。2012年、経
営の効率化と競争力の強化を図り、東海地区10社の
ケーブルテレビ子会社の事業持株会社である株式会
社コミュニティネットワークセンター（CNCI）のグルー
プ会社に。2014年10月にスタートした集合住宅向け
高速インターネット・サービス『スターキャット光』※

では、ファーウェイのD - C C A P（D i s t r i b u t e d 
Converged Cable Access Platform）ソリュー
ションにより、既存の同軸ケーブルとモデムを活用
した高速接続を実現している。

同軸ケーブルで
ギガクラスの接続を実現
高速回線と地域に密着したサービスで差別化を図る

4K・8Kの超高精細映像やスマートテレビへの注目が高まり、家庭で楽しむ
コンテンツのリッチ化が進んでいます。こうしたコンテンツを家庭に配信す
る手段として固定回線の大容量化・高速化が求められると同時に、NTTの
「光コラボレーションモデル」の開始によってさまざまな業種の企業が光回
線の提供に参入し、新たなビジネス・モデルが生まれてきています。こうした
中、インターネット以前から「回線を通じて家庭にコンテンツを届ける」とい
うサービスを手がけてきたケーブルテレビ事業者は、どのように事業環境
の変化に臨み、高速接続の実現という課題に取り組んでいるのでしょうか。
今回のSpecial Interviewでは、名古屋地区を中心にケーブルテレビ・

サービス、高速インターネット・サービスを提供するスターキャット・ケーブ
ルネットワーク株式会社の常務取締役 経営戦略本部長 出口浩二氏に、
同社が昨年スタートした高速インターネット・サービス『スターキャット光』
などについてお聞きしました。
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スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 常務取締役 経営戦略本部長 出口浩二氏に聞く
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※『スターキャット光』を含めたインターネット接続サービスは、
　CNCIとスターキャットの共同事業です。
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香港に本社を置く通信事業者。2000年にPCCW
によるHKT（香港テレコム）の買収によって設立。
ブロードバンド、固定、IPTVサービスにおいて香
港最大の事業者であり、2014年にはモバイル通
信事業者のCSLを買収し、モバイル事業もさらに
強化している。

PCCW-HKT

香港におけるインターネット接続のピーク時の平均速度
は世界最速の106.7Mbpsに達しており、PCCW-HKTは
その一翼を担っている。しかし、ホーム・ネットワークをス
マート・リビング・サービスのプラットフォームとして使用
し、顧客の生活の快適性、利便性、効率の向上に取り組
む同社にとって、ウルトラブロードバンドはこの目的を達
成する手段にすぎない。PCCW-HKTのグループCTO

（Chief Technology Officer：最高技術責任者）、ポー
ル・ベリマン（Paul Berriman）氏に、同社の事業展開
について詳しく話を聞いた。
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すべてがつながる
スマート・ホームを目指す

PCCW-HKT
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　リンダ・シュー（Linda Xu）、ジェーソン・パターソン（Jason Patterson）
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で集合住宅における当社設備の導入率
は50％ほどに落ちていたのですが、『ス
ターキャット光』開始後にはかつての70％
台にほぼ戻りつつあります。あとは入居者
の方々にご利用を検討いただくわけです
が、こちらも徐々に認知度が上がってお
り、1割ほどだった加入状況が、面会して
ご説明すると約3割ものお客様に既存
サービスからの切り替えを決めていただ
いたという実例があります。ご利用中のお
客様からは速度に関するクレームはいま
のところまったくなく、高い評価をいただ
いています。

編集部：ファーウェイのソリューションを
導入するにあたり、どのような点を評価

していただいたのでしょうか。また、今後
どのようなことを期待されますか。
出口氏：名古屋の夏は高温多湿なので、
そうした過酷な環境に耐えられる設備で
なければなりません。また、日本の住宅事
情に合わせた世帯数の少ない集合住宅
への対応も必要です。ファーウェイのソ
リューションは世界各国で導入実績があ
り、多様な環境や市場の特性に応じてカ
スタマイズできる柔軟性と機動力の高さ
を重視しています。日本市場では当社が
初のD-CMTS導入事例となりますが、こ
れからお客様のフィードバックをいただ
き、ファーウェイと共有しながら改善を重
ねていくことで、さらに満足度の高いサー
ビスを実現していきたいですね。

『スターキャット光』に導入されたソリュー
ションは、ファーウェイ・ジャパンが2014年に
日本でいち早く販売を開始した、既存のケー
ブルテレビ網を活用して高速インターネット
サービスを実現する通信規格DOCSIS 

3.0※1対応のD-CMTSです。世界市場シェア
1位を誇るファーウェイのGPONアクセス・シ
ステム※2をベースにした同システムにより、
下り最大2Gbpsのデータ通信速度を実現す
るとともに、同軸ケーブルによるインターネッ
ト接続区間を限定することで雑音を低減し、
サービス利用者により優れたサービスを提
供することができます。また、従来、ケーブル
テレビ会社の通信局舎側に設置されていた
CMTS機能を集合住宅内またはその近くに
配置することができるため、集合住宅単位の
ネットワーク設計が可能となり、多様なサー
ビス・プランの提供が可能になります。

既存のケーブルテレビ網を活用して高速インターネットを実現

※1 DOCSIS（Data Over Cable Service Interface Specifications）：ケーブルテレビ網を利用して高速データ
通信を行うための規格で、ITU-T（国際電気通信連合電気通信標準化部門）によってJ.112として標準化された。仕
様の検討や製品の認証などは業界団体のCable Labsが行なっている。2007年に策定されたDOCSIS 3.0では
IPv6へ対応し、複数の周波数帯域を束ねるチャネル・ボンディング技術により最高で下り160Mbps、上り120Mbps
の通信速度に対応している。
※2 GPON（Gigabit Passive Optical Network）アクセス・システム：ITU-T国際標準として開発されたG.984シリーズ
にて規定されるギガビットPONシステムであり、通信局から加入社宅近傍までの光ファイバー回線を複数の利用者で
共有するPON技術の方式のひとつで、下り2.4Gbps、上り1.2Gbpsの帯域を提供する。GTCフレームという固定長フ
レームを使用して、EthernetやTDM専用線など任意のサービスに対応する。2004年に勧告化され、主に海外の通信
事業者を中心に利用されてきた。一方、日本市場ではこれまでEthernetフレームをそのまま利用するGE-PONが主に
使用されてきた。

ファーウェイ・ジャパンは6月10日～11日に東京国際フォーラムで開催される『ケーブル技術ショー 2015』に出展いたします。ブースでは
D-CMTSのほか、4K／8K映像配信を支えるファーウェイの各種ソリューションをご紹介します。ファーウェイ・ジャパンは同イベントを主
催・後援する日本CATV技術協会、日本ケーブルテレビ連盟、日本ケーブルラボの会員にもなっています。

※アップリンクはGPON、
　映像はV-ONUからの信号を混合
　（ファーウェイによる参考構成）

センター・サイト 集合住宅

GPON
OLT D-CMTS

640M
（US,16ch）

ケーブル・モデム

光ファイバーケーブル
電話線
同軸ケーブル
LANケーブル

CATV シグナル

インター
ネット ONU/

CMTS

V-ONU

D-CMTSに
外部V-ONUから
映像を入力
混合して出力
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やホーム・コントロール、IP電話を利用で
きる『eye』といったサービスが含まれま
す。また、当社のホーム・ネットワークを利
用したスマート・ホームの設計と構築を
支援する個人向けコンサルティング・
サービスも行っています。
　法人向けの標準的なブロードバンド・
サービスとしては、『Smartline』とエン
タープライズ・クラウド・サービスがあり
ます。Smartlineはブロードバンド経由で
音声通話とメッセージングを提供する
サービスで、ウェブ・ポータルからメッ
セージングとサポートが利用できます。さ
らに、音声通話やプレゼンス管理などの
オフィス・サービスをモバイルにも拡張可
能です。エンタープライズ・クラウドは、ク
ラウド・ストレージ、ウェブ会議、HDビデ
オ会議、クラウド・ベースのオフィス・アプ
リケーションといった仮想のインフラスト
ラクチャとアプリケーションを管理できる
サービスで、さまざまな業種の企業向け
に提供しています。
　『HKT education』はこうした業種別
サービスのひとつで、学校に光ファイ

バー・ブロードバンドとLMS（Learning 

Management System：学習管理シス
テム）を提供しています。教師はこのシス
テム上で教材や補助教材を用意してカ
リキュラムの準備と管理を行い、学生は
教師の管理のもとタブレットからそれら
の教材にアクセスできるほか、自宅で
LMSを使って宿題もできます。教材はす
べて、NowTVのTVコンテンツを保護する
のと同じ方法で、デジタル著作権管理に
よって保護されます。
　そのほか、香港の海岸線に点在するマ
リーナに停泊中のヨットに「着脱可能な」
光ファイバー接続を提供するサービスな
どもあります。
WinWin：今後のウルトラブロードバンド
の展開によって、Smart Livingはどのよ
うに進化していくのでしょうか。
ベリマン氏：当社は68%を超える世帯に
ブロードバンドを提供しており、NowTVは
58%を超える世帯で視聴されています。
これは、モデム、STB（Set Top Box：セッ
トトップボックス）、eyeタブレットなど、当
社のさまざまなデバイスがすでに利用者

の住居内に設置されているということで
す。これらのデバイスは通信回線、Wi-Fi、
電力線で接続されたホーム・ネットワーク
を構成しており、すべて当社のeCentre と
呼ばれるNOC（Network Operation 

Center：ネットワーク運用センター）から
管理されています。いずれは、接続されて
いるすべてのデバイスを通じてお客様の
ニーズを理解し、それぞれのニーズに合
わせてデバイスを構成できるようにしたい
と考えています。さらにネットワークの速
度と効率を向上させていけば、卓越した
ユーザー・エクスペリエンスを提供できる
ようになるでしょう。
　たとえば、eヘルスは現状ではさまざま
な健康管理デバイスが主体となっていま
すが、今後、手術後の患者の遠隔モニタ
リング向けデバイスなどが出てくると、ま
ずそのデバイスを設置して、それが正常
かつその患者にとって最良の状態で動
作しているかをモニタリングしなければ
なりません。こうした作業は必ずしも医療
サービス提供者の得意分野ではありま
せんが、通信事業者なら、現場のサービ
ス・エンジニア・チームとスピーディーな
対応能力を生かしてデバイスを設置し、
既存の通信ネットワークの延長である
ホーム・ネットワーク経由でデバイスの
パフォーマンスを監視して、問題を検出
することができます。当社がホーム・ネット
ワークやスマート・リビング・エコシステ
ム全体に付加価値をもたらせるのはこう
いった分野だと思います。
　さらに、現在当社は住宅向けのオート
メーション、モニタリング機器のベン
ダーと連携して、照明、空調、カーテン、
防犯カメラ、エントランス、ホーム・エン
ターテイメントを制御するシステムの設
置を進めています。今後はM2Mデバイ
ス、IoT、環境保護を推進していくにつ
れ、集合住宅内のスマート・エネルギー・
ネットワークや電気自動車充電ネット

ワークなどのイノベーションにも進出す
るかもしれません。

WinWin：今後、数年間の展開について
お聞きします。PCCW-HKTは銅線と光
ファイバーのレガシー・インフラストラク
チャを、ウルトラブロードバンド時代に備
えてどのようにアップグレードする計画
ですか。
ベリマン氏：現在当社は、将来性のある
FTTHへ多くのお客様にできるだけ短期
間で移行していただくよう努力している
ところです。当社のFTTHはファーウェイ
のG P O Nテクノロジーによって最大
1Gbpsのサービスを提供でき、必要に応
じて10G-PONやTWDM-PONなどの高
次テクノロジーにアップグレードできま
す（HuaWave編集部注：同社は2015年
2月、10G-PONの商用サービスの開始
を発表している）。1Gbpsのサービスは、
少なくとも予測できる範囲では、ウルトラ

ブロードバンド時代でも十分余裕がある
と見ています。大容量化を促進する主力
となるのはおそらく4K/8K UHDTVです
が、1Gbpsサービスなら複数の超高精
細動画を各世帯まで余裕を持ってスト
リーミング配信することが可能です。
　しかし、当社が光ファイバーを敷設で
きていない低層住宅地域や農村部はま
だ残っています。幸い、ファーウェイが提
供するVDSL2ベクタリング・ソリュー
ションにより、そのようなまれな環境でも
100Mbpsの容量を提供できますし、将
来的にはG.hnやG.Fastなどの新しいテ
クノロジーで最大1Gbpsまで高速化し
たいと考えています。
WinWin：固定とモバイルの融合につい
ては、どのようにお考えですか。
ベリマン氏：当社は7年ほど前に3Gサービ
スを開始して以来、コンテンツをテレビ、
タブレット、モバイル、eye端末に配信する
クアドロプルプレイ・プラットフォームをつ
くりあげ、コンテンツ配信における固定と
モバイルの融合に注力してきました。法人

向け分野では、先述のとおり、Smartline

サービスによってメッセージングをはじめ
とする各種オフィス通信機能をモバイル
に提供しています。
　また、当社の1万4,000か所を超える
Wi-Fiホットスポットをモバイル・ネット
ワークのモビリティ管理と統合し、ス
マートフォンやタブレットがホットスポッ
トの圏内に入るとモバイルからWi-Fiへ
とシームレスにハンドオーバーされるよ
うになっています。これにより、効率的な
データ・オフロードが可能になると同時
に、お客様のQoS、特にNowPlayerで
動画やテレビを視聴する際のユーザー・
エクスペリエンスを向上させることがで
きます。
　香港のような成熟した市場で競争優
位を維持するにはイノベーションが不可
欠です。当社は今後もモバイル、固定、さ
らにその延長であるホーム・ネットワーク
を総合的に生かした革新的なサービス
の提供に注力し、お客様に価値をもたら
していきます。

WinWin：世界でもきわめて先進的な香
港の通信市場において、PCCW-HKTは
接続速度だけでなく、業界の総合的な
リーダーとしての地位を維持しています。
その秘訣は何でしょうか。
ベリマン氏：香港のブロードバンド接続
の平均速度が世界最速となっている理
由のひとつは、競争が非常に激しいこと
です。香港には自社設備を持つ固定通信
事業者が5社、携帯電話事業者が4社、
有料放送テレビ事業者が4社あり、75%

以上の建物でブロードバンド・プロバイ
ダー2社のサービスが、58%以上で3社
のサービスが利用可能となっています。
このような厳しい競争環境で、セールス・
ポイントとなる接続速度が加速してきた
のです。
　もうひとつの要因は価格です。新規事
業者の参入によって、ブロードバンドの

価格はコモディティ・レベルにまで安く
なっています。したがって、速度だけで差
別化することは難しく、顧客をつなぎとめ
ることもできません。単純に太いパイプを
敷設するだけの公益事業者ではいられな
いのです。そこで当社は、新たな収益源と
なるのは、コンテンツ、アプリケーション、
電子商取引などの新しいサービスしかな
いと判断しました。こうした新しいインタ
ラクティブ・サービスを提供することで、
従来の接続サービスを引き続きご利用い
ただき、顧客離れを減らしていきたいと考
えています。
　このようなサービスの先陣を切って
2 0 0 3年9月に開始したのが、当社の
『NowTV』IPTVサービスです。現在、香
港では58%の世帯で視聴されている最
大の有料放送テレビ・サービスであり、お
そらく世界最大のIPTVサービスです。こ
のサービスが当社のブロードバンド・
サービスに与えた影響は大きく、解約率

は50%以上下がり、ARPU（Average 

Revenue Per User：1契約あたりの平
均収入）の維持にも貢献しています。同
時に、NowTV自体もTVコンテンツから収
益を生み出しています。
　NowTVのほか、世帯向けの総合サー
ビス『Smart Living』やパーソナル・クラ
ウド・ストレージ『uHub』といった他の
サービスも、当社が首位を保つのに一役
買っています。また、イングランドのプレミ
アリーグの試合を『SuperHD』で放送す
ることで、FTTHサービスの加入者数が
増加しています。当社のFTTH加入者数
は現在約50万件ですが、これはブロード
バンドを導入可能な世帯の約3分の1を
占めています。さらに、高速VDSLの加入
者も12万件となっています。
WinWin：NowTV IPTVサービスは、OTT

（Over The Top：オーバー・ザ・トップ）ビ
ジネス・モデルを活用しようという御社の
試みを象徴していますが、どのような成果

が得られていますか。
ベリマン氏：NowTVはマネージドIPTV

サービスですが、そのOTTバージョンが
『NowPlayer』です。NowPlayerは固
定、モバイルを問わずあらゆるブロード
バンド回線でOTTプレイヤーと連携して
動作しますが、利用にはマネージドIPTV

サービスに関連づけられているNowID

が必要です。マネージドIPTVサービスの
NowTVとOTTのNowPlayerの実質的
な唯一の違いは、現在はまだNowTVの
全コンテンツをNowPlayerで視聴でき
るようになっていないことです。しかし、将
来的にはどちらも同じコンテンツ・ライブ
ラリを放送する予定です。
　NowPlayerを完全なOTTにするため
に決済ゲートウェイの導入を検討する可
能性はありますが、自社のブロードバン
ド・サービスの維持とNowTVサービスの
拡大とのバランスをうまく取りながら進め
ていかなければなりません。同時に、

NowPlayerをクラウドTVサービスとして
提供する方法を模索しており、すでに中
国語の番組とチャンネルを、タイ、マレー
シア、シンガポール、インドネシア、カナ
ダ、米国など海外の有料放送テレビ・プ
ロバイダーに販売しています。
　また、映画を中心とするエンターテイ
メント・チャンネルのHBO とFox Movies

をNowTVで放送しているほか、HBO Go

とFox Movies PremiumのOTTバー
ジョンをOTTサービス・アプリとして統合
し、IPTVサービスとOTTサービスそれぞ
れで別々のコンテンツを提供しています。

WinWin：PCCW-HKTは世帯向けと法
人向けに100Mbps～1Gbpsのウルトラ
ブロードバンド対応のサービスとソ
リューションを取り揃えていますが、これ
らにはどのような優位性がありますか。

ベリマン氏：香港では光ファイバーが
86%以上の建物に敷設されており、79%

の世帯に配線されているので、これらの
建物や世帯には申し込み受付から4日以
内に30～1000MbpsのFTTHサービスが
提供可能です。垂直配線ができない、内
装の都合で差込口が覆われていてケー
ブルにつなげないといった理由で光ファ
イバー接続の提供が困難なお客様には、
ファーウェイのVDSLソリューションや
FTTDソリューションを使用しています。
　世帯向けにはSmart Livingと総称す
る幅広い製品やサービスを提供してお
り、これにはNowTV、ミュージック・スト
リーミング・サービス『Moov』、ミュー
ジック・ビデオ・ストリーミング・サービス
『MoovLive』などのホーム・エンターテ
イメントのほか、ホーム・コントロール、セ
キュリティ・モニタリング、ヘルス・データ
管理サービス『eSmartHealth』、タブ
レットなどでホーム・エンターテイメント

通信事業者が実現する
スマート・ホーム

IPTVサービスで差別化を図る

当社のさまざまなデバイスがすでに
利用者の住居内に設置され、
通信回線、Wi-Fi、電力線で接続された
ホーム・ネットワークを構成しています。
こうしたデバイスを効率よく管理すれば、
卓越したユーザー・エクスペリエンスを
提供できるようになるでしょう。
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やホーム・コントロール、IP電話を利用で
きる『eye』といったサービスが含まれま
す。また、当社のホーム・ネットワークを利
用したスマート・ホームの設計と構築を
支援する個人向けコンサルティング・
サービスも行っています。
　法人向けの標準的なブロードバンド・
サービスとしては、『Smartline』とエン
タープライズ・クラウド・サービスがあり
ます。Smartlineはブロードバンド経由で
音声通話とメッセージングを提供する
サービスで、ウェブ・ポータルからメッ
セージングとサポートが利用できます。さ
らに、音声通話やプレゼンス管理などの
オフィス・サービスをモバイルにも拡張可
能です。エンタープライズ・クラウドは、ク
ラウド・ストレージ、ウェブ会議、HDビデ
オ会議、クラウド・ベースのオフィス・アプ
リケーションといった仮想のインフラスト
ラクチャとアプリケーションを管理できる
サービスで、さまざまな業種の企業向け
に提供しています。
　『HKT education』はこうした業種別
サービスのひとつで、学校に光ファイ

バー・ブロードバンドとLMS（Learning 

Management System：学習管理シス
テム）を提供しています。教師はこのシス
テム上で教材や補助教材を用意してカ
リキュラムの準備と管理を行い、学生は
教師の管理のもとタブレットからそれら
の教材にアクセスできるほか、自宅で
LMSを使って宿題もできます。教材はす
べて、NowTVのTVコンテンツを保護する
のと同じ方法で、デジタル著作権管理に
よって保護されます。
　そのほか、香港の海岸線に点在するマ
リーナに停泊中のヨットに「着脱可能な」
光ファイバー接続を提供するサービスな
どもあります。
WinWin：今後のウルトラブロードバンド
の展開によって、Smart Livingはどのよ
うに進化していくのでしょうか。
ベリマン氏：当社は68%を超える世帯に
ブロードバンドを提供しており、NowTVは
58%を超える世帯で視聴されています。
これは、モデム、STB（Set Top Box：セッ
トトップボックス）、eyeタブレットなど、当
社のさまざまなデバイスがすでに利用者

の住居内に設置されているということで
す。これらのデバイスは通信回線、Wi-Fi、
電力線で接続されたホーム・ネットワーク
を構成しており、すべて当社のeCentre と
呼ばれるNOC（Network Operation 

Center：ネットワーク運用センター）から
管理されています。いずれは、接続されて
いるすべてのデバイスを通じてお客様の
ニーズを理解し、それぞれのニーズに合
わせてデバイスを構成できるようにしたい
と考えています。さらにネットワークの速
度と効率を向上させていけば、卓越した
ユーザー・エクスペリエンスを提供できる
ようになるでしょう。
　たとえば、eヘルスは現状ではさまざま
な健康管理デバイスが主体となっていま
すが、今後、手術後の患者の遠隔モニタ
リング向けデバイスなどが出てくると、ま
ずそのデバイスを設置して、それが正常
かつその患者にとって最良の状態で動
作しているかをモニタリングしなければ
なりません。こうした作業は必ずしも医療
サービス提供者の得意分野ではありま
せんが、通信事業者なら、現場のサービ
ス・エンジニア・チームとスピーディーな
対応能力を生かしてデバイスを設置し、
既存の通信ネットワークの延長である
ホーム・ネットワーク経由でデバイスの
パフォーマンスを監視して、問題を検出
することができます。当社がホーム・ネット
ワークやスマート・リビング・エコシステ
ム全体に付加価値をもたらせるのはこう
いった分野だと思います。
　さらに、現在当社は住宅向けのオート
メーション、モニタリング機器のベン
ダーと連携して、照明、空調、カーテン、
防犯カメラ、エントランス、ホーム・エン
ターテイメントを制御するシステムの設
置を進めています。今後はM2Mデバイ
ス、IoT、環境保護を推進していくにつ
れ、集合住宅内のスマート・エネルギー・
ネットワークや電気自動車充電ネット

ワークなどのイノベーションにも進出す
るかもしれません。

WinWin：今後、数年間の展開について
お聞きします。PCCW-HKTは銅線と光
ファイバーのレガシー・インフラストラク
チャを、ウルトラブロードバンド時代に備
えてどのようにアップグレードする計画
ですか。
ベリマン氏：現在当社は、将来性のある
FTTHへ多くのお客様にできるだけ短期
間で移行していただくよう努力している
ところです。当社のFTTHはファーウェイ
のG P O Nテクノロジーによって最大
1Gbpsのサービスを提供でき、必要に応
じて10G-PONやTWDM-PONなどの高
次テクノロジーにアップグレードできま
す（HuaWave編集部注：同社は2015年
2月、10G-PONの商用サービスの開始
を発表している）。1Gbpsのサービスは、
少なくとも予測できる範囲では、ウルトラ

ブロードバンド時代でも十分余裕がある
と見ています。大容量化を促進する主力
となるのはおそらく4K/8K UHDTVです
が、1Gbpsサービスなら複数の超高精
細動画を各世帯まで余裕を持ってスト
リーミング配信することが可能です。
　しかし、当社が光ファイバーを敷設で
きていない低層住宅地域や農村部はま
だ残っています。幸い、ファーウェイが提
供するVDSL2ベクタリング・ソリュー
ションにより、そのようなまれな環境でも
100Mbpsの容量を提供できますし、将
来的にはG.hnやG.Fastなどの新しいテ
クノロジーで最大1Gbpsまで高速化し
たいと考えています。
WinWin：固定とモバイルの融合につい
ては、どのようにお考えですか。
ベリマン氏：当社は7年ほど前に3Gサービ
スを開始して以来、コンテンツをテレビ、
タブレット、モバイル、eye端末に配信する
クアドロプルプレイ・プラットフォームをつ
くりあげ、コンテンツ配信における固定と
モバイルの融合に注力してきました。法人

向け分野では、先述のとおり、Smartline

サービスによってメッセージングをはじめ
とする各種オフィス通信機能をモバイル
に提供しています。
　また、当社の1万4,000か所を超える
Wi-Fiホットスポットをモバイル・ネット
ワークのモビリティ管理と統合し、ス
マートフォンやタブレットがホットスポッ
トの圏内に入るとモバイルからWi-Fiへ
とシームレスにハンドオーバーされるよ
うになっています。これにより、効率的な
データ・オフロードが可能になると同時
に、お客様のQoS、特にNowPlayerで
動画やテレビを視聴する際のユーザー・
エクスペリエンスを向上させることがで
きます。
　香港のような成熟した市場で競争優
位を維持するにはイノベーションが不可
欠です。当社は今後もモバイル、固定、さ
らにその延長であるホーム・ネットワーク
を総合的に生かした革新的なサービス
の提供に注力し、お客様に価値をもたら
していきます。

WinWin：世界でもきわめて先進的な香
港の通信市場において、PCCW-HKTは
接続速度だけでなく、業界の総合的な
リーダーとしての地位を維持しています。
その秘訣は何でしょうか。
ベリマン氏：香港のブロードバンド接続
の平均速度が世界最速となっている理
由のひとつは、競争が非常に激しいこと
です。香港には自社設備を持つ固定通信
事業者が5社、携帯電話事業者が4社、
有料放送テレビ事業者が4社あり、75%

以上の建物でブロードバンド・プロバイ
ダー2社のサービスが、58%以上で3社
のサービスが利用可能となっています。
このような厳しい競争環境で、セールス・
ポイントとなる接続速度が加速してきた
のです。
　もうひとつの要因は価格です。新規事
業者の参入によって、ブロードバンドの

価格はコモディティ・レベルにまで安く
なっています。したがって、速度だけで差
別化することは難しく、顧客をつなぎとめ
ることもできません。単純に太いパイプを
敷設するだけの公益事業者ではいられな
いのです。そこで当社は、新たな収益源と
なるのは、コンテンツ、アプリケーション、
電子商取引などの新しいサービスしかな
いと判断しました。こうした新しいインタ
ラクティブ・サービスを提供することで、
従来の接続サービスを引き続きご利用い
ただき、顧客離れを減らしていきたいと考
えています。
　このようなサービスの先陣を切って
2 0 0 3年9月に開始したのが、当社の
『NowTV』IPTVサービスです。現在、香
港では58%の世帯で視聴されている最
大の有料放送テレビ・サービスであり、お
そらく世界最大のIPTVサービスです。こ
のサービスが当社のブロードバンド・
サービスに与えた影響は大きく、解約率

は50%以上下がり、ARPU（Average 

Revenue Per User：1契約あたりの平
均収入）の維持にも貢献しています。同
時に、NowTV自体もTVコンテンツから収
益を生み出しています。
　NowTVのほか、世帯向けの総合サー
ビス『Smart Living』やパーソナル・クラ
ウド・ストレージ『uHub』といった他の
サービスも、当社が首位を保つのに一役
買っています。また、イングランドのプレミ
アリーグの試合を『SuperHD』で放送す
ることで、FTTHサービスの加入者数が
増加しています。当社のFTTH加入者数
は現在約50万件ですが、これはブロード
バンドを導入可能な世帯の約3分の1を
占めています。さらに、高速VDSLの加入
者も12万件となっています。
WinWin：NowTV IPTVサービスは、OTT

（Over The Top：オーバー・ザ・トップ）ビ
ジネス・モデルを活用しようという御社の
試みを象徴していますが、どのような成果

が得られていますか。
ベリマン氏：NowTVはマネージドIPTV

サービスですが、そのOTTバージョンが
『NowPlayer』です。NowPlayerは固
定、モバイルを問わずあらゆるブロード
バンド回線でOTTプレイヤーと連携して
動作しますが、利用にはマネージドIPTV

サービスに関連づけられているNowID

が必要です。マネージドIPTVサービスの
NowTVとOTTのNowPlayerの実質的
な唯一の違いは、現在はまだNowTVの
全コンテンツをNowPlayerで視聴でき
るようになっていないことです。しかし、将
来的にはどちらも同じコンテンツ・ライブ
ラリを放送する予定です。
　NowPlayerを完全なOTTにするため
に決済ゲートウェイの導入を検討する可
能性はありますが、自社のブロードバン
ド・サービスの維持とNowTVサービスの
拡大とのバランスをうまく取りながら進め
ていかなければなりません。同時に、

NowPlayerをクラウドTVサービスとして
提供する方法を模索しており、すでに中
国語の番組とチャンネルを、タイ、マレー
シア、シンガポール、インドネシア、カナ
ダ、米国など海外の有料放送テレビ・プ
ロバイダーに販売しています。
　また、映画を中心とするエンターテイ
メント・チャンネルのHBO とFox Movies

をNowTVで放送しているほか、HBO Go

とFox Movies PremiumのOTTバー
ジョンをOTTサービス・アプリとして統合
し、IPTVサービスとOTTサービスそれぞ
れで別々のコンテンツを提供しています。

WinWin：PCCW-HKTは世帯向けと法
人向けに100Mbps～1Gbpsのウルトラ
ブロードバンド対応のサービスとソ
リューションを取り揃えていますが、これ
らにはどのような優位性がありますか。

ベリマン氏：香港では光ファイバーが
86%以上の建物に敷設されており、79%

の世帯に配線されているので、これらの
建物や世帯には申し込み受付から4日以
内に30～1000MbpsのFTTHサービスが
提供可能です。垂直配線ができない、内
装の都合で差込口が覆われていてケー
ブルにつなげないといった理由で光ファ
イバー接続の提供が困難なお客様には、
ファーウェイのVDSLソリューションや
FTTDソリューションを使用しています。
　世帯向けにはSmart Livingと総称す
る幅広い製品やサービスを提供してお
り、これにはNowTV、ミュージック・スト
リーミング・サービス『Moov』、ミュー
ジック・ビデオ・ストリーミング・サービス
『MoovLive』などのホーム・エンターテ
イメントのほか、ホーム・コントロール、セ
キュリティ・モニタリング、ヘルス・データ
管理サービス『eSmartHealth』、タブ
レットなどでホーム・エンターテイメント

固定とモバイルの融合で
QoSを向上

1万4,000か所を超えるWi-Fiホットスポットを
モバイル・ネットワークのモビリティ管理と統合し、
モバイルからWi-Fiへのシームレスなハンドオーバーにより、
効率的なデータ・オフロードとQoSの向上を実現しています。

大容量化を促進する主力となるのは
おそらく4K/8K UHDTVです。
1Gbpsサービスなら複数の超高精細動画を
各世帯まで余裕を持って
ストリーミング配信することが可能です。
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スペインを本拠地として21か国で固定、モバイル、
インターネット、有料TVサービス事業を展開する
世界最大の通信事業者のひとつ。Movistar、O2、
Vivoなどのブランドを持ち、3億人を超えるユー
ザーにサービスを提供している。

Telefónica

サイロ化した組織とITインフラ
「オールIT、オール・オンライン」戦略

ネットワークに
革新をもたらす『UNICA』

ファーウェイの
VASクラウド・ソリューションで
TCOを30%低減

/ APR. 2015 17

すべてのリソースを、分散型クラウド・
アーキテクチャ（物理的には分散してい
るが、論理リソースはひとつのプールに集
約されたアーキテクチャ）へと統合する。
　「オール・オンライン」戦略では、統合
管理プラットフォームによって社内外の
ユーザーに対して一元化されたサービ
ス・ポータルを提供し、プロセスの自動化
を行う。これにより、サービス・プロビジョ
ニング、品質保証、運用管理を実装でき
る合理的な組織プロセスが実現する。

●データセンターの統合：データセン
ターを2種類（バックアップとグローバ
ル・アプリケーション用にひとつ、オンラ
イン・ビジネス・サービス用にひとつ）に
限定する
●クラウド・ベースのITインフラストラク
チャの構築：すべての人的リソース、物
理／仮想インフラストラクチャ、ハード
ウェア／ソフトウェア・リソースをリソー
ス・プールに集約する
●EaaS（Everything-as-a-Service）：
すべてのリソースを、ネットワークを介し
たサービスとして提供する
●サービスの自動化：精算、資産管理、
構成管理、ソフトウェア・ライセンス管
理、変更／リリース管理、サービス・コン

ソール／サービス・レベル管理などを含
め、サービスを自動化する

　テレフォニカは、ファーウェイのOpen

StackベースのクラウドOS『Fusion

Sphere』を採用した新しいICTインフラス
トラクチャ『UNICA』を構築した。UNICA

には、インテリジェントな自動運用管理に
必要なハードウェアとソフトウェアがす
べて組み込まれている。テレフォニカの
グローバルCTO（最高技術責任者）であ
るエンリケ・ブランコ・ナダレス（Enrique 

Blanco Nadales）氏は、「SDN（Software-

Defined Networking：ソフトウェア定義
ネットワーク）とNFV（Network Func-

tions Virtualization：ネットワーク機能
仮想化）の要素を持つUNICAインフラス
トラクチャは、当社が将来に向けたネット
ワーク革新を実現するための基盤となり
ます。インフラストラクチャのアーキテク

チャをシンプル化して効率を高め、コス
トを削減する上で、SDNとNFVは重要な
役割を果たします」と述べている。
　テレフォニカとファーウェイは、ファー
ウェイの分散型クラウド・データセンター
をテレフォニカの「オールIT、オール・オン
ライン」戦略の要件に合わせて活用するた
め、2012年7月に共同検証を開始し、
2013年末までにPoC（Proof of Concept：
概念実証）試験の第2フェーズを完了し
た。さらに2014年2月には、スペインのバ
ルセロナで開催されたMWC 2014におい
て、全社規模のクラウド・コンピューティン
グ・インフラストラクチャの商用化を推
進するためのMoU（Memorandum of 

Understanding：覚書）を締結した。こ
れにより両社は、OpenStackベースのク
ラウドOS、SDN、NFV、データセンター
管理などにおけるファーウェイの独自技
術を集積した分散型クラウドド・データ
センターの展開に関して、いっそう協力
を深めることとなった。

　テレフォニカは2014年7月、同社の英
国サブネットでファーウェイのUNICA向
けVAS（Value-Added Service：付加価
値サービス）クラウド・ソリューションを
商用展開した。これにより、SMS、MMS、
I P - S M - G W（ I P  S h o r t  M e s s a g e  

Gateway：IPショート・メッセージ・ゲート

ウェイ）などのVASコンポーネントがクラ
ウド・ネットワークに統合された。
　VASクラウド・ソリューションの導入
後、テレフォニカUKのTCO（Total Cost 

of Ownership：総所有コスト）は約30%

低減し、とりわけO&M（Operation and 

Maintenance：運用保守管理）、ビジネ
ス管理、サービス・ガバナンスの分野で
効果を発揮した。テレフォニカがこのプ
ロジェクトから得た最大の収穫は、全世
界の20以上のサブネットに適用可能な
システム標準を策定できたことだ。分散
型クラウド・データセンターは、標準化さ
れたコンポーネントによってインフラスト
ラクチャを簡素化し、すべてのソフトウェ
ア、ハードウェア、人的資源を一元化した

論理リソース・プールに集約することで、
グローバルな管理を実現する。これによ
り国ごとにサイロ化したITシステムに起
因するさまざまな弊害が解消され、世界
30か所以上に分散するテレフォニカの
全データセンターでリアルタイムな管理
と新サービスの展開が可能になった。

　高い効率性と拡張性、柔軟性を備え、
コストの大幅な削減とROI（Return on 

Investment：投資収益率）の向上をもた
らしたテレフォニカのUNICAインフラスト
ラクチャは、ビジネス・ネットワークのクラ
ウド移行を計画するすべての通信事業者
が参考にすべき事例と言えるだろう。

WINNERS

テレフォニカの
インテリジェント・クラウド

『UNICA』で実現する

　世界有数の通信事業者のひとつであ
るテレフォニカ（Telefónica）は、音声と
データを組み合わせた多様なサービスを
展開している。2010年、テレフォニカは自
社のコア・ビジネスを最適化するために
グローバル・ビジネス全体をクラウドに
移行することを検討した。新しいクラウ
ド・サービス構想にはV D I（V i r t u a l 

Desktop Infrastructure：仮想デスク
トップ・インフラストラクチャ）やSaaS

（Software-as-a-Service：サービスと

してのソフトウェア）が含まれていたが、
数年後、この構想は暗礁に乗り上げる。
原因は、既存の通信ビジネスの運用管
理に関する膨大なコストだった。
　当時すでにITインフラストラクチャの
一部はクラウドに移行していたが、テレ
フォニカの組織構造はサイロ化されてお
り、各ビジネス・ユニットは独立して設
置、運営、管理され、ビジネス・モデルも
ユニットごとに完結していた。各国市場
の事業も個別に展開され、グループ会
社間の連携も希薄だった。こうした状況
がリソースと運用コストの浪費を招いて

いることは明らかだった。

　既存の通信ビジネス・モデルの管理と
いう問題は、サイロ化したITの改善や仮想
化の導入だけでは解消できず、むしろいっ
そう複雑化してしまう。あらゆる要因を検
討した結果、テレフォニカは「オールIT、
オール・オンライン」戦略を打ち出した。
　「オールIT」戦略では、まず既存の通信
ビジネス・システム（それぞれにカスタマ
イズされ、完結した通信技術システム）を
x86サーバーに段階的に移行する。次に、

テレフォニカは、
「オールIT、オール・オンライン」戦略を
以下の4段階に細分化した。

「SDNとNFVの要素を持つ
UNICAインフラストラクチャは、
当社が将来に向けたネットワーク革新を
実現するための基盤となります」

ファーウェイのVASクラウド・
ソリューションの導入後、
テレフォニカUKのTCOは約30%低減した。
最大の収穫は、全世界の20以上のサブネットに
適用可能なシステム標準を
策定できたことだ。

ファーウェイ・クラウド・コンピューティング シニア・コンサルタント
張大震（チャン・ダーチェン）
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ファーウェイ・ジャパンは2012年に法人ビジネス事業本部を立ち上げ、IT、企業ネットワーク、UC&C

（Unified Communication & Collaboration）の3分野を主力とする法人向けICTソリューション事業を
本格化しました。日本企業のお客様に価値あるソリューションをお届けするため、日本市場を熟知したシステ
ム・インテグレーター各社と戦略的パートナーシップを築き、お客様のニーズにマッチした革新的な製品・
ソリューションを提供する「Being Integrated」戦略を掲げています。このコーナーではファーウェイ製品を
ご採用いただいたお客様の事例と、ともに課題解決を実現したパートナーからのコメントをご紹介します。

Our Customer

株式会社サイバーエージェント

Our Par tner
日商エレクトロニクス株式会社

第1回は、ブログをはじめとする多くのコミュニティ・
サービスやゲームなどを提供するインターネット・
サービス『Ameba（アメーバ）』にファーウェイ製品を
ご採用いただいている株式会社サイバーエージェント
の事例です。同社はAmebaにファーウェイのPCIe 

SSDカード『ES3000 V1（以下、ES3000）』を活用して
いるほか、運用の自動化を実現する独自開発のソフト

ウェア『Clover（クローバー）』を使ったプライベート・
クラウド環境に1Uラック・サーバー『HUAWEI Fusion

Server RH1288 V2（以下、RH1288 V2）』を導入して
います。今回これらの製品を同社に提案してくださっ
たのが、2013年よりファーウェイ・ジャパンの戦略
パートナーの1社として協業している日商エレクトロ
ニクス株式会社です。

BE ING
IN T EGRAT E D

ファーウェイ・ジャパンの
　　　　法人向けICTソリューション
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ウェイ）などのVASコンポーネントがクラ
ウド・ネットワークに統合された。
　VASクラウド・ソリューションの導入
後、テレフォニカUKのTCO（Total Cost 

of Ownership：総所有コスト）は約30%

低減し、とりわけO&M（Operation and 

Maintenance：運用保守管理）、ビジネ
ス管理、サービス・ガバナンスの分野で
効果を発揮した。テレフォニカがこのプ
ロジェクトから得た最大の収穫は、全世
界の20以上のサブネットに適用可能な
システム標準を策定できたことだ。分散
型クラウド・データセンターは、標準化さ
れたコンポーネントによってインフラスト
ラクチャを簡素化し、すべてのソフトウェ
ア、ハードウェア、人的資源を一元化した

論理リソース・プールに集約することで、
グローバルな管理を実現する。これによ
り国ごとにサイロ化したITシステムに起
因するさまざまな弊害が解消され、世界
30か所以上に分散するテレフォニカの
全データセンターでリアルタイムな管理
と新サービスの展開が可能になった。

　高い効率性と拡張性、柔軟性を備え、
コストの大幅な削減とROI（Return on 

Investment：投資収益率）の向上をもた
らしたテレフォニカのUNICAインフラスト
ラクチャは、ビジネス・ネットワークのクラ
ウド移行を計画するすべての通信事業者
が参考にすべき事例と言えるだろう。

ファーウェイ拡張型
API

Fusion
Compute

サーバー ストレージ ネットワーク&セキュリティ

Fusion
Storage

Fusion
Network

管理API

統合型
O&M

OpenStack API

仮想
コンピューティング

仮想
ストレージ

仮想
ネットワーク

クラウド・サービス、
API、スケジューラー

他社製仮想インフラ

ヘテロジニアス物理インフラストラクチャ

ファーウェイ製仮想インフラ

サービス
自動化

FusionManager

FusionSphere

OpenStack ファーウェイの
拡張機能

ノースバウンド・
インターフェース

ファーウェイのクラウド・データセンター・ソリューション

OpenStackベースのクラウドOS 『FusionSphere』を採用し
たファーウェイのクラウド・データセンター・ソリューション
は、データセンターの物理リソースと仮想リソースの統合、
サービス・プラットフォームの最適化、パブリック・クラウドと
プライベート・クラウドの構築、ITインフラストラクチャの価値

の向上を実現し、ハイブリッド・クラウドへの進化をエンド・
ツー・エンドでサポートします。これまでに42の国と地域で、政
府や公共サービス、通信、エネルギー、金融、運輸、医療、教
育、メディア、製造業など多種多様な業種のお客様にご利用
いただいています。

2014年のMWCでMoUを締結
するテレフォニカのグローバル
CTOエンリケ・ブランコ・ナダレ
ス氏（左）とファーウェイの取締
役副会長兼輪番CEO胡厚崑
（ケン・フー）

WINNERS
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インターネット・サービス『Ameba』を支えるファーウェイ製品
抜群の高性能、故障率100台中0.3台の安定性が導入の決め手

『ES3000 V1』

『HUAWEI FusionServer RH1288 V2』

　これまで米国系ベンダーの製品を中心
に日本の企業向けにICTソリューション
を提供してきた日商エレクトロニクスは、
2013年のパートナーシップ締結によっ
てファーウェイ製品を取り扱うことになり
ました。
　「現在、弊社が注力しているインター
ネット系企業では、事業の成長に合わせ
て常にシステムの拡張・増強のニーズが
あります。その際、コストはもちろん、多く
のエンド・ユーザーが利用するウェブ・

サービスの性質上、サーバーやストレー
ジの安定性と信頼性は最重要事項です。
今回サイバーエージェント様にご採用い
ただいた2製品は、検証段階から安定した
性能を発揮し、われわれも自信を持って
おすすめすることができました」（岸野氏）
　「とはいえ、ファーウェイの企業向け
ICT製品はまだ日本のお客様にはなじみ
が薄いため、製品をご紹介するにあたっ
ては、まずファーウェイという企業につい
て知っていただき、信頼を獲得すること
が不可欠です。今回は弊社からの提案で
お客様に開発環境や生産管理体制を中
国の現地でご覧いただき、他社と比較し
てもまったく遜色ないベンダーだと実感
してもらうことができました」（真木氏）
　ファーウェイ社員の対応も、お客様の

期待と信頼に沿うものだったと言います。
　「営業担当者も技術者も、対応が非常
に迅速で柔軟なので助かりました。お客
様が納得いくまで製品を検証できるよう
手配してくれただけでなく、コストと技術
の両面でお客様のご要望を満たすため
に尽力してくれました。こうした誠意が伝
わり、お客様の安心感につながったと思
います」（岸野氏）
「製品の初出荷時にはファーウェイの
チームが当社社員とともに倉庫で点検・
出荷作業に汗を流し、1日で100台以上
も出荷することができました。サイバー
エージェント様のようなインターネット企
業ではスピード感が大事なので、短納期
化の実現に努力してもらえたのはありが
たかったです」（真木氏）

マークを行ったところ、44万IOPSと、他
社製品と比べて2倍以上の数値を記録し
ました。「ブログのタイムライン配信に使
用し、レプリケーション遅延の解消につ
ながりました。レイテンシは、導入前と比
べて10分の1になっています」と平野氏。
現在では、21台のサーバーでES3000を
採用しています。

　ES3000を導入して高性能であること
を認識したサイバーエージェントは、ラッ
ク・サーバーでもファーウェイ製品を採
用することを決断しました。そこで目をつ
けたのが、『Intel® Xeon® E5-2600 V2』
のプロセッサーを2基搭載可能で768GB

の最大メモリと12TBの内蔵ストレージを
備えたRH1288 V2でした。導入したのは
2014年の春。現在では、200台ほどの
RH1288 V2を運用しています。
　平野氏は、「プライベート・クラウドで
最も重要なポイントは、停まらないシステ
ムであるということ。他社製品と比べて故
障率の低い点が採用の決め手になりまし
た」と述べます。実際、100台あたりの故
障発生件数は、他社製品の1.0～1.3台

に対して、ファーウェイ製品は0.3台の低
さとなっています。サイバーエージェント
は、故障発生件数が極端に少ないことを
高く評価し、子会社のサムザップが提供
するスマートデバイス向けリアルタイム
バトルRPG『戦国炎舞』の物理サーバー
環境でも50台のRH1288 V2を導入する
ことを決めました。

　サイバーエージェントのシステム構成
として、怡土氏は「当社は、社内システム

として、オンプレミス、プライベート・クラ
ウド、パブリック・クラウドという3種類の
環境を整備しています。今後は、オンプレ
ミス環境において、物理環境をできるだ
け小規模にして、代わりにプライベート・
クラウドの利用を促進していきます」と、
方針を示します。プライベート・クラウド
が主流になった場合、システム運用の効
率化、コスト・パフォーマンスのよさが必
要となります。平野氏は、「ファーウェイ
製品には、高密度、低電力、新生代CPU

への迅速な対応に期待したいですね」と

語ります。
　また、怡土氏は「当社は、米国を中心に
外資系メーカーのサーバーを導入して
いるケースが多く、大きなトラブルが生じ
た場合、米国本社のサポートを待たなけ
ればならず、問題の解決まで多大な時間
がかかることもありました。ファーウェイ・
ジャパンのサポートには満足しています
し、今後は本社が中国なので他社よりも
距離が近いという点で、さらに迅速で質
の高いサポートを提供してもらえること
でしょう」と期待を込めます。

　インターネット広告代理店として1998

年に設立されたサイバーエージェント
は、いまではA m e b a関連事業やイン
ターネットメディア事業など、ビジネス
の幅を広げています。特に、Amebaは昨
年9月に1 0周年を迎え、利用者数が
4 , 0 0 0万人を突破。国内屈指のイン
ターネット・サービスとして名を馳せて
います。
　そのAmebaの大規模なシステムを支
えている製品のひとつが、2013年秋ごろ
から導入されたES3000です。怡土氏は、
「当社のシステム運用のコンセプトは、徹
底した業務効率化と低コスト化。システ
ム担当者が常に新しい製品を探していま
す。その中で、ファーウェイ製品に出会い
ました」と経緯を振り返ります。あるメー
カーのS S Dカードが故障したことで
ES3000にリプレースすることになったの
ですが、「導入を決めたのは、他社製品と
比べて抜群に高性能だったから」と、平
野氏は評価します。
　実際のシステムでは、1台のサーバー
に2枚のES3000を挿して構築。ベンチ

ファーウェイ・ジャパンはこのほかにも複数のパートナーと、開発から販売、
サポートまで含めた密接な協業体制を築き、お客様のニーズにお応えして
います。ファーウェイの法人向けICTソリューションについては、ウェブサ
イトもあわせてご覧ください。

サイバーエージェントがファーウェイの『ES3000』『RH1288 V2』を
活用して構築しているシステム

株式会社サイバーエージェント インフラ＆コアテク本
部マネージャー 怡土研也氏（左）、同本部プラット
フォームユニット 平野智洋氏。同社のシステムを運用
している50人体制のインフラ＆コアテク本部において
怡土氏は中枢を担っている。平野氏は主にプライベー
トクラウド環境の運用を担当

日商エレクトロニクス株式会社 マーケティング本部
SODCグループ チーフ　真木吉人氏（左）
サービスプロバイダ第二営業本部第一営業部第二
グループ チーフ　岸野浩之氏（右）

パートナーの視点～日商エレクトロニクス
性能と品質における競争力を評価

ファーウェイ製
サーバー
搭載ラック

ファーウェイ製
サーバー
搭載ラック

ファーウェイ製
ES3000
搭載ラック

インターネット

ファイアウォール、コアスイッチ

コンピュートノードエリア フィジカルマシンエリア

クラウド・
コントローラー

ベンチマークで44万IOPSを記録

ラック・サーバー200台を採用

迅速なトラブル対応に期待

出典 ： 『週刊BCN』2015年3月9日号
撮影 ： 長谷川博一 
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が、旅行先にスマートウォッチ用の専用
充電器を持っていくのも面倒なものだ。
　この欠点を解決する製品として、ス
マートフォンとの連携を最小限にしたス
マートウォッチも増えている。見た目は腕
時計そのもので、文字盤にはLEDライト
や1-2行程度のディスプレイしか搭載し
ていない製品だ。これらの製品では、たと
えばスマートフォンから今日の予定を受
け取ることや、ソーシャル・サービスのタ
イムラインを追いかけることはできない。
だが電話やメールの通達を受けたり、予
定時間をバイブレーションで通知しても
らうことは可能だ。
　すなわち、スマートフォンの代替機能を
求めるのではなく、スマートフォンのコン
パニオンとして簡単な通知機能があれば
十分と考える消費者には、これらの製品
も十分実用的なのだ。しかも文字盤全体
がディスプレイではないため消費電力も
少なく、ボタン電池で数か月稼働する製
品もある。これだけ長時間充電不要で使
えるのならば、腕時計代わりに購入する
消費者も増えるはずだ。
　すべての消費者がスマートウォッチに
フル機能を求めるのではなく、通知だけ
で十分という人、デザイン重視と考える
人も出てくるだろう。ウェアラブル・デバ
イスやスマートウォッチはカテゴリーとし
てはひとつになるものの、製品のバリ
エーションはスマートフォン以上に多岐
にわたっていきそうだ。これから出てくる
新製品も楽しみにしたい。

が発表したスマートウォッチ『Huawei 

Watch』は、金属や革製のベルト、ベゼル
幅を狭めたディスプレイ、そしてサファイ
アグラスの採用、さらにはアナログ表示を
含む40種類以上の文字盤など、その外
見はもはや腕時計とまったく変わらない
ものになっている。一方で、側面のボタン
を片手操作する際に使いやすいように右
上に配置するなど、IT製品としての使い
勝手も十分高めている。スマートフォンの
シェアを着実に高めている同社として初
のスマートウォッチとなるが、その出来ば
えは現時点で最高級クラスのものと言っ
てよいだろう。先行他社にとっても強力な
ライバルになりそうだ。同時期にはLGも
ステンレス・ボディーの『L G  W a t c h  

Urbane』を発表。プレミアム感あるス
マートウォッチが次々に登場している。

　アップルの本格参入により、Android 

Wearも含めしばらくは「腕時計型の小
型画面でさまざまな操作を行う」タイプ
の製品が市場を盛り上げていくだろう。
また、高性能化のひとつとして単体通信
可能な製品も増えている。サムスンやLG

はSIMカードを装着し単体で通信できる
製品も発売・発表している。だがこれらの
製品すべてが抱えている問題が、電池の
駆動時間。前述したように毎日の充電は
スマートウォッチの大きな欠点となって
いる。無線充電対応製品も増えてはいる

思わせるような、使うことが楽しくなる製
品であることは間違いないだろう。
　しかもApple Watchが優れているの
はそれだけではない。特筆すべきはバリ
エーションの多さだ。本体サイズ2種類と
本体やベルトの素材の組み合わせで、実
に約40種類もの製品が販売されるので
ある。他社のスマートウォッチがせいぜい
数種類しかないことを考えると、その数は
驚異的だ。アップルはおそらくライバルを
腕時計そのものにしているのだろう。本
体が18金のモデルには200万円以上の
価格が付けられているほどである。
　このようにApple Watchは機能だけで
はなく質感と外見でも勝負できる、新世
代のスマートウォッチと呼べる製品だ。ス
マートウォッチに興味がなかった一般消
費者の目も大きく引き寄せるだろう。そ
の結果、今年はスマートウォッチ市場全
体が大きく盛り上がることが期待されて
いる。

　スマートウォッチのデザイン重視の動
きは、実は2014年後半から始まっている。
たとえばLGは2014年夏にAndroid Wear

を採用したスマートウォッチを発売した
が、秋には早くも後継モデルとなる『G 

Watch R』を投入した。初代モデルがIT製
品らしい質素な質感だったのに対し、後
継製品は円形ディスプレイやスポーツ
ウォッチのような外見に大きく進化。これ
ならスマートフォンと連携しなくとも、普
通の腕時計として毎日腕にはめようと思
える。各社の製品間の機能差をなくした
Android Wearの登場により、スマート
ウォッチは腕に装着するファッション製品
としての方向へとようやく向かい始めてい
るのだ。
　MWC 2015でも多数のウェアラブル製
品がお目見えした。中でもファーウェイ

高いのである。
　しかしこの状況もようやく変わるかもし
れない。2015年はスマートウォッチの本
命と呼ばれるアップルの『Apple Watch』
が登場するからだ。

　Apple WatchはiPhoneと連携して各
種の通知を受けたり、音声入力などによ
りiPhone側をコントロールしたりするこ
とができる。現在市販されているスマート
ウォッチと比べ、できることの差は実はそ
れほど大きくない。モバイル・ペイメント用
途にも使えるが、インフラ側がまだ追いつ
いておらず、実用性を考えると現時点で
は過度な期待は禁物だ。とはいえiPhone

でスマートフォンの概念を180度変えた
アップルの製品であるだけに、ユーザー・
インターフェースにもこれまでのスマート
フォンにはない使いやすい工夫が満載さ
れている。電池のもちも実質1日程度だ
ろうが、「毎日充電したくなる」と利用者に

相次いでいる。2014年にはグーグルがス
マートウォッチ用のプラットフォーム
「Android Wear」を発表し、製品種類が
急増している。
　しかし、多くの人が腕時計をはめている
にもかかわらず、スマートウォッチへ乗り
換える動きはなかなか進んでいない。機
能を比較すれば数万円程度のスマート
ウォッチのほうが優れているはずだが、
100万円以上もする高級腕時計がいまで
も売れている。街中の時計販売店に行け
ば100種類以上もの腕時計が売られてい
る一方、そこではスマートウォッチは販売
されていない。つまりスマートウォッチはま
だまだIT製品の枠を超えておらず、腕時
計のような日用品にはなっていないのだ。
　これはスマートウォッチの認知度がま
だ低いためでもあるが、バリエーション
が少なく腕時計のように自分好みの製
品を見つける楽しみも持てないからだろ
う。また、大半の製品が毎日の充電を必
要としている。スマートウォッチは毎日
使いつづけるにはなかなかハードルが

　腕輪型やメガネ型など身体に装着す
る小型機器、いわゆるウェアラブル・デバ
イスはさまざまな製品が発売されてい
る。スマートフォンと連携することで
メールやスケジュールの通知を受けた
り、あるいはウェアラブル・デバイス側か
ら歩数などの活動量を記録できる便利
な端末だ。グーグルが開発した『Google 

Glass』はまるでSF映画に出てくるかの
ようなルックスで大きな話題となった。だ
がメガネ型の製品はまだ用途が定まって
いないこともあってか、ここ最近の新製
品は腕輪や腕時計型に集中している。特
に腕時計型はスマートウォッチとも呼ば
れ種類も豊富だ。
　スマートウォッチは2006年ころから
登場しており、スマートフォン黎明期か
ら知られている。ソニー・モバイルやサム
スン電子の製品がメジャーだが、ぺブル
（Pebble）など新興メーカーの参入も

モバイルが変える未来

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。スマートフォンの登場によって大きく変わった私たち
のモバイル・ライフは、これからどうなっていくのか？ グローバルな動きをクローズアップ
し、コミュニケーションの未来を探ります。今回は、新製品が続々と登場しているスマート
ウォッチを取り上げます。

次世代製品の登場で
普及が見えてきた
スマートウォッチ市場

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。

スマートウォッチに
革命をもたらすか

脱IT製品化を目指す
デザイン重視モデルが登場

普及はこれからの
ウェアラブル・デバイス

多極化するスマートウォッチ
ユーザー・ニーズはさまざま

1.『Huawei Watch』は高級腕時計のような外見　2.通知機能をシンプルにした製品は腕時計と変わらぬ長時間利
用が可能。写真はEZIOのスマートウォッチ

1 2
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　ケニアは2030年までに世界的に競争
力のある国家となることを目指し、『ビ
ジョン2030』という開発計画を推進して
います。ICTはこの計画を実現するための
重要な手段と位置づけられており、ICT

インフラの整備、電子政府の実現、ICT

人材の育成、ICT産業の強化などの施策
によって、ケニアをアフリカのICTハブに
するという国家ICT基本計画（National 

ICT Master Plan）を発表しています。
　また、ケニアは携帯電話普及率が70%

とアフリカの中でも高く、主要通信事業者
のサファリコムが販売する携帯端末の約
67%がスマートフォンであり、モバイル化
が進んでいます。特にモバイル・マネーは
広く利用されており、サファリコムが提供
する『M-Pesa』は世界で最も成功してい
るモバイル・マネー・サービスとして知ら
れています。Mはモバイル、Pesaはスワヒ
リ語で「お金」。M-Pesaによって、預金や
送金から、公共料金や携帯電話の通話料
など各種サービスの支払いまで、あらゆる
金銭のやりとりを携帯電話で行うことが
できます。それまで多くの人が銀行口座を
持っていなかったケニアで、M-Pesaは
人々の経済活動を根底から変えました。
同サービスは国内で販売されているすべ
ての携帯電話で使用可能で、いまやユー
ザー数1,800万人、国民の4人に1人が利
用する、ケニアでの日常生活に欠かせな
いインフラとなっています。

　ICT基本計画の一環として、政府は首
都ナイロビと国内全47の行政区（county）
を結ぶ光ファイバー・ネットワークの構

築を進めています。ファーウェイはこの
NOFBI（National Optic Fiber Back-

bone Infrastructure）プロジェクトの
パートナーとして、昨年までにフェーズ1

を成功裏に終了させ、現在2015年末の
完成に向けてフェーズ2のデリバリーを
行っているところです。同ネットワークを
活用した電子政府サービスの提供も計
画しています。
　サファリコムとは2008年にケニア初の
3Gサービスを開始するにあたって協業
し、昨年12月に同社がケニアおよびサハ
ラ以南のアフリカで初めて商用化した4G

ネットワークの構築にも協力しています。
また、今年3月にM - P e s aのプラット
フォームをアップグレードした際には、高
度な暗号化と認証の技術によってさらに
安全な取引を実現しました。そのほか、課
金システムやゲーム、音楽などのサービ
ス・デリバリー・プラットフォームにおける
ソリューションも提供しています。

　ファーウェイが2010年にケニアで発売
したスマートフォン『IDEOS U8150』は、
約8,000ケニア・シリング（約8,000円※）
という手ごろな価格で人気を集め、発売
から数か月で21万台もの売上を記録し
ました。IDEOSによってスマートフォンは
ケニアの人々にとって日常的なツールと
なり、ケニアのスマートフォン市場は大き
く発展しました。市場の成熟にともない、
いまでは低価格モデルだけでなく、サファ
リコムの4Gサービスに対応した『P7』な
どのハイエンド・スマートフォンも投入し
ており、スマートフォンの市場シェアは
15%となっています。

　国内各地で病院や学校の設立をサ
ポートしてきたほか、2013年にはケニア
赤十字社の通信戦略パートナーとなり、

事故や災害時の迅速な対応とスムーズ
なコミュニケーションを実現するため、救
急医療サービス向けにスマートフォンと
タブレットを寄贈しました。また、ケニア
北部のレワ野生動物保護区で毎年開催
されている動物保護のためのチャリティ・
マラソンに2008年から協賛しています。
　ケニアで特に重要な活動は、デジタル・
デバイドの解消と教育による機会の創出
です。2014年6月には情報通信技術省
傘下の国営企業 ICTA（ Information 

and Communication Technology 

Authority）とMoUを締結し、ケニアの
ICT人材育成に貢献するプログラムとし
て、ファーウェイがグローバルで展開して
いる『シーズ・フォー・ザ・フューチャー』を
実施することになりました。このプログラ
ムは、国内の大学の工学部で学ぶ優秀な
学生を中国・深圳のファーウェイ本社に
招待し、ICTトレーニングとインターンシッ
プの機会を提供するもので、2014年10月
に10名が第1回のトレーニング・ツアーに
参加しました。2017年までに100名の参
加が計画されています。

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。

スマートフォンの普及を促進し、
社会の発展をサポート

ケニアの通信事業者でのカスタマー・サービスと営業職を経て、
2014年にファーウェイ・ケニアに入社。社員どうしが刺激しあい、サ
ポートしあいながら、常に新しいことにチャレンジできるファーウェ
イの社風を愛し、本社から赴任した女性広報部長のアシスタントと
して日々成長を実感している。旅行と読書、友達とのおしゃべりが
週末の楽しみ。

ファーウェイ・ケニア広報部アシスタント
スーザン・ワングイ（Susan Wangui）

今回登場するのは…

携帯電話であらゆる支払いができるM-Pesaはケ
ニアの日常生活の一部となっている。街中にはアカ
ウントの開設や現金のやりとりができる窓口があち
こちに（左）。入金の際は支払先に割り当てられた番
号（上）を入力する

端末市場ではどのような
位置を占めていますか？

　ファーウェイの東アフリカ・トレーニン
グ・センターでは、ケニアと近隣諸国の従
業員、お客様、学生、政府関係者にICTの
最新の知識と技能を学ぶトレーニングを
提供しており、これまでに3,000名以上が
受講しています。また、ナイロビ市内のス
トラスモア大学と提携して設立した
HANA（Huawei Authorized Network 

Academy）では、ICT教育プログラムを
開講し、修了者に認定証を発行していま
す。2013年からは、貧困層の若者に教
育と就労の機会を与えるNPO『Slum-

Code』にもトレーニングと機器を提供し
ています。こうした取り組みは、現地の人
材育成と雇用促進に大きく貢献してい
ます。
　M-Pesaやスマートフォンによって
人々の生活が急速に変化したケニアで、
ICTはさらに便利で豊かな暮らしを実現
するという重要な役割を担いつづけるで 

しょう。ファーウェイ・ケニアは通信事業
者をはじめとするビジネス・パートナーと
協力しながら、ICTを通じてケニア社会の
発展に尽力していきます。

ファーウェイが昨年発表した世界
接続性指標で、ケニアは通信インフ
ラへの投資がGDPの2.4%と調査国
中で最も高く、「成長可能性」スコア
も第1位でした。ケニアにおけるICT
の重要性について教えてください。

ファーウェイ・ケニアはこの市場で
おもにどのような貢献をしているの
でしょうか？

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

1998年
ナイロビ
約200名、うち60%が現地採用（2015年2月現在）

：
：
：

ファーウェイ・ケニア

固定電話加入者数・普及率 ： 21万人・0.5％
携帯電話加入者数・普及率 ： 3,131万人・70.6％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 39％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 6万人・0.1％（ITU調べ、2013年現在）
主要通信事業者 ： サファリコム（Safaricom、英ボーダフォン傘下）、
エアテル・ケニア（AirTel Kenya、印バーティ・エアテル傘下）、
テルコム・ケニア（Telkom Kenya、仏オレンジ傘下）、
リキッド・テレコム・ケニア（Liquid Telecom Kenya）、アクセス・ケニア（AccessKenya）

ケニアの通信事情

ケニア

※1ケニアシリング1円換算

ファーウェイ・ケニア

ファーウェイ・ケニアはどのような
CSR活動を行っていますか？

2014年10月、ボーダフォン財団による『インスタント・
ネットワーク・スクール』プログラムに協力し、ケニア北
東部のダダーブ難民キャンプに開校された13の学校
にタブレットを寄贈した。同プログラムにはキャンプで
生活する1万8,000人の児童・生徒が参加し、タブレッ
トを活用した学習や職業訓練を行っている

ケニアのスマートフォン市場を切り拓いたファーウェ
イの『IDEOS U8150』
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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。

壊したりする、持ち歩くのを嫌がる、といった声があり、『腕時計型な
ら着けたがるかもしれない』というご意見があったんです」
　ご自身も父親である松藤氏は、そのニーズに納得。その後も全国
で親御さんたちから話を聞き、確実に市場があることを実感します。

　2014年初頭、M2M向けの手ごろな料金プラン「デバイスプラ
ス」を生かせる製品として企画開発を開始。機能やデザインにお
いても、親子の視点に徹底してこだわりました。
　「最初は通話とメールは必須と考えていたんです。でも『変な
電話やメールが来ないか心配』『子どもは電話でちゃんと要件
を伝えられない』といった親御さんたちの声を聞き、最終的には
通話は不要、メールも簡単なSMSで十分と判断しました。子ど
もにはあまり高価なものは着けさせられないという方が多いの
で、価格は抑えたかった。そのためにも、いらない要素はそぎ落
とし、本当に必要な機能をしっかり実装して、それを必要として
いる人に使ってもらいたいと考えました」
　色やベルトのデザインを決める際には、たくさんのサンプルを
子どもたちに試してもらい、感想を聞きました。「腕時計をする、
時計の針を読むという行為は、子どもにとっては大人っぽくて
かっこいいこと。充電用のクレードルも、『自分のもの』として存在
感が出るように、ベルトを伸ばした状態で置ける形にしました」

　ファーウェイについては「キッズケータイ（H W - 0 1 D、
HW-01G）での実績から、こちらの期待に確実に応えてくれると
いう安心感、信頼感がありました。いずれは、グローバルな事業展
開を生かしてこの製品を世界に広げてもらえたらいいですね。親
が子どもを守りたいという想いは世界共通ですから」と松藤氏。
　価格を抑えながら必要な機能を実装するため、ファーウェイは
プラットフォームとしてフィーチャーフォンで使われてきた
BREWを使用することを提案しました。「はじめは驚きましたが、

電池のもちや動作の安定といった点でも最適な選択だと納得し
ました。ぶつけても壊れにくいよう画面をフレームよりわずかに低
くする設計や、子どもが使いやすいUIセンサーで得た情報をシン
プルで直感的に把握できるウェブサイトなども、一緒に知恵を出
しあいながら一つひとつこだわりを実現していきました」

　松藤氏が腕時計型端末に関わったのは、ポケットベル、PHS

に続いて今回が3台目。「単体で通信機能を持つウェアラブルに
できることはもっとある。子ども用やペット用など、これまでにない
用途で通信を役立てるという意味で、ウェアラブルの役割は大き
いと思います」
　認知症や要介護の高齢者向けにドコッチを使いたいという要
望も出てきているとか。「ドコッチは家族に安心と自由をもたらしま
す。親が安心できれば、子どもは行動範囲が広がり、自由な冒険が
できる。今後も家族を大事にする製品をつくっていきたいですね」

　『ドコッチ 01』は、小学校低学年のお子様を想定ユーザーとし
た3G通信搭載の腕時計型デバイスで、「走る」「歩く」「座る」「外
す」の4つのステイタスを検出するGセンサー、気温や湿度の異常
を感知する温湿度センサー、GPSやBluetoothペアリングによっ
てお子様の活動状況や居場所をパソコンやスマートフォンから
見守ることができます。ドコモとファーウェイは開発段階から密接
に協業し、製品化を実現しました。
　子ども向けウェアラブルというアイデアは、お父さん・お母さん
たちの声から生まれたと松藤氏は語ります。「数年前に、キッズ
ケータイの販促キャンペーンで地方の量販店などの店頭に立
ち、お子さんを持つお客様とお話しする機会が多くありました。
その中で、特に低学年や男の子の場合、携帯電話だとなくしたり

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの端末最新情報をご紹介します。

親に安心を、子どもに自由を
親子の声から生まれたキッズ向け腕時計型デバイス『ドコッチ 01』

4月4日にNTTドコモから発売される『ドコッチ01』。キッズ向けウェアラブルというこのユニークな製品を企画した
同社M2Mビジネス部コンシューマM2Mビジネス スマートホーム担当課長の松藤英文氏に、開発の背景をうかがいました。

『Speed Wi-Fi NEXT W01』はKDDI、UQコミュニケーションズより、
『Speed USB STICK U01』はKDDIより1月30日発売
受信最大220Mbps※1の超高速データ通信が可能なWiMAX 2+のキャリアアグ
リゲーションと人口カバー率99％（プラチナバンド800MHz）※2の4G LTE※3に対応。
『Speed Wi-Fi NEXT W01』は薄さわずか10.0mm、スリムでスタイリッシュなボ
ディはクレードル（別売り）による据え置きでインテリアにも馴染みます。『Speed 

USB STICK U01』はLTE国際ローミングに対応するほか、法人向け特有のセキュ
リティ・ニーズに応えるツールも充実しています。
※1 ファームウェアのバージョンアップが必要です。提供前は受信速度最大110Mbpsとなりま
す。一部エリアより順次開始予定のため、エリアによって最大通信速度が異なります。　※2 
「人口カバー率」は国勢調査に用いられる約500m区画において50%以上の場所で通信可能
なエリアをもとに算定。　※3 4G LTEがご利用できるモードで通信した月は別途オプション料
がかかります。

WiMAX 2+キャリア・アグリゲーションと4G LTEに対応した
モバイルWi-Fiルーター『Speed Wi-Fi NEXT W01』
法人向けデータカード『Speed USB STICK U01』

NTTドコモより2月26日発売
家庭用タブレットとして高い支持を集めた『dtab』の第2弾。LTE対応、8イン
チの画面はベゼル幅5.7mmと狭額縁設計で持ちやすさと見やすさを両立
しました。本体前面の2つのスピーカーで迫力あるサウンドが楽しめます。

1月23日発売
エレガントな8インチのボディに、クアッドコア1.2GHz CPU、Android™ 

4.3と充実した基本性能、大容量の4800mAhバッテリー搭載で、ビジネス・
シーンをパワフルにサポート。長時間使用も楽 の々薄型・軽量設計です。

シリーズ第2弾
シンプル・
あんしんタブレット
『dtab d-01G』

きっかけはパパ・ママの声から

製品のイメージはハックルベリー・フィンや映画
『スタンド・バイ・ミー』。パッケージも自由と冒険を
テーマにした（左）
シンプルなデザインで子どもの状態がすぐに把握
できるスマホ用サイト（右）

親と子どもに本当に必要な機能を

家族を守るウェアラブルの可能性

ファーウェイとともにこだわりを実現

法人向けWi-Fiタブレット
『MediaPad T1 8.0』

『Speed Wi-Fi NEXT W01』 『Speed USB STICK U01』
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 2015 . 3 . 2
NTTドコモと5G中核技術の共同実験実施
で合意、中国と日本で5G無線ネットワーク
の基盤となる無線アクセス技術の検証を目
的としたフィールド・トライアルを計画

2015 . 3 . 2
MWC 2015でフルフィールド・コミュニケー
ション・システム『MirrorSys』を発表、220
インチのディスプレイ、110度の視野角を持
つ8Kの超高精彩動画と22.2チャンネルの
立体音響でイマーシブな視聴覚体験を提
供するデモを実施

2015 . 3 . 4
米インテルと共同で、通信事業者向けにパ
ブリック・クラウド・ソリューションをグロー
バル市場で提供

2015 . 3 . 4
ファーウェイのLampSiteソリューション、
MWC 2015で「Best Mobile Infrastructure 
Award（最も優れたモバイル・インフラスト
ラクチャ賞）」を受賞

2015 . 3 . 16
ドイツ・ハノーバーで開催されたCeBIT
2015で、ファーウェイ法人向け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・ジャパン会長の閻力大（エン・リダ）
が「ＩＣＴが可能にする新たな産業革命」と
題した基調講演に登壇

2015 . 1 . 13
2014年度業績（速報値）を発表

2015 . 2 . 16
英国子会社にジョン・ブラウン卿（Lord 
Browne of Madingley）をはじめ3名の独
立社外取締役を任命、取締役会を強化

2015 . 2 . 27
英通信最大手EE、米クアルコムとウェンブ
リー・スタジアムで400Mbpsの超高速ワイ
ヤレス接続をデモ 

2015 . 3 . 2
MWC 2015でICT産業に向けたビジョン
「Open ROADS to a Better Connected 
World」を展開

2015 . 1 . 5 ～
大阪のコミュニティFMラジオ局エフエム・キ
タで放送されている『Be Fresh! Monday』
のスポンサーとなり、番組内でファーウェイ
の事業やCSR活動について紹介

2015 . 2 . 9
東京コンファレンスセンター・品川で開催さ
れた『SDI Conference 2015』にて、ソ
リューション＆マーケティング本部ソリュー
ションセールスエキスパート桜井浩哲が
「ネットワーク仮想化の商用化に向けた展
望」について講演

2015 . 2 . 12
NTTドコモに提供した『ドコッチ 01』と『TV 
BOX TB 01』が世界的デザイン賞「iFデザ
インアワード」を受賞、栄誉ある同賞の2年
連続受賞に輝く

2015 . 2 . 25 ～ 27
東京ビッグサイトで開催された第6回太陽
光発電システム施工展に出展、スマート・
メガソーラー・ソリューションを展示

2015 . 4 . 8 ～ 10
東京ビッグサイトで開催される『第15回光
通信技術展（FOE2015）』にて、4K／8K映
像サービスを家庭に配信するＦＴＴｘソ
リューション、5G モバイル・サービスを支え
るフロントホール／バックホール・ソリュー
ションを展示し、日本初公開となるBeyond 
100G（400Gb㎰/2Tb㎰）伝送と、光・銅線・
ケーブルによるエンド・ツー・エンド4Kビデ
オのライブデモを実施

2015 . 5 . 27 ～ 29
東京ビッグサイトで開催される『ワイヤレス
ジャパン2015』『ワイヤレス・テクノロジー・
パーク2015』にて講演

2015 . 6 . 10 ～ 12
幕張メッセで開催される『Interop Tokyo 
2015』に出展

　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、2015年2月5日、バンガロールに新
R&Dキャンパスを開設し、政府やメディア
などの関係者に公開しました。
　敷地面積20エーカー（約8万937平方
メートル）、総床面積100万平方フィート
（9万2,903平方メートル）、最大5,000人
を収容可能な新キャンパスは、現在人員
を増強しているソフトウェア開発の拠点
となり、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、大規
模なカフェテリア、立体駐車場、駐在員
用居住エリアなどが併設されています。
新キャンパスの設置にあたり、ファーウェ
イは1億7,000万米ドル（約199億7,670

万円※）を投資しています。
　ファーウェイは1999年に中国国外初
の研究開発拠点としてインドR&Dセン
ターをバンガロールに開設し、これ以降
グローバル化を加速させてきました。今
日では2,700人のエンジニアを擁し、この
うち管理職を含む98%以上が現地ス
タッフで構成されています。また、同セン
ターは中国国外にあるR&Dセンターの
中でも最大規模を誇り、開発部門の最重
要拠点とされています。

　3月13日、フランス・パリに、ファーウェイ

　次世代の科学技術人材の育成を支援
することを目的に、文部科学省主催の『第
4回サイエンス・インカレ』に協賛し、サイ
エンス・インカレ・コンソーシアム参加企
業賞として「ファーウェイ賞」を創設しま
した。『サイエンス・インカレ』は、自然科学
分野を学ぶ大学の学部生などが自主研
究の成果を発表する場として2012年2月
から実施されています。2月28日～3月1日
に神戸国際会議場で開催された今大会
では、過去最高となる291組の応募から
書類審査を通過した計172組の学生が
自主研究の成果を披露しました。
　ファーウェイ・ジャパンは今年初めて
『サイエンス・インカレ』に協賛し、新規
性、実用性、グローバルに活躍できるコ
ミュニケーション力を基準に優れた研究
を表彰するファーウェイ賞を創設しまし
た。審査の結果、東北大学工学部情報

知能システム総合学科の金村卓郎さん
による「薄膜磁性体・絶縁体接合におけ
る強磁性共鳴の直流電圧測定～機能性
ナノ・デバイスにおける強磁性共鳴の検
出を目指して～」と題した研究がファー
ウェイ賞を受賞しました。
　ファーウェイは現在世界30か国以上
でICT人材育成を支援しており、実践的
なICTトレーニング、奨学金、就労体験、
インターンシップなどを提供しています。
本年は『第4回サイエンス・インカレ』の参
加者から希望者約20名を募り、中国・深
圳のファーウェイ本社の見学と最新の
ICT技術の体験を通じて、グローバルな
視野や継続的な研究意欲の醸成に貢献
する予定です。

初の試みとなるデザイン分野のイノベー
ションに特化したパリ・デザイン研究セン
ター（Paris Aesthetics Research 

Center）を開設しました。
　同センターは時計やスマートフォンな
どの製品に先端技術とアートを融合する
クリエイティビティの実現をミッションと
し、すでにMWC 2015では同センターが
手がけた『Talk Band B2』を発表してい
ます。フランスのデザイン業界とのコラボ
レーションは、工業デザインを専門とする
国立パリ・デザイン大学（École Nationale 

Supérieure de Création Industrielle）と
の提携につづくものとなります。同セン
ターは現在、ラグジュアリー・デザイン、
ファッション、自動車、3D、デジタル、ブ
ランド戦略などを専門とする10名のデ
ザイナーで構成され、マチュー・ルアヌー
ル（Mathieu Lehanneur）氏がチーフ・
デザイナーを務めています。

インド・バンガロールに
新R&Dキャンパスをオープン

パリ・デザイン研究センターを開設

その他の主なニュース

『サイエンス・インカレ』に協賛
「ファーウェイ賞」を授与

ファーウェイ賞を受賞した東北大学工学部情報知能
システム総合学科 金村卓郎さん（右）、ファーウェイ･
ジャパン常務執行役員 渉外・広報本部長  魏新挙
（ウェイ・シンジュ）

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。

『ドコッチ 01』

『TV BOX TB 01』

※1米ドル117.51円換算（2015年2月5日現在）

その他の主なニュース
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ファーウェイ・ジャパンでは、言語や文化の違いを超えたチームワークを実現するために、社内の活発な
コミュニケーションを大切にしています。日本語・中国語の2か国語で会社の情報を共有する社内報を発
行しているほか、ICC（Internal Communication Committee）による社員交流イベント、家族をオフィ
スに招待するファミリー・デー、中国の旧正月を祝う新年会などを開催しています。

ファーウェイ・ピープル

今回のファーウェイ・ピープルでは、社内報『Moshi-
Moshi』をはじめ、社内のコミュニケーションを円滑
にするためのさまざまな取り組みをご紹介します。

Theme

社内コミュニケーション

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

人事部では
『Moshi-Moshi』を通じて
どんなことを目指していますか？

Q

全社に関する情報を
毎月2か国語で発信するのは
たいへんな作業ですね。

Q

広報部が創刊してから4年間、
会社とともに成長してきた
『Moshi-Moshi』ですが、
これからはどのように
進化していくのでしょうか？

Q

　ファーウェイ・ジャパンでは毎年、旧暦
の新年にあたる春節の時季に従業員と
その家族を招待して新年会を開催して
います。芸達者ぞろいの社員たちが歌や
踊りを披露して新年を祝い、1年間の労
をねぎらいあうとともに、日ごろから社員
を支えてくれている家族を感謝の気持ち
を込めておもてなしします。

　ファーウェイ・ジャパンには、日本人、中国人のほか、東南アジア
や中南米の出身者など、幅広い民族的・文化的背景を持つ従業員
が働いています。こうした多様な従業員間の交流を図り、より働きや
すい職場環境を提供することを目指して、いろいろな活動が行われ
ています。

　ICCでは仕事以外の場で従業員が交
流するためのさまざまな活動を企画して
います。これまでに手づくり餃子パー
ティーやボウリング大会、カートレース大
会などを開催し、たくさんの参加者から好
評を博しています。

従業員どうしの交流を促進する

ファーウェイ・ジャパンの取り組み

中国と日本の文化や習慣を紹介し、互いの理解を
深める。社員のお弁当紹介のコーナーも

手づくり感にあふれた初期の『Moshi-Moshi』から
洗練されたレイアウトにリニューアル

ながら、同じ目標に向かって力を発揮で
きるような社内の雰囲気を醸成すること
が大切です。『Moshi-Moshi』は社員が
会社や同僚について、日中の文化の違
い、それぞれの慣習を理解し、学びあう上
で重要な役割を果たしています。

馬：そうですね。人事部のほか、各事業部
や広報部、マーケティング部、ITサービス
部、法務部などさまざまな部署に情報提
供をお願いし、社内の翻訳センターの協
力を得て制作しています。また、社員の生
の声や素顔をできるだけ多く伝えたいと
考えているので、たくさんの社員に会って
話を聞いたり、記事や写真を投稿しても
らったりしています。皆さん優れた能力と
個性を持っていて、それぞれの仕事に対
する考え方や人生観について話を聞け
るのはおもしろいですね。

馬：いま目指しているのは、ファーウェイ
がグローバルで展開している社内コミュ
ニケーションとの連携です。ファーウェイ
には本社が発行する社内報『Huawei 

People』や、オンライン・コミュニティ
『Xinsheng Community』（中国語では
『心声社区』）など社員のためのコミュニ
ケーション・プラットフォームがあります。
『Moshi-Moshi』と相互にコンテンツを共
有するほか、こうしたプラットフォームを
もっと活用して他国の社員との交流を深
め、グローバル企業のメンバーであるこ
と、世界中に仲間がいることを実感しても
らえたらと思っています。

　『Moshi-Moshi』は人事部に所属する
3名の編集チームが中心となって制作し
ています。日本の出版社で新聞や雑誌の
編集経験を積み、現在『Moshi-Moshi』
の編集実務を担当している馬清羽（マ・
チンユウ）さんに話を聞きました。

馬：ファーウェイ・ジャパンには、現地採
用の日本人社員と中国人社員、本社から
赴任する中国人社員、派遣社員など、国
籍やバックグラウンドの異なる多様な
人材が集まっています。そのため、文化や
習慣の違いを超えて全員が会社の価値
観を共有し、互いに認めあい、理解しあい

　ファーウェイ・ジャパンでは、2011年よ
り日本語・中国語の2か国語の社内報
『Moshi-Moshi』を月1回発行していま
す。まだ現地採用社員の割合もいまほど
大きくなかった当時、自分たちが働く会
社、ともに働く仲間について、お互いのこ
とをもっとよく知ってもらいたいという想

いから広報部の発案により創刊。タイト
ルは『HuaWave』と同じく社内公募で決
まりました。電話での会話で最初に発す
るひと言であり、ファーウェイのビジネス
にも深く関係がある「もしもし」という言
葉をタイトルにすることで、従業員どうし
のコミュニケーションのきっかけになるよ
うにという願いを込めています。2014年
には担当を人事部にバトンタッチし、誌
面をリニューアルしました。　

編集会議では他部署の社員にもヒアリング。錦糸町、
九段下、横浜のオフィスから電話で会議に参加する
人も。写真左端が馬さん

表紙を飾るのは社員が撮影した写真。
プロ並みの力作がそろう

編集チームに聞く
『Moshi-Moshi』のこれから

2か国語で情報共有
社員をつなぐ社内報

社員の声を伝えるインタビュー

Renewal!

旧正月を祝う新年会

　経営陣と従業員との交流・意見交換の
場として、社長をはじめとする取締役と
オープンな対話を行うミーティングを定
期的に設けています。経営陣が会社の方
向性を従業員と共有し、業務の現場から
の率直な疑問や提案に耳を傾ける貴重
な機会となっています。

オープン・ミーティング

ICC
（Internal Communication Committee）

　2014年から、従業員の家族をオフィス
に招くファミリー・デーを実施しています。
事業内容の紹介やラボ見学、名刺交換や
ビデオ会議などのアクティビティーを通
じて、パパやママ、夫や妻が働く職場を体
験し、会社への理解を深めてもらいます。

ファミリー・デー

社内の掲示板もクラシックな交流手段として活用
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　中国語で塔城（ターチェン）、ウイグル
語でタルバガタイと呼ばれる、カザフス
タンとの国境の街で18歳まで育ちまし
た。この地域にはカザフ族、ウイグル族の
ほか複数の少数民族が住んでいますが、
私は両親が山東省出身の漢民族です。
　新疆ウイグル自治区の首府ウルムチか
ら車で7～8時間の道のりは山あいで風が
強く、冬は雪深いため、かつては危険な道
でしたが、近年は整備が進み、美しい景色
を楽しめるようになりました。家畜の牛や
馬、ラクダを横目に曲がりくねった山道を
抜け、盆地に入ると、まっすぐな道沿いに
強風を利用した風力発電用の風車がずら
り。澄み切った青空を背景に巨大な風車
がまわる光景は、実に壮観です。
　土地が肥沃なため農業が盛んで、特に
ビールの原料であるホップの産地として
知られています。新疆ビールや烏蘇（ウス）
ビールといったご当地ビールも有名です。
天然資源も豊富で、金や石炭、石油のほ
か、宝石の採掘も行われています。
　故郷を観光する機会はあまりなかった
のですが、最近になってSNSで中学時代

の友人たちとつながり、近況を報告しても
らえるので、以前よりも新疆に詳しくなりま
した。昨年久しぶりに帰郷し、彼らとの再
会を果たせたのはうれしかったです。

　カザフ族やウイグル族の食習慣が融合
した独特の食文化を持ち、馬の干肉や
ソーセージなどが名物です。日本に来て、
馬肉を生で食べる文化があることを知り、
驚きました。塔城では馬肉は家庭ではあ
まり食卓にのぼらず、普段は羊肉の串焼
きやナンと呼ばれる円盤状のパン、野菜
や羊肉と炒めて食べる拉条子（ラーティァ
オズ）という麺などをよく食べます。

　瀋陽の東北大学を卒業後、大連と広州

で日本と欧州の企業に数年間勤めたの
ち、北京大学と米フォーダム大学の共同
プログラムでMBAを取得しました。修了
後はコンサルティング会社でサプライ
チェーンや購買に関する案件を担当し、
2011年にファーウェイに入社。深圳本社
で2つの役職を務めてから、2013年4月に
購買認証部長として日本に赴任しました。
　夫は私の転職のために北京から深圳

へ引っ越してくれ、息子も広州の大学に
入学したばかりで、海外赴任には抵抗が
ありました。でも、本社の大組織の中での
業務とは違い、日本ではビジネスの最前
線でより実践的な価値を生むことができ、
いまではとてもやりがいを感じています。
　技術革新の激しい通信業界で事業を
急拡大してきたファーウェイでは戦略や
市場のニーズに合わせて職務が柔軟に変
わるため、変化にすばやく適応することが
求められます。簡単ではないですが、その
分新しいことを学ぶ機会も多く、日々成長
を実感できます。購買の業務は短期間で
さまざまな部署やサプライヤーからの異
なる要望に応えなければならないので、
感情的にならず常に冷静に対応し、相手
の立場を尊重するよう心がけています。仕
事を通じて管理職としてのスキルやコミュ
ニケーション力を磨き、自分自身を高めて
いくのが私の目標。80歳になるまで働い
ていたい、成長しつづけていたいですね。

張 華 （ジャン・ファ）
購買認証部　部長
新疆の故郷から遼寧省瀋陽の大学へ進学し、大連、広州、北京、深圳と中国
国内のさまざまな都市での生活を経て、2013年4月に現職として来日。夫と大
学生の息子を中国に残しての初めての海外赴任だが、コミュニティ・スクール
で日本語を学んだり、同僚と観光や散策に出かけたりと、日本での暮らしを楽
しんでいる。週3回のジョギングがエネルギーと健康の源。

漫遊中国

異文化が交じり合う国境の街

新疆ウイグル自治区塔城市
風車が並ぶ壮大な景色

仕事を通じて自分を高める

多文化が融合した食卓

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。異文化の架け橋

　冠婚葬祭のしきたりには文化を超えた
共通事項もありますが、国や地域ごとに
違いも大きく、とまどうことも多いもの。今
回は中国の結婚式に関するマナーや習
慣をご紹介します。
　まずは日取りと時間。日本では大安や
友引が結婚式にふさわしい日とされます
が、中国では縁起のよい数字とされる6、
8、9の付く日が好まれ、とりわけ6/6や8/8

などゾロ目がおめでたいとされます。同様
に、開始時間も縁起をかついで「28分」
など分刻みで決められることもあります。

　日本で結婚式といえば「純白」ですが、
中国のおめでたい色は赤。衣装や装飾に
も赤が使われます。招待客は赤いドレス
の花嫁より目立ってしまわないよう赤一
色の服装は避けます。白と黒は葬儀の色
とされるため、日本人にとってフォーマル
である黒いスーツに白いネクタイという
スタイルは、中国の結婚式ではタブーで
す。一般に、招待客は日本ほどかしこまっ
て着飾らず、カジュアルな服装で気軽に
出席することが多いようです。
　ご祝儀の金額で縁起をかつぐのは日本
と同じですが、日本では分けることのでき
ない奇数が好まれるのに対し、対になっ
ているほうが縁起がよいとする中国では
偶数（中国語では「双数」）の金額にする
のが一般的です。前回ご紹介したお年玉
と同じく、「紅包（ホンバオ）」と呼ばれる
赤いご祝儀袋に入れて渡します。
　気を付けたいのが、「寿」という字。日
本ではお祝いの言葉としてご祝儀袋にも
記されていますが、中国語では「長生き」
を意味し、長寿を祝う際に使われる一方
で、葬儀や死後のために用意する物（「寿
衣」＝白装束、など）のことも指すため、結

婚式にはNGです。
　また、おめでたいことがあったときに飴
を配って幸せをおすそわけするという「喜
糖（シータン）」と呼ばれる習慣があり、結
婚式で出席者に配られるほか、招待でき
なかった友人や同僚に新郎新婦が後日
喜糖を配ってまわることもあります。
　式のあとのユニークな風習に、漢の時
代（BC202～220年）のころから伝わる
「閙洞房（ナオドンファン）」があります。
「閙」は騒がせる、「洞房」は新婚夫婦の
部屋の意。文字通り、新婚初夜に夫婦の
寝室に親しい友人たちが押しかけて大騒
ぎをするというもので、もともとは新居に
邪気を寄せつけないという意味がありま
したが、いまでは新婚夫婦に2人のなれそ
めを聞いたり、ひとつのリンゴを食べさせ
たり、キスをさせたりしておめでたい夜を
盛り上げる恒例イベントとなっています。
　新郎新婦には、「恭喜恭喜（ゴンシー
ゴンシー）＝おめでとう」「白頭偕老（バイ
トウシエラオ）＝ともに白髪が生えるま
で、末永くお幸せに」「百年好合（バイ
ニェンハオフー）＝一生仲良くお幸せに」
といった祝福の言葉をかけましょう。

結婚式のマナー

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。

「謙虚なリーダーになれ」と題したこのスピーチで、任は業界を牽引する大企
業へと成長したファーウェイが会社としてどのような姿勢を取っていくべきか
を説き、謙虚さの重要性を指摘した上で、「この先どれほど強大な企業になろ
うとも、お客様、サプライヤー、競合他社、社会に対して、そして自分たち自身
に対しても、謙虚な態度を貫きつづけなければならない」と述べました。

謙虚来自自信，謙虚来自自身的強大。
謙虚さは自信から、
自分自身の強さから来るものだ。
ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（2014年、年初の社内向けスピーチより）

　例年どおり、今号のHuaWaveではMWCの
総括レポートをお届けいたしました。ネット
ワークにつながる端末が多様化し、膨大な接
続に対応する5Gへの期待が高まる中、ファー
ウェイのネットワーク、デバイス両ブースには
多くのお客様にお越しいただき、ご高評を賜り
ました。この場をお借りして、ご来場いただいた
皆様にあらためて御礼を申し上げます。
　今号の各記事でご紹介したように、ファー
ウェイは端末製品やモバイル・ソリューション
のほか、固定ネットワークやクラウドの分野で
も国内外のさまざまなお客様の課題解決とビ
ジネスの成功をお手伝いしています。世界の情
報通信をエンド・ツー・エンドで支え、「より“つ
ながった”世界」を実現するファーウェイの技
術に、今後もぜひご期待ください。

編集後記

塔城市へ向かう道路の両脇には、風力発電用の風車がずらりと並ぶ
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ナン（左）と
拉条子（右）

新郎新婦が向かい合っておじぎしあうのも中国式
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