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　中国語では年の初めや大
きなチャレンジを前に前途を祝
うとき、「馬到成功（mǎ dào 
chénggōng）」（「軍馬が到着
すれば戦に勝てる」＝「物事が
はじまってすぐに成功する」の
意）という言葉がよく使われま
す。午年の到来とともに、読者
の皆様のますますの躍進と成
功を祈願して、今号の表紙で
は意気揚 と々駆け出す馬を中
国 の 伝 統 的な切り絵 細 工

「剪紙」で表現しました。1枚
の紙から途切れなく複雑なパ
ターンを切り出す剪紙は、中国ではお正月（春節）をはじめさまざまな慶事
で家々の窓を飾る民間芸術で、古くから人間のパートナーとして重用され
てきた馬は午年に限らず人気のあるモチーフとなっています。
　新しい年、おかげさまで『HuaWave』も創刊3周年を迎えました。今
年はコンテンツをよりいっそう充実させ、さらに進化した『HuaWave』を
皆様にお届けしていきたいと願っております。読者の皆様の変わらぬ
ご支援に感謝するとともに、今後とも貴重なご意見を賜りますようお願
い申し上げます。
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中国語では年の初めや大
きなチャレンジを前に前途を祝
うとき、「馬到成功（mǎ dào 
chénggōng）」（「軍馬が到着
すれば戦に勝てる」＝「物事が
はじまってすぐに成功する」の
意）という言葉がよく使われま
す。午年の到来とともに、読者
の皆様のますますの躍進と成
功を祈願して、今号の表紙で
は意気揚 と々駆け出す馬を中
国 の 伝 統 的な切り絵 細 工

「剪紙」で表現しました。1枚
の紙から途切れなく複雑なパ
ターンを切り出す剪紙は、中国ではお正月（春節）をはじめさまざまな慶事
で家々の窓を飾る民間芸術で、古くから人間のパートナーとして重用され
てきた馬は午年に限らず人気のあるモチーフとなっています。

P1

パートナーシップに支えられた8年

日本市場への感謝と新たな決意
華為技術日本株式会社 代表取締役社長 閻 力大

　謹賀新年。2014年も皆様にとりまして、

駿馬のごとく飛躍される1年となりますことを

心よりお祈り申し上げます。

　設立8周年を目前にした昨年10月、

ファーウェイ・ジャパンの歴史にまたひとつ

のマイルストーンが刻まれました。これまで

東京の大手町と錦糸町の2か所にあった

研究開発拠点を統合し、横浜市内で日本

研究所としての新たなスタートを切ったので

す。これは、当社の事業戦略を支える「イ

ノベーション、協業、現地化」という三本柱

を象徴する決断でした。新研究所のオープ

ニング・セレモニーには、パートナー企業を

はじめたくさんの業界関係者にご列席いた

だき、多くの励ましのお言葉を頂戴し、皆様

からのご支援を心強く感じました。

　お客様やサプライヤーの皆様との協業

を抜きにして、ファーウェイ・ジャパンの成長

を語ることはできません。日本で実績のない

新参企業の可能性を信じてくださったお客

様の期待に一つひとつ応えながら、当社は

日本の通信ネットワークが3GからLTEへと

発展する過程に携わってきました。LTEネッ

トワークの普及にあわせて、ファーウェイ・

ジャパンは昨年3月に世界初LTE UE 

Category4対応スマートフォン『STREAM 

X（GL07S）』をイー・アクセスより市場に送

り出し、使い勝手のよい高機能機種として

ご高評をいただきました。また、NTTドコモが

提供するdマーケットのサービスを手軽にお

楽しみいただけるよう最適化されたWi-Fiタ

ブレット『dtab』も、使いやすさとコスト・パ

フォーマンスのよさが評価され、日経BP社

によるタブレット端末の顧客満足度調査で

もアップルの『iPad mini』『iPad』に次い

で3位にランクインしました。これらはいずれ

　この新研究所で、ファーウェイ・ジャパン

はサプライヤーや研究機関との連携をさら

に強化し、お客様志向のイノベーションを生

み出すとともに、日本のICT産業のいっそう

の活性化に貢献するというWin-Winの関

係づくりにますます注力していきたいと考え

ています。具体的には、大学をはじめとする

各種研究機関が持つ特許技術を地場の

メーカーとともに製品化に結びつけ、それを

ファーウェイ製品の構成部品として使用す

ることにより、研究機関は知的財産を活用

でき、メーカーは製品化した部品を世界市

場に展開でき、ファーウェイは自社製品の

革新を実現できるという「三方よし」の協業

体制を築いていきます。また、ファーウェイの

製品開発ロードマップをサプライヤーの皆

様と共有することで、グローバルなニーズに

基づいた共同開発を進め、双方が市場競

争力を高めることを目指します。

も、通信事業者のお客様やパートナー、サ

プライヤーの皆様とともに日本市場のニー

ズにきめ細かく対応する製品を開発したか

らこそ実現できた成果です。

　昨年はファーウェイ・ジャパンの法人向け

ICTソリューション事業が2年目を迎え、ここ

でもまたパートナーシップが重要な役割を果

たしました。法人向け市場においては、お客

様に最適なソリューションをお届けするため

に、チャネル・パートナーとの密接な協業が不

可欠です。当社は昨年より、日商エレクトロ

ニクスをはじめとする主要システム・インテグ

レーターとパートナーシップを締結し、日本の

企業の皆様へビジネスの可能性を広げる新

たな選択肢を提供しています。今後もパート

ナーの方 と々ともに着実に市場を開拓し、法

人向けICTソリューション産業における健全

なエコシステムの発展に貢献する「To be 

integrated」戦略を推し進めてまいります。

　さらに、責任ある企業市民として、ファー

ウェイ・ジャパンは被災地への継続的な復

興支援やICT人材育成など、さまざまな活

動を通じて社会やコミュニティの成長に

引き続き貢献していきます。

　2012年1月号の『HuaWave』で、私は

「扎根結果」（根を下ろし、実を結ぶ）という

表現を使って、ファーウェイの日本市場にお

けるビジネス展開に対する想いを皆様にお

伝えしました。「桃栗三年、柿八年」という日

本のことわざにもあるように、何事も成就す

るまでには相応の年月がかかります。その

間、厳しい日差しと激しい風雨を耐え抜かな

ければ、根を深く下ろし、実を結ぶことはでき

ません。また、肥沃な土壌に恵まれてこそ太

い根や甘い実を育てることができます。

ファーウェイ・ジャパンがさまざまな困難を乗

り越えてここまで歩んでこられたのも、ひとえ

に弊社に期待と信頼を寄せてくださった皆

様のお力添えがあればこそです。

　新しい年を迎え、8年間で築きあげてきた

パートナーシップへの深い感謝をあらためて

感じると同時に、日本のICT業界と社会に

とって価値あるイノベーションを生み出し続

け、日本企業の皆様とともに世界を舞台に

Win-Winの成果を目指す決意を新たにす

る所存です。今後とも変わらぬご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

閻 力大
エン リ ダ

華為技術日本株式会社 代表取締役社長
ファーウェイ・ジャパン

日本市場への感謝と新たな決意
パートナーシップに支えられた8年

せん  し
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パートナーシップに支えられた8年

日本市場への感謝と新たな決意
華為技術日本株式会社 代表取締役社長 閻 力大

　謹賀新年。2014年も皆様にとりまして、

駿馬のごとく飛躍される1年となりますことを

心よりお祈り申し上げます。

　設立8周年を目前にした昨年10月、

ファーウェイ・ジャパンの歴史にまたひとつ

のマイルストーンが刻まれました。これまで

東京の大手町と錦糸町の2か所にあった

研究開発拠点を統合し、横浜市内で日本

研究所としての新たなスタートを切ったので

す。これは、当社の事業戦略を支える「イ

ノベーション、協業、現地化」という三本柱

を象徴する決断でした。新研究所のオープ

ニング・セレモニーには、パートナー企業を

はじめたくさんの業界関係者にご列席いた

だき、多くの励ましのお言葉を頂戴し、皆様

からのご支援を心強く感じました。

　お客様やサプライヤーの皆様との協業

を抜きにして、ファーウェイ・ジャパンの成長

を語ることはできません。日本で実績のない

新参企業の可能性を信じてくださったお客

様の期待に一つひとつ応えながら、当社は

日本の通信ネットワークが3GからLTEへと

発展する過程に携わってきました。LTEネッ

トワークの普及にあわせて、ファーウェイ・

ジャパンは昨年3月に世界初LTE UE 

Category4対応スマートフォン『STREAM 

X（GL07S）』をイー・アクセスより市場に送

り出し、使い勝手のよい高機能機種として

ご高評をいただきました。また、NTTドコモが

提供するdマーケットのサービスを手軽にお

楽しみいただけるよう最適化されたWi-Fiタ

ブレット『dtab』も、使いやすさとコスト・パ

フォーマンスのよさが評価され、日経BP社

によるタブレット端末の顧客満足度調査で

もアップルの『iPad mini』『iPad』に次い

で3位にランクインしました。これらはいずれ

　この新研究所で、ファーウェイ・ジャパン

はサプライヤーや研究機関との連携をさら

に強化し、お客様志向のイノベーションを生

み出すとともに、日本のICT産業のいっそう

の活性化に貢献するというWin-Winの関

係づくりにますます注力していきたいと考え

ています。具体的には、大学をはじめとする

各種研究機関が持つ特許技術を地場の

メーカーとともに製品化に結びつけ、それを

ファーウェイ製品の構成部品として使用す

ることにより、研究機関は知的財産を活用

でき、メーカーは製品化した部品を世界市

場に展開でき、ファーウェイは自社製品の

革新を実現できるという「三方よし」の協業

体制を築いていきます。また、ファーウェイの

製品開発ロードマップをサプライヤーの皆

様と共有することで、グローバルなニーズに

基づいた共同開発を進め、双方が市場競

争力を高めることを目指します。

も、通信事業者のお客様やパートナー、サ

プライヤーの皆様とともに日本市場のニー

ズにきめ細かく対応する製品を開発したか

らこそ実現できた成果です。

　昨年はファーウェイ・ジャパンの法人向け

ICTソリューション事業が2年目を迎え、ここ

でもまたパートナーシップが重要な役割を果

たしました。法人向け市場においては、お客

様に最適なソリューションをお届けするため

に、チャネル・パートナーとの密接な協業が不

可欠です。当社は昨年より、日商エレクトロ

ニクスをはじめとする主要システム・インテグ

レーターとパートナーシップを締結し、日本の

企業の皆様へビジネスの可能性を広げる新

たな選択肢を提供しています。今後もパート

ナーの方 と々ともに着実に市場を開拓し、法

人向けICTソリューション産業における健全

なエコシステムの発展に貢献する「To be 

integrated」戦略を推し進めてまいります。

　さらに、責任ある企業市民として、ファー

ウェイ・ジャパンは被災地への継続的な復

興支援やICT人材育成など、さまざまな活

動を通じて社会やコミュニティの成長に

引き続き貢献していきます。

　2012年1月号の『HuaWave』で、私は

「扎根結果」（根を下ろし、実を結ぶ）という

表現を使って、ファーウェイの日本市場にお

けるビジネス展開に対する想いを皆様にお

伝えしました。「桃栗三年、柿八年」という日

本のことわざにもあるように、何事も成就す

るまでには相応の年月がかかります。その

間、厳しい日差しと激しい風雨を耐え抜かな

ければ、根を深く下ろし、実を結ぶことはでき

ません。また、肥沃な土壌に恵まれてこそ太

い根や甘い実を育てることができます。

ファーウェイ・ジャパンがさまざまな困難を乗

り越えてここまで歩んでこられたのも、ひとえ

に弊社に期待と信頼を寄せてくださった皆

様のお力添えがあればこそです。

　新しい年を迎え、8年間で築きあげてきた

パートナーシップへの深い感謝をあらためて

感じると同時に、日本のICT業界と社会に

とって価値あるイノベーションを生み出し続

け、日本企業の皆様とともに世界を舞台に

Win-Winの成果を目指す決意を新たにす

る所存です。今後とも変わらぬご指導ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げます。

閻 力大
エン リ ダ

華為技術日本株式会社 代表取締役社長
ファーウェイ・ジャパン

日本市場への感謝と新たな決意
パートナーシップに支えられた8年
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東芝グループの半導体およびストレー
ジ事業を一体運営する社内カンパニー
として、メモリ、システムLSI、ディスクリー
ト半導体、CMOSセンサ、SSD、HDD
など先端的な製品とシステム・ソリュー
ションを展開している。なかでも東芝が
開発したNAND型フラッシュメモリは、
モバイル端末の進化をリードするデバイ
スとして、また大容量ストレージの基幹
技術として、いまも熱い注目を集めてい
る。成毛康雄社長は東京工業大学の
理工学研究科博士課程を修了して東
芝に入社。四日市工場長、メモリ事業
部長などを歴任したのち、2013年6月
に執行役上席常務およびセミコンダク
ター＆ストレージ社社長に就任した。

セミコンダクター＆ストレージ社

社内屈指の高収益カンパニーとして新市場の創造に挑む

株式会社東芝
セミコンダクター＆ストレージ社 社長 成毛康雄氏に聞く

最先端のNAND技術を基盤に
ストレージの新たな可能性を追求

2013年8月、2015年度までの3年間を対象とする中期経

営計画を発表し、市場伸長に過度に依存しない｢創造的

成長｣に向けて新たなスタートを切った東芝グループ。そ

の牽引役として期待されているのが、半導体とストレージ

分野で世界最大級の事業スケールを誇る社内カンパ

ニー、セミコンダクター＆ストレージ社です。今回は同社の

成毛社長に、NAND型フラッシュメモリを中核とする製品

戦略と通信の未来についてうかがいました。

HuaWave編集部

卓越したオペレーション能力と
微細化技術でNAND市場をリード

通信キャパシティの
拡大に貢献する
東芝独自のデータ転送技術

編集部：2013年8月に発表された東芝グ

ループの中期経営計画では、新たな価値

の創造と新規市場の開拓による「東芝な

らではの成長」（創造的成長）が謳われま

した。中計で掲げた「3つの柱」のひとつ、

ストレージ事業を展開するセミコンダク

ター＆ストレージ社への期待も一段と高

まっていることと推察します。

成毛氏：基幹技術であるNANDを中心に

申し上げると、当社は世代を経るごとに

ビットコストを下げ、それによってこれまで

使われなかった分野に用途を広げるとい

うサイクルで事業を展開してきました。常

に新しいマーケットをつくりながら物量・金

額ともに伸ばしてきたわけですが、ここ数

年はスマートフォンに使われて物量が飛

躍的に増大しています。次のステップとし

て重視しているのは、ビッグデータや各種

ソリューションをクラウド上で扱うための大

容量ストレージです。NAND型フラッシュ

メモリを用いたSSDやエンタープライズ用

のHDDに注力し、新たなマーケットを創出

していく計画です。

編集部：東芝はNAND型フラッシュメモ

リを発明した会社として世界に先駆けて

実用化し、製品用途の拡大と市場の成

長を牽引してこられました。NANDと大

容量ストレージの今後について、どのよ

うな認識をお持ちでしょうか。

成毛氏：われわれはいままで、平面で微細

化を進めることによってNANDの容量拡

大とコストダウンを図ってきました。競合

メーカーの1社は先般、メモリセルを縦方

向に積む3次元NANDの生産を開始しま

したが、当社は来年度も平面の展開を継

続し、微細化をきわめた次世代製品を投

入する計画です。3次元NANDの研究

開発も他社に先んじて進めていますが、

現行の技術と生産設備では十分なコスト

ダウンが実現できないと判断しました。今

後1年程度をかけて技術を熟成させ、

「BiCS（Bit Cost Scalable）」としてリ

リースするとともに、さらにその先の次々世

代製品についても開発を推進し、お客様

のご期待に応えていきます。

　またデータセンター向けなどのエンター

プライズ用途では、応答速度の向上といっ

た特性面の改善が強く求められています。

当社ではこうしたニーズに対して、優れた

操作性を持つMLC（Multi-Level Cell）

NANDによるコントローラー搭載NAND

ソリューションを提供してまいります。

編集部：有力企業の間で製品戦略が異

なっているわけですね。競合に打ち勝つ

ための御社独自の強みは何だとお考えで

しょうか。

成毛氏：当社はこれまでNAND型フラッ

シュメモリを生 産する四日市 工 場で

300mmウェハーへの投資を積極的に

行ってきました。そこで培った高度なオペ

レーション能力と自動化技術が他社に対

する優位性のひとつになっています。日本

国内に生産拠点を置くことは国際的には

コストの面で不利になりがちです。しかし

当社では卓越したオペレーションでコスト

削減に成功し、円高基調の時代でもグ

ローバルな競争力を失いませんでしたし、

昨今円安が進んだことによって、その強

みがより鮮明になりました。そして、もうひ

とつの優位性が微細化の技術です。当

社のメモリ事業はDRAMからの撤退後は

NAND型フラッシュメモリに特化し、その

微細化推進に全力を注いできました。現

在でも世界最高水準を維持していると考

えています。

編集部：NAND型フラッシュメモリがス

マートフォンやタブレットなどのモバイル

端末に搭載されることで、大量のデータを

インターネット経由でダウンロードしたり、

端末間でやりとりすることが可能になりま

した。通信の進化とストレージの役割に

ついて、どのような展望をお持ちですか。

成毛氏：近年、「ゼタバイト」や「データ爆

発」といった言葉を耳にすることが多く

なっています。インターネットのトラフィック

総量が2015年にゼタバイト（10の21乗）

有望なマーケットであることは間違いあり

ません。広大な国土をカバーするために、

自社拠点を整備するだけでなく、現地協

力会社の販売網を活用して各地域の特

性に応じた販売戦略を取っています。ま

た、科学教育の支援活動を通じて、東芝

とセミコンダクター＆ストレージ社に対する

認知度の向上と優秀なローカル人材の

確保に努めています。一方、東南アジア

では2013年4月に東芝セミコンダクタ・

タイ社がディスクリート製品の量産を開

始しました。いま地球全体のものづくりは

中国と東南アジアを中心に動いていま

すので、当社でもこの両地域を中心に事

業基盤の一層の拡充と売上の拡大に

取り組んでいく方針です。

編集部：御社が中国市場を重視されてい

ることは、ファーウェイにとっても非常に心

強いことです。成毛社長はファーウェイに

対してどのような印象をお持ちでしょうか。 

成毛氏：少し昔の話になりますが、深圳の

ファーウェイ本社のショールームを訪問

し、基地局などの展示物を見せていただ

いたことがあります。そのとき受けた印象

は「技術に対して真摯な会社だな」という

ことでした。技術者比率が非常に高い会

社であることもうかがいました。そうした技

術に対するこだわりこそ、ファーウェイが通

信やネットワークの分野で着実にシェアを

伸ばすことができた原動力ではないでしょ

うか。マネジメントの経営姿勢や意思決定

の速さ、世界の潮流をしっかりと見据えて

事業を行っていることなど、見習うべきこと

の多い会社だと思います。ファーウェイと

当社には、技術志向の企業文化を有して

いることなど共通点も多いですし、これか

らも緊密なパートナーシップを維持してい

きたいと希望しています。

編集部：当社もグローバルカンパニーと

して世界の経済社会の発展に寄与され

てきた御社から多くのことを学んでいきた

いと考えています。それでは最後に成毛

社長の今後の抱負をお聞かせください。

成毛氏：私は大学院時代に半導体を研

究しましたが、当時、半導体は量産化のス

テージを迎えており、実際に開発・生産を

手がけているところで半導体に取り組ん

でみたいと考えて東芝に入社しました。東

芝ではウェハーの加工プロセスや新製品

の開発に携わることができ、この会社を

選んだ決断に間違いはなかったと振り

返っています。今後、半導体やストレージ

は時代の要請に応じて進化発展していく

と思いますが、当社は経営環境の変化に

左右される事業規模ではなく、事業の根

幹である技術力で常にトップを走り続けた

いと考えています。

レベルに達すると予測されているわけで

すが、データ爆発時代を迎えたとき、個々

の高機能端末と基地局だけでは情報の

伝達容量に限界が来ることは必至です。

端末と端末、地域のWi-Fi拠点と端末

間の通信がこれまで以上に活発化する

でしょう。また、夜中に録っておいた映画

をワンタッチでスマートフォンに転送し、通

勤電車の中で観るといった使い方もこれ

から増えてくると思います。私どもの

NANDがストレージとして伸びていくため

にも通信のキャパシティ向上は不可欠の

課題だと捉えています。ファーウェイは基

地局・端末間の通信能力を拡充すること

に尽力されていますが、当社はもっと近

距離の、いわば「ヨコ」のデータ転送に

力を注いでいます。すでに、無線LAN搭

載SDHCメモリカード「FlashA i r TM」

や、モバイル端末どうしを接触させるだけ

でデータを送信できる近接無線転送技術

「TransferJetTM」の規格に対応した無線

ICなど、研究開発の具体的な成果が続々

と表れています。

編集部：東芝グループは、「エネルギー」

「ストレージ」「ヘルスケア」を3本柱とする

スマート・コミュニティの実現を目指してい

ます。スマート・コミュニティではBiCSや

SSDなどの次世代ストレージデバイスが

大きな役割を担うことになりますね。

成毛氏：東芝は原子力発電や交通などの

社会インフラから、家電、医療システム、

半導体、ストレージまで広範な領域でビジ

ネスを行っています。従来、それぞれの事

業は独立傾向にありましたが、スマート・コ

ミュニティ構想のもとで、各事業が相互に

連携しシナジーを生み出す態勢が整いま

した。この将来ビジョンではもちろんスト

レージ・デバイスが重要な要素となります

が、その他にも、エネルギーの効率的な利

用を可能にするパワー素子やCMOSイ

メージセンサをはじめとする各種センシング

素子、先に述べた近距離無線など、当社

の保有するさまざまな技術・製品がその役

割を果たすことになります。

編集部：東芝グループ全体では海外売

上高比率が55％に達していますが、セミ

コンダクター＆ストレージ社の地域別売

上高はどのようになっていますか。

成毛氏：当 社 の 海 外 売 上 高 比 率は

2013年3月期で約80％でした。当社は

携帯端末やPC、デジタル家電などの電

子機器を筆頭に、自動車、産業機器、電

源装置など、さまざまな産業分野に製品を

提供していますが、それらのメーカーの多

くが海外に主要な生産拠点を置いていま

す。またスマートフォンやデータセンターな

どのハイエンド領域では外国メーカーが強

みを持っていますから、当社の販売先も

必然的に海外が中心となります。生産に

ついてもグローバルな最適化を目指してい

ますが、ウェハーのプロセスについては、

四日市工場クリーンルームの自動化が進

み、コスト対応力もあることから、引き続き

国内で頑張っていきたいと考えています。

編集部：電子機器の世界に国境はないと

いうことがよくわかりますね。御社が今後、

事業を拡大していく上で、特に重視されて

いる国や地域はありますか。

成毛氏：特に注目しているのは経済発展

の続く中国と東南アジア諸国です。中国

では近年スマートフォンが急速に普及し、

販売台数ベースで全世界の約3分の1を

占める巨大市場となりました。Android

ベースのアプリケーションを多数搭載す

るためには、メモリ容量をもっと増やす必

要がありますから、当社にとってきわめて

NAND型フラッシュメモリの製造拠点、四日市工
場。次世代プロセスや3次元構造に対応するた
め、現在、第5製造棟の第2期分を建設している

（2014年夏竣工予定）
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成毛氏：当社はこれまでNAND型フラッ

シュメモリを生 産する四日市 工 場で

300mmウェハーへの投資を積極的に

行ってきました。そこで培った高度なオペ

レーション能力と自動化技術が他社に対

する優位性のひとつになっています。日本

国内に生産拠点を置くことは国際的には

コストの面で不利になりがちです。しかし

当社では卓越したオペレーションでコスト

削減に成功し、円高基調の時代でもグ

ローバルな競争力を失いませんでしたし、

昨今円安が進んだことによって、その強

みがより鮮明になりました。そして、もうひ

とつの優位性が微細化の技術です。当

社のメモリ事業はDRAMからの撤退後は

NAND型フラッシュメモリに特化し、その

微細化推進に全力を注いできました。現

在でも世界最高水準を維持していると考

えています。

編集部：NAND型フラッシュメモリがス

マートフォンやタブレットなどのモバイル

端末に搭載されることで、大量のデータを

インターネット経由でダウンロードしたり、

端末間でやりとりすることが可能になりま

した。通信の進化とストレージの役割に

ついて、どのような展望をお持ちですか。

成毛氏：近年、「ゼタバイト」や「データ爆

発」といった言葉を耳にすることが多く

なっています。インターネットのトラフィック

総量が2015年にゼタバイト（10の21乗）

有望なマーケットであることは間違いあり

ません。広大な国土をカバーするために、

自社拠点を整備するだけでなく、現地協

力会社の販売網を活用して各地域の特

性に応じた販売戦略を取っています。ま

た、科学教育の支援活動を通じて、東芝

とセミコンダクター＆ストレージ社に対する

認知度の向上と優秀なローカル人材の

確保に努めています。一方、東南アジア

では2013年4月に東芝セミコンダクタ・

タイ社がディスクリート製品の量産を開

始しました。いま地球全体のものづくりは

中国と東南アジアを中心に動いていま

すので、当社でもこの両地域を中心に事

業基盤の一層の拡充と売上の拡大に

取り組んでいく方針です。

編集部：御社が中国市場を重視されてい

ることは、ファーウェイにとっても非常に心

強いことです。成毛社長はファーウェイに

対してどのような印象をお持ちでしょうか。 

成毛氏：少し昔の話になりますが、深圳の

ファーウェイ本社のショールームを訪問

し、基地局などの展示物を見せていただ

いたことがあります。そのとき受けた印象

は「技術に対して真摯な会社だな」という

ことでした。技術者比率が非常に高い会

社であることもうかがいました。そうした技

術に対するこだわりこそ、ファーウェイが通

信やネットワークの分野で着実にシェアを

伸ばすことができた原動力ではないでしょ

うか。マネジメントの経営姿勢や意思決定

の速さ、世界の潮流をしっかりと見据えて

事業を行っていることなど、見習うべきこと

の多い会社だと思います。ファーウェイと

当社には、技術志向の企業文化を有して

いることなど共通点も多いですし、これか

らも緊密なパートナーシップを維持してい

きたいと希望しています。

編集部：当社もグローバルカンパニーと

して世界の経済社会の発展に寄与され

てきた御社から多くのことを学んでいきた

いと考えています。それでは最後に成毛

社長の今後の抱負をお聞かせください。

成毛氏：私は大学院時代に半導体を研

究しましたが、当時、半導体は量産化のス

テージを迎えており、実際に開発・生産を

手がけているところで半導体に取り組ん

でみたいと考えて東芝に入社しました。東

芝ではウェハーの加工プロセスや新製品

の開発に携わることができ、この会社を

選んだ決断に間違いはなかったと振り

返っています。今後、半導体やストレージ

は時代の要請に応じて進化発展していく

と思いますが、当社は経営環境の変化に

左右される事業規模ではなく、事業の根

幹である技術力で常にトップを走り続けた

いと考えています。

レベルに達すると予測されているわけで

すが、データ爆発時代を迎えたとき、個々

の高機能端末と基地局だけでは情報の

伝達容量に限界が来ることは必至です。

端末と端末、地域のWi-Fi拠点と端末

間の通信がこれまで以上に活発化する

でしょう。また、夜中に録っておいた映画

をワンタッチでスマートフォンに転送し、通

勤電車の中で観るといった使い方もこれ

から増えてくると思います。私どもの

NANDがストレージとして伸びていくため

にも通信のキャパシティ向上は不可欠の

課題だと捉えています。ファーウェイは基

地局・端末間の通信能力を拡充すること

に尽力されていますが、当社はもっと近

距離の、いわば「ヨコ」のデータ転送に

力を注いでいます。すでに、無線LAN搭

載SDHCメモリカード「FlashA i r TM」

や、モバイル端末どうしを接触させるだけ

でデータを送信できる近接無線転送技術

「TransferJetTM」の規格に対応した無線

ICなど、研究開発の具体的な成果が続々

と表れています。

編集部：東芝グループは、「エネルギー」

「ストレージ」「ヘルスケア」を3本柱とする

スマート・コミュニティの実現を目指してい

ます。スマート・コミュニティではBiCSや

SSDなどの次世代ストレージデバイスが

大きな役割を担うことになりますね。

成毛氏：東芝は原子力発電や交通などの

社会インフラから、家電、医療システム、

半導体、ストレージまで広範な領域でビジ

ネスを行っています。従来、それぞれの事

業は独立傾向にありましたが、スマート・コ

ミュニティ構想のもとで、各事業が相互に

連携しシナジーを生み出す態勢が整いま

した。この将来ビジョンではもちろんスト

レージ・デバイスが重要な要素となります

が、その他にも、エネルギーの効率的な利

用を可能にするパワー素子やCMOSイ

メージセンサをはじめとする各種センシング

素子、先に述べた近距離無線など、当社

の保有するさまざまな技術・製品がその役

割を果たすことになります。

編集部：東芝グループ全体では海外売

上高比率が55％に達していますが、セミ

コンダクター＆ストレージ社の地域別売

上高はどのようになっていますか。

成毛氏：当 社 の 海 外 売 上 高 比 率は

2013年3月期で約80％でした。当社は

携帯端末やPC、デジタル家電などの電

子機器を筆頭に、自動車、産業機器、電

源装置など、さまざまな産業分野に製品を

提供していますが、それらのメーカーの多

くが海外に主要な生産拠点を置いていま

す。またスマートフォンやデータセンターな

どのハイエンド領域では外国メーカーが強

みを持っていますから、当社の販売先も

必然的に海外が中心となります。生産に

ついてもグローバルな最適化を目指してい

ますが、ウェハーのプロセスについては、

四日市工場クリーンルームの自動化が進

み、コスト対応力もあることから、引き続き

国内で頑張っていきたいと考えています。

編集部：電子機器の世界に国境はないと

いうことがよくわかりますね。御社が今後、

事業を拡大していく上で、特に重視されて

いる国や地域はありますか。

成毛氏：特に注目しているのは経済発展

の続く中国と東南アジア諸国です。中国

では近年スマートフォンが急速に普及し、

販売台数ベースで全世界の約3分の1を

占める巨大市場となりました。Android

ベースのアプリケーションを多数搭載す

るためには、メモリ容量をもっと増やす必

要がありますから、当社にとってきわめて

NAND型フラッシュメモリの製造拠点、四日市工
場。次世代プロセスや3次元構造に対応するた
め、現在、第5製造棟の第2期分を建設している

（2014年夏竣工予定）
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海外売上高比率80％を支える
ボーダーレスな事業運営体制

事業の根幹＝技術力で
世界トップの地位を守り続ける

編集部：2013年8月に発表された東芝グ

ループの中期経営計画では、新たな価値

の創造と新規市場の開拓による「東芝な

らではの成長」（創造的成長）が謳われま

した。中計で掲げた「3つの柱」のひとつ、

ストレージ事業を展開するセミコンダク

ター＆ストレージ社への期待も一段と高

まっていることと推察します。

成毛氏：基幹技術であるNANDを中心に

申し上げると、当社は世代を経るごとに

ビットコストを下げ、それによってこれまで

使われなかった分野に用途を広げるとい

うサイクルで事業を展開してきました。常

に新しいマーケットをつくりながら物量・金

額ともに伸ばしてきたわけですが、ここ数

年はスマートフォンに使われて物量が飛

躍的に増大しています。次のステップとし

て重視しているのは、ビッグデータや各種

ソリューションをクラウド上で扱うための大

容量ストレージです。NAND型フラッシュ

メモリを用いたSSDやエンタープライズ用

のHDDに注力し、新たなマーケットを創出

していく計画です。

編集部：東芝はNAND型フラッシュメモ

リを発明した会社として世界に先駆けて

実用化し、製品用途の拡大と市場の成

長を牽引してこられました。NANDと大

容量ストレージの今後について、どのよ

うな認識をお持ちでしょうか。

成毛氏：われわれはいままで、平面で微細

化を進めることによってNANDの容量拡

大とコストダウンを図ってきました。競合

メーカーの1社は先般、メモリセルを縦方

向に積む3次元NANDの生産を開始しま

したが、当社は来年度も平面の展開を継

続し、微細化をきわめた次世代製品を投

入する計画です。3次元NANDの研究

開発も他社に先んじて進めていますが、

現行の技術と生産設備では十分なコスト

ダウンが実現できないと判断しました。今

後1年程度をかけて技術を熟成させ、

「BiCS（Bit Cost Scalable）」としてリ

リースするとともに、さらにその先の次々世

代製品についても開発を推進し、お客様

のご期待に応えていきます。

　またデータセンター向けなどのエンター

プライズ用途では、応答速度の向上といっ

た特性面の改善が強く求められています。

当社ではこうしたニーズに対して、優れた

操作性を持つMLC（Multi-Level Cell）

NANDによるコントローラー搭載NAND

ソリューションを提供してまいります。

編集部：有力企業の間で製品戦略が異

なっているわけですね。競合に打ち勝つ

ための御社独自の強みは何だとお考えで

しょうか。

成毛氏：当社はこれまでNAND型フラッ

シュメモリを生 産する四日市 工 場で

300mmウェハーへの投資を積極的に

行ってきました。そこで培った高度なオペ

レーション能力と自動化技術が他社に対

する優位性のひとつになっています。日本

国内に生産拠点を置くことは国際的には

コストの面で不利になりがちです。しかし

当社では卓越したオペレーションでコスト

削減に成功し、円高基調の時代でもグ

ローバルな競争力を失いませんでしたし、

昨今円安が進んだことによって、その強

みがより鮮明になりました。そして、もうひ

とつの優位性が微細化の技術です。当

社のメモリ事業はDRAMからの撤退後は

NAND型フラッシュメモリに特化し、その

微細化推進に全力を注いできました。現

在でも世界最高水準を維持していると考

えています。

編集部：NAND型フラッシュメモリがス

マートフォンやタブレットなどのモバイル

端末に搭載されることで、大量のデータを

インターネット経由でダウンロードしたり、

端末間でやりとりすることが可能になりま

した。通信の進化とストレージの役割に

ついて、どのような展望をお持ちですか。

成毛氏：近年、「ゼタバイト」や「データ爆

発」といった言葉を耳にされることが多く

なっています。インターネットのトラフィック

総量が2015年にゼタバイト（10の21乗）
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有望なマーケットであることは間違いあり

ません。広大な国土をカバーするために、

自社拠点を整備するだけでなく、現地協

力会社の販売網を活用して各地域の特

性に応じた販売戦略を取っています。ま

た、科学教育の支援活動を通じて、東芝

とセミコンダクター＆ストレージ社に対する

認知度の向上と優秀なローカル人材の

確保に努めています。一方、東南アジア

では2013年4月に東芝セミコンダクタ・

タイ社がディスクリート製品の量産を開

始しました。いま地球全体のものづくりは

中国と東南アジアを中心に動いていま

すので、当社でもこの両地域を中心に事

業基盤の一層の拡充と売上の拡大に

取り組んでいく方針です。

編集部：御社が中国市場を重視されてい

ることは、ファーウェイにとっても非常に心

強いことです。成毛社長はファーウェイに

対してどのような印象をお持ちでしょうか。 

成毛氏：少し昔の話になりますが、深圳の

ファーウェイ本社のショールームを訪問

し、基地局などの展示物を見せていただ

いたことがあります。そのとき受けた印象

は「技術に対して真摯な会社だな」という

ことでした。技術者比率が非常に高い会

社であることもうかがいました。そうした技

術に対するこだわりこそ、ファーウェイが通

信やネットワークの分野で着実にシェアを

伸ばすことができた原動力ではないでしょ

うか。マネジメントの経営姿勢や意思決定

の速さ、世界の潮流をしっかりと見据えて

事業を行っていることなど、見習うべきこと

の多い会社だと思います。ファーウェイと

当社には、技術志向の企業文化を有して

いることなど共通点も多いですし、これか

らも緊密なパートナーシップを維持してい

きたいと希望しています。

編集部：当社もグローバルカンパニーと

して世界の経済社会の発展に寄与され

てきた御社から多くのことを学んでいきた

いと考えています。それでは最後に成毛

社長の今後の抱負をお聞かせください。

成毛氏：私は大学院時代に半導体を研

究しましたが、当時、半導体は量産化のス

テージを迎えており、実際に開発・生産を

手がけているところで半導体に取り組ん

でみたいと考えて東芝に入社しました。東

芝ではウェハーの加工プロセスや新製品

の開発に携わることができ、この会社を

選んだ決断に間違いはなかったと振り

返っています。今後、半導体やストレージ

は時代の要請に応じて進化発展していく

と思いますが、当社は経営環境の変化に

左右される事業規模ではなく、事業の根

幹である技術力で常にトップを走り続けた

いと考えています。

レベルに達すると予測されているわけで

すが、データ爆発時代を迎えたとき、個々

の高機能端末と基地局だけでは情報の

伝達容量に限界が来ることは必至です。

端末と端末、地域のWi-Fi拠点と端末

間の通信がこれまで以上に活発化する

でしょう。また、夜中に録っておいた映画

をワンタッチでスマートフォンに転送し、通

勤電車の中で観るといった使い方もこれ

から増えてくると思います。私どもの

NANDがストレージとして伸びていくため

にも通信のキャパシティ向上は不可欠の

課題だと捉えています。ファーウェイは基

地局・端末間の通信能力を拡充すること

に尽力されていますが、当社はもっと近

距離の、いわば「ヨコ」のデータ転送に

力を注いでいます。すでに、無線LAN搭

載SDHCメモリカード「FlashA i r TM」

や、モバイル端末どうしを接触させるだけ

でデータを送信できる近接無線転送技術

「TransferJetTM」の規格に対応した無線

ICなど、研究開発の具体的な成果が続々

と表れています。

編集部：東芝グループは、「エネルギー」

「ストレージ」「ヘルスケア」を3本柱とする

スマート・コミュニティの実現を目指してい

ます。スマート・コミュニティではBiCSや

SSDなどの次世代ストレージデバイスが

大きな役割を担うことになりますね。

成毛氏：東芝は原子力発電や交通などの

社会インフラから、家電、医療システム、

半導体、ストレージまで広範な領域でビジ

ネスを行っています。従来、それぞれの事

業は独立傾向にありましたが、スマート・コ

ミュニティ構想のもとで、各事業が相互に

連携しシナジーを生み出す態勢が整いま

した。この将来ビジョンではもちろんスト

レージ・デバイスが重要な要素となります

が、その他にも、エネルギーの効率的な利

用を可能にするパワー素子やCMOSイ

メージセンサをはじめとする各種センシング

素子、先に述べた近距離無線など、当社

の保有するさまざまな技術・製品がその役

割を果たすことになります。

編集部：東芝グループ全体では海外売

上高比率が55％に達していますが、セミ

コンダクター＆ストレージ社の地域別売

上高はどのようになっていますか。

成毛氏：当 社 の 海 外 売 上 高 比 率は

2013年3月期で約80％でした。当社は

携帯端末やPC、デジタル家電などの電

子機器を筆頭に、自動車、産業機器、電

源装置など、さまざまな産業分野に製品を

提供していますが、それらのメーカーの多

くが海外に主要な生産拠点を置いていま

す。またスマートフォンやデータセンターな

どのハイエンド領域では外国メーカーが強

みを持っていますから、当社の販売先も

必然的に海外が中心となります。生産に

ついてもグローバルな最適化を目指してい

ますが、ウェハーのプロセスについては、

四日市工場クリーンルームの自動化が進

み、コスト対応力もあることから、引き続き

国内で頑張っていきたいと考えています。

編集部：電子機器の世界に国境はないと

いうことがよくわかりますね。御社が今後、

事業を拡大していく上で、特に重視されて

いる国や地域はありますか。

成毛氏：特に注目しているのは経済発展

の続く中国と東南アジア諸国です。中国

では近年スマートフォンが急速に普及し、

販売台数ベースで全世界の約3分の1を

占める巨大市場となりました。Android

ベースのアプリケーションを多数搭載す

るためには、メモリ容量をもっと増やす必

要がありますから、当社にとってきわめて

業界最小クラス1.12μｍ画素の13M Pixel 
CMOSセンサ。スマートフォンやタブレット端末
のカメラ向けに、独自技術で色ノイズを低減した
ほか、HDR（High Dynamic Range）機能搭
載、30フレーム／秒のフル画素出力など、高性
能を実現した
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最先端プロセスを採用した組込み式NAND型フ
ラッシュメモリ。大容量メモリを可能にする19nmプ
ロセス第2世代の技術を採用したNAND型フラッ
シュメモリチップと、処理能力を高めたコントロー
ラーを組合わせた組込み式メモリで小型化・高速
化・大容量化を進める

高耐久性を持つエンタープライズSSD。エンター
プライズ向けSSDでは、1日あたりドライブ容量の
30倍のデータ書き換えが可能なモデルを追加す
るなど、ラインナップを拡充している



海外売上高比率80％を支える
ボーダーレスな事業運営体制

事業の根幹＝技術力で
世界トップの地位を守り続ける

編集部：2013年8月に発表された東芝グ

ループの中期経営計画では、新たな価値

の創造と新規市場の開拓による「東芝な

らではの成長」（創造的成長）が謳われま

した。中計で掲げた「3つの柱」のひとつ、

ストレージ事業を展開するセミコンダク

ター＆ストレージ社への期待も一段と高

まっていることと推察します。

成毛氏：基幹技術であるNANDを中心に

申し上げると、当社は世代を経るごとに

ビットコストを下げ、それによってこれまで

使われなかった分野に用途を広げるとい

うサイクルで事業を展開してきました。常

に新しいマーケットをつくりながら物量・金

額ともに伸ばしてきたわけですが、ここ数

年はスマートフォンに使われて物量が飛

躍的に増大しています。次のステップとし

て重視しているのは、ビッグデータや各種

ソリューションをクラウド上で扱うための大

容量ストレージです。NAND型フラッシュ

メモリを用いたSSDやエンタープライズ用

のHDDに注力し、新たなマーケットを創出

していく計画です。

編集部：東芝はNAND型フラッシュメモ

リを発明した会社として世界に先駆けて

実用化し、製品用途の拡大と市場の成

長を牽引してこられました。NANDと大

容量ストレージの今後について、どのよ

うな認識をお持ちでしょうか。

成毛氏：われわれはいままで、平面で微細

化を進めることによってNANDの容量拡

大とコストダウンを図ってきました。競合

メーカーの1社は先般、メモリセルを縦方

向に積む3次元NANDの生産を開始しま

したが、当社は来年度も平面の展開を継

続し、微細化をきわめた次世代製品を投

入する計画です。3次元NANDの研究

開発も他社に先んじて進めていますが、

現行の技術と生産設備では十分なコスト

ダウンが実現できないと判断しました。今

後1年程度をかけて技術を熟成させ、

「BiCS（Bit Cost Scalable）」としてリ

リースするとともに、さらにその先の次々世

代製品についても開発を推進し、お客様

のご期待に応えていきます。

　またデータセンター向けなどのエンター

プライズ用途では、応答速度の向上といっ

た特性面の改善が強く求められています。

当社ではこうしたニーズに対して、優れた

操作性を持つMLC（Multi-Level Cell）

NANDによるコントローラー搭載NAND

ソリューションを提供してまいります。

編集部：有力企業の間で製品戦略が異

なっているわけですね。競合に打ち勝つ

ための御社独自の強みは何だとお考えで

しょうか。

成毛氏：当社はこれまでNAND型フラッ

シュメモリを生 産する四日市 工 場で

300mmウェハーへの投資を積極的に

行ってきました。そこで培った高度なオペ

レーション能力と自動化技術が他社に対

する優位性のひとつになっています。日本

国内に生産拠点を置くことは国際的には

コストの面で不利になりがちです。しかし

当社では卓越したオペレーションでコスト

削減に成功し、円高基調の時代でもグ

ローバルな競争力を失いませんでしたし、

昨今円安が進んだことによって、その強

みがより鮮明になりました。そして、もうひ

とつの優位性が微細化の技術です。当

社のメモリ事業はDRAMからの撤退後は

NAND型フラッシュメモリに特化し、その

微細化推進に全力を注いできました。現

在でも世界最高水準を維持していると考

えています。

編集部：NAND型フラッシュメモリがス

マートフォンやタブレットなどのモバイル

端末に搭載されることで、大量のデータを

インターネット経由でダウンロードしたり、

端末間でやりとりすることが可能になりま

した。通信の進化とストレージの役割に

ついて、どのような展望をお持ちですか。

成毛氏：近年、「ゼタバイト」や「データ爆

発」といった言葉を耳にされることが多く

なっています。インターネットのトラフィック

総量が2015年にゼタバイト（10の21乗）
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有望なマーケットであることは間違いあり

ません。広大な国土をカバーするために、

自社拠点を整備するだけでなく、現地協

力会社の販売網を活用して各地域の特

性に応じた販売戦略を取っています。ま

た、科学教育の支援活動を通じて、東芝

とセミコンダクター＆ストレージ社に対する

認知度の向上と優秀なローカル人材の

確保に努めています。一方、東南アジア

では2013年4月に東芝セミコンダクタ・

タイ社がディスクリート製品の量産を開

始しました。いま地球全体のものづくりは

中国と東南アジアを中心に動いていま

すので、当社でもこの両地域を中心に事

業基盤の一層の拡充と売上の拡大に

取り組んでいく方針です。

編集部：御社が中国市場を重視されてい

ることは、ファーウェイにとっても非常に心

強いことです。成毛社長はファーウェイに

対してどのような印象をお持ちでしょうか。 

成毛氏：少し昔の話になりますが、深圳の

ファーウェイ本社のショールームを訪問

し、基地局などの展示物を見せていただ

いたことがあります。そのとき受けた印象

は「技術に対して真摯な会社だな」という

ことでした。技術者比率が非常に高い会

社であることもうかがいました。そうした技

術に対するこだわりこそ、ファーウェイが通

信やネットワークの分野で着実にシェアを

伸ばすことができた原動力ではないでしょ

うか。マネジメントの経営姿勢や意思決定

の速さ、世界の潮流をしっかりと見据えて

事業を行っていることなど、見習うべきこと

の多い会社だと思います。ファーウェイと

当社には、技術志向の企業文化を有して

いることなど共通点も多いですし、これか

らも緊密なパートナーシップを維持してい

きたいと希望しています。

編集部：当社もグローバルカンパニーと

して世界の経済社会の発展に寄与され

てきた御社から多くのことを学んでいきた

いと考えています。それでは最後に成毛

社長の今後の抱負をお聞かせください。

成毛氏：私は大学院時代に半導体を研

究しましたが、当時、半導体は量産化のス

テージを迎えており、実際に開発・生産を

手がけているところで半導体に取り組ん

でみたいと考えて東芝に入社しました。東

芝ではウェハーの加工プロセスや新製品

の開発に携わることができ、この会社を

選んだ決断に間違いはなかったと振り

返っています。今後、半導体やストレージ

は時代の要請に応じて進化発展していく

と思いますが、当社は経営環境の変化に

左右される事業規模ではなく、事業の根

幹である技術力で常にトップを走り続けた

いと考えています。

レベルに達すると予測されているわけで

すが、データ爆発時代を迎えたとき、個々

の高機能端末と基地局だけでは情報の

伝達容量に限界が来ることは必至です。

端末と端末、地域のWi-Fi拠点と端末

間の通信がこれまで以上に活発化する

でしょう。また、夜中に録っておいた映画

をワンタッチでスマートフォンに転送し、通

勤電車の中で観るといった使い方もこれ

から増えてくると思います。私どもの

NANDがストレージとして伸びていくため

にも通信のキャパシティ向上は不可欠の

課題だと捉えています。ファーウェイは基

地局・端末間の通信能力を拡充すること

に尽力されていますが、当社はもっと近

距離の、いわば「ヨコ」のデータ転送に

力を注いでいます。すでに、無線LAN搭

載SDHCメモリカード「FlashA i r TM」

や、モバイル端末どうしを接触させるだけ

でデータを送信できる近接無線転送技術

「TransferJetTM」の規格に対応した無線

ICなど、研究開発の具体的な成果が続々

と表れています。

編集部：東芝グループは、「エネルギー」

「ストレージ」「ヘルスケア」を3本柱とする

スマート・コミュニティの実現を目指してい

ます。スマート・コミュニティではBiCSや

SSDなどの次世代ストレージデバイスが

大きな役割を担うことになりますね。

成毛氏：東芝は原子力発電や交通などの

社会インフラから、家電、医療システム、

半導体、ストレージまで広範な領域でビジ

ネスを行っています。従来、それぞれの事

業は独立傾向にありましたが、スマート・コ

ミュニティ構想のもとで、各事業が相互に

連携しシナジーを生み出す態勢が整いま

した。この将来ビジョンではもちろんスト

レージ・デバイスが重要な要素となります

が、その他にも、エネルギーの効率的な利

用を可能にするパワー素子やCMOSイ

メージセンサをはじめとする各種センシング

素子、先に述べた近距離無線など、当社

の保有するさまざまな技術・製品がその役

割を果たすことになります。

編集部：東芝グループ全体では海外売

上高比率が55％に達していますが、セミ

コンダクター＆ストレージ社の地域別売

上高はどのようになっていますか。

成毛氏：当 社 の 海 外 売 上 高 比 率は

2013年3月期で約80％でした。当社は

携帯端末やPC、デジタル家電などの電

子機器を筆頭に、自動車、産業機器、電

源装置など、さまざまな産業分野に製品を

提供していますが、それらのメーカーの多

くが海外に主要な生産拠点を置いていま

す。またスマートフォンやデータセンターな

どのハイエンド領域では外国メーカーが強

みを持っていますから、当社の販売先も

必然的に海外が中心となります。生産に

ついてもグローバルな最適化を目指してい

ますが、ウェハーのプロセスについては、

四日市工場クリーンルームの自動化が進

み、コスト対応力もあることから、引き続き

国内で頑張っていきたいと考えています。

編集部：電子機器の世界に国境はないと

いうことがよくわかりますね。御社が今後、

事業を拡大していく上で、特に重視されて

いる国や地域はありますか。

成毛氏：特に注目しているのは経済発展

の続く中国と東南アジア諸国です。中国

では近年スマートフォンが急速に普及し、

販売台数ベースで全世界の約3分の1を

占める巨大市場となりました。Android

ベースのアプリケーションを多数搭載す

るためには、メモリ容量をもっと増やす必

要がありますから、当社にとってきわめて

業界最小クラス1.12μｍ画素の13M Pixel 
CMOSセンサ。スマートフォンやタブレット端末
のカメラ向けに、独自技術で色ノイズを低減した
ほか、HDR（High Dynamic Range）機能搭
載、30フレーム／秒のフル画素出力など、高性
能を実現した
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最先端プロセスを採用した組込み式NAND型フ
ラッシュメモリ。大容量メモリを可能にする19nmプ
ロセス第2世代の技術を採用したNAND型フラッ
シュメモリチップと、処理能力を高めたコントロー
ラーを組合わせた組込み式メモリで小型化・高速
化・大容量化を進める

高耐久性を持つエンタープライズSSD。エンター
プライズ向けSSDでは、1日あたりドライブ容量の
30倍のデータ書き換えが可能なモデルを追加す
るなど、ラインナップを拡充している



では最大20%のパケットロスがあっても支

障なく会議ができます。実際、パケットロス

1%未満のネットワークを実現するのは難し

い課題ですし、ビデオ会議のために新たに

社内のネットワークを整備するというのはな

かなかハードルが高いですが、当社の製品

は既存のネットワークでも問題なく稼働させ

ることができるので、ビデオ会議システムの

導入がより容易になると言えます。

　これを可能にしているのが、SEC（Super 

Error Concealment）と呼ばれるファー

ウェイ独自の特許技術です。これは、コー

ディング段階で生成した冗長パケットによっ

て転送時のパケットロスを補正するもので、

最新の映像符号化技術H.264/SVC

（Scalable Video Coding ： 拡張映像

符号化）との組み合わせにより最大20%

のパケットロスを補正し、画質と音質を維持

することができます。

　また、人物の顔や動きのある箇所など人

が注視するエリアを最適化して処理する

VME（Video Motion Enhancement）技

術も、ファーウェイの独自技術です。VMEと

H.264ハイプロファイルにより、使用帯域を

50%抑制することに成功しています。デモ

をご覧いただいたお客様やシステム・インテ

グレーターの皆様は、フルHD（1080p/

30fps）の会議を512kbpsの回線で実施

できることに対してたいへん驚かれています。
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堅調な普及と
価格の下落傾向

ファーウェイのビデオ会議システムを導入した火鍋レストラン「海底捞」

　現在の日本のUC市場規模は約2,000

億円で、そのうち従来型のビデオ会議シス

テムが150億円、ウェブ会議システムが

110億円で、両方を合わせても260億円で

す。IPテレフォニーが中心のUC市場では

相対的に小さい分野ですが、成長率で見

れば、ここ数年のIPテレフォニーの成長率

が2～3％であるのに対し、会議システムは

6～7％の成長を示していることから、今後

の拡大に期待が持てる市場と言えます。

　3～4年前には、ウェブ会議の急成長に

ともなって従来からのルーム型ビデオ会議

は衰退するとの見方もありました。しかし、米

国の調査会社ウェインハウス・リサーチ

（Wainhouse Research）の調査でも、依

然として遠隔会議を行う場所は会議室が

最も主流という結果が出ています。この調

査結果を裏づけるように、従来型のビデオ

会議システムは急成長ではないものの台

数ベースでは堅調に伸びており、数年前は

1万5,000台でしたが、2012年には2万台

を突破しました。

　一方、同時にビデオ会議製品の価格下

落も起こっており、質を考慮しなければ10

万円台で手に入るビデオ会議端末も登場

しています。個人的には、720pのHD（ハ

イビジョン）ビデオ会議システムがエンド・

ユーザー価格で40万円台まで下落してき

ているという現状から、低価格競争もそろ

そろ底を打ちつつあるのではないかと感じ

ています。価格の下落はウェブ会議でも同

様であり、1ユーザーあたり月額1,000円の

ウェブ会議サービスなど、従来では考えられ

ない価格のサービスも出てきています。

　私見としては、従来型のビデオ会議サー

ビスかウェブ会議サービスの二者択一と

いうことではなく、お互いが近寄っていくこと

で両者の線引きがいっそう難しくなると考え

ています。ただし、それなりの広さの部屋で

ビデオ会議を行うにはPC＋ウェブ・カメラで

はまだまだ無理があり、ビデオ会議専用端

末が必要ですし、会議の参加者が多い場

合にもMCU（Multipoint Control Unit：多

地点接続装置）というビデオ会議専用装置

がなければスムーズな遠隔会議は実現でき

ません。したがって、カジュアルなミーティン

グにはウェブ会議、ある程度の頻度で役員

多様化するニーズに応える
ファーウェイのTEシリーズ

ビデオ会議システムの市場動向

会議などにも使うのであれば専用の従来型

ビデオ会議システムという使い分けが進む

ものと思われます。

　市場の変化としては、複数拠点を結ぶ多

地点会議の需要が伸びています。特に、店

舗を多数保有する業態、たとえばチェーン

店などの小売業、金融業など、これまであま

りビデオ会議を使わなかった業態での導入

が進んでいます。それにともない、多拠点の

規模も大型化しており、数百拠点の店舗を

結ぶ会議なども出てきています。導入例と

しては、これまで全国から毎月招集していた

店長会議をビデオ会議で行うことで、より

頻繁な開催が可能になるとともに、店長以

外の一般の社員の教育、情報伝達などに

も会議システムを利用するといったケース

が挙げられます。

　さらに、最近では本来の「会議」という用

途にとどまらない利用法も見られるようにな

りました。中国では2012年2月に火鍋料理

の全国チェーン店「海底捞（Hai Di Lao）」

の北京と上海の店舗でファーウェイのビデ

オ会議システムTP3106を導入し、双方

の店舗の利用客が大画面で会話をしなが

ら鍋を囲むというサービスが話題を呼んで

います。

　技術的観点では、映像はH.264符号化

技術を使ったHDがスタンダードになってか

らは、あまり大きな変化は見られません。

H.265や4K、8Kといった新たな映像技術

も将来的にはビデオ会議、ウェブ会議に取

り入れられることが予想されますが、今後3～

4年は現状の基礎技術のブラッシュアップ

が中心になるでしょう。

　一方、ユーザーにとっての使いやすさとい

う点では、改良が進むと見ています。ビデオ

会議にしろ、ウェブ会議にしろ、まだまだ一般

ユーザーがストレスなく、IT部門のサポートな

しに使えるレベルには達しておらず、特に

ユーザー・インターフェースには改良の余地が

おおいにあります。今後は、どのメーカーも使

いやすさの技術を磨いてくると思われます。

　もうひとつ向上が期待されるのが、ネット

ワーク・フレンドリーな製品です。現在のビ

デオ会議には、高速・大容量の非常にク

リーンなネットワークが必要です。しかし、現

実には会議室に十分なネットワークが備

わっておらず、ビデオ会議やウェブ会議を

導入する前にまずネットワークの見直しが

求められる場合が多いのが実情です。
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製品トレンドと今後の課題
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ファーウェイ・ジャパン　法人ビジネス事業本部
ユニファイド・コミュニケーション事業推進部部長

　ファーウェイの法人向けICTソリューション事業は、IP（ネットワーク機器）、IT（ク

ラウド、データセンターなど）、UC（ユニファイド・コミュニケーション）の3つの分野

でさまざまな企業のビジネス課題に対応する製品・ソリューションを提供していま

す。日本でも、2012年4月に法人ビジネス事業本部を設立して以来、各分野の製品

を国内企業のお客様にご提供しています。

　今回のHuaWaveでは、この3分野のうちUCに焦点を当て、特にビデオ会議

システムの市場動向や製品トレンド、ファーウェイの戦略と製品特長などについ

て、同事業部ユニファイド・コミュニケーション事業推進部部長の鈴木敦久と、

同ソリューション＆マーケティング部シニアプロダクトマネージャーの中山和弘が

ご紹介します。

日本のビデオ会議／ウェブ会議システム市
場の黎明期から、大手商社や国内通信機
器メーカーなど複数の企業で同事業の立ち
上げ・拡大を手がける。2013年8月より現
職、ファーウェイ・ジャパンの法人向けUC事
業を統括・推進している。
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2007~2010
● 業界初のフルエクスチェンジ・アーキテクチャのMCU

2011~2013

● 業界初のエンド・ツー・ーエンドでの
  1080p@50/60ソリューション

● 140,000の端末（3,500以上のテレプレゼンスを
　含む）をQ4 2012 までに出荷
● テレプレゼンス・システムの出荷数で業界第2位

● 1993年にビデオ会議業界参入
● 600以上の特許

● 60か国での展開
● 中国におけるHD製品、テレプレゼンスと
　キャリアネットワークでの市場占有率第1位

● 世界初のパノラミック・テレプレゼンス
● 世界初の“オールインワン”HD ビデオ会議システム
● 世界初の1080p60ユニバーサル・トランスコーディングMCU

■ ファーウェイのビデオ会議システムの歴史

ネットワークの問題をビデオ会議システム側

で解決できれば、導入はいっそう容易になる

でしょうし、そのような製品も出はじめていま

す。ファーウェイも、この点については競合

他社に先駆けて取り組みを進めています。

　また、上述のように従来型ビデオ会議製

品の価格は底値に近づいていますが、日本

市場では現状の機能で20万円以下、つま

り固定資産の設備にならない価格を望む

声も多く聞かれます。一つひとつの部品を

見るとなかなか難しいハードルですが、最

終的にはこの価格帯に向けてさらなる下

落が続く可能性があります。もちろん、それ

にともない販売台数もさらに伸びると考え

られます。

　日本におけるファーウェイのビデオ会議

システム事業ははじまったばかりですが、グ

ローバルでは当社のビデオ会議システムは

20年の歴史を持っています。2012年末ま

でに全世界60以上の国と地域で14万台

の出荷実績があり、世界シェア第3位、その

うち3,500台以上を占めるテレプレゼンス・

システムでは第2位となっています。

　先に述べたように、市場ではユーザー・フ

レンドリー、ネットワーク・フレンドリーな製品

が求められています。ビデオ会議システムに

加え、端末製品とネットワークの分野でも豊

富な実績を持つファーウェイは、その強みを

生かし、ユーザー・インターフェースの改善と

ネットワーク環境を考慮した製品の開発に

注力していきます。

　また、販売地域の戦略的な拡大も目標

のひとつです。日本をはじめ北米、西欧など

世界各地で販売を強化していく予定です。

日本ではこの1～2年で販売パートナーを開

拓し、ビデオ会議を扱うシステム・インテグ

レーターを15～20社に増やしていきたいと

考えています。

　ファーウェイ製品の最大の特長は、ネット

ワークへの適用性がきわめて高いことで

す。従来の技術ではパケットロスが1%でも

生じるとビデオ会議の映像と音声に影響が

出ていましたが、ファーウェイのTEシリーズ



では最大20%のパケットロスがあっても支

障なく会議ができます。実際、パケットロス

1%未満のネットワークを実現するのは難し

い課題ですし、ビデオ会議のために新たに

社内のネットワークを整備するというのはな

かなかハードルが高いですが、当社の製品

は既存のネットワークでも問題なく稼働させ

ることができるので、ビデオ会議システムの

導入がより容易になると言えます。

　これを可能にしているのが、SEC（Super 

Error Concealment）と呼ばれるファー

ウェイ独自の特許技術です。これは、コー

ディング段階で生成した冗長パケットによっ

て転送時のパケットロスを補正するもので、

最新の映像符号化技術H.264/SVC

（Scalable Video Coding ： 拡張映像

符号化）との組み合わせにより最大20%

のパケットロスを補正し、画質と音質を維持

することができます。

　また、人物の顔や動きのある箇所など人

が注視するエリアを最適化して処理する

VME（Video Motion Enhancement）技

術も、ファーウェイの独自技術です。VMEと

H.264ハイプロファイルにより、使用帯域を

50%抑制することに成功しています。デモ

をご覧いただいたお客様やシステム・インテ

グレーターの皆様は、フルHD（1080p/

30fps）の会議を512kbpsの回線で実施

できることに対してたいへん驚かれています。
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できることに対してたいへん驚かれています。

ファーウェイの
ビデオ会議システム戦略

世界初のWi-Fi対応

　現在の日本のUC市場規模は約2,000

億円で、そのうち従来型のビデオ会議シス

テムが150億円、ウェブ会議システムが

110億円で、両方を合わせても260億円で

す。IPテレフォニーが中心のUC市場では

相対的に小さい分野ですが、成長率で見

れば、ここ数年のIPテレフォニーの成長率

が2～3％であるのに対し、会議システムは

6～7％の成長を示していることから、今後

の拡大に期待が持てる市場と言えます。

　3～4年前には、ウェブ会議の急成長に

ともなって従来からのルーム型ビデオ会議

は衰退するとの見方もありました。しかし、米

国の調査会社ウェインハウス・リサーチ

（Wainhouse Research）の調査でも、依

然として遠隔会議を行う場所は会議室が

最も主流という結果が出ています。この調

査結果を裏づけるように、従来型のビデオ

会議システムは急成長ではないものの台

数ベースでは堅調に伸びており、数年前は

1万5,000台でしたが、2012年には2万台

を突破しました。

　一方、同時にビデオ会議製品の価格下

落も起こっており、質を考慮しなければ10

万円台で手に入るビデオ会議端末も登場

しています。個人的には、720pのHD（ハ

イビジョン）ビデオ会議システムがエンド・

ユーザー価格で40万円台まで下落してき

ているという現状から、低価格競争もそろ

そろ底を打ちつつあるのではないかと感じ

ています。価格の下落はウェブ会議でも同

様であり、1ユーザーあたり月額1,000円の

ウェブ会議サービスなど、従来では考えられ

ない価格のサービスも出てきています。

　私見としては、従来型のビデオ会議サー

ビスかウェブ会議サービスの二者択一と

いうことではなく、お互いが近寄っていくこと

で両者の線引きがいっそう難しくなると考え

ています。ただし、それなりの広さの部屋で

ビデオ会議を行うにはPC＋ウェブ・カメラで

はまだまだ無理があり、ビデオ会議専用端

末が必要ですし、会議の参加者が多い場

合にもMCU（Multipoint Control Unit：多

地点接続装置）というビデオ会議専用装置

がなければスムーズな遠隔会議は実現でき

ません。したがって、カジュアルなミーティン

グにはウェブ会議、ある程度の頻度で役員

会議などにも使うのであれば専用の従来型

ビデオ会議システムという使い分けが進む

ものと思われます。

　市場の変化としては、複数拠点を結ぶ多

地点会議の需要が伸びています。特に、店

舗を多数保有する業態、たとえばチェーン

店などの小売業、金融業など、これまであま

りビデオ会議を使わなかった業態での導入

が進んでいます。それにともない、多拠点の

規模も大型化しており、数百拠点の店舗を

結ぶ会議なども出てきています。導入例と

しては、これまで全国から毎月招集していた

店長会議をビデオ会議で行うことで、より

頻繁な開催が可能になるとともに、店長以

外の一般の社員の教育、情報伝達などに

も会議システムを利用するといったケース

が挙げられます。

　さらに、最近では本来の「会議」という用

途にとどまらない利用法も見られるようにな

りました。中国では2012年2月に火鍋料理

の全国チェーン店「海底捞（Hai Di Lao）」

の北京と上海の店舗でファーウェイのビデ

オ会議システムTP3106を導入し、双方

の店舗の利用客が大画面で会話をしなが

ら鍋を囲むというサービスが話題を呼んで

います。

　技術的観点では、映像はH.264符号化

技術を使ったHDがスタンダードになってか

らは、あまり大きな変化は見られません。

H.265や4K、8Kといった新たな映像技術

も将来的にはビデオ会議、ウェブ会議に取

り入れられることが予想されますが、今後3～

4年は現状の基礎技術のブラッシュアップ

が中心になるでしょう。

　一方、ユーザーにとっての使いやすさとい

う点では、改良が進むと見ています。ビデオ

会議にしろ、ウェブ会議にしろ、まだまだ一般

ユーザーがストレスなく、IT部門のサポートな

しに使えるレベルには達しておらず、特に

ユーザー・インターフェースには改良の余地が

おおいにあります。今後は、どのメーカーも使

いやすさの技術を磨いてくると思われます。

　もうひとつ向上が期待されるのが、ネット

ワーク・フレンドリーな製品です。現在のビ

デオ会議には、高速・大容量の非常にク

リーンなネットワークが必要です。しかし、現

実には会議室に十分なネットワークが備

わっておらず、ビデオ会議やウェブ会議を

導入する前にまずネットワークの見直しが

求められる場合が多いのが実情です。

　TEシリーズは設定が簡単であることも大

きな利点です。設定内容を入力したUSB

カードを本体背面のスロットに差し込むか、

リモコンやウェブ上のインターフェースを通じ

た設定により、5分もあれば設置が完了しま

す。また、コーデック、カメラ、マイクが一体と

なったオールインワン型のTE30は幅16.7 

cm・奥行23.5cm・高さ15.7cmと非常に

コンパクトなサイズで、設置スペースの心配

もいりません。

　さらに、TEシリーズはビデオ会議システム

のTEシリーズは既存のインフラやプラット

フォームなどの資産を無駄にすることなく簡

便に導入できるため、わずかなTCO（Total 

Cost of Ownership ： 総所有コスト）で

高性能なビデオ会議を実現することを可能

にします。エントリー・モデルとなるTE30は

2013年4月末にグローバルで発売を開始

し、5か月間で1,500台以上を出荷してい

ます。日本では2013年10月下旬から国内

のディストリビューターを通じて販売してお

り、その後ハイエンド・モデルの3製品や

MCUなどのインフラ製品も順次発売して

いく予定です。

としては世界で初めてWi-Fiに対応していま

す。最近ではネットワークをワイヤレス化する

企業が多くなり、LANケーブルのない会議

室も出てきていますが、Wi-Fi接続なら場所

を選ばず使用できる上、ケーブル接続によ

る障害も約80%削減できます。

　他社製品との相互運用性も高く、2013

年6月にポルトガルで開催されたSuperOp! 

2013（ICT各社が製品を持ち寄って相互

接続試験を行うイベント）でもTE30を含め

たファーウェイのビデオ会議システムの相

互運用性の高さが証明されました。

　これらさまざまな特長により、ファーウェイ
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ファーウェイ・ジャパン　法人ビジネス事業本部
ソリューション＆マーケティング部
シニアプロダクトマネージャー

保険・銀行業界を中心に社内電話システ
ムの構築・運用に携わったのち、米国系
UCソリューション企業での技術営業を経
て、2012年9月にファーウェイ・ジャパンへ
入社。ビデオ会議システムのプリセールス
業務を担当する。
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■ SEC（Super Error Concealment）技術による補正のしくみ

■ TEシリーズのラインナップ

① データを送出する前に
　 アソシエーション解析アルゴリズム
　 により冗長パケットを生成

② データ転送時に
　 パケットロスが発生
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映像・音声のコーディング

1 ? 0 ? 0
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映像・音声ストリーム0/1 エラー補正アルゴリズム? 転送中のパケットロス

③ 冗長パケットにより
　 データをリカバリー
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HUAWEI TE40
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ビデオインターフェース：5入力、5出力
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トリプルビュー
ビデオインターフェース：8入力、6出力
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高画質・高音質のビデオ会議を
既存のネットワークで可能に

ネットワークの問題をビデオ会議システム側

で解決できれば、導入はいっそう容易になる
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見るとなかなか難しいハードルですが、最

終的にはこの価格帯に向けてさらなる下

落が続く可能性があります。もちろん、それ
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人が注視するエリアを最適化
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　他社製品との相互運用性も高く、2013

年6月にポルトガルで開催されたSuperOp! 

2013（ICT各社が製品を持ち寄って相互

接続試験を行うイベント）でもTE30を含め

たファーウェイのビデオ会議システムの相

互運用性の高さが証明されました。

　これらさまざまな特長により、ファーウェイ

中山 和弘

ファーウェイ・ジャパン　法人ビジネス事業本部
ソリューション＆マーケティング部
シニアプロダクトマネージャー

保険・銀行業界を中心に社内電話システ
ムの構築・運用に携わったのち、米国系
UCソリューション企業での技術営業を経
て、2012年9月にファーウェイ・ジャパンへ
入社。ビデオ会議システムのプリセールス
業務を担当する。
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■ SEC（Super Error Concealment）技術による補正のしくみ

■ TEシリーズのラインナップ

① データを送出する前に
　 アソシエーション解析アルゴリズム
　 により冗長パケットを生成

② データ転送時に
　 パケットロスが発生

1 1 0 1 0 冗長パケット

映像・音声のコーディング

1 ? 0 ? 0

トランスミッション

映像・音声ストリーム0/1 エラー補正アルゴリズム? 転送中のパケットロス

③ 冗長パケットにより
　 データをリカバリー

1 1 0 1 0

デコード

冗長パケット

小会議室

3-in-1 システム
1080pデュアルストリーム
ビデオインターフェース：2入力、2出力

HUAWEI TE30 

小～中会議室

1080p 60fpsデュアルストリーム
デュアルディスプレイ
ビデオインターフェース：3入力、3出力

HUAWEI TE40

大会議室

1080p 60fpsデュアルストリーム
デュアルディスプレイ
ビデオインターフェース：5入力、5出力

HUAWEI TE50

ホール、講堂

1080p 60fpsデュアルストリーム
トリプルビュー
ビデオインターフェース：8入力、6出力

HUAWEI TE60

高画質・高音質のビデオ会議を
既存のネットワークで可能に

ネットワークの問題をビデオ会議システム側

で解決できれば、導入はいっそう容易になる

でしょうし、そのような製品も出はじめていま

す。ファーウェイも、この点については競合

他社に先駆けて取り組みを進めています。

　また、上述のように従来型ビデオ会議製

品の価格は底値に近づいていますが、日本

市場では現状の機能で20万円以下、つま

り固定資産の設備にならない価格を望む

声も多く聞かれます。一つひとつの部品を

見るとなかなか難しいハードルですが、最

終的にはこの価格帯に向けてさらなる下

落が続く可能性があります。もちろん、それ

にともない販売台数もさらに伸びると考え

られます。

　日本におけるファーウェイのビデオ会議

システム事業ははじまったばかりですが、グ

ローバルでは当社のビデオ会議システムは

20年の歴史を持っています。2012年末ま

でに全世界60以上の国と地域で14万台

の出荷実績があり、世界シェア第3位、その

うち3,500台以上を占めるテレプレゼンス・

システムでは第2位となっています。
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が求められています。ビデオ会議システムに

加え、端末製品とネットワークの分野でも豊

富な実績を持つファーウェイは、その強みを

生かし、ユーザー・インターフェースの改善と

ネットワーク環境を考慮した製品の開発に

注力していきます。

　また、販売地域の戦略的な拡大も目標

のひとつです。日本をはじめ北米、西欧など

世界各地で販売を強化していく予定です。

日本ではこの1～2年で販売パートナーを開

拓し、ビデオ会議を扱うシステム・インテグ

レーターを15～20社に増やしていきたいと

考えています。

　ファーウェイ製品の最大の特長は、ネット

ワークへの適用性がきわめて高いことで

す。従来の技術ではパケットロスが1%でも

生じるとビデオ会議の映像と音声に影響が

出ていましたが、ファーウェイのTEシリーズ

■ 帯域抑制に貢献するVME（Video Motion Enhancement）技術

動きのあるエリア

動きのないエリア

VMEを使用していない場合

人が注視するエリア

VMEを使用した場合

人が注視するエリアを最適化
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FBB（Fixed Broadband：固定ブロードバンド）とMBB（Mobile Broadband：モバ

イル・ブロードバンド）は別々のものと考えられがちだが、家庭内で複数のデバイス

がネットワークに接続され、それぞれに固定網から動画をストリーミングしたり、Wi-Fi

でデータをダウンロードしたりという使い方を考えてみれば、固定とモバイルを区別

することにはあまり意味がない。むしろ通信事業者は、両者をどう融合してシナジー

を生み出し、利益につなげるかを考えなければならないだろう。

ファーウェイ 固定ネットワークアクセス製品管理部　呉華忠（Wu Huazhong）

統合がもたらすシナジー

　タブレット市場は予想もつかないようなス

ピードで成長している。タブレットの出荷量

は2012年末時点でPCを上まわっており、

その後も順 調に伸びている。オフコム

（Office of Communications：英国情報

通信庁）の調査によれば、英国のタブレット
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の所有者数は2012年に2倍以上に増加

し、その半数がタブレットなしでは生活できな

いと答えている。タブレットやファブレットは

娯楽のためのインターネット利用における

主要なデバイスとなったのである。また、

ボーダフォンによると、スマートフォン利用者

の3分の1がスマートフォンで動画を視聴

しているとされ、その割合は2015年には

75%まで上昇すると見られている。

　テレビもこうした変化に乗り遅れてはい

ない。中国のLETV（楽視網）はその好例だ。

LETVのホーム・メディア事業のビジネス・

モデルはアマゾンのキンドル戦略に近い。

ただしLETVの場合、端末は60インチ画

面、コンテンツは動画である。同社はフォッ

クスコン（鴻海精密工業）製の端末を低価

格で提供し、その分をコンテンツ収入で補

うというフリーミアム・モデルを採用してい

る。このサービスは事前予約の段階で100

万件以上もの申し込みが殺到し、サービス

開始後1時間でさらに数万件の加入を受

け付けた。

　タブレット、スマートフォン、テレビなどの端

末はいずれもネットワークに接続されてお

り、いずれどの家庭でも少なくとも3台はこう

した端末を所有することになるだろう。

AirPlay（アップルのiOSに搭載されてい

る、複数の端末で動画や音楽のストリー

ミング再生を可能にする機能）のような技

術によって複数のディスプレイ間のインタ

ラクションはよりスムーズになり、Dropcam

（ネットワークに接続した監視カメラの映像

をクラウド・アプリケーションによって閲覧

できるシステム）のような新しいサービスが

機器どうしを接続することで「つながった」

サービス環境が生み出される。

　家庭内を「つなげる」というニーズに応え

て共有サービスが次々と登場するにつれ、

ARPA（Average Revenue Per Account ：

1契約回線あたりの平均売上）やAMPA

家庭内を「つなげる」ネットワーク

統合の利点

（Average Margin Per Account ： 1契約

回線あたりの平均粗利）といった指標が通

信事業者にとってますます重要になってき

ている。こうした家庭内接続環境で利益を

上げるためには、単に固定通信契約を結ん

でWi-Fi接続装置を用意するだけではなく、

MBBとFBBのシナジーが必要になる。

　MBBとFBBは事業ドメインが異なるとい

うのがこれまでの通説だった。しかし、屋外

の携帯電話回線で見はじめた動画を家で

もWi-Fiで途切れることなく見続けたいとい

うように、常時接続が求められる現状では、

固定とモバイルの技術的な違いを問題にし

てはいられない。通信事業者は両者を売り

にしなければ、ユーザーに真のデジタル・ラ

イフスタイルを提供することはできないだろ

う。一部の移動通信事業者は自分たちの

サービスを固定サービスと融合させることに

乗り気ではないかもしれないが、サービス全

体のTCO（Total Cost of Ownership：総

所有コスト）を抑えるためにはFBBの活用

が不可欠である。

　ボーダフォンは固定とモバイルのシナジー

を戦略的に捉え、スペイン、ドイツ、英国など

の市場で固定網に大規模な投資を行って

きた。ボーダフォン・グループのCEOは「当

然ながら、両者の融合を語らずして戦略や

将来は語れない」と述べている。同社は、固

定への投資は家庭と企業の両方の通信環

境を大きく改善するとともに、モバイル・バッ

クホールに要するやっかいなコストを低減す

ることを意図したものだとしている。

　調査会社インフォーマ（Informa）の調べ

によると、全世界のスマートフォンのトラ

フィックの70%がWi-Fiを経由しており、タ

ブレットではその割合がさらに高くなってい

る。HD動画が標準となったことで、スマート

フォンでもある程度の帯域幅が必要とされ

るようになった。MBBのパフォーマンスは

ユーザーとデバイスの数とシグナルの強さ

に大きく左右されるため、モバイルだけで常

時快適な通信環境を保証することは不可

能に近い。サービス品質を保つためにも、

TCOを抑えるためにも、基盤となる固定

回線が重要になる。

　ある北米の通信事業者のCTO（Chief 

Technology Officer：最高技術責任者）の

試算では、固定と無線のアクセス・ネット

ワークを統合すると、別々に構築するよりも

TCOが30%下がるという。これは主に、統

合による工事費の大幅な削減と、電気や

光ファイバーなど基地局に必要なインフラ

の共有が可能になるためである。こうした統

合の効果は、LTEにおいてスモールセルの

導入が進むにつれていっそう顕著になる。

FBBのカバレッジを活用してバックホールと

電力をまかなえば、コスト削減と迅速な展開

を実現することができる。

　現在のところ、通信事業者にとって主要

な戦略目標となっているのは、既存の音声

サービスとテキスト・サービスの維持、ブロー

ドバンド・アクセス市場の拡大、ブロードバン

ドの法人への展開の3つである。FBBと

MBBを統合するビジネス・モデルはこれらを

促進するものだが、それを実践するために

通信事業者は方向の転換を迫られるだろ

う。MBBでは現在データ通信の収益化に

注力しているのに対し、FBBではいまだ帯

域幅で勝負しているからだ。

　Wi-Fi上のトラフィックと携帯通信回線

上のトラフィックを総合的に比較すると、ス

マートフォンがWi-Fi上でやりとりするデータ

通信量の平均は、ある程度の粗利を生む

一般的なMBB料金プランで利用される通

信量の平均をすでに上まわっている。FBB

がなければ、ユーザーは上限や速度制限の

ないプランを求めることになる。これは本質

的に持続不可能であり、結果的にOTTに

よる音声サービスやテキスト・サービスの

利用を促すため、既存のサービスにとっても

ダメージとなる。

　こうしたシナリオは韓国を見ればよくわか

る。3Gの時代、韓国の3大通信事業者は

無制限のデータ・プランを提供していたが、

これによりARPUが下がっただけでなく、

カカオトークなどのOTTアプリの人気を高め

ることになり、SMSや音声通話の利用をか

なりの割合で奪われることになった。LTEへ

の移行にともない、使用量に応じた課金が

標準となったものの、先行きは不透明だ。

　FBBを活用したとしても、帯域幅の収益

化はやはり難しい課題である。EUのある調

査によれば、家庭用ブロードバンドの加入

者のうち82%が、より高速な通信に対して

追加料金を払うことに抵抗を感じていると

いう。その主な理由として、魅力的なサービ

スがないこと、接続の速さが実感できないこ

とが挙げられている。とはいえ、家庭内で

ネットワークに接続される機器（特にテレビ）

の数が増え、それらの機器でHD動画を視

聴することが当たり前になってくれば、

10Mbpsと100Mbpsの差は大きく感じら

れるようになるだろう。

　FBBとMBBを統合すれば、ユーザーが

望むようなバンドル・サービスを提供すること

ができ、通信事業者にとって最も頭の痛い

問題である契約者の流出にも歯止めをか

けることが可能になる。AT&Tによると、同

社のFBBとMBBのバンドル・サービスの加

入者は単独の場合よりも満足度が10%高

く、U-Verseと呼ばれる同社のウルトラ・ブ

ロードバンド・サービスは着実に加入者を増

やしているという。

　スペインのテレフォニカも、インターネット、

テレビ、モバイル回線、固定回線を統合した

プランを提供しており、1四半期で150万人

の加入者を獲得し、そのうち40%が他の携

帯通信会社からの乗り換えだった。ロイター

によれば、同社のCEOはこのサービスを開

始した直後の四半期は加入者数と粗利に

おいて業績が同社史上最高だったと明か

している。

　通信事業者がネットワークの「土管化」を

回避し、ユーザーに選ばれるサービスを提

供するためには、固定ブロードバンドとモバ

イル・ブロードバンドの融合が避けて通れな

いものとなるはずだ。

ユーザーが常時接続を求めている現状では、
固定とモバイルの技術的な違いを
問題にしてはいられない。
通信事業者は両者を売りにしなければ、
ユーザーに真のデジタル・ライフスタイルを
提供することはできないだろう。
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　調査会社インフォーマ（Informa）の調べ

によると、全世界のスマートフォンのトラ

フィックの70%がWi-Fiを経由しており、タ

ブレットではその割合がさらに高くなってい

る。HD動画が標準となったことで、スマート

フォンでもある程度の帯域幅が必要とされ

るようになった。MBBのパフォーマンスは

ユーザーとデバイスの数とシグナルの強さ

に大きく左右されるため、モバイルだけで常

時快適な通信環境を保証することは不可

能に近い。サービス品質を保つためにも、

TCOを抑えるためにも、基盤となる固定

回線が重要になる。

　ある北米の通信事業者のCTO（Chief 

Technology Officer：最高技術責任者）の

試算では、固定と無線のアクセス・ネット

ワークを統合すると、別々に構築するよりも

TCOが30%下がるという。これは主に、統

合による工事費の大幅な削減と、電気や

光ファイバーなど基地局に必要なインフラ

の共有が可能になるためである。こうした統

合の効果は、LTEにおいてスモールセルの

導入が進むにつれていっそう顕著になる。

FBBのカバレッジを活用してバックホールと

電力をまかなえば、コスト削減と迅速な展開

を実現することができる。

　現在のところ、通信事業者にとって主要

な戦略目標となっているのは、既存の音声

サービスとテキスト・サービスの維持、ブロー

ドバンド・アクセス市場の拡大、ブロードバン

ドの法人への展開の3つである。FBBと

MBBを統合するビジネス・モデルはこれらを

促進するものだが、それを実践するために

通信事業者は方向の転換を迫られるだろ

う。MBBでは現在データ通信の収益化に

注力しているのに対し、FBBではいまだ帯

域幅で勝負しているからだ。

　Wi-Fi上のトラフィックと携帯通信回線

上のトラフィックを総合的に比較すると、ス

マートフォンがWi-Fi上でやりとりするデータ

通信量の平均は、ある程度の粗利を生む

一般的なMBB料金プランで利用される通

信量の平均をすでに上まわっている。FBB

がなければ、ユーザーは上限や速度制限の

ないプランを求めることになる。これは本質

的に持続不可能であり、結果的にOTTに

よる音声サービスやテキスト・サービスの

利用を促すため、既存のサービスにとっても

ダメージとなる。

　こうしたシナリオは韓国を見ればよくわか

る。3Gの時代、韓国の3大通信事業者は

無制限のデータ・プランを提供していたが、

これによりARPUが下がっただけでなく、

カカオトークなどのOTTアプリの人気を高め

ることになり、SMSや音声通話の利用をか

なりの割合で奪われることになった。LTEへ

の移行にともない、使用量に応じた課金が

標準となったものの、先行きは不透明だ。

　FBBを活用したとしても、帯域幅の収益

化はやはり難しい課題である。EUのある調

査によれば、家庭用ブロードバンドの加入

者のうち82%が、より高速な通信に対して

追加料金を払うことに抵抗を感じていると

いう。その主な理由として、魅力的なサービ

スがないこと、接続の速さが実感できないこ

とが挙げられている。とはいえ、家庭内で

ネットワークに接続される機器（特にテレビ）

の数が増え、それらの機器でHD動画を視

聴することが当たり前になってくれば、

10Mbpsと100Mbpsの差は大きく感じら

れるようになるだろう。

　FBBとMBBを統合すれば、ユーザーが

望むようなバンドル・サービスを提供すること

ができ、通信事業者にとって最も頭の痛い

問題である契約者の流出にも歯止めをか

けることが可能になる。AT&Tによると、同

社のFBBとMBBのバンドル・サービスの加

入者は単独の場合よりも満足度が10%高

く、U-Verseと呼ばれる同社のウルトラ・ブ

ロードバンド・サービスは着実に加入者を増

やしているという。

　スペインのテレフォニカも、インターネット、

テレビ、モバイル回線、固定回線を統合した

プランを提供しており、1四半期で150万人

の加入者を獲得し、そのうち40%が他の携

帯通信会社からの乗り換えだった。ロイター

によれば、同社のCEOはこのサービスを開

始した直後の四半期は加入者数と粗利に

おいて業績が同社史上最高だったと明か

している。

　通信事業者がネットワークの「土管化」を

回避し、ユーザーに選ばれるサービスを提

供するためには、固定ブロードバンドとモバ

イル・ブロードバンドの融合が避けて通れな

いものとなるはずだ。

ユーザーが常時接続を求めている現状では、
固定とモバイルの技術的な違いを
問題にしてはいられない。
通信事業者は両者を売りにしなければ、
ユーザーに真のデジタル・ライフスタイルを
提供することはできないだろう。
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　タブレット市場は予想もつかないようなス

ピードで成長している。タブレットの出荷量

は2012年末時点でPCを上まわっており、

その後も順 調に伸びている。オフコム

（Office of Communications：英国情報

通信庁）の調査によれば、英国のタブレット

の所有者数は2012年に2倍以上に増加

し、その半数がタブレットなしでは生活できな

いと答えている。タブレットやファブレットは

娯楽のためのインターネット利用における

主要なデバイスとなったのである。また、

ボーダフォンによると、スマートフォン利用者

の3分の1がスマートフォンで動画を視聴

しているとされ、その割合は2015年には

75%まで上昇すると見られている。

　テレビもこうした変化に乗り遅れてはい

ない。中国のLETV（楽視網）はその好例だ。

LETVのホーム・メディア事業のビジネス・

モデルはアマゾンのキンドル戦略に近い。

ただしLETVの場合、端末は60インチ画

面、コンテンツは動画である。同社はフォッ

クスコン（鴻海精密工業）製の端末を低価

格で提供し、その分をコンテンツ収入で補

うというフリーミアム・モデルを採用してい

る。このサービスは事前予約の段階で100

万件以上もの申し込みが殺到し、サービス

開始後1時間でさらに数万件の加入を受

け付けた。

　タブレット、スマートフォン、テレビなどの端

末はいずれもネットワークに接続されてお

り、いずれどの家庭でも少なくとも3台はこう

した端末を所有することになるだろう。

AirPlay（アップルのiOSに搭載されてい

る、複数の端末で動画や音楽のストリー

ミング再生を可能にする機能）のような技

術によって複数のディスプレイ間のインタ

ラクションはよりスムーズになり、Dropcam

（ネットワークに接続した監視カメラの映像

をクラウド・アプリケーションによって閲覧

できるシステム）のような新しいサービスが

機器どうしを接続することで「つながった」

サービス環境が生み出される。

　家庭内を「つなげる」というニーズに応え

て共有サービスが次々と登場するにつれ、

ARPA（Average Revenue Per Account ：

1契約回線あたりの平均売上）やAMPA

（Average Margin Per Account ： 1契約

回線あたりの平均粗利）といった指標が通

信事業者にとってますます重要になってき

ている。こうした家庭内接続環境で利益を

上げるためには、単に固定通信契約を結ん

でWi-Fi接続装置を用意するだけではなく、

MBBとFBBのシナジーが必要になる。

　MBBとFBBは事業ドメインが異なるとい

うのがこれまでの通説だった。しかし、屋外

の携帯電話回線で見はじめた動画を家で

もWi-Fiで途切れることなく見続けたいとい

うように、常時接続が求められる現状では、

固定とモバイルの技術的な違いを問題にし

てはいられない。通信事業者は両者を売り

にしなければ、ユーザーに真のデジタル・ラ

イフスタイルを提供することはできないだろ

う。一部の移動通信事業者は自分たちの

サービスを固定サービスと融合させることに

乗り気ではないかもしれないが、サービス全

体のTCO（Total Cost of Ownership：総

所有コスト）を抑えるためにはFBBの活用

が不可欠である。

　ボーダフォンは固定とモバイルのシナジー

を戦略的に捉え、スペイン、ドイツ、英国など

の市場で固定網に大規模な投資を行って

きた。ボーダフォン・グループのCEOは「当

然ながら、両者の融合を語らずして戦略や

将来は語れない」と述べている。同社は、固

定への投資は家庭と企業の両方の通信環

境を大きく改善するとともに、モバイル・バッ

クホールに要するやっかいなコストを低減す

ることを意図したものだとしている。
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スがないこと、接続の速さが実感できないこ

とが挙げられている。とはいえ、家庭内で

ネットワークに接続される機器（特にテレビ）

の数が増え、それらの機器でHD動画を視

聴することが当たり前になってくれば、

10Mbpsと100Mbpsの差は大きく感じら

れるようになるだろう。

　FBBとMBBを統合すれば、ユーザーが

望むようなバンドル・サービスを提供すること

ができ、通信事業者にとって最も頭の痛い

問題である契約者の流出にも歯止めをか

けることが可能になる。AT&Tによると、同

社のFBBとMBBのバンドル・サービスの加

入者は単独の場合よりも満足度が10%高

く、U-Verseと呼ばれる同社のウルトラ・ブ

ロードバンド・サービスは着実に加入者を増

やしているという。

　スペインのテレフォニカも、インターネット、

テレビ、モバイル回線、固定回線を統合した

プランを提供しており、1四半期で150万人

の加入者を獲得し、そのうち40%が他の携

帯通信会社からの乗り換えだった。ロイター

によれば、同社のCEOはこのサービスを開

始した直後の四半期は加入者数と粗利に

おいて業績が同社史上最高だったと明か

している。

　通信事業者がネットワークの「土管化」を

回避し、ユーザーに選ばれるサービスを提

供するためには、固定ブロードバンドとモバ

イル・ブロードバンドの融合が避けて通れな

いものとなるはずだ。

モバイルだけで常時快適な通信環境を
保証することは不可能に近い。
サービス品質を保つためにも、TCOを抑えるためにも、
基盤となる固定回線が重要になる。
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導入が進むにつれていっそう顕著になる。

FBBのカバレッジを活用してバックホールと

電力をまかなえば、コスト削減と迅速な展開

を実現することができる。

　現在のところ、通信事業者にとって主要

な戦略目標となっているのは、既存の音声

サービスとテキスト・サービスの維持、ブロー

ドバンド・アクセス市場の拡大、ブロードバン

ドの法人への展開の3つである。FBBと

MBBを統合するビジネス・モデルはこれらを

促進するものだが、それを実践するために

通信事業者は方向の転換を迫られるだろ

う。MBBでは現在データ通信の収益化に

注力しているのに対し、FBBではいまだ帯

域幅で勝負しているからだ。

　Wi-Fi上のトラフィックと携帯通信回線

上のトラフィックを総合的に比較すると、ス

マートフォンがWi-Fi上でやりとりするデータ

通信量の平均は、ある程度の粗利を生む

一般的なMBB料金プランで利用される通

信量の平均をすでに上まわっている。FBB

がなければ、ユーザーは上限や速度制限の

ないプランを求めることになる。これは本質

的に持続不可能であり、結果的にOTTに

よる音声サービスやテキスト・サービスの

利用を促すため、既存のサービスにとっても

ダメージとなる。

　こうしたシナリオは韓国を見ればよくわか

る。3Gの時代、韓国の3大通信事業者は

無制限のデータ・プランを提供していたが、

これによりARPUが下がっただけでなく、

カカオトークなどのOTTアプリの人気を高め

ることになり、SMSや音声通話の利用をか

なりの割合で奪われることになった。LTEへ

の移行にともない、使用量に応じた課金が

標準となったものの、先行きは不透明だ。

　FBBを活用したとしても、帯域幅の収益

化はやはり難しい課題である。EUのある調

査によれば、家庭用ブロードバンドの加入

者のうち82%が、より高速な通信に対して

追加料金を払うことに抵抗を感じていると

いう。その主な理由として、魅力的なサービ

スがないこと、接続の速さが実感できないこ

とが挙げられている。とはいえ、家庭内で

ネットワークに接続される機器（特にテレビ）

の数が増え、それらの機器でHD動画を視

聴することが当たり前になってくれば、

10Mbpsと100Mbpsの差は大きく感じら

れるようになるだろう。

　FBBとMBBを統合すれば、ユーザーが

望むようなバンドル・サービスを提供すること

ができ、通信事業者にとって最も頭の痛い

問題である契約者の流出にも歯止めをか

けることが可能になる。AT&Tによると、同

社のFBBとMBBのバンドル・サービスの加

入者は単独の場合よりも満足度が10%高

く、U-Verseと呼ばれる同社のウルトラ・ブ

ロードバンド・サービスは着実に加入者を増

やしているという。

　スペインのテレフォニカも、インターネット、

テレビ、モバイル回線、固定回線を統合した

プランを提供しており、1四半期で150万人

の加入者を獲得し、そのうち40%が他の携

帯通信会社からの乗り換えだった。ロイター

によれば、同社のCEOはこのサービスを開

始した直後の四半期は加入者数と粗利に

おいて業績が同社史上最高だったと明か

している。

　通信事業者がネットワークの「土管化」を

回避し、ユーザーに選ばれるサービスを提

供するためには、固定ブロードバンドとモバ

イル・ブロードバンドの融合が避けて通れな

いものとなるはずだ。

モバイルだけで常時快適な通信環境を
保証することは不可能に近い。
サービス品質を保つためにも、TCOを抑えるためにも、
基盤となる固定回線が重要になる。
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ファーウェイ:EEは2012年10月にLTE商

用化をスタートしましたが、これまでの進捗

状況はいかがですか。

ハニーフ氏:このプロジェクトはスケールがき

わめて大きく、サービス提供開始からわずか

9か月ですでに英国の総人口のほぼ60%

をカバーしています。これは実に速いペース

英国ハットフィールドに本社を置く同国最大
の移動体通信事業者。2010年にドイツ・
テレコム傘下のTモバイル（T-Mobile）とフ
ランスのオレンジ（Orange）の英国での事
業を合併して設立され、現在も3つのブラン
ド名で計2,700万人にモバイルと固定のブ
ロードバンド・サービスを提供している。
2012年に英国初かつ唯一の4Gネットワー
ク・サービスをスタートした。

EE（Everything Everywhere）

LTEで
世界をリードするEE

EEは、LTEをめぐる競争においてスタートから一歩リードし

ており、迅速かつ大規模な展開によって今後もその地位

を維持しようとしている。EEのRAN開発・プログラム担当

ディレクターのマンソー・ハニーフ（Mansoor Hanif）氏は、

同社の複雑な運用モデルとLTE展開の速さについて、他

にはない成功例だと自負している。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Julia Yao

大規模な啓発プログラムを展開しており、

エンド・ユーザーと企業の皆様に、4Gとは実

際にはどのようなもので、それが生活やビジ

ネスにどのように役立つのかということをお

伝えしています。私たちはこの市場の先駆

者として、4Gについて英国のユーザーに説

明する責任があります。現在のところ、4Gを

体験されたお客様はそのすばらしさを理解

し、3Gには戻らずにこのまま4Gを利用した

いと感じているようです。3Gも十分によい

ネットワークでしたが、4Gはエンド・ユーザー

にとってまったく新しい体験なのです。

ファーウェイ:EEは、レガシー・ネットワークと

新しいネットワークの双方に対して、どのよう

な投資計画を立てていますか。 

ハニーフ氏:当社は、今後の方向性につい

てきわめて明確な戦略を持っています。現

在当社は2G、3G、4Gを運用しています

が、2Gに関してはすでに15の主要都市に

おいて2×20MHzをLTEに再割り当てして

います。2Gネットワークを終了する予定はあ

りませんが、現在は3Gのほうが間違いなく

はるかに優れたユーザー・エクスペリエンス

を提供できるので、お客様に3Gへステップ

アップしていただくよう積極的に推奨してい

ます。2Gおよび3Gネットワークへの投資を

継続しつつ、並行して4Gネットワークの展

開を進めているところです。

　当社の投資戦略の重要な一部となって

いるのが、オレンジとTモバイルから引き継

いだネットワーク資産を単一のEEネットワー

クへと完全統合することです。これによっ

て、カスタマー・エクスペリエンスが大幅に

向上するとともに、3Gの通信容量も増大し

ます。ネットワーク統合によって3G用に4つ

の周波数が解放されることも、カスタマー・エ

クスペリエンスの向上につながるでしょう。

また、DC-HSPA（Dual Cell High Speed 

Packet Access）技術にも投資しており、

3Gのお客様に対して国内最高のスルー

プットを提供しています。

　4Gネットワークの展開に投資を続けて

いくと同時に、CA（Carrier Aggregation：

キャリア・アグリゲーション、異なる周波数帯

を組み合わせる通信方法）をはじめとする

新たな技術を通じて速度とスループットの

向上も進めていきます。手はじめにロンドン

のTech Cityエリアにおいて、新興企業に

よるこうした技術向けのアプリケーション

構築をサポートする計画です（p.28参照）。

ファーウェイ:異なる方式のネットワーク間

の負荷分散について、EEは端末とネット

ワーク設計の面でどのように実現されるの

でしょうか。

ハニーフ氏:1800MHz帯がたいへん魅力

的であることは明らかだと思います。カバ

レッジと容量においては抜群のバランスで

す。2600MHz帯は都市部で速度と容量を

確保する上で重要です。800MHz帯は、都

市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

2Gから3G、そして4Gへ

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

2014年末までに総人口の98%をカバーするという
目標の達成に向けて、

LTEカバレッジのさらなる拡大を推し進めています。
これはきわめて迅速な展開を必要とする

大きなチャレンジとなるでしょう。

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。
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ファーウェイ:EEは2012年10月にLTE商

用化をスタートしましたが、これまでの進捗

状況はいかがですか。

ハニーフ氏:このプロジェクトはスケールがき

わめて大きく、サービス提供開始からわずか

9か月ですでに英国の総人口のほぼ60%

をカバーしています。これは実に速いペース

英国ハットフィールドに本社を置く同国最大
の移動体通信事業者。2010年にドイツ・
テレコム傘下のTモバイル（T-Mobile）とフ
ランスのオレンジ（Orange）の英国での事
業を合併して設立され、現在も3つのブラン
ド名で計2,700万人にモバイルと固定のブ
ロードバンド・サービスを提供している。
2012年に英国初かつ唯一の4Gネットワー
ク・サービスをスタートした。

EE（Everything Everywhere）

LTEで
世界をリードするEE

EEは、LTEをめぐる競争においてスタートから一歩リードし

ており、迅速かつ大規模な展開によって今後もその地位

を維持しようとしている。EEのRAN開発・プログラム担当

ディレクターのマンソー・ハニーフ（Mansoor Hanif）氏は、

同社の複雑な運用モデルとLTE展開の速さについて、他

にはない成功例だと自負している。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Julia Yao

大規模な啓発プログラムを展開しており、

エンド・ユーザーと企業の皆様に、4Gとは実

際にはどのようなもので、それが生活やビジ

ネスにどのように役立つのかということをお

伝えしています。私たちはこの市場の先駆

者として、4Gについて英国のユーザーに説

明する責任があります。現在のところ、4Gを

体験されたお客様はそのすばらしさを理解

し、3Gには戻らずにこのまま4Gを利用した

いと感じているようです。3Gも十分によい

ネットワークでしたが、4Gはエンド・ユーザー

にとってまったく新しい体験なのです。

ファーウェイ:EEは、レガシー・ネットワークと

新しいネットワークの双方に対して、どのよう

な投資計画を立てていますか。 

ハニーフ氏:当社は、今後の方向性につい

てきわめて明確な戦略を持っています。現

在当社は2G、3G、4Gを運用しています

が、2Gに関してはすでに15の主要都市に

おいて2×20MHzをLTEに再割り当てして

います。2Gネットワークを終了する予定はあ

りませんが、現在は3Gのほうが間違いなく

はるかに優れたユーザー・エクスペリエンス

を提供できるので、お客様に3Gへステップ

アップしていただくよう積極的に推奨してい

ます。2Gおよび3Gネットワークへの投資を

継続しつつ、並行して4Gネットワークの展

開を進めているところです。

　当社の投資戦略の重要な一部となって

いるのが、オレンジとTモバイルから引き継

いだネットワーク資産を単一のEEネットワー

クへと完全統合することです。これによっ

て、カスタマー・エクスペリエンスが大幅に

向上するとともに、3Gの通信容量も増大し

ます。ネットワーク統合によって3G用に4つ

の周波数が解放されることも、カスタマー・エ

クスペリエンスの向上につながるでしょう。

また、DC-HSPA（Dual Cell High Speed 

Packet Access）技術にも投資しており、

3Gのお客様に対して国内最高のスルー

プットを提供しています。

　4Gネットワークの展開に投資を続けて

いくと同時に、CA（Carrier Aggregation：

キャリア・アグリゲーション、異なる周波数帯

を組み合わせる通信方法）をはじめとする

新たな技術を通じて速度とスループットの

向上も進めていきます。手はじめにロンドン

のTech Cityエリアにおいて、新興企業に

よるこうした技術向けのアプリケーション

構築をサポートする計画です（p.28参照）。

ファーウェイ:異なる方式のネットワーク間

の負荷分散について、EEは端末とネット

ワーク設計の面でどのように実現されるの

でしょうか。

ハニーフ氏:1800MHz帯がたいへん魅力

的であることは明らかだと思います。カバ

レッジと容量においては抜群のバランスで

す。2600MHz帯は都市部で速度と容量を

確保する上で重要です。800MHz帯は、都

市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

2Gから3G、そして4Gへ

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

2014年末までに総人口の98%をカバーするという
目標の達成に向けて、

LTEカバレッジのさらなる拡大を推し進めています。
これはきわめて迅速な展開を必要とする

大きなチャレンジとなるでしょう。

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。
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市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

携帯端末へのフォーカス

動いている砂の上に
城を建てる

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。
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ファーウェイ:EEは2012年10月にLTE商

用化をスタートしましたが、これまでの進捗

状況はいかがですか。

ハニーフ氏:このプロジェクトはスケールがき

わめて大きく、サービス提供開始からわずか

9か月ですでに英国の総人口のほぼ60%

をカバーしています。これは実に速いペース

大規模な啓発プログラムを展開しており、

エンド・ユーザーと企業の皆様に、4Gとは実

際にはどのようなもので、それが生活やビジ

ネスにどのように役立つのかということをお

伝えしています。私たちはこの市場の先駆

者として、4Gについて英国のユーザーに説

明する責任があります。現在のところ、4Gを

体験されたお客様はそのすばらしさを理解

し、3Gには戻らずにこのまま4Gを利用した

いと感じているようです。3Gも十分によい

ネットワークでしたが、4Gはエンド・ユーザー

にとってまったく新しい体験なのです。

ファーウェイ:EEは、レガシー・ネットワークと

新しいネットワークの双方に対して、どのよう

な投資計画を立てていますか。 

ハニーフ氏:当社は、今後の方向性につい

てきわめて明確な戦略を持っています。現

在当社は2G、3G、4Gを運用しています

が、2Gに関してはすでに15の主要都市に

おいて2×20MHzをLTEに再割り当てして

います。2Gネットワークを終了する予定はあ

りませんが、現在は3Gのほうが間違いなく

はるかに優れたユーザー・エクスペリエンス

を提供できるので、お客様に3Gへステップ

アップしていただくよう積極的に推奨してい

ます。2Gおよび3Gネットワークへの投資を

継続しつつ、並行して4Gネットワークの展

開を進めているところです。

　当社の投資戦略の重要な一部となって

いるのが、オレンジとTモバイルから引き継

いだネットワーク資産を単一のEEネットワー

クへと完全統合することです。これによっ

て、カスタマー・エクスペリエンスが大幅に

向上するとともに、3Gの通信容量も増大し

ます。ネットワーク統合によって3G用に4つ

の周波数が解放されることも、カスタマー・エ

クスペリエンスの向上につながるでしょう。

また、DC-HSPA（Dual Cell High Speed 

Packet Access）技術にも投資しており、

3Gのお客様に対して国内最高のスルー

プットを提供しています。

　4Gネットワークの展開に投資を続けて

いくと同時に、CA（Carrier Aggregation：

キャリア・アグリゲーション、異なる周波数帯

を組み合わせる通信方法）をはじめとする

新たな技術を通じて速度とスループットの

向上も進めていきます。手はじめにロンドン

のTech Cityエリアにおいて、新興企業に

よるこうした技術向けのアプリケーション

構築をサポートする計画です（p.28参照）。

ファーウェイ:異なる方式のネットワーク間

の負荷分散について、EEは端末とネット

ワーク設計の面でどのように実現されるの

でしょうか。

ハニーフ氏:1800MHz帯がたいへん魅力

的であることは明らかだと思います。カバ

レッジと容量においては抜群のバランスで

す。2600MHz帯は都市部で速度と容量を

確保する上で重要です。800MHz帯は、都

市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

携帯端末へのフォーカス

動いている砂の上に
城を建てる

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。
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スペインを拠点とする、同国およびラテンア
メリカ諸国最大の通信事業者。世界24か
国で事業を展開し、固定、モバイル、イン
ターネット、有料TVサービスを合わせて3億
人を超える顧客を持つ。

Telefónica

インテリジェンスで
進化する
テレフォニカの
ネットワーク

モバイル・ブロードバンド・ネットワークでE2E

（End to End：エンド･ツー･エンド）のQoE

（Quality of Experience：ユーザー体感品質）

を保証することは、多くの通信事業者にとって重

要な課題だが、テレフォニカ（Telefónica）はこ

の点について先駆者と言える。同社のテクノロ

ジー・ディレクターであるカエターノ・カルバジョ

（Cayetano Carbajo）氏に、ネットワークの進

化に関する豊富な知識に基づく見解をお話しい

ただいた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部
Michael Huang

2×20MHzでCAを試みる例はほとんどありません。
これは、実現可能な最大のスループットという点で大きなニュースです。

より広いエリアで最大200～300Mbpsの速度を
達成することを目標にしています。

2

ファーウェイ:EEは2012年10月にLTE商

用化をスタートしましたが、これまでの進捗

状況はいかがですか。

ハニーフ氏:このプロジェクトはスケールがき

わめて大きく、サービス提供開始からわずか

9か月ですでに英国の総人口のほぼ60%

をカバーしています。これは実に速いペース

大規模な啓発プログラムを展開しており、

エンド・ユーザーと企業の皆様に、4Gとは実

際にはどのようなもので、それが生活やビジ

ネスにどのように役立つのかということをお

伝えしています。私たちはこの市場の先駆

者として、4Gについて英国のユーザーに説

明する責任があります。現在のところ、4Gを

体験されたお客様はそのすばらしさを理解

し、3Gには戻らずにこのまま4Gを利用した

いと感じているようです。3Gも十分によい

ネットワークでしたが、4Gはエンド・ユーザー

にとってまったく新しい体験なのです。

ファーウェイ:EEは、レガシー・ネットワークと

新しいネットワークの双方に対して、どのよう

な投資計画を立てていますか。 

ハニーフ氏:当社は、今後の方向性につい

てきわめて明確な戦略を持っています。現

在当社は2G、3G、4Gを運用しています

が、2Gに関してはすでに15の主要都市に

おいて2×20MHzをLTEに再割り当てして

います。2Gネットワークを終了する予定はあ

りませんが、現在は3Gのほうが間違いなく

はるかに優れたユーザー・エクスペリエンス

を提供できるので、お客様に3Gへステップ

アップしていただくよう積極的に推奨してい

ます。2Gおよび3Gネットワークへの投資を

継続しつつ、並行して4Gネットワークの展

開を進めているところです。

　当社の投資戦略の重要な一部となって

いるのが、オレンジとTモバイルから引き継

いだネットワーク資産を単一のEEネットワー

クへと完全統合することです。これによっ

て、カスタマー・エクスペリエンスが大幅に

向上するとともに、3Gの通信容量も増大し

ます。ネットワーク統合によって3G用に4つ

の周波数が解放されることも、カスタマー・エ

クスペリエンスの向上につながるでしょう。

また、DC-HSPA（Dual Cell High Speed 

Packet Access）技術にも投資しており、

3Gのお客様に対して国内最高のスルー

プットを提供しています。

　4Gネットワークの展開に投資を続けて

いくと同時に、CA（Carrier Aggregation：

キャリア・アグリゲーション、異なる周波数帯

を組み合わせる通信方法）をはじめとする

新たな技術を通じて速度とスループットの

向上も進めていきます。手はじめにロンドン

のTech Cityエリアにおいて、新興企業に

よるこうした技術向けのアプリケーション

構築をサポートする計画です（p.28参照）。

ファーウェイ:異なる方式のネットワーク間

の負荷分散について、EEは端末とネット

ワーク設計の面でどのように実現されるの

でしょうか。

ハニーフ氏:1800MHz帯がたいへん魅力

的であることは明らかだと思います。カバ

レッジと容量においては抜群のバランスで

す。2600MHz帯は都市部で速度と容量を

確保する上で重要です。800MHz帯は、都

市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。

常に一歩先を行くために
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スペインを拠点とする、同国およびラテンア
メリカ諸国最大の通信事業者。世界24か
国で事業を展開し、固定、モバイル、イン
ターネット、有料TVサービスを合わせて3億
人を超える顧客を持つ。

Telefónica

インテリジェンスで
進化する
テレフォニカの
ネットワーク

モバイル・ブロードバンド・ネットワークでE2E

（End to End：エンド･ツー･エンド）のQoE

（Quality of Experience：ユーザー体感品質）

を保証することは、多くの通信事業者にとって重

要な課題だが、テレフォニカ（Telefónica）はこ

の点について先駆者と言える。同社のテクノロ

ジー・ディレクターであるカエターノ・カルバジョ

（Cayetano Carbajo）氏に、ネットワークの進

化に関する豊富な知識に基づく見解をお話しい

ただいた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部
Michael Huang

2×20MHzでCAを試みる例はほとんどありません。
これは、実現可能な最大のスループットという点で大きなニュースです。

より広いエリアで最大200～300Mbpsの速度を
達成することを目標にしています。

ファーウェイ:EEは2012年10月にLTE商

用化をスタートしましたが、これまでの進捗

状況はいかがですか。

ハニーフ氏:このプロジェクトはスケールがき

わめて大きく、サービス提供開始からわずか

9か月ですでに英国の総人口のほぼ60%

をカバーしています。これは実に速いペース

大規模な啓発プログラムを展開しており、

エンド・ユーザーと企業の皆様に、4Gとは実

際にはどのようなもので、それが生活やビジ

ネスにどのように役立つのかということをお

伝えしています。私たちはこの市場の先駆

者として、4Gについて英国のユーザーに説

明する責任があります。現在のところ、4Gを

体験されたお客様はそのすばらしさを理解

し、3Gには戻らずにこのまま4Gを利用した

いと感じているようです。3Gも十分によい

ネットワークでしたが、4Gはエンド・ユーザー

にとってまったく新しい体験なのです。

ファーウェイ:EEは、レガシー・ネットワークと

新しいネットワークの双方に対して、どのよう

な投資計画を立てていますか。 

ハニーフ氏:当社は、今後の方向性につい

てきわめて明確な戦略を持っています。現

在当社は2G、3G、4Gを運用しています

が、2Gに関してはすでに15の主要都市に

おいて2×20MHzをLTEに再割り当てして

います。2Gネットワークを終了する予定はあ

りませんが、現在は3Gのほうが間違いなく

はるかに優れたユーザー・エクスペリエンス

を提供できるので、お客様に3Gへステップ

アップしていただくよう積極的に推奨してい

ます。2Gおよび3Gネットワークへの投資を

継続しつつ、並行して4Gネットワークの展

開を進めているところです。

　当社の投資戦略の重要な一部となって

いるのが、オレンジとTモバイルから引き継

いだネットワーク資産を単一のEEネットワー

クへと完全統合することです。これによっ

て、カスタマー・エクスペリエンスが大幅に

向上するとともに、3Gの通信容量も増大し

ます。ネットワーク統合によって3G用に4つ

の周波数が解放されることも、カスタマー・エ

クスペリエンスの向上につながるでしょう。

また、DC-HSPA（Dual Cell High Speed 

Packet Access）技術にも投資しており、

3Gのお客様に対して国内最高のスルー

プットを提供しています。

　4Gネットワークの展開に投資を続けて

いくと同時に、CA（Carrier Aggregation：

キャリア・アグリゲーション、異なる周波数帯

を組み合わせる通信方法）をはじめとする

新たな技術を通じて速度とスループットの

向上も進めていきます。手はじめにロンドン

のTech Cityエリアにおいて、新興企業に

よるこうした技術向けのアプリケーション

構築をサポートする計画です（p.28参照）。

ファーウェイ:異なる方式のネットワーク間

の負荷分散について、EEは端末とネット

ワーク設計の面でどのように実現されるの

でしょうか。

ハニーフ氏:1800MHz帯がたいへん魅力

的であることは明らかだと思います。カバ

レッジと容量においては抜群のバランスで

す。2600MHz帯は都市部で速度と容量を

確保する上で重要です。800MHz帯は、都

市部では屋内カバレッジの強化、地方では

4Gの効率的な配備に利用できる可能性

があります。

　当社には約2,700万人のお客様がお

り、多くはまだ2Gや3Gを利用していますが、

徐々に4Gを利用するお客様が増えつつあ

ります。当社はLTEサービスの開始当初か

らスマートフォンやタブレットといった携帯端

末の利用を念頭に置いてきました。現時点

では今後2年以内にお客様全体の最大

25%がLTE対応端末を所有するようにな

ると見積もっています。それだけ4Gへアップ

グレードする需要が見込まれているのです。

現在、既存のお客様を対象にわずかな追加

で、予想をはるかに上まわる速度でお客様

に浸透しています。これだけの規模のLTE

の展開としては世界最速だと私たちは確信

しており、この進捗状況にたいへん満足し

ています。当社の顧客はすでに70万人に

達し、2013年末には100万人を突破する

と見込んでいます。また当社は、2014年末

までに総人口の98%をカバーするという目

標の達成に向けて、カバレッジのさらなる

拡大も推し進めています。これはきわめて迅

速な展開を必要とする大きなチャレンジとな

るでしょう。

ファーウェイ:このまったく新しいサービス・エ

クスペリエンスに対して、お客様からはどの

ような反応が寄せられていますか。

ハニーフ氏:お客様は4Gサービスに非常に

大きな関心を寄せています。現在当社では

料金で4Gへのアップグレードを提供してい

ます。一方、2Gでは販売するデバイス数を

減らしつつあり、2Gを利用しているお客様

に3Gへのアップグレードを積極的にお勧め

しています。

　技術的には、ネットワークのパラメーター

を変更し、より多くのトラフィックを2Gから

3Gへ移行させています。これはカスタマー・

エクスペリエンスを最大限確保しながら4G

への再割り当てを進めることを可能にする

ものですが、緻密なエンジニアリングを要す

る難しい挑戦です。

ファーウェイ:EEはLTEサービス開始時から

ドングルやデータカードではなくスマートフォン

などの携帯端末に焦点を当ててきたとのこ

とですが、どのような判断に基づいてそうした

アプローチを取られたのですか。

ハニーフ氏:LTEを大々的に展開するにあ

たって、最初から携帯端末の利用に焦点を

当てたのは当社が初めてでしょう。当社は

データ端末も数多く提供しており、4G対応

のモバイルWi-Fiはビジネス・ユーザーに非

常に人気がありますが、お客様の大半は一

般の携帯端末ユーザーです。サービス開始

当日、当社はすでにLTE対応の携帯端末を

5種類用意していました。

　当社は、LTEサービスをマス・マーケット

で展開したいと考えていました。4G対応端

末を利用することによって、エンド・ユーザー

は大幅な品質向上を体験できるはずです。

また、自社のすべてのLTE対応端末は3G

の最新テクノロジーにも対応すべきだとも考

えていました。当社のLTE対応端末は、すべ

てDC-HSDPA（High Speed Downlink 

Packet Access）に対応していなければ

なりません。お客様からすれば、これは当然

のことです。お客様は通信規格を自分で選

択する必要はありません。当社のサービス

で4Gにアップグレードすれば、自動的にひ

とつの契約で最高の4Gと最高の3Gを最

適な端末で利用できるのです。これは実に

簡単です。

　ここで重要なのは、適切なタイミングを選

ぶことと、エコシステムへのわずかな働きか

けです。サービス開始と同時に大手の端末

メーカーに体制を整えてもらうためには、タイ

ミングを管理することが不可欠でした。幸運

にも、主要な端末メーカーのすべてが今回

の当社のサービス開始に製品の発売を間

に合わせてくれました。

ファーウェイ:EEのLTEが主流帯域である

1800MHz帯だということが、端末メーカー

のサポートを得る上で有利に働いたと言え

ないでしょうか。

ハニーフ氏:確かに現在は1800MHz帯が

主流だと言えるでしょう。しかし当社の経営

陣が1800MHz帯を携帯端末に利用する

という決定を下した当時は、いまの状況から

は程遠いものでしたし、対応する携帯端末

が出そろうまでには2年はかかると考えられ

ていました。その時点で当社はリスクを取っ

て挑戦し、この帯域で行くのだと決断した

のです。そして、端末、オペレーティング・シス

テム、ネットワークの各ベンダーを巻き込ん

だ幅広い業界アライアンスを構築し、この

計画を1年前倒しで実現しました。端末レ

ベルでLTE1800MHzが主流になった背

景には、当社の決断とその活動が少なか

らず影響したと言えるでしょう。

　これは正しい決定だったと思います。LTE 

1800MHzには国際ローミングとユーザー・

エクスペリエンスの双方において明らかな

優位性があり、また当社のお客様にとって

も最適な容量とカバレッジのバランスを実

現できるからです。

ファーウェイ:各ネットワーク間の調整におい

てEEが直面している課題は何ですか。

ハニーフ氏:当面の課題は、2G、3G、4Gと

いった各ネットワーク間のやりとりの管理に

関することです。現在もオレンジとTモバイ

ルから引き継いだ2Gと3Gのレガシー・ネット

ワークを統合している最中であり、ネットワー

クの状況が非常に複雑化しています。

　また、重複サイトを撤去することで、サイト

の最適化も行っています。重複サイトはス

ムーズなユーザー・エクスペリエンスの妨げ

となります。これまでに数千の重複サイトを

撤去し、同時に、2つの異なるネットワークで

使われていたサイトとPLMN（Public Land 

Mobile Network：地上波公共移動通信

ネットワーク）の統合も進めています。英国

の主要都市の大半では、すでに2Gと3G

ネットワークのいずれかの統合が完了して

います。現在私たちは、LTEサービスの開

始と並行して、きわめて速いペースでこうし

た統合を進めています。

　ご想像どおり、これはエンジニアリングに

おける大きな挑戦です。たとえて言うなら、

3～4層になって動いている砂の上に城を

建てるようなものです。トラフィックは絶えず

行き交っていて、サイトを統合するたびに、

2Gのトラフィックも3Gのトラフィックも変化

します。サイトの統合、移動、稼働をすべて

同時に行うという、高度な綿密さを要する作

業です。何千人もの人員がネットワーク上で

作業していて、絶えず変更を加えています。

なんらかの変更が加わるたびに、データ

ベースを更新して、関連するすべての事項

がその変更に対応するように万全を期す必

要があります。2G、3G、4Gの垂直統合に

加えて、2Gと3Gそれぞれのネットワーク間

でも統合を行っているのですから、いかに大

きな挑戦かはご理解いただけるでしょう。

　これとは別に、LTEシステム自体の中で

の1800MHz、2600MHz、800MHzの

間のやりとりも難題になるでしょう。使用さ

れる端末や帯域に関係なく、LTEの各層

間およびLTE層と3G層との間でのやりとり

を制御できるようなソリューションが必要に

なります。端末ではなくネットワーク側にイン

テリジェンスを組み込んで、異なるネットワー

クへのアクセスを制御するとともに、どの端

末がどのネットワークにアクセスするかを効

果的に管理し、ネットワーク間の移行も管

理することで、スムーズなカスタマー・エクス

ペリエンスを創出できれば理想的です。

ファーウェイ:ロンドンのTech Cityにおいて

CAのトライアルを計画されているとのことで

すが、これについてもう少し詳しく教えてい

ただけますか。

ハニーフ氏:CA自体は、すでに十分にトライ

アルとテストが行われています。ファーウェイ

も多くの通信事業者と共同でトライアルを

行っていますが、2×20MHzでCAを試みる

例はほとんどありません。これは、実現可能

な最大のスループットという点で大きな

ニュースです。

　当社の計画は商業的なCAとしては初

めてではありませんが、2×20MHzのCAを

行う通信事業者の中では主導的な位置に

付けるつもりです。より広いエリアで最大

200～300Mbpsの速度を達成することを

目標にしています。 

ファーウェイ:一般に、通信事業者は端末が

CAの商業的応用を妨げているとみなして

います。この点についてどうお考えですか。

ハニーフ氏:2×20MHzのCAに対応する端

末に関しては、20MHzの2つの帯域で膨

大な量のデータが生成されることが最大の

課題になると感じています。コンシューマー

向け携帯電話として妥当な形状や大きさを

維持しながら、これだけのデータ処理に必要

な熱放散を実現するのは相当な難題です。

端末のエコシステムが当社のネットワークに

追いつくまでにどれだけの時間を要するの

かは予測できませんが、私の予想としては、

形状や大きさの融通が利きやすいデータ通

信専用端末から登場し、それから6～9か月

以内に携帯端末が続くことになるでしょう。 

ファーウェイ:LTEにおける先駆者として、

EEはどのような分野でその優位性と差別

化を維持していくお考えですか。

ハニーフ氏:EEの目標は、モバイル・サービ

スのあらゆる分野で常に一歩先を行くこと

です。当社にはそれを実現するためのスペ

クトル資産、エンジニアリング・チーム、パート

ナー、そして何よりも大きな志があります。

　現在、当社は一歩先を進んでおり、これか

らもそうありたいと願っています。それはカバ

レッジ、速度、カスタマー・エクスペリエンスの

すべてにおいてです。世界のリーダーの地

位を維持するために、今後も常に品質の高

さを重視していきます。また、サイト数を日々

増やし続けます。さらに、バックホール・ネット

ワークの容量も増加していく予定です。

　当社は自分たちが戦うことのできるあら

ゆる分野と領域で、ベストの存在になるこ

とを目指しています。競合企業に対しては

尊敬の念を持っていますし、彼らが手ごわ

い相手であることも承知しています。しかし

私たちは、一歩先を走り続けるために必要

なものを持っています。とりわけ優秀な人

材と頼れるパートナーの存在については絶

対的な自信があり、これが私たちの強さの

源泉なのです。

常に一歩先を行くために



OICE
FROM OPERATORSV

/ JAN.2014 21/ JAN.201420

インテリジェンス要素が
もたらす利点

課金システム）、SGSN（Serving GPRS 

Support Nodes ： 加入者パケット交換

ノード）などのすべてのネットワーク・ノードか

ら、またプローブからも情報を収集する重要

な仲介メカニズムを備えています。これによ

り、全情報が統合された形でデータベース

に送信され、E2E QoE測定に必要なすべ

ての相関を計算します。このデータはE2E 

QoEを保証すると同時に、ビッグ･データ運

用や顧客サービスにも利用できます。また、

各種デバイスの動作情報も取得すること

が可能です。たとえばデバイスのモデルごと

にE2Eレイテンシを測定・解析し、各モデル

の1日の平均パーセンタイルやQoEへの影

響を割り出すことができます。

ファーウェイ:OTTプレイヤーとの競争にお

いて、技術とネットワークの観点から通信事

業者が持つ強みは何でしょうか。また、これ

に関して通信事業者はどんなことを実践

体感するものであり、顧客満足度を左右す

るものです。QoEは通信の過程におけるあ

らゆる要素に関連しています。インターネッ

ト、アプリケーション、デバイス、通信事業

者ネットワークなど、どの部分に障害が発

生してもお客様のQoEに影響を与えてしま

います。QoEを測定して保証するための準

備はまだ十分とは言えません。まずは新し

いシステムを導入し、社内プロセスを更新

して、QoE向上のための能力を高める必要

があります。

　当社ではモバイル・ブロードバンド・ネット

ワークのためのE2E QoEプロジェクトを開

始し、2G／3Gデータ通信、メール、ウェブ閲

覧、ストリーミング、ファイル共有など、60を超

えるQoE指標を測定しています。このシステ

ムは、RNC（Radio Network Controller ：

無線ネットワーク制御局）、DNS（Domain 

Name System ： ドメイン名システム）、OCS

（Online Charging System ： オンライン

ファーウェイ:ネットワーク運用に際し、ユー

ザー体感品質が大きな関心を集めていま

す。この点についてテレフォニカが実践して

いることを教えていただけますか。また、今後

どのようなネットワーク・インテリジェンス要素

を導入していくべきだとお考えでしょうか。

カルバジョ氏:ネットワークに統合できるイン

テリジェンス要素は数多くあります。これらを

導入すれば、通信事業者はアクセス・ネット

ワークへの投資よりも少ない投資で多くの

利益を得ることができます。たとえば、E2E 

QoEの管理、顧客データのビッグ・データ・

プラットフォームへの統合、クラウドと伝送

ネットワーク間の連携の管理、効率的な高

品質の動画配信などです。

　中でもE2E QoEの測定が重要だと考

えています。QoEこそユーザーが最終的に

全般に関して今後どのような戦略を立てて

いくべきでしょうか。SDN（So f twa r e 

Defined Network：ソフトウェア定義ネット

ワーク）はこの点で役に立ちそうでしょうか。

安心できます。

ファーウェイ:OTTとのコーペティションを考

慮すると、通信事業者は技術とネットワーク

していく必要がありますか。

カルバジョ氏:通信事業者の強みは、OTT

とユーザーの間に立っている点だと思いま

す。どちらにとっても、通信事業者が提供

する接続環境が不可欠です。また、お客様

との関係も特有です。お客様は問題が発

生すると通信事業者のカスタマー・サービ

ス・センターに連絡し、実際に誰かが現場

に出向いて対処する必要がある場合には

OTTではなく通信事業者から人材が派遣

されます。通信事業者とOTTの関係を称し

て「コーペティション（coopetition） = 競合

（competition） + 協業（cooperation）」

という言葉が使われますが、これは私たち

がOTTとどのようにやっていくべきかを明

快に表していると言えるでしょう。通信事業

者の最大の資産であるネットワークにイン

テリジェンスを統合することは、OTTと競

合・協業していく上でも重要な点です。

OTTにとって便利なインテリジェント機能を

追加すれば、ネットワークはより完全な形で

利用されることになり、通信事業者としても

後トラフィック量の多い基地局に直接ファ

イバーを設置するのです。もうひとつはマイ

クロ波からIPへ進化させる方法で、これによ

り通信容量を大幅に増加させることが可能

です。また、周波数や位相同期といった

LTEに必要とされる多くの機能や、異なる

サイトからの伝送路のアグリゲーション方法

についても考える必要があります。

　さらに、LTEではバックホールを総体的に

考慮しなくてはなりません。優れた無線アク

セスがあっても適切なバックホールがなかっ

たり、優れた無線アクセスとバックホール・

ネットワークがあっても無線リンクのバッ

ファ・サイトなどの一部の機能が欠けていた

りすれば、最終的なユーザー・エクスペリエン

スは期待通りのものでなくなってしまい、それ

以外の部分での努力が無駄になります。

ファーウェイ:データ・トラフィックが増大する

中で、伝送とバックボーン・レイヤーに対して

テレフォニカはどのような戦略を取られていま

すか。現時点で優先的に取り組んでいるこ

とと、今後2～3年の計画を教えてください。

カルバジョ氏:現在実施しているのは伝送

ネットワークの容量をアップグレードすること

です。100Gの商用展開がコスト面でようや

く現実的になってきたので、当社でも導入を

進めています。これによってネットワーク容

量は大幅に増大します。今のところ400G

や1Tは展開していませんが、コストが下がっ

て展開が現実的になると見込まれる5～6

年後に着手する計画です。特定のリンクで

限定的に100G超の適用も可能かもしれま

せんが、費用はまだ手ごろとは言えません。

　今後2～3年の間は、コンバージェンス実

現に向けた取り組みをしていくつもりです。

IPと光のコンバージェンスについてはまだ

はっきりと見えていませんが、特にコントロー

ル・プレーンではマルチベンダー対応が主な

なのでしょうか。

カルバジョ氏:当社は、固定通信とモバイル

通信の両者について詳細に定義された戦

略を掲げています。モバイル通信について

は確実にLTEへ移行しており、現在LTE

ネットワークを展開しているところですが、こ

れは通信容量の増加だけでなく、データ・

サービスにより適した新たなアーキテクチャ

という点においても多くの利益をもたらすで

しょう。固定通信についてはファイバーが有

望であると考えており、当社の主要市場で

あるスペインとブラジルを含めた多くの国々

でFTTH（Fiber To The Home：ファイ

バー・ツー・ザ・ホーム）を展開しています。

　アプリケーションと通信ネットワーク間の

互換性については、通信ネットワークはアプ

リケーションに対して汎用性を持つことが望

ましく、あらゆるアプリケーションがネットワー

ク上で運用できなければならないと思いま

す。もちろん、ネットワーク容量を増大し、ア

プリケーション要件に適うように改善してい

くことが求められます。この点でM2Mのよう

なアプリケーションへの対応は大きな課題

となります。今後数年間でトラフィックの大

幅な増加が見込まれており、私たちはこれ

からやってくる試練に向けて準備する必要

があります。

ファーウェイ:LTEにおけるバックホールの

課題が増大しています。テレフォニカのバッ

クホール構築の進捗状況についてお話し

いただけますか。現在のインフラストラクチャ

に基づく現実的な解決策はどのようなもの

でしょうか。

カルバジョ氏 :バックホールがLTEネット

ワークのボトルネックとなることは明らかで

す。解決策のひとつは基地局の近くにファ

イバーを導入することです。つまり、はじめに

アグリゲーション・ネットワークを構築し、その

カルバジョ氏:これまでの経験からすると、ま

ず柔軟性が必要だと言えるでしょう。お客様

がネットワーク上でどのサービスをどのように

利用することになるかは予測がつかないか

らです。いま利用されているサービスの多く

は、5年前には想像もできなかったようなも

のばかりです。同様に、5年後10年後の

サービスを予測するのは困難です。こうした

状況で新しいサービスとその要件、さらに

要求される通信容量の増大に対応するた

めには、高い柔軟性が必要なのです。次

に、OTTの登場により技術やサービスの

サイクルがここ数年で短くなっていること

から、通信事業者にもサービスのTTM

（Time-to-Market：市場投入までの時

間）の短縮が求められています。とはいえ、

やはり通信事業者ならではの信頼や信用

という点も軽視できません。

　SDNはいまや流行となっており、理論的

には有用であるように思われます。当社の

ネットワークにもSDNの利点を取り入れた

いと考えてはいますが、残念ながらまだ技

術として成熟しているとは言えません。当社

は現在、より実用的かつ簡単な方法でデー

タセンターにSDNを導入しようとしていま

す。また、多くのパートナーとの連携によりイ

ノベーションを実現して、伝送ネットワーク

にできるだけ早くSDNを導入することを目

指しています。

ファーウェイ:現在、テレフォニカはM2M

（Machine to Machine：マシン・ツー・マ

シン）に注力されていますが、ネットワーク・ア

クセスに対するテレフォニカの戦略を教え

ていただけますか。多様化するアプリケー

ションへの対応をどのように進めていく計画

通信事業者の最大の資産であるネットワークに
インテリジェンスを統合することは、

OTTと競合・協業していく上でも重要な点です。
OTTにとって便利なインテリジェント機能を追加すれば、
ネットワークはより完全な形で利用されることになり、

通信事業者としても安心できます。

QoEこそユーザーが最終的に体感するものであり、
顧客満足度を直接左右するものです。

通信の過程でどの部分に障害が発生しても、
QoEに影響を与えてしまいます。

条件だと思います。SDNに加え、PCE

（Path Computation Element：パス計算

装置）の利用が今後2～3年で進むと見

込んでいます。

　考えられるもうひとつの動向として、光学

デバイスをさまざまなネットワーク・ノードへ

統合し、いわばDWDM（Dense Wave-

length Division Multiplexing：高密度

波長分割多重方式）をあらゆる場所で可

能にすることが挙げられます。また、光メッ

シュ技術も継続的に進化させていく予定

で、すでにいくつかの戦略を実施しており、

これまでのところネットワーク管理と冗長性

の外部機能をパケット・コア・ネットワークに

統合することも検討しています。また、コア・

ネットワークはGSM、UMTS、LTEなど複数

の方式に適応しなければなりません。MME

（Mobility Management Entity：モビリ

ティ管理エンティティ）やSGSNのプーリン

グといった冗長化も当社にとってたいへん

重要ですし、以前にシグナリング・ストームに

よる深刻なノード輻輳を経験したことから、

MMEでのシグナリング・ストーム保護機構

も不可欠だと考えています。これらを一つひ

とつ実現し、より優れたQoEを提供すること

を目指しています。

の点で大きな改善が見られています。今後

2～3年でこの分野を強化し、最終的には

光メッシュ・ネットワークで波長競合の解消

（contentionless）を実現することができる

と期待しています。

ファーウェイ:テレフォニカのモバイル・コア・

ネットワークの構築について教えてくださ

い。パケット・コア・ネットワークをどのように

進化させていく計画ですか。

カルバジョ氏:現在、容量増大に向けてコ

ア・ネットワークを進化させる一方で、動画の

最適化やアーキテクチャのシンプル化など
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います。QoEを測定して保証するための準

備はまだ十分とは言えません。まずは新し

いシステムを導入し、社内プロセスを更新

して、QoE向上のための能力を高める必要

があります。
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ワークのためのE2E QoEプロジェクトを開

始し、2G／3Gデータ通信、メール、ウェブ閲

覧、ストリーミング、ファイル共有など、60を超

えるQoE指標を測定しています。このシステ

ムは、RNC（Radio Network Controller ：
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Name System ： ドメイン名システム）、OCS
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ネットワーク間の連携の管理、効率的な高
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ワーク）はこの点で役に立ちそうでしょうか。
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していく必要がありますか。
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とユーザーの間に立っている点だと思いま

す。どちらにとっても、通信事業者が提供

する接続環境が不可欠です。また、お客様

との関係も特有です。お客様は問題が発

生すると通信事業者のカスタマー・サービ

ス・センターに連絡し、実際に誰かが現場

に出向いて対処する必要がある場合には

OTTではなく通信事業者から人材が派遣

されます。通信事業者とOTTの関係を称し

て「コーペティション（coopetition） = 競合

（competition） + 協業（cooperation）」

という言葉が使われますが、これは私たち

がOTTとどのようにやっていくべきかを明

快に表していると言えるでしょう。通信事業

者の最大の資産であるネットワークにイン
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追加すれば、ネットワークはより完全な形で
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イバーを設置するのです。もうひとつはマイ

クロ波からIPへ進化させる方法で、これによ

り通信容量を大幅に増加させることが可能

です。また、周波数や位相同期といった

LTEに必要とされる多くの機能や、異なる

サイトからの伝送路のアグリゲーション方法

についても考える必要があります。

　さらに、LTEではバックホールを総体的に

考慮しなくてはなりません。優れた無線アク

セスがあっても適切なバックホールがなかっ

たり、優れた無線アクセスとバックホール・

ネットワークがあっても無線リンクのバッ

ファ・サイトなどの一部の機能が欠けていた

りすれば、最終的なユーザー・エクスペリエン

スは期待通りのものでなくなってしまい、それ

以外の部分での努力が無駄になります。
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中で、伝送とバックボーン・レイヤーに対して

テレフォニカはどのような戦略を取られていま

すか。現時点で優先的に取り組んでいるこ

とと、今後2～3年の計画を教えてください。

カルバジョ氏:現在実施しているのは伝送

ネットワークの容量をアップグレードすること

です。100Gの商用展開がコスト面でようや

く現実的になってきたので、当社でも導入を

進めています。これによってネットワーク容

量は大幅に増大します。今のところ400G

や1Tは展開していませんが、コストが下がっ

て展開が現実的になると見込まれる5～6

年後に着手する計画です。特定のリンクで
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はっきりと見えていませんが、特にコントロー
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通信の両者について詳細に定義された戦
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でFTTH（Fiber To The Home：ファイ
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リケーションに対して汎用性を持つことが望

ましく、あらゆるアプリケーションがネットワー

ク上で運用できなければならないと思いま

す。もちろん、ネットワーク容量を増大し、ア

プリケーション要件に適うように改善してい

くことが求められます。この点でM2Mのよう

なアプリケーションへの対応は大きな課題

となります。今後数年間でトラフィックの大

幅な増加が見込まれており、私たちはこれ

からやってくる試練に向けて準備する必要

があります。

ファーウェイ:LTEにおけるバックホールの

課題が増大しています。テレフォニカのバッ

クホール構築の進捗状況についてお話し

いただけますか。現在のインフラストラクチャ

に基づく現実的な解決策はどのようなもの
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カルバジョ氏 :バックホールがLTEネット

ワークのボトルネックとなることは明らかで

す。解決策のひとつは基地局の近くにファ

イバーを導入することです。つまり、はじめに

アグリゲーション・ネットワークを構築し、その

カルバジョ氏:これまでの経験からすると、ま

ず柔軟性が必要だと言えるでしょう。お客様

がネットワーク上でどのサービスをどのように

利用することになるかは予測がつかないか

らです。いま利用されているサービスの多く

は、5年前には想像もできなかったようなも

のばかりです。同様に、5年後10年後の

サービスを予測するのは困難です。こうした

状況で新しいサービスとその要件、さらに

要求される通信容量の増大に対応するた

めには、高い柔軟性が必要なのです。次

に、OTTの登場により技術やサービスの

サイクルがここ数年で短くなっていること

から、通信事業者にもサービスのTTM

（Time-to-Market：市場投入までの時

間）の短縮が求められています。とはいえ、

やはり通信事業者ならではの信頼や信用

という点も軽視できません。

　SDNはいまや流行となっており、理論的

には有用であるように思われます。当社の

ネットワークにもSDNの利点を取り入れた

いと考えてはいますが、残念ながらまだ技

術として成熟しているとは言えません。当社

は現在、より実用的かつ簡単な方法でデー

タセンターにSDNを導入しようとしていま

す。また、多くのパートナーとの連携によりイ

ノベーションを実現して、伝送ネットワーク

にできるだけ早くSDNを導入することを目

指しています。

ファーウェイ:現在、テレフォニカはM2M

（Machine to Machine：マシン・ツー・マ

シン）に注力されていますが、ネットワーク・ア

クセスに対するテレフォニカの戦略を教え

ていただけますか。多様化するアプリケー

ションへの対応をどのように進めていく計画

通信事業者の最大の資産であるネットワークに
インテリジェンスを統合することは、

OTTと競合・協業していく上でも重要な点です。
OTTにとって便利なインテリジェント機能を追加すれば、
ネットワークはより完全な形で利用されることになり、

通信事業者としても安心できます。

通信事業者の最大の資産であるネ通信事業者の最大の資産であるネ

QoEこそユーザーが最終的に体感するものであり、
顧客満足度を直接左右するものです。

通信の過程でどの部分に障害が発生しても、
QoEに影響を与えてしまいます。

条件だと思います。SDNに加え、PCE

（Path Computation Element：パス計算

装置）の利用が今後2～3年で進むと見

込んでいます。

　考えられるもうひとつの動向として、光学

デバイスをさまざまなネットワーク・ノードへ

統合し、いわばDWDM（Dense Wave-

length Division Multiplexing：高密度

波長分割多重方式）をあらゆる場所で可

能にすることが挙げられます。また、光メッ

シュ技術も継続的に進化させていく予定

で、すでにいくつかの戦略を実施しており、

これまでのところネットワーク管理と冗長性

の外部機能をパケット・コア・ネットワークに

統合することも検討しています。また、コア・

ネットワークはGSM、UMTS、LTEなど複数

の方式に適応しなければなりません。MME

（Mobility Management Entity：モビリ

ティ管理エンティティ）やSGSNのプーリン

グといった冗長化も当社にとってたいへん

重要ですし、以前にシグナリング・ストームに

よる深刻なノード輻輳を経験したことから、

MMEでのシグナリング・ストーム保護機構

も不可欠だと考えています。これらを一つひ

とつ実現し、より優れたQoEを提供すること

を目指しています。

の点で大きな改善が見られています。今後

2～3年でこの分野を強化し、最終的には

光メッシュ・ネットワークで波長競合の解消

（contentionless）を実現することができる

と期待しています。

ファーウェイ:テレフォニカのモバイル・コア・

ネットワークの構築について教えてくださ

い。パケット・コア・ネットワークをどのように

進化させていく計画ですか。

カルバジョ氏:現在、容量増大に向けてコ

ア・ネットワークを進化させる一方で、動画の

最適化やアーキテクチャのシンプル化など
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課金システム）、SGSN（Serving GPRS 

Support Nodes ： 加入者パケット交換

ノード）などのすべてのネットワーク・ノードか

ら、またプローブからも情報を収集する重要

な仲介メカニズムを備えています。これによ

り、全情報が統合された形でデータベース

に送信され、E2E QoE測定に必要なすべ

ての相関を計算します。このデータはE2E 

QoEを保証すると同時に、ビッグ･データ運

用や顧客サービスにも利用できます。また、

各種デバイスの動作情報も取得すること

が可能です。たとえばデバイスのモデルごと

にE2Eレイテンシを測定・解析し、各モデル

の1日の平均パーセンタイルやQoEへの影

響を割り出すことができます。

ファーウェイ:OTTプレイヤーとの競争にお

いて、技術とネットワークの観点から通信事

業者が持つ強みは何でしょうか。また、これ

に関して通信事業者はどんなことを実践

体感するものであり、顧客満足度を左右す

るものです。QoEは通信の過程におけるあ

らゆる要素に関連しています。インターネッ

ト、アプリケーション、デバイス、通信事業

者ネットワークなど、どの部分に障害が発

生してもお客様のQoEに影響を与えてしま

います。QoEを測定して保証するための準

備はまだ十分とは言えません。まずは新し

いシステムを導入し、社内プロセスを更新

して、QoE向上のための能力を高める必要

があります。

　当社ではモバイル・ブロードバンド・ネット

ワークのためのE2E QoEプロジェクトを開

始し、2G／3Gデータ通信、メール、ウェブ閲

覧、ストリーミング、ファイル共有など、60を超

えるQoE指標を測定しています。このシステ

ムは、RNC（Radio Network Controller ：

無線ネットワーク制御局）、DNS（Domain 

Name System ： ドメイン名システム）、OCS

（Online Charging System ： オンライン

ファーウェイ:ネットワーク運用に際し、ユー

ザー体感品質が大きな関心を集めていま

す。この点についてテレフォニカが実践して

いることを教えていただけますか。また、今後

どのようなネットワーク・インテリジェンス要素

を導入していくべきだとお考えでしょうか。

カルバジョ氏:ネットワークに統合できるイン

テリジェンス要素は数多くあります。これらを

導入すれば、通信事業者はアクセス・ネット

ワークへの投資よりも少ない投資で多くの

利益を得ることができます。たとえば、E2E 

QoEの管理、顧客データのビッグ・データ・

プラットフォームへの統合、クラウドと伝送

ネットワーク間の連携の管理、効率的な高

品質の動画配信などです。

　中でもE2E QoEの測定が重要だと考

えています。QoEこそユーザーが最終的に

全般に関して今後どのような戦略を立てて

いくべきでしょうか。SDN（So f twa r e 

Defined Network：ソフトウェア定義ネット

ワーク）はこの点で役に立ちそうでしょうか。

安心できます。

ファーウェイ:OTTとのコーペティションを考

慮すると、通信事業者は技術とネットワーク

していく必要がありますか。

カルバジョ氏:通信事業者の強みは、OTT

とユーザーの間に立っている点だと思いま

す。どちらにとっても、通信事業者が提供

する接続環境が不可欠です。また、お客様

との関係も特有です。お客様は問題が発

生すると通信事業者のカスタマー・サービ

ス・センターに連絡し、実際に誰かが現場

に出向いて対処する必要がある場合には

OTTではなく通信事業者から人材が派遣

されます。通信事業者とOTTの関係を称し

て「コーペティション（coopetition） = 競合

（competition） + 協業（cooperation）」

という言葉が使われますが、これは私たち

がOTTとどのようにやっていくべきかを明

快に表していると言えるでしょう。通信事業

者の最大の資産であるネットワークにイン

テリジェンスを統合することは、OTTと競

合・協業していく上でも重要な点です。

OTTにとって便利なインテリジェント機能を

追加すれば、ネットワークはより完全な形で

利用されることになり、通信事業者としても

後トラフィック量の多い基地局に直接ファ

イバーを設置するのです。もうひとつはマイ

クロ波からIPへ進化させる方法で、これによ

り通信容量を大幅に増加させることが可能

です。また、周波数や位相同期といった

LTEに必要とされる多くの機能や、異なる

サイトからの伝送路のアグリゲーション方法

についても考える必要があります。

　さらに、LTEではバックホールを総体的に

考慮しなくてはなりません。優れた無線アク

セスがあっても適切なバックホールがなかっ

たり、優れた無線アクセスとバックホール・

ネットワークがあっても無線リンクのバッ

ファ・サイトなどの一部の機能が欠けていた

りすれば、最終的なユーザー・エクスペリエン

スは期待通りのものでなくなってしまい、それ

以外の部分での努力が無駄になります。

ファーウェイ:データ・トラフィックが増大する

中で、伝送とバックボーン・レイヤーに対して

テレフォニカはどのような戦略を取られていま

すか。現時点で優先的に取り組んでいるこ

とと、今後2～3年の計画を教えてください。

カルバジョ氏:現在実施しているのは伝送

ネットワークの容量をアップグレードすること

です。100Gの商用展開がコスト面でようや

く現実的になってきたので、当社でも導入を

進めています。これによってネットワーク容

量は大幅に増大します。今のところ400G

や1Tは展開していませんが、コストが下がっ

て展開が現実的になると見込まれる5～6

年後に着手する計画です。特定のリンクで

限定的に100G超の適用も可能かもしれま

せんが、費用はまだ手ごろとは言えません。

　今後2～3年の間は、コンバージェンス実

現に向けた取り組みをしていくつもりです。

IPと光のコンバージェンスについてはまだ

はっきりと見えていませんが、特にコントロー

ル・プレーンではマルチベンダー対応が主な

なのでしょうか。

カルバジョ氏:当社は、固定通信とモバイル

通信の両者について詳細に定義された戦

略を掲げています。モバイル通信について

は確実にLTEへ移行しており、現在LTE

ネットワークを展開しているところですが、こ

れは通信容量の増加だけでなく、データ・

サービスにより適した新たなアーキテクチャ

という点においても多くの利益をもたらすで

しょう。固定通信についてはファイバーが有

望であると考えており、当社の主要市場で
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備はまだ十分とは言えません。まずは新し
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して、QoE向上のための能力を高める必要

があります。
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ワークへの投資よりも少ない投資で多くの

利益を得ることができます。たとえば、E2E 

QoEの管理、顧客データのビッグ・データ・

プラットフォームへの統合、クラウドと伝送

ネットワーク間の連携の管理、効率的な高

品質の動画配信などです。

　中でもE2E QoEの測定が重要だと考

えています。QoEこそユーザーが最終的に

全般に関して今後どのような戦略を立てて

いくべきでしょうか。SDN（So f twa r e 

Defined Network：ソフトウェア定義ネット

ワーク）はこの点で役に立ちそうでしょうか。

安心できます。

ファーウェイ:OTTとのコーペティションを考

慮すると、通信事業者は技術とネットワーク

していく必要がありますか。

カルバジョ氏:通信事業者の強みは、OTT

とユーザーの間に立っている点だと思いま

す。どちらにとっても、通信事業者が提供

する接続環境が不可欠です。また、お客様

との関係も特有です。お客様は問題が発

生すると通信事業者のカスタマー・サービ

ス・センターに連絡し、実際に誰かが現場

に出向いて対処する必要がある場合には

OTTではなく通信事業者から人材が派遣

されます。通信事業者とOTTの関係を称し

て「コーペティション（coopetition） = 競合

（competition） + 協業（cooperation）」

という言葉が使われますが、これは私たち

がOTTとどのようにやっていくべきかを明

快に表していると言えるでしょう。通信事業

者の最大の資産であるネットワークにイン

テリジェンスを統合することは、OTTと競

合・協業していく上でも重要な点です。

OTTにとって便利なインテリジェント機能を

追加すれば、ネットワークはより完全な形で

利用されることになり、通信事業者としても

後トラフィック量の多い基地局に直接ファ

イバーを設置するのです。もうひとつはマイ

クロ波からIPへ進化させる方法で、これによ

り通信容量を大幅に増加させることが可能

です。また、周波数や位相同期といった

LTEに必要とされる多くの機能や、異なる

サイトからの伝送路のアグリゲーション方法

についても考える必要があります。

　さらに、LTEではバックホールを総体的に

考慮しなくてはなりません。優れた無線アク

セスがあっても適切なバックホールがなかっ

たり、優れた無線アクセスとバックホール・

ネットワークがあっても無線リンクのバッ

ファ・サイトなどの一部の機能が欠けていた

りすれば、最終的なユーザー・エクスペリエン

スは期待通りのものでなくなってしまい、それ

以外の部分での努力が無駄になります。

ファーウェイ:データ・トラフィックが増大する

中で、伝送とバックボーン・レイヤーに対して

テレフォニカはどのような戦略を取られていま

すか。現時点で優先的に取り組んでいるこ

とと、今後2～3年の計画を教えてください。

カルバジョ氏:現在実施しているのは伝送

ネットワークの容量をアップグレードすること

です。100Gの商用展開がコスト面でようや

く現実的になってきたので、当社でも導入を

進めています。これによってネットワーク容

量は大幅に増大します。今のところ400G

や1Tは展開していませんが、コストが下がっ

て展開が現実的になると見込まれる5～6

年後に着手する計画です。特定のリンクで

限定的に100G超の適用も可能かもしれま

せんが、費用はまだ手ごろとは言えません。

　今後2～3年の間は、コンバージェンス実

現に向けた取り組みをしていくつもりです。

IPと光のコンバージェンスについてはまだ

はっきりと見えていませんが、特にコントロー

ル・プレーンではマルチベンダー対応が主な

なのでしょうか。

カルバジョ氏:当社は、固定通信とモバイル

通信の両者について詳細に定義された戦

略を掲げています。モバイル通信について

は確実にLTEへ移行しており、現在LTE

ネットワークを展開しているところですが、こ

れは通信容量の増加だけでなく、データ・

サービスにより適した新たなアーキテクチャ

という点においても多くの利益をもたらすで

しょう。固定通信についてはファイバーが有

望であると考えており、当社の主要市場で

あるスペインとブラジルを含めた多くの国々

でFTTH（Fiber To The Home：ファイ

バー・ツー・ザ・ホーム）を展開しています。

　アプリケーションと通信ネットワーク間の

互換性については、通信ネットワークはアプ

リケーションに対して汎用性を持つことが望

ましく、あらゆるアプリケーションがネットワー

ク上で運用できなければならないと思いま

す。もちろん、ネットワーク容量を増大し、ア

プリケーション要件に適うように改善してい

くことが求められます。この点でM2Mのよう

なアプリケーションへの対応は大きな課題

となります。今後数年間でトラフィックの大

幅な増加が見込まれており、私たちはこれ

からやってくる試練に向けて準備する必要

があります。

ファーウェイ:LTEにおけるバックホールの

課題が増大しています。テレフォニカのバッ

クホール構築の進捗状況についてお話し

いただけますか。現在のインフラストラクチャ

に基づく現実的な解決策はどのようなもの

でしょうか。

カルバジョ氏 :バックホールがLTEネット

ワークのボトルネックとなることは明らかで

す。解決策のひとつは基地局の近くにファ

イバーを導入することです。つまり、はじめに

アグリゲーション・ネットワークを構築し、その

カルバジョ氏:これまでの経験からすると、ま

ず柔軟性が必要だと言えるでしょう。お客様

がネットワーク上でどのサービスをどのように

利用することになるかは予測がつかないか

らです。いま利用されているサービスの多く

は、5年前には想像もできなかったようなも

のばかりです。同様に、5年後10年後の

サービスを予測するのは困難です。こうした

状況で新しいサービスとその要件、さらに

要求される通信容量の増大に対応するた

めには、高い柔軟性が必要なのです。次

に、OTTの登場により技術やサービスの

サイクルがここ数年で短くなっていること

から、通信事業者にもサービスのTTM

（Time-to-Market：市場投入までの時

間）の短縮が求められています。とはいえ、

やはり通信事業者ならではの信頼や信用

という点も軽視できません。

　SDNはいまや流行となっており、理論的

には有用であるように思われます。当社の

ネットワークにもSDNの利点を取り入れた

いと考えてはいますが、残念ながらまだ技

術として成熟しているとは言えません。当社

は現在、より実用的かつ簡単な方法でデー

タセンターにSDNを導入しようとしていま

す。また、多くのパートナーとの連携によりイ

ノベーションを実現して、伝送ネットワーク

にできるだけ早くSDNを導入することを目

指しています。

ファーウェイ:現在、テレフォニカはM2M

（Machine to Machine：マシン・ツー・マ

シン）に注力されていますが、ネットワーク・ア

クセスに対するテレフォニカの戦略を教え

ていただけますか。多様化するアプリケー

ションへの対応をどのように進めていく計画

LTEではバックホールを総体的に
考慮しなくてはなりません。
優れた無線アクセスがあっても
適切なバックホールがなかったり、

優れた無線アクセスとバックホール・ネットワークがあっても
一部の機能が欠けていたりすれば、
最終的なユーザー・エクスペリエンスは
期待通りのものでなくなってしまいます。

LTEではバックホールを総体的に

ふくそう

条件だと思います。SDNに加え、PCE

（Path Computation Element：パス計算

装置）の利用が今後2～3年で進むと見

込んでいます。

　考えられるもうひとつの動向として、光学

デバイスをさまざまなネットワーク・ノードへ

統合し、いわばDWDM（Dense Wave-

length Division Multiplexing：高密度

波長分割多重方式）をあらゆる場所で可

能にすることが挙げられます。また、光メッ

シュ技術も継続的に進化させていく予定

で、すでにいくつかの戦略を実施しており、

これまでのところネットワーク管理と冗長性

の外部機能をパケット・コア・ネットワークに

統合することも検討しています。また、コア・

ネットワークはGSM、UMTS、LTEなど複数

の方式に適応しなければなりません。MME

（Mobility Management Entity：モビリ

ティ管理エンティティ）やSGSNのプーリン

グといった冗長化も当社にとってたいへん

重要ですし、以前にシグナリング・ストームに

よる深刻なノード輻輳を経験したことから、

MMEでのシグナリング・ストーム保護機構

も不可欠だと考えています。これらを一つひ

とつ実現し、より優れたQoEを提供すること

を目指しています。

の点で大きな改善が見られています。今後

2～3年でこの分野を強化し、最終的には

光メッシュ・ネットワークで波長競合の解消

（contentionless）を実現することができる

と期待しています。

ファーウェイ:テレフォニカのモバイル・コア・

ネットワークの構築について教えてくださ

い。パケット・コア・ネットワークをどのように

進化させていく計画ですか。

カルバジョ氏:現在、容量増大に向けてコ

ア・ネットワークを進化させる一方で、動画の

最適化やアーキテクチャのシンプル化など
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献身的な取り組みで社会インフラを支える

ファーウェイ・メキシコ

世界のファーウェイから 　ファーウェイ・メキシコは、2001年10月

12日に設立されました。メキシコでは、アジ

ア企業の製品は「安かろう悪かろう」でリ

スキーであるという誤解が根強く、設立当

初の5年間は苦戦が続きました。しかし、

時間をかけて根気よく誠意を尽くし、お客

様に当社の製品やソリューションをテスト

していただけるようになると、それまでに

使っていた装置よりも性能がよいと認めら

れるようになりました。しかも、価格が手ご

ろであることに加え、お客様の課題解決

に心血を注ぐ熱心なエキスパート・チーム

がサポートに当たることも評価につなが

り、ファーウェイのプロフェッショナリズム

と、この国で本腰を入れて長期的に事業

を展開する覚悟を徐々に理解してもらえる

ようになりました。

　メキシコシティにファーウェイの北部ラテ

ン・アメリカ本部を開設したことも、メキシコ

での事業活動に対する理解と認知度を高

める大きなきっかけとなりました。ラテン・ア

メリカおよびカリブ海地域の15か国をサ

ポートする同本部は、5,000人の従業員を

擁し、域内の50を超える通信事業者との

パートナーシップを通じて25億米ドル（約

2,450億円※）の売上を上げています。

　設立から12年を経て、ファーウェイ・メ

キシコは同国の通信機器市場で18%の

シェアを獲得するまでに成長し、2013年

の売上は10億米ドル（約980億円※）に

達する見込みです。設立時わずか5名

だった従業員数は1,200名となり、その

うち90%近くを現地で採用しています。メ

キシコシティとモンテレイのオフィスに加

えて、グアダラハラには流通・配送拠点を

兼ねた組立工場を持っています。また国

内には、無線通信の応用技術を開発す

るR&Dセンター、ファーウェイが世界で3

か所に設置しているGTAC（Global 

Technical Assistance Center：グロー

バル技術支援センター）のひとつや、学生

を対象に人材育成を行うトレーニング・セ

ンターもあります。

　ファーウェイ・メキシコはCSR（Corporate 

Social Responsibility：企業社会責任）

活動も積極的に展開しています。「教育」

「健康」「自然災害への対応」「デジタル・

デバイドの解消」という4つの領域に関連

するプロジェクトを実施し、メキシコの地域

社会に貢献する活動を継続しています。

　昨年9月、メキシコは2度の巨大な暴風

雨に襲われました。河川の増水で6つの橋

が破壊され、孤立してしまったゲレーロ州と

アカプルコ市では、停電により通信機能が

麻痺寸前となりました。この災害時に

ファーウェイの従業員が発電機を積んだ

ボートで氾濫した川を渡り、ゲレーロ州内

に通信を提供できる唯一の設備の電源を

復旧させたほか、暴風雨で損壊した回線を

すばやく修復したことで、大規模な通信障

害が回避されました。ファーウェイ・メキシコ

のコントロール・センターでは、こうした緊急

事態の発生を24時間監視し、迅速に予

防的措置を講じる体制を整えています。

　中国人とメキシコ人には意外にも多く

の共通点があります。よく働くこと、家族を

大事にすること、何千年も前から文明を

持っていること。そしてどちらも、「ニーハ

オ」「オラ、アミーゴ」と気軽に声をかけ、打

ち解けあうことを大切にしています。

　昨年7月、ファーウェイ・メキシコの広報

部では北部ラテン・アメリカ本部の全従業

員向けに月刊社内報『オラ・ファーウェイ

（Hola Huawei）』の発行を開始しました。

事業の現状や会社のニュースに加え、中

国の月餅やメキシコの独立記念日といっ

た両国の祝祭日や伝統行事などを社内

公用語である英語で紹介し、お互いの理

解を深めることを目指しています。

　また2011年からは毎年、特に功績の

あった従業員10名を「優秀な従業員トッ

プ10」として表彰し、受賞者とその家族を

招いて授賞パーティーを開催するととも

に、深圳本社を含む中国各地を訪れる旅

行をプレゼントするなど、従業員をねぎら

い、交流を深める取り組みを数多く行って

います。

　メキシコがさまざまな点で変革期にある

現在、ファーウェイも大きな変化を迫られ

ています。政府と一部の自治体が体制を

刷新し、通信業界の規制機関や法律が

改められたのと時期を同じくして、ファー

ウェイ・メキシコは新オフィスを設立し、新し

　ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポート

でお伝えします。今回は、献身的な取り組みでメキシコの社会インフラを支える

ファーウェイ・メキシコを、同社の広報部ディレクター、オスカール・トゥーレット

（Oscar Toulet）がご紹介します。

い総責任者（薛蛮:Xue Man）を迎えまし

た。これまでの成功に甘んじることなく、新

たな法規制を遵守しつつ使命を果たして

いかなければと、初心に還る想いです。他

国と同様、ファーウェイはメキシコでも、現

地の文化、現地スタッフの知識やスキルを

最大限に生かし、団結力あるチームでビ

ジョンを実現させてまいります。

地域住民の
生活向上のために

新しいメキシコで
果たすべき使命

設立 ： 2001年
所在地 ： メキシコシティ（5か所）、モンテレイ、グアダラハラ
従業員数 ： 約1,200名（2013年11月現在）

ファーウェイ・メキシコ

北欧の通信事情

固定電話加入者数・普及率 ： 2,022万人・17.41％
携帯電話加入者数・普及率 ： 1億79万人・86.77％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 38.42％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 1,272万人・10.95%（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ： テルメックス（Telmex）、アクステル（Axtel）、メガケーブル（Megacable）、
マックスコム（Maxcom）、テルセル（Telcel）、モヴィスター（Movistar）、イウサセル（Iucacell）、
ネクステル（Nextel）

メキシコの通信事情

オラ！ から始まる異文化理解

着実に築き上げてきた信頼

ファーウェイ・メキシコ
広報部ディレクター

（2014年1月より同社法人ビジネス事
業本部セールス・ディレクター）
2005年にファーウェイ・メキシコに入社
し、テルメックス、テレフォニカ担当のア
カウント・ディレクターを務めたのち、
2010年に広報部ディレクターに就任。
8年間でファーウェイがさまざまな変化を
乗り越えて成長していく過程を体感し、
献身的で熱意ある従業員がお客様の
ために一丸となって働くファーウェイの
文化に感銘を受けながら、自身も貢献し
てきた。異動後は気持ちも新たに、法人
のお客様のニーズに応え、会社の成長
とメキシコのICTの発展に引き続き寄与
していきたいと考えている。

オスカール・トゥーレット
（Oscar Toulet ）

3

メキシコ

■社内報『オラ・ファーウェイ』。第1号（左）の表紙を飾るのは、昨年7月に移転したメイン・オフィスが入居するビル。
メキシコシティのビジネス街サンタフェ地区の高層ビル群の中で、ファーウェイのロゴがひときわ目を引く
■2012年の「優秀な従業員トップ10」受賞者とその家族（右から2人目が筆者）

1 2

※1米ドル98円換算

1

2

■暴風雨で水害に見舞われたゲレーロ州の村へ、
ボートで通信設備の復旧に向かう
3
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世界のファーウェイから 　ファーウェイ・メキシコは、2001年10月

12日に設立されました。メキシコでは、アジ

ア企業の製品は「安かろう悪かろう」でリ

スキーであるという誤解が根強く、設立当

初の5年間は苦戦が続きました。しかし、

時間をかけて根気よく誠意を尽くし、お客

様に当社の製品やソリューションをテスト

していただけるようになると、それまでに

使っていた装置よりも性能がよいと認めら

れるようになりました。しかも、価格が手ご

ろであることに加え、お客様の課題解決

に心血を注ぐ熱心なエキスパート・チーム

がサポートに当たることも評価につなが

り、ファーウェイのプロフェッショナリズム

と、この国で本腰を入れて長期的に事業

を展開する覚悟を徐々に理解してもらえる

ようになりました。

　メキシコシティにファーウェイの北部ラテ

ン・アメリカ本部を開設したことも、メキシコ

での事業活動に対する理解と認知度を高

める大きなきっかけとなりました。ラテン・ア

メリカおよびカリブ海地域の15か国をサ

ポートする同本部は、5,000人の従業員を

擁し、域内の50を超える通信事業者との

パートナーシップを通じて25億米ドル（約

2,450億円※）の売上を上げています。

　設立から12年を経て、ファーウェイ・メ

キシコは同国の通信機器市場で18%の

シェアを獲得するまでに成長し、2013年

の売上は10億米ドル（約980億円※）に

達する見込みです。設立時わずか5名

だった従業員数は1,200名となり、その

うち90%近くを現地で採用しています。メ

キシコシティとモンテレイのオフィスに加

えて、グアダラハラには流通・配送拠点を

兼ねた組立工場を持っています。また国

内には、無線通信の応用技術を開発す

るR&Dセンター、ファーウェイが世界で3

か所に設置しているGTAC（Global 

Technical Assistance Center：グロー

バル技術支援センター）のひとつや、学生

を対象に人材育成を行うトレーニング・セ

ンターもあります。

　ファーウェイ・メキシコはCSR（Corporate 

Social Responsibility：企業社会責任）

活動も積極的に展開しています。「教育」

「健康」「自然災害への対応」「デジタル・

デバイドの解消」という4つの領域に関連

するプロジェクトを実施し、メキシコの地域

社会に貢献する活動を継続しています。

　昨年9月、メキシコは2度の巨大な暴風

雨に襲われました。河川の増水で6つの橋

が破壊され、孤立してしまったゲレーロ州と

アカプルコ市では、停電により通信機能が

麻痺寸前となりました。この災害時に

ファーウェイの従業員が発電機を積んだ

ボートで氾濫した川を渡り、ゲレーロ州内

に通信を提供できる唯一の設備の電源を

復旧させたほか、暴風雨で損壊した回線を

すばやく修復したことで、大規模な通信障

害が回避されました。ファーウェイ・メキシコ

のコントロール・センターでは、こうした緊急

事態の発生を24時間監視し、迅速に予

防的措置を講じる体制を整えています。

　中国人とメキシコ人には意外にも多く

の共通点があります。よく働くこと、家族を

大事にすること、何千年も前から文明を

持っていること。そしてどちらも、「ニーハ

オ」「オラ、アミーゴ」と気軽に声をかけ、打

ち解けあうことを大切にしています。

　昨年7月、ファーウェイ・メキシコの広報

部では北部ラテン・アメリカ本部の全従業

員向けに月刊社内報『オラ・ファーウェイ

（Hola Huawei）』の発行を開始しました。

事業の現状や会社のニュースに加え、中

国の月餅やメキシコの独立記念日といっ

た両国の祝祭日や伝統行事などを社内

公用語である英語で紹介し、お互いの理

解を深めることを目指しています。

　また2011年からは毎年、特に功績の

あった従業員10名を「優秀な従業員トッ

プ10」として表彰し、受賞者とその家族を

招いて授賞パーティーを開催するととも

に、深圳本社を含む中国各地を訪れる旅

行をプレゼントするなど、従業員をねぎら

い、交流を深める取り組みを数多く行って

います。

　メキシコがさまざまな点で変革期にある

現在、ファーウェイも大きな変化を迫られ

ています。政府と一部の自治体が体制を

刷新し、通信業界の規制機関や法律が

改められたのと時期を同じくして、ファー

ウェイ・メキシコは新オフィスを設立し、新し

　ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポート

でお伝えします。今回は、献身的な取り組みでメキシコの社会インフラを支える

ファーウェイ・メキシコを、同社の広報部ディレクター、オスカール・トゥーレット

（Oscar Toulet）がご紹介します。

い総責任者（薛蛮:Xue Man）を迎えまし

た。これまでの成功に甘んじることなく、新

たな法規制を遵守しつつ使命を果たして

いかなければと、初心に還る想いです。他

国と同様、ファーウェイはメキシコでも、現

地の文化、現地スタッフの知識やスキルを

最大限に生かし、団結力あるチームでビ

ジョンを実現させてまいります。

地域住民の
生活向上のために

新しいメキシコで
果たすべき使命

設立 ： 2001年
所在地 ： メキシコシティ（5か所）、モンテレイ、グアダラハラ
従業員数 ： 約1,200名（2013年11月現在）

ファーウェイ・メキシコ

北欧の通信事情

固定電話加入者数・普及率 ： 2,022万人・17.41％
携帯電話加入者数・普及率 ： 1億79万人・86.77％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 38.42％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 1,272万人・10.95%（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ： テルメックス（Telmex）、アクステル（Axtel）、メガケーブル（Megacable）、
マックスコム（Maxcom）、テルセル（Telcel）、モヴィスター（Movistar）、イウサセル（Iucacell）、
ネクステル（Nextel）

メキシコの通信事情

オラ！ から始まる異文化理解

着実に築き上げてきた信頼

ファーウェイ・メキシコ
広報部ディレクター

（2014年1月より同社法人ビジネス事
業本部セールス・ディレクター）
2005年にファーウェイ・メキシコに入社
し、テルメックス、テレフォニカ担当のア
カウント・ディレクターを務めたのち、
2010年に広報部ディレクターに就任。
8年間でファーウェイがさまざまな変化を
乗り越えて成長していく過程を体感し、
献身的で熱意ある従業員がお客様の
ために一丸となって働くファーウェイの
文化に感銘を受けながら、自身も貢献し
てきた。異動後は気持ちも新たに、法人
のお客様のニーズに応え、会社の成長
とメキシコのICTの発展に引き続き寄与
していきたいと考えている。

オスカール・トゥーレット
（Oscar Toulet ）

3

メキシコ

■社内報『オラ・ファーウェイ』。第1号（左）の表紙を飾るのは、昨年7月に移転したメイン・オフィスが入居するビル。
メキシコシティのビジネス街サンタフェ地区の高層ビル群の中で、ファーウェイのロゴがひときわ目を引く
■2012年の「優秀な従業員トップ10」受賞者とその家族（右から2人目が筆者）

1 2

※1米ドル98円換算

1

2

■暴風雨で水害に見舞われたゲレーロ州の村へ、
ボートで通信設備の復旧に向かう
3



やファーウェイ製品など豪華賞品が当

たる世 界 同 時 開 催キャンペーン

『Unlock possibilities』を実施しました。

『Unlock possibilities』は、Facebook

を通じて友人と協力しながらギフトボック

スを解除するソーシャルゲームで、参加

者の中から2名にメルセデス・ベンツ

（C250）、450名にファーウェイのタ

ブレット端末『Media Pad 7 Vogue』※、

11万名にユニバーサルミュージックの

デジタルクーポン（約1,000円相当）が

当たります。日本を含め、世界各国から

多くの皆様にゲームにご参加いただき

ました。

『Wi-Fi WALKER WiMAX2+』

『Pocket WiFi』（301HWおよびGL10P）

『Wi-Fi STATION HW-01F』
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モバイルWi-Fiルーター新製品を続々発表
タッチパネルで快適操作！

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。

　2013年秋冬モデルとして、モバイル

Wi-Fiルーター新製品を複数発表しま

した。10月31日にKDDIとUQコミュニ

ケーションズからWiMAX2+対応

『Wi-Fi WALKER WiMAX2+』、12

月6日にソフトバンクモバイルとイー・ア

クセスから『Pocket WiFi』（301HW

およびGL10P）が発売されました。ま

た、NTTドコモからXi 150Mbps※1対

応『Wi-Fi STATION HW-01F』が3

月に発売される予定です。どの機種も

タッチパネルを搭載したスタイリッシュな

デザインと使いやすいインターフェース

が特長で、スマートフォンのような直感

的な操作によりルーター初心者にも気

軽にお使いいただけます。

　受信最大110MbpsのWiMAX2+

に加え、4G LTE、WiMAX、3つの

ネットワークに対応 ※2した『 Wi -F i  

WALKER WiMAX2+』は、充電台に

置くだけで簡単に充電できるワイヤレス

充電（Qi）機能や、ケーブルをつないで

スマートフォンへ給電できるモバイル

チャージャー機能を搭載。電源を入れ

てから約5秒で起動するほか、本体操

作なしで自動的にネットワークに接続す

るクイックアクセスにより、カバンの中

から本体を取り出す必要がありません。

　『Pocket WiFi』301HWとGL10P

はLTE、AXGP、3Gの各通信方式に

対応し、下り最大110Mbps※3の高速

通信により、動画のストリーミングやウェ

ブサイト、ブラウザ・ゲームなども快適に

楽しめます。高さ57mm・幅91mm・厚さ

14.7mm、重さ118gのコンパクトなボ

ディで持ち運びも楽々。カラフルなイン

ターフェースも目を引きます。

　『Wi-Fi STATION HW-01F』は、

広いエリアで高速通信が利用でき

る800MHz、1.5GHz、1.7GHz、

2.1GHzの4種のLTE、最大通信速

度300Mbps※4を実現するIEEE 

802.11nの無線LAN規格や、通信量

を気にすることなくインターネットが楽し

めるdocomo Wi-Fiなどの公衆無線

LANに対応するほか、Wi-Fi 5GHz帯

もサポート。通信速度の低減を抑える

USB接続も可能で、屋内外問わず※5

快適なデータ通信が楽しめます。また、

内蔵されたQRコードをスマートフォンや

タブレットにインストールした専用アプリ

で読み取ると、セキュリティキーなしで

簡単にインターネットに接続できます。

フロントにヘアライン加工を施したスタ

イリッシュなデザインとコンパクトなサイズ、

ポップでかわいいパッケージも魅力です。

　日本独自となるタッチパネルを採用し

た今回の新製品は、これまでにない斬

新なデザインと使いやすさを追求し、モ

バイルWi-Fiルーターをさらに進化させ

ました。日本ではモバイルWi-Fiルーター

の普及が早くから進み、ユーザーのニー

ズもより高度かつ細分化されたものと

なっています。成熟した日本市場のニー

ズに応えることで革新的な製品を生み

だし、それを世界へと提案する――

ファーウェイは、モバイルWi-Fiルーターの

トップシェアメーカー※6として、これからも

世界中のユーザーの皆様に新しい価値

をもたらす製品をお届けしてまいります。

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

チー

　2013年10月1日～5日、幕張

メッセで開催されたアジア最大級の

最先端IT・エレクトロニクス総合展

『CEATEC JAPAN』に、ファーウェイ・

ジャパンは2012年に引き続き2度目

の出展をしました。

『CEATEC JAPAN 2013』に出展

　ブースでは360度のディスプレイが

頭上をぐるりと取り囲み、イメージ・ビ

デオや各国で放映されているCMを

上映。展示スペースにはこれまでに

日本で発売した端末製品に加え、

『Ascend P6』をはじめとするグローバル

の端末製品も数多く展示し、ファー

ウェイの幅広いラインナップを来場者

の皆様にご覧いただきました。

　ブース内のステージでは『STREAM 

Xフォトコンテスト』受賞作品の発表、

『ファーウェイ・ジャパン アンバサダー

2013』募集開始の発表、グローバル

のフラッグシップ・モデル『Ascend P6』

のプレゼンテーションという3つのイベン

トを開催。イベントの開始に先立って、

ファーウェイのコンシューマー向け事業

上級副社長コリン・ジャイルズ（Colin 

Giles）が登壇し、日本というテクノロ

ジー先進国でビジネスを展開していく意

欲と、今後の展望を語りました。

　2013年12月23日～2014年1月

15日、日本の皆様を対象に、現金

1 , 0 0 0 万 円が 当たる『 H A P P Y 

WINTER CAMPAIGN』を開催して

います。Facebook上でファーウェイ製

品に関するクイズに答えて3つのミッ

ションをクリアすると、QUOカード

5,000円分が100名に、ハワイ旅行

3泊4日が10名に、現金1,000万円が

日本で、世界で、豪華賞品が当たる冬のキャンペーン開催

1名に当たるチャンスがあります。期間

中には東京都内3か所のカフェで

ファーウェイ製 品のタッチ＆トライ

イベントも実施しました。『HAPPY 

WINTER CAMPAIGN 』は締切ま

であとわずかですので、お早めにご参

加ください。

　また、グローバルでは2013年12月

1日～2014年1月4日、メルセデス・ベンツ

ファーウェイの展示ブース ファーウェイの端末戦略について語る
コリン・ジャイルズ上級副社長

ゲーム画面上では賞品をスマートフォン『Ascend P6』
と紹介しておりますが、日本では技術適合基準の関係
上販売ができないため、『Media Pad 7 Vogue』を
代替品とさせていただいております。

※

東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県
の一部エリアにてご利用になれます。対応エリア、対
応機種の詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認
ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最
大値であり、実際の通信速度を示すものではありま
せん。ベストエフォート方式による提供となり、実際の
通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に
応じて変化します。
WiMAX2+エリア以外ではWiMAX、LTEによるデータ
通信が可能です。通信速度は技術規格上の通信速
度であり、実際の通信速度を保証するものではありま
せん。実際の通信速度は通信環境により異なります。
最大通信速度はベストエフォート（規格上の最大速度）
であり、実効速度として保証するものではありません。
無線LANの最大伝送速度（規格値）は規格による
理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示
すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とイン
ターネットの間の通信速度は、インターネットと本機
器の間の回線（Xi／FOMA／公衆無線LAN）の実
際の通信速度を超えることはありません。
屋外で5GHz帯を使用するために、本機器はDFS

（Dynamic Frequency Selection）機能に対応
しております。5GHz帯の一部の周波数帯域は気象
レーダーなどが使用する周波数帯域と重複してお
り、本機器はレーダーなどの干渉波を常に監視し、検
出次第、電波送信を停止した上で、電波干渉しない
チャネルを60秒間確認し、その干渉しないチャネル
に切り替えます。
メーカー別数量シェア：2009年-2011年（1月-12
月）「データ通信カード／モバイルルーター」（全国有
力家電量販店の販売実績集計）、2012年（1月-12
月）「Comm Device 3G／4G Router」（販売実績
を基に推計した市場（家電量販店・携帯電話専門
店）規模データ／GfK Japan調べ）。

※1

※2

※3

※4

※5

※6
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を気にすることなくインターネットが楽し

めるdocomo Wi-Fiなどの公衆無線

LANに対応するほか、Wi-Fi 5GHz帯

もサポート。通信速度の低減を抑える

USB接続も可能で、屋内外問わず※5

快適なデータ通信が楽しめます。また、

内蔵されたQRコードをスマートフォンや

タブレットにインストールした専用アプリ

で読み取ると、セキュリティキーなしで

簡単にインターネットに接続できます。

フロントにヘアライン加工を施したスタ

イリッシュなデザインとコンパクトなサイズ、

ポップでかわいいパッケージも魅力です。

　日本独自となるタッチパネルを採用し

た今回の新製品は、これまでにない斬

新なデザインと使いやすさを追求し、モ

バイルWi-Fiルーターをさらに進化させ

ました。日本ではモバイルWi-Fiルーター

の普及が早くから進み、ユーザーのニー

ズもより高度かつ細分化されたものと

なっています。成熟した日本市場のニー

ズに応えることで革新的な製品を生み

だし、それを世界へと提案する――

ファーウェイは、モバイルWi-Fiルーターの

トップシェアメーカー※6として、これからも

世界中のユーザーの皆様に新しい価値

をもたらす製品をお届けしてまいります。

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

チー

　2013年10月1日～5日、幕張

メッセで開催されたアジア最大級の

最先端IT・エレクトロニクス総合展

『CEATEC JAPAN』に、ファーウェイ・

ジャパンは2012年に引き続き2度目

の出展をしました。

『CEATEC JAPAN 2013』に出展

　ブースでは360度のディスプレイが

頭上をぐるりと取り囲み、イメージ・ビ

デオや各国で放映されているCMを

上映。展示スペースにはこれまでに

日本で発売した端末製品に加え、

『Ascend P6』をはじめとするグローバル

の端末製品も数多く展示し、ファー

ウェイの幅広いラインナップを来場者

の皆様にご覧いただきました。

　ブース内のステージでは『STREAM 

Xフォトコンテスト』受賞作品の発表、

『ファーウェイ・ジャパン アンバサダー

2013』募集開始の発表、グローバル

のフラッグシップ・モデル『Ascend P6』

のプレゼンテーションという3つのイベン

トを開催。イベントの開始に先立って、

ファーウェイのコンシューマー向け事業

上級副社長コリン・ジャイルズ（Colin 

Giles）が登壇し、日本というテクノロ

ジー先進国でビジネスを展開していく意

欲と、今後の展望を語りました。

　2013年12月23日～2014年1月

15日、日本の皆様を対象に、現金

1 , 0 0 0 万 円が 当たる『 H A P P Y 

WINTER CAMPAIGN』を開催して

います。Facebook上でファーウェイ製

品に関するクイズに答えて3つのミッ

ションをクリアすると、QUOカード

5,000円分が100名に、ハワイ旅行

3泊4日が10名に、現金1,000万円が

日本で、世界で、豪華賞品が当たる冬のキャンペーン開催

1名に当たるチャンスがあります。期間

中には東京都内3か所のカフェで

ファーウェイ製 品のタッチ＆トライ

イベントも実施しました。『HAPPY 

WINTER CAMPAIGN 』は締切ま

であとわずかですので、お早めにご参

加ください。

　また、グローバルでは2013年12月

1日～2014年1月4日、メルセデス・ベンツ

ファーウェイの展示ブース ファーウェイの端末戦略について語る
コリン・ジャイルズ上級副社長

ゲーム画面上では賞品をスマートフォン『Ascend P6』
と紹介しておりますが、日本では技術適合基準の関係
上販売ができないため、『Media Pad 7 Vogue』を
代替品とさせていただいております。

※

東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県
の一部エリアにてご利用になれます。対応エリア、対
応機種の詳細は、「ドコモのホームページ」でご確認
ください。通信速度は、送受信時の技術規格上の最
大値であり、実際の通信速度を示すものではありま
せん。ベストエフォート方式による提供となり、実際の
通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に
応じて変化します。
WiMAX2+エリア以外ではWiMAX、LTEによるデータ
通信が可能です。通信速度は技術規格上の通信速
度であり、実際の通信速度を保証するものではありま
せん。実際の通信速度は通信環境により異なります。
最大通信速度はベストエフォート（規格上の最大速度）
であり、実効速度として保証するものではありません。
無線LANの最大伝送速度（規格値）は規格による
理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示
すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とイン
ターネットの間の通信速度は、インターネットと本機
器の間の回線（Xi／FOMA／公衆無線LAN）の実
際の通信速度を超えることはありません。
屋外で5GHz帯を使用するために、本機器はDFS

（Dynamic Frequency Selection）機能に対応
しております。5GHz帯の一部の周波数帯域は気象
レーダーなどが使用する周波数帯域と重複してお
り、本機器はレーダーなどの干渉波を常に監視し、検
出次第、電波送信を停止した上で、電波干渉しない
チャネルを60秒間確認し、その干渉しないチャネル
に切り替えます。
メーカー別数量シェア：2009年-2011年（1月-12
月）「データ通信カード／モバイルルーター」（全国有
力家電量販店の販売実績集計）、2012年（1月-12
月）「Comm Device 3G／4G Router」（販売実績
を基に推計した市場（家電量販店・携帯電話専門
店）規模データ／GfK Japan調べ）。

※1

※2

※3

※4

※5

※6
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ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmでご覧いただけます。
また、ファーウェイ・ジャパンのCSR活動を紹介する小冊子
「サステナビリティ・レター～私たちができること～」もあわせてご参照ください。

ブラジル最大の通信事業者Vivoを支援し、2014 FIFAワールドカップに向け、アマゾン川流域を
横断する世界初のWDMネットワークを構築

ロシアのMagaFonと協力し、400ギガビット／秒の伝送速度を実現する
IPバックボーン・ネットワークを構築

デンマーク最大の通信事業者TDCより、GSM／UMTS／LTEネットワークの近代化プロジェクト
および6年間のマネージド・サービスを受注

災害時の迅速な通信ネットワーク開通を支援するボーダフォン財団との取り組みを強化

2018年までに第5世代携帯電話に関する研究開発に6億米ドルを投資することを発表

ポーランドの通信事業者P4にLTEネットワーク向けアンテナを提供

トルコ・テレコムと共同で2Tbps WDMのフィールド・トライアルに成功

オランダの通信事業者KPNと協力し、固定網の電力装置をリプレース、
年間3,960トンのCO2削減を目指す

デジタル・デバイドの再定義を
呼びかける調査報告書を発行

2013年11月12日

英国の通信最大手EEと協力し、
世界最速の4Gネットワークを稼働

2013年11月5日

ACミランとプレミアム・スポンサーおよび
モバイル・パートナー契約を締結

2013年10月30日

ロンドンにグローバル財務センターを開設

2013年11月20日

ファーウェイCEO任正非（写真左）と
ジョージ・オズボーン英財務相

金俊文（ジン・ジュンウェン）所長が現地化と

協業に注力するファーウェイの戦略について

プレゼンテーションを行いました。また、レセプ

ションでは当社の閻力大（エン・リダ）社長が

日頃の感謝を述べ、横浜副市長ほか来賓代

表の皆様から温かい祝辞を頂戴しました。

　デリバリー&サービス本部が第3回パート

ナー交流会を開催し、エンジニアリング・サプ

ライヤーを中心とする25社のパートナー企

業から70名の方々にご参加いただきました。

ファーウェイのデリバリー&サービスと購買に

おける戦略やセキュリティの重要性につい

てプレゼンテーションを行うとともに、当社の

ビジネスを支えてくださるパートナーの皆様に

謝意と敬意を表し、特に貢献度の高かった8

社にパートナー・アワードを贈呈しました。

　パシフィコ横浜で開催された横浜女性

ネットワーク会議に協賛しました。横浜市の

主催により今回で3年目を迎える同会議は、

働く女性のキャリアアップやネットワーク形

成を支援する学びと交流のためのイベント

として、各界を代表する女性リーダーの講演

やパネル・ディスカッション、交流会を行って

います。当日は人事部本部長の李軍軍

（リ・ジュンジュン）が出席し、林文子横浜市

長をはじめ多くの女性リーダーとの交流を深

めました。

出展しました。ファーウェイは、ITSに関連す

る4つのソリューション（eLTEマルチメディ

ア・ブロードバンド・トランキングソリューション、

交通システムにおけるビッグデータ対応のク

ラウド・コンピューティング・ソリューション、道

路交通緊急通信ソリューション、交通システ

ム向けインテリジェント・トランスポート・ベア

ラーネットワーク・ソリューション）について豊

富な実績を紹介しました。

　ファーウェイのグローバル・サイバー・セ

キュリティ責任者、ジョン・サフォーク（John 

Suffolk）執筆による提言レポート第2版

『サイバー・セキュリティに対するファーウェ

イの視点と取り組み：サイバー・セキュリ

ティをファーウェイのDNAに――統合プロ

セス、指針、標準』を公開し、あわせてその

日本 語 版を発 行しました。日本 語 版は

ファーウェイ・ジャパンのウェブサイト（http://

www.huawei.com/jp/about-huawei/

corporate-info/cyber-security/index.

htm）からダウンロードできます。

　

　東京都内2か所に設置していた日本研究

所を横浜に統合移転したことを記念し、新

研究所にて移設セレモニーを開催しました。

当日は83名の来賓にご出席いただき、研究

所内をご見学いただいたのち、日本研究所の

　 京 都 国 際 会 館で開 催されたS T S

（Science and Technology in Society）

フォーラム（科学技術と人類の未来に関する

国際フォーラム）第10回年次総会に協賛・

参加しました。イノベーションと持続可能性を

テーマとし、約100か国から1,100人の科学

技術、政治、ビジネス、メディア各界の世界

的リーダーが招待された今回の総会に、

ファーウェイからは輪番CEO兼副会長の郭平

（グオ・ピン）が出席し、『Bridge the digital 

and the physical worlds: Rethinking the 

positioning and value of ICT』と題した

講演を行い、パネル・ディスカッションに参加

しました。ファーウェイはSTS フォーラムの会

員企業であり、2012年からは年次総会の

リード・スポンサーとして参画しています。

　東京ビッグサイトで開催された、ITS

（Intelligent Transport Systems：高度道

路交通システム）分野でもっとも影響力の

あるイベント『ITS世界会議 東京2013』に※1米ドル98.45円換算

STSフォーラム第10回年次総会に協賛・参加

2013年10月6日～8日

ITS世界会議東京2013に出展

2013年10月14日～18日

日本研究所の横浜移設セレモニーを開催

2013年10月30日

第3回パートナー交流会を開催

2013年11月21日

サイバー・セキュリティ提言レポート
第2版を発行

2013年10月18日

横浜女性ネットワーク会議に協賛

2013年11月23日

林文子横浜市長（写真左）とファーウェイ・ジャパン
人事部本部長・李軍軍

日本研究所の役割について語る金俊文所長
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ハイライト
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ハイライト

ファーウェイ創業者兼CEO任正非、
ジョージ・オズボーン英財務相と会談

　2013年10月16日、ファーウェイの創業

者兼CEO任正非（レン・ジェンフェイ）は、

ファーウェイ本社を訪問したジョージ・オズ

ボーン（George Osborne）英財務相と会談

しました。

　任は同財務相との会談において、2012

年9月に発表した20億米ドル（約1,969億

円※）の対英投資計画の一環として、英国に

新たなR&Dセンターを開設することを伝えま

した。また、オズボーン財務相は同国のハイ

テク企業20社とともにファーウェイ本社を訪

問し、「英中両国の関係において、今後もっ

とも期待される協力の場は両国が誇る最先

端のハイテク企業にあります。（中略）同社の

イギリスへのさらなる投資決定をたいへんうれ

しく思います」というコメントを寄せました。

　また、ファーウェイ本社の訪問に先立ち、

10月14日に北京大学の学生たちを前に

行ったスピーチの中でも、オズボーン英財務

相は英国のICT業界とファーウェイとの協力

関係に触れ、一部の欧米諸国とは異なり、

英国はファーウェイの投資を歓迎する姿勢

であることを強調しました。

　イタリアのプロサッカーチームACミランと

スポンサー契約を締結したことを発表しまし

た。また、ファーウェイはACミランのモバイ

ル・パートナーとして、先進的な通信ソリュー

ションを提供します。ACミラン副会長兼業

務執行取締役のアドリアーノ・ガッリアーニ

（Adriano Galliani）氏は「ファーウェイのよ

うなグローバル企業の戦略的なマーケティン

グ・パートナーになったことをたいへん喜ばし

く思っています。われわれのパートナーシップ

は、互いに実り多きものになるでしょう」と述

べています。

　英国を代表する通信事業者EEと協力し、

LTEの2倍相当の伝送速度を可能にする

次世代移動通信規格「LTE-Advanced

（LTE-A）」の主要技術を活用して世界最速

の4Gネットワークを稼働させました。300メガ

ビット／秒のモバイル・ブロードバンドが利用

可能となる本サービスは、ロンドン東部のテ

クノロジー企業が数多く集積するTech City

で提供が開始され、2014年内にはロンドン

市内全域で利用可能となる見込みです。

今回のデータ通信速度は、「LTE-A」の

主要技術のひとつ、キャリア・アグリゲー

ション（CA ： 異なる周波数帯を組み合わ

せる通信方法）により実現しました。

 英国ロンドン市内にファーウェイのグローバ

ル財務センターを開設したことを発表しまし

た。同センターは今後、グローバル財務部門

の一部門として、市場リスク、流動性リスク、

運用リスク、カントリー・リスク、取引先リスク

などの監査に重点を置くと同時に、債権管

理も行い、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地

域の信用リスクを監査します。また、ロンドン

に拠点を置く銀行や金融パートナーとの関

係管理も行います。これにより、ファーウェイ

は財務リスク管理、および、国際的な財務会

計基準に準拠した低リスクかつ効率的な財

務運営を強化します。

　英エコノミスト誌の調査部門エコノミスト・

インテリジェンス・ユニット（EIU）に委託して

作成したレポート『デジタル・デバイドの再

定義 』を世界モバイル・ブロードバンド・

フォーラム2013（GSMA・ファーウェイ共

催）で発表しました。世界各地の有識者

200名の協力を得て、EIUが実施した調査

に基づき作成されたこのレポートは、デジタ

ル・デバイドにおける「人」にまつわる課題

の重要性を指摘しています。同レポートの

全文（英語）はファーウェイのウェブサイト

（http://www.huawei.com/ilink/en/do

wnload/HW_314193）からダウンロード

できます。

2013年10月11日

2013年10月23日

2013年10月24日

2013年11月  4日

2013年11月  6日

2013年11月  7日

2013年11月  7日

2013年11月14日

その他の主なニュース

HUAWEI
Japan
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ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmでご覧いただけます。
また、ファーウェイ・ジャパンのCSR活動を紹介する小冊子
「サステナビリティ・レター～私たちができること～」もあわせてご参照ください。

ブラジル最大の通信事業者Vivoを支援し、2014 FIFAワールドカップに向け、アマゾン川流域を
横断する世界初のWDMネットワークを構築

ロシアのMagaFonと協力し、400ギガビット／秒の伝送速度を実現する
IPバックボーン・ネットワークを構築

デンマーク最大の通信事業者TDCより、GSM／UMTS／LTEネットワークの近代化プロジェクト
および6年間のマネージド・サービスを受注

災害時の迅速な通信ネットワーク開通を支援するボーダフォン財団との取り組みを強化

2018年までに第5世代携帯電話に関する研究開発に6億米ドルを投資することを発表

ポーランドの通信事業者P4にLTEネットワーク向けアンテナを提供

トルコ・テレコムと共同で2Tbps WDMのフィールド・トライアルに成功

オランダの通信事業者KPNと協力し、固定網の電力装置をリプレース、
年間3,960トンのCO2削減を目指す

デジタル・デバイドの再定義を
呼びかける調査報告書を発行

2013年11月12日

英国の通信最大手EEと協力し、
世界最速の4Gネットワークを稼働

2013年11月5日

ACミランとプレミアム・スポンサーおよび
モバイル・パートナー契約を締結

2013年10月30日

ロンドンにグローバル財務センターを開設

2013年11月20日

ファーウェイCEO任正非（写真左）と
ジョージ・オズボーン英財務相

金俊文（ジン・ジュンウェン）所長が現地化と

協業に注力するファーウェイの戦略について

プレゼンテーションを行いました。また、レセプ

ションでは当社の閻力大（エン・リダ）社長が

日頃の感謝を述べ、横浜副市長ほか来賓代

表の皆様から温かい祝辞を頂戴しました。

　デリバリー&サービス本部が第3回パート

ナー交流会を開催し、エンジニアリング・サプ

ライヤーを中心とする25社のパートナー企

業から70名の方々にご参加いただきました。

ファーウェイのデリバリー&サービスと購買に

おける戦略やセキュリティの重要性につい

てプレゼンテーションを行うとともに、当社の

ビジネスを支えてくださるパートナーの皆様に

謝意と敬意を表し、特に貢献度の高かった8

社にパートナー・アワードを贈呈しました。

　パシフィコ横浜で開催された横浜女性

ネットワーク会議に協賛しました。横浜市の

主催により今回で3年目を迎える同会議は、

働く女性のキャリアアップやネットワーク形

成を支援する学びと交流のためのイベント

として、各界を代表する女性リーダーの講演

やパネル・ディスカッション、交流会を行って

います。当日は人事部本部長の李軍軍

（リ・ジュンジュン）が出席し、林文子横浜市

長をはじめ多くの女性リーダーとの交流を深

めました。

出展しました。ファーウェイは、ITSに関連す

る4つのソリューション（eLTEマルチメディ

ア・ブロードバンド・トランキングソリューション、

交通システムにおけるビッグデータ対応のク

ラウド・コンピューティング・ソリューション、道

路交通緊急通信ソリューション、交通システ

ム向けインテリジェント・トランスポート・ベア

ラーネットワーク・ソリューション）について豊

富な実績を紹介しました。

　ファーウェイのグローバル・サイバー・セ

キュリティ責任者、ジョン・サフォーク（John 

Suffolk）執筆による提言レポート第2版

『サイバー・セキュリティに対するファーウェ

イの視点と取り組み：サイバー・セキュリ

ティをファーウェイのDNAに――統合プロ

セス、指針、標準』を公開し、あわせてその

日本 語 版を発 行しました。日本 語 版は

ファーウェイ・ジャパンのウェブサイト（http://

www.huawei.com/jp/about-huawei/

corporate-info/cyber-security/index.

htm）からダウンロードできます。

　

　東京都内2か所に設置していた日本研究

所を横浜に統合移転したことを記念し、新

研究所にて移設セレモニーを開催しました。

当日は83名の来賓にご出席いただき、研究

所内をご見学いただいたのち、日本研究所の

　 京 都 国 際 会 館で開 催されたS T S

（Science and Technology in Society）

フォーラム（科学技術と人類の未来に関する

国際フォーラム）第10回年次総会に協賛・

参加しました。イノベーションと持続可能性を

テーマとし、約100か国から1,100人の科学

技術、政治、ビジネス、メディア各界の世界

的リーダーが招待された今回の総会に、

ファーウェイからは輪番CEO兼副会長の郭平

（グオ・ピン）が出席し、『Bridge the digital 

and the physical worlds: Rethinking the 

positioning and value of ICT』と題した

講演を行い、パネル・ディスカッションに参加

しました。ファーウェイはSTS フォーラムの会

員企業であり、2012年からは年次総会の

リード・スポンサーとして参画しています。

　東京ビッグサイトで開催された、ITS

（Intelligent Transport Systems：高度道

路交通システム）分野でもっとも影響力の

あるイベント『ITS世界会議 東京2013』に※1米ドル98.45円換算

STSフォーラム第10回年次総会に協賛・参加

2013年10月6日～8日

ITS世界会議東京2013に出展

2013年10月14日～18日

日本研究所の横浜移設セレモニーを開催

2013年10月30日

第3回パートナー交流会を開催

2013年11月21日

サイバー・セキュリティ提言レポート
第2版を発行

2013年10月18日

横浜女性ネットワーク会議に協賛

2013年11月23日

林文子横浜市長（写真左）とファーウェイ・ジャパン
人事部本部長・李軍軍

日本研究所の役割について語る金俊文所長
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ファーウェイ
グローバル
ハイライト

ファーウェイ
ジャパン
ハイライト

ファーウェイ創業者兼CEO任正非、
ジョージ・オズボーン英財務相と会談

　2013年10月16日、ファーウェイの創業

者兼CEO任正非（レン・ジェンフェイ）は、

ファーウェイ本社を訪問したジョージ・オズ

ボーン（George Osborne）英財務相と会談

しました。

　任は同財務相との会談において、2012

年9月に発表した20億米ドル（約1,969億

円※）の対英投資計画の一環として、英国に

新たなR&Dセンターを開設することを伝えま

した。また、オズボーン財務相は同国のハイ

テク企業20社とともにファーウェイ本社を訪

問し、「英中両国の関係において、今後もっ

とも期待される協力の場は両国が誇る最先

端のハイテク企業にあります。（中略）同社の

イギリスへのさらなる投資決定をたいへんうれ

しく思います」というコメントを寄せました。

　また、ファーウェイ本社の訪問に先立ち、

10月14日に北京大学の学生たちを前に

行ったスピーチの中でも、オズボーン英財務

相は英国のICT業界とファーウェイとの協力

関係に触れ、一部の欧米諸国とは異なり、

英国はファーウェイの投資を歓迎する姿勢

であることを強調しました。

　イタリアのプロサッカーチームACミランと

スポンサー契約を締結したことを発表しまし

た。また、ファーウェイはACミランのモバイ

ル・パートナーとして、先進的な通信ソリュー

ションを提供します。ACミラン副会長兼業

務執行取締役のアドリアーノ・ガッリアーニ

（Adriano Galliani）氏は「ファーウェイのよ

うなグローバル企業の戦略的なマーケティン

グ・パートナーになったことをたいへん喜ばし

く思っています。われわれのパートナーシップ

は、互いに実り多きものになるでしょう」と述

べています。

　英国を代表する通信事業者EEと協力し、

LTEの2倍相当の伝送速度を可能にする

次世代移動通信規格「LTE-Advanced

（LTE-A）」の主要技術を活用して世界最速

の4Gネットワークを稼働させました。300メガ

ビット／秒のモバイル・ブロードバンドが利用

可能となる本サービスは、ロンドン東部のテ

クノロジー企業が数多く集積するTech City

で提供が開始され、2014年内にはロンドン

市内全域で利用可能となる見込みです。

今回のデータ通信速度は、「LTE-A」の

主要技術のひとつ、キャリア・アグリゲー

ション（CA ： 異なる周波数帯を組み合わ

せる通信方法）により実現しました。

 英国ロンドン市内にファーウェイのグローバ

ル財務センターを開設したことを発表しまし

た。同センターは今後、グローバル財務部門

の一部門として、市場リスク、流動性リスク、

運用リスク、カントリー・リスク、取引先リスク

などの監査に重点を置くと同時に、債権管

理も行い、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地

域の信用リスクを監査します。また、ロンドン

に拠点を置く銀行や金融パートナーとの関

係管理も行います。これにより、ファーウェイ

は財務リスク管理、および、国際的な財務会

計基準に準拠した低リスクかつ効率的な財

務運営を強化します。

　英エコノミスト誌の調査部門エコノミスト・

インテリジェンス・ユニット（EIU）に委託して

作成したレポート『デジタル・デバイドの再

定義 』を世界モバイル・ブロードバンド・

フォーラム2013（GSMA・ファーウェイ共

催）で発表しました。世界各地の有識者

200名の協力を得て、EIUが実施した調査

に基づき作成されたこのレポートは、デジタ

ル・デバイドにおける「人」にまつわる課題

の重要性を指摘しています。同レポートの

全文（英語）はファーウェイのウェブサイト

（http://www.huawei.com/ilink/en/do

wnload/HW_314193）からダウンロード

できます。

2013年10月11日

2013年10月23日

2013年10月24日

2013年11月  4日

2013年11月  6日

2013年11月  7日

2013年11月  7日

2013年11月14日

その他の主なニュース
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　中国のテレビ局でアナウンサーをして

いた母にあこがれ、自分も大きくなったら

ああいう仕事をしたいと、子どものころから

夢見ていました。日本へ来て中国とは

まったく雰囲気の違う日本のテレビ業界

に興味を持ち、大学院でマスコミュニケー

ションを専攻して、その後、テレビ局でお

昼の生放送番組のADを務めました。

　平日は毎日生放送なので、常に時間と

の闘いで、深夜の帰宅になることもめず

らしくありませんでした。インタビューやロ

ケのアレンジ、番組で使う資料の収集や

使用許諾の申請、放送中のスタジオ内

での指示出しや時間の管理など、番組

全体の進行に関わる複雑で多岐にわた

る業務を担当していました。

　生放送では1分1秒が勝負。やり直し

もききません。たった1秒間画面に映すだ

けの資料でも著作権をクリアしなければ

いけなかったり、政府関係者や芸能人、

一般の視聴者までさまざまな関係者と

の調整が必要だったり、時間がない中で

もすべてを確実に準備しなければなら

ず、現場の厳しさを痛感しました。

　番組のスタッフの中では私が唯一の

外国人でした。幅広いテーマを扱う情報

番組で、日本の歴史や文化などについて

私が知らないことも多く、スタッフとの

会話についていけないこともありました。

外国人だからといって特別扱いをされる

わけではなく、私自身もそれを仕事ができ

ない言い訳にはしたくないと思っていた

ので、必死にがんばりました。自ら情報収

集をし、自分の頭で考えて、それでもわか

らないことがあるときや、自分の理解が正

しいかどうか確かめたいときには人に聞

く。この姿勢はいまでも変わらず、仕事を

する上で役に立っていると思います。

　こうした努力のせいか、しばらく一緒に

仕事をしていたディレクターが、私が中国

出身だということを知らず、あるとき「日本

人なのにそんなことも知らないの？」と言

われたことがあります（笑）。言葉がなまっ

ているのは地方から来たせいだと思って

いたとか。まだなまりがあるということには

落ち込んだのですが、日頃の成果が認め

られたようでうれしかったです。

　テレビ局での仕事はとてもおもしろかっ

たのですが、体力的にも精神的にももう

少しゆとりのある生活がしたいと思い、縁

あってファーウェイで働くことになりまし

た。最初は通訳をしていましたが、仕事ぶ

りを評価していただき、しだいにそれ以外

の仕事も任せてもらえるようになりました。

　これまでとはまったくの異業種、しかも

学校では完全に文系だった私にとって

初めて触れる世界で、正直不安はありま

したが、幅広くダイナミックなテレビの現

場での経験から、物事に対して先入観を

持たないことを学んでいたので、何事も

やってみるしかないと思いました。通訳を

していたころから、技術用語について社

内のツールを使って調べたり、エンジニア

の方たちに確認したりして、勉強したこと

をノートにまとめるようにしています。

　また、ファーウェイではお客様やパート

ナーの皆様と長期的な信頼関係を築く

ことがたいへん重要なので、メールの書き

方や言葉づかいの一つひとつにこれまで

以上に気を遣うようになりました。上司に

メールを添削してもらったり、会話の中で

もより良い表現を教えてもらったりするほ

か、自分が直接関係のない用件のメール

でも必ずすべて目を通し、状況に応じた

ニュアンスを理解するよう努めています。

　業界経験のない私にこうしたチャレン

ジの機会を与えられたことに、とても感謝

しています。プレッシャーもありますが、信

頼に応えたいというやる気が生まれ、チャ

レンジすることで成長できる。また、いろい

ろな立場や意見を尊重しあうというファー

ウェイの企業文化も、個人の力を最大限

に生かしたチームワークを可能にしてい

ると感じています。

　旅行が好きで、途上国にも何度か

行ったことがあり、現地で物乞いに声を

かけられたときにどう対応したらいいのか

悩んだ経験がありました。自分にとってわ

ずかな金額だからといって乞われるまま

に渡すことには違和感があったし、かと

いって無視するのも気が引ける。旅行者

としてではなく現地でともに暮らすことで、

彼らが実際にどんな状況に置かれている

のか、本当はどう思っているのかが理解

できるのではないか、と漠然と思っていま

した。そんな折、在職のまま青年海外協

力隊に参加できる制度があると当時の

上司から聞き、説明会に足を運んだこと

が最初のきっかけです。

　結局は条件が揃わず在職者向け制度

は使えなかったのですが、何度か説明会

で話を聞くうちに協力隊に参加したいと

いう気持ちが強くなり、離職してナミビア

での理数科教師の仕事に応募しました。

　ナミビア北部にあるオムティヤという

小さな街と、首都のウィントフックにそれ

ぞれ1年ずつ滞在し、中高一貫校で数

学と理科を教えました。ナミビアは「アフ

リカ初心者向け」と言われることもある国

で、先進国とあまり落差のない生活に、

正直なところ最初はすこし拍子抜けして

しまいました。生活に慣れることには苦労

はしませんでしたが、教員経験がなかった

ので、教壇に立つことには最後までなじ

めませんでした。生徒にとっても自分に

とっても第二言語である英語で教えるの

は難しく、勉強が不得意な子どもたちの

やる気を引き出すことにも苦心しました。

昼過ぎには授業が終わるのですが、それ

から日付が変わるまで翌日の授業の準

備に追われることも多く、学校の先生っ

てすごいんだな、とあらためて思いました。

　苦労した分、生徒たちのことはいまで

も自分の子どものように感じています。

2年間で500人ほどの生徒を教えました

が、みんな好奇心旺盛で、休み時間には

いつも取り囲まれて日本について質問攻

めにあっていました。帰国後も時折電話

で近況を伝えてくれる子がいましたし、何

人かとはSNSでやりとりを続けています。

　学校では幸せそうな笑顔を見せている

子どもたちも、その背後には想像もでき

ないような境遇があります。貧富の差が

大きく、アパルトヘイトの名残りや部族間

差別も根強く見られます。先進国とは違

い、途上国では自分がどれだけ努力して

も地理的・経済的にどうしようもないこと

が多々あり、やりたいことも思うようにはで

きない。そうした現実を目の当たりにして、

自分自身が生まれついた環境をありがた

く思う気持ちは強くなったと思います。

　ファーウェイのことを初めて知ったの

は、ナミビアにいたときでした。僕がいた

当時からナミビアでは無線通信がかなり

発達しており、そのとき使っていたUSB

データカードがファーウェイ製だったので

す。ナミビアでもインターネットが自由に使

え、日本にいるのと同じように情報が得ら

れるというのは予想外でした。もともと人

の生活や社会の根幹に関わる仕事がし

たいという想いから通信業界に入ったの

で、それを世界中で実現しているファー

ウェイで働けるのはうれしいです。

　ナミビアでの体験を通じて、「開発＝

幸せ」という単純な図式ではないことを

実感しました。技術やリソースの押しつけ

ではなく、現地の人たちの目線で何がで

きるのかを考えることが大切なのだと思

います。生活を大きく変えうる通信サービ

スに携わる者として、その視点を忘れず

に仕事をしていきたいですね。
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王 歓 （Wang Huan）
デリバリー・サービス本部 プロジェクトマネージメントオフィス
アシスタントプロジェクトマネージャー

ファーウェイ・ジャパンでは、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。

通信業界で長年キャリアを積んできた社員もいれば、ちょっと異色の経歴を持つ社員もおり、

それぞれが豊富な経験と幅広い視野をファーウェイの仕事に生かしています。

今回のファーウェイ・ピープルでは、ユニークな職歴を経てファーウェイ・ジャパンに入社した社員をご紹介します。

Name

PROFILE

Position

甘粛省蘭州市出身。
2002年 大学在学中に交換留学で来日し、日本に1年間滞在。日本の文化や社会への関心を強くする。
2004年 日本の大学院へ進学。メディア、マスコミニュケーションを専攻する。
2008年 日本のテレビ局へ入社。お昼の生放送番組のアシスタント・ディレクター（AD）を務める。
2010年 テレビ局を退職し、フリーランスの通訳業に。
2011年 派遣社員としてファーウェイで通訳の仕事を始める。
2012年 アシスタントプロジェクトマネージャーとしてファーウェイに入社。
 プロジェクトの計画管理や納品管理、工事案件の発注や検収などを担当する。

稲垣 秀隆 （いながき ひでたか）
デリバリー・サービス本部
ネットワーク・インテグレーション・サービス部 エンジニア

Name

PROFILE

Position

静岡県出身。
2004年 国内の通信事業者に入社し、三重県で勤務。
2007年 青年海外協力隊に参加し、アフリカ南西部のナミビア共和国で
 理数科教師を務める。 
2009年 日本へ帰国。
2010年 通信業界に戻り、業務委託でファーウェイ・ジャパンに出向。
2011年 エンジニアとしてファーウェイ・ジャパンに入社。
 基地局のアップグレードやチューニング時の調査・解析を中心に、無線ネットワークの最適化を手がける。

Profiling HUAWEI
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ナミビア
共和国



　中国のテレビ局でアナウンサーをして

いた母にあこがれ、自分も大きくなったら

ああいう仕事をしたいと、子どものころから

夢見ていました。日本へ来て中国とは

まったく雰囲気の違う日本のテレビ業界

に興味を持ち、大学院でマスコミュニケー

ションを専攻して、その後、テレビ局でお

昼の生放送番組のADを務めました。

　平日は毎日生放送なので、常に時間と

の闘いで、深夜の帰宅になることもめず

らしくありませんでした。インタビューやロ

ケのアレンジ、番組で使う資料の収集や

使用許諾の申請、放送中のスタジオ内

での指示出しや時間の管理など、番組

全体の進行に関わる複雑で多岐にわた

る業務を担当していました。

　生放送では1分1秒が勝負。やり直し

もききません。たった1秒間画面に映すだ

けの資料でも著作権をクリアしなければ

いけなかったり、政府関係者や芸能人、

一般の視聴者までさまざまな関係者と

の調整が必要だったり、時間がない中で

もすべてを確実に準備しなければなら

ず、現場の厳しさを痛感しました。

　番組のスタッフの中では私が唯一の

外国人でした。幅広いテーマを扱う情報

番組で、日本の歴史や文化などについて

私が知らないことも多く、スタッフとの

会話についていけないこともありました。

外国人だからといって特別扱いをされる

わけではなく、私自身もそれを仕事ができ

ない言い訳にはしたくないと思っていた

ので、必死にがんばりました。自ら情報収

集をし、自分の頭で考えて、それでもわか

らないことがあるときや、自分の理解が正

しいかどうか確かめたいときには人に聞

く。この姿勢はいまでも変わらず、仕事を

する上で役に立っていると思います。

　こうした努力のせいか、しばらく一緒に

仕事をしていたディレクターが、私が中国

出身だということを知らず、あるとき「日本

人なのにそんなことも知らないの？」と言

われたことがあります（笑）。言葉がなまっ

ているのは地方から来たせいだと思って

いたとか。まだなまりがあるということには

落ち込んだのですが、日頃の成果が認め

られたようでうれしかったです。

　テレビ局での仕事はとてもおもしろかっ

たのですが、体力的にも精神的にももう

少しゆとりのある生活がしたいと思い、縁

あってファーウェイで働くことになりまし

た。最初は通訳をしていましたが、仕事ぶ

りを評価していただき、しだいにそれ以外

の仕事も任せてもらえるようになりました。

　これまでとはまったくの異業種、しかも

学校では完全に文系だった私にとって

初めて触れる世界で、正直不安はありま

したが、幅広くダイナミックなテレビの現

場での経験から、物事に対して先入観を

持たないことを学んでいたので、何事も

やってみるしかないと思いました。通訳を

していたころから、技術用語について社

内のツールを使って調べたり、エンジニア

の方たちに確認したりして、勉強したこと

をノートにまとめるようにしています。

　また、ファーウェイではお客様やパート

ナーの皆様と長期的な信頼関係を築く

ことがたいへん重要なので、メールの書き

方や言葉づかいの一つひとつにこれまで

以上に気を遣うようになりました。上司に

メールを添削してもらったり、会話の中で

もより良い表現を教えてもらったりするほ

か、自分が直接関係のない用件のメール

でも必ずすべて目を通し、状況に応じた

ニュアンスを理解するよう努めています。

　業界経験のない私にこうしたチャレン

ジの機会を与えられたことに、とても感謝

しています。プレッシャーもありますが、信

頼に応えたいというやる気が生まれ、チャ

レンジすることで成長できる。また、いろい

ろな立場や意見を尊重しあうというファー

ウェイの企業文化も、個人の力を最大限

に生かしたチームワークを可能にしてい

ると感じています。

　旅行が好きで、途上国にも何度か

行ったことがあり、現地で物乞いに声を

かけられたときにどう対応したらいいのか

悩んだ経験がありました。自分にとってわ

ずかな金額だからといって乞われるまま

に渡すことには違和感があったし、かと

いって無視するのも気が引ける。旅行者

としてではなく現地でともに暮らすことで、

彼らが実際にどんな状況に置かれている

のか、本当はどう思っているのかが理解

できるのではないか、と漠然と思っていま

した。そんな折、在職のまま青年海外協

力隊に参加できる制度があると当時の

上司から聞き、説明会に足を運んだこと

が最初のきっかけです。

　結局は条件が揃わず在職者向け制度

は使えなかったのですが、何度か説明会

で話を聞くうちに協力隊に参加したいと

いう気持ちが強くなり、離職してナミビア

での理数科教師の仕事に応募しました。

　ナミビア北部にあるオムティヤという

小さな街と、首都のウィントフックにそれ

ぞれ1年ずつ滞在し、中高一貫校で数

学と理科を教えました。ナミビアは「アフ

リカ初心者向け」と言われることもある国

で、先進国とあまり落差のない生活に、

正直なところ最初はすこし拍子抜けして

しまいました。生活に慣れることには苦労

はしませんでしたが、教員経験がなかった

ので、教壇に立つことには最後までなじ

めませんでした。生徒にとっても自分に

とっても第二言語である英語で教えるの

は難しく、勉強が不得意な子どもたちの

やる気を引き出すことにも苦心しました。

昼過ぎには授業が終わるのですが、それ

から日付が変わるまで翌日の授業の準

備に追われることも多く、学校の先生っ

てすごいんだな、とあらためて思いました。

　苦労した分、生徒たちのことはいまで

も自分の子どものように感じています。

2年間で500人ほどの生徒を教えました

が、みんな好奇心旺盛で、休み時間には

いつも取り囲まれて日本について質問攻

めにあっていました。帰国後も時折電話

で近況を伝えてくれる子がいましたし、何

人かとはSNSでやりとりを続けています。

　学校では幸せそうな笑顔を見せている

子どもたちも、その背後には想像もでき

ないような境遇があります。貧富の差が

大きく、アパルトヘイトの名残りや部族間

差別も根強く見られます。先進国とは違

い、途上国では自分がどれだけ努力して

も地理的・経済的にどうしようもないこと

が多々あり、やりたいことも思うようにはで

きない。そうした現実を目の当たりにして、

自分自身が生まれついた環境をありがた

く思う気持ちは強くなったと思います。

　ファーウェイのことを初めて知ったの

は、ナミビアにいたときでした。僕がいた

当時からナミビアでは無線通信がかなり

発達しており、そのとき使っていたUSB

データカードがファーウェイ製だったので

す。ナミビアでもインターネットが自由に使

え、日本にいるのと同じように情報が得ら

れるというのは予想外でした。もともと人

の生活や社会の根幹に関わる仕事がし

たいという想いから通信業界に入ったの

で、それを世界中で実現しているファー

ウェイで働けるのはうれしいです。

　ナミビアでの体験を通じて、「開発＝

幸せ」という単純な図式ではないことを

実感しました。技術やリソースの押しつけ

ではなく、現地の人たちの目線で何がで

きるのかを考えることが大切なのだと思

います。生活を大きく変えうる通信サービ

スに携わる者として、その視点を忘れず

に仕事をしていきたいですね。
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王 歓 （Wang Huan）
デリバリー・サービス本部 プロジェクトマネージメントオフィス
アシスタントプロジェクトマネージャー

ファーウェイ・ジャパンでは、多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍しています。

通信業界で長年キャリアを積んできた社員もいれば、ちょっと異色の経歴を持つ社員もおり、

それぞれが豊富な経験と幅広い視野をファーウェイの仕事に生かしています。

今回のファーウェイ・ピープルでは、ユニークな職歴を経てファーウェイ・ジャパンに入社した社員をご紹介します。

Name

PROFILE

Position

甘粛省蘭州市出身。
2002年 大学在学中に交換留学で来日し、日本に1年間滞在。日本の文化や社会への関心を強くする。
2004年 日本の大学院へ進学。メディア、マスコミニュケーションを専攻する。
2008年 日本のテレビ局へ入社。お昼の生放送番組のアシスタント・ディレクター（AD）を務める。
2010年 テレビ局を退職し、フリーランスの通訳業に。
2011年 派遣社員としてファーウェイで通訳の仕事を始める。
2012年 アシスタントプロジェクトマネージャーとしてファーウェイに入社。
 プロジェクトの計画管理や納品管理、工事案件の発注や検収などを担当する。

稲垣 秀隆 （いながき ひでたか）
デリバリー・サービス本部
ネットワーク・インテグレーション・サービス部 エンジニア

Name

PROFILE

Position

静岡県出身。
2004年 国内の通信事業者に入社し、三重県で勤務。
2007年 青年海外協力隊に参加し、アフリカ南西部のナミビア共和国で
 理数科教師を務める。 
2009年 日本へ帰国。
2010年 通信業界に戻り、業務委託でファーウェイ・ジャパンに出向。
2011年 エンジニアとしてファーウェイ・ジャパンに入社。
 基地局のアップグレードやチューニング時の調査・解析を中心に、無線ネットワークの最適化を手がける。

Profiling HUAWEI
People in Japan ファーウェイ・ピープル

ナミビア
共和国



　円卓を囲んだ中華料理の宴席は日本でもおな

じみですが、意外と知られていない中国のテーブ

ル・マナーもいくつかあります。

　まずは席次。日本と同じく入口からいちばん遠

い席が上座、近い席が下座となり、上座から見て

左隣が次席、右隣が三席と、左・右の順番で下

がっていきます。主賓が上座に座り、招待者は次

席もしくはその正面に座ります。

　回転テーブル上の料理は、上座の主賓から順

に取り分け、時計まわりにまわしていくのが基本と

されます。一巡目は全員が料理を取り終えるまで

待ってから食べはじめます。箸は日本とは違い、縦

方向に置かれるのが一般的です。料理の取り皿

はテーブルに置いたまま食べるようにし、口元まで

持ち上げることはしません。1枚に複数の料理を

載せずに、料理の味が混ざらないよう取り皿は毎

回新しいものを使うようにしましょう。使い終わった

取り皿は回転テーブルの上ではなく、円卓上に

重ねて置いておきます。

　中国では食べきれないほどたくさんの料理を

用意することでおもてなしの気持ちを表します。そ

のため、食べ残すことは失礼には当たらず、逆に

全部食べきってしまうと「足りなかった」ととられてし

まうこともあります（ただし、近年では食べ物を無駄

にせずきれいに食べようという「光盤（お皿をきれ

いにする）」を奨励する運動も出てきています）。ま

た、テーブルクロスを汚してしまうのも、食事を思い

きり楽しんだことの証とされるので、気にせずに。

　接待や招待の席ではもちろんですが、中国では

友人や同僚どうしの食事でも割り勘にはせず、誘っ

た人やその日の主役が全員の食事代を支払うの

が一般的です。おごってもらった人は次の機会に

おごれば収支はトントン、しかも1回限りの付き合い

ではなく、交友が長続きするというわけです。

　こうした一般的なマナーや習慣はあるものの、

会食の目的はやはり楽しく打ち解けあうこと。堅苦

しく考える必要はありませんが、文化の違いを理

解しておけば、コミュニケーションもよりスムーズ

になるはずです。機会があったら、ぜひ実践してみ

ませんか？

My Home Town in China

　遼寧省の省都・瀋陽から車で1時間ほどの

ところにある港湾都市、葫芦島市の出身で

す。葫芦とはひょうたんのことで、文字通りひょ

うたん型の半島があることから、市全体にこの

名がつけられました。華北と東北の境にある

重要な関所、山海関を越えた最初の都市とし

て、古くから交通の要衝であり、戦略要地とさ

れてきました。国内最大の造船所があることで

も知られており、2003年に中国初の有人宇

宙飛行に飛び立った宇宙飛行士、楊利偉

（Yang Liwei）が葫芦島市の出身であること

も、同郷の人たちの誇りです。

　市内には万里の長城の中で唯一、水上に

建設された九門口長城があります。全長

1,704ｍ、九江という川をまたぎ9つの水門を持

つこの城は、清朝の成立につながった一片石

の戦いをはじめ数々の戦の舞台となり、度重な

る戦火により破壊が進みましたが、1985年か

ら再建され、現在は世界遺産となっています。

　静かな内海に面しているため、ビーチ・リ

ゾートとしても人気があり、僕も小さいころから

よく海で遊んでいました。明代からの古城が残

る興城という街の海岸が特に有名で、近くに

は温泉や菊花島という美しい島もあり、夏場

は多くの観光客が訪れます。

　葫芦島市は果樹栽培が盛んで、リンゴや

の裏方を務める研修を経て、ホテル内のフ

レンチ・レストランに配属され、最前線で接客

サービスに携わりました。とても規律の厳しい

職場で、接するお客様のレベルも高く、給仕

の仕方はもちろん、歩き方、話し方、身だしな

みまで徹底的に鍛えられたことが社会人とし

ての成長につながりました。フランス料理やワ

インについても詳しくなり、厨房とのやりとりは

フランス語だったため、料理に関するフランス

語もできるようになりました。

　ファーウェイ・ジャパンでは、さまざまなステー

クホルダーとの関係づくりをする渉外と、企業

市民として社会貢献活動を推進するCSR業

務をサポートしています。政府関係者や企業

経営者など、ホテルでのお客様に近い方 と々

接する機会が多く、また会食やイベントのアレ

ンジも行うため、これまでの経験が非常に役

立っています。実際、ホテルでの経験がなけれ

ばこの仕事には就けなかったでしょう。

　これまでと違うのは、中国人としての自分を

より意識するようになったことです。企業間交

流や日中友好イベントの協賛などに関わるう

ち、日本と中国の架け橋となる役割を担ってい

くのだという使命を感じるようになりました。僕

自身にこれほどの成長の機会を与えてくれた

日本の社会に感謝するとともに、ファーウェイ・

ジャパンが日本社会の一員としての責務を果

たしていけるよう、渉外・CSRの仕事を通じて

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

おもてなしの文化は日本の誇り―― とはいえ、友人やお客様をもてなす心は万国
共通です。中国では特に、ともに食卓を囲んで交流を深めることを大切にします。
おいしい料理やお酒を楽しみながら、心を開き、お互いにわかりあう。そうしたシーン
で知っておくとちょっと役に立つ、中国流おもてなしマナーをご紹介します。

東北地方の玄関口

遼寧省葫芦島市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（Yu Yang）于 洋

歴史ある交通の要衝
梨、キウイフルーツ、ナツメ、クルミなどがたくさ

んとれます。めずらしいところでは、薄皮が黒い

色をした黒落花生が特産です。

　食文化としては東北料理に入りますが、満

州族やモンゴル族の食習慣、清朝時代の宮

廷料理などが入り混じった独自の特色があり、

豊富な海産物も名物です。僕にとってのおふ

くろの味は、酢菜（白菜の漬物）を豚肉とビー

フンと一緒に煮込んだ猪肉酸菜燉粉条子。

いまも思い出すだけで故郷へ帰りたくなります。

　高校卒業まで葫芦島市で育ち、2002年に

来日しました。服飾業を営んでいた母の影響で

幼少期からビジネスに興味があり、いずれは母

の事業を継ぎたいと思っていました。そこで、日

本の優れた経営哲学や手法を学ぼうと大阪

の大学と大学院で経営学を専攻しました。

　学生時代のアルバイトがきっかけでホテル

の仕事に魅せられ、大学院修了後に外資系

高級ホテルに就職しました。婚礼部で披露宴

おふくろの味、東北料理

日本の社会とつながる役割

渉外・広報本部　渉外・CSR部　アシスタント・スペシャリスト
来日12年目の元ホテルマンで、お客様への対応や宴席でのワインの注ぎ方にその片鱗が感じられ
る。現在は共働きの妻と2人暮らしだが、実家に預けている2歳の娘と今春から一緒に生活するのが
なによりも楽しみ。父親としてもがんばらなくてはと決意を新たにしている。

世界遺産の九門口長城（写真提供：旅情中国www.chinaviki.com、撮影者：高錦旭） 

 中国のオンライン・ショッピング市場は、ここ数
年で急速に拡大している。B2C（企業から消
費者への販売）とC2C（消費者どうしの商取
引。オークションなど）をあわせた売上高の推移
を見ると、オンライン・ショッピング全体では5年
間で10倍以上、スマートフォンなどのモバイル
機器からの売上高は実に200倍も増加してい
る。もともと中国のオンライン・ショッピング市場

りょう　ねい　しょう     こ        ろ      とう       し

湖北省

江蘇省

四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

葫芦島市

はC2C取引を中心に発達してきた。現在も全
体の約7割がC2Cで、そのうち9割以上が阿
里巴巴（アリババ）が運営するC2Cサイト淘宝

（タオバオ）集市からの売上となっている。一
方、近年はB2B市場も急成長を遂げており、
同じく阿里巴巴系列の天猫（ティエンマオ、
Tmall）が約50%、IT製品に強い京東（ジン
ドン、JD.COM）が約20%のシェアを占め、

家電量販店の蘇寧（スーニン）、人気SNS「微
信（WeChat）」などで知られる騰訊（テンセント）
のオンライン・ショッピング・サイトが5%台でこれ
に続く（アマゾン中国は約2%で6位）。日本の
楽天やヤフーが中国で苦戦したことは記憶に
新しいが、B2Cやモバイル・ショッピングは今後
も拡大が続くことが見込まれており、ビジネス・
チャンスはまだまだあると考えられる。

拡大するオンライン・ショッピング市場
C2CからB2Cへ、モバイルも急成長
■中国のオンライン・ショッピングとモバイル・ショッピングの市場規模の推移

近年11月11日は光棍節（グァングン
ジェ）と呼ばれる独身者を祝う記念
日とされ、1人で家にこもって買い物
をする「オンライン・ショッピング・
デー」とする習慣が広まっている。各
ショッピング・サイトでは一大セール
が行われ、2013年の光棍節は天猫
が一晩で350億元（約5,600億円※）
もの売上を上げた（写真は天猫の
2013年の光棍節セール「購物狂歓
節」の予告ページ）。

（中国電子商取引研究センター（www.100ec.cn）の報告より）

※1人民元16円換算

◆ 料理編
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HuaWave編集部おすすめのレストランで、
中国流おもてなしを体験！

　ファーウェイ・ジャパン大手町オフィスからほど
近い、パレスホテル東京内にある中国料理店

『琥珀宮』では、広東、上海、四川料理を中心
に、伝統的で上質、現代的で新鮮な中国料理を
お楽しみいただけます。
　HuaWaveでは読者の皆様のさらなる満足度
向上のため、読者アンケートを実施しています。ご
回答くださった方の中から抽選で3組6名様に、
琥珀宮のディナーコース（1人12,000円相当）を
お楽しみいただける食事券を差し上げます。応募
方法など詳しくは別紙アンケートをご覧ください。

ホテルで学んだ
お客様へのサービス

しんよう

ジューロウ スァンツァイ デュン フェンティアウズ

いっぺんせき

さんかいかん

きゅうもんこうちょうじょう

こうじょう

きく   か  とう

東京都千代田区丸の内1‐1‐1 パレスホテル東京5F
営業時間 11:30a.m.～2:30p.m. 5:30p.m.～10:00p.m.

『琥珀宮』 TEL 03-5221-7788

おもてなしin China
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海鮮料理によく合う、葫芦島市綏中県（すいちゅうけん）
の名酒・綏中老窯（スイジョン ラオヤオ）
黒落花生（写真撮影：Choo Yut Shing）

左）

右）

1,300
約2兆800億円※約27兆8,592億円※



　円卓を囲んだ中華料理の宴席は日本でもおな

じみですが、意外と知られていない中国のテーブ

ル・マナーもいくつかあります。

　まずは席次。日本と同じく入口からいちばん遠

い席が上座、近い席が下座となり、上座から見て

左隣が次席、右隣が三席と、左・右の順番で下

がっていきます。主賓が上座に座り、招待者は次

席もしくはその正面に座ります。

　回転テーブル上の料理は、上座の主賓から順

に取り分け、時計まわりにまわしていくのが基本と

されます。一巡目は全員が料理を取り終えるまで

待ってから食べはじめます。箸は日本とは違い、縦

方向に置かれるのが一般的です。料理の取り皿

はテーブルに置いたまま食べるようにし、口元まで

持ち上げることはしません。1枚に複数の料理を

載せずに、料理の味が混ざらないよう取り皿は毎

回新しいものを使うようにしましょう。使い終わった

取り皿は回転テーブルの上ではなく、円卓上に

重ねて置いておきます。

　中国では食べきれないほどたくさんの料理を

用意することでおもてなしの気持ちを表します。そ

のため、食べ残すことは失礼には当たらず、逆に

全部食べきってしまうと「足りなかった」ととられてし

まうこともあります（ただし、近年では食べ物を無駄

にせずきれいに食べようという「光盤（お皿をきれ

いにする）」を奨励する運動も出てきています）。ま

た、テーブルクロスを汚してしまうのも、食事を思い

きり楽しんだことの証とされるので、気にせずに。

　接待や招待の席ではもちろんですが、中国では

友人や同僚どうしの食事でも割り勘にはせず、誘っ

た人やその日の主役が全員の食事代を支払うの

が一般的です。おごってもらった人は次の機会に

おごれば収支はトントン、しかも1回限りの付き合い

ではなく、交友が長続きするというわけです。

　こうした一般的なマナーや習慣はあるものの、

会食の目的はやはり楽しく打ち解けあうこと。堅苦

しく考える必要はありませんが、文化の違いを理

解しておけば、コミュニケーションもよりスムーズ

になるはずです。機会があったら、ぜひ実践してみ

ませんか？

My Home Town in China

　遼寧省の省都・瀋陽から車で1時間ほどの

ところにある港湾都市、葫芦島市の出身で

す。葫芦とはひょうたんのことで、文字通りひょ

うたん型の半島があることから、市全体にこの

名がつけられました。華北と東北の境にある

重要な関所、山海関を越えた最初の都市とし

て、古くから交通の要衝であり、戦略要地とさ

れてきました。国内最大の造船所があることで

も知られており、2003年に中国初の有人宇

宙飛行に飛び立った宇宙飛行士、楊利偉

（Yang Liwei）が葫芦島市の出身であること

も、同郷の人たちの誇りです。

　市内には万里の長城の中で唯一、水上に

建設された九門口長城があります。全長

1,704ｍ、九江という川をまたぎ9つの水門を持

つこの城は、清朝の成立につながった一片石

の戦いをはじめ数々の戦の舞台となり、度重な

る戦火により破壊が進みましたが、1985年か

ら再建され、現在は世界遺産となっています。

　静かな内海に面しているため、ビーチ・リ

ゾートとしても人気があり、僕も小さいころから

よく海で遊んでいました。明代からの古城が残

る興城という街の海岸が特に有名で、近くに

は温泉や菊花島という美しい島もあり、夏場

は多くの観光客が訪れます。

　葫芦島市は果樹栽培が盛んで、リンゴや

の裏方を務める研修を経て、ホテル内のフ

レンチ・レストランに配属され、最前線で接客

サービスに携わりました。とても規律の厳しい

職場で、接するお客様のレベルも高く、給仕

の仕方はもちろん、歩き方、話し方、身だしな

みまで徹底的に鍛えられたことが社会人とし

ての成長につながりました。フランス料理やワ

インについても詳しくなり、厨房とのやりとりは

フランス語だったため、料理に関するフランス

語もできるようになりました。

　ファーウェイ・ジャパンでは、さまざまなステー

クホルダーとの関係づくりをする渉外と、企業

市民として社会貢献活動を推進するCSR業

務をサポートしています。政府関係者や企業

経営者など、ホテルでのお客様に近い方 と々

接する機会が多く、また会食やイベントのアレ

ンジも行うため、これまでの経験が非常に役

立っています。実際、ホテルでの経験がなけれ

ばこの仕事には就けなかったでしょう。

　これまでと違うのは、中国人としての自分を

より意識するようになったことです。企業間交

流や日中友好イベントの協賛などに関わるう

ち、日本と中国の架け橋となる役割を担ってい

くのだという使命を感じるようになりました。僕

自身にこれほどの成長の機会を与えてくれた

日本の社会に感謝するとともに、ファーウェイ・

ジャパンが日本社会の一員としての責務を果

たしていけるよう、渉外・CSRの仕事を通じて

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

おもてなしの文化は日本の誇り―― とはいえ、友人やお客様をもてなす心は万国
共通です。中国では特に、ともに食卓を囲んで交流を深めることを大切にします。
おいしい料理やお酒を楽しみながら、心を開き、お互いにわかりあう。そうしたシーン
で知っておくとちょっと役に立つ、中国流おもてなしマナーをご紹介します。

東北地方の玄関口

遼寧省葫芦島市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（Yu Yang）于 洋

歴史ある交通の要衝
梨、キウイフルーツ、ナツメ、クルミなどがたくさ

んとれます。めずらしいところでは、薄皮が黒い

色をした黒落花生が特産です。

　食文化としては東北料理に入りますが、満

州族やモンゴル族の食習慣、清朝時代の宮

廷料理などが入り混じった独自の特色があり、

豊富な海産物も名物です。僕にとってのおふ

くろの味は、酢菜（白菜の漬物）を豚肉とビー

フンと一緒に煮込んだ猪肉酸菜燉粉条子。

いまも思い出すだけで故郷へ帰りたくなります。

　高校卒業まで葫芦島市で育ち、2002年に

来日しました。服飾業を営んでいた母の影響で

幼少期からビジネスに興味があり、いずれは母

の事業を継ぎたいと思っていました。そこで、日

本の優れた経営哲学や手法を学ぼうと大阪

の大学と大学院で経営学を専攻しました。

　学生時代のアルバイトがきっかけでホテル

の仕事に魅せられ、大学院修了後に外資系

高級ホテルに就職しました。婚礼部で披露宴

おふくろの味、東北料理

日本の社会とつながる役割

渉外・広報本部　渉外・CSR部　アシスタント・スペシャリスト
来日12年目の元ホテルマンで、お客様への対応や宴席でのワインの注ぎ方にその片鱗が感じられ
る。現在は共働きの妻と2人暮らしだが、実家に預けている2歳の娘と今春から一緒に生活するのが
なによりも楽しみ。父親としてもがんばらなくてはと決意を新たにしている。

世界遺産の九門口長城（写真提供：旅情中国www.chinaviki.com、撮影者：高錦旭） 

 中国のオンライン・ショッピング市場は、ここ数
年で急速に拡大している。B2C（企業から消
費者への販売）とC2C（消費者どうしの商取
引。オークションなど）をあわせた売上高の推移
を見ると、オンライン・ショッピング全体では5年
間で10倍以上、スマートフォンなどのモバイル
機器からの売上高は実に200倍も増加してい
る。もともと中国のオンライン・ショッピング市場

りょう　ねい　しょう     こ        ろ      とう       し

湖北省

江蘇省

四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

葫芦島市

はC2C取引を中心に発達してきた。現在も全
体の約7割がC2Cで、そのうち9割以上が阿
里巴巴（アリババ）が運営するC2Cサイト淘宝

（タオバオ）集市からの売上となっている。一
方、近年はB2B市場も急成長を遂げており、
同じく阿里巴巴系列の天猫（ティエンマオ、
Tmall）が約50%、IT製品に強い京東（ジン
ドン、JD.COM）が約20%のシェアを占め、

家電量販店の蘇寧（スーニン）、人気SNS「微
信（WeChat）」などで知られる騰訊（テンセント）
のオンライン・ショッピング・サイトが5%台でこれ
に続く（アマゾン中国は約2%で6位）。日本の
楽天やヤフーが中国で苦戦したことは記憶に
新しいが、B2Cやモバイル・ショッピングは今後
も拡大が続くことが見込まれており、ビジネス・
チャンスはまだまだあると考えられる。

拡大するオンライン・ショッピング市場
C2CからB2Cへ、モバイルも急成長
■中国のオンライン・ショッピングとモバイル・ショッピングの市場規模の推移

近年11月11日は光棍節（グァングン
ジェ）と呼ばれる独身者を祝う記念
日とされ、1人で家にこもって買い物
をする「オンライン・ショッピング・
デー」とする習慣が広まっている。各
ショッピング・サイトでは一大セール
が行われ、2013年の光棍節は天猫
が一晩で350億元（約5,600億円※）
もの売上を上げた（写真は天猫の
2013年の光棍節セール「購物狂歓
節」の予告ページ）。

（中国電子商取引研究センター（www.100ec.cn）の報告より）
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