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　今号のHuaWave
では、ファーウェイ本社
キャンパス・ツアー第2
弾として、食堂や社員
寮をはじめ、なかなか見
ることのできない深圳
本社の社員の日常生
活を支える設備やサー
ビスをご紹介していま
す。表紙の写真は、同
記事にも登場した社員

寮のある百草園（バイツァオ・ガーデン）内のホテルの中庭風景です。撮
影したのは5月下旬でしたが、南方の深圳はすでに真夏の気候。敷地内
にはヤシの木をはじめたくさんの緑が生い茂り、スコールの合間の日差し
を受けて色鮮やかに映えていました。
　また、今号から携帯電話研究家として知られる山根康宏氏による新
連載が始まりました。世界中のモバイル事情に通じる山根氏が、毎回さ
まざまな角度からモバイルのいまと未来をひもときます。各国を飛びまわ
り、端末コレクションを増やしながら現地の生の情報を仕入れている氏な
らではの論考を、どうぞお楽しみに。
　HuaWaveは、これからも新たなコンテンツを加えてますますパワーアップ
してまいります。読者の皆様のご意見・ご感想をぜひお待ちしております。

編集部より

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

：
　

：
：
：
：
：

発 行

T E L
発 行 人
編 集 責 任
制 作
デ ザ イン

HuaWave 第14号 2014年7月1日

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

©華為技術日本株式会社
（本誌掲載の写真・記事の無断転載および転写を禁じます）
HUAWEI、HUAWEIロゴ、記載されているすべてのHUAWEI製品およびサービス名は、中国
およびその他世界各国におけるHUAWEIの登録商標または商標です。本誌にて掲載されてい
るその他すべての製品およびサービス名は、関連するロゴも含めて、各会社の商標である場合
があります。

/ JUL.2014 01

P6
ファーウェイ・ジャパンのイベント・レポート
FOE、ワイヤレスジャパン、Interop Tokyoでの展示と講演

Feature Story

P24

HUAWEI Global Nodes & Links  世界のファーウェイから
災害に強い通信体制の整備に貢献する
ファーウェイ・チリ

P26

HUAWEI Japan Device Update
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

P15

Winners
ハイシーズンのネットワーク・アクセスを保証する
テレコム・イタリアとファーウェイの挑戦

Perspectives

５Ｇイノベーション
次世代ネットワークの実現に向けたファーウェイのビジョン P9

ソネット株式会社　取締役執行役員専務　会田容弘氏に聞く
「世界最速」のFTTHサービス『NURO（ニューロ）』が実現する

より速く、より安く、
より安全なインターネット接続

Special Interview

P2

HUAWEI Headquaters Campus Tour
Daily Life in ファーウェイ本社
従業員の生活を支える設備とサービス P18

Mobile Next モバイルが変える未来
日本で立ち上がるSIMフリー端末市場 P22

Message from CSO

P1

サイバー・セキュリティを企業のDNAに
ファーウェイのサイバー・セキュリティ保証体制
華為技術日本株式会社 CSO 細井洋一

セキュリティ保証システムを構築してきまし

た。企業戦略やガバナンスから、人材管理、

研究開発、製造、デリバリーにいたる事業

のあらゆるプロセスにサイバー・セキュリティ

要件を統合し、サイバー・セキュリティを企業

のDNAに組み込んでいます。

　組織面では、最高位のサイバー・セキュ

リティ管理組織として当社の副会長兼

輪番CEO胡厚崑（ケン・フー）が議長を務

めるGCSC（Global Cyber Securi ty 

Committee：グローバル・サイバー・セキュ

リティ委員会）を置き、取締役会の主要

メンバーらを委員としてサイバー・セキュリ

ティ保証方針を承認する責任を負っていま

す。また、CEO任正非（レン・ジェンフェイ）に

直属するGCSO（Global Cyber Security 

Officer：グローバル・サイバー・セキュリティ

責任者）が、セキュリティ戦略の策定と、サイ

バー・セキュリティ保証システムの社内での

確立を取りまとめるとともに、政府やお客様

います。ICTソリューション・プロバイダーとし

て世界中で通信を支えるファーウェイにとっ

て、お客様に安心してお使いいただける製

品を提供することは最重要課題です。

　そのため当社は、2009年から他のICT企

業に先駆けて、エンド・ツー・エンドのサイバー・

　誰もがいつでもどこでもネットワークにつ

ながる社会が実現しつつある中、サイバー・

セキュリティの重要性は日増しに高まって

を含むすべてのステークホルダーとの効

果的なコミュニケーションを促進する責務

を果たしています。2011年の設置以来、

元英国政府CIO（Chief Informat ion 

Officer：最高情報責任者）・CISO（Chief 

Information Security Officer：最高情報

セキュリティ責任者）のジョン・サフォーク

（John Suffolk）がGCSOを務めています。

　こうした本社の中枢組織に加え、世界各

地のオフィスにもサイバー・セキュリティを専

任とするCSOが置かれています。現在、世

界で9名のCSOがおり、このたび日本オ

フィスのCSOに私が就任いたしました。

CSOの主な役割は、各国オフィスでファー

ウェイのサイバー・セキュリティ保証システム

をプロセスに統合し、危機管理体制を整

備・統率するとともに、当社のサイバー・セ

キュリティ戦略とその取り組みを各国のス

テークホルダーに伝え、信頼関係の構築を

推進することです。

　製品の開発と製造において、ファーウェイ

は「多くの目、多くの手、多くの確認」とい

うアプローチを取り、独自のテスト・監査機

能を持つほか、お客様、政府、独立した第

三者評価機関とも連携し、公正かつ客観

的な評価を進めています。例えば英国で

は、2010年にCSEC（Cyber Security 

Evaluation Centre：サイバー・セキュリ

ティ評価センター）を設立し、英国政府、

通信事業者、その他の通信インフラ関連

事業者がファーウェイ製品の納入前検

査・評価・認定を行う仕組みと体制を作り

上げました。

　さらに、開発における権限の分散や、

98%のコンポーネントをトレースできる高

度なトレーサビリティの確保など、あらゆる

角度から製品の完全性の保証に努めて

います。

　サイバー・セキュリティは、一国、一企業

の問題ではなく、世界中のあらゆるステーク

ホルダーのオープンな協力により解決すべ

き課題です。現在、サイバー空間における

国家間の戦略の衝突が、民間のビジネ

スにも影響を及ぼしています。そんな中、

ファーウェイは100％従業員持ち株制によ

る民間企業としてオープンで透明性の高い

姿勢を維持し、いかなる政府や機関とも通

常のビジネス活動以外の関係を持つことな

く、お客様をサイバー・セキュリティ上の脅威

から守ることを最優先しています。

　私自身は米国系IT企業に長く身を置き、

2012年よりファーウェイ・ジャパンの法人ビ

ジネス事業本部に参加しました。CSO就任

にあたって、これまでIT分野におけるグロー

バルなエコシステムを熟知してきた経験を、

ファーウェイという一企業のみならず業界全

体のサイバー・セキュリティの課題解決のた

めに生かしていきたいと思っております。今

後、社内外に向けたさまざまな活動を本格

化させ、業界での活発な議論を促すことで、

この世界規模での努力の一端を担っていく

所存です。「よりつながった世界」をさらに安

全なものとするため、皆様にもぜひファー

ウェイの取り組みにご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

Message from CSO

サイバー・セキュリティを
企業のDNAに
華為技術日本株式会社 CSO
（Chief Security Officer：最高セキュリティ責任者）

ファーウェイ・ジャパン

細井 洋一
5月15日、ファーウェイ・ジャパンにサイバー・セキュリティ

保証を統括するCSO（Chief Security Officer：最高セ

キュリティ責任者）の役職が設置されました。今号の巻

頭メッセージでは、同日付でCSOに就任した細井洋一

より、ファーウェイのサイバー・セキュリティ保証システム

と組織体制についてご紹介します。

強固な組織体制で
セキュリティ戦略を徹底

エンド・ツー・エンドの
サイバー・セキュリティ保証システム

多くの目、多くの手、多くの確認

オープンで透明性の高い取り組み

ファーウェイのサイバー・セキュリティ保証体制
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2012年よりファーウェイ・ジャパンの法人ビ

ジネス事業本部に参加しました。CSO就任

にあたって、これまでIT分野におけるグロー

バルなエコシステムを熟知してきた経験を、

ファーウェイという一企業のみならず業界全

体のサイバー・セキュリティの課題解決のた

めに生かしていきたいと思っております。今

後、社内外に向けたさまざまな活動を本格

化させ、業界での活発な議論を促すことで、

この世界規模での努力の一端を担っていく

所存です。「よりつながった世界」をさらに安

全なものとするため、皆様にもぜひファー

ウェイの取り組みにご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

Message from CSO

サイバー・セキュリティを
企業のDNAに
華為技術日本株式会社 CSO
（Chief Security Officer：最高セキュリティ責任者）

ファーウェイ・ジャパン

細井 洋一
5月15日、ファーウェイ・ジャパンにサイバー・セキュリティ

保証を統括するCSO（Chief Security Officer：最高セ

キュリティ責任者）の役職が設置されました。今号の巻

頭メッセージでは、同日付でCSOに就任した細井洋一

より、ファーウェイのサイバー・セキュリティ保証システム

と組織体制についてご紹介します。

強固な組織体制で
セキュリティ戦略を徹底

エンド・ツー・エンドの
サイバー・セキュリティ保証システム

多くの目、多くの手、多くの確認

オープンで透明性の高い取り組み

ファーウェイのサイバー・セキュリティ保証体制
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1995年、ソニー株式会社、株式会社
ソニー・ミュージックエンタテインメント、
株式会社ソニーファイナンスインター
ナショナル各社の出資により設立。
1996年よりインターネット接続サービ
ス『So-net（ソネット）』、2002年より
FTTH接続サービス『So-net 光』を提
供。2013年にソニーの完全子会社と
なる。会田氏は1984年ソニーに入社、
世界各地で業務用機材の営業とマー
ケティングに従事し、その後7年間にわ
たりソニーの中国事業の戦略立案や
現地法人の設立などに携わる。2001
年にソネットに入社し、ISP事業やモバ
イル事業などを担当、現在『NURO』事
業の指揮を執る。

ソネット株式会社

までの通信に海外で利用実績の多い

GPON規格を採用することで下り2.5

Gbpsという速度を実現できることがわか

り、これによって「世界最速」という最大

の課題をクリアしました。

　また人材の面でも、社内にはバック

ボーンの設計・構築や加入者宅内の工

事などの経験者がいなかったため、新規

に採用した社員を含めて新たなチームを

編成する必要がありました。ただ、「世界

最速のFTTHを提供する」という明確か

つ高い目標があったので、それに向かっ

てメンバーの志がひとつになり、チーム・ビ

ルディングがうまくいったことは幸いでし

た。こうした課題を乗り越え、最終的には

発案からわずか2年強と、こちらも「世界

最速」と言えるほどの短期間でサービス

を開始することができました。

編集部：『NURO』は永井豪原作のデビ

ルマンとコラボレーションしたテレビCM

やウェブ展開でも、話題を呼びました。モ

ノトーンの色調が目を引く斬新なクリエイ

ティブですが、新ブランドのマーケティン

グにはどのような戦略で臨まれたので

しょうか。

会田氏：『NURO』というブランド名は、人

と人、人と社会、コンテンツのクリエイター

とオーディエンスを高速でつなぐネット

ワークを、脳細胞をつなぐ「ニューロン」の

イメージに重ねて選びました。これをソ

ネットの新しいブランドとして認知してい

ただくため、いままでにないサービスが始

まったという登場感を訴求することを心が

けました。通信サービスのブランディング

ではあまり使われることのない「黒」を基

調にすることで、他とは違う新しい価値、

かつてない体験をもたらすことをアピール

しました。

編集部：確かに、新しさとインパクトを感じ

る広告でしたね。サービス開始後、ユー

ザーからの反応はいかがですか。

会田氏：おかげさまで、非常にポジティブ

な評価をいただいています。『NURO』の

強みは、通信速度に加え、手ごろな料金

と、無線LANもセキュリティも標準装備と

いうシンプルな構成にあります。こうした

強みが実際にサービスをお選びいただく

理由につながっており、速さと安さ、使い

やすさに関して高い評価を得ています。ま

た、「いいサービスなので人にも勧めた

い」という推奨意向もたいへん高く、エリ

アの拡大やマンションへの対応へのご要

望も多くいただたいていますので、今後

の展開にもかなりの手ごたえを感じてい

ます。現在、ソニービルや大手家電量販

店などに『NURO』の回線を引き、より多

くの皆様に速さを体験していただく機会を

設けています。

編集部：FTTHサービスと同時に、モバイ

ル事業にも注力されていますね。

会田氏：はい。ウェアラブル機器などさま

ざまな端末の登場により、いつでもどこで

もどんなデバイスでも、固定・モバイルを

問わず常にネットワークに接続できること

が求められている現状から、Wi-Fiを含む

モバイル接続の提供は必須だと考えて

います。日本のモバイル市場はもともと規

模の大きいものですが、MVNO（Mobile 

Virtual Network Operator：仮想移動

体通信事業者）によるサービスの普及が

進むにつれて、新たなステージに入ってき

ていると感じます。市場の成熟にともない

ニーズが多様化し、マーケットの裾野がさ

らに拡大しているのです。2020年の東

京オリンピック開催に向けて、海外からの

旅行者やビジターのためにプリペイド

SIMや海外端末対応SIMなどの需要も

高まるでしょう。モバイル事業は、固定通

信とともに当社の重要な戦略領域と位

置づけています。

編集部：どのようなサービスを提供されて

いるのですか。

会田氏：従来のWi-Fiルーターによる接

続に加え、MVNOとして『So-net モバイ

ル LTE』をはじめとするモバイル・サービ

スを提供しており、今後はSIMフリーの

格安スマートフォンの販売も予定してい

ます。加えて、自社のMVNOではカバー

できない多様なニーズに応えるために、

他社のMVNO事業を支援するMVNE

（Mobile Virtual Network Enabler）事

業も展開しています。また、『NURO』など

の固定サービスとのバンドルによってシー

ムレスな接続を提供することにも力を入

れていきます。

編集部：今後の通信に対する展望と、御

社の目標についてお聞かせください。

会田氏：「より速く、より安く、より安全に」

という欲求には際限がありません。モバイ

ル・ネットワークはますます高速化が進

み、トラフィックが増大していきますが、そ

うした状況ではモバイルから固定へのオ

フロードが重要になってきます。同時に、

コンテンツの大容量化にともなって、安

定した接続を提供できる固定通信の価

値が見直されてくるのではないかと考え

ています。一方、ユーザーの視点からは、

回線の種類を意識することなくユビキタ

スな高速インターネット接続を楽しめるよ

うになることが第一です。FTTHとモバイ

ルの2つの事業を通じて、そうしたユー

ザー体験を実現するサービスを提供して

いくことを目指しています。

　また、インターネットは重要な社会イン

フラでありながら、電気や水道などに比べ

るとまだ複雑で難しいものと感じている方

が多いのが現状です。コードを挿して電

源を入れるだけですぐに利用できる「究

極のプラグ・アンド・プレイ」を可能にする

ことで、インターネット利用のハードルを下

げることも目標のひとつです。

編集部：より高速で大容量のネットワーク

によって「もっとつながる社会」の実現を

目指すファーウェイのビジョンにも相通じる

ものがあるように思います。ファーウェイに

はどのような印象や期待をお持ちですか。

会田氏：チップセットの開発を含め、ネット

ワーク・インフラから端末まで通信のあら

ゆる領域で世界市場をリードしている

ファーウェイには、同じ通信業界の企業と

して敬意を抱いています。また、研究開発

を重視し、そこから新しい価値を市場に生

み出していく姿勢は、ソニーの理念とも共

鳴するところがあり、親近感を覚えます。

日本は、常に「最高の品質」や「最新の

技術」を求めるユーザーが一定層存在

し、高度な技術が受け入れられる素地の

事業領域としても、『NURO』は戦略上

重要な意味を持っています。

編集部：新規事業に参入する上で、どの

ような課題に直面されましたか。

会田氏：エンド・ツー・エンドのFTTHサー

ビスとしては後発参入ですから、市場で

突出できる何かがなければならない、やる

からには最高のサービスを提供しなけれ

ばならないと考え、「世界最速」という目

標を掲げたのですが、これまで経験のな

い分野でそのような目標を実現するには

数多くの挑戦がありました。

　まずは回線の確保ですが、これはNTT

のシェアドアクセス方式を利用してファイ

バー・ネットワークを借りることで解決しま

した。技術面では、加入者宅のONU

（Optical Network Unit：光ネットワーク

ユニット）から通信局側のOLT（Optical 

L ine  Te rm ina l：光回線終端装置）

して、動画や音楽、ゲームといったデジタ

ル・コンテンツのリッチ化が今後ますます

進んでいくという状況をよく理解していま

したので、それに対応するサービスの提

供が課題であると認識していました。4K、

さらには8Kといった超高精細度の動画

配信や、ハイレゾ音源のダウンロード、多

人数同時参加型のオンライン・ゲームの

ようなリッチ・コンテンツをユーザーがスト

レスなく楽しむためには、より大容量の

ネットワーク・サービスが必要とされます。

こうした将来のニーズを先取りするという

意図もありました。

編集部：これまでのISP事業からエンド・

ツー・エンドのサービスへと拡大するのは、

非常に思い切った決断だったのではない

でしょうか。

会田氏：そうですね。ただ、プロバイダーと

して提供できるサービスの範囲内では、

速度や容量という点でどうしても限界が

あります。回線も含めたエンド・ツー・エンド

のサービスでなければ、お客様のニーズ

を満たすネットワーク仕様は実現できない

のです。また、モバイル機器の普及にとも

なって、パソコンと固定回線を使ってイン

ターネットに接続するという利用形態が

少なくなっていることから、ISP事業の成

長が鈍化していくことは確かです。会社の

これからの成長を加速するための新たな

2013年4月、「世界最速インターネット」をうたうFTTH（Fiber To The 

Home）サービス『NURO』を立ち上げたソネット株式会社。コンテンツ

のリッチ化やスマートフォンの急速な普及などによってインターネットが

大きな変化を遂げる中、ISP（Internet Service Provider）として成長

してきた同社がエンド・ツー・エンドのFTTHサービスへの新規参入とい

う大きな決断を下した背景には、どのような戦略があったのか。同社取

締役執行役員専務の会田容弘氏に、2年目を迎えた『NURO』のこれま

でとこれから、固定とモバイルの事業展開、未来へのビジョンについて

お話をうかがいました。 HuaWave編集部

Special Interview

ソネット株式会社　取締役執行役員専務　会田容弘氏に聞く

より速く、より安く、
より安全なインターネット接続

「世界最速」のFTTHサービス『NURO（ニューロ）』が実現する

固定からモバイルまで、総合的な接続体験の提供を目指すソネットのビジョン

ユーザーの声に応える
「世界最速」

今までにない
新しい価値を実現

編集部：『NURO』は、下り最大2Gbpsと

いう世界最速の個人向けFTTHサービ

スとして反響を呼んでいます。この新たな

サービスを立ち上げたきっかけは、どのよ

うなことだったのでしょうか。

会田氏：当社のISP事業では長年ユー

ザー・アンケートを実施しているのですが、

これだけ市場や技術が変化しても、ユー

ザーの皆様のご要望は基本的に変わり

ません。つまり、「より速く、より安く、より安

全に」インターネットを使いたい、というこ

とです。こうしたユーザーの声に応える

サービスを追求したいというのがまず出発

点でした。また、ソニー・グループの一員と

市
場
や
技
術
が
変
化
し
て
も
、

「
よ
り
速
く
、よ
り
安
く
、よ
り
安
全
に
」

イ
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を
使
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た
い
と
い
う
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ー
の
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の
ご
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望
は
変
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ま
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。
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ある特殊な市場です。ソニーという企業

はそうした日本で生まれ育ち、そこから世

界へと発展していきました。ファーウェイ

の場合はすでにグローバルな事業展開

の実績がありますから、これからは日本法

人であるファーウェイ・ジャパンが、その強

みを生かしつつ、日本固有のニーズに応

えていくという重要な役割を果たすので

はないかと思います。強力な研究開発を

背景とするファーウェイの革新的な技術

は、ネットワークの高速化や大容量化を

進める上で日本市場にも大きな価値をも

たらす可能性があります。日本市場の高

い要求水準を満たすことができれば、

ICTのさらなる進化を実現できるのではな

いでしょうか。
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できない多様なニーズに応えるために、

他社のMVNO事業を支援するMVNE

（Mobile Virtual Network Enabler）事

業も展開しています。また、『NURO』など

の固定サービスとのバンドルによってシー

ムレスな接続を提供することにも力を入

れていきます。

編集部：今後の通信に対する展望と、御

社の目標についてお聞かせください。

会田氏：「より速く、より安く、より安全に」

という欲求には際限がありません。モバイ

ル・ネットワークはますます高速化が進

み、トラフィックが増大していきますが、そ

うした状況ではモバイルから固定へのオ

フロードが重要になってきます。同時に、

コンテンツの大容量化にともなって、安

定した接続を提供できる固定通信の価

値が見直されてくるのではないかと考え

ています。一方、ユーザーの視点からは、

回線の種類を意識することなくユビキタ

スな高速インターネット接続を楽しめるよ

うになることが第一です。FTTHとモバイ

ルの2つの事業を通じて、そうしたユー

ザー体験を実現するサービスを提供して

いくことを目指しています。

　また、インターネットは重要な社会イン

フラでありながら、電気や水道などに比べ

るとまだ複雑で難しいものと感じている方

が多いのが現状です。コードを挿して電

源を入れるだけですぐに利用できる「究

極のプラグ・アンド・プレイ」を可能にする

ことで、インターネット利用のハードルを下

げることも目標のひとつです。

編集部：より高速で大容量のネットワーク

によって「もっとつながる社会」の実現を

目指すファーウェイのビジョンにも相通じる

ものがあるように思います。ファーウェイに

はどのような印象や期待をお持ちですか。

会田氏：チップセットの開発を含め、ネット

ワーク・インフラから端末まで通信のあら

ゆる領域で世界市場をリードしている

ファーウェイには、同じ通信業界の企業と

して敬意を抱いています。また、研究開発

を重視し、そこから新しい価値を市場に生

み出していく姿勢は、ソニーの理念とも共

鳴するところがあり、親近感を覚えます。

日本は、常に「最高の品質」や「最新の

技術」を求めるユーザーが一定層存在

し、高度な技術が受け入れられる素地の

事業領域としても、『NURO』は戦略上

重要な意味を持っています。

編集部：新規事業に参入する上で、どの

ような課題に直面されましたか。

会田氏：エンド・ツー・エンドのFTTHサー

ビスとしては後発参入ですから、市場で

突出できる何かがなければならない、やる

からには最高のサービスを提供しなけれ

ばならないと考え、「世界最速」という目

標を掲げたのですが、これまで経験のな

い分野でそのような目標を実現するには

数多くの挑戦がありました。

　まずは回線の確保ですが、これはNTT

のシェアドアクセス方式を利用してファイ

バー・ネットワークを借りることで解決しま

した。技術面では、加入者宅のONU

（Optical Network Unit：光ネットワーク

ユニット）から通信局側のOLT（Optical 

L ine  Te rm ina l：光回線終端装置）

して、動画や音楽、ゲームといったデジタ

ル・コンテンツのリッチ化が今後ますます

進んでいくという状況をよく理解していま

したので、それに対応するサービスの提

供が課題であると認識していました。4K、

さらには8Kといった超高精細度の動画

配信や、ハイレゾ音源のダウンロード、多

人数同時参加型のオンライン・ゲームの

ようなリッチ・コンテンツをユーザーがスト

レスなく楽しむためには、より大容量の

ネットワーク・サービスが必要とされます。

こうした将来のニーズを先取りするという

意図もありました。

編集部：これまでのISP事業からエンド・

ツー・エンドのサービスへと拡大するのは、

非常に思い切った決断だったのではない

でしょうか。

会田氏：そうですね。ただ、プロバイダーと

して提供できるサービスの範囲内では、

速度や容量という点でどうしても限界が

あります。回線も含めたエンド・ツー・エンド

のサービスでなければ、お客様のニーズ

を満たすネットワーク仕様は実現できない

のです。また、モバイル機器の普及にとも

なって、パソコンと固定回線を使ってイン

ターネットに接続するという利用形態が

少なくなっていることから、ISP事業の成

長が鈍化していくことは確かです。会社の

これからの成長を加速するための新たな

2013年4月、「世界最速インターネット」をうたうFTTH（Fiber To The 

Home）サービス『NURO』を立ち上げたソネット株式会社。コンテンツ

のリッチ化やスマートフォンの急速な普及などによってインターネットが

大きな変化を遂げる中、ISP（Internet Service Provider）として成長

してきた同社がエンド・ツー・エンドのFTTHサービスへの新規参入とい

う大きな決断を下した背景には、どのような戦略があったのか。同社取

締役執行役員専務の会田容弘氏に、2年目を迎えた『NURO』のこれま

でとこれから、固定とモバイルの事業展開、未来へのビジョンについて

お話をうかがいました。 HuaWave編集部
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ソネット株式会社　取締役執行役員専務　会田容弘氏に聞く

より速く、より安く、
より安全なインターネット接続

「世界最速」のFTTHサービス『NURO（ニューロ）』が実現する

固定からモバイルまで、総合的な接続体験の提供を目指すソネットのビジョン

ユーザーの声に応える
「世界最速」

今までにない
新しい価値を実現

編集部：『NURO』は、下り最大2Gbpsと

いう世界最速の個人向けFTTHサービ

スとして反響を呼んでいます。この新たな

サービスを立ち上げたきっかけは、どのよ

うなことだったのでしょうか。

会田氏：当社のISP事業では長年ユー

ザー・アンケートを実施しているのですが、

これだけ市場や技術が変化しても、ユー

ザーの皆様のご要望は基本的に変わり

ません。つまり、「より速く、より安く、より安

全に」インターネットを使いたい、というこ

とです。こうしたユーザーの声に応える

サービスを追求したいというのがまず出発

点でした。また、ソニー・グループの一員と
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ある特殊な市場です。ソニーという企業

はそうした日本で生まれ育ち、そこから世

界へと発展していきました。ファーウェイ

の場合はすでにグローバルな事業展開

の実績がありますから、これからは日本法

人であるファーウェイ・ジャパンが、その強

みを生かしつつ、日本固有のニーズに応

えていくという重要な役割を果たすので

はないかと思います。強力な研究開発を

背景とするファーウェイの革新的な技術

は、ネットワークの高速化や大容量化を

進める上で日本市場にも大きな価値をも

たらす可能性があります。日本市場の高

い要求水準を満たすことができれば、

ICTのさらなる進化を実現できるのではな

いでしょうか。
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までの通信に海外で利用実績の多い

GPON規格を採用することで下り2.5

Gbpsという速度を実現できることがわか

り、これによって「世界最速」という最大

の課題をクリアしました。

　また人材の面でも、社内にはバック

ボーンの設計・構築や加入者宅内の工

事などの経験者がいなかったため、新規

に採用した社員を含めて新たなチームを

編成する必要がありました。ただ、「世界

最速のFTTHを提供する」という明確か

つ高い目標があったので、それに向かっ

てメンバーの志がひとつになり、チーム・ビ

ルディングがうまくいったことは幸いでし

た。こうした課題を乗り越え、最終的には

発案からわずか2年強と、こちらも「世界

最速」と言えるほどの短期間でサービス

を開始することができました。

編集部：『NURO』は永井豪原作のデビ

ルマンとコラボレーションしたテレビCM

やウェブ展開でも、話題を呼びました。モ

ノトーンの色調が目を引く斬新なクリエイ

ティブですが、新ブランドのマーケティン

グにはどのような戦略で臨まれたので

しょうか。

会田氏：『NURO』というブランド名は、人

と人、人と社会、コンテンツのクリエイター

とオーディエンスを高速でつなぐネット

ワークを、脳細胞をつなぐ「ニューロン」の

イメージに重ねて選びました。これをソ

ネットの新しいブランドとして認知してい

ただくため、いままでにないサービスが始

まったという登場感を訴求することを心が

けました。通信サービスのブランディング

ではあまり使われることのない「黒」を基

調にすることで、他とは違う新しい価値、

かつてない体験をもたらすことをアピール

しました。

編集部：確かに、新しさとインパクトを感じ

る広告でしたね。サービス開始後、ユー

ザーからの反応はいかがですか。

会田氏：おかげさまで、非常にポジティブ

な評価をいただいています。『NURO』の

強みは、通信速度に加え、手ごろな料金

と、無線LANもセキュリティも標準装備と

いうシンプルな構成にあります。こうした

強みが実際にサービスをお選びいただく

理由につながっており、速さと安さ、使い

やすさに関して高い評価を得ています。ま

た、「いいサービスなので人にも勧めた

い」という推奨意向もたいへん高く、エリ

アの拡大やマンションへの対応へのご要

望も多くいただたいていますので、今後

の展開にもかなりの手ごたえを感じてい

ます。現在、ソニービルや大手家電量販

店などに『NURO』の回線を引き、より多

くの皆様に速さを体験していただく機会を

設けています。

編集部：FTTHサービスと同時に、モバイ

ル事業にも注力されていますね。

会田氏：はい。ウェアラブル機器などさま

ざまな端末の登場により、いつでもどこで

もどんなデバイスでも、固定・モバイルを

問わず常にネットワークに接続できること

が求められている現状から、Wi-Fiを含む

モバイル接続の提供は必須だと考えて

います。日本のモバイル市場はもともと規

模の大きいものですが、MVNO（Mobile 

Virtual Network Operator：仮想移動

体通信事業者）によるサービスの普及が

進むにつれて、新たなステージに入ってき

ていると感じます。市場の成熟にともない

ニーズが多様化し、マーケットの裾野がさ

らに拡大しているのです。2020年の東

京オリンピック開催に向けて、海外からの

旅行者やビジターのためにプリペイド

SIMや海外端末対応SIMなどの需要も

高まるでしょう。モバイル事業は、固定通

信とともに当社の重要な戦略領域と位

置づけています。

編集部：どのようなサービスを提供されて

いるのですか。

会田氏：従来のWi-Fiルーターによる接

続に加え、MVNOとして『So-net モバイ

ル LTE』をはじめとするモバイル・サービ

スを提供しており、今後はSIMフリーの

格安スマートフォンの販売も予定してい

ます。加えて、自社のMVNOではカバー

できない多様なニーズに応えるために、

他社のMVNO事業を支援するMVNE

（Mobile Virtual Network Enabler）事

業も展開しています。また、『NURO』など

の固定サービスとのバンドルによってシー

ムレスな接続を提供することにも力を入

れていきます。

編集部：今後の通信に対する展望と、御

社の目標についてお聞かせください。

会田氏：「より速く、より安く、より安全に」

という欲求には際限がありません。モバイ

ル・ネットワークはますます高速化が進

み、トラフィックが増大していきますが、そ

うした状況ではモバイルから固定へのオ

フロードが重要になってきます。同時に、

コンテンツの大容量化にともなって、安

定した接続を提供できる固定通信の価

値が見直されてくるのではないかと考え

ています。一方、ユーザーの視点からは、

回線の種類を意識することなくユビキタ

スな高速インターネット接続を楽しめるよ

うになることが第一です。FTTHとモバイ

ルの2つの事業を通じて、そうしたユー

ザー体験を実現するサービスを提供して

いくことを目指しています。

　また、インターネットは重要な社会イン

フラでありながら、電気や水道などに比べ

るとまだ複雑で難しいものと感じている方

が多いのが現状です。コードを挿して電

源を入れるだけですぐに利用できる「究

極のプラグ・アンド・プレイ」を可能にする

ことで、インターネット利用のハードルを下

げることも目標のひとつです。

編集部：より高速で大容量のネットワーク

によって「もっとつながる社会」の実現を

目指すファーウェイのビジョンにも相通じる

ものがあるように思います。ファーウェイに

はどのような印象や期待をお持ちですか。

会田氏：チップセットの開発を含め、ネット

ワーク・インフラから端末まで通信のあら

ゆる領域で世界市場をリードしている

ファーウェイには、同じ通信業界の企業と

して敬意を抱いています。また、研究開発

を重視し、そこから新しい価値を市場に生

み出していく姿勢は、ソニーの理念とも共

鳴するところがあり、親近感を覚えます。

日本は、常に「最高の品質」や「最新の

技術」を求めるユーザーが一定層存在

し、高度な技術が受け入れられる素地の

事業領域としても、『NURO』は戦略上

重要な意味を持っています。

編集部：新規事業に参入する上で、どの

ような課題に直面されましたか。

会田氏：エンド・ツー・エンドのFTTHサー

ビスとしては後発参入ですから、市場で

突出できる何かがなければならない、やる

からには最高のサービスを提供しなけれ

ばならないと考え、「世界最速」という目

標を掲げたのですが、これまで経験のな

い分野でそのような目標を実現するには

数多くの挑戦がありました。

　まずは回線の確保ですが、これはNTT

のシェアドアクセス方式を利用してファイ

バー・ネットワークを借りることで解決しま

した。技術面では、加入者宅のONU

（Optical Network Unit：光ネットワーク

ユニット）から通信局側のOLT（Optical 

L ine  Te rm ina l：光回線終端装置）

して、動画や音楽、ゲームといったデジタ

ル・コンテンツのリッチ化が今後ますます

進んでいくという状況をよく理解していま

したので、それに対応するサービスの提

供が課題であると認識していました。4K、

さらには8Kといった超高精細度の動画

配信や、ハイレゾ音源のダウンロード、多

人数同時参加型のオンライン・ゲームの

ようなリッチ・コンテンツをユーザーがスト

レスなく楽しむためには、より大容量の

ネットワーク・サービスが必要とされます。

こうした将来のニーズを先取りするという

意図もありました。

編集部：これまでのISP事業からエンド・

ツー・エンドのサービスへと拡大するのは、

非常に思い切った決断だったのではない

でしょうか。

会田氏：そうですね。ただ、プロバイダーと

して提供できるサービスの範囲内では、

速度や容量という点でどうしても限界が

あります。回線も含めたエンド・ツー・エンド

のサービスでなければ、お客様のニーズ

を満たすネットワーク仕様は実現できない

のです。また、モバイル機器の普及にとも

なって、パソコンと固定回線を使ってイン

ターネットに接続するという利用形態が

少なくなっていることから、ISP事業の成

長が鈍化していくことは確かです。会社の

これからの成長を加速するための新たな
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編集部：『NURO』は、下り最大2Gbpsと

いう世界最速の個人向けFTTHサービ

スとして反響を呼んでいます。この新たな

サービスを立ち上げたきっかけは、どのよ

うなことだったのでしょうか。

会田氏：当社のISP事業では長年ユー

ザー・アンケートを実施しているのですが、

これだけ市場や技術が変化しても、ユー

ザーの皆様のご要望は基本的に変わり

ません。つまり、「より速く、より安く、より安

全に」インターネットを使いたい、というこ

とです。こうしたユーザーの声に応える

サービスを追求したいというのがまず出発

点でした。また、ソニー・グループの一員と

▲銀座のソニービルでは体験イベントを実施。「世界最速」を体感してもらった
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に行うことができる

ある特殊な市場です。ソニーという企業

はそうした日本で生まれ育ち、そこから世

界へと発展していきました。ファーウェイ

の場合はすでにグローバルな事業展開

の実績がありますから、これからは日本法

人であるファーウェイ・ジャパンが、その強

みを生かしつつ、日本固有のニーズに応

えていくという重要な役割を果たすので

はないかと思います。強力な研究開発を

背景とするファーウェイの革新的な技術

は、ネットワークの高速化や大容量化を

進める上で日本市場にも大きな価値をも

たらす可能性があります。日本市場の高

い要求水準を満たすことができれば、

ICTのさらなる進化を実現できるのではな

いでしょうか。
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までの通信に海外で利用実績の多い

GPON規格を採用することで下り2.5

Gbpsという速度を実現できることがわか

り、これによって「世界最速」という最大

の課題をクリアしました。

　また人材の面でも、社内にはバック

ボーンの設計・構築や加入者宅内の工

事などの経験者がいなかったため、新規

に採用した社員を含めて新たなチームを

編成する必要がありました。ただ、「世界

最速のFTTHを提供する」という明確か

つ高い目標があったので、それに向かっ

てメンバーの志がひとつになり、チーム・ビ

ルディングがうまくいったことは幸いでし

た。こうした課題を乗り越え、最終的には

発案からわずか2年強と、こちらも「世界

最速」と言えるほどの短期間でサービス

を開始することができました。

編集部：『NURO』は永井豪原作のデビ

ルマンとコラボレーションしたテレビCM

やウェブ展開でも、話題を呼びました。モ

ノトーンの色調が目を引く斬新なクリエイ

ティブですが、新ブランドのマーケティン

グにはどのような戦略で臨まれたので

しょうか。

会田氏：『NURO』というブランド名は、人

と人、人と社会、コンテンツのクリエイター

とオーディエンスを高速でつなぐネット

ワークを、脳細胞をつなぐ「ニューロン」の

イメージに重ねて選びました。これをソ

ネットの新しいブランドとして認知してい

ただくため、いままでにないサービスが始

まったという登場感を訴求することを心が

けました。通信サービスのブランディング

ではあまり使われることのない「黒」を基

調にすることで、他とは違う新しい価値、

かつてない体験をもたらすことをアピール

しました。

編集部：確かに、新しさとインパクトを感じ

る広告でしたね。サービス開始後、ユー

ザーからの反応はいかがですか。

会田氏：おかげさまで、非常にポジティブ

な評価をいただいています。『NURO』の

強みは、通信速度に加え、手ごろな料金

と、無線LANもセキュリティも標準装備と

いうシンプルな構成にあります。こうした

強みが実際にサービスをお選びいただく

理由につながっており、速さと安さ、使い

やすさに関して高い評価を得ています。ま

た、「いいサービスなので人にも勧めた

い」という推奨意向もたいへん高く、エリ

アの拡大やマンションへの対応へのご要

望も多くいただたいていますので、今後

の展開にもかなりの手ごたえを感じてい

ます。現在、ソニービルや大手家電量販

店などに『NURO』の回線を引き、より多

くの皆様に速さを体験していただく機会を

設けています。

編集部：FTTHサービスと同時に、モバイ

ル事業にも注力されていますね。

会田氏：はい。ウェアラブル機器などさま

ざまな端末の登場により、いつでもどこで

もどんなデバイスでも、固定・モバイルを

問わず常にネットワークに接続できること

が求められている現状から、Wi-Fiを含む

モバイル接続の提供は必須だと考えて

います。日本のモバイル市場はもともと規

模の大きいものですが、MVNO（Mobile 

Virtual Network Operator：仮想移動

体通信事業者）によるサービスの普及が

進むにつれて、新たなステージに入ってき

ていると感じます。市場の成熟にともない

ニーズが多様化し、マーケットの裾野がさ

らに拡大しているのです。2020年の東

京オリンピック開催に向けて、海外からの

旅行者やビジターのためにプリペイド

SIMや海外端末対応SIMなどの需要も

高まるでしょう。モバイル事業は、固定通

信とともに当社の重要な戦略領域と位

置づけています。

編集部：どのようなサービスを提供されて

いるのですか。

会田氏：従来のWi-Fiルーターによる接

続に加え、MVNOとして『So-net モバイ

ル LTE』をはじめとするモバイル・サービ

スを提供しており、今後はSIMフリーの

格安スマートフォンの販売も予定してい

ます。加えて、自社のMVNOではカバー

できない多様なニーズに応えるために、

他社のMVNO事業を支援するMVNE

（Mobile Virtual Network Enabler）事

業も展開しています。また、『NURO』など

の固定サービスとのバンドルによってシー

ムレスな接続を提供することにも力を入

れていきます。

編集部：今後の通信に対する展望と、御

社の目標についてお聞かせください。

会田氏：「より速く、より安く、より安全に」

という欲求には際限がありません。モバイ
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フロードが重要になってきます。同時に、

コンテンツの大容量化にともなって、安

定した接続を提供できる固定通信の価

値が見直されてくるのではないかと考え

ています。一方、ユーザーの視点からは、
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うになることが第一です。FTTHとモバイ
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　また、インターネットは重要な社会イン
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極のプラグ・アンド・プレイ」を可能にする
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編集部：より高速で大容量のネットワーク
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L ine  Te rm ina l：光回線終端装置）

して、動画や音楽、ゲームといったデジタ
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ネットワーク・サービスが必要とされます。

こうした将来のニーズを先取りするという

意図もありました。
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ツー・エンドのサービスへと拡大するのは、

非常に思い切った決断だったのではない

でしょうか。
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ターネットに接続するという利用形態が

少なくなっていることから、ISP事業の成

長が鈍化していくことは確かです。会社の

これからの成長を加速するための新たな

Special Interview

モバイル事業の可能性

編集部：『NURO』は、下り最大2Gbpsと

いう世界最速の個人向けFTTHサービ

スとして反響を呼んでいます。この新たな

サービスを立ち上げたきっかけは、どのよ

うなことだったのでしょうか。

会田氏：当社のISP事業では長年ユー

ザー・アンケートを実施しているのですが、

これだけ市場や技術が変化しても、ユー

ザーの皆様のご要望は基本的に変わり

ません。つまり、「より速く、より安く、より安

全に」インターネットを使いたい、というこ

とです。こうしたユーザーの声に応える

サービスを追求したいというのがまず出発

点でした。また、ソニー・グループの一員と

▲銀座のソニービルでは体験イベントを実施。「世界最速」を体感してもらった

◀テレビCMとウェブで展開した『NURO DEVILMAN』は
2013年度のADC（Art Directors Club）賞でブロンズ賞を受賞した
NURO DEVILMANウェブサイト：devilman.nuro.jp
NUROウェブサイト：NURO.jp
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コンテンツのリッチ化とともに、ネットワークに接続されるデバイスの多様化が進んでいる。ソネットはソニー・グループ
の一員というアドバンテージを生かして、さまざまなデバイスやコンテンツ・サービスとの連携強化も戦略に掲げてい
る。下りだけでなく上りも高速な『NURO』は、PlayStation 4のシェア機能など大容量データのアップロードも快適
に行うことができる

ある特殊な市場です。ソニーという企業

はそうした日本で生まれ育ち、そこから世

界へと発展していきました。ファーウェイ

の場合はすでにグローバルな事業展開

の実績がありますから、これからは日本法

人であるファーウェイ・ジャパンが、その強

みを生かしつつ、日本固有のニーズに応

えていくという重要な役割を果たすので

はないかと思います。強力な研究開発を

背景とするファーウェイの革新的な技術

は、ネットワークの高速化や大容量化を

進める上で日本市場にも大きな価値をも

たらす可能性があります。日本市場の高

い要求水準を満たすことができれば、

ICTのさらなる進化を実現できるのではな

いでしょうか。
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リモート無線ユニット）を分離したC-RAN

（Cloud Radio Access Network：クラウド

無線アクセスネットワーク）において両ユニッ

トをつなぐフロントホール回線で、ファイバー

資源や基地局要地の節約、安定した通信

を実現するソリューションを展示しました。

　4K動画配信のコーナーでは、100Gネッ

トワークであらゆる場所に超高精細ビデオ

伝送を提供するSoftNetソリューションとし

て、80kmの伝送が可能な100GEライン

　5月28日～30日に、東京ビッグサイトで

開催されたワイヤレスジャパン2014におい

て、基調講演とセミナーに参加しました。

　28日の基調講演「モバイルテクノロジー

＆ビジネスコンファレンス2014」では、ファー

ウェイ・ジャパン副社長兼ソリューション＆

マーケティング本部長の周明成（エドワー

ド・ジョウ）が「ユーザー体験中心のモバイ

ル・ネットワーク」と題した講演を行いました。

周は、モバイル・ブロードバンドの普及によっ

てユーザー体験の評価が重要性を増して

おり、日本市場が価格競争から端末競争を

経てユーザー体験競争の時代に突入して

いることを示しました。また、通信事業者が

最高のユーザー体験の提供を実現するた

めのファーウェイのソリューションとして、世

界初のソフトウェア定義バンド、マクロ基地

局をシンプル化するEasy Macro、スモール

セル、屋内基地局LampSite、基地局間

コーディネーションのためのCloudBB、LTE

フロントホールといった各種ソリューションを

紹介。さらに、ファーウェイのポスト・ユーザー

体験時代に対する考え方と、5G研究にお

ける進捗についても解説しました。

　29日に会場内で開催されたモバイル・イ

ンフラセッションでは、ファーウェイ・ジャパン 

ワイヤレス・マーケティング部担当部長の鹿

島毅が「モバイルネットワークに起きている

変化とファーウェイの取り組み」について講

演しました。継続するデータ・トラフィックの

増加に合わせてLTE-Aの導入が始まると

同時に、2020年以降へ向けた「5G」の議

論も少しずつ活発になってきている現状を

踏まえ、広帯域、マルチバンド、高密度化と

いったモバイル・ネットワークに起こっている

変化と、こうした変化に効果的に対処し、

ユーザー体験向上を目指すファーウェイの

取り組みについて紹介しました。

　4月16日～18日、東京ビッグサイトで開

催されたFOE2014に出展しました。ファー

ウェイ・ジャパンは2011年より同展にて講

演を行っていますが、展示ブースの出展は

今回が初となります。展示ブースでは

『Lightning the Next』をスローガンに、

LTEフロントホール、4K動画配信、次世代

光ネットワークの3領域におけるファーウェイ

の製品とソリューションをご紹介しました。

　LTEフロントホールのコーナーでは、基地

局のBBU（Base Band Unit：ベースバンド・

ユニット）とRRU（Remote Radio Unit：

カードやセッション・バックアップ機能による

高い信頼性を誇るNE40Eルーター、

D-CMTS（Distributed-Cable Modem 

Termination System：分散型ケーブルモ

デム・ターミネーション・システム）などを展示

し、動画配信デモを行いました。

　次世代光ネットワークのコーナーでは、

伝送ネットワークの仮想化によってより柔

軟なネットワーク運用を可能にするT-SDN

（Transport Software Defined Network：

ソフトウェア定義伝送ネットワーク）ソリュー

ションを紹介。会場と中国・深圳のファー

ウェイ本社間で遠隔デモを行いました。

　ブースには3日間でのべ3,700名の来場

者にお立ち寄りいただき、約500名の方に

アンケートにご回答いただきました。アン

ケートではとくにT-SDNへの注目度が高く、

ファーウェイの光ネットワーク・ソリューション

に高い関心を寄せられていることが示され

ました。

モバイル・インフラセッションでの講演は多くの来場者
が足を止め、好評を博した

▶ FOE2014

▶ ワイヤレスジャパン2014

Feature Story

ファーウェイ・ジャパンの
イベント・レポート
FOE、ワイヤレスジャパン、Interop Tokyoでの展示と講演

ファーウェイ・ジャパンは、日本市場の皆様に当社の製品とソリューションを

より広く深く知っていただくため、展示会や講演などのさまざまなイベントに

積極的に参加しています。2014年4月～6月にかけては、ICT業界の主要

イベント『第14回光通信技術展（FOE2014）』『ワイヤレスジャパン2014』

『Interop Tokyo 2014』にて出展および講演を行いました。今回の

HuaWaveではこの3イベントでのファーウェイの展示、講演内容をダイ

ジェストでお伝えします。 HuaWave編集部

大きなバナーが目印

Interop Tokyo 2014のファーウェイ・ジャパン展示ブース

TEフロントホール・ソリューション T-SDNのコーナーでは中国・深圳とつない
だ遠隔デモを実施

4K動画配信

基調講演には400名近くが来場

/ JUL.201406
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　4月16日～18日、東京ビッグサイトで開

催されたFOE2014に出展しました。ファー

ウェイ・ジャパンは2011年より同展にて講

演を行っていますが、展示ブースの出展は

今回が初となります。展示ブースでは

『Lightning the Next』をスローガンに、

LTEフロントホール、4K動画配信、次世代

光ネットワークの3領域におけるファーウェイ

の製品とソリューションをご紹介しました。

　LTEフロントホールのコーナーでは、基地

局のBBU（Base Band Unit：ベースバンド・

ユニット）とRRU（Remote Radio Unit：

カードやセッション・バックアップ機能による

高い信頼性を誇るNE40Eルーター、

D-CMTS（Distributed-Cable Modem 

Termination System：分散型ケーブルモ

デム・ターミネーション・システム）などを展示

し、動画配信デモを行いました。

　次世代光ネットワークのコーナーでは、

伝送ネットワークの仮想化によってより柔

軟なネットワーク運用を可能にするT-SDN

（Transport Software Defined Network：

ソフトウェア定義伝送ネットワーク）ソリュー

ションを紹介。会場と中国・深圳のファー

ウェイ本社間で遠隔デモを行いました。

　ブースには3日間でのべ3,700名の来場

者にお立ち寄りいただき、約500名の方に

アンケートにご回答いただきました。アン

ケートではとくにT-SDNへの注目度が高く、

ファーウェイの光ネットワーク・ソリューション

に高い関心を寄せられていることが示され

ました。

モバイル・インフラセッションでの講演は多くの来場者
が足を止め、好評を博した

▶ FOE2014

▶ ワイヤレスジャパン2014

Feature Story

ファーウェイ・ジャパンの
イベント・レポート
FOE、ワイヤレスジャパン、Interop Tokyoでの展示と講演

ファーウェイ・ジャパンは、日本市場の皆様に当社の製品とソリューションを

より広く深く知っていただくため、展示会や講演などのさまざまなイベントに

積極的に参加しています。2014年4月～6月にかけては、ICT業界の主要

イベント『第14回光通信技術展（FOE2014）』『ワイヤレスジャパン2014』

『Interop Tokyo 2014』にて出展および講演を行いました。今回の

HuaWaveではこの3イベントでのファーウェイの展示、講演内容をダイ

ジェストでお伝えします。 HuaWave編集部

大きなバナーが目印

Interop Tokyo 2014のファーウェイ・ジャパン展示ブース

TEフロントホール・ソリューション T-SDNのコーナーでは中国・深圳とつない
だ遠隔デモを実施

4K動画配信

基調講演には400名近くが来場
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

5Gワイヤレス・ネットワークは、キャパシティを1,000倍増強し、少なくとも1,000億の

デバイスが接続でき、低遅延かつ高速な10Gbpsのユーザー・エクスペリエンスを

提供する。5Gネットワークは2020～2030年の間に展開される見込みであり、ワイヤ

レス・ネットワークに革新的ブレイクスルーをもたらし、経済や社会をまったく新しい

形で進化させるだろう。5Gによって、人々と接続されるデバイスとの間に距離感の

ないネットワークが実現することになる。
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部

次世代ネットワークの実現に向けた
ファーウェイのビジョン

5Gイノベーション

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

デジタル社会の次の波

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

PERSPECTIVES
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カナダのノーテル（Nortel）でワイヤレス技術研究に長
年携わったのち、2009年にファーウェイに入社。2010
年より、700人以上の研究エキスパートを抱える業界最
大のワイヤレス研究組織のひとつ、ファーウェイ・ワイヤ
レス・リサーチのバイス・プレジデント兼代表者を務め
る。2011年、次世代の共同研究イニシアチブである
ファーウェイ・コミュニケーション・テクノロジー・ラボラト
リーの代表に就任、ファーウェイ・フェローにも選定され
る。Wi-Fi アライアンス、グリーンタッチ・コンソーシアム
の理事会メンバーでもある。

ノーテルを経て2009年にファーウェイに入
社。LTE/LTE-Aと次世代ワイヤレス・アクセ
ス技術の研究をリードし、ファーウェイ初の女
性フェローに選定される。IEEE 802.16 
およびLTE 規格開発に積極的に関わり、
IEEE 802.16jリレー・タスク・グループの副
議長、IEEE 802.16 ワーキング・グループ・
セクレタリーなどさまざまな要職を歴任。現
在はWi-Fiアライアンスの理事会メンバー
および財務を担当。

ファーウェイ・フェロー※

ファーウェイ2012ラボ コミュニケーション・
テクノロジー・ラボラトリー シニア・ディレクター
5G研究プログラム・リーダー

朱佩英（ジュ・ペイイン）＜博士＞
ファーウェイ・フェロー※

ワイヤレス・ネットワーク最高技術責任者
ファーウェイ2012ラボ コミュニケーション・
テクノロジー・ラボラトリー代表

童文（トン・ウェン）＜博士＞

著 者

　6月10日～13日に幕張メッセで開催され

たInterop Tokyo 2014に、昨年に引き続

き法人向け製品を中心とする大規模なブー

ス出展を行いました。また、基調講演と、出

展各社が共同で構築する会場内ネットワー

クShowNet、SDN関連技術のデモ展示を

行うSDI ShowCaseにも参加しました。

　展示ブースは「アジャイル・キャンパス : 

More Possibilities with Agile Network 

& SDN」「クラウド・データセンター:Innovative 

DCaaS Architecture with DC²（Distributed 

Cloud Data Center）」「スーパーハイビ

ジョン・ネットワーク : Better Experience 

with Redefined Network」の3エリアに分

かれ、クラウド時代の企業ICTを支える多様

な製品とソリューションを展示しました。ま

た、ブース内にもプレゼンテーション・コー

ナーを設け、業界のトレンドやファーウェイの

最新ソリューションを紹介しました。

　12日には、ファーウェイITプロダクトライ

ンのクラウド・コンピューティング・ソリュー

ション本部クラウド・コンピューティング・ソ

リューション・チーフアーキテクト、デニス・

　これらのイベントに先立ち、ファーウェイ・

ジャパンではICT分野を専門とする記者や

ジャーナリスト、アナリストの皆様をお招きし

たラウンド・テーブルを実施し、展示や講演

内容についてのより詳しい解説と質疑応

答、情報交換の場を設けています。特に

Interop Tokyoの前週に開催された法人ビ

ジネス事業本部のラウンド・テーブルは、同

事業部がその事業内容の詳細をメディア

の皆様に初めて直接お伝えする機会となり

ました。

　こうしたイベントへの参加は、ファーウェイ

の最新技術について理解を深めていただく

機会になるとともに、業界の動向を共有し、

ICT産業のさらなる発展に貢献するために

も重要な取り組みです。2014年後半も

『MPLS JAPAN』『SDN Japan』『次世

代ネットワーク＆サービスコンファレンス』と

いった展示会や講演会において出展・講演

を行う予定です。皆様のご来場を心よりお

待ちしております。

グウが「DC²:クラウド・プラットフォーム、

SDN、管理自動化の完全な連携」と題す

る基調講演を行いました。DC²ソリューショ

ンは、クラウド・プラットフォーム、SDN、管理

自動化を融合したDCaaS（Data Center 

as a Service）で、複数のロケーションにお

けるマルチ・データセンターを実現し、分散

型のデータセンターを、よりシンプルに、より

効率よく稼働させることができるソリューショ

ンです。会場でもこのソリューションのライブ

デモを実施し、来場者の注目を集めました。

　また、会期中に発表された「Best  o f  

Show Award」では、データセンタ&ストレー

ジ部門で『OceanStor UDS 大容量スト

レージ・システム』が、エンタープライズ ネッ

トワーキング部門で『S12700シリーズ・ア

ジャイル・スイッチ』が、特別賞を受賞しまし

た。前者は高い拡張性と信頼性、高密度・

低エネルギー消費の設計が、後者はSDN

環境に適したプログラム可能なイーサネッ

ト・ネットワーク・プロセッサーが評価されて

の受賞となりました。

▶ Interop Tokyo 2014
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ブース内のプレゼンテーション・コーナー

2製品が「Best of Show Award」特別賞を受賞。
写真右は審査員から賞を受け取るファーウェイ・ジャパンの閻力大（エン・リダ）代表取締役社長

ShowNetステージでの講演

ネットワーク・ソリューション（左）、法人向けソリューション（右）に関するラウンド・テーブル

オープンな情報発信と
業界交流に向けて

ファーウェイ・フェローは、優れた業績を収めた技術専門職の従業員に与えられる最高位の称号。
2011年の制度開始以降、2014年6月現在までに14名がこの称号を授与されている。
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

5Gワイヤレス・ネットワークは、キャパシティを1,000倍増強し、少なくとも1,000億の

デバイスが接続でき、低遅延かつ高速な10Gbpsのユーザー・エクスペリエンスを

提供する。5Gネットワークは2020～2030年の間に展開される見込みであり、ワイヤ

レス・ネットワークに革新的ブレイクスルーをもたらし、経済や社会をまったく新しい

形で進化させるだろう。5Gによって、人々と接続されるデバイスとの間に距離感の

ないネットワークが実現することになる。
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部

次世代ネットワークの実現に向けた
ファーウェイのビジョン

5Gイノベーション

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

デジタル社会の次の波

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。
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カナダのノーテル（Nortel）でワイヤレス技術研究に長
年携わったのち、2009年にファーウェイに入社。2010
年より、700人以上の研究エキスパートを抱える業界最
大のワイヤレス研究組織のひとつ、ファーウェイ・ワイヤ
レス・リサーチのバイス・プレジデント兼代表者を務め
る。2011年、次世代の共同研究イニシアチブである
ファーウェイ・コミュニケーション・テクノロジー・ラボラト
リーの代表に就任、ファーウェイ・フェローにも選定され
る。Wi-Fi アライアンス、グリーンタッチ・コンソーシアム
の理事会メンバーでもある。

ノーテルを経て2009年にファーウェイに入
社。LTE/LTE-Aと次世代ワイヤレス・アクセ
ス技術の研究をリードし、ファーウェイ初の女
性フェローに選定される。IEEE 802.16 
およびLTE 規格開発に積極的に関わり、
IEEE 802.16jリレー・タスク・グループの副
議長、IEEE 802.16 ワーキング・グループ・
セクレタリーなどさまざまな要職を歴任。現
在はWi-Fiアライアンスの理事会メンバー
および財務を担当。

ファーウェイ・フェロー※

ファーウェイ2012ラボ コミュニケーション・
テクノロジー・ラボラトリー シニア・ディレクター
5G研究プログラム・リーダー

朱佩英（ジュ・ペイイン）＜博士＞
ファーウェイ・フェロー※

ワイヤレス・ネットワーク最高技術責任者
ファーウェイ2012ラボ コミュニケーション・
テクノロジー・ラボラトリー代表

童文（トン・ウェン）＜博士＞

著 者

　6月10日～13日に幕張メッセで開催され

たInterop Tokyo 2014に、昨年に引き続

き法人向け製品を中心とする大規模なブー

ス出展を行いました。また、基調講演と、出

展各社が共同で構築する会場内ネットワー

クShowNet、SDN関連技術のデモ展示を

行うSDI ShowCaseにも参加しました。

　展示ブースは「アジャイル・キャンパス : 

More Possibilities with Agile Network 

& SDN」「クラウド・データセンター:Innovative 

DCaaS Architecture with DC²（Distributed 

Cloud Data Center）」「スーパーハイビ

ジョン・ネットワーク : Better Experience 

with Redefined Network」の3エリアに分

かれ、クラウド時代の企業ICTを支える多様

な製品とソリューションを展示しました。ま

た、ブース内にもプレゼンテーション・コー

ナーを設け、業界のトレンドやファーウェイの

最新ソリューションを紹介しました。

　12日には、ファーウェイITプロダクトライ

ンのクラウド・コンピューティング・ソリュー

ション本部クラウド・コンピューティング・ソ

リューション・チーフアーキテクト、デニス・

　これらのイベントに先立ち、ファーウェイ・

ジャパンではICT分野を専門とする記者や

ジャーナリスト、アナリストの皆様をお招きし

たラウンド・テーブルを実施し、展示や講演

内容についてのより詳しい解説と質疑応

答、情報交換の場を設けています。特に

Interop Tokyoの前週に開催された法人ビ

ジネス事業本部のラウンド・テーブルは、同

事業部がその事業内容の詳細をメディア

の皆様に初めて直接お伝えする機会となり

ました。

　こうしたイベントへの参加は、ファーウェイ

の最新技術について理解を深めていただく

機会になるとともに、業界の動向を共有し、

ICT産業のさらなる発展に貢献するために

も重要な取り組みです。2014年後半も

『MPLS JAPAN』『SDN Japan』『次世

代ネットワーク＆サービスコンファレンス』と

いった展示会や講演会において出展・講演

を行う予定です。皆様のご来場を心よりお

待ちしております。

グウが「DC²:クラウド・プラットフォーム、

SDN、管理自動化の完全な連携」と題す

る基調講演を行いました。DC²ソリューショ

ンは、クラウド・プラットフォーム、SDN、管理

自動化を融合したDCaaS（Data Center 

as a Service）で、複数のロケーションにお

けるマルチ・データセンターを実現し、分散

型のデータセンターを、よりシンプルに、より

効率よく稼働させることができるソリューショ

ンです。会場でもこのソリューションのライブ

デモを実施し、来場者の注目を集めました。

　また、会期中に発表された「Best  o f  

Show Award」では、データセンタ&ストレー

ジ部門で『OceanStor UDS 大容量スト

レージ・システム』が、エンタープライズ ネッ

トワーキング部門で『S12700シリーズ・ア

ジャイル・スイッチ』が、特別賞を受賞しまし

た。前者は高い拡張性と信頼性、高密度・

低エネルギー消費の設計が、後者はSDN

環境に適したプログラム可能なイーサネッ

ト・ネットワーク・プロセッサーが評価されて

の受賞となりました。

▶ Interop Tokyo 2014

/ JUL.201408

Feature Story

ブース内のプレゼンテーション・コーナー

2製品が「Best of Show Award」特別賞を受賞。
写真右は審査員から賞を受け取るファーウェイ・ジャパンの閻力大（エン・リダ）代表取締役社長

ShowNetステージでの講演

ネットワーク・ソリューション（左）、法人向けソリューション（右）に関するラウンド・テーブル

オープンな情報発信と
業界交流に向けて

ファーウェイ・フェローは、優れた業績を収めた技術専門職の従業員に与えられる最高位の称号。
2011年の制度開始以降、2014年6月現在までに14名がこの称号を授与されている。

※
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの
変わりゆく通信業界の情勢

インターネットの発展
◆即時性と適合性

◆課題と要件

◆スマート・シティ

◆複合的な性能要件

5G技術の開発により、

ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革は飛躍的に進展するだろう。

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

マルチ・ユーザー
UHD（Ultra High-definition:）

テレプレゼンス

ソーシャル・
ゲーム

拡張現実

高速鉄道

自動車用
テレマティクス

ワイヤレス・
クラウド・オフィス

インタラクティブ
HD TV

スタジアム

HDシティ

非常時対応

2G,3G,4G

配送物流

ミラー系

スループット
（Kbps/km2）

接続数
（km2 当たり）

リアル3D

仮想現実

遅延
（ms）

5G HyperService Cube
可動性 : 0km/h ～ 500km/h
周波数 : 300MHz ～ 300GHz

スマート・
センサー

図1 5Gサービスとシナリオ要件
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの
変わりゆく通信業界の情勢

インターネットの発展
◆即時性と適合性

◆課題と要件

◆スマート・シティ

◆複合的な性能要件

5G技術の開発により、

ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革は飛躍的に進展するだろう。

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

マルチ・ユーザー
UHD（Ultra High-definition:）

テレプレゼンス

ソーシャル・
ゲーム

拡張現実

高速鉄道

自動車用
テレマティクス

ワイヤレス・
クラウド・オフィス

インタラクティブ
HD TV

スタジアム

HDシティ

非常時対応

2G,3G,4G

配送物流

ミラー系

スループット
（Kbps/km2）

接続数
（km2 当たり）

リアル3D

仮想現実

遅延
（ms）

5G HyperService Cube
可動性 : 0km/h ～ 500km/h
周波数 : 300MHz ～ 300GHz

スマート・
センサー

図1 5Gサービスとシナリオ要件
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

◆スペクトルの影響

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

◆主な促進要因とイノベーション

◆必要となるブレイクスルー
スマート・シティの構築には

モバイル・ネットワークの最大限の性能と

機能が必要だ。5Gはその基礎的な

インフラストラクチャとなる。

5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。

LTEがグローバル規模で成功することが

5Gの発展を可能にする。
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の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

◆スペクトルの影響

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

◆主な促進要因とイノベーション

◆必要となるブレイクスルー
スマート・シティの構築には

モバイル・ネットワークの最大限の性能と

機能が必要だ。5Gはその基礎的な

インフラストラクチャとなる。

5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。

LTEがグローバル規模で成功することが

5Gの発展を可能にする。
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接続が52%、HSUPA接続が51%、HSPA+ス

ループットが14%増加している。

　ただし、ここで注意すべきなのは、厳密に

はデータ量やスループットの増加が主要な

問題ではないことだ。問題は、データ・サービ

スにアクセスするユーザー自体が急増した

ということである。つまり、テレコム・イタリア

が経験したのは、1か月に及ぶシグナリング

の嵐だったと考えられる（図1）。

　8月初め、テレコム・イタリアは、特定の基

地局でアクセスに関する深刻な問題が発生

していることに気づいた。ピーク時のアクセ

シビリティが40%まで落ち込むこともあった。

そこで、ファーウェイがこの問題の解決に取

り組むことになった。

　図1には、8月1日頃にシグナリングの状

態がどのように悪化し始めたかが示されて

いる。ファーウェイは8月5日までにアシュア

ランス・チームを投入した。ワースト・ケース・

サイトの一覧が定義され、ファーウェイは、リ

アルタイムのE2Eモニタリング、状況分析、

早急なパラメーターの最適化に着手した。

これにより、即時に問題を識別し、機器の

故障や異常な指標に対するトラブル・シュー

ティングを確実に行うことができた。

　数日で正常な指標値まで復旧し、8月

半ばには常に許容レベルに到達するよ

うになり、8月末には非常に良好なレベ

ルを達成することができた。復旧プロセ

スは、E2Eファーウェイ・ネットワーク性

能分析から始まり、これによりネットワー

ク構成のいくつかの弱点が明らかとな

り、機能とパラメーターが微調整された。

具体的には、ファーウェイは伝送ネット

ワークに設定されていた制限を取り払う

とともに、無線リソースの可用性を最大

限に増加させた。また、シグナルを最も

多く使用するHSPAサービスのユーザビ

リティをピーク時に制限。問題が収束し

た後は、これらのほとんどは規定値に復

旧された。

　しかし、2013年8月は、さらに大規模な

増加傾向の始まりにすぎなかった。ファー

ウェイは、ネットワークのキャパシティと計画

をより綿密に管理し、このような混乱が二

度と起きないようにするために、同社のプロ

フェッショナル・サービスをテレコム・イタリア

に勧めた。2014年には、夏が来る前の早

い段階から総合的なアシュアランス・プラン

を提案している。このプランにより、リスク

予測の精度を高めることと、ネットワーク指

標を監視し、ピーク時に発生する問題の対

策リストを作成するチームを配置することを

目指す。

　2013年夏のファーウェイの貢献は、テレ

コム・イタリアのネットワーク・メンテナンス・

ワイヤレス・サービス・マネージャーであるG. 

エンソリ（Ensoli）氏から高く評価された。

同氏は、「南イタリア、シチリア、サルディニ

アなどのリゾート地で起こったトラフィック

の急増と大規模なアクセシビリティ上の問

題に関して、あらゆる課題の解決に強力な

支援をいただいたファーウェイのチーム全

員に感謝しています。ファーウェイの先制

的で高いプロ意識を持った対応により、テ

レコム・イタリアはあらゆる問題を迅速に解

決し、お客様への悪影響を抑えることが

できました。今後もこのようにプロフェッショ

ナルな協力関係を続けていきたいと思って

います」と述べている。

　ファーウェイのKEA（Key Event Assurance：

重要イベント時におけるアシュアランス）ソ

リューションは、世界中の100以上もの大規

模なイベントやフェスティバルなどのトラフィッ

ク管理で成功を収めてきた。ファーウェイは

2005年以来、メッカへの大巡礼期間中の

通信を保証している。また、2008年の北京

オリンピック、2010年のトロント冬季オリン

ピック、2010年に南アフリカで開催された

FIFAワールド・カップ、2012年のロンドン・オ

リンピックなどの世界的に注目されるイベント

で各地の通信事業者から高い評価を受けて

いる。今後、世界中で起こりうるトラフィックの

急増に対しても、ファーウェイのKEAソリュー

ションは大きな成果をもたらすだろう。

　スマートフォンの普及がトラフィック急増

の一因となっていることは周知のとおりで

ある。実際、長期的な増加レベルは、最も

大胆な予想さえも上まわっている。季節ごと

に変動するトラフィックについては、予測が

いっそう難しい。観光客の動きは、天候、世

界経済、さまざまな偶発的な出来事の影響

を受ける可能性があるからだ。

　特に観光名所が集中するイタリア南部

の通信事業者にとって、夏は常に過酷な

季節である。2013年8月には、前年比で

音声が98%、HSDPA+接続が55%、

HSUPA接続が81%、HSPA+スループッ

トが17%増加するなど、複数の数値がこ

れまでにないほど上昇した。より詳しく見る

と、8月12日～18日の1週間に、そのわずか

5週間前と比べて音声が37%、HSDPA+

2013年8月、テレコム・イタリアのネットワーク・トラフィックが、特に南イタリアの観

光地で劇的な急増に見舞われた。ファーウェイは支援を依頼され、突然起こったこ

の混乱の収拾にあたった。対策チームは、テレコム・イタリアと緊密に協力し、最も

混雑した地域においても短期間でサービス品質の低下を最小限に抑え、この試

練が過ぎ去るまでサービス品質を保証した。

ファーウェイ・イタリア　アシュアランス＆マネージド・サービス部
ファビオ・ファオロ（Fabio Faoro）

固定、モバイル、インターネット・サービスを提
供するイタリアの通信事業者。1994年に
複数の国営通信事業者が合併して設立さ
れた。『TIM』ブランドによりイタリアおよび
ブラジルでモバイル通信を提供するほか、テ
レビ局を有するテレコム・イタリア・メディア、
プリンターや携帯端末を製造・販売するオリ
ヴィエッティ（Olivietti）などを傘下に持つ。

Telecom Italia

テレコム・イタリアとファーウェイの挑戦

ハイシーズンの
ネットワーク・アクセスを保証する
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トラフィック急増

の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

◆仮想化アーキテクチャ

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。

　また、集約型・適応型コンピューテーション

ベースの新型無線インターフェース開発に

は、ベースバンドとRF（Radio Frequency）

アーキテクチャにおけるブレイクスルーが必

要だ。Massive MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）などの新たなソリュー

ションの複雑な要件を満たすには、より高度

に進化したベースバンド・コンピューティング

が求められる。これまでにないほど多数のRF

無線とアンテナ要素を単一ユニットに一体

化させる統合型設計により、新型無線イン

ターフェースに対応しなければならない。

　RF領域での先進的な処理のブレイクス

ルーは、効率的で柔軟なスペクトル使用と

いう利点をもたらす。単一周波数全二重無

線技術はスペクトル効率増大に大きく貢献

するだろう。これらの分野の技術が向上す

れば、ネットワーク・コストを全体的に低減し

つつ、エネルギー効率を改善することが可

能になる。

　無線ノードの超高密度ネットワーキング

を実現するには、アクセス・ノードとバック

ホールの統合型設計におけるブレイクス

ルーが求められる。無線ノードがアクセスと

バックホールの両方で利用可能なスペクト

ル・ブロックにアクセスして自動組成するた

めには、配備の際にプラグ・アンド・プレイ

が必須要素だ。このような機能は、高周波

数スペクトルの無線アクセスを実現する鍵

となる。

　また、超低消費電力センサーからバッテ

リー寿命の長い超高速デバイスにいたるま

で、多種多様なデバイス機能をサポートする

ためには、モバイル端末向け無線技術にお

けるブレイクスルーが必要になる。毎秒ギガ

バイトレベルのアクセス速度を限られたスペ

クトルと省電力で可能にするには、小型マ

ルチアンテナ技術が不可欠だ。

　モバイル端末の性能をさらに拡張するこ

とは、特定の基地局機能に対応するため

にも重要となる。これにより、デバイスを

ベースとしたオンデマンドのモバイル・ネット

ワーキングも可能になり、デバイス間の即

時通信などのサービスも実現するだろう。

　クラウド・アーキテクチャに基づいた無線

アクセス・インフラストラクチャは、リソース処

理、ストレージ、ネットワーク容量をオンデマ

ンドで提供する。ソフトウェア定義の無線イ

ンターフェース技術が、5G無線アクセス・

ネットワーク・アーキテクチャにシームレスに

統合される。RANサイトはモバイル・アクセ

スに対する「ハイパー・トランシーバー」アプ

ローチを取りながら進化し、無線リソースが

効率的に使用されるよう結合レイヤーを最

適化することが可能になる。

　コア・ネットワークの進化は、新しいサービ

スやアプリケーションのよりフレキシブルな

作成につながる。クラウド・コンピューティン

グがコア・ネットワークの基盤となり、ネット

ワークをオープンにすることで、革新的な技

術を開発と同時進行で活用できるようにな

る。また5Gのコア・ネットワークは、現行の

3Gおよび4Gのコア・ネットワークとのシーム

レスな統合にも対応できる。

　全面的スペクトル無線アクセス・ノードの

ための新しい設計には、無線インターフェー

ス、RAN、無線周波数トランシーバーなどの

基本的な無線技術や、端末自体における

ブレイクスルーが求められる。新しい無線

バックホールと固定ネットワーク用のファイ

バー・アクセスは、次世代の商用ネットワー

ク・ソリューションの重要な要素だ。

　 

　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ

ベーションの次なるフロンティアである。5G

設計の主な目標は、1）大規模なキャパシ

ティと大規模な接続の実現、2）サービス、

アプリケーション、ユーザーの多様化と、そ

れに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。

　LTEと無線インターフェース両方の進化

に対応するには、適応型ネットワーク・ソ

リューションの枠組みが必要になる。クラウ

ド、SDN、NFV技術がモバイル・エコシステ

ム全体を再形成し、5Gが大規模なサービ

スとアプリケーションの構築を加速するだろ

う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ

れている。

　5Gの成功は、ICTエコシステム全体の

成功にかかっている。LTEがグローバル規

模で成功することが、5Gの発展を可能とす

る。ICTエコシステムのイノベーションは、

5Gでより広大な市場を拓く大きな促進力

になるだろう。

◆全面的スペクトル・アクセス

次なるフロンティア

5Gのリサーチ、プロトタイプ、トライアル 標準化 製品化 展開

リリース10

LTE-Advanced

IMT新スペクトル、ビジョン
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要件

LTE-C

技術評価
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図2 5Gのロードマップとタイムライン 
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接続が52%、HSUPA接続が51%、HSPA+ス

ループットが14%増加している。

　ただし、ここで注意すべきなのは、厳密に

はデータ量やスループットの増加が主要な

問題ではないことだ。問題は、データ・サービ

スにアクセスするユーザー自体が急増した

ということである。つまり、テレコム・イタリア

が経験したのは、1か月に及ぶシグナリング

の嵐だったと考えられる（図1）。

　8月初め、テレコム・イタリアは、特定の基

地局でアクセスに関する深刻な問題が発生

していることに気づいた。ピーク時のアクセ

シビリティが40%まで落ち込むこともあった。

そこで、ファーウェイがこの問題の解決に取

り組むことになった。

　図1には、8月1日頃にシグナリングの状

態がどのように悪化し始めたかが示されて

いる。ファーウェイは8月5日までにアシュア

ランス・チームを投入した。ワースト・ケース・

サイトの一覧が定義され、ファーウェイは、リ

アルタイムのE2Eモニタリング、状況分析、

早急なパラメーターの最適化に着手した。

これにより、即時に問題を識別し、機器の

故障や異常な指標に対するトラブル・シュー

ティングを確実に行うことができた。

　数日で正常な指標値まで復旧し、8月

半ばには常に許容レベルに到達するよ

うになり、8月末には非常に良好なレベ

ルを達成することができた。復旧プロセ

スは、E2Eファーウェイ・ネットワーク性

能分析から始まり、これによりネットワー

ク構成のいくつかの弱点が明らかとな

り、機能とパラメーターが微調整された。

具体的には、ファーウェイは伝送ネット

ワークに設定されていた制限を取り払う

とともに、無線リソースの可用性を最大

限に増加させた。また、シグナルを最も

多く使用するHSPAサービスのユーザビ

リティをピーク時に制限。問題が収束し

た後は、これらのほとんどは規定値に復

旧された。

　しかし、2013年8月は、さらに大規模な

増加傾向の始まりにすぎなかった。ファー

ウェイは、ネットワークのキャパシティと計画

をより綿密に管理し、このような混乱が二

度と起きないようにするために、同社のプロ

フェッショナル・サービスをテレコム・イタリア

に勧めた。2014年には、夏が来る前の早

い段階から総合的なアシュアランス・プラン

を提案している。このプランにより、リスク

予測の精度を高めることと、ネットワーク指

標を監視し、ピーク時に発生する問題の対

策リストを作成するチームを配置することを

目指す。

　2013年夏のファーウェイの貢献は、テレ

コム・イタリアのネットワーク・メンテナンス・

ワイヤレス・サービス・マネージャーであるG. 

エンソリ（Ensoli）氏から高く評価された。

同氏は、「南イタリア、シチリア、サルディニ

アなどのリゾート地で起こったトラフィック

の急増と大規模なアクセシビリティ上の問

題に関して、あらゆる課題の解決に強力な

支援をいただいたファーウェイのチーム全

員に感謝しています。ファーウェイの先制

的で高いプロ意識を持った対応により、テ

レコム・イタリアはあらゆる問題を迅速に解

決し、お客様への悪影響を抑えることが

できました。今後もこのようにプロフェッショ

ナルな協力関係を続けていきたいと思って

います」と述べている。

　ファーウェイのKEA（Key Event Assurance：

重要イベント時におけるアシュアランス）ソ

リューションは、世界中の100以上もの大規

模なイベントやフェスティバルなどのトラフィッ

ク管理で成功を収めてきた。ファーウェイは

2005年以来、メッカへの大巡礼期間中の

通信を保証している。また、2008年の北京

オリンピック、2010年のトロント冬季オリン

ピック、2010年に南アフリカで開催された

FIFAワールド・カップ、2012年のロンドン・オ

リンピックなどの世界的に注目されるイベント

で各地の通信事業者から高い評価を受けて

いる。今後、世界中で起こりうるトラフィックの

急増に対しても、ファーウェイのKEAソリュー

ションは大きな成果をもたらすだろう。

　スマートフォンの普及がトラフィック急増

の一因となっていることは周知のとおりで

ある。実際、長期的な増加レベルは、最も

大胆な予想さえも上まわっている。季節ごと

に変動するトラフィックについては、予測が

いっそう難しい。観光客の動きは、天候、世

界経済、さまざまな偶発的な出来事の影響

を受ける可能性があるからだ。

　特に観光名所が集中するイタリア南部

の通信事業者にとって、夏は常に過酷な

季節である。2013年8月には、前年比で

音声が98%、HSDPA+接続が55%、

HSUPA接続が81%、HSPA+スループッ

トが17%増加するなど、複数の数値がこ

れまでにないほど上昇した。より詳しく見る

と、8月12日～18日の1週間に、そのわずか

5週間前と比べて音声が37%、HSDPA+

2013年8月、テレコム・イタリアのネットワーク・トラフィックが、特に南イタリアの観

光地で劇的な急増に見舞われた。ファーウェイは支援を依頼され、突然起こったこ

の混乱の収拾にあたった。対策チームは、テレコム・イタリアと緊密に協力し、最も

混雑した地域においても短期間でサービス品質の低下を最小限に抑え、この試

練が過ぎ去るまでサービス品質を保証した。

ファーウェイ・イタリア　アシュアランス＆マネージド・サービス部
ファビオ・ファオロ（Fabio Faoro）

固定、モバイル、インターネット・サービスを提
供するイタリアの通信事業者。1994年に
複数の国営通信事業者が合併して設立さ
れた。『TIM』ブランドによりイタリアおよび
ブラジルでモバイル通信を提供するほか、テ
レビ局を有するテレコム・イタリア・メディア、
プリンターや携帯端末を製造・販売するオリ
ヴィエッティ（Olivietti）などを傘下に持つ。

Telecom Italia

テレコム・イタリアとファーウェイの挑戦

ハイシーズンの
ネットワーク・アクセスを保証する
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観光シーズンの
トラフィック急増

の適合性を備えたICTネットワークは、デジ

タル社会の次の波を特徴づけるものだ。

　5Gワイヤレス・ネットワークは、次の3つの

基本的な要件を満たさなければならない。第

一に、大規模なキャパシティと接続を同時に

可能にする機能を持つこと。第二に、サービ

ス、アプリケーション、ユーザーの多様化と、

それに伴う仕事や生活のスタイルの多様な

要求に対応できること。第三に、すべての利

用可能な不連続スペクトルを、それぞれに大

きく異なるネットワーク展開シナリオに柔軟

かつ効率的に利用できることである。

　ユーザーどうしやユーザーとデバイス間を

ネットワークで接続する手段として、モバイ

ル・ネットワークがますます主要な方法となる

だろう。そのため、モバイル・ネットワークは

サービス品質、信頼性、セキュリティの面で

固定ネットワークの進化と歩調を合わせる

必要がある。したがって、5Gに対応する技

術には、ファイバーに匹敵する10Gbpsの

速度で超高解像度の動画通信や直感的

なマルチメディア・インタラクションを実現で

きることが求められる。こうした技術には、遅

延をミリ秒以下に抑える超広帯域の利用

が不可欠となる。

　スマート・シティの構築にはモバイル・ネッ

トワークの最大限の性能と機能が必要だ。

5Gはその基礎的なインフラストラクチャとな

る。また、モバイルによる産業自動化や自動

車のネットワーク接続などのIoTの応用に

とっても、低遅延と高い信頼性は必須の要

素だ。一方、スマート・センサーやテキスト・

メッセージ送信などは大量の利用が予測さ

れるものの、必要なデータ通信速度は非常

に低く、遅延にもさほど厳しくはない。

　こうした目標を達成するため、5G開発に

おいては主に大規模なキャパシティと大規

模な接続性という2つの基本的な観点に

フォーカスして、インフラストラクチャのボトル

ネックを取り除くことになる。

　サービス提供のためのキャパシティが大

規模になることで、エンド・ユーザーとネット

ワークが「考えるよりも速く」接続されるよう

になり、ユーザーとデバイス間の距離感は

実質的にゼロと言えるほど小さくなる。モバ

イル・サービスが即時性を備えれば、新たな

モバイル・アプリが続々と生まれ、コミュニ

ケーションの方法は現在よりもはるかに発

達するだろう。

　また、接続を管理するためのキャパシティ

が大規模になることで、M2M（Machine to 

Machine）のサービスとインタラクションをよ

り広範に適用でき、ローカライズされたモバ

イル・サービス提供におけるイノベーション

が促進される。

　このようなサービスの即時性とオンデマンド

　5G技術の開発により、ICTネットワーク・

インフラストラクチャの変革は飛躍的に進

展するだろう。あらゆる場所で、人と機器間

に距離感のない接続を即時に実現するウ

ルトラ・ブロードバンドとインテリジェントなネッ

トワークの機能は、その第一歩にすぎない。

　モバイル・ネットワークは、人々のコミュニ

ケーションと情報入手の方法を変え続けて

いる。技術をさらに進化させ、真に人間中

心かつ接続機器中心のネットワークを実

現することができれば、エンド・ユーザーの

モビリティや世界中の通信業界の情勢全

体が大きく変化するだろう。

　5Gによってモバイル・アクセスはますま

す発展し、ICTネットワーク全体が成長と

拡大を遂げる。ゆくゆくは、すべてのモバイ

ル・アプリやモバイル・サービスが、個人や

コミュニティから物理的なモノ、プロセス、

コンテンツ、実用的な知識、タイムリーな

情報、あらゆる種類の商品にいたるまで、

フレキシブルかつ信頼性・安全性の高い

方法で接続できるようになる。5Gは、この

ようにモバイル・ネットワークの可能性を広

げ、そこで提供されるサービスを多様化させ

ることができる。

　将来的に5Gはインターネット自体の進化

を促し、インターネットの定義をも変えてしま

うだろう。次世代のユビキタス・ウルトラブ

ロードバンド・ネットワークのインフラストラク

チャを実装するためには、モバイル・ネット

ワークの構築と拡張に対するアプローチを

見直し、再設計、再構築することが必要に

なる。同時に、大規模クラウド・アーキテク

チャの統合により、モバイル・ネットワークは

かつてない速度で柔軟にサービスを提供で

きるようになり、予測されるモバイル・データ・

トラフィックの大幅な増加、モバイル・アプリ

開発の多様化、IoT（Internet of Things：モ

ノのインターネット）の接続性、セキュリティ

に対する要件を満たすことが可能になる。

　インターネットへのモバイル・アクセス、ク

ラウド型サービス、ビッグ・データ解析の発

展により、場所を選ばず、グローバルにつ

ながり共有できるまったく新しい形のナレッ

ジ・ベースを活用することが可能になってき

た。また、インターネットの用途としてソー

シャル・メディアの重要性が増すことで、ビ

ジネスや日常生活に実用的に生かせる新

しい種類のインテリジェント解析が生まれ

ている。

　ICTネットワーク・インフラストラクチャの

変革とコンバージェンスは、ビジネスのイノ

ベーションと成長も促進している。ICTは、

効率向上のための有効なツールであるばか

りではなく、経済と社会の成長に必須の要

素となっている。

基盤となりつつある。モバイル・ネットワーク

やデバイスを活用した柔軟なワーク・スタイ

ルはもはや企業にとって不可欠であり、それ

によってこれまでのように物理的な制限の

ために成長を妨げられることなく事業が運

営できるようになった。

　5G時代とICTネットワークの到来は、新

たなデジタル社会への道を拓くものだ。現

在、インターネットへのモバイル・アクセスは

世界中のあらゆる産業におけるビジネスの

　モバイル・サービスの多様化に伴い、ネッ

トワークの性能にも多様性が求められる。

遅延の許容範囲は1ミリ秒から数秒まで、

常時接続しているユーザー数は1セルあた

り数百人から数百万人まで、稼働時間は数

ミリ秒から数日まで、シグナリング負荷は1% 

未満からほぼ100%までと、幅広い要件を

満たさなければならない。

　図1の「5G HyperService Cube」は、

5Gネットワーク上で稼働することとなる多

様なサービスに必要なスループット、遅延、

接続数を多次元に示したものだ。5Gネット

ワークでこれらすべてのサービス要件を満

たすことは設計上きわめて難しいが、これま

でも述べてきたように、少なくとも次のような

いくつかの個人・企業ユーザーのニーズに

は対応する必要がある。

● 直感的な体験：最低でも1Gbps以上の

データ速度で超高解像度動画とバーチャ

ル・リアリティ・アプリケーションをサポート

● ファイバーに匹敵するユーザー体験：

10Gbpsのデータ速度でモバイル・クラウド・

サービスをサポート

● ゼロ遅延：1ミリ秒未満の遅延でリアル

タイムのモバイル制御、自動車間をつなぐ

アプリケーションと通信をサポート

● ニアゼロ秒の切り替え時間：異なる無線

アクセス技術間を最大10ミリ秒で切り替

え、常にシームレスにサービスを提供

● 大規模なキャパシティと常時接続：現行

のモバイル・ネットワーク・システムはすでに

50億のユーザーを抱えているが、将来的に

数十億のアプリケーションと数千億の機器

に対応するためにさらなる拡大が必要

● エネルギー消費：ビットごとの所要エネル

ギーを1,000倍程度削減し、接続デバイス

のバッテリー寿命を改善

 

　2020年までにキャパシティを1,000倍

に、さらに2040年以降に向けてそれ以上

増加させるには、すべての利用可能な不

連続スペクトルを、異なるネットワーク展開

シナリオに柔軟かつ効率的に利用するこ

とに加え、追加のスペクトルを開放すること

が必要だ。

　追加のモバイル・スペクトルとして500

MHzから1GHzの帯域幅が必要という点で

は国際的な合意ができつつあるが、各地域

で利用可能な帯域とその利用を規定する

法規制を調整することで、モバイル端末の

世界的な普及と規模の経済が妨げられな

いよう留意すべきである。個人のエンド・ユー

ザー向けに10Gbpsの通信を提供するため

に、すべての利用可能な帯域と新しいIMT

バンドを実際にどのように用いるのかという

点は、5Gシステム設計における重大な課題

となるだろう。

　スペクトル効率を十分に最大化するため

に、全面的なスペクトルへのアクセスとプロ

グラマブルな無線インターフェース技術に

よって、周波数と無線リソースが最適な組

み合わせとなるようサービス要件をマッピン

グする必要がある。これはSDNとクラウド・

アーキテクチャを深いレベルで統合し続け

ることで実現される。こうした統合はまた、モ

バイル・ネットワーク技術をオンデマンドでカ

スタマイズすることを可能にするため、QoS

◆仮想化アーキテクチャ

（Quality of Service）の保証、ネットワー

クTVO（Total Value of Ownership）の

向上、ネットワークTCO（Total Cost of 

Ownership）の削減、エネルギー消費の削

減にもつながっていく。

　これまでのワイヤレス・ネットワークでは無

線パラメーターと周波数ブロックが固定され

ていたが、5Gでは最適なサービス・デリバ

リーを実現するためにあらゆるスペクトルと

あらゆるアクセス技術が利用可能だ。加え

て、大規模なキャパシティ、膨大な数の接続

数、超高速接続という新たな無線アクセス

のパラダイムに対応できるよう、無線イン

ターフェースとRANシステムの再設計が必

要とされる。

　また、5Gでは自己バックホールを備えた

超高密度無線ネットワーキング、デバイス間

通信、スペクトルの動的な再割り当て、無

線アクセス・インフラの共有など、新しい形

のネットワーク展開に対応することになる。

　5Gの発展には、いくつかのブレイクス

ルーが必要になる。まず、スペクトル効率の

継続的向上のためには、コーディングとモ

ジュレーション・アルゴリズムの進歩を伴っ

た、マルチアクセスと先進的な波形技術に

おけるブレイクスルーが不可欠である。これ

により大規模なIoT接続とアクセス遅延の

大幅な低下に必要なスケーラビリティを実

現できる。
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ターフェースに対応しなければならない。
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　モバイル業界全体にとって、5Gはイノ
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要求への対応、3）すべての利用可能な不

連続スペクトルを、それぞれに大きく異なる

ネットワーク展開シナリオに柔軟かつ効率

的に利用すること、の3点である。
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う。次の10年間で、5Gネットワーク・ソリュー

ション商用化のために複数の基本的な

RAN技術におけるブレイクスルーが期待さ
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になるだろう。
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図2 5Gのロードマップとタイムライン 
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接続が52%、HSUPA接続が51%、HSPA+ス

ループットが14%増加している。

　ただし、ここで注意すべきなのは、厳密に

はデータ量やスループットの増加が主要な

問題ではないことだ。問題は、データ・サービ

スにアクセスするユーザー自体が急増した

ということである。つまり、テレコム・イタリア

が経験したのは、1か月に及ぶシグナリング

の嵐だったと考えられる（図1）。

　8月初め、テレコム・イタリアは、特定の基

地局でアクセスに関する深刻な問題が発生

していることに気づいた。ピーク時のアクセ

シビリティが40%まで落ち込むこともあった。

そこで、ファーウェイがこの問題の解決に取

り組むことになった。

　図1には、8月1日頃にシグナリングの状

態がどのように悪化し始めたかが示されて

いる。ファーウェイは8月5日までにアシュア

ランス・チームを投入した。ワースト・ケース・

サイトの一覧が定義され、ファーウェイは、リ

アルタイムのE2Eモニタリング、状況分析、

早急なパラメーターの最適化に着手した。

これにより、即時に問題を識別し、機器の

故障や異常な指標に対するトラブル・シュー

ティングを確実に行うことができた。

　数日で正常な指標値まで復旧し、8月

半ばには常に許容レベルに到達するよ

うになり、8月末には非常に良好なレベ

ルを達成することができた。復旧プロセ

スは、E2Eファーウェイ・ネットワーク性

能分析から始まり、これによりネットワー

ク構成のいくつかの弱点が明らかとな

り、機能とパラメーターが微調整された。

具体的には、ファーウェイは伝送ネット

ワークに設定されていた制限を取り払う

とともに、無線リソースの可用性を最大

限に増加させた。また、シグナルを最も

多く使用するHSPAサービスのユーザビ

リティをピーク時に制限。問題が収束し

た後は、これらのほとんどは規定値に復

旧された。

　しかし、2013年8月は、さらに大規模な

増加傾向の始まりにすぎなかった。ファー

ウェイは、ネットワークのキャパシティと計画

をより綿密に管理し、このような混乱が二

度と起きないようにするために、同社のプロ

フェッショナル・サービスをテレコム・イタリア

に勧めた。2014年には、夏が来る前の早

い段階から総合的なアシュアランス・プラン

を提案している。このプランにより、リスク

予測の精度を高めることと、ネットワーク指

標を監視し、ピーク時に発生する問題の対

策リストを作成するチームを配置することを

目指す。

　2013年夏のファーウェイの貢献は、テレ

コム・イタリアのネットワーク・メンテナンス・

ワイヤレス・サービス・マネージャーであるG. 

エンソリ（Ensoli）氏から高く評価された。

同氏は、「南イタリア、シチリア、サルディニ

アなどのリゾート地で起こったトラフィック

の急増と大規模なアクセシビリティ上の問

題に関して、あらゆる課題の解決に強力な

支援をいただいたファーウェイのチーム全

員に感謝しています。ファーウェイの先制

的で高いプロ意識を持った対応により、テ

レコム・イタリアはあらゆる問題を迅速に解

決し、お客様への悪影響を抑えることが

できました。今後もこのようにプロフェッショ

ナルな協力関係を続けていきたいと思って

います」と述べている。

　ファーウェイのKEA（Key Event Assurance：

重要イベント時におけるアシュアランス）ソ

リューションは、世界中の100以上もの大規

模なイベントやフェスティバルなどのトラフィッ

ク管理で成功を収めてきた。ファーウェイは

2005年以来、メッカへの大巡礼期間中の

通信を保証している。また、2008年の北京

オリンピック、2010年のトロント冬季オリン

ピック、2010年に南アフリカで開催された

FIFAワールド・カップ、2012年のロンドン・オ

リンピックなどの世界的に注目されるイベント

で各地の通信事業者から高い評価を受けて

いる。今後、世界中で起こりうるトラフィックの

急増に対しても、ファーウェイのKEAソリュー

ションは大きな成果をもたらすだろう。

　スマートフォンの普及がトラフィック急増

の一因となっていることは周知のとおりで

ある。実際、長期的な増加レベルは、最も

大胆な予想さえも上まわっている。季節ごと

に変動するトラフィックについては、予測が

いっそう難しい。観光客の動きは、天候、世

界経済、さまざまな偶発的な出来事の影響

を受ける可能性があるからだ。

　特に観光名所が集中するイタリア南部

の通信事業者にとって、夏は常に過酷な

季節である。2013年8月には、前年比で

音声が98%、HSDPA+接続が55%、

HSUPA接続が81%、HSPA+スループッ

トが17%増加するなど、複数の数値がこ

れまでにないほど上昇した。より詳しく見る

と、8月12日～18日の1週間に、そのわずか

5週間前と比べて音声が37%、HSDPA+

100
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ファーウェイは、メッカ巡礼（左）やオリンピック（中央、ロンドン・オリンピック会場）、日本のフジロック・フェスティバル（右）など、数々の大規模なイベントで来場者の通信をサポートしている

観光名所が集中するイタリア南部の
通信事業者にとって、夏は常に過酷な季節だ。
ユーザー数の急増により、ピーク時のアクセシビリティが
40%まで落ち込むこともある。

ファーウェイは、リアルタイムのE2Eモニタリング、
状況分析、早急なパラメーターの最適化により、
即時に問題を識別し、
迅速にトラブル・シューティングを行った。

図1　2013年7月～8月の観光地における音声通話とHSPAデータ通信のアクセシビリティ
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ファーウェイは、メッカ巡礼（左）やオリンピック（中央、ロンドン・オリンピック会場）、日本のフジロック・フェスティバル（右）など、数々の大規模なイベントで来場者の通信をサポートしている

観光名所が集中するイタリア南部の
通信事業者にとって、夏は常に過酷な季節だ。
ユーザー数の急増により、ピーク時のアクセシビリティが
40%まで落ち込むこともある。
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図1　2013年7月～8月の観光地における音声通話とHSPAデータ通信のアクセシビリティ
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　従業員向け設備が最も集中しているの

が、キャンパスの北端にある百草園と呼ば
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従業員の生活を支える
設備とサービス

Daily Life in ファーウェイ本社

■多彩なメニューを取りそろえた食堂。
　昼休みには長蛇の列ができる
■国際色も豊か
■洗練されたレストランや、ベーカリー・
　カフェもある

中国・深圳市のファーウェイ本社には4万人を超える従業員が働いており、同市坂田

（バンティエン）地区には東京ディズニーランドの約4倍にあたる200万㎡もの広大な

メイン・キャンパスが広がっています。HuaWaveでは2012年1月号で「ファーウェイ・

本社キャンパス・ツアー」として、R&Dセンターやロジスティック・センター、データセ

ンターなど、キャンパス内の主要な施設をご紹介しました。今回はその第2弾として、

本社で働く従業員の日常生活をサポートする設備やサービスを特集します。中国国

内だけでなく世界各国からの従業員が集まる本社キャンパスには、彼らが快適な生

活を送り、業務に全力投球できるよう、さまざまな配慮がなされています。

HUAWEI Headquaters Campus Tour 第2弾

ファーウェイ本社キャンパス・マップ

ドアには縁起をかついだ「福」の文字
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社員寮

　住環境とともに、食も従業員の快適な生

活と効率的な仕事を支える重要な要素で

す。広大なキャンパスのすべてのエリアにそ

れぞれひとつ以上の食堂があり、中国各地

の料理をはじめ、インド料理やムスリム向け

ハラール食材を使った料理など、多彩なメ

ニューを手ごろな値段で味わうことができま

す。従業員向けの食堂だけでなく、お客様を

お招きできるようなちょっとおしゃれなレスト

ランもあります。また、品質維持のため、利

用者からのフィードバックに基づいて定期

的に業者の入れ替えを行っています。

　2012年からはキャンパスの各所に『illy』

のエスプレッソ・ドリンクを提供するカフェが

できました。当初は主に外国人従業員に利

用されていましたが、いまでは『New World 

Café』という店名の通り、国籍を問わず、

ちょっとしたミーティングやコーヒー・ブレイク

ができる憩いの場として好評を得ています。

百草園（バイツァオ・ガーデン） れるエリアです。このエリアだけで東京の日

比谷公園ほどの面積があり、その中に社員

寮、出張社員・お客様向けのホテル『英華

苑（インファー・ユェン）』のほか、北京大学

が運営する病院、数々のレクリエーション施

設が集まるクラブハウス、コンビニや美容院

などの商店が集まっていて、ここだけで生活

に必要なもののほとんどをまかなうことがで

きます。百草園の社員寮は約3,000室です

が、現在キャンパスから車で10分ほどのと

ころに1万人が入居できる新たな寮の建設

を計画しています。

食堂・カフェ

Gエリアのビュッフェ・レストラン

ベーカリー・カフェ人気の『New World Café』

食堂

HuaWave編集部

ホテル『英華苑』

北京大学が運営する病院

クラブハウス

商業施設

1

■併設のカフェテリアではビュッフェ式の朝食や中華・タイ・西洋料理を提供しているほか、イタリア発『illy（イリー）』のエスプレッソ・ドリンクもオーダーできる
■クラブハウスにはさまざまなスポーツ設備のほか、クリーニング店も ■敷地内にはコンビニや美容院などの商業施設もある
1
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　食堂にはコンビニエンス・ストアが併設さ

れていて、ちょっとした買い物に便利です。

また、ファーウェイの端末製品を社員価格で

購入できるコーナーも。変わったところでは、

豊富な品揃えのワインショップもあります。

　また、キャンパス内には銀行窓口やATM

がいくつかあり、外へ出なくても用事を済ま

せることができます。トラベルデスクは社員の

出張手配を受け持つほか、帰省や旅行の

際にも個人で利用でき、社員の週末旅行向

けにさまざまなツアーを企画しています。

21

　とにかく広大なキャンパス、しかも一年中

蒸し暑い深圳では徒歩での移動は一苦労

です。そこで、エリア間の移動には各エリア

を巡回するバン・サービスが利用されていま

す。また、深圳市中心部や近郊から通勤す

る従業員のために、朝晩はキャンパスとの間

を行き来する通勤シャトルも走っています。

買い物・各種サービス

交通サービス

　緑豊かなJエリアにあるトレーニング・セン

ターでは、ファーウェイ・ユニバーシティと

呼ばれる組織が、ファーウェイの従業員向

け研修のほか、お客様やパートナーを対象

としたさまざまなトレーニング・プログラム

を実施しています。メインの建物にはマルチ

ファーウェイ・
ユニバーシティ

　仕事熱心なファーウェイの従業員にとっ

て、出会いの場はなかなかありません。従業

員で組織される交友協会では、独身者の会

員を対象にキャンパス内外での合コンなど

さまざな交流イベントを開催しています。

交友協会主催の合コン

　出身はマダガスカルですが、フランス・パリで教育を受けま

した。通信事業者のマーケティング職を経てCSR担当とな

り、2011年にファーウェイがCSR活動を本格化させるにあた

り、専任部署の立ち上げのために入社し、深圳に来ました。

中国で暮らすのは初めてで、中国語も学んだことはありません

でしたが、外国人従業員をサポートするメンターや、英語が堪

能な同僚たちが助けてくれますし、キャンパス内の食事や仕

事環境にはさまざまな文化的背景を持つ従業員への配慮が

されているので、いまでは特に不自由は感じません。若くてエ

ネルギッシュな同僚たちとともに仕事ができること、やる気さえ

あれば大きなチャンスをもらえることが、ファーウェイで働く大

きな魅力です。

　四川省出身で、2006年にファーウェイに入社してから、サ

ウジアラビアやアラブ首長国連邦など中東諸国で7年間過ご

し、2013年に深圳本社に戻ってきました。ファーウェイのキャン

パスは緑豊かな郊外にあり、市の中心部に比べて静かで

落ち着いていて、大学のキャンパスのような雰囲気があります。

ドバイに長く住んでいたので海辺の景色が恋しくて、深圳で

もベイエリアに住んでいますが、車で片道1時間ほどで通勤

できるので苦労はありません。深圳は都市としての歴史がま

だ35年ほどの若い街で、ほとんどの住民が海外を含む別の

土地からやってきた人たちなので、文化的にとても多様であ

ることが気に入っています。ここに住めば誰もが深圳人、出

身地や方言を気にする人はいません。ファーウェイで、海外

赴任や深圳での生活を通じて世界を知り、視野を広げる機

会を得ることができ、大きなやりがいを感じています。

ファーウェイ本社で働くってどんな感じ？

ホリー・ラネヴォザナニー
（Holy Ranaivozanany）
ファーウェイ 渉外・広報本部
CSR担当

周永鋭 
（ジョウ・ヨンルイ）
ファーウェイ 購買運営サポート部
部長

メディア・ルームや大ホールを含む112

のトレーニング・ルームがあり、全体で

2,000人が同時に研修を受けられるよう

になっています。最新の設備に加え、ロン

ドンのミレニアム・ブリッジや香港国際空

港を手がけた英国の著名な建築家ノーマ

ン・フォスターによる美しい中庭や太陽光

を取り入れた設計で、快適な学習環境を

提供しています。

ファーウェイ・ジャパンでは毎年特に優秀な業績を収めた従業員を表彰しており、

そのアワードの一部として、受賞した現地採用の社員を家族とともに本社キャン

パスへ招待しています。本社の職場環境を体験し、本社社員と交流できる貴重

な機会になると同時に、同行する家族にもファーウェイという会社や中国の文

化・生活について知ってもらうことができ、参加者からは好評を博しています。

銀行窓口

ATM

ワインショップ トラベルデスク

端末販売コーナー

　本社に勤務する従業員には中国以外の

国の出身者も多く、多様な文化的背景を持

つ人たちが働いています。中東地域出身の

従業員のために、キャンパス内にはイスラム

教の礼拝室が数か所に設けられています。

礼拝室

礼拝室

交友協会からの合コンのお知らせ

キャンパス内のバン・サービス

コンビニエンス・ストア トレーニング・センター

「約会」とは中国語でデートのこと
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際にも個人で利用でき、社員の週末旅行向

けにさまざまなツアーを企画しています。
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　とにかく広大なキャンパス、しかも一年中

蒸し暑い深圳では徒歩での移動は一苦労

です。そこで、エリア間の移動には各エリア

を巡回するバン・サービスが利用されていま

す。また、深圳市中心部や近郊から通勤す

る従業員のために、朝晩はキャンパスとの間

を行き来する通勤シャトルも走っています。

買い物・各種サービス

交通サービス

　緑豊かなJエリアにあるトレーニング・セン

ターでは、ファーウェイ・ユニバーシティと

呼ばれる組織が、ファーウェイの従業員向

け研修のほか、お客様やパートナーを対象

としたさまざまなトレーニング・プログラム

を実施しています。メインの建物にはマルチ

ファーウェイ・
ユニバーシティ

　仕事熱心なファーウェイの従業員にとっ

て、出会いの場はなかなかありません。従業

員で組織される交友協会では、独身者の会

員を対象にキャンパス内外での合コンなど

さまざな交流イベントを開催しています。

交友協会主催の合コン

　出身はマダガスカルですが、フランス・パリで教育を受けま

した。通信事業者のマーケティング職を経てCSR担当とな

り、2011年にファーウェイがCSR活動を本格化させるにあた

り、専任部署の立ち上げのために入社し、深圳に来ました。

中国で暮らすのは初めてで、中国語も学んだことはありません

でしたが、外国人従業員をサポートするメンターや、英語が堪

能な同僚たちが助けてくれますし、キャンパス内の食事や仕

事環境にはさまざまな文化的背景を持つ従業員への配慮が

されているので、いまでは特に不自由は感じません。若くてエ

ネルギッシュな同僚たちとともに仕事ができること、やる気さえ

あれば大きなチャンスをもらえることが、ファーウェイで働く大

きな魅力です。

　四川省出身で、2006年にファーウェイに入社してから、サ

ウジアラビアやアラブ首長国連邦など中東諸国で7年間過ご

し、2013年に深圳本社に戻ってきました。ファーウェイのキャン

パスは緑豊かな郊外にあり、市の中心部に比べて静かで

落ち着いていて、大学のキャンパスのような雰囲気があります。

ドバイに長く住んでいたので海辺の景色が恋しくて、深圳で

もベイエリアに住んでいますが、車で片道1時間ほどで通勤

できるので苦労はありません。深圳は都市としての歴史がま

だ35年ほどの若い街で、ほとんどの住民が海外を含む別の

土地からやってきた人たちなので、文化的にとても多様であ

ることが気に入っています。ここに住めば誰もが深圳人、出

身地や方言を気にする人はいません。ファーウェイで、海外

赴任や深圳での生活を通じて世界を知り、視野を広げる機

会を得ることができ、大きなやりがいを感じています。

ファーウェイ本社で働くってどんな感じ？

ホリー・ラネヴォザナニー
（Holy Ranaivozanany）
ファーウェイ 渉外・広報本部
CSR担当

周永鋭 
（ジョウ・ヨンルイ）
ファーウェイ 購買運営サポート部
部長

メディア・ルームや大ホールを含む112

のトレーニング・ルームがあり、全体で

2,000人が同時に研修を受けられるよう

になっています。最新の設備に加え、ロン

ドンのミレニアム・ブリッジや香港国際空

港を手がけた英国の著名な建築家ノーマ

ン・フォスターによる美しい中庭や太陽光

を取り入れた設計で、快適な学習環境を

提供しています。

ファーウェイ・ジャパンでは毎年特に優秀な業績を収めた従業員を表彰しており、

そのアワードの一部として、受賞した現地採用の社員を家族とともに本社キャン

パスへ招待しています。本社の職場環境を体験し、本社社員と交流できる貴重

な機会になると同時に、同行する家族にもファーウェイという会社や中国の文

化・生活について知ってもらうことができ、参加者からは好評を博しています。

銀行窓口

ATM

ワインショップ トラベルデスク

端末販売コーナー

　本社に勤務する従業員には中国以外の

国の出身者も多く、多様な文化的背景を持

つ人たちが働いています。中東地域出身の

従業員のために、キャンパス内にはイスラム

教の礼拝室が数か所に設けられています。

礼拝室

礼拝室

交友協会からの合コンのお知らせ

キャンパス内のバン・サービス

コンビニエンス・ストア トレーニング・センター

「約会」とは中国語でデートのこと
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増えるSIMフリー端末
低価格な製品も登場

MVNOの参入が増加
OTTも利用を後押し

海外ではすでに普及
オープン・マーケット販売も

プリペイド利用も一般化
グローバルMVNO事業者も

スマートフォン市場を活性化
日本もSIMフリー機が広がる

が下がっていることも、MVNOの利用促進

に一役買っている。

　では、この動きは日本だけのものなのだろ

うか？ 海外市場に目を向けると、日本と類似

したMNOによる携帯端末の直接販売が主

流のアメリカや韓国ではSIMフリー端末市

場は活発ではない。だが両国ともMVNOの

数は多く、低価格サービスとして広く認知さ

れている。

　一方、2G時代からSIMカードが採用さ

れ、回線と端末販売が分離されていたヨー

ロッパからアジアまでの広い地域では、SIM

フリー端末の販売は活発だ。ヨーロッパで

はMNOによる回線契約とSIMロック端末

のバンドル販売が一般的だが、実はそれと

並行して家電量販店や携帯電話専門販

売店ではSIMフリー端末も併売されている。

　アフリカやアジアでは、SIMロック端末の

販売よりもSIMフリー端末市場が大きく広

がっている。これは平均所得が低い国が多

く、MNOがSIMロック端末を安価に販売

し、後から通信料金でその割引分を回収す

る、という手法が取れないからだ。そのため

　日本でSIMフリー端末市場が少しずつ盛

り上がりを見せている。大手携帯電話事業

者（MNO：Mobile Network Operator）を

経由せずに単体で購入でき、しかも値ごろ

感ある価格のSIMフリー・スマートフォンの

種類が2014年に入ってから増え始めた。

契約縛りもなく簡単に購入できるSIMフリー

端末はこれから徐々に日本の消費者に認

知され、市場も拡大していくと見られている。

　日本ではMNOでのSIMカードの単体契

約が事実上難しい。またSIMフリー端末の

価格もMNOが販売するSIMロック端末よ

り割高である。そのためSIMフリー端末はこ

れまでも各社が販売してきたが広く普及す

るには至っていなかった。

　だが、2014年に入ってからSIMフリー端

末を取り巻く環境が大きく変わり始めてい

る。中でも1万円台で購入できる低価格な

SIMフリー・スマートフォンが登場したこと

は、大きなニュースとなった。

　日本ではMNOの販売する高性能な最

新スマートフォンが実質無料で購入できる

ケースが多いものの、2年間の固定契約が

必須だ。それに対してSIMフリー・スマート

フォンは契約不要で単体購入でき、しかも

本体価格も安い。SIMフリー端末の登場は

これまでの携帯電話の買い方の常識を大

きく覆そうとしているのだ。

　低価格なSIMフリー・スマートフォンの普

及を後押ししているのがMVNO（Mobile 

Virtual Network Operator：仮想移動体

通信事業者）の低料金なSIMカードだ。日

本の携帯電話市場は回線契約と端末割

引販売が事実上一括となっており、SIM

カードだけを契約して別途自分の持ち込み

端末で利用することには割高感があった。

　だがMVNOの市場参入が相次いだこと

で通信回線のみを契約することが容易にな

り、料金の低価格化も進んでいる。そこに

低料金のSIMフリー端末が登場したことで

MVNO契約に目を向ける一般消費者の数

も増え始めている。

　そして、スマートフォンの普及は携帯電話

の利用形態を大きく変えた。インスタント・メッ

セージやSNS、写真共有など、OTTプレイ

ヤーが提供するサービスの利用が広がって

おり、MNOが提供するサービスへの依存度

新興国や途上国ではエントリー・レベルの

製品ではあるが1万円程度のSIMフリー・ス

マートフォンも多数販売されている。

　また、アジアの中で平均所得の高いシ

ンガポールや香港でも端末はSIMフリー販

売が行われている。MNOで回線契約と

セット販売されるiPhoneなどのハイエンド

端末もSIMフリーだ。

　これらの地域では、端末メーカーが自社の

販売店や代理店を通じてSIMフリー端末の

販売も行っている。家電店へ行けば、TVや

冷蔵庫と並んでSIMフリーのメーカーブラン

ド・スマートフォンが売られている。

　さらにはEコマースの拡大により、オンラ

イン販売に力を入れるメーカーも増えてい

る。中でも中国市場ではいまや各メーカー

がオープン・マーケットを利用したスマート

フォンの販売に大きく力を入れている。レノ

ボやファーウェイ、ZTEといった大手メー

カーはもちろんのこと、1機種で新規参入す

る新興メーカーはむしろオンライン販売に特

化することで販売網の狭さをカバーしようと

している。いま話題の中国新興メーカーの

小米（シャオミ）も、市場への参入開始時は

オンライン販売に特化していた。

　これらSIMフリー端末を活用するためには

もちろんSIMカードが必要だが、ヨーロッパや

アジアではもともと回線契約と端末販売が

分離されている。そのためMNOでSIMカード

今号からスタートするこのコーナーでは、モバイルとICTを取り巻くテーマを毎回ひとつ取り上

げ、アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの山

根康宏さんに、日本と世界の現状と動向、そしてさらにその先について解説していただきま

す。スマートフォンの登場によって大きく変わった私たちのモバイル・ライフは、これからどう

なっていくのか？　グローバルな動きをクローズアップし、コミュニケーションの未来を探りま

す。第1回は、5月末にファーウェイ・ジャパンも販売を発表した「SIMフリー端末」です。

だけを契約することもすでに一般的だ。

　そして、低料金プランとして各MNOはプ

リペイド・サービスを提供している。プリペイ

ドSIMカードはどの国でも販売されており、

国によっては身分証明書の提示が必要な

ケースもあるが、コンビニエンス・ストアでも

購入できるなど入手も容易だ。

　毎月の携帯回線の維持費を安く抑えた

い学生や年配者などは、プリペイドSIMカー

ドを使っている。プリペイドSIMカードの利用

者数は新興国だけではなくヨーロッパの先

進国でも多いのだ。

　つまり、日本のMVNO SIMカードの役割

を海外ではプリペイドSIMカードが担ってい

る。もちろんMVNOも各国に存在し、MNO

のポストペイドやプリペイド・サービスよりもさ

らに安い料金を提供している。レバラ・モバ

イル（Lebara Mobile）やライカモバイル

（Lycamobile）は、MVNOながら低料金を

武器に世界各国に事業を拡大している。

　MVNOのSIMカードとSIMフリー端末は

低価格品が多いとあって、日本ではこれから

ブームが起きようとしている。SIMフリー端

末はまだニッチな存在であり、iPhoneなど

ハイエンド製品と、独自開発された低価格・

中スペックの製品に2分化されている。

　だがファーウェイが複数製品の投入を発

表した（囲み記事参照）ことで、他の大手

メーカーの日本参入の可能性も高まった。

日本のSIMフリー端末市場は今後数年内

に大きく成長するかもしれない。

　とはいえMNO加入者すべてがMVNOに

移行し、誰もがSIMフリー端末を買い求め

るということにはならないだろう。MVNOと

SIMフリー端末の広がりは消費者のスマー

トフォンの利用ニーズの多様化にマッチす

るものであり、MNOでハイエンド・スマート

フォンを契約購入する以外に選択肢がない

という状況を変えるものになる。

　消費者が回線と端末それぞれ複数の選

択肢を得ることで、日本のスマートフォン市

場全体のさらなる活性化につながる。また、

日本から世界に向けて新しい製品やサービ

スが生まれることも期待できるだろう。

山根康宏 （やまね やすひろ）

香港を拠点とし、世界各地で携帯端末
の収集とモバイル事情を研究する携
帯電話研究家・ライター。商社勤務時
代、転勤や出張中に海外携帯端末の
おもしろさに目覚め、ウェブでの執筆活
動を開始。しだいに携帯電話研究が
本業となり、2003年にライターとして
独立。現在1,200台超の海外携帯端
末コレクションを所有する。『ITmedia』
『マイナビニュース』『CNET Japan』
『ケータイWatch』などに連載多数。

　ファーウェイ・ジャパンは5月30日、SIMロックフリー端末の販売を開始すること
を発表。市場に新たな選択肢を提供することで、急速に多様化が進む消費者
ニーズの変化に応えることを目指す。
　LTE対応スマートフォン『Ascend（アセンド） G6』（P27参照）をはじめ、優れ
たモバイル体験を提供するタブレットシリーズ『MediaPad（メディアパッド）』の
最新製品『MediaPad X1』『MediaPad M1』『MediaPad 7 Youth2』、ファー
ウェイ初のウェアラブル端末『TalkBand（トークバンド） B1』、5月にフランスで発
表された薄さ約6.5mmのグローバル・フラッグシップ・スマートフォン『Ascend 
P7』など、世界市場で展開している幅広い製品ラインを順次発売予定。

MOBILE NEXT
モバイルが変える未来
日本で立ち上がるSIMフリー端末市場
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　さらにはEコマースの拡大により、オンラ

イン販売に力を入れるメーカーも増えてい

る。中でも中国市場ではいまや各メーカー

がオープン・マーケットを利用したスマート

フォンの販売に大きく力を入れている。レノ

ボやファーウェイ、ZTEといった大手メー

カーはもちろんのこと、1機種で新規参入す

る新興メーカーはむしろオンライン販売に特

化することで販売網の狭さをカバーしようと

している。いま話題の中国新興メーカーの

小米（シャオミ）も、市場への参入開始時は

オンライン販売に特化していた。

　これらSIMフリー端末を活用するためには

もちろんSIMカードが必要だが、ヨーロッパや

アジアではもともと回線契約と端末販売が

分離されている。そのためMNOでSIMカード

今号からスタートするこのコーナーでは、モバイルとICTを取り巻くテーマを毎回ひとつ取り上

げ、アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの山

根康宏さんに、日本と世界の現状と動向、そしてさらにその先について解説していただきま

す。スマートフォンの登場によって大きく変わった私たちのモバイル・ライフは、これからどう

なっていくのか？　グローバルな動きをクローズアップし、コミュニケーションの未来を探りま

す。第1回は、5月末にファーウェイ・ジャパンも販売を発表した「SIMフリー端末」です。

だけを契約することもすでに一般的だ。

　そして、低料金プランとして各MNOはプ

リペイド・サービスを提供している。プリペイ

ドSIMカードはどの国でも販売されており、

国によっては身分証明書の提示が必要な

ケースもあるが、コンビニエンス・ストアでも

購入できるなど入手も容易だ。

　毎月の携帯回線の維持費を安く抑えた

い学生や年配者などは、プリペイドSIMカー

ドを使っている。プリペイドSIMカードの利用

者数は新興国だけではなくヨーロッパの先

進国でも多いのだ。

　つまり、日本のMVNO SIMカードの役割

を海外ではプリペイドSIMカードが担ってい

る。もちろんMVNOも各国に存在し、MNO

のポストペイドやプリペイド・サービスよりもさ

らに安い料金を提供している。レバラ・モバ

イル（Lebara Mobile）やライカモバイル

（Lycamobile）は、MVNOながら低料金を

武器に世界各国に事業を拡大している。

　MVNOのSIMカードとSIMフリー端末は
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ブームが起きようとしている。SIMフリー端

末はまだニッチな存在であり、iPhoneなど

ハイエンド製品と、独自開発された低価格・

中スペックの製品に2分化されている。

　だがファーウェイが複数製品の投入を発

表した（囲み記事参照）ことで、他の大手

メーカーの日本参入の可能性も高まった。

日本のSIMフリー端末市場は今後数年内

に大きく成長するかもしれない。

　とはいえMNO加入者すべてがMVNOに

移行し、誰もがSIMフリー端末を買い求め

るということにはならないだろう。MVNOと
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フォンを契約購入する以外に選択肢がない

という状況を変えるものになる。

　消費者が回線と端末それぞれ複数の選

択肢を得ることで、日本のスマートフォン市

場全体のさらなる活性化につながる。また、

日本から世界に向けて新しい製品やサービ

スが生まれることも期待できるだろう。

山根康宏 （やまね やすひろ）

香港を拠点とし、世界各地で携帯端末
の収集とモバイル事情を研究する携
帯電話研究家・ライター。商社勤務時
代、転勤や出張中に海外携帯端末の
おもしろさに目覚め、ウェブでの執筆活
動を開始。しだいに携帯電話研究が
本業となり、2003年にライターとして
独立。現在1,200台超の海外携帯端
末コレクションを所有する。『ITmedia』
『マイナビニュース』『CNET Japan』
『ケータイWatch』などに連載多数。

　ファーウェイ・ジャパンは5月30日、SIMロックフリー端末の販売を開始すること
を発表。市場に新たな選択肢を提供することで、急速に多様化が進む消費者
ニーズの変化に応えることを目指す。
　LTE対応スマートフォン『Ascend（アセンド） G6』（P27参照）をはじめ、優れ
たモバイル体験を提供するタブレットシリーズ『MediaPad（メディアパッド）』の
最新製品『MediaPad X1』『MediaPad M1』『MediaPad 7 Youth2』、ファー
ウェイ初のウェアラブル端末『TalkBand（トークバンド） B1』、5月にフランスで発
表された薄さ約6.5mmのグローバル・フラッグシップ・スマートフォン『Ascend 
P7』など、世界市場で展開している幅広い製品ラインを順次発売予定。

MOBILE NEXT
モバイルが変える未来
日本で立ち上がるSIMフリー端末市場
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災害に強い通信体制の整備に貢献する

ファーウェイ・チリ
世界のファーウェイから

　チリと聞いて皆さんが思い浮かべること

といえば、南の方にある国、おいしいワイン

の産地、イースター島……そして、地震で

しょう。チリはこれまでに数多くの地震に見

舞われ、1960年には近現代で最大の地

震として知られるマグニチュード9.5の巨

大地震も経験した「大地震の国」です。

　2010年2月27日、この国をマグニ

チュード8.8の破壊的な地震が襲いまし

た。地震に続いて、高さ30mの津波が飛

行機並みの速度で到来し、多くの命を奪

うとともに、海岸沿いに壊滅的な被害をも

たらしました。電気、水道、通信などのイン

フラはほとんど麻痺し、8万1,000軒の家

屋が全壊、さらに10万9,000軒が激しく

損傷し、221の橋、1,554kmにわたる道

路、3,000の学校が損壊。80万人の

人々が家を失い、125万人の子どもたち

が学校に通えなくなりました。被害総額は

チリのGDPの17%にあたる300億ドル

（約3兆600億円※）に達しました。

　この地震は近代的な社会インフラの強

度が試される初めての機会であり、経済

が発展している国で、これほど大規模な

災害に地域社会と政府がどのように対応

し、どう復興できるのかを知る上での、ひと

つの試金石となりました。チリはいくつも

の大地震に対応してきた歴史があり、厳

しい建築基準を定めていますが、それでも

この2010年の地震には多くの新たな教

訓がありました。そして、これらの経験が

2014年4月1日に起きたマグニチュード

8.2の地震の際に生かされることとなった

のです。

　2010年の地震では、通信システムが

ダウンしたことにより、チリ政府と国家緊

急事態局は被災地域に十分な支援がで

きませんでした。その後、通信システムが

強化され、津波警報発生時における国家

緊急事態局と民間緊急支援団体との協

力体制改善プロトコルが2014年までに

確立されました。さらに、官公庁は避難訓

練を実施して避難経路と手順を整備し、

2014年の地震の際には住民たちは実

際にこれに従って避難しました。

　国家緊急事態局の機能向上に寄与

するため、ファーウェイ・チリは、自然災害

時のコミュニケーション用に100万米ド

ル（約1億200万円※）相当の長距離ビ

デオ会議システムをチリ政府に寄付する

協定を結びました。寄付協定の締結は

2011年6月、チリの大統領官邸である

モネダ宮殿で行われ、セバスティアン・ピ

ニェラ大統領（当時）も出席しました。こ

れにより、国家緊急事態局はチリ北部を

カバーする高精細度のビデオ会議シス

テムを配備し、地震の発生リスクが高い

5か所に設置したサテライトと首都サン

ティアゴのベース・ユニットを結ぶ災害対

策コミュニケーション・システムを確立し

たのです。

　また2010年以降、交通通信省は災害

時の初期警報システムを整備しました。

政府当局と国内の通信事業者との合意

により、災害時には通信ネットワークを無

料で使用し、特定地域の住民の携帯端

末に警報を送信することが可能になりま

した。ファーウェイ・チリは、交通通信省と

通信事業者とともにこの初期警報システ

ムに使用されるアプリケーションの開発に

携わり、警報受信時の着信音やバイブ

レーションなどの技術仕様の策定に参加

しています。このシステムによって、2014

年の地震・津波発生時には迅速に警報

を発令し、住民にすばやく避難を促すこと

ができました。

　こうした貢献に加え、2つの地震発生

直後には、通信事業者との緊密な連携

により、通信の迅速な復旧に努めました。

被災地域で懸命に復旧作業を行うファー

ウェイ・チリのスタッフの姿勢に、通信事

業者や利用者の皆様から多くの賛辞を

いただきました。

　ファーウェイ・チリは、2000年にわずか

2名の従業員で事業をスタートしました。こ

の2人は14年経ったいまでもこのオフィス

に勤務しています。現在の従業員数は

300名、そのうち85%が現地採用です。

首都サンティアゴのオフィス1か所で、全

長4,500kmにおよぶ国全体のビジネス

をカバーしています。チリ国内の主要ICT

ソリューション・プロバイダーとして、主な通

信事業者およびIT企業の多くをお客様と

し、同国のICT市場を牽引しています。

　ファーウェイ・チリは、地震対策以外に

もチリ政府に対してさまざまな協力をして

います。2012年6月には交通通信省と

協力協定を締結し、無線・固定通信技術

に関する知識共有に取り組んでいるほ

か、同年から毎年5月17日の世界電気通

信日にICT業界とメディアを対象としたさ

まざまなイベントを政府と共催しています。

　また、ファーウェイ・チリは電気電子機

器廃棄物リサイクルも積極的に推進して

おり、お客様から入れ替えのために回収し

た機器から金属を抽出して再利用してい

ます。これまでに２００tの廃棄物をリサイク

ルしており、この取り組みは高く評価され

ています。

　通信ネットワークは重要な社会インフ

ラであり、とりわけ災害時には救援を左右

する生命線ともなりえます。これは、チリと

同じく、東日本大震災をはじめ多くの震災

を経験された日本の皆さんも実感されて

　ファーウェイは170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、近年2つの大地震を経験したチリで災害対策に貢献

するファーウェイ・チリを、同社の広報部ディレクター、マルセーロ・ピノ

（Marcelo Pino）がご紹介します。

いることでしょう。ファーウェイはこうした基

幹インフラを支え、どんな状況でも安定し

た通信を提供するという重大な社会的責

任を真摯に受け止め、今後もこれを全う

すべく尽力していきます。

災害時の通信を支える
ファーウェイの貢献

設立 ： 2000年
所在地 ： サンティアゴ
従業員数 ： 約300名（2014年6月現在）

ファーウェイ・チリ

固定電話加入者数・普及率 ： 328万人・18.76％
携帯電話加入者数・普及率 ： 2,413万人・138.17％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 61.42％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 217万人・12.41％（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ： エンテル（Entel）、テレフォニカ（Telefónica）、クラロ（Claro）

チリの通信事情

大地震の国、チリ

社会インフラを支える責務

■2012年1月、国家緊急事態局のベ
ンハミン・ハカナ局長、中国の楊万明
（ヤン・ワンミン）駐チリ大使、ファーウェ
イ・チリの肖鋒（シャオ・ファン）社長
（当時）社長が列席してビデオ会議シス
テムの稼働開始セレモニーが開かれ、
チリの国営テレビ局TVNが全国向け主
要ニュース番組でその模様を報道した
■■初期警報システムは、2G、3G、
4Gの各ネットワークに対応し、ネット
ワークの利用状況に影響されることな
く、すべての通信事業者のサービス利
用者に確実に警報メッセージを届ける
ことができる

1

1

チリ

※1米ドル102円換算

2  3

32

ファーウェイ・チリ
広報部ディレクター
経済学を専攻したのち2006年にアカ
ウント・ディレクターとしてファーウェイに
入社。2010年より現職。登山をライフ
ワークとし、チリ国内の最高峰、地球上
で最も高い活火山とされる標高
6,893mのオホス・デル・サラードに登
頂したことが自慢のひとつ。若い世代や
中国人の同僚とともに仕事を楽しみ、
一緒に登山に出かけることも多い。サン
ティアゴのオフィスは窓からアンデスの
山々が見え、特に6月の雪を頂いた美し
い山の光景が気に入っているという。

マルセーロ・ピノ （Marcelo Pino）

/ JUL.2014
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た通信を提供するという重大な社会的責

任を真摯に受け止め、今後もこれを全う

すべく尽力していきます。

災害時の通信を支える
ファーウェイの貢献

設立 ： 2000年
所在地 ： サンティアゴ
従業員数 ： 約300名（2014年6月現在）

ファーウェイ・チリ

固定電話加入者数・普及率 ： 328万人・18.76％
携帯電話加入者数・普及率 ： 2,413万人・138.17％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 61.42％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 217万人・12.41％（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ： エンテル（Entel）、テレフォニカ（Telefónica）、クラロ（Claro）

チリの通信事情

大地震の国、チリ

社会インフラを支える責務

■2012年1月、国家緊急事態局のベ
ンハミン・ハカナ局長、中国の楊万明
（ヤン・ワンミン）駐チリ大使、ファーウェ
イ・チリの肖鋒（シャオ・ファン）社長
（当時）社長が列席してビデオ会議シス
テムの稼働開始セレモニーが開かれ、
チリの国営テレビ局TVNが全国向け主
要ニュース番組でその模様を報道した
■■初期警報システムは、2G、3G、
4Gの各ネットワークに対応し、ネット
ワークの利用状況に影響されることな
く、すべての通信事業者のサービス利
用者に確実に警報メッセージを届ける
ことができる

1

1

チリ

※1米ドル102円換算

2  3

32

ファーウェイ・チリ
広報部ディレクター
経済学を専攻したのち2006年にアカ
ウント・ディレクターとしてファーウェイに
入社。2010年より現職。登山をライフ
ワークとし、チリ国内の最高峰、地球上
で最も高い活火山とされる標高
6,893mのオホス・デル・サラードに登
頂したことが自慢のひとつ。若い世代や
中国人の同僚とともに仕事を楽しみ、
一緒に登山に出かけることも多い。サン
ティアゴのオフィスは窓からアンデスの
山々が見え、特に6月の雪を頂いた美し
い山の光景が気に入っているという。

マルセーロ・ピノ （Marcelo Pino）

/ JUL.2014
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『キッズケータイHW-01D』が販売台数100万台突破！
子どもたちの夢を応援するキャンペーンを実施

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。

　2012年9月にNTTドコモより発売

したファーウェイの『キッズケータイ

HW-01D』が、5月下旬に累計販売

台数100万台を突破しました。

　ファーウェイは2011年秋に当

社初の子ども用携帯電話として

同じくNTTドコモに『キッズケータイ

HW-02C』を提供、お子様に安心し

てお使いいただけるよう通話や定型

SMSなどに限定した機能で好評を博

しました。『キッズケータイHW-01D』

では、最大10件の登録番号への限

定通話、防犯ブザー、GPS※1による

居場所確認といった安心・安全機能

はそのままに、防水（IPX5/7）※2、防塵

（IPX5）※3、強化プラスチック・ウィンドウ

と液晶部分のスーパー・ハードコー

ティングにより丈夫で長持ちになった

ほか、自由入力のSMSにも対応しま

した。こうした機能に加え、お子様の

小さな手でもしっかり握りやすい丸み

を帯びたデザインと3色のカラー展開

で、多くの保護者の皆様にお選びい

ただいています。

　『キッズケータイHW-01D』は日本

PTA全国協議会と全国子ども会連合

会の推薦商品となっているほか、9都

県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、横浜市、川崎市、千葉市、さい

たま市、相模原市）による青少年の健

全な育成に配慮した携帯電話端末

等の推奨機種に選定されています。

また、2012年にはキッズデザイン

協議会より「キッズデザイン賞」を、

2013年には世界3大デザイン賞のひ

とつ「レッドドット・デザイン賞：プロダ

クトデザイン2013」のhonourable 

mentionを受賞しています。

　100万台突破を記念して、ファー

ウェイ・ジャパンは『キッズケータイ

100万台突破 ありがとう！ 夢へのトビラ 

キャンペーン』を開催しました。子ども

たちの夢を応援するため、お仕事体験

テーマパーク『カンドゥー』のチケットを

50組100名様にプレゼントしたほか、

キッズケータイをお持ちのお子様に

は「HUAWEプレミアム職業体験」と

して、あこがれの職業である「サッカー

選手」と「パティシエ」に近づける「元

Jリーガー1日サッカースクール」と

「ABCクッキングスタジオ1日特別教

室」に30名をご招待しました。また、5

月17日にはイオンモール幕張新都心

にてスーパーフォーミュラ参戦チーム

『DANDELION RACING（ダンディ

ライアン・レーシング）』のレースカー記

念撮影イベントを開催し、来場したたく

さんの子どもたちにレーサー気分を味

わっていただきました。

Twitter ： @HUAWEI_Japan_PR　Facebook ： ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI JAPAN　LINE ： ファーウェイ・ジャパン/@huawei-japan

端末に関する情報は、Twitter、Facebook、LINEでもご覧いただけます。

　ファーウェイ・ジャパンは、通信サー

ビスにおける消費者ニーズの多様化

とともに、急速に普及しているMVNO

市場のさらなる拡大を見込み、SIM

ロックフリー端末の販売を開始しまし

た（P23参照）。6月27日、その第一弾

として、スマートフォン『Ascend（アセン

ド）G6』が発売されました。

　『Ascend G6』は、ファーウェイのグ

ローバル・スマートフォン“Ascend”にお

いて、コストパフォーマンスに優れた “G”

シリーズの最新製品として、今年2月の

MWC（Mobile World Congress）で

発表され、イギリス、フランス、スペイン

SIMロックフリー端末の販売を開始
第一弾としてスマートフォン『Ascend G6』を発売

などのヨーロッパ各国、中国、東南ア

ジア、アフリカなど世界20か国以上で

展開されています。動画やゲームなど

の大容量データも気軽に楽しめる

LTEに対応しているほか、1.2GHzク

アッドコアCPU搭載により機敏な動

作性も実現。スタイリッシュなボディと、

セルフィー（自分撮り）に最適なインカ

メラ、高感度の動画・写真が撮影でき

るソニー製IMX 134センサーと青色

グラス赤外線フィルターを内蔵したア

ウトカメラ、直感性に優れたファーウェ

イ独自の「Emotion UI」など、使い心

地の良さと生活を豊かにする実用性

を兼ね備えています。

　ホワイトとブラックの2色展開で、

オープン価格（希望小売価格：税抜

29 , 800円）にて、株式会社イン

ターネットイニシアティブ（ビックカメ

ラグループにて販売）、株式会社エ

ディオン、ダイワボウ情報システム株

式会社、株式会社ノジマ、株式会社

U-NEXTより販売されています。

　株式会社NTTドコモ向けに、フルセ

グ・ワンセグ・NOTTV※1が楽しめる録画

対応※2チューナー『TV BOX TB 01』

を開発しました。2014年7月に発売

予定です。

　チューナー機能を搭載した『TV 

BOX TB 01』は、無線接続によりTV

機能非搭載のスマートフォンやタブ

レットでフルセグ・ワンセグ・NOTTVが

視聴できます。また、録画機能に対応

しているので、録りだめた動画を放送

波が届かない場所でも楽しめます。

　HDMIケーブル（別売）を利用し、

フルセグ・ワンセグ・NOTTVが楽しめる録画対応チューナー
『TV BOX TB 01』を発表

YouTubeなどのプリインアプリやダウン

ロードしたAndroidアプリ、フルセグなどを

ご家庭の大画面テレビでも楽しめるほ

か、テザリング機能※3により、タブレットや

ゲーム機などを最大8つまでインターネッ

トに同時接続することが可能です。さら

に、3,560mAhの大容量バッテリー搭載

で、外出先ではUSB給電※4に対応し、モ

バイル・チャージャーとしても活躍します。

　イエローとブラックの大胆なカラーコン

トラストが特徴的なデザインを採用。さ

らに、スリムなフォルムで気軽に携帯

できます。

NOTTVの視聴にはドコモの回線契約とNOTTV
の契約が必要です。モバキャス放送エリア内で
視聴いただけます。
録画にはmicroSDカード（別売）が必要です。
WiFiモード時を除きます。
USB充電と同等かつすべての機器での動作を
保証するものではありません。

※1

※2
※3
※4

検索側の端末のみ、GPS機能を使用して検索した地図が表示
されます。
IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離か
ら1分あたり12.5リットルの水を最低3分間注水する条件であら
ゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有すること
を意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの
ところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに
電話機としての機能を有することを意味します。
IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った
装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電
話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

※1

※2

※3

優れた機能とデザインを兼ね備えた
『TV BOX TB 01』

LTE対応でコスト・パフォーマンスの高い
『Ascend G6』

丈夫で長持ち、色も選べる『キッズケータイHW-01D』

レースカー記念撮影イベントの会場ではキッズケータイのタッチ＆トライも同時開催
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話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

※1

※2

※3

優れた機能とデザインを兼ね備えた
『TV BOX TB 01』

LTE対応でコスト・パフォーマンスの高い
『Ascend G6』

丈夫で長持ち、色も選べる『キッズケータイHW-01D』

レースカー記念撮影イベントの会場ではキッズケータイのタッチ＆トライも同時開催



ジャパンの副社長兼ソリューション＆マーケ

ティング本部長 周明成（エドワード・ジョウ）が

基調講演を行いました。『CFI 2014』は東

アジアのトップクラスの情報系大学が中心

となって運営する未来のインターネット技術

研究に関する学会です。周は「ICT産業の

次の波」と題した講演において、デジタル世

界と現実世界が融合した新たな社会におけ

るICTの役割と、ファーウェイのビジョンにつ

いて語りました。

 

　公益社団法人日本フィランソロピー協会

が主催する東日本大震災被災地応援プロ

グラム『チャリティー・リレーマラソン 2014』

に協賛します。このイベントは、被災地の課

題を自分たちの力で解決しようという東北の

中学生と、その取り組みを応援する東京の

中学生がともに東京都内を走り、復興への

思いをひとつにするというものです。昨年に

引き続き、ファーウェイ・ジャパンは社員ボラン

ティアとして開催当日の運営サポートを行う

ほか、防災情報がプリントされた災害時にも

役立つ手ぬぐい『防災拭い』の提供や、社

内募金も実施します。

 

　三陸復興国立公園の一部として岩手県

宮古市崎山にオープンした『震災メモリア

ルパーク中の浜』で、開園を記念した植樹イ

ベントに参加しました。震災メモリアルパーク

中の浜は、津波で大きな被害を受けたキャン

プ場を、環境省が震災の記憶を伝える公園

として整備したものです。同省主催の開園

式典の後、ファーウェイ・ジャパンも会員であ

る経団連自然保護協議会の主催により、園

内で記念植樹が行われました。植樹には当

社社員を含む同協議会の会員と地元の子

どもたちがボランティアとして参加し、岩手県

内で採取された400本あまりの苗木を植え

ました。東日本大震災被災地の復興支援は

ファーウェイ・ジャパンの主要なCSR活動の

ひとつです。今後もさまざまな形で復興に寄

与する活動を継続的に行っていきます。 

 

　東京大学で開催された『CFI 2014（In-

ternational Conference on Future Inter-

net Technologies）』において、ファーウェイ・

　一般財団法人『日中経済協会』に中国

企業初の会員として加盟しました。日中経済

協会は、1972年の設立以来、経済団体連

合会をはじめとする産業界・経済界を中心

に、日中の経済交流の促進を図る活動を活

発に行っています。ファーウェイ・ジャパンは

グローバル・ビジネスの時代における日中の

新しい関係構築に寄与するべく、今後の協

会活動に積極的に参加していきます。

 

　ファーウェイ・ジャパンのデリバリー業務に

関する主要パートナー12社より、取締役、本

部長クラスの23名の方 を々深圳の本社に

お招きしました。深圳では松山湖エリアにあ

る生産ラインと本社キャンパス内の展示ホー

ルをご見学いただいたほか、本社のグローバ

ル・テクニカル・サービス部門、エンタープライ

ズ部門との交流会を開催。交流会では

ファーウェイ・ジャパンおよび本社各部門の

責任者がファーウェイのデリバリー業務体制

や協業方針などについてプレゼンテーション

を行い、参加されたパートナーの皆様と情報

を共有しました。ファーウェイの技術や製品、

今後の戦略に加え、パートナーとWin-Winの

関係構築を目指す姿勢について理解を深め

ていただくよい機会となりました。
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インテルと戦略的パートナーシップを締結、ビッグ・データ領域におけるイノベーションを加速

光中国電信と通信ネットワーク上でSDN技術を商用展開

デンマーク工科大学、オールボー大学と次世代ICT人材を育成する教育プログラムで協力

第2回世界関税機構Global AEO Conferenceにおいて、ファーウェイの取り組みがベスト・プラ
クティスとして紹介される

ノルウェーの光通信サービス事業者ブロードネットと共同で、欧州最大の商用400G IPコアネット
ワークを展開

業界初、10ギガビット／秒の通信速度を実現する次世代Wi-Fiテストに成功

グローバリゼーションと
ローカリゼーションを統合し、
グローバル・バリュー・チェーンの構築を推進

2014年5月16日

世界で初めて商用LTE-Aネットワークの
CPRIバックホールに光伝送技術（OTN）を活用

2014年4月16日

2014 IMSワールド・フォーラムにて
2つの賞を受賞

2014年5月6日

2013年度 監査後業績を発表

2014年3月31日

『震災メモリアルパーク中の浜』
植樹ボランティアに参加

2014年5月24日

『チャリティー・
リレーマラソン 2014』に協賛

2014年7月20日

日中経済協会に加盟

2014年4月1日

『CFI 2014』にて基調講演を実施

2014年6月19日

深圳本社にて
主要パートナー交流会を開催

2014年4月17日～18日
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顧客企業のLTE分野における
イノベーションとリーダーシップに貢献

　5月14日、ファーウェイの主要顧客である

チャイナ・モバイル（中国移動）、LGユープラ

ス（韓国）、オプタス（オーストラリア）の3社

が、LTE分野におけるイノベーションを評価

され、「グローバル・テレコム・ビジネス・イノ

ベーション・アワード2014」を受賞しました。

　LGユープラスは、同社の商用LTEネット

ワーク上でHetNet（ヘテロジニアス・ネット

ワーク）とCA（キャリア・アグリゲーション）を

導入したことが評価されました。ファーウェイ

は同社のLTE技術優先パートナーとして、マ

クロeNodeB、LTE-Aネットワーク向けスモー

ルセルなどの最先端のLTEソリューションを

提供。6月9日には、商用ネットワーク上で3

キャリアを束ねた世界初のCAのフィールド・

トライアルを共同で実施し、300Mbpsという

通信速度を実現しました。

　オプタスは、昨年メルボルンの商用LTE 

TDDネットワーク「4G Plusネットワーク」で導

入したCAにより160Mbpsを超える通信速度

を実現したことが評価されました。ファーウェイ

はCA対応の通信端末も提供しています。

　チャイナ・モバイルは、周波数帯域ごとにカ

バレッジ・パターン面を垂直・水平方向にリ

モートで調整するEasyBeamマルチバンド・

アンテナをファーウェイと共同開発。中国の

20以上の省にこれを導入し、ネットワーク性能

を大幅に改善したことを評価されました。

　2013年度の監査後業績を発表し、過

去最高の売上高ならびに純利益を達成し

たことを明らかにしました。すべての事業部

門において好調な業績を実現した結果、全

世界売上高は対前年度比8.5％増（米ドル

換算では11.6％増）となる2,390億元（約

4兆1,371億円※）に、純利益は210億元

（約3,635億円※、対前年度比34.4％増）

に達しました。

　LGユープラスとともに、同社の商用

LTE-Aネットワーク上で、携帯基地局の

RRU（Remote Radio Unit：無線ユニット）

とベースバンド・ユニッット（BBU）をCPRI

（Common Public Radio Interface）回

線でつないだバックホールにWDM/OTN

技術を活用し、LTE-Aバックホール技術に

おける飛躍的な進歩を世界に先駆けて実

現したことを共同発表しました。このソリュー

ションにより、複数地点に分散したRRUの

ベースバンド処理を行うBBUを1か所に集

約でき、光ファイバー資源の節約とネット

ワークの信頼性向上が可能となります。

　スペイン・バルセロナで開催された2014 

IMSワールド・フォーラムで、ファーウェイの

Cloud IMSソリューションが「Most Innovative 

Virtualised IMS Solution（最も革新的

な仮想IMSソリューション）」賞を、またエン

ド・ツー･エンドのV2oLTE（Voice and 

Video over LTE）ソリューションが「Best 

VoLTE Product（ベストVoLTE製品）」

賞を受賞しました。このうちCloud IMS

ソリューションは、ファーウェイのCOTS

（Commercial Off-The-Shelf）サーバー

『FusionEngine』と標準的な他社ハード

ウェアをサポート可能な仮想化アプリケー

ションで、すでに複数の通信事業者と共同

でコア・ネットワーク仮想化のデモを行い、

PoC（Proof of Concept：概念実証）テスト

を完了しています。今年2月のMWC 2014

では、テレフォニカ（スペイン）、チャイナ・

モバイルとともにMANO（Management 

and Orchestration：管理およびオーケスト

レーション）を採用したクラウドIMS VoLTE

通話のデモを成功させました。

　ファーウェイの輪番CEO兼副会長 胡厚

崑（ケン・フー）が、中国・青島で開催された

APECビジネスリーダー・フォーラムにおい

てスピーチを行いました。胡は、情報技術の

発達によりグローバル企業とローカル企業

の境がなくなりつつある今日のビジネス環

境において、ファーウェイがグローバリゼー

ションとローカリゼーションを同時に進め、世

界中の優れたリソースを統合したグローバ

ル・バリュー・チェーンの構築と、各国地域で

実現されたイノベーションの価値を世界規

模で最大化する取り組みを進めていること

を述べました。

2014年 4月  3日

2014年 4月29日

2014年 4月29日

2014年 5月  4日

2014年 5月12日

2014年 5月29日

その他の主なニュース
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※1人民元＝17.31円で換算（2013年12月31日現在）

LGユープラスのネットワーク戦略ユニット バイス・プレジデ
ントのクォン・ジュンヒョク氏（左）とファーウェイのLTEワイ
ヤレス・ネットワーク部門プレジデント王軍（ウィリアム・ワン）
（写真提供： グローバル・テレコム・ビジネス デビー・ロウ氏）

ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。
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となって運営する未来のインターネット技術
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次の波」と題した講演において、デジタル世

界と現実世界が融合した新たな社会におけ

るICTの役割と、ファーウェイのビジョンにつ
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が主催する東日本大震災被災地応援プロ
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に協賛します。このイベントは、被災地の課

題を自分たちの力で解決しようという東北の

中学生と、その取り組みを応援する東京の

中学生がともに東京都内を走り、復興への

思いをひとつにするというものです。昨年に
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宮古市崎山にオープンした『震災メモリア

ルパーク中の浜』で、開園を記念した植樹イ

ベントに参加しました。震災メモリアルパーク

中の浜は、津波で大きな被害を受けたキャン

プ場を、環境省が震災の記憶を伝える公園

として整備したものです。同省主催の開園

式典の後、ファーウェイ・ジャパンも会員であ

る経団連自然保護協議会の主催により、園

内で記念植樹が行われました。植樹には当

社社員を含む同協議会の会員と地元の子

どもたちがボランティアとして参加し、岩手県

内で採取された400本あまりの苗木を植え

ました。東日本大震災被災地の復興支援は

ファーウェイ・ジャパンの主要なCSR活動の

ひとつです。今後もさまざまな形で復興に寄

与する活動を継続的に行っていきます。 

 

　東京大学で開催された『CFI 2014（In-

ternational Conference on Future Inter-

net Technologies）』において、ファーウェイ・

　一般財団法人『日中経済協会』に中国

企業初の会員として加盟しました。日中経済

協会は、1972年の設立以来、経済団体連

合会をはじめとする産業界・経済界を中心

に、日中の経済交流の促進を図る活動を活

発に行っています。ファーウェイ・ジャパンは

グローバル・ビジネスの時代における日中の

新しい関係構築に寄与するべく、今後の協

会活動に積極的に参加していきます。

 

　ファーウェイ・ジャパンのデリバリー業務に

関する主要パートナー12社より、取締役、本

部長クラスの23名の方 を々深圳の本社に

お招きしました。深圳では松山湖エリアにあ

る生産ラインと本社キャンパス内の展示ホー

ルをご見学いただいたほか、本社のグローバ

ル・テクニカル・サービス部門、エンタープライ

ズ部門との交流会を開催。交流会では

ファーウェイ・ジャパンおよび本社各部門の

責任者がファーウェイのデリバリー業務体制

や協業方針などについてプレゼンテーション

を行い、参加されたパートナーの皆様と情報

を共有しました。ファーウェイの技術や製品、

今後の戦略に加え、パートナーとWin-Winの

関係構築を目指す姿勢について理解を深め

ていただくよい機会となりました。
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チャイナ・モバイル（中国移動）、LGユープラ

ス（韓国）、オプタス（オーストラリア）の3社

が、LTE分野におけるイノベーションを評価

され、「グローバル・テレコム・ビジネス・イノ

ベーション・アワード2014」を受賞しました。

　LGユープラスは、同社の商用LTEネット

ワーク上でHetNet（ヘテロジニアス・ネット

ワーク）とCA（キャリア・アグリゲーション）を
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は同社のLTE技術優先パートナーとして、マ

クロeNodeB、LTE-Aネットワーク向けスモー

ルセルなどの最先端のLTEソリューションを

提供。6月9日には、商用ネットワーク上で3

キャリアを束ねた世界初のCAのフィールド・

トライアルを共同で実施し、300Mbpsという
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入したCAにより160Mbpsを超える通信速度

を実現したことが評価されました。ファーウェイ

はCA対応の通信端末も提供しています。

　チャイナ・モバイルは、周波数帯域ごとにカ

バレッジ・パターン面を垂直・水平方向にリ

モートで調整するEasyBeamマルチバンド・
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20以上の省にこれを導入し、ネットワーク性能

を大幅に改善したことを評価されました。

　2013年度の監査後業績を発表し、過

去最高の売上高ならびに純利益を達成し

たことを明らかにしました。すべての事業部

門において好調な業績を実現した結果、全
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に達しました。
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LTE-Aネットワーク上で、携帯基地局の

RRU（Remote Radio Unit：無線ユニット）

とベースバンド・ユニッット（BBU）をCPRI

（Common Public Radio Interface）回

線でつないだバックホールにWDM/OTN

技術を活用し、LTE-Aバックホール技術に

おける飛躍的な進歩を世界に先駆けて実
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約でき、光ファイバー資源の節約とネット
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Cloud IMSソリューションが「Most Innovative 

Virtualised IMS Solution（最も革新的
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界中の優れたリソースを統合したグローバ
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2014年 4月  3日

2014年 4月29日

2014年 4月29日

2014年 5月  4日

2014年 5月12日

2014年 5月29日

その他の主なニュース

HUAWEI
Japan
Highlights

※1人民元＝17.31円で換算（2013年12月31日現在）

LGユープラスのネットワーク戦略ユニット バイス・プレジデ
ントのクォン・ジュンヒョク氏（左）とファーウェイのLTEワイ
ヤレス・ネットワーク部門プレジデント王軍（ウィリアム・ワン）
（写真提供： グローバル・テレコム・ビジネス デビー・ロウ氏）

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

ピープル
仕事を通じた社会貢献だけでなく、会社の外でも自分の力と時間を地域コミュニティに役立てたい――
今回のファーウェイ・ピープルでは、そんな思いでボランティア活動を続けている2人の社員をご紹介します。
誰かのためにすることが自分自身の気づきや成長にもなるという経験が、
活動を続けていくやりがいとなっているようです。

　2011年10月に初めて被災地の宮城

県気仙沼市大島を訪れ瓦礫の撤去など

をお手伝いしました。震災から半年経って

いましたが、至るところに津波の爪跡が無

残に残っていて、被害の大きさに圧倒され

ました。

　翌年5月には、古筝や琴などで中国の

音楽を演奏するチャリティ・コンサートを企

画し、収益をすべて大島に寄付しました。

2013年11月には「大島公民館祭り」の

企画もお手伝いしました。

　今後は現地の経済復興に継続的に役

立つようなビジネス・プランを考えようと、仲

間たちと話し合っています。中国からの投

資を募り、被災地の産業を活性化すること

で、双方がWin-Winとなるような橋渡しの

役割ができたらいいですね。

　大島にはご年配の方が多いのですが、

大きな被害を受けたにもかかわらず「復興

するぞ」というたいへん強い意志をお持ち

で、ふるさとを守ろうと一生懸命に復興に

取り組んでいました。また、ボランティア参

加者をとても温かく迎え入れ、信頼してくだ

さいました。皆さんとの交流から、どんなに困

難な状況でも心強く生きていく姿勢を学ん

だと同時に、自分にできることをしっかりと続

けて皆さんの信頼に応えていかなければと

感じました。

　被災地の皆さんは私たちが思っていた

よりずっと明るくて強さがありました。だから

こそ「支援される人たち」とは思われたく

ないようでしたので、私たちも「支援」では

なく、「応援」と表現することにしました。そし

て、島の皆さんといま一番必要なものはな

にかについて話し合い、力を合わせて復興

に向けた計画を立てました。このようにコ

ミュニケーションを取りながら一緒に活動し

ていくことが、被災地では求められているの

ではないかと思います。

　月に一度、知的障がい者の方 と々一緒

にバンドを組み、童謡や歌謡曲などを演奏し

ています。支援という感覚はなく、一緒に

　初めて日本でボランティア活動をしたの

は大学生のときで、近隣の小学校やろう学

校で子どもたちと交流するというものでし

た。地元の人とのコミュニケーションを通じ

て、日本という国や人々についてもっと理

解したいという気持ちがありました。

　2011年3月の東日本大震災は東京で

経験しましたが、来日して10年ほどの間に

たくさんの日本の方たちに助けてもらってき

たので、その恩返しとして何かしなければと

感じ、中国出身の知り合いがNPOを通じ

て企画した被災地でのボランティア・プロ

ジェクトに参加しました。

楽しさを表現してくれます。一度体験すると、

この合奏の楽しさはやめられません。

　それまでは知的障がいのある方とのお付

き合いもなかったので、どういう人たちなのだ

ろう? 一緒に演奏するとどういう音楽になる

んだろう? という程度の気持ちだったのです

が、実際に一緒に演奏し、素直な心というも

のがどんなものだったのかを思い出すことが

できました。最初のうちは人見知りしていた

メンバーが、何度も顔を合わせるにつれて私

を名前で呼んでくれるようになり、続けること

は大切だな、と実感しました。もともと人を

リードすることに苦手意識があったのです

が、この活動を通じて少しずつ自分のリー

ダーシップが向上しているようにも感じます。

　「難しいことをしない。強要しない。求めな

い。自分でやってみせる。まず自分が楽しん

でみせる。本物の楽器を自由にさわってもら

う」といったことです。地域のイベントなどで

演奏を発表する機会もありましたが、最初

に目標の曲を決めるのではなく、日頃から演

奏する中で「この曲はみんなの音がうまく重

なって楽しめるね」と自然に何度も演奏を

続け、結果としてその曲を披露する、という

方法で進めました。楽器の演奏も、無理せ

ずできる範囲で楽しむようにしています。「こ

うするべき」と構えずに、いまできることをい

ま楽しむうちに、その結果が次へとつながる

のだと思います。

　今回ご紹介した2人のように従業員がそ
れぞれの関心と熱意からボランティア活動
を行っているほか、ファーウェイ・ジャパンで
は会社としても従業員の社会貢献活動を
推進し、責任ある企業市民として日本の地
域社会に寄与することを目指しています。
その一環として、さまざまなバックグラウンド
を持つ従業員が働くファーウェイ・ジャパン
の強みを生かし、日本社会のダイバーシ
ティを促進することを目標に、NPO法人
『多文化共生センター東京』の活動をサ
ポートしています。日本で生活する外国に
ルーツを持つ子どもたちの学習を支援する
ボランティアに加え、社内チャリティー・バ
ザーの売上を寄付するといった活動を行っ
ています。

桂 翌竹（グイ・イージュ）
通信事業者ネットワーク事業本部
統括事業本部長アシスタント

遼寧省瀋陽市出身。2002年に大学留学の
ため来日し、国際経済政策で修士号を取得。
旅行・観光業界で海外から研修に訪れる参加
者に日本語やマナー、おもてなしのトレーニン
グを行う講師の仕事に就く。2012年に
ファーウェイ・ジャパンに入社。

被災地の皆さんの
信頼に応えたい
宮城県気仙沼市大島で
瓦礫撤去や音楽を通じた
交流ボランティアに参加

ボランティア活動に参加した
きっかけを教えてください

Q

どのような活動を
されているのですか。

Q

ボランティア活動を
するにあたりなにか特別に
心がけていることがありますか？

Q

ボランティア活動で得たことは？Q

ボランティア活動で得たことは？Q

心がけていることはありますか？Q

高雄 宏治（たかお こうじ）
デリバリー＆サービス事業本部
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

神奈川県出身。通信機器メーカーでのエンジ
ニア職を経て、2011年にファーウェイ・ジャ
パンに入社。高校時代から吹奏楽部でコント
ラバスを演奏し、社会人になってしばらく楽
器から遠のいたものの、10年ほど前に再開、
趣味として演奏を続けている。

音楽で心を開く
知的障がいのある方々と

バンド活動

演奏を楽しんでいる感じです。知的障がい

のある方は家庭の外で楽しめる場を持ちづ

らいようで、保護者の皆さんからはありがた

いと言っていただいています。

　会には、メンバーの障がい者の方6名と、

自分も含めたスタッフ6名ほど、あわせて約

12名が定期的に集まっています。メンバー

の年代は小学生から30代ぐらいまでと幅

広く、スタッフは社会人や定年退職した方

などです。

　以前、市民吹奏楽団に参加していたの

ですが、そこで指揮者をしていた方が知的

障がい者向け地域作業所の所長さんで、

「こんなバンドをやってみたいのだけれど参

加しない？」と誘われたのがきっかけです。当

時は職場でのコミュニケーションに疲れて

いたり、吹奏楽団でも活動の方向性をめぐ

る議論があったりして、素直な気持ちで人と

交流できる場で、もっと単純に人と音を合わ

せることを楽しみたいと思っていたので、ふ

たつ返事で参加しました。2006年頃に始

めたので、当時小学生だったメンバーはいま

では高校生になっていますね。

　始めた当初は、とりあえず集まるだけでど

う進めればよいかわからず、勝手に楽器を鳴

らす人もいれば、ただ黙ったまま座っている

人もいました。なにしろ参加者のほとんどは

楽器の演奏が初めてだったのです。それで

も、ピアノの音を中心に、メンバーが太鼓の

音を重ね、スタッフらの楽器も加わり、と少し

ずつ合奏ができあがっていきました。私自身

はベースギターを演奏していますが、うまく

リードすると合奏が盛り上がり、みんなが

どのような活動を
されているのですか。

Q

やりがいを感じるのは
どういう時でしょうか?

Q

どんなきっかけで
参加されたのでしょうか？

Q

ベースギターで演奏をリード（写真右から2番目が本人）

多文化共生センター東京での
学習支援ボランティア
ファーウェイ・ジャパンの

CSR活動

ファーウェイ・ジャパンの
そのほかのCSR活動については、
小冊子「サステナビリティ・レター
～私たちができること」を
ご参照ください。

りん  ねん しょう しん よう    し

31

社内チャリティー・バザー

子どもたちの学習を支援

/ JUL.2014
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障がい者向け地域作業所の所長さんで、

「こんなバンドをやってみたいのだけれど参

加しない？」と誘われたのがきっかけです。当

時は職場でのコミュニケーションに疲れて

いたり、吹奏楽団でも活動の方向性をめぐ

る議論があったりして、素直な気持ちで人と

交流できる場で、もっと単純に人と音を合わ

せることを楽しみたいと思っていたので、ふ

たつ返事で参加しました。2006年頃に始

めたので、当時小学生だったメンバーはいま

では高校生になっていますね。

　始めた当初は、とりあえず集まるだけでど

う進めればよいかわからず、勝手に楽器を鳴

らす人もいれば、ただ黙ったまま座っている

人もいました。なにしろ参加者のほとんどは

楽器の演奏が初めてだったのです。それで

も、ピアノの音を中心に、メンバーが太鼓の

音を重ね、スタッフらの楽器も加わり、と少し

ずつ合奏ができあがっていきました。私自身

はベースギターを演奏していますが、うまく

リードすると合奏が盛り上がり、みんなが

どのような活動を
されているのですか。

Q

やりがいを感じるのは
どういう時でしょうか?

Q

どんなきっかけで
参加されたのでしょうか？

Q

ベースギターで演奏をリード（写真右から2番目が本人）

多文化共生センター東京での
学習支援ボランティア
ファーウェイ・ジャパンの

CSR活動

ファーウェイ・ジャパンの
そのほかのCSR活動については、
小冊子「サステナビリティ・レター
～私たちができること」を
ご参照ください。

りん  ねん しょう しん よう    し
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　北京の大学に進学し、卒業後に郵電部

（現在の信息産業部）管轄の研究所に配属

されました（注：中国では1996年まで、政府

が学生を包括的に募集し、学費・生活費を

提供、卒業後に就職先に配属するという「統

包統配」の就学・就業制度を採用してい

た）。1980年代後半の中国では、電気通信

インフラの整備がまだ進んでおらず、特に地

方の小都市や農村での通信環境は劣悪で

した。4年にわたりチームで小型交換機の開

発に没頭し、交換機の設置により情報の流

通が活発化して、町や村の発展に微力なが

らも貢献できたことに達成感を味わいました。

　やりがいのある仕事でしたが、しだいに世

界最先端の通信技術を持つ日本で知識と

スキルを磨きたいと考えるようになりました。

研究職は成果主義でいわゆる「高給取り」で

したから、両親は大反対でしたが、なんとか

My Home Town in China

　北緯45度に位置する哈爾浜（ハルビン）

は、北海道稚内市とほぼ同じ緯度にありま

す。冬になると、気温が零下20度まで下がる

日が続き、毎年、雪祭りならぬ氷祭りが開催

されるため、「氷城」（氷の都）の愛称を持っ

ています。また、北側はロシアと接しているた

め、西洋文化の影響を強く受け、街に欧風の

建物が多く点在し、「東のモスクワ」「東の小

パリ」とも呼ばれています。

　またハルビンには、1900年にロシア人が

設立した中国最古のビール会社であり、現

在国内シェア第4位の「ハルビンビール」が

あります。「青島（チンタオ）ビール」同様、世

界ブランドの中国産「地ビール」のひとつで、

ハルビン名物、ニンニクの利いた紅腸（ソー

セージ）にもぴったりです。また、大列巴（ダー

リェバー）と呼ばれるロシア風の大きなパン

も、ハルビンでしか味わえない故郷の味です。

説得し、希望と不安と全財産を携えて来日。

奨学金で横浜国立大学の大学院に通い、

修了後、NTTドコモに入社しました。

　日本ではちょうど携帯電話が普及し始めた

頃で、プロジェクトの一員としてW-CDMAの

標準化推進に携わることができたのは貴重

な経験でした。1999年、ドコモが『iモード』の

提供を開始し、世界の注目を集めたときは、

情報通信技術の革新と普及が社会や人々

の暮らしにもたらす影響力をあらためて実感。

技術者としても、ビジネスパーソンとしても、大

きく成長できた8年間でした。

　いったん北京に戻りモバイル・コンテンツ・

サービスの事業に関わった後、縁あって

2011年にファーウェイ・ジャパンに入社し、日

本で出会った北京出身の妻と小学生の息

子を中国に残し、単身で再来日しました。

　私が郵電部で交換機を開発していたのと

同時期にできたファーウェイは、当時はほとん

ど知られていない零細企業でしたが、いまでは

業界のリーダーとなるまでに成長しています。

ファーウェイの成長を支えてきた高い技術力

とお客様志向の姿勢によって、日本市場でも

数多くの貢献ができると実感しています。日

本と中国の両方で通信業界に長く身を置い

てきた経験を生かして、ファーウェイが日本市

場によりいっそう貢献していけるよう、双方の

架け橋となることが私の目標です。
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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。

西洋文化の影響を受ける「氷城」の街

黒龍江省哈爾浜市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（ワン・クーフェイ）王 克非

「人々の暮らしを豊かにする」
通信の力を実感

年間平均気温
わずか4度の「氷城」

日本市場への貢献のために

電気通信の名門として知られる北京郵電大学を卒業後、日本の郵政省にあたる郵電部（現・
信息産業部）に就職。1992年に来日し、横浜国立大学の河野研究室で電子工学の修士号
を取得後、1996年、NTTドコモが採用した初の外国人社員3名のうちの1人として入社。在
籍中、マサチューセッツ工科大学でMBA（経営学修士）を取得。IT企業の経営参加や起業を
経て、2011年にファーウェイ・ジャパンに入社。趣味のゴルフは自己ベスト76を誇る腕前。

ハルビン氷祭り

こく    りゅう    こう    しょう     は       る      びん

中国の住宅事情 高価格でも高需要、
大学卒業と同時に家を買う「卒家」族も

■北京、上海、深圳、東京の平均住宅価格と面積
北京、上海、深圳：2014年5月現在、Cityre（http://www.cityre.cn/）の「全国都市住宅価格リスト」
「全国都市住宅面積リスト」より算出、1人民元16.3円換算
東京：住宅金融支援機構『2013 年度フラット35利用者調査報告』の「マンションの戸当たり床面積」
「マンションの戸当たり住宅価格（購入価格）」より算出

■初めて住宅を購入した年齢
中国：網易房産（house.163.com）オンライン調査（2012年）より
日本：国土交通省住宅局『平成24年度住宅市場動向調査報告書』より

　経済成長にともない急速に拡大を続けて
きた中国の不動産市場。ここ最近は減速気
味ではあるが、それでも大都市の不動産価
格は世界的に見ても高水準を保っている。
　広大な国土を持つ中国では、都市部で
あっても住宅面積は東京と比べるとかなり広
い。そのため、平米あたりで見れば東京より
安いものの、1戸あたりの購入価格は高額と

なっている。また、高級感ある高層の集合住
宅が人気だ。
　中国では男性は持ち家やマンションを所
有していないと結婚できないという風潮があ
り、高価格ながら購入需要は高い。上のグラ
フと同じ網易房産のオンライン調査では、回
答者の84%が住宅購入の理由は「結婚す
るため」と答えている。20代で住宅を購入する

人も多く、大学を卒業すると同時に家を買う
人たちを称して「畢房族（ビーファンズゥ）」
（畢は「卒業」、房は「家」の意）という言葉も
生まれた。同時に、こうした風潮にプレッ
シャーを感じながらも、高騰する住宅価格のた
めに家が買えない→結婚できない、という若
者も増えており、結婚年齢の上昇にもつな
がっている。

※北京／3万7,541元（約61万1,918円）/㎡　上海／3万176元（49万1,869円）/㎡
　深圳／2万6,232元（約42万7,582円）/㎡　東京／68万383円/㎡

　中華文化圏では、旧暦の7月を「鬼月

（que yue, クェユェ）」と呼ぶ。7月1日を境

目に、死者の世界である陰府の玄関にあた

る鬼門（鬼門関ともいう）が開き、陰府から

先祖などの霊（鬼、ゴーストとも呼ばれる）が

陽府、つまりこの世に舞い戻り、巷を徘徊

する月とされている。鬼たちがもっとも多く出

回っているのは、ちょうど日本の旧盆にあた

る旧暦7月14日であり、この日を「盂蘭盆」

あるいは「中元節」と呼ぶ。

　西洋ではゴーストが墓から戻ってくるの

は秋の収穫時期のハロウィン1日だけなの

に対し、東洋の鬼は俗世間に1か月も居座

る。期間中、中華文化圏ではいたるところ

にいる鬼を刺激しないようにと、人々は婚

礼、転居、転職、手術や旅行などの行事を

控えようとする。さらに、鬼月に川や海に

入ると、再び人間に生まれ変わろうとする

「水鬼」に足を引っ張られ、溺れさせられる

という言い伝えもあり、井戸に近づくことさ

えためらう人もいる。また、鬼の中でも、生

前、強欲で嫉妬深く、あさましい行為を重

ねてきた「餓鬼」がもっとも厄介者とされ、

恐れられている。

　民間では、特に広東省、福建省、台湾、

香港、さらにシンガポールやマレーシアと

いった華人が多くいる南洋の国で、鬼月を

平穏無事に過ごすための守りごとが行わ

れている。行事や水を避けること以外に

も、夜に口笛を吹くこと（鬼を呼び寄せると

される）、新居を買うこと（鬼が棲みつきや

すい）、夜に洗濯物を干すこと（鬼に持って

行かれる）なども禁物とされる。期間中は祭

壇にごちそうを用意し、銀紙（陰府の国の

お金）を燃やして鬼たちを供養することを

怠ってはならない。

　今年の鬼月は、西暦7月27日～8月24

日。鬼門が開く日に向けて、そろそろ鬼を迎

える準備を始める時季になってきた。

「鬼月」にご用心？Kaleidoscope 異文化の万華鏡

よ  み

う   ら   ぼん

香港では先祖供養のための「盂蘭勝会」と呼ばれるお祭
り（写真）のほか、鬼たちのために道端で紙製のお金や衣
服などを燃やす「焼街衣」という行事も行われ、街中が独
特の雰囲気に包まれる

ヨーロッパ風の街並み

左：ハルビンビール　右上：紅腸　右下：大列巴

ＮＴＴグループ事業本部　第一営業部部長

北京
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　北京の大学に進学し、卒業後に郵電部

（現在の信息産業部）管轄の研究所に配属

されました（注：中国では1996年まで、政府

が学生を包括的に募集し、学費・生活費を

提供、卒業後に就職先に配属するという「統

包統配」の就学・就業制度を採用してい

た）。1980年代後半の中国では、電気通信

インフラの整備がまだ進んでおらず、特に地

方の小都市や農村での通信環境は劣悪で

した。4年にわたりチームで小型交換機の開

発に没頭し、交換機の設置により情報の流

通が活発化して、町や村の発展に微力なが

らも貢献できたことに達成感を味わいました。

　やりがいのある仕事でしたが、しだいに世

界最先端の通信技術を持つ日本で知識と

スキルを磨きたいと考えるようになりました。

研究職は成果主義でいわゆる「高給取り」で

したから、両親は大反対でしたが、なんとか

My Home Town in China

　北緯45度に位置する哈爾浜（ハルビン）

は、北海道稚内市とほぼ同じ緯度にありま

す。冬になると、気温が零下20度まで下がる

日が続き、毎年、雪祭りならぬ氷祭りが開催

されるため、「氷城」（氷の都）の愛称を持っ

ています。また、北側はロシアと接しているた

め、西洋文化の影響を強く受け、街に欧風の

建物が多く点在し、「東のモスクワ」「東の小

パリ」とも呼ばれています。

　またハルビンには、1900年にロシア人が

設立した中国最古のビール会社であり、現

在国内シェア第4位の「ハルビンビール」が

あります。「青島（チンタオ）ビール」同様、世

界ブランドの中国産「地ビール」のひとつで、

ハルビン名物、ニンニクの利いた紅腸（ソー

セージ）にもぴったりです。また、大列巴（ダー

リェバー）と呼ばれるロシア風の大きなパン

も、ハルビンでしか味わえない故郷の味です。

説得し、希望と不安と全財産を携えて来日。

奨学金で横浜国立大学の大学院に通い、

修了後、NTTドコモに入社しました。

　日本ではちょうど携帯電話が普及し始めた

頃で、プロジェクトの一員としてW-CDMAの

標準化推進に携わることができたのは貴重

な経験でした。1999年、ドコモが『iモード』の

提供を開始し、世界の注目を集めたときは、

情報通信技術の革新と普及が社会や人々

の暮らしにもたらす影響力をあらためて実感。

技術者としても、ビジネスパーソンとしても、大

きく成長できた8年間でした。

　いったん北京に戻りモバイル・コンテンツ・

サービスの事業に関わった後、縁あって

2011年にファーウェイ・ジャパンに入社し、日

本で出会った北京出身の妻と小学生の息

子を中国に残し、単身で再来日しました。

　私が郵電部で交換機を開発していたのと

同時期にできたファーウェイは、当時はほとん

ど知られていない零細企業でしたが、いまでは

業界のリーダーとなるまでに成長しています。

ファーウェイの成長を支えてきた高い技術力

とお客様志向の姿勢によって、日本市場でも

数多くの貢献ができると実感しています。日

本と中国の両方で通信業界に長く身を置い

てきた経験を生かして、ファーウェイが日本市

場によりいっそう貢献していけるよう、双方の

架け橋となることが私の目標です。
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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。

西洋文化の影響を受ける「氷城」の街

黒龍江省哈爾浜市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（ワン・クーフェイ）王 克非

「人々の暮らしを豊かにする」
通信の力を実感

年間平均気温
わずか4度の「氷城」

日本市場への貢献のために

電気通信の名門として知られる北京郵電大学を卒業後、日本の郵政省にあたる郵電部（現・
信息産業部）に就職。1992年に来日し、横浜国立大学の河野研究室で電子工学の修士号
を取得後、1996年、NTTドコモが採用した初の外国人社員3名のうちの1人として入社。在
籍中、マサチューセッツ工科大学でMBA（経営学修士）を取得。IT企業の経営参加や起業を
経て、2011年にファーウェイ・ジャパンに入社。趣味のゴルフは自己ベスト76を誇る腕前。

ハルビン氷祭り

こく    りゅう    こう    しょう     は       る      びん

中国の住宅事情 高価格でも高需要、
大学卒業と同時に家を買う「卒家」族も

■北京、上海、深圳、東京の平均住宅価格と面積
北京、上海、深圳：2014年5月現在、Cityre（http://www.cityre.cn/）の「全国都市住宅価格リスト」
「全国都市住宅面積リスト」より算出、1人民元16.3円換算
東京：住宅金融支援機構『2013 年度フラット35利用者調査報告』の「マンションの戸当たり床面積」
「マンションの戸当たり住宅価格（購入価格）」より算出

■初めて住宅を購入した年齢
中国：網易房産（house.163.com）オンライン調査（2012年）より
日本：国土交通省住宅局『平成24年度住宅市場動向調査報告書』より

　経済成長にともない急速に拡大を続けて
きた中国の不動産市場。ここ最近は減速気
味ではあるが、それでも大都市の不動産価
格は世界的に見ても高水準を保っている。
　広大な国土を持つ中国では、都市部で
あっても住宅面積は東京と比べるとかなり広
い。そのため、平米あたりで見れば東京より
安いものの、1戸あたりの購入価格は高額と

なっている。また、高級感ある高層の集合住
宅が人気だ。
　中国では男性は持ち家やマンションを所
有していないと結婚できないという風潮があ
り、高価格ながら購入需要は高い。上のグラ
フと同じ網易房産のオンライン調査では、回
答者の84%が住宅購入の理由は「結婚す
るため」と答えている。20代で住宅を購入する

人も多く、大学を卒業すると同時に家を買う
人たちを称して「畢房族（ビーファンズゥ）」
（畢は「卒業」、房は「家」の意）という言葉も
生まれた。同時に、こうした風潮にプレッ
シャーを感じながらも、高騰する住宅価格のた
めに家が買えない→結婚できない、という若
者も増えており、結婚年齢の上昇にもつな
がっている。

※北京／3万7,541元（約61万1,918円）/㎡　上海／3万176元（49万1,869円）/㎡
　深圳／2万6,232元（約42万7,582円）/㎡　東京／68万383円/㎡

　中華文化圏では、旧暦の7月を「鬼月

（que yue, クェユェ）」と呼ぶ。7月1日を境

目に、死者の世界である陰府の玄関にあた

る鬼門（鬼門関ともいう）が開き、陰府から

先祖などの霊（鬼、ゴーストとも呼ばれる）が

陽府、つまりこの世に舞い戻り、巷を徘徊

する月とされている。鬼たちがもっとも多く出

回っているのは、ちょうど日本の旧盆にあた

る旧暦7月14日であり、この日を「盂蘭盆」

あるいは「中元節」と呼ぶ。

　西洋ではゴーストが墓から戻ってくるの

は秋の収穫時期のハロウィン1日だけなの

に対し、東洋の鬼は俗世間に1か月も居座

る。期間中、中華文化圏ではいたるところ

にいる鬼を刺激しないようにと、人々は婚

礼、転居、転職、手術や旅行などの行事を

控えようとする。さらに、鬼月に川や海に

入ると、再び人間に生まれ変わろうとする

「水鬼」に足を引っ張られ、溺れさせられる

という言い伝えもあり、井戸に近づくことさ

えためらう人もいる。また、鬼の中でも、生

前、強欲で嫉妬深く、あさましい行為を重

ねてきた「餓鬼」がもっとも厄介者とされ、

恐れられている。

　民間では、特に広東省、福建省、台湾、

香港、さらにシンガポールやマレーシアと

いった華人が多くいる南洋の国で、鬼月を

平穏無事に過ごすための守りごとが行わ

れている。行事や水を避けること以外に

も、夜に口笛を吹くこと（鬼を呼び寄せると

される）、新居を買うこと（鬼が棲みつきや

すい）、夜に洗濯物を干すこと（鬼に持って

行かれる）なども禁物とされる。期間中は祭

壇にごちそうを用意し、銀紙（陰府の国の

お金）を燃やして鬼たちを供養することを

怠ってはならない。

　今年の鬼月は、西暦7月27日～8月24

日。鬼門が開く日に向けて、そろそろ鬼を迎

える準備を始める時季になってきた。

「鬼月」にご用心？Kaleidoscope 異文化の万華鏡

よ  み

う   ら   ぼん

香港では先祖供養のための「盂蘭勝会」と呼ばれるお祭
り（写真）のほか、鬼たちのために道端で紙製のお金や衣
服などを燃やす「焼街衣」という行事も行われ、街中が独
特の雰囲気に包まれる

ヨーロッパ風の街並み

左：ハルビンビール　右上：紅腸　右下：大列巴

ＮＴＴグループ事業本部　第一営業部部長
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