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世界最高クラスの性能と品質を追求した高拡張性2Uハイエンドサーバ。
最新プロセッサ Intel® Xeon® E5-2600 v3 搭載により
CPU性能強化と省電力機能強化の両立を実現しました。

RH2288 V3-25S RH2288 V3-12LRH2288 V3-8S

信頼のパフォーマンス。柔軟な拡張性。

Intel® Xeon® E5-2600 ｖ3はハイパフォーマンス・コンピューティング、
仮想化プラットフォームはもちろんのこと、あらゆるワークロードに最適です。

1台のサーバで64TBのストレージを収容できます。
ファイルサーバを含め、すべての業務をこの1台で！

Intel、インテル、Intelロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。記載事項は2014年12月現在のものです。

柔軟な構成であらゆるニーズに適用可能

HUAWEI FusionServer

RH2288 V3

PCIe SSDカード ES3000を2枚まで搭載可能です。
フラッシュによる卓越したIOパフォーマンスはアプリケーション性能を劇的に加速化します。

GPGPUも搭載可能です。
ハイパフォーマンス・コンピューティングを徹底的に追求したプラットフォームも構築できます。

最先端のハイパフォーマンス！

大容量ストレージとしても！

IOボトルネックを極限まで排除！

エッジの効いたシステムにも！

MAX   2 CPU

MAX   64TB Storage

MAX   2 ES3000

MAX   2 GPGPU

Feature Story

最先端の韓国市場をLTEで牽引する
LGユープラス

Voice From Operators

進化するソニーの4K
ウルトラブロードバンドで
加速する脅威の映像体験

Voice From Industry

BETTER CONNECTED WORLD 
ICTが変える未来
世界接続性指標から探る「より“つながった世界”」の可能性

HUAWAVE 16 ／ H1.4　（2014. 12. 16）



/ JAN. 2015 01

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
株式会社 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16号
2015年1月15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。

　新たな1年の始まりに際し、新春のお
慶びをお祝い申し上げるとともに、皆様
にご報告させていただきたいことがござ
います。
　2月1日付で、私はファーウェイ・ジャパン
代表取締役社長の職を退き、後任に代表
取締役副社長 王剣峰（ジェフ・ワン）が就
任することとなりました。この場を借りて、
皆様からの長年のご支持に心より深謝申
し上げます。
　ファーウェイ日本法人の立ち上げのた
めに2005年に来日してからのこの10年
間をあらためて振り返ると、万感の思いが
こみ上げ、感謝の念に堪えません。皆様の

ご愛顧のおかげで、ファーウェイ・ジャパン
の事業規模は従業員10名足らずから700

名近くまで成長しました。その間、皆様か
らいただいた多くの叱咤激励で、私は幾
多もの困難を乗り越えることができまし
た。とりわけ印象深かったのは、2011年の
東日本大震災です。従業員一丸となって
お客様とともに被災地での通信障害の復
旧に努め、社会のライフラインを担う通信
事業の重みを痛感する体験となりました。
言うまでもなく、ファーウェイ・ジャパンの
成長は、私自身の成長でもありました。
　ファーウェイにとって、日本は最も重要な
市場のひとつです。ファーウェイ・ジャパン

は次の10年も、現地社会により深く根ざ
し、日本のICT業界に価値を創出する企
業として、産官学にわたってより広範な
協業関係を構築してまいります。今後は
ファーウェイ・ジャパン代表取締役会長
として、引き続き社員とともにステークホ
ルダーの皆様からの厚いご信頼にお応
えするよう尽力し、また、昨年5月より兼
任となった本社法人向け事業グループ
総裁として、同事業のグローバル展開に
努めてまいる所存です。
　新社長の王とともに、これからも一層
のご支援ならびにご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

　この度、ファーウェイ・ジャパン代表
取締役社長に就任することとなりました
王剣峰でございます。世界の通信技術の
革新をリードする日本の皆様とともに、
ICT産業のさらなる発展に向けた課題に
取り組む機会をいただき、大変光栄に思
います。また、本年設立10周年を迎える
日本法人の舵取りという重責を実感し、
皆様のご期待にお応えできるよう精進し
てまいる所存です。
　2020年に東京五輪が再びやってくる
日本では、「ICT利活用の推進」が成長戦
略に位置づけられています。総務省はICT

を活用してさまざまなモノやサービスをつ
なげることで新たなイノベーションを創出
することをビジョンとして掲げ、日本経済

の成長ならびに国際社会への貢献に多
角的な取り組みを行っています。ファー
ウェイも「通信技術を通じて人々の暮らし
を豊かに」を企業理念に、革新的な技術
の研究開発に日々精励し、通信という社
会の根幹となるインフラを支えるととも
に、行政、教育、医療や災害対策といった
さまざまな分野への応用を視野に入れた
製品やサービスを提供することで、豊か
な社会の発展と産業の活性化に寄与す
べく尽力しております。今後も、弊社の専
門性とグローバルな実績を生かし、日本
の成長戦略の一端を担うことができれば
幸いです。
　ファーウェイ・ジャパンの次の10年に
向けて、これからも引き続き顧客経験

価値の向上、そして「より“つながった”世
界」の実現に注力してまいります。皆様の
忌憚なきご助言とご指導を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。
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このたび、2015年2月1日付で

ファーウェイ・ジャパン代表取締役社長 閻力大（エン・リダ）が退任し、代表取締役会長に就任するとともに、

代表取締役副社長 王剣峰（ジェフ・ワン）が社長に就任することとなりました。

『HuaWave』読者の皆様に、現社長・新社長よりごあいさつと御礼を申し上げます。

退任のごあいさつ

就任のごあいさつ

2001年にエンジニアとしてファーウェイに入社、
2006年からCDMA・WiMAX製品の営業・マーケ
ティング担当ディレクターとしてヨーロッパ全域を
担当。2008年にファーウェイ・ルーマニアの代表者
に就任し、同国におけるファーウェイの事業を4年
間にわたり統括する。その後、中央・北ヨーロッパ
地域の事業開発・マーケティング担当バイス・プレ
ジデントを経て、2013年11月にファーウェイ・ジャ
パンに赴任。2014年8月よりファーウェイ・ジャパン
代表取締役副社長に就任し、日本における通信事
業者向けネットワーク事業の責任者として事業開
発および運営全般に関する責任を担う。

王剣峰（ジェフ・ワン）　略歴

ワン　　ジェン   フォン
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BETTER CONNECTED WORLD
世界接続性指標から探る「より“つながった”世界」の可能性

ICTが
変える未来

各国の接続性指標から見る「より“つながった”国」
Better Connected Countries
接続性の現状と今後の発展の見込みは、国によってどれだけ違いがあるのでしょうか。
今回の調査では、経済と人口の規模、地理を考慮して選定した
25か国（GDPベースで世界全体の78％、人口ベースで68％に相当）を対象に、
「現在の接続性」と「成長可能性」の2側面を16の項目（下表参照）で測定し、国別の接続性指標を算出しました。
「現在の接続性」は通信サービスの普及率や料金、通信量、速度、通信への投資など、
「成長可能性」は通信サービスの契約増加率とその予測値、ナショナル・ブロードバンド計画などを測定しています。

①インターネット・ユーザー1人あたりの国際接続通信量
②通信への投資がGDPに占める割合
③インターネット・ユーザー1人あたりのIPアドレス数
④規制当局によるQoS（Quality of Service）規制の度合い
　（音声通信、データ通信、固定通信、モバイル通信のQoSをどの機関がどれだけ監視しているかを評定）
⑤固定ブロードバンドのサービス料金（加入者1人あたりの月間支出額が1人あたりのGDPに占める割合）
⑥モバイル・ブロードバンドのサービス料金（データ通信利用者1人あたりの月間データ通信費が、1人
あたりのGDPに占める割合。ただしSMSを除く）

⑦ブロードバンドの下り平均速度（回線速度計測サービスOoklaによる各国のサンプル世帯のテスト結果）
⑧固定ブロードバンド普及率（固定ブロードバンド加入者が全世帯数に占める割合）
⑨モバイル・ブロードバンド普及率（モバイル通信契約数の全人口に対する割合）
⑩スマートフォン契約数
⑪アプリ・ダウンロード数

⑫モバイル・ブロードバンド契約の増加率
（2011～2018年）
⑬スマートフォン契約の増加率
　（2012～2017年）
⑭ナショナル・ブロードバンド計画（計画
の有無、スケジューリング、進捗、事業
予算を評定）

⑮インターネット・ユーザー1人あたりのIP
アドレス数の増加率（2012～2014年）

⑯アプリ・ダウンロードの増加率
　（2011～2018年）

「現在の接続性」の測定項目 「成長可能性」の測定項目

図2  各国の「現在の接続性」「成長可能性」スコア（5分位で表示）図1  国別の接続性指標ランキング

現在の接続性 成長可能性
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　2025年までに、ネットワークへの接続は1,000億に、スマート
フォンの契約数は80億に達すると見込まれています。65億の人々
と、数百億のデバイスがつながる世界がやってくるのです。
　接続することによって、国や企業、個人がさまざまな可能性を
追求できる「より“つながった”世界」。そうした世界がやってくる
のをただ待つだけではなく、その実現に向けて貢献していきた
い、とファーウェイは考えます。
　たとえばゴルフなら、つながったクラブが上達のためのコーチの
役割を果たしてくれるでしょう。つながった車が走行データを蓄
積してくれれば、月々の自動車保険料が安くなるかもしれません。
ピアノの発表会の日にお父さんが出張中でも、つながっていれば
娘の晴れ姿を見ることができます。こうしたイノベーションはほん
の始まりにすぎず、物理的な世界とデジタル世界の融合は、各分
野でますます進んでいきます。
　カメラやセンサー、ネットワークがいつでもどこにでもあることで、
サイバースペース上でよりリアルな現実世界を体験できるように

なっています。世界中の動向を知ること、データを集めて分析す
ること、理解を深めて予測することがこれまで以上に簡単になり、
知識の共有や調査研究、起業などのハードルが下がっています。
リスク・コントロールがしやすくなることで、グローバル経済の活
性化にもつながるでしょう。コストカットによって利益を生むこと
を目指してきた企業も、ビジネスを通じてビジョンを実現するとい
う本来あるべき姿を取り戻せるようになるのです。「より“つながっ
た”世界」がもたらすチャンスは、無限に広がっています。
　こうした未来を見据える取り組みとして、ファーウェイは2014

年9月、世界接続性指標（Global Connectivity Index）を発表
しました。これは、世界25か国と10の業界を対象に、「接続性＝
“つながる”こと」をどれだけ実現し、その向上にどれだけ注力して
いるのかを数値化したものです。今号のFeature Storyでは、
国別・業界別の世界接続性指標を通して、世界、日本、各業界で
“つながる”ことの可能性が現在どう開花しているのかをご紹介
し、その促進にICTが果たす役割を探ります。

Feature Story

HUAWAVE 16 ／ P02.03　（2014. 12. 17）
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ようなモバイル・インターネットの拡大に
よって、早い段階で高度なモバイル環境
が発展し、LTEへの移行も迅速に進んで
います。今回の調査でも、日本はモバイ
ル・ブロードバンド普及率が109.69％で
第1位、固定ブロードバンドの下り速度が
韓国に次いで2位となっており、インフラ
の整備という面では世界的に見ても進ん
でいることが示されています。

　一方、モバイル・ブロードバンドのサー
ビス料金は他国と比べて高いという結果
が出ていますが、これは現在総務省でも
課題とされているところで、SIMロックの
解除やMVNOの参入促進といった取り組
みが行われています。市場をより開放し、
競争を促進するためには、このような政府
のリーダーシップによる環境づくりが不可
欠です。

　今後の成長という点では、日本はイン
フラは整っているものの、ICTの利活用
という観点ではまだ十分ではなく、発
展の余地があると言えます。たとえば、
政府の重点政策である地方創生にお
いて、ICTでできることは多いでしょう。
現在、ブロードバンドの世帯カバー率
は地方でもかなり高いのですが、実際
にサービスを利用している世帯は半
分ほどしかありません。しかし、家庭で
の利用以外にも目を向ければ、インフ
ラをもっと活用する方法はたくさんあ
ります。
　徳島県神山町のサテライトオフィス
誘致の取り組みが好例です。山間部に
あり過疎化が進んでいた同町は、2004

年に総務省からの助成金によって町全
域に光ファイバー網を敷設し、数年前
から企業の誘致を始めました。いまでは
ICT企業を中心に複数の企業がサテラ
イトオフィスを構え、移住者の増加や現
地の人材雇用にもつながっています。同
じ徳島県の上勝町は、高齢者人材の活
用とICT導入で成功した「葉っぱビジネ
ス」で知られています。農業や観光など
その他の事業においても今後いっそう
利活用を推進することが必要です。

　産業振興のほかにICTの活用可能性
が高いのが教育分野です。総務省の
「フューチャースクール推進事業」と文部
科学省の「学びのイノベーション事業」で
は、教育現場に無線LANやタブレット、電
子黒板などのICT環境を整備しているほ
か、クラウド・プラットフォーム上での学習
コンテンツの共有も進められています。こ
うした取り組みは、学習の利便性向上に
加え、反転授業（自宅でオンライン教材を
使って学習し、授業では実習を行う）のよ
うな新たな学びの形の導入にもつながっ
ています。方法や程度はさまざまですが、
すでに全国の多くの学校で実践が始まっ
ており、教育のICT化は試行から運用へと
フェーズが変わりつつあると感じます。
　また、医療においては、高精細画像を用
いた遠隔診療などが実験的に行われてお
り、大病院ではICTを活用した情報化も
進んでいますが、地域医療における情報
化は今後の課題となっています。たとえば
在宅医療では、医師、看護師、薬剤師、ケ
アワーカーなど、さまざまな職種が患者と
関わりますが、こうした従事者間の情報共
有をICTで効率化することがもっと必要に

なってくるでしょう。しかし、保険の問題や
医療と介護の制度間の壁などもあり、導
入が遅れているのが現状です。行政のICT

化も同様で、地方自治体の行政管理をク
ラウドで一括化するという構想はあるもの
の、自治体ごとに異なる慣行に対応しな
ければならず、なかなか進んでいません。
日本のような先進国では、すでに既存の
体制が確立しているがゆえに、新しい技
術を取り入れるのが難しいという側面が
表れていると思います。
　ICTの利活用を促進する上では、2020

年の東京オリンピック開催が大きなきっ
かけになることが期待されます。海外から
の来訪者や障害を持つ方たちへのサポー
トを含め、利便性や安全性をICTで高める
方法は数多く考えられます。ただし、一過
性ではなく、将来的に利用され続け、発展
させていけるようなものにしなければなり
ません。2012年のロンドン・オリンピック
では市内にWi-Fiホットスポットを増やし
たり、スタジアムでスマートフォンを使っ
て飲食物をオーダーできるシステムを整
備したりする取り組みが見られましたが、
そうした事例に学び、長期的な視野に
立ったICT利活用を検討していくことが重
要でしょう。

　日本は2000年まではブロードバンド後
進国でしたが、IT基本法によって情報通
信ネットワークの整備が重点項目に掲げ
られ、事業者の努力と政策支援により
ADSLが急速に普及し、その後すぐに光へ
のシフトも始まりました。同時に、世界に先
駆けた3Gへの大規模な投資と、iモードの

国別の接続性指標において、日本は総合で世界第5位、「成長可能性」では先進
国中第1位という結果となりました。成熟している一方で、成長の可能性も高い
日本社会の接続性は、今後どのように発展していくのでしょうか。通信をはじめ
とするインフラの整備とICTの利活用が社会に与える影響を専門に研究されて
いる早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の三友仁志教授にお話をうかがい
ました。

モバイル・ブロードバンドの料金の安さ

No.1
（1人あたりGDPの1.7％）
固定ブロードバンドの普及率

No.1（91％）
※UFB（Ultra-Fast Broadband）計画（2020年まで
に国民の75％にFTTHを普及）を推進

～ニュージーランド～
New Zealand

接続性指標が1ポイント上昇するごとに1人あた
りのGDPが1.4～1.9%上昇すると予測。
上昇率は新興国のほうが相対的に高い

GDP接続性指数

+1

1.4%-1.9%
GDP

接続性指標から見えてきた各国の特徴

1人あたりの月間
アプリ・ダウンロード数

No.1
（7アプリ）

～アメリカ～
USA

※政府の主導により詳細な
QoSモニタリングを実施

接続性 新興国中

No.1

～チリ～
Chile

スマートフォン契約数

No.1
（4億2,000万件）

～中国～
China

固定ブロードバンドの
平均速度

No.1
（50Mbps）

～韓国～
Korea 「成長可能性」

No.1
（1人あたりGDPの1.7％）
通信インフラへの投資

No.1（GDPの2.4%）
※サファリコムが提供するモバイル・マネー・サービス
『M-Pesa』が普及

～ケニア～
Kenya

「接続性指標第 5位」
日本における
IC T利活用の現状とこれから

進むインフラ整備と地方の創生

早稲田大学大学院
アジア太平洋研究科

三友  仁志教授 Hitoshi Mitomo

教育や医療におけるICTの貢献
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業界別の接続性指標から見る「より“つながった”業界」
Better Connected Industries
企業においてICTはもはや単なる効率向上のためのサポート・システムではなく、
価値創造を促進する生産システムとして重要な役割を果たしています。
ICTに投資し、そこから新たな価値を生み出していくことが、ビジネスの成功を大きく左右する時代が来ているのです。
そこで今回の調査では、各業界の接続性にも着目し、企業におけるICT活用の現状と可能性を探りました。
14か国（アメリカ、メキシコ、ブラジル、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ロシア、
ポーランド、中国、インドネシア、マレーシア、インド、南アフリカ）、10業界（図3参照）の
さまざまな規模の企業（従業員数100名未満から5,000名以上まで）で管理職に就くビジネス・リーダー1,093名を対象に、
「ICTへの注力」と「ICTによる価値創造」の2側面を8項目（下表参照）で測定し、業界別の接続性指標を算出しました。

ICTによって③プロセスの向上④製品・サービスの市場投入の加速を実現しているか
⑤ICTによって製品・サービスのイノベーションを実現しているか⑥ICTによって収益
増加を実現しようとしているか
⑦顧客との関係づくりにデジタル・チャネルをどれだけ活用しているか⑧デジタル・チャ
ネルからの売上がどのぐらいの割合を占めているか

「ICTへの注力」の評価項目 「ICTによる価値創造」の評価項目

効 率
イノベーション

顧客エンゲージメント

組織にとってのICTの価値を
どれだけ認識しているか
ICT予算をどれだけ増強する
計画か

戦 略

投 資

金融サービス 77

教育 68

石油・ガス 64

運輸・物流 62 小売 55

農業 31

医療 58

公共サービス 57

製造 60

政府 58

ICTで最も価値を生み出している業界

運輸・物流

企業の

65％
企業の

73％
企業の

70％
企業の

81％
ICTへの投資を

今後2年間で増加の見込み

さらに、この2側面のスコアに基づいて
各業界を下記の4つの区分に分類しました（図3）。
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　ファーウェイは、全世界のICTへの年間支出は2020年には5兆
米ドル（約550兆円※）に達すると見込んでいます。接続性は土地
や労働力、資本と同様に生産性の向上を可能にする要素のひとつ
であり、国や企業の発展に欠かすことのできないものです。クラウ
ド・コンピューティング、ビッグデータ、IoT（モノのインターネット）、

モバイル・ブロードバンドといった領域におけるICTの活用とその
進化は、接続性を向上させ、社会と経済の成長を加速させるで
しょう。ファーウェイはこれからも、ICTによるイノベーションと価値
の創造をリードし、通信事業者や企業のお客様、パートナーの皆
様とともに「より“つながった”世界」の実現を目指してまいります。

ICTを中核的推進力としてビジネス変革を実施している
変革者 / Transformers

戦略家 / Strategists
ICTの重要性を理解し長期的な投資をしているものの、まだ大きな価値は
生み出せていない

戦術家 / Tacticians
ICTで価値を生み出し、競争力強化に活用しているが、投資は限定

ICTをコスト削減と効率のためのツールとして利用するのみ
後発者 / Stragglers

「変革者」を支えるファーウェイの技術

中国・深圳に本店を置く中国招商銀行は、1987年に中国初の株式制商業銀行として設立されて以来、一貫して
顧客体験を重視し、国内でいち早く電話やインターネットによるサービスを開始しました。1999年にはファーウェ
イのサポートによってテレフォン・バンキング・システムを構築。これにより電話での問い合わせに応じる単純な
コール・センターを、ウェブサイトや携帯電話からのアクセスに対応した、チャットやビデオ通話などマルチメディ
アで多様なサービスを提供する統合型カスタマー・サービス・センターへと進化させました。法人・個人合わせて
6,000万以上の顧客が利用するこのシステムは、顧客ごとにカスタマイズしたサービスの提供を可能にしたほか、
より最適なマーケティングやきめ細かいサービス品質管理も実現し、顧客満足度の向上につながっています。
現在、同行の取引の95％がスマートフォンを中心としたオンライン・バンキングによるものであり、その結果、同行
は世界100大銀行にランクインする規模でありながら支店の数を他の大手銀行のわずか10％に抑えています。

この分類では、金融サービス、教育、石油・ガス、製造の4業界が、ICT

を重視すると同時に価値創出に積極的に生かしている「変革者」であ
ることが示されています。

ノルウェーの通信事業者タンプネット（Tampnet）は、北海海域において石油・ガス採掘業者向けの高速通信
サービスを提供しており、シェル、BP、エクソンモービルといった業界大手の同海域内海洋油田プラットフォーム
の約68％が同社のネットワークを利用しています。近年の海洋油田開発の活発化にともない、採掘に要する作業
を地上や船舶上から遠隔で行うための通信ネットワークへの需要が高まってきました。従来、海上の採掘施設と
タンカー、地上設備間の通信には、音声通話は衛星電話、データはハードディスクに保存してヘリコプターで輸
送するという方法が取られていましたが、タンプネットはファーウェイのLTEソリューションにより上り1Mbps、下
り2Mbpsの高速ブロードバンド・ネットワークを構築。通話とデータ通信の効率とコストを飛躍的に向上させたほ
か、ビデオ監視システムの導入や海域を通過する船舶への通信サービスの提供といった新たなビジネスも創出し
ています。

図3　「ICTへの注力」「ICTによる価値創造」スコアによる業界マトリックス

取引の95％をオンライン・バンキングで実現する中国招商銀行

ノルウェーの通信事業者タンプネットが提供する
世界初の海洋油田向けLTE無線ブロードバンド・ネットワーク

ICTを最も重視し、価値を生み出している業界

金融サービス

ICTは戦略上の課題解決に
重要であると認識

ICTへの投資が新サービスの
提供につながっていると認識

デジタル・チャネルからの売上が
今後5年間で増加すると予測

Strategists

Stragglers Tacticians

Transformers

※1米ドル110円換算

①

②
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MVNO事業への参入を予定しており、郵
貯への振り込みなどをスマホアプリで実
施する計画だという。郵貯のスマホアプリ
をプリインストールした端末を販売すれ
ば、アプリの利用率が増加するのは容易
に想像できる。NifMoが成功すれば、EC

サイトのアグリゲーターになる可能性も
ある。Y!MobileはYahoo!サービスの利
用により通信データ容量を増加させるこ
とで、自社サービスの利用促進を行って
いる。スマホはユーザーと企業をつなぐラ
ストワンマイル。こうした用途がどこまで
広がるかは興味深い。
　さらに、NTT東西が提供する光回線の
サービス卸「光コラボレーションモデル」
が開始されれば、MVNO事業者がモバイ
ルと固定のセット割や付加価値の高い
サービスを提供する可能性も高まる。
いずれにせよ、さまざまな形で「低価格」
以外の「価値」を訴求することが、「ブー
ム」から「定着」への移行を左右することに
なるだろう。2015年も、引き続きMVNOが
強い関心を集める年になりそうだ。

250社のパートナー企業の協力を仰ぎ、国
内でも上位の販売実績がありますので、回
線の販売力にも自信を持っていました。
大元：1,400万回線のうち、どの程度の
シェアを取りたいと考えていますか？
宇野氏：できるだけ多くですね（笑）。契
約数は非公開ですが、いまのところ販売
は好調です。
大元：総務省の狙いどおり、MVNO事業
者も多彩な顔ぶれになってきました。単
に安さを競うだけでは限界がありますし、
安かろう、悪かろうの競争になってしまう
とMVNO市場が一過性のブームで終
わってしまうリスクもありますが、御社は
どのような方向性を目指していますか？
宇野氏：モバイル業界のLCC（Low Cost 

Carrier）を目指したいという狙いがあり
ます。ただ、LCCと言ってしまうと「格安路
線」と思われるかもしれませんが、私たち
はLCCの利用者の本質的な狙いを意識
しています。たとえば旅行にかけられる予
算が10万円だとしたら、LCCを利用して
航空運賃を安くすれば、その分、旅先で

宇野氏：ひとつは、映像配信サービスと
の連携によってコンテンツを手軽に楽し
めることです。U-mobileの契約者には、
U-NEXTのビデオ・オンデマンドやブック
サービスで動画や電子書籍の購入に使
えるポイントを毎月600円分プレゼントし
ています。
　機能面では、LTEに対応していること
です。これまでの格安スマホは3G対応の
端末がほとんどで、「安いけど遅い」という
イメージが強かったですが、当社では
NTTドコモの回線を利用したLTEをデー
タ容量使い放題、通信速度無制限で月
額2,980円で提供し、「安くても速い」を
実現しています。
大元：大手通信事業者がデータ通信従
量制へと舵を切る中、LTE使い放題とい
うのは思いきった料金プランですね。
宇野氏：音声通話時間が減り、データ通
信量が右肩上がりという現状で、お客様
の満足を第一に考えてプランを見直しま
した。ユーザーのニーズを中心に据えた
MVNOだからこそできるサービスを提供し
たいという思いがありました。おかげさまで、
昨年11月の導入以降、契約者数はそれま
での約2倍のペースで増加しています。
大元：昨年10月には路面店も出店されま
した。これも強みのひとつでしょうか?

宇野氏：そうですね。いまのところリアル
店舗はパイロット・ショップと位置づけて
おり、まだ1店舗だけですから、過大な契
約獲得は指標にしていません。販売効率
だけを考えれば、ネット販売や販売網に
よる拡販に注力したほうが効果的です。
　リアル店舗では、お客様に安心感を感
じていただくことができます。そこに行けば
実際に端末を触ったり、サポートを受けら
れる場所があるという安心感には、購入に
悩んでいたお客様の背中を押す効果があ
ると考えています。路面店があることでメ
ディアに取り上げていただく機会も増
え、P Rにもつながります。また、M N P

（Mobile Number Portability：携帯電話
番号ポータビリティ）の当日対応も行って
おり、その場ですぐに乗り換えたいという
お客様のニーズにもお応えしています。
大元：格安スマホはシニア層に受けてい
るといった話を聞きますが、U-mobile

の購入者層に特徴はありますか？　
宇野氏：店舗ではどちらかというとICT

リテラシーが高いお客様が多いですが、
全体としては各世代にまんべんなくご利
用いただいており、普通にスマホを使うと
いう方が多い印象です。
大元：端末とのセット販売もされていま
すが、売行きはいかがですか？
宇野氏：従来のように手元に余ってい
る端末に格安S I Mを挿すというより
も、最新の高性能スマートフォンと
M V N Oの組み合わせでメイン端末と
するというお客様が増えていると感じ
ます。さらにメイン端末を切り替えた
後、それまで使っていた端末に2枚目
のSIMを挿すという新たなニーズも生
まれてきており、結果的に回線契約の
増加にもつながるため、セット販売は
当社にとって重要な施策です。
大元：ファーウェイの『Ascend G6』や
『Ascend Mate7』も扱っていらっしゃい
ますが、採用に至った決め手は？
宇野氏：価格だけではなく、デザイン、機
能のバランスが良かった点ですね。また、
世界的に実績のあるブランドですし、
U-NEXT向けのSTBを提供していただい
た際にも、こちらが求めるスペックに柔軟

に対応してもらえたという経験がありまし
たので、信頼感を持っていました。

大元：U-mobileによってその先にある
U-NEXTのコンテンツへとつながれば、
屋外でも家の中でもエンターテイメント
を楽しめるようになりますね。
宇野氏：モバイル回線とSTBでスマホや
タブレット、PC、TVをシームレスにつな
げ、いつでもどこでもコンテンツを楽しめ
る世界を実現したいと思っています。当社
のお客様にはリテラシーの高いヘビー・
ユーザーから標準的なユーザーまで幅
広い層の方々がいらっしゃいますから、多
様なニーズに対応した楽しみ方を提案し
ていきたいですね。
大元：そうした意味では、固定回線も重要
になってきますね。先ほどフレッツ光の販
売実績に触れられましたが、光固定回線
の需要はすでに飽和状態に近く、単体で
は売りづらいのではないでしょうか。回線
販売において工夫しているポイントは？
宇野氏：光回線の販売においては、利用
者のライフステージの変化に着目し、
ユーザーが回線を必要とする理由や時
期を考えるようにしています。一例として
は、賃貸住宅の大手仲介業者と提携し、
引越しのタイミングで切り替えをお勧め
しています。固定回線市場の総数だけに
着目すると飽和しているように見えても、
引越しによる切り替え需要は一定数発生

するのです。こうしたマーケティング施策
はとりわけ重視しています。
大元：固定回線と言えば、NTTの光回線
の卸売が通信業界で注目を集めていま
すが、これについてはどうお考えですか?

宇野氏：先方のご意向にもよりますので
現時点ではなんとも言えませんが、お客
様により豊かなコンテンツを楽しんでい
ただくという観点からは、有望な方法の
ひとつですね。モバイルにせよ固定にせ
よ、いろいろなサービスと組み合わせるこ
とで、U-NEXTにしかできない価値を生
み出していきたいと考えています。

　昨年は多岐にわたる業種からMVNO

事業者が出そろったが、今後は各社が
独自の付加価値によって「格安スマホ」
のイメージをどう払しょくしていくかが鍵
になりそうだ。「格安スマホ」の認知度は
MMDLaboの調査によれば75.1%に達し
ており、コンセプトは市場に十分に浸透
したと言える。しかし、この「格安」という
イメージが足かせとなり、「格安スマホっ
て、安いけど遅いんでしょ、端末もダサイ
し」という先入観を持たれる可能性があ
る。「格安スマホ」の本質は、使い方に応
じた適切なプランの選択肢が増え、端末
の機能やデザインにも選択の幅が拡がる
ということだ。「安さ」だけが訴求ポイント
の市場はいずれ疲弊する。「格安スマホ」
から「適切な価格のスマホ」へと理解を
深められるかが、今後の市場拡大を検討
する上で重要となるだろう。
　また、「ユーザーとのタッチポイント」に
も着目したい。アマゾンのKindleのよう
に、すでに膨大な既存顧客を抱えている
企業が、ユーザーとのタッチポイントの確
保を狙って独自の端末を開発・販売する
例は多い。ここでの注目は日本郵政の
MVNO参入だ。報道によれば日本郵政は

ホテルや料理のグレードを上げたり、エ
ステや買い物を楽しんだり、もっと豊かな
旅の思い出が作れるわけです。つまり、旅
行の予算を10万円から8万円に下げるた
めにLCCを利用するのではなく、予算は
そのままでも運賃を下げることで、もっと
旅そのものにお金をかけたいと思ってい
るのではないでしょうか。
　これを当社の戦略に当てはめると、
通信費を削減できれば、インターネットに

つながったその先にあるエンターテイメン
トをもっと楽しむことができる。MVNO事
業によって通信費を抑える方法を提供す
ることで、映像配信サービスでより豊かな
コンテンツを楽しんでいただけるのです。

大元：U-mobileの強み、差別化要素は
何でしょうか？

新規領域へと参入した動機は、どのよう
なものだったのでしょうか？
宇野氏：米国ではモバイル契約者の10％
がMVNO利用者ですが、日本では低価格
SIMの利用者はおよそ1％です。もし米国
と同じ10％のレベルまで普及すると仮定
すれば、日本国内でも1,400万回線程度
のボリュームになることが期待できます。
さらに、どうしても大手携帯3キャリアの
回線でなければならないという人が10人
中9人もいるだろうかと考えると、市場の
可能性としてはそれ以上にあるのかもし
れません。これまでは、選択肢が極端に少
なかっただけなのです。
　SIMロックフリー義務化の流れに見ら
れるように、総務省はMVNO事業者数を
増加させようとしていますし、市場の盛り
上がりも感じる。モバイル・ビジネスに参
入するにはベストな時期だと考えました。
また、フレッツ光の販売代理店として全国

消費者の背中を押すことには成功した。
　しかし、一方で一気に過熱した「格安
スマホ」ブームの中で、差別化を図る
MVNOも出てきた。音声通話の品質向上
に力を入れるIIJや、オリジナル・スマホの
企画から販売までを計画するCCCモバイ
ル、提携するECサイトで商品を購入する
と通信料金が下がるNifMoなど、「安い
だけ」というくくりから頭ひとつ抜け出そう
とする動きが見え始めている。2015年は
「格安」から脱却し、「選択肢」が増加する
年になりそうだ。
　そうした中、動画配信事業からMVNO

事業に参入したU-NEXTは、「格安」だけ
ではない「選択肢」をどのように提供しよ
うとしているのだろうか。

大元：『U-mobile』サービスによって

　流通大手イオンが昨春発売した月額
2,980円のスマートフォンは、従来価格の
半額以下の維持費でスマホを所有でき
ることから「格安スマホ」ブームの火付け
役となり、追随する家電メーカー、ISPな
どが続々と現れた。『日経MJ』紙が例年
発表しているヒット商品番付でも「格安
スマホ」が2014年上期の「横綱」を獲得
するなど、通信業界にとどまらず注目を集
めた1年だった。
　初期の「格安スマホ」ブームは、安価に
調達可能な型落ちのスマホと3G回線を
利用した「安いけど、それなり」という内容
だった。もちろんそれでも、L I N Eと
Twitterができればいいというユーザーに
は問題なく使えるサービスであり、「スマ
ホは使いたいけど高い」と躊躇していた

「格安」だけではない
MVNOへ

通信の先にあるエンターテイメントのシームレスな提供を目指す

株式会社U-NEXT　代表取締役社長　宇野康秀氏に聞く

MVNO元年と言われた2014年。ファーウェイもSIMロックフリー端末の販売を開始し、MVNO事業者の皆
様とともに市場の拡大の一端を担ってきました。今回のSpecial Interviewでは、SIMロックフリー端末に
おけるパートナーの1社であり、動画配信サービス用STB（Set Top Box）でも製品をご採用いただい
ている株式会社U-NEXTの代表取締役社長 宇野康秀氏に、MVNO事業参入における戦略や他事業との
シナジーについてお話をうかがいました。聞き手はITビジネスアナリストの大元隆志氏。同社の取り組み
を踏まえ、「格安スマホ」の今後についても論じます。

U-NEXT

有線ラジオ放送の最大手USENによる
動画配信サービスGyaOから派生した
U-NEXT（旧GyaONEXT）を母体とし、
2010年に株式会社U-NEXTとしてUSEN
から独立。テレビやPC、スマートフォン、タ
ブレット向けの動画配信事業に加え、
2013年にはイー・モバイルのネットワーク
を利用したLTE対応モバイルデータ通信
サービス『U-mobile（E）』でMVNO事業に
参入。また、独立当初よりNTTのフレッツ光
の販売代理店としても実績を積んでいる。

2015年、格安スマホは
次のステージへ

モバイル業界のLCCが目指す
「通信の先にある楽しみ」

LTE使い放題で「安くても速い」
リアル店舗では安心感を訴求

Special  Interview
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MVNO事業への参入を予定しており、郵
貯への振り込みなどをスマホアプリで実
施する計画だという。郵貯のスマホアプリ
をプリインストールした端末を販売すれ
ば、アプリの利用率が増加するのは容易
に想像できる。NifMoが成功すれば、EC

サイトのアグリゲーターになる可能性も
ある。Y!MobileはYahoo!サービスの利
用により通信データ容量を増加させるこ
とで、自社サービスの利用促進を行って
いる。スマホはユーザーと企業をつなぐラ
ストワンマイル。こうした用途がどこまで
広がるかは興味深い。
　さらに、NTT東西が提供する光回線の
サービス卸「光コラボレーションモデル」
が開始されれば、MVNO事業者がモバイ
ルと固定のセット割や付加価値の高い
サービスを提供する可能性も高まる。
いずれにせよ、さまざまな形で「低価格」
以外の「価値」を訴求することが、「ブー
ム」から「定着」への移行を左右することに
なるだろう。2015年も、引き続きMVNOが
強い関心を集める年になりそうだ。

250社のパートナー企業の協力を仰ぎ、国
内でも上位の販売実績がありますので、回
線の販売力にも自信を持っていました。
大元：1,400万回線のうち、どの程度の
シェアを取りたいと考えていますか？
宇野氏：できるだけ多くですね（笑）。契
約数は非公開ですが、いまのところ販売
は好調です。
大元：総務省の狙いどおり、MVNO事業
者も多彩な顔ぶれになってきました。単
に安さを競うだけでは限界がありますし、
安かろう、悪かろうの競争になってしまう
とMVNO市場が一過性のブームで終
わってしまうリスクもありますが、御社は
どのような方向性を目指していますか？
宇野氏：モバイル業界のLCC（Low Cost 

Carrier）を目指したいという狙いがあり
ます。ただ、LCCと言ってしまうと「格安路
線」と思われるかもしれませんが、私たち
はLCCの利用者の本質的な狙いを意識
しています。たとえば旅行にかけられる予
算が10万円だとしたら、LCCを利用して
航空運賃を安くすれば、その分、旅先で

宇野氏：ひとつは、映像配信サービスと
の連携によってコンテンツを手軽に楽し
めることです。U-mobileの契約者には、
U-NEXTのビデオ・オンデマンドやブック
サービスで動画や電子書籍の購入に使
えるポイントを毎月600円分プレゼントし
ています。
　機能面では、LTEに対応していること
です。これまでの格安スマホは3G対応の
端末がほとんどで、「安いけど遅い」という
イメージが強かったですが、当社では
NTTドコモの回線を利用したLTEをデー
タ容量使い放題、通信速度無制限で月
額2,980円で提供し、「安くても速い」を
実現しています。
大元：大手通信事業者がデータ通信従
量制へと舵を切る中、LTE使い放題とい
うのは思いきった料金プランですね。
宇野氏：音声通話時間が減り、データ通
信量が右肩上がりという現状で、お客様
の満足を第一に考えてプランを見直しま
した。ユーザーのニーズを中心に据えた
MVNOだからこそできるサービスを提供し
たいという思いがありました。おかげさまで、
昨年11月の導入以降、契約者数はそれま
での約2倍のペースで増加しています。
大元：昨年10月には路面店も出店されま
した。これも強みのひとつでしょうか?

宇野氏：そうですね。いまのところリアル
店舗はパイロット・ショップと位置づけて
おり、まだ1店舗だけですから、過大な契
約獲得は指標にしていません。販売効率
だけを考えれば、ネット販売や販売網に
よる拡販に注力したほうが効果的です。
　リアル店舗では、お客様に安心感を感
じていただくことができます。そこに行けば
実際に端末を触ったり、サポートを受けら
れる場所があるという安心感には、購入に
悩んでいたお客様の背中を押す効果があ
ると考えています。路面店があることでメ
ディアに取り上げていただく機会も増
え、P Rにもつながります。また、M N P

（Mobile Number Portability：携帯電話
番号ポータビリティ）の当日対応も行って
おり、その場ですぐに乗り換えたいという
お客様のニーズにもお応えしています。
大元：格安スマホはシニア層に受けてい
るといった話を聞きますが、U-mobile

の購入者層に特徴はありますか？　
宇野氏：店舗ではどちらかというとICT

リテラシーが高いお客様が多いですが、
全体としては各世代にまんべんなくご利
用いただいており、普通にスマホを使うと
いう方が多い印象です。
大元：端末とのセット販売もされていま
すが、売行きはいかがですか？
宇野氏：従来のように手元に余ってい
る端末に格安S I Mを挿すというより
も、最新の高性能スマートフォンと
M V N Oの組み合わせでメイン端末と
するというお客様が増えていると感じ
ます。さらにメイン端末を切り替えた
後、それまで使っていた端末に2枚目
のSIMを挿すという新たなニーズも生
まれてきており、結果的に回線契約の
増加にもつながるため、セット販売は
当社にとって重要な施策です。
大元：ファーウェイの『Ascend G6』や
『Ascend Mate7』も扱っていらっしゃい
ますが、採用に至った決め手は？
宇野氏：価格だけではなく、デザイン、機
能のバランスが良かった点ですね。また、
世界的に実績のあるブランドですし、
U-NEXT向けのSTBを提供していただい
た際にも、こちらが求めるスペックに柔軟

に対応してもらえたという経験がありまし
たので、信頼感を持っていました。

大元：U-mobileによってその先にある
U-NEXTのコンテンツへとつながれば、
屋外でも家の中でもエンターテイメント
を楽しめるようになりますね。
宇野氏：モバイル回線とSTBでスマホや
タブレット、PC、TVをシームレスにつな
げ、いつでもどこでもコンテンツを楽しめ
る世界を実現したいと思っています。当社
のお客様にはリテラシーの高いヘビー・
ユーザーから標準的なユーザーまで幅
広い層の方々がいらっしゃいますから、多
様なニーズに対応した楽しみ方を提案し
ていきたいですね。
大元：そうした意味では、固定回線も重要
になってきますね。先ほどフレッツ光の販
売実績に触れられましたが、光固定回線
の需要はすでに飽和状態に近く、単体で
は売りづらいのではないでしょうか。回線
販売において工夫しているポイントは？
宇野氏：光回線の販売においては、利用
者のライフステージの変化に着目し、
ユーザーが回線を必要とする理由や時
期を考えるようにしています。一例として
は、賃貸住宅の大手仲介業者と提携し、
引越しのタイミングで切り替えをお勧め
しています。固定回線市場の総数だけに
着目すると飽和しているように見えても、
引越しによる切り替え需要は一定数発生

するのです。こうしたマーケティング施策
はとりわけ重視しています。
大元：固定回線と言えば、NTTの光回線
の卸売が通信業界で注目を集めていま
すが、これについてはどうお考えですか?

宇野氏：先方のご意向にもよりますので
現時点ではなんとも言えませんが、お客
様により豊かなコンテンツを楽しんでい
ただくという観点からは、有望な方法の
ひとつですね。モバイルにせよ固定にせ
よ、いろいろなサービスと組み合わせるこ
とで、U-NEXTにしかできない価値を生
み出していきたいと考えています。

　昨年は多岐にわたる業種からMVNO

事業者が出そろったが、今後は各社が
独自の付加価値によって「格安スマホ」
のイメージをどう払しょくしていくかが鍵
になりそうだ。「格安スマホ」の認知度は
MMDLaboの調査によれば75.1%に達し
ており、コンセプトは市場に十分に浸透
したと言える。しかし、この「格安」という
イメージが足かせとなり、「格安スマホっ
て、安いけど遅いんでしょ、端末もダサイ
し」という先入観を持たれる可能性があ
る。「格安スマホ」の本質は、使い方に応
じた適切なプランの選択肢が増え、端末
の機能やデザインにも選択の幅が拡がる
ということだ。「安さ」だけが訴求ポイント
の市場はいずれ疲弊する。「格安スマホ」
から「適切な価格のスマホ」へと理解を
深められるかが、今後の市場拡大を検討
する上で重要となるだろう。
　また、「ユーザーとのタッチポイント」に
も着目したい。アマゾンのKindleのよう
に、すでに膨大な既存顧客を抱えている
企業が、ユーザーとのタッチポイントの確
保を狙って独自の端末を開発・販売する
例は多い。ここでの注目は日本郵政の
MVNO参入だ。報道によれば日本郵政は

ホテルや料理のグレードを上げたり、エ
ステや買い物を楽しんだり、もっと豊かな
旅の思い出が作れるわけです。つまり、旅
行の予算を10万円から8万円に下げるた
めにLCCを利用するのではなく、予算は
そのままでも運賃を下げることで、もっと
旅そのものにお金をかけたいと思ってい
るのではないでしょうか。
　これを当社の戦略に当てはめると、
通信費を削減できれば、インターネットに

つながったその先にあるエンターテイメン
トをもっと楽しむことができる。MVNO事
業によって通信費を抑える方法を提供す
ることで、映像配信サービスでより豊かな
コンテンツを楽しんでいただけるのです。

大元：U-mobileの強み、差別化要素は
何でしょうか？

新規領域へと参入した動機は、どのよう
なものだったのでしょうか？
宇野氏：米国ではモバイル契約者の10％
がMVNO利用者ですが、日本では低価格
SIMの利用者はおよそ1％です。もし米国
と同じ10％のレベルまで普及すると仮定
すれば、日本国内でも1,400万回線程度
のボリュームになることが期待できます。
さらに、どうしても大手携帯3キャリアの
回線でなければならないという人が10人
中9人もいるだろうかと考えると、市場の
可能性としてはそれ以上にあるのかもし
れません。これまでは、選択肢が極端に少
なかっただけなのです。
　SIMロックフリー義務化の流れに見ら
れるように、総務省はMVNO事業者数を
増加させようとしていますし、市場の盛り
上がりも感じる。モバイル・ビジネスに参
入するにはベストな時期だと考えました。
また、フレッツ光の販売代理店として全国

消費者の背中を押すことには成功した。
　しかし、一方で一気に過熱した「格安
スマホ」ブームの中で、差別化を図る
MVNOも出てきた。音声通話の品質向上
に力を入れるIIJや、オリジナル・スマホの
企画から販売までを計画するCCCモバイ
ル、提携するECサイトで商品を購入する
と通信料金が下がるNifMoなど、「安い
だけ」というくくりから頭ひとつ抜け出そう
とする動きが見え始めている。2015年は
「格安」から脱却し、「選択肢」が増加する
年になりそうだ。
　そうした中、動画配信事業からMVNO

事業に参入したU-NEXTは、「格安」だけ
ではない「選択肢」をどのように提供しよ
うとしているのだろうか。

大元：『U-mobile』サービスによって

　流通大手イオンが昨春発売した月額
2,980円のスマートフォンは、従来価格の
半額以下の維持費でスマホを所有でき
ることから「格安スマホ」ブームの火付け
役となり、追随する家電メーカー、ISPな
どが続々と現れた。『日経MJ』紙が例年
発表しているヒット商品番付でも「格安
スマホ」が2014年上期の「横綱」を獲得
するなど、通信業界にとどまらず注目を集
めた1年だった。
　初期の「格安スマホ」ブームは、安価に
調達可能な型落ちのスマホと3G回線を
利用した「安いけど、それなり」という内容
だった。もちろんそれでも、L I N Eと
Twitterができればいいというユーザーに
は問題なく使えるサービスであり、「スマ
ホは使いたいけど高い」と躊躇していた

大手システム・インテグレーターで通信事業者
のインフラ構築、設計、企画などに14年従事。
モバイルを軸としたITのビジネス企画を得意
とし、MCPC（モバイルコンピューティング推進
コンソーシアム）アワードの審査員も務める。
『ビッグデータ・アナリティクス時代の日本企業
の挑戦』など著書多数。Yahoo!ニュース、
Impress IT Leaders、ZDNet、CNETなど
IT系メディアで多くの記事を執筆。米国PMI認
定PMP、MCPC認定シニアモバイルシステム
コンサルタントの資格を持つ。

取材・文
大元隆志（ITビジネスアナリスト）

固定とモバイルで広がる
U-NEXTの世界

ブームから定着へ
鍵を握るのは独自の付加価値 U-NEXT本社からほど近い南青山2丁目の交

差点に面した路面店

SIMカードのほか、スマートフォンの販売や動
画配信サービスの紹介も

2階のカウンターでは契約や購入の相談に
応じる
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1996年に韓国LGグループの子会社とし
て設立されたL Gテレコムを母体とし、
2010年に同グループ傘下の通信会社2社
（LGデイコム、LGパワーコム）との合併に
より設立。2012年には世界で初めて国内
全域にLTEネットワークを構築、さらに世
界初の商用VoLTEサービスの提供を開始
した。モバイル、固定からIPTV、ケーブル
TV、クラウドまで、幅広いサービスを手が
けている。

LG U+

当社と非常に似ていると思います。ファー
ウェイは、そうした姿勢を貫いて、ICT市
場で主導的な地位を獲得しました。両社
がともにLTE市場を先導し、グローバル
での標準化に大きく貢献していくことを
望んでいます」
　こうした貢献の一環として推進されて
いるのが、LTE-A（LTE-Advanced）だ。

2014年6月、LGユープラスとファーウェ
イは世界で初めて3周波数帯のCAの
フィールド・トライアルに成功し、現在LG

ユープラスが提供しているネットワーク
速度の4倍にあたる300Mbpsを達成し
た。これは、1GBの動画を27秒ほどでス
マートフォンにダウンロードできる速度
だ。また同年8月、両社はソウルにモバイル・

イノベーション・センターを共同で設立
し、LTE-Aと5G技術の研究推進に取り組
むことを発表している。
　LGユープラスはIoTにも積極的に参入
している。2011年には、制御センター、
サーバー、ネットワーク装置を備えたLTE

オープン・イノベーション・センターを設
立した。ここでは中小企業とアプリ開発
会社がLTEネットワークを「試用」するこ
とができ、これまでに4,000社を超えるIoT

企業が利用している。LGユープラスは現
在、さまざまな業界の150社を超える企
業とこの分野におけるパートナーシップ
を結んでいる。
　LGユープラスの未来について、キム
氏はこう締めくくる。「当社はこれから
もオープンな姿勢でお客様にとっての
価値を生み出していきます。B e y o n d 

Communication――単なる情報のやり
とりを超えたあらゆるサービスを提供する
こと――を標榜し、そこで世界一となるこ
とを目指して市場をリードし、未来のICT

サービスを創造していきます」

　今後の戦略について、キム氏は次のよ
うに述べる。「LGユープラスのビジョン
は、ネットワーク機能に基づくサービスの
提供にとどまらず、お客様に通信の自由
をもたらすことです。新しい価値の提供に
より、お客様のライフスタイルを変えるこ
とを目指しています。そのために当社は、
従来のバリュー・チェーンから脱し、固
定・モバイル（LTE）両方のネットワーク
を活用した統合型の特色あるサービスを
通じて価値を生み出そうとしています。ま
た、エンタープライズ市場でも先駆者と
なることを目指しています」
　新たな取り組みはすでに始まっている。
「3Gでは利用できなかったサービスの提
供を開始しました。たとえば、HDビデオ会
議、リアルタイム監視カメラ・システム、ス
マート・エデュケーション、HDリアルタイ
ム・ブロードキャスト、マルチプレイヤー・
オンライン・ゲーム、写真と動画の即時共
有、パーソナル・ブロードキャスト（ユー
ザーが撮影した動画のリアルタイム・スト
リーミング）などです。有線か無線かとい
う接続の形態や場所を問わず、お客様に
価値を提供するために、オールIPのイン
フラを活用して、フルHD、シームレスなク
ラウド・アクセス、リアルタイム共有、さま
ざまなマルチタスク機能をモバイル向け
に実現しています。お客様は、自宅でも、

オフィスでも、移動中でも、本当に欲しい
サービスを享受することができます。
　企業に対しては、『BizBoy』という
POSサービスや、スマート・ビルディング、
スマートSME（Small & Medium Sized 

Enterprise：中小企業）といったサービ
スを提供しています。これらは、企業向け
にカスタマイズされた業務ソリューション
で、利用するデバイス、場所、接続方法、
事業の規模にかかわらず、スマートな業
務を実現するものです。
　家庭向けサービスとしては、スマート
フォンやタブレット、テレビなど家庭内の
さまざまなディスプレイにHDコンテンツ
を配信する『U+ Box Shoot&』、家庭内
見守りカメラ『Home CCTV』、Android

搭載STBを通じて家庭内のあらゆる電
化製品をモバイル機器で制御できる
『homeBoy』といったサービスを提供して
います」

　LGユープラスのモバイル・サービスに
は、1080pのという高解像度のストリー
ミング、最大4チャンネルのマルチチャンネ
ル・ディスプレイ、動画SNSブロードキャ
スト、最大1,000枚の写真または1GBの動
画をほぼ瞬時に共有できる『U+ Share 

LIVE』、通話しながら画面や位置情報を
表示し、音楽、カメラ、手書きメモ、ゲーム
などを相手と共有できる『Uwa』などがあ
る。また、地図をダウンロードせずに、実
際の交通状況を考慮しながらリアルタイ
ムでナビゲーションを行う3次元UIのクラ
ウド・ベース・ナビゲーション・サービス
『U+ Navi』と、Siriのようなデジタル・アシ
スタント『U spoon』も提供している。
　こうしたサービスにより、ユーザー・エ
クスペリエンスのすべてをLTEでサポー
トすることで、「通信の自由と次世代の共
有体験を通じて、やりたいことが何でも同
時に」実現できるようになる。LGユープラ
スでは、すべてをLTE上で提供するという
意味で、これを「100% LTEサービス」と
呼んでいる。

　国内全域にLTEを展開するにあたり、
LGユープラスはファーウェイをLTE技術
優先パートナーに選定した。ファーウェイ
との協業について、キム氏は次のように述
べた。「ファーウェイの先取的な姿勢は、

進めています」
　キム氏はさらにこう続けた。「もうひとつ
の課題は通信分野におけるリーダーシッ
プの維持ですが、当社は韓国の通信事業
者上位3社の中で合計で最大の帯域幅
を獲得しており、これにより競争優位を
保っています。現在2.6GHz、2.1GHz、
800MHzの周波数帯で総計80MHzを有
し、上り・下り合わせて450Mbpsの実現
に近づいています。これは、上下ともに競
合企業の2倍にあたる速度です」

　LGユープラスは料金体系においても
攻めの姿勢を取り、激しいLTEサービス
競争で常に先頭を走り、積極果敢な手を
打ってきた。韓国で初めてLTEデータ通
信の無制限プランを提供し、その価格を
いちはやく半額に値下げした結果、競合
企業2社も同日に同じだけの値下げを行
わざるを得なくなった。
　この戦略は、多くの加入者をLTEに引き
つけた。現在、LGユープラスの1,100万人
の加入者のうち800万人近くがLTEを利
用している。これは、競合企業よりも約
30%高い比率だ。注目すべきは、こうした
料金プランによって利幅がまったく低下し
なかったということだ。LGユープラスの営
業利益は2013年に327%上昇し、約5億
米ドル（約550億円※）に達した。現在、
同社のARPU（Average Revenue Per 

User：1契約あたりの月間平均収入）は
LTE前の約2倍となり、市場第1位である。

　韓国のモバイル市場では熾烈な競争
が繰り広げられている。昨春、韓国政府
はモバイル通信事業者上位3社に対し、
端末の販売に際して過剰な値引きをした
として45日間の営業停止を命じた。過酷
な措置であったにもかかわらず、LGユー
プラスは微動だにしなかった。それどころ
か、このきわめて厳しい状況下でも収益
を上げられることを実証した。
　2010年の設立以来、同社の市場シェ
アは依然として第3位だが、LTEによっ
て市場での位置付けは大きく変化した。
キム氏は語る。「CDMA時代、LGユープ
ラスは競合企業に後れを取り、成熟した
韓国市場で第3位となっていました。競
争のパラダイムが変わらない限り、市場
の力学を覆すことは難しいだろうと考え
ていましたが、スマートフォンの時代に
なると音声よりもデータに比重が移り、

確実な高速データ伝送が最優先事項と
なりました。そこで当社は、初の韓国全域
LTEネットワークを迅速に構築したこと
で、LTEという新たな分野で他社を追い
抜き、先駆者となったのです。一方、これ
まで2Gと3Gに大々的な投資をして当社
を引き離していた競合企業は、それが重
荷となっています」

　大手競合企業に対して、LGユープラス
のネットワークはどのような技術的優位
性を持つのだろうか。キム氏は次のように
述べる。「当社はLTEに特化して韓国全域
ネットワークを構築しましたが、競合企業
はホットスポットやWi-Fiの局地的な導入
に重点を置いてきました。また、当社の
ネットワークは現在、競合企業の2倍の
データ・キャパシティを提供しています。さ
らに、VoLTE（Voice over LTE）サービス
によって、LTEが真に3Gを超える次世代

のネットワークであることをお客様に実感
していただいています。VoLTEはお客様を
LTEに引きつけるだけでなく、競争の場を
既存の技術からLTEへと必然的に移行さ
せます。当社にとっては、競合他社よりも
ますます有利な状況となっています」
　LGユープラスによると、約2年間で同
社のVoLTEの利用者は増加を続けてお
り、現在は顧客のうち400万人がVoLTE

を利用しているという。

　LGユープラスがLTE時代においてどん
な課題に直面しているかについて、キム
氏は次のように指摘する。
　「LTE以前、当社は競合企業を追いか
けるだけの存在でした。しかしLTEで技
術面におけるリーダーシップを確立して
からは、仕事に対する理念やビジョンな
ども含めてリーダー企業にふさわしい発
想ができるよう、従業員の意識を変革す
ることが必要になりました。これが当社に
とって最大の課題です。現在、サービス、
カバレッジ、速度、端末などLTEに関する
すべての領域について全力で意識改革を

VoLTE（Voice over LTE）サービスによって、
LTEが真に3Gを超える
次世代のネットワークであることを
お客様に実感していただいています

最先端の韓国市場をLTEで牽引する LGユープラス
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　ジェーソン・パターソン（Jason Patterson）

LTEで世界の最先端を行く韓国で、LGユープラスはその
トップを走っている。並み居る大手競合企業に先駆けて、
世界で初めて国内全域をカバーするLTEサービスを提供
し、優れた帯域幅とカバレッジ、高い収益性を実現してい
るのだ。CA（Carrier Aggregation：キャリア・アグリゲー
ション）とサービスのイノベーションを全面的に推進し、
シームレスな通信エコシステムへの移行を進める同社の
戦略を、サービス・開発部門担当上級副社長、キム・スンテ
（Kim Sun Tae）氏に聞いた。
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VoLTEで市場をリードする

リーダーとしての意識改革

他社より3割高いLTE利用者率
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当社と非常に似ていると思います。ファー
ウェイは、そうした姿勢を貫いて、ICT市
場で主導的な地位を獲得しました。両社
がともにLTE市場を先導し、グローバル
での標準化に大きく貢献していくことを
望んでいます」
　こうした貢献の一環として推進されて
いるのが、LTE-A（LTE-Advanced）だ。

2014年6月、LGユープラスとファーウェ
イは世界で初めて3周波数帯のCAの
フィールド・トライアルに成功し、現在LG

ユープラスが提供しているネットワーク
速度の4倍にあたる300Mbpsを達成し
た。これは、1GBの動画を27秒ほどでス
マートフォンにダウンロードできる速度
だ。また同年8月、両社はソウルにモバイル・

イノベーション・センターを共同で設立
し、LTE-Aと5G技術の研究推進に取り組
むことを発表している。
　LGユープラスはIoTにも積極的に参入
している。2011年には、制御センター、
サーバー、ネットワーク装置を備えたLTE

オープン・イノベーション・センターを設
立した。ここでは中小企業とアプリ開発
会社がLTEネットワークを「試用」するこ
とができ、これまでに4,000社を超えるIoT

企業が利用している。LGユープラスは現
在、さまざまな業界の150社を超える企
業とこの分野におけるパートナーシップ
を結んでいる。
　LGユープラスの未来について、キム
氏はこう締めくくる。「当社はこれから
もオープンな姿勢でお客様にとっての
価値を生み出していきます。B e y o n d 

Communication――単なる情報のやり
とりを超えたあらゆるサービスを提供する
こと――を標榜し、そこで世界一となるこ
とを目指して市場をリードし、未来のICT

サービスを創造していきます」

　今後の戦略について、キム氏は次のよ
うに述べる。「LGユープラスのビジョン
は、ネットワーク機能に基づくサービスの
提供にとどまらず、お客様に通信の自由
をもたらすことです。新しい価値の提供に
より、お客様のライフスタイルを変えるこ
とを目指しています。そのために当社は、
従来のバリュー・チェーンから脱し、固
定・モバイル（LTE）両方のネットワーク
を活用した統合型の特色あるサービスを
通じて価値を生み出そうとしています。ま
た、エンタープライズ市場でも先駆者と
なることを目指しています」
　新たな取り組みはすでに始まっている。
「3Gでは利用できなかったサービスの提
供を開始しました。たとえば、HDビデオ会
議、リアルタイム監視カメラ・システム、ス
マート・エデュケーション、HDリアルタイ
ム・ブロードキャスト、マルチプレイヤー・
オンライン・ゲーム、写真と動画の即時共
有、パーソナル・ブロードキャスト（ユー
ザーが撮影した動画のリアルタイム・スト
リーミング）などです。有線か無線かとい
う接続の形態や場所を問わず、お客様に
価値を提供するために、オールIPのイン
フラを活用して、フルHD、シームレスなク
ラウド・アクセス、リアルタイム共有、さま
ざまなマルチタスク機能をモバイル向け
に実現しています。お客様は、自宅でも、

オフィスでも、移動中でも、本当に欲しい
サービスを享受することができます。
　企業に対しては、『BizBoy』という
POSサービスや、スマート・ビルディング、
スマートSME（Small & Medium Sized 

Enterprise：中小企業）といったサービ
スを提供しています。これらは、企業向け
にカスタマイズされた業務ソリューション
で、利用するデバイス、場所、接続方法、
事業の規模にかかわらず、スマートな業
務を実現するものです。
　家庭向けサービスとしては、スマート
フォンやタブレット、テレビなど家庭内の
さまざまなディスプレイにHDコンテンツ
を配信する『U+ Box Shoot&』、家庭内
見守りカメラ『Home CCTV』、Android

搭載STBを通じて家庭内のあらゆる電
化製品をモバイル機器で制御できる
『homeBoy』といったサービスを提供して
います」

　LGユープラスのモバイル・サービスに
は、1080pのという高解像度のストリー
ミング、最大4チャンネルのマルチチャンネ
ル・ディスプレイ、動画SNSブロードキャ
スト、最大1,000枚の写真または1GBの動
画をほぼ瞬時に共有できる『U+ Share 

LIVE』、通話しながら画面や位置情報を
表示し、音楽、カメラ、手書きメモ、ゲーム
などを相手と共有できる『Uwa』などがあ
る。また、地図をダウンロードせずに、実
際の交通状況を考慮しながらリアルタイ
ムでナビゲーションを行う3次元UIのクラ
ウド・ベース・ナビゲーション・サービス
『U+ Navi』と、Siriのようなデジタル・アシ
スタント『U spoon』も提供している。
　こうしたサービスにより、ユーザー・エ
クスペリエンスのすべてをLTEでサポー
トすることで、「通信の自由と次世代の共
有体験を通じて、やりたいことが何でも同
時に」実現できるようになる。LGユープラ
スでは、すべてをLTE上で提供するという
意味で、これを「100% LTEサービス」と
呼んでいる。

　国内全域にLTEを展開するにあたり、
LGユープラスはファーウェイをLTE技術
優先パートナーに選定した。ファーウェイ
との協業について、キム氏は次のように述
べた。「ファーウェイの先取的な姿勢は、

進めています」
　キム氏はさらにこう続けた。「もうひとつ
の課題は通信分野におけるリーダーシッ
プの維持ですが、当社は韓国の通信事業
者上位3社の中で合計で最大の帯域幅
を獲得しており、これにより競争優位を
保っています。現在2.6GHz、2.1GHz、
800MHzの周波数帯で総計80MHzを有
し、上り・下り合わせて450Mbpsの実現
に近づいています。これは、上下ともに競
合企業の2倍にあたる速度です」

　LGユープラスは料金体系においても
攻めの姿勢を取り、激しいLTEサービス
競争で常に先頭を走り、積極果敢な手を
打ってきた。韓国で初めてLTEデータ通
信の無制限プランを提供し、その価格を
いちはやく半額に値下げした結果、競合
企業2社も同日に同じだけの値下げを行
わざるを得なくなった。
　この戦略は、多くの加入者をLTEに引き
つけた。現在、LGユープラスの1,100万人
の加入者のうち800万人近くがLTEを利
用している。これは、競合企業よりも約
30%高い比率だ。注目すべきは、こうした
料金プランによって利幅がまったく低下し
なかったということだ。LGユープラスの営
業利益は2013年に327%上昇し、約5億
米ドル（約550億円※）に達した。現在、
同社のARPU（Average Revenue Per 

User：1契約あたりの月間平均収入）は
LTE前の約2倍となり、市場第1位である。

　韓国のモバイル市場では熾烈な競争
が繰り広げられている。昨春、韓国政府
はモバイル通信事業者上位3社に対し、
端末の販売に際して過剰な値引きをした
として45日間の営業停止を命じた。過酷
な措置であったにもかかわらず、LGユー
プラスは微動だにしなかった。それどころ
か、このきわめて厳しい状況下でも収益
を上げられることを実証した。
　2010年の設立以来、同社の市場シェ
アは依然として第3位だが、LTEによっ
て市場での位置付けは大きく変化した。
キム氏は語る。「CDMA時代、LGユープ
ラスは競合企業に後れを取り、成熟した
韓国市場で第3位となっていました。競
争のパラダイムが変わらない限り、市場
の力学を覆すことは難しいだろうと考え
ていましたが、スマートフォンの時代に
なると音声よりもデータに比重が移り、

確実な高速データ伝送が最優先事項と
なりました。そこで当社は、初の韓国全域
LTEネットワークを迅速に構築したこと
で、LTEという新たな分野で他社を追い
抜き、先駆者となったのです。一方、これ
まで2Gと3Gに大々的な投資をして当社
を引き離していた競合企業は、それが重
荷となっています」

　大手競合企業に対して、LGユープラス
のネットワークはどのような技術的優位
性を持つのだろうか。キム氏は次のように
述べる。「当社はLTEに特化して韓国全域
ネットワークを構築しましたが、競合企業
はホットスポットやWi-Fiの局地的な導入
に重点を置いてきました。また、当社の
ネットワークは現在、競合企業の2倍の
データ・キャパシティを提供しています。さ
らに、VoLTE（Voice over LTE）サービス
によって、LTEが真に3Gを超える次世代

のネットワークであることをお客様に実感
していただいています。VoLTEはお客様を
LTEに引きつけるだけでなく、競争の場を
既存の技術からLTEへと必然的に移行さ
せます。当社にとっては、競合他社よりも
ますます有利な状況となっています」
　LGユープラスによると、約2年間で同
社のVoLTEの利用者は増加を続けてお
り、現在は顧客のうち400万人がVoLTE

を利用しているという。

　LGユープラスがLTE時代においてどん
な課題に直面しているかについて、キム
氏は次のように指摘する。
　「LTE以前、当社は競合企業を追いか
けるだけの存在でした。しかしLTEで技
術面におけるリーダーシップを確立して
からは、仕事に対する理念やビジョンな
ども含めてリーダー企業にふさわしい発
想ができるよう、従業員の意識を変革す
ることが必要になりました。これが当社に
とって最大の課題です。現在、サービス、
カバレッジ、速度、端末などLTEに関する
すべての領域について全力で意識改革を

スマートフォン普及率が約90％に達する韓国のモバイル市場。日本と同様、
韓国も携帯電話は通信事業者が回線契約とセットで販売し、料金プランに
よって端末価格に割引が適用される。冒頭で触れた3事業者の営業停止は、
この割引額が政府の設定するガイドラインを大幅に超えていたことに対する措
置で、その後9月にも再度2社に営業停止が命じられ、10月からは新たに「端末
流通構造改善法」が施行され、さらに規制が厳しくなっている。
こうした状況の中、ファーウェイは昨年9月、LGグループ傘下でLGユープラスの
回線を利用したMVNO事業を展開するmediaLogからスマートフォン『X3』（写
真）を発売し、韓国の端末市場に参入した。『X3』はグローバルで『Honor6』と
して販売されているモデルを韓国向けにカスタマイズしたもので、LTE Cat6対応、
オクタコア・プロセッサー搭載の5インチフルHDという高性能ながら手ごろな
価格設定を実現し、韓国のユーザーに新たな選択肢を提供している。

加熱するモバイル市場
ファーウェイも端末製品を発売

ファーウェイはLGグループ傘下のMVNOからスマートフォン『X3』を発売（下記参照）

2014年6月、LGユープラスとファーウェイは
世界で初めて3周波数帯のCAの
フィールド・トライアルに成功し、
現在LGユープラスが提供している
ネットワーク速度の4倍にあたる
300Mbpsを達成した。

ユーザー・エクスペリエンスのすべてを
LTEでサポートすることで、
「通信の自由と次世代の共有体験を通じて、
やりたいことが何でも同時に」
実現できるようになる。

LTE独自のサービスがもたらす
新しいライフスタイル

未来のコミュニケーション ※1米ドル110円換算
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ウルトラブロードバンドで加速する
驚異の映像体験

進化する
ソニーの4K
『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　ジェーソン・パターソン（Jason Patterson）、リンダ・シュー（Linda Xu）

4Kがもたらす映像の革新は、通信事業者にとって何を意味するのだろうか。ファー
ウェイが2014年9月にロンドンで開催したウルトラブロードバンド・フォーラムに、
4Kを最も強力に推進する企業ソニーが参加した。4Kのピクセルすべてを転送する
には、莫大な容量を持つネットワーク・インフラが必要だ。ソニーが同フォーラムに
登壇した意義はここにある。同社の4K事業について講演したソニー・プロフェッ
ショナル・ソリューションズ・ヨーロッパ（Sony Professional Solutions Europe）
のAV＆メディアソリューション部門マーケティング・ディレクター、オリビエ・ボビス
（Olivier Bovis）氏に、その戦略を聞いた。

ソニーの4K事業 ウルトラブロードバンド・フォーラム
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していました。次に、スポーツ分野での
ライブ制作へと拡大し、現在ではあらゆ
るジャンルに関わるほぼすべての制作分
野をカバーしています。
　3番目は、4Kコンテンツ制作の初期
段階におけるサポートです。2014年の
FIFAワールド・カップでは一部の試合が
4Kで撮影されたことが話題になりました
が、すでに数年前にはラグビーで初の
4K試験配信を行っており、その後もコン
サートやファッション・ショー、オペラな
ど、数多くの制作業務をサポートしてき
ました。当社はこれらのコンテンツ制作
を通じて4Kの実績を積み、それを開発
に反映するとともに、業界における4Kの
価値の認識を高め、その推進に貢献で
きたと思っています。
　最後に、4Kコンテンツの配信があり
ます。最初に動いたのは、ソニー・ピク
チャーズ エンタテインメントでした。現
在、同社は世界最大の4Kコンテンツ・ラ
インナップを有しており、米国ではVideo 

Unlimited、中国ではWasu、その他の
国々ではNetflixを通じてこれを提供して
います。このように、ソニーはコア技術、製
品開発、制作のスポンサーとサポートに
重点を置きつつ、いまではコンテンツの配
信支援まで行っています。

WinWin：FIFAワールド・カップの4K放
送に対する反響はいかがでしたか? また、
このほかの4Kの成功事例についても

お聞かせください。
ボビス氏：ワールド・カップの反響はすば
らしいものでした。中には映画館で試合
を放映した国もあります。当社が現在ス
ポーツ分野に力を入れているのは、サッ
カーなどの競技をより高品質で見たいと
思う視聴者の4Kへの関心が非常に高い
からです。他のエンターテイメントの分野
では、ミューズやピーター・ガブリエルと
いったミュージシャンのコンサート、デザ
イナーのポール・スミスのファッション・
ショーなどの撮影を手がけました。おもし
ろい例としては、昨年4月にバチカンと共
同で実施した列聖式の4K撮影がありま
す。中継を見た視聴者が感動的な場面
を高解像度で味わえただけでなく、バチ
カンのテレビ局にとっては歴史的な資産
を最高の品質で制作する貴重な機会に
なりました。

WinWin：ソニーは4K推進の強力な旗振
り役ですが、高解像度を追求する動因は
何ですか?

ボビス氏：ご質問のとおり、誰もが4Kとは
単に解像度を上げることだと考えていま
す。しかし、4Kは高解像度を追求するだ
けのものではありません。世界中にコン
テンツが満ちあふれ、どこにいても手に入
れられるようになったいま、コンテンツの
制作者と視聴者のためにどうやってその
価値を高めるかというのが本質的な問題

なのです。いまや携帯電話でもHD動画
を見られるようになりましたが、家庭の55 

～65インチのテレビや、近い将来出現す
るさらに大画面のテレビで見たときに「す
ごい」と感じられるような映像体験をどう
したら提供できるか。4Kはそれを探求す
る過程であり、視聴者にエンターテイメン
トを思う存分に楽しんでもらうためのもの
なのです。
　一方、コンテンツ制作側にとって、4Kは
資産から最も効率よく収益を上げる方法
でもあります。現在、われわれの顧客のう
ち一部の制作者はすでに4Kで撮影した
コンテンツを配信まで行っていますが、現
段階では4Kで撮りためておくだけという
制作者もいます。将来、再販売によって収
益を最大化できる価値ある資産になるこ
とがわかっているからです。

WinWin：通常のハイビジョン・テレビで
は不可能だったことが4Kで可能になると
したら、それはどのようなものでしょうか? 

4Kの可能性について教えてください。
ボビス氏：先ほども触れたように、まず4K

はハイビジョンよりもさらに「すごい」と感
じられるような映像体験を創造できると
いうことです。薄型テレビが最初に登場
したとき、平均サイズは40インチでした。
現在、市場で売れている画面サイズの平
均は55インチです。おそらく5年後には65

インチになるでしょう。将来的には、部屋
の壁ほどのサイズになるのではないで
しょうか。こうした市場の動きは驚愕の映
像体験をより大きな画面で楽しもうとい
う追求の結果です。
　第2に、4KがHDコンテンツ制作に使用
できることが挙げられます。これは、解像
度の向上だけに気を取られていると見落
としてしまいがちです。先ほど述べたよう
にコンテンツから将来さらなる収益が得
られるだけでなく、超高解像度であること
を技術的に利用して映像の一部分を

HD映像として切り取ったり、ワークフ
ローに別のメカニズムを取り入れたりす
ることで、低コストで新たなHDコンテン
ツを作成できるのです。わかりやすい例と
して、当社が「スティッチング」と呼んでい
るシステムがあります。これは、2つの4K

カメラをプレートに完全に固定し、広範
囲の4K映像を2つ同時に撮影するという
ものです。巨大なコンピューター・システ
ムで制御し、映像内を仮想的に移動する
複数のバーチャルHDカメラとして操作
することができます。たとえば、巨大なスタ
ジアムに2つのカメラをフラットに配置し
て全景を撮影するだけで、後からさまざま
な方法で映像を再利用できます。通常は
スタジアム全体に多くのカメラを設置す
る必要がありますが、そうした設備なしで
スタジアム内を自由に移動しているかの
ような映像が撮れるのです。当然、コスト
も削減できます。現在は映像の視点はカ
メラによって決められてしまいますが、い
ずれはエンド・ユーザーがタブレット上で
自分の見たい場所に視点を移動できるよ
うになるでしょう。こうしたことも、4Kがも
たらす価値のひとつです。

WinWin：ソニーはすでに4Kダウンロード・
サービスを提供しており、再生ビットレー
トは最高100Mbpsに達しています。これ
ほど高画質のテレビ番組や長編映画を

ダウンロードするには、どのくらいの時間
がかかるでしょうか?

ボビス氏：当然ながら、所要時間はネット
ワークの回線速度によって決まります。最
初にサービスを開始したとき、ソニーは最
高品質の映像体験を届けることを第一義
としていました。4Kが約束する品質とは、
驚異の映像体験だからです。コンテンツ
は増え続けていたものの、当時はまだ十
分な数とは言えませんでした。そこで、当
社はとにかく最高品質のサービスを目指
そうと考え、100Mbpsを実現したのです。
　技術的には、10Mbpsの通信速度なら
2時間の映画をダウンロードするのに約9

時間かかります。ただ、こうした問題を予
想してソニーは巧妙なメカニズムを考案
しました。データが利用可能になると、
ユーザーからのリクエストがなくてもサー
バーがバックグラウンドでデータをダウン
ロードします。したがって、ユーザーがコン
テンツを見たいと思ったときには、その
コンテンツはすでに視聴可能な状態に

あります。これは非常にユニークな発想
です。マクロのレベルでは、動画圧縮規格
H.265／HEVC（High Efficiency Video 

Coding：高効率映像符号化技術）の普
及や4Kの一般化が進めば、必要な帯域
幅を抑えて出力を最適化することが可能
になるでしょう。同時に、ウルトラブロード
バンドがさらに普及するにつれて、ダウン
ロード速度が劇的に向上して所要時間
が短くなり、画質と速度の問題はいずれ
解消されるはずです。このように、さまざ
まな要素の相乗効果によって進歩してい
くだろうと思います。

WinWin：現在、4K動画に対する消費者
需要はまだそれほど高くありません。需要
を喚起するキラー・アプリケーションは何
であるとお考えですか? また、開発を進め
る上でのボトルネックは何でしょうか？
ボビス氏：これは新しい問題というわけで
はなく、何年も前にHDが市場に登場した
ときにも同様の状況に直面しました。何
事もある程度の時間が必要です。重要な
のは、十分な数のコンテンツがそろい、
サービスの価格に見合うラインナップだ
と消費者が感じるようになるかどうかで
す。だからこそ、われわれはコンテンツ制
作に力を注いでいるのです。コンテンツが
そろえば、その価値が理解されるように
なり、状況は急速に変わっていくでしょう。
一方、デバイスの価格はさほど大きな問
題ではないと考えています。これは実際、

テレビの売上に表れています。4Kテレビ
の成長が最も顕著なのはおそらく中国で
すが、ヨーロッパでも今年の第2四半期だ
けで2013年の1年間よりも多くの4Kテレ
ビが販売されました。
　いまはちょうど成長が加速しはじめた
ところです。成長を促す究極の要因は、や
はりブロードバンドによって家庭で4K

サービスを利用できるようになることで
す。ソニーのVideo Unlimitedはまず米
国でスタートし、最近ではフランスで
Netflixがサービスを開始しました。家庭
でコンテンツにアクセスできるようにな
り、それをテレビで視聴できる高速回線
が備わりさえすれば、普及は時間の問題
です。これはHDの場合と同じく自然な進
化と言えますが、HDと4Kを比較すると、
興味深いことに現在の4Kのほうがより
早いサイクルで進展しています。もし1年
後にお話しする機会があれば、HDのとき
よりも急速に普及が進んでいるとお伝え
できるでしょう。

WinWin：10年後に4K映像が当たり前

のものになったら、現在と比べて映像体
験はどのように変化しているでしょうか?

ボビス氏：未来を占うのは難しいです
が、ひとつ確かなのは、視聴者はこれか
らも「すごい」と思える映像体験を求めつ
づけるということです。将来のテレビは、
私たちの予想をはるかに超えているで
しょう。壁全体に映像が映し出されてい
るかもしれないし、ロールスクリーンのよ
うに壁を覆うデバイスを引き下ろすよ
うになるかもしれない。いずれにしても、
いま以上に多くのコンテンツが提供さ
れ、視聴者の興味を引くために競い合っ
ていることは間違いありません。すでに

現在も、コンテンツがいたるところにあ
り、視聴者が限られた時間を費やして何
を見たいと思っているのかは、制作者に
とって大きな課題となっています。視聴
者はこれからも、もっとすごい驚きを与え
てくれるコンテンツを求めていくでしょ
う。それは、さらに高い解像度、すなわち
8Kなのかもしれません。あるいは、より臨
場感の高いバーチャル・リアリティ技術
なのかもしれません。確実に言えること
は、こうした大量のデータを家庭に届け
るためのより太いパイプ、すなわちウルト
ラブロードバンドが間違いなく必要だと
いうことです。

WinWin：ソニーは早くから4Kに取り組
み、その発展をリードしています。これま
での実績についてお聞かせください。
ボビス氏：当社は4Kにおいて特にコンテン
ツ制作を重視してきました。4Kを始動す
るには、まずは4Kのコンテンツが必要で
す。コンテンツ制作には、4つの領域があ
ります。1番目は、コア技術のレベルです。
ソニーでは4Kの制作やキャプチャなどに
対し、個別のコーデックを開発しており、
これによって編集作業が簡単になってい
ます。
　2番目は4K製品で、10年以上前から開
発を行っています。当社の4Kプロジェク
ターはいち早く映画館で導入され、現在
世界中で1万7,000台が映画を上映して
います。その後、映像取得の面に注力し、
当初は主に映画制作用のカメラを開発

「すごい」映像体験の追求

コア技術から配信まで
トータルで4Kをリード

当社はコンテンツ制作を通じて
4Kの実績を積み、
それを開発に反映するとともに、
業界における4Kの価値の認識を高め、
その推進に貢献できたと思っています

4Kは画素数がフルHDの4倍にあたる超高精細映
像規格。ソニーは2005年に4Kプロジェクターを
発売して以来、カメラや放送業務用機器を含む
4K放送のトータル・ソリューションから家庭用4K
テレビ、コンテンツの作成と配信まで、グループ企
業の幅広い事業ポートフォリオを生かして包括的
に4Kの技術発展と普及に大きく貢献してきた。ソ
ニー・プロフェッショナル・ヨーロッパは、ソニー・
グループの1社として欧州各国で企業向けAV技
術ソリューションを提供している。

「Dream Broader, Band Together（大きく夢
を見よう、ともに力を合わせよう）」というテーマの
もと、ファーウェイが2014年9月24～25日にロン
ドンで開催。ボビス氏を含む多くのICT業界の専
門家が登壇し、ウルトラブロードバンドに関する
最新のトピックについて講演やパネル・ディス
カッションを行った。会期中、ファーウェイは固定
ブロードバンド技術の研究開発に今後3年間で
40億米ドル（約4,360億円※）以上を投資すると
発表した。

「

」

※ 1米ドル109.01円換算（2014年9月24日現在）
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していました。次に、スポーツ分野での
ライブ制作へと拡大し、現在ではあらゆ
るジャンルに関わるほぼすべての制作分
野をカバーしています。
　3番目は、4Kコンテンツ制作の初期
段階におけるサポートです。2014年の
FIFAワールド・カップでは一部の試合が
4Kで撮影されたことが話題になりました
が、すでに数年前にはラグビーで初の
4K試験配信を行っており、その後もコン
サートやファッション・ショー、オペラな
ど、数多くの制作業務をサポートしてき
ました。当社はこれらのコンテンツ制作
を通じて4Kの実績を積み、それを開発
に反映するとともに、業界における4Kの
価値の認識を高め、その推進に貢献で
きたと思っています。
　最後に、4Kコンテンツの配信があり
ます。最初に動いたのは、ソニー・ピク
チャーズ エンタテインメントでした。現
在、同社は世界最大の4Kコンテンツ・ラ
インナップを有しており、米国ではVideo 

Unlimited、中国ではWasu、その他の
国々ではNetflixを通じてこれを提供して
います。このように、ソニーはコア技術、製
品開発、制作のスポンサーとサポートに
重点を置きつつ、いまではコンテンツの配
信支援まで行っています。

WinWin：FIFAワールド・カップの4K放
送に対する反響はいかがでしたか? また、
このほかの4Kの成功事例についても

お聞かせください。
ボビス氏：ワールド・カップの反響はすば
らしいものでした。中には映画館で試合
を放映した国もあります。当社が現在ス
ポーツ分野に力を入れているのは、サッ
カーなどの競技をより高品質で見たいと
思う視聴者の4Kへの関心が非常に高い
からです。他のエンターテイメントの分野
では、ミューズやピーター・ガブリエルと
いったミュージシャンのコンサート、デザ
イナーのポール・スミスのファッション・
ショーなどの撮影を手がけました。おもし
ろい例としては、昨年4月にバチカンと共
同で実施した列聖式の4K撮影がありま
す。中継を見た視聴者が感動的な場面
を高解像度で味わえただけでなく、バチ
カンのテレビ局にとっては歴史的な資産
を最高の品質で制作する貴重な機会に
なりました。

WinWin：ソニーは4K推進の強力な旗振
り役ですが、高解像度を追求する動因は
何ですか?

ボビス氏：ご質問のとおり、誰もが4Kとは
単に解像度を上げることだと考えていま
す。しかし、4Kは高解像度を追求するだ
けのものではありません。世界中にコン
テンツが満ちあふれ、どこにいても手に入
れられるようになったいま、コンテンツの
制作者と視聴者のためにどうやってその
価値を高めるかというのが本質的な問題

なのです。いまや携帯電話でもHD動画
を見られるようになりましたが、家庭の55 

～65インチのテレビや、近い将来出現す
るさらに大画面のテレビで見たときに「す
ごい」と感じられるような映像体験をどう
したら提供できるか。4Kはそれを探求す
る過程であり、視聴者にエンターテイメン
トを思う存分に楽しんでもらうためのもの
なのです。
　一方、コンテンツ制作側にとって、4Kは
資産から最も効率よく収益を上げる方法
でもあります。現在、われわれの顧客のう
ち一部の制作者はすでに4Kで撮影した
コンテンツを配信まで行っていますが、現
段階では4Kで撮りためておくだけという
制作者もいます。将来、再販売によって収
益を最大化できる価値ある資産になるこ
とがわかっているからです。

WinWin：通常のハイビジョン・テレビで
は不可能だったことが4Kで可能になると
したら、それはどのようなものでしょうか? 

4Kの可能性について教えてください。
ボビス氏：先ほども触れたように、まず4K

はハイビジョンよりもさらに「すごい」と感
じられるような映像体験を創造できると
いうことです。薄型テレビが最初に登場
したとき、平均サイズは40インチでした。
現在、市場で売れている画面サイズの平
均は55インチです。おそらく5年後には65

インチになるでしょう。将来的には、部屋
の壁ほどのサイズになるのではないで
しょうか。こうした市場の動きは驚愕の映
像体験をより大きな画面で楽しもうとい
う追求の結果です。
　第2に、4KがHDコンテンツ制作に使用
できることが挙げられます。これは、解像
度の向上だけに気を取られていると見落
としてしまいがちです。先ほど述べたよう
にコンテンツから将来さらなる収益が得
られるだけでなく、超高解像度であること
を技術的に利用して映像の一部分を

HD映像として切り取ったり、ワークフ
ローに別のメカニズムを取り入れたりす
ることで、低コストで新たなHDコンテン
ツを作成できるのです。わかりやすい例と
して、当社が「スティッチング」と呼んでい
るシステムがあります。これは、2つの4K

カメラをプレートに完全に固定し、広範
囲の4K映像を2つ同時に撮影するという
ものです。巨大なコンピューター・システ
ムで制御し、映像内を仮想的に移動する
複数のバーチャルHDカメラとして操作
することができます。たとえば、巨大なスタ
ジアムに2つのカメラをフラットに配置し
て全景を撮影するだけで、後からさまざま
な方法で映像を再利用できます。通常は
スタジアム全体に多くのカメラを設置す
る必要がありますが、そうした設備なしで
スタジアム内を自由に移動しているかの
ような映像が撮れるのです。当然、コスト
も削減できます。現在は映像の視点はカ
メラによって決められてしまいますが、い
ずれはエンド・ユーザーがタブレット上で
自分の見たい場所に視点を移動できるよ
うになるでしょう。こうしたことも、4Kがも
たらす価値のひとつです。

WinWin：ソニーはすでに4Kダウンロード・
サービスを提供しており、再生ビットレー
トは最高100Mbpsに達しています。これ
ほど高画質のテレビ番組や長編映画を

ダウンロードするには、どのくらいの時間
がかかるでしょうか?

ボビス氏：当然ながら、所要時間はネット
ワークの回線速度によって決まります。最
初にサービスを開始したとき、ソニーは最
高品質の映像体験を届けることを第一義
としていました。4Kが約束する品質とは、
驚異の映像体験だからです。コンテンツ
は増え続けていたものの、当時はまだ十
分な数とは言えませんでした。そこで、当
社はとにかく最高品質のサービスを目指
そうと考え、100Mbpsを実現したのです。
　技術的には、10Mbpsの通信速度なら
2時間の映画をダウンロードするのに約9

時間かかります。ただ、こうした問題を予
想してソニーは巧妙なメカニズムを考案
しました。データが利用可能になると、
ユーザーからのリクエストがなくてもサー
バーがバックグラウンドでデータをダウン
ロードします。したがって、ユーザーがコン
テンツを見たいと思ったときには、その
コンテンツはすでに視聴可能な状態に

あります。これは非常にユニークな発想
です。マクロのレベルでは、動画圧縮規格
H.265／HEVC（High Efficiency Video 

Coding：高効率映像符号化技術）の普
及や4Kの一般化が進めば、必要な帯域
幅を抑えて出力を最適化することが可能
になるでしょう。同時に、ウルトラブロード
バンドがさらに普及するにつれて、ダウン
ロード速度が劇的に向上して所要時間
が短くなり、画質と速度の問題はいずれ
解消されるはずです。このように、さまざ
まな要素の相乗効果によって進歩してい
くだろうと思います。

WinWin：現在、4K動画に対する消費者
需要はまだそれほど高くありません。需要
を喚起するキラー・アプリケーションは何
であるとお考えですか? また、開発を進め
る上でのボトルネックは何でしょうか？
ボビス氏：これは新しい問題というわけで
はなく、何年も前にHDが市場に登場した
ときにも同様の状況に直面しました。何
事もある程度の時間が必要です。重要な
のは、十分な数のコンテンツがそろい、
サービスの価格に見合うラインナップだ
と消費者が感じるようになるかどうかで
す。だからこそ、われわれはコンテンツ制
作に力を注いでいるのです。コンテンツが
そろえば、その価値が理解されるように
なり、状況は急速に変わっていくでしょう。
一方、デバイスの価格はさほど大きな問
題ではないと考えています。これは実際、

テレビの売上に表れています。4Kテレビ
の成長が最も顕著なのはおそらく中国で
すが、ヨーロッパでも今年の第2四半期だ
けで2013年の1年間よりも多くの4Kテレ
ビが販売されました。
　いまはちょうど成長が加速しはじめた
ところです。成長を促す究極の要因は、や
はりブロードバンドによって家庭で4K

サービスを利用できるようになることで
す。ソニーのVideo Unlimitedはまず米
国でスタートし、最近ではフランスで
Netflixがサービスを開始しました。家庭
でコンテンツにアクセスできるようにな
り、それをテレビで視聴できる高速回線
が備わりさえすれば、普及は時間の問題
です。これはHDの場合と同じく自然な進
化と言えますが、HDと4Kを比較すると、
興味深いことに現在の4Kのほうがより
早いサイクルで進展しています。もし1年
後にお話しする機会があれば、HDのとき
よりも急速に普及が進んでいるとお伝え
できるでしょう。

WinWin：10年後に4K映像が当たり前

のものになったら、現在と比べて映像体
験はどのように変化しているでしょうか?

ボビス氏：未来を占うのは難しいです
が、ひとつ確かなのは、視聴者はこれか
らも「すごい」と思える映像体験を求めつ
づけるということです。将来のテレビは、
私たちの予想をはるかに超えているで
しょう。壁全体に映像が映し出されてい
るかもしれないし、ロールスクリーンのよ
うに壁を覆うデバイスを引き下ろすよ
うになるかもしれない。いずれにしても、
いま以上に多くのコンテンツが提供さ
れ、視聴者の興味を引くために競い合っ
ていることは間違いありません。すでに

現在も、コンテンツがいたるところにあ
り、視聴者が限られた時間を費やして何
を見たいと思っているのかは、制作者に
とって大きな課題となっています。視聴
者はこれからも、もっとすごい驚きを与え
てくれるコンテンツを求めていくでしょ
う。それは、さらに高い解像度、すなわち
8Kなのかもしれません。あるいは、より臨
場感の高いバーチャル・リアリティ技術
なのかもしれません。確実に言えること
は、こうした大量のデータを家庭に届け
るためのより太いパイプ、すなわちウルト
ラブロードバンドが間違いなく必要だと
いうことです。

WinWin：ソニーは早くから4Kに取り組
み、その発展をリードしています。これま
での実績についてお聞かせください。
ボビス氏：当社は4Kにおいて特にコンテン
ツ制作を重視してきました。4Kを始動す
るには、まずは4Kのコンテンツが必要で
す。コンテンツ制作には、4つの領域があ
ります。1番目は、コア技術のレベルです。
ソニーでは4Kの制作やキャプチャなどに
対し、個別のコーデックを開発しており、
これによって編集作業が簡単になってい
ます。
　2番目は4K製品で、10年以上前から開
発を行っています。当社の4Kプロジェク
ターはいち早く映画館で導入され、現在
世界中で1万7,000台が映画を上映して
います。その後、映像取得の面に注力し、
当初は主に映画制作用のカメラを開発

ウルトラブロードバンド・フォーラムにおいて、ファーウェイはソニーおよびハーモニッ
ク（Harmonic）、エンビビオ（Envivio）とのパートナーシップにより、4K動画配信向け
IPビデオ・ソリューション2.0のエンド・ツー・エンドの統合と検証を完了したことを発
表した。ハーモニックとエンビビオの次世代4Kエンコーダーと、ファーウェイのIPネッ
トワーク・ソリューション、ファーウェイが出資するチップ・メーカーであるハイシリコン
製HEVCデコーダー・チップを搭載したSTBによって、コンバージェント動画サービ
ス・プラットフォームを提供。これにより、現在主流の動画圧縮規格H.264からその約
2倍の圧縮率を実現するH.265／HEVCによる4K動画配信へと通信事業者がスムー
ズに移行できるようサポートする。ファーウェイはこれまでにIPビデオ・ソリューション
を世界で54件展開し、2,900万人のエンド・ユーザーにサービスを提供しており、この
豊富な実績を生かして今後は4K動画の分野でも通信事業者を支援していく計画だ。

ファーウェイの4K動画配信向け
IPビデオ・ソリューション

会場では、ソニーの4Kカメラで撮影した映像をエン
ビビオのエンコーダー、ファーウェイのIPネットワー
クと4K STBを通じてソニーの4Kテレビにライブ中継
するデモを展示した

ウルトラブロードバンドが
進化を加速する

現在は映像の視点はカメラによって
決められてしまいますが、
いずれはエンド・ユーザーがタブレット上で
自分の見たい場所に視点を
移動できるようになるでしょう

ウルトラブロードバンドが
さらに普及するにつれて、
ダウンロード速度が劇的に向上して
所要時間が短くなり、
画質と速度の問題はいずれ解消されるはずです

確実に言えることは、
こうした大量のデータを
家庭に届けるためのより太いパイプ、
すなわちウルトラブロードバンドが
間違いなく必要だということです

「

」

「

」

「

」
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エキスパートの対話の場として開催され
ました。EWIはこのイニシアティブを通
じ、インターネットによる世界の断片化を
防ぎ、その負の影響を低減することを目
指しています。
　12月4日に行われた「サイバースペース
における国際協力の概観（Overview 

of International Cyberspace Coop-

eration）」と題する同サミットの全体セッ
ションには、ファーウェイのジョン・サフォー
クGCSOのほか、河野章 外務省総合外
交政策局審議官兼サイバー政策担当大
使、中国外交部サイバー事務調整官 傳

　いま皆さんがいらっしゃる部屋をちょっ
と見まわしてみてください。部屋の形や出
入口の配置は非常時の安全を配慮して
設計され、家具の構造や素材は耐久性
や難燃性などの検査を経ているはずで
す。日常生活を取り巻くほとんどの製品や
サービスは、政府や規制機関、メーカー、
消費者の品質と安全性に対する厳しい目
をくぐりぬけてきたものです。
　一方、ICTの分野に目を向けてみる
と、技術や機能やコストに関しては短期
間で飛躍的な革新と改善があったにも

かかわらず、セキュリティについてはそれ
に見合った対策が取られてきたとは言え
ません。技術の進化はあまりにも急速か
つ複雑であり、ICTはいまや生活のあらゆ
るところに浸透しているため、人々はその
背後に何があるのかを疑問に思わなく
なっています。ICTがどうやって作られてい
るのか、その安全性がどう保証されている
のかについての包括的な知識が、政府や
規制機関にも、製品・サービスの購入者や
ユーザーにも共有されていないのです。こ
れでは「インフォームド・ディシジョン（正し
い情報を得た上での決断）」を下すことは
できませんし、ベンダーも性能の向上とコ
ストの削減に費やすのと同じだけの努力
をセキュリティ保証に注ぎこまなければと
いう切迫感を感じることもありません。

　ファーウェイはこれまでも過去2版の
提言レポート（『21世紀の通信技術とセ
キュリティ―その現状と課題』[2012]、
『サイバー・セキュリティをファーウェイの
DNAに―統合プロセス、指針、標準』
[2013]）などを通じて、サイバー・セキュリ
テイ保証に対するグローバルな協調の必
要性を訴えてきました。幸いなことに、こ
こ数年で多くの国々がサイバー・セキュリ
ティに関する法整備に力を入れるように
なってきています。また、情報セキュリティ
の国際規格ISO27000の改訂や、米国の
NIST（National Institute of Standards 

and Technology：国立標準技術研究
所）、欧州のオープン・グループ、ENISA 

（European Network and Information 

Security Agency：欧州ネットワーク情報

セキュリティ庁）の取り組みなど、標準化
においても大きな進展が見られています。
　しかし、ベンダーのセキュリティ能力を
真に向上させるには、ICTのユーザー側の
セキュリティに関する意識を高め、セキュ
リティ面でよりよい製品を購入したいとい
う需要を喚起することも必要です。購入に
あたってベンダーをセキュリティ面から評
価するための指針があれば、購入者の選
択眼はより厳しくなり、結果としてベン
ダーのセキュリティに対する姿勢にも影
響を与えるでしょう。
　ファーウェイは170か国で事業を運営
し、世界中のお客様に製品とサービスを
お使いいただいており、その過程で各国
におけるセキュリティ関連の法規制やリス
ク管理に対するアプローチについて知識

と理解を深めてきました。また、深圳の本
社では世界各国から訪れる何千人ものお
客様や各国政府関係者、専門家、メディ
アの皆様に展示ホールや製造施設をご
覧いただき、さまざまな話題に関してオー
プンな対話をしていますが、その中で当社
のエンド・ツー・エンドのサイバー・セキュ
リティ保証システムに関して多くのご質問
やご意見をいただいてきました。今回の提
言レポートの「100の質問」は、こうした経
験に基づいて作成されたものです。
　購入者がこのリストを参考にセキュリ
ティ保証に対して常に厳しい要求を掲げ
るようになり、それによってICTベンダー
がセキュリティへの投資を強化し、セキュ
リティの標準を引き上げることへとつな
がるよう強く願っています。

ICTベンダーのサイバー・セキュリティ保証に
より厳しい選択眼を

ファーウェイ グローバル・
サイバー・セキュリティ責任者（GCSO）
ジョン・サフォーク John Suffolk

サイバー・
セキュリティ保証の
さらなる発展のために
ICTベンダー選定の指針となる質問をまとめた
サイバー・セキュリティ提言レポート第3版を発行

2014年12月3日、ファーウェイはサイバー・セキュリティ保証に関する提言レポート
第3版となる『サイバー・セキュリティに対するファーウェイの視点と取り組み：エン
ド・ツー・エンドのサイバー・セキュリティ保証のためにテクノロジー・ベンダーに確認
すべき100の質問』を発行しました。これは、ICTベンダーのサイバー・セキュリティ保
証能力を評価する際に購入者が考慮すべき事項を100の質問にまとめた業界初の
取り組みです。「戦略、ガバナンス、統制」「標準とプロセス」「法律と規制」「人材」「研
究開発」「検証」「サードパーティ・サプライヤーの管理」「製造」「安全なサービス・デ
リバリー」「問題、障害、脆弱性の解決」「監査」の11の領域をカバーする質問を提案
しています。今号では、サイバー・セキュリティ提言レポート第３版と、ファーウェイの
セキュリティ向上に関する今後の取り組みについてご紹介します。

　今回の提言レポートは、国際的シンク
タンクであるEWI（EastWest Institute）
がドイツの外務省とベルリンで共催した
『第5回グローバル・サイバー・スペース協
力サミット（Global Cyberspace Coop-

eration Summit V）』に先駆けて発表さ
れました。同サミットは、EWIによる「サイ
バー・スペースにおけるグローバル協力
イニシアティブ」の一環として、世界各国
の政策立案者、ビジネス・リーダー、技術

聡（フー・ツォン）氏、米国務省サイバー
問題調整官クリストファー・ペインター
（Christopher Painter）氏、ロシア外務
省新しい挑戦・脅威局長イリヤ・ロガチョ
フ（Ilya Rogachev）氏、エストニア外務省
サイバー・セキュリティ担当次官・法律顧問
マリナ・カリュランド（Marina Kaljurand）
氏、I T U企業戦略部門長トマス・ラマ
ナウスカス（Tomas Lamanauskas）氏
が登壇し、サイバー・セキュリティ問題
の解決における国家や企業間の垣根を
超えた対話と協調の重要性について討
論しました。

　今回提言した100の質問は「バージョン
1.0」であり、ファーウェイは多くの企業、
政策アドバイザー、ベンダー、技術の購
入者の皆様に改善点をご提案いただき
たいと考えています。そこで、今後EWIの
指揮のもと、この提言レポートをさらに詳
細なバージョンに改訂するプロジェクト
を進めていきます。この100の質問のコン
セプトが技術の購入時に考慮すべき事
項として定着し、ICT業界が製品とサービ
スのセキュリティ設計、開発、実装を進歩
させる一助となることを願っています。

『グローバル・サイバースペース協力サミット』でのセッション（写真右端がジョン・サフォーク）

ファーウェイのサイバー・セキュリティ提言レポー
ト第3版『サイバー・セキュリティに対するファー
ウェイの視点と取り組み：エンド・ツー・エンドのサ
イバー・セキュリティ保証のためにテクノロジー・
ベンダーに確認すべき100の質問』はこちらから
ダウンロードいただけます。
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　モバイル・ブロードバンドの普及ととも
にスマートフォンやタブレット利用者が増
え、2015年は常時高速接続の時代を迎え
る。回線の高速化によってレスポンスを気
にせずサービスを利用できるようになり、
たとえば、音楽配信サービスもダウンロー
ド型からストリーミング型へと人気が移り
つつある。ヨーロッパを中心に展開中の
『Spotify』やアジアの『KKBOX』は利用者
数を着 と々増やしている。また、サムスン
電子が『Milk Music』を始めるなど、端末
ベンダーにもその動きは広まっている。
　動画の利用も、『YouTube』に代表され
るストリーミング視聴サービスのみなら
ず、『Ustream』『ニコニコ生放送』などに
よって一般ユーザーが手軽に動画配信
をできる時代となった。『Vine』のようにわ
ずか6秒間の動画を使ったソーシャル・
ネットワーク・サービスも、リアルタイムに
ストレスなく利用できる高速通信環境が
あってこそ生まれてきたわけだ。
　中国では端末販売の楽語通訊（ルー
ユートンシュン）がMVNOブランド『妙
（ミャオ）more』を立ち上げ、まだ大手
MNO事業者が手がけていない健康系の
ウェアラブル・デバイスとヘルスケア・サー
ビスをセットにしたビジネスで市場への参
入を開始した。モバイル・ブロードバンド
の普及は人々の生活をより豊かにし、そし
て新たなビジネスチャンスを生み出そうと
しているのだ。

ではこの3社がスタートラインに立ち、
業界をリードする形となった。ファーウェ
イは高速通信対応スマートフォンの普及
を広げる戦略モデルとして、コスト・パ
フォーマンスに優れた『Honor6』（韓国
では『X3』として販売、p.15参照）も用意
している。

　日本では多数のモバイル・ルーター
が発売されており、移動中でも快適な
モバイル・ブロードバンド環境を利用す
ることができる。しかし、アジアの他の先
進国の多くではルーターよりもスマート
フォンのテザリング機能のほうが人気の
ようだ。これは人口が大都市に集中し利
用者も多いことから、スマートフォン1台
ですべてをこなす使い方が便利なため
だろう。
　一方、米国やヨーロッパ、そして東南ア
ジアなどでは、移動時間が長いことや、固
定回線の代替としての需要から、モバイ
ル・ルーターの需要も高い。米国では1回
線で複数のSIMカードを契約できるマル
チSIMサービスが提供されており、スマー
トフォンとルーターの併用もしやすい。
　最近では女性が持ち運びたくなるよう
なカラフルでデザイン性に優れたモバイ
ル・ルーターや、室内に置いてもインテリ
アとして違和感なく見えるホーム・ルー
ターなども出てきている。ルーターもいず
れはスマートフォン同様、外観を気にし
て買う製品になっていくだろう。

いる。モバイル・ブロードバンド環境の整
備が進むと、TVやラジオ、デジカメ、そし
てパソコンを買うことなく、スマートフォン
1台で何でもできるようになるのである。

　4Gの普及とともに、さらに通信回線速
度を上げる技術も実用化が進んでいる。
その中でも複数の周波数帯をまとめて使
うCA（キャリア・アグリゲーション）は各国
で導入され始めている。日本ではKDDIに
続き、ドコモが2バンドCAを提供。韓国で
はすでに3バンドCA、下り最大300Mbps

の実用化が進んでおり、通信事業者間の
競争は価格から速度のアピールへと移っ
ている。CAはノキア、エリクソン、ファー
ウェイなどネットワーク・ベンダーも技術
開発を競い合っており、通信関連の展示
会では1Gbpsを超える超高速通信のデ
モも行われている。方式の異なるTD・
FDD間でのCAの商用化も近い。いずれ
消費者は通信方式の差を気にせず端末
を購入し、モバイル・ブロードバンド環境
を自由に利用できるようになるだろう。
　この通信の高速化は端末ベンダー
間のパワー・バランスにも大きな変化を
与えている。300MbpsのLTE Cat6に
対応する製品としては、2014年中にサ
ムスン電子が『GALAXY S5  4G+』や
『GALAXY Note Edge』など4製品を投入
し先行するも、LGの『G3』やファーウェイ
の『Ascend Mate7』（p.26参照）なども
登場。LTE-Advanced対応スマートフォン

に着け、海外にも展開を始めている。イン
ドやインドネシアなどでTD-LTEをサービ
スする事業者の端末ラインナップが中国
メーカー品であることも珍しくない。

　新興国・途上国市場では固定インフラ
の整備が一部都市のみにとどまってお
り、固定の代替としてのモバイル・ブロー
ドバンドの重要性が高まっている。こうし
た国々では2Gから3Gへの移行が完了す
る前に、低価格な中国製LTE端末の導入
で4Gの普及が急速に進むだろう。
　急激な市場の変化の例としては、長ら
く市場が閉鎖されていたミャンマーの例
が興味深い。2014年に国営系のMPTと
KDDI・住友商事グループが提携、北欧
系と中東系を加えた3社による競争が始
まった。回線状態が貧弱でSIMカードす
ら発行枚数が限られていた同国は、2014

年秋から猛烈な勢いでモバイル・ブロー
ドバンドの普及が始まっている。その結
果、屋台の売り子やタクシーの運転手な
ど誰もがスマートフォンを持ち、写真を
送ったり、暇な時間に動画を見たりして

販売割合が世界のトップ3で、もちろんス
マートフォンはすべてLTE対応品だ。

　一方、中国でもモバイル・ブロードバン
ドの普及が本格化している。中国では
2013年末からTD-LTE方式で4Gが開始、
それから1年が過ぎ、国内では1万円を切
るLTEスマートフォンや数千円のLTEモ
バイル・ルーターが販売されている。
　しかも、中国最大の事業者であるチャ
イナ・モバイル（中国移動）は、TD方式だ
けではなく、グローバル互換も視野に入
れたFDD方式にも対応する端末をメー
カーに求めている。同社が標準展開を
図っているのは5M13B（5モード13バン
ド）、すなわちTD-LTE/FDD-LTE/W-

CDMA/TD-SCDMA/GSMの各通信方式
に対応し、13の周波数帯に対応した製品
だ。レノボ、ファーウェイ、ZTE、クールパッ
ドといった中国大手のみならず、新興メー
カーやサムスン電子、LG、そしてもちろん
アップルも対応製品を販売している。
　その結果、中国メーカーはLTEデュア
ル・モード対応製品の製造ノウハウを身

　ITUによれば、世界のインターネット利
用者数は2014年末で30億人に、そのう
ちスマートフォンやタブレット、モバイル
ルーターなどを利用してインターネット
へアクセスするモバイル・ブロードバンド
の契約数は23億人に達するという。イン
ターネット接続の主役はモバイルの時代
になっているのである。
　世界のモバイル・ブロードバンド市場
動向を見ると、アジアの動きが活発だ。韓
国では国内のL T Eカバレッジがほぼ
100%となりVoLTEが日常的に使われて
いる。3G時代は各通信事業者がオフ
ロードとして地下鉄車内Wi-Fiを提供し
ていたが、いまではWi-FiにつながずLTE

のまま地下鉄内でスマートフォンを使う
人が多い。
　また、日本でも販売される端末はもは
やLTEに対応したものが主流となってお
り、スマートフォンだけではなくモバイル・
ルーターも多数の製品が投入されてい
る。香港、シンガポール、台湾は全携帯
電話販売台数に占めるスマートフォンの

モバイルが変える未来

アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの山根
康宏さんに、モバイルとICTを取り巻く日本と世界の現状と動向、そしてさらにその先につい
て解説していただくこのコーナー。スマートフォンの登場によって大きく変わった私たちの
モバイル・ライフは、これからどうなっていくのか？ グローバルな動きをクローズアップ
し、コミュニケーションの未来を探ります。今回は、モバイル・ブロードバンドの普及が端末
市場に与える影響について論じていただきました。

モバイル・
ブロードバンド時代の
グローバル端末市場

通信速度はより高速化
力関係にも変化

快適な生活を実現
アジア発のサービスも

中国でも普及が本格化
デュアル・モード端末も登場

3Gを飛び越して4Gへ
急激に変化する新興市場

左：サービス開始から1年で5,000万以上のLTE加入者を集めたチャイナ・モバイル
右：ウェアラブルとスマートフォンを組み合わせたサービスでMVNOに参入した『妙more』

山根康宏（やまね やすひろ）

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

通信はモバイルの時代
活発なアジア市場

各国で異なるルーター需要
デザインも多様化

ファーウェイは昨年2月のMWC 2014で世界初の
LTE Cat 6対応モバイル・ルーター『E5786』（写真）を
発表。日本ではNTTドコモ向けに『Wi-Fi STATION 
HW-02G』の発売を予定している（p.27参照）。
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　2001年に、テキサス州プラーノでス
タートしました。最初のオフィスはホテル
の1室で、従業員も本社から数名赴任し
ていただけです。『ファーウェイ』という名
前が英語で発音しにくいことから、当初は
『フューチャーウェイ（Futurewei）』という
名称を使っていました。この呼称は、いま
でもファーウェイUSAのR&D組織の名称
として使われています。

　ファーウェイの通信事業者向けネット
ワーク事業は、米国市場では政治的・保
護主義的な事情により残念ながら困難
な状況にあります。とはいえ、事業を撤退
したわけではありません。Tier 2、Tier 3

の通信事業者のお客様に、主に地方部で
固定ネットワーク、モバイル・ネットワーク
（3GおよびLTE）向け製品・ソリューション
を提供しています。サプライチェーンのグ
ローバル化が技術的・商業的に避けられ
ない現実であり、ICTが国境にとらわれな
い性質の産業であるという認識が広まる
につれ、米国市場での障壁はいずれ下
がっていくはずだと考えています。
　2011年からは、コンシューマー向け端
末事業もスタートしました。米国では日
本と同様に通信事業者経由で携帯端末
を購入するユーザーが圧倒的に多く、販
売チャネルの95%が通信事業者です。そ
のため、まずエントリー・モデルやフィー
チャーフォンから市場に入り、ミドルレンジ
製品で品質への信頼を得てから、ハイエン
ド機種を採用してもらうという、通信事業
者との段階的な関係構築が必要です。こ
れまでにファーウェイはいくつかの通信事
業者にローエンドからミドルレンジの製
品を提供してきました。その実績をもと
に、今後はより多くの通信事業者向けに
製品ラインナップを広げていく計画です。

並行して、オープン・マーケット製品にも力
を入れています。昨年6月にはオンライン・
ショップ『GetHuawei.com』を立ち上げ、
LTE対応6.1インチ大画面スマートフォン
『Ascend Mate2 4G』の直販を開始しました。

　イノベーションを成長の源泉とする
ファーウェイは、世界各国で研究開発に
注力してきました。米国でも毎年売上の
15～30%をR&Dに投資しており、2013

年は米国での売上高8億7,600万米ドル
（約964億円※）のうち約32％にあたる2

億7,600万米ドル（約304億円※）、これま
での累積額は8億米ドル（約880億円※）
に達しています。現在米国内に7つの
R&Dセンターを持つほか、ハーバード大
学やマサチューセッツ工科大学など国内
有数の大学や研究機関と、ICT分野にお
けるオープンな共同研究を積極的に
行っています。2014年2月にはニューヨー
ク大学のNYU WIRELESSリサーチ・セン
ターのスポンサーとなり、5G技術研究の
推進に向けて提携しています。

　ファーウェイは米国内の300近いサプ
ライヤーから年間数十億米ドル規模で
製品・サービスを調達しています。2013

年の調達額は約70億米ドル（約7,700億
円※）、2006年からの累積調達額は約
400億米ドル（約4兆4,000億円※）となって

います。購入対象はソフトウェア、コン
ポーネント、チップ、サービスと多岐にわ
たり、こうした取引を通じて米国内で多く
の雇用を生んでいます。クアルコムや
ブロードコムのようなグローバル大手企
業に加え、イリノイ州のアンドリューズ・
コーポレーションから年間5,000万米ド
ル（約55億円※）相当のアンテナを購入し
ているほか、光ファイバー・コンポーネン
トを扱うアライアンス・ファイバー・オプ
ティック・プロダクツ、音声処理技術の
リーディング企業であるフォルテメディ
アなど、優れた技術を持つ米国の中小企
業とも協業し、各社のイノベーションと成
長に貢献しています。

　ファーウェイ本社の社員寮『百草園』
にあるバスケットボール・コートへ行く
と、15万人が働くこの会社がどれだけダ
イバーシティを尊重しているかがわかる
でしょう。多様な従業員、世界中に広が
るサプライチェーン、世界各国のパート
ナーやお客様との協業など、ファーウェ
イはグローバル化を体現した企業です。
ICT業界は相互の協力によって成り立
つものであり、それが未来のイノベー
ションと安定したビジネス環境、ひいて
は政治環境をもたらします。政府とICT

業界に四半世紀にわたって身を置いて
きた私がファーウェイに魅力を感じるの
は、この会社が技術とグローバル化、世
界の安定が結びつく場所だからです。
ファーウェイが目指すのは、商業的な利
益だけでも、デジタル・デバイドの解消

世界170か国以上に事業拠点を持
つファーウェイ。このコーナーでは
その中から毎回ひとつの国を取り上
げ、各国の通信事情や市場の動向、
ファーウェイの事業展開や社会貢
献活動について、現地の広報部員
に聞きます。

ファーウェイUSA
R&Dと調達でイノベーションに貢献

金融業界を経て、米国務省で外交官として7年間奉職。その後、ノキ
アで米国および南北アメリカの渉外、企業戦略、セールス、マーケ
ティングなどの上級職を12年間務める。2010年にファーウェイに入
社し、渉外担当として米国政府や国内メディアとのコミュニケーション
を統括する。2014年2月には、人事コンサルティング会社ラッセル・レ
イノルズ・アソシエイツがモバイル業界でビジネスの変革やカスタ
マー・エクスペリエンスの向上、社会貢献に功績のあるリーダーを選
出した『MobileGameChangers』10名の1人に選ばれた。12歳から
26歳まで、4つ子を含む8人の子どもを持つ大家族の長でもある。

ファーウェイUSA 広報部・渉外担当バイス・プレジデント
ウィリアム・プラマー（William Plummer）

今回登場するのは…

■2012年より、カリフォルニア州のNPO団体『K to College』
をサポート。支援金の寄付のほか、従業員が自ら文房具と
デンタル・ケア・グッズを用意して子どもたちに手渡してい
る。ファーウェイとのパートナーシップによって同団体は活
動規模を拡大しており、2014年には2万人以上の貧困層
の子どもたちを支援した。
■2014年10月、ファーウェイUSAはNFLチーム『ワシントン・
レッドスキンズ』とスポンサーおよび技術パートナーシップ契
約を締結。同チームのホーム・スタジアムであるメリーランド
州のフェデックスフィールドにWi-Fiソリューションの提供
を計画している（写真左：ファーウェイUSAのジェネラル・マ
ネージャー、何明（フー・ミン）、右：ワシントン・レッドスキンズの
バイス・プレジデント、ロッド・ネナー）

ファーウェイUSAは、
いつ事業を開始したのですか？

現在はどのような事業に
フォーカスしていますか？ 米国でのR&Dについて

教えてください。

ファーウェイにとって米国は
中国に次ぐ2番目の調達市場ですが、
サプライヤーとはどのように
協業しているのでしょうか？

だけでもありません。大容量の通信ネッ
トワークを構築してモノのインターネッ
トを実現することだけでもありません。究
極的には、活気に満ち、革新的で、健全
な競争が可能な安定したグローバル市
場を築き、子や孫の世代までが平和に
繁栄していける世界を作り出そうとして
いるのです。こうした社会的な視点から
ファーウェイは世界中で次世代を担う
若者たちにフォーカスしたCSR活動を
行っていますが、米国でも科学技術教
育の振興に寄与しているほか、貧困層の
初等教育ニーズをサポートするカリフォ
ルニア州の『K to College』プログラム
などを支援しています。

　欧州では、ファーウェイが市場に参入
したことで、価格とイノベーションにおい
てベンダー間の健全な競争が生じ、効率
化と価値創造の促進、ネットワーク管理
コストの節減によって、モバイル・ブロー
ドバンドが手ごろに利用できるようになり
ました。米国はまだこのような競争環境
にないため、他国と比べ通信コストが高
く、技術面でも前進はあるものの画期的
な大革新が起こるという状況にはありま
せん。ファーウェイは、米国市場が競争を
迎え入れる準備が整い、より多くの米国
の通信事業者に競争力と革新をもたらす
ソリューションを提供できる日が来ること
を心待ちにしています。

あなたにとって、ファーウェイは
どのような企業ですか？

世界接続性指標（p.2）では、米国
は「現在の接続性」では世界第1位
ですが、一方でサービス料金が先
進国の中で最も高いことが示されて
います。こうした米国の通信市場は、
今後どう変化すると思いますか？

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地

従業員数

2001年
プラーノ、サンタクララ、サンディエゴ、シアトル、シカゴ、ブリッジウォーター、ワシン
トンDC、アトランタほか計13か所
約1,200名、うち70%が現地採用（2014年10月現在）

：
：

：

ファーウェイUSA

固定電話加入者数・普及率 ： 1億3,514万人・42.2％
携帯電話加入者数・普及率 ： 3億574万人・95.5％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 84.2％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 9,134万人・28.5％（ITU調べ、2013年現在）
主要通信事業者 ： AT&T、ベライゾン・コミュニケーションズ（Verizon Communications）、
スプリント（Sprint）、T-Mobile US、センチュリーリンク（CenturyLink）

米国の通信事情

USA

1

2

※1米ドル110円換算

1 2
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HUAWEI
JAPAN DEVICE UPDATE

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

　JDIマーケティンググループの加藤満グループ マネージャー
はIPS-NEO™の強みを次のように解説します。「IPS-NEO™は、
産業用では主に医療用モニターに採用され、画質のクオリティで
高い評価を得てきました。その高コントラスト、高視野角特性に
よって深い黒と自然な発色を再現できるため、コンテンツのリッチ
化にともない高画質が求められているスマートフォンなどのモバ
イル製品でも真価を発揮します。また、高精細化とトレードオフと
なる消費電力の低減が実現できるのも大きな強みです」
　『Ascend Mate7』で初めてモバイル製品向けにIPS-NEO™

を応用するにあたり、ファーウェイとJDIは開発段階から密接に協
業を行いました。両社の協業について、加藤氏は「今回は、モバイ
ル製品特有の要求である狭額縁と、高信頼性を同時に実現する
ために新たな材料、プロセスの開発が必要になりました。関係部
門が一丸となって短期間でそれらを検証し、量産につなげること
ができました。今後もファーウェイの卓越した製品設計、洗練され
たデザインと、当社の最先端技術を盛り込んだディスプレイのコ
ラボレーションで、世界中のより多くの人々に斬新で魅力ある製
品をお届けしつづけていけると信じています」と述べています。
　ファーウェイとJDIは、これまでにハイエンド・スマートフォンやタ
ブレットのグローバル・モデルで協業してきました。『Ascend Mate7』
も、現在30か国以上に出荷されています。ファーウェイはこれから
も、日本の優れた技術を取り入れた高性能な端末製品を、日本を
はじめとする世界市場に広く展開していきます。

　6インチの大画面ながら、ベゼル幅約2.9mmの狭額設計で、高
さは5.5インチ・スマートフォン並の157mmとコンパクトなボディ
の『Ascend Mate7』。本体前面の83％を占める画面には、独自技
術により高コントラスト・高画質を実現するジャパンディスプレイ
（JDI）の「Super 6インチ フルHD LTPSディスプレイ」IPS-NEO™

を世界で初めて採用しています。
　従来の液晶ディスプレイは、TN（Twisted Nematic）方式と呼
ばれる駆動方式により、液晶分子を垂直方向・水平方向に動かす
ことで光を制御していましたが、見る角度によって色や輝度が変
化してしまうことが問題でした。一方、IPS（In-Place-Switching）
方式は液晶分子を横方向に回転させることで視野角による変化
を抑えることができます。JDIのIPS-NEO™は、光照射配向技術に
よって液晶分子を均一に並べ、IPSよりもさらに光漏れを低減す
ることで、鮮やかな黒表示を実現しました。さらに、光照射配向で
は透過率の高い液晶材料を使用できるため、透過率を10%以上
向上し、消費電力削減も可能にしています。

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。

ジャパンディスプレイ製フルHDディスプレイで
鮮やかな高画質を実現 大画面スマートフォン『Ascend Mate7』発売

2014年12月12日、ファーウェイ・ジャパンのSIMロックフリー製品の最新ラインナップとして、
グローバル・フラッグシップ・スマートフォン『Ascend Mate7』（オープン価格、想定売価49,800円[税抜]）を発売しました。

正面 斜め視角 正面 斜め視角
IPS（従来技術） IPS-NEO™

NTTドコモより2015年2月発売予定
クアッドバンドLTE（2GHz／800MHz／1.5GHz／1.7GHzの4つの周波数
帯で運用するLTEサービス）、800MHzプラチナバンド、IEEE802.11ac、
5GHzに対応し、下り最大225Mbpsの高速通信を実現。同梱のクレードル
で家庭のメイン回線としてもお使いいただけます。

ドコモ初のキャリア・アグリゲーション対応
『Wi-Fi STATION HW-02G』

NTTドコモより2014年11月7日発売
販売累計100万台を突破したキッズケータイに新モデルが登場。防水・防
塵に加え、MIL規格に準拠した耐衝撃性で衝撃にもさらに強くなりました。

キッズケータイ第3弾『キッズケータイ HW-01G』

ワイモバイルより2014年12月4日発売
コンパクトなボディに4,800mAhの大容量バッテリーを搭載。前面のデュ
アルスピーカーで広がりと迫力のあるサウンドが楽しめます。

ワイモバイル初のAndroid™タブレット、
LTE対応の『MediaPad M1 8.0 403HW』

NTTドコモより2015年3月発売予定
「走る」「歩く」「座る」「外す」の4つのステイタスを検出するGセンサーと
気温や湿度の異常を感知する温湿度センサーを搭載し、お子さまの活
動状況を見守ります。

ドコモ初の3G通信搭載腕時計型デバイス『ドコッチ 01』 

全国の家電量販店とオンラインショップで2014年12月12日発売、
オープン価格、想定売価21,800円[税抜]

LTE対応、クアッドコア1.2GHz CPU のプロセッサーで快適な使いごこち
でありながら、2万円台前半とリーズナブルな価格設定を実現。SIMロック
フリー・スマートフォンに新たな選択肢を提供します。

ミドルレンジ・モデルの
5インチSIMロックフリー・スマートフォン
『Ascend G620S』

今号のHuaWave読者アンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で1名様に『Ascend Mate7』をプレゼントいたします。
詳細は別紙アンケートをご覧ください。
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HIGHLIGHTS
GLOBAL

HUAWEI

HIGHLIGHTS
JAPAN

HUAWEI

2014 . 10 . 9
グローバルなブランド・コンサルティング企
業インターブランド（Interbrand）が発表し
た「Best Global Brands」のTOP100に初の
中国企業としてランクイン

2014 . 10 . 14
NTTドコモが主導するネットワーク機能仮
想化（NFV）の実証実験に参画、NECとの相
互運用試験によりマルチベンダー環境にお
けるNFVの実現性実証に成功 

2014 . 10 . 23
ファーウェイの通信事業者向け仮想データ
センター・ソリューションがブロードバンド・
ワールド・フォーラム2014で「仮想化におけ
る最も優れたイノベーション」賞を受賞
 
2014 . 11 . 4
英サリー大学5Gイノベーション・センター
（5GIC）において、他の技術パートナーと共
同で世界初の5Gテストベッド（実際の運用
環境に近づけたテスト用プラットフォーム）
を構築し、新たな5G無線技術のテストを実
施することを発表

 

2014 . 11 . 12
AfricaCom 2014で「アフリカをもっとつな
げる」ソリューションを展示

2014 . 11 . 18
グローバル・イノベーション・インデックス
2014年度版、アジア諸国の結果を発表

2014 . 12 . 3
屋外広告世界最大手の仏ジェーシードゥ
コーとスモールセル基地局の世界的な展
開で技術協力

2014 . 12 . 5
NFVオープン・ラボの設置を発表

2014 . 10 . 1
ファーウェイ創業者兼CEOがフランス首相と
の会談で対仏協力拡大の意向を表明

ファーウェイ最高戦略マーケティング責任者の徐文
偉（ウィリアム・シュー）に「Best Global Brands」賞を
手渡すインターブランドのグローバルCEOジェス・フ
ランプトン（Jez Frampton）氏

上：N T Tドコモ先進技術研究所5 G推進室室長  
中村武宏氏
下：5Gをテーマとしたパネル・ディスカッション

2014 . 10 . 5
京都で開催された『STSフォーラム』第11
回年次総会に、ファーウェイ副会長・輪番
CEOの郭平（グオ・ピン）、ファーウェイ・
ジャパン代表取締役社長の閻力大（エン・
リダ）が参加。データセンターソリューション
C T Oのロナルド・ラッフェンスパーガー
（Ronald Raffensperger）もスマート・シ
ティについて講演

2014 . 10 . 8
『CEATEC JAPAN 2014』における「第5世
代セルラネットワークのためのミリ波通信
技術」コンファレンスにて、ファーウェイ・
フェローの童文（トン・ウェン）が「5G UDN 
Capacity and mmWave Solution」につ
いて講演

2014 . 11 . 6
東京大学本郷キャンパスの武田ホールで
開催された『MPLS Japan 2014』にて
マーケティング＆ソリューションセールス
本部ネットワークソリューション担当CTO

滝広眞利が「100G超伝送の技術開発ト
レンドと実用化への展望」について講演

2014 . 11 . 21
デリバリー＆サービス本部が第4回パート
ナー交流会を開催。24社のパートナー企
業から6 4名の方々にご参加いただき、
ファーウェイのデリバリー＆サービスと購
買の戦略を紹介したほか、貢献度の高い
パートナー企業にアワードを贈呈

2014 . 12 . 4
新世代のIntel® Xeon® E5-2600 v3プロ
セッサを搭載した2Uハイエンド・ラックマ
ウント・サーバー『HUAWEI FusionServer 
RH2288 V3』と高性能PCIe SSD カード
『ES3000 V2』の販売を開始
 

2014 . 12 . 10
復興支援「木の紙カレンダー2015」を制作。
東北の間伐材を利用した木の紙に社員が
撮影した写真を印刷

2014 . 12 . 11～12
沖縄県市町村自治会館自治会館ホールに
て開催された一般社団法人沖縄オープンラ
ボラトリ（OOL）主催『Okinawa Open Days 
2014』に出展、展示ブースにてファーウェイ
のエンド・ツー・エンド キャリアSDNソリュー
ションとT-SDN（Transport SDN）を紹介

　2014年11月19～20日、GSMAと中国
工業・情報化部電信研究院の協賛を受
け、中国・上海で『世界モバイル・ブロード
バンド・フォーラム2014』を開催しました。
　同フォーラムはこれまでにオスロ、ベル
リン、バンクーバー、ロンドンで開催され、
今回で5回目となります。「モバイル・ブ
ロードバンドの未来を創造する（Create 

the Future of MBB）」をテーマに、日本
を含む世界各国の移動体通信事業者、
政府関係者、市場調査会社、モバイル・
サービス事業者、自動車メーカーから約
600名が参加し、第5世代携帯電話（5G）
ネットワークの定義や標準化、周波数戦
略のほか、モバイル・ブロードバンド産業
の将来展望、スマート・シティ、IoT、ビッ
グデータ、車載インターネットなどのト
ピックについて知見を共有しました。
　ファーウェイ輪番CEO徐直軍（エリッ
ク・シュー）の講演で幕を開けた初日は、
モバイル・ブロードバンドの最前線である
5GとL T Eをテーマに各スピーカーが
各国・各社の事例を紹介。5Gについては、
スウェーデンのテレ2（Tele2）グループ
CTIO（最高技術情報責任者）ジョアキム・
ホーン（Joachim Horn）氏、NTTドコモ
先進技術研究所5G推進室室長の中村
武宏氏が講演した後、英サリー大学教
授兼5Gイノベーション・センター（5GIC）
長のラヒム・タファゾリ（Rahim Tafazolli）
氏が進行するパネル・ディスカッションで、

　2014年10月16～17日、NTT主催の
『つくばフォーラム2014』に情報通信
ネットワーク産業協会（CIAJ）の会員企
業として初出展し、アクセス・ネットワーク
領域における最先端の技術とソリュー
ションを紹介しました。会場では、次世代
SDN-OLTプラットフォーム、次世代のア
クセス・ネットワークを構築する最先端の
NG-PON OLT 『MA5800』、 G.fast 、ス
マートホームとアクセス光技術（ODN、
AirPON、光モジュールとチップセット）の
4つのソリューションを展示し、デモを実
施しました。

　11月26日には、第14回『次世代ネット
ワーク＆サービスコンファレンス』にて展
示と講演を行いました。ソリューション＆
マーケティング本部ソリューションセー
ルスエキスパート桜井浩哲による「ネット
ワーク仮想化の現状と展望」と題した講
演では、ファーウェイのNFVソリューション
とクラウドOSを紹介し、NFV商用化に対
する当社の取り組みと考え方を解説。ワ
イヤレス・マーケティング部担当部長の

鹿島毅は「4Gトレンドとその先への展開」
をテーマに講演し、4Gの現状とファー
ウェイのソリューションに加え、ファー
ウェイが考える4Gから5Gへの技術ス
テップや、5Gに関するビジョンを紹介し
ました。また、展示ブースにはファーウェ
イのNFVソリューションとクラウドOS

『FusionSphere』を出展しました。

　2014年後半はこのほかにもいくつかの
展示や講演を行いました（下記参照）。フ
ァーウェイ・ジャパンは今後もこうした各
種イベントへの参加を通じ、当社の最新
技術をご紹介するとともに、業界の皆様
との情報共有や交流を深めることで、ICT

産業の発展に貢献する努力を続けてまい
ります。

ホーン氏、中村氏のほか電信研究院の王
志勤（ワン・ジーチン）氏、ファーウェイ・
フェローの童文（トン・ウェン）、Google X

バイス・プレジデントのモハマッド・ゴー
ダット（Mohammad Gawdat）氏が5G

時代の規制のあり方や利用シナリオ、
周波数などについて議論しました。また、
日本からは、Wireless City Planning

のCTO（最高技術責任者）近義起氏も
LTEネットワークの展開について講演を
行いました。
　2日目は、通信業界におけるビッグ
データの活用をテーマに、『ビッグデー
タの正体』の著者でオックスフォード大
学インターネット研究所教授のビク
ター・マイヤー=ショーンベルガー（Viktor 

Mayer-Schönberger）氏のほか、大手通
信事業者や自動車メーカーが最新のビ
ジョンや取り組みについて講演しました。
　会期中にファーウェイは、ロシアのメガ
フォン（Megafon）との2018 FIFAワール
ドカップに向けた5G試験ネットワーク構
築計画と、シンガポール・テレコムとの5G

技術に関する共同イノベーション・プログ
ラムを発表したほか、アジア太平洋地域
におけるデータ通信需要と今後の対応を
提言するレポートを発行しました。

2015年4月にオープン予定の5GICの完成予想図

世界モバイル・ブロードバンド・
フォーラムを上海で開催

その他の主なニュース

その他の主なニュース

『つくばフォーラム2014』の展示ブース

高性能PCIe SSD カード『ES3000 V2』

固定とモバイルの最新技術を
展示・講演で紹介

『次世代ネットワーク＆サービスコンファレンス』で講
演したソリューション＆マーケティング本部ソリュー
ションセールスエキスパート桜井浩哲（左）、ワイヤレ
ス・マーケティング部担当部長 鹿島毅

ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャ
パンの最新情報は、当社ウェブサイトの
ニュースルームをご覧ください。
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います。中でも吉林省にある延辺朝鮮族
自治州は最大です。この地方の学校では
満州国時代の名残りで日本語教育が行
われていましたが、漢民族の学校では英
語化が進んだ一方、朝鮮族の学校では
英語を教えられる先生が少なかったの
で、最近まで外国語としては日本語を学
ぶのが一般的でした。
　家庭内でのコミュニケーションは朝鮮
語です。延辺や私の故郷の朝鮮語は北
朝鮮の言葉に近いのですが、他の地域は
イントネーションが柔らかく韓国語に近
いなまりがあります。延辺のような大きな
コミュニティでは家庭の外でも朝鮮語が
主流ですが、密山は漢民族も多く、家と
学校以外では中国語を使っていました。
中国語は幼稚園でピンイン（中国語の発
音記号）を習い、小学校から高校まで、文
法や会話だけでなく、文学作品や高度な
作文も含めてしっかり勉強します。
　私自身は朝鮮語を母語として育ち、小
学校から中国語、中学校から日本語を学
びました。英語は高校卒業まで触れる機
会がなかったのですが、これからのグ
ローバルな時代にはやはり英語が必須
だと考え、大学時代に授業とは別に英語
学校に通って勉強しました。また、大学で
は友人に韓国語なまりの朝鮮族や韓国人

　朝鮮族は中国国内の少数民族のひと
つとして、東北部の吉林省、黒龍江省、
遼寧省を中心にコミュニティを形成して

留学生が多かったので、韓国語も話すよ
うになりました。

　習得に最も時間と努力を注ぎこんだの
は、中国語です。中学校までは朝鮮族の
先生に教わっていたのですが、高校に
入ってから「中国語の発音がおかしい」と
指摘されたことがあり、それから徹底的
に発音をトレーニングしました。分厚い
辞書を引きながらあらゆる言葉の発音を
確認するようにし、熟語の由来まで調べ
て語彙も増やしました。
　日本語は学校の授業では日常会話と
読み書き程度であまり高度なことはやら
ず、朝鮮語と日本語は発音も文法も近い
のでさほど苦労はしませんでしたが、就職
して来日し、仕事で使えるまでに上達す
るのはたいへんでした。ありがたいことに、
最初に入った会社では中国人社員に
チューターがつき、毎朝、新聞記事を音
読するなど日本語を特訓してくれたので、
そこでかなりブラッシュアップできました。
　英語は、中国語や日本語のように早い
うちからじっくり勉強していないので、基
礎ができていないなと感じます。できれば
いずれ英語圏に留学して、もっと上手に

なりたいと思っています。
　朝鮮語は母語にもかかわらず、最近で
は話す機会が減って、苦手意識が芽生
えてきてしまいました。朝鮮語は目上の
人を敬う儒教文化がベースにあるので、
敬語がとても複雑なんです。ファーウェ
イ・ジャパンには同じ朝鮮族の中国人社
員が多く、彼らとは朝鮮語で話すのです
が、とくに延辺で話される朝鮮語は、役職
や性別のほか、年齢に関しては年上だけ
でなく同年齢と年下でも表現が変わるの
で、気を遣って疲れます（笑）。

　私のチームは日本人が多いので日常
会話の半分は日本語、あとの半分は中国
人社員や本社と中国語でやりとりをし、
日中両方の社員にメールを出すときは英
語、といった感じです。

　言語が違うと、コミュニケーションの取
り方や発想のしかたも違ってきます。中国
語や朝鮮語では文章が断定的になるの
で、やりとりや考え方もはっきりしたもの
になりますが、日本語では何事も「～と思
います」と控えめな表現をすることが多
く、態度も自然と謙虚になります。そうした
意味で、多様な考え方を受け入れるこ
と、状況に応じて柔軟な対応をすること
ができるようになりましたね。
　また、多くの言語と文化を知ることが
できた一方で、広く浅くなってしまったと
いう感覚もあります。子どもができたら、
最初は母国語だけに集中して核となる
文化を身に付けた上で、複数の言語を学
び、異文化を理解しながら視野を広げて
いってほしいなと思います。

多様なバックグラウンドを持った人材が働くファーウェイ・ジャパンは、共通のコミュニケーションの
ために英語を公用語としていますが、社員には日本語が堪能な中国人や中国語が堪能な日本人も多く、
オフィスでは複数の言語が飛び交っています。また、そうした環境を生かして社員のスキルアップと交流
促進のために社内で日本語教室・中国語教室も開催しています。

ファーウェイ・ピープル

今回のファーウェイ・ピープルでは、「言語」をテーマに、日本語・中国語・朝鮮語・英語を
話す朝鮮族の中国人社員と、社内の異言語・異文化交流についてご紹介します。

Theme

言 語

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

こくりゅうこうしょうみつさん  し

黒龍江省密山市出身の朝鮮族。北京の
大学を卒業後、日本企業への就職を機
に来日。2011年にファーウェイ・ジャパン
に入社。マネージド・サービスの営業サ
ポートとして、プライシングやソリュー
ション策定を担当し、デリバリー・チー
ムと本社とをつなぐ役割を担う。母語で
ある朝鮮語、中国人として身に付けた中
国語、学校で学んだ日本語、英語と、4
か国語を話すマルチリンガル。

デリバリー＆サービス事業部
アシュアランス・マネージド・サービス
セールス・サポート

権麗琴 （チュアン・リーチン）

きつりんしょう

りょうねいしょう

中国の朝鮮族とその言語環境に
ついておしえてください。Q

それぞれの言語で、難しさを
感じるのはどんな点ですか？Q

社内ではどの言語を
使うことが多いですか？Q

複数の言語を使い、さまざまな
文化の中で育ってきたことは、
権さんにどんな影響を
与えていると思いますか？

Q

　昨年、ファーウェイ・ジャパンの翻訳センターでは従業員を対象とした日本語
教室・中国語教室を開講しました。日常会話やビジネス会話を学ぶとともに、それ
ぞれの文化についても知識を深め、異なる言語を母語とする社員間のコミュニ
ケーションや社外とのやりとりを円滑にすることを目指しています。春と秋にそれぞ
れ3～5か月にわたって開催され、各回10～20名程度の従業員が受講しました。
また、社内のクラウド・プラットフォームで毎回の授業内容をダイジェスト版にし
たビデオを共有し、復習や独学のために利用しています。

　業務や社内の交流に必要な言語の学習を支援するため、ファーウェイ・ジャパン
では、現地採用の従業員と長期駐在員向けに中国語・英語・日本語の学習にかか
る費用を一部補助する制度を実施しています。受講後に中国語検定やTOEIC、日
本語検定を受験し、基準をクリアすると一定の金額が、クリアできなければその半
額が支給される制度で、従業員が個々のニーズとペースに合わせて学習できるよ
うサポートしています。

多言語の習得を支援する語学研修補助金制度

翻訳センター主催の異文化交流プロジェクト

多言語・多文化が共存するファーウェイ・ジャパン

中国語教室（上段左）、日本語教室（上段右）の授業風景
言語だけでなく、日中文化を体験する課外講座も開催。横浜中華街の『中国茶房 悠香房』で行われた
中国茶道セミナー（下段左）と、『体験博物館 千葉県立房総のむら』での日本の茶道体験（下段右）

マルチリンガルな社員たち

大手町オフィス勤務の
現地採用社員のうち

4言語が話せる社員：3％
3言語が話せる社員：40％
2言語が話せる社員：57％

日・中・英・朝  1% 日・中・英・マレーシア  1%

日・英
44%

日・中・英
33%

日・中・朝  5%
日・中
13%

日・英・朝  1%

日・中・英・
ポルトガル  1%

日・英・
スペイン  1%

えんぺん
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　安徽省北西部、首都の合肥市から電車
で2時間半ほどの阜陽という街で高校卒
業までを過ごしました。このあたりは肥沃
な平原地帯で昔から農業が発達してお
り、その豊かさのために歴史的に多くの戦
の舞台にもなってきました。隣の亳州市は
三国志の曹操の出身地でもあります。
　阜陽市は安徽省の中で最も人口が多
い市ですが、街中は静かで穏やかな雰囲
気です。いまでこそ高い建物も増えてきた
ものの、僕が子どものころはまだビルはほ
とんどなく、エスカレーターやエレベー
ターには乗ったことがありませんでした。
　省内で有名なのは、なんといっても中国
一の名山と言われる黄山です。伝説の帝
王・黄帝がここで仙人になったという由来
のとおり、岩山から生える松と一面に広が
る雲海は仙人が住んでいるかのような神
秘的な光景で、水墨画の題材としてもよく
知られています。省の南端にあり、阜陽か
らは電車で7時間はかかるので、僕もまだ
行ったことはないのですが、一生に一度は
自分の目で見てみたい名勝です。
　また、中国の五大演劇のひとつとされる

黄梅戯は、現在は香港や台湾を含め広く
上演されていますが、もともとは安徽省の
民間芸能として発展したものです。高い声
の歌が特徴の音楽劇で、農民の日常生活
に根差したストーリーが多くの人々に親し
まれています。日本の宝塚のように、女性
が男性を演じるのも見どころです。

　安徽料理は日本ではあまり知られてい
ませんが、中国八大料理のひとつです。山
菜やキノコなど山の幸を使った煮込み料
理や蒸し料理が中心で、醤油味のものが
多く、日本人の口にも合うと思います。おす
すめは肉団子をもち米で包んだ徽州丸子
（フイジョウワンズ）。また、家庭で作る手
打ち麺も独特で、一晩寝かせた生地で作
る弾力のある太い麺を、季節の素材を
使った餡やスープでいただきます。母が

よく作ってくれた、なつかしい味です。

　高校卒業後は広東省広州の大学、北
京の大学院に進学し、大学院で日本語の
勉強を始めました。来日して今年で7年目。
最初はこんなに長く日本で暮らすとは思っ
ていませんでしたが、結婚して家も買い、
子どもも生まれたので、もうしばらくはここ
で生活を続けることになりそうです。
　ファーウェイではより仕事の幅を広げた
いと思い、入社２年目にITサポートから法
人ビジネス事業本部へと異動を申し出ま
した。営業職は未経験で大きなチャレンジ
でしたが、部署自体がまだ新しく、これから
事業を拡大していく段階なので、ともに成
長できる貴重な機会だと思っています。技
術を「使う」側にいたときは気づかなかった
「売る」ことのたいへんさを身をもって知
り、視野が広がりました。幸い部内には企
業ITの経験豊富な営業やSEの先輩がた
くさんいるので、日々多くを学び、忙しいな
がらもやりがいを感じています。

韓 偉 （ハン・ウェイ）
法人ビジネス事業本部　営業部　セールス・マネージャー
大学・大学院で情報技術を専攻後、2008年に来日し、日系企業でのエンジニ
ア職を経て2011年にITサポートとしてファーウェイ・ジャパンに入社。2013
年、前年に立ち上がった法人ビジネス事業本部に自らの希望で異動し、営業
職という新たなフィールドに飛び込む。プライベートでは昨年7月に第一子が
誕生、新米パパに。育児休暇中の妻が仕事に復帰した後の、家事・育児の分担
がそろそろ気になりはじめている。

漫遊中国

豊かな平原にゆったりと広がる農村地帯

安徽省阜陽市
あん　　 き　　 しょう　   ふ　　  よう　　  し

肥沃な土地と中国一の名山

成長のために自らチャレンジ

豊富な山の幸を生かす安徽料理

中国五大演劇のひとつ「黄梅戯」黄山の幽玄な風景 もち米で肉団子を包んで蒸す
「徽州丸子」

はくしゅう

そうそう

ごう ひ

阜陽市民の憩いの場、文峰公園
ぶんぽう

ロシア連邦

モンゴル国

江蘇省四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省
安徽省

こうばい ぎ

かんとんしょうこうしゅう

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

　中国では旧暦の正月（今年は2月19日）
を春節として祝い、年末から年始にかけ
て「よいお年を」「明けましておめでとう」
の両方の意味で「新年快楽（シンニェン
クァイラ）」「新年好（シンニェンハオ）」と言
います。年が明けてからは「過年好（グオ
ニェンハオ）」という言い回しも使われま
す。「過年」とは「過ぎた年」ではなく、「年

を越す、新しい年になる」ということです。
　このあとに「万事如意（ワンシールー
イー）」「恭喜発財（ゴンシーファーツァ
イ）」といった幸運を願う4字の賀詞が続
きます。後者は「おめでとう（恭喜）、お金が
もうかりますように（発財）」の意。もともと
は商売人の多い広東語圏を中心に使わ
れていましたが（広東語では「ゴンヘイ
ファッチョイ」と発音）、いまでは中国全土
で一般的な言い回しになっています。

　中国語には干支にまつわる縁起のよい
言葉が多くあり、新年のお祝いにも使わ
れます。羊年によく見られるのが「三羊開
泰（サンヤンカイタイ）」という言葉。本来
は「三陽開泰」という成語で、冬至から旧
暦の12月を経て新年へと三度「陽気」が
生じ、泰平がもたらされることを指します
が、発音が同じであること、「羊」は「吉祥」
の「祥」にも通じることから、「陽」を「羊」に
換えて記します。

新年のあいさつ

　新年のあいさつとともに手渡されるの
が「紅包（ホンバオ）」。その名のとおり真っ
赤な封筒に入ったお年玉です。日本では

お年玉は大人が子どもにあげるものです
が、中国では大人どうしでも親戚や友人、
お世話になった人に紅包を渡す習慣があ
り、会社が従業員にボーナスとして支給
したり、マンションの管理人やビルの守衛
さん、レストランのウェイターなどにチップ
のようにあげることもあり、春節の時期に
はいたるところで赤い封筒が飛び交いま
す。金額は数十元から数百元とさまざま
ですが、近年では段 と々相場が上がり、子
どもが数万元の紅包を手にすることも。

　昨年の春節には、中国で人気のSNS

『微信（WeChat）』で電子紅包が送れるよ
うになったことが話題になりました。グ
ループ全体に紅包を送り、メンバーが早
いもの勝ちでランダムな金額を受け取る
というユニークな機能もあり、開始と同時
に瞬く間に人気を集め、最初の2日間だけ
で500万人が2,000万件もの紅包をやりと
りしたとか。これにより、微信を運営する騰
訊（テンセント）はオンライン決済サービス
のユーザーを大幅に増やしました。

中国のお年玉～紅包

経営陣のメッセージから

ファーウェイ独自の経営理念を象徴する経営陣の言葉をご紹介します。

　任は社員に宛てたこのメッセージで、中国でもよく知られる『北国の春』の
歌詞に見る日本人の勤勉さと、バブル崩壊後の冬の時代を乗り越えようとし
ている日本企業の不屈の精神を称え、創業から十数年で急速に拡大した
ファーウェイには将来を見据えた危機感が希薄であると警鐘を鳴らしまし
た。「成功とは何か？ 日本企業のように、九死に一生を得てもまだきちんと生
き延びていくことができること、それが本当の成功だ」と述べたのち、ファー
ウェイの状況をこう表現しています。

華為没有成功、只是在成長。
ファーウェイは成功しているのではない、
ただ成長しているだけだ。
ファーウェイ創業者兼CEO 任正非（レン・ジェンフェイ）
（2001年にファーウェイ社内報に掲載した文章『北国の春』より）

　前号でお知らせしたとおり、HuaWaveは今
年で5年目を迎えるにあたって誌面をリニュー
アルいたしました。表紙や本文のデザインを一
新したほか、内容面でもより「未来」を見つめた
トピックを取り上げていきます。リニューアル
第1号となる今号のFeature Storyでは、ファー
ウェイが実施した世界の接続性に関する調査
をもとに、「より“つながった”世界」の可能性を
探りました。ICTは社会にどのような変革をもた
らし、私たちの暮らしをどう変えるのか―
新たな年の始まりに、未来を形作るICTの力を
あらためて実感していただくきっかけとなれば
幸いです。
　今後もHuaWaveは、先進技術とイノベー
ションの無限の可能性を感じていただける有用
なコンテンツをお届けするよう尽力してまいりま
す。引き続きご愛読を賜りますとともに、新しい誌
面へのご意見・ご感想をぜひお寄せください。

編集後記
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世界最高クラスの性能と品質を追求した高拡張性2Uハイエンドサーバ。
最新プロセッサ Intel® Xeon® E5-2600 v3 搭載により
CPU性能強化と省電力機能強化の両立を実現しました。

RH2288 V3-25S RH2288 V3-12LRH2288 V3-8S

信頼のパフォーマンス。柔軟な拡張性。

Intel® Xeon® E5-2600 ｖ3はハイパフォーマンス・コンピューティング、
仮想化プラットフォームはもちろんのこと、あらゆるワークロードに最適です。

1台のサーバで64TBのストレージを収容できます。
ファイルサーバを含め、すべての業務をこの1台で！

Intel、インテル、Intelロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。記載事項は2014年12月現在のものです。

柔軟な構成であらゆるニーズに適用可能

HUAWEI FusionServer

RH2288 V3

PCIe SSDカード ES3000を2枚まで搭載可能です。
フラッシュによる卓越したIOパフォーマンスはアプリケーション性能を劇的に加速化します。

GPGPUも搭載可能です。
ハイパフォーマンス・コンピューティングを徹底的に追求したプラットフォームも構築できます。

最先端のハイパフォーマンス！

大容量ストレージとしても！

IOボトルネックを極限まで排除！

エッジの効いたシステムにも！

MAX   2 CPU

MAX   64TB Storage

MAX   2 ES3000

MAX   2 GPGPU

Feature Story

最先端の韓国市場をLTEで牽引する
LGユープラス

Voice From Operators

進化するソニーの4K
ウルトラブロードバンドで
加速する脅威の映像体験

Voice From Industry

BETTER CONNECTED WORLD 
ICTが変える未来
世界接続性指標から探る「より“つながった世界”」の可能性
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