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　さて、ファーウェイ・ジャパン設立10周
年を迎えた昨年末には、多くの方からお
祝いや激励のお言葉を賜りました。この
場を借りて厚く御礼申し上げます。ファー
ウェイ・ジャパンは創設以来、幾多の荒波
を経験してまいりましたが、これらの困難
を乗り越えて10周年という大きな節目を
迎えられたのは、ひとえに関係者の皆様
のご理解、ご支援と、従業員の努力の賜
物です。今後も、皆様のご指導とお力添
えをいただき、ともにより“つながった”社
会の実現、そして日本のICT業界の発展
に尽力してまいる所存です。
　2014年に続き、ファーウェイ・グループ
は2015年も著しい成長を遂げました。
2015年度の業績はまもなく正式に発表す
る予定となっておりますが、売上高は対前
年度比約30%増の600億米ドル（約7兆
2,000億円※）に達する見込みです。未来
の産業変革を支える5G技術の研究開発
への投資を続ける一方、昨年は企業向け
分野でもクラウド・エコシステムの構築と
高パフォーマンスの新製品の提供を通
じてお客様の利益向上を支援してまいり
ました。また、消費者市場ではスマート
フォンの出荷台数が目標の1億台を突破
する見通しとなっています。

　ファーウェイ・ジャパンも、3事業それ
ぞれにおいてお客様やパートナー各社と
の協業をさらに深め、革新的な製品やソ
リューションを市場に提供することで、お
かげさまで堅調な成長を続けました。ま
た、ファーウェイのグローバル・サプライ
チェーンにとって日本国内のサプライ
ヤーの役割はますます重要になっており、
2015年度の調達額は対前年度比約
60%増の28億米ドル（約3,360億円※）に
達することを見込んでいます。

　2016年の幕開けは、ICT産業の発展に
拍車がかかる時でもあります。少子高齢
化や人口減少による市場の縮小が懸念さ
れる中、経済成長の牽引役としてのICT

産業に対する期待がこれまでになく高
まっているからです。
　総務省の「ICT成長戦略」に応えて、経
済産業省は「イノベーションによる成長
実現――未来投資による生産性革命」を
平成28年度の日本経済産業政策の重点
項目の柱とし、IT/ICTによる産業構造・
経済社会の革新を目指しています。
　一方で、弊社輪番CEO兼取締役副会長
である胡厚崑（ケン・フー）は、昨年11月に

香港で開催された『世界モバイル・ブ
ロードバンド・フォーラム 2015』の講演
で、ファーウェイが「モバイル・ブロード
バンド2020戦略」として掲げる3つの目
標を発表しました。それらは、①67億人
のモバイル・ブロードバンド・ユーザーを
サポートすること、②1Gbpsの通信速度
を実現すること、そして、③移動体通信
網を活用したIoTにより10億のモノの接
続を可能とすることです。胡は、目標達
成には技術とビジネス・モデル両面にお
けるイノベーションと、業界の垣根を超
えたコラボレーションが必要であることも
強調しました。
　オープンな協業を通じたイノベーション
の実現を目指すファーウェイのビジョン
は、IT／ICTによる産業構造・経済社会
の革新という日本政府の目標に通じるも
のです。多様なプレイヤーがそれぞれの
強みを生かして協力しながら、イノベー
ションを継続的に生み出していくエコシス
テムを形成することこそが、世界経済にお
ける日本の優位性を確立するドライビン
グ・フォースであると言えるでしょう。

　日本には創業100年以上の老舗企業
が2万6,000社もあり、こうした長寿企業
に共通する特性のひとつは地域社会に密
着した事業運営だと調査会社は分析して
います。それはすなわち、地域社会に価
値をもたらすことでともに発展していく共
存共栄の精神でもあります。ファーウェイ
は来年で創業から30年、ファーウェイ･
ジャパンも11年目の歩みをスタートした
ばかりですが、これからも現地化、イノ
ベーション、そしてオープンな協業の経
営方針を背骨に、次の10年、20年、その
先も、企業と企業、人と企業、そして人と
人をつなぐ持続可能な企業を目指し、日
本に深く根ざした企業市民へと成長して
まいりたいと思います。
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　新年おめでとうございます。今年の干
支にあたる「申」という字は、空に伸びる
稲妻や、身体を支えるまっすぐな背骨とい
う意味を持つほか、果実が実って固まっ
ていく状態を表すともされているそうで
す。申年にあたる2016年が、皆様にとっ
て成長と実りの多い1年になりますよう心
よりお祈り申し上げます。
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2014年9月に内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、法の施行やビジョン・戦略の制定などが進んだことを受け、
「地方創生」「働き方改革」は2015年の重要なキーワードとなり、さまざまな取り組みに注目が集まりました。そこで大きな
役割を果たしているのが、モバイルやクラウド・サービスといったICTの利活用です。
ICTによって場所にとらわれない仕事のしかたが可能になったことで、地方で働くという選択肢が現実的かつ魅力的なも
のとして見直されています。そしてそれは、過疎や少子高齢化を課題とする地方への新たな人の流れを生み出し、地元
だけの町おこしではなしえないサステナブルな活性化を実現しようとしています。
ICTを活用した地方創生の成功モデルとして全国から注目されている徳島県。中でも同県美波町では、東京のIT企業サイ
ファー・テックが2012年に初めてサテライトオフィスを設置してから2年間で人口の転入が転出を上まわり、現在は12の
企業がオフィスを設けています。美波町の新しい働き方と町づくりを目指す取り組みから、ICTがもたらすこれからの地域
社会の形を探ります。

　徳島県は、「vs東京」というアグレッシ
ブなコンセプトで地方創生の先陣を切っ
ています。「vs東京」とは、東京をはじめと
する大都市にない価値を自ら見つけて、
産み出して、アピールしていくというコン
セプト。徳島県政策創造部地方創生局
地方創生推進課集落再生担当課長補
佐の今津恭尚氏は「県が掲げる10の『徳
島宣言』のひとつが、『山奥でも速い、日
本一のネット環境を』というものです。徳
島のサテライトオフィスが全国的に知ら
れるきっかけとなったのは、神山町の山
中で渓流に足をひたしながらノートパソ
コンで仕事をする光景がテレビで放映さ
れたことでしたが、それを可能にしたの
がこのネット環境でした」と話します。
　そもそもこの高速ブロードバンド環境
は、テレビの受信環境の悪化を補うため
に整備が始められたものでした。地上デ
ジタル放送への移行にともなって受信可
能なチャンネル数が大幅に減ることへの
対策として、県は2002年から全県CATV

網構想の実現を進め、現在では世帯普
及率88.6％（全国平均52.2％）に。これ
が放送だけでなく通信インフラとしても
価値を発揮し、ICTを活用したさまざま
な地域活性化の取り組みを可能にした
のです。
　昨年制定された「ICT（愛して）とくしま
創造戦略」では、「『ICT基盤整備」から、
課題解決のための『ICT利活用』へ」とい
うビジョンのもと、産業から医療・介護、
行政、教育など多岐にわたる社会課題
の解決を目指す20のプロジェクトが推進
されています。

　徳島県内には、サテライトオフィスの
進出が盛んな3つの地域があります。ひと
つは、サテライトオフィスの先駆けとして

ICTが切り拓く新しい仕事の形と地方創生の可能性

三好市 神山町

徳島市

美波町

TOK U SH IM A

［ 美波町 ］
人口 6,924人

［ 神山町 ］
人口 5,345人

［ 三好市 ］
人口 26,447人

［ 東京都世田谷区 ］
人口 895,862人

45％

51％

［ 徳島市 ］
人口 258,639人

28％

老年人口（65歳以上）
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知られる神山町です。神山町では、NPO

法人グリーンバレーが中心となって主に
アートの分野で人材誘致を進めていたこ
とを基盤に、2010年からIT企業がサテラ
イトオフィスを設置するようになりまし
た。もうひとつの美波町は、後述のよう
に同町出身のサイファー・テック代表取
締役社長 吉田基晴氏がキー・パーソン
となって取り組みが進んでいます。3つめ
の三好市では、廃校を活用した企業誘
致など、市の主導により現在5社がサテ
ライトオフィスを設置しています。
　このように、同じ県内でも地域によっ
て展開の経緯はさまざまです。県のサテ
ライトオフィスプロジェクトは、各地で有
機的に発生してきたこうした動きを後方
支援するというスタンスで、半年間の実
証実験期間を経て2012年3月から本格

展開を開始しました。オフィスや住居の
ための古民家の提供、進出企業向けの
コンシェルジュ・サービスやカーシェア
リング、視察ツアーの受け入れなどのほ
か、地域の小中学校や高齢者との交流
などを進めていますが、行政の役割はあ
くまで関係機関との連絡や調整にとど
め、進出企業や地域のNPOなどによる主
体的な取り組みを重視しています。「地域
住民、進出企業の双方を含めた地元の
熱意が動かしている部分が非常に大き
いので、それをうまく成果につなげる手
助けをするのが私たちの役目だと考えて
います」と今津氏。進出企業が地域の課
題解決のために提案する活動も支援し
ており、これまでに9社の活動が支援対
象に選定されています。
　本格始動から3年間で、上記3自治体に

「日本一のネット環境」が基盤

「ICT（愛して）とくしま創造戦略」の主なプロジェクト

ICT企業やクリエイティブ人材の誘致により、ワークライフバランスの実現、進出企業・人材
によるICTを活用した地域貢献、進出企業と地元企業のマッチングや連携を促進する。

とくしまサテライトオフィスプロジェクト

県内の医療情報ネットワークを活用し、地域の中核病院が行った検査等の診療情報を
地域の医療機関へ提供するシステムを運用する。

『診療情報の共有推進』プロジェクト

ほぼ全世帯に普及しているテレビを安否確認や災害情報の発信に活用し、南海トラフ巨大
地震発生時の「被災者支援」「高齢者支援」「地域活性化」などの課題解決を図る。

『防災等情報提供システム』プロジェクト

平時にも災害時にも活用できる公衆無線LANアクセスポイントの県内全市町村整備
を目指す。

『Wi-Fi（ワイワイ）王国！とくしま』プロジェクト

大規模災害発生時における業務継続性の確保のため、本庁舎と耐災害性に優れたデータ
センターに庁内の各情報システムのサーバーを統合するクラウド基盤を構築すると同時に、
『テレワーク推進』プロジェクトに向けたテレワーク環境の整備も行う。

『データセンターへの庁内クラウド基盤構築』プロジェクト

徳島に関わるデジタルコンテンツを表彰する「ICT（愛して）とくしま大賞」や最新のICT技術
にふれあえる大規模ブース出展型のイベント「とくしまICTバザール」の実施を通じ、実践的
なICT人材の育成や地場ICT産業の持続的な発展を目指す。

『ICT（愛して）とくしま推進』プロジェクト
有機的に広がった

サテライトオフィス

ものの、現在はまだ第一段階だと吉田氏
は考えています。「サテライトオフィスに
勤務しているのはほとんどが独身者で、
それぞれ自分の生活と仕事を楽しむこと
はできていますが、彼らがいずれ結婚や
出産をすれば育児や教育の課題が出て
きますし、その先には介護の問題もあり
ます。また、いまのところは小規模なオ
フィスが中心ですが、この先事業を拡大
させようとするとき、地方で働く意欲とス
キルを持った人材を十分に確保できるか
どうかも考えていかなければなりません」
　吉田氏が今後の課題として指摘する
教育、医療、人材育成などもまた、ICT

の活用が変革を可能にする領域です。
あわえが牽引する美波町の取り組みがこ
れからどのように発展を続け、さらなる
課題解決を実現していくのか。ICTはそ
の中でどのような役割を果たすのか。そ
れを注視することで、東京の、日本の、
そして世界の未来が見えてくるかもしれ
ません。

起きていることは、これからの国の課題、
ひいては世界の課題を先取りしていると
言います。「少子高齢化はこれから日本
各地、世界各地で取り組まなければなら
なくなる問題です。美波町での地域活性
モデルには、日本を、世界を元気にする
可能性があると思っています」
　とはいえ、美波町モデルがそのまま他
地域にフィットするというわけではありま
せん。県庁の今津氏が述べていたよう
に、霊場のある美波町にはお遍路さんや
おもてなしの文化といった土壌がありま
したが、同じ徳島県内でさえ、霊場のな
い地域ではこうした取り組みに対する温
度差があるそうです。吉田氏は、他地域
への展開にあたっては「遊び人が多い地
区に目をつけるといい」と言います。「県や
市の単位でくくってしまうと難しいです
が、地区や集落のレベルで見れば、好奇
心旺盛で遊び心のある人たちが集まる
オープンな文化のエリアがあるはずで
す。そうした地区でまず新しいことを始め
てみる。そこで移住者が地元民と交流し
たり、新たな雇用が生まれたりするのを
実際に目にすれば、しだいに周辺地区の
人たちの理解も進むでしょう」
　こうした波及効果は地方創生におい
て重要な要素です。美波町のサテライト
オフィスは当初はIT企業がメインでした
が、誘致が進むにつれ進出企業が古民
家を改修してオフィスにするという需要
が生まれたことで、設計やデザインを手
がける企業が加わってきました。神山町
ではサテライトオフィスの従業員向けに
カフェやレストランがオープンし、いまで
は町外からも人を呼び寄せているほか、
そこで使われるオーガニック食材を供給
するための農園ができるといった発展を
見せています。最初は小さな取り組みで
も、人が人を呼び、やがて地域全体へと
その成果が拡大しうるのです。

　美波町は地方創生の先進地域である

にサービスを実現するシステムを作るこ
とを業務としているので、アイデアを現
実化できるスキルの引き出しが豊富で、
新しい環境の中で課題やソリューション
を見出すことに長けているんですね」
　過疎や高齢化で不足しているリソース
を補う処方箋としても、ICTは大きな力を
発揮しています。「神山町と上勝町では、
ウェブ会議システムを使って東大生が講
義をするオンライン学習塾を開講し、都
市部に負けない教育環境を目指していま
す。上勝町は高齢者がICTを駆使してツ
マモノ用の葉っぱを販売する『葉っぱビ
ジネス』でも知られていますね。デジタル
コンテンツも、都市部より地方のほうが
可能性がある。街中に書店がない地方ほ
ど電子書籍の需要が高いはずです。ICT

があれば、人が動かなくても情報やサー
ビスを動かせます。これは地方でこそ必
要とされていることなのです」（吉田氏）

　「あわえ」とは、美波町の方言で「路地」
のこと。吉田氏はこの美波町の路地で

導入している企業は1割程度に過ぎず、
導入しない理由として多くの企業が「テレ
ワークに適した仕事がない」ことを挙げて
います（総務省「平成26年通信利用動向
調査」）。その点でソフトウェアやシステム
の開発、グラフィック・デザインなどデジ
タル技術をツールとする仕事はテレワー
ク化しやすいものであり、サテライトオフィ
ス進出企業はこうした業種が中心となっ
ています。
　加えて、地域との“かけ算”という点で
も、「ITやインターネットの分野はサテラ
イトオフィスと親和性が高い」と吉田氏
は語ります。「これまでは地域経済の活
性策といえば企業の工場誘致でしたが、
工場の工員の方たちと地元の漁師さん
たちとの間で新たな価値を生むような
“かけ算”は起こりにくいでしょう。一方、
ITやインターネット業界の人間は、例え
ば地元においしい食材があったらオンラ
インで売ってみよう、おもしろい伝統行
事があったらウェブで発信してみよう、と
いう発想が出てきやすい。思いついたら
とりあえず動かしてみるという業界文化
もありますし、普段からユーザーのため

　こうした理念のもと、あわえは地域コ
ミュニティ、地域産業、文化資産という
3つの観点から美波町の町づくりを進め
る事業を行っています。中でも、サテラ
イトオフィス誘致を含む地域コミュニ
ティの分野では、古民家や空き施設のリ
ノベーションによって、移住者と住民の
交流スペースやサテライトオフィス体験
施設といった「場」を創出しているほか、
地域広報を担う人材を育てる「美波クリ
エイターズスクール」、他自治体の地方
創生担当者向け滞在型研修プログラム
などさまざまなプロジェクトを推進して
います。

　美波町にオフィスを置く12社のうち、
サイファー・テックをはじめとする4社が
ICT企業、それ以外の企業も業務には当
然クラウド・サービスやウェブ会議システ
ムといったICTの活用が必須です。総務
省では都市部の企業の仕事をICTを活用
して地方で行う「ふるさとテレワーク」を
推進していますが、現状ではテレワークを

徳島市、阿南市を加えた5市町に31社
がサテライトオフィスを設置し、50名以
上の地元雇用が創出されました。今後
は推進地域を8市町村に広げていく計画
です。
　今津氏は、こうした取り組みが軌道に
乗っている背景には、徳島の文化的な
土壌があると言います。「古くからお遍路
さんを迎え入れてきた歴史がある徳島に
は、よそから来た人を寛容にもてなす文
化が培われています。また、四国の中で
も大阪や神戸と距離が近く、新しいもの
に対するオープンな姿勢もあると思いま
す。サテライトオフィスという形で外から
入ってくる人たちや、彼らが持ち込んで
くるアイデアをおもしろがって受け入れ
る土壌があったことが、プラスに働いて
いますね」

　吉田氏がサイファー・テックを設立し
て以来、優秀な人材の獲得は常に深刻
な経営課題でした。2003年の設立当初
5名だった従業員数は、2012年までに

7名に増えたのみ。東京には中小のITベン
チャーは山ほどあり、就職先として魅力
を感じてもらうためには、「他にはない何
かが必要」だと考えていました。
　そこで思い至ったのが、東京では実現
できない生き方・働き方を可能にするサ
テライトオフィスです。吉田氏はこれを
「半X半IT」と呼びます。「趣味、家族と過
ごす時間、地域での活動など、都会で仕
事と通勤に時間を費やす生活をしている
と、人それぞれに犠牲にせざるをえない
ものが出てきます。ITを活用すれば、こう
したXを捨てることなく仕事と両立でき
る。それを実証するために、美波Labを
開設しました」
　出勤前にオフィスの目の前にひろがる
海でサーフィンを楽しむ「半波半IT」、山
へ狩猟に出る「半猟半IT」など、美波Lab

でユニークなライフスタイルを実践する
試みがメディアの関心を引き、特にサー
フィンやアウトドアの雑誌などで紹介さ
れるにつれて、サイファー・テックで働き
たいというエンジニアの応募が徐々に増
えていきました。2012年の美波Lab開設
以降、同社は従業員数を着 と々増やし、
3年間で25名と3.5倍に。それまで採用

活動にかけていた労力とコストを大幅に
削減することができました。
　「『半』とは言ってもサテライトオフィス
では業務量が半減するわけではなく、あ
くまで職住接近から生まれた時間や周囲
の自然環境の豊かさによって『半X』が可
能になります。仕事の質と量の基準や給
与水準は維持されるため、仕事の上で
の成長や充実感も得られます。優秀な
人材が集まるようになったことで会社の
競争力も高まっており、おかげさまで毎
年増収増益を達成する一因にもなって
いると感じます」と吉田氏は語ります。

　美波Labでは事業活動に加え、オフィ
スに隣接した水田で田植えをしたり、地
元の中学生や住民向けにIT講座を開い
たりといった活動を実施しています。ま
た、毎年夏には全国の大学生が集まっ
て地域課題を解決するハッカソン型のア
プリ開発合宿を開催。若者の少ない美
波町に活気をもたらすと同時に、会社と
してITに関心を持つ優秀な学生と出会う

機会にもなっています。
　一方で吉田氏は、こうした活動は同社
のCSRの一環として有意義ではあるもの
の、「腰を据えてより深く地域の課題に取
り組むには限界があることをしだいに実
感するようになった」と言います。そこで、
地域課題の解決に注力するための企業と

して、2013年にあわえを設立。「単に外か
ら来た人たちがお客さんとして参加するだ
けでは、地域社会を継続的に変えていく
ことはできません。地元の人 と々交じり合
い、互いの強みを生かして力を合わせな
がら“かけ算”で価値を生み出すことが重要
なのです」と吉田氏は語ります。

地方で働く

41％

20％

出典：総務省『国勢調査』、国立社
会保障・人口問題研究所『日本の地
域別将来推計人口』 
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　徳島県は、「vs東京」というアグレッシ
ブなコンセプトで地方創生の先陣を切っ
ています。「vs東京」とは、東京をはじめと
する大都市にない価値を自ら見つけて、
産み出して、アピールしていくというコン
セプト。徳島県政策創造部地方創生局
地方創生推進課集落再生担当課長補
佐の今津恭尚氏は「県が掲げる10の『徳
島宣言』のひとつが、『山奥でも速い、日
本一のネット環境を』というものです。徳
島のサテライトオフィスが全国的に知ら
れるきっかけとなったのは、神山町の山
中で渓流に足をひたしながらノートパソ
コンで仕事をする光景がテレビで放映さ
れたことでしたが、それを可能にしたの
がこのネット環境でした」と話します。
　そもそもこの高速ブロードバンド環境
は、テレビの受信環境の悪化を補うため
に整備が始められたものでした。地上デ
ジタル放送への移行にともなって受信可
能なチャンネル数が大幅に減ることへの
対策として、県は2002年から全県CATV

網構想の実現を進め、現在では世帯普
及率88.6％（全国平均52.2％）に。これ
が放送だけでなく通信インフラとしても
価値を発揮し、ICTを活用したさまざま
な地域活性化の取り組みを可能にした
のです。
　昨年制定された「ICT（愛して）とくしま
創造戦略」では、「『ICT基盤整備」から、
課題解決のための『ICT利活用』へ」とい
うビジョンのもと、産業から医療・介護、
行政、教育など多岐にわたる社会課題
の解決を目指す20のプロジェクトが推進
されています。

　徳島県内には、サテライトオフィスの
進出が盛んな3つの地域があります。ひと
つは、サテライトオフィスの先駆けとして
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知られる神山町です。神山町では、NPO

法人グリーンバレーが中心となって主に
アートの分野で人材誘致を進めていたこ
とを基盤に、2010年からIT企業がサテラ
イトオフィスを設置するようになりまし
た。もうひとつの美波町は、後述のよう
に同町出身のサイファー・テック代表取
締役社長 吉田基晴氏がキー・パーソン
となって取り組みが進んでいます。3つめ
の三好市では、廃校を活用した企業誘
致など、市の主導により現在5社がサテ
ライトオフィスを設置しています。
　このように、同じ県内でも地域によっ
て展開の経緯はさまざまです。県のサテ
ライトオフィスプロジェクトは、各地で有
機的に発生してきたこうした動きを後方
支援するというスタンスで、半年間の実
証実験期間を経て2012年3月から本格

展開を開始しました。オフィスや住居の
ための古民家の提供、進出企業向けの
コンシェルジュ・サービスやカーシェア
リング、視察ツアーの受け入れなどのほ
か、地域の小中学校や高齢者との交流
などを進めていますが、行政の役割はあ
くまで関係機関との連絡や調整にとど
め、進出企業や地域のNPOなどによる主
体的な取り組みを重視しています。「地域
住民、進出企業の双方を含めた地元の
熱意が動かしている部分が非常に大き
いので、それをうまく成果につなげる手
助けをするのが私たちの役目だと考えて
います」と今津氏。進出企業が地域の課
題解決のために提案する活動も支援し
ており、これまでに9社の活動が支援対
象に選定されています。
　本格始動から3年間で、上記3自治体に

人材獲得戦略としての

「半X（エックス）半IT」

中と外の“かけ算”で

価値を生む

　北海道出身で、地域開発や里山の研究をしてい
るうちに農業に興味を持ち始めました。昨年2月に
東京のIT企業から転職し、5月から美波Labで勤
務しています。
　オフィスのすぐ横に農地があるので、仕事と農業
との切り替えは徒歩1分。半農半IT生活はとても充
実していますが、とにかく忙しいです。朝は田んぼ
の水替えや草刈りをしてから出社し、昼休みには
野菜の水やりに畑へ。肥料を入れたり苗を植えた
りといった大仕事は週末にまとめてやります。田植
えや稲刈りは地域の人たちと一緒に大勢で行う一
大イベントです。ほかにも地元の祭や壮年団の集
まりなど、地域でやることは山ほどあります。仕事
の量は前職とほぼ変わりませんが、時間をやりくり
して楽しんでいます。
　各製品チームのメンバーは東京オフィスと美波
Lab、徳島市内の開発部の3拠点に分散していま
す。電話やメール、ビデオチャットなどでできるだ
け密に連絡を取りながら支障なく業務ができてい
ますが、ときどきはオフィスを行き来して顔を合わ
せた関係づくりもするようにしています。
　美波町は住めば住むほどおもしろい。農業とIT

のバランスを自分自身で模索できる環境に魅力を
感じています。

サテライトオフィスで
「半農半IT」を実践

サイファー・テック　開発部
ソフトウェアエンジニア　藤岡 祐さん

上：昼休みに野菜の様子をチェック  下：かつて老人ホーム
として使われていた施設を改修した美波Lab。東京オフィ
スにライブ中継する実験を実施中
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吉田 基晴
サイファー・テック株式会社 代表取締役社長、株式会社あわえ 代表取締役社長
1971年美波町生まれ。神戸市外国語大学を卒業後、ジャストシステムなどを経て、2003年に東京都内でDRM
（Digital Rights Management：デジタル著作権管理）を中心としたITソリューションを提供するサイファー・テック
を設立。2012年に美波町にサテライトオフィス「美波Lab」を開設、翌年本社所在地を美波町オフィスに移転すると
ともに、地域課題解決に特化した株式会社あわえを設立する。現在は東京と美波町を行き来する生活だが、まもなく
美波町に完全に移住することを予定している。

ものの、現在はまだ第一段階だと吉田氏
は考えています。「サテライトオフィスに
勤務しているのはほとんどが独身者で、
それぞれ自分の生活と仕事を楽しむこと
はできていますが、彼らがいずれ結婚や
出産をすれば育児や教育の課題が出て
きますし、その先には介護の問題もあり
ます。また、いまのところは小規模なオ
フィスが中心ですが、この先事業を拡大
させようとするとき、地方で働く意欲とス
キルを持った人材を十分に確保できるか
どうかも考えていかなければなりません」
　吉田氏が今後の課題として指摘する
教育、医療、人材育成などもまた、ICT

の活用が変革を可能にする領域です。
あわえが牽引する美波町の取り組みがこ
れからどのように発展を続け、さらなる
課題解決を実現していくのか。ICTはそ
の中でどのような役割を果たすのか。そ
れを注視することで、東京の、日本の、
そして世界の未来が見えてくるかもしれ
ません。

起きていることは、これからの国の課題、
ひいては世界の課題を先取りしていると
言います。「少子高齢化はこれから日本
各地、世界各地で取り組まなければなら
なくなる問題です。美波町での地域活性
モデルには、日本を、世界を元気にする
可能性があると思っています」
　とはいえ、美波町モデルがそのまま他
地域にフィットするというわけではありま
せん。県庁の今津氏が述べていたよう
に、霊場のある美波町にはお遍路さんや
おもてなしの文化といった土壌がありま
したが、同じ徳島県内でさえ、霊場のな
い地域ではこうした取り組みに対する温
度差があるそうです。吉田氏は、他地域
への展開にあたっては「遊び人が多い地
区に目をつけるといい」と言います。「県や
市の単位でくくってしまうと難しいです
が、地区や集落のレベルで見れば、好奇
心旺盛で遊び心のある人たちが集まる
オープンな文化のエリアがあるはずで
す。そうした地区でまず新しいことを始め
てみる。そこで移住者が地元民と交流し
たり、新たな雇用が生まれたりするのを
実際に目にすれば、しだいに周辺地区の
人たちの理解も進むでしょう」
　こうした波及効果は地方創生におい
て重要な要素です。美波町のサテライト
オフィスは当初はIT企業がメインでした
が、誘致が進むにつれ進出企業が古民
家を改修してオフィスにするという需要
が生まれたことで、設計やデザインを手
がける企業が加わってきました。神山町
ではサテライトオフィスの従業員向けに
カフェやレストランがオープンし、いまで
は町外からも人を呼び寄せているほか、
そこで使われるオーガニック食材を供給
するための農園ができるといった発展を
見せています。最初は小さな取り組みで
も、人が人を呼び、やがて地域全体へと
その成果が拡大しうるのです。

　美波町は地方創生の先進地域である

にサービスを実現するシステムを作るこ
とを業務としているので、アイデアを現
実化できるスキルの引き出しが豊富で、
新しい環境の中で課題やソリューション
を見出すことに長けているんですね」
　過疎や高齢化で不足しているリソース
を補う処方箋としても、ICTは大きな力を
発揮しています。「神山町と上勝町では、
ウェブ会議システムを使って東大生が講
義をするオンライン学習塾を開講し、都
市部に負けない教育環境を目指していま
す。上勝町は高齢者がICTを駆使してツ
マモノ用の葉っぱを販売する『葉っぱビ
ジネス』でも知られていますね。デジタル
コンテンツも、都市部より地方のほうが
可能性がある。街中に書店がない地方ほ
ど電子書籍の需要が高いはずです。ICT

があれば、人が動かなくても情報やサー
ビスを動かせます。これは地方でこそ必
要とされていることなのです」（吉田氏）

　「あわえ」とは、美波町の方言で「路地」
のこと。吉田氏はこの美波町の路地で

導入している企業は1割程度に過ぎず、
導入しない理由として多くの企業が「テレ
ワークに適した仕事がない」ことを挙げて
います（総務省「平成26年通信利用動向
調査」）。その点でソフトウェアやシステム
の開発、グラフィック・デザインなどデジ
タル技術をツールとする仕事はテレワー
ク化しやすいものであり、サテライトオフィ
ス進出企業はこうした業種が中心となっ
ています。
　加えて、地域との“かけ算”という点で
も、「ITやインターネットの分野はサテラ
イトオフィスと親和性が高い」と吉田氏
は語ります。「これまでは地域経済の活
性策といえば企業の工場誘致でしたが、
工場の工員の方たちと地元の漁師さん
たちとの間で新たな価値を生むような
“かけ算”は起こりにくいでしょう。一方、
ITやインターネット業界の人間は、例え
ば地元においしい食材があったらオンラ
インで売ってみよう、おもしろい伝統行
事があったらウェブで発信してみよう、と
いう発想が出てきやすい。思いついたら
とりあえず動かしてみるという業界文化
もありますし、普段からユーザーのため

　こうした理念のもと、あわえは地域コ
ミュニティ、地域産業、文化資産という
3つの観点から美波町の町づくりを進め
る事業を行っています。中でも、サテラ
イトオフィス誘致を含む地域コミュニ
ティの分野では、古民家や空き施設のリ
ノベーションによって、移住者と住民の
交流スペースやサテライトオフィス体験
施設といった「場」を創出しているほか、
地域広報を担う人材を育てる「美波クリ
エイターズスクール」、他自治体の地方
創生担当者向け滞在型研修プログラム
などさまざまなプロジェクトを推進して
います。

　美波町にオフィスを置く12社のうち、
サイファー・テックをはじめとする4社が
ICT企業、それ以外の企業も業務には当
然クラウド・サービスやウェブ会議システ
ムといったICTの活用が必須です。総務
省では都市部の企業の仕事をICTを活用
して地方で行う「ふるさとテレワーク」を
推進していますが、現状ではテレワークを

徳島市、阿南市を加えた5市町に31社
がサテライトオフィスを設置し、50名以
上の地元雇用が創出されました。今後
は推進地域を8市町村に広げていく計画
です。
　今津氏は、こうした取り組みが軌道に
乗っている背景には、徳島の文化的な
土壌があると言います。「古くからお遍路
さんを迎え入れてきた歴史がある徳島に
は、よそから来た人を寛容にもてなす文
化が培われています。また、四国の中で
も大阪や神戸と距離が近く、新しいもの
に対するオープンな姿勢もあると思いま
す。サテライトオフィスという形で外から
入ってくる人たちや、彼らが持ち込んで
くるアイデアをおもしろがって受け入れ
る土壌があったことが、プラスに働いて
いますね」

　吉田氏がサイファー・テックを設立し
て以来、優秀な人材の獲得は常に深刻
な経営課題でした。2003年の設立当初
5名だった従業員数は、2012年までに

7名に増えたのみ。東京には中小のITベン
チャーは山ほどあり、就職先として魅力
を感じてもらうためには、「他にはない何
かが必要」だと考えていました。
　そこで思い至ったのが、東京では実現
できない生き方・働き方を可能にするサ
テライトオフィスです。吉田氏はこれを
「半X半IT」と呼びます。「趣味、家族と過
ごす時間、地域での活動など、都会で仕
事と通勤に時間を費やす生活をしている
と、人それぞれに犠牲にせざるをえない
ものが出てきます。ITを活用すれば、こう
したXを捨てることなく仕事と両立でき
る。それを実証するために、美波Labを
開設しました」
　出勤前にオフィスの目の前にひろがる
海でサーフィンを楽しむ「半波半IT」、山
へ狩猟に出る「半猟半IT」など、美波Lab

でユニークなライフスタイルを実践する
試みがメディアの関心を引き、特にサー
フィンやアウトドアの雑誌などで紹介さ
れるにつれて、サイファー・テックで働き
たいというエンジニアの応募が徐々に増
えていきました。2012年の美波Lab開設
以降、同社は従業員数を着 と々増やし、
3年間で25名と3.5倍に。それまで採用

活動にかけていた労力とコストを大幅に
削減することができました。
　「『半』とは言ってもサテライトオフィス
では業務量が半減するわけではなく、あ
くまで職住接近から生まれた時間や周囲
の自然環境の豊かさによって『半X』が可
能になります。仕事の質と量の基準や給
与水準は維持されるため、仕事の上で
の成長や充実感も得られます。優秀な
人材が集まるようになったことで会社の
競争力も高まっており、おかげさまで毎
年増収増益を達成する一因にもなって
いると感じます」と吉田氏は語ります。

　美波Labでは事業活動に加え、オフィ
スに隣接した水田で田植えをしたり、地
元の中学生や住民向けにIT講座を開い
たりといった活動を実施しています。ま
た、毎年夏には全国の大学生が集まっ
て地域課題を解決するハッカソン型のア
プリ開発合宿を開催。若者の少ない美
波町に活気をもたらすと同時に、会社と
してITに関心を持つ優秀な学生と出会う

機会にもなっています。
　一方で吉田氏は、こうした活動は同社
のCSRの一環として有意義ではあるもの
の、「腰を据えてより深く地域の課題に取
り組むには限界があることをしだいに実
感するようになった」と言います。そこで、
地域課題の解決に注力するための企業と

して、2013年にあわえを設立。「単に外か
ら来た人たちがお客さんとして参加するだ
けでは、地域社会を継続的に変えていく
ことはできません。地元の人 と々交じり合
い、互いの強みを生かして力を合わせな
がら“かけ算”で価値を生み出すことが重要
なのです」と吉田氏は語ります。

リノベーション・プロジェクトを進める日和佐地
区にあるあわえのオフィス。築100年以上の銭湯
を改装した建物には、下足箱や番台、体重計な
ど、往時の面影が残っている。大きなデスクが置
かれているのは湯船の中。近所の猫がふらっと
やってきて寛ぐ光景も
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　徳島県は、「vs東京」というアグレッシ
ブなコンセプトで地方創生の先陣を切っ
ています。「vs東京」とは、東京をはじめと
する大都市にない価値を自ら見つけて、
産み出して、アピールしていくというコン
セプト。徳島県政策創造部地方創生局
地方創生推進課集落再生担当課長補
佐の今津恭尚氏は「県が掲げる10の『徳
島宣言』のひとつが、『山奥でも速い、日
本一のネット環境を』というものです。徳
島のサテライトオフィスが全国的に知ら
れるきっかけとなったのは、神山町の山
中で渓流に足をひたしながらノートパソ
コンで仕事をする光景がテレビで放映さ
れたことでしたが、それを可能にしたの
がこのネット環境でした」と話します。
　そもそもこの高速ブロードバンド環境
は、テレビの受信環境の悪化を補うため
に整備が始められたものでした。地上デ
ジタル放送への移行にともなって受信可
能なチャンネル数が大幅に減ることへの
対策として、県は2002年から全県CATV

網構想の実現を進め、現在では世帯普
及率88.6％（全国平均52.2％）に。これ
が放送だけでなく通信インフラとしても
価値を発揮し、ICTを活用したさまざま
な地域活性化の取り組みを可能にした
のです。
　昨年制定された「ICT（愛して）とくしま
創造戦略」では、「『ICT基盤整備」から、
課題解決のための『ICT利活用』へ」とい
うビジョンのもと、産業から医療・介護、
行政、教育など多岐にわたる社会課題
の解決を目指す20のプロジェクトが推進
されています。

　徳島県内には、サテライトオフィスの
進出が盛んな3つの地域があります。ひと
つは、サテライトオフィスの先駆けとして
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知られる神山町です。神山町では、NPO

法人グリーンバレーが中心となって主に
アートの分野で人材誘致を進めていたこ
とを基盤に、2010年からIT企業がサテラ
イトオフィスを設置するようになりまし
た。もうひとつの美波町は、後述のよう
に同町出身のサイファー・テック代表取
締役社長 吉田基晴氏がキー・パーソン
となって取り組みが進んでいます。3つめ
の三好市では、廃校を活用した企業誘
致など、市の主導により現在5社がサテ
ライトオフィスを設置しています。
　このように、同じ県内でも地域によっ
て展開の経緯はさまざまです。県のサテ
ライトオフィスプロジェクトは、各地で有
機的に発生してきたこうした動きを後方
支援するというスタンスで、半年間の実
証実験期間を経て2012年3月から本格

展開を開始しました。オフィスや住居の
ための古民家の提供、進出企業向けの
コンシェルジュ・サービスやカーシェア
リング、視察ツアーの受け入れなどのほ
か、地域の小中学校や高齢者との交流
などを進めていますが、行政の役割はあ
くまで関係機関との連絡や調整にとど
め、進出企業や地域のNPOなどによる主
体的な取り組みを重視しています。「地域
住民、進出企業の双方を含めた地元の
熱意が動かしている部分が非常に大き
いので、それをうまく成果につなげる手
助けをするのが私たちの役目だと考えて
います」と今津氏。進出企業が地域の課
題解決のために提案する活動も支援し
ており、これまでに9社の活動が支援対
象に選定されています。
　本格始動から3年間で、上記3自治体に

　目の前に海のあるサテライトオフィスを会社が開
設すると決めて、真っ先に手をあげて移住してきま
した。いつでもサーフィンができる夢のような環境
で、オンとオフが混じりあっている生活です。仕事
の質も量も大阪本社の社員と同じだけ求められま
すが、集中して業務をこなし、疲れてもすぐ息抜き
できるので、結果的に生産性が上がっているよう
な気がします。
　当社はクラウド・システムの開発会社なので、自
社内の業務もすべてクラウド化し、いつでもどこで
も仕事ができることを目指しています。同じオフィ
ス内でもメールでやりとりしたりすることはあります
から、こちらにいても特に距離感は感じません。
　「クラウド・システムをつくる仕事だ」と地元の漁
師さんたちに説明したら、「要するに“工場長”やな」
と。地域に受け入れてもらうためには、自分が何者
なのかをわかりやすく示すことも大事だと思います。
　ここは昔からサーフィンが盛んな土地。サー
フィンを通じた付き合いはとてもフラットかつオー
プンで、一緒に海に入るうちに絆が深まるのを感じ
ています。昨年結婚したので、これからはここで家
族を作り、地域にさらに根づいていきたいですね。

サーフィンで地域に
溶けこむ“工場長”

鈴木商店　徳島クラウドオフィス美雲屋
駐在スタッフ　小林 武喜さん

上：波のいい日は出勤前にひと乗り  下：古民家をスタイ
リッシュにリノベーションした鈴木商店のサテライトオフィ
ス美雲屋

ICTは地方の課題の処方

路地から全国へ、世界へ
未来の課題に向けて

ものの、現在はまだ第一段階だと吉田氏
は考えています。「サテライトオフィスに
勤務しているのはほとんどが独身者で、
それぞれ自分の生活と仕事を楽しむこと
はできていますが、彼らがいずれ結婚や
出産をすれば育児や教育の課題が出て
きますし、その先には介護の問題もあり
ます。また、いまのところは小規模なオ
フィスが中心ですが、この先事業を拡大
させようとするとき、地方で働く意欲とス
キルを持った人材を十分に確保できるか
どうかも考えていかなければなりません」
　吉田氏が今後の課題として指摘する
教育、医療、人材育成などもまた、ICT

の活用が変革を可能にする領域です。
あわえが牽引する美波町の取り組みがこ
れからどのように発展を続け、さらなる
課題解決を実現していくのか。ICTはそ
の中でどのような役割を果たすのか。そ
れを注視することで、東京の、日本の、
そして世界の未来が見えてくるかもしれ
ません。

起きていることは、これからの国の課題、
ひいては世界の課題を先取りしていると
言います。「少子高齢化はこれから日本
各地、世界各地で取り組まなければなら
なくなる問題です。美波町での地域活性
モデルには、日本を、世界を元気にする
可能性があると思っています」
　とはいえ、美波町モデルがそのまま他
地域にフィットするというわけではありま
せん。県庁の今津氏が述べていたよう
に、霊場のある美波町にはお遍路さんや
おもてなしの文化といった土壌がありま
したが、同じ徳島県内でさえ、霊場のな
い地域ではこうした取り組みに対する温
度差があるそうです。吉田氏は、他地域
への展開にあたっては「遊び人が多い地
区に目をつけるといい」と言います。「県や
市の単位でくくってしまうと難しいです
が、地区や集落のレベルで見れば、好奇
心旺盛で遊び心のある人たちが集まる
オープンな文化のエリアがあるはずで
す。そうした地区でまず新しいことを始め
てみる。そこで移住者が地元民と交流し
たり、新たな雇用が生まれたりするのを
実際に目にすれば、しだいに周辺地区の
人たちの理解も進むでしょう」
　こうした波及効果は地方創生におい
て重要な要素です。美波町のサテライト
オフィスは当初はIT企業がメインでした
が、誘致が進むにつれ進出企業が古民
家を改修してオフィスにするという需要
が生まれたことで、設計やデザインを手
がける企業が加わってきました。神山町
ではサテライトオフィスの従業員向けに
カフェやレストランがオープンし、いまで
は町外からも人を呼び寄せているほか、
そこで使われるオーガニック食材を供給
するための農園ができるといった発展を
見せています。最初は小さな取り組みで
も、人が人を呼び、やがて地域全体へと
その成果が拡大しうるのです。

　美波町は地方創生の先進地域である

にサービスを実現するシステムを作るこ
とを業務としているので、アイデアを現
実化できるスキルの引き出しが豊富で、
新しい環境の中で課題やソリューション
を見出すことに長けているんですね」
　過疎や高齢化で不足しているリソース
を補う処方箋としても、ICTは大きな力を
発揮しています。「神山町と上勝町では、
ウェブ会議システムを使って東大生が講
義をするオンライン学習塾を開講し、都
市部に負けない教育環境を目指していま
す。上勝町は高齢者がICTを駆使してツ
マモノ用の葉っぱを販売する『葉っぱビ
ジネス』でも知られていますね。デジタル
コンテンツも、都市部より地方のほうが
可能性がある。街中に書店がない地方ほ
ど電子書籍の需要が高いはずです。ICT

があれば、人が動かなくても情報やサー
ビスを動かせます。これは地方でこそ必
要とされていることなのです」（吉田氏）

　「あわえ」とは、美波町の方言で「路地」
のこと。吉田氏はこの美波町の路地で

導入している企業は1割程度に過ぎず、
導入しない理由として多くの企業が「テレ
ワークに適した仕事がない」ことを挙げて
います（総務省「平成26年通信利用動向
調査」）。その点でソフトウェアやシステム
の開発、グラフィック・デザインなどデジ
タル技術をツールとする仕事はテレワー
ク化しやすいものであり、サテライトオフィ
ス進出企業はこうした業種が中心となっ
ています。
　加えて、地域との“かけ算”という点で
も、「ITやインターネットの分野はサテラ
イトオフィスと親和性が高い」と吉田氏
は語ります。「これまでは地域経済の活
性策といえば企業の工場誘致でしたが、
工場の工員の方たちと地元の漁師さん
たちとの間で新たな価値を生むような
“かけ算”は起こりにくいでしょう。一方、
ITやインターネット業界の人間は、例え
ば地元においしい食材があったらオンラ
インで売ってみよう、おもしろい伝統行
事があったらウェブで発信してみよう、と
いう発想が出てきやすい。思いついたら
とりあえず動かしてみるという業界文化
もありますし、普段からユーザーのため

　こうした理念のもと、あわえは地域コ
ミュニティ、地域産業、文化資産という
3つの観点から美波町の町づくりを進め
る事業を行っています。中でも、サテラ
イトオフィス誘致を含む地域コミュニ
ティの分野では、古民家や空き施設のリ
ノベーションによって、移住者と住民の
交流スペースやサテライトオフィス体験
施設といった「場」を創出しているほか、
地域広報を担う人材を育てる「美波クリ
エイターズスクール」、他自治体の地方
創生担当者向け滞在型研修プログラム
などさまざまなプロジェクトを推進して
います。

　美波町にオフィスを置く12社のうち、
サイファー・テックをはじめとする4社が
ICT企業、それ以外の企業も業務には当
然クラウド・サービスやウェブ会議システ
ムといったICTの活用が必須です。総務
省では都市部の企業の仕事をICTを活用
して地方で行う「ふるさとテレワーク」を
推進していますが、現状ではテレワークを

路地裏の古民家を改修したサテライトオフィス体験
施設「戎（えびす）邸」。「自然の中で仕事がしたいだけ
なら、リゾートホテルに行けばいい。ご近所さんが遊
びに来たり、地元の行事に誘われたりするような職場
環境が本当に合っているのかどうか、実際に体験して
から判断してもらうことで、ミスマッチを防ぎます」と
吉田氏

あわえがプロデュースするレストラン「odori」では、東
京から移住したシェフが徳島県産の地鶏「阿波尾鶏」
をはじめとする地元の食材を生かした料理を提供。店
内では産地直送の野菜や加工品も販売し、地元の人
からも移住者からも好評を得ている

文化資産の保護と活用を目的とした「ゴエン」プロ
ジェクトでは、地元の民家に眠る古い写真を背景情
報ともに収集、デジタル化。地域の歴史を残すアーカ
イブとしての機能のほか、GPSや地図サービスと連動
させて観光やイベントにも活用できる

漁師小屋での飲み会は、地元の漁師さんたちやサテ
ライトオフィスのメンバー、視察訪問 中の人たちなど
がごちゃまぜになって盛り上がる。「若い人たちが来る
ようになっ て、町が元気になった」と年配の住民はう
れしそうに語る（上）
鈴木商店のサテライトオフィスに勤務する小林さん
（右囲み参照）は、昨年美波町で結婚式を挙げ、地元
の人たちから盛大な祝福を受けた。大漁旗がはためく
漁船から花嫁が登場するサプライズも（下）

徳島市、阿南市を加えた5市町に31社
がサテライトオフィスを設置し、50名以
上の地元雇用が創出されました。今後
は推進地域を8市町村に広げていく計画
です。
　今津氏は、こうした取り組みが軌道に
乗っている背景には、徳島の文化的な
土壌があると言います。「古くからお遍路
さんを迎え入れてきた歴史がある徳島に
は、よそから来た人を寛容にもてなす文
化が培われています。また、四国の中で
も大阪や神戸と距離が近く、新しいもの
に対するオープンな姿勢もあると思いま
す。サテライトオフィスという形で外から
入ってくる人たちや、彼らが持ち込んで
くるアイデアをおもしろがって受け入れ
る土壌があったことが、プラスに働いて
いますね」

　吉田氏がサイファー・テックを設立し
て以来、優秀な人材の獲得は常に深刻
な経営課題でした。2003年の設立当初
5名だった従業員数は、2012年までに

7名に増えたのみ。東京には中小のITベン
チャーは山ほどあり、就職先として魅力
を感じてもらうためには、「他にはない何
かが必要」だと考えていました。
　そこで思い至ったのが、東京では実現
できない生き方・働き方を可能にするサ
テライトオフィスです。吉田氏はこれを
「半X半IT」と呼びます。「趣味、家族と過
ごす時間、地域での活動など、都会で仕
事と通勤に時間を費やす生活をしている
と、人それぞれに犠牲にせざるをえない
ものが出てきます。ITを活用すれば、こう
したXを捨てることなく仕事と両立でき
る。それを実証するために、美波Labを
開設しました」
　出勤前にオフィスの目の前にひろがる
海でサーフィンを楽しむ「半波半IT」、山
へ狩猟に出る「半猟半IT」など、美波Lab

でユニークなライフスタイルを実践する
試みがメディアの関心を引き、特にサー
フィンやアウトドアの雑誌などで紹介さ
れるにつれて、サイファー・テックで働き
たいというエンジニアの応募が徐々に増
えていきました。2012年の美波Lab開設
以降、同社は従業員数を着 と々増やし、
3年間で25名と3.5倍に。それまで採用

活動にかけていた労力とコストを大幅に
削減することができました。
　「『半』とは言ってもサテライトオフィス
では業務量が半減するわけではなく、あ
くまで職住接近から生まれた時間や周囲
の自然環境の豊かさによって『半X』が可
能になります。仕事の質と量の基準や給
与水準は維持されるため、仕事の上で
の成長や充実感も得られます。優秀な
人材が集まるようになったことで会社の
競争力も高まっており、おかげさまで毎
年増収増益を達成する一因にもなって
いると感じます」と吉田氏は語ります。

　美波Labでは事業活動に加え、オフィ
スに隣接した水田で田植えをしたり、地
元の中学生や住民向けにIT講座を開い
たりといった活動を実施しています。ま
た、毎年夏には全国の大学生が集まっ
て地域課題を解決するハッカソン型のア
プリ開発合宿を開催。若者の少ない美
波町に活気をもたらすと同時に、会社と
してITに関心を持つ優秀な学生と出会う

機会にもなっています。
　一方で吉田氏は、こうした活動は同社
のCSRの一環として有意義ではあるもの
の、「腰を据えてより深く地域の課題に取
り組むには限界があることをしだいに実
感するようになった」と言います。そこで、
地域課題の解決に注力するための企業と

して、2013年にあわえを設立。「単に外か
ら来た人たちがお客さんとして参加するだ
けでは、地域社会を継続的に変えていく
ことはできません。地元の人 と々交じり合
い、互いの強みを生かして力を合わせな
がら“かけ算”で価値を生み出すことが重要
なのです」と吉田氏は語ります。
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4Kへの期待

急速に現れる新技術

$

通信事業者はイマージョン の時代をリードできるか

ファーウェイ　グローバル・メディア戦略担当バイス・プレジデント　ジョー・ケリー（Joe Kelly）

　2015年、BTはヨーロッパ初となる4K

コンテンツ専門テレビ・チャンネル『BT 

Sports Ultra HD』を開始した。英国内

のBT顧客を対象としたこのチャンネルの
視聴には4K専用のSTB（Set-Top Box：
セットトップ・ボックス）が必要だが、設
置して契約さえすれば、ヨーロッパの主
要クラブ・チームによるサッカー選手権

『チャンピオンズ・リーグ』をはじめ、ウル
トラHD形式で撮影・配信されるサッカー
やラグビーなどの幅広いプレミアム番組
を視聴できるようになる。
　4K対応機器が1,000米ドル（約12万
円※）以下の価格帯になったことで需要
が拡大し、4Kコンテンツのニーズも高
まっている。コンテンツに関してはまだ
十分に出揃っているとは言い難いが、そ
の状況も確実に変化している。

　BBCは、世界で最も成功しているテレ
ビとラジオのインターネット・オンデマン
ド・サービスのひとつ『iPlayer』を提供し
ている。同社CTOのマシュー・ポストゲー
ト氏によると、BBCはイマーシブ・メディ
アの台頭が予想される次の時代へ向けて
「新しい体制とアプローチ」で対応を始め
ている。同氏は「私たちが生きる時代は、

通信事業者は長い間、ネットワークでやりとりされるメディア・コンテンツやサービス
の収益化に苦戦してきた。動画への対応が追いつき始めた矢先、VR（Virtual 

Reality：仮想現実）やAR（Augmented Reality：拡張現実）といった、これまでとは
比較にならないほどのネットワーク負荷を課すこととなるイマーシブ（没入型）・テク
ノロジーが台頭し、再び先行きが見えなくなっている。通信事業者はこうした事態
をどう乗り越えるのか。BT（British Telecom：ブリティッシュ・テレコム）の21世紀
グローバル・ネットワークス・アンド・コンピューティング・インフラストラクチャ担当
プレジデントであるカール・ペナルナ（Karl Penaluna）氏とBBCのCTO（Chief 

Technology Officer：最高技術責任者）であるマシュー・ポストゲート（Matthew 

Postgate）氏に考えをうかがった。
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これまでに例を見ないほどのスピードで
テクノロジーが変化しています。インター
ネットが登場する前の最後の大きなメ
ディア革命は、80年以上前のテレビの
発明でした。しかしいまでは、オンデマン
ド、モバイル、ソーシャル・メディア産業
が瞬く間に成熟し、これらのほかにも大
きな可能性を持つ分野が数多く出てきて
います。そして、音声や動画よりもさらに

データ量の多いまったく新しいコンテン
ツ形態も現れてきました。ウルトラHD、
バーチャル・リアリティなどがその例で
す」と語る。
　放送事業者、インターネット・サービ
ス・プロバイダー、コンシューマー・エレ
クトロニクス産業が連携すれば、イマー
シブ性の高いエクスペリエンスを可能に
するウルトラHDコンテンツの開発がより

進むだろう。テレビが出現したときとは異
なり、これから起きるイマーシブ革命で
は、通信事業者がエコシステムの中核を
担うことになる。ウルトラHDは画面上の
ピクセル数が多いというだけではなく、
高画質化によって完全にその場にいるか
のようなVRサービスを提供しうる。コン
テンツのイマーシブ性とインタラクティ
ブ性に加えて、通信事業者が提供する

ブロードバンド接続の上り・下り速度の
同時性が高まれば、さまざまな新サービ
スが実現するはずだ。
　BTは、期待されるVRアプリケーション
をいくつか挙げている。ひとつ目は当然
ながらゲームであり、2つ目は映画やテレ
ビだ。同社はさらに、バーチャル宇宙旅
行を含むバーチャル・トラベルも主要ア
プリケーションになると予測しており、
バーチャル教育や遠隔手術も社会の変
革をもたらす可能性があると考えている。
ただし、通信事業者がこれらのイマーシ
ブ・アプリケーションからデジタル・コン
テンツ配信による売上を上まわる収益を
上げられるかという大きな課題がある。

　これまで通信事業者が大量の帯域幅
を消費するサービスにかける運用コスト

は、そこから得られる売上と同時あるい
は若干先んじて増加してきた。一方、
OTT（Over-The-Top：オーバーザトッ
プ）事業者やソーシャル・メディア運営会
社は間違いなくより多くの利益を得てい
る。通信事業者が成功するためには、新
しいビジネス・モデルを作り出す必要が
ある。また、OTTとネットワークを提供す
る通信事業者が、これらの新しいサービ
スにおいてお互いがWin-Winとなるよう
な協業モデルを見いだす必要も出てくる
だろう。
　放送事業者があらかじめ決められた

スケジュールのもと番組を放送する従来
の形式は転換期を迎え、昨今では、オン
ラインによるオンデマンドでの番組視聴が
増加している。ネットフリックス（Netflix）
やiPlayerなどのサービスが拡大すること
で通信事業者のインフラは大きな負荷を
受けているが、ユーザーはこうした事情
など考えはしない。最新のハリウッド映画
を楽しんでいるときにバッファによる中断
が発生するようなネットワークは選ばれ
ないし、せっかくウルトラHDでチャンピ
オンズ・リーグ決勝戦を観ているのにネッ
トワークの不具合に邪魔されることなど

許されない。
　ウルトラHDの出現は、通信事業者に
新たな課題をもたらしている。いかにして
ウルトラHDの視聴に十分な速さのブ
ロードバンド接続を安価に提供するかと
いうことである。4Kコンテンツを1本スト
リーミングするには約30Mbpsの途切れ
のない通信が必要だが、多くの家庭では
複数のコンテンツを同時にストリーミン
グしている。
　BTのカール・ペナルナ氏は次のように
述べている。「高速ブロードバンドに対す
るニーズはかつてないほど高まっている
と感じます。これはブロードバンド揺籃期
からBTが継続して取り組んできた課題
です。当社は常に未来を見据えた投資を

行っており、今日の、そして将来のユー
ザーが求めるブロードバンド・エクスペリ
エンスを革新的な方法で提供していき
ます」

　BTの光ファイバー・ブロードバンドは
英国全土をカバーしており、ユーザーに
最大330Mbpsの接続を提供している。
ペナルナ氏は、「並行してG.fastテクノロ
ジーの導入を進めることで、敷設済みの
銅線の速度も高速化します。G.fastは、
既存のケーブルを使って論理上では
Gbpsクラスというこれまでにないスピー
ドを実現する、お客様の将来のニーズに
応えるための重要な技術です」と語る。
BTとファーウェイは昨年8月より、一般
ユーザーを対象とした英国初の大規模
G.fastトライアルを実施している。
　ペナルナ氏はさらにこう続ける。「コア・
ネットワークの強化も考慮しなければな
りません。G.fastが既存の銅線ネット
ワーク・インフラストラクチャを高速化す
るためのイノベーションであるのに対し、
400Gルーターは長距離光ファイバー回
線を高速化します」

　BTは2014年10月、ファーウェイと共
同でロンドンとサフォーク間の359kmを
つなぐ光ファイバー回線を使ってフィー
ルド・トライアルを実施し、実環境で商
用ハードウェアを使った最高速度である
最大3Tbpsを記録した。これは、非圧
縮のウルトラHDの映画12本を約1秒で
伝送し、VRを数百世帯に余裕を持って
配信できる速度だ。両社はその後アイ
ルランドでもヨーロッパ初の400G OTN

（Optical Transport Network）を展開
し、2015年1月にはグローバル・テレコ
ム・ビジネス・イノベーション・アワードに
おいて「固定ネットワーク・インフラ・イノ
ベーション賞」を共同受賞している。BT

は現在、この技術を英国全土のコア・ネッ
トワークに展開することを検討している。
　今日、4Kカメラはより身近になった。
通信事業者は4Kサービスの利点を見い
だし始めており、そのサービスをメインス
トリーム・アプリケーションに発展させる
方法を模索している。ブロードバンドは
20年弱の間に通信業界を一変させ、人々
の生活や仕事のスタイルも大きく変えた。
近い将来、4KとVRによって同じような変
化が起こることは間違いない。

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4K対応機器の普及率予測

2018年における分野別VR市場規模予測（百万米ドル）

米
国
内
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K
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応
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器
を
所
有
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帯
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％
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スマートフォン
タブレット
iSTB
スマートTV
ゲーム機
4Kブルーレイ・プレーヤー
ワイヤレスSTB（ケーブルテレビ用、
通信サービス用）
衛星放送用STB
PC

出典：The Diffusion Group

約34.2億円※

教 育

約43.4億円※

業務
トレーニング

医 療

約73.3億円※

ゲーム

約88億円※

407.6M USD
TOTAL

約489.1億円※

その他

約102.7億円※

Eコマース

約146.8億円※

出典：MarketsandMarkets
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新たなビジネス・モデルと
速度の追求

4KとVRを支える3Tbpsの実現
2011 20152012 20162013 20172014 2018 年平均成長率

2013-2018

　2015年、BTはヨーロッパ初となる4K

コンテンツ専門テレビ・チャンネル『BT 

Sports Ultra HD』を開始した。英国内

のBT顧客を対象としたこのチャンネルの
視聴には4K専用のSTB（Set-Top Box：
セットトップ・ボックス）が必要だが、設
置して契約さえすれば、ヨーロッパの主
要クラブ・チームによるサッカー選手権

『チャンピオンズ・リーグ』をはじめ、ウル
トラHD形式で撮影・配信されるサッカー
やラグビーなどの幅広いプレミアム番組
を視聴できるようになる。
　4K対応機器が1,000米ドル（約12万
円※）以下の価格帯になったことで需要
が拡大し、4Kコンテンツのニーズも高
まっている。コンテンツに関してはまだ
十分に出揃っているとは言い難いが、そ
の状況も確実に変化している。

　BBCは、世界で最も成功しているテレ
ビとラジオのインターネット・オンデマン
ド・サービスのひとつ『iPlayer』を提供し
ている。同社CTOのマシュー・ポストゲー
ト氏によると、BBCはイマーシブ・メディ
アの台頭が予想される次の時代へ向けて
「新しい体制とアプローチ」で対応を始め
ている。同氏は「私たちが生きる時代は、

これまでに例を見ないほどのスピードで
テクノロジーが変化しています。インター
ネットが登場する前の最後の大きなメ
ディア革命は、80年以上前のテレビの
発明でした。しかしいまでは、オンデマン
ド、モバイル、ソーシャル・メディア産業
が瞬く間に成熟し、これらのほかにも大
きな可能性を持つ分野が数多く出てきて
います。そして、音声や動画よりもさらに

データ量の多いまったく新しいコンテン
ツ形態も現れてきました。ウルトラHD、
バーチャル・リアリティなどがその例で
す」と語る。
　放送事業者、インターネット・サービ
ス・プロバイダー、コンシューマー・エレ
クトロニクス産業が連携すれば、イマー
シブ性の高いエクスペリエンスを可能に
するウルトラHDコンテンツの開発がより

進むだろう。テレビが出現したときとは異
なり、これから起きるイマーシブ革命で
は、通信事業者がエコシステムの中核を
担うことになる。ウルトラHDは画面上の
ピクセル数が多いというだけではなく、
高画質化によって完全にその場にいるか
のようなVRサービスを提供しうる。コン
テンツのイマーシブ性とインタラクティ
ブ性に加えて、通信事業者が提供する

ブロードバンド接続の上り・下り速度の
同時性が高まれば、さまざまな新サービ
スが実現するはずだ。
　BTは、期待されるVRアプリケーション
をいくつか挙げている。ひとつ目は当然
ながらゲームであり、2つ目は映画やテレ
ビだ。同社はさらに、バーチャル宇宙旅
行を含むバーチャル・トラベルも主要ア
プリケーションになると予測しており、
バーチャル教育や遠隔手術も社会の変
革をもたらす可能性があると考えている。
ただし、通信事業者がこれらのイマーシ
ブ・アプリケーションからデジタル・コン
テンツ配信による売上を上まわる収益を
上げられるかという大きな課題がある。

　これまで通信事業者が大量の帯域幅
を消費するサービスにかける運用コスト

は、そこから得られる売上と同時あるい
は若干先んじて増加してきた。一方、
OTT（Over-The-Top：オーバーザトッ
プ）事業者やソーシャル・メディア運営会
社は間違いなくより多くの利益を得てい
る。通信事業者が成功するためには、新
しいビジネス・モデルを作り出す必要が
ある。また、OTTとネットワークを提供す
る通信事業者が、これらの新しいサービ
スにおいてお互いがWin-Winとなるよう
な協業モデルを見いだす必要も出てくる
だろう。
　放送事業者があらかじめ決められた

スケジュールのもと番組を放送する従来
の形式は転換期を迎え、昨今では、オン
ラインによるオンデマンドでの番組視聴が
増加している。ネットフリックス（Netflix）
やiPlayerなどのサービスが拡大すること
で通信事業者のインフラは大きな負荷を
受けているが、ユーザーはこうした事情
など考えはしない。最新のハリウッド映画
を楽しんでいるときにバッファによる中断
が発生するようなネットワークは選ばれ
ないし、せっかくウルトラHDでチャンピ
オンズ・リーグ決勝戦を観ているのにネッ
トワークの不具合に邪魔されることなど

許されない。
　ウルトラHDの出現は、通信事業者に
新たな課題をもたらしている。いかにして
ウルトラHDの視聴に十分な速さのブ
ロードバンド接続を安価に提供するかと
いうことである。4Kコンテンツを1本スト
リーミングするには約30Mbpsの途切れ
のない通信が必要だが、多くの家庭では
複数のコンテンツを同時にストリーミン
グしている。
　BTのカール・ペナルナ氏は次のように
述べている。「高速ブロードバンドに対す
るニーズはかつてないほど高まっている
と感じます。これはブロードバンド揺籃期
からBTが継続して取り組んできた課題
です。当社は常に未来を見据えた投資を

行っており、今日の、そして将来のユー
ザーが求めるブロードバンド・エクスペリ
エンスを革新的な方法で提供していき
ます」

　BTの光ファイバー・ブロードバンドは
英国全土をカバーしており、ユーザーに
最大330Mbpsの接続を提供している。
ペナルナ氏は、「並行してG.fastテクノロ
ジーの導入を進めることで、敷設済みの
銅線の速度も高速化します。G.fastは、
既存のケーブルを使って論理上では
Gbpsクラスというこれまでにないスピー
ドを実現する、お客様の将来のニーズに
応えるための重要な技術です」と語る。
BTとファーウェイは昨年8月より、一般
ユーザーを対象とした英国初の大規模
G.fastトライアルを実施している。
　ペナルナ氏はさらにこう続ける。「コア・
ネットワークの強化も考慮しなければな
りません。G.fastが既存の銅線ネット
ワーク・インフラストラクチャを高速化す
るためのイノベーションであるのに対し、
400Gルーターは長距離光ファイバー回
線を高速化します」

　BTは2014年10月、ファーウェイと共
同でロンドンとサフォーク間の359kmを
つなぐ光ファイバー回線を使ってフィー
ルド・トライアルを実施し、実環境で商
用ハードウェアを使った最高速度である
最大3Tbpsを記録した。これは、非圧
縮のウルトラHDの映画12本を約1秒で
伝送し、VRを数百世帯に余裕を持って
配信できる速度だ。両社はその後アイ
ルランドでもヨーロッパ初の400G OTN

（Optical Transport Network）を展開
し、2015年1月にはグローバル・テレコ
ム・ビジネス・イノベーション・アワードに
おいて「固定ネットワーク・インフラ・イノ
ベーション賞」を共同受賞している。BT

は現在、この技術を英国全土のコア・ネッ
トワークに展開することを検討している。
　今日、4Kカメラはより身近になった。
通信事業者は4Kサービスの利点を見い
だし始めており、そのサービスをメインス
トリーム・アプリケーションに発展させる
方法を模索している。ブロードバンドは
20年弱の間に通信業界を一変させ、人々
の生活や仕事のスタイルも大きく変えた。
近い将来、4KとVRによって同じような変
化が起こることは間違いない。

VR市場規模予測（百万米ドル）
出典：MarketsandMarkets

88.7M 31.2%約106.4億円※ 約130.8億円※
166.5M
約199.8億円※

207.1M
約248.5億円※

258.5M
約310.2億円※

324.0M
約388.8億円※

407.6M
約489.1億円※

109.0M
約161.3億円※
134.4M

※1米ドル＝120円換算

ファーウェイ　グローバル・メディア戦略担当バイ
ス・プレジデント
ICT分野の企業コミュニケーションにおいて20年
以上の経験を持ち、BTの広報ディレクターを経て
2012年にファーウェイに入社。ジャーナリストとし
ても実績があり、世界中の各誌紙にICTに関する
記事を多数寄稿している。

ジョー・ケリー（Joe Kelly）
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だろうと予測しました。そこで、SDNの発
展を加速するためにNPOとしてON.Lab

を設立し、通信事業者向けのオープン
ソースのSDNプラットフォームやツール
の開発に取り組んでいます。
　ONOSはON.Labが初めて本格的に
開発したオープンソースのSDNプラット
フォームです。サービス・プロバイダー向
けネットワークOSとして、高いスケーラ
ビリティ、性能、可用性を実現し、最適
な抽象化を行うよう設計されているた
め、ネットワークの開発・運用者は
ONOS上にきわめて簡単にアプリケー
ションやサービスを構築することができ
ます。
　ON.Labを立ち上げた当時、SDNはす
でにデータセンターで利用され始めてい
たので、私たちはSDNの次の目標として
サービス・プロバイダーのネットワークに
特化することにしました。オープンソース
のプラットフォームを実際に構築しユー
スケースを実証しない限り、サービス・プ
ロバイダーでのSDNの導入は進まない
と考えたことが、ON.Labを立ち上げて
ONOSの開発に着手したきっかけです。

Communicate：ONOSを支援している
のは主にどのような企業ですか。
パルルカー氏：AT&T、NTTコミュニケー
ションズ、SKテレコム、チャイナ・ユニコ
ム（中国聯通）といった大手サービス・プ
ロバイダーに加え、ファーウェイ、アルカ
テル・ルーセント（Alcatel-Lucent）、シエ
ナ（Ciena）、シスコ（Cisco）、エリクソン
（Ericsson）、富士通、インテル（ Intel）、
NECなどのベンダー各社と米国立科学
財団が参加しています。
　これら多くのパートナーがON.Labに
協力し、ONOSをサポートしてくださって
いることにはとても感謝しています。特に、

大手サービス・プロバイダーからは、彼ら
にとって有用なユースケースとは何か、
SDNやONOSをネットワークに実際にど
のように導入する計画なのかを学んでい
ます。

Communicate：ONOSの開発には何人
ぐらいの技術者が携わっているのですか。
パルルカー氏：SDNベースのOSのような
コア・プラットフォームの開発には、まず
少人数のエキスパートによるチームが必
要です。ON.Labも、通信業界で主力製
品の開発経験を積んだアーキテクト4名
と研究職出身者を含む20名の小規模な
チームからなっています。加えて、開発
チームと品質保証チームもあります。こ
れらのチームが協力して、ネットワーキン
グ、ディストリビューター・システム、ソフ
トウェア・システムで独自の専門性を発
揮し、先進的なプラットフォームを開発
しています。
　さらに、ON.LabにはAT&Tやファー
ウェイなどのパートナー企業からも技術
者が参加しています。ONOSの開発は、
ON.Labチームが中心となり、パートナー

Communicate：ON.LabおよびONOS

の背景についてお聞かせください。
パルルカー氏：SDNはもともと、スタン
フォード大学とカリフォルニア大学バー
クレー校で始まったもので、SDNコント
ローラーやOpenFlowベースのスイッチ
などいくつかの開発プロジェクトを行って
きました。3年ほど前からSDNへの注目が
高まり始め、業界の取り組みも本格化し
てきたことから、私たちは実際の製品や
ソリューションを開発できるオープンソー
スのSDNプラットフォームが必要になる

オープンソースOS
『ONOS』で実現するSDN

SDNおよびオープンソースは、通信事業者の将来にとって非常に重要な技
術だ。『ONOS（Open Networking Operating System）』は、SDNとオー
プンソースを採用した初の通信事業者向けOSである。この独創的な製品を
開発したON.Lab（Open Networking Lab：オープン・ネットワーキング・ラ
ボ）の専務理事であるグル・パルルカー（Guru Parulkar）氏に、ONOSプ
ラットフォームと業界におけるSDNの状況、変わりつつある通信事業者の
役割について話を聞いた。

GURU
PARULKAR

『Communicate』（ファーウェイ刊）編集部　カイラ・ミー（Kyra Mi）

企業の技術者たちのグループ、そして
さらに大きな開発者コミュニティによっ
て進められています。

Communicate：昨年はBlackbird、
Cardinal、Drakeと3つのリリースが発表
されました。これらのリリースでONOSは
どのように進化していますか。
パルルカー氏：Blackbirdリリースでは、
高いスケーラビリティ、性能、可用性とい
うONOSの主要な特性を実証しました。
毎秒200万件のフローを保持できること、
ONOSのインスタンスやサーバー数に応
じて性能がスケールアップすること、ネッ
トワーク・イベントに100ミリ秒未満で反
応できることが示されています。実際、ほ
とんどの処理は10ミリ秒未満で完了しま
した。これらはサービス・プロバイダーに

とって重要なパフォーマンス・メトリクス
であり、オープンソースのSDNコントロー
ル・プレーンとしてBlackbirdが初めてそ
の実証に成功しました。
　今後、ネットワーク業界やSDN業界に
よってこれらのパフォーマンス・メトリク
スの標準化が進み、SDNコントロール・
プレーンのすべての技術者およびユー
ザーによって性能評価の基準となること
を期待しています。ソフトウェア開発で
は、機能を正しく実装することに集中す
るあまり、スケーラビリティや性能や可用
性が後まわしにされるケースが見受けら
れます。しかし、アーキテクチャこそがこ
れらの要素に大きく影響を与えるもの
で、OSでは特に顕著です。ですから、
ON.Labではアーキテクチャを正しく設
計することが性能やスケーラビリティの
数値を向上させる唯一の方法であると
考え、ここに重点を置いています。
　これに続くCardinalとDrakeの各

リリースでは、より多岐にわたるユース
ケースとPOC（Proof-of-concept：概念実
証）を可能にするため、アプリケーション
処理やインターフェース、セキュリティな
どの面で改良が加えられました。

Communicate： SDNやNFVは幅広い分
野に広がっていますが、ONOSはその中
でどのように位置づけられるでしょうか。
パルルカー氏：ONOSは主に2種類のユー
スケースとPOCに重点を置いています。
ひとつめは、インフラに関わる設備投資と
運用コストの削減です。バックボーン・
ネットワークについて考えてみると、各
サービス・プロバイダーは複数のパケッ
ト光ネットワークを個別に運用していま
すが、ONOSではひとつのSDNコント
ロール・プレーンでこれらのパケット光
ネットワークをコントロールするユース
ケースの実証を試みています。2つめは、
NFVのような技術を活用した収益性の
あるサービスを創出することです。その
ために、サービス・プロバイダーがONOS

上に新たなサービスを簡単に構築する
方法の実証に注力しています。
　先ほども述べた通り、ONOSは高いス
ケーラビリティ、性能、可用性を実現す
るために設計されたサービス・プロバイ
ダー向けのネットワークOSであり、これ
らの特性にフォーカスした唯一のプラッ
トフォームであると言えます。

Communicate：さまざまなソフトウェア
がすでに開発されています。今後の商用
開発の展望をお聞かせください。
パルルカー氏：ファーウェイはONOS

ベースの商用製品やソリューションを開
発しているベンダーの1社で、ほかにも
数社のベンダーが同様の計画を持って

います。また、前述のAT&TやNTTコミュ
ニケーションズなどの企業も複数のソ
リューションPOCに参加しています。

Communicate：通信事業者にとって
OTTとの競争が課題となっています。彼ら
はどのようにしてOTTと競争あるいは共存
していけばよいと思いますか。

パルルカー氏：これからは、競争と協力
のどちらもが必要になるでしょう。通信
事業者は回線設備という強みを持ってお
り、ユーザーと非常に近い位置にいます。
適切なコンピューティング技術、ストレー
ジ技術、ネットワーキング技術を展開す
れば、OTTプロバイダーには提供できな
いような付加価値の高いサービスを開発

SDN導入の
加速化を目指して

強力なパートナーシップと
チームワーク

オープンソースの
プラットフォームを実際に構築し
ユースケースを実証しない限り、
サービス・プロバイダーでの
SDNの導入は進まないと考えたことが、
ONOSの開発に着手したきっかけです。

EXPERT’S FORUM

することが可能でしょう。同時に、OTTプ
ロバイダーにインフラを解放することに
よって、顧客の関心を引くサービスを共
同で提供し、収益を分け合える可能性も
あります。つまり、革新的なビジネス・モ
デルにチャンスがあるのです。多くの通
信事業者が、すでにそれを模索し始めて
います。
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だろうと予測しました。そこで、SDNの発
展を加速するためにNPOとしてON.Lab

を設立し、通信事業者向けのオープン
ソースのSDNプラットフォームやツール
の開発に取り組んでいます。
　ONOSはON.Labが初めて本格的に
開発したオープンソースのSDNプラット
フォームです。サービス・プロバイダー向
けネットワークOSとして、高いスケーラ
ビリティ、性能、可用性を実現し、最適
な抽象化を行うよう設計されているた
め、ネットワークの開発・運用者は
ONOS上にきわめて簡単にアプリケー
ションやサービスを構築することができ
ます。
　ON.Labを立ち上げた当時、SDNはす
でにデータセンターで利用され始めてい
たので、私たちはSDNの次の目標として
サービス・プロバイダーのネットワークに
特化することにしました。オープンソース
のプラットフォームを実際に構築しユー
スケースを実証しない限り、サービス・プ
ロバイダーでのSDNの導入は進まない
と考えたことが、ON.Labを立ち上げて
ONOSの開発に着手したきっかけです。

Communicate：ONOSを支援している
のは主にどのような企業ですか。
パルルカー氏：AT&T、NTTコミュニケー
ションズ、SKテレコム、チャイナ・ユニコ
ム（中国聯通）といった大手サービス・プ
ロバイダーに加え、ファーウェイ、アルカ
テル・ルーセント（Alcatel-Lucent）、シエ
ナ（Ciena）、シスコ（Cisco）、エリクソン
（Ericsson）、富士通、インテル（ Intel）、
NECなどのベンダー各社と米国立科学
財団が参加しています。
　これら多くのパートナーがON.Labに
協力し、ONOSをサポートしてくださって
いることにはとても感謝しています。特に、

大手サービス・プロバイダーからは、彼ら
にとって有用なユースケースとは何か、
SDNやONOSをネットワークに実際にど
のように導入する計画なのかを学んでい
ます。

Communicate：ONOSの開発には何人
ぐらいの技術者が携わっているのですか。
パルルカー氏：SDNベースのOSのような
コア・プラットフォームの開発には、まず
少人数のエキスパートによるチームが必
要です。ON.Labも、通信業界で主力製
品の開発経験を積んだアーキテクト4名
と研究職出身者を含む20名の小規模な
チームからなっています。加えて、開発
チームと品質保証チームもあります。こ
れらのチームが協力して、ネットワーキン
グ、ディストリビューター・システム、ソフ
トウェア・システムで独自の専門性を発
揮し、先進的なプラットフォームを開発
しています。
　さらに、ON.LabにはAT&Tやファー
ウェイなどのパートナー企業からも技術
者が参加しています。ONOSの開発は、
ON.Labチームが中心となり、パートナー

Communicate：ON.LabおよびONOS

の背景についてお聞かせください。
パルルカー氏：SDNはもともと、スタン
フォード大学とカリフォルニア大学バー
クレー校で始まったもので、SDNコント
ローラーやOpenFlowベースのスイッチ
などいくつかの開発プロジェクトを行って
きました。3年ほど前からSDNへの注目が
高まり始め、業界の取り組みも本格化し
てきたことから、私たちは実際の製品や
ソリューションを開発できるオープンソー
スのSDNプラットフォームが必要になる

企業の技術者たちのグループ、そして
さらに大きな開発者コミュニティによっ
て進められています。

Communicate：昨年はBlackbird、
Cardinal、Drakeと3つのリリースが発表
されました。これらのリリースでONOSは
どのように進化していますか。
パルルカー氏：Blackbirdリリースでは、
高いスケーラビリティ、性能、可用性とい
うONOSの主要な特性を実証しました。
毎秒200万件のフローを保持できること、
ONOSのインスタンスやサーバー数に応
じて性能がスケールアップすること、ネッ
トワーク・イベントに100ミリ秒未満で反
応できることが示されています。実際、ほ
とんどの処理は10ミリ秒未満で完了しま
した。これらはサービス・プロバイダーに

とって重要なパフォーマンス・メトリクス
であり、オープンソースのSDNコントロー
ル・プレーンとしてBlackbirdが初めてそ
の実証に成功しました。
　今後、ネットワーク業界やSDN業界に
よってこれらのパフォーマンス・メトリク
スの標準化が進み、SDNコントロール・
プレーンのすべての技術者およびユー
ザーによって性能評価の基準となること
を期待しています。ソフトウェア開発で
は、機能を正しく実装することに集中す
るあまり、スケーラビリティや性能や可用
性が後まわしにされるケースが見受けら
れます。しかし、アーキテクチャこそがこ
れらの要素に大きく影響を与えるもの
で、OSでは特に顕著です。ですから、
ON.Labではアーキテクチャを正しく設
計することが性能やスケーラビリティの
数値を向上させる唯一の方法であると
考え、ここに重点を置いています。
　これに続くCardinalとDrakeの各

リリースでは、より多岐にわたるユース
ケースとPOC（Proof-of-concept：概念実
証）を可能にするため、アプリケーション
処理やインターフェース、セキュリティな
どの面で改良が加えられました。

Communicate： SDNやNFVは幅広い分
野に広がっていますが、ONOSはその中
でどのように位置づけられるでしょうか。
パルルカー氏：ONOSは主に2種類のユー
スケースとPOCに重点を置いています。
ひとつめは、インフラに関わる設備投資と
運用コストの削減です。バックボーン・
ネットワークについて考えてみると、各
サービス・プロバイダーは複数のパケッ
ト光ネットワークを個別に運用していま
すが、ONOSではひとつのSDNコント
ロール・プレーンでこれらのパケット光
ネットワークをコントロールするユース
ケースの実証を試みています。2つめは、
NFVのような技術を活用した収益性の
あるサービスを創出することです。その
ために、サービス・プロバイダーがONOS

上に新たなサービスを簡単に構築する
方法の実証に注力しています。
　先ほども述べた通り、ONOSは高いス
ケーラビリティ、性能、可用性を実現す
るために設計されたサービス・プロバイ
ダー向けのネットワークOSであり、これ
らの特性にフォーカスした唯一のプラッ
トフォームであると言えます。

Communicate：さまざまなソフトウェア
がすでに開発されています。今後の商用
開発の展望をお聞かせください。
パルルカー氏：ファーウェイはONOS

ベースの商用製品やソリューションを開
発しているベンダーの1社で、ほかにも
数社のベンダーが同様の計画を持って

います。また、前述のAT&TやNTTコミュ
ニケーションズなどの企業も複数のソ
リューションPOCに参加しています。

Communicate：通信事業者にとって
OTTとの競争が課題となっています。彼ら
はどのようにしてOTTと競争あるいは共存
していけばよいと思いますか。

パルルカー氏：これからは、競争と協力
のどちらもが必要になるでしょう。通信
事業者は回線設備という強みを持ってお
り、ユーザーと非常に近い位置にいます。
適切なコンピューティング技術、ストレー
ジ技術、ネットワーキング技術を展開す
れば、OTTプロバイダーには提供できな
いような付加価値の高いサービスを開発

高いスケーラビリティ、
性能、可用性を実証

新たなサービスで
チャンスを切り拓く

ONOSは高いスケーラビリティ、性能、
可用性を実現するために設計された
サービス・プロバイダー向けの
ネットワークOSであり、
これらの特性にフォーカスした
唯一のプラットフォームであると言えます。

EXPERT’S FORUM

SNC：Smart Network Controller

することが可能でしょう。同時に、OTTプ
ロバイダーにインフラを解放することに
よって、顧客の関心を引くサービスを共
同で提供し、収益を分け合える可能性も
あります。つまり、革新的なビジネス・モ
デルにチャンスがあるのです。多くの通
信事業者が、すでにそれを模索し始めて
います。

　ファーウェイはONOSプロジェクト

の発足当初からのメンバーとして、同

OSの開発に貢献してきました。2015

年3月には、ON.LabとONF（Open 

Networking Foundation）とのパー

トナーシップを強化し、オープンで革

新的なSDNの業界エコシステムを構

築し、通信事業者によるSDNの商用

利用を推進していくことを発表しまし

た。ファーウェイは、ONOSプラット

フォームを全面的にサポートした

SDNソリューションにより、一貫性を

持ったオープンかつプログラマブル

なSDNネットワーク・アーキテクチャ

を構築し、通信事業者のニーズに対

応していきます。

　これまでにファーウェイは、ONOS

を基盤とした初のIP+光統合ソリュー
ションとトランスポートSDNソリュー

ションを発表しています。IP+光統合
ソリューションは、グラフィカルなマ

ルチレイヤ・ネットワーク・ビューを提

供し、リソース制御、IPリンク設定、

サービス・プロビジョニングを自動化

するとともに、ネットワークのマルチレ

イヤ・プロテクションを可能にします。

トランスポートSDNソリューション

は、BoD（Bandwidth on Demand：

オンデマンドの帯域制御）などにより

ネットワーク・レベルのサービスの柔

軟なカスタマイズを実現します。

　さらに、チャイナ・ユニコム（中国聯

通）と共同でONOSベースのSDN

コントローラーを用いたL3VPN向け

アジャイルVPNソリューションを開発

したほか、vCPE（Virtual Customer 

Premises Equipment：仮想宅内

通信機器）とONOSでL3VPNを提供

するセントラル・オフィス・ソリュー

ションも発表しています。

オープンで革新的な通信事業者向けSDNエコシステムの構築に向けて
～ファーウェイのONOSベース・ソリューション

コントローラー

オーケストレーター

SNC-IPコントローラー
（制御とプロビジョニング）

マルチレイヤ・プランニング・ツール 付加価値アプリケーション

オンデマンドのサービス提供 付加価値アプリケーション

SNC-T コントローラー
（制御とプロビジョニング）

NetMatrix
（サービス自動化プラットフォーム）

RESTful

RESTful

RESTful

ネットワーク

アプリケーション

Eth Eth

GMPLS-UNI GMPLS-UNI

WSON

PCEPPCEP

帯域幅プールを持つ アジャイル・ネットワーク

IPと光を単一のシステムとして管理

集中化した制御・サービス管理システム

ONOSを基盤としたファーウェイのIP+光統合ソリューション
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　オリンピックのようなグローバル規模
の大イベントは、全世界から注目が集
まる、いわば世界最大の広告媒体です。
したがって、注意を惹きたいという動機
を持つあらゆる個人や組織がこの機会
を悪用する可能性があります。また、巨
額の資金が動くことで、当然それを狙う
犯罪も起こりえますし、開催国になんら
かのダメージを与えて国益や国のイ
メージを損ねたいという動機もあるで
しょう。さらに、莫大な数の人々が集ま
る開催地ではさまざまなインフラがフル
稼働状態になるため、平常時以上に各
種サービスを妨害しやすくなり、そのダ
メージもより深刻なものになります。
　こうした状況下では、イベント自体に
直接の関わりがない企業や組織であっ
ても、開催地にあるというだけで攻撃の
対象となりえます。通信をはじめとする
インフラ提供者はもちろんのこと、すべ
ての企業があらゆるタイプの攻撃に備
えておく必要があります。これは実空間
もサイバー空間も同様です。開催地の
物理的な警備体制を強化すると同時
に、サイバー・セキュリティ対策も同じレ
ベルまで引き上げなければなりません。
　とはいえ、個別の企業や組織、政府
機関でさえ、完全な防御体制を単独で
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ファーウェイUK・EU
サイバー・セキュリティ・オフィサー（CSO）
BT（ブリティッシュ・テレコム）ほか英米
のICT企業を経て、2003年シマンテック
に入社、2007年から2012年まで同社ク
ラウド・サービス事業担当バイス・プレジ
デントとしてグローバルで300名以上か
らなるユニットを統括する。その後eコ
マース企業のCOO（最高執行責任者）を
務め、2013年5月にファーウェイUKの
CSOに就任。現在はEUのCSOも兼任
し、官民におけるサイバー・セキュリティ
課題に関する豊富な経験を生かして、
社内向けセキュリティ教育、社外のス
テークホルダーとの協力とコミュニケー
ションを推進している。

David Francis
デヴィッド・フランシス

ファーウェイUK  サイバー・セキュリティ・オフィサー  デヴィッド・フランシスに聞く

ロンドン五輪に学ぶ
2 0 2 0年に向けた
サイバー・セキュリティ対策
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、大会の運営や競技の観戦、観光客へのサービス
などにおけるICTの利活用に大きな期待が寄せられています。それにともない、会場や東京全体の物理的な
安全確保に加え、サイバー空間でのセキュリティ対策も重要な課題となっています。
初の本格的なデジタル・オリンピックと呼ばれた2012年のロンドン五輪では、開催以前からサイバー・セキュ
リティに対して入念な対策が講じられ、重大なインシデントに見舞われることなく大会を終了、その経験は
現在も生かされています。2012年当時、英国でシマンテックのクラウド・サービス事業担当バイス・プレジ
デントを務めていた現・ファーウェイUKおよびEUサイバー・セキュリティ・オフィサーのデヴィッド・フランシス
に、英国がオリンピックにおけるサイバー・セキュリティにどのように臨み、どのような教訓を得たのか、また
東京オリンピックに向けて日本の通信事業者や企業はどのように取り組むべきかについて、話を聞きました。

築くことは不可能です。そのため、官民
を挙げたコラボレーションと情報共有
が非常に重要になってきます。ある企
業、組織、業界に対する攻撃があった
とき、情報が迅速かつ適切に共有され
れば、次に他の企業、組織、業界へ攻
撃が拡大するのを未然に防ぐことがで
きるのです。ロンドン・オリンピックの際
には、英国のGCHQ（Government 

Communications Headquarters：
政府通信本部）内にあるCESG （Com-

munications-Electronics Security 

Group）の主導により、脅威や緊急対
応に関する分析をシェアするコミュニ
ティが組織され、情報共有のプロトコ
ルとプロセスが整備されました。

　しかし、注意すべきは、こうした悪用
や攻撃はいずれも普段から起こりうるも
のだということです。通常のセキュリティ
対策が万全であれば、こうしたイベント
の際にもそれを確実に運用するだけで

よいのです。
　これまでに複数の国際的な調査か
ら、サイバー攻撃のおよそ80%はごく基
本的なセキュリティ対策によって対処
できることがわかっています。基本的な
対策によってこの80%を確実に回避し
ておけば、より重大で予測しがたい残り
の20%に対して十分なリソースを割く
ことができます。英国政府はロンドン五
輪後の2012年9月に『サイバー・セキュ
リティ保証に向けた10のステップ（10 

Steps To Cyber Security）』という企
業向けガイドラインを発行しています。
私自身は、最低限徹底しておくべき対
策として次のようなものが挙げられると
考えています。

あらゆる企業・組織が
攻撃の対象に

基本的な対策で
攻撃の80%を回避

　①～⑤については、いずれの企業・組
織でも通常の対策として行われているこ
とだと思いますが、「すべての」機器や
ユーザーをカバーしているかという点は
見直す必要があるでしょう。1か所でも
穴があれば、攻撃が起こる可能性があ
ります。
　⑥の資産管理については、会計上の
必要性から当然行うべきものですが、知
的財産を含む情報資産に対しても、建
物や備品などの有形資産と同様に全資
産を登録して管理することができている
でしょうか。また、そうした資産のすべて
を完全に保護することは現実的には不
可能ですから、情報の重要度に基づい
て優先順位を付け、保護対策をレイ
ヤー化して、最も優先度の高い情報資
産に対して多くのリソースを割くように
しなければなりません。

　さらに、セキュリティ対策は後付けで
きません。これはファーウェイでも徹底
して行っていることですが、製品やネッ
トワーク、システムを設計する段階から
セキュリティを主要な要件として組み込
んでおくことが必要です。そして、運用
開始後も継続的なテストによってセキュ
リティ・ホールのない状態を常に維持し
ておきます。
　最後に、前述のように、サイバー・セ
キュリティは1社だけで対応できる問題
ではなく、被害の拡大を抑えるには企
業や業界の垣根を超えた情報共有が
重要です。とはいえ、インシデントや脆
弱性に関する情報は企業にとっては機
密事項ですから、このような情報共有
を事業上の利益に影響させることなく
円滑に行えるよう、英国政府はCiSP

（Cyber-security Information Sharing 

Partnership：サイバー・セキュリティ情
報共有パートナーシップ）というしくみを
設けています。これは、メンバーとなっ
ている企業・組織のセキュリティ担当者
間で、機密性を保ったまま脅威や脆弱
性についての情報交換ができるプラット
フォームです。日本には同様の取り組み
として情報処理推進機構によるJ-CSIP

（Initiative for Cyber Security Infor-

mation sharing Partnership of Japan：
サイバー情報共有イニシアティブ）があ
ります。

　サイバー・セキュリティにおいて防御
が最も難しいのが、ソーシャル・エンジニ
アリング、つまり「人」がセキュリティ・
ホールとなり、情報漏えいや攻撃が起こ
るケースです。

　システムやネットワークをどれだけ堅
牢にしても、従業員が故意あるいは不
注意で、そして時には善意から、セキュ
リティ上重要な情報を漏らしたり、侵入
者のアクセスを許したりしてしまう場合
があります。たとえば、自社の幹部を名
乗る人物から電話で機密情報について
尋ねられる、お客様を名乗る人物から
障害を復旧させるためにいますぐネット
ワークへのアクセスが必要だと迫られ
る、というような場面で、全従業員が適
切かつ慎重な対応を取ることができるで
しょうか。
　ソーシャル・エンジニアリングを防ぐに
は、こうした状況における確認や報告の
プロトコルが確立されていると同時に、
フロントラインからバックオフィスまです
べての従業員がセキュリティに対する意
識を持ち、自分自身がセキュリティの当
事者であることを常に認識していなけれ
ばなりません。これは容易なことではあ
りませんが、継続的な教育とトレーニン
グによって取り組んでいくしかないで
しょう。

　このような対策は、一朝一夕にできる
ものではありません。オリンピックのよう
な大規模なイベントに備えるには、すべ
てのプロセスを開催の数年前から準備
し、事前に十分に訓練を重ね、大会後
に何かが起こった場合でもそのプロセス
を確実に実行すればよいという状態にし
ておかなければなりません。
　また、ロンドン・オリンピックでは、開
催に向けて攻撃が増加しましたが、終了
後も攻撃は減少しませんでした。大会を
契機として一度攻撃の対象となってしま
うと、その後も標的となり続けるのです。
したがって、セキュリティ対策は会期中
だけでなく、将来を見据えた長期的・継
続的なものであるべきです。
　こうして見ると、サイバー・セキュリ
ティ対策はビジネスの他の業務と比較
してなんら特別なものではないことが

おわかりいただけるでしょう。セキュリ
ティ保証は品質保証の一部であり、お
客様のために安全で安定したサービス
を提供し、価値を生み出していくために、
日頃からビジネスの一環として持続的に
取り組むべき当然のプロセスにすぎない
のです。この点では、品質保証が文化と
して根づいている日本の企業は強みを
持っていると言えます。

　ロンドン大会からすでに4年が過ぎ、
さらに2020年まであと4年ありますが、
その頃にはサイバー空間がいっそう過
酷な状態となっていることは確かです。
IoTでつながった多くのモノが攻撃の対
象やセキュリティ・ホールになりえるとと
もに、技術の進歩によってより高度な攻
撃が低コストかつ容易にできるようにな
ります。攻撃者自身が技術を持っていな
い場合、攻撃を買うこともできます。い
まやセキュリティ攻撃は悪意ある個人の

行為ではなく、組織化され財源を持っ
たひとつの産業なのです。
　繰り返しになりますが、こうした状況
に対応するためには、一企業、一業界、
一国家の力では限界があります。産業
間、国家間で協力し、情報やベストプラ
クティスの共有を進めることが喫緊の課
題です。2020年に向けてサイバー・セ
キュリティ対策を強化していくうえで、日
本の政府や企業はそうした努力をさらに
進めていくことが求められるでしょう。
　ロンドン・オリンピックは英国にとっ
て、それまで各政府機関や企業・組織
が個別に行っていたサイバー・セキュ
リティ対策を国をあげて精査し、より
強固な体制を築くきっかけとなりまし
た。日本もまた、東京オリンピックを機
会としてあらゆる企業や組織が現状を
見直し、基本的な対策をしっかりと講
じることで、サイバー・セキュリティ水
準をさらに引き上げ、国際的な協調を
推進して世界をリードしていくことを
願っています。

「デジタル・オリンピック」となったロンドン大会 ロンドン大会におけるサイバー攻撃

公式YouTubeチャンネルで初のライブ中継を実施

● アジア・アフリカの64地域で再生数5,950万回を記録
● うち60％がライブ・ストリーミング視聴
● チャンネル登録者数は会期中に10倍に増加

オンライン中継と3D放送

● オンライン中継数がテレビ中継数を初めて上まわる
● 英米では全種目をオンラインでライブ中継
● 初の3D放送を実施、300時間以上が3Dで放送

LOCOG※公式ウェブサイト（london2012.com）

● 1億900万のユーザーが4億3,100万回訪問
● 1.3ペタバイトのデータがサイト上で送受信
● 2種類の公式アプリが合計で1,480万ダウンロード

ソーシャル・メディア

● LOCOG公式アカウント（Facebook、Twitter、
　Google+など）のフォロワー数は合計で470万人
● 会期中の大会に関するツイート数は1億5,000万件

破壊や
サービス断

0
※ London Organising Committee of the Olympic Games：ロンドン・オリンピック組織委員会
出典: International Olympic Committee, London 2012 Facts & Figures; The Olympic Delivery Authority (ODA), London Organising Committee of the Olympic Games (LOCOG),
               The Institution of Engineering and Technology (IET), ICT Knowledge Transfer Network (ICT KTN) and UK Trade & Investment (UKTI), Delivering London 2012
出典: Gerry Pennell (Chief Information Officer of the London Organising Committee of the Games), London 2012 Cyber Security : Experiences from the Games

サイ
バー
・セキ

ュリティに関連する事象

調査を
要する事象

深刻
なインシデント

783件

1億6,600万件

6件
インター
ネットを
通じた攻撃

3件
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　オリンピックのようなグローバル規模
の大イベントは、全世界から注目が集
まる、いわば世界最大の広告媒体です。
したがって、注意を惹きたいという動機
を持つあらゆる個人や組織がこの機会
を悪用する可能性があります。また、巨
額の資金が動くことで、当然それを狙う
犯罪も起こりえますし、開催国になんら
かのダメージを与えて国益や国のイ
メージを損ねたいという動機もあるで
しょう。さらに、莫大な数の人々が集ま
る開催地ではさまざまなインフラがフル
稼働状態になるため、平常時以上に各
種サービスを妨害しやすくなり、そのダ
メージもより深刻なものになります。
　こうした状況下では、イベント自体に
直接の関わりがない企業や組織であっ
ても、開催地にあるというだけで攻撃の
対象となりえます。通信をはじめとする
インフラ提供者はもちろんのこと、すべ
ての企業があらゆるタイプの攻撃に備
えておく必要があります。これは実空間
もサイバー空間も同様です。開催地の
物理的な警備体制を強化すると同時
に、サイバー・セキュリティ対策も同じレ
ベルまで引き上げなければなりません。
　とはいえ、個別の企業や組織、政府
機関でさえ、完全な防御体制を単独で
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築くことは不可能です。そのため、官民
を挙げたコラボレーションと情報共有
が非常に重要になってきます。ある企
業、組織、業界に対する攻撃があった
とき、情報が迅速かつ適切に共有され
れば、次に他の企業、組織、業界へ攻
撃が拡大するのを未然に防ぐことがで
きるのです。ロンドン・オリンピックの際
には、英国のGCHQ（Government 

Communications Headquarters：
政府通信本部）内にあるCESG （Com-

munications-Electronics Security 

Group）の主導により、脅威や緊急対
応に関する分析をシェアするコミュニ
ティが組織され、情報共有のプロトコ
ルとプロセスが整備されました。

　しかし、注意すべきは、こうした悪用
や攻撃はいずれも普段から起こりうるも
のだということです。通常のセキュリティ
対策が万全であれば、こうしたイベント
の際にもそれを確実に運用するだけで

よいのです。
　これまでに複数の国際的な調査か
ら、サイバー攻撃のおよそ80%はごく基
本的なセキュリティ対策によって対処
できることがわかっています。基本的な
対策によってこの80%を確実に回避し
ておけば、より重大で予測しがたい残り
の20%に対して十分なリソースを割く
ことができます。英国政府はロンドン五
輪後の2012年9月に『サイバー・セキュ
リティ保証に向けた10のステップ（10 

Steps To Cyber Security）』という企
業向けガイドラインを発行しています。
私自身は、最低限徹底しておくべき対
策として次のようなものが挙げられると
考えています。

「人」が最大の脆弱性

　①～⑤については、いずれの企業・組
織でも通常の対策として行われているこ
とだと思いますが、「すべての」機器や
ユーザーをカバーしているかという点は
見直す必要があるでしょう。1か所でも
穴があれば、攻撃が起こる可能性があ
ります。
　⑥の資産管理については、会計上の
必要性から当然行うべきものですが、知
的財産を含む情報資産に対しても、建
物や備品などの有形資産と同様に全資
産を登録して管理することができている
でしょうか。また、そうした資産のすべて
を完全に保護することは現実的には不
可能ですから、情報の重要度に基づい
て優先順位を付け、保護対策をレイ
ヤー化して、最も優先度の高い情報資
産に対して多くのリソースを割くように
しなければなりません。

　さらに、セキュリティ対策は後付けで
きません。これはファーウェイでも徹底
して行っていることですが、製品やネッ
トワーク、システムを設計する段階から
セキュリティを主要な要件として組み込
んでおくことが必要です。そして、運用
開始後も継続的なテストによってセキュ
リティ・ホールのない状態を常に維持し
ておきます。
　最後に、前述のように、サイバー・セ
キュリティは1社だけで対応できる問題
ではなく、被害の拡大を抑えるには企
業や業界の垣根を超えた情報共有が
重要です。とはいえ、インシデントや脆
弱性に関する情報は企業にとっては機
密事項ですから、このような情報共有
を事業上の利益に影響させることなく
円滑に行えるよう、英国政府はCiSP

（Cyber-security Information Sharing 

Partnership：サイバー・セキュリティ情
報共有パートナーシップ）というしくみを
設けています。これは、メンバーとなっ
ている企業・組織のセキュリティ担当者
間で、機密性を保ったまま脅威や脆弱
性についての情報交換ができるプラット
フォームです。日本には同様の取り組み
として情報処理推進機構によるJ-CSIP

（Initiative for Cyber Security Infor-

mation sharing Partnership of Japan：
サイバー情報共有イニシアティブ）があ
ります。

　サイバー・セキュリティにおいて防御
が最も難しいのが、ソーシャル・エンジニ
アリング、つまり「人」がセキュリティ・
ホールとなり、情報漏えいや攻撃が起こ
るケースです。

　システムやネットワークをどれだけ堅
牢にしても、従業員が故意あるいは不
注意で、そして時には善意から、セキュ
リティ上重要な情報を漏らしたり、侵入
者のアクセスを許したりしてしまう場合
があります。たとえば、自社の幹部を名
乗る人物から電話で機密情報について
尋ねられる、お客様を名乗る人物から
障害を復旧させるためにいますぐネット
ワークへのアクセスが必要だと迫られ
る、というような場面で、全従業員が適
切かつ慎重な対応を取ることができるで
しょうか。
　ソーシャル・エンジニアリングを防ぐに
は、こうした状況における確認や報告の
プロトコルが確立されていると同時に、
フロントラインからバックオフィスまです
べての従業員がセキュリティに対する意
識を持ち、自分自身がセキュリティの当
事者であることを常に認識していなけれ
ばなりません。これは容易なことではあ
りませんが、継続的な教育とトレーニン
グによって取り組んでいくしかないで
しょう。

　このような対策は、一朝一夕にできる
ものではありません。オリンピックのよう
な大規模なイベントに備えるには、すべ
てのプロセスを開催の数年前から準備
し、事前に十分に訓練を重ね、大会後
に何かが起こった場合でもそのプロセス
を確実に実行すればよいという状態にし
ておかなければなりません。
　また、ロンドン・オリンピックでは、開
催に向けて攻撃が増加しましたが、終了
後も攻撃は減少しませんでした。大会を
契機として一度攻撃の対象となってしま
うと、その後も標的となり続けるのです。
したがって、セキュリティ対策は会期中
だけでなく、将来を見据えた長期的・継
続的なものであるべきです。
　こうして見ると、サイバー・セキュリ
ティ対策はビジネスの他の業務と比較
してなんら特別なものではないことが

おわかりいただけるでしょう。セキュリ
ティ保証は品質保証の一部であり、お
客様のために安全で安定したサービス
を提供し、価値を生み出していくために、
日頃からビジネスの一環として持続的に
取り組むべき当然のプロセスにすぎない
のです。この点では、品質保証が文化と
して根づいている日本の企業は強みを
持っていると言えます。

　ロンドン大会からすでに4年が過ぎ、
さらに2020年まであと4年ありますが、
その頃にはサイバー空間がいっそう過
酷な状態となっていることは確かです。
IoTでつながった多くのモノが攻撃の対
象やセキュリティ・ホールになりえるとと
もに、技術の進歩によってより高度な攻
撃が低コストかつ容易にできるようにな
ります。攻撃者自身が技術を持っていな
い場合、攻撃を買うこともできます。い
まやセキュリティ攻撃は悪意ある個人の

行為ではなく、組織化され財源を持っ
たひとつの産業なのです。
　繰り返しになりますが、こうした状況
に対応するためには、一企業、一業界、
一国家の力では限界があります。産業
間、国家間で協力し、情報やベストプラ
クティスの共有を進めることが喫緊の課
題です。2020年に向けてサイバー・セ
キュリティ対策を強化していくうえで、日
本の政府や企業はそうした努力をさらに
進めていくことが求められるでしょう。
　ロンドン・オリンピックは英国にとっ
て、それまで各政府機関や企業・組織
が個別に行っていたサイバー・セキュ
リティ対策を国をあげて精査し、より
強固な体制を築くきっかけとなりまし
た。日本もまた、東京オリンピックを機
会としてあらゆる企業や組織が現状を
見直し、基本的な対策をしっかりと講
じることで、サイバー・セキュリティ水
準をさらに引き上げ、国際的な協調を
推進して世界をリードしていくことを
願っています。

ロンドン・オリンピックの会期中、ファーウェイは通信事業者10社のネット
ワーク保全を支援しました。リスクの排除、ネットワークの性能とセキュリ
ティの向上、プロセスの最適化により、一度も通信障害を起こすことなく
安定したサービスで膨大なトラフィックを支えました。

「デジタル・オリンピック」ロンドン大会を
ネットワークで支えたファーウェイ

セキュリティ保証は
品質保証の一部

業界・国を越えた
連携が急務

サイバー攻撃の80％を回避するための

すべての機器のアンチウイルスソフ
トを最新の状態にする。

ファイアーウォールを最新の状態
にする。

タスクごとのユーザー権限をでき
るかぎり最低レベルにする。

すべての機器に最新のセキュリテ
ィ・パッチを適用する。

バックアップ・サーバーにもプライ
マリ・サーバーと同一のパッチを適

用する。

情報資産も有形資産と同様に登録
・管理を徹底する。

守るべき情報資産に優先順位をつ
け、レベルごとに適切な対策を講じ

る。

ネットワークやシステムの設計段
階からセキュリティを主要要件とす

る。

侵入テストを頻繁に実施する。

他社・他組織のセキュリティ担当者
と緊急時の情報共有ができる関係

を築く。
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によると2014年通年のフィリピンのス
マートフォン出荷台数のシェア1位はチェ
リー・モバイル（Cherry Mobile）、3位は
マイフォン（MyPhone）、5位はトルク
（Torque）と、地場メーカー製品がサム
スンやレノボと互角の競争を行っている。
　もちろん大手メーカーも、ハイエンド
製品だけでなくミッドレンジやエントリー
モデルのラインナップを強化し、これら
地場メーカーに対抗している。サムスン
は2015年中に製品ラインナップの統廃
合を完了し、製品の性能と製品名をわか
りやすくした。またファーウェイはオンラ
イン販売に特化しコストパフォーマンス
を高めた『honor』シリーズを積極的に新
興国・途上国にも展開。ガートナーによる
と2015年第3四半期のファーウェイのス
マートフォン出荷台数は前年同期比171%

と、他社を引き離している。同社は日本で
も積極的にSIMフリースマートフォンの
展開を行っているが、先進国から途上国
まであらゆる市場をカバーできる製品を
備えているのが強さの秘密だろう。

7割強を占めている。先進国でのスマート
フォン需要が一巡したいま、市場を牽引
しているのは新興国や途上国なのだ。
　これらの国々では地場メーカーの数も
増えている。インドネシアでは低価格を武
器にアリエス（Aries）、スマートフレン
（Smartfren）、アドバン・デジタル（Advan 

Digital）などの地元メーカーが急激に
シェアを伸ばしており、ショッピングモー
ルに大規模店舗を出店するなどその動
きは海外大手メーカーにも並ぶほどだ。
また同国で携帯電話販売チェーン店を
展開するエラジャヤ（Erajaya）は自社ブ
ランドのスマートフォンの製造を開始。
インドネシアでは携帯電話メーカーに国
内生産率40%以上を義務付けており、
部品メーカーの進出も進んでいる。その
国策に乗じて販売店が端末メーカー化
する動きは今後他国にも広がっていくか
もしれない。
　フィリピンでも地場メーカーが現地の
消費者の嗜好に合った製品を多数展開
することでシェアを拡大中だ。IDCの調査

　いまも出荷台数の伸びが続くスマート
フォン。中でも新興国や途上国ではフィー
チャーフォンからの乗り換え需要もあり
成長は著しい。ガートナーの報告による
と2015年第3四半期の全世界のスマート
フォン出荷台数は3億5,284万台で、前年
同期比115%となったが、内訳を見ると途
上国の台数が2億5,970万台と、全体の

急成長中の
ミャンマー市場

伸びが続くスマホ出荷数
新興国・途上国が急成長

フィリピンで出荷数1位となったチェリー・モバイル

左：外資参入でイメージチェンジを図るMPT。街中には大きな看板も　右：ヤンゴン市内は屋台のSIM屋が多い。
価格は1枚1500～2500ミャンマーチャット（約150円～250円）

先進国とは大きく異なる
ミャンマーのスマホ事情

　途上国の中でもいま世界中が注目し
ているのがミャンマーだ。長らく軍政が
続いたこともあり市場が閉じられていた
ミャンマーは、アジア各国で携帯電話の普
及率が高まる中、唯一時代に取り残されて
いた。ネットワーク設備は古いままで基地
局の数も少なく、携帯電話利用者を増やそ
うにも国営の通信事業者MPT（Myanma 

Posts and Telecommunications：ミャン
マー国営郵便・電気通信事業体）はSIM

カードの発行枚数を増やすことができな
かった。海外からの渡航者もSIMはレン
タルでしか利用できず、その費用はべら
ぼうに高かったのだ。近隣各国では数百
円でプリペイドSIMを買うことができ、高
速なデータ通信環境を手軽に入手でき
たのに対し、ミャンマーだけは東南アジ
アの中にぽっかりと空いた携帯電話不毛
の地だったのである。
　そのミャンマーで2014年から外資
参入の道が開かれ、中東のウーレドゥー
（Ooredoo）、北欧のテレノール（Telenor）
が相次いで携帯電話事業に参入した。
またMPTも日本のKDDIと住友商事の合
弁会社KSGS（KDDI SUMMIT GLOBAL

SINGAPORE）と提携。海外からの資本が

投入された結果、ヤンゴンやマンダレーな
どの大都市では3Gネットワークが拡充
し、ストレスなくスマートフォンを使うこと
ができるようになった。いまやヤンゴン市
内ではタクシーの運転手から露店の新聞
売りの店員、果てはマーケットで肉や野
菜を売る年配者たちまで、誰もがスマー
トフォンを使っている。他国から見れば当
たり前だろうが、わずかこの1年ちょっとで
広がった光景なのだ。
　プリペイドSIMの販売も、いまでは道端
の露店や屋台でも自由に購入できるよう
になった。ミャンマー政府は2015年11月
から悪用防止のためSIMカード購入時の

身分証明登録を各通信事業者に要請し
ているが、市場ではいつでもどこでも簡
単に買えるSIMの需要が高く、しばらく
は未登録のSIM販売も自由に続けられる
だろう。外国人が通信事業者の直営店
でSIMを買う時もパスポート提示を求め
られないケースがあるなど、通信事業者
側も加入者獲得のためにある程度目を
つぶっているのが実情だ。
　後から参入したウーレドゥーは2Gネッ
トワークを持たず3Gだけでの参入である
点も興味深い。もちろんMPTも3Gサービ
スのアピールを大々的に行っている。初め
て使う携帯電話が3Gのスマートフォンと
いうミャンマーの消費者も多いのだ。
（編集部注：ミャンマーの通信事情、携帯
電話普及率についてはP24～25も参照）

　SIMが簡単に手に入るようになったこ
とで、端末の普及も急速に進んだ。大手
から新興まで多数のメーカーがミャン
マー市場への参入を始めている。そして
市場の様相は古くからノキアやサムスン
の端末があふれていた他の途上国とは
大きく異なっている。

　ヤンゴンの繁華街を歩いてみると、ほ
とんどの人が手にしているのがファー
ウェイのスマートフォンだ。街中の携帯
電話販売店へ行ってみても一番の売れ
筋はファーウェイ端末だという。日本円
で1万円を切る製品の種類が多いこと、
そして市場開放に合わせて多数の製品
を一気に投入したことが、同社製品の人
気につながっているのだろう。
　サムスン製品を取り扱う店ももちろん
多いが、ミッドレンジ以上の華やかな製
品と比較すると、同社のエントリーモデル
はやや地味な印象を受けてしまう。早くか
ら携帯電話が普及している他の国ならば
サムスンやアップルへのブランド信仰やあ
こがれがあるだろう。だが2年前までは携
帯電話とは無縁だったミャンマーでは、
価格が安く、本体のデザインも悪くなく、
そして実用性の高い製品であればメー
カーを問わずにベストセラーとなるので
ある。
　ヤンゴンには携帯電話販売店が並ぶエ
リアがあるが、そこに大きな広告を出して
いるのはファーウェイやオッポ（OPPO）、
ヴィーヴォ（VIVO）といった中国メーカー
だ。またミャンマーでは中国のオートバイ
メーカーとして有名なケンボ（KENBO）
も店を構えている。どの店舗も店内は小
ぎれいでショーケースには製品が美しく

並べられている。端末を買うともらえる
ギフトが傘や水筒というあたりはミャン
マーらしいが、芸能人を使った広告展
開を行ったりメーカーロゴ入りの制服を
スタッフが着用したりといった市場での
展開の様子は、先進国メーカーとまった
く変わらない。
　中国新興メーカーが市場参入を続け
る中、地場メーカーはまだわずかであり、
しばらくは市場の成長は海外メーカー頼
りという状況になりそうだ。実はミャン
マーでは中古端末の輸入が禁止されて
いる。そのためアジアや中国などからの
使い古しのスマートフォンの流入は抑え
られているのだ。
　途上国であっても、ミャンマーは未開の
地というわけではない。市場が閉ざされて
いた結果、発展が遅れていただけなので
ある。ヤンゴン市内には古いながらもビル
が立ち並び、国内各都市は高速バスが
行き来し、人の流れを生み出している。
中古端末の輸入制限はミャンマー政府
が携帯電話市場を成長産業と考え、しっ
かりとした市場を形成しようとしている姿
勢の表れだろう。
　とはいえ、ヤンゴン市内では中国から
の未認可製造端末、いわゆる山寨機を
並べて売る露店もよく見かける。中国で
はもやは山寨機を買う消費者はおらず、

行き場を失った製品がこうして途上国へ
流れてきているのだ。筆者が2015年11

月にヤンゴンを訪れた際、店主に価格
を聞くとスマートフォンで3万チャット、
約3,000円程度だという。だが「これはコ
ピー品だから買わないほうがいい」とにっ
こりしながら教えてくれた。まだまだ商
売っ気がないところがミャンマー人の人
の好さを表すエピソードだった。

　ヤンゴンの空港ではテレノールがアル
カテル（Alcatel）ブランドのTCL製スマー
トフォンをプリペイドSIMと合わせて約
6,000円で販売していた。旅行者に限ら
ずミャンマーの消費者でもなんとか手の
届く価格帯だ。他社のスマートフォンを
見ても、店舗で一番目立つ位置に展示さ
れているのはやはり日本円で1万円を切
るモデル。低価格スマートフォンであっ
という間に世界シェア上位に食い込んだ
中国のシャオミ（Xiaomi）も、価格の割
に品質が良いことからミャンマーの若者
の間で人気を高めている。
　しかし新興国や途上国だからと言っ
て、低価格モデルばかりが売れている
わけではない。ヤンゴンではサムスンの
店舗でハイエンドモデルを一生懸命物色

する若いカップルを見かけたし、日本
のソニーも店を構えている。そしてあの
アップルもようやく重い腰を上げたのか、
2015年11月からミャンマーで正式に
iPhoneの販売を開始した。定価は日本
円で10万円超と一般のミャンマー人に
は手が届かないレベルだ。ところがヤン
ゴン市内には非正規のiPhone取り扱い
店があり、シンガポールなどから輸入し
た製品をミャンマー価格より安く販売し
ている。こうした店は意外にも客で混み
合っており、ミャンマーでもiPhoneを欲
しがる高所得者が一定層存在している
ことがわかる。
　ファーウェイも2015年6月にフラッグ
シップモデルとなる『HUAWEI P8』を
ミャンマーで発売。販売初日に最初の
入荷数を完売するほどの人気だった。
価格は約5万円と高めだが、性能の良さ
と高級感あるデザイン、そしてブランド力
もあることから、多くの消費者の目を惹
きつけたようだ。
　ミャンマーに限らず、他の東南アジア
諸国でもiPhoneなどハイエンドスマート
フォンに対する需要は一定数ある。それ
でも、先進国のように右も左もハイエン
ド端末という状況になることはないだろ
う。所得格差が大きいことから、高所得
者向けには先進国と同じ製品が売れ、
その層だけをターゲットにしたマーケ
ティングも効果がある。普段エントリー
モデルを買っている消費者が自社のハイ
エンド製品を見て「いつかは欲しい」と思
うようになれば、そのメーカーの新興国・
途上国でのブランド力は強固なものにな
るだろう。

　朝起きてから就寝するまで、スマート
フォンをひとときも手放すことがない生活
が当たり前の時代となっている。スマート

フォンはいまや日々の生活にはなくては
ならないものだ。それは先進国だけでな
く、途上国でも同様になりつつある。
　ミャンマーの例をあげると、それまでカ
メラやポータブルTVを持っていなかった
消費者たちが、スマートフォンを持つこ
とでそうした機能を簡単に手に入れるこ
とが可能になった。子どもの写真を撮影
してそれを遠く離れた年老いた自分の両
親に送信したり、街中の屋台の店番中に
暇があればビデオを再生して時間をつ
ぶすこともできる。スマートフォンアプリ
の中では、ライトアプリが人気だという。
夜遅く電灯のない暗闇の中でもライトア
プリを起動すれば懐中電灯として使える
というわけだ。
　また、フィリピンなどではSMSを使っ
た送金も一般的だが、スマートフォン・
アプリに置き換われば、よく送金する相
手や金額を登録しておきワンタッチで操
作もできる。モバイルマネーが使えるよう
になれば、ボロボロになった小額紙幣を
使いまわしたり、商店でお釣りをごまか
されたりといった心配もなくなる。NFC

（Near Field Communication：近距
離無線通信）の普及も必要なことからま
だ時間がかかるだろうが、導入が容易
なソリューションが登場すれば、スマー
トフォンを使ったキャッシュレス社会は

先進国よりも先に普及が進むかもしれな
い。事実、中国ではいまや複数のモバイ
ル・ペイメント・サービスが急激に広まっ
ている。
　人と人とのコミュニケーションも、
SNSの普及で一対一から一対多数へ、
また写真やスタンプ、動画を交えたリッ
チなものへと変わりつつある。自分の感
情をより相手にわかりやすく伝えられる
ようになっただけでなく、商品の情報を
取引先に送ったり動画で説明したりな
ど、ビジネス用途でもSNSは活用でき
る。しかもPCがなくともスマートフォン
があれば完結できるので、新興国や途
上国では音声通話を超える生活必需
インフラとしてSNSの利用率が高まって
いくだろう。そうなれば、いずれこれらの
市場でも個人情報の保護やスマート
フォンのセキュリティが重要性を増して
いくはずだ。
　先進国と新興国・途上国ではスマー
トフォン普及の道のりは異なっている。
だが、人々がスマートフォンに求めている
ものは生活を便利に、豊かにしてくれる
ツールとしての役割であり、その要求は
どの国でも変わらない。これからも続くス
マートフォンの進化が、世界中の人々を
より幸せにしていく、そんな製品づくりを
各メーカーに期待したいものだ。

アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの
山根康宏氏に、モバイルとICTを取り巻く日本と世界の現状と動向、そしてさらに
その先について解説していただくこのコーナー。今号は、新興国・途上国のスマホ
市場の現在を、ミャンマーの例を中心に紹介します。

ファーウェイの販売店はさまざまな規模でいたるところに

ミャンマー市場に見る

スマホが変える
新興国の未来

山根康宏（やまね やすひろ）

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

モバイルが変える未来

HUAWAVE 20 ／ P20.21　（2015. 12. 11）



/ JAN. 2016 23/ JAN. 201622

によると2014年通年のフィリピンのス
マートフォン出荷台数のシェア1位はチェ
リー・モバイル（Cherry Mobile）、3位は
マイフォン（MyPhone）、5位はトルク
（Torque）と、地場メーカー製品がサム
スンやレノボと互角の競争を行っている。
　もちろん大手メーカーも、ハイエンド
製品だけでなくミッドレンジやエントリー
モデルのラインナップを強化し、これら
地場メーカーに対抗している。サムスン
は2015年中に製品ラインナップの統廃
合を完了し、製品の性能と製品名をわか
りやすくした。またファーウェイはオンラ
イン販売に特化しコストパフォーマンス
を高めた『honor』シリーズを積極的に新
興国・途上国にも展開。ガートナーによる
と2015年第3四半期のファーウェイのス
マートフォン出荷台数は前年同期比171%

と、他社を引き離している。同社は日本で
も積極的にSIMフリースマートフォンの
展開を行っているが、先進国から途上国
まであらゆる市場をカバーできる製品を
備えているのが強さの秘密だろう。

7割強を占めている。先進国でのスマート
フォン需要が一巡したいま、市場を牽引
しているのは新興国や途上国なのだ。
　これらの国々では地場メーカーの数も
増えている。インドネシアでは低価格を武
器にアリエス（Aries）、スマートフレン
（Smartfren）、アドバン・デジタル（Advan 

Digital）などの地元メーカーが急激に
シェアを伸ばしており、ショッピングモー
ルに大規模店舗を出店するなどその動
きは海外大手メーカーにも並ぶほどだ。
また同国で携帯電話販売チェーン店を
展開するエラジャヤ（Erajaya）は自社ブ
ランドのスマートフォンの製造を開始。
インドネシアでは携帯電話メーカーに国
内生産率40%以上を義務付けており、
部品メーカーの進出も進んでいる。その
国策に乗じて販売店が端末メーカー化
する動きは今後他国にも広がっていくか
もしれない。
　フィリピンでも地場メーカーが現地の
消費者の嗜好に合った製品を多数展開
することでシェアを拡大中だ。IDCの調査

　いまも出荷台数の伸びが続くスマート
フォン。中でも新興国や途上国ではフィー
チャーフォンからの乗り換え需要もあり
成長は著しい。ガートナーの報告による
と2015年第3四半期の全世界のスマート
フォン出荷台数は3億5,284万台で、前年
同期比115%となったが、内訳を見ると途
上国の台数が2億5,970万台と、全体の

ハイエンド端末も売れる
新興国や途上国

世界の人々の生活を
スマホが豊かにしていく

モバイルが変える未来

　途上国の中でもいま世界中が注目し
ているのがミャンマーだ。長らく軍政が
続いたこともあり市場が閉じられていた
ミャンマーは、アジア各国で携帯電話の普
及率が高まる中、唯一時代に取り残されて
いた。ネットワーク設備は古いままで基地
局の数も少なく、携帯電話利用者を増やそ
うにも国営の通信事業者MPT（Myanma 

Posts and Telecommunications：ミャン
マー国営郵便・電気通信事業体）はSIM

カードの発行枚数を増やすことができな
かった。海外からの渡航者もSIMはレン
タルでしか利用できず、その費用はべら
ぼうに高かったのだ。近隣各国では数百
円でプリペイドSIMを買うことができ、高
速なデータ通信環境を手軽に入手でき
たのに対し、ミャンマーだけは東南アジ
アの中にぽっかりと空いた携帯電話不毛
の地だったのである。
　そのミャンマーで2014年から外資
参入の道が開かれ、中東のウーレドゥー
（Ooredoo）、北欧のテレノール（Telenor）
が相次いで携帯電話事業に参入した。
またMPTも日本のKDDIと住友商事の合
弁会社KSGS（KDDI SUMMIT GLOBAL

SINGAPORE）と提携。海外からの資本が

投入された結果、ヤンゴンやマンダレーな
どの大都市では3Gネットワークが拡充
し、ストレスなくスマートフォンを使うこと
ができるようになった。いまやヤンゴン市
内ではタクシーの運転手から露店の新聞
売りの店員、果てはマーケットで肉や野
菜を売る年配者たちまで、誰もがスマー
トフォンを使っている。他国から見れば当
たり前だろうが、わずかこの1年ちょっとで
広がった光景なのだ。
　プリペイドSIMの販売も、いまでは道端
の露店や屋台でも自由に購入できるよう
になった。ミャンマー政府は2015年11月
から悪用防止のためSIMカード購入時の

身分証明登録を各通信事業者に要請し
ているが、市場ではいつでもどこでも簡
単に買えるSIMの需要が高く、しばらく
は未登録のSIM販売も自由に続けられる
だろう。外国人が通信事業者の直営店
でSIMを買う時もパスポート提示を求め
られないケースがあるなど、通信事業者
側も加入者獲得のためにある程度目を
つぶっているのが実情だ。
　後から参入したウーレドゥーは2Gネッ
トワークを持たず3Gだけでの参入である
点も興味深い。もちろんMPTも3Gサービ
スのアピールを大々的に行っている。初め
て使う携帯電話が3Gのスマートフォンと
いうミャンマーの消費者も多いのだ。
（編集部注：ミャンマーの通信事情、携帯
電話普及率についてはP24～25も参照）

　SIMが簡単に手に入るようになったこ
とで、端末の普及も急速に進んだ。大手
から新興まで多数のメーカーがミャン
マー市場への参入を始めている。そして
市場の様相は古くからノキアやサムスン
の端末があふれていた他の途上国とは
大きく異なっている。

　ヤンゴンの繁華街を歩いてみると、ほ
とんどの人が手にしているのがファー
ウェイのスマートフォンだ。街中の携帯
電話販売店へ行ってみても一番の売れ
筋はファーウェイ端末だという。日本円
で1万円を切る製品の種類が多いこと、
そして市場開放に合わせて多数の製品
を一気に投入したことが、同社製品の人
気につながっているのだろう。
　サムスン製品を取り扱う店ももちろん
多いが、ミッドレンジ以上の華やかな製
品と比較すると、同社のエントリーモデル
はやや地味な印象を受けてしまう。早くか
ら携帯電話が普及している他の国ならば
サムスンやアップルへのブランド信仰やあ
こがれがあるだろう。だが2年前までは携
帯電話とは無縁だったミャンマーでは、
価格が安く、本体のデザインも悪くなく、
そして実用性の高い製品であればメー
カーを問わずにベストセラーとなるので
ある。
　ヤンゴンには携帯電話販売店が並ぶエ
リアがあるが、そこに大きな広告を出して
いるのはファーウェイやオッポ（OPPO）、
ヴィーヴォ（VIVO）といった中国メーカー
だ。またミャンマーでは中国のオートバイ
メーカーとして有名なケンボ（KENBO）
も店を構えている。どの店舗も店内は小
ぎれいでショーケースには製品が美しく

並べられている。端末を買うともらえる
ギフトが傘や水筒というあたりはミャン
マーらしいが、芸能人を使った広告展
開を行ったりメーカーロゴ入りの制服を
スタッフが着用したりといった市場での
展開の様子は、先進国メーカーとまった
く変わらない。
　中国新興メーカーが市場参入を続け
る中、地場メーカーはまだわずかであり、
しばらくは市場の成長は海外メーカー頼
りという状況になりそうだ。実はミャン
マーでは中古端末の輸入が禁止されて
いる。そのためアジアや中国などからの
使い古しのスマートフォンの流入は抑え
られているのだ。
　途上国であっても、ミャンマーは未開の
地というわけではない。市場が閉ざされて
いた結果、発展が遅れていただけなので
ある。ヤンゴン市内には古いながらもビル
が立ち並び、国内各都市は高速バスが
行き来し、人の流れを生み出している。
中古端末の輸入制限はミャンマー政府
が携帯電話市場を成長産業と考え、しっ
かりとした市場を形成しようとしている姿
勢の表れだろう。
　とはいえ、ヤンゴン市内では中国から
の未認可製造端末、いわゆる山寨機を
並べて売る露店もよく見かける。中国で
はもやは山寨機を買う消費者はおらず、

行き場を失った製品がこうして途上国へ
流れてきているのだ。筆者が2015年11

月にヤンゴンを訪れた際、店主に価格
を聞くとスマートフォンで3万チャット、
約3,000円程度だという。だが「これはコ
ピー品だから買わないほうがいい」とにっ
こりしながら教えてくれた。まだまだ商
売っ気がないところがミャンマー人の人
の好さを表すエピソードだった。

　ヤンゴンの空港ではテレノールがアル
カテル（Alcatel）ブランドのTCL製スマー
トフォンをプリペイドSIMと合わせて約
6,000円で販売していた。旅行者に限ら
ずミャンマーの消費者でもなんとか手の
届く価格帯だ。他社のスマートフォンを
見ても、店舗で一番目立つ位置に展示さ
れているのはやはり日本円で1万円を切
るモデル。低価格スマートフォンであっ
という間に世界シェア上位に食い込んだ
中国のシャオミ（Xiaomi）も、価格の割
に品質が良いことからミャンマーの若者
の間で人気を高めている。
　しかし新興国や途上国だからと言っ
て、低価格モデルばかりが売れている
わけではない。ヤンゴンではサムスンの
店舗でハイエンドモデルを一生懸命物色

する若いカップルを見かけたし、日本
のソニーも店を構えている。そしてあの
アップルもようやく重い腰を上げたのか、
2015年11月からミャンマーで正式に
iPhoneの販売を開始した。定価は日本
円で10万円超と一般のミャンマー人に
は手が届かないレベルだ。ところがヤン
ゴン市内には非正規のiPhone取り扱い
店があり、シンガポールなどから輸入し
た製品をミャンマー価格より安く販売し
ている。こうした店は意外にも客で混み
合っており、ミャンマーでもiPhoneを欲
しがる高所得者が一定層存在している
ことがわかる。
　ファーウェイも2015年6月にフラッグ
シップモデルとなる『HUAWEI P8』を
ミャンマーで発売。販売初日に最初の
入荷数を完売するほどの人気だった。
価格は約5万円と高めだが、性能の良さ
と高級感あるデザイン、そしてブランド力
もあることから、多くの消費者の目を惹
きつけたようだ。
　ミャンマーに限らず、他の東南アジア
諸国でもiPhoneなどハイエンドスマート
フォンに対する需要は一定数ある。それ
でも、先進国のように右も左もハイエン
ド端末という状況になることはないだろ
う。所得格差が大きいことから、高所得
者向けには先進国と同じ製品が売れ、
その層だけをターゲットにしたマーケ
ティングも効果がある。普段エントリー
モデルを買っている消費者が自社のハイ
エンド製品を見て「いつかは欲しい」と思
うようになれば、そのメーカーの新興国・
途上国でのブランド力は強固なものにな
るだろう。

　朝起きてから就寝するまで、スマート
フォンをひとときも手放すことがない生活
が当たり前の時代となっている。スマート

フォンはいまや日々の生活にはなくては
ならないものだ。それは先進国だけでな
く、途上国でも同様になりつつある。
　ミャンマーの例をあげると、それまでカ
メラやポータブルTVを持っていなかった
消費者たちが、スマートフォンを持つこ
とでそうした機能を簡単に手に入れるこ
とが可能になった。子どもの写真を撮影
してそれを遠く離れた年老いた自分の両
親に送信したり、街中の屋台の店番中に
暇があればビデオを再生して時間をつ
ぶすこともできる。スマートフォンアプリ
の中では、ライトアプリが人気だという。
夜遅く電灯のない暗闇の中でもライトア
プリを起動すれば懐中電灯として使える
というわけだ。
　また、フィリピンなどではSMSを使っ
た送金も一般的だが、スマートフォン・
アプリに置き換われば、よく送金する相
手や金額を登録しておきワンタッチで操
作もできる。モバイルマネーが使えるよう
になれば、ボロボロになった小額紙幣を
使いまわしたり、商店でお釣りをごまか
されたりといった心配もなくなる。NFC

（Near Field Communication：近距
離無線通信）の普及も必要なことからま
だ時間がかかるだろうが、導入が容易
なソリューションが登場すれば、スマー
トフォンを使ったキャッシュレス社会は

先進国よりも先に普及が進むかもしれな
い。事実、中国ではいまや複数のモバイ
ル・ペイメント・サービスが急激に広まっ
ている。
　人と人とのコミュニケーションも、
SNSの普及で一対一から一対多数へ、
また写真やスタンプ、動画を交えたリッ
チなものへと変わりつつある。自分の感
情をより相手にわかりやすく伝えられる
ようになっただけでなく、商品の情報を
取引先に送ったり動画で説明したりな
ど、ビジネス用途でもSNSは活用でき
る。しかもPCがなくともスマートフォン
があれば完結できるので、新興国や途
上国では音声通話を超える生活必需
インフラとしてSNSの利用率が高まって
いくだろう。そうなれば、いずれこれらの
市場でも個人情報の保護やスマート
フォンのセキュリティが重要性を増して
いくはずだ。
　先進国と新興国・途上国ではスマー
トフォン普及の道のりは異なっている。
だが、人々がスマートフォンに求めている
ものは生活を便利に、豊かにしてくれる
ツールとしての役割であり、その要求は
どの国でも変わらない。これからも続くス
マートフォンの進化が、世界中の人々を
より幸せにしていく、そんな製品づくりを
各メーカーに期待したいものだ。

1.通信事業者の広告も目立つヤンゴン市内　2.携帯電話販売店が集まる通りもある　3.路上販売される中古機は国内使い古し品のためとても古い

左：露店や屋台の売り子も常にスマホで何かをしている　右；ミャンマーではSNSの利用者も増え、アプリの広告も
多く見かける。写真は東南アジアで人気のSNS『BeeTalk』

さんさい き
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A. はい、2003年に5名の駐在員を派遣し
たのが最初で、民主化後の2011年に現
地法人を設立しました。現在は国内3か
所のオフィスのほか、ネピドーにはトレー
ニング・センターも開設しており、お客様
や現地のパートナー各社とともに数多く
のトレーニングを実施しています。
　これまでに、国営のM P Tとともに
CDMA、GSMネットワークを立ち上げ、
近年では4,000kmにわたるバックボーン・
ネットワークの構築もサポートしました。
MPTとの協業により、ファーウェイは国内
のモバイル通信ユーザーの半数近くに
サービスを提供しており、手ごろな価格の
通信サービスを実現することで、国内の携
帯電話の普及に大きく貢献してきました。
　2014年に携帯通信市場が自由化され
てからは、新たに参入したウーレドゥーの
迅速なサービス展開をエンド・ツー・エン
ドのITソリューションでサポートしたほか、
テレノールには世界最大のコンテナ・デー
タセンターを提供しています。
　そのほか、ミャンマー・オフィスの800

名のうち約7割を現地で採用し、現地企
業から総額4,200万米ドル（約5０.4億
円※）相当の調達を行うなど、さまざまな
形で成長著しいミャンマーの経済発展
に寄与しています。

A. 市場が自由化されてまもないミャンマー
では、優秀なICT人材の獲得は容易では

ありません。在学中の大学生に向けたリク
ルーティング活動のほか、学校や訓練機
関と協同でトレーニングを実施し、社会
人や学生の能力をさらに向上させる機会
を創出しています。さらに、新入社員研
修にも力を入れており、メンターによる
個別指導を含む集中的なトレーニング
を実施しています。
　採用のためだけでなく、現地のICT業
界の発展のためにも人材育成にはとり
わけ尽力しています。2014年9月には国
内最大のコンピューター・トレーニング・
センターを運営するKMDとともに通信分
野に特化したトレーニング・センターを
開設し、年間500人以上のICT人材育成
を目指しています。同年11月にはミャン
マーの科学技術省と人材育成に関する
MoU（Memorandum of Understanding：
覚書）を締結し、ICTの教育課程、ラボ、
トレーニング・センター、奨学金制度を
確立する計画を進めています。昨年は4

つの大学の学生50名に奨学金を授与
し、うち1校でファーウェイ認定ネット
ワーク・アカデミーの開講準備に着手し
ました。

A. そうですね。ミャンマーの1人あたり
GDPはこの3年間で約1.4倍に上昇し、
今後も15～20％のペースで成長を続ける
ことが見込まれています。SIMカードの値
段は3年前には1,000米ドル（約12万円※）
ほどだったのが現在は1.5米ドル（約180

円※）にまで下がり、1ケタだった携帯電
話普及率も70%に届くほど急伸してい
ます。スマートフォンが日常的な通信手
段となったことで、SNSユーザーも急増
し、とくにFacebookとViberは非常に人
気があります。身近な人たちとのコミュ
ニケーションや情報へのアクセスがより

簡便になったことで、ミャンマーの人々の
世界観が大きく広がっていると感じます。

A. 端末事業は2013年に開始しました。
現在は国内各地に35の専門店と7か所
のサービス・センターを持ち、スマート
フォンの販売数シェアは第1位、トップ・
ブランドとしての地位を築いています。
Gシリーズなど200米ドル（約2万4,000

円※）前後のエントリー・モデルが主力で
すが、P8などハイエンド機種の人気も高
まってきています。これまでミャンマーの
人々の間には中国製品は品質が劣ると
いう先入観がありましたが、ファーウェイ
はそのイメージを変えつつあります。

A. 2008年、ミャンマーはサイクロン・
ナルギスによって死亡者数10万人を超す

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

民主化・市場開放で発展する社会を
通信でサポート

未曾有の被害に見舞われました。その際、
ファーウェイは300万米ドル（約3.6億円※）
相当の通信機器を寄贈したほか、当社
が構築した通信ネットワークは被災地
でも唯一稼働を続けたとして、ミャン
マー政府から高い評価と信頼を得まし
た。昨年もまた豪雨による大規模な水
害が起きましたが、通信の確保に加え、
義捐金と物資の寄贈により復興を支援
しました。
　2003年以来、ファーウェイはこうした自
然災害の被災地支援や、教育環境の改
善のため、政府や各機関に累計1,000万
米ドル（約12億円※）の寄付を行ってきま
した。また、ミャンマー暦の新年を祝う水
祭りなど数々の伝統行事に協賛し、地域
への融合を目指しています。
　ミャンマーが政治や経済において劇
的に変化したこの十数年に、通信を通
じて社会を支える一端を担えたことは、
ファーウェイの誇りです。この国は今後
もさらなる発展を遂げ、人々のビジネス
や生活のあり方も変わり続けていくで
しょう。世界中の市場で培ってきた先端
技術の提供と人材育成の取り組みに
よって、ファーウェイはより“つながった”
ミャンマーを実現するべく引き続き尽力
してまいります。

Q. ファーウェイは民主化以前から
ミャンマーに進出しているのですね。

Q. 経済成長にともなってスマートフ
ォンが急速に普及したことはミャン
マーの人々の生活を大きく変えたも
のと思います。現地ではその変化を
実感されますか？

Q. ファーウェイのスマートフォンは
ミャンマー市場で強い存在感を示し
ています（P20～23参照）。端末事業
の状況について聞かせてください。

Q. そのほかに、ファーウェイはどの
ような形でミャンマーの地域社会に
貢献していますか？

Q. 現地採用にあたって
苦労していることはありますか？

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

2003年
ヤンゴン、ネピドー、マンダレー
約800名、うち70％が現地採用（2015年11月現在）

：
：
：

ファーウェイ・ミャンマー

固定電話加入者数・普及率 ：53万人・1％
携帯電話加入者数・普及率 ：2,658万人・49.5％
インターネット普及率（利用者ベース） ：2.1％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ：14万人・0.3％（ITU調べ、2014年現在）
主要通信事業者 ：MPT（Myanma Posts and Telecommunications：ミャンマー国営郵便・

電気通信事業体）、ヤダナポン・テレポート（Yadanaporn Teleport）、テレノール（Telenor）、
ウーレドゥー（Ooredoo）

ミャンマーの通信事情

※1米ドル＝120円換算

ファーウェイ・ミャンマー

上：水害の被災者に物資を寄贈　下：伝統的な水祭
りに協賛

四川省出身。2000年にファーウェイに入社。東南アフリカ地区と
タイでトレーニングと広報を担当したのち、2015年9月からミャン
マーへ赴任。ミャンマーのゆったりとした素朴な生活を楽しんでい
るが、物価が意外と高いことには驚いたとか。休日はスポーツや読
書にいそしむ。まもなく家族をミャンマーへ呼び寄せることを心待
ちにしている。

ファーウェイ・ミャンマー 広報責任者
朱波（ジュー・ボー）

今回登場するのは…

2015年は4大学50名の学生に奨学金を授与
道路名を標示した看板のスポンサーも（写真提供：
山根康宏）

ミャンマー
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携帯電話加入者数と普及率

出典: ITU-D Statistics, Mobile-cellular subscriptions
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スーツに合わせても違和感のないデザインを求める声が上がっ
ていました」

　こうした中、腕時計サイズの丸型フェイス、ゴールドやシル
バーの本体にメタルや革のベルトが付いた『HUAWEI WATCH』
の登場は、選択の幅を大きく広げるものとなりました。「ウェアラ
ブルとしてはこれまでになかったデザインで、腕時計と同じ感覚
で身に着けられるので、重ねづけではなく腕時計の買い替えと
して購入されるお客様が増えました。特に以前からご要望が高
かった革ベルトは人気がありますね。店頭でもとても存在感が
あります」
　タッチ＆トライコーナーは順番待ちになることも。「新しい製品で
すし、常に身に着けるものなので、やはり実物をさわってみてから
購入したいというお客様が多いですね。お父さんへのプレゼントに、
と買っていかれる方もいらっしゃいます」

　いまやファーウェイのようなモバイル端末メーカーだけでなく、
高級腕時計メーカーも参入し、テクノロジーとファッションが融
合する新たな製品として進化を遂げてきたスマートウォッチ。
『HUAWEI WATCH』のデザイン・チームにも、FossilやA/X 

Armani Exchangeなどのブランドで実績のある時計デザイ
ナー、ベンジャミン・ノートン（Benjamin Norton）が参加してい
ます。また、世界的に活躍するファッション・フォトグラファー、
マリオ・テスティーノ（Mario Testino）が撮影を手がけ、人気スー
パーモデルのカーリー・クロス（Karlie Kloss）とショーン・オプ
リー（Sean O’Pry）を起用した広告を展開するなど、ファッション・

アイテムとしてのアピールに注力。日本でも伊勢丹新宿メン
ズ館での展示やファッション誌とのタイアップなどを実施し
ました。
　スタイリッシュなデザインに加え、フェイスにはサファイアクリ
スタルを採用、2時方向に配置した竜頭や鮮明な有機ELディス
プレイで使いやすさを追求したほか、肌にしっかり接触して正確
に心拍を測れる心拍センサーや、歩行、ランニング、登山といっ
たさまざまな動きを認識できる6軸モーションセンサーを搭載し、
ウェアラブルとしての機能も充実しています。
　赤川さんは、「『HUAWEI WATCH』のように機能もデザインも
両立させた製品が出てきたことで、ウェアラブルはますます盛り
上がっていきそうです」と期待を寄せてくださいました。

　今回お話をうかがったのは、ビックカメラ有楽町店ビュー
ティーコーナーの赤川愛美さん。同店ではビューティーコーナー
をメインにリストバンド・腕時計型端末を取り扱っています。
　「当初は万歩計や活動計の一部としていましたが、昨年10月の
売場のリニューアル時に独立したエリアを設けました。面積を以
前の約2.5倍に拡大し、現在10社ほどの製品を販売しています」
　売場ではこのように、腕時計型ウェアラブル端末はヘルスケア
やフィットネス向け製品として位置づけられてきました。お客様
は30～40代の男性が中心で、高齢の方も多いそうです。歩数や
活動量、消費カロリーといった健康管理指標の測定がメインで、
万歩計を買いに来たお客様が「こんな製品もあったのか」と初め
てウェアラブル端末を目にされることもあるとか。
　「健康管理用の場合はすでに着けている腕時計にプラスして
使われることが多いので、できるだけ小さめのものが好まれます。
ただ、フィットネス用途を想定した製品はベルトがシリコン素材
のカジュアルなリストバンド・タイプが多く、運動中だけでなく
普段から装着して継続的にデータを取りたいという方からは、

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。

スタイルと機能を追求した『HUAWEI WATCH』がトレンドを牽引！
ビックカメラ担当者に聞く、最新のウェアラブル動向

ファーウェイは2015年、初のスマートウォッチ『HUAWEI WATCH』を発売しました。
世界20か国で展開し、日本でも10月から販売を開始しています。
高級感あるクラシックなデザインを追求した『HUAWEI WATCH』は、ウェアラブルの新たな潮流を象徴しています。
最近の腕時計型端末のトレンドとそこでの同製品の強みについて、家電量販店の売場担当者にお聞きしました。

スーツに合うウェアラブルを求める声

テクノロジーとファッションの融合

流れを変えた『HUAWEI WATCH』

ビックカメラ有楽町店ビューティーコーナーの赤川愛美さん。『HUAWEI WATCH』は
通路側に大きくタッチ＆トライを展開（左）　別フロアにある時計コーナーでも取扱い。
このほか1階のモバイル端末コーナーではスマートフォンと並んで販売されている。
多様な売場展開は、さまざまな切り口から訴求できるスマートウォッチならでは

ワイモバイルより
2015年10月24日発売
オクタコアモデル、薄さ約7.7mmのスリムな高性能スマートフォン。グルー
プ撮影時に自分の顔を識別してキレイに撮影できる「パーフェクトセル
フィー」機能など、飽きのこないカメラ機能が充実。スピーカーは新採用の
Smart PAで薄さを保ちつつ高音質も実現しています。

『LUMIERE
503HW』

NTTドコモより
2015年12月17日発売
NTTドコモの『dtab』シリーズ第3弾となるマルチメディア・タブレット。薄さ
わずか7.5mmの美しく高級感のあるメタルユニボディに、シーンに合わせ
て色合いや明るさを自動調整するコントラスト比率1000:1、224PPIの10.1
インチIPSディスプレイ。米国ハーマン社が提供する「クラリファイ」テクノロ
ジーを採用したこだわりの音響技術と4つのスピーカーで、臨場感ある音
楽体験を提供。フルセグ対応でテレビ視聴も可能です。LTE Cat4（最大受
信速度150Mbps）、Wi-Fi 規格「11ac」対応で安定した接続を実現します。

『dtab d-01H』

『HUAWEI Mate S』

2015年12月4日発売
市場想定売価79,800円（税抜）
オクタコア・プロセッサー『Kirin 935』と第4世代Gorillaガラス採用の
フルHD AMOLEDディスプレイを搭載したハイエンドSIMロックフリー・
スマートフォン。最薄部2.65mm、5.5インチの「フルメタルシェル」ボディ
とエッジを切り落としたダイヤモンド加工で、美しい輝きを実現しつつ手
にやさしくなじみます。約10分の充電で最大約2時間の通話が可能な
急速充電に対応。マニュアル・カメラの表現力を再現した本格的なカメ
ラは「プロモード」機能で手軽に撮影でき、背面のセンサーはより高速・
高精度な指紋認証に加えてフリックやカメラ起動も。関節でタップできる
「ナックルセンス・テクノロジー」で画像や映像のクロップやアプリの起動
も簡単です。

ソフトバンクより
2015年11月6日発売
Googleが手がける『Nexus』シリーズの最新モデルを初めてファーウェイが
開発。アルマイト素材のエレガントな本体に、オクタコア・プロセッサー
『Snapdragon 810』と5.7インチの高精彩WQHD AMOLEDディスプレイ、
Nexus史上最高のカメラを搭載。背面の指紋認証センサーでワンタッチの
ロック解除も可能です。

『Nexus 6P』

りゅうず
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2015 . 11 . 12
『SAP Forum Tokyo』にて、ファーウェイ
プロダクト＆ソリューション部門データセン
ター・ソリューション担当CTOロナルド・ラッ
フェンスパーガー（Ronald Raffensperger）
がファーウェイのSAP HANAアプライアン
スとSoftware Definedストレージについて
講演とデモを行ったほか、関連製品を展示

2015 . 11 . 20
第5回パートナー交流会を開催。29 社の
パートナー企業から75 名の方々にご参加い
ただき、ファーウェイの事業展開およびデリ
バリー＆サービスと購買の戦略・方針を紹介
したほか、貢献度の高いパートナー企業に
10周年記念賞を含むアワードを贈呈

2015 . 11 . 26
『第15回次世代ネットワーク＆サービスコン
ファレンス』にてビジネス＆ネットワークコン
サルティング部マネージング・プリンシパル
の桜井浩哲が「ネットワーク仮想化の現状
と展望」について講演

2015 . 12 . 3
深圳本社にて世界各国のCSR分野のキー
パーソンを招いたファーウェイ・サステナビ
リティ・サロンを開催、日本からは早稲田大
学商学学術院商学部教授・谷本寛治氏、
日本フィランソロピー協会事務局長・落合
敦子氏が参加

2015 . 12 . 8
『SDI/NFV Conference 2015』にて、
NFV&コアネットワーク部シニアソリュー
ションセールス マネージャー槙島和紀が
「Huawei Software Defined Infrastructure 
for NFV」について講演

2015 . 11 . 5
デジタル・デバイドがもたらすビジネス・
チャンスに関する研究報告書『デジタル・イ
ネーブルメント（Digital Enablement）』を
公表

2015 . 11 . 6
通信業界トップ各社とともに、Narrow Band 
IoT（NB-IoT）技術をサポートするエコシステ
ム構築を加速するための新たな産業フォー
ラム『NB-IoTフォーラム』設立に向けた準備
会合を開催

2015 . 11 . 12
シンガポール国立大学との共催で、アジア
太平洋地域では初となる『イノベーション・
デイ』をシンガポールで開催。「よりスマート
な都市への転換に向けたICTイノベーション・
エコシステムの構築」をテーマに、各国から
参加した150を超える政府関係者、大学や
研究機関の有識者が議論

2015 . 11 . 17
テレフォニカと5Gに関する研究開発におい
てMoUを締結

2015 . 11 . 27
テレフォニカと企業ITシステムのクラウド
への統合を支援する世界的協業に合意。
ファーウェイはテレフォニカが世界8か所で
運営するデータセンターでOpenStack
ベースのクラウドサービスを展開、テレフォ
ニカは同社が中国で提供するパブリック・
クラウド・サービスにファーウェイの知見を
活用する計画

2015 . 10 . 14
インターブランドの『Best Global Brands』
に2年連続でランクイン

2015 . 10 . 22
ブロードバンド・ワールド・フォーラム2015で
「Best Virtualization Innovation Award
（仮想化における最も優れたイノベーション
賞）」を受賞 
 
2015 . 10 . 23
英マンチェスター大学と提携し、世界で最
も薄く、最も伝導性の高い素材であるグラ
フェンを使用した次世代高性能技術の開発
をICT分野で進めることを発表

2015 . 10 . 27
端末事業グループが2015年度第3四半期
の業績を発表。対前年同期比63％増となる
2,740万台のスマートフォンを出荷し、堅調
な成長を持続

2015 . 11 . 3
『世界モバイル・ブロードバンド・フォーラム 
2015』をGSMAと共催し、「モバイル・ブロー
ドバンド2020戦略」を発表

2015 . 10 . 8
『M2M／ IoTカンファレンス2015』にて
ファーウェイ・ジャパン副社長兼マーケティン
グ＆ソリューションセールス本部長の周明
成（エドワード・ジョウ）が「IoTの次なる波：
産業への適用」について講演

2015 . 10 . 18 ～ 22
第37回国際通信エネルギー会議『INTELEC 
2015』に出展、次世代MTS通信エネルギー・
ソリューションなどを展示

2015 . 10 . 27 ～ 30
『OpenStack Summit Tokyo 2015』に参加、
各国のファーウェイから専門家が20の講演に
参加したほか、10を超える技術交流会を開催

2015 . 11 . 9
『MPLS JAPAN 2015』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「キャ
リアIPネットワークへのSDN技術適用の実
例と今後の展開」について講演

2015 . 11 . 10
ファーウェイ・ジャパン設立10周年記念式
典を実施

　2015年10月19～20日、初の開発者
会議『第1回ファーウェイ・デベロッパー
ズ・コングレス（HDC）』を中国・深圳で開
催しました。同会議には全世界から2,000

を超える開発者コミュニティのメンバーが
一堂に会し、13のパネル・セッション、
100以上の技術セッションを通じ、ファー
ウェイのICT製品が備えるオープンな機
能を活用したWin-Winなエコシステム構
築とビジネスチャンス創出について議論
しました。
　同会議でファーウェイは、オープンな
ICTデベロッパー・エコシステム戦略を示
し、今後、10億米ドル（約1,194億円※）を
投じて開発者を支援していくことを発表
しました。また、クラウド・ベースのサービ
スとしてのラボ（Lab as a Service）、エン
ド・ツー・エンドの開発リソース、アジャイ
ルな開発プロセスとツール、24時間365

日オンライン・サポートを行う専任のエキ
スパート、パートナー企業間の交流サ
ポートを目的としたデベロッパー・ゾーン
を提供する開発プラットフォーム『eSDK

（Ecosystem Software Development 

Kit）』を構築することも発表しました。
　また、会場内に設けられた6,000平方
メートルにおよぶ「イノベーション・ファク
トリー」では、さまざまな業界における
ファーウェイのオープンなICTソリュー
ションの活用と、オープンAPIを使ったア
プリケーション開発の事例を紹介しまし
た。来場者はデモやハンズオンを通じて、

　2015年10月7日、NTTドコモと共同で
中国・四川省成都市の屋外試験場で実
施した5Gネットワーク向け無線アクセス
技術に関する大規模フィールド・トライア
ルに世界で初めて成功したことを発表し、
『CEATEC JAPAN 2015』会場にてライ
ブ中継を行いました。6GHz以下の周波
数帯を用いたマクロセル環境で、24の
ユーザー・デバイスへの同時ストリームを
実現する大規模なマルチユーザーMIMO

（MU-MIMO）技術を検証し、平均で下り
1.34Gbps、下りフレーム瞬間速度では
3.6Gbpsのスループットを記録したほ
か、ファーウェイが提唱する5G向け新無
線インターフェース技術であるSCMA

（Sparse Code Multiple Access）と
Filtered-OFDMをひとつの5Gプロトタイ
プ装置に実装し、屋外環境でのパフォー
マンスを検証する初の機会となりました。
　また、11月26～27日にドコモR&Dセン
タで開催された『DOCOMO R&D Open 

House 2015』では、高密度なスモールセル
環境でアンライセンス周波数帯において
LTEを活用するLAA（Licensed-Assisted 

Access）を無線LANと共存させるライブ・
デモをドコモと共同で実施し、LAAの公
正な共存能力と高いパフォーマンスを実
証しました。同デモでは、時間と出力の両
面で柔軟にリソースを再利用することで、
標準的な共存ソリューションに対しLAA

のパフォーマンスを50％向上させつつ、

近接する無線LANシステムとの公正な
共存を可能にする拡張機能であるアダ
プティブListen-Before-Talk（LBT）も
あわせて紹介しました。

オープン・プラットフォームやツールがも
たらす効率や利便性を体験しました。

初の開発者会議を開催 その他の主なニュース NTTドコモと5Gに向けた技術の
フィールド・トライアルを実施

『DOCOMO R&D Open House 2015』における
LAAのライブ・デモ

ファーウェイ本社およびファーウェイ・
ジャパンの最新情報は、当社ウェブサイト
のニュースルームをご覧ください。

その他の主なニュース

パネル・ディスカッションに参加した谷本教授（左端）

『イノベーション・デイ』で講演するファーウェイ取締
役兼アジア太平洋地域担当プレジデントの李今歌
（リ・ジンゴォー）

「モバイル・ブロードバンド2020戦略」について講演
するファーウェイ輪番CEO兼取締役副会長である
胡厚崑（ケン・フー）

テレフォニカ・グループCTO（最高技術責任者）エン
リケ・ブランコ（左）とファーウェイ　ワイヤレス・ネッ
トワーク担当プレジデント汪涛（デヴィッド・ワン）

※1米ドル＝119.48円で換算（2015年10月19日現在）

HUAWAVE 20 ／ P28.29　（2015. 12. 14）



/ JAN. 2016 31/ JAN. 201630

　西アフリカの大西洋沿岸に位置する
シエラレオネ共和国は最貧国のひとつ
で、10年に及ぶ内戦に続き、近年では
エボラ出血熱の被害に苦しみました。
ファーウェイは2004年から同国で事業
を行っており、2015年現在2名の従業
員が本社から赴任しています。
　ファーウェイは世界中のほとんどのオ
フィスに社員食堂を設置していますが、
滞在人数の少ない地域では、専属の料
理人が従業員の食事を手配します。今回
のこのコーナーでは、2014年4月から約
半年間、シエラレオネ・オフィスで料理人
を務めた張付玉（ジャン・フーユー）さん
の献身的な仕事ぶりについて、同オフィ
スで勤務する龍峰（ロン・フォン）さんが社
内報に寄稿した記事からご紹介します。

　シエラレオネ・オフィスのメンバーは本
社からの常駐スタッフ2名のみで、出張
でやって来る人たちを加えても多い時で

温かい食事が待っている喜び

エボラ出血熱との闘い

4～5名ほどです。張さんが私たちの料理
人としてやってきたのは、2014年の4月。
中国の小さな町の出身で、実直で素朴
な人柄の張さんは、自分の仕事を心から
愛していました。インドやガーナで働い
た経験はあるものの、シエラレオネにやっ
てきた当初は、この国の物資の乏しさに
驚きを隠せませんでした。
　この国では、海産物以外で手に入る
のは牛肉と羊肉だけで、野菜の種類も非
常に限られています。西アフリカで多く
の命を奪ってきたエボラ出血熱がシエラ
レオネでも流行し始めると、漁船は出港
しなくなり、スーパーマーケットの牛肉や
羊肉の輸入にも長い時間がかかるように
なりました。果物を手に入れるのは、さら
に困難です。常に限られた食材しかあり
ませんでしたが、張さんはそのずば抜けた
調理技術と前向きな姿勢で、さまざまな
料理を作り出してくれました。
　希少な食材を十分に活用できる料理
人がいるというのはありがたいことです。

張さんが来るまでは自分たちで食事を用
意していたのですが、張さんの料理によっ
て私たちの生活の質は大きく向上しまし
た。忙しくて帰りが遅くなっても、宿舎に
戻るとおいしく温かい食事が待っている
のです。最初の1～2か月で張さんはス
タッフたちの好みを把握し、同じ料理で
も味付けをそれぞれに調節してくれるこ
ともありました。おかげで私たちは、困難
な状況の中にも喜びを見出すことができ
るようになりました。

世界１７０か国以上で事業を展開するファーウェイでは、従業員が
故郷から遠く離れた地へ赴任や出張する機会も多く、彼らが異国で
業務に専心できるよう生活面でのサポートをすることを会社の重要
な責務としています。中でも、「食」は生活の基本。慣れ親しんだ
自国の料理で心身ともに活力をチャージしてもらおうと、本社や
各国オフィスにはバラエティに富んだ社員食堂が用意されており、
地域によっては社員用住宅に専属の料理人が常駐して食事を提供
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、各国オフィスにおける食事提供
サービスについてご紹介します。

Theme

「食」を通じた従業員へのサポート

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

　スーパーマーケットに新鮮な食材が
到着すると、張さんは毎回冷蔵庫がいっ
ぱいになるほどの食材を買い込みまし
た。いつも買い物をする近所で一番大き
なスーパーマーケットではほとんどの店
員と顔なじみで、あまり英語を話さない
張さんに、店員たちが「你好（ニイハオ）」
「謝謝（シエシエ）」「再見（ツァイチェン）」
といった簡単な中国語を覚えてあいさつ
してくれるようになりました。

　エボラ出血熱が蔓延し始めたのは、
張さんの到着後まもなくのことでした。
会社は、スタッフがいつでもシエラレオ
ネを離れられるよう飛行機のチケットを
準備していました。しかし張さんは「自分
がここを去ったら、誰が食事を作るのだろ
うか」と考え、躊躇することなく私たちとシ
エラレオネに残る決意をしてくれました。
　感染が拡大すると、農場が閉鎖され
野菜を手に入れるのはいっそう難しくな
りましたが、張さんは宿舎の周りの空き
地に空心菜やニラ、ネギなどを植えて、
私たちに毎日野菜を提供してくれまし
た。空心菜を3週間食べ続けたときもあ
りましたが、それでも食べ飽きることはあ
りませんでした。張さんが育てた空心菜を
食べられるだけでも贅沢だということが
皆わかっていたからです。
　輸入物の牛肉や羊肉も手に入れるのが

難しくなってきたため、張さんは、手打ち
麺、蒸しパン、餃子など小麦粉を使った
いろいろな料理を作り、餃子の中身も海
老、ニラ、卵などバリエーションを増やし
てくれました。
　そのうち宿舎の清掃などをしてくれる
お手伝いさんたちも来られなくなり、自分
たちで掃除をすることになりました。しか
し、少人数で多くの業務をこなし、お客
様のところへの外出も多いため、なかな
か時間が取れません。それを見た張さん
は、宿舎の掃除やその他の雑務を自ら引
き受けてくれました。
　エボラ出血熱と闘いながら過ごした8

か月は、短くも長くも感じます。2014年
11月、それまでガーナにいた料理人がシ
エラレオネに移り、張さんは中国に戻るこ
とになりました。現地を離れるとき、張さん
は複雑な心境だったそうです。帰国して
家族とまた会えるのがうれしい一方で、
シエラレオネの仲間たちと別れる寂しさが
あったからです。
　張さんは料理人として、どんな状況に
あっても自分の持ち場で黙々と職務を
まっとうしました。「スタッフたちが去らな
いなら私は残る。誰かが食事を作らなけ
ればならないのだから」という彼の言葉
は、現場の最前線で働く私たちにとって
強力な後ろ盾となってくれました。この
非常に困難な時期に築いた兄弟のよう
な関係は、私たちの一生の思い出です。

　世界中から従業員が集まる深圳の本
社には、中国各地の料理のほか、インド
料理、ムスリム料理、タイ料理、韓国料
理、日本料理など各国の料理を提供す
る社員食堂があります。広大なキャンパ
ス内に10か所ある食堂では、600人の
料理人が毎日4万人もの従業員やお客
様のおなかを満たしています。

　ファーウェイは世界各国のオフィスの
うち165か所に社員食堂を設置していま
す。東京のように外食の選択肢が豊富で
中華料理店も多い地域は例外ですが、
ほとんどのオフィスでは業務委託や料理
人の派遣サービスを利用して、現地の料
理人が社員に食事を提供しています。

世界各国の社員食堂

張さんの手による多彩な料理が並んだ食卓

左：空き地で野菜を栽培　右：麺や餃子は大事な主食

上：ベネズエラの料理人チーム　下：中華料理
も西洋料理も提供する英国オフィスの食堂。
中国人社員にも現地社員にも利用されている

本社キャンパスに昨年オープンした和食レス
トラン（上）とタイ料理レストラン（下）。どちら
もクオリティの高いメニューで社員に好評を
博している

シエラレオネ

ファーウェイ本社の社員食堂
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　上海は人口約2,500万人の中国最大
の都市です。その一番の特長は、さまざ
まな文化を包容して吸収し、独自のもの
を作り上げる「海派文化」でしょう。これ
は19世紀以降、中国の伝統文化と外国
の文化が衝突、融合する中で形成された
ものです。「海派」とはもともと演劇の分野
で正統派の京劇に対する異端を軽視する
言葉でしたが、現在は上海独特の文化を
表すようになっています。
　例えば、中国伝統の「四合院」から発
展し、玄関が石で作られた華洋折衷の
「石庫門」建築はその一例です。アイスク
リームも、1927年にアメリカの商社によっ
ていち早く上海にもたらされたそうです。
ジャズが流れるバーやカフェ、海外の一
流アーティストの演奏が楽しめる上海大
劇院なども、近代性を象徴するものです。
　千年以上の歴史を持つ水郷古鎮、洋風
建築が集まる「外灘（バンド）」、「東方明珠
塔」のような近代高層ビルなど、異なる時
代と文化がひとつの街に混在する上海。
市の中心を流れる黄浦江を挟み、西側

には20世紀初頭にできた外灘、東側には
1990年代の高層ビル群があります。ひとつ
の川が百年の時空を隔てている――そう
思うと、とてもロマンチックに感じますね。

　上海は食文化も多様で豊かです。上海
料理は「本邦料理」と呼ばれ、醤油味で
甘め。百年以上続く「徳興館」と「上海老
飯店」が代表的なレストランで、紹興酒の
漬けものが名物です。日本では上海蟹とし
て知られる「大閘蟹（ダージャーシエ）」や、
上海発祥の焼き小龍包「生煎（シェ－ン
ジェン）」も有名ですね。
　また、西洋の影響を受けたお菓子も多く
あります。白い兔の絵が目印の特濃ミルク
飴「大白兔奶糖（ダーバイトゥナイタン）」
は、1959年にイギリスのミルク・キャンディ
の味をヒントに作られ、中国各地で人気
を博しています。1972年に中国を訪問した

米国のニクソン大統領への贈り物としても
選ばれました。

　大学で助手を務めていたとき、父親の
友人の紹介で日本に来ました。その後10

年間勤めた米系IT企業では、自分だけに
生み出せる価値を考えることが重要だと
指導してくれた上司のおかげで、エンジニ
アとして技術面で研鑽するだけでなく、
マーケティングによって新しい応用分野
を見出してお客様に自ら提案できるよう
になりました。その後、ネットワーク・イン
フラの構築にとどまらずその応用にも携わ
りたいと考え、モバイル通信を利用した
ITS（高度道路交通システム）を開発する
企業に転職しました。
　そして昨年、技術、ソリューション、サー
ビスが一体となったビジネス・エコシステ
ムの構築を目指し、ファーウェイに入社し
ました。以来、これまで培ってきた情報通
信に関する専門知識、マーケティングの
ノウハウ、日本人とのコミュニケーション
能力をフル活用しながら、お客様と戦略的
パートナー関係が築けるよう日々尽力して
います。10周年を迎えたファーウェイ・
ジャパンとともに、これからも次の10年、
20年を見据えて成長し続けていきたいと
思います。

郭 宇（かく たかし）
ジャパン・マーケティング本部　シニア・マーケティング・マネージャー
大学教授の両親を持ち、中学校卒業まで上海交通大学のキャンパス内で育つ。
両親の影響を受け華東師範大学の電子工学科に進学。卒業後は上海交通大学
で助手として研究プロジェクトに携わったのち、来日して山形大学理工学研究科
で博士号を取得。大手米系IT企業で10年間、その顧客企業で5年間勤務し、
2015年にファーウェイ・ジャパンに入社。旅行好きでスポーツが得意。休日は
妻と2人の子どもと温泉、スキー、キャンプなどを満喫している。

漫遊中国

時空を超えた文化のメルティング・ポット

上海
新旧併存、
華洋折衷の「海派文化」

ファーウェイとともに
さらなる成長を目指して

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。

ファーウェイが海外進出を果たした1990年代後半、海外の競合他社と比べ
たファーウェイの「強み」と「弱み」は何かという問いに対して任はこのように
答え、「若さゆえに活力に満ちている。同時に、幼い面も多く、組織管理が
成熟していない」と続けました。成長の源であるとともに、その未熟さがさら
なる発展を妨げていると痛感した任は、当時から積極的に欧米のコンサル
ティング会社や各分野の専門家の協力を仰ぎ、製造現場の作業効率の向
上や安全性の確保のため日本から「カイゼン」を導入したほか、効率的な組
織運営、品質管理の向上、人材育成など包括的な経営改革に力を入れて
きました。世界のICT業界を牽引する企業になった今日でも、ファーウェイ
はその取組みを続けています。

華為最大優勢和劣勢都是年軽。
ファーウェイの
最大の「強み」も「弱み」も若さである。
ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（1999年、新入社員との一問一答の場での発言より）

黄浦江沿いの景色

江蘇省四川省

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

上海

何でもあり！美食の天国

　明けましておめでとうございます。6年目を
迎えたHuaWave、新年の幕開けは「仕事」に
注目しました。ICTが私たちの生活にさまざま
な変化を起こす中、働き方にも大きな多様性
が生まれてきています。どこでどう働くかという
問題は、個々人の生き方を左右すると同時に、
一国の経済や社会全体のあり方をも変える重
要なテーマです。今回ご紹介した徳島県に限
らず、新しい仕事の形を実現し、新たな人の流
れを生み出し、地方社会の活性化を目指す取
り組みは日本全国で盛り上がりつつあります。
そこにどんな文化があり、どんな人たちが集
まってくるのか――それぞれの土地で「外と中
との“かけ算”」がもたらす答えは決してひとつ
ではありません。読者の皆様がいま一度ご自身
の働き方、経営や人材活用のあり方、そして日
本社会の未来について考える機会となれば幸
いです。
　今年もHuaWaveは、ICTの「変える力」をさ
まざまな角度からお伝えしてまいります。皆様
からのご意見・ご感想をぜひお寄せください。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）左：上海独特の住宅建築「石庫門」
右：白兎が目印の大白兔奶糖

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

　2月14日はバレンタインデー。中国語で
は「情人節（チンレンジエ）」と呼ばれます。
中国ではもともと織姫と彦星が年に一度

出会う七夕を恋人たちの日として祝う習
慣がありますが、最近ではバレンタイン
デーのほうがポピュラーになってきまし
た。海外のバレンタインデーは男性が女
性に愛情を示すのが一般的で、中国でも
同様に男性がバラの花束やプレゼントを
恋人や奥さんに贈ります。
　バラの花束には本数に意味を込める
こともあります。1本なら「あなただけを
思っています」、2本なら「あなたと私2人
だけ」、99本は九（ジウ）と同じ発音の久
が2つで「永遠の愛を誓う」、108本は

100％の愛に「嫁給我吧（ジアゲイウォバ）
＝結婚しよう」の「バ」と同音の8を足して
プロポーズ、という意味になります。
　花束は会って直接渡すよりも、女性の
職場に送るほうが好まれます。女性たち
は自分のデスクにどれだけゴージャスな
花束が届くかを競い合い、何も届かなかっ
た人は肩身の狭い思いをするとか。夜には
2人でロマンティックなディナーを楽しみ
ます。ディナーも、花も、さらには花瓶ま
で、この日は特別に値段が上がり、男性
の懐には厳しい1日となるようです。

108本のバラで
プロポーズ

ネット・バレンタインデー

花屋にとっては書き入れ時

　近年「網絡（ワンルオ）情人節＝ネット・
バレンタインデー」と呼ばれるようになっ
たのが、5月20日と21日。520（ウーアー
リン）→「我愛你（ウォアイニー、私はあな
たを愛しています）」、521（ウーアーイー）

→「我愿意（ウォユェンイー、私は望んで
います）」の発音にかけて、5月20日は男
性から女性に愛を告白する日、21日は女
性がそれに応える日として、微信（ウェイ
シン、WeChat）などのSNSを中心に盛り
上がってきた習慣で、この日に結婚式を
挙げるカップルも増えています。

こう ほ こう
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