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な価値を生み出すことができるかを自問
しています。

　総務省が昨年発表した「スマート・
ジャパンICT戦略」は、ICTによるイノ
ベーションで経済成長と国際貢献を実
現し、「世界で最もアクティブな国にな
る」ことをミッションとして掲げています。
そこで重要な目標のひとつとなっている
のが、2020年の東京オリンピックに向け
て世界最先端のICT環境を整備するこ
とです。
　日本の社会インフラは、世界的に見て
もすでに高度に発達しています。しかし、
「世界最先端」を追求しつづけるには、デ
ジタルな世界と物理的な世界の融合を
さらに推し進め、人と人、人とモノ、モノと
モノとがつながりあったスマートな社会
を支える新たなICTインフラを構築して
いかなければなりません。

　すべてがつながったスマートな社会で
は、ネットワークに接続された端末から
生成される大量のデータを、高速・大容
量のネットワークでやりとりし、リアルタ
イムに処理する必要があります。ファー
ウェイはネットワーク、端末、ITの分野で
革新的な製品やソリューションを提供
してきた実績を生かし、こうした新たな
ICTインフラの構築をエンド・ツー・エン
ドでサポートすることを目指しています。
とはいえ、社会のあらゆる領域をカバー
するインフラの実現には、さまざまな

分野のパートナーとの協業を基盤とす
るオープンなエコシステムを築くことが
不可欠です。
　スマートフォンのエコシステムに目を
向けると、その重要性がよくおわかりいた
だけるでしょう。これまでの携帯電話メー
カーは、ハードウェアからOS、UI（ユー
ザー・インターフェース）からアプリまで、
ほとんどの要素を自前で開発してきまし
た。一方、スマートフォンのビジネス・モ
デルでは、メーカーはハードウェアとOS

とUIのみ、アンドロイドであればハード
ウェアとUIのみを開発することになり、プ
ラットフォームはすべてのアプリ開発者
にオープンになっています。このオープン
なプラットフォーム上で、数多くのアプリ
開発者によって大量のアプリが生まれ、
ユーザーには無限とも言える選択肢が
提供されます。このようなエコシステムに
より、ハードウェアの価値が最大化され
ています。

　ICTインフラの構築においても、こうし
たオープンなプラットフォームによってイ
ノベーションを促進することで、その価値
を最大化できるはずです。このようなエコ
システムを確立するために、ファーウェイ
は今後のICT業界の動向や将来性に関
する見解を共有できる戦略的なパート
ナーと、互いの強みを生かしながら長期
的に緊密な協業体制を築いていきたいと
考えています。たとえば、今号のFeature

Story（P2-11）で取り上げたように、ドイツ
政府が推進するインダストリー4.0におい
てはSAPとの密接な協業によりIoTソ
リューションの開発を進めています。この
ほかにも、ファーウェイはこれまでに各業
界のリーディング・カンパニーを中心とし
た300社と協業し、エネルギー、教育、医
療、行政、金融、運輸、メディア、小売など
多分野にわたるソリューションを共同で
提供することで、ともに「より“つながった”

世界」の実現に尽力しています。

　最先端技術におけるイノベーション
を生み出すうえでは、大学や研究機関と
のパートナーシップも重要な役割を果
たします。インダストリー4.0では、欧州
最大の応用研究機関であるフラウン
ホーファー研究機構（Fraunhofer-

Gesellschaft）のほか、ドイツ国内の
19の大学と共同研究を行っています。
　日本でも、ファーウェイ・ジャパンは国
内有数の大学・研究機関とさまざまな
形で協力関係を築いています。6月に
は、日本を代表するインターネット研
究・運用プロジェクトであるWIDEプロ
ジェクトに当社のバックボーン・ネット
ワーク・ソリューションを寄贈したことを
発表しました（P29参照）。「産学連携に
よって構成される自律的で自由な発想
を持った研究者が組織の壁を超え、新
しい技術を用いて、『より良い社会』を創
造し、かつ各自の自己実現を目指す」
（同プロジェクト代表江﨑浩氏）WIDE

プロジェクトは、1988年からインター
ネット関連技術の実践的な研究開発を
行う研究コンソーシアムとして、現在
100社を超える企業および40校以上の
学術組織などと共同研究を行っていま
す。当社もその一員として、未来の情報
通信技術の研究に必要な大容量トラ
フィックに備えたバックボーン･ネット
ワークの構築に貢献できたことを大変
うれしく思います。

　技術革新には、マラソンのように息の
長い長期的な視点での戦略投資が不
可欠です。日本で事業を開始して1 0

年、今後もファーウェイ・ジャパンは産
学のパートナーシップをさらに強化し、
次の10年に向けて日本のICTエコシス
テムの発展を継続的に支援してまいり
ます。
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　去る5月21日、当社が開催したメディ
ア向け事業戦略説明会で、私はファー
ウェイ･ジャパン代表取締役社長に就任
してから初めてメディアの皆様と交流の
機会を賜りました。当日は予定していた
出席者数の倍以上の方々にご参加いた
だき、日本のメディアのファーウェイに対
する注目度の高さを肌で感じるととも
に、設立以来10年間、当社の成長を支
えてくださったお客様やビジネス・パー
トナーの皆様への感謝の念を新たにい
たしました。
　節目の年を迎え、日本における次の10

年に思いを馳せながら、ICTが今後の日
本社会の発展に寄与する可能性に期待
が膨らむとともに、当社がそこでどのよう
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4,000万件に及ぶ大量のデータを収集
し、チームのパフォーマンスのデジタル・
ツインを作ります。その情報に基づき、
チームは練習の方法やフォーメーション
をより効果的に決定することができる
のです。昨年のワールドカップではこの
システムの活用がドイツを優勝に導いた
と話題になりました。

編集部：冒頭でうかがったように、ドイ
ツと同じく製造業立国である日本には、
生産の効率化と自動化で世界をリード
してきた歴史があります。第4次産業革
命に向けて、日本の製造業にはどのよう
な課題があるとお考えですか。
馬場氏：第3次産業革命を牽引してきた
日本には、第4次産業革命でもやはり中
心的な役割を担うことが期待されてい
ます。ただし、日本企業は工場の内部や
自社内での最適化には非常に長けてい
ますが、産業のデジタル化にはサイバー

/ JUL. 2015 03

ICTが実現する「より“つながった”世界」では、あらゆるモノがつ
ながることでまったく新しい価値が生まれ、ビジネスや人々の
生活に大きな変革がもたらされます。世界経済を動かす製造
業の分野においては、蒸気機関が機械化をもたらした第1次産
業革命、電力により大量生産が可能となった第2次産業革命、
ITと電子機器で自動化を進めた第3次産業革命に続き、情報通
信でサイバー空間と実世界を融合したものづくりを実現する第
4次産業革命が起こり始めています。この動きはドイツで「イン
ダストリー4.0」と呼ばれる国家プロジェクトとして推進されて
いることで、とりわけ注目を集めるようになりました。

今号のHuaWaveではこのインダストリー4.0をキーワードに、ICT

がもたらす次の産業革命の姿を探ります。前半では、ドイツでイン
ダストリー4.0を牽引するキー・プレーヤーであるSAPの日本法
人、SAPジャパンのバイスプレジデント、チーフイノベーションオ
フィサー兼インダストリークラウド事業統括本部長の馬場渉氏
に、SAPの考えるインダストリー4.0と同社のソリューションについ
てお話をうかがいました。後半では、FA（ファクトリーオートメー
ション）の国内大手として早くから工場向けICTソリューションを
提供してきた三菱電機を取材し、同社名古屋製作所に導入さ
れているe-F@ctoryソリューションの実績をご紹介します。

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

インダストリー 4 . 0
I N D U S T R Y  4 .0

I C T が もたらす 次 の 産 業 革 命

編集部：ドイツでインダストリー4.0が提
唱されている背景はどのようなものなの
でしょうか。
馬場氏：近年ドイツは税制改革などによ
り財政再建に成功し、好調な経済を維
持していますが、これを引き続き発展さ
せていくための成長戦略として提案され
ているのがインダストリー4.0です。日本
と同様、ドイツはGDPの20％以上を製造
業が占める製造業立国であり、世界市場
で製造業を強化することが国としての競
争力を強化することにつながります。これ
は単にものづくりにICTを活用するという
業界内の取り組みにとどまらず、労働
者の雇用形態や労働時間、報酬体系、
社会保障、企業の商慣習など、ドイツ

の社会経済全般にわたる変革を必要と
する長期的かつ広範な産業政策です。
2013年ごろから官民をあげた動きが本
格化し、現在ではソフトウェア産業、ハー
ドウェア産業、政府の三位一体の改革
が進められています。

編集部：ドイツに本社を置く企業として、
SAPはインダストリー4.0にどのような役
割を果たしているのですか。
馬場氏：インダストリー4.0という概念を
最初に提唱したドイツ工学アカデミー
（AcaTech）の代表を務め、提言の起案
者の1人でもあるヘニング・カガーマン
（Henning Kagerman）教授は、10年
ほど前までSAPのCEOを務めていた人
物です。ドイツの産業構造は日本と同
じく、また米国とは異なり、ボッシュや

官民をあげた国家成長戦略

シーメンスなどハードウェアの製造業
が主体となっていますが、インダスト
リー4.0はSAPというソフトウェア企業
の出身であるカガーマン氏がこうした
ハードウェア企業とタッグを組んで推
進しているという背景があります。彼と
のつながりから、構想の策定にはSAP

の現役の経営陣も多く参画しました。
　また、ドイツでは大多数の企業がSAP

ユーザーであり、あらゆる産業に当社の
技術が導入されているため、改革を実
現する過程でもSAPは大きな役割を果
たしています。今日ではビジネス・モデル
やプロセスの変革においてソフトウェア
がボトルネックになる場合が多々ありま
すが、それをどう防ぐか、さらには変化を
どう加速させるかという点で、企業活動
をもう一度シンプルにしていこうという当
社の貢献が期待されています。

編集部：インダストリー4.0においてIoT

は産業にどのような変革を起こすので
しょうか。
馬場氏：工場で製造状況のデータをリ
アルタイムに収集・解析するといった
いわゆるビッグデータの活用は、これま
でのFAの延長線上で実現してきていま
すが、IoTではこれに加え、いままで取れ
なかったデータが手に入るようになると
いうのが重要なポイントです。たとえば、
これまでは製品を製造し、販売するとこ
ろまではデータを入手できましたが、その

後の利用状況まで追うことはできません
でした。IoTにより製品がどのように利
用されているのかを把握し、「何が売れ
たか」ではなく「なぜ」売れたか、さらに
は何が「売れる」のかを知ることができ
れば、それを次の製品開発へ生かすこ
とができます。このような開発は確実に
現実のものとなってきています。そして、
製造工程や調達など基幹系業務をデジ
タルに自動化し、IoTで収集したデータ
と統合することで、個々のユーザーの要
求に応じた製品を大量生産のラインで
低コストで製造するというマスカスタマ
イゼーションが実現します。
　このようなデータの収集とプロセスの
自動化を統合したシステムはCPS（Cyber 

Physical System：サイバー・フィジカル・
システム）と呼ばれます。製造・流通・販
売といったフィジカルな業務の現場から
得たデータによってサイバー空間にデジ
タル・ツイン、つまり双子のように対になる
モデルを構築し、そこで分析された情報
に基づいてさらにフィジカルなプロセスを
再構築するのです。第3次産業革命で推
進されたFAは、ITによって既存の工程を
自動化するというものでしたが、インダス
トリー4.0ではサイバー空間と実世界の
デジタル・ツインがつながりあうことで実
世界を新しく作り変えられるというのが
最大の特長です。ドイツで実現し始めて
いる新たなものづくりやサービスの手法
はその代表的な例と言えるでしょう。

編集部：SAPはこのようなCPSの実現に

向けてどのようなソリューションを提供
しているのですか。
馬場氏： SAPのソリューションは、サイ
バーとフィジカルの両面からCPSの実現
を支援します。データを収集してサイ
バー・ツインを作るという側面では、生産
装置や通信機器などあらゆるモノから生
じるデータをS A P  H A N Aのインメモ
リー・コンピューティング（P６囲み参照）
により瞬時に解析・シミュレーションする
『SAP HANA Cloud Platform for the 

Internet of Things』を提供しています。
　一方、デジタルに収集・解析された情
報をフィジカルな業務と連動させるもの
として、今年2月に発表した最新の統合
基幹業務システム『SAP S/4 HANA』が
あります。SAP S/4 HANAでは、調達、
生産から販売、在庫管理、顧客管理な
ど実世界の業務から蓄積されるデー
タをSAP HANA上の基幹システムでリ
アルタイムに分析することで、サイバー・
フィジカル間でボトルネックのないシス
テムを構築できます。

編集部：具体的にはどのような導入事例
があるのでしょうか。
馬場氏：マスカスタマイゼーションの例
として挙げられるのが、米国ペンシルベ
ニア州ヨークにあるハーレー・ダビッド
ソンのスマート・ファクトリーです。ここ
では工場内のすべての機器にセンサー
が取り付けられており、部品の手配から
作業指示、出荷に至るまでの全工程を
モニタリングして、SAPのシステムで収
集されたデータを管理しています。また、
作業手順を標準化することで必要な
労働者数や敷地、生産ライン数を半減
させると同時に生産性を向上し、工場の
競争力を高めています。また、部品調達
に必要なリードタイムも2～3週間から

わずか6時間にまで短縮しました。これ
により、顧客がウェブサイト上で好みの
パーツを選んでカスタム・オーダーした
バイクを短期間・低コストで製造するこ
とが可能になりました。
　また、ドイツのハンブルグ港は欧州第
2位の貨物量を誇る貿易港ですが、川を
上った内陸に位置するため面積が狭く、
貨物船とトラックの渋滞が大きな問題
となっていました。そこでハンブルグ港
湾局はSAP、ドイツテレコムの子会社
のTシステムズとともに「スマート・ポー
ト・ロジスティクス」という渋滞解消によ
る成長戦略プロジェクトを立ち上げまし
た。トラックの位置情報、船舶の運航情
報、駐車スペースの空き状況、可動橋の
開閉スケジュールなどのデータをリアル
タイムに分析し、トラックごと、または周
航ごとの時間を5～10分短縮しました。
合計すると、1日だけで4万周航以上、時
間にして約5,000時間を削減しているこ
とになります。これによりジャストインタイ
ムの積み下ろしを実現し、貨物の取扱量
が倍増したとともに、運送会社ごとの処
理業務量が向上し、トラック運転手の待
ち時間も大幅に削減されました。限られ
た港湾のリソースを最大限に活用し、事
業を成長させつづけているのです。
　製造業以外では、当社が「Internet 

of Players」と呼ぶスポーツでの事例が
あります。ドイツサッカー協会と共同開
発したサッカー分析システム『Match 

Insights』では、サッカーの試合中に全
選手とボールの動きをリアルタイムにト
ラッキングし、1秒あたり30件、1試合で

空間と実世界との連携、産業の枠を超え
た複数企業間の連携が重要です。さら
に、他社や他業種と効果的に連携するに
は技術や業務の標準化・オープン化が
必要であり、それにはこれまでのような
現場での「あ・うん」のすりあわせやブ
ラックボックス化された業務は足かせと
なる可能性があります。自前主義からの
脱却と、外部とのコミュニケーションを前
提とした標準化を進めることが日本企業
にとってのこれからのチャレンジになって
いくと思います。

編集部：改革にあたってドイツでは政府
が大きな役割を果たしていますが、日本
でもやはり政府によるリードが必要で
しょうか。
馬場氏：そうですね。これに関しては、ド
イツと日本の状況は似通っています。米
国ではGEなどの民間企業が主体となっ
てインダストリアル・インターネットとい
う動きが推進されていますが、その背景
には、既存の体制や労働者を保護する
規制よりも自由なイノベーションの促進
を重視する文化があります。しかし、ドイ
ツも日本も社会制度や労働問題が米国
ほど柔軟でダイナミックではなく、破壊
的なチャレンジャーを好まない傾向にあ
るため、産業の構造を根本から変えるよ
うな大規模な取り組みには雇用や賃金、

社会保障といった課題について政府主
導の議論が不可欠です。ドイツではこう
した政府のリーダーシップが功を奏し、
インダストリー4.0が国家的プロジェクト
として進められているわけですが、日本
でも産業のデジタル化の恩恵を社会全
体が受けられるようにするには、個々の
企業単位の努力だけでは限界があり、
政府や産業界がより積極的にイニシア
チブを取っていく必要があるでしょう。

編集部：ファーウェイもSAPとの連携を
強化し、インダストリー4.0の一端を担う
ことを目指しています。

馬場氏：最初に述べたように、インダス
トリー4.0は、サイバーをリードするソフ
トウェア業界、ものづくりを牽引する
ハードウェア業界と政府の三つ巴で進
められている改革です。SAPはソフト
ウェアの分野から重要な貢献をしてい
ますが、改革の推進には異業種の企業
とのコラボレーションが欠かせません。
異なる領域におけるチャンピオン・プレ
イヤーどうしが力を合わせれば、双方の
強みが一体となったソリューションを提
供できます。ハードウェアの領域で世界
的に実績を積んできたファーウェイとの
協業によって、サイバーとフィジカルと

をつないで新しい価値を生み出す強力
なシナジーを起こすことができると期待
しています。

大企業組織におけるイノベーションと
それを可能にするリーダーの開発とテ
クノロジーの採用を専門とし、SAPア
ジアで初のチーフイノベーションオフィ
サーを務める。欧米の大学でデザイン
シンキングスクールを経験し、その方
法論とSAPの最新クラウドサービスを
組み合わせ、大規模組織に経営戦略と
してイノベーション文化を取り込む提
案活動に従事。SAPグローバル研究
所におけるCo-Innovation Labを兼
務し、若いスタートアップ企業の支援
プログラムの責任者を務める。

バイスプレジデント、チーフイノベー
ションオフィサー兼インダストリークラ
ウド事業統括本部長

馬場  渉 （ばば わたる）
SAPジャパン株式会社

ドイツで
インダストリー4.0を
牽引するS A P

S A P  H A N Aで実現する
新たなものづくり

HuaWave編集部
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4,000万件に及ぶ大量のデータを収集
し、チームのパフォーマンスのデジタル・
ツインを作ります。その情報に基づき、
チームは練習の方法やフォーメーション
をより効果的に決定することができる
のです。昨年のワールドカップではこの
システムの活用がドイツを優勝に導いた
と話題になりました。

編集部：冒頭でうかがったように、ドイ
ツと同じく製造業立国である日本には、
生産の効率化と自動化で世界をリード
してきた歴史があります。第4次産業革
命に向けて、日本の製造業にはどのよう
な課題があるとお考えですか。
馬場氏：第3次産業革命を牽引してきた
日本には、第4次産業革命でもやはり中
心的な役割を担うことが期待されてい
ます。ただし、日本企業は工場の内部や
自社内での最適化には非常に長けてい
ますが、産業のデジタル化にはサイバー
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編集部：ドイツでインダストリー4.0が提
唱されている背景はどのようなものなの
でしょうか。
馬場氏：近年ドイツは税制改革などによ
り財政再建に成功し、好調な経済を維
持していますが、これを引き続き発展さ
せていくための成長戦略として提案され
ているのがインダストリー4.0です。日本
と同様、ドイツはGDPの20％以上を製造
業が占める製造業立国であり、世界市場
で製造業を強化することが国としての競
争力を強化することにつながります。これ
は単にものづくりにICTを活用するという
業界内の取り組みにとどまらず、労働
者の雇用形態や労働時間、報酬体系、
社会保障、企業の商慣習など、ドイツ

の社会経済全般にわたる変革を必要と
する長期的かつ広範な産業政策です。
2013年ごろから官民をあげた動きが本
格化し、現在ではソフトウェア産業、ハー
ドウェア産業、政府の三位一体の改革
が進められています。

編集部：ドイツに本社を置く企業として、
SAPはインダストリー4.0にどのような役
割を果たしているのですか。
馬場氏：インダストリー4.0という概念を
最初に提唱したドイツ工学アカデミー
（AcaTech）の代表を務め、提言の起案
者の1人でもあるヘニング・カガーマン
（Henning Kagerman）教授は、10年
ほど前までSAPのCEOを務めていた人
物です。ドイツの産業構造は日本と同
じく、また米国とは異なり、ボッシュや

サイバーとフィジカルの
融合がもたらす変革

SAPが実現する
“つながった”世界

日本の製造業にとっての
チャレンジ

シーメンスなどハードウェアの製造業
が主体となっていますが、インダスト
リー4.0はSAPというソフトウェア企業
の出身であるカガーマン氏がこうした
ハードウェア企業とタッグを組んで推
進しているという背景があります。彼と
のつながりから、構想の策定にはSAP

の現役の経営陣も多く参画しました。
　また、ドイツでは大多数の企業がSAP

ユーザーであり、あらゆる産業に当社の
技術が導入されているため、改革を実
現する過程でもSAPは大きな役割を果
たしています。今日ではビジネス・モデル
やプロセスの変革においてソフトウェア
がボトルネックになる場合が多々ありま
すが、それをどう防ぐか、さらには変化を
どう加速させるかという点で、企業活動
をもう一度シンプルにしていこうという当
社の貢献が期待されています。

編集部：インダストリー4.0においてIoT

は産業にどのような変革を起こすので
しょうか。
馬場氏：工場で製造状況のデータをリ
アルタイムに収集・解析するといった
いわゆるビッグデータの活用は、これま
でのFAの延長線上で実現してきていま
すが、IoTではこれに加え、いままで取れ
なかったデータが手に入るようになると
いうのが重要なポイントです。たとえば、
これまでは製品を製造し、販売するとこ
ろまではデータを入手できましたが、その

後の利用状況まで追うことはできません
でした。IoTにより製品がどのように利
用されているのかを把握し、「何が売れ
たか」ではなく「なぜ」売れたか、さらに
は何が「売れる」のかを知ることができ
れば、それを次の製品開発へ生かすこ
とができます。このような開発は確実に
現実のものとなってきています。そして、
製造工程や調達など基幹系業務をデジ
タルに自動化し、IoTで収集したデータ
と統合することで、個々のユーザーの要
求に応じた製品を大量生産のラインで
低コストで製造するというマスカスタマ
イゼーションが実現します。
　このようなデータの収集とプロセスの
自動化を統合したシステムはCPS（Cyber 

Physical System：サイバー・フィジカル・
システム）と呼ばれます。製造・流通・販
売といったフィジカルな業務の現場から
得たデータによってサイバー空間にデジ
タル・ツイン、つまり双子のように対になる
モデルを構築し、そこで分析された情報
に基づいてさらにフィジカルなプロセスを
再構築するのです。第3次産業革命で推
進されたFAは、ITによって既存の工程を
自動化するというものでしたが、インダス
トリー4.0ではサイバー空間と実世界の
デジタル・ツインがつながりあうことで実
世界を新しく作り変えられるというのが
最大の特長です。ドイツで実現し始めて
いる新たなものづくりやサービスの手法
はその代表的な例と言えるでしょう。

編集部：SAPはこのようなCPSの実現に

向けてどのようなソリューションを提供
しているのですか。
馬場氏： SAPのソリューションは、サイ
バーとフィジカルの両面からCPSの実現
を支援します。データを収集してサイ
バー・ツインを作るという側面では、生産
装置や通信機器などあらゆるモノから生
じるデータをS A P  H A N Aのインメモ
リー・コンピューティング（P６囲み参照）
により瞬時に解析・シミュレーションする
『SAP HANA Cloud Platform for the 

Internet of Things』を提供しています。
　一方、デジタルに収集・解析された情
報をフィジカルな業務と連動させるもの
として、今年2月に発表した最新の統合
基幹業務システム『SAP S/4 HANA』が
あります。SAP S/4 HANAでは、調達、
生産から販売、在庫管理、顧客管理な
ど実世界の業務から蓄積されるデー
タをSAP HANA上の基幹システムでリ
アルタイムに分析することで、サイバー・
フィジカル間でボトルネックのないシス
テムを構築できます。

編集部：具体的にはどのような導入事例
があるのでしょうか。
馬場氏：マスカスタマイゼーションの例
として挙げられるのが、米国ペンシルベ
ニア州ヨークにあるハーレー・ダビッド
ソンのスマート・ファクトリーです。ここ
では工場内のすべての機器にセンサー
が取り付けられており、部品の手配から
作業指示、出荷に至るまでの全工程を
モニタリングして、SAPのシステムで収
集されたデータを管理しています。また、
作業手順を標準化することで必要な
労働者数や敷地、生産ライン数を半減
させると同時に生産性を向上し、工場の
競争力を高めています。また、部品調達
に必要なリードタイムも2～3週間から

わずか6時間にまで短縮しました。これ
により、顧客がウェブサイト上で好みの
パーツを選んでカスタム・オーダーした
バイクを短期間・低コストで製造するこ
とが可能になりました。
　また、ドイツのハンブルグ港は欧州第
2位の貨物量を誇る貿易港ですが、川を
上った内陸に位置するため面積が狭く、
貨物船とトラックの渋滞が大きな問題
となっていました。そこでハンブルグ港
湾局はSAP、ドイツテレコムの子会社
のTシステムズとともに「スマート・ポー
ト・ロジスティクス」という渋滞解消によ
る成長戦略プロジェクトを立ち上げまし
た。トラックの位置情報、船舶の運航情
報、駐車スペースの空き状況、可動橋の
開閉スケジュールなどのデータをリアル
タイムに分析し、トラックごと、または周
航ごとの時間を5～10分短縮しました。
合計すると、1日だけで4万周航以上、時
間にして約5,000時間を削減しているこ
とになります。これによりジャストインタイ
ムの積み下ろしを実現し、貨物の取扱量
が倍増したとともに、運送会社ごとの処
理業務量が向上し、トラック運転手の待
ち時間も大幅に削減されました。限られ
た港湾のリソースを最大限に活用し、事
業を成長させつづけているのです。
　製造業以外では、当社が「Internet 

of Players」と呼ぶスポーツでの事例が
あります。ドイツサッカー協会と共同開
発したサッカー分析システム『Match 

Insights』では、サッカーの試合中に全
選手とボールの動きをリアルタイムにト
ラッキングし、1秒あたり30件、1試合で

空間と実世界との連携、産業の枠を超え
た複数企業間の連携が重要です。さら
に、他社や他業種と効果的に連携するに
は技術や業務の標準化・オープン化が
必要であり、それにはこれまでのような
現場での「あ・うん」のすりあわせやブ
ラックボックス化された業務は足かせと
なる可能性があります。自前主義からの
脱却と、外部とのコミュニケーションを前
提とした標準化を進めることが日本企業
にとってのこれからのチャレンジになって
いくと思います。

編集部：改革にあたってドイツでは政府
が大きな役割を果たしていますが、日本
でもやはり政府によるリードが必要で
しょうか。
馬場氏：そうですね。これに関しては、ド
イツと日本の状況は似通っています。米
国ではGEなどの民間企業が主体となっ
てインダストリアル・インターネットとい
う動きが推進されていますが、その背景
には、既存の体制や労働者を保護する
規制よりも自由なイノベーションの促進
を重視する文化があります。しかし、ドイ
ツも日本も社会制度や労働問題が米国
ほど柔軟でダイナミックではなく、破壊
的なチャレンジャーを好まない傾向にあ
るため、産業の構造を根本から変えるよ
うな大規模な取り組みには雇用や賃金、

社会保障といった課題について政府主
導の議論が不可欠です。ドイツではこう
した政府のリーダーシップが功を奏し、
インダストリー4.0が国家的プロジェクト
として進められているわけですが、日本
でも産業のデジタル化の恩恵を社会全
体が受けられるようにするには、個々の
企業単位の努力だけでは限界があり、
政府や産業界がより積極的にイニシア
チブを取っていく必要があるでしょう。

編集部：ファーウェイもSAPとの連携を
強化し、インダストリー4.0の一端を担う
ことを目指しています。

馬場氏：最初に述べたように、インダス
トリー4.0は、サイバーをリードするソフ
トウェア業界、ものづくりを牽引する
ハードウェア業界と政府の三つ巴で進
められている改革です。SAPはソフト
ウェアの分野から重要な貢献をしてい
ますが、改革の推進には異業種の企業
とのコラボレーションが欠かせません。
異なる領域におけるチャンピオン・プレ
イヤーどうしが力を合わせれば、双方の
強みが一体となったソリューションを提
供できます。ハードウェアの領域で世界
的に実績を積んできたファーウェイとの
協業によって、サイバーとフィジカルと

をつないで新しい価値を生み出す強力
なシナジーを起こすことができると期待
しています。

ハーレー・ダビッドソンのヨーク工場では、デジタルに標準化された工程によってマスカスタマイゼーションを
実現している
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ドイツ・ハンブルグ港では船舶やトラックの情報をリアルタイムに分析し、港湾の利用効率を大幅に向上させている
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4,000万件に及ぶ大量のデータを収集
し、チームのパフォーマンスのデジタル・
ツインを作ります。その情報に基づき、
チームは練習の方法やフォーメーション
をより効果的に決定することができる
のです。昨年のワールドカップではこの
システムの活用がドイツを優勝に導いた
と話題になりました。

編集部：冒頭でうかがったように、ドイ
ツと同じく製造業立国である日本には、
生産の効率化と自動化で世界をリード
してきた歴史があります。第4次産業革
命に向けて、日本の製造業にはどのよう
な課題があるとお考えですか。
馬場氏：第3次産業革命を牽引してきた
日本には、第4次産業革命でもやはり中
心的な役割を担うことが期待されてい
ます。ただし、日本企業は工場の内部や
自社内での最適化には非常に長けてい
ますが、産業のデジタル化にはサイバー
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FA技術と
IC Tで

工場を最適化する
三菱電機の

『e - F@c t o r y』

編集部：ドイツでインダストリー4.0が提
唱されている背景はどのようなものなの
でしょうか。
馬場氏：近年ドイツは税制改革などによ
り財政再建に成功し、好調な経済を維
持していますが、これを引き続き発展さ
せていくための成長戦略として提案され
ているのがインダストリー4.0です。日本
と同様、ドイツはGDPの20％以上を製造
業が占める製造業立国であり、世界市場
で製造業を強化することが国としての競
争力を強化することにつながります。これ
は単にものづくりにICTを活用するという
業界内の取り組みにとどまらず、労働
者の雇用形態や労働時間、報酬体系、
社会保障、企業の商慣習など、ドイツ

の社会経済全般にわたる変革を必要と
する長期的かつ広範な産業政策です。
2013年ごろから官民をあげた動きが本
格化し、現在ではソフトウェア産業、ハー
ドウェア産業、政府の三位一体の改革
が進められています。

編集部：ドイツに本社を置く企業として、
SAPはインダストリー4.0にどのような役
割を果たしているのですか。
馬場氏：インダストリー4.0という概念を
最初に提唱したドイツ工学アカデミー
（AcaTech）の代表を務め、提言の起案
者の1人でもあるヘニング・カガーマン
（Henning Kagerman）教授は、10年
ほど前までSAPのCEOを務めていた人
物です。ドイツの産業構造は日本と同
じく、また米国とは異なり、ボッシュや

インダストリー4.0に先行、
すでに世界130社で導入済み

シーメンスなどハードウェアの製造業
が主体となっていますが、インダスト
リー4.0はSAPというソフトウェア企業
の出身であるカガーマン氏がこうした
ハードウェア企業とタッグを組んで推
進しているという背景があります。彼と
のつながりから、構想の策定にはSAP

の現役の経営陣も多く参画しました。
　また、ドイツでは大多数の企業がSAP

ユーザーであり、あらゆる産業に当社の
技術が導入されているため、改革を実
現する過程でもSAPは大きな役割を果
たしています。今日ではビジネス・モデル
やプロセスの変革においてソフトウェア
がボトルネックになる場合が多々ありま
すが、それをどう防ぐか、さらには変化を
どう加速させるかという点で、企業活動
をもう一度シンプルにしていこうという当
社の貢献が期待されています。

編集部：インダストリー4.0においてIoT

は産業にどのような変革を起こすので
しょうか。
馬場氏：工場で製造状況のデータをリ
アルタイムに収集・解析するといった
いわゆるビッグデータの活用は、これま
でのFAの延長線上で実現してきていま
すが、IoTではこれに加え、いままで取れ
なかったデータが手に入るようになると
いうのが重要なポイントです。たとえば、
これまでは製品を製造し、販売するとこ
ろまではデータを入手できましたが、その

後の利用状況まで追うことはできません
でした。IoTにより製品がどのように利
用されているのかを把握し、「何が売れ
たか」ではなく「なぜ」売れたか、さらに
は何が「売れる」のかを知ることができ
れば、それを次の製品開発へ生かすこ
とができます。このような開発は確実に
現実のものとなってきています。そして、
製造工程や調達など基幹系業務をデジ
タルに自動化し、IoTで収集したデータ
と統合することで、個々のユーザーの要
求に応じた製品を大量生産のラインで
低コストで製造するというマスカスタマ
イゼーションが実現します。
　このようなデータの収集とプロセスの
自動化を統合したシステムはCPS（Cyber 

Physical System：サイバー・フィジカル・
システム）と呼ばれます。製造・流通・販
売といったフィジカルな業務の現場から
得たデータによってサイバー空間にデジ
タル・ツイン、つまり双子のように対になる
モデルを構築し、そこで分析された情報
に基づいてさらにフィジカルなプロセスを
再構築するのです。第3次産業革命で推
進されたFAは、ITによって既存の工程を
自動化するというものでしたが、インダス
トリー4.0ではサイバー空間と実世界の
デジタル・ツインがつながりあうことで実
世界を新しく作り変えられるというのが
最大の特長です。ドイツで実現し始めて
いる新たなものづくりやサービスの手法
はその代表的な例と言えるでしょう。

編集部：SAPはこのようなCPSの実現に

向けてどのようなソリューションを提供
しているのですか。
馬場氏： SAPのソリューションは、サイ
バーとフィジカルの両面からCPSの実現
を支援します。データを収集してサイ
バー・ツインを作るという側面では、生産
装置や通信機器などあらゆるモノから生
じるデータをS A P  H A N Aのインメモ
リー・コンピューティング（P６囲み参照）
により瞬時に解析・シミュレーションする
『SAP HANA Cloud Platform for the 

Internet of Things』を提供しています。
　一方、デジタルに収集・解析された情
報をフィジカルな業務と連動させるもの
として、今年2月に発表した最新の統合
基幹業務システム『SAP S/4 HANA』が
あります。SAP S/4 HANAでは、調達、
生産から販売、在庫管理、顧客管理な
ど実世界の業務から蓄積されるデー
タをSAP HANA上の基幹システムでリ
アルタイムに分析することで、サイバー・
フィジカル間でボトルネックのないシス
テムを構築できます。

編集部：具体的にはどのような導入事例
があるのでしょうか。
馬場氏：マスカスタマイゼーションの例
として挙げられるのが、米国ペンシルベ
ニア州ヨークにあるハーレー・ダビッド
ソンのスマート・ファクトリーです。ここ
では工場内のすべての機器にセンサー
が取り付けられており、部品の手配から
作業指示、出荷に至るまでの全工程を
モニタリングして、SAPのシステムで収
集されたデータを管理しています。また、
作業手順を標準化することで必要な
労働者数や敷地、生産ライン数を半減
させると同時に生産性を向上し、工場の
競争力を高めています。また、部品調達
に必要なリードタイムも2～3週間から

わずか6時間にまで短縮しました。これ
により、顧客がウェブサイト上で好みの
パーツを選んでカスタム・オーダーした
バイクを短期間・低コストで製造するこ
とが可能になりました。
　また、ドイツのハンブルグ港は欧州第
2位の貨物量を誇る貿易港ですが、川を
上った内陸に位置するため面積が狭く、
貨物船とトラックの渋滞が大きな問題
となっていました。そこでハンブルグ港
湾局はSAP、ドイツテレコムの子会社
のTシステムズとともに「スマート・ポー
ト・ロジスティクス」という渋滞解消によ
る成長戦略プロジェクトを立ち上げまし
た。トラックの位置情報、船舶の運航情
報、駐車スペースの空き状況、可動橋の
開閉スケジュールなどのデータをリアル
タイムに分析し、トラックごと、または周
航ごとの時間を5～10分短縮しました。
合計すると、1日だけで4万周航以上、時
間にして約5,000時間を削減しているこ
とになります。これによりジャストインタイ
ムの積み下ろしを実現し、貨物の取扱量
が倍増したとともに、運送会社ごとの処
理業務量が向上し、トラック運転手の待
ち時間も大幅に削減されました。限られ
た港湾のリソースを最大限に活用し、事
業を成長させつづけているのです。
　製造業以外では、当社が「Internet 

of Players」と呼ぶスポーツでの事例が
あります。ドイツサッカー協会と共同開
発したサッカー分析システム『Match 

Insights』では、サッカーの試合中に全
選手とボールの動きをリアルタイムにト
ラッキングし、1秒あたり30件、1試合で

空間と実世界との連携、産業の枠を超え
た複数企業間の連携が重要です。さら
に、他社や他業種と効果的に連携するに
は技術や業務の標準化・オープン化が
必要であり、それにはこれまでのような
現場での「あ・うん」のすりあわせやブ
ラックボックス化された業務は足かせと
なる可能性があります。自前主義からの
脱却と、外部とのコミュニケーションを前
提とした標準化を進めることが日本企業
にとってのこれからのチャレンジになって
いくと思います。

編集部：改革にあたってドイツでは政府
が大きな役割を果たしていますが、日本
でもやはり政府によるリードが必要で
しょうか。
馬場氏：そうですね。これに関しては、ド
イツと日本の状況は似通っています。米
国ではGEなどの民間企業が主体となっ
てインダストリアル・インターネットとい
う動きが推進されていますが、その背景
には、既存の体制や労働者を保護する
規制よりも自由なイノベーションの促進
を重視する文化があります。しかし、ドイ
ツも日本も社会制度や労働問題が米国
ほど柔軟でダイナミックではなく、破壊
的なチャレンジャーを好まない傾向にあ
るため、産業の構造を根本から変えるよ
うな大規模な取り組みには雇用や賃金、

社会保障といった課題について政府主
導の議論が不可欠です。ドイツではこう
した政府のリーダーシップが功を奏し、
インダストリー4.0が国家的プロジェクト
として進められているわけですが、日本
でも産業のデジタル化の恩恵を社会全
体が受けられるようにするには、個々の
企業単位の努力だけでは限界があり、
政府や産業界がより積極的にイニシア
チブを取っていく必要があるでしょう。

編集部：ファーウェイもSAPとの連携を
強化し、インダストリー4.0の一端を担う
ことを目指しています。

馬場氏：最初に述べたように、インダス
トリー4.0は、サイバーをリードするソフ
トウェア業界、ものづくりを牽引する
ハードウェア業界と政府の三つ巴で進
められている改革です。SAPはソフト
ウェアの分野から重要な貢献をしてい
ますが、改革の推進には異業種の企業
とのコラボレーションが欠かせません。
異なる領域におけるチャンピオン・プレ
イヤーどうしが力を合わせれば、双方の
強みが一体となったソリューションを提
供できます。ハードウェアの領域で世界
的に実績を積んできたファーウェイとの
協業によって、サイバーとフィジカルと

をつないで新しい価値を生み出す強力
なシナジーを起こすことができると期待
しています。

SAPが提供するインメモリー・
コンピューティング・プラット
フォーム。従来のデータベースの
数千倍から数十万倍という超高
速処理に加え、構造化／非構造
化データにかかわらずあらゆる
データを組み合わせた複雑な予
測分析もリアルタイムに実行可
能。大量のデータを超高速に処
理することで、リアルタイム・オペ
レーションの俊敏性を実現し、ビ
ジネス上のインサイトを瞬時に引
き出して、企業にビジネス・イノ
ベーションの基盤を提供する。

SAP HANA
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　ファーウェイとSAPは2012年からハ
イパフォーマンス・ソリューションにおい
て協業体制を構築し、ファーウェイの
『F u s i o n C u b e』『F u s i o n S e r v e r  

RH8100／RH5885』などの製品でSAP 

H A N Aプラットフォームとアプリケー
ションをサポートしています。
　2015年3月には、ドイツ・ハノーバーで

開かれた『CeBIT 2015』で、IoT分野で
の提携関係をより強化することを発表
（写真）。両社の本社所在地である中国・
深圳とドイツ・ヴァルドルフで共同イノ
ベーション体制を確立し、市場に新たな
IoTソリューションを提供することを目指
します。今後はファーウェイのクラウド・
データ関連製品、法人向けネットワーク

製品と『SAP HANA Cloud Platform』
『SAP S/4HANA』との統合を進め、ア
ジャイル・マニュファクチャリング、スマー
ト・エネルギー、スマート運輸ソリュー
ションの開発に注力する計画で、その後
も製造業、通信、公共機関、エネルギー
などの領域でベンチマークを打ち立てる
ことを目標としています。

ファーウェイとS A Pの協業

SAPプロダクト&イノベーション担当エグゼクティ
ブ・ボード・メンバーのバーンド・ロイケ氏（左から1人
目）とファーウェイの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、右から2人目）

ファーウェイとSAPの協業による建設機械向けIoTソリューション。重機に埋め込んだファーウェイのスマート・ビー
クル・ゲートウェイで作業状況のデータを収集し、『SAP HANA Cloud Platform』によりリアルタイムに分析すること
で、機械の不具合や故障を事前に予測する。故障率を70％低減するとともに、故障によるダウンタイムも2時間から
30分へ短縮できる

『e-F@ctory』ソリューションについてお話をうかがった三菱電機名古屋製作所 

e-F@ctory推進プロジェクトグループe-F@ctory推進グループマネージャー 石田
誠氏（左）、営業部トータルソリューションマーケティンググループマネージャー 

川村貴史氏（中央）、同グループ 邵珣氏（右）
しょうじゅん

取材・文
森山和道（サイエンス・ライター）
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　三菱電機・名古屋製作所にあるサー
ボモーター工場は、同社が提唱するFA

統合ソリューション『e-F@ctory』のモデ
ル工場のひとつである。工作機械や産業
用ロボットの位置・速度制御などに使わ
れる小容量、中容量のサーボモーターを
製造する工場で、ステーター巻線から
モーター組立て、試験、艤装までを行う
生産ラインだ。

　e-F@ctoryは、工場の最適化により
TCO（総所有コスト）の削減を実現する
ソリューションである。工場内機器から
収集したデータを分析し、生産の効率化
や品質の向上、エネルギー効率化を図
る。さらに、ひとつの工場だけではなく、ク
ラウド上の生産管理システムと接続し
て、複数拠点との連携を可能にする。
　ドイツのインダストリー4.0やアメリカ
のインダストリアル・インターネットは生
産現場の将来像を描いている。現時点
では話題先行のそれらに対して、三菱電

機はすでに2003年からe-F@ctoryを展
開している。これまでに全世界で130社、
5,200件の導入事例があり、「時代がよう
やく追いついて来たのではないか」と三
菱電機の担当者は語る。
　e-F@ctory化のポイントは、生産現場
の①「見える化（可視化）」、②「観える化
（分析）」、③「診える化（改善）」による3つ
の「みえる化」だ。生産現場で収集した
データを可視化し、そのデータを分析す
ることで傾向や現状を把握し、分析結果
を改善につなげて省電力化や生産コスト

削減を含む工場の最適化を実現する。
　e-F@ctory化によって、工場の現状が
詳細にわかるようになり稼働率が向上す
るだけでなく、故障時も早期復旧が可能
になることで止まらない生産ラインが実
現できる。さらに、品質データと設備や作
業記録との紐付けによって不良品への
早期改善が可能になり、ミスやロスが一
掃できるようになるという。また、各工程
の実情が見えるようになれば設備全体
の最適運用が可能になり、確実な生産
計画立案と生産管理にも役立つとされ
ている。製品ごとに必要な段取り作業も
自動配信でき、時間も短縮できる。デー
タの管理も自動化され、人手を介するこ
となく行えるため、人的ミスによる抜けも
なくなる。

　モデル工場のひとつである名古屋製作
所サーボモーター工場では、e-F@ctory

ソリューションを用いた生産性や設備稼
働率向上が実地で検証されている。ここ
ではデータロガーやシーケンサーに内蔵
あるいは外付けされたエネルギー計測
ユニットを使うことで、生産ラインと生産
設備からエネルギー情報、電力消費量を

収集している。収集されたデータは、FA

機器用通信ネットワークのCC-L ink

（Control & Communication Link）、
その拡張版であるCC-Link IEを通じて、
MES（Manufacturing Execution 

System：製造実行システム）インター
フェースユニットを介して上位情報シス
テムに送られて管理される。
　CC-Linkとは、分散配置した入出力機
器をつないでPLC（Power Line Com-

munications:電力線通信）上でコント
ロールするためのオープンなフィール
ド・ネットワークである。特長は制御と情
報を同時に扱えること。CC-Linkを使う
ことでシステム全体の配線を少なくし、
分散システムが構築しやすくなる。また、
パートナー・メーカー製品のデバイスを
接続して柔軟なシステムが構築できる。
CC-Linkの転送速度は最高10Mbpsだ
が、EthernetベースのCC-Link IEでは
1Gbpsとなっている。CC-Link IEは通
信帯域を機器制御用のサイクリック通
信用帯域と、トレーサビリティや機器診
断などの生産データ収集のためのトラン
ジェント通信用帯域に分けて確保して
いる。そのため、画像など大容量のデー
タを送っても制御用通信側には影響が
なく、安定した制御周期を保つことが

できる。
　MESインターフェースユニットは、製
造実行システムのデータベースと機器
を接続するためのユニットである。これに
よりシーケンサーから直接、作業実績な
どの情報をデータベースへ通信できるよ
うになるため、データ収集用のパソコン
などが不要になる。逆にデータベースか
ら作業指示情報などを読み出すことも
可能だ。
　収集されたデータはライン単位、設備
単位でモニタリングされる。計測した
データと生産実績情報をもとに原単位
（製品1台を生産する際の消費電力）で
電力量を見ることができる。原単位の電
力量を見ることによって、エネルギーから
見た生産効率（エネルギー生産性）を評
価できるのだ。
　具体的には、どんな改善が行われたの
だろうか。サーボモーターは、ローター
（回転子）とそれを回転させるステーター
（固定子）、それらを支えるブラケットな
どからなる。ステーターの製造工程では
フレームと巻線済みの鉄心を誘導加熱
によって焼嵌するのだが、e-F@ctory化
によって、このフレーム焼嵌工程がもっ
ともエネルギーを消費していること、生
産性のネック工程になっていることが

わかった。そこで誘導加熱時の高周波
電流の電圧設定や、炉内のワーク位置
の見直しなどを行って最適化した結果、
サイクルタイムを12％向上させることが
でき、ライン全体のエネルギーも8％削減
できた。
　また、モーター組立・試験ラインでも
設備待機ロスがあることがわかったた
め、治具の整備を行って手作業時間を
削減した。ここでもサイクルタイムを7％、
エネルギー消費量も1割改善できたとい
う。このほか、品質を製造履歴と照合する
ことで、問題の真の要因がどの工程にあ
るかを特定するまでに、従来2日要してい
たところが5時間で済み、さらには不具合
を未然に防ぐこともできたという。問題点
が可視化されることで、改善サイクルが
大幅に短縮されているのだ。同ソリュー
ションは金型の定期メンテナンスのため
の管理アプリケーションなどにも用いら
れている。
　サーボモーター製造ラインでは、
e-F@ctoryソリューションを導入して
いるほか、その設備の駆動制御に自社
のサーボモーターを使用している。同社
では設計から製造まですべて自社で
行っており、自社製品の性能を社内でも

実証し、顧客にベストなハードウェア、ソ
リューションを提供していくことを目指
している。

　三菱電機が提唱しているe-F@ctory

は、同社だけの技術で構成されるソ
リューションではなく、他社とアライアン
スを組んで組織運営を行っている。その
「e-F@ctoryアライアンス」は282社の
パートナー企業からなり、彼らとの協業
によって現場を構築しているという。
　e-F@ctory、インダストリー4.0、イン
ダストリアル・インターネットなどはいず
れもICTを活用して、ものづくりを改革し
ていこうという試みだ。コンセプトだけで
なく、いまの生産現場を改革するための
手段をソリューションとしてすでに提供
できていることがe-F@ctoryの強みだ
が、違いはそれだけではない。
　人を排除する完全自動ではなく、人と
設備の融合、両者のベストバランスも
e-F@ctoryのコンセプトのひとつだ。す
なわち、完全一貫生産の無人化ではな
く、人が行うほうが効果的な部分や、自
動化しないほうが高効率でコストを抑え
られる部分は人間が担うように役割分担

するということだ。
　たとえばライン長が長くなると、一時的
な停止、いわゆる「チョコ停」で止まる可
能性が高くなる。しかも1か所が止まると
すべての工程が止まってしまう。そのた
め、工程数を減らしてチョコ停が起こら
ないようにするほか、部品供給部分には
人を配置する。そのほうがコストを低く抑
えられ、単位面積あたりの生産性が高く
なるからだ。これは、かつて完全自動化
を志向した経験と反省を生かしたものだ
という。
　e-F@ctory化することで歩留まりや稼
働率なども数値データでわかる。たとえ
ば完全無人ラインで製品をひとつつくる
ためのタクトタイムが5秒／個だとして、
人とロボットを組み合わせるとそれが15

秒／個になってしまったら、単純に見れ
ば3倍の時間がかかることになる。だが、
一貫ラインをつくるうえでは、人間がどの
程度のスペースであれば長時間リラック
スした状態で作業が継続可能かといっ
たことも考慮に入れる必要がある。面積
生産性を考慮すると、必ずしも条件はタ
クトタイムだけで見ればいいとは限らな
いのだ。このように生産ラインの設計に
人間側の条件を考慮するほか、製品側

でも自動化に合った製品設計にすること
で工程数を見直していく。
　現場レベルでも、作業者のIDを読み
取ることで作業者が入りたての新人か
熟練工かといったことを判別し、作業者
レベルに合わせて異なる手順仕様書を
自動的に表示することもすでにできるよ
うになっている。インダストリー4.0で言
う「サイバー・フィジカル・システム」とは
異なるものの、「能動的な生産管理」に
よる「人と設備の融合」ができはじめて
いるのだ。
　生産技術においては、いわゆるノウハ
ウに属する、数値化できない部分がどう
しても存在する。何が難しいのかも現場
ごとにばらつきがあり、どこまで考慮すべ
きか、許容すべきかは人が判断して工程
を設計しなければならない。8割方はシ
ミュレーションでできても、実際に動くレ
ベルまで落とし込むには現場の知恵が
必要だという。

　e-F@ctoryは、製造現場での情報を
あらゆる設備からセンサーで収集するだ
けでなく、現場で解析してから上位に上
げるインターフェースを持っている。デー
タはそのままクラウドなどに上げるわけで
はなく、特定条件でフィルタリングした
り、各種情報を紐付けしたりと、意味があ
る情報にしてから処理されるのだ。たとえ
ば省エネを目指そうと思ったら、電力量
だけではなく、同時に単位あたりの生産
データを見る。生データを意味がある
「情報」に加工する部分には、現場の知
恵が必要とされる。
　現場の改善はいままで人が中心となっ
て行われてきたが、生産現場のデータを
リアルタイムで得られるようになり、しか
も解析する仕組みができたことで、客観
的なデータ分析に基づいたさらに細かな

効率改善が可能になった。e-F@ctoryは
単に「見える化」するだけではなく、具体
的な改善策として現場にフィードバック
する「診える化」も含むアーキテクチャで
あり、実現性の強みがポイントだ。これは
インダストリー4.0が目指すサイバー・
フィジカル・システムに通じるものだが、
実際の現場では、データを収集して現場
にフィードバックするという基本的なルー
プもまだできていないケースが多い。
　具体的に、どんなデータを紐付けて解
析していくのか。その作業では顧客と互
いにノウハウを持ち寄ることが必要にな
る。その段階でどこまで踏み込むかにつ
いては顧客ごとにスタンスが違い、細部
にわたって深く協業することもあれば、
考え方だけ教えてくれればあとは自社で
なんとかするという企業もあるという。
　たとえば中国企業は「品質向上のため
なら積極的に導入したい」というケース
が多いという。なお中国では2015年3月
に全国人民代表大会で李克強首相が
「中国製造2025（中国製造業10か年計
画）」を打ち出している。「新世代情報技
術」や「ハイレベル数値制御工作機械・ロ
ボット」など10の産業を重点的に発展さ
せ、「製造大国」から「製造強国」を目指
すとされている。先進国に品質面でも追
いつき追い越そうということだろう。一足
飛びにそこまでいくには時間がかかるが、
e-F@ctoryのようなICTの活用はそれを
加速するものと言えるだろう。
　具体的な改善を行うには現場を重視
する必要があるとはいえ、長年ノウハウを
蓄積してきた現場の側としては、やはり
「自分たちのやり方が正しい」と思いがち
だ。しかも現場の生産ラインは止めるわ
けにはいかない。新たなやり方を認めても
らうためには、品質の不具合やロスが実
際になくなり、稼働率が上がることを実績
で示すしかない。切れない包丁をずっと
使いつづけるよりは、一度見直して研ぎ

直したほうが効率が上がるのは間違いな
いのだ。まずは導入効果を証明する必要
があり、そのためには単に技術だけでなく
営業面の努力も重要になるという。こうし
た事情は三菱電機社内にソリューション
を導入する場合でも同じだそうだ。

　e-F@ctory化を包括的に進めるには、
他社との協業が不可欠だ。前述の
e-F@ctoryアライアンスでは、FAとソフト
ウェア、センサーなどの機器がスムーズ
に連携できるよう、技術開示やオープン
化を進めている。将来的には、業界での
規格化や標準化に参加し、日本のものづ
くりの標準を三菱電機の技術で支えるこ
とを目指したいという。欧米ではすでに共
通プラットフォームを作ろうとしている動
きもあり、それに対して単なる下請けとな
らないためにも、日本やアジアの中で競
合他社どうしが協力して独自の標準を策
定していくことは重要だ。しかし、いまは
まだ互いに話しあうような場もない。
　今年5月、安倍内閣の「日本再興戦略」
の一環として「ロボット新戦略」を推進す
るために、「ロボット革命イニシアティブ
協議会」が立ち上がった。同協議会は発
足に先立つ3月の日独首脳会議でドイツ
側の官民プラットフォームとの国際協力
の受け皿となることが同意されており、生
産技術の革新のためにロボットのハード
ウェアとソフトウェアの標準化や共通基
盤の整備を行うとされている。三菱電機
を含め約200の企業や団体が参加する
この協議会が話し合いの場となり、そこ
でこれからの日本のものづくりの基盤が
できてくるのかもしれない。新たな産業
革命でも日本がリーダーシップを発揮し
ていけるよう、ドイツと同様に産官学共
同での取り組みが本格化することを期待
したい。
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電力量と生産数を同時にモニターし、無駄なエネルギー消費を特定 サーボモーターの完成品

人と設備の融合がカギ

組立や検査工程では人の手作業も必要

やきばめ

　三菱電機・名古屋製作所にあるサー
ボモーター工場は、同社が提唱するFA

統合ソリューション『e-F@ctory』のモデ
ル工場のひとつである。工作機械や産業
用ロボットの位置・速度制御などに使わ
れる小容量、中容量のサーボモーターを
製造する工場で、ステーター巻線から
モーター組立て、試験、艤装までを行う
生産ラインだ。

　e-F@ctoryは、工場の最適化により
TCO（総所有コスト）の削減を実現する
ソリューションである。工場内機器から
収集したデータを分析し、生産の効率化
や品質の向上、エネルギー効率化を図
る。さらに、ひとつの工場だけではなく、ク
ラウド上の生産管理システムと接続し
て、複数拠点との連携を可能にする。
　ドイツのインダストリー4.0やアメリカ
のインダストリアル・インターネットは生
産現場の将来像を描いている。現時点
では話題先行のそれらに対して、三菱電

機はすでに2003年からe-F@ctoryを展
開している。これまでに全世界で130社、
5,200件の導入事例があり、「時代がよう
やく追いついて来たのではないか」と三
菱電機の担当者は語る。
　e-F@ctory化のポイントは、生産現場
の①「見える化（可視化）」、②「観える化
（分析）」、③「診える化（改善）」による3つ
の「みえる化」だ。生産現場で収集した
データを可視化し、そのデータを分析す
ることで傾向や現状を把握し、分析結果
を改善につなげて省電力化や生産コスト

削減を含む工場の最適化を実現する。
　e-F@ctory化によって、工場の現状が
詳細にわかるようになり稼働率が向上す
るだけでなく、故障時も早期復旧が可能
になることで止まらない生産ラインが実
現できる。さらに、品質データと設備や作
業記録との紐付けによって不良品への
早期改善が可能になり、ミスやロスが一
掃できるようになるという。また、各工程
の実情が見えるようになれば設備全体
の最適運用が可能になり、確実な生産
計画立案と生産管理にも役立つとされ
ている。製品ごとに必要な段取り作業も
自動配信でき、時間も短縮できる。デー
タの管理も自動化され、人手を介するこ
となく行えるため、人的ミスによる抜けも
なくなる。

　モデル工場のひとつである名古屋製作
所サーボモーター工場では、e-F@ctory

ソリューションを用いた生産性や設備稼
働率向上が実地で検証されている。ここ
ではデータロガーやシーケンサーに内蔵
あるいは外付けされたエネルギー計測
ユニットを使うことで、生産ラインと生産
設備からエネルギー情報、電力消費量を

収集している。収集されたデータは、FA

機器用通信ネットワークのCC-L ink

（Control & Communication Link）、
その拡張版であるCC-Link IEを通じて、
MES（Manufacturing Execution 

System：製造実行システム）インター
フェースユニットを介して上位情報シス
テムに送られて管理される。
　CC-Linkとは、分散配置した入出力機
器をつないでPLC（Power Line Com-

munications:電力線通信）上でコント
ロールするためのオープンなフィール
ド・ネットワークである。特長は制御と情
報を同時に扱えること。CC-Linkを使う
ことでシステム全体の配線を少なくし、
分散システムが構築しやすくなる。また、
パートナー・メーカー製品のデバイスを
接続して柔軟なシステムが構築できる。
CC-Linkの転送速度は最高10Mbpsだ
が、EthernetベースのCC-Link IEでは
1Gbpsとなっている。CC-Link IEは通
信帯域を機器制御用のサイクリック通
信用帯域と、トレーサビリティや機器診
断などの生産データ収集のためのトラン
ジェント通信用帯域に分けて確保して
いる。そのため、画像など大容量のデー
タを送っても制御用通信側には影響が
なく、安定した制御周期を保つことが

できる。
　MESインターフェースユニットは、製
造実行システムのデータベースと機器
を接続するためのユニットである。これに
よりシーケンサーから直接、作業実績な
どの情報をデータベースへ通信できるよ
うになるため、データ収集用のパソコン
などが不要になる。逆にデータベースか
ら作業指示情報などを読み出すことも
可能だ。
　収集されたデータはライン単位、設備
単位でモニタリングされる。計測した
データと生産実績情報をもとに原単位
（製品1台を生産する際の消費電力）で
電力量を見ることができる。原単位の電
力量を見ることによって、エネルギーから
見た生産効率（エネルギー生産性）を評
価できるのだ。
　具体的には、どんな改善が行われたの
だろうか。サーボモーターは、ローター
（回転子）とそれを回転させるステーター
（固定子）、それらを支えるブラケットな
どからなる。ステーターの製造工程では
フレームと巻線済みの鉄心を誘導加熱
によって焼嵌するのだが、e-F@ctory化
によって、このフレーム焼嵌工程がもっ
ともエネルギーを消費していること、生
産性のネック工程になっていることが

わかった。そこで誘導加熱時の高周波
電流の電圧設定や、炉内のワーク位置
の見直しなどを行って最適化した結果、
サイクルタイムを12％向上させることが
でき、ライン全体のエネルギーも8％削減
できた。
　また、モーター組立・試験ラインでも
設備待機ロスがあることがわかったた
め、治具の整備を行って手作業時間を
削減した。ここでもサイクルタイムを7％、
エネルギー消費量も1割改善できたとい
う。このほか、品質を製造履歴と照合する
ことで、問題の真の要因がどの工程にあ
るかを特定するまでに、従来2日要してい
たところが5時間で済み、さらには不具合
を未然に防ぐこともできたという。問題点
が可視化されることで、改善サイクルが
大幅に短縮されているのだ。同ソリュー
ションは金型の定期メンテナンスのため
の管理アプリケーションなどにも用いら
れている。
　サーボモーター製造ラインでは、
e-F@ctoryソリューションを導入して
いるほか、その設備の駆動制御に自社
のサーボモーターを使用している。同社
では設計から製造まですべて自社で
行っており、自社製品の性能を社内でも

実証し、顧客にベストなハードウェア、ソ
リューションを提供していくことを目指
している。

　三菱電機が提唱しているe-F@ctory

は、同社だけの技術で構成されるソ
リューションではなく、他社とアライアン
スを組んで組織運営を行っている。その
「e-F@ctoryアライアンス」は282社の
パートナー企業からなり、彼らとの協業
によって現場を構築しているという。
　e-F@ctory、インダストリー4.0、イン
ダストリアル・インターネットなどはいず
れもICTを活用して、ものづくりを改革し
ていこうという試みだ。コンセプトだけで
なく、いまの生産現場を改革するための
手段をソリューションとしてすでに提供
できていることがe-F@ctoryの強みだ
が、違いはそれだけではない。
　人を排除する完全自動ではなく、人と
設備の融合、両者のベストバランスも
e-F@ctoryのコンセプトのひとつだ。す
なわち、完全一貫生産の無人化ではな
く、人が行うほうが効果的な部分や、自
動化しないほうが高効率でコストを抑え
られる部分は人間が担うように役割分担

するということだ。
　たとえばライン長が長くなると、一時的
な停止、いわゆる「チョコ停」で止まる可
能性が高くなる。しかも1か所が止まると
すべての工程が止まってしまう。そのた
め、工程数を減らしてチョコ停が起こら
ないようにするほか、部品供給部分には
人を配置する。そのほうがコストを低く抑
えられ、単位面積あたりの生産性が高く
なるからだ。これは、かつて完全自動化
を志向した経験と反省を生かしたものだ
という。
　e-F@ctory化することで歩留まりや稼
働率なども数値データでわかる。たとえ
ば完全無人ラインで製品をひとつつくる
ためのタクトタイムが5秒／個だとして、
人とロボットを組み合わせるとそれが15

秒／個になってしまったら、単純に見れ
ば3倍の時間がかかることになる。だが、
一貫ラインをつくるうえでは、人間がどの
程度のスペースであれば長時間リラック
スした状態で作業が継続可能かといっ
たことも考慮に入れる必要がある。面積
生産性を考慮すると、必ずしも条件はタ
クトタイムだけで見ればいいとは限らな
いのだ。このように生産ラインの設計に
人間側の条件を考慮するほか、製品側

でも自動化に合った製品設計にすること
で工程数を見直していく。
　現場レベルでも、作業者のIDを読み
取ることで作業者が入りたての新人か
熟練工かといったことを判別し、作業者
レベルに合わせて異なる手順仕様書を
自動的に表示することもすでにできるよ
うになっている。インダストリー4.0で言
う「サイバー・フィジカル・システム」とは
異なるものの、「能動的な生産管理」に
よる「人と設備の融合」ができはじめて
いるのだ。
　生産技術においては、いわゆるノウハ
ウに属する、数値化できない部分がどう
しても存在する。何が難しいのかも現場
ごとにばらつきがあり、どこまで考慮すべ
きか、許容すべきかは人が判断して工程
を設計しなければならない。8割方はシ
ミュレーションでできても、実際に動くレ
ベルまで落とし込むには現場の知恵が
必要だという。

　e-F@ctoryは、製造現場での情報を
あらゆる設備からセンサーで収集するだ
けでなく、現場で解析してから上位に上
げるインターフェースを持っている。デー
タはそのままクラウドなどに上げるわけで
はなく、特定条件でフィルタリングした
り、各種情報を紐付けしたりと、意味があ
る情報にしてから処理されるのだ。たとえ
ば省エネを目指そうと思ったら、電力量
だけではなく、同時に単位あたりの生産
データを見る。生データを意味がある
「情報」に加工する部分には、現場の知
恵が必要とされる。
　現場の改善はいままで人が中心となっ
て行われてきたが、生産現場のデータを
リアルタイムで得られるようになり、しか
も解析する仕組みができたことで、客観
的なデータ分析に基づいたさらに細かな

効率改善が可能になった。e-F@ctoryは
単に「見える化」するだけではなく、具体
的な改善策として現場にフィードバック
する「診える化」も含むアーキテクチャで
あり、実現性の強みがポイントだ。これは
インダストリー4.0が目指すサイバー・
フィジカル・システムに通じるものだが、
実際の現場では、データを収集して現場
にフィードバックするという基本的なルー
プもまだできていないケースが多い。
　具体的に、どんなデータを紐付けて解
析していくのか。その作業では顧客と互
いにノウハウを持ち寄ることが必要にな
る。その段階でどこまで踏み込むかにつ
いては顧客ごとにスタンスが違い、細部
にわたって深く協業することもあれば、
考え方だけ教えてくれればあとは自社で
なんとかするという企業もあるという。
　たとえば中国企業は「品質向上のため
なら積極的に導入したい」というケース
が多いという。なお中国では2015年3月
に全国人民代表大会で李克強首相が
「中国製造2025（中国製造業10か年計
画）」を打ち出している。「新世代情報技
術」や「ハイレベル数値制御工作機械・ロ
ボット」など10の産業を重点的に発展さ
せ、「製造大国」から「製造強国」を目指
すとされている。先進国に品質面でも追
いつき追い越そうということだろう。一足
飛びにそこまでいくには時間がかかるが、
e-F@ctoryのようなICTの活用はそれを
加速するものと言えるだろう。
　具体的な改善を行うには現場を重視
する必要があるとはいえ、長年ノウハウを
蓄積してきた現場の側としては、やはり
「自分たちのやり方が正しい」と思いがち
だ。しかも現場の生産ラインは止めるわ
けにはいかない。新たなやり方を認めても
らうためには、品質の不具合やロスが実
際になくなり、稼働率が上がることを実績
で示すしかない。切れない包丁をずっと
使いつづけるよりは、一度見直して研ぎ

直したほうが効率が上がるのは間違いな
いのだ。まずは導入効果を証明する必要
があり、そのためには単に技術だけでなく
営業面の努力も重要になるという。こうし
た事情は三菱電機社内にソリューション
を導入する場合でも同じだそうだ。

　e-F@ctory化を包括的に進めるには、
他社との協業が不可欠だ。前述の
e-F@ctoryアライアンスでは、FAとソフト
ウェア、センサーなどの機器がスムーズ
に連携できるよう、技術開示やオープン
化を進めている。将来的には、業界での
規格化や標準化に参加し、日本のものづ
くりの標準を三菱電機の技術で支えるこ
とを目指したいという。欧米ではすでに共
通プラットフォームを作ろうとしている動
きもあり、それに対して単なる下請けとな
らないためにも、日本やアジアの中で競
合他社どうしが協力して独自の標準を策
定していくことは重要だ。しかし、いまは
まだ互いに話しあうような場もない。
　今年5月、安倍内閣の「日本再興戦略」
の一環として「ロボット新戦略」を推進す
るために、「ロボット革命イニシアティブ
協議会」が立ち上がった。同協議会は発
足に先立つ3月の日独首脳会議でドイツ
側の官民プラットフォームとの国際協力
の受け皿となることが同意されており、生
産技術の革新のためにロボットのハード
ウェアとソフトウェアの標準化や共通基
盤の整備を行うとされている。三菱電機
を含め約200の企業や団体が参加する
この協議会が話し合いの場となり、そこ
でこれからの日本のものづくりの基盤が
できてくるのかもしれない。新たな産業
革命でも日本がリーダーシップを発揮し
ていけるよう、ドイツと同様に産官学共
同での取り組みが本格化することを期待
したい。

自社工場への導入で
生産性を大幅に向上
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　今年5月には、SDNベースのアジャイ
ルIoTインフラストラクチャの構築により
生産、製造、ロジスティクスなどのデジタ
ル化を可能にするアジャイルIoTソリュー
ションを発表しました。同ソリューション
は、アジャイルIoTゲートウェイ、アジャイ
ル・コントローラー、軽量なIoTオペレー
ティング・システムLiteOSの3つの中核
コンポーネントから構成されています。

LiteOS：わずか10Kバイトの世界最軽
量IoT向けOS。他社製IoT OSの3分の
1のサイズ、4分の1の消費電力、20％
高速なミリ秒単位のレスポンスを実現
するとともに、オープンソースにより開
発者が独自のIoT製品をすばやく開発
することを可能にし、IoTの拡大を加速
します。
アジャイルIoTゲートウェイ：センサーと
IPネットワークをつなぐゲートウェイとし
て、17種以上のインターフェースを提供
し、アジャイル・コントローラーからサー
ビス要件に沿ったプロトコルを動的に

ロードできるほか、コンピューティングと
ストレージを統合することでローカルで
のデータ処理と意思決定が可能に。防
水性、防塵性に加え、衝撃、電磁波、温
度にも高い耐性を備え、産業用途での
さまざまなシナリオに対応できます。
アジャイル・コントローラー：IoTデバイ
ス、ゲートウェイ、コンピューティング・リ
ソース、アプリケーション、データを一括
で管理し、シームレスな拡張性でデバイ
スの増加にも対応。オープン・ソフトウェ
ア・アーキテクチャで幅広い産業向けア
プリケーションに利用可能です。

インダストリー4 .0の実現に向けた
ファーウェイの IoTソリューション
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現場を重視して
具体的な改善を実現

世界で戦える
日本のものづくりの標準を

　三菱電機・名古屋製作所にあるサー
ボモーター工場は、同社が提唱するFA

統合ソリューション『e-F@ctory』のモデ
ル工場のひとつである。工作機械や産業
用ロボットの位置・速度制御などに使わ
れる小容量、中容量のサーボモーターを
製造する工場で、ステーター巻線から
モーター組立て、試験、艤装までを行う
生産ラインだ。

　e-F@ctoryは、工場の最適化により
TCO（総所有コスト）の削減を実現する
ソリューションである。工場内機器から
収集したデータを分析し、生産の効率化
や品質の向上、エネルギー効率化を図
る。さらに、ひとつの工場だけではなく、ク
ラウド上の生産管理システムと接続し
て、複数拠点との連携を可能にする。
　ドイツのインダストリー4.0やアメリカ
のインダストリアル・インターネットは生
産現場の将来像を描いている。現時点
では話題先行のそれらに対して、三菱電

機はすでに2003年からe-F@ctoryを展
開している。これまでに全世界で130社、
5,200件の導入事例があり、「時代がよう
やく追いついて来たのではないか」と三
菱電機の担当者は語る。
　e-F@ctory化のポイントは、生産現場
の①「見える化（可視化）」、②「観える化
（分析）」、③「診える化（改善）」による3つ
の「みえる化」だ。生産現場で収集した
データを可視化し、そのデータを分析す
ることで傾向や現状を把握し、分析結果
を改善につなげて省電力化や生産コスト

削減を含む工場の最適化を実現する。
　e-F@ctory化によって、工場の現状が
詳細にわかるようになり稼働率が向上す
るだけでなく、故障時も早期復旧が可能
になることで止まらない生産ラインが実
現できる。さらに、品質データと設備や作
業記録との紐付けによって不良品への
早期改善が可能になり、ミスやロスが一
掃できるようになるという。また、各工程
の実情が見えるようになれば設備全体
の最適運用が可能になり、確実な生産
計画立案と生産管理にも役立つとされ
ている。製品ごとに必要な段取り作業も
自動配信でき、時間も短縮できる。デー
タの管理も自動化され、人手を介するこ
となく行えるため、人的ミスによる抜けも
なくなる。

　モデル工場のひとつである名古屋製作
所サーボモーター工場では、e-F@ctory

ソリューションを用いた生産性や設備稼
働率向上が実地で検証されている。ここ
ではデータロガーやシーケンサーに内蔵
あるいは外付けされたエネルギー計測
ユニットを使うことで、生産ラインと生産
設備からエネルギー情報、電力消費量を

収集している。収集されたデータは、FA

機器用通信ネットワークのCC-L ink

（Control & Communication Link）、
その拡張版であるCC-Link IEを通じて、
MES（Manufacturing Execution 

System：製造実行システム）インター
フェースユニットを介して上位情報シス
テムに送られて管理される。
　CC-Linkとは、分散配置した入出力機
器をつないでPLC（Power Line Com-

munications:電力線通信）上でコント
ロールするためのオープンなフィール
ド・ネットワークである。特長は制御と情
報を同時に扱えること。CC-Linkを使う
ことでシステム全体の配線を少なくし、
分散システムが構築しやすくなる。また、
パートナー・メーカー製品のデバイスを
接続して柔軟なシステムが構築できる。
CC-Linkの転送速度は最高10Mbpsだ
が、EthernetベースのCC-Link IEでは
1Gbpsとなっている。CC-Link IEは通
信帯域を機器制御用のサイクリック通
信用帯域と、トレーサビリティや機器診
断などの生産データ収集のためのトラン
ジェント通信用帯域に分けて確保して
いる。そのため、画像など大容量のデー
タを送っても制御用通信側には影響が
なく、安定した制御周期を保つことが

できる。
　MESインターフェースユニットは、製
造実行システムのデータベースと機器
を接続するためのユニットである。これに
よりシーケンサーから直接、作業実績な
どの情報をデータベースへ通信できるよ
うになるため、データ収集用のパソコン
などが不要になる。逆にデータベースか
ら作業指示情報などを読み出すことも
可能だ。
　収集されたデータはライン単位、設備
単位でモニタリングされる。計測した
データと生産実績情報をもとに原単位
（製品1台を生産する際の消費電力）で
電力量を見ることができる。原単位の電
力量を見ることによって、エネルギーから
見た生産効率（エネルギー生産性）を評
価できるのだ。
　具体的には、どんな改善が行われたの
だろうか。サーボモーターは、ローター
（回転子）とそれを回転させるステーター
（固定子）、それらを支えるブラケットな
どからなる。ステーターの製造工程では
フレームと巻線済みの鉄心を誘導加熱
によって焼嵌するのだが、e-F@ctory化
によって、このフレーム焼嵌工程がもっ
ともエネルギーを消費していること、生
産性のネック工程になっていることが

わかった。そこで誘導加熱時の高周波
電流の電圧設定や、炉内のワーク位置
の見直しなどを行って最適化した結果、
サイクルタイムを12％向上させることが
でき、ライン全体のエネルギーも8％削減
できた。
　また、モーター組立・試験ラインでも
設備待機ロスがあることがわかったた
め、治具の整備を行って手作業時間を
削減した。ここでもサイクルタイムを7％、
エネルギー消費量も1割改善できたとい
う。このほか、品質を製造履歴と照合する
ことで、問題の真の要因がどの工程にあ
るかを特定するまでに、従来2日要してい
たところが5時間で済み、さらには不具合
を未然に防ぐこともできたという。問題点
が可視化されることで、改善サイクルが
大幅に短縮されているのだ。同ソリュー
ションは金型の定期メンテナンスのため
の管理アプリケーションなどにも用いら
れている。
　サーボモーター製造ラインでは、
e-F@ctoryソリューションを導入して
いるほか、その設備の駆動制御に自社
のサーボモーターを使用している。同社
では設計から製造まですべて自社で
行っており、自社製品の性能を社内でも

実証し、顧客にベストなハードウェア、ソ
リューションを提供していくことを目指
している。

　三菱電機が提唱しているe-F@ctory

は、同社だけの技術で構成されるソ
リューションではなく、他社とアライアン
スを組んで組織運営を行っている。その
「e-F@ctoryアライアンス」は282社の
パートナー企業からなり、彼らとの協業
によって現場を構築しているという。
　e-F@ctory、インダストリー4.0、イン
ダストリアル・インターネットなどはいず
れもICTを活用して、ものづくりを改革し
ていこうという試みだ。コンセプトだけで
なく、いまの生産現場を改革するための
手段をソリューションとしてすでに提供
できていることがe-F@ctoryの強みだ
が、違いはそれだけではない。
　人を排除する完全自動ではなく、人と
設備の融合、両者のベストバランスも
e-F@ctoryのコンセプトのひとつだ。す
なわち、完全一貫生産の無人化ではな
く、人が行うほうが効果的な部分や、自
動化しないほうが高効率でコストを抑え
られる部分は人間が担うように役割分担

するということだ。
　たとえばライン長が長くなると、一時的
な停止、いわゆる「チョコ停」で止まる可
能性が高くなる。しかも1か所が止まると
すべての工程が止まってしまう。そのた
め、工程数を減らしてチョコ停が起こら
ないようにするほか、部品供給部分には
人を配置する。そのほうがコストを低く抑
えられ、単位面積あたりの生産性が高く
なるからだ。これは、かつて完全自動化
を志向した経験と反省を生かしたものだ
という。
　e-F@ctory化することで歩留まりや稼
働率なども数値データでわかる。たとえ
ば完全無人ラインで製品をひとつつくる
ためのタクトタイムが5秒／個だとして、
人とロボットを組み合わせるとそれが15

秒／個になってしまったら、単純に見れ
ば3倍の時間がかかることになる。だが、
一貫ラインをつくるうえでは、人間がどの
程度のスペースであれば長時間リラック
スした状態で作業が継続可能かといっ
たことも考慮に入れる必要がある。面積
生産性を考慮すると、必ずしも条件はタ
クトタイムだけで見ればいいとは限らな
いのだ。このように生産ラインの設計に
人間側の条件を考慮するほか、製品側

でも自動化に合った製品設計にすること
で工程数を見直していく。
　現場レベルでも、作業者のIDを読み
取ることで作業者が入りたての新人か
熟練工かといったことを判別し、作業者
レベルに合わせて異なる手順仕様書を
自動的に表示することもすでにできるよ
うになっている。インダストリー4.0で言
う「サイバー・フィジカル・システム」とは
異なるものの、「能動的な生産管理」に
よる「人と設備の融合」ができはじめて
いるのだ。
　生産技術においては、いわゆるノウハ
ウに属する、数値化できない部分がどう
しても存在する。何が難しいのかも現場
ごとにばらつきがあり、どこまで考慮すべ
きか、許容すべきかは人が判断して工程
を設計しなければならない。8割方はシ
ミュレーションでできても、実際に動くレ
ベルまで落とし込むには現場の知恵が
必要だという。

　e-F@ctoryは、製造現場での情報を
あらゆる設備からセンサーで収集するだ
けでなく、現場で解析してから上位に上
げるインターフェースを持っている。デー
タはそのままクラウドなどに上げるわけで
はなく、特定条件でフィルタリングした
り、各種情報を紐付けしたりと、意味があ
る情報にしてから処理されるのだ。たとえ
ば省エネを目指そうと思ったら、電力量
だけではなく、同時に単位あたりの生産
データを見る。生データを意味がある
「情報」に加工する部分には、現場の知
恵が必要とされる。
　現場の改善はいままで人が中心となっ
て行われてきたが、生産現場のデータを
リアルタイムで得られるようになり、しか
も解析する仕組みができたことで、客観
的なデータ分析に基づいたさらに細かな

効率改善が可能になった。e-F@ctoryは
単に「見える化」するだけではなく、具体
的な改善策として現場にフィードバック
する「診える化」も含むアーキテクチャで
あり、実現性の強みがポイントだ。これは
インダストリー4.0が目指すサイバー・
フィジカル・システムに通じるものだが、
実際の現場では、データを収集して現場
にフィードバックするという基本的なルー
プもまだできていないケースが多い。
　具体的に、どんなデータを紐付けて解
析していくのか。その作業では顧客と互
いにノウハウを持ち寄ることが必要にな
る。その段階でどこまで踏み込むかにつ
いては顧客ごとにスタンスが違い、細部
にわたって深く協業することもあれば、
考え方だけ教えてくれればあとは自社で
なんとかするという企業もあるという。
　たとえば中国企業は「品質向上のため
なら積極的に導入したい」というケース
が多いという。なお中国では2015年3月
に全国人民代表大会で李克強首相が
「中国製造2025（中国製造業10か年計
画）」を打ち出している。「新世代情報技
術」や「ハイレベル数値制御工作機械・ロ
ボット」など10の産業を重点的に発展さ
せ、「製造大国」から「製造強国」を目指
すとされている。先進国に品質面でも追
いつき追い越そうということだろう。一足
飛びにそこまでいくには時間がかかるが、
e-F@ctoryのようなICTの活用はそれを
加速するものと言えるだろう。
　具体的な改善を行うには現場を重視
する必要があるとはいえ、長年ノウハウを
蓄積してきた現場の側としては、やはり
「自分たちのやり方が正しい」と思いがち
だ。しかも現場の生産ラインは止めるわ
けにはいかない。新たなやり方を認めても
らうためには、品質の不具合やロスが実
際になくなり、稼働率が上がることを実績
で示すしかない。切れない包丁をずっと
使いつづけるよりは、一度見直して研ぎ

直したほうが効率が上がるのは間違いな
いのだ。まずは導入効果を証明する必要
があり、そのためには単に技術だけでなく
営業面の努力も重要になるという。こうし
た事情は三菱電機社内にソリューション
を導入する場合でも同じだそうだ。

　e-F@ctory化を包括的に進めるには、
他社との協業が不可欠だ。前述の
e-F@ctoryアライアンスでは、FAとソフト
ウェア、センサーなどの機器がスムーズ
に連携できるよう、技術開示やオープン
化を進めている。将来的には、業界での
規格化や標準化に参加し、日本のものづ
くりの標準を三菱電機の技術で支えるこ
とを目指したいという。欧米ではすでに共
通プラットフォームを作ろうとしている動
きもあり、それに対して単なる下請けとな
らないためにも、日本やアジアの中で競
合他社どうしが協力して独自の標準を策
定していくことは重要だ。しかし、いまは
まだ互いに話しあうような場もない。
　今年5月、安倍内閣の「日本再興戦略」
の一環として「ロボット新戦略」を推進す
るために、「ロボット革命イニシアティブ
協議会」が立ち上がった。同協議会は発
足に先立つ3月の日独首脳会議でドイツ
側の官民プラットフォームとの国際協力
の受け皿となることが同意されており、生
産技術の革新のためにロボットのハード
ウェアとソフトウェアの標準化や共通基
盤の整備を行うとされている。三菱電機
を含め約200の企業や団体が参加する
この協議会が話し合いの場となり、そこ
でこれからの日本のものづくりの基盤が
できてくるのかもしれない。新たな産業
革命でも日本がリーダーシップを発揮し
ていけるよう、ドイツと同様に産官学共
同での取り組みが本格化することを期待
したい。

り  こくきょう

ファーウェイはネットワークから端末までエンド・ツー・エンドのICTソリューションにおける実績を生かし、
より“つながった”世界を実現するIoTソリューションの提供に注力しています。

ファーウェイのアジャイルIoTソリューション

アジャイルIoTソリューション

　ネットワーク・レイヤーでは、M2M通信
にモバイル・ネットワークを活用する
LTE-Mソリューションの開発も進めてい
ます。LTE-Mは、狭帯域使用により接続
数を大幅に増やし、到達度の高い優れ

たカバレッジで工場などの建物内でも
安定した通信を確保するとともに、消費
電力を抑えてバッテリーの寿命を延ば
すことができます。また、既存のネット
ワーク設備の活用と低価格なチップ
セットの採用により、IoT導入のコスト
を抑えます。ファーウェイは200kHZの

帯域幅を使用することで接続数をLTEの
100倍に増大し、10ミリ秒の低遅延、10

年のバッテリー寿命を実現するLTE-M

インターフェースのほか、英国のIoT向け
ワイヤレス・モジュール・メーカーNeulと
ともにLTE-M対応チップセットも開発
しています。

LTE-Mソリューション

プラットフォームセンサー ネットワーク アプリケーション

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

アジャイル・コントローラー
エネルギー

スマート・ビルディング
スマート・ホーム

運輸

製造業

…….
コンピューティング プロトコル変換

アジャイルIoTゲートウェイ

IoT
インター
フェース

LiteOS
PPA

ネットワーク管理 アプリケーション
管理

IoTデバイス管理コンピューティング・
リソース管理 
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すが、オンラインショップでの販売もリブ
ランド発表以降予想以上に伸び、それま
での約1.7倍となりました。また、dTVター
ミナルの販売についてもオンラインでの良
いスタートダッシュが切れています。店頭
販売はスタッフが新商品に慣れるまでの
期間が必要なこともあり、これからだと
思っています。

大元：dターミナルの店頭販売も、店舗
側の準備が整えばさらに期待できるとい
うことでしょうか。
大島氏：そう考えています。全体のボ
リュームとしては店頭の方が大きいです
から、今後伸びていくでしょう。

大元：dTVターミナルで動画をテレビで
視聴したいというユーザーは、オンライン
で申し込みをするようなリテラシーの高
い層ではなく、店頭購入のほうが親和性
が高いように思えますが、実際はオンラ
インからの加入が多いというのは意外で
すね。
大島氏：ドコモの『dstick』やグーグルの
『Chromecast』など、これまでにもテレ
ビで動画を視聴する手段はありました
が、従来のデバイスはコンテンツを選択
するにはスマホをリモコン代わりにする
必要があり、これを不便と感じていた方
も少なくありませんでした。dTVターミナ
ルでは付属のリモコンで操作性が良くな
りましたので、その点に興味を持たれた
方が大勢いらっしゃったのではないかと
見ています。

大元：dTVの競合はどこだと見ていま
すか。
大島氏：国内では最近プロモーションを
強化されているHuluや、今秋の日本上
陸が話題となっているNetflixといった

　「通信と放送の融合」。この言葉を聞く
ようになって久しいが、米国ではまさに業
界の垣根を超えた再編が進んでいる。米
通信大手ベライゾン・コミュニケーション
ズがネットメディア大手AOLを44億米
ドル（約5,280億円※）で買収したほか、
AT&Tによる衛星テレビ大手DirecTVの
買収が規制当局の承認待ちとなってお
り、衛星テレビのディッシュ・ネットワー
クとTモバイルの合併交渉が進行中とも
報じられている。こういった交渉の背景
には、スマート・デバイスの普及や広告ビ
ジネスの転換など、さまざまな要因が複
雑にからむが、そのひとつに有料動画配
信最大手のNetflixの躍進がある。
　Netflixは1997年に宅配DVDサービ
スとして創業し、2007年からネット配信
を開始した。米国では世帯の8割超が
ケーブルテレビや衛星放送などの有料
契約でテレビを視聴しており、月額利用
料金は約1万円前後。対してNetflixは
月額7.99米ドル（約959円※）という価格
で全コンテンツが見放題。ケーブルを
カットしてNetflixへ移行する「コードカッ
ティング」という言葉まで生まれたほど
だ。現在では会員数約6,200万人、50か
国でサービスを展開するグローバル企業
へと成長している。さらに2013年にはオ
リジナルドラマ『ハウス・オブ・カード』を
製作し、テレビ界のアカデミー賞である
エミー賞を獲得するなど、単なる動画配
信事業者の枠を超えたコンテンツ制作力

も身に付け始めている。
　そのNetflixが日本に上陸するとあっ
て、国内ではVODに注目が集まっている。
しかし、有料放送契約が当たり前の米国
に対し、日本では無料で楽しめるテレビ
放送があり、有料放送契約世帯の数は2

割に過ぎず、状況が大きく異なる。国内
有料動画配信最大手であるdTVでも会
員数は450万人、Huluも国内サービス
開始から4年をかけてようやく会員数
100万人を突破した。両者の数を合計し
ても、レンタルDVD利用者やテレビ視聴
者の数と比較すればまだまだ小さい市場
だ。業界関係者の間では、Netflix上陸
は脅威ではなく、国内でのVOD市場拡大
のためのチャンスと捉えられている。
　黒船上陸を前にリブランドを果たした
dTV。拡大するVOD市場において、国内
最大の同サービスはどのような戦略で攻
めていくのだろうか。

大元：4月22日に新たな動画配信サービ
ス・ブランドとしてdTVをスタートされま
したが、既存ユーザーからの反応はいか
がでしょうか。
大島氏： dビデオからdTVへのリブラン
ディングによってUI／UX（ユーザー・

エクスペリエンス）が大きく変更されたの
で、開始直後はそこに戸惑われたお客様
からネガティブな反応もありましたが、最
近では「おもしろい」「簡単」「使いやす
い」といったご意見や、『新宿スワン』『進
撃の巨人』などのオリジナル・コンテンツ
が楽しみだという声が多く聞かれるよう
になってきました。

大元：UI／UXの変更については、以前、
同サービスを運営されているエイベック
ス通信放送の村本理恵子取締役にお話
をうかがった時に、SVODの課題はユー
ザーが大量にあるコンテンツから自分が
見たいものを選べないことであり、テレビ
のように流しっぱなしのUXを提供するこ
とで、ユーザーの視聴時間を増加させる
狙いがあるとおっしゃっていました。そう
した面では変化は見られるのでしょうか。
大島氏：はい、視聴時間やユーザーのア
クティブ率が増加するといった効果は出
てきていますね。

大元：リブランド後の販売状況はいかが
ですか。
大島氏： dTVの主な販売チャネルには
オンラインでの申し込みとドコモショップ
等の店頭での販売の2つがあり、これまで
と同様に店頭でのサービス販売は順調で

UI変更で視聴時間増加、
新規獲得にも効果

黒船上陸は脅威かチャンスか
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多彩なコンテンツと視聴スタイルで
動画配信サービス市場をリード

新たなUIで生まれ変わった
NTTドコモの『dTV』

2015年4月22日、SVOD（Subscription Video on Demand：定額制動画配信）
として国内最大の会員数を持つ『dビデオ』を『dTV』へとリブランドしたNTTドコ
モ。新サービスではテレビ視聴のようなザッピングを実現した新しいUI（ユー
ザー・インターフェース）に加え、専用アダプター『dTVターミナル』でテレビにつ
なぎ、付属のリモコンを使えば、さらにテレビと同様の楽しみ方が可能になります。
海外勢の進出でますます競争が激化するSVOD市場で、生まれ変わったdTVはどん
な強みを発揮するのでしょうか。ITビジネスアナリストの大元隆志氏が、NTTドコモ 

スマートライフビジネス本部マーケットビジネス推進部デジタルコンテンツサー
ビス担当部長の大島直樹氏にお話をうかがい、市場動向とdTVの優位性について
解説します。

サービスですね。
大元：競合に対する優位性について、ど
のようにお考えですか。
大島氏：まずは12万作品という圧倒的な
コンテンツ数と、数だけではなく他では見
られない良質なオリジナル・コンテンツが
揃っていることです。その中からザッピン
グUIと高度なレコメンド機能により、観た
い作品に出会うことができます。これを
月々わずか500円で好きなだけ楽しめると
いうコスト・パフォーマンスは、どこにも負
けないと考えています。dビデオの頃から
エイベックスが培ってきたコンテンツの制
作力や調達力と、ドコモの顧客基盤が相
乗効果となって、この価格が実現できて
います。また、他のVODにはない機能とし
てコンテンツのダウンロードに対応してい
ることも強みです。

大元：VODでコンテンツがダウンロード
できるのはすごいですね。そもそもコン
テンツ提供を交渉する時に、著作権者
は違法コピーを恐れてダウンロードがあ
るサービスには供給したがらないのが一
般的かと思います。
大島氏：そういった交渉を実現できたのも
エイベックスとドコモのタッグがあってこ
そだと思います。dTVのサービスはモバイ
ルでの視聴を前提としているので、ダウン
ロードは譲れない点でした。移動中にも
安定してコンテンツを楽しんでいただくた
めには、通信環境に依存しない視聴スタ
イルを提供する必要があります。自宅で
コンテンツをダウンロードして通勤・通学
の電車内や出張時に新幹線の中で観ると
いった視聴スタイルは、ストリーミングの
みの他社のVODでは実現できません。

大元：dTVには単なるVODにとどまらず、
新たな視聴スタイルの提案という要素も
あるように感じます。
大島氏：はい、そのとおりです。dTVを含

むdサービス全体のコンセプトとして、ド
コモのサービスを外出先でも自宅でも利
用していただくことで、新たなライフスタ
イルを提案するという狙いがあります。

大元：dTVターミナルはファーウェイ製品
を採用されていますが、どのような点が
決め手となったのでしょうか。
大島氏：こちらが望む機能と価格とのバ
ランスが良かったということがひとつで
す。また、新しいUXの提供を実現するた
めにわれわれと一緒にトライしようという
姿勢と、短期間で迅速に対応してくれた
点も重要でした。

大元：NTTドコモは今年3月から「ドコモ
光」のサービスを開始しました。これまで
移動体通信が中心だったドコモが、ドコ
モ光で固定通信を提供し、dTVターミナ
ルでテレビを通じて家庭の中に入り込む
となると、いわゆるクアッド・プレイのよう
なセット割を強化する狙いがあるのでは

ないかと想起されますが、dTVはそういっ
たドコモの加入者促進戦略の一役を
担っているのでしょうか?

大島氏：ドコモ光をお勧めする際には、
TVサービスとVODサービスをリーズナブ
ルにお使いいただけるよう、ひかりTVと
dTVをセットでお勧めしています。その意
味では加入者促進戦略に寄与している
と言えますね。

大元：NTTグループの映像サービスとし
ては、ひかりTVもあれば、NOTTVもある、
さらにdTVもあるわけですが、グループ
間での競争はないのでしょうか。
大島氏：ひかりTVとNOTTVは放送事業
であり、dTVのVODサービスとは事業領
域が異なります。競争というより、それぞ
れのサービスを組み合わせて動画の視聴
形態や視聴できるコンテンツの幅を広げ
ることで、より快適な映像ライフをお届け
できると考えていますので、相乗効果や
補完効果を期待しています。

大元：格安スマホが注目を集める中、通信

事業者としてはリッチなコンテンツを提供
することでMNOのサービスを選択しても
らうというのも重要な戦略ではないかと思
いますが、dTVにもそうした狙いがあるの
でしょうか。
大島氏：まず、dTVはドコモ回線ユーザー
に限らない、いわゆるキャリアフリー・
サービスとして、MVNOを含め他社回線
ユーザーの方にもご利用いただくことを
目指しています。一方、ドコモの契約で
は高品質なネットワークを使いやすい料
金プランで提供していますので、より快
適にdTVを楽しんでいただけますし、今
後はドコモ・ユーザー限定の特典も検討
していきたいと考えています。

大元：海外の通信事業者の動向を見て
いると、LTEブロードキャストの技術を
使ってスポーツを中継し、スマートフォン
でライブで楽しむという事例も出てきて
います。dTVは多数のアーティストが所
属するエイベックスとの共同事業なの
で、コンサートのライブ配信などにも力を
入れていかれるのでしょうか。
大島氏：エイベックスが毎年開催してい
る『a-nation』というイベントのライブ配
信を、昨年トライアルとして実施しました。
今後はエイベックスさんの強みを生かす
という意味でも、音楽イベントなどのライ
ブ配信には積極的に取り組んでいきたい
と考えています。

大元：Netflixは4K対応をアピールするこ
ともあります。通信事業者の視点では、
画質も当然ながら、通信インフラという点
にも配慮する必要があると思いますが、
dTVでの4K配信はどうお考えですか。
大島氏：現在はまだ4K対応はできていま
せんが、8Kまで含めた市場動向を見極
めながら、必要な時期には即座に対応で

きるよう準備している段階です。
大元：今後の展開を楽しみにしていま
す。本日はありがとうございました。

　Netflixの上陸後、dTV、Huluとどのよ
うに競い合うのかが注目の的だが、筆者
はdTVが一歩先を進んでいると見ている。
この3社が提供するSVODは、価格とコン
テンツと視聴デバイスが主な差別化要素
となる。価格はdTVが500円で提供してい
るため、競争の下限は限られている。コン
テンツについてはライセンスとオリジナル
の2種類に大別できるが、すでに飽和状
態となっているライセンス・コンテンツで
差別化できなくなるのは時間の問題だ。
オリジナル・コンテンツは現状では数が少
なすぎて、無料試聴期間で観ることがで
きる程度なので、まだ差別化要素と言え
るほどにはなっていない。視聴デバイス
についても主要なデバイスには3社いず
れも対応しているため差別化は難しい
が、dTVターミナルでテレビ機器と接続
し、専用リモコンで操作できるのはdTV

の利点だ。
　現状の競争だけでもdTVは他社の先
を行っているが、さらにUI／UXを日本人
の視聴スタイルに「最適化」している点が
最大のポイントだ。NetflixとHuluはユー
ザーが見たいコンテンツを選択して動画
が再生される。これは一見便利なようだ
が、数万点ものコンテンツの中からひとつ
を選び出すのは実はとても難しいことだ。
この点をdTVはSVODの弱点と捉え、テレ
ビと同じ「流しっぱなし」のUIを再現し、
コンテンツを選ばなくてもリラックスして
テレビの前に座っていれば編成された映
像コンテンツが次々に再生されるという
テレビのUXを再現している。もちろん、
他のVODと同じようにユーザー自らが視
聴するコンテンツを選択することも可能

だ。日本のテレビ放送の視聴スタイルに
なじんだユーザーをよく研究されてつく
られたデザインであり、米国流のNetflix

やHuluにはない視点だろう。これらに加
えてドコモの顧客基盤と販売網を生かせ
るのもdTVの優位な点だ。
　VODとして見れば他社より優位な位
置にあるdTVだが、懸念がないわけでは
ない。dTVをNTTドコモのサービスとして
見た場合には、方向性が見えづらい点が
ある。格安スマホの普及が進む現状にお
いて、携帯通信事業者としては帯域を消
費するリッチ・コンテンツで顧客をつなぎ
とめることは重要だ。dTVはまさにこの
リッチ・コンテンツであり、LTEで視聴す
ると2時間映画1本で1.5GBほどのデー
タ量が発生する。しかし、NTTドコモの
データMパックの利用可能データ量は
5GB。つまり、dTVで映画を月に3本も見
れば、簡単に上限に達してしまうのだ。
dTV単独での競争力に加え、インフラ側
もその魅力を最大限に発揮できる状態に
なっていることが望ましいのではないか。
　Netflix上陸によってVOD市場がさら
に拡大すると仮定するなら、MNO事業
者は「VODを生かすためのデータ通信プ
ラン」を準備することで、回線契約獲得
の機会につながるかもしれない。

S p e c i a l  I n t e r v i e w

月額500円で12万作品見放題、
ダウンロードも可能

NTTドコモ　スマートライフビジネス本部マーケットビジネス推進部
デジタルコンテンツサービス担当部長　大島直樹氏

※1米ドル120円換算

ファーウェイが提供した『dTVターミナル』。docomo ID自動設定により、自宅でWi-Fiにつなぐだけで簡単にセット
アップが完了、テレビをつけるとすぐに動画を再生できる。dTVに加え、dアニメストアのコンテンツも視聴可能
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すが、オンラインショップでの販売もリブ
ランド発表以降予想以上に伸び、それま
での約1.7倍となりました。また、dTVター
ミナルの販売についてもオンラインでの良
いスタートダッシュが切れています。店頭
販売はスタッフが新商品に慣れるまでの
期間が必要なこともあり、これからだと
思っています。

大元：dターミナルの店頭販売も、店舗
側の準備が整えばさらに期待できるとい
うことでしょうか。
大島氏：そう考えています。全体のボ
リュームとしては店頭の方が大きいです
から、今後伸びていくでしょう。

大元：dTVターミナルで動画をテレビで
視聴したいというユーザーは、オンライン
で申し込みをするようなリテラシーの高
い層ではなく、店頭購入のほうが親和性
が高いように思えますが、実際はオンラ
インからの加入が多いというのは意外で
すね。
大島氏：ドコモの『dstick』やグーグルの
『Chromecast』など、これまでにもテレ
ビで動画を視聴する手段はありました
が、従来のデバイスはコンテンツを選択
するにはスマホをリモコン代わりにする
必要があり、これを不便と感じていた方
も少なくありませんでした。dTVターミナ
ルでは付属のリモコンで操作性が良くな
りましたので、その点に興味を持たれた
方が大勢いらっしゃったのではないかと
見ています。

大元：dTVの競合はどこだと見ていま
すか。
大島氏：国内では最近プロモーションを
強化されているHuluや、今秋の日本上
陸が話題となっているNetflixといった

　「通信と放送の融合」。この言葉を聞く
ようになって久しいが、米国ではまさに業
界の垣根を超えた再編が進んでいる。米
通信大手ベライゾン・コミュニケーション
ズがネットメディア大手AOLを44億米
ドル（約5,280億円※）で買収したほか、
AT&Tによる衛星テレビ大手DirecTVの
買収が規制当局の承認待ちとなってお
り、衛星テレビのディッシュ・ネットワー
クとTモバイルの合併交渉が進行中とも
報じられている。こういった交渉の背景
には、スマート・デバイスの普及や広告ビ
ジネスの転換など、さまざまな要因が複
雑にからむが、そのひとつに有料動画配
信最大手のNetflixの躍進がある。
　Netflixは1997年に宅配DVDサービ
スとして創業し、2007年からネット配信
を開始した。米国では世帯の8割超が
ケーブルテレビや衛星放送などの有料
契約でテレビを視聴しており、月額利用
料金は約1万円前後。対してNetflixは
月額7.99米ドル（約959円※）という価格
で全コンテンツが見放題。ケーブルを
カットしてNetflixへ移行する「コードカッ
ティング」という言葉まで生まれたほど
だ。現在では会員数約6,200万人、50か
国でサービスを展開するグローバル企業
へと成長している。さらに2013年にはオ
リジナルドラマ『ハウス・オブ・カード』を
製作し、テレビ界のアカデミー賞である
エミー賞を獲得するなど、単なる動画配
信事業者の枠を超えたコンテンツ制作力

も身に付け始めている。
　そのNetflixが日本に上陸するとあっ
て、国内ではVODに注目が集まっている。
しかし、有料放送契約が当たり前の米国
に対し、日本では無料で楽しめるテレビ
放送があり、有料放送契約世帯の数は2

割に過ぎず、状況が大きく異なる。国内
有料動画配信最大手であるdTVでも会
員数は450万人、Huluも国内サービス
開始から4年をかけてようやく会員数
100万人を突破した。両者の数を合計し
ても、レンタルDVD利用者やテレビ視聴
者の数と比較すればまだまだ小さい市場
だ。業界関係者の間では、Netflix上陸
は脅威ではなく、国内でのVOD市場拡大
のためのチャンスと捉えられている。
　黒船上陸を前にリブランドを果たした
dTV。拡大するVOD市場において、国内
最大の同サービスはどのような戦略で攻
めていくのだろうか。

大元：4月22日に新たな動画配信サービ
ス・ブランドとしてdTVをスタートされま
したが、既存ユーザーからの反応はいか
がでしょうか。
大島氏： dビデオからdTVへのリブラン
ディングによってUI／UX（ユーザー・

エクスペリエンス）が大きく変更されたの
で、開始直後はそこに戸惑われたお客様
からネガティブな反応もありましたが、最
近では「おもしろい」「簡単」「使いやす
い」といったご意見や、『新宿スワン』『進
撃の巨人』などのオリジナル・コンテンツ
が楽しみだという声が多く聞かれるよう
になってきました。

大元：UI／UXの変更については、以前、
同サービスを運営されているエイベック
ス通信放送の村本理恵子取締役にお話
をうかがった時に、SVODの課題はユー
ザーが大量にあるコンテンツから自分が
見たいものを選べないことであり、テレビ
のように流しっぱなしのUXを提供するこ
とで、ユーザーの視聴時間を増加させる
狙いがあるとおっしゃっていました。そう
した面では変化は見られるのでしょうか。
大島氏：はい、視聴時間やユーザーのア
クティブ率が増加するといった効果は出
てきていますね。

大元：リブランド後の販売状況はいかが
ですか。
大島氏： dTVの主な販売チャネルには
オンラインでの申し込みとドコモショップ
等の店頭での販売の2つがあり、これまで
と同様に店頭でのサービス販売は順調で

サービスですね。
大元：競合に対する優位性について、ど
のようにお考えですか。
大島氏：まずは12万作品という圧倒的な
コンテンツ数と、数だけではなく他では見
られない良質なオリジナル・コンテンツが
揃っていることです。その中からザッピン
グUIと高度なレコメンド機能により、観た
い作品に出会うことができます。これを
月々わずか500円で好きなだけ楽しめると
いうコスト・パフォーマンスは、どこにも負
けないと考えています。dビデオの頃から
エイベックスが培ってきたコンテンツの制
作力や調達力と、ドコモの顧客基盤が相
乗効果となって、この価格が実現できて
います。また、他のVODにはない機能とし
てコンテンツのダウンロードに対応してい
ることも強みです。

大元：VODでコンテンツがダウンロード
できるのはすごいですね。そもそもコン
テンツ提供を交渉する時に、著作権者
は違法コピーを恐れてダウンロードがあ
るサービスには供給したがらないのが一
般的かと思います。
大島氏：そういった交渉を実現できたのも
エイベックスとドコモのタッグがあってこ
そだと思います。dTVのサービスはモバイ
ルでの視聴を前提としているので、ダウン
ロードは譲れない点でした。移動中にも
安定してコンテンツを楽しんでいただくた
めには、通信環境に依存しない視聴スタ
イルを提供する必要があります。自宅で
コンテンツをダウンロードして通勤・通学
の電車内や出張時に新幹線の中で観ると
いった視聴スタイルは、ストリーミングの
みの他社のVODでは実現できません。

大元：dTVには単なるVODにとどまらず、
新たな視聴スタイルの提案という要素も
あるように感じます。
大島氏：はい、そのとおりです。dTVを含

むdサービス全体のコンセプトとして、ド
コモのサービスを外出先でも自宅でも利
用していただくことで、新たなライフスタ
イルを提案するという狙いがあります。

大元：dTVターミナルはファーウェイ製品
を採用されていますが、どのような点が
決め手となったのでしょうか。
大島氏：こちらが望む機能と価格とのバ
ランスが良かったということがひとつで
す。また、新しいUXの提供を実現するた
めにわれわれと一緒にトライしようという
姿勢と、短期間で迅速に対応してくれた
点も重要でした。

大元：NTTドコモは今年3月から「ドコモ
光」のサービスを開始しました。これまで
移動体通信が中心だったドコモが、ドコ
モ光で固定通信を提供し、dTVターミナ
ルでテレビを通じて家庭の中に入り込む
となると、いわゆるクアッド・プレイのよう
なセット割を強化する狙いがあるのでは

ないかと想起されますが、dTVはそういっ
たドコモの加入者促進戦略の一役を
担っているのでしょうか?

大島氏：ドコモ光をお勧めする際には、
TVサービスとVODサービスをリーズナブ
ルにお使いいただけるよう、ひかりTVと
dTVをセットでお勧めしています。その意
味では加入者促進戦略に寄与している
と言えますね。

大元：NTTグループの映像サービスとし
ては、ひかりTVもあれば、NOTTVもある、
さらにdTVもあるわけですが、グループ
間での競争はないのでしょうか。
大島氏：ひかりTVとNOTTVは放送事業
であり、dTVのVODサービスとは事業領
域が異なります。競争というより、それぞ
れのサービスを組み合わせて動画の視聴
形態や視聴できるコンテンツの幅を広げ
ることで、より快適な映像ライフをお届け
できると考えていますので、相乗効果や
補完効果を期待しています。

大元：格安スマホが注目を集める中、通信

事業者としてはリッチなコンテンツを提供
することでMNOのサービスを選択しても
らうというのも重要な戦略ではないかと思
いますが、dTVにもそうした狙いがあるの
でしょうか。
大島氏：まず、dTVはドコモ回線ユーザー
に限らない、いわゆるキャリアフリー・
サービスとして、MVNOを含め他社回線
ユーザーの方にもご利用いただくことを
目指しています。一方、ドコモの契約で
は高品質なネットワークを使いやすい料
金プランで提供していますので、より快
適にdTVを楽しんでいただけますし、今
後はドコモ・ユーザー限定の特典も検討
していきたいと考えています。

大元：海外の通信事業者の動向を見て
いると、LTEブロードキャストの技術を
使ってスポーツを中継し、スマートフォン
でライブで楽しむという事例も出てきて
います。dTVは多数のアーティストが所
属するエイベックスとの共同事業なの
で、コンサートのライブ配信などにも力を
入れていかれるのでしょうか。
大島氏：エイベックスが毎年開催してい
る『a-nation』というイベントのライブ配
信を、昨年トライアルとして実施しました。
今後はエイベックスさんの強みを生かす
という意味でも、音楽イベントなどのライ
ブ配信には積極的に取り組んでいきたい
と考えています。

大元：Netflixは4K対応をアピールするこ
ともあります。通信事業者の視点では、
画質も当然ながら、通信インフラという点
にも配慮する必要があると思いますが、
dTVでの4K配信はどうお考えですか。
大島氏：現在はまだ4K対応はできていま
せんが、8Kまで含めた市場動向を見極
めながら、必要な時期には即座に対応で

きるよう準備している段階です。
大元：今後の展開を楽しみにしていま
す。本日はありがとうございました。

　Netflixの上陸後、dTV、Huluとどのよ
うに競い合うのかが注目の的だが、筆者
はdTVが一歩先を進んでいると見ている。
この3社が提供するSVODは、価格とコン
テンツと視聴デバイスが主な差別化要素
となる。価格はdTVが500円で提供してい
るため、競争の下限は限られている。コン
テンツについてはライセンスとオリジナル
の2種類に大別できるが、すでに飽和状
態となっているライセンス・コンテンツで
差別化できなくなるのは時間の問題だ。
オリジナル・コンテンツは現状では数が少
なすぎて、無料試聴期間で観ることがで
きる程度なので、まだ差別化要素と言え
るほどにはなっていない。視聴デバイス
についても主要なデバイスには3社いず
れも対応しているため差別化は難しい
が、dTVターミナルでテレビ機器と接続
し、専用リモコンで操作できるのはdTV

の利点だ。
　現状の競争だけでもdTVは他社の先
を行っているが、さらにUI／UXを日本人
の視聴スタイルに「最適化」している点が
最大のポイントだ。NetflixとHuluはユー
ザーが見たいコンテンツを選択して動画
が再生される。これは一見便利なようだ
が、数万点ものコンテンツの中からひとつ
を選び出すのは実はとても難しいことだ。
この点をdTVはSVODの弱点と捉え、テレ
ビと同じ「流しっぱなし」のUIを再現し、
コンテンツを選ばなくてもリラックスして
テレビの前に座っていれば編成された映
像コンテンツが次々に再生されるという
テレビのUXを再現している。もちろん、
他のVODと同じようにユーザー自らが視
聴するコンテンツを選択することも可能

だ。日本のテレビ放送の視聴スタイルに
なじんだユーザーをよく研究されてつく
られたデザインであり、米国流のNetflix

やHuluにはない視点だろう。これらに加
えてドコモの顧客基盤と販売網を生かせ
るのもdTVの優位な点だ。
　VODとして見れば他社より優位な位
置にあるdTVだが、懸念がないわけでは
ない。dTVをNTTドコモのサービスとして
見た場合には、方向性が見えづらい点が
ある。格安スマホの普及が進む現状にお
いて、携帯通信事業者としては帯域を消
費するリッチ・コンテンツで顧客をつなぎ
とめることは重要だ。dTVはまさにこの
リッチ・コンテンツであり、LTEで視聴す
ると2時間映画1本で1.5GBほどのデー
タ量が発生する。しかし、NTTドコモの
データMパックの利用可能データ量は
5GB。つまり、dTVで映画を月に3本も見
れば、簡単に上限に達してしまうのだ。
dTV単独での競争力に加え、インフラ側
もその魅力を最大限に発揮できる状態に
なっていることが望ましいのではないか。
　Netflix上陸によってVOD市場がさら
に拡大すると仮定するなら、MNO事業
者は「VODを生かすためのデータ通信プ
ラン」を準備することで、回線契約獲得
の機会につながるかもしれない。

UI変更によりザッピング視聴が可能に。画面上部のチャンネルバー（①）を左右にフリックするだけでジャンルの
切り替えができ、アプリ起動時に映画・ドラマの予告編が自動再生される（②）

①

②

〈 dビデオのユーザーインターフェース 〉 〈 dTVのユーザーインターフェース 〉

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）

ライブ配信も強化、
4K対応はこれから

競合サービスを一歩リード、
インフラとの連携が課題

ドコモの
サービス戦略におけるdTV
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2つの軸で情報を多重化して送っていま
すが、SCMAではさらに符号によって多
重化を行うことで、多量の情報を送れる
ようにしています。また今回開発した無
線アクセス技術では、通信手順を簡素
化することなどにより、遅延を低減し、接
続端末数を増やせるようにしています。
これによりIoTなどでの利用がしやすくな
るわけです。
　OFDMは、多数の狭い帯域幅の電波
（サブキャリア）を、その一部が重なり合っ
ても干渉を起こさない特別な間隔（直交
配置）で密に配置することで効率的に情
報を送る手法をとっています。一方、
F-OFDMとSCMAはこの直交配置を一部
崩し、他の要素で効率を向上させるもの
で、「非直交」技術と呼ばれます。これら
の技術は端末側で高度な信号処理がで
きるようになったことで実用化されたもの
で、移動通信の技術開発の大きなトレン
ドとなっています。当社は、この分野に非
常に力を入れています。
編集部：③の全二重通信とはどういうも
のですか。
鹿島：携帯電話では、基地局から端末
（下り）、端末から基地局（上り）の通信に
別々の周波数を使うFDDや別々のタイム
スロットを使うTDDという技術で、送受信
を同時に行えるようにしています。全二
重通信はこのFDDやTDD技術を使わず

ことができます。
編集部：かなり具体的に開発が進んで
いるのですね。商用化はいつ頃になりそ
うですか。
鹿島：これから標準化の議論が行われる
ので、まだはっきりしたことは言えません
が、並行して欧州の5GPPPや日本の
5GMFなどの5Gの推進団体とも協力して
技術開発を進め、2020年の商用化を実
現したいと考えています。

にひとつの周波数で同時に送受信を行お
うとするものです。これにより周波数利用
効率を大幅に高めることができます。
もちろん、何もしなければ自らが送信し
た電波が受信側にまわり込んでしまい、
通信ができなくなります。しかし全二重
通信では、送信側は自分が送った信号
を受信側の信号から差し引くことで通信
を可能にするのです。
編集部：電話機のエコー・キャンセラー
に似ていますね。
鹿島：原理は同じなのですが、デバイス
に非常に大きな信号処理能力が必要に
なるため実用化が困難でした。当社の検
証では、送信電力がある程度弱ければ
実用化できる目途が立っています。それ
でも当初は端末に実装するのは難しく、
まずは基地局側に機能を搭載することな
りそうです。
　④のMassive MIMOは、5Gでの利用
が見込まれている代表的な技術で、基地
局に配置した数十から数百のアンテナ素
子を活用して、伝送効率の大幅な向上
や電波の到達距離を伸ばすことが可能
になります。
　最後の⑤Polar符号は、電波に信号を
乗せて送る際に用いられる符号化技術
の最新のものです。LTEで使われている
Turbo符号やLDPC符号とは異なる原
理が用いられており、伝送効率を高める
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ファーウェイの
5Gへの取り組み
新たな無線インターフェースで

ビジネスに変革をもたらす

高速・大容量の次世代ネットワークを実現

2020年の商用化に向けて注目される5G（第5世代移動通信システム）。ファー
ウェイは2015 年4月、この5Gに対する当社の考え方と開発中の技術についてま
とめたホワイトペーパー『5G――新たな無線インターフェースと無線アクセス
の仮想化』を発表しました。
今号のHuaWaveでは、ファーウェイ・ジャパン　マーケティング＆ソリューション
セールス本部モバイル・ネットワーク担当CTOの鹿島毅に同ホワイトペーパーの
ポイントと5Gの技術動向について聞きました。 HuaWave編集部

5Gの研究開発に着手し、現在世界各地
の9か所の拠点で500名以上のエキス
パートがこれに従事しており、2018年ま
でに6億米ドル（約720億円※）の投資を見
込んでいます。こうした意欲的な取り組み
の成果がある程度出てきたので、今年3月
にバルセロナで開催されたMobile World 

Congress（MWC）2015で、当社が想定
している5Gのコンセプトや開発中の無線
インターフェースなどを発表しました。ホ
ワイトペーパーは、この内容を中心にまと
められています。

編集部：ファーウェイが考える5Gとは、ど
のようなものなのでしょうか。
鹿島：いま移動通信システムに強く求め
られていることとして、映像コンテンツや
クラウドの利用拡大などで急増するトラ
フィックに対処できる大容量ネットワー
クの実現が挙げられます。これに対応す
ることが5Gの大きな狙いのひとつです。
　もうひとつ重要な狙いとなるのが、こう
した既存のアプリケーションの延長にあ
るものだけでなく、現在のモバイル・ネッ
トワークでは対応できない新たなユース
ケースを実現することです。そのために
はネットワークの能力を大幅に強化する

必要があります。
　たとえば、これから普及が見込まれる
4K／8K映像をモバイル・ネットワークで
やりとりしようとすると、数十Mbpsから
数百Mbpsのスループットが必要になり
ます。バーチャル・リアリティのようなアプ
リケーションを実現するには、Gbpsクラ
スのスループットが必要になるかもしれ
ません。また、最近話題となっている車の
自動運転技術をクラウドからリアルタイ
ムにサポートするには、遅延時間を非常
に短くしなければなりません。さらに、膨
大な数のセンサーからネットワークを通
じて情報を収集するIoTを展開するには、
同時接続数を格段にアップさせる必要が
あります。
　こうしたさまざまなユースケースや今
後の技術の進歩を検討して、当社では
①現在の無線ネットワークに比べて
1,000倍のネットワーク容量（平方キロ
メートルあたり）の実現、②10Gbpsの高
スループット、③1ミリ秒未満の低遅延、
④1,000億以上の接続数に対応すること
などが、5Gに求められる要件になると考
えています。
編集部：モバイル・ネットワークの活用領
域が大きく広がることになるわけですね。
鹿島：単独で見れば、スマートフォンなど

の既存のアプリケーションが5Gの商用利
用の主要な部分を占めることになると思
います。一方で、それぞれの規模は大き
くないにしても、多種多様な数多くのア
プリケーションが利用されるようになり、
ロングテール的な市場が形成されること
になるでしょう。こうした幅広いユース
ケースに対応できる柔軟なネットワーク
をつくることが、5Gでは重要になります。
　ファーウェイでは、今後さまざまな業
種・業態の企業が5GでICTシステムやク
ラウドを接続して業務を刷新すると考え
ています。5Gがあらゆる業界でビジネス
の変革を可能にするプラットフォームに
なっていくと期待しているのです。

編集部：5Gはどのような技術によって実
現されると考えているのでしょうか。
鹿島：周波数、ネットワーク・アーキテク
チャ、無線インターフェースの3つを5G

の実現に向けた重要なファクターと考
え、それぞれ検討を進めています。
　まず周波数は、5Gでは10Gbpsといっ
た非常に高いスループットや、増えつづ
けるトラフィックに対処できる大容量の
ネットワークを実現するために非常に
広い帯域が必要になります。そこで現在

候補となる技術の開発も進められてお
り、ファーウェイも5Gの仕様の検討や技
術開発に積極的に取り組んでいます。
編集部：4月に発表したホワイトペーパー
はファーウェイの5Gに対する考え方を
まとめたものですね。
鹿島：そうです。ファーウェイは2009年に

れをどんな技術で実現するかはまだ決定
していません。今後、ITU-R（国際電気通
信連合無線通信部門）や3GPPで標準化
に向けてこれらを具体化していくことに
なっており、現在、世界の通信事業者や
インフラ・端末ベンダー、大学などで5G

に関する議論が活発に行われています。

編集部：まず、5Gとはどういうものなのか
をあらためて教えてください。
鹿島：携帯電話のシステムはアナログ方
式から、GSMや日本のPDCなどのデジタ
ル（TDMA）方式を経て、データ通信に対
応しやすい第3世代移動通信システム
（3G）へと進化してきました。およそ10年
間隔で、新しい無線技術を用いた次のシ
ステムへと移り変わってきたのです。
　ご存知の通り、日本ではすでに3Gの
後継となるLTEが主力になっており、そ
の発展規格であるLTE-Advancedの導
入も始まっています。5Gは、このLTE／
LTE-Advanced（以下、あわせてLTEと
表記）の次の世代、アナログ方式から数
えて5世代目の移動通信システムになり
ます。日本ではオリンピックが開催される
2020年に、世界に先駆けて5Gを商用化
することが計画されています。
　実は、5Gをどのようなものにするか、こ

は移動通信で使われていない6GHzから
100GHzまでの準ミリ波帯・ミリ波帯も利
用することが想定されていますが、この
帯域には電波が飛びにくいという問題が
あります。これに対して、LTEや3G携帯
電話で使われている帯域を含む6GHz以
下の低い周波数帯は、伝搬特性に優れ
ています。
　そこで当社は、6GHzより下の帯域を、
基本サービスを提供する「プライマリ周
波数」として使い、6GHz以上の周波数は
容量を拡大するための「補完周波数」と
して利用することを考えています。2つの
帯域を組み合わせて効率的に使ってい
こうというわけです。また、無線LANなど
で使われている免許不要帯域も5Gで活
用されていくことになると思います。
編集部：ネットワーク・アーキテクチャに
ついてはどのような検討が行われている
のですか。
鹿島：車の自動運転の実現には遅延の短
縮が必要だと述べましたが、遅延時間に
は無線アクセス以外に、サーバーやコア・
ネットワークの部分も大きく影響していま
す。遅延の短縮のためにはネットワーク
構成全体を見直す必要があるのです。具
体的には、ゲートウェイやサーバーをでき
るだけネットワークのエッジ側に持ってい
くことや、端末間で直接通信をするといっ
たことなどが考えられています。

　もうひとつ、ファーウェイが強く打ち出
しているのが、「リソース・スライス」という
考え方です。5Gではさまざまな用途で多
様なサービスが使われることが想定され
ていますが、アプリケーションによって必
要なリソースは異なります。そこで通信
ネットワークを仮想化するNFV（Network 

Functions Virtualization）／SDN

（Software Defined Network）を活用
して、固定・無線ネットワークのリソース
を用途ごとに、最適な形で切り出して効
率的にサービスを提供することを考えて
います。

編集部：無線インターフェースではどの
ような取り組みを行っているのですか。
鹿島：この分野については、MWC 2015

で5G向けの新無線インターフェース技
術として発表しています。これは、①
F-OFDM（Filtered-Orthogonal Fre-

quency Division Multiplexing：フィル
ター直交周波数分割多重）、②SCMA

（Sparse Code Multiple Access）
ベースの非直交アクセス技術の2つの無
線アクセス技術に、③全二重通信、④
Massive MIMO、⑤Polar符号を加えた
5つの5Gの候補技術を構成要素とする
ものです。これらの技術を用いて構築し
た無線インターフェースは、単独であら

ゆる5Gのアプリケーションに対応するこ
とができ、現行のLTE-Advancedに比べ
て周波数利用効率を3倍に高めることが
可能です。
編集部：先ほど述べられた6GHz以下の
周波数には移動通信に割り当てられる
帯域が少ないことを考えると、この無線
インターフェースは魅力的なものと言え
ますね。
鹿島：はい。ただ、当社はこの無線イン
ターフェースを特に低い周波数で利用
することを前提としているわけではなく、
6GHzを超える高い周波数を含む5Gの
すべての帯域で使えるものだと考えて
います。
編集部：①～⑤の技術について、もう少
し詳しく説明してください。
鹿島：かなり細かな技術の話になります
ので、ここでは大まかなイメージをつかん
でいただければと思います。
　まず①のF-OFDMは、LTEで使われて
いるOFDM（直交周波数分割多重）技術
を拡張したものです。OFDMの電波をデ
ジタル・フィルターで分割し、それぞれの
ブロックのパラメーターを用途に応じて
最適化することで、システム全体の効率
を向上させます。
　②に用いられているSCMAも、OFDM

によるアクセス方式（OFDMA）を拡張し
た技術です。OFDMAは時間と周波数の

移動通信の活用領域を広げる

用途に応じて機能を切り出す

図1　ファーウェイの5G研究開発拠点

図2　ロングテール部分のユースケースまでカバーする5G
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2つの軸で情報を多重化して送っていま
すが、SCMAではさらに符号によって多
重化を行うことで、多量の情報を送れる
ようにしています。また今回開発した無
線アクセス技術では、通信手順を簡素
化することなどにより、遅延を低減し、接
続端末数を増やせるようにしています。
これによりIoTなどでの利用がしやすくな
るわけです。
　OFDMは、多数の狭い帯域幅の電波
（サブキャリア）を、その一部が重なり合っ
ても干渉を起こさない特別な間隔（直交
配置）で密に配置することで効率的に情
報を送る手法をとっています。一方、
F-OFDMとSCMAはこの直交配置を一部
崩し、他の要素で効率を向上させるもの
で、「非直交」技術と呼ばれます。これら
の技術は端末側で高度な信号処理がで
きるようになったことで実用化されたもの
で、移動通信の技術開発の大きなトレン
ドとなっています。当社は、この分野に非
常に力を入れています。
編集部：③の全二重通信とはどういうも
のですか。
鹿島：携帯電話では、基地局から端末
（下り）、端末から基地局（上り）の通信に
別々の周波数を使うFDDや別々のタイム
スロットを使うTDDという技術で、送受信
を同時に行えるようにしています。全二
重通信はこのFDDやTDD技術を使わず

ことができます。
編集部：かなり具体的に開発が進んで
いるのですね。商用化はいつ頃になりそ
うですか。
鹿島：これから標準化の議論が行われる
ので、まだはっきりしたことは言えません
が、並行して欧州の5GPPPや日本の
5GMFなどの5Gの推進団体とも協力して
技術開発を進め、2020年の商用化を実
現したいと考えています。

にひとつの周波数で同時に送受信を行お
うとするものです。これにより周波数利用
効率を大幅に高めることができます。
もちろん、何もしなければ自らが送信し
た電波が受信側にまわり込んでしまい、
通信ができなくなります。しかし全二重
通信では、送信側は自分が送った信号
を受信側の信号から差し引くことで通信
を可能にするのです。
編集部：電話機のエコー・キャンセラー
に似ていますね。
鹿島：原理は同じなのですが、デバイス
に非常に大きな信号処理能力が必要に
なるため実用化が困難でした。当社の検
証では、送信電力がある程度弱ければ
実用化できる目途が立っています。それ
でも当初は端末に実装するのは難しく、
まずは基地局側に機能を搭載することな
りそうです。
　④のMassive MIMOは、5Gでの利用
が見込まれている代表的な技術で、基地
局に配置した数十から数百のアンテナ素
子を活用して、伝送効率の大幅な向上
や電波の到達距離を伸ばすことが可能
になります。
　最後の⑤Polar符号は、電波に信号を
乗せて送る際に用いられる符号化技術
の最新のものです。LTEで使われている
Turbo符号やLDPC符号とは異なる原
理が用いられており、伝送効率を高める
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5Gの研究開発に着手し、現在世界各地
の9か所の拠点で500名以上のエキス
パートがこれに従事しており、2018年ま
でに6億米ドル（約720億円※）の投資を見
込んでいます。こうした意欲的な取り組み
の成果がある程度出てきたので、今年3月
にバルセロナで開催されたMobile World 

Congress（MWC）2015で、当社が想定
している5Gのコンセプトや開発中の無線
インターフェースなどを発表しました。ホ
ワイトペーパーは、この内容を中心にまと
められています。

編集部：ファーウェイが考える5Gとは、ど
のようなものなのでしょうか。
鹿島：いま移動通信システムに強く求め
られていることとして、映像コンテンツや
クラウドの利用拡大などで急増するトラ
フィックに対処できる大容量ネットワー
クの実現が挙げられます。これに対応す
ることが5Gの大きな狙いのひとつです。
　もうひとつ重要な狙いとなるのが、こう
した既存のアプリケーションの延長にあ
るものだけでなく、現在のモバイル・ネッ
トワークでは対応できない新たなユース
ケースを実現することです。そのために
はネットワークの能力を大幅に強化する

必要があります。
　たとえば、これから普及が見込まれる
4K／8K映像をモバイル・ネットワークで
やりとりしようとすると、数十Mbpsから
数百Mbpsのスループットが必要になり
ます。バーチャル・リアリティのようなアプ
リケーションを実現するには、Gbpsクラ
スのスループットが必要になるかもしれ
ません。また、最近話題となっている車の
自動運転技術をクラウドからリアルタイ
ムにサポートするには、遅延時間を非常
に短くしなければなりません。さらに、膨
大な数のセンサーからネットワークを通
じて情報を収集するIoTを展開するには、
同時接続数を格段にアップさせる必要が
あります。
　こうしたさまざまなユースケースや今
後の技術の進歩を検討して、当社では
①現在の無線ネットワークに比べて
1,000倍のネットワーク容量（平方キロ
メートルあたり）の実現、②10Gbpsの高
スループット、③1ミリ秒未満の低遅延、
④1,000億以上の接続数に対応すること
などが、5Gに求められる要件になると考
えています。
編集部：モバイル・ネットワークの活用領
域が大きく広がることになるわけですね。
鹿島：単独で見れば、スマートフォンなど

の既存のアプリケーションが5Gの商用利
用の主要な部分を占めることになると思
います。一方で、それぞれの規模は大き
くないにしても、多種多様な数多くのア
プリケーションが利用されるようになり、
ロングテール的な市場が形成されること
になるでしょう。こうした幅広いユース
ケースに対応できる柔軟なネットワーク
をつくることが、5Gでは重要になります。
　ファーウェイでは、今後さまざまな業
種・業態の企業が5GでICTシステムやク
ラウドを接続して業務を刷新すると考え
ています。5Gがあらゆる業界でビジネス
の変革を可能にするプラットフォームに
なっていくと期待しているのです。

編集部：5Gはどのような技術によって実
現されると考えているのでしょうか。
鹿島：周波数、ネットワーク・アーキテク
チャ、無線インターフェースの3つを5G

の実現に向けた重要なファクターと考
え、それぞれ検討を進めています。
　まず周波数は、5Gでは10Gbpsといっ
た非常に高いスループットや、増えつづ
けるトラフィックに対処できる大容量の
ネットワークを実現するために非常に
広い帯域が必要になります。そこで現在

候補となる技術の開発も進められてお
り、ファーウェイも5Gの仕様の検討や技
術開発に積極的に取り組んでいます。
編集部：4月に発表したホワイトペーパー
はファーウェイの5Gに対する考え方を
まとめたものですね。
鹿島：そうです。ファーウェイは2009年に

れをどんな技術で実現するかはまだ決定
していません。今後、ITU-R（国際電気通
信連合無線通信部門）や3GPPで標準化
に向けてこれらを具体化していくことに
なっており、現在、世界の通信事業者や
インフラ・端末ベンダー、大学などで5G

に関する議論が活発に行われています。

編集部：まず、5Gとはどういうものなのか
をあらためて教えてください。
鹿島：携帯電話のシステムはアナログ方
式から、GSMや日本のPDCなどのデジタ
ル（TDMA）方式を経て、データ通信に対
応しやすい第3世代移動通信システム
（3G）へと進化してきました。およそ10年
間隔で、新しい無線技術を用いた次のシ
ステムへと移り変わってきたのです。
　ご存知の通り、日本ではすでに3Gの
後継となるLTEが主力になっており、そ
の発展規格であるLTE-Advancedの導
入も始まっています。5Gは、このLTE／
LTE-Advanced（以下、あわせてLTEと
表記）の次の世代、アナログ方式から数
えて5世代目の移動通信システムになり
ます。日本ではオリンピックが開催される
2020年に、世界に先駆けて5Gを商用化
することが計画されています。
　実は、5Gをどのようなものにするか、こ

ファーウェイのホワイトペーパー『5G――
新たな無線インターフェースと無線アク
セスの仮想化』は当社ウェブサイトからダ
ウンロードできます。

は移動通信で使われていない6GHzから
100GHzまでの準ミリ波帯・ミリ波帯も利
用することが想定されていますが、この
帯域には電波が飛びにくいという問題が
あります。これに対して、LTEや3G携帯
電話で使われている帯域を含む6GHz以
下の低い周波数帯は、伝搬特性に優れ
ています。
　そこで当社は、6GHzより下の帯域を、
基本サービスを提供する「プライマリ周
波数」として使い、6GHz以上の周波数は
容量を拡大するための「補完周波数」と
して利用することを考えています。2つの
帯域を組み合わせて効率的に使ってい
こうというわけです。また、無線LANなど
で使われている免許不要帯域も5Gで活
用されていくことになると思います。
編集部：ネットワーク・アーキテクチャに
ついてはどのような検討が行われている
のですか。
鹿島：車の自動運転の実現には遅延の短
縮が必要だと述べましたが、遅延時間に
は無線アクセス以外に、サーバーやコア・
ネットワークの部分も大きく影響していま
す。遅延の短縮のためにはネットワーク
構成全体を見直す必要があるのです。具
体的には、ゲートウェイやサーバーをでき
るだけネットワークのエッジ側に持ってい
くことや、端末間で直接通信をするといっ
たことなどが考えられています。

　もうひとつ、ファーウェイが強く打ち出
しているのが、「リソース・スライス」という
考え方です。5Gではさまざまな用途で多
様なサービスが使われることが想定され
ていますが、アプリケーションによって必
要なリソースは異なります。そこで通信
ネットワークを仮想化するNFV（Network 

Functions Virtualization）／SDN

（Software Defined Network）を活用
して、固定・無線ネットワークのリソース
を用途ごとに、最適な形で切り出して効
率的にサービスを提供することを考えて
います。

編集部：無線インターフェースではどの
ような取り組みを行っているのですか。
鹿島：この分野については、MWC 2015

で5G向けの新無線インターフェース技
術として発表しています。これは、①
F-OFDM（Filtered-Orthogonal Fre-

quency Division Multiplexing：フィル
ター直交周波数分割多重）、②SCMA

（Sparse Code Multiple Access）
ベースの非直交アクセス技術の2つの無
線アクセス技術に、③全二重通信、④
Massive MIMO、⑤Polar符号を加えた
5つの5Gの候補技術を構成要素とする
ものです。これらの技術を用いて構築し
た無線インターフェースは、単独であら

ゆる5Gのアプリケーションに対応するこ
とができ、現行のLTE-Advancedに比べ
て周波数利用効率を3倍に高めることが
可能です。
編集部：先ほど述べられた6GHz以下の
周波数には移動通信に割り当てられる
帯域が少ないことを考えると、この無線
インターフェースは魅力的なものと言え
ますね。
鹿島：はい。ただ、当社はこの無線イン
ターフェースを特に低い周波数で利用
することを前提としているわけではなく、
6GHzを超える高い周波数を含む5Gの
すべての帯域で使えるものだと考えて
います。
編集部：①～⑤の技術について、もう少
し詳しく説明してください。
鹿島：かなり細かな技術の話になります
ので、ここでは大まかなイメージをつかん
でいただければと思います。
　まず①のF-OFDMは、LTEで使われて
いるOFDM（直交周波数分割多重）技術
を拡張したものです。OFDMの電波をデ
ジタル・フィルターで分割し、それぞれの
ブロックのパラメーターを用途に応じて
最適化することで、システム全体の効率
を向上させます。
　②に用いられているSCMAも、OFDM

によるアクセス方式（OFDMA）を拡張し
た技術です。OFDMAは時間と周波数の

周波数利用効率を3倍に

100MHz 1GHz 10GHz 100GHz

10KHz

100KHz

1MHz

10MHz

100MHz

帯域幅

1GHz

5G
complementary

5Gprimary

1G

3G
4G

2G

6GHz

• プライマリ周波数が基本サービスを提供
• 補完周波数により5Gテクノロジーのさらなる拡張をサポート

図3　5Gにおける周波数の活用

図4　5Gでの活用が検討される新たな無線インターフェース

Massive MIMO
（空間多重）
スループット向上 Polar符号

（チャネル符号化)
信頼性の向上

F-OFDM
（フレキシブルな波形）
多様なサービスに対応

コネクテッド・カー
超低遅延化と
高信頼性

IoTサービス
膨大な数の
接続 

SCMA
ビデオ

超高速スループット
（多元接続）
接続数の向上
低遅延化

全二重
（デュプレックス・モード）
スループットの向上

モバイル・
インターネット

モバイル
IoT

単一の無線インターフェースでさまざまなシナリオに柔軟に対応し、周波数利用効率を3倍以上向上
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S P E C I A L
ファーウェイ・ジャパンのイベント・レポート

ファーウェイ・ジャパンは日本のICT業界の皆様に当社の製品とソリューションを
幅広く知っていただくために、業界のキー・イベントに積極的に参加しています。
今年4月から6月にかけて出展・講演を行った4つのイベントの模様をダイジェスト
でお届けします。

サービス・エッジルーターを展示したほ
か、地域BWAを見据えた次世代の無線
ブロードバンド・アクセス・ソリューション
として、eLTE アクセス・ソリューションの
参考展示も行いました。専門技術セミ
ナーでは、ファーウェイ ICTエキスパート
のクレイグ・ムーア（Craig Moore）が
「Strategy of cable technology of 

MSO」と題し、ファーウェイのケーブルテ
レビ事業者向けソリューションについて
解説しました。

ストレージ部門）を受賞しました。
　また、初日に行われた基調講演では
ファーウェイ法人向け事業グループ プレ
ジデント兼ファーウェイ・ジャパン代表取
締役会長 閻力大（エン・リダ）が「Driving 

ICT Innovation to build a better 

connected world」をテーマに講演しま
した。講演に先立って、ファーウェイ・ジャ
パンの設立10周年を記念し、Interop 

Tokyo 2015の主催者であるナノオプト・
メディアの代表取締役社長  藤原洋氏
より記念トロフィーが贈られました。

　初出展となる同イベントでは、次世代
ケーブル・アクセス・ネットワーク・アーキ
テクチャであるD-CCAP（Distributed 

Converged Cable Access Platform）
をベースとしたDOCSIS3.1準拠のシス
テム（CMC）、それを支えるNG-PON 

OLTシステムを中心に、バックホール・
ネットワーク・システムとして100G対応
コンパクトWDM、IPネットワーク、マルチ

のビジョンについて、また同会場内セミ
ナーにおいてモバイルネットワーク担当
CTO鹿島毅（写真②）が5Gに関するファー
ウェイの取り組みについて講演しました。ワ
イヤレス・テクノロジー・パーク2015では、
「2020年にむけた5G開発と実用化の動向 

パート1」と題するセミナーにおいて
ファーウェイ フェローでワイヤレス・
ネットワークCTOの童文（トン・ウェン、写
真③）が5Gネットワークを実現する技術と
ソリューションを解説しました。

　メイン・ブースでは「SD-DC²（Service-

Dr iven Distr ibuted  Cloud Data  

Center）」「アジャイル・ネットワーク」「通
信ネットワーク」「オープンな協業」の4つ
のセクションで製品やソリューションを紹
介。また特別企画「 IoT World」「SDI 

ShowCase」でもテーマ展示を行ったほ
か、出展各社が共同で構築する会場内ネッ
トワーク「ShowNet」にも参加しました。
　会期中に発表された「Best of Show 

Award」では、ファーウェイのコア・ルー
ター『NE5000E』がグランプリ（キャリア／
ISPネットワーキング部門）を、ミッション
クリティカル・サーバー『Fusion Server 

RH8100 V3』が準グランプリ（サーバ＆

　ワイヤレスジャパン2015では、モバイ
ルテクノロジー＆ビジネスコンファレンス
においてファーウェイ・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、
写真①）が5G技術に対するファーウェイ

 4K/8K映像サービスを家庭に配信する
FTTxソリューション、5G モバイルサー
ビスに向けたフロントホール・ソリュー
ション、光伝送装置とメトロエリアの100G 

WDMソリューション、トランスポート・
ネットワークへのSDN適用事例を紹介。
G.Fast対応製品およびDOCSIS3.0対
応製品を用いたエンド・ツー・エンド4Kビ
デオのライブデモと、2Tbps伝送のデモ
を日本で初めて公開しました。専門技術
セミナーでは、ファーウェイ固定ネット
ワーク製品管理部門チーフ・プランナー 

熊宇鵬（シュン・ユープォン）が「革新的な
固定回線アクセス技術が実現する未来」
と題した講演を行いました。

第15回
光通信技術展（FOE2015）

Interop Tokyo 2015

ケーブル技術ショー2015

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジー・パーク
2015

FOE2015：4月8～10日、東京ビッグサイトで開催

①Interop Tokyo 2015：6月10～12日、幕張メッセ
で開催　②「Best of Show Award」でグランプリ
を受賞した大容量コア・ルーター『NE5000E』は、
400ギガビット・イーサネットに対応したIPパケット
転送性能と、業界トップクラスの省電力、従来比
1/4以下の省スペース化を実現　③『NE5000E』
グランプリ受賞にあたり、慶應義塾大学環境情報
学部教授 中村修氏（右）から賞を受け取る閻力大
④『FusionServer RH8100 V3』準グランプリ受賞
にあたり、日経BP編集長 加藤雅浩氏（右）から賞
を受け取るファーウェイ・ジャパン代表取締役社長 
王剣峰

ファーウェイ・ジャパン設立10周年を記念したトロ
フィーをInterop Tokyo主催者から贈呈 ケーブル技術ショー2015：6月10～11日、東京国際フォーラムで開催
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ワイヤレスジャパン2015、ワイヤレス・テクノロジー・パーク2015：5月27～29日、東京ビッグサイトで開催
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　2015年5月1日から日本でも事業者が
販売する端末のSIMロック解除化が義務
付けされた。原則として事業者は、顧客の
要望に応じて自社が販売した端末のロッ
クを外さなくてはならなくなった。これによ
り日本でもますます「SIMフリー」という言
葉の認知度が高まることが期待される。
　MNO販売の大手メーカーのスマート
フォンは、機能が豊富なことや販売元が
明確なことから中古端末であっても安心
して購入できるものとなる。だが、ロック解
除後に他のMNO／MVNOで端末として
使うにしても、別のMNOのロゴが入って
いたり、プリインストール・アプリに不要な
ものが入っていたりと、一般消費者にとっ
てはやや使い勝手の悪い製品に見えてし
まうだろう。これに対して最初からSIMフ
リーで販売されているスマートフォンな
ら、余計なプリインストール・アプリも少
なく、どのMNO／MVNOでも使いやすい。
　いずれにせよSIMロック解除が義務化
されたことで、日本でもようやく端末と回
線（SIM）を別々に購入して利用するとい
う考え方が一般消費者の間にも広く認知
されるようになるだろう。そうなれば、メー
カーが単独で販売するSIMフリー・ス
マートフォンへの注目度もいままで以上
に高まるはずだ。日本のSIMフリー端末市
場はこれから成長期に入ることが期待で
きそうだ。

だけで26種類もあり、本体のカラバリの
組み合わせは実に520種類にも及ぶ。実
店舗ではこれだけの種類の製品の在庫
を置くことは不可能で、オンラインストア
だからこそできる販売方法だ。

　ところで、海外ではSIMを2枚装着でき
るデュアルSIM端末の人気が高まりつつ
ある。新興国では格安SIMを組み合わせ
て使い、ヨーロッパでは陸続きで移動で
きる隣国のSIMを入れるなど、複数SIM

の利用が広がりつつある。実は日本で販
売されるSIMフリー端末の中にもデュア
ルSIM搭載の製品は多い。ファーウェイ
が6月に日本で販売を開始したハイエン
ドモデル『honor6 Plus』（P26 参照）も
デュアルSIM仕様だ。
　現在販売されているデュアルSIM端末
は片側がGSMのみとなっており、日本国
内では2枚のSIMを同時待受けすること
ができない。海外旅行に出れば、片側を
現地の格安S I Mでデータ通信用に、
GSM側に日本のSIMを入れて電話の着
信を受ける、という使い方はできる。しか
し、いまや低価格なMVNOのSIMが簡単
に入手できる状況を考えれば、日本でも
MNOのSIMとMVNOのSIMを組み合わ
せる使い方がこれから増えてくるだろう。
デュアル3G、あるいはデュアルLTE同時
待受けに対応した製品がそろそろ出てき
てほしいものだ。

持っている人でも、アクセサリー類はシャ
オミのものをついつい買ってしまうわけだ。

　このような自社オンラインストアを、中
国では各メーカーが続 と々立ち上げてい
る。OnePlusやIUNIといったハイエンド
製品数機種に絞ったメーカーなどは、実
店舗を持たずにオンライン販売に特化し
ている場合もある。またファーウェイや
シャオミのほか、OPPOなど他の中国
メーカーも、インドネシアなど新興国へ
進出する際にはオンラインストアも展開
し、実店舗で買えなくともネットで簡単に
端末を購入できるようにしている。各メー
カーはオンラインストアで華やかなハイ
エンド製品をアピールしつつ、低価格品
も同時に提供。消費者の関心の目を向け
させて、実際は低価格なエントリー品を
買ってもらう、そんな戦略で新興国でも
徐々に販売数を増やしているのである。
　またiPhoneならばどこへ行ってもアク
セサリー類は購入できるが、新興メー
カーの製品となると液晶保護フィルムで
すら探すのは難しい。だがオンラインスト
アでケースやフィルムまで販売されてい
れば、消費者は安心してその端末を買う
ことができる。オンライストアはメーカー
にとってはもちろん、消費者にとってもメ
リットの大きい存在なのだ。
　一方、オンラインストアを使って端末
の受注販売の利点を最大限に生かした
販売を行っているのが、レノボに買収さ
れたモトローラだ。同社はアメリカと中国
で一部のモデルを自由にカスタマイズし
て購入できる『Moto Maker』というオン
ラインストアを開設している。同サイトで
は、ベースとなるモデルを決めたら、電池
カバーの種類、フロントカラー、スピー
カーや背面ロゴ周りの色などを自分好み
にカスタマイズできるのだ。電池カバー

小米（シャオミ）だ。同社は新製品をまず
オンラインストアで告知、限定数を受け
付け、販売開始初日には数十万台が数
秒レベルで売り切れることが当たり前の
ようになっている。
　スマートフォンのオンライン販売が好
調なシャオミは、本体のケースや交換電
池などの販売も開始。ストラップや本体
を立てるスタンドなど自社ブランドのアク
セサリー類も扱うようになり、いまでは家
庭用の電源タップからライバルである
iPhone用のケーブルまで、自社製品以
外で使えるアクセサリー・周辺機器を
100種類以上も揃えている。
 つまりオンラインストアは端末だけを売
るのではなく、そのメーカーのブランド品
を売るところにもなっているのである。
シャオミのウェブサイトを訪問すれば、た
とえスマートフォンを買わなくとも、他の機
種で使えるモバイル・バッテリー、端末を
入れるポーチ、果ては同社のマスコット
のぬいぐるみやTシャツまでさまざまなも
のが購入できる。他メーカーの製品を

前年同期比で33.2％増加しており、携帯
電話総契約数に占める割合も同比1.2ポ
イント増の5.8%で着 と々高まっている。
　MVNO各社の基本料金の引き下げ合戦
もいずれ限界が来るだろう。そうなると次
の競争のステージは扱う端末の種類とな
るかもしれない。SIMフリー端末の注目度
はさらに高まる可能性を秘めているのだ。

　MVNOにとってなくてはならない存在
となっているSIMフリー・スマートフォン。
だが端末メーカーもMVNO経由の販売
だけに頼るのではなく、自社での直接販
売も強化している。今年5月にはファー
ウェイが自社オンラインストア『Vモール』
を日本でも開始（P26 参照）。アジア各国
で展開中のVモールの日本上陸は、日本
市場でのSIMフリー端末の拡販に本腰
を入れることを意味している。
　オンラインストアで販売シェアを急激
に高めているのが中国の新興メーカー、

　日本でもSIMフリー・スマートフォンの
存在感がじわじわと高まっている。家電
量販店の週間販売台数や価格調査サイ
トの人気ランキングでSIMフリー・スマー
トフォンが上位10以内にランクインする
ことも増え、高機能な上位モデルも出て
くるなど製品のバリエーションも広がり
を見せている。日本で販売されるSIMフ
リー・スマートフォンの機種数は、仕様違
いなどを含めると2015年6月時点で50

機種を超えている。
　このSIMフリー端末市場の拡大を後押
ししているのがMVNO事業者の存在だ。
いまや各MVNOは種類豊富なSIMフリー・
スマートフォンの中から自社サービスに見
合ったものを調達し、販売している。最近
ではMVNO契約と同時にSIMフリー・ス
マートフォンを購入する消費者も多い。
総務省によると日本のMVNO契約者数
は2014年第3四半期時点で892万契約、

モバイルが変える未来

アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携
帯電話研究家・ライターの山根康宏氏に、モバイルとICTを
取り巻く日本と世界の現状と動向、そしてさらにその先につ
いて解説していただくこのコーナー。スマートフォンの登場
によって大きく変わった私たちのモバイル・ライフは、これか
らどうなっていくのか？ グローバルな動きをクローズアップ
し、コミュニケーションの未来を探ります。今回は、1年前の
連載第1回で取り上げたSIMフリー端末について、さらなる
成長を遂げた市場の現状を取り上げます。

成長期を迎える
日本のSIMフリー端末市場

山根康宏
（やまね やすひろ）

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

増えるオンラインストア
アクセサリーも販売

各社がオンライン販売を拡大
端末のカスタマイズも

製品種類が増加
MVNOには必須の存在

格安SIMに最適
待たれるデュアルLTE端末

ロック解除義務化で
さらなる市場拡大へ

1.タイムセールも実施するファーウェイのオンラインストア『Vモール』中国版　2.ヨーロッパでも独自ブランドのSIM
フリー端末が増加（写真はギリシャのTurbo-X）。家電店と組んでオンライン販売も強化している
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A. 昨年9月、ファーウェイの任正非（レン・
ジェンフェイ）CEOがフランスのマニュエ
ル・バルス（Manuel Valls）首相と会談し、
対仏投資の強化がファーウェイとフラン
スの双方にとって有益なものであること
を強調しました。具体的には、フランスが
得意とする領域に特化したR&Dに注力
し2018年までに600人の雇用を新たに
創出すること、国内のサプライヤーから
の調達を拡大して中小企業の発展に貢
献すること、高等教育機関との連携を図
りICT人材の育成をサポートすることを
目指しており、2014～2018年の5年間で
6億ユーロ（約810億円※）相当の対仏投
資を計画しています。

A. 現在、ファーウェイはフランス国内に
コネクテッド・ホーム、チップセット、デザ
イン、数学の各分野に特化した4つの研
究所を設置しており、全体で100名以上
が研究に携わっています。いずれもフラン
スが強みを持つ分野です。フランスは数
学界でもっとも権威のあるフィールズ賞
受賞者を含む多くの優れた数学者を生
み出している国であり、ファーウェイの数
学研究センターではその優秀な人材を
生かし、国内有数の大学や研究機関とも
連携しながら、ネットワークの大容量化
や省電力化といったICTへの応用を念頭
に置いた数学研究を進めています。今年
3月に設立されたデザイン研究センター
は、ファーウェイがデザインにおけるイノ
ベーションを専門とした研究センターと
して初めて開設したもので、スマート・
ウェアラブル製品『TalkBand B2』（Ｐ27

参照）をはじめ、さまざまな端末製品のデ
ザインを手がけています。ラグジュアリー・

デザイン、ファッション、自動車、3D、デジ
タル、ブランド戦略などを専門とする10人
のデザイナーが所属し、サイエンス、芸
術、技術など多彩な分野で活躍するフラン
スの著名デザイナー、マチュー・ルアヌー
ル（Mathieu Lehanneur）がチーフ・デザ
イナーを務めています。

A. 国内の中小企業やベンチャーの成長
促進はフランス政府にとって重要課題の
ひとつです。そこで昨年ファーウェイは、
フランス企業振興機構（UBIFRANCE、
現Business France）および国内のイノ
ベーションを促進する各団体の協賛に
より、「Digital In-Pulse」というスタート
アップ企業支援のためのイノベーション・
コンテストをスタートしました。このコン
テストでは、フランスの起業エコシステム
のさらなる発展を支援するとともに、デジ
タル経済におけるフランスと中国の関係
を強化することを目標としています。第1

回のコンテストでは200社近いICT分野
のスタートアップ企業がビッグデータ、
IoT、スマート・シティの3つのテーマでビ
ジネスのアイデアを競いました。審査委
員会はフランスのICT業界における著名
な専門家、投資家、研究者16名の審査
員からなり、2010年にフィールズ賞を受
賞したフランス人数学者セドリック・ヴィ
ラニ（Cédric Villani）氏が審査員長を務
めています。各テーマの優勝者は5万

ユーロ（約675万円※）の賞金を授与され
たほか、中国・深圳にあるファーウェイ本
社で中仏企業間の交流とイノベーション
の推進を目的に開催された「Dig i ta l 

In-Pulseフォーラム」にも招待されまし
た。今年はさらに内容を拡大し、中国の
スタートアップをフランスへ誘致すること
で、両国の交流をよりいっそう深めること
を目指しています。

A. 2013年から、フランス最大のNPOとし
てホームレス支援を行うエマウス
（Emmaüs）とともに、貧困によるデジタ
ル・デバイドの解消を目指し、ホームレ
ス・シェルターで暮らす人々に通信手段
を提供するプログラムを実施していま
す。ファーウェイがスマートフォンを、通
信事業者ニュメリケーブル-SFRが通信
回線を無償で提供するこのプログラム
により、これまで2,000人以上のホーム
レスの方たちが就労や家族・友人との連
絡に必要な通信手段を得ています。その
ほかにも数々のNPOに協力し、障害を持
つ子どもたちや高齢者の支援、環境保
護活動などさまざまな目的でスマート
フォンやタブレットなどの端末を寄贈し
ています。
　また、電子廃棄物を削減し、環境責任
意識のある消費者行動を奨励する活動
として、使用済みの携帯端末を下取りし
てリサイクルや再利用を行う「スマート・

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。

現地の強みを生かしたR＆Dに注力
マニュエル・バルス首相（右）と会談するファーウェイ
の創業者兼CEO任正非

Q. そのほかに、フランスならではの
取り組みはありますか？

エクスチェンジ」プログラムを実施して
います。同プログラムのウェブサイトでは
使用済み端末の状態などを入力して下
取り価格の計算ができるほか、他社製品
も含めた各メーカーの新しい端末を下
取り分を割り引いた価格で購入でき、使
用済み端末は専用パッケージで郵送し
て回収します。
　このほか、ファーウェイがグローバル
で実施しているICT人材育成プログラ
ム「Seeds for the Future」の一環とし
て、毎年15名のICT分野を専攻する学
生を中国での研修プログラムに招待し
ています。
　フランスの作家、ヴィクトル・ユゴーは
「武力による侵略には抵抗できるが、アイ
デアが広まるのには抵抗できない（O n 

résiste à l'invasion des armées; 

on ne résiste pas à l'invasion des 

idées）」と述べています。国境を越え
て世界中でイノベーションを推進する
ファーウェイは、ここフランスでも、革新
的な技術とアイデアで社会に価値をもた
らしつづけています。

Q. 昨秋、ファーウェイはフランスで
のR&D投資とパートナー企業との
協業をより強化していくことを発
表しました。これはどのような計画
なのでしょうか？

Q. どのような分野で研究開発を
行っているのですか？

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
ブローニュ＝ビヤンクール（本部）、パリ、イシー＝レ＝ムリノー、ボルドー、リール、
ナント、ソフィア・アンティポリス
約700名、うち80％以上が現地採用（2015年6月現在）

：
：

：

ファーウェイ・フランス

固定電話加入者数・普及率 ：3,908万人・60.8％
携帯電話加入者数・普及率 ：6,332万人・98.5％
インターネット普及率（利用者ベース） ：81.9％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ：2,494万人・38.8％（ITU調べ、2013年現在）
主要通信事業者 ：オランジュ（Orange）、ニュメリケーブル-SFR（Numericable-SFR）、
ブイグ・テレコム（Bouygues Telecom）、フリー（Free）

フランスの通信事情

※1ユーロ135円換算

ファーウェイ・フランス
Q. CSR活動には
どんなものがありますか？

パリに設立したデザイン研究センター。オープニング・セレモニーにはファーウェイの輪番CEO胡厚崑（ケン・フー、
左から4人目）のほか、国会関係担当大臣ジャン＝マリー・ル・グエン（Jean-Marie Le Guen）氏（右から4人目）、
パリ副市長ジャン＝ルイ・ミシカ（Jean-Louis Missika）氏（右から3人目）などが出席。右から2人目がチーフ・デザ
イナーのマチュー・ルアヌール

2014年の「Digital In-Pulse」コンテスト授賞式。
数学者セドリック・ヴィラニ氏（左から9人目）が審査
員長を務めた

中国人の父とフランス人の母を持ち、西アフリカで18年間を過ご
す。政治学院（Institut d'Études Politiques）を卒業し、環境法
の修士号を持つ。ブリュッセルの欧州委員会環境総局、スイスの
フィリップ モリス インターナショナルを経て、パリのマイクロソフト
で政府担当マネージャーを7年間務め、2012年2月にファーウェイ
に入社。広報部ディレクターとして、メディアや政府などのステーク
ホルダーとのコミュニケーションを通じてファーウェイがフランス国
内のエコシステムに貢献できるよう取り組んでいる。プライベートで
は乗馬やヨガ、バレエ鑑賞を楽しむ。ファーウェイがスポンサーと
なっているサッカー・チーム、パリ・サンジェルマンFCのサポーター
でもある。

ファーウェイ・フランス
広報部ディレクター
イザベル・ルン
（Isabelle Leung）

今回登場するのは…

フランス
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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。

M1』など）、ウェアラブル（『TalkBand B1』）や関連アクセサリーな
ど、幅広い製品を取り扱っています。
　ファーウェイ・ジャパンは昨年6月からスマートフォン『Ascend 

G6』をはじめとするSIMフリー端末の発売を開始し、製品ライン
ナップを拡充してきました。今年5月のSIMロック解除義務化を受
けたさらなる市場の活性化を見据え、オンラインストアの立ち上
げによって販売チャネルの拡大を図ります。ファーウェイの幅広
い製品ラインナップをワンストップでご覧いただくとともに、SNS

などのオンライン・マーケティング活動との連携を通じてお客様と
より緊密なコミュニケーションを実現することを目指しています。

　『honor6 Plus』は『Vモール』で取り扱うほか、楽天グループの
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供するMVNO

サービス『楽天モバイル』でもSIMカードとセットで販売されてい
ます。また、渋谷と二子玉川の楽天カフェ、仙台の楽天イーグル
スグッズショップでも店頭販売され、端末を手にとってお試し

いただけます。
　5月20日に開催された『honor』ブランドとオンラインストアの
発表会では、楽天株式会社 代表取締役副社長執行役員兼
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役会長 

平井康文氏が登壇し、『honor6 Plus』への期待とファーウェイ・
ジャパンとの協業について語ってくださいました。平井氏は発表
に先駆けて『honor6 Plus』を自分のメイン端末として使用し、そ
の性能の高さと使いやすさを実感したことを強調しました。また、
楽天モバイルでの取り扱い開始に向けてファーウェイ・ジャパン
の端末チームと緊密な連携を取ってきた経緯を紹介し、ファー
ウェイ・ジャパンとともに『honor』を日本で育てていこうという
意気込みを語りました。

　ファーウェイのオンライン限定グローバル・ブランド『honor』
は2013年末にスタートし、現在世界74か国以上で展開されてい
ます。2014年度には世界で2,000万台以上を出荷、売上の10％
が中国以外の市場からとなっており、今年度はさらに4,000万台
の出荷を目指しています。日本では6月10日、同ブランドの最
新スマートフォン『honor6 Plus』をオンライン販売限定のSIM

ロックフリー端末として発売しました。

　『honor6 Plus』の発売に先立ち、5月20日にはファーウェイ・
ジャパン初の公式オンラインストア『Vモール』を楽天市場内にオー
プンしました。『Vモール』では『honor6 Plus』のほか、ホーム・デバ
イス『honor cube（オナーキューブ）』とWi-Fi タブレット『MediaPad 

T1 7.0』（次ページ）を限定販売しています。また、これまでに展開
してきたSIM ロックフリーのスマートフォン（『Ascend Mate7』
『Ascend P7』など）、タブレット（『MediaPad X1』『MediaPad 

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。

SIMロックフリー・スマートフォン『honor6 Plus』
公式オンラインストア『Vモール』と楽天モバイルで独占販売を開始

5月20日、ファーウェイがグローバルで展開する『honor』ブランドを日本で立ち上げ、スマートフォン『honor6 Plus
（オナーシックスプラス）』をファーウェイ・ジャパン初の公式オンラインストア『Vモール』と楽天モバイルにて独占販売
することを発表しました。3つのオンライン限定新製品と『Vモール』について、発表会の模様を交えてご紹介します。

オンライン限定ブランド『honor』

『honor6 Plus』は楽天モバイル、楽天カフェでも販売

初の公式オンラインストア『Vモール』をオープン

『HUAWEI P8lite』
ホワイト・ブラックは6月19日、ゴールドは7月中旬以降発売、
希望小売価格：28,600円（税抜）
『HUAWEI P8max』  8月下旬以降発売、希望小売価格：59,980円
デザイン性とテクノロジーが融合した『P』シリーズの最新機種として世界
30か国以上で展開されているスマートフォンをSIMフリー端末として発売。
『HUAWEI P8lite』は、64ビット・オクタコアのCPUを搭載しながら税別3万
円以下と価格を抑えたミドルレンジ・モデルです。『HUAWEI P8max』は、
6.8インチの大画面と、1,300万画素のアウトカメラとして世界初※となる4
色画素（RGB＋White）高感度・低ノイズイメージセンサーを搭載したプレ
ミアムレンジのモデルです。　※ファーウェイ自社調べ（2015年5月現在）

『HUAWEI P8lite』（左）
『HUAWEI P8max』（右）

6月19日発売、
希望小売価格：15,980円（ホワイト・ブラック）、19,980円（ゴールド）
昨年発売した『TalkBand B1』に続く最新のウェアラブル端末。シンプル
なデザインを採用し、6モーションセンサーと独自のアルゴリズムによるより
精度の高いデータ記録ができるように進化したほか、米ジョウボーン
（Jawbone®）との提携により、データの分析だけでなく、目標に合わせて
的確なアドバイスを提供する「UP Smart Coach」での健康管理が可能
に。Bluetooth®接続でハンズフリー通話ができるヘッドセット機能も搭載
しています。

『TalkBand B2』

7月上旬発売、
希望小売価格：9,980円
気軽に持ち運べる7インチ・重さ約278gのコンパクトなWi-Fiタブレット。メ
タルピースから精巧に削りだされた一体型ボディが手にやさしくフィットし
ます。クアッドコアCPUと大容量4,100mAhバッテリー搭載に加え、従来よ
り約30%電力をセーブするファーウェイ独自の省電力仕様で48時間の連
続動作、12時間の動画再生が可能です※。
※当社電力消費モード試験に基づく。実際の使用時間は使用状況によって異なります。

『MediaPad T1 7.0』

左：平井氏は自ら『honor6 Plus』で撮りためた写真を披露。カメラ機能のよさ良さを実
感したという。 右：平井氏（右左）と、ファーウェイ・ジャパン デバイスプレジデント 呉波
（ゴ・ハ、中央）、ファーウェイコンシューマーグループ honorビジネスユニットプレ
ジデント 趙明（ジャオ・ミン、右）

6月10日発売、希望小売価格：45,800円
背面に2つの800万画素カメラを搭載した「ダブルレンズ」仕様。F0.95からF16範囲のデ
ジタル絞りを搭載し、撮影時および撮影後にも自由に焦点や絞りを変更して一眼レフのよ
うなボケを再生できるほか、レンズの視差による約0.1秒超高速ピント調整や、2枚のレン
ズによる超解像処理で深みのある高画質写真を生成できます。画面にはジャパンディス
プレイ製の5.5インチフルHD IPS-NEO™インセルディスプレイと、指紋が付きにくいコー
ティングが施されたGorilla®ガラス3を採用。ハイシリコン（HiSilicon）製のSoC（シス
テム・オン・チップ）Kirin 925にARM® Cortex®-A15 1.8GHzとCortex®-A7 1.3GHzを組
み合わせて構成されたCPUのオクタコア・プロセッサーで、大容量の3600mAhバッテ
リーを最低限の電力消費に抑えます。

『honor6 Plus』

5月20日発売、
希望小売価格：12,800円（ハードディスクなし）、
19,800円（ハードディスク／1TB）
スマートフォンやパソコン、デジタルカメラなど
から写真や動画、音楽などを取り込み、テレビや
スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイス
から簡単に楽しめるホームデバイス。Wi-Fiルー
ターとしても使用できるほか、最大4TBまで拡張
可能なハードディスク付きモデルは大容量
データサーバーとしてもお使いいただけます。

『honor cube』

8 月上旬以降発売、
希望小売価格：39,800円
エンターテイメント性に優れたタブ
レット『MediaPad M』シリーズの最新
モデル。デュアル・スピーカーや進化
したファーウェイ独自のサウンド技術
に加え、圧縮により劣化した音楽信号
を復元する米ハーマン（Herman）の
「クラリファイ」を採用することで、「極
上の音の世界」を提供します。

『MediaPad M2 8.0』

＜価格はすべて税抜＞

http://www.rakuten.ne.jp/gold/huawei/-楽天市場店 -モール
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2015 . 6 . 10
Interop Tokyo 2015にて、NFVアーキテ
クチャに基づく仮想統合サービスゲート
ウェイ『USG 6000V』を含むフラッグシップ
4製品を発表

2015 . 6 . 10
Interop Tokyo 2015にて、東陽テクニカ
が米スパイレント・コミュニケーションズ
（Spirent Communications）のIP パフォー
マンス・テストツール『Spirent TestCenter』
400GEテスト・モジュールをファーウェイの
コア・ルーター『NE5000E』と接続し、400ギ
ガビット・イーサネットのライブデモを世界
初公開

2015 . 7 . 11 ～ 10 . 18
横浜美術館で開催される中国出身の現代
美術家蔡國強の個展『蔡國強展：帰去来』
に協賛

2015 . 7 . 18 ～ 19
2013年、2014年に引き続き、公益社団法人
日本フィランソロピー協会が主催する東北
復興応援交流イベント『チャリティー・リ
レーマラソン東京2015』に協賛。社員ボラン
ティアが運営をサポートするほか、搬送バス
用モバイルWi-Fiルーターなどを提供

2015 . 4 . 21 ～ 23
第12回グローバル・アナリスト・サミット
を中国・深圳で開催。通信、インターネッ
ト、金融の各業界から400名を超えるア
ナリストやビジネス・リーダーが参加し、
新たなサービス戦略を発表

2015 . 4 . 23
HKT（香港電訊）と共同で世界初となる
IP-RAN（Internet Protocol Radio Access 
Network：インターネット・プロトコル無
線アクセス・ネットワーク）ベースの
LTE-Aネットワーク・ソリューションのラ
イブ・デモを行い、3つの搬送波を束ねて
450Mbpsの通信速度を実現

2015 . 5 . 7
ベルギー・ルーヴェンに欧州研究所を開
設することを発表。欧州8か国18か所に
及ぶR&D拠点の取り組みを統括し、5G
技術に焦点を当てた研究を推進

 

2015 . 5 . 27
調査会社ミルウォード・ブラウン・オプティ
モア（Millward Brown Optimor）による
ブランド価値評価ランキング『BrandZ 
Top 100 Global Brands』に初選出

2015 . 6 . 4
2014年度 サステナビリティ・レポートを
発行

2015 . 6 . 15 ～ 16
ドイツ・ミュンヘンでファーウェイ・イノ
ベーション・デイ・ヨーロッパを開催

2015 . 3 . 26
サイバー・セキュリティ保証の取り組みで
ドイツ4都市から「トランスペアレンシー・
アワード」を受賞

2015 . 4 . 1
米ケーブル・ラボの DOCSIS 3.1相互運
用性試験に参加 

2015 . 4 . 20
接続性、ICTの利活用、デジタル社会に
向けた変革の度合いについて世界主要
50か国を評価した『2015年度 世界接続
性指標報告書』を発表

2015 . 5 . 21
メディア向け事業戦略説明会を開催。2月に
代表取締役社長に就任した王剣峰（ジェ
フ・ワン）がファーウェイの現況と今後の日
本市場における事業戦略を解説、50名以上
の報道関係者が参加

 

2015 . 6 . 9
日本経済新聞社・総務省が主催する『ICT
サミット2015』にて、「スマート技術でつくる
豊かな暮らし」と題するセッションにファー
ウェイ法人向け事業グループ プレジデント
兼ファーウェイ・ジャパン代表取締役会長 
閻力大（エン・リダ）がパネリストとして登壇

　中国・上海で5月25～27日に開催され
たCES Asia 2015において、ドイツの自動
車メーカー大手2社とコネクテッド・カー
分野においてそれぞれ協業することを発
表しました。
　ファーウェイは通信とコネクテッド・
カー関連ソリューションにおける先進性
を評価され、2014年からアウディ・グ
ループの公式パートナーとなっていま
す。26日に発表した同グループとの協業
（写真下）では、コネクテッド・カー技術の
未来を共同で探求していくことを目指し
ます。この取り組みの一環として、アウ
ディの新型SUV『Q7』にファーウェイの
2G、3G、4Gネットワーク（TDD、FDD）を
サポートするLTEモジュールが搭載さ
れ、下り最大100Mbpsの高速データ通
信を実現します。

　28日にはフォルクスワーゲンとの協業
を発表。スマートフォンの機能と車載機
器を統合し、運転中のドライバーがス
マートフォンの機能を安全に利用できる

　WIDEプロジェクトは、インターネット
黎明期の1988年からインターネット関
連技術の実践的な研究開発を行う研究
コンソーシアムです。現在、100社を超え
る企業および40校以上の学術組織など
と共同研究を行い、その研究用バック
ボーン・ネットワークとしてWIDEイン
ターネットを保有・運用しています。同プ
ロジェクトは、超高速で大量のトラフィッ
クへの対応が予想される未来のインター
ネット環境のデザインのために、従来の
10Gbps/40Gbpsベースのシステムに加
えて100Gbpsに対応した研究用テスト
ベッドの設計・実装・運用に着手しまし
た。この実現に向けて、同プロジェクトは
ファーウェイ・ジャパンと共同で、WIDE

インターネットを100Gbpsベースへ拡張
するための機材更新に着手しました。

　ファーウェイ・ジャパンはコア・ルー
ター『NE5000E』をはじめとするバック
ボーン・ネットワーク・ソリューションを寄
贈し、機器の設置を行いました。すでに
慶應義塾大学や東京大学などのWIDE

プロジェクト拠点間の相互接続部分の更
新を完了しており、6月10～12日に幕張
メッセで開催されたInterop Tokyo 2015

では、会場に構築された先端技術の検証
ネットワークであるShowNetとWIDEイン
ターネットを接続することで、最先端の
ネットワーク技術とその未来に触れる機
会の提供に寄与しました。また、世界最
先端の観測施設を擁する国立天文台
（三鷹市）にも接続し、日本のみならず世
界の研究者へ提供される膨大な観測
データの超高速伝送を支援しています。
　ファーウェイ・ジャパンは今後も継続
的に保守サービスを提供し、WIDEプロ
ジェクトのほか、WIDEインターネットを
活用する大学や研究機関による多様な
研究プロジェクトを後方から支援してい
きます。

ようにする技術を公開しました。会場で
は、運転中のドライバーがスマートフォン
のGPSナビゲーション・システムの利用、
音楽再生、メッセージの送受信、通話な
どを安全に実行できるアプリ群のデモを
共同で実施しました。このアプリ群は、
カー・コネクティビティ・コンソーシアム
（Car Connectivity Consortium）がス
マートフォンと車載機器間の相互接続
性確保に向けて策定するオープンな技
術規格MirrorLinkをサポートしていま
す。これにより、通話、SMS、ナビゲー
ション、マルチメディア、支払い処理な
ど、スマートフォン側に搭載された多様
なサービスを車載機器を通じて利用で
きるようになります。フォルクスワーゲン
はこれまで中国国産モデル『Lamando

（ラマンド）』と『Gol f（ゴルフ）VI I』で
MirrorLinkに対応しており、今後さらに
対応車種を増やし、2016年以降は全輸
入車で対応する予定です。

CES Asia 2015でアウディ・グループ、
フォルクスワーゲンとの協業を発表

その他の主なニュース

WIDEプロジェクトの研究用バック
ボーン・ネットワークの刷新を支援

右からWIDEプロジェクト ボードメンバー中村修氏
（慶應義塾大学環境情報学部教授）、同代表 江崎浩
氏（東京大学大学院情報理工学系研究科教授）、同
ファウンダー 村井純氏（慶應義塾大学環境情報学
部長・教授）、ファーウェイ・ジャパン代表取締役社長 
王剣峰（ジェフ・ワン）、同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 周明成（エドワード・
ジョウ）、同常務執行役員 渉外・広報本部長  魏新
挙（ウェイ・シンジュ）

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

その他の主なニュース

授賞式にて賞を受け取ったファーウェイ・ドイツのサ
イバー・セキュリティー・オフィサー ウルフ・フェーガー
（Ulf Feger、右から3人目）

欧州ビジネスサミットの基調講演で欧州研究所の開
設を発表するファーウェイ輪番CEO郭平（グォ・ピン）

さいこっきょう き   きょらい
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 ファーウェイの人事管理機能を多角的
に強化し、世界中の優秀な人材から選
ばれる魅力的な就職先にすることが私
の役割です。人事戦略の策定や効率的
な組織づくりを推進するほか、評価シス
テムや研修プログラムの質の向上にも
取り組んでいます。

 ファーウェイは、ICTという変革しつづけ
る業界で、もっとも成功している企業の
ひとつです。創業から28年とまだ若く、今
後グローバル企業としてもっと成長して
いこうというパワーと情熱があります。こ
れまでの経験を生かしてこの若い企業
の成長に貢献できること、発展途上なら
ではの新たな挑戦に出会い自分自身もさ
らに成長できることが、大きな魅力だと
思います。
　私の場合は、グローバル企業で米国と
日本を含むアジア各国との異なる文化ど
うしの橋渡しをしてきた経験から、中国

発の企業であるファーウェイが、世界で
真のグローバル化を成し遂げる過程に
寄与したいと考え、入社を決めました。

 ファーウェイには、透明性の高い人事評
価制度に加え、キャリアパスを明確に描
くことができる人材開発制度があります。
C&Q（Competency and Qualification）
と呼ばれるシステムでは、職種と職位ごと
に求められる要件と評価基準がはっきり
と定義されており、どのようなスキルを身
につければ昇格できるのかが明示されて
います。従業員は自ら希望するタイミング
で評価面接を申請でき、各職種のシニ
ア・エキスパートが評価担当者として基
準に沿った客観的な評価を行ったうえ、
結果は部門内の委員会のレビューと承
認を経て公表されます。これは他のグ
ローバル企業でもほとんど見られない洗
練された仕組みだと思います。
　従業員向けの研修プログラムも充実し
ています。深圳本社のトレーニング・セン
ター「ファーウェイ・ユニバーシティ」では
技術講習から経営に関するトレーニング
までさまざまなプログラムが提供されて

いるほか、オンラインでいつでもどこでも
研修が受けられるiLearningというプ
ラットフォームもあり、継続的なスキル
アップが可能です。
　さらに、報酬体系も従業員の長期的
なコミットメントと成長を促すものになっ
ています。給与水準は業界内でも高いレ
ベルで、成果の大きい従業員には豊富な
インセンティブも用意されています。ファー
ウェイには従業員持株制度があり、本社
の社員は持株数に応じた配当金を受け
取っていますが、近年は海外拠点でも
TUP（Time-Based Unit Plan）という仕
組みを導入し、同様に会社の利益を分配
しています。

　ファーウェイはこれまで、製品の開発・
技術力を強みに世界市場に進出し、成功
を収めてきました。こうした技術主導の
事業運営では本社の研究開発機能がよ
り重視されており、海外拠点には本社か
ら自社製品の知識豊富な従業員を数年
単位で派遣し、本社R&Dとの橋渡しの
役割を務めてもらえれば十分でした。し
かし現在は、ICTの発展にともなってビジ
ネスの主力が製品や個々の製品から総
合的なソリューションへと移り、現地の
お客様のニーズや商慣習を深く理解し、

世界 1 7 0か国で事業を展開するファーウェイは、各国で現地の優秀な人材を採用し、専門分野で
活躍してもらうことで、ローカル＋グローバル＝グローカルな経営を目指しています。従業員が事業の
基盤であるという理念のもと、着実なキャリアアップを実現する人材開発制度や、充実した研修プロ
グラム、独自の利益分配制度など、人材活用のためのさまざまな取り組みを行っています。

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、ファーウェイのグローバル
な人材活用に対する取り組みと課題についてご紹介します。

Theme

ファーウェイのグローバル人事戦略

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

米テュレーン大学で産業組織心理学を
学び、日本企業におけるグローバル人材
管理をテーマとした論文でPhDを取得。
AT＆Tほか複数の米国企業で人事管理
の上級職を務めたのち、IBMアジア・パシ
フィックの執行役員として日本に7年間
滞在し、経営リーダーシップと組織効率
化を統括。オランダ国有のABNアムロ銀
行でのシニア・バイス・プレジデントを経
て、2010年にファーウェイに入社。著書
に『人的資本新戦略（The New Human 
Capital Strategy）』があり、デューク・
コーポレート・エデュケーション（米
デューク大学系列のビジネス・エグゼク
ティブ教育機関）で講師も務めている。

ファーウェイ
グローバルHRビジネス・パートナー部門
バイス・ディレクター

ブラッドリー・ウィリアム・ホール
 （Bradley William Hall）

ファーウェイでの職責について
教えてください。Q

ご自身を含め、世界各地から
ファーウェイに集まる人材は
どんなところに魅力を感じて
いるのでしょうか？

Q

人材を引きつけるための制度や
取り組みにはどのようなものが
ありますか？

Q

より効果的な
グローバル人材活用に向けて、
どのような人事戦略を
取っているのですか？

Q

戦略を実行していく
上での課題は？Q

グローバル

現地人材を活用するファーウェイ

3万5,000人以上
中国国外の現地採用従業員数

75％以上非管理職の
現地採用率

18.7％中級・上級管理職の
現地採用率

（2014年末現在）

ファーウェイ・ジャパン

721人
従業員数

現地採用率

75.5％
（2015年1月現在）

お客様とより緊密なコミュニケーション
が取れる人材の必要性が高まっていま
す。これは日本のような先進市場では特
に顕著です。ビジネスのフロントラインに
より多くの権限を委譲するとともに、そう
した職責を担うことのできる人材を各国
で確保するため、これまで以上に現地採
用に力を入れていきます。
　また、ファーウェイは地域ごとの人材の
強みを生かし、世界各地にさまざまな領域
の専門知識を結集した重要拠点を設置し
ています。たとえば、世界の金融の中心地
であるロンドンには金融リスク管理セン
ターを、ファッションと芸術の街パリには
デザイン研究センターを置いているほ
か、R&Dにおいてもイタリアではマイクロ
波、ロシアではアルゴリズム、インドでは
ソフトウェアと、各国の得意分野に特化

した研究開発を行っています。優れた技
術を持つ部材メーカーが多い日本に
ソーシング・センターを置いているのもこ
うした背景からです。

 2014年、ファーウェイはLinkedInが発
表する「世界で最も求められている就職
先100社（World’s 100 Most InDemand 

Employers）」に唯一の中国企業として
ランクインしました。しかし、世界中で現
地採用をさらに強化し、優秀な人材を
引き付けていくには、企業のブランド力
をさらに高める必要があります。そのた
めには、まず現在ファーウェイにいる従
業員が、働きがいがあり、自分自身が成
長できる企業だと実感できることが第
一です。組織や制度を継続的に改善し、
従業員の満足度を上げることで、より多
くの人たちに「この会社で働きたい」と
思ってもらえる企業にしていかなければ
なりません。また、世界中から集まる優
れた人材に十分に能力を発揮してもら
えるよう、管理職の能力向上と、多様な
文化や商習慣を尊重する企業文化の醸
成にも引き続き注力していきたいと考え
ています。

ファーウェイ・ユニバーシティで行われる上級管理職を対象としたセミナーでは、世界各地から集まったマネージャー
たちが企業文化やコア・バリュー、経営理念などについての活発な討論と実践的でユニークなトレーニングに参加する
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　寧夏はイスラム教徒の回族が人口の約
3分の1を占める自治区です。砂漠の多い
地域ですが、銀川市は黄河沿いにあり、西
側の賀蘭山脈が黄砂をさえぎるため、「塞
上江南（万里の長城（＝塞）より北（＝上）
にありながら長江以南のように水の多い
豊かな土地、の意）」と称されています。
　市内から少し出るだけで景色はがらっ
と変わり、東方のピラミッドと呼ばれる西
夏王陵や、砂漠の中のオアシス・沙湖と
いった名所のほか、観光客向けのラク
ダ・ツアーに遭遇することもあります。
　名産品として、赤いクコの実、白い灘
羊（タンヤン：寧夏で飼育されている羊
の一種）の皮、青い賀蘭石（岩画で知ら
れる賀蘭山で採れる石で、硯や印章など

に使われる）、黄色い甘草、黒い髪菜（藻
の一種）という5色の品々があり、「寧夏
五宝」として貴ばれています。

　銀川市には清真寺（モスク）がいくつも
あり、レストランもほとんどが清真料理
（ハラール・フード）を提供しています。回
族にとって重要な祝日が、開斎節（アラビ
ア語でイード・アル＝フィトル：ラマダーン
明け）と古爾邦節（グーアーバンジエ、ア
ラビア語でイード・アル＝アドハー：メッ
カ巡礼の最終日にあたる犠牲祭）です。
古爾邦節には白い帽子で正装し、各家庭
で羊を丸ごと1頭さばいてお祝いします。
　羊は普段から最もよく食べる食材で、
朝食に羊雑碎（ヤンザースイ：羊のモツ煮
込み）、昼食に手抓羊肉（ショウズァヤン
ロー：骨付きラムの煮込み）、夕食に羊肉
泡饃（ヤンローパオモー：パンを浸した
羊肉スープ）にというのが寧夏の回族の

典型的な1日の食事です。寧夏の羊料理
は羊特有の臭みがなくさっぱりしていて、
いくらでも食べられます。いまではすっか
り日本の食生活に慣れましたが、思い出
すと恋しくなる故郷の味ですね。

　日本にはもともと関心があり、大学時
代から第二外国語として日本語を学んで
いました。卒業後、難関を突破して中華
通信設計院に就職し、2年ほど働いてか
ら、もっと勉強したいという気持ちが強く
なり、京都大学の大学院へ留学しました。
　その後、大手日本企業で標準化の仕
事に約1年半携わりましたが、人と接する
のが好きな性格なので、お客様とのコミュ
ニケーションを通じて自分を成長させた
いと考え、ファーウェイに転職しました。
　ファーウェイは仕事の自由度が高く、
専門分野以外の業務にも関わる機会が
多いため、知識の幅が広がります。お客
様とのやりとりで日本語も上達しますし、
自分の能力を最大限に伸ばすことができ
る職場だと感じています。技術と経営管
理の両面を理解して多方面で活躍でき
る人材になることが僕の目標です。変化
の中で生き残っていくには、支えとなる
柱が複数必要だと思います。自分の能力
を広く深く伸ばせるファーウェイで、多く
の太い柱を築いていきたいですね。 

馬 江波 （マ・ジャンボー）
ソフトバンク事業本部　ソリューションセールス部　ソリューションセールスエンジニア

情報通信分野の名門、西安電子科技大学を卒業後、国営（当時）の中華通信
設計院（現・中華通信）に同級生の中からただ1人選ばれて就職。2008年に退
職して来日し、京都大学大学院へ入学。修了後、大手日本企業を経て2013年
8月にファーウェイ・ジャパンに入社した。文武両道でもあり、スノーボードにス
キー、水泳、テニス、バスケットボールなど、幅広いスポーツを楽しむ。

漫遊中国

イスラム文化が息づく砂漠のオアシス

寧夏回族自治区銀川市
砂漠の中の豊かな土地

支えとなる柱を増やしたい

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。今号のテーマは「数字」です。異文化の架け橋

　数字で縁起を担ぐのは万国共通。中
国には発音をもとに縁起がいいとされる
数字がいくつかあります。
　6（liù）は古くから好まれる数字で、「六
六大順（ l iùliù dàshùn）」という成語は
「万事うまくいく」ことを意味します。サイ
コロのいちばん大きい目であること、発音
が「溜（liū）＝すべる、なめらか」「流（liú）
＝流れる」「留（liú）＝貯める」「禄（lù）＝
昔の官吏の俸給」に近いことなど、理由
には諸説あるようです。
　日本では末広がりでおめでたいとされ
る8（bā）は中国でも縁起のいい数字の
代表格。広東語で「発財（fācái＝財を成
す）」の「発」の発音と似ていることから、
富や繁栄を表す数とされ、8が含まれる
電話番号やナンバープレートには高値
がつくほか、中国発着のフライトナンバー
にも8が多く使われます。
　日本語では「苦」を連想させる9（jiǔ）
も、中国では「永久（yǒngjiǔ）」を象徴す
る吉数です。北京の紫禁城には9,999.5

の部屋があると言われており、これは1万

の部屋を持つ天宮より半間減らしたこと
と、縁起のいい9を並べたことから来てい
ます。
　4（sì）は日本と同じく「死（sǐ）」につなが
るため嫌われますが、南部の一部地域の
方言では「発」と同じ発音で縁起がいい
とされることもあるようです。

　数字の語呂合わせは日本ではお店の
電話番号などに使われるほか、かつては
ポケベル用語（080＝おはよう、など）とい
うのもありました。中国語でも同様に発
音の近い数字でフレーズを作ることがよ
くあり、チャットやSMSの会話、企業の
URLなどで多く見かけます。たとえば以
下のようなものがあります。
●168（yī liù bāまたはyāo liù bā）：8＝発
から、「一路発（yīlù fā＝ずっと繁盛す
る」「要留発（yào liúfā）＝富を貯めた
い」と読ませ、商売繁盛や成功を願う。
紅包（ホンバオ：ご祝儀）の金額にもよ
く使われる。

●520（wǔ èr líng）、1314（yī sān yī sì）：

「我愛你（wǒ ài nǐ）＝私はあなたを愛
しています」「一生一世（ y ī s h ē n g 
yīshì）＝一生涯」で、組み合わせると生
涯の愛の誓いに。

●918（jiǔ yāo bā）：「加油吧（jiā yóu 
ba）＝がんばって」の意。

●88（bā bā）：「バイバイ」の意。

　数字を指で表現する方法は、日本と中
国ではちょっと違います。ふとした会話で
こんな風に数字を表してみると、場が盛
り上がるかもしれません。

縁起のいい数字

数字で表すフレーズ 中国式数字の
ハンドサイン

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。

「開放、妥協、灰度（グレーゾーン）」と題したこのスピーチで、任は白黒はっき
りさせて決断をすることが常に最善策ではないことを強調しました。重要な目
標を達成するためにそれ以外のことについて譲歩するという建設的な妥協を
「芸術」「美徳」と称し、リーダーにはこうした妥協ができる資質が必須である
と述べています。

明智的妥協是一種譲歩的芸術，
妥協也是一種美徳。
賢明な妥協は譲歩という芸術であり、
美徳である。
ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（2009年、年初の社内向けスピーチより）

　今号のFeature Story ではインダストリー4.0
を取り上げ、ドイツと日本の両国で分野をリー
ドする2社の取り組みから、ICTが実現する“つ
ながった”ものづくりの可能性を探りました。取
材を通じ、デジタルな産業革命が開発から調
達、製造、販売、マーケティングまでビジネスの
あらゆる面に変革をもたらすことに感嘆すると
ともに、人と機械の分業や、効率化による経済
効果と雇用への影響とのバランスなど、実世界
のさまざまな要素を考慮することの難しさと重
要性をあらためて実感しました。
　デジタル世界と実世界の融合は今後ますま
す進み、私たちの日々の生活を大きく変えてい
くでしょう。その重みを忘れずに、ファーウェイ
は「人々の暮らしを豊かにする」努力を続けて
まいります。

編集後記

寧夏最大のモスク、南関清真大寺
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西夏王陵
左：羊肉泡饃、右：油で揚げた麺のような饊子（サン
ズー）は回族の伝統菓子 
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