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　前号に引きつづき、今号もファーウェイ社員の写真が表紙を飾りまし
た。深圳本社・法人ビジネス事業本部の張君光（Zhang Junguang）
さんが、中国で最も美しい農村のひとつとされる新疆ウイグル自治区の
白哈巴村で撮影した、清 し々い早朝の風景です。冷え込んだ秋の山村
で、日の出とともにあたりが金色に色づき、家々の台所から湯気が立ち
のぼり、馬に乗った農夫が牛の群れを引いていく――絵本のような光
景にシャッターを切りながら、張さんはとてもあたたかく幸せな気持ちに
なったそうです。この写真は2010年の社内フォト・コンテストの入賞作
品で、他の社員の作品とともに『多彩人生～Rainbow of Life』と題
した写真集に収められています。
　表紙写真をはじめ、毎回印刷の美しさにご好評をいただいている
HuaWaveですが、創刊以
来、再生紙と大豆インクによ
る環 境に配 慮した印 刷を
行っています。事業のあらゆ
る側面で環境への負担を最
小限に抑えることを目指す
ファーウェイ。本誌もそのた
めに努力を続け、電子版へ
の移行も視野に入れつつ、
大事な資源を有効に活用し
ていきたいと思います。

編集部より

華為技術日本株式会社 『HuaWave』編集部
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア ウエストタワー12階
03-6266-8008（大代表）
閻 力大（エン・リダ）
華為技術日本株式会社 広報部
有限会社 アイラック
有限会社 レベルフォーデザイン
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イノベーションとパートナーシップで日本の企業ICTに新たな価値を
ファーウェイの法人向けICTソリューション事業
華為技術日本株式会社 代表取締役社長 閻 力大

※1　1人民元13.79円換算（2012年12月31日現在）
※2　1米ドル99.46円換算（2013年4月23日現在）

　ファーウェイ・ジャパンは、今年6月12日

から14日まで幕張メッセで開催された

Interop Tokyo 2013に初出展し、法人

向けICTソリューションのラインナップを展

示しました。ファーウェイが通信事業者向け

ネットワーク事業、コンシューマー向け端末

事業に続き、ビジネスの3本目の主柱とな

る法人向けICTソリューション事業を本格

的に強化しはじめたのは2年前のことで

す。実はファーウェイはそれ以前からネット

ワーク事業の一環として、世界各国で企業

や公共サービス向けに、通信インフラの構

築からデータセンターの設置まで多岐に

わたるソリューションを提供していました。

事例も、皆様の記憶に新しいことでしょう。

　日本の法人向け事業においては、当社は

「アグリゲーション」と「To be Integrated」

という2つの戦略を掲げています。「アグ

リゲーション」戦 略では、クラウド・コン

ピューティングやビッグ・データ、S D N

（Software-Defined Networking）といっ

た先端分野の革新的な製品を主力とし、

ファーウェイの強力な研究開発力と高い機

動力によって、日本の法人向けICT市場に

新たな選択肢、新たな価値をもたらします。

過日のIn te ropでも、ネットワーク、コン

ピューティング、ストレージを統合したコン

バージド製品『FusionCube』や、世界初

のWi -F i機能搭載Al l - I n -One式HD

ビデオ会議システム『TE30』、次世代高

性能クラウド・データセンター・スイッチ

『CloudEngine 12800』など、ファーウェ

イのイノベーションの成果の数々をご紹介

しました。

　法人向け市場は通信事業者向け市場

とはビジネス・モデルが大きく異なり、パート

ナーとの協業が重要な要素となると当社は

ビデオ会議システムに関して言えば、ファー

ウェイは20年もの実績を持ち、その製品は

世界60か国に普及しています。

　現在世界32か国で展開されている

ファーウェイの法人向けICTソリューション

事業は、金融、エネルギー、運輸、メディア、

公共サービスなど、さまざまな業種における

企業や組織のICT戦略をサポートしていま

す。たとえば、海上油田における長距離

LTE無線ブロードバンドの接続支援や、国

民社会保障情報の管理システムの構築、

企業コア資産のセキュリティー対策、ビデ

オ会議システムによる業務の効率化など。

また、HuaWave Issue10でご紹介した、

世界最大の素粒子物理学研究機関で

あるCERNがファーウェイのUDSクラウド・

ストレージ（汎用分散ストレージ）を導入した

認識しています。そこで、もうひとつの「To 

be integrated」戦略では、製品・ソリュー

ションをパートナー（VAP = Value Added 

Partner）であるシステム・インテグレーター

に提 供し、パートナー企 業が各 社のソ

リューションに統合、現地化した上でお客

様に提供すること、またさらに一歩進んで、

新しい製品の共同開発を行うことを目指し

ています。

　ファーウェイは決して多くのパートナーを

求めているわけではありません。なぜならば、

協業パートナーの数が増えれば増えるほ

ど、その間での競争が激しくなり、長期的な

Win-Winの協業関係が成り立ちにくくなる

からです。パートナー選びにおいてファー

ウェイが最も重視しているのは、相互が将

来のICT産業の発展に対して同じビジョン

や志を共有できるかどうかという点です。

ICT産業の健全なエコシステムの形成と

持続にはパートナーとともに成長すること

が不可欠だとファーウェイは考えています。

　現在、法人事業に携わる社員数は世界

で1万7,000名。ファーウェイ全体の売上

に占める割合はまだわずかですが、法人

事業部の2012年度の売上は前年比

25.8%増の115億人民元（約1,585億円
※1）と堅調な伸びを見せており、2013年に

は27億ドル（約2,685億円※2）、2017年

には100億ドル（約9,946億円※2）とさらな

る成長を目標としています。

　日本では昨年4月に法人ビジネス事業本

部を立ち上げて以来、すでに数社の企業

にサービスの提供を開始しています。通信

事業者向けネットワーク事業、コンシュー

マー向け端末事業で培ってきた日本市場

における経験と信頼を糧に、今後は日商エ

レクトロニクスをはじめ日本の主要システ

ム・インテーグレーターとの長期的・戦略的

パートナーシップをいっそう強化することで、

ファーウェイ・ジャパンは日本企業のお客様

のニーズを満たし競争力を高めるICT製

品・ソリューションを提供してまいります。

コンパクトなビデオ会議システム『TE30』は取り付
け時間わずか5分、ケーブル1本またはWi-Fi接続
で、遠隔地にいる相手と臨場感あふれるビデオ会
議を実現する

Interop Tokyo 2013で「Best of Show Award」
（データセンター&ストレージ部門）において特別賞
を受賞した『CloudEngine 12800』シリーズ
は、データセンターおよび大規模情報通信インフラ
向けに開発した次世代高性能コア・スイッチで、業
界トップクラス製品の3倍となる最大64Tbpsのス
イッチング能力を誇る

閻 力大
エン リ ダ

華為技術日本株式会社 代表取締役社長
ファーウェイ・ジャパン

イノベーションとパートナーシップで日本の企業ICTに新たな価値を
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※1　1人民元13.79円換算（2012年12月31日現在）
※2　1米ドル99.46円換算（2013年4月23日現在）

　ファーウェイ・ジャパンは、今年6月12日

から14日まで幕張メッセで開催された

Interop Tokyo 2013に初出展し、法人

向けICTソリューションのラインナップを展

示しました。ファーウェイが通信事業者向け

ネットワーク事業、コンシューマー向け端末

事業に続き、ビジネスの3本目の主柱とな

る法人向けICTソリューション事業を本格

的に強化しはじめたのは2年前のことで

す。実はファーウェイはそれ以前からネット

ワーク事業の一環として、世界各国で企業

や公共サービス向けに、通信インフラの構

築からデータセンターの設置まで多岐に

わたるソリューションを提供していました。

事例も、皆様の記憶に新しいことでしょう。

　日本の法人向け事業においては、当社は

「アグリゲーション」と「To be Integrated」

という2つの戦略を掲げています。「アグ

リゲーション」戦 略では、クラウド・コン

ピューティングやビッグ・データ、S D N

（Software-Defined Networking）といっ

た先端分野の革新的な製品を主力とし、

ファーウェイの強力な研究開発力と高い機

動力によって、日本の法人向けICT市場に

新たな選択肢、新たな価値をもたらします。

過日のIn te ropでも、ネットワーク、コン

ピューティング、ストレージを統合したコン

バージド製品『FusionCube』や、世界初

のWi -F i機能搭載Al l - I n -One式HD

ビデオ会議システム『TE30』、次世代高

性能クラウド・データセンター・スイッチ

『CloudEngine 12800』など、ファーウェ

イのイノベーションの成果の数々をご紹介

しました。

　法人向け市場は通信事業者向け市場

とはビジネス・モデルが大きく異なり、パート

ナーとの協業が重要な要素となると当社は

ビデオ会議システムに関して言えば、ファー

ウェイは20年もの実績を持ち、その製品は

世界60か国に普及しています。

　現在世界32か国で展開されている

ファーウェイの法人向けICTソリューション

事業は、金融、エネルギー、運輸、メディア、

公共サービスなど、さまざまな業種における

企業や組織のICT戦略をサポートしていま

す。たとえば、海上油田における長距離

LTE無線ブロードバンドの接続支援や、国

民社会保障情報の管理システムの構築、

企業コア資産のセキュリティー対策、ビデ

オ会議システムによる業務の効率化など。

また、HuaWave Issue10でご紹介した、

世界最大の素粒子物理学研究機関で

あるCERNがファーウェイのUDSクラウド・

ストレージ（汎用分散ストレージ）を導入した

認識しています。そこで、もうひとつの「To 

be integrated」戦略では、製品・ソリュー

ションをパートナー（VAP = Value Added 

Partner）であるシステム・インテグレーター

に提 供し、パートナー企 業が各 社のソ

リューションに統合、現地化した上でお客

様に提供すること、またさらに一歩進んで、

新しい製品の共同開発を行うことを目指し

ています。

　ファーウェイは決して多くのパートナーを

求めているわけではありません。なぜならば、

協業パートナーの数が増えれば増えるほ

ど、その間での競争が激しくなり、長期的な

Win-Winの協業関係が成り立ちにくくなる

からです。パートナー選びにおいてファー

ウェイが最も重視しているのは、相互が将

来のICT産業の発展に対して同じビジョン

や志を共有できるかどうかという点です。

ICT産業の健全なエコシステムの形成と

持続にはパートナーとともに成長すること

が不可欠だとファーウェイは考えています。

　現在、法人事業に携わる社員数は世界

で1万7,000名。ファーウェイ全体の売上

に占める割合はまだわずかですが、法人

事業部の2012年度の売上は前年比

25.8%増の115億人民元（約1,585億円
※1）と堅調な伸びを見せており、2013年に

は27億ドル（約2,685億円※2）、2017年

には100億ドル（約9,946億円※2）とさらな

る成長を目標としています。

　日本では昨年4月に法人ビジネス事業本

部を立ち上げて以来、すでに数社の企業

にサービスの提供を開始しています。通信

事業者向けネットワーク事業、コンシュー

マー向け端末事業で培ってきた日本市場

における経験と信頼を糧に、今後は日商エ

レクトロニクスをはじめ日本の主要システ

ム・インテーグレーターとの長期的・戦略的

パートナーシップをいっそう強化することで、

ファーウェイ・ジャパンは日本企業のお客様

のニーズを満たし競争力を高めるICT製

品・ソリューションを提供してまいります。

コンパクトなビデオ会議システム『TE30』は取り付
け時間わずか5分、ケーブル1本またはWi-Fi接続
で、遠隔地にいる相手と臨場感あふれるビデオ会
議を実現する

Interop Tokyo 2013で「Best of Show Award」
（データセンター&ストレージ部門）において特別賞
を受賞した『CloudEngine 12800』シリーズ
は、データセンターおよび大規模情報通信インフラ
向けに開発した次世代高性能コア・スイッチで、業
界トップクラス製品の3倍となる最大64Tbpsのス
イッチング能力を誇る

閻 力大
エン リ ダ

華為技術日本株式会社 代表取締役社長
ファーウェイ・ジャパン

イノベーションとパートナーシップで日本の企業ICTに新たな価値を



編集部：村田製作所は、通信・コンピュー

ターから自動車、環境・エネルギー、ヘル

スケアまで広範な領域でビジネスを展開

されています。はじめに通信事業本部の

主力製品と市場におけるシェアを教えて

ください。

中島氏：主力の商品は大きく分けて3つあ

ります。第一はムラタの固有技術である

LTCC（Low Temperature Co-fired 

Ceramics：低温同時焼成セラミックス）を

使用したフロントエンド・モジュール。携帯

電話の話す・聞くという機能、あるいは周

波数の変更を自動的に行う機能を担って

いるデバイスです。第二は表面波フィル

ターと言いまして、特定の周波数だけを通

して、いらない周波数は通さないというデバ

イス。第三はワイヤレスLANやBluetooth®

での接続を可能にするコネクティビティ・

モジュールです。これらはいずれもスマート

フォンに不可欠な部品であり、ファーウェ

イの製品にも採用いただいています。世

界全体でのシェアは、フロントエンド・モ

ジュールが50～60％、表面波フィルター

は約40％、コネクティビティ・モジュールは

約60％を確保しています。

編集部：3つの主力商品のすべてで世界

のトップシェアを維持されているのです

ね。村田製作所の強さの秘密はどこに

Special Interview

/ OCT.201302

HuaWave編集部

あるとお考えでしょうか。

中島氏：当社の優位性は2つあると思いま

す。ひとつはお客様から見たときの安心

感です。コンデンサーやインダクターといっ

た単機能部品から通信モジュールや電源

モジュールのような高機能複合部品まで

きわめて幅広い商品ポートフォリオを形成

していることに加え、常に最高の品質を追

求する企業姿勢がお客様からの信頼に

つながっていると考えています。もうひとつ

の強みは柔軟な研究開発体制です。ムラ

タは、材料技術、プロセス技術、設計技

術、生産技術、ソフトウェア技術、分析評

価技術など、あらゆる要素技術を自社保

有し、それらを垂直統合することによって

独創的なデバイスやモジュールをつくり出

してきました。材料開発から生産までの一

貫体制を構築していることで、スマート

フォンの小型複合化といったテーマ別の

研究開発も進めやすくなっています。

編集部：世界No.1のシェアを維持するた

めには、生産能力の拡充や販売ネット

ワークの整備などの事業体制強化策もタ

イムリーに実施する必要がありますね。

中島氏：ムラタの製品は世界中で多くの

お客様にお使いいただいています。その

ため、たとえばスマートフォンはこういった

種類の製品が今後これくらい売れるだろ

うといった、市場動向に関する情報をかな

り正確に把握できていると思います。精

度の高い情報分析に基づいて戦略的に

資本投下、設備投資を行ってきたことが、

スマートフォンやタブレット端末の大きな

市場成長にキャッチアップできた一番の

要因でしょう。

編集部：次にグローバル戦略についてお

うかがいします。村田製作所全体では海

外売上高が90％近くに達していますが、

通信事業本部の海外比率はどの程度で

しょうか。

中島氏：通信事業本部の海外売上高比

率は全社合計より高く、現在は90％を超

えています。最も多いのが中国向けで売

上高の約50％、次いで韓国、米国となっ

ています。ムラタは創業者である村田昭

の理念やフィロソフィーを継承した「社

是」を企業経営の基盤としていますが、私

はその中で「文化の発展に貢献し」という

一節を最も重要視しています。文化に貢

献するためにはドメスティックではいけな

い、世界を視野に入れて考え行動しなけ

ればいけないという思想がムラタのグロー

バル展開の根底にあると感じています。

編集部：積極的な海外展開の背景には、

創業時から受け継がれてきたDNAがあっ

たのですね。いま村田製作所グループは、

世界を目指す多くの日本企業からグロー

バル化のお手本として見習うべき存在と

されています。

中島氏：ありがたいことですが、本年4月

にスタートした中期構想で「真のグローバ

ル化」を行動指針に掲げたように、ムラタ

はまだ本当のグローバル企業にはなって

いません。一般に言われてきたグローバ

ル化は、日本の先進技術や生産システム

を海外に持っていくことでした。まずアメリ

カに渡り、アジアでの生産を定着させ、

ヨーロッパでも事業を展開して、世界標

準でものづくりを行っていく。そのような

standardization（標準化）ではムラタは

確かに先行していたでしょう。しかし、世界

経済におけるアメリカや日本の地位が変

化し、人口動態的に中国やインドがマー

ケットの主役になりつつある現在、ムラタ

が提供してきた価値が本当に各リージョン

で求められているものなのか、それが問わ

れるようになっています。これから必要とな

るのはマルチドメスティックあるいはローカ

ライゼーションの思想であり、世界各地域

の多様な価値観にしっかりと対応できる

企業こそ真のグローバル・カンパニーだと

言えるのではないでしょうか。

編集部：村田製作所は1990年代前半に

中国市場に進出され、現在では中国各

地に生産・販売会社を設置されています。

中国市場において通信事業本部はどの

ような成長戦略をお持ちでしょうか。

中島氏：中国を本拠とする企業にも二通

りあり、ファーウェイやレノボのようにグ

ローバルに事業展開されているお客様

と、中国の国内市場で活躍されているお

客様では、われわれの対応や戦略は大き

く異なります。たとえばファーウェイについ

ては、ムラタの製品ポートフォリオの広さ、

網羅性を生かしながら、ヨーロッパ向け、

中国国内向け、日本向けなど仕向地別の

提案をしています。またご要望に合わせて

研究開発のテーマ設定を変更したり、モ

ジュールや製品の開発に共同で取り組む

ケースもあります。一方、国内市場を中心

とされているお客様のニーズは製品供給

のフレキシビリティと価格にほぼ集約され

ますので、スタンダードな量産品の拡販と

対応力の強化に努めています。今後も堅

調な発展が期待できる中国市場では、お

客様の特性によって価値提供の内容を

変えていくのが基本的な方針です。

編集部：先ほど日本国内向けの販売は

10％に満たないとお聞きしました。少子

高齢化や製造業の海外移転が進行する

中、日本市場の重要性はこの先、次第に

薄れていくのでしょうか。

中島氏：人口の減少が続いていますの

で、マーケットのボリュームに大きな伸び

は期待できません。しかし、日本には新開

発の技術を積極的に活用する土壌があ

ります。新たな技術提案に対してすばやく

反応が返ってくるため、そこでイノベーティ

ブな試みの成否や技術の確かさを確認す

ることができます。また現在、世界ではス

マートフォンなどで家電や車載機器のコン

トロールができる、つまり通信機能が生活

のあらゆる側面に拡大する「通信の社会

インフラ化」が始まっていますが、こうした

新たな事業セグメントの開拓・確立に日本

の通信機器メーカーは重要な役割を果た

していくはずです。

編集部：おっしゃるように、通信の社会イン

フラ化が進むにつれて私たちのライフスタ

イルは大きく変わってきています。村田製

作所はこうした未来の通信社会をどのよ

うにサポートしていこうとお考えですか。

中島氏：H E M S（ H o m e  E n e r g y  

Managemen t  Sys tem）やBEMS

イノベーションを重んじる経営姿勢という

点で両社には共通するものがあると感じ

ています。現在は携帯端末用の電子部

品を中心にご提供していますが、ムラタは

基地局向けの技術も多数保有していま

すので、今後はそうした領域も含めて協

業の範囲を広げ、技術力を信頼の礎とし

たパートナーシップを発展させていきたい

と希望しています。

ス材料の開発に従事したあと、工場勤務

やフランス駐在を経て、1993年に本社

の研究開発部門に戻ってきました。自動

車電話が登場してまもなくの頃で、ムラタ

はその後、セラミックスや薄膜の微細加

工といった基幹技術を駆使しながら、通

信というエレクトロニクスの成長分野にリ

ソースを集中していくことになります。会社

の成長と通信産業の発展が同時に進行

していく、その只中にいられたのは非常に

幸運なことでした。いまスマートフォンやタ

ブレット端末は成長過程にありますが、変

化しつづける通信市場においては、その

「次」を見据えて技術開発を推進していか

なければなりません。そして、社員一人ひ

とりに自分が「事業部長」であるという意

識を持って仕事に取り組んでもらい、これ

からのムラタを支えていく人材を育てるこ

とも、私の重要な使命だと考えています。

編集部：最後に、中島様にはファーウェイ

本社に何度もお越しいただいています

が、ファーウェイについてどのような印象を

お持ちでしょうか。

中島氏：ファーウェイの経営陣とお会い

するとき、同席した若い方が積極的に発

言されるのを聞いて、自由に意見を言うこ

とのできる開かれた風土があることを強く

感じました。またムラタはInnovator in 

Electronics®をスローガンとしているよう

に、技術革新によって産業と文化に寄与

することを企業の根本理念としており、

（Bui ld ing Energy Management 

System）などのスマート技術が注目を集め

ていますが、車載においてもMiracast®

（ミラキャスト）という伝送技術を駆使して、

カーナビ画面とスマートフォンをシンクロナ

イズするシステムが開発されています。地

図情報や渋滞情報など、スマートフォンで

受信した最新情報をカーナビに取り込ん

で確認することができるわけです。また医

療分野では、心臓ペースメーカーのデータ

をスマートフォンやタブレット端末を通して

医療機関に配信するシステムが構築され

ていますし、農業分野ではビニールハウス

内の二酸化炭素濃度や土壌の水分量を

スマートフォンで遠隔操作するスマートア

グリの取り組みが活発化しています。ス

マートフォンの普及率はおそらくあと3年ほ

どで頭打ちになると思いますが、スマート

フォンやタブレット端末の用途はさまざまな

分野に拡張されるようになる――われわれ

はそういったイメージを描いて研究開発を

進めています。

　スマートフォンやタブレット端末向けで

は、通信速度の向上や製品の小型軽量

化が強く求められてきましたが、通信の社

会インフラ化が進むと、ムラタの提供すべ

き価値が従来とは異なってくる、つまり価

値のパラダイムが変わるわけですから、そ

れに的確に対応していくことが重要にな

ります。たとえば携帯電話の平均的な製

品サイクルは2年ほどですが、ビルの空調

や自動車、白物家電の場合は10～20年

の稼働を前提にしなければなりません。ま

たこれまで通信機器とは無縁だった業種

の方々が通信ビジネスに関わることになり

ますので、よりきめ細かいサポートができる

体制を整えていく必要があるでしょう。

編集部：村田製作所は20年前からテレビ

CMや新聞広告を通じてブランドの認知

度向上に注力されてきました。また自転車

型ロボット「ムラタセイサク君®」の活躍

が、営業活動や採用活動にプラス効果を

もたらしていると聞いております。ブランド

価値に対する考え方をお聞かせいただけ

ますか。

中島氏：B to B企業のブランディングには

2つの価値があると考えています。ひとつ

はお客様から信頼していただけるという対

外的な価値、もうひとつは従業員が自社

の事業や製品に誇りを持てるようになる

という対社内的な価値です。日々の顧客

対応と製品の品質、テレビCMやロボット

を使ったPR活動の相乗効果で、通信機

器メーカーのお客様からは一定の信頼を

獲得してきました。次は、われわれが頑

張っていこうとしているオートモーティブや

スマート・コミュニティー、医療といった分

野でムラタの価値をいかに訴求していく

かが課題となります。対社内については、

われわれはエンドユーザーの高評価を直

接体感する機会がほとんどありませんか

ら、企業広告や「ムラタセイサク君®」を通

じて自分たちの会社が文化の発展に貢

献していることを理解し、誇りを持って仕

事をしてもらうという点でも意義あることだ

と思っています。

編集部：中島様ご自身は、村田製作所と

いう会社に対してどのような思いをお持ち

ですか。

中島氏：私は1985年に入社し、セラミック
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1944年創業。コンデンサー、圧電製品、
通信モジュールなど、高度な独自技術を
基盤とする多彩な製品ラインナップで、
エレクトロニクス産業の発展と快適な市
民生活の実現に貢献している。2013
年4月には「真のグローバル化」「全員
マーケティング」「ものづくり力の進化」
を行動指針とする「中期構想」をスター
トし、村田恒夫社長のもとで次なる成長
への取り組みを本格化した。中島規巨・
通信事業本部長は、2013年6月に村
田製作所の取締役ならびに常務執行
役員に就任。野球をこよなく愛する
1961年生まれの若きリーダーである。

株式会社村田製作所

海外売上高比率が89.1％（2013年3月期）に達する

グローバル企業・村田製作所。積層セラミックコン

デンサーや表面波フィルターなど、独創的な研究開

発から生み出された高品質な製品を世界市場に発

信し、携帯端末の小型化・高機能化と通信の進化

に大きく貢献しています。今回は村田製作所の通

信事業を統括する中島規巨常務執行役員に、同社

のグローバル戦略と通信の未来に対するビジョンを

うかがいました。

株式会社村田製作所 取締役 常務執行役員
通信事業本部長 中島規巨氏に聞く

創業理念を堅持しつつ
真のグローバル企業を目指す
通信の社会インフラ化を支えるムラタの独創技術と世界戦略

要素技術の垂直統合で
ムラタ独自の製品群を創出

多様な価値観を内包する
真のグローバル企業を目指して
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電話の話す・聞くという機能、あるいは周
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ターと言いまして、特定の周波数だけを通
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あるとお考えでしょうか。

中島氏：当社の優位性は2つあると思いま

す。ひとつはお客様から見たときの安心

感です。コンデンサーやインダクターといっ

た単機能部品から通信モジュールや電源

モジュールのような高機能複合部品まで

きわめて幅広い商品ポートフォリオを形成

していることに加え、常に最高の品質を追

求する企業姿勢がお客様からの信頼に

つながっていると考えています。もうひとつ

の強みは柔軟な研究開発体制です。ムラ

タは、材料技術、プロセス技術、設計技

術、生産技術、ソフトウェア技術、分析評

価技術など、あらゆる要素技術を自社保

有し、それらを垂直統合することによって

独創的なデバイスやモジュールをつくり出

してきました。材料開発から生産までの一

貫体制を構築していることで、スマート

フォンの小型複合化といったテーマ別の

研究開発も進めやすくなっています。

編集部：世界No.1のシェアを維持するた

めには、生産能力の拡充や販売ネット

ワークの整備などの事業体制強化策もタ

イムリーに実施する必要がありますね。

中島氏：ムラタの製品は世界中で多くの

お客様にお使いいただいています。その

ため、たとえばスマートフォンはこういった

種類の製品が今後これくらい売れるだろ

うといった、市場動向に関する情報をかな

り正確に把握できていると思います。精

度の高い情報分析に基づいて戦略的に

資本投下、設備投資を行ってきたことが、

スマートフォンやタブレット端末の大きな

市場成長にキャッチアップできた一番の

要因でしょう。

編集部：次にグローバル戦略についてお

うかがいします。村田製作所全体では海

外売上高が90％近くに達していますが、

通信事業本部の海外比率はどの程度で

しょうか。

中島氏：通信事業本部の海外売上高比

率は全社合計より高く、現在は90％を超

えています。最も多いのが中国向けで売

上高の約50％、次いで韓国、米国となっ

ています。ムラタは創業者である村田昭

の理念やフィロソフィーを継承した「社

是」を企業経営の基盤としていますが、私

はその中で「文化の発展に貢献し」という

一節を最も重要視しています。文化に貢

献するためにはドメスティックではいけな

い、世界を視野に入れて考え行動しなけ

ればいけないという思想がムラタのグロー

バル展開の根底にあると感じています。

編集部：積極的な海外展開の背景には、

創業時から受け継がれてきたDNAがあっ

たのですね。いま村田製作所グループは、

世界を目指す多くの日本企業からグロー

バル化のお手本として見習うべき存在と

されています。

中島氏：ありがたいことですが、本年4月

にスタートした中期構想で「真のグローバ

ル化」を行動指針に掲げたように、ムラタ

はまだ本当のグローバル企業にはなって

いません。一般に言われてきたグローバ

ル化は、日本の先進技術や生産システム

を海外に持っていくことでした。まずアメリ

カに渡り、アジアでの生産を定着させ、

ヨーロッパでも事業を展開して、世界標

準でものづくりを行っていく。そのような

standardization（標準化）ではムラタは

確かに先行していたでしょう。しかし、世界

経済におけるアメリカや日本の地位が変

化し、人口動態的に中国やインドがマー

ケットの主役になりつつある現在、ムラタ

が提供してきた価値が本当に各リージョン

で求められているものなのか、それが問わ

れるようになっています。これから必要とな

るのはマルチドメスティックあるいはローカ

ライゼーションの思想であり、世界各地域

の多様な価値観にしっかりと対応できる

企業こそ真のグローバル・カンパニーだと

言えるのではないでしょうか。

編集部：村田製作所は1990年代前半に

中国市場に進出され、現在では中国各

地に生産・販売会社を設置されています。

中国市場において通信事業本部はどの

ような成長戦略をお持ちでしょうか。

中島氏：中国を本拠とする企業にも二通

りあり、ファーウェイやレノボのようにグ

ローバルに事業展開されているお客様

と、中国の国内市場で活躍されているお

客様では、われわれの対応や戦略は大き

く異なります。たとえばファーウェイについ

ては、ムラタの製品ポートフォリオの広さ、

網羅性を生かしながら、ヨーロッパ向け、

中国国内向け、日本向けなど仕向地別の

提案をしています。またご要望に合わせて

研究開発のテーマ設定を変更したり、モ

ジュールや製品の開発に共同で取り組む

ケースもあります。一方、国内市場を中心

とされているお客様のニーズは製品供給

のフレキシビリティと価格にほぼ集約され

ますので、スタンダードな量産品の拡販と

対応力の強化に努めています。今後も堅

調な発展が期待できる中国市場では、お

客様の特性によって価値提供の内容を

変えていくのが基本的な方針です。

編集部：先ほど日本国内向けの販売は

10％に満たないとお聞きしました。少子

高齢化や製造業の海外移転が進行する

中、日本市場の重要性はこの先、次第に

薄れていくのでしょうか。

中島氏：人口の減少が続いていますの

で、マーケットのボリュームに大きな伸び

は期待できません。しかし、日本には新開

発の技術を積極的に活用する土壌があ

ります。新たな技術提案に対してすばやく

反応が返ってくるため、そこでイノベーティ

ブな試みの成否や技術の確かさを確認す

ることができます。また現在、世界ではス

マートフォンなどで家電や車載機器のコン

トロールができる、つまり通信機能が生活

のあらゆる側面に拡大する「通信の社会

インフラ化」が始まっていますが、こうした

新たな事業セグメントの開拓・確立に日本

の通信機器メーカーは重要な役割を果た

していくはずです。

編集部：おっしゃるように、通信の社会イン

フラ化が進むにつれて私たちのライフスタ

イルは大きく変わってきています。村田製

作所はこうした未来の通信社会をどのよ

うにサポートしていこうとお考えですか。

中島氏：H E M S（ H o m e  E n e r g y  

Managemen t  Sys tem）やBEMS

イノベーションを重んじる経営姿勢という

点で両社には共通するものがあると感じ

ています。現在は携帯端末用の電子部

品を中心にご提供していますが、ムラタは

基地局向けの技術も多数保有していま

すので、今後はそうした領域も含めて協

業の範囲を広げ、技術力を信頼の礎とし

たパートナーシップを発展させていきたい

と希望しています。

ス材料の開発に従事したあと、工場勤務

やフランス駐在を経て、1993年に本社

の研究開発部門に戻ってきました。自動

車電話が登場してまもなくの頃で、ムラタ

はその後、セラミックスや薄膜の微細加

工といった基幹技術を駆使しながら、通

信というエレクトロニクスの成長分野にリ

ソースを集中していくことになります。会社

の成長と通信産業の発展が同時に進行

していく、その只中にいられたのは非常に

幸運なことでした。いまスマートフォンやタ

ブレット端末は成長過程にありますが、変

化しつづける通信市場においては、その

「次」を見据えて技術開発を推進していか

なければなりません。そして、社員一人ひ

とりに自分が「事業部長」であるという意

識を持って仕事に取り組んでもらい、これ

からのムラタを支えていく人材を育てるこ

とも、私の重要な使命だと考えています。

編集部：最後に、中島様にはファーウェイ

本社に何度もお越しいただいています

が、ファーウェイについてどのような印象を

お持ちでしょうか。

中島氏：ファーウェイの経営陣とお会い

するとき、同席した若い方が積極的に発

言されるのを聞いて、自由に意見を言うこ

とのできる開かれた風土があることを強く

感じました。またムラタはInnovator in 

Electronics®をスローガンとしているよう

に、技術革新によって産業と文化に寄与

することを企業の根本理念としており、

（Bui ld ing Energy Management 

System）などのスマート技術が注目を集め

ていますが、車載においてもMiracast®

（ミラキャスト）という伝送技術を駆使して、

カーナビ画面とスマートフォンをシンクロナ

イズするシステムが開発されています。地

図情報や渋滞情報など、スマートフォンで

受信した最新情報をカーナビに取り込ん

で確認することができるわけです。また医

療分野では、心臓ペースメーカーのデータ

をスマートフォンやタブレット端末を通して

医療機関に配信するシステムが構築され

ていますし、農業分野ではビニールハウス

内の二酸化炭素濃度や土壌の水分量を

スマートフォンで遠隔操作するスマートア

グリの取り組みが活発化しています。ス

マートフォンの普及率はおそらくあと3年ほ

どで頭打ちになると思いますが、スマート

フォンやタブレット端末の用途はさまざまな

分野に拡張されるようになる――われわれ

はそういったイメージを描いて研究開発を

進めています。

　スマートフォンやタブレット端末向けで

は、通信速度の向上や製品の小型軽量

化が強く求められてきましたが、通信の社

会インフラ化が進むと、ムラタの提供すべ

き価値が従来とは異なってくる、つまり価

値のパラダイムが変わるわけですから、そ

れに的確に対応していくことが重要にな

ります。たとえば携帯電話の平均的な製

品サイクルは2年ほどですが、ビルの空調

や自動車、白物家電の場合は10～20年

の稼働を前提にしなければなりません。ま

たこれまで通信機器とは無縁だった業種

の方々が通信ビジネスに関わることになり

ますので、よりきめ細かいサポートができる

体制を整えていく必要があるでしょう。

編集部：村田製作所は20年前からテレビ

CMや新聞広告を通じてブランドの認知

度向上に注力されてきました。また自転車

型ロボット「ムラタセイサク君®」の活躍

が、営業活動や採用活動にプラス効果を

もたらしていると聞いております。ブランド

価値に対する考え方をお聞かせいただけ

ますか。

中島氏：B to B企業のブランディングには

2つの価値があると考えています。ひとつ

はお客様から信頼していただけるという対

外的な価値、もうひとつは従業員が自社

の事業や製品に誇りを持てるようになる

という対社内的な価値です。日々の顧客

対応と製品の品質、テレビCMやロボット

を使ったPR活動の相乗効果で、通信機

器メーカーのお客様からは一定の信頼を

獲得してきました。次は、われわれが頑

張っていこうとしているオートモーティブや

スマート・コミュニティー、医療といった分

野でムラタの価値をいかに訴求していく

かが課題となります。対社内については、

われわれはエンドユーザーの高評価を直

接体感する機会がほとんどありませんか

ら、企業広告や「ムラタセイサク君®」を通

じて自分たちの会社が文化の発展に貢

献していることを理解し、誇りを持って仕

事をしてもらうという点でも意義あることだ

と思っています。

編集部：中島様ご自身は、村田製作所と

いう会社に対してどのような思いをお持ち

ですか。

中島氏：私は1985年に入社し、セラミック
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1944年創業。コンデンサー、圧電製品、
通信モジュールなど、高度な独自技術を
基盤とする多彩な製品ラインナップで、
エレクトロニクス産業の発展と快適な市
民生活の実現に貢献している。2013
年4月には「真のグローバル化」「全員
マーケティング」「ものづくり力の進化」
を行動指針とする「中期構想」をスター
トし、村田恒夫社長のもとで次なる成長
への取り組みを本格化した。中島規巨・
通信事業本部長は、2013年6月に村
田製作所の取締役ならびに常務執行
役員に就任。野球をこよなく愛する
1961年生まれの若きリーダーである。

株式会社村田製作所

海外売上高比率が89.1％（2013年3月期）に達する

グローバル企業・村田製作所。積層セラミックコン

デンサーや表面波フィルターなど、独創的な研究開

発から生み出された高品質な製品を世界市場に発

信し、携帯端末の小型化・高機能化と通信の進化

に大きく貢献しています。今回は村田製作所の通

信事業を統括する中島規巨常務執行役員に、同社

のグローバル戦略と通信の未来に対するビジョンを

うかがいました。

株式会社村田製作所 取締役 常務執行役員
通信事業本部長 中島規巨氏に聞く

創業理念を堅持しつつ
真のグローバル企業を目指す
通信の社会インフラ化を支えるムラタの独創技術と世界戦略

要素技術の垂直統合で
ムラタ独自の製品群を創出

多様な価値観を内包する
真のグローバル企業を目指して
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Special Interview

通信の社会インフラ化と
新たなビジネスチャンス

文化の発展に貢献する仕事に
社員一人ひとりが誇りを持つ

ファーウェイの深圳本社には技術者とともに
たびたび足を運び、定期的に技術交流会を
開催している。写真は2012年9月の交流会
にて、ムラタセイサク君®を抱えたファーウェイ
端末事業グループのCEOリチャード・ユーと
中島氏（右から2人目）

日本と同様に中国でもムラタセイサク君®と
ともに各地の小学校を訪問して理科教室を
開催するなど、中国市場でもブランディング
に力を入れている

世界標準でものづくりを行うだけではなく、
各国・各地域の多様な価値観に
しっかりと対応していくこと。
それが真のグローバル企業の条件です。

家電、車載、医療、農業など、
暮らしのあらゆる領域に
通信機能が導入される通信の社会インフラ化。
求められる価値のパラダイム・シフトに対し、
ムラタは最先端の独創技術で応えます。

編集部：村田製作所は、通信・コンピュー

ターから自動車、環境・エネルギー、ヘル

スケアまで広範な領域でビジネスを展開

されています。はじめに通信事業本部の

主力製品と市場におけるシェアを教えて

ください。

中島氏：主力の商品は大きく分けて3つあ

ります。第一はムラタの固有技術である

LTCC（Low Temperature Co-fired 

Ceramics：低温同時焼成セラミックス）を

使用したフロントエンド・モジュール。携帯

電話の話す・聞くという機能、あるいは周

波数の変更を自動的に行う機能を担って

いるデバイスです。第二は表面波フィル

ターと言いまして、特定の周波数だけを通

して、いらない周波数は通さないというデバ

イス。第三はワイヤレスLANやBluetooth®

での接続を可能にするコネクティビティ・

モジュールです。これらはいずれもスマート

フォンに不可欠な部品であり、ファーウェ

イの製品にも採用いただいています。世

界全体でのシェアは、フロントエンド・モ

ジュールが50～60％、表面波フィルター

は約40％、コネクティビティ・モジュールは

約60％を確保しています。

編集部：3つの主力商品のすべてで世界

のトップシェアを維持されているのです

ね。村田製作所の強さの秘密はどこに

あるとお考えでしょうか。

中島氏：当社の優位性は2つあると思いま

す。ひとつはお客様から見たときの安心

感です。コンデンサーやインダクターといっ

た単機能部品から通信モジュールや電源

モジュールのような高機能複合部品まで

きわめて幅広い商品ポートフォリオを形成

していることに加え、常に最高の品質を追

求する企業姿勢がお客様からの信頼に

つながっていると考えています。もうひとつ

の強みは柔軟な研究開発体制です。ムラ

タは、材料技術、プロセス技術、設計技

術、生産技術、ソフトウェア技術、分析評

価技術など、あらゆる要素技術を自社保

有し、それらを垂直統合することによって

独創的なデバイスやモジュールをつくり出

してきました。材料開発から生産までの一

貫体制を構築していることで、スマート

フォンの小型複合化といったテーマ別の

研究開発も進めやすくなっています。

編集部：世界No.1のシェアを維持するた

めには、生産能力の拡充や販売ネット

ワークの整備などの事業体制強化策もタ

イムリーに実施する必要がありますね。

中島氏：ムラタの製品は世界中で多くの

お客様にお使いいただいています。その

ため、たとえばスマートフォンはこういった

種類の製品が今後これくらい売れるだろ

うといった、市場動向に関する情報をかな

り正確に把握できていると思います。精

度の高い情報分析に基づいて戦略的に

資本投下、設備投資を行ってきたことが、

スマートフォンやタブレット端末の大きな

市場成長にキャッチアップできた一番の

要因でしょう。

編集部：次にグローバル戦略についてお

うかがいします。村田製作所全体では海

外売上高が90％近くに達していますが、

通信事業本部の海外比率はどの程度で

しょうか。

中島氏：通信事業本部の海外売上高比

率は全社合計より高く、現在は90％を超

えています。最も多いのが中国向けで売

上高の約50％、次いで韓国、米国となっ

ています。ムラタは創業者である村田昭

の理念やフィロソフィーを継承した「社

是」を企業経営の基盤としていますが、私

はその中で「文化の発展に貢献し」という

一節を最も重要視しています。文化に貢

献するためにはドメスティックではいけな

い、世界を視野に入れて考え行動しなけ

ればいけないという思想がムラタのグロー

バル展開の根底にあると感じています。

編集部：積極的な海外展開の背景には、

創業時から受け継がれてきたDNAがあっ

たのですね。いま村田製作所グループは、

世界を目指す多くの日本企業からグロー

バル化のお手本として見習うべき存在と

されています。

中島氏：ありがたいことですが、本年4月

にスタートした中期構想で「真のグローバ

ル化」を行動指針に掲げたように、ムラタ

はまだ本当のグローバル企業にはなって

いません。一般に言われてきたグローバ

ル化は、日本の先進技術や生産システム

を海外に持っていくことでした。まずアメリ

カに渡り、アジアでの生産を定着させ、

ヨーロッパでも事業を展開して、世界標

準でものづくりを行っていく。そのような

standardization（標準化）ではムラタは

確かに先行していたでしょう。しかし、世界

経済におけるアメリカや日本の地位が変

化し、人口動態的に中国やインドがマー

ケットの主役になりつつある現在、ムラタ

が提供してきた価値が本当に各リージョン

で求められているものなのか、それが問わ

れるようになっています。これから必要とな

るのはマルチドメスティックあるいはローカ

ライゼーションの思想であり、世界各地域

の多様な価値観にしっかりと対応できる

企業こそ真のグローバル・カンパニーだと

言えるのではないでしょうか。

編集部：村田製作所は1990年代前半に

中国市場に進出され、現在では中国各

地に生産・販売会社を設置されています。

中国市場において通信事業本部はどの

ような成長戦略をお持ちでしょうか。

中島氏：中国を本拠とする企業にも二通

りあり、ファーウェイやレノボのようにグ

ローバルに事業展開されているお客様

と、中国の国内市場で活躍されているお

客様では、われわれの対応や戦略は大き

く異なります。たとえばファーウェイについ

ては、ムラタの製品ポートフォリオの広さ、

網羅性を生かしながら、ヨーロッパ向け、

中国国内向け、日本向けなど仕向地別の

提案をしています。またご要望に合わせて

研究開発のテーマ設定を変更したり、モ

ジュールや製品の開発に共同で取り組む

ケースもあります。一方、国内市場を中心

とされているお客様のニーズは製品供給

のフレキシビリティと価格にほぼ集約され

ますので、スタンダードな量産品の拡販と

対応力の強化に努めています。今後も堅

調な発展が期待できる中国市場では、お

客様の特性によって価値提供の内容を

変えていくのが基本的な方針です。

編集部：先ほど日本国内向けの販売は

10％に満たないとお聞きしました。少子

高齢化や製造業の海外移転が進行する

中、日本市場の重要性はこの先、次第に

薄れていくのでしょうか。

中島氏：人口の減少が続いていますの

で、マーケットのボリュームに大きな伸び

は期待できません。しかし、日本には新開

発の技術を積極的に活用する土壌があ

ります。新たな技術提案に対してすばやく

反応が返ってくるため、そこでイノベーティ

ブな試みの成否や技術の確かさを確認す

ることができます。また現在、世界ではス

マートフォンなどで家電や車載機器のコン

トロールができる、つまり通信機能が生活

のあらゆる側面に拡大する「通信の社会

インフラ化」が始まっていますが、こうした

新たな事業セグメントの開拓・確立に日本

の通信機器メーカーは重要な役割を果た

していくはずです。

編集部：おっしゃるように、通信の社会イン

フラ化が進むにつれて私たちのライフスタ

イルは大きく変わってきています。村田製

作所はこうした未来の通信社会をどのよ

うにサポートしていこうとお考えですか。

中島氏：H E M S（ H o m e  E n e r g y  

Managemen t  Sys tem）やBEMS

イノベーションを重んじる経営姿勢という

点で両社には共通するものがあると感じ

ています。現在は携帯端末用の電子部

品を中心にご提供していますが、ムラタは

基地局向けの技術も多数保有していま

すので、今後はそうした領域も含めて協

業の範囲を広げ、技術力を信頼の礎とし

たパートナーシップを発展させていきたい

と希望しています。

ス材料の開発に従事したあと、工場勤務

やフランス駐在を経て、1993年に本社

の研究開発部門に戻ってきました。自動

車電話が登場してまもなくの頃で、ムラタ

はその後、セラミックスや薄膜の微細加

工といった基幹技術を駆使しながら、通

信というエレクトロニクスの成長分野にリ

ソースを集中していくことになります。会社

の成長と通信産業の発展が同時に進行

していく、その只中にいられたのは非常に

幸運なことでした。いまスマートフォンやタ

ブレット端末は成長過程にありますが、変

化しつづける通信市場においては、その

「次」を見据えて技術開発を推進していか

なければなりません。そして、社員一人ひ

とりに自分が「事業部長」であるという意

識を持って仕事に取り組んでもらい、これ

からのムラタを支えていく人材を育てるこ

とも、私の重要な使命だと考えています。

編集部：最後に、中島様にはファーウェイ

本社に何度もお越しいただいています

が、ファーウェイについてどのような印象を

お持ちでしょうか。

中島氏：ファーウェイの経営陣とお会い

するとき、同席した若い方が積極的に発

言されるのを聞いて、自由に意見を言うこ

とのできる開かれた風土があることを強く

感じました。またムラタはInnovator in 

Electronics®をスローガンとしているよう

に、技術革新によって産業と文化に寄与

することを企業の根本理念としており、

（Bui ld ing Energy Management 

System）などのスマート技術が注目を集め

ていますが、車載においてもMiracast®

（ミラキャスト）という伝送技術を駆使して、

カーナビ画面とスマートフォンをシンクロナ

イズするシステムが開発されています。地

図情報や渋滞情報など、スマートフォンで

受信した最新情報をカーナビに取り込ん

で確認することができるわけです。また医

療分野では、心臓ペースメーカーのデータ

をスマートフォンやタブレット端末を通して

医療機関に配信するシステムが構築され

ていますし、農業分野ではビニールハウス

内の二酸化炭素濃度や土壌の水分量を

スマートフォンで遠隔操作するスマートア

グリの取り組みが活発化しています。ス

マートフォンの普及率はおそらくあと3年ほ

どで頭打ちになると思いますが、スマート

フォンやタブレット端末の用途はさまざまな

分野に拡張されるようになる――われわれ

はそういったイメージを描いて研究開発を

進めています。

　スマートフォンやタブレット端末向けで

は、通信速度の向上や製品の小型軽量

化が強く求められてきましたが、通信の社

会インフラ化が進むと、ムラタの提供すべ

き価値が従来とは異なってくる、つまり価

値のパラダイムが変わるわけですから、そ

れに的確に対応していくことが重要にな

ります。たとえば携帯電話の平均的な製

品サイクルは2年ほどですが、ビルの空調

や自動車、白物家電の場合は10～20年

の稼働を前提にしなければなりません。ま

たこれまで通信機器とは無縁だった業種

の方々が通信ビジネスに関わることになり

ますので、よりきめ細かいサポートができる

体制を整えていく必要があるでしょう。

編集部：村田製作所は20年前からテレビ

CMや新聞広告を通じてブランドの認知

度向上に注力されてきました。また自転車

型ロボット「ムラタセイサク君®」の活躍

が、営業活動や採用活動にプラス効果を

もたらしていると聞いております。ブランド

価値に対する考え方をお聞かせいただけ

ますか。

中島氏：B to B企業のブランディングには

2つの価値があると考えています。ひとつ

はお客様から信頼していただけるという対

外的な価値、もうひとつは従業員が自社

の事業や製品に誇りを持てるようになる

という対社内的な価値です。日々の顧客

対応と製品の品質、テレビCMやロボット

を使ったPR活動の相乗効果で、通信機

器メーカーのお客様からは一定の信頼を

獲得してきました。次は、われわれが頑

張っていこうとしているオートモーティブや

スマート・コミュニティー、医療といった分

野でムラタの価値をいかに訴求していく

かが課題となります。対社内については、

われわれはエンドユーザーの高評価を直

接体感する機会がほとんどありませんか

ら、企業広告や「ムラタセイサク君®」を通

じて自分たちの会社が文化の発展に貢

献していることを理解し、誇りを持って仕

事をしてもらうという点でも意義あることだ

と思っています。

編集部：中島様ご自身は、村田製作所と

いう会社に対してどのような思いをお持ち

ですか。

中島氏：私は1985年に入社し、セラミック

通信の社会インフラ化と
新たなビジネスチャンス

村田製作所の主力製品のひとつであるコネ
クティビティ・モジュールは、スマートフォンな
どのモバイル機器をワイヤレスLANによって
インターネットに接続したり、Bluetooth®に
よって機器間で通信するためのデバイス。
モバイル機器の多機能化の流れをリード
している
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通信の社会インフラ化と
新たなビジネスチャンス

文化の発展に貢献する仕事に
社員一人ひとりが誇りを持つ

ファーウェイの深圳本社には技術者とともに
たびたび足を運び、定期的に技術交流会を
開催している。写真は2012年9月の交流会
にて、ムラタセイサク君®を抱えたファーウェイ
端末事業グループのCEOリチャード・ユーと
中島氏（右から2人目）

日本と同様に中国でもムラタセイサク君®と
ともに各地の小学校を訪問して理科教室を
開催するなど、中国市場でもブランディング
に力を入れている

世界標準でものづくりを行うだけではなく、
各国・各地域の多様な価値観に
しっかりと対応していくこと。
それが真のグローバル企業の条件です。

家電、車載、医療、農業など、
暮らしのあらゆる領域に
通信機能が導入される通信の社会インフラ化。
求められる価値のパラダイム・シフトに対し、
ムラタは最先端の独創技術で応えます。

編集部：村田製作所は、通信・コンピュー

ターから自動車、環境・エネルギー、ヘル

スケアまで広範な領域でビジネスを展開

されています。はじめに通信事業本部の

主力製品と市場におけるシェアを教えて

ください。

中島氏：主力の商品は大きく分けて3つあ

ります。第一はムラタの固有技術である

LTCC（Low Temperature Co-fired 

Ceramics：低温同時焼成セラミックス）を

使用したフロントエンド・モジュール。携帯

電話の話す・聞くという機能、あるいは周

波数の変更を自動的に行う機能を担って

いるデバイスです。第二は表面波フィル

ターと言いまして、特定の周波数だけを通

して、いらない周波数は通さないというデバ

イス。第三はワイヤレスLANやBluetooth®

での接続を可能にするコネクティビティ・

モジュールです。これらはいずれもスマート

フォンに不可欠な部品であり、ファーウェ

イの製品にも採用いただいています。世

界全体でのシェアは、フロントエンド・モ

ジュールが50～60％、表面波フィルター

は約40％、コネクティビティ・モジュールは

約60％を確保しています。

編集部：3つの主力商品のすべてで世界

のトップシェアを維持されているのです

ね。村田製作所の強さの秘密はどこに

あるとお考えでしょうか。

中島氏：当社の優位性は2つあると思いま

す。ひとつはお客様から見たときの安心

感です。コンデンサーやインダクターといっ

た単機能部品から通信モジュールや電源

モジュールのような高機能複合部品まで

きわめて幅広い商品ポートフォリオを形成

していることに加え、常に最高の品質を追

求する企業姿勢がお客様からの信頼に

つながっていると考えています。もうひとつ

の強みは柔軟な研究開発体制です。ムラ

タは、材料技術、プロセス技術、設計技

術、生産技術、ソフトウェア技術、分析評

価技術など、あらゆる要素技術を自社保

有し、それらを垂直統合することによって

独創的なデバイスやモジュールをつくり出

してきました。材料開発から生産までの一

貫体制を構築していることで、スマート

フォンの小型複合化といったテーマ別の

研究開発も進めやすくなっています。

編集部：世界No.1のシェアを維持するた

めには、生産能力の拡充や販売ネット
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イムリーに実施する必要がありますね。
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うといった、市場動向に関する情報をかな

り正確に把握できていると思います。精

度の高い情報分析に基づいて戦略的に

資本投下、設備投資を行ってきたことが、

スマートフォンやタブレット端末の大きな

市場成長にキャッチアップできた一番の

要因でしょう。

編集部：次にグローバル戦略についてお

うかがいします。村田製作所全体では海

外売上高が90％近くに達していますが、

通信事業本部の海外比率はどの程度で

しょうか。
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一節を最も重要視しています。文化に貢

献するためにはドメスティックではいけな

い、世界を視野に入れて考え行動しなけ

ればいけないという思想がムラタのグロー

バル展開の根底にあると感じています。

編集部：積極的な海外展開の背景には、

創業時から受け継がれてきたDNAがあっ
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されています。
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を海外に持っていくことでした。まずアメリ

カに渡り、アジアでの生産を定着させ、

ヨーロッパでも事業を展開して、世界標

準でものづくりを行っていく。そのような

standardization（標準化）ではムラタは

確かに先行していたでしょう。しかし、世界

経済におけるアメリカや日本の地位が変

化し、人口動態的に中国やインドがマー

ケットの主役になりつつある現在、ムラタ

が提供してきた価値が本当に各リージョン

で求められているものなのか、それが問わ

れるようになっています。これから必要とな

るのはマルチドメスティックあるいはローカ

ライゼーションの思想であり、世界各地域

の多様な価値観にしっかりと対応できる

企業こそ真のグローバル・カンパニーだと

言えるのではないでしょうか。

編集部：村田製作所は1990年代前半に

中国市場に進出され、現在では中国各

地に生産・販売会社を設置されています。

中国市場において通信事業本部はどの

ような成長戦略をお持ちでしょうか。

中島氏：中国を本拠とする企業にも二通

りあり、ファーウェイやレノボのようにグ

ローバルに事業展開されているお客様

と、中国の国内市場で活躍されているお

客様では、われわれの対応や戦略は大き

く異なります。たとえばファーウェイについ

ては、ムラタの製品ポートフォリオの広さ、

網羅性を生かしながら、ヨーロッパ向け、

中国国内向け、日本向けなど仕向地別の

提案をしています。またご要望に合わせて

研究開発のテーマ設定を変更したり、モ

ジュールや製品の開発に共同で取り組む

ケースもあります。一方、国内市場を中心

とされているお客様のニーズは製品供給

のフレキシビリティと価格にほぼ集約され

ますので、スタンダードな量産品の拡販と

対応力の強化に努めています。今後も堅

調な発展が期待できる中国市場では、お

客様の特性によって価値提供の内容を

変えていくのが基本的な方針です。

編集部：先ほど日本国内向けの販売は

10％に満たないとお聞きしました。少子

高齢化や製造業の海外移転が進行する

中、日本市場の重要性はこの先、次第に

薄れていくのでしょうか。

中島氏：人口の減少が続いていますの

で、マーケットのボリュームに大きな伸び

は期待できません。しかし、日本には新開

発の技術を積極的に活用する土壌があ

ります。新たな技術提案に対してすばやく

反応が返ってくるため、そこでイノベーティ

ブな試みの成否や技術の確かさを確認す

ることができます。また現在、世界ではス

マートフォンなどで家電や車載機器のコン

トロールができる、つまり通信機能が生活

のあらゆる側面に拡大する「通信の社会

インフラ化」が始まっていますが、こうした

新たな事業セグメントの開拓・確立に日本

の通信機器メーカーは重要な役割を果た

していくはずです。

編集部：おっしゃるように、通信の社会イン

フラ化が進むにつれて私たちのライフスタ

イルは大きく変わってきています。村田製

作所はこうした未来の通信社会をどのよ

うにサポートしていこうとお考えですか。
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品を中心にご提供していますが、ムラタは

基地局向けの技術も多数保有していま

すので、今後はそうした領域も含めて協

業の範囲を広げ、技術力を信頼の礎とし

たパートナーシップを発展させていきたい

と希望しています。

ス材料の開発に従事したあと、工場勤務

やフランス駐在を経て、1993年に本社

の研究開発部門に戻ってきました。自動

車電話が登場してまもなくの頃で、ムラタ

はその後、セラミックスや薄膜の微細加

工といった基幹技術を駆使しながら、通

信というエレクトロニクスの成長分野にリ

ソースを集中していくことになります。会社

の成長と通信産業の発展が同時に進行

していく、その只中にいられたのは非常に

幸運なことでした。いまスマートフォンやタ

ブレット端末は成長過程にありますが、変

化しつづける通信市場においては、その

「次」を見据えて技術開発を推進していか
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図情報や渋滞情報など、スマートフォンで
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で確認することができるわけです。また医

療分野では、心臓ペースメーカーのデータ
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医療機関に配信するシステムが構築され

ていますし、農業分野ではビニールハウス

内の二酸化炭素濃度や土壌の水分量を

スマートフォンで遠隔操作するスマートア

グリの取り組みが活発化しています。ス

マートフォンの普及率はおそらくあと3年ほ

どで頭打ちになると思いますが、スマート

フォンやタブレット端末の用途はさまざまな

分野に拡張されるようになる――われわれ

はそういったイメージを描いて研究開発を

進めています。

　スマートフォンやタブレット端末向けで

は、通信速度の向上や製品の小型軽量

化が強く求められてきましたが、通信の社

会インフラ化が進むと、ムラタの提供すべ

き価値が従来とは異なってくる、つまり価

値のパラダイムが変わるわけですから、そ

れに的確に対応していくことが重要にな

ります。たとえば携帯電話の平均的な製

品サイクルは2年ほどですが、ビルの空調

や自動車、白物家電の場合は10～20年

の稼働を前提にしなければなりません。ま

たこれまで通信機器とは無縁だった業種

の方々が通信ビジネスに関わることになり

ますので、よりきめ細かいサポートができる

体制を整えていく必要があるでしょう。

編集部：村田製作所は20年前からテレビ

CMや新聞広告を通じてブランドの認知

度向上に注力されてきました。また自転車

型ロボット「ムラタセイサク君®」の活躍

が、営業活動や採用活動にプラス効果を

もたらしていると聞いております。ブランド

価値に対する考え方をお聞かせいただけ

ますか。

中島氏：B to B企業のブランディングには

2つの価値があると考えています。ひとつ

はお客様から信頼していただけるという対

外的な価値、もうひとつは従業員が自社

の事業や製品に誇りを持てるようになる

という対社内的な価値です。日々の顧客

対応と製品の品質、テレビCMやロボット

を使ったPR活動の相乗効果で、通信機

器メーカーのお客様からは一定の信頼を

獲得してきました。次は、われわれが頑

張っていこうとしているオートモーティブや

スマート・コミュニティー、医療といった分

野でムラタの価値をいかに訴求していく

かが課題となります。対社内については、
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ら、企業広告や「ムラタセイサク君®」を通

じて自分たちの会社が文化の発展に貢

献していることを理解し、誇りを持って仕

事をしてもらうという点でも意義あることだ
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編集部：中島様ご自身は、村田製作所と

いう会社に対してどのような思いをお持ち

ですか。

中島氏：私は1985年に入社し、セラミック

通信の社会インフラ化と
新たなビジネスチャンス

村田製作所の主力製品のひとつであるコネ
クティビティ・モジュールは、スマートフォンな
どのモバイル機器をワイヤレスLANによって
インターネットに接続したり、Bluetooth®に
よって機器間で通信するためのデバイス。
モバイル機器の多機能化の流れをリード
している
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スマートフォンをはじめとする携帯端末の普及が進み、M2M

（マシン・ツー・マシン）技術によってさまざまな機器が通信で

つながるようになった現在、通信ネットワークは社会のライフラ

インのひとつであり、どんな時でも安全で安定した通信を確

実に提供することは通信事業者の重要な責務です。今回

のHuaWaveでは、通信事業者のお客様のネットワークの安

全性と安定性を保証するためのファーウェイのグローバルな

サービス体制と、日本での取り組みについてご紹介します。

　ファーウェイは、信頼性の高い技術を適用

した設計、ソリューション、ネットワーク保障

システムによって通信ネットワークをE2E

（エンド・ツー・エンド）で支える包括的なソ

リューションを提供しています。また、通信事

業者のお客様のネットワークと事業活動の

安定性確保のために24時間365日保守

サービスを提供しています。緊急事態（地震、

津波、動乱、サイバー攻撃など）の発生時に

おいても、ネットワークを通常の運用状態へ

迅速に復旧させ、円滑な通信を確保するた

めの効率的な危機対策メカニズムを開発し

ました。これによりサービスダウンの発生を最

小限に抑え、キャリアクラスの信頼性指標で

ある「ファイブ・ナイン（99.999%）」を目指

しています。

　日本の通信業界が国内市場のみならず

海外市場にも拡大していく中、いかに迅速

に安全性の高いネットワークを構築できるか

が通信事業者のビジネス成功ヘの鍵となり

ます。ファーウェイは、ネットワーク構築に設

計段階から参加し、通信事業者のお客様

のニーズに合わせたネットワークやサービス

のプランニングおよび最適化を手がけ、

E2Eのインテグレーション・サービスを提供し

ています。サービスの提供にあたっては、常

に現地のプロジェクト・チームとR&Dチーム

と連携し、適材適所の人材配置によって

ネットワーク構築のスピードと高い安全性を

実現することを目指しています。

　ファーウェイの目標は、緊急事態の発生時

を含め、ミッション・クリティカルなネットワーク

運用を求める世界中のお客様のニーズに

迅速かつ効率的に応える体制を構築し、安

定性の高い保守サービスを提供することで

す。この目標に向け、組織体制、人材育成、

プロセス、ITツールなど、さまざまな要素を考

慮に入れながら、包括的なカスタマー・サ

ポート・センターを設置して保守サービスを提

供しています。

　ファーウェイでは、お客様からのサービス

要求にすばやく応え、問題解決ができるよ

う、次のようなサービス体制を世界規模で整

えています。

ファイブ・ナイン
（99.999%）の
信頼性指標を目指す

付加価値のある
E2Eインテグレーション・
サービスを提供

ミッション・クリティカルな
カスタマー・サポート・
センターを設置

研究開発部門との
密接な連携でお客様をサポート

■ グローバルなカスタマー・サポート体制

通信ネットワークを
グローバルに支えるサービス体制

◆ L T A C（ L a n g u a g e  T e c h n i c a l  

Assistance Center）、GTAC（Global 

Technical Assistance Center）、R&D

チームの3つのレベルからなる24時間体制

のグローバル技術支援サービス・システム

◆130以上のスペア・パーツ・センターを設

置したグローバル・ハードウェア・サポート・

サービス・システム

◆問題の発生から解決までを迅速かつ効

率的に管理するグローバルITR（Issue to 

Resolution）プロセス・システム

　ファーウェイ・ジャパンのデリバリー＆サー

ビス本部は、ネットワーク機器の設計、導

入、プロジェクト管理、最適化、保守サービ

スなど、日本国内のお客様のネットワークを

安定稼働させるために必要なあらゆる業務

を行っています。通信トラブルはひとつのミ

スから発生し、大規模な障害にいたることも

少なくなく、大勢の利用者の皆様に影響を

およぼす可能性があります。ファーウェイが

日本で事業を開始して8年が経ち、日本でも

多くのお客様にファーウェイの製品をお使

いいただくようになった現在、ネットワークの

運用をサポートするデリバリー＆サービス本

部の責任はますます大きなものとなってきて

います。

　ファーウェイにとって重点市場である日本

では、当社の強みのひとつである優れた研

究開発部門ととりわけ密接に連携し、強力

なサポート体制を整えています。本社の研

究開発技術者を日本に派遣し、現地社員

と一緒に業務を行うことで、日本のお客様

の要求を研究開発部門が正確に把握でき

るようにしています。また、日本の技術者が

●2011年3月、東日本大震災発生後、

本社からの技術者を含む従業員をいち

早く被災地に派遣し、通信設備の復旧

を進めた。

●2012年7～8月、ロンドンオリンピック

にて10社におよぶお客様のネットワー

ク保全を支援。会期中一度も回線障害

を起こすことなく安定した通信サービス

を実現。

●2012年10月、400万人以上の巡礼

者が集まるメッカ巡礼に際してお客様の

ネットワーク保全を支援。回線呼び出し

が通常の37倍となるトラフィックの増大

に対応する通信サービスを提供。

●2013年7月、新潟県湯沢町で開催

されたフジロック・フェスティバルでお客

様のネットワーク保全を支援。のべ11万

人を超える来場者に安定した通信サー

ビスを提供。

近年の主な
保守サービス実績

日本におけるサービス・デリバリー

識をしっかりと共有したチームが必要です。

このチームを支える施策として、技術者スキ

ルの向上の機会拡大、能力レベル別に応

じた研修と試験、公的資格取得の奨励など

を行っています。

　また、通信サービスには個人情報をはじ

めさまざまな顧客情報が含まれており、通

信障害時はもちろん、平時においても情

報管理の徹底は重要な課題です。ファー

ウェイ・ジャパンでは、グローバルに策定さ

れたサイバー・セキュリティー・ポリシーに基

づき、情報管理の重要性、ルールの厳守、

情報漏えい防止策、問題発生時の報告

方法など細部にわたって全従業員に教育

し、その理解度を確認した上で誓約書を取

り交わし、情報管理事故の防止に努めて

います。

本社の技術者から直接技術移転を受け

ることで、スキルの向上を図っています。

各プロジェクト・チームには発足の時点で

必ず本社の研究開発技術者がメンバー

に入り、プロジェクトの初日から協業を開

始します。

　ファーウェイ・ジャパンでは、こうした研究

開発部門との連携や前述のE2Eインテグ

レーション・サービスなどのグローバルなリ

ソースを日本のお客様の要求や実状に

沿った形で生かせるよう、プロセスや作業

手順を可能なかぎりローカライズしていま

す。日本の関連法令に基づいた実のある安

全管理や、品質に対する日本のお客様の

高い要求水準に応えられる技術者スキル

の育成にも力を入れています。

　このような取り組みを実施するためには、

経験豊富な日本のパートナー企業との協業

も不可欠です。ファーウェイ・ジャパンは20

社を超える日本のパートナーの皆様ととも

に、高品質かつ適切なコストでサービスを提

供するためのイノベーションを実現し、新た

なビジネスを開拓していくことで、Win-Win

のパートナーシップを構築しています。

　ネットワークの構築・保守において技術

者一人で行える仕事は限られており、業務

の品質を高め、ミスを防止するには、問題意

安全で安定した
通信ネットワークの
実現に向けて
ファーウェイの
サービス・デリバリー

●3か所のGTAC（中国、ルーマニア、メキシコ）と各
国に散らばるLTACが24時間365日世界中に技
術支援サービスを提供

●3,400名以上の専門技術者がカスタマー・サポー
ト・サービスに従事

リペア・センター

GTAC
主要なLTAC

中国
（中国語）

ブラジル
（ポルトガル語）

ロシア（ロシア語）

日本
（日本語）エジプト

（アラビア語、
英語、フランス語）

北米（英語）

インド
（英語、ヒンディー語）メキシコ

（スペイン語、英語）

ルーマニア（英語）

マレーシア
（英語）

パキスタン
（英語、

ウルドゥー語）
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ネットワーク保全を支援。回線呼び出し

が通常の37倍となるトラフィックの増大

に対応する通信サービスを提供。

●2013年7月、新潟県湯沢町で開催

されたフジロック・フェスティバルでお客
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人を超える来場者に安定した通信サー

ビスを提供。

近年の主な
保守サービス実績

日本におけるサービス・デリバリー

識をしっかりと共有したチームが必要です。

このチームを支える施策として、技術者スキ

ルの向上の機会拡大、能力レベル別に応

じた研修と試験、公的資格取得の奨励など

を行っています。

　また、通信サービスには個人情報をはじ

めさまざまな顧客情報が含まれており、通

信障害時はもちろん、平時においても情

報管理の徹底は重要な課題です。ファー

ウェイ・ジャパンでは、グローバルに策定さ

れたサイバー・セキュリティー・ポリシーに基

づき、情報管理の重要性、ルールの厳守、

情報漏えい防止策、問題発生時の報告

方法など細部にわたって全従業員に教育

し、その理解度を確認した上で誓約書を取

り交わし、情報管理事故の防止に努めて

います。

本社の技術者から直接技術移転を受け

ることで、スキルの向上を図っています。

各プロジェクト・チームには発足の時点で

必ず本社の研究開発技術者がメンバー

に入り、プロジェクトの初日から協業を開

始します。

　ファーウェイ・ジャパンでは、こうした研究

開発部門との連携や前述のE2Eインテグ

レーション・サービスなどのグローバルなリ

ソースを日本のお客様の要求や実状に

沿った形で生かせるよう、プロセスや作業

手順を可能なかぎりローカライズしていま

す。日本の関連法令に基づいた実のある安

全管理や、品質に対する日本のお客様の

高い要求水準に応えられる技術者スキル

の育成にも力を入れています。

　このような取り組みを実施するためには、

経験豊富な日本のパートナー企業との協業

も不可欠です。ファーウェイ・ジャパンは20

社を超える日本のパートナーの皆様ととも

に、高品質かつ適切なコストでサービスを提

供するためのイノベーションを実現し、新た

なビジネスを開拓していくことで、Win-Win

のパートナーシップを構築しています。

　ネットワークの構築・保守において技術

者一人で行える仕事は限られており、業務

の品質を高め、ミスを防止するには、問題意

安全で安定した
通信ネットワークの
実現に向けて
ファーウェイの
サービス・デリバリー

●3か所のGTAC（中国、ルーマニア、メキシコ）と各
国に散らばるLTACが24時間365日世界中に技
術支援サービスを提供

●3,400名以上の専門技術者がカスタマー・サポー
ト・サービスに従事

リペア・センター

GTAC
主要なLTAC

中国
（中国語）

ブラジル
（ポルトガル語）

ロシア（ロシア語）

日本
（日本語）エジプト

（アラビア語、
英語、フランス語）

北米（英語）

インド
（英語、ヒンディー語）メキシコ

（スペイン語、英語）

ルーマニア（英語）

マレーシア
（英語）

パキスタン
（英語、

ウルドゥー語）
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スマートフォンの急速な普及にともなってアプリケーションやデータ通信の利用が拡大したことに

より、多くの国でトラフィックが劇的に増加し、結果としてセルの過負荷が頻繁に発生しています。

日本においても、3GからLTEへのトラフィックの急激なシフトが起こり、過負荷状態のLTEセルが

増えています。こうしたセルのオーバーロードが生じると、セルエッジのユーザーは技術的にはネット

ワークに接続されていても事実上スループットがまったく出ないという最悪の状況に陥ることもあり

ます。この増え続けるLTEトラフィックと容量の需要をどう満たすかが、通信事業者の最も切迫した

課題になっています。今回は、こうした課題に応えるLTEにフォーカスしたファーウェイのスモールセ

ルによるヘテロジニアス・ネットワーク・ソリューションについてご紹介します。
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出典 ： Successful LTE strategies: How to use LTE to build a compelling broadband strategy（Informa Telecoms & Media）
【図1】世界のLTE加入者数予測
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きめ細かな対応を可能にする
ローカライゼーションと
パートナーシップ

品質向上への
取り組み

信頼されるサービス・デリバリー・チームを目指して

ファーウェイ・ジャパン
執行役員 兼
デリバリー＆
サービス本部長

置田 直樹

　ファーウェイ・ジャパンのデリバリー＆サー

ビス本部は、ネットワーク機器の設計、導

入、プロジェクト管理、最適化、保守サービ

スなど、日本国内のお客様のネットワークを

安定稼働させるために必要なあらゆる業務

を行っています。通信トラブルはひとつのミ

スから発生し、大規模な障害にいたることも

少なくなく、大勢の利用者の皆様に影響を

およぼす可能性があります。ファーウェイが

日本で事業を開始して8年が経ち、日本でも

多くのお客様にファーウェイの製品をお使

いいただくようになった現在、ネットワークの

運用をサポートするデリバリー＆サービス本

部の責任はますます大きなものとなってきて

います。

　ファーウェイにとって重点市場である日本

では、当社の強みのひとつである優れた研

究開発部門ととりわけ密接に連携し、強力

なサポート体制を整えています。本社の研

究開発技術者を日本に派遣し、現地社員

と一緒に業務を行うことで、日本のお客様

の要求を研究開発部門が正確に把握でき

るようにしています。また、日本の技術者が

識をしっかりと共有したチームが必要です。

このチームを支える施策として、技術者スキ

ルの向上の機会拡大、能力レベル別に応

じた研修と試験、公的資格取得の奨励など
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経験豊富な日本のパートナー企業との協業

も不可欠です。ファーウェイ・ジャパンは20

社を超える日本のパートナーの皆様ととも

に、高品質かつ適切なコストでサービスを提

供するためのイノベーションを実現し、新た

なビジネスを開拓していくことで、Win-Win

のパートナーシップを構築しています。

　ネットワークの構築・保守において技術

者一人で行える仕事は限られており、業務

の品質を高め、ミスを防止するには、問題意

　私は2013年6月にデリバリー＆サービス

本部長に着任し、それ以来、「国内で最も優

れたサービス・デリバリー・チーム」とお客様か

ら評価していただけるようになることを目標と

してきました。そのために、あらゆる問題を洗

い出し、改善計画を実行し、改善を継続でき

る仕組みづくりに取り組んでいます。

　お客様のネットワークの安定性・安全性

を保証するために24時間365日サービスを

提供することは、非常に責任ある業務です。

お客様から信頼していただくには、お客様、

そしてその先にいるネットワーク・サービスの

利用者の皆様のことを常に第一に考え、お

客様との約束を一つひとつ真摯に、忠実に

果たすよりほかありません。

　このような目標の実現には、プロセスやス

キル、チームワークなど多くの要素が必要で

すが、私はその中でも最も重要なのは人だと

考えています。技術は日々進歩し、高性能

化、高密度化、自動化が進みますが、こうした

技術を使うのは人であり、業務に対する強い

責任感と使命感に裏づけられた行動こそが

お客様に満足していただける結果へとつな

がるのです。

　デリバリー＆サービス本部の従業員はその

70%以上が日本での現地採用で、本社から

派遣された駐在員とともに多国籍のチーム

を構成しています。異なる文化を理解し、互

いに尊重し、弱みを補い、強みを生かす――

当本部では、多様な従業員を適材適所で配

置し、スキルを最適化することによって、持ち

うるリソースを最大限活用できるような環境

を整えています。さらに、日本のお客様の要

求をより正確に把握し、それに的確に応える

ために、今後も引き続きローカライゼーション

を進めていく計画です。

　問題は起こさないことが第一ですが、万が

一発生してしまった場合、どのような対処が

できるかによって、私たちの真の力が試され

ます。一つひとつの問題を迅速かつ丁寧に

解決し、再発の防止を徹底することで、安定

したネットワーク稼働を保証しつづけていけ

るよう、これからも尽力してまいります。
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【表1】基地局の分類（送信出力別）

注：1RFポートあたりの出力を示す。例えば4×4 MIMOマクロ基地局の最大送信出力は20W×4（1RFポートあたり
の送信出力）となる

典型的な最大送信出力事例

最大送信出力

セルタイプ

基地局タイプ ピコ基地局

スモールセル

100mW - 500mW

マクロ基地局

マクロセル

20 W以上 

20W

マイクロ基地局

1W - 10W

5W 125mW または 250mW

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での

カバレッジレイヤー（マクロレイヤー）とス

モールセルによるカバレッジレイヤー（ス

モールセルレイヤー）を考慮した無線ネット

ワーク設計が必要となります。どの場所に

いるユーザーをどのレイヤーで収容するか

を、十 分に検 討する必 要があります。

HetNetの展開シナリオの事例には以下の

ようなものが挙げられます。

ホットスポット、ホットライン、ホットゾーンで

のスモールセルによるマクロ基地局からの

オフロード

　主に都心部において、特定のエリアに

非常に高いトラフィックが集中する場所が

発生します。こうした場所は図4のように、

大きく「ホットスポット」「ホットライン」「ホット

ゾーン」の3つに分類できます。

　これらは人口が集中する都心部のショッ

ヘテロジニアス・ネットワークと呼ばれます。

　ヘテロジニアス・ネットワーク（以下、

HetNet）の目的は、トラフィック需要の高い

箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき

課題のひとつです。セルエッジで干渉などに

よる品質低下を改善し、セルセンターとセル

エッジで均一的なスループットを実現するこ

とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル

エッジにいても、均一的なユーザー・エクスペ

リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・

エッジ・ネットワーク）が理想的と言えます。

　また、無線ネットワークでは一時的または

恒久的なホットスポットも必ず発生します。

HetNet構築は、費用対効果を考慮し、より

正確にスモールセルのターゲット・エリア、

ターゲット・ゾーンを確定し、ノー・エッジ・ネッ

トワークと容量の最大化を実現します。

　これらスモールセルの導入後は、マクロ

基地局・スモールセル間およびスモールセ

ル間に新たなセルボーダーが発生します。

このセルボーダー（セルエッジ）での干渉に

よる品質低下をどのように軽減してノー・

エッジ・ネットワークを実現するかが、ユー

ザー・エクスペリエンス向上のための技術

的な課題です。

　たとえば、ファーウェイでは、干渉除去に

だけでカバレッジと容量について対策を講

じるには限界があります。マクロ基地局は物

理的にも設置可能な場所が限定的であり、

今後のユーザー・トラフィックの収容を考慮

すると、マクロ基地局だけで理想的な無線

設計を実現することは非常に困難です。

　すでに容量が限界となったマクロ基地

局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い

たヘテロジニアス・ネットワークです。

　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、

DAS（Distributed Antenna System：

分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、

DASを適用しても容量の拡張性に限界が

あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局

【図2】ヘテロジニアス・ネットワークの利点 【図3】ノー・エッジ・ネットワーク
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【表1】基地局の分類（送信出力別）

注：1RFポートあたりの出力を示す。例えば4×4 MIMOマクロ基地局の最大送信出力は20W×4（1RFポートあたり
の送信出力）となる

典型的な最大送信出力事例

最大送信出力

セルタイプ

基地局タイプ ピコ基地局

スモールセル

100mW - 500mW

マクロ基地局

マクロセル

20 W以上 

20W

マイクロ基地局

1W - 10W

5W 125mW または 250mW

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での

カバレッジレイヤー（マクロレイヤー）とス

モールセルによるカバレッジレイヤー（ス

モールセルレイヤー）を考慮した無線ネット

ワーク設計が必要となります。どの場所に

いるユーザーをどのレイヤーで収容するか

を、十 分に検 討する必 要があります。

HetNetの展開シナリオの事例には以下の

ようなものが挙げられます。

ホットスポット、ホットライン、ホットゾーンで

のスモールセルによるマクロ基地局からの

オフロード

　主に都心部において、特定のエリアに

非常に高いトラフィックが集中する場所が

発生します。こうした場所は図4のように、

大きく「ホットスポット」「ホットライン」「ホット

ゾーン」の3つに分類できます。

　これらは人口が集中する都心部のショッ

ヘテロジニアス・ネットワークと呼ばれます。

　ヘテロジニアス・ネットワーク（以下、

HetNet）の目的は、トラフィック需要の高い

箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき

課題のひとつです。セルエッジで干渉などに

よる品質低下を改善し、セルセンターとセル

エッジで均一的なスループットを実現するこ

とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル

エッジにいても、均一的なユーザー・エクスペ

リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・

エッジ・ネットワーク）が理想的と言えます。

　また、無線ネットワークでは一時的または

恒久的なホットスポットも必ず発生します。

HetNet構築は、費用対効果を考慮し、より

正確にスモールセルのターゲット・エリア、

ターゲット・ゾーンを確定し、ノー・エッジ・ネッ

トワークと容量の最大化を実現します。

　これらスモールセルの導入後は、マクロ

基地局・スモールセル間およびスモールセ

ル間に新たなセルボーダーが発生します。

このセルボーダー（セルエッジ）での干渉に

よる品質低下をどのように軽減してノー・

エッジ・ネットワークを実現するかが、ユー

ザー・エクスペリエンス向上のための技術

的な課題です。

　たとえば、ファーウェイでは、干渉除去に

だけでカバレッジと容量について対策を講

じるには限界があります。マクロ基地局は物

理的にも設置可能な場所が限定的であり、

今後のユーザー・トラフィックの収容を考慮

すると、マクロ基地局だけで理想的な無線

設計を実現することは非常に困難です。

　すでに容量が限界となったマクロ基地

局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い

たヘテロジニアス・ネットワークです。

　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、

DAS（Distributed Antenna System：

分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、

DASを適用しても容量の拡張性に限界が

あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局

【図2】ヘテロジニアス・ネットワークの利点 【図3】ノー・エッジ・ネットワーク
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【図4】ホットスポット、ホットライン、ホットゾーン

小さいエリアでのハイトラフィックや、弱電界
スポット、カバレッジホールで、静止ユーザーが
多いケース。

（例：駅構内等の限られた商業スペース、弱電
界スポット、カバレッジホールなど）

連続した道路沿いなどでのハイトラフィックエ
リア。移動するユーザーが少なく、かつ移動速
度が遅いケース。ただし、高いキャパシティが
求められる。

（例：商業施設の道路沿いなど）

地上エリアと低層階を含めた、ある程度の広
さを持つ連続したハイトラフィックエリア。

（例：都心部の高層・中層・低層ビルが人通り
の多い道路を挟んで多く立地しているエリア、
スタジアムなど）

ホットスポット ホットライン ホットゾーン

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での
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いるユーザーをどのレイヤーで収容するか
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ようなものが挙げられます。
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箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき
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とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル
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リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・
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局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い
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　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、
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分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、
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あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局

【図5】
スモールセルによる
キャパシティ・オフロード対策

【表2】代表的な干渉除去テクノロジー

【図6】
スモールセルによる
弱電界スポット・カバレッジホール対策

干渉除去技術

Adaptive SFN
（Single
  Frequency
  Network）

Adaptive ICIC

効果 特長

CSPC
（Coordinated
  Scheduling
  Power Control）

eICIC

DL CoMP

UL CoMP

Advanced Receiver

Control Channel IRC

UL IRC

同一ベースバンド装置に収容さ
れたセル間の干渉除去を実現
できる。クラウドBB（CRAN）で
本技術を適用すると、より高い
効果を得られる。

マクロ基地局・スモールセルを含
め、ベースバンド装置の物理的
な設置場所が異なっていても、
セル間の干渉除去を実現でき
る。クラウドBB（CRAN）の環境
でも利用できる。

マクロ基地局とスモールセルが
協調し、干渉を軽減させる。

同一ベースバンド内（クラウドBB
（CRAN）も含む）に収容された
セル間の干渉を軽減する。

同一ベースバンド内（クラウドBB
（CRAN）も含む）に収容された
セル間の干渉を軽減する。アップリンクの干渉を抑え、セ

ルエッジのスループットを向上
させる。

ダウンリンクの干渉を抑え、セ
ルエッジのスループットを向上
させる。

ネットワーク・アーキテクチャにか
かわらず利用できる。

スモールセル スモールセル

マクロセル マクロセル

セル間のコーディネーション（干渉除去、ロードバランスなど）

セル間のコーディネーション（干渉除去、ロードバランスなど）

スモールセル

マクロレイヤー

スモールセルレイヤー

マクロレイヤー

スモールセルレイヤー

マクロセル

スモールセル展開のシナリオ
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（例：都心部の高層・中層・低層ビルが人通り
の多い道路を挟んで多く立地しているエリア、
スタジアムなど）

ホットスポット ホットライン ホットゾーン

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での

カバレッジレイヤー（マクロレイヤー）とス

モールセルによるカバレッジレイヤー（ス

モールセルレイヤー）を考慮した無線ネット

ワーク設計が必要となります。どの場所に

いるユーザーをどのレイヤーで収容するか

を、十 分に検 討する必 要があります。

HetNetの展開シナリオの事例には以下の

ようなものが挙げられます。

ホットスポット、ホットライン、ホットゾーンで

のスモールセルによるマクロ基地局からの

オフロード

　主に都心部において、特定のエリアに

非常に高いトラフィックが集中する場所が

発生します。こうした場所は図4のように、

大きく「ホットスポット」「ホットライン」「ホット

ゾーン」の3つに分類できます。

　これらは人口が集中する都心部のショッ

ヘテロジニアス・ネットワークと呼ばれます。

　ヘテロジニアス・ネットワーク（以下、

HetNet）の目的は、トラフィック需要の高い

箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき

課題のひとつです。セルエッジで干渉などに

よる品質低下を改善し、セルセンターとセル

エッジで均一的なスループットを実現するこ

とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル

エッジにいても、均一的なユーザー・エクスペ

リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・

エッジ・ネットワーク）が理想的と言えます。

　また、無線ネットワークでは一時的または

恒久的なホットスポットも必ず発生します。

HetNet構築は、費用対効果を考慮し、より

正確にスモールセルのターゲット・エリア、

ターゲット・ゾーンを確定し、ノー・エッジ・ネッ

トワークと容量の最大化を実現します。

　これらスモールセルの導入後は、マクロ

基地局・スモールセル間およびスモールセ

ル間に新たなセルボーダーが発生します。

このセルボーダー（セルエッジ）での干渉に

よる品質低下をどのように軽減してノー・

エッジ・ネットワークを実現するかが、ユー

ザー・エクスペリエンス向上のための技術

的な課題です。

　たとえば、ファーウェイでは、干渉除去に

だけでカバレッジと容量について対策を講

じるには限界があります。マクロ基地局は物

理的にも設置可能な場所が限定的であり、

今後のユーザー・トラフィックの収容を考慮

すると、マクロ基地局だけで理想的な無線

設計を実現することは非常に困難です。

　すでに容量が限界となったマクロ基地

局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い

たヘテロジニアス・ネットワークです。

　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、

DAS（Distributed Antenna System：

分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、

DASを適用しても容量の拡張性に限界が

あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局

【図5】
スモールセルによる
キャパシティ・オフロード対策

【表2】代表的な干渉除去テクノロジー

【図6】
スモールセルによる
弱電界スポット・カバレッジホール対策

干渉除去技術

Adaptive SFN
（Single
  Frequency
  Network）

Adaptive ICIC

効果 特長

CSPC
（Coordinated
  Scheduling
  Power Control）

eICIC

DL CoMP

UL CoMP

Advanced Receiver

Control Channel IRC

UL IRC

同一ベースバンド装置に収容さ
れたセル間の干渉除去を実現
できる。クラウドBB（CRAN）で
本技術を適用すると、より高い
効果を得られる。

マクロ基地局・スモールセルを含
め、ベースバンド装置の物理的
な設置場所が異なっていても、
セル間の干渉除去を実現でき
る。クラウドBB（CRAN）の環境
でも利用できる。

マクロ基地局とスモールセルが
協調し、干渉を軽減させる。

同一ベースバンド内（クラウドBB
（CRAN）も含む）に収容された
セル間の干渉を軽減する。

同一ベースバンド内（クラウドBB
（CRAN）も含む）に収容された
セル間の干渉を軽減する。アップリンクの干渉を抑え、セ

ルエッジのスループットを向上
させる。

ダウンリンクの干渉を抑え、セ
ルエッジのスループットを向上
させる。

ネットワーク・アーキテクチャにか
かわらず利用できる。

スモールセル スモールセル

マクロセル マクロセル

セル間のコーディネーション（干渉除去、ロードバランスなど）

セル間のコーディネーション（干渉除去、ロードバランスなど）

スモールセル

マクロレイヤー

スモールセルレイヤー

マクロレイヤー

スモールセルレイヤー

マクロセル

スモールセル展開のシナリオ
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通信事業者にとってのビジネスのフィールドは、通信という一分

野からグローバルなデジタル経済へと拡大しつつある。その変化

にいち早く対応しようとする通信事業者は多いが、スピードだけで

生き残れるわけではない。この巨大で複雑で急速に変化しつづ

けるエコシステムで成功を収めるには、通信事業者は何をすれば

いいのだろうか。TMフォーラム会長のマーティン・クリーナー

（Martin Creaner）氏にそのヒントを聞いた。

1988年にネットワーク・マネジメント・フォーラムという名称で
設立されたTMフォーラムは、通信事業者、ソフトウェア・ベン
ダー、機器ベンダーなどを中心メンバーとする通信サービスと
デジタル・サービスに特化したグローバルな業界団体。195
か国に900以上のメンバーを擁し、調査結果やベスト・プラク
ティスの共有、メンバー同士のコラボレーションを促進するプ
ラットフォームの提供を通じ、業界の発展に貢献している。

TMフォーラム

TMフォーラム会長
マーティン・クリーナー氏に聞く

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan
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S olut ions

ファーウェイのスモールセル製品

スモールセルを使用した
屋内カバレッジ

ファーウェイの
スモールセル・ソリューション

BTS3203E（ATOMシリーズ）

●周波数：2.1GHz

●サイズ約5.6リッター

●重量：約6kg

●送信出力：2×1.7W

●同期：RGPS， 1588V2

●電源：AC100V

BTS3911E（ATOMシリーズ）
（リリース準備中）

●周波数：2.1GHz

●サイズ：約8.4リッター

●重量:約10kg

●送信出力：2×10W

●同期：RGPS， 1588V2

●電源：AC100V

カナダのテラス（TELUS）は2012年、ファーウェイ
のLTEスモールセル・ソリューションによって同社初
の商用LTEネットワークを展開。バンクーバーをはじ
めとする都市部において効率的なキャパシティ・オ
フロードを実現し、ユーザー・エクスペリエンスを大き
く改善した

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での

カバレッジレイヤー（マクロレイヤー）とス

モールセルによるカバレッジレイヤー（ス

モールセルレイヤー）を考慮した無線ネット

ワーク設計が必要となります。どの場所に

いるユーザーをどのレイヤーで収容するか

を、十 分に検 討する必 要があります。

HetNetの展開シナリオの事例には以下の

ようなものが挙げられます。

ホットスポット、ホットライン、ホットゾーンで

のスモールセルによるマクロ基地局からの

オフロード

　主に都心部において、特定のエリアに

非常に高いトラフィックが集中する場所が

発生します。こうした場所は図4のように、

大きく「ホットスポット」「ホットライン」「ホット

ゾーン」の3つに分類できます。

　これらは人口が集中する都心部のショッ

ヘテロジニアス・ネットワークと呼ばれます。

　ヘテロジニアス・ネットワーク（以下、

HetNet）の目的は、トラフィック需要の高い

箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき

課題のひとつです。セルエッジで干渉などに

よる品質低下を改善し、セルセンターとセル

エッジで均一的なスループットを実現するこ

とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル

エッジにいても、均一的なユーザー・エクスペ

リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・

エッジ・ネットワーク）が理想的と言えます。

　また、無線ネットワークでは一時的または

恒久的なホットスポットも必ず発生します。

HetNet構築は、費用対効果を考慮し、より

正確にスモールセルのターゲット・エリア、

ターゲット・ゾーンを確定し、ノー・エッジ・ネッ

トワークと容量の最大化を実現します。

　これらスモールセルの導入後は、マクロ

基地局・スモールセル間およびスモールセ

ル間に新たなセルボーダーが発生します。

このセルボーダー（セルエッジ）での干渉に

よる品質低下をどのように軽減してノー・

エッジ・ネットワークを実現するかが、ユー

ザー・エクスペリエンス向上のための技術

的な課題です。

　たとえば、ファーウェイでは、干渉除去に

だけでカバレッジと容量について対策を講

じるには限界があります。マクロ基地局は物

理的にも設置可能な場所が限定的であり、

今後のユーザー・トラフィックの収容を考慮

すると、マクロ基地局だけで理想的な無線

設計を実現することは非常に困難です。

　すでに容量が限界となったマクロ基地

局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い

たヘテロジニアス・ネットワークです。

　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、

DAS（Distributed Antenna System：

分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、

DASを適用しても容量の拡張性に限界が

あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局
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通信事業者にとってのビジネスのフィールドは、通信という一分

野からグローバルなデジタル経済へと拡大しつつある。その変化

にいち早く対応しようとする通信事業者は多いが、スピードだけで

生き残れるわけではない。この巨大で複雑で急速に変化しつづ

けるエコシステムで成功を収めるには、通信事業者は何をすれば

いいのだろうか。TMフォーラム会長のマーティン・クリーナー

（Martin Creaner）氏にそのヒントを聞いた。

1988年にネットワーク・マネジメント・フォーラムという名称で
設立されたTMフォーラムは、通信事業者、ソフトウェア・ベン
ダー、機器ベンダーなどを中心メンバーとする通信サービスと
デジタル・サービスに特化したグローバルな業界団体。195
か国に900以上のメンバーを擁し、調査結果やベスト・プラク
ティスの共有、メンバー同士のコラボレーションを促進するプ
ラットフォームの提供を通じ、業界の発展に貢献している。

TMフォーラム

TMフォーラム会長
マーティン・クリーナー氏に聞く

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan

経経済の発展と
者者の未来

オーププンなな
デジタタルタルタ 経経経経経経経経済済済済のののの発発発発展展展展とととと
通信事業通信事業者者者者者者者ののののののの未未未未未未未来来来来来来来
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ファーウェイのスモールセル製品

スモールセルを使用した
屋内カバレッジ

ファーウェイの
スモールセル・ソリューション

BTS3203E（ATOMシリーズ）

●周波数：2.1GHz

●サイズ約5.6リッター

●重量：約6kg

●送信出力：2×1.7W

●同期：RGPS， 1588V2

●電源：AC100V

BTS3911E（ATOMシリーズ）
（リリース準備中）

●周波数：2.1GHz

●サイズ：約8.4リッター

●重量:約10kg

●送信出力：2×10W

●同期：RGPS， 1588V2

●電源：AC100V

カナダのテラス（TELUS）は2012年、ファーウェイ
のLTEスモールセル・ソリューションによって同社初
の商用LTEネットワークを展開。バンクーバーをはじ
めとする都市部において効率的なキャパシティ・オ
フロードを実現し、ユーザー・エクスペリエンスを大き
く改善した

ピングストリートやオフィス街、オフィスビル

内、駅前・駅周辺などで多く発生すること

があり、これによるマクロ基地局への負荷

集中は深刻な問題です。このようなエリア

にスモールセルを展開し、HetNet化するこ

とが、解決策のひとつとなります。スモール

セルの基地局構成は非常にシンプルであ

り、通常のビル屋上や地上設置に加え、

電柱（ポール）や壁設置など、さまざまな設

置方法があります。また、ファーウェイのス

モールセル製品はAC電源に対応している

ため、整流器なしに基地局を設置すること

ができます。

　このシナリオは、マクロ基地局のカバレッ

ジ内にスモールセルを配置してHetNetを

構成するというもので、無線ネットワークの

容量を容易に拡大することができます（図

5）。マクロレイヤーとスモールセルレイヤー

は、同一周波数でも異なる周波数でも展

開が可能です。

　たとえば、図4のホットライン、ホットゾーン

のシナリオでは、複数のスモールセルを用

いて、一定のターゲット・エリア（駅ビル周辺

の地上と、その駅ビルの低層階のトラフィッ

クなど）を定義することが望ましいと言えま

す。その上で、さらにマクロ基地局とスモー

ルセル間およびスモールセルどうしの間の

トラフィック管理と負荷管理の設計を考慮

することも必要です。アイドル状態または接

続状態において、どちらのレイヤーにどこの

エリアのユーザーを所属させるかについて

も考える必要があります。

弱電界スポット、カバレッジホールでの

スモールセル展開

　マクロ基地局だけのネットワークでは、基

地局設置場所に制約があるため、どうして

も弱電界スポットやカバレッジホールが発

生します。たとえば、以下のようなエリアがこ

れに含まれます。

●都心部の駅構内

●過密なビル街

●大学のキャンパス内

●道路上のカバレッジの弱いエリア

●オフィスビルや商用ビルなどの屋内エリア

　このシナリオでは、マクロ基地局ではカ

バーできない弱電界スポットやカバレッジホー

ルにスモールセルを展開することにより、シー

ムレスなネットワークを実現します（図6）。

おいて表2のようなテクノロジーを駆使し、

ノー・エッジ・ネットワークを実現しています。

　LTEのHetNetでは、マクロ基地局での

カバレッジレイヤー（マクロレイヤー）とス

モールセルによるカバレッジレイヤー（ス

モールセルレイヤー）を考慮した無線ネット

ワーク設計が必要となります。どの場所に

いるユーザーをどのレイヤーで収容するか

を、十 分に検 討する必 要があります。

HetNetの展開シナリオの事例には以下の

ようなものが挙げられます。

ホットスポット、ホットライン、ホットゾーンで

のスモールセルによるマクロ基地局からの

オフロード

　主に都心部において、特定のエリアに

非常に高いトラフィックが集中する場所が

発生します。こうした場所は図4のように、

大きく「ホットスポット」「ホットライン」「ホット

ゾーン」の3つに分類できます。

　これらは人口が集中する都心部のショッ

ヘテロジニアス・ネットワークと呼ばれます。

　ヘテロジニアス・ネットワーク（以下、

HetNet）の目的は、トラフィック需要の高い

箇所で効率のよい無線ネットワーク収容設

計を行うことにより、混雑を緩和し、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることにあ

ります。HetNetのネットワーク間（マクロ基

地局～スモールセル、2G～3G～LTE～

WiFi）でのトラフィック・ロード・バランスや、

スムースなモビリティーを実施することによ

り、品質の高いネットワークが実現できます。

　以下、本稿ではマクロ基地局とスモール

セルの組み合わせによるHetNetについて

ご紹介します。

　無線基地局は、送信出力をベースに「マ

クロ基地局」「ミクロ基地局」「ピコ基地

局」に分類されます（表1）。本稿では「ミク

ロ基地局」および「ピコ基地局」をスモール

セルと呼びます。

　マクロ基地局では、基地局やアンテナ

を理想的な場所に設置できるとは限りま

せん。実際に、マクロ基地局の設置条件が

ネットワーク設計の制約となる場合も多くあ

ります。一方、スモールセルはマクロ基地局

と比較すると、基地局やアンテナの設置場

所に関する自由度が高く、設置するときのサ

イト獲得や基地局工事、インスタレーション

作業も非常に短納期で実現できます。その

ため、実際のトラフィック・ニーズと無線ネッ

トワークの要求に対応した、より柔軟で精度

の高い無線ネットワークを迅速に設計する

ことが可能となります。

　無線によるサービス提供では、場所と時

間によって無線環境が変化するため、エンド

ユーザーに提供するサービスレベルが変動

的で不均一になりがちです。たとえば、マク

ロ基地局によるエリアカバーでは、セルエッ

ジとセルの中心にいるユーザーではサービ

ス品質が大きく異なります。これはエンド

ユーザーへのサービス提供上、解決すべき

課題のひとつです。セルエッジで干渉などに

よる品質低下を改善し、セルセンターとセル

エッジで均一的なスループットを実現するこ

とで、ユーザーがセルの中心にいても、セル

エッジにいても、均一的なユーザー・エクスペ

リエンスを提供できるネットワーク（＝ノー・

エッジ・ネットワーク）が理想的と言えます。

　また、無線ネットワークでは一時的または

恒久的なホットスポットも必ず発生します。

HetNet構築は、費用対効果を考慮し、より

正確にスモールセルのターゲット・エリア、

ターゲット・ゾーンを確定し、ノー・エッジ・ネッ

トワークと容量の最大化を実現します。

　これらスモールセルの導入後は、マクロ

基地局・スモールセル間およびスモールセ

ル間に新たなセルボーダーが発生します。

このセルボーダー（セルエッジ）での干渉に

よる品質低下をどのように軽減してノー・

エッジ・ネットワークを実現するかが、ユー

ザー・エクスペリエンス向上のための技術

的な課題です。

　たとえば、ファーウェイでは、干渉除去に

だけでカバレッジと容量について対策を講

じるには限界があります。マクロ基地局は物

理的にも設置可能な場所が限定的であり、

今後のユーザー・トラフィックの収容を考慮

すると、マクロ基地局だけで理想的な無線

設計を実現することは非常に困難です。

　すでに容量が限界となったマクロ基地

局エリアからのトラフィック・オフロードを実

現したり、マクロ基地局だけではカバーでき

ない弱電エリアやカバレッジホールを解決

することが、今後のLTEネットワーク構築上

の最重要課題です。これを解決するキーと

なるソリューションが、スモールセルを用い

たヘテロジニアス・ネットワークです。

　一般的に、マクロ基地局とスモールセル

を組み合わせたネットワークをヘテロジニア

ス・ネットワークと呼びます。また、異なる通

信方式（2G、3G、LTE、WiFiなど）を組み

合わせて構築されたネットワークも同様に

　オフィスビル、大型ショッピングモール、ス

タジアム、空港、地下鉄などのホットスポット

を含む屋内エリアは、2G／3Gの時代には

屋外の基地局からカバーすることに加え、

DAS（Distributed Antenna System：

分散アンテナシステム）やフェムトセルを屋

内に展開していたケースが多く見られまし

た。しかし、LTEでの屋内カバレッジでは、

DASを適用しても容量の拡張性に限界が

あり、容量拡張の観点では費用対効果も

期待できません。LTEでは、屋外基地局（ス

モールセルをつかったホットゾーンなど）や

屋内用基地局Lampサイト（ファーウェイの

屋内無線基地局の製品）によって屋内エ

リアをカバーすることで、簡単かつ柔軟にカ

バレッジを展 開できます。この方 法は、

DASに比べるとはるかに費用対効果と無

線容量の拡張性に優れています。

　ファーウェイの代表的な屋外・屋内対

応のスモールセル製品（BTS3203E、

BTS3911Eなど）は、小型、軽量、SON

（Self Organizing Network）機能、柔軟

な設置方法が特長です。

　これらスモールセル・ソリューションによ

り、通信事業者は簡単で柔軟な基地局展

開が可能になります。ファーウェイは、干渉

制御、モビリティー、負荷分散、高速化など

の観点から、通信事業者のスモールセル・

デザインに適した無線ネットワーク・ソリュー

ションを設計ポリシーも含めて提供し、短期

間でネットワーク品質の向上を可能にしま

す。ファーウェイのマクロ基地局とスモール

セルによるHetNetはすでに世界各国で展

開されており、その性 能と運 用 実 績が

HetNetスモールセル・ソリューションの確固

たる効果を証明しています。

　エリア展開に際して、カバレッジの観点か

ら費用対効果を最大化するために、通信事

業者はマクロ基地局をメインとしてネット

ワークを構築します。また、都心部を中心と

したハイトラフィック・エリアでは、マクロ基地

局を緻密に設置したり、多セクター（3セク

ター＋α、6セクター）化をすることにより、無

線容量増加の対策を行っています。さらに、

MIMO（Multiple-Input and Multiple-

Output）や干渉除去技術など、新たな無線

機能の導入による容量対策も重要です。

　しかし、マクロ基地局だけでの展開では、

弱電界スポットやカバレッジホールとなるエ

リアも多く発生してしまうという問題がありま

す。また、都市部ではホットスポット（ユー

ザーとトラフィックが集中するスポット）がマ

クロ基地局のカバレッジ・エリアでのユー

ザー・エクスペリエンスを下げてしまうケース

もよく見られます。このように、マクロ基地局
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ファーウェイ：現在「オープンなデジタル経

済」について本を執筆中とのことですが、

「オープンなデジタル経済」というのは、一

般のユーザー、ベンダーや通信事業者、そ

して通信業界全般にとってどんな意味を持

つのでしょうか。

クリーナー氏：オープンなデジタル経済に

ついては多くの人が話題にしています。た

とえば、ヘルスケア、M2M（マシン・ツーマ

シン）、金融、決済、スマート・ホームなど、

通信事業者やコンテンツ・サービス・プロ

バイダーが提供したいと思いながらまだ本

格的な事業展開にはいたっていないさまざ

まなサービスがあり、これらが今後発展して

いくであろうということに誰もが気づいてい

ます。しかし、オープンなデジタル経済の本

質は、パーソナライゼーション、すなわち

個々のユーザーに合わせたサービスのカ

スタマイズにあります。本の執筆にあたっ

て取材したある企業は、これを詩的な表現

で説明してくれました。「顧客を中心にする

のではなく、顧客の生活の中心となるの

だ」と。オープンなデジタル経済をうまく描

写した言い方だと思います。

ファーウェイ：そうした経済において通信事

業者が成功するための課題は何でしょうか。

クリーナー氏：オープンなデジタル経済には

7つのキーポイントがあると考えています。ま

ず、ビッグ・データとデータ分析です。これは

ビジネス・チャンスですが、まだ十分に生かさ

れているとは言えません。2つめはカスタ

マー・エクスペリエンスの管理で、これはソー

シャル・メディアなどのツールを使ったまった

く新しい形に変わってきています。3つめは、

ネットワーク上の情報の安全性とプライバ

シーをどう管理するかというセキュリティーの

問題です。4つめに、通信業界とオープンな

デジタル経済全体を変えようとしている

SDN（Software Defined Networking：

ソフトウェア定義ネットワーク）があります。

SDNをどのように利用し、実際にどう実装し

ていくのか、徐々に理解されはじめていま

す。5つめがパートナーシップで、通信事業

者は自分たちだけですべてをまかなうという

考え方を改めなくてはなりません。6つめに、

企業文化とリーダーシップも重要な要素で

す。最後に、イノベーションにどう向き合うか

という課題があります。

ファーウェイ：その中でも、成功を決定づけ

る要因、最も優先度の高い課題はどれで

すか？

クリーナー氏：ビッグ・データとデータ分析が

最優先事項だと思います。私が話を聞いた

企業の多くがそう考えていましたし、実際の

ところ、ビッグ・データに関する知識とその管

理機能の向上に投資していない企業や

サービス・プロバイダーは皆無でした。カスタ

マー・エクスペリエンスの管理も同じぐらい

重要です。どうやってカスタマー・エクスペリ

エンスを管理すればいいのか？　これには

いままでとは違ったまったく新しいアプロー

チが必要になります。この2つはどの企業も

組織をあげて全力で取り組まなければなら

ない最重要課題です。

ファーウェイ：持続的な市場価値を生み出

すために通信事業者が活用できる資産や

能力にはどのようなものがありますか。

クリーナー氏：通信事業者には貴重な資産

がいくつかあります。第一に、当然ながら

ネットワークです。ネットワークへの接続は

不可欠ですし、今後さらに必要とされます。

もうひとつは、料金を支払う顧客との関係

性ではないかと思います。料金の請求シス

テム自体ではなく、関係性です。この2つが

とりわけ重要だと感じます。もうひとつ挙げ

るとすれば、ネットワーク上を行き来する大

量のデータです。通信事業者はこの重要

性を理解しているとは思いますが、ビッグ・

データの分析と活用をもっと考えなくてはな

りません。

ファーウェイ：具体的には、こうした貴重な資

産を使って何をすればいいでしょうか。

クリーナー氏：当然のことですが、何が強み

なのかを見出し、それを強化していくことで

す。通信事業者は優れたネットワークを提

供しています。そこで、それを最も効率よく、

効果的に提供する方法を考える必要が

あります。SDNなどはその手段として必須

でしょう。「ネットワークをどうやって提供する

か」「柔軟性をどうやって実現するか」を検

討しなければなりません。柔軟なネットワー

ク接続の実現には、ネットワークの性能から

ストレージの容量、提供するサービス全体

の処理能力にいたるまで、あらゆることが関

わってきます。これが第一です。第二に、通

信事業者は自分たちがすでに持っている

資産、たとえば料金の請求やカスタマー・エ

クスペリエンスを通じた顧客との関係性、

位置情報、データへのアクセスなどを活

用する必要があります。これらの資産を

パッケージし、デジタル経済における何万

ものプレーヤーに魅力的な形で提供する

にはどのようにしたらいいかを考えることが

重要です。通信事業者が自分たちの強み

を理解し、それを活用し、上手にパッケージ

すれば、誰もが利益を得られるWin-Winを

実現できるのです。

ファーウェイ：OTT（Over The Top）と通

信事業者の関係については、次の5年間

でどのように展開すると思われますか。

クリーナー氏：OTTという呼び方はいずれ

なくなっていくと思います。将来的には通

信事業者も含めて誰もがOTTサービスを

提供するようになり、何もかもがOTTにな

るからです。あるアジアの大手サービス・プ

ロバイダーは、自国では自社のネットワーク

上で動画サービスを提供していますが、海

外の5か国ではOTTとして事業を行ってお

り、基本的にはサービス内容は同じだと

言っていました。自国では主要な通信事業

者であり、他国ではOTTなのです。こうした

状況では、両者に大きな違いはなくなって

きます。

　もはやOTTうんぬんと言っている場合で

はなく、ネットワーク上で提供するサービス

自体について考えるべきだと思います。そ

して、サービスをつくって提供する側と、ネッ

トワークを所有し運営する側との線引きを

なくしていくべきなのです。

ファーウェイ：デジタル経済の発展にはエコ

システム全体の協調が必要だと思われま

す。関係者全員に有益な結果を出すため

には、どのように協力しあっていけばいいで

しょうか。

クリーナー氏：デジタル経済におけるエコ

システムは、きわめて広範で、膨大な数の

企業が関わる、これまでにない形のものに

なるはずです。現在このエコシステムを

マッピングしようとしているところなのです

が、すでに5,000ほどの企業がプレーヤー

として挙がっており、今年の年末までには

1万に、来年には2万か3万に膨らむでしょ

う。このエコシステムでは各社それぞれが

異なる能力を発揮し、ひとつのサービスを

提供するのに複数の企業が協業する必

要があります。ネットワークを提供する企

業、サービスの処理に要するクラウドや

ストレージを提供する企業、コンテンツを提

供する企業、請求システムや位置情報シ

ステムなどサービスの実装を可能にする

要素を提供する企業、そして、サービスを

実際に提供する企業、これらサービスを複

数統合して新たなサービスとして提供する

企業といったように、多くの企業が関わっ

てくるのです。

　基本的には、業界全体が複数のレイ

ヤーに分かれていくと言えるでしょう。ネット

ワーク・インフラストラクチャと接続のレイ

ヤー、実際に提供されるサービスのレイ

ヤー、サービスを販売するレイヤーというよう

にです。企業はまずこうしたエコシステムの

構造を理解することから始めなければなり

ません。その上で初めて、そこから利益を得

ることができるのです。

ファーウェイ：将来を見据えたとき、ユーザー

が通信事業者から本当に望んでいるもの、

求めているものは何でしょうか。また、ユー

ザーにとってオープンなデジタル経済はど

のような可能性を持っているのでしょうか。

クリーナー氏：それは難しい質問ですね。エ

コシステムのマッピングではカテゴリーの数

をなるべく少なくしようとしているのですが、

すでに大きな分類として25ものカテゴリー

ができています。その一部を挙げると、ヘル

スケア、教育、小売、小売プラットフォーム、

流通、スマート・ホーム、クラウド（とくにクラ

ウド化サービス）、セキュリティー、データ分

析、モバイル広告などがあります。おもしろ

いことに、どのカテゴリーについても、競合

する企業が10から20はあるのです。

　よく使われる言いまわしですが、「デジタ

ル化できるものはすべてデジタル化される

だろう」ということです。つまり、「ユーザー

が本当に求めているものは何か？」という

質問の答えは、「すべて」ということになり

ます。ユーザーは、デジタル化できるもの

はすべてデジタル化してほしいと思ってい

るのです。これは、通信事業者のフィール

ドはもはや2兆米ドル（約196兆円※）規

模の通信分野ではなく、20兆米ドル（約

1,960兆円※）、30兆米ドル（約2,940

兆円※）、あるいは70兆米ドル（約6,860

兆円※）にもおよぶ巨大なグローバル経済

になることを意味しています。そこではあり

とあらゆるサービスがデジタル化され、誰も

がプレーヤーとなりえます。新たなエコシス

テムでは、競争が激化すると同時に、ビジ

ネス・チャンスも大きくなる可能性が高い

のです。

デジタル経済におけるエコシステムは
広範かつ膨大な数の企業が関わる
これまでにない形のものになるでしょう。

「顧客の生活の中心となる」

通信事業者の貴重な資産

まったく新しいエコシステム

※1米ドル98円換算
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ファーウェイ：現在「オープンなデジタル経

済」について本を執筆中とのことですが、

「オープンなデジタル経済」というのは、一

般のユーザー、ベンダーや通信事業者、そ

して通信業界全般にとってどんな意味を持

つのでしょうか。

クリーナー氏：オープンなデジタル経済に

ついては多くの人が話題にしています。た

とえば、ヘルスケア、M2M（マシン・ツーマ

シン）、金融、決済、スマート・ホームなど、

通信事業者やコンテンツ・サービス・プロ

バイダーが提供したいと思いながらまだ本

格的な事業展開にはいたっていないさまざ

まなサービスがあり、これらが今後発展して

いくであろうということに誰もが気づいてい

ます。しかし、オープンなデジタル経済の本

質は、パーソナライゼーション、すなわち

個々のユーザーに合わせたサービスのカ

スタマイズにあります。本の執筆にあたっ

て取材したある企業は、これを詩的な表現

で説明してくれました。「顧客を中心にする

のではなく、顧客の生活の中心となるの

だ」と。オープンなデジタル経済をうまく描

写した言い方だと思います。

ファーウェイ：そうした経済において通信事

業者が成功するための課題は何でしょうか。

クリーナー氏：オープンなデジタル経済には

7つのキーポイントがあると考えています。ま

ず、ビッグ・データとデータ分析です。これは

ビジネス・チャンスですが、まだ十分に生かさ

れているとは言えません。2つめはカスタ

マー・エクスペリエンスの管理で、これはソー

シャル・メディアなどのツールを使ったまった

く新しい形に変わってきています。3つめは、

ネットワーク上の情報の安全性とプライバ

シーをどう管理するかというセキュリティーの

問題です。4つめに、通信業界とオープンな

デジタル経済全体を変えようとしている

SDN（Software Defined Networking：

ソフトウェア定義ネットワーク）があります。

SDNをどのように利用し、実際にどう実装し

ていくのか、徐々に理解されはじめていま

す。5つめがパートナーシップで、通信事業

者は自分たちだけですべてをまかなうという

考え方を改めなくてはなりません。6つめに、

企業文化とリーダーシップも重要な要素で

す。最後に、イノベーションにどう向き合うか

という課題があります。

ファーウェイ：その中でも、成功を決定づけ

る要因、最も優先度の高い課題はどれで

すか？

クリーナー氏：ビッグ・データとデータ分析が

最優先事項だと思います。私が話を聞いた

企業の多くがそう考えていましたし、実際の

ところ、ビッグ・データに関する知識とその管

理機能の向上に投資していない企業や

サービス・プロバイダーは皆無でした。カスタ

マー・エクスペリエンスの管理も同じぐらい

重要です。どうやってカスタマー・エクスペリ

エンスを管理すればいいのか？　これには

いままでとは違ったまったく新しいアプロー

チが必要になります。この2つはどの企業も

組織をあげて全力で取り組まなければなら

ない最重要課題です。

ファーウェイ：持続的な市場価値を生み出

すために通信事業者が活用できる資産や

能力にはどのようなものがありますか。

クリーナー氏：通信事業者には貴重な資産

がいくつかあります。第一に、当然ながら

ネットワークです。ネットワークへの接続は

不可欠ですし、今後さらに必要とされます。

もうひとつは、料金を支払う顧客との関係

性ではないかと思います。料金の請求シス

テム自体ではなく、関係性です。この2つが

とりわけ重要だと感じます。もうひとつ挙げ

るとすれば、ネットワーク上を行き来する大

量のデータです。通信事業者はこの重要

性を理解しているとは思いますが、ビッグ・

データの分析と活用をもっと考えなくてはな

りません。

ファーウェイ：具体的には、こうした貴重な資

産を使って何をすればいいでしょうか。

クリーナー氏：当然のことですが、何が強み

なのかを見出し、それを強化していくことで

す。通信事業者は優れたネットワークを提

供しています。そこで、それを最も効率よく、

効果的に提供する方法を考える必要が

あります。SDNなどはその手段として必須

でしょう。「ネットワークをどうやって提供する

か」「柔軟性をどうやって実現するか」を検

討しなければなりません。柔軟なネットワー

ク接続の実現には、ネットワークの性能から

ストレージの容量、提供するサービス全体

の処理能力にいたるまで、あらゆることが関

わってきます。これが第一です。第二に、通

信事業者は自分たちがすでに持っている

資産、たとえば料金の請求やカスタマー・エ

クスペリエンスを通じた顧客との関係性、

位置情報、データへのアクセスなどを活

用する必要があります。これらの資産を

パッケージし、デジタル経済における何万

ものプレーヤーに魅力的な形で提供する

にはどのようにしたらいいかを考えることが

重要です。通信事業者が自分たちの強み

を理解し、それを活用し、上手にパッケージ

すれば、誰もが利益を得られるWin-Winを

実現できるのです。

ファーウェイ：OTT（Over The Top）と通

信事業者の関係については、次の5年間

でどのように展開すると思われますか。

クリーナー氏：OTTという呼び方はいずれ

なくなっていくと思います。将来的には通

信事業者も含めて誰もがOTTサービスを

提供するようになり、何もかもがOTTにな

るからです。あるアジアの大手サービス・プ

ロバイダーは、自国では自社のネットワーク

上で動画サービスを提供していますが、海

外の5か国ではOTTとして事業を行ってお

り、基本的にはサービス内容は同じだと

言っていました。自国では主要な通信事業

者であり、他国ではOTTなのです。こうした

状況では、両者に大きな違いはなくなって

きます。

　もはやOTTうんぬんと言っている場合で

はなく、ネットワーク上で提供するサービス

自体について考えるべきだと思います。そ

して、サービスをつくって提供する側と、ネッ

トワークを所有し運営する側との線引きを

なくしていくべきなのです。

ファーウェイ：デジタル経済の発展にはエコ

システム全体の協調が必要だと思われま

す。関係者全員に有益な結果を出すため

には、どのように協力しあっていけばいいで

しょうか。

クリーナー氏：デジタル経済におけるエコ

システムは、きわめて広範で、膨大な数の

企業が関わる、これまでにない形のものに

なるはずです。現在このエコシステムを

マッピングしようとしているところなのです

が、すでに5,000ほどの企業がプレーヤー

として挙がっており、今年の年末までには

1万に、来年には2万か3万に膨らむでしょ

う。このエコシステムでは各社それぞれが

異なる能力を発揮し、ひとつのサービスを

提供するのに複数の企業が協業する必

要があります。ネットワークを提供する企

業、サービスの処理に要するクラウドや

ストレージを提供する企業、コンテンツを提

供する企業、請求システムや位置情報シ

ステムなどサービスの実装を可能にする

要素を提供する企業、そして、サービスを

実際に提供する企業、これらサービスを複

数統合して新たなサービスとして提供する

企業といったように、多くの企業が関わっ

てくるのです。

　基本的には、業界全体が複数のレイ

ヤーに分かれていくと言えるでしょう。ネット

ワーク・インフラストラクチャと接続のレイ

ヤー、実際に提供されるサービスのレイ

ヤー、サービスを販売するレイヤーというよう

にです。企業はまずこうしたエコシステムの

構造を理解することから始めなければなり

ません。その上で初めて、そこから利益を得

ることができるのです。

ファーウェイ：将来を見据えたとき、ユーザー

が通信事業者から本当に望んでいるもの、

求めているものは何でしょうか。また、ユー

ザーにとってオープンなデジタル経済はど

のような可能性を持っているのでしょうか。

クリーナー氏：それは難しい質問ですね。エ

コシステムのマッピングではカテゴリーの数

をなるべく少なくしようとしているのですが、

すでに大きな分類として25ものカテゴリー

ができています。その一部を挙げると、ヘル

スケア、教育、小売、小売プラットフォーム、

流通、スマート・ホーム、クラウド（とくにクラ

ウド化サービス）、セキュリティー、データ分

析、モバイル広告などがあります。おもしろ

いことに、どのカテゴリーについても、競合

する企業が10から20はあるのです。

　よく使われる言いまわしですが、「デジタ

ル化できるものはすべてデジタル化される

だろう」ということです。つまり、「ユーザー

が本当に求めているものは何か？」という

質問の答えは、「すべて」ということになり

ます。ユーザーは、デジタル化できるもの

はすべてデジタル化してほしいと思ってい

るのです。これは、通信事業者のフィール

ドはもはや2兆米ドル（約196兆円※）規

模の通信分野ではなく、20兆米ドル（約

1,960兆円※）、30兆米ドル（約2,940

兆円※）、あるいは70兆米ドル（約6,860

兆円※）にもおよぶ巨大なグローバル経済
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※1米ドル98円換算
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デア・シュピーゲル（Der Spiegel）はドイツ語によるジャーナリズムにおける有数の

メディアだ。同社はSATA（Serial Advance Technology Attachment）ベースの

SAN（Storage Area Network）をアップグレードするにあたり多くの難題にぶつ

かったが、ファーウェイが提供した強力なソリューションによって、期待を上まわる効

果を手にした。
ファーウェイ西ヨーロッパ法人ビジネスマーケティング部　Mark Kitchell

1947年創刊のドイツのニュース週刊誌
で、創刊当時から数々の政治スキャンダ
ルを暴くなど、徹底した調査報道により
ヨーロッパで最も影響力のあるメディアの
ひとつとみなされている。ウェブサイトでは
創刊号から最新号までのすべての記事を
公開している。

Der  S piegel

　デア・シュピーゲルといえば、高品質な調

査報道、重要な諸問題について深く掘り下

げた長編記事と、過去60年におよぶ多く

の特色ある報道写真からなるアーカイブで

知られる世界的なメディア・ブランドである。

1947年に創刊され、現在はシュピーゲル・

グループ傘下にあるデア・シュピーゲルはド

イツを代表する紙媒体の週刊誌で、発行部

数は95万部、177か国で流通している。ま

た、文化、歴史、科学、学生向けなどの専門

誌や子供向け月刊誌も刊行する。

　デア・シュピーゲルは本社をハンブルグ

に置き、従業員1,200人のうち200名が

ジャーナリストで、22か所の海外事務所を

通してドイツ国内や世界各地のニュースを

伝えている。多くの報道機関の例にもれ

ず、同社もそのブランドを他の媒体にも展

開している。1988年、シュピーゲルTVの

放送を開始。1994年にはシュピーゲル・

オンライン（www.spiegel.de）を立ち上

げ、現在はドイツ国内で毎月およそ990万

人、世界規模ではさらに数百万人の利用

者数を誇る。

　シュピーゲル・グループのITマネージャー

であるロバート・キーニー（Robert Kiehne）

氏は、「デア・シュピーゲルのマルチメディア

化は加速しています。週刊誌のみならず、当

社の膨大なアーカイブと増えつづける動画

報道の保存に関してもコンテンツのデジタ

ル配信を進める方向です」と語る。

　このアーカイブには3,400万を超える写

真、記事、文書などが含まれ、そのすべてが

完全に自動化された公開システムにより管

理されている。システム障害が1件でも発生

すれば、公開やコンテンツ配信が遅延し、

同社は1日あたり数百万ユーロという損失

を被ることになる。したがって、デア・シュピー

ゲルのICTインフラに必要不可欠な要素は

堅牢性と拡張性、そして最も重要なのは信

頼性である。

　ストレージはデア・シュピーゲルのICTの

中で最も急速に需要が増している領域で

ある。ストレージに対する要望はさまざまで、

締め切りに追われるレポーターにとっては、

印刷物や動画などの媒体を問わずアーカイ

ブをすぐに利用できることが重要だが、超大

規模な雑誌ファイル用ストレージや従来か

らあるEメール、FTPサービス、データベー

ス・ストレージなどの機能も必要である。デ

ア・シュピーゲルのストレージ・システムは全

体で毎月およそ200TBのデータを恒久的

に保存している。

　過去5年間はSATAインターフェースに

基づくSANを使用し、より柔軟なSAN管理

と集中型ストレージ管理が可能なNSS

（Network Storage Server）ソフトウェアを

介して管理していた。ストレージ需要の増大

にともないネットワークの規模を拡大したも

のの、より複雑な新しいアプリケーションに

必要な高度なシステム性能には対応しきれ

ないことが判明した。SATAディスク・アレイ

がボトルネックとなり、ホットスポットと主要ア

プリケーション・データへのアクセス速度が

低下してしまったのである。

　SATAディスクを単に増やすだけでは、莫

大な費用とともにシステム性能を磨耗させ

るのみで、解決にはならない。そこでデア・

シュピーゲルは信頼できるアドバイザーであ

るIT ISOにソリューションを依頼した。

ITISOはハンブルグに拠点を置くコンサル

ティング会社兼ITソリューション・プロバイ

ダーで、ファーウェイのパートナーでもある。

データ管理、ストレージ、バックアップ、アー

カイブ化、仮想化、クラウド・コンピューティン

グを強みとし、デア・シュピーゲルの現行の

SANネットワークと管理システムを実装した

実績がある。

　デア・シュピーゲルはレガシー・ストレージ・

ネットワーク、ビジネス要件、新たな性能目

標を詳細に分析し、ストレージ・ネットワーク

のアップグレードについて多くの要件を洗

い出した。たとえば、IOPS（Input/Output 

Operations Per Second：1秒ごとの読み

込み／書き込み回数）関連をはじめとする

全体的なシステム性能やMicrosoft SQL

クラスタおよびLotus Notesなどのデータ

ベース性能の強化、最高水準の信頼性、シ

ステムの拡張性などである。さらに既存の

SATAストレージを保守する必要もあり、

アップグレードはすべて既存のSANインフ

ラストラクチャに統合できるものでなければ

ならなかった。

　この分析に基づくと、既存のSANアーキ

テクチャにSSD（Solid State Drive）スト

レージを追加するのが正解であることは

はっきりしていた。ITISOのマネージング・

ディレクターであるムケシュ・ウナドカス

（Mukesh Unadcath）氏は次のように

説明している。「デア・シュピーゲルにとって

SSDストレージの導入が明らかに正しい選

択肢でした。同社のストレージのニーズは

増大しており、同時にデータベースやその

他のサービスにはより迅速にアクセスでき

なければいけません。SATAベースのディス

ク・アレイを保持したままこうした性能を提供

できるのは、ファーウェイのDorado2100

のようなSSDソリューションだけです」

　ファーウェイはデア・シュピーゲルと密接

に協力し、2012年末以来これらの要求を

満たすようなSSDストレージ・システムの設

計と実装を計画してきた。最終的に、ディス

ク容量100GBのSSDディスク24台から

なるDorado2100のSSDストレージ・シス

テム2台（総容量4.8TB）を実装した。

　Doradoシステムはデア・シュピーゲルで

即座に効力を発揮した。ロバート・キーニー

氏は「ストレージ・ネットワーク全体の性能が

目に見えて向上しました。SATAドライブに

書き込むために数分かかっていた処理が、

ファーウェイのDoradoソリューションを取り

入れたいまでは、ほんの数秒で終わります」

と評価した。

　従来のディスク・アレイ・アーキテクチャ

と比較し、フルSSDアーキテクチャでは

性能が飛躍的に向上している。Dorado

2100はSPC（Storage Performance 

Council）-1のベンチマークに基づき、レ

イテンシー600マイクロ秒、10万IOPSと

いう性能を備え、同社の要件を大幅に上

まわった。

　電源、ファン、バッテリー・バックアップ・ユ

ニットに完全な冗長性を備えたDoradoの

卓越した信頼性についてキーニー氏は次の

ように述べる。「ファーウェイのDoradoシス

テムはたいへん良好に稼働しており、ダウン

タイムは実質ゼロです。当社のストレージ・

ネットワークは将来にわたって活用できるも

のになりました。少なくとも2～3年はアップ

グレードの必要はないでしょう」

　Dorado2100を導入したことで、電力消

費とデータセンターのスペースも大幅に削

減されている。デア・シュピーゲルでは、電力

消費を従来のディスク・アレイと比較して最

大90%削減しており、エンクロージャ―ごと

に320W程度に抑えられている。また従来

のディスク･アレイでは10万IOPSの場合

48Uのサイズが必要だったが、Doradoの

サイズはわずか2Uで、大幅な省スペースを

実現した。

　Doradoは拡張可能な製品で、8Gbps

対応FC（Fiber Channel）のホスト・ポートに

対応し、数（最大16）や配置を柔軟に変え

られるため、8台の増設ユニットを待機させ

ることが可能である。さらには、Dorado

2100の導入によりTCO（Total Cost of 

Ownership：総所有コスト）も、同様の性能

を備えた従来のディスク・アレイを使用し

たシステムに対して最大70％削減されて

いる。デア・シュピーゲルはDorado2100

によって、システムのアップグレードととも

に、省電力とデータセンターでの省スペー

ス、そして、優れたTCOまで手に入れたの

である。

W I N N E RS

デア・シュピーゲル
膨大なアーカイブを支える
ファーウェイのストレージ・ネットワーク
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省電力、省スペース、
TCOの大幅な
削減を実現ファーウェイの

SSDソリューション
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“ストレージ・ネットワーク全体の性能が
目に見えて向上しました。
これまで数分かかっていた処理が、
ファーウェイのDoradoソリューションを
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ほんの数秒で終わります。”
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の特色ある報道写真からなるアーカイブで

知られる世界的なメディア・ブランドである。

1947年に創刊され、現在はシュピーゲル・

グループ傘下にあるデア・シュピーゲルはド

イツを代表する紙媒体の週刊誌で、発行部

数は95万部、177か国で流通している。ま

た、文化、歴史、科学、学生向けなどの専門

誌や子供向け月刊誌も刊行する。

　デア・シュピーゲルは本社をハンブルグ

に置き、従業員1,200人のうち200名が

ジャーナリストで、22か所の海外事務所を

通してドイツ国内や世界各地のニュースを

伝えている。多くの報道機関の例にもれ

ず、同社もそのブランドを他の媒体にも展

開している。1988年、シュピーゲルTVの

放送を開始。1994年にはシュピーゲル・

オンライン（www.spiegel.de）を立ち上

げ、現在はドイツ国内で毎月およそ990万

人、世界規模ではさらに数百万人の利用

者数を誇る。

　シュピーゲル・グループのITマネージャー

であるロバート・キーニー（Robert Kiehne）

氏は、「デア・シュピーゲルのマルチメディア

化は加速しています。週刊誌のみならず、当

社の膨大なアーカイブと増えつづける動画

報道の保存に関してもコンテンツのデジタ

ル配信を進める方向です」と語る。

　このアーカイブには3,400万を超える写

真、記事、文書などが含まれ、そのすべてが

完全に自動化された公開システムにより管

理されている。システム障害が1件でも発生

すれば、公開やコンテンツ配信が遅延し、

同社は1日あたり数百万ユーロという損失

を被ることになる。したがって、デア・シュピー

ゲルのICTインフラに必要不可欠な要素は

堅牢性と拡張性、そして最も重要なのは信

頼性である。

　ストレージはデア・シュピーゲルのICTの

中で最も急速に需要が増している領域で

ある。ストレージに対する要望はさまざまで、

締め切りに追われるレポーターにとっては、

印刷物や動画などの媒体を問わずアーカイ

ブをすぐに利用できることが重要だが、超大

規模な雑誌ファイル用ストレージや従来か

らあるEメール、FTPサービス、データベー

ス・ストレージなどの機能も必要である。デ

ア・シュピーゲルのストレージ・システムは全

体で毎月およそ200TBのデータを恒久的

に保存している。

　過去5年間はSATAインターフェースに

基づくSANを使用し、より柔軟なSAN管理

と集中型ストレージ管理が可能なNSS

（Network Storage Server）ソフトウェアを

介して管理していた。ストレージ需要の増大

にともないネットワークの規模を拡大したも

のの、より複雑な新しいアプリケーションに

必要な高度なシステム性能には対応しきれ

ないことが判明した。SATAディスク・アレイ

がボトルネックとなり、ホットスポットと主要ア

プリケーション・データへのアクセス速度が

低下してしまったのである。

　SATAディスクを単に増やすだけでは、莫

大な費用とともにシステム性能を磨耗させ

るのみで、解決にはならない。そこでデア・

シュピーゲルは信頼できるアドバイザーであ

るIT ISOにソリューションを依頼した。

ITISOはハンブルグに拠点を置くコンサル

ティング会社兼ITソリューション・プロバイ

ダーで、ファーウェイのパートナーでもある。

データ管理、ストレージ、バックアップ、アー

カイブ化、仮想化、クラウド・コンピューティン

グを強みとし、デア・シュピーゲルの現行の

SANネットワークと管理システムを実装した

実績がある。

　デア・シュピーゲルはレガシー・ストレージ・

ネットワーク、ビジネス要件、新たな性能目

標を詳細に分析し、ストレージ・ネットワーク

のアップグレードについて多くの要件を洗

い出した。たとえば、IOPS（Input/Output 

Operations Per Second：1秒ごとの読み

込み／書き込み回数）関連をはじめとする

全体的なシステム性能やMicrosoft SQL

クラスタおよびLotus Notesなどのデータ

ベース性能の強化、最高水準の信頼性、シ

ステムの拡張性などである。さらに既存の

SATAストレージを保守する必要もあり、

アップグレードはすべて既存のSANインフ

ラストラクチャに統合できるものでなければ

ならなかった。

　この分析に基づくと、既存のSANアーキ

テクチャにSSD（Solid State Drive）スト

レージを追加するのが正解であることは

はっきりしていた。ITISOのマネージング・

ディレクターであるムケシュ・ウナドカス

（Mukesh Unadcath）氏は次のように

説明している。「デア・シュピーゲルにとって

SSDストレージの導入が明らかに正しい選

択肢でした。同社のストレージのニーズは

増大しており、同時にデータベースやその

他のサービスにはより迅速にアクセスでき

なければいけません。SATAベースのディス

ク・アレイを保持したままこうした性能を提供

できるのは、ファーウェイのDorado2100

のようなSSDソリューションだけです」

　ファーウェイはデア・シュピーゲルと密接

に協力し、2012年末以来これらの要求を

満たすようなSSDストレージ・システムの設

計と実装を計画してきた。最終的に、ディス

ク容量100GBのSSDディスク24台から

なるDorado2100のSSDストレージ・シス

テム2台（総容量4.8TB）を実装した。

　Doradoシステムはデア・シュピーゲルで

即座に効力を発揮した。ロバート・キーニー

氏は「ストレージ・ネットワーク全体の性能が

目に見えて向上しました。SATAドライブに

書き込むために数分かかっていた処理が、

ファーウェイのDoradoソリューションを取り

入れたいまでは、ほんの数秒で終わります」

と評価した。

　従来のディスク・アレイ・アーキテクチャ

と比較し、フルSSDアーキテクチャでは

性能が飛躍的に向上している。Dorado

2100はSPC（Storage Performance 

Council）-1のベンチマークに基づき、レ

イテンシー600マイクロ秒、10万IOPSと

いう性能を備え、同社の要件を大幅に上

まわった。

　電源、ファン、バッテリー・バックアップ・ユ

ニットに完全な冗長性を備えたDoradoの

卓越した信頼性についてキーニー氏は次の

ように述べる。「ファーウェイのDoradoシス

テムはたいへん良好に稼働しており、ダウン

タイムは実質ゼロです。当社のストレージ・

ネットワークは将来にわたって活用できるも

のになりました。少なくとも2～3年はアップ

グレードの必要はないでしょう」

　Dorado2100を導入したことで、電力消

費とデータセンターのスペースも大幅に削

減されている。デア・シュピーゲルでは、電力

消費を従来のディスク・アレイと比較して最

大90%削減しており、エンクロージャ―ごと

に320W程度に抑えられている。また従来

のディスク･アレイでは10万IOPSの場合

48Uのサイズが必要だったが、Doradoの

サイズはわずか2Uで、大幅な省スペースを

実現した。

　Doradoは拡張可能な製品で、8Gbps

対応FC（Fiber Channel）のホスト・ポートに

対応し、数（最大16）や配置を柔軟に変え

られるため、8台の増設ユニットを待機させ

ることが可能である。さらには、Dorado

2100の導入によりTCO（Total Cost of 

Ownership：総所有コスト）も、同様の性能

を備えた従来のディスク・アレイを使用し

たシステムに対して最大70％削減されて

いる。デア・シュピーゲルはDorado2100

によって、システムのアップグレードととも

に、省電力とデータセンターでの省スペー

ス、そして、優れたTCOまで手に入れたの

である。
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げた長編記事と、過去60年におよぶ多く

の特色ある報道写真からなるアーカイブで

知られる世界的なメディア・ブランドである。

1947年に創刊され、現在はシュピーゲル・

グループ傘下にあるデア・シュピーゲルはド

イツを代表する紙媒体の週刊誌で、発行部

数は95万部、177か国で流通している。ま

た、文化、歴史、科学、学生向けなどの専門

誌や子供向け月刊誌も刊行する。

　デア・シュピーゲルは本社をハンブルグ

に置き、従業員1,200人のうち200名が

ジャーナリストで、22か所の海外事務所を

通してドイツ国内や世界各地のニュースを

伝えている。多くの報道機関の例にもれ

ず、同社もそのブランドを他の媒体にも展

開している。1988年、シュピーゲルTVの

放送を開始。1994年にはシュピーゲル・

オンライン（www.spiegel.de）を立ち上

げ、現在はドイツ国内で毎月およそ990万

人、世界規模ではさらに数百万人の利用

者数を誇る。

　シュピーゲル・グループのITマネージャー

であるロバート・キーニー（Robert Kiehne）

氏は、「デア・シュピーゲルのマルチメディア

化は加速しています。週刊誌のみならず、当

社の膨大なアーカイブと増えつづける動画

報道の保存に関してもコンテンツのデジタ

ル配信を進める方向です」と語る。

　このアーカイブには3,400万を超える写

真、記事、文書などが含まれ、そのすべてが

完全に自動化された公開システムにより管

理されている。システム障害が1件でも発生

すれば、公開やコンテンツ配信が遅延し、

同社は1日あたり数百万ユーロという損失

を被ることになる。したがって、デア・シュピー

ゲルのICTインフラに必要不可欠な要素は

堅牢性と拡張性、そして最も重要なのは信

頼性である。

　ストレージはデア・シュピーゲルのICTの

中で最も急速に需要が増している領域で

ある。ストレージに対する要望はさまざまで、

締め切りに追われるレポーターにとっては、

印刷物や動画などの媒体を問わずアーカイ

ブをすぐに利用できることが重要だが、超大

規模な雑誌ファイル用ストレージや従来か

らあるEメール、FTPサービス、データベー

ス・ストレージなどの機能も必要である。デ

ア・シュピーゲルのストレージ・システムは全

体で毎月およそ200TBのデータを恒久的

に保存している。

　過去5年間はSATAインターフェースに

基づくSANを使用し、より柔軟なSAN管理

と集中型ストレージ管理が可能なNSS

（Network Storage Server）ソフトウェアを

介して管理していた。ストレージ需要の増大

にともないネットワークの規模を拡大したも

のの、より複雑な新しいアプリケーションに

必要な高度なシステム性能には対応しきれ

ないことが判明した。SATAディスク・アレイ

がボトルネックとなり、ホットスポットと主要ア

プリケーション・データへのアクセス速度が

低下してしまったのである。

　SATAディスクを単に増やすだけでは、莫

大な費用とともにシステム性能を磨耗させ

るのみで、解決にはならない。そこでデア・

シュピーゲルは信頼できるアドバイザーであ

るIT ISOにソリューションを依頼した。

ITISOはハンブルグに拠点を置くコンサル
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ダーで、ファーウェイのパートナーでもある。

データ管理、ストレージ、バックアップ、アー

カイブ化、仮想化、クラウド・コンピューティン

グを強みとし、デア・シュピーゲルの現行の

SANネットワークと管理システムを実装した

実績がある。

　デア・シュピーゲルはレガシー・ストレージ・

ネットワーク、ビジネス要件、新たな性能目

標を詳細に分析し、ストレージ・ネットワーク

のアップグレードについて多くの要件を洗

い出した。たとえば、IOPS（Input/Output 
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込み／書き込み回数）関連をはじめとする

全体的なシステム性能やMicrosoft SQL

クラスタおよびLotus Notesなどのデータ

ベース性能の強化、最高水準の信頼性、シ

ステムの拡張性などである。さらに既存の

SATAストレージを保守する必要もあり、

アップグレードはすべて既存のSANインフ

ラストラクチャに統合できるものでなければ

ならなかった。

　この分析に基づくと、既存のSANアーキ

テクチャにSSD（Solid State Drive）スト

レージを追加するのが正解であることは

はっきりしていた。ITISOのマネージング・

ディレクターであるムケシュ・ウナドカス

（Mukesh Unadcath）氏は次のように

説明している。「デア・シュピーゲルにとって

SSDストレージの導入が明らかに正しい選

択肢でした。同社のストレージのニーズは

増大しており、同時にデータベースやその

他のサービスにはより迅速にアクセスでき

なければいけません。SATAベースのディス

ク・アレイを保持したままこうした性能を提供

できるのは、ファーウェイのDorado2100

のようなSSDソリューションだけです」

　ファーウェイはデア・シュピーゲルと密接

に協力し、2012年末以来これらの要求を

満たすようなSSDストレージ・システムの設

計と実装を計画してきた。最終的に、ディス

ク容量100GBのSSDディスク24台から

なるDorado2100のSSDストレージ・シス

テム2台（総容量4.8TB）を実装した。

　Doradoシステムはデア・シュピーゲルで

即座に効力を発揮した。ロバート・キーニー

氏は「ストレージ・ネットワーク全体の性能が

目に見えて向上しました。SATAドライブに

書き込むために数分かかっていた処理が、

ファーウェイのDoradoソリューションを取り

入れたいまでは、ほんの数秒で終わります」

と評価した。

　従来のディスク・アレイ・アーキテクチャ

と比較し、フルSSDアーキテクチャでは

性能が飛躍的に向上している。Dorado

2100はSPC（Storage Performance 

Council）-1のベンチマークに基づき、レ

イテンシー600マイクロ秒、10万IOPSと

いう性能を備え、同社の要件を大幅に上

まわった。

　電源、ファン、バッテリー・バックアップ・ユ

ニットに完全な冗長性を備えたDoradoの

卓越した信頼性についてキーニー氏は次の

ように述べる。「ファーウェイのDoradoシス

テムはたいへん良好に稼働しており、ダウン

タイムは実質ゼロです。当社のストレージ・

ネットワークは将来にわたって活用できるも

のになりました。少なくとも2～3年はアップ

グレードの必要はないでしょう」

　Dorado2100を導入したことで、電力消

費とデータセンターのスペースも大幅に削

減されている。デア・シュピーゲルでは、電力

消費を従来のディスク・アレイと比較して最

大90%削減しており、エンクロージャ―ごと

に320W程度に抑えられている。また従来

のディスク･アレイでは10万IOPSの場合

48Uのサイズが必要だったが、Doradoの

サイズはわずか2Uで、大幅な省スペースを

実現した。

　Doradoは拡張可能な製品で、8Gbps

対応FC（Fiber Channel）のホスト・ポートに

対応し、数（最大16）や配置を柔軟に変え

られるため、8台の増設ユニットを待機させ

ることが可能である。さらには、Dorado

2100の導入によりTCO（Total Cost of 

Ownership：総所有コスト）も、同様の性能

を備えた従来のディスク・アレイを使用し

たシステムに対して最大70％削減されて

いる。デア・シュピーゲルはDorado2100

によって、システムのアップグレードととも

に、省電力とデータセンターでの省スペー

ス、そして、優れたTCOまで手に入れたの

である。
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Intelligent Nationの実現に貢献
ファーウェイ・シンガポール

世界のファーウェイから 　ファーウェイは2001年にシンガポール・

オフィスを開設しました。設立当初の従業

員数は20名弱。当時のシンガポールは通

信事業が完全自由化された直後で、事業

者のお客様にとっても、ファーウェイにとっ

ても、多くの課題とチャンスが目の前に広

がっていました。それから12年間、ファー

ウェイ・シンガポールは同国のお客様に

とって最良のビジネス・パートナーとなること

を使命とし、事業を発展させてきました。

　シンガポール政府はスマート・シティーの

先駆者として「Intelligent Nation 2015

（iN2015）」と称する官民一体の10か年

計画を掲げ、2015年までに先進的な情

報通信プラットフォームを整備して、シンガ

ポールを「情報通信を原動力としたインテ

リジェントな国家、グローバルな都市」にす

ることを目指しています。iN2015の効果

は、情報通信産業の付加価値2倍、同分

野の輸出額3倍、雇用創出8万人と見込

まれています。

　ファーウェイ・シンガポールはiN2015の

ビジョンに賛同し、その実現に向けて積極

的に貢献しています。iN2015の中核を占

める全国規模の次世代ブロードバンド・

ネットワーク構築プロジェクトにおいても重

要な役割を果たしており、2009年には、ス

ターハブ傘 下 のヌクレウス・コネクト

（Nucleus Connect）とともに、世界初の

オープン・アクセス商用ブロードバンドを全

国展開するプロジェクトをスタートしました。

このネットワークが完成すれば、国内のあら

ゆる場所で1Gbpsの超高速ブロードバン

ドが利用できるようになります。

　そのほかにもファーウェイは、国内の通

信事業者と数多くの協業を行ってきまし

た。2006年にはシンガポール・テレコムの

音声通話サービスを、電話回線からNGN

コア・ネットワークによるVoIPへと進化させ

ました。2011年にはエムワンの4G／LTE

ネットワークの展開、スターハブのクラウド・

コンピューティング・データセンターの構築

を実施。2012年にはシンガポール・テレコ

ムへのマネージド・サービスの提供を開始し

ました。また今年は、エムワンの4G／LTE

ネットワークをさらにアップグレードしました。

　国全体のICTの発展に寄与するために

は、現地の企業や研究機関との共同研究

開発を通じ、お客様や利用者の現状と

ニーズに合わせた技術革新が重要です。

ファーウェイ・シンガポールは、IDA（シンガ

ポール情報通信発展管理局）、MDA

（シンガポールメディア発展管理局）および

シンガポール・テレコム、エムワン、スターハブ

の通信事業者3社すべてと、それぞれに共

同開発メカニズムを構築しています。また、

A*STAR（シンガポール科学技術研究局）と、

その傘下のI²R（情報通信研究所）および

ETPL（Exploit Technologies Pte. Ltd.）

とともに、先進的ICT製品の商用化に向

けた共同研究を行っています。さらに、IDA

の情報通信体験センターiExperienceを

支援するとともに、同局の技術委員会の

ワーキング・グループのメンバーとしてIPv6

や次世代ブロードバンド・ネットワークに関

する提案を積極的に行っています。

　ファーウェイ・シンガポールは、企業市民

としてさまざまなCSR活動も行っています。

エムワンとシンガポール・テレコムによる

チャリティー・ゴルフ、フロスト＆サリバンの

チャリティー・ラン、INSEAD主催の文化

週間といったチャリティー活動や文化的イ

ベントへのスポンサーを通じて地域社会に

参加するほか、デジタル・デバイドの解消

に向けて教育や科学研究を支援し、ICT

人材の育成に努めています。

　2012年にはシンガポールの理工系高

等教育機関テマセク・ポリテクニックと共

同研究室を立ち上げ、クラウド・コンピュー

ティングと通信技術の共同研究を開始し

ました。また、ファーウェイがグローバルに

推進している「Telecom Seeds for the 

Future」プログラムの一環として、ITE（技

術教育学院）の電子情報通信技術学部

と提携し、iN2015の次世代ブロードバンド・

ネットワーク・プロジェクトでも重要な技術で

あるGPON（Gigabit Passive Optical 

Network）分野での人材開発トレーニング

を実施し、シンガポールのICT業界で即戦

力として活躍できる人材の育成を目指し

ています。

　現在、ファーウェイ・シンガポールは同国

の通信業界の新興ビジネス分野において

トップ・シェアを獲得しており、その通信機

器は全国民の3分の2以上にネットワーク

へのアクセスを提供しています。また、

2011年までに現地市場での受注数は1

億件に達しました。従業員は800名に増

え、そのうち90％近くが現地採用です。

　12年間の道のりは実にやりがいのある

もので、ファーウェイのこうした努力を評価

していただける機会も数多くありました。

2011年には、フロスト＆サリバンのアジア

太平洋ICTアワードにおいて「年間最優

秀サプライヤー賞」を含む3つの賞を授与

されました。シンガポールで毎年開催される

CommunicAsiaでは、2011年から3年連

続で「最優秀ベンダー賞」、2013年には

「最優秀プロジェクト賞」を受賞していま

す。また、シンガポールで最も成功した企業

1,000社を選ぶ「シンガポール1000」で

 ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポート

でお伝えします。今回は、先進的なICT立国を目指す政府の計画に重要な貢献

をしているファーウェイ・シンガポールを、同社の広報部ディレクター、リン・ゼン

（Lynn Zeng）がご紹介します。

は2011年から3年連続で情報通信分野

の「優秀なセールス／売上」部門で1位に

選ばれ、2013年には新たに「最も急成長

した50社」のひとつにも選定されました。

2013年には「通信およびネットワーク分

野におけるアジア太平洋地域で最も理想

的な就職先」にも選ばれています。

　ファーウェイ・シンガポールは現在、ビッグ・

データやグリーン・テクノロジーなどの先端

技術を最前線で開拓し、シンガポールの

ICT業界をリードしています。これからも価値

あるイノベーションによって通信がもたらす

可能性を拡大することで、同国が成長と競

争力を維持していくための支援を続けてい

きます。通信技術を通じて人々の生活を豊

かにするというファーウェイの使命を果たす

と同時に、世界を牽引するICT立国の実現

に貢献していきたいと考えています。

国全体の
ICTの発展に向けて

価値あるイノベーションを
目指す共同研究開発

デジタル・デバイドの
解消に向けたCSR活動

ファーウェイ・ノルディック
設立 ： 2001年
所在地 ： シンガポール
従業員数 ： 約800名（2013年9月現在）

ファーウェイ・シンガポール

北欧の通信事情

固定電話加入者数・普及率 ： 199万人・37.85％
携帯電話加入者数・普及率 ： 806万人・153.4％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 74.18％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 137万人・26.08％（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ：シンガポール・テレコム（SingTel）、スターハブ（StarHub）、エムワン（M1）

シンガポールの通信事情

通信がもたらす無限の可能性

ファーウェイ・シンガポール
広報部ディレクター
2007年にファーウェイ・シンガポールに
入社し、マーケティング・マネージャーとし
て南太平洋地域を4年間担当。2011年
に広報部ディレクターに着任し、シンガ
ポールおよび南太平洋地域の広報戦略
を統括する。中国と東南アジア全域を広
く飛びまわる多忙な日 を々過ごすが、プラ
イベートではヨガやバンド活動などをアク
ティブに楽しんでいる。毎年グローバルの
広報部が一同に会する定例ミーティング
後のパーティーで迫力ある歌声を披露
し、人気を集めている。

リン・ゼン（Lynn Zeng）

■2013年の「シンガポール1000」授賞式にて。賞
を贈呈したテオ・サーラック国務相（通産担当）（写真
中央）と筆者（左から2人目）
■ファーウェイの最新スマートフォン『Ascend P6』
の発表は、ロンドンに続きシンガポールで行われた。
左からファーウェイ・シンガポールCEO周斌（Zhou 
Bin）、ファーウェイ南太平洋地域担当プレジデント 
デビッド・ウェイ、同地区担当最高マーケティング責
任者リム・チー・ション
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Intelligent Nationの実現に貢献
ファーウェイ・シンガポール

世界のファーウェイから 　ファーウェイは2001年にシンガポール・

オフィスを開設しました。設立当初の従業

員数は20名弱。当時のシンガポールは通

信事業が完全自由化された直後で、事業

者のお客様にとっても、ファーウェイにとっ

ても、多くの課題とチャンスが目の前に広

がっていました。それから12年間、ファー

ウェイ・シンガポールは同国のお客様に

とって最良のビジネス・パートナーとなること

を使命とし、事業を発展させてきました。

　シンガポール政府はスマート・シティーの

先駆者として「Intelligent Nation 2015

（iN2015）」と称する官民一体の10か年

計画を掲げ、2015年までに先進的な情

報通信プラットフォームを整備して、シンガ

ポールを「情報通信を原動力としたインテ

リジェントな国家、グローバルな都市」にす

ることを目指しています。iN2015の効果

は、情報通信産業の付加価値2倍、同分

野の輸出額3倍、雇用創出8万人と見込

まれています。

　ファーウェイ・シンガポールはiN2015の

ビジョンに賛同し、その実現に向けて積極

的に貢献しています。iN2015の中核を占

める全国規模の次世代ブロードバンド・

ネットワーク構築プロジェクトにおいても重

要な役割を果たしており、2009年には、ス

ターハブ傘 下 のヌクレウス・コネクト

（Nucleus Connect）とともに、世界初の

オープン・アクセス商用ブロードバンドを全

国展開するプロジェクトをスタートしました。

このネットワークが完成すれば、国内のあら

ゆる場所で1Gbpsの超高速ブロードバン

ドが利用できるようになります。

　そのほかにもファーウェイは、国内の通

信事業者と数多くの協業を行ってきまし

た。2006年にはシンガポール・テレコムの

音声通話サービスを、電話回線からNGN

コア・ネットワークによるVoIPへと進化させ

ました。2011年にはエムワンの4G／LTE

ネットワークの展開、スターハブのクラウド・

コンピューティング・データセンターの構築

を実施。2012年にはシンガポール・テレコ

ムへのマネージド・サービスの提供を開始し

ました。また今年は、エムワンの4G／LTE

ネットワークをさらにアップグレードしました。

　国全体のICTの発展に寄与するために

は、現地の企業や研究機関との共同研究

開発を通じ、お客様や利用者の現状と

ニーズに合わせた技術革新が重要です。

ファーウェイ・シンガポールは、IDA（シンガ

ポール情報通信発展管理局）、MDA

（シンガポールメディア発展管理局）および

シンガポール・テレコム、エムワン、スターハブ

の通信事業者3社すべてと、それぞれに共

同開発メカニズムを構築しています。また、

A*STAR（シンガポール科学技術研究局）と、

その傘下のI²R（情報通信研究所）および

ETPL（Exploit Technologies Pte. Ltd.）

とともに、先進的ICT製品の商用化に向

けた共同研究を行っています。さらに、IDA

の情報通信体験センターiExperienceを

支援するとともに、同局の技術委員会の

ワーキング・グループのメンバーとしてIPv6

や次世代ブロードバンド・ネットワークに関

する提案を積極的に行っています。

　ファーウェイ・シンガポールは、企業市民

としてさまざまなCSR活動も行っています。

エムワンとシンガポール・テレコムによる

チャリティー・ゴルフ、フロスト＆サリバンの

チャリティー・ラン、INSEAD主催の文化

週間といったチャリティー活動や文化的イ

ベントへのスポンサーを通じて地域社会に

参加するほか、デジタル・デバイドの解消

に向けて教育や科学研究を支援し、ICT

人材の育成に努めています。

　2012年にはシンガポールの理工系高

等教育機関テマセク・ポリテクニックと共

同研究室を立ち上げ、クラウド・コンピュー

ティングと通信技術の共同研究を開始し

ました。また、ファーウェイがグローバルに

推進している「Telecom Seeds for the 

Future」プログラムの一環として、ITE（技

術教育学院）の電子情報通信技術学部

と提携し、iN2015の次世代ブロードバンド・

ネットワーク・プロジェクトでも重要な技術で

あるGPON（Gigabit Passive Optical 

Network）分野での人材開発トレーニング

を実施し、シンガポールのICT業界で即戦

力として活躍できる人材の育成を目指し

ています。

　現在、ファーウェイ・シンガポールは同国

の通信業界の新興ビジネス分野において

トップ・シェアを獲得しており、その通信機

器は全国民の3分の2以上にネットワーク

へのアクセスを提供しています。また、

2011年までに現地市場での受注数は1

億件に達しました。従業員は800名に増

え、そのうち90％近くが現地採用です。

　12年間の道のりは実にやりがいのある

もので、ファーウェイのこうした努力を評価

していただける機会も数多くありました。

2011年には、フロスト＆サリバンのアジア

太平洋ICTアワードにおいて「年間最優

秀サプライヤー賞」を含む3つの賞を授与

されました。シンガポールで毎年開催される

CommunicAsiaでは、2011年から3年連

続で「最優秀ベンダー賞」、2013年には

「最優秀プロジェクト賞」を受賞していま

す。また、シンガポールで最も成功した企業

1,000社を選ぶ「シンガポール1000」で

 ファーウェイは140以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポート

でお伝えします。今回は、先進的なICT立国を目指す政府の計画に重要な貢献

をしているファーウェイ・シンガポールを、同社の広報部ディレクター、リン・ゼン

（Lynn Zeng）がご紹介します。

は2011年から3年連続で情報通信分野

の「優秀なセールス／売上」部門で1位に

選ばれ、2013年には新たに「最も急成長

した50社」のひとつにも選定されました。

2013年には「通信およびネットワーク分

野におけるアジア太平洋地域で最も理想

的な就職先」にも選ばれています。

　ファーウェイ・シンガポールは現在、ビッグ・

データやグリーン・テクノロジーなどの先端

技術を最前線で開拓し、シンガポールの

ICT業界をリードしています。これからも価値

あるイノベーションによって通信がもたらす

可能性を拡大することで、同国が成長と競

争力を維持していくための支援を続けてい

きます。通信技術を通じて人々の生活を豊

かにするというファーウェイの使命を果たす

と同時に、世界を牽引するICT立国の実現

に貢献していきたいと考えています。

国全体の
ICTの発展に向けて

価値あるイノベーションを
目指す共同研究開発

デジタル・デバイドの
解消に向けたCSR活動

ファーウェイ・ノルディック
設立 ： 2001年
所在地 ： シンガポール
従業員数 ： 約800名（2013年9月現在）

ファーウェイ・シンガポール

北欧の通信事情

固定電話加入者数・普及率 ： 199万人・37.85％
携帯電話加入者数・普及率 ： 806万人・153.4％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 74.18％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 137万人・26.08％（ITU調べ、2012年現在）
主要通信事業者 ：シンガポール・テレコム（SingTel）、スターハブ（StarHub）、エムワン（M1）

シンガポールの通信事情

通信がもたらす無限の可能性

ファーウェイ・シンガポール
広報部ディレクター
2007年にファーウェイ・シンガポールに
入社し、マーケティング・マネージャーとし
て南太平洋地域を4年間担当。2011年
に広報部ディレクターに着任し、シンガ
ポールおよび南太平洋地域の広報戦略
を統括する。中国と東南アジア全域を広
く飛びまわる多忙な日 を々過ごすが、プラ
イベートではヨガやバンド活動などをアク
ティブに楽しんでいる。毎年グローバルの
広報部が一同に会する定例ミーティング
後のパーティーで迫力ある歌声を披露
し、人気を集めている。

リン・ゼン（Lynn Zeng）

■2013年の「シンガポール1000」授賞式にて。賞
を贈呈したテオ・サーラック国務相（通産担当）（写真
中央）と筆者（左から2人目）
■ファーウェイの最新スマートフォン『Ascend P6』
の発表は、ロンドンに続きシンガポールで行われた。
左からファーウェイ・シンガポールCEO周斌（Zhou 
Bin）、ファーウェイ南太平洋地域担当プレジデント 
デビッド・ウェイ、同地区担当最高マーケティング責
任者リム・チー・ション
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ファーウェイはスマートフォンをはじめさまざまな端末製品を世界各国で発表しています。NTTドコモから
発売されているスマートフォン『Ascend D2 HW-03E』やタブレット『dtab』、イー・アクセスから発売
されている『STREAM X GL07S』は、それぞれグローバルで展開している『Ascend D2』『MediaPad 10 
Link』『Ascend P2』を日本のお客様向けにカスタマイズした製品です。今回のHuaWaveでは、日本 
未発売のファーウェイ端末製品の中から注目のアイテムをピックアップしてご紹介します。

　『MediaQ』は65mm x 65mm、薄さ14mmの小さな

ボディに1.5GHzクアッドコアCPUと1GB RAMを搭載した

Wi-Fi、Bluetooth対応のホーム・メディア・デバイスで、オン

ライン・コンテンツやAndroidアプリをTVなどの大画面で楽し

めるほか、スマートフォンやタブレット、PCなどさまざまなデバイ

スに保存されたコンテンツを画面上でシェアしたり、一括管理

できます。

MediaPad 7 Vogue

　『MediaPad 7 Vogue』は3Gによる音声通話とデータ通信

機能を備えた7インチ・タブレット。1.2GHzクアッドコアCPU、

Android 4.1、4100mAhバッテリーを搭載し、薄さ9.5mm、

重さ335gと片手で持てるコンパクトなサイズで、タブレットと

してさまざまな機能を楽しめるだけでなく、ヘッドセットを使わなく

ても電話のような高音質の通話が可能です。

　同じく『MediaPad 7』シリーズの『Youth』は、1.6GHz

デュアルコアCPU搭載で、こちらも3G音声通話とデータ通信

に対応。高機能タブレットをより手軽にお楽しみいただけます。

　ファーウェイは昨年の初出展に引き続き、今年もアジア最大級

の最先端IT・エレクトロニクス総合展『CEATEC JAPAN』に

出展します。『CEATEC JAPAN 2013』の開催テーマは

「Smart Innovation ̶̶ 明日の暮らしと社会を創る技術力」。

世界の“イノベーション”と明日の暮らしや社会の“体験を提案”

する展示を通じ、IT・エレクトロニクスが牽引するスマート

イノベーションを世界に発信します。

　ファーウェイのブースでは、頭上をぐるりと取り囲む360度の

ディスプレイ画面で来場者をお出迎え。展示スペースでは、

今回誌面でご紹介した製品を含め、グローバル向け、日本向けの

端末製品の数 を々手にとってご体験いただけます。8月から9月に

かけて開催した『STREAM X フォトコンテスト』（p.26参照）

の審査発表など、さまざまなイベントも予定しています。

CEATEC JAPAN 2013開催概要

（展示ブース・イメージ）

■ 会期 ： 2013年10月1日（火）～ 5日（土）　午前10時～午後5時
● 招待日 10月1日（火）　● 公開日 10月2日（水）～ 4日（金）　● 無料公開日 10月5日（土）

■ 会場 ： 幕張メッセ　千葉市美浜区中瀬2-1

詳細情報、入場事前登録は公式ウェブサイトから ▶ http://www.ceatec.com/
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ファーウェイは今年も『CEATEC JAPAN』に出展します

　2013年6月に発表したファーウェイの最新スマートフォン

『Ascend P6』は、薄さわずか6.18mmと世界最薄のエレガント

なボディに、1.5 GHzクアッドコアCPU、Android 4.2.2、

2000mAhのバッテリーを搭載。手袋をはめた指でも操作できる

「マジック・タッチ」に対応した4.7インチの高解像度HDインセル

型タッチスクリーン、高性能のソフトウェアを採用し、美しさと

最先端テクノロジーの融合を実現しました。4cmのマクロ撮影と

フルHD動画撮影に対応した、F2.0レンズ採用の800万画素

の裏面照射型アウトカメラに加え、モデルのようなセルフポート

レートが撮れる500万画素のインカメラも備えています。カラー

はブラック、ホワイト、ピンクの3色です。

　6.1インチのHD液晶画面を搭載した『Ascend Mate』は、

画面とボディの比率が業界最高の73％、薄さ6.5mm、重さ

198gと、大画面ながら片手に楽に収まるコンパクトなデザインを

実現。1.5GHzクアッドコアCPU、Android 4.1、4050mAhの

バッテリーを搭載し、ファーウェイ独自のクイック・パワー・コント

ロール（QPC）とADRXバッテリー効率技術によって一度の

充電で最長2日間使用可能です。HDRに対応した800万画素

のアウトカメラと100万画素のHDインカメラで、カメラ機能も

充実。グローバル・ローミングと5つの周波数帯をサポートして

いるため、海外旅行者にも最適です。カラーはクリスタル・

ブラックとピュア・ホワイトの2色です。
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『STREAM Xフォトコンテスト』と
タッチ＆トライ イベント『スタジオ STREAM X』を開催

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの多彩な端末製品をご紹介します。

　ファーウェイがイー・アクセス向けに開

発し、今年3月にブラック、7月にホワイト

が発売された『STREAM X GL07S』

は、約1,300万画素積層型の裏面照

射「EXMOR RS for mobile」を採用

したF値2.2のレンズ、高画質・高感度の

HDR動画対応など、優れたカメラ機能

が特長のひとつです。そこで、カメラ機

能にフォーカスした夏キャンペーンとして、

『STREAM Xフォトコンテスト』とタッチ

＆トライ イベント『スタジオ STREAM X』

を開催しました。

　8月2日～9月13日に開催したフォトコ

ンテストでは、「皆さんの楽しい夏」を

テーマにスマートフォンで撮影した写真

を投稿していただき、最優秀グランプリ

賞（1名様）に50万円相当、準グランプ

リ賞（3名様）に5万円相当の商品券を

贈呈するほか、『STREAM X GL07S』を

ご購入いただいたお客様にはSTREAM 

X賞（5万円、5名様）とエリア賞（3万円、

6名様）にも入賞するダブルチャンスを

特別にご用意しました。投稿された写真

の総数は1,338枚。プロカメラマンによ

る審査の結果は10月1日にCEATEC 

JAPANの会場にて発表されます。

　また、8月24日に東京・原宿のラ

フォーレ原宿エントランス前特設会場

にて開催した『スタジオ STREAM X』

では、来場した方々に『STREAM X 

GL07S』の機能を実際に手にとって体

験していただいたほか、プロカメラマンの

杉山宣嗣さんが同機のカメラでSNS用

プロフィール写真を撮影。照明やレフ板

なども用意され、参加者の皆さんにはモデ

ル気分で撮影を楽しんでいただきました。

　撮影された写真はファーウェイの公式

Facebookページに掲載され、参加者は

そこからダウンロードしてFacebook、

Twitter、LINEのプロフィール写真として

設定することができます。当日は200組

以上の来場者が写真撮影に参加し、

『STREAM X GL07S』のカメラ機能を

体感しました。

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

　ファーウェイがソフトバンクモバイル

株式会社向けに開発したシニア向け

携帯電話『あんしんファミリーケータイ 

204HW』が9月13日に発売されました。

　シニア世代のお客様に安心して

お使いいただけるよう、通話やメール、

カメラなど必要な機能だけを厳選。4.0

インチの大きな画面ひとつにメニューを

集約しているため、フリック操作による

別画面への移動も不要です。メニューは

アイコンだけでなく大きな文字で説明を

加えているので、迷うことなく操作できます。

　タッチパネルでの文字入力に不安

がある方のために、音声を録音しメール

で送るボイスメールやワンタッチで定型

文を返信する機能も搭載しました。

　電話帳に登録した人（最大5件※1）と

だけ連絡することが可能。登録していない

ファーウェイ初のシニア向け携帯電話
『あんしんファミリーケータイ 204HW』

人からの電話もメールも受けないので

迷惑メールなどの心配がありません。

離れたご家族がお持ちのスマートフォン

から遠隔操作し、電話帳への新規追加

や編集を代理で行うこともできます。

　さらに、端末下部のボタンを長押しす

ると大きなブザーが鳴り、同時に家族に

連絡できる機能や、一定時間操作がな

いと家族にメールを送信する機能も搭

載。遠く離れていても、もしもの時にす

ばやく察知することができます。

　オプションサービスとして、24時間

365日いつでも健康上の気になることを

相談でき、必要に応じて医療機関の

紹介まで可能な「電話健康相談（税込

315円／月）」や、通常5件の電話帳へ

の最大登録件数が1,000件まで拡張さ

れる「あんしん電話帳（税込210円／月）」

にもお申し込み可能です。さらに、便利な

「一定額ストップサービス」「紛失ケータイ

捜索サービス」「留守番電話プラス」

「割込通話」「グループ通話」の5つの

サービスをまとめて提供する「あんしん

ファミリーケータイ基本パック（税込525

円／月）」も提供。そのほか、万一のとき

に警備員が端末のもとへいち早くかけ

つける「CSPケータイdeアシスト」※2

にも対応しているため、非常時の対策

として利用できます。

　HuaWaveでは毎号読者アンケート

を実施しており、アンケートにご回答い

ただいた方の中から抽選でプレゼントを

差し上げています。7月に刊行した

Issue 10のアンケートでは、2組の読者

の方 を々8月17日に開催された神宮外

苑花火大会にご招待し、ファーウェイの

スマートフォン『Ascend D2 HW-03E』

と『STREAM X GL07S』で花火の写

真を撮影していただきました。

　ご招待したのは加賀電子株式会社

の鈴木秀明さんご夫婦と、ユニアデック

ス株式会社の西木禎朗さんご一家。

　鈴木さんは「花火をこんなに間近で

見るのは久しぶり。スマホのカメラでも

この迫力を写真に収められるんです

花火モードでくっきり ！ 『Ascend D2 HW-03E』『STREAM X GL07S』で
HuaWave読者が花火大会を撮影

ね。シャッター動作や撮影データの確

認も快適でした」とコメント。

　西木さんからは「家族みんなで楽し

い時間を過ごせました。STREAM Xは

薄く、軽く、大きく、液晶がきれいでたい

へん使いやすかったです」とのご感想を

いただきました。

『あんしんファミリーケータイ 204HW』

国外の携帯電話番号は登録できません。
「CSPケータイdeアシスト」はセントラル警備保障株式
会社提供のサービスです。ご契約はセントラル警備
保障株式会社との直接契約になります。

※1
※2

西木さんが
STREAM Xで
撮影した写真

鈴木さんが
Ascend D2で
撮影した写真

フォトコンテストの応募作品の一部※

（上段左から時計まわりにwakiya：）さん、にゃおこ*さん、きらめきさんの作品）

『スタジオSTREAM X』での撮影風景

※本誌掲載の有無は審査結果には一切影響いたしません。

ファーウェイ・ジャパン デバイスのウェブサイトがリニューアルしました。 新URL ： http://consumer.huawei.com/jp/



HU A W E I  J apan Dev ice U pdat e

/ OCT.201326 / OCT.2013 27

『STREAM Xフォトコンテスト』と
タッチ＆トライ イベント『スタジオ STREAM X』を開催

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの多彩な端末製品をご紹介します。

　ファーウェイがイー・アクセス向けに開

発し、今年3月にブラック、7月にホワイト

が発売された『STREAM X GL07S』

は、約1,300万画素積層型の裏面照

射「EXMOR RS for mobile」を採用

したF値2.2のレンズ、高画質・高感度の

HDR動画対応など、優れたカメラ機能

が特長のひとつです。そこで、カメラ機

能にフォーカスした夏キャンペーンとして、

『STREAM Xフォトコンテスト』とタッチ

＆トライ イベント『スタジオ STREAM X』

を開催しました。

　8月2日～9月13日に開催したフォトコ

ンテストでは、「皆さんの楽しい夏」を

テーマにスマートフォンで撮影した写真

を投稿していただき、最優秀グランプリ

賞（1名様）に50万円相当、準グランプ

リ賞（3名様）に5万円相当の商品券を

贈呈するほか、『STREAM X GL07S』を

ご購入いただいたお客様にはSTREAM 

X賞（5万円、5名様）とエリア賞（3万円、

6名様）にも入賞するダブルチャンスを

特別にご用意しました。投稿された写真

の総数は1,338枚。プロカメラマンによ

る審査の結果は10月1日にCEATEC 

JAPANの会場にて発表されます。

　また、8月24日に東京・原宿のラ

フォーレ原宿エントランス前特設会場

にて開催した『スタジオ STREAM X』

では、来場した方々に『STREAM X 

GL07S』の機能を実際に手にとって体

験していただいたほか、プロカメラマンの

杉山宣嗣さんが同機のカメラでSNS用

プロフィール写真を撮影。照明やレフ板

なども用意され、参加者の皆さんにはモデ

ル気分で撮影を楽しんでいただきました。

　撮影された写真はファーウェイの公式

Facebookページに掲載され、参加者は

そこからダウンロードしてFacebook、

Twitter、LINEのプロフィール写真として

設定することができます。当日は200組

以上の来場者が写真撮影に参加し、

『STREAM X GL07S』のカメラ機能を

体感しました。

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

　ファーウェイがソフトバンクモバイル

株式会社向けに開発したシニア向け

携帯電話『あんしんファミリーケータイ 

204HW』が9月13日に発売されました。

　シニア世代のお客様に安心して

お使いいただけるよう、通話やメール、

カメラなど必要な機能だけを厳選。4.0

インチの大きな画面ひとつにメニューを

集約しているため、フリック操作による

別画面への移動も不要です。メニューは

アイコンだけでなく大きな文字で説明を

加えているので、迷うことなく操作できます。

　タッチパネルでの文字入力に不安

がある方のために、音声を録音しメール

で送るボイスメールやワンタッチで定型

文を返信する機能も搭載しました。

　電話帳に登録した人（最大5件※1）と

だけ連絡することが可能。登録していない

ファーウェイ初のシニア向け携帯電話
『あんしんファミリーケータイ 204HW』

人からの電話もメールも受けないので

迷惑メールなどの心配がありません。

離れたご家族がお持ちのスマートフォン

から遠隔操作し、電話帳への新規追加

や編集を代理で行うこともできます。

　さらに、端末下部のボタンを長押しす

ると大きなブザーが鳴り、同時に家族に

連絡できる機能や、一定時間操作がな

いと家族にメールを送信する機能も搭

載。遠く離れていても、もしもの時にす

ばやく察知することができます。

　オプションサービスとして、24時間

365日いつでも健康上の気になることを

相談でき、必要に応じて医療機関の

紹介まで可能な「電話健康相談（税込

315円／月）」や、通常5件の電話帳へ

の最大登録件数が1,000件まで拡張さ

れる「あんしん電話帳（税込210円／月）」

にもお申し込み可能です。さらに、便利な

「一定額ストップサービス」「紛失ケータイ

捜索サービス」「留守番電話プラス」

「割込通話」「グループ通話」の5つの

サービスをまとめて提供する「あんしん

ファミリーケータイ基本パック（税込525

円／月）」も提供。そのほか、万一のとき

に警備員が端末のもとへいち早くかけ

つける「CSPケータイdeアシスト」※2

にも対応しているため、非常時の対策

として利用できます。

　HuaWaveでは毎号読者アンケート

を実施しており、アンケートにご回答い

ただいた方の中から抽選でプレゼントを

差し上げています。7月に刊行した

Issue 10のアンケートでは、2組の読者

の方 を々8月17日に開催された神宮外

苑花火大会にご招待し、ファーウェイの

スマートフォン『Ascend D2 HW-03E』

と『STREAM X GL07S』で花火の写

真を撮影していただきました。

　ご招待したのは加賀電子株式会社

の鈴木秀明さんご夫婦と、ユニアデック

ス株式会社の西木禎朗さんご一家。

　鈴木さんは「花火をこんなに間近で

見るのは久しぶり。スマホのカメラでも

この迫力を写真に収められるんです

花火モードでくっきり ！ 『Ascend D2 HW-03E』『STREAM X GL07S』で
HuaWave読者が花火大会を撮影

ね。シャッター動作や撮影データの確

認も快適でした」とコメント。

　西木さんからは「家族みんなで楽し

い時間を過ごせました。STREAM Xは

薄く、軽く、大きく、液晶がきれいでたい

へん使いやすかったです」とのご感想を

いただきました。

『あんしんファミリーケータイ 204HW』

国外の携帯電話番号は登録できません。
「CSPケータイdeアシスト」はセントラル警備保障株式
会社提供のサービスです。ご契約はセントラル警備
保障株式会社との直接契約になります。

※1
※2

西木さんが
STREAM Xで
撮影した写真

鈴木さんが
Ascend D2で
撮影した写真

フォトコンテストの応募作品の一部※

（上段左から時計まわりにwakiya：）さん、にゃおこ*さん、きらめきさんの作品）

『スタジオSTREAM X』での撮影風景

※本誌掲載の有無は審査結果には一切影響いたしません。

ファーウェイ・ジャパン デバイスのウェブサイトがリニューアルしました。 新URL ： http://consumer.huawei.com/jp/
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ファーウェイ本社およびファーウェイ・ジャパンの最新情報は
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。

世界サミット2013において、ボーダフォン・

グループと共同で「Best Innovation in 

Commercial Deployment（商用展開

において最も優れたイノベーション）」賞を受

賞しました。「スマート・シティーを現在および

将来にわたり実現するMetroZoneスモール

セル・ソリューション・プロジェクトが評価され

たことによるもので、同プロジェクトでは軽

量で小型のスモールセル基地局を提供し、

柔軟なLTE TDDワイヤレス・バックホー

ル伝送により、都市環境において景観を損

なわずに容易で高密度な展開を可能とする

ファーウェイのスモールセル・ソリューション

「AtomCell」が活用されています。

　2013年度上半期の監査前業績を発表

し、同期の売上高が前年度比10.8％増の

1,138億元（約1兆8,379億円※2）に達した

ことを明らかにしました。ファーウェイCFOの

孟晩舟は、2013年度上半期業績の発表に

あたり、「2013年度上半期は、通信事業者

向けネットワーク事業と法人向けICTソリュー
※1　1ポンド152.62円換算（2013年6月11日現在）
※2　1人民元16.15円換算（2013年6月29日現在）

　オランダ・アムステルダムで開催されたLTE

ワールドサミット2013において、LTEネット

ワーク商用化とイノベーションにおける重要な

実績が評価され、「Best Innovative LTE 

Launch（最も革新的なLTE商用化）」賞を受

賞しました。ファーウェイは昨年、同社のE2E

（エンド・ツー・エンド）のSingleRAN LTE／

EPCソリューションを活用し、世界最大規模

の1800MHz対応GSM／LTEネットワークを

構築しました。お客様である英国の通信事業

者EEはひとつのプラットフォーム上で既存の

GSMネットワークと新たに構築したLTEネット

ワークを統合することが可能となり、その結

果、ネットワーク・アーキテクチャ全体の簡素

化とネットワーク・コストの大幅減を実現し、

TCOおよびCO2排出量を削減しました。

　英国・ロンドンで開催されたスモールセル

ション事業の順調な拡大、消費者向け端末

事業の急成長に加え、経営効率の継続的

な改善が奏功し、引きつづき成長を維持する

ことができました。売上高、純利益ともに期初

予想に沿った実績を達成しています。これら

の状況を踏まえ、2013年度下半期について

も業績は好調に推移し、利益率を確保した

上で、今年4月に発表した売上高の年平均

成長率目標10％も達成する見込みです」と

のコメントを発表しました。各事業の堅調な

成長と良好な実績を鑑み、2013年度通期

の純利益率は7～8％となる見込みです。

　ファーウェイは、6万人を超えるアジアの大

学生の投票により2013年の「理想的な就職

先トップ50社（Top 50 Ideal Employers）」

の1社に選ばれるとともに、「通信およびネット

ワーク分野におけるアジア太平洋地域で最も

理想的な就職先（Top One Ideal Employer 

in Asia Pacific for Telecommunication 

and Networks）」として評価されたことを発

表しました。ファーウェイが「アジア太平洋地

域で理想的な就職先トップ50社」に選ばれ

たのは昨年に続き2回目となり、エンジニア

リング専攻の学生によるランキングでは、

サムスン、マッキンゼー・アンド・カンパニー、

ヒューレット・パッカードといった人気企業より

も上位にランクインし、19位に選ばれました。

LTEワールドサミット2013で
「Best Innovative LTE Launch」賞を受賞

2013年6月28日

スモールセル世界サミット2013で
ボーダフォンと共同受賞

2013年7月4日

「通信およびネットワーク分野における
アジア太平洋地域で最も理想的な就職先」に選出

2013年8月1日

対英投資のマイルストーンとなる英国法人新本社をレディングに開設

　6月11日、英国・レディングにファーウェイ

英国法人の新本社（所在地：グリーンパーク、

サウス・オーク・ウェイ300）をオープンしました。

今回の新本社開設は、ファーウェイのイギリ

スに対する長期的なコミットメントをあらため

て示すものです。ファーウェイは2001年に

同国最初の拠点を開設し、最新のテクノロ

ジーと製品を提供してきました。昨年9月に

は、2017年までの5年間で13億ポンド（約

1,963億円※1、内訳：6億5,000ポンドの投

資、6億5,000ポンド相当の調達）の対英

投資を行うことを発表しました。今後はさらに

従業員を増員し、14万平方フィート（約1万

3,000平方メートル）の面積を有する広 と々

した新オフィスを主要拠点として、同国にお

ける事業を発展させていきます。

新本社開設を祝う英国労働年金省・雇用担当大臣
マーク・ホーバン氏（写真右）と、ファーウェイ取締役兼
CFO（最高財務責任者）孟晩舟（キャシー・メン、写真左）

2013年度上半期業績を発表

2013年7月24日

ンシップなどの機会を提供する「Telecom 

Seeds for the Future」プログラムを展開

しています。日本の学生を対象とした初の取

り組みとして、早稲田大学大学院国際研究

科の大学院生10名を深圳のファーウェイ本

社に招き、研修を実施しました。ファーウェイ

の企業文化や事業内容の紹介、データセン

ターや工場製造ラインの見学、最新技術体

験などのほか、研究開発部門のエンジニア

達が講師を務め、ファーウェイが研究・開発・

製造している最先端のテクノロジーについて

研修を行いました。フランスやイギリスから参

加していた大学生とも交流し、短期間ながら

充実した研修内容となりました。

　東京都大田区のファーウェイ・ジャパン羽

田セントラル倉庫において、設立3周年記念

式典を開催しました。同倉庫では保管・荷役・

配送といった基本機能だけでなく、キッティン

グや検査も含めた高品質で付加価値の高

い業務を行っています。式典では置田直樹

デリバリー＆サービス本部長と、物流業務を

委託している株式会社新開トランスポートシ

ステムズの若林久芳開発営業部長がスピー

チし、よりイノベーティブなロジスティクス・サー

ビスを提供することで顧客満足度を高めると

いう今後のビジョンを共有しました。

（Study Group 5）WP5D（Working Party 

5D）ミーティングに協賛しました。世界各国の

通信事業者、ベンダー、標準化機関、官公庁

から計185名が参加したこの会合に、ファー

ウェイからも中国、欧州、日本の各オフィスの専

門家が出席しました。WP5Dは地上系IMT

（International Mobile Telecommunications）

の検 討 部 会で、今 回の会 合は国 際 的

周波数分配を定めるWRC-15（World 

Radiocommunication Conference 2015）

に向けて将来のIMTビジョンや技術動向などを

検討する重要な機会となり、熱心な議論により

今後につながる大きな成果を生み出しました。

　東日本大震災被災地3県の6校と東京の

7校の中高生が都内約40kmをたすきをつな

いで走ることで絆を深めるとともに、被災地

域の課題解決のための募金活動を行う支

援プログラム「チャリティー・リレーマラソン東

京」に協賛しました。ファーウェイ・ジャパンは

協賛金による協力のほか、社員のボランティ

ア参加、社内募金の寄付、炎天下での安

心・安全なイベント実施を支援する保冷マフ

ラーやうちわの提供を行いました。また、

ファーウェイ製モバイル・ルーターを事務局へ

貸与することで伴走バスから実況を伝える際

の通信インフラを提供し、イベントの認知拡

大やオンライン募金の促進を支援しました。

　ファーウェイではグローバルなICT人材の

育成を目的として、ICTを学ぶ学生にインター

　東京工業大学学術国際情報センター

（GSIC）の松岡研究室と提携し、ファーウェ

イの『Tecal RH5885 V2』ラック・サーバー

と『Tecal ES3000』高性能PCIe SSD

カードの検証および共同開発を行うことを

決定し、サーバー2台とSSDカード4枚を同

研究室に搬入・設置しました。高性能計算

に関するソフトウェア基盤技術を専門とす

る同研究室は、リーダーの松岡聡教授を

中心にGSICのスーパー・コンピューター

TSUBAMEの設計・構築でも主要な役割を

果たしています。ファーウェイとの提携にあた

り松岡教授が上記2製品を選出。年末まで

にこれらの機器を研究に使用しながら検証

が行われ、ファーウェイは研究室からのフィー

ドバックを今後の製品改良・ローカライズに

反映させていきます。今回の共同開発につ

いて、松岡教授は「強力なR&D機能を持つ

ファーウェイの優秀なエンジニアたちとアイ

デアを出し合い、次の技術革新につながる

コラボレーションを実現していきたい」と期待

を述べられました。

　北海道札幌市において開催されたITU-R

（国際電気通信連合無線通信部門）SG5

東京工業大学松岡研究室と
サーバー、SSDカードの検証・共同開発を開始

2013年7月2日

東日本大震災復興支援
「チャリティー・リレーマラソン東京」に協賛

2013年7月14日

ITU-R SG5 WP5D
第16回ミーティングに参加、協賛

2013年7月10～17日

ファーウェイ・ジャパン羽田セントラル倉庫
設立3周年記念式典を開催

2013年8月23日

早稲田大学大学院生を本社研修に招待

2013年8月19日～23日

松岡聡教授
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ファーウェイ グローバル ハイライト

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

世界サミット2013において、ボーダフォン・

グループと共同で「Best Innovation in 

Commercial Deployment（商用展開

において最も優れたイノベーション）」賞を受

賞しました。「スマート・シティーを現在および

将来にわたり実現するMetroZoneスモール

セル・ソリューション・プロジェクトが評価され

たことによるもので、同プロジェクトでは軽

量で小型のスモールセル基地局を提供し、

柔軟なLTE TDDワイヤレス・バックホー

ル伝送により、都市環境において景観を損

なわずに容易で高密度な展開を可能とする

ファーウェイのスモールセル・ソリューション

「AtomCell」が活用されています。

　2013年度上半期の監査前業績を発表

し、同期の売上高が前年度比10.8％増の

1,138億元（約1兆8,379億円※2）に達した

ことを明らかにしました。ファーウェイCFOの

孟晩舟は、2013年度上半期業績の発表に

あたり、「2013年度上半期は、通信事業者

向けネットワーク事業と法人向けICTソリュー
※1　1ポンド152.62円換算（2013年6月11日現在）
※2　1人民元16.15円換算（2013年6月29日現在）

　オランダ・アムステルダムで開催されたLTE

ワールドサミット2013において、LTEネット

ワーク商用化とイノベーションにおける重要な

実績が評価され、「Best Innovative LTE 

Launch（最も革新的なLTE商用化）」賞を受

賞しました。ファーウェイは昨年、同社のE2E

（エンド・ツー・エンド）のSingleRAN LTE／

EPCソリューションを活用し、世界最大規模

の1800MHz対応GSM／LTEネットワークを

構築しました。お客様である英国の通信事業

者EEはひとつのプラットフォーム上で既存の

GSMネットワークと新たに構築したLTEネット

ワークを統合することが可能となり、その結

果、ネットワーク・アーキテクチャ全体の簡素

化とネットワーク・コストの大幅減を実現し、

TCOおよびCO2排出量を削減しました。

　英国・ロンドンで開催されたスモールセル

ション事業の順調な拡大、消費者向け端末

事業の急成長に加え、経営効率の継続的

な改善が奏功し、引きつづき成長を維持する

ことができました。売上高、純利益ともに期初

予想に沿った実績を達成しています。これら

の状況を踏まえ、2013年度下半期について

も業績は好調に推移し、利益率を確保した

上で、今年4月に発表した売上高の年平均

成長率目標10％も達成する見込みです」と

のコメントを発表しました。各事業の堅調な

成長と良好な実績を鑑み、2013年度通期

の純利益率は7～8％となる見込みです。

　ファーウェイは、6万人を超えるアジアの大

学生の投票により2013年の「理想的な就職

先トップ50社（Top 50 Ideal Employers）」

の1社に選ばれるとともに、「通信およびネット

ワーク分野におけるアジア太平洋地域で最も

理想的な就職先（Top One Ideal Employer 

in Asia Pacific for Telecommunication 

and Networks）」として評価されたことを発

表しました。ファーウェイが「アジア太平洋地

域で理想的な就職先トップ50社」に選ばれ

たのは昨年に続き2回目となり、エンジニア

リング専攻の学生によるランキングでは、

サムスン、マッキンゼー・アンド・カンパニー、

ヒューレット・パッカードといった人気企業より

も上位にランクインし、19位に選ばれました。

LTEワールドサミット2013で
「Best Innovative LTE Launch」賞を受賞

2013年6月28日

スモールセル世界サミット2013で
ボーダフォンと共同受賞

2013年7月4日

「通信およびネットワーク分野における
アジア太平洋地域で最も理想的な就職先」に選出

2013年8月1日

対英投資のマイルストーンとなる英国法人新本社をレディングに開設

　6月11日、英国・レディングにファーウェイ

英国法人の新本社（所在地：グリーンパーク、

サウス・オーク・ウェイ300）をオープンしました。

今回の新本社開設は、ファーウェイのイギリ

スに対する長期的なコミットメントをあらため

て示すものです。ファーウェイは2001年に

同国最初の拠点を開設し、最新のテクノロ

ジーと製品を提供してきました。昨年9月に

は、2017年までの5年間で13億ポンド（約

1,963億円※1、内訳：6億5,000ポンドの投

資、6億5,000ポンド相当の調達）の対英

投資を行うことを発表しました。今後はさらに

従業員を増員し、14万平方フィート（約1万

3,000平方メートル）の面積を有する広 と々

した新オフィスを主要拠点として、同国にお

ける事業を発展させていきます。

新本社開設を祝う英国労働年金省・雇用担当大臣
マーク・ホーバン氏（写真右）と、ファーウェイ取締役兼
CFO（最高財務責任者）孟晩舟（キャシー・メン、写真左）

2013年度上半期業績を発表

2013年7月24日

ンシップなどの機会を提供する「Telecom 

Seeds for the Future」プログラムを展開

しています。日本の学生を対象とした初の取

り組みとして、早稲田大学大学院国際研究

科の大学院生10名を深圳のファーウェイ本

社に招き、研修を実施しました。ファーウェイ

の企業文化や事業内容の紹介、データセン

ターや工場製造ラインの見学、最新技術体

験などのほか、研究開発部門のエンジニア

達が講師を務め、ファーウェイが研究・開発・

製造している最先端のテクノロジーについて

研修を行いました。フランスやイギリスから参

加していた大学生とも交流し、短期間ながら

充実した研修内容となりました。

　東京都大田区のファーウェイ・ジャパン羽

田セントラル倉庫において、設立3周年記念

式典を開催しました。同倉庫では保管・荷役・

配送といった基本機能だけでなく、キッティン

グや検査も含めた高品質で付加価値の高

い業務を行っています。式典では置田直樹

デリバリー＆サービス本部長と、物流業務を

委託している株式会社新開トランスポートシ

ステムズの若林久芳開発営業部長がスピー

チし、よりイノベーティブなロジスティクス・サー

ビスを提供することで顧客満足度を高めると

いう今後のビジョンを共有しました。
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サーバー、SSDカードの検証・共同開発を開始

2013年7月2日

東日本大震災復興支援
「チャリティー・リレーマラソン東京」に協賛

2013年7月14日

ITU-R SG5 WP5D
第16回ミーティングに参加、協賛

2013年7月10～17日
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のデートの約束をして、その後も毎朝毎晩

メール。かなりしつこかったと思いますが、嫌

がられなかったということは、彼女のほうも最

初からまんざらではなかったんでしょう。その2

か月後に横浜みなとみらいで桜を見ながら思

いを告白。それから付き合い始めて、8か月後

のクリスマスに故郷マレーシアに旅行に行

き、離島のリゾートでプロポーズしました。

　ちょうど仕事がうまくいかず苦しいときだっ

たんですが、彼女はそれを察しながらいつも

明るくサポートしてくれて、すごく救われまし

た。しかも、出会ったばかりの外国人の僕を

全面的に信頼してくれた。僕は人から信頼さ

れると10倍にして返したくなる性分なので、

こんなに支えてくれる彼女のことを一生守っ

てあげなければと思いました。プロポーズと同

時に一念発起して、その後すぐファーウェイ

への転職も決めました。もっと仕事をがん

ばって、彼女を幸せにする！　と決意したんで

す。プロポーズからちょうど1年後のクリスマ

スに入籍し、昨年9月にプロポーズと同じ場

所で結婚式を挙げました。

　僕は4人きょうだいの末っ子で、昔からやり

たいことには突進するタイプ。両親はそれを

よくわかっているので、結婚についても、自分

が決めたことなら、と口は出しませんでした。

一方、彼女のご両親は結婚したい人がいる

という言葉に驚き、しかも外国人なんてもって

のほか、といった感じで、なかなか会ってもら

えなかったんです。でも彼女が一生懸命説

得してくれて、「国籍なんて関係ない。ちゃん

と会って話を聞いてほしい」と訴えて、ようやく

顔合わせをさせてもらえました。そこで僕の真

剣さをわかってくれて、最終的には本人どうし

の意思にまかせてくださいました。まだ20代

の大事な一人娘ですから、簡単にいいとは
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とを考えていませんでした。そこで、まずは旅

行と称して日本に連れてきました。おいしいも

のをたくさん食べてもらったり、ディズニーラン

ドに連れて行ったりして、日本がどんなによい

ところかをアピールして、本人が日本に住み

たくなるように画策したんです。日本観光を心

ゆくまで楽しんだあと、日本に住もうと切り出

しました。彼は「最初からそのつもりだった

のか！ だまされた！」と怒っていましたが、結局

はお互いの将来を考えて、結婚して日本に

住むことに決めました。

 私の家族は特に大きな反応はなく、やっと

相手が見つかって落ち着いてくれそうだ、と

安心したようです。彼の家族は、まさか彼が

アジアの国に行くとは思っていなかったよう

で、びっくりしていました。ヨーロッパから日本

は、やっぱり遠いんですよね。ただ、成人に

なったら誰と結婚して、どこに行こうと、本人

の意思と責任で決めるべきという文化のよ

うで、2人の結婚については何も言われませ

んでした。結婚してから1年後、イギリスの彼

の地元で結婚式代わりのパーティーをした

のですが、その10日後ぐらいに義母が亡く

なり、パーティーだけでもできてよかったなと

思いました。

　日本語の勉強やアニメに興味があったわ

けでもなく、日本で生活することなど考えたこ

ともなかったという人なので、日本での生活

習慣や日本人の考え方を理解するのはたい

へんだったでしょうね。私も心配していたので

すが、日本語があまりできなくても趣味の楽

器演奏の練習をしに一人で貸しスタジオに

行ってきたり、知り合って日が浅い人とも食

事に出かけたりと、意外と適応力が高いのに

は驚きました。

　私自身は今まで海外で生活していても日

本人であることを意識したことはあまりなかっ

たのですが、結婚してから、自分が日本人だ

なとあらためて感じることが多くありました。た

とえば、イギリス人はプレゼントをあまりていね

いに包まないのですが、そういう細かいところ

が目について嫌な気分になる。日本人らしい

自分を発見したのは意外でした。あとは、肉

じゃがを夕飯のおかずにしようとすると、ジャガ

イモで白いご飯は食べられない、とむっとされ

るのはちょっと困りますね（笑）。

　他の国に自分の家族、親しい人ができ、さ

まざまな考え方や文化をより身近に感じるこ

とができることですね。また、彼は非常に正直

で、何でも感じたことをその場で口にするの

で、ときどきそばにいてハラハラするのです

が、うれしいことも率直に表現するので、相手

にきちんと伝わるんです。それは見習いたい

ところですし、相手への不満などがあったら、

なおざりにせずその都度きちんと言葉に出す

ことが大切だと教わりました。それから、日本

と中国以外の第3の視点を持てるようになっ

たのもよかったと思います。入ってくる情報に

しても、判断の基準にしても、もうひとつの国

が加わることで、より多角的になる。日中を超

えてさらに広い視野で世界を見ることができ

るようになりました。

 後輩の紹介です。初めて会った飲み会で、

一目見て気に入ってしまいました。小柄で色

黒、健康的でスポーティー、僕の好きな安室

奈美絵に似てるんです。その日のうちに翌日

言えないのは当然。理解してくださったことに

は本当に感謝しています。

　食事のマナーなどで違いは感じます。マ

レーシアではテーブルにひじを付いて食べる

のは普通のことですが、日本では行儀が悪

い。逆に、日本では麺類を食べるときに音を

立ててすすりますが、マレーシアではいい顔を

されません。ただ、一度違いがわかれば、そう

いう文化なんだなと納得して尊重しあうから、

けんかにはなりません。むしろ文化差があるか

らこそお互いの違いに寛容になるので、けん

かは他の夫婦より少ないかもしれませんね。

 そうですね。日本に来たきっかけは、車が好き

だったことと、父が経営するレストランのまわり

に日本企業がたくさんあって、そこで耳にする

日本語に興味を持ったこと、アメリカに留学

する友達が多かった中でみんなとは違う選択

肢を選んでステップアップしたいと思ったこと

でした。それから13年、つらいこともたくさんあ

りましたが、この国に永住したいという来日し

たときからの願いが、いまはかなっています。こ

の夢をかなえられたのは、妻というパートナー

に出会えたおかげ。これからも彼女と一緒に

もっと大きな夢に向かっていきたいし、そのた

めに自分も成長したいと思っています。

相手が見つかって落ち着いてくれそうだ、と

安心したようです。彼の家族は、まさか彼が

アジアの国に行くとは思っていなかったよう

で、びっくりしていました。ヨーロッパから日本

　英国留学中に週末を利用して地元の

ウォーキング・グループに参加したときに出会

いました。英国北部出身の、エールと音楽を

こよなく愛する典型的な労働者階級のイギ

リス人です。留学を終えたとき、私は日本に

帰りたかったのですが、彼は英国を離れるこ

加藤 葉子 （かとう ようこ）

人事部
HRスペシャリスト

日系企業の人事担当として中国の天津に駐在。
その後フィリピン・セブ島の勤務を経て英国に
留学し、中国の政治経済について学ぶ。英国
人のご主人とともに帰国後、2012年5月に
ファーウェイ・ジャパンに入社。採用担当とし
てファーウェイ・ジャパンの現地採用強化を進
めるとともに、社内のCSRチームに有志とし
て参加し、異文化の中で生活した経験を生か
して、日本社会における文化の多様性を推進
するさまざまな活動を計画している。

ファーウェイ・ジャパンには、グローバルな視野を持った人材が集まっています。中には、
国籍や文化の異なる人生のパートナーを持つ人も少なくありません。今回のファー
ウェイ・ピープルでは、国際結婚した社員2名をご紹介します。日本とイギリス、マレーシ
アと日本という国境を越えた夫婦関係は、新しい考え方を学び、互いの違いを受け入
れあい、それぞれの人生を豊かなものにしています。

黄 進凱

Q
ご主人とはどんなふうに知り合って、
結婚にいたったのですか？

Q
出会って10か月で結婚を決めたんですね！
決め手は何だったんですか？

Q
一緒に生活していて、
文化の違いを感じることがありますか？

Q
日本で仕事を持ち、結婚する――
マレーシアにいたころは
想像もしていなかったのでは？

Q
結婚するにあたって、
双方のご家族の反応はどうでしたか？

Q
結婚するにあたって、
双方のご家族の反応はどうでしたか？

Q
ご主人は日本での生活に
すぐに順応されましたか？

Q
一緒に生活していて、
文化の違いを感じることがありますか？

Q
違う国の人と結婚したことで、
得たものは何だと思いますか？

法人ビジネス事業本部
営業部　セールス・マネージャー

マレーシア出身。大好きな日本車にあこがれて
2000年に来日。日本で大学を卒業し、半導体
フィルムを扱う日本企業で海外営業として5年
間勤めたのち、2011年にファーウェイ・ジャパ
ンに入社。セールス管理部を経て今年3月から
現職。法人向けICTという会社にとっても本人
にとっても新しい分野で毎日が勉強の連続だ
が、昨年結婚した日本人の奥様と今年購入した
マイホームのために日々全力投球している。

ご主人とリラックスしたひととき。
来日して3年目、日本での生活にもだいぶ慣れてきた

マレーシアの離島での結婚式。
ファーウェイ・ジャパンの同僚も日本から多数かけつけ、
美しい島での2人の門出を祝福した

Q
奥様と知り合ったきっかけは？
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のは普通のことですが、日本では行儀が悪

い。逆に、日本では麺類を食べるときに音を

立ててすすりますが、マレーシアではいい顔を

されません。ただ、一度違いがわかれば、そう

いう文化なんだなと納得して尊重しあうから、

けんかにはなりません。むしろ文化差があるか

らこそお互いの違いに寛容になるので、けん

かは他の夫婦より少ないかもしれませんね。

 そうですね。日本に来たきっかけは、車が好き

だったことと、父が経営するレストランのまわり

に日本企業がたくさんあって、そこで耳にする

日本語に興味を持ったこと、アメリカに留学

する友達が多かった中でみんなとは違う選択

肢を選んでステップアップしたいと思ったこと

でした。それから13年、つらいこともたくさんあ

りましたが、この国に永住したいという来日し

たときからの願いが、いまはかなっています。こ

の夢をかなえられたのは、妻というパートナー

に出会えたおかげ。これからも彼女と一緒に

もっと大きな夢に向かっていきたいし、そのた

めに自分も成長したいと思っています。

　英国留学中に週末を利用して地元の

ウォーキング・グループに参加したときに出会

いました。英国北部出身の、エールと音楽を

こよなく愛する典型的な労働者階級のイギ

リス人です。留学を終えたとき、私は日本に

帰りたかったのですが、彼は英国を離れるこ

加藤 葉子 （かとう ようこ）

人事部
HRスペシャリスト

日系企業の人事担当として中国の天津に駐在。
その後フィリピン・セブ島の勤務を経て英国に
留学し、中国の政治経済について学ぶ。英国
人のご主人とともに帰国後、2012年5月に
ファーウェイ・ジャパンに入社。採用担当とし
てファーウェイ・ジャパンの現地採用強化を進
めるとともに、社内のCSRチームに有志とし
て参加し、異文化の中で生活した経験を生か
して、日本社会における文化の多様性を推進
するさまざまな活動を計画している。

ファーウェイ・ジャパンには、グローバルな視野を持った人材が集まっています。中には、
国籍や文化の異なる人生のパートナーを持つ人も少なくありません。今回のファー
ウェイ・ピープルでは、国際結婚した社員2名をご紹介します。日本とイギリス、マレーシ
アと日本という国境を越えた夫婦関係は、新しい考え方を学び、互いの違いを受け入
れあい、それぞれの人生を豊かなものにしています。

黄 進凱

Q
ご主人とはどんなふうに知り合って、
結婚にいたったのですか？

Q
出会って10か月で結婚を決めたんですね！
決め手は何だったんですか？

Q
一緒に生活していて、
文化の違いを感じることがありますか？

Q
日本で仕事を持ち、結婚する――
マレーシアにいたころは
想像もしていなかったのでは？

Q
結婚するにあたって、
双方のご家族の反応はどうでしたか？

Q
結婚するにあたって、
双方のご家族の反応はどうでしたか？

Q
ご主人は日本での生活に
すぐに順応されましたか？

Q
一緒に生活していて、
文化の違いを感じることがありますか？

Q
違う国の人と結婚したことで、
得たものは何だと思いますか？

法人ビジネス事業本部
営業部　セールス・マネージャー

マレーシア出身。大好きな日本車にあこがれて
2000年に来日。日本で大学を卒業し、半導体
フィルムを扱う日本企業で海外営業として5年
間勤めたのち、2011年にファーウェイ・ジャパ
ンに入社。セールス管理部を経て今年3月から
現職。法人向けICTという会社にとっても本人
にとっても新しい分野で毎日が勉強の連続だ
が、昨年結婚した日本人の奥様と今年購入した
マイホームのために日々全力投球している。

るようになりました。

Q

/ OCT.2013

もっと大きな夢に向かっていきたいし、そのた

めに自分も成長したいと思っています。

ご主人とリラックスしたひととき。
来日して3年目、日本での生活にもだいぶ慣れてきた

マレーシアの離島での結婚式。
ファーウェイ・ジャパンの同僚も日本から多数かけつけ、
美しい島での2人の門出を祝福した

Q
奥様と知り合ったきっかけは？



　ファーウェイが1987年に産声を上げた都

市、広東省深圳市。人口3万人の漁村だった

深圳は1980年、鄧小平が打ち出した対外開

放政策のもとで経済特区のひとつに指定さ

れ、その後30年あまりで急速な発展を遂げ

た。現在の人口は1,000万人以上、中国本

土では北京、上海、広州に次ぐ第4位の主要

都市となり、省都別平均年収ランキングでも

上海に次いで2位にランクインしている（平均

月収6,787人民元、約108,600円※）。

　いまや世界的にも影響力を持つ新興都市

となった深圳だが、漁村時代の風習を反映し

た伝統行事も数多く残っている。中国の国家

級無形文化遺産となっている魚灯舞は、香港

との境界に位置する沙頭角地区で旧暦1月

1 5日の元 宵 節を祝う群 舞である。清 朝

（1636ー1912）初期に広東省博羅から沙頭

角の沙欄嚇村に移住してきた呉氏一族が、元

宵節に灯篭を飾る慣習に漁村の文化を融合

させ、雷魚や鮭、鯉などさまざまな魚をかたどった

灯篭を用いて舞を舞うようになったのが始ま

り。それぞれの魚には役割と意味があり、銅鑼

や太鼓、チャルメラなどにぎやかな伴奏に合わ

せた舞全体がストーリー仕立てになっている。

　また、深圳東部の大鵬半島最南端の街、

南澳に伝わる嫁もらい踊りは、かつて疍民と呼

ばれる水上生活者が船の上で行っていた独

特の婚礼儀式に端を発する。1960年代に政

府が漁民に土地利用権を与えたことで陸地

への移住が進み、現在は陸上で行われるよう

になったが、新郎が船で新婦を迎えに行くとい

う形式は残っており、漁服に身を包んだ大勢の

人たちが船型に行列をなし、たらいや水桶を叩

いたり、櫂を漕いだりしながら新郎新婦を取り囲

んで前進する。こちらは広東省の無形文化財

に認定されている。

　こうした行事には、高層ビルが立ち並ぶ現在

の深圳からは想像しがたい漁村の面影を見る

ことができる。

My Home Town in China

　西寧で生まれ、西安の大学に入学するまで

この地で暮らしました。青い空とどこまでも続く

草原、雪を頂いた山 と々澄みきった湖――街

から少し離れただけでそんな風景に出会える

のが私の故郷です。省の名前の由来となって

いる青海湖は中国最大の湖で、内陸の塩湖

としては世界でも2番目の大きさを誇ります。標

高が高く、夏でも気温は25度程度、氷点下と

なる冬場も日照量が多いため気温ほどの寒さ

は感じず、一年中気持ちのいい気候です。

　青海省は人口の約5分の1がチベット民族

で、彼らが自然に対して抱く崇拝の念は、民族

の枠を超えてこの地の人々に広く共有されて

います。実際、息をのむほど美しい青海の景色

を前にすると、誰もが穏やかでやさしい気持ち

になり、自然への畏敬の念を抱かずにはいら

れません。広大な青海省には、観光客があまり

訪れない未踏の自然も多く残っています。

　西寧の近くでぜひ訪れてほしいのが、クンブ

ム・チャンパーリン寺（塔爾寺）というチベット仏

教の寺院です。チベット仏教ゲルク派の宗祖

ツォンカパがこの地で生を受け、へその緒を

切ったときの血がしみこんだ地面から菩提樹

が生え、そこに仏塔を建てたのが始まりとされ

ています。この寺院では酥油と呼ばれるヤク

の乳のバターでつくった精巧な彫刻など、

僧侶の手による芸術品の数々が展示されて

いるほか、敬虔な信者たちが五体投地（地面

にひれふして礼拝すること）する姿も多く見られ

ます。チベット民族のほかにも多くの少数民族が

住む西寧の街中には仏教寺院やイスラム教

のモスクも数多くあり、さまざまな宗教や文化が

共存する独特の雰囲気を味わうことができます。

　食についてもチベットの影響が色濃く、ヤク

や羊の肉、酥油、青稞（ハダカムギ）などがよく

食卓に上がります。青稞は醸造してお酒にし

たり、炒ったものをツァンパという粉にして酥油

のバター茶に入れたりと、いろいろな方法で食

されます。ツァンパからつくった甘いパンは、子ど

ものころの大好物でした。また、街のそこここで

売られている手づくりのヨーグルトは、市販の

ものとは違ってとても濃厚で、私にとってはな

つかしい故郷の味です。

　西安の大学で情報管理システムを専攻し、

修士号を取ったのち、エンジニアとしてファー

ウェイに入社しました。その直後に人事部に

異動となり、それ以来ずっと人事を専門として

います。入社6年目に、自ら希望して南アフリカ

へ赴任し、サブサハラ・アフリカ地区の人事担

当となりました。ファーウェイが海外展開を積

極的に進めている時期で、会社とともに自分

自身も成長できると思ったのです。それに、ア

フリカは青い空と緑の草原が広がる美しいと

ころだと聞いていたので、一度行ってみたいと

思っていました。いま思うと、故郷の景色に通

じるものがあったのかもしれません。夫は仕事

を辞め、当時2歳半だった娘を連れて一緒に

来てくれて、現地で起業しました。

　昨年6月に今度は日本に赴任となり、家族

とともに来日しました。私にとってはファーウェ

イの人事というキャリアの中での異動なので、

それほど大きい変化ではないのですが、夫や

娘にとってはそのたびに仕事や学校が変わっ

てしまう一大事です。それでもいつもそばで支

えてくれる2人には心から感謝しています。

　ファーウェイでは、新しい仕事や海外での生

活を通じて人生の幅が広がり、人間として大き

く成長しました。人事部の役割は、優秀な人材

を採用･育成して会社の事業を発展させるこ

と、つまり、企業の経営戦略の実現を人事戦

略を通じてサポートすることです。社員の成長

を支援することで高いパフォーマンスが生ま

れ、お客様により大きな価値をもたらし、最終

的に会社をさらなる発展へと導く――こうした

ポジティブな循環の形成に貢献する人事の

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

壮大な自然と文化の多様性が生み出す美しい景色

青海省西寧市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

会社とともに成長する

Roaming China

（Li Junjun）李  軍軍

荘厳な自然

チベット文化との共存

深圳の伝統行事 ～魚灯舞と嫁もらい踊り
Kaleidoscope 異文化の万華鏡

人事部　本部長
入社してまもなく人事部に配属となった後、南アフリカで8年弱を過ごし、2012年6月に日本へ赴任。
やわらかな物腰の中にも、夫と娘を連れて海外赴任を続けるたくましさと芯の強さが感じられる。
3歳のころから異文化の中で育った娘には、故郷の空のように広い心で人や自然を思いやる
大人になってほしいと願っている。

青海省の名前の由来となった青海湖（撮影：Pascal.z）

　2013年、中国の大学卒業生の数は史上
最多の690万人にのぼり、高等教育はもはや
一握りのエリートだけのものではなくなってきた。
同時に新卒者の就職難が深刻な問題と
なっているが、その一方、さらなるキャリアアップ
に向けてMBA（経営学修士）の取得を目指す
人も増えてきている。世界各国のビジネス
スクールの多くが出願要件としているGMAT

かんとんしょうしんせんし

　（『フォーブス中国版』の「中国で最も価値あるフルタイムMBAプログラムランキング」より。1人民元16円換算）

今日はとてもいい天気ですね。
「今天天气真棒」

李さんの中国語ワンポイントレッスン

せい　　かい　しょう　 せい　　ねい　　し

［jīntiān tiānqì zhēn bàng］

ジンティエン・ティアンチー・ジェンバン

スーヨウ

チンクー

湖北省

江蘇省

四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

西寧市

（Graduate Management Admission Test）
受験者のうち、中国籍の受験者が国内外の
MBA／EMBAプログラムに出願した数は
2007～2012年の6年間で2万4,819件から
5万2,920件と2倍以上に増加。ほぼ横ばい
の日本国籍受験者の出願数とは対照的だ。
米国のビジネススクールへの出願が最も
多いが、「商学院」と呼ばれる中国版ビジネス

スクールも人気を集めている。物価の上昇を
考慮しても、商学院でのMBA取得は収入の
増加につながっており、年収相当かそれ以上の
授業料を払う価値があるようだ。四川省成都市
には7歳から11歳の児童を対象にファイナンス
のいろはを教える“子ども向け商学院”も誕生。
成熟へと向かう中国経済の中で、より大きな成
功を求める競争が過熱している。

魚灯舞

南澳の嫁もらい踊り

さ  とう かく なんおう たんみん

げんしょうせつ

はく ら

シャーランシア

クンブム・チャンパーリン寺の仏塔（撮影：Farm）

富裕層へのパスポート、MBA
海外のビジネススクールに加え、中国国内の商学院も人気

ターアースー

※1人民元16円換算

写真提供：深圳博物館
（http://www.shenzhenmuseum.com/indexjp.jsp）

■中国のトップ3商学院修了者のMBA取得前後の年収と授業料■MBAプログラム出願数
　（GMAT受験者のMBA／EMBAプログラムへののべ出願数、
　複数プログラムへの出願を含む）の推移

（GMAC『Asian Geographic Trend Report』のデータより算出）
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■ MBA取得前年（2006年）の年収
■ MBA取得後1年目（2008年）の年収
■ MBA取得後5年目（2012年）の年収
■ 年間授業料（2012年）

中欧国際
工商学院

北京大学
国際MBA

北京大学
光華管理学院

12.5万元（約200万円）

33.6万元（約538万円）

32.1万元（約514万円）
69.7万元

（約1,115万円）

20.8万元（約333万円）

23.5万元（約376万円）

37.7万元（約603万円）
100.9万元

（約1,614万円）

9.8万元（約157万円）

13.8万元（約221万円）

18.8万元（約301万円）
54.7万元

（約875万円）
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の枠を超えてこの地の人々に広く共有されて

います。実際、息をのむほど美しい青海の景色

を前にすると、誰もが穏やかでやさしい気持ち

になり、自然への畏敬の念を抱かずにはいら

れません。広大な青海省には、観光客があまり

訪れない未踏の自然も多く残っています。

　西寧の近くでぜひ訪れてほしいのが、クンブ

ム・チャンパーリン寺（塔爾寺）というチベット仏

教の寺院です。チベット仏教ゲルク派の宗祖

ツォンカパがこの地で生を受け、へその緒を

切ったときの血がしみこんだ地面から菩提樹

が生え、そこに仏塔を建てたのが始まりとされ

ています。この寺院では酥油と呼ばれるヤク

の乳のバターでつくった精巧な彫刻など、

僧侶の手による芸術品の数々が展示されて

いるほか、敬虔な信者たちが五体投地（地面

にひれふして礼拝すること）する姿も多く見られ

ます。チベット民族のほかにも多くの少数民族が

住む西寧の街中には仏教寺院やイスラム教

のモスクも数多くあり、さまざまな宗教や文化が

共存する独特の雰囲気を味わうことができます。

　食についてもチベットの影響が色濃く、ヤク

や羊の肉、酥油、青稞（ハダカムギ）などがよく

食卓に上がります。青稞は醸造してお酒にし

たり、炒ったものをツァンパという粉にして酥油

のバター茶に入れたりと、いろいろな方法で食

されます。ツァンパからつくった甘いパンは、子ど

ものころの大好物でした。また、街のそこここで

売られている手づくりのヨーグルトは、市販の

ものとは違ってとても濃厚で、私にとってはな

つかしい故郷の味です。

　西安の大学で情報管理システムを専攻し、

修士号を取ったのち、エンジニアとしてファー

ウェイに入社しました。その直後に人事部に

異動となり、それ以来ずっと人事を専門として

います。入社6年目に、自ら希望して南アフリカ

へ赴任し、サブサハラ・アフリカ地区の人事担

当となりました。ファーウェイが海外展開を積

極的に進めている時期で、会社とともに自分

自身も成長できると思ったのです。それに、ア

フリカは青い空と緑の草原が広がる美しいと

ころだと聞いていたので、一度行ってみたいと

思っていました。いま思うと、故郷の景色に通

じるものがあったのかもしれません。夫は仕事

を辞め、当時2歳半だった娘を連れて一緒に

来てくれて、現地で起業しました。

　昨年6月に今度は日本に赴任となり、家族

とともに来日しました。私にとってはファーウェ

イの人事というキャリアの中での異動なので、

それほど大きい変化ではないのですが、夫や

娘にとってはそのたびに仕事や学校が変わっ

てしまう一大事です。それでもいつもそばで支

えてくれる2人には心から感謝しています。

　ファーウェイでは、新しい仕事や海外での生

活を通じて人生の幅が広がり、人間として大き

く成長しました。人事部の役割は、優秀な人材

を採用･育成して会社の事業を発展させるこ

と、つまり、企業の経営戦略の実現を人事戦

略を通じてサポートすることです。社員の成長

を支援することで高いパフォーマンスが生ま

れ、お客様により大きな価値をもたらし、最終

的に会社をさらなる発展へと導く――こうした

ポジティブな循環の形成に貢献する人事の

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

壮大な自然と文化の多様性が生み出す美しい景色

青海省西寧市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

会社とともに成長する

Roaming China

（Li Junjun）李  軍軍

荘厳な自然

チベット文化との共存

深圳の伝統行事 ～魚灯舞と嫁もらい踊り
Kaleidoscope 異文化の万華鏡

人事部　本部長
入社してまもなく人事部に配属となった後、南アフリカで8年弱を過ごし、2012年6月に日本へ赴任。
やわらかな物腰の中にも、夫と娘を連れて海外赴任を続けるたくましさと芯の強さが感じられる。
3歳のころから異文化の中で育った娘には、故郷の空のように広い心で人や自然を思いやる
大人になってほしいと願っている。

青海省の名前の由来となった青海湖（撮影：Pascal.z）

　2013年、中国の大学卒業生の数は史上
最多の690万人にのぼり、高等教育はもはや
一握りのエリートだけのものではなくなってきた。
同時に新卒者の就職難が深刻な問題と
なっているが、その一方、さらなるキャリアアップ
に向けてMBA（経営学修士）の取得を目指す
人も増えてきている。世界各国のビジネス
スクールの多くが出願要件としているGMAT

かんとんしょうしんせんし

　（『フォーブス中国版』の「中国で最も価値あるフルタイムMBAプログラムランキング」より。1人民元16円換算）

今日はとてもいい天気ですね。
「今天天气真棒」

李さんの中国語ワンポイントレッスン

せい　　かい　しょう　 せい　　ねい　　し

［jīntiān tiānqì zhēn bàng］

ジンティエン・ティアンチー・ジェンバン

スーヨウ

チンクー

湖北省

江蘇省

四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

西寧市

（Graduate Management Admission Test）
受験者のうち、中国籍の受験者が国内外の
MBA／EMBAプログラムに出願した数は
2007～2012年の6年間で2万4,819件から
5万2,920件と2倍以上に増加。ほぼ横ばい
の日本国籍受験者の出願数とは対照的だ。
米国のビジネススクールへの出願が最も
多いが、「商学院」と呼ばれる中国版ビジネス

スクールも人気を集めている。物価の上昇を
考慮しても、商学院でのMBA取得は収入の
増加につながっており、年収相当かそれ以上の
授業料を払う価値があるようだ。四川省成都市
には7歳から11歳の児童を対象にファイナンス
のいろはを教える“子ども向け商学院”も誕生。
成熟へと向かう中国経済の中で、より大きな成
功を求める競争が過熱している。

魚灯舞

南澳の嫁もらい踊り

さ  とう かく なんおう たんみん

げんしょうせつ

はく ら

シャーランシア

クンブム・チャンパーリン寺の仏塔（撮影：Farm）

富裕層へのパスポート、MBA
海外のビジネススクールに加え、中国国内の商学院も人気

ターアースー

※1人民元16円換算

写真提供：深圳博物館
（http://www.shenzhenmuseum.com/indexjp.jsp）

■中国のトップ3商学院修了者のMBA取得前後の年収と授業料■MBAプログラム出願数
　（GMAT受験者のMBA／EMBAプログラムへののべ出願数、
　複数プログラムへの出願を含む）の推移

（GMAC『Asian Geographic Trend Report』のデータより算出）
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しせんしょうせいとし

■ MBA取得前年（2006年）の年収
■ MBA取得後1年目（2008年）の年収
■ MBA取得後5年目（2012年）の年収
■ 年間授業料（2012年）

中欧国際
工商学院

北京大学
国際MBA

北京大学
光華管理学院

12.5万元（約200万円）

33.6万元（約538万円）

32.1万元（約514万円）
69.7万元

（約1,115万円）

20.8万元（約333万円）

23.5万元（約376万円）

37.7万元（約603万円）
100.9万元

（約1,614万円）

9.8万元（約157万円）

13.8万元（約221万円）

18.8万元（約301万円）
54.7万元

（約875万円）


