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　ファーウェイは今年もMWCにデバイ
ス部門とネットワーク部門それぞれの
ブースを出展し、お客様やメディア関係
者など大勢の方々にご来場いただきまし
た。お越しいただいた皆様にあらためて
御礼申し上げます。表紙を飾るのはデバ
イス部門のブースでの『Ascend P2』
の展示の様子、右の写真はネットワーク
部門のブースでファーウェイのイメージ・ビデオを放映していたスクリーンです。
　今回から新たに会場となったバルセロナのフィラ・グラン・ヴィア（次ページ
写真）は、先日「建築界のノーベル賞」と言われるプリツカー賞を受賞した日本
人建築家の伊東豊雄氏の設計による建物です。伊東氏はこの建物にも見ら
れるように曲線を特徴とした大胆な作品で知られていますが、最近は東日本
大震災の被災地で避難所に集会所をつくる「みんなの家」プロジェクトを手が
け、「社会の内側に立った、人のための建築」を考えるようになったと言いま
す。今回の受賞に際しても、建築の果たす社会的役割を追求し、革新的であ
りながら利用者が居心地よく活動できるデザインであることがその理由として
挙げられています。
　ユーザーの視点を考慮してこそ、真に意義のあるイノベーションが生まれる
――これはICTの世界でも重要なテーマです。今号の2大巻頭特集、ジャーナ
リストの神尾寿さんによるMWC 2013レポートと、クアルコムジャパン株式会
社のトップ・インタビューからも、それを実感していただけるのではないでしょうか。
今号もお楽しみいただければ幸いです。

編集部より
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閻 力大（エン・リダ）
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　1998年、北京。スターバックス・コーヒー

は中国本土で最初の店舗をこの街に開き

ました。当時、数千年にわたりお茶の文化

が庶民の生活に定着している中国で大型

コーヒーショップチェーンを展開するのは難

しいのでは、という声が多く聞かれました。ま

して、一杯のコーヒー代がラーメン数杯分の

値段に相当するという価格設定はハードル

をさらに高くした、と現地のマスコミもスター

バックスの中国への進出を冷静に受け止

めていました。

　実際はどうだったでしょうか。スターバック

スはいま、中国本土22都市に数百もの店

舗を展開するまでに成長しました。顧客の

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
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された『Mobile World Congress（MWC） 

2013』では、主催者側が「NFC Experience」

をひとつのテーマとし、初めてNFCバッジに

よる入場を可能にしました。事前登録をして

指定アプリをNFC対応携帯端末にダウン

ロードすれば、身分証明書を提示をせずに

入場できるほか、市内と会場内で合計

1,000か所以上あるNFCタグが設置され

たレストランやショップでクーポンをダウン

ロードして利用できます。また、観光スポット

などでは関連する情報をその場で入手する

こともできたそうです。こうしたユーザー志

向の取り組みは、ビジターにとっての利便

性への配慮がそのまま街の魅力につな

がっています。ちなみに、ファーウェイが

MWC会期中に発表した、世界初LTE 

「UE Category4」に対応したハイエンド・

スマートフォン『Ascend P2』もNFCモジュー

ルを搭載しています。

　今年のMWCではさまざまなトピックがあ

りましたが、体験コーナーで特に人気を集め

ていたのが、クアルコム・シアターでした。ご

存知の通り、クアルコム社はファーウェイの

好みによってカスタマイズできる商品、居心

地よい空間、フレンドリーな店員。これらの

要素が織り成す新しいライフスタイル、つま

り「スターバックス・エクスペリエンス」が瞬く

間に急成長する中国の中流層以上の会

社員や若者たちの心を捉えたのです。お客

様にとって、スターバックスから得られる体

験価値が商品そのものの価値を上まわって

いると言っても過言ではないでしょう。

　このICTの世界においても、文化その

ものさえも変えてしまう大きな変化が日常

的に起きています。おサイフケータイなど

で日本ではおなじみのNFC（Near Field 

Communication：近距離無線通信）がそ

のひとつです。

　今年2月にスペイン・バルセロナで開催

長年のビジネス・パートナーであります。この

シアターでは、クアルコム社最新のハイエン

ドCPUを搭載したタブレットから4K解像度

の映像を出力して大画面のモニターで視聴

することができたそうです。ヘッドフォンから

流れる音声を8方向に識別できるという高

性能を誇るチップ。まるで立派なオーディ

オ・ルームで音声を楽しむような臨場感だ

と、シアターを訪れた来場者らはそのクオリ

ティに感嘆したと言います。本誌のスペシャ

ル・インタビューにご登場いただいたクアル

コムジャパン社長クリフォード・フィッキ氏は、

「お客様の快適なユーザー体験に貢献す

ること、それがクアルコムの果たすべき最大

の使命」と語られています。どの業界でも、

このような姿勢をもつ企業こそがお客様を

喜ばせる製品やサービスを生み出すのでは

ないでしょうか。

　ビジネスの機軸となる「顧客志向のイノ

ベーション」を信念に持つファーウェイに

とっても、より快適なユーザー体験を提供す

ることは至上命題のひとつです。革新的な

デジタル・テクノロジーと進化し続ける通信

技術が「つながる可能性」を広げ、人々に

「より快適なライフスタイル」をもたらします。

新技術の発明、コストの抑制、保守の簡便

性、安全・安定性など、さまざまな課題をクリ

アしつつ、「いつでも、どこでもつながる喜び

と安心」をお届けしていくのが、私たちICT

ソリューション・プロバイダーの責務です。

生活、ビジネス・スタイル、そして文化までも変

える可能性を持つICTの技術革新によっ

て、ユーザーを新しい境地へいざなうことがで

きるよう、これからも日々研鑽してまいります。すべてはより快適な
ユーザー体験のために
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MWC 2013のエントランス。新たな会場に場所を移し、NFCバッジによる入場方式を導入した
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　MWCには新たな取り組みや注目のト

ピックスが、まるで坩堝のように集まるが、

その中でも今年とりわけ注目されたのが

「第3のOS」であった。

　現在、スマートフォンやタブレット向けの

スマートOSの世界では、アップルの『iOS』

とグーグルの『Android』が二強となってい

る。このほかにマイクロソフトの『Windows 

Phone』があり、NOKIAが大々的に採

用してはいるものの、同OSが第3勢力と

して確固たる地位を占めているとは言い

がたい。アップルとグーグルというシリコン

バレーのIT企業が、現在のスマートフォン

／タブレット市場の手綱を握っているのが

実情だ。

　そのような中、今回のMWCでは2つの

OSが大々的に発表された。ひとつが

『TIZEN』、もうひとつが『FireFox OS』

である。両者はHTML 5など先進的かつ

オープンなWeb技術をベースに開発され

たスマートOSであり、アプリ／コンテンツ

のクロス・プラットフォームを実現する“モ

ダンなOS”であるという触れ込みだ。

　まず、TIZENはサムスン電子やNTTド

　出展者数・来場者数ともに毎年拡大を

続けるMWC。200か国から7万2,000

人の参加者が来場した今年のMWCは、

従来よりも大きい新会場に場所を移して

開催された。

　周知のとおり、MWCが世界最大の

「モバイルIT」の展示会であることは今回

も変わらない。多くの通信キャリアや端末

メーカー、ベンダー、インターネット企業が

参加した。だが、さらに今回のMWCがユ

ニークだったのは、自動車、金融、医療分

野など異業種からの参加者が大幅に増

えたことだろう。幅広い業界から4,300人

以上のCEOが集まり、会場のそこかしこ

でIT産業の未来について語られていた。

コモ、インテル、フランスのOrangeなどが

中核となって推進するOSプラットフォーム

であり、2月25日に行われたカンファレン

スではファーウェイの参加も発表された。

日本メーカーも、富士通、NEC、パナソ

ニックが名を連ねている。TIZENの特長

は、HTML 5ベースであることだけでなく、

既存のiOSやAndroidに匹敵するリッチ

なユーザー体験を目指していること。とり

わけサムスン電子の鼻息は荒く、アップル

のiOSに匹敵するスマートOSを同社主導

で開発すべく、資金的・人材的にも大量

のリソースを投入しているとアピールした。

また日本勢ではNTTドコモが積極的に

TIZENを推進しており、2013年には対

応端末を投入すること、アプリ／コンテン

ツのエコシステム構築をドコモが支援する

ことなどが発表された。

　一方、FireFox OSは非営利団体であ

るMozilla Corporationが中心となって

開発し、複数の企業が参加するオープン

ソース・コミュニティーに近い推進体制を

取っている。TIZENにおけるサムスン電

子のようなリーダーシップをとる牽引役は

おらず、LG電子やZTE、アルカテルと

いったメーカー、KDDIやテレフォニカなど

の通信キャリア、チップベンダーのクアル
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コムが参加している。日本国内での推進

役は今のところKDDIとなっているが、こち

らはTIZENにおけるドコモと比較すると、

積極的な姿勢だったとは言いがたい。記

者会見では2014年にKDDIからも対応

端末を投入することが明かされたが、コン

テンツ／サービスのエコシステム構築を

キャリアとしてどこまで後押しするかなどは

明確な方針が明かされなかった。

　このように同じHTML 5ベースの新

OSといっても、TIZENとFireFox OSは

推進体制や参加する各企業の思惑が異

なる。しかし、その一方で、両者に共通す

る「背景事情・狙い」と「課題」があるのも

また事実だ。

　 背景事情と狙いで共通するのは、

TIZEN、FireFox OSともに「OSを持たな

いキャリアとメーカーによるアップル／グー

グルへの抵抗」である点だ。アップルの

iOSとグーグルのAndroidが支配的なス

マートOSになる中で、キャリアは自社ビジ

ネスの土管化を避けるため、メーカーは単

なる組み立てメーカー化することを避ける

ために、新たなOSを開発し、第3勢力とな

るプラットフォームを構築することで、アッ

プルとグーグルに対抗しつつ発言力・交

渉力を増す必要があると考えているのだ。

　他方で、TIZENとFireFox OSの課題

になっているのが、「ユーザー・メリットの不

在」と「エコシステム構築の難しさ」である。

　ユーザー・メリットの観点で言えば、

HTML 5などオープンなWeb技術の採用

やキャリア・サービスの統合などは提供者

側のメリットに過ぎず、現時点ではTIZEN

およびFireFox OSでしか実現できない

明確なユーザー・メリットがいまだ打ち出せ

ていないのが実情だ。HTML 5の実行環

境はiOSやAndro idでもブラウザー・

ベースで導入されつつあり、今後のプロ

セッサー性能の加速度的な向上などに

より、HTML 5に最適化されたTIZEN／

2月25～28日、例年どおりスペイン・バルセロナで開催された『Mobile World 

Congress（MWC） 2013』。モバイルIT市場の急成長に伴って年々規模を拡大

してきたMWCは、業界の動向を知る上で見逃すことのできない最重要イベント

だ。今年のMWCで話題となったトピックスを振り返り、業界が抱える課題と、

スマート・イノベーションの今後の展開を探る。

MWC 2013は新会場「フィラ・グラン・ヴィア」にて
行われた

FireFox OSのブース。注目の新OSのひとつだけあって、常に賑わっていた
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FireFox OSとの差が体感できるレベル

にはならない可能性もある。ユーザーが積

極的にTIZENやFireFox OS搭載のス

マートフォンを選ぶ理由をつくれるかは、両

OSの立ち上げが成功するか否かを左右

する重要な要因になるだろう。

　またエコシステムの構築でも課題は多

い。周知のとおり、現在のスマートフォン

市場では、一般ユーザー層の関心はテ

クノロジーやハードウェアのスペックでは

なく、スマートフォンで利用できるアプリ／

コンテンツ・サービス／周辺機器の豊富さ

に移っている。新たなOSプラットフォーム

が成功するには、先行するOSと同等レベ

ルの「サードパーティーが儲かる市場 = エ

コシステム」を迅速に立ち上げる必要が

あるのだ。ここではドコモがTIZENにおけ

るコンテンツ・プロバイダーの支援を行っ

ていく積極姿勢を見せているが、それも永

続的というわけにはいかないだろう。新

OSの投入時に、LINEなど現在のスマート

フォン市場で必須とされるアプリ／サービ

スをしっかり用意しつつ、早期にコンテン

ツ・プロバイダーが自らビジネスを行える

ほどの魅力的な市場規模をつくれるか。

これも新OSが成功するかどうかの鍵に

なりそうだ。

　毎年、MWCでは多くのスマートフォン

メーカーが出展し、新製品も数多く発表さ

れる。それは今年も変わらなかったが、今

回のMWCではゆるやかだが大きな変化

も見られた。それは先進国市場の成熟と、

新興国市場への熱視線である。

　そのひとつの象徴になっていたのが、

ファーウェイが発表した『Ascend P2』だ

ろう。同機は性能的には最先端のトップ

モデルではないが、ミドル～ミドルハイ市

場までを広くカバーする主力機種として

MWC 2013で発表された。

　このAscend P2を手にしたとき、筆者

が驚いたのが、性能と使いやすさのバラン

スのよさ、製品としての完成度の高さだっ

た。ファーウェイは昨年まで、高性能デバ

イスを詰め込んだハイエンド・モデルをア

ピールし、性能面で上位メーカーに追いつ

くべくチャレンジをしていた。それが一転、

Ascend P2はスペックの数字をやみくも

に追い求めるのではなく、使い心地のよさ

や実利用環境でのメリットを訴求したス

マートフォンになっている。一例を挙げる

と、インセル型タッチパネルは薄く見やす

いだけでなく操作性も良好であり、さらに

濡れた手や手袋をつけていても操作でき

るようになっている。海外メーカーとしては

めずらしく防水にも対応。速度面では、プ

ロセッサーの処理速度だけでなく、LTEカ

テゴリー4対応など通信まわりの高速化を

積極的に行うことで、トータルでの体感速

度を向上させている。デザイン面でも長足

の進歩を遂げており、無理やりに高性能

デバイスを詰め込まなかったことも奏効し、

薄くエレガントでまとまりのいいフォルムに

仕上がっている。

　このようにAscend P2は、成熟した先

進国市場においては「そつなくまとまった

選びやすいスマートフォン」に仕上がって

おり、新興国市場ではハイエンド・モデル

としても十分に通用する。唯一の課題が

あるとすれば先進国市場におけるブランド

力が発展途上という部分だが、Ascend 

P2をベースにした異業種とのブランド・コ

ラボ・モデルや、ドコモの『dtab』のような

キャリア・ブランド・モデルなどが登場した

ら、十分に市場に受け入れられるのでは

ないか。そう感じるほど、Ascend P2の完

成度は高く、この1年でのファーウェイの

成長を感じたのは紛れもない事実である。

　新興国の台頭について言えば、昨年よ

りも展示ブースを大幅に拡大し、中心部

のよい場所に出展してきたZTEとアルカ

テルが、アジアやアフリカの新興国市場

向けの廉価モデルを積極的に訴求して

いた。これらのスマートフォンは、スペック

やクオリティの面では先進国の一般ユー

ザーを満足させられるものではないが、と

にかく安くシンプルなのがセールスポイン

トである。新興国のスマートフォン市場が

爆発的に拡大する中で、これら廉価版の

普及モデルに対する各国キャリア関係者

からの注目度は高かった。

　では、これら中位メーカーの台頭に対し

て、ブランド力やシェアで先行する上位

メーカーはどうだったのか。

　日本のソニーは特に徹底した高品質・

高性能路線を打ち出し、クオリティの高さ

とソニー・ブランドの一体的なユーザー体

験をアピールした。製品としては、日本市

場に先行投入されている『Xperia Z』と

『Xperia Z Tablet』をグローバル投入

すると発表し、今後、スマートフォン市場

でトップ3以内に入るメーカーになると表

明した。

　このソニーの姿勢はアップルにとても

近く、しかもこの1年で着実に成功してき

ている。Xperiaというスマートフォン／タブ

レット・ブランドだけでなく、その周辺にソ

ニー製品同士の連携や独自のコンテン

ツ・サービス、サードパーティーの周辺機

器メーカーやアプリ開発ベンダーを取りそ

ろえることで、エコシステムを構築している

のだ。これはソニーらしさをうまくブランド力

につなげるという点で、成功しつつあると

言えるだろう。

　一方、サムスン電子は昨年に引き続き、

フラッグシップモデルである『Galaxy S』シ

リーズの最新機種をMWCにあわせて発

表しなかった。代わりにフォーカスされたの

が、『Galaxy Note』シリーズと『Galaxy

カメラ』だ。今回、同社はGalaxy Note

の8インチモデルを新たに発表したほか、

リビングルーム向けの『Home Sync』を展

示するなど、Galaxyの成功を中核とした

「スマート市場での広がり感」をアピールし

ていた。

　同社のブースではGalaxyカメラが大々

的に展示されていた。カメラ市場はこれま

で日本のカメラ・メーカーの独壇場だった

が、これは撮影機器としてのカメラが単な

るデジタル・デバイスの組み合わせではな

く、光学デバイスとの高度な擦り合わせと

いったアナログ的なノウハウが重要だった

からである。しかしサムスンは、このカメラ

市場を獲得すべく、スマートフォン的な「ソ

フトウェアとサービス」による新たな価値

軸を訴求してきた。FacebookやTwitter

などSNSで写真を共有したり、他のスマー

トデバイスとの連携性の高さを新たなデジ

タルカメラの価値とし、消費者のカメラ選

びの評価軸を変えようとしているのだ。そ

の先兵がGalaxyカメラであり、これを積

極的に訴求することで、スマート時代の重

要なコンテンツである「写真・映像の作

成」の部分を押さえようとしていた。

　ソニーとサムスン電子が象徴するよう

に、先行メーカーはいずれも「スマートフォン

時代の新たな利用シーン提案・市場の広

がり」の訴求に腐心していた。これは翻っ

てみれば、過去5年で見られた最新デバ

イスの搭載・高性能化のアピールによる

「技術力による差別化」が難しくなってき

たことの証左でもあろう。むろん、スペック

的な進化は今後も続くが、市場が成熟す

る中で高性能化だけでは消費者の関心

を引きにくく、急速に成長してきた中位

メーカーに対する決定的な差別化ポイン

トになりにくくなっているのだ。スマート時

代の新たな価値提案をどのように行うか。

その試行錯誤が多く見られたのが、上位

メーカーにおける今年の特徴であった。

　筆者同様、モバイルIT業界に長く身を

置く人々は、この世界が約10年のサイク

ルで大きな変化・進化をしてきたことを肌

感覚として知っているはずだ。携帯電話

が普及し、音声電話の時代だった1990

年代が過ぎると、1999年から2000年代

にかけてはドコモのiモードがフィーチャー

フォン上でのモバイル・インターネット時代

をスタートし、海外に先行した。そして、

2007年に登場したアップルの『iPhone』

が切り開いたのが、いまの10年サイクル。

すなわち、2010年代のスマート・イノベー

ション時代だ。

　そして今回のMWC 2013を取材して

感じたのは、「初代iPhoneの登場から5

年が経過し、6年目に入った今年、スマー

ト・イノベーション時代は後半戦に入った」

ということだった。OS、端末、インフラとも

に普及拡大期の需要が一巡し、成熟期

に入った。それに伴い、単純に技術の優

位性を競うだけでなく、新たな利用シーン

や市場そのものを提案する力が必要に

なってきている。さらにはスマート・イノベー

ションそのものを他の産業やビジネスと連

携させ、新産業を創りだす取り組みが重

要になっている。

　むろん、そのような現在のパラダイムが

後半戦になっても、変わらないこともある。

それはモバイルこそがいまのIT産業の主

役であり、引き続きイノベーションを起こす

素地であり続けるということだ。

取材・文  神尾 寿（通信ジャーナリスト）

注目を浴びた
「第3のOS」
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　MWCには新たな取り組みや注目のト

ピックスが、まるで坩堝のように集まるが、

その中でも今年とりわけ注目されたのが

「第3のOS」であった。

　現在、スマートフォンやタブレット向けの

スマートOSの世界では、アップルの『iOS』

とグーグルの『Android』が二強となってい

る。このほかにマイクロソフトの『Windows 

Phone』があり、NOKIAが大々的に採

用してはいるものの、同OSが第3勢力と

して確固たる地位を占めているとは言い

がたい。アップルとグーグルというシリコン

バレーのIT企業が、現在のスマートフォン

／タブレット市場の手綱を握っているのが

実情だ。

　そのような中、今回のMWCでは2つの

OSが大々的に発表された。ひとつが

『TIZEN』、もうひとつが『FireFox OS』

である。両者はHTML 5など先進的かつ

オープンなWeb技術をベースに開発され

たスマートOSであり、アプリ／コンテンツ

のクロス・プラットフォームを実現する“モ

ダンなOS”であるという触れ込みだ。

　まず、TIZENはサムスン電子やNTTド

　出展者数・来場者数ともに毎年拡大を

続けるMWC。200か国から7万2,000

人の参加者が来場した今年のMWCは、

従来よりも大きい新会場に場所を移して

開催された。

　周知のとおり、MWCが世界最大の

「モバイルIT」の展示会であることは今回

も変わらない。多くの通信キャリアや端末

メーカー、ベンダー、インターネット企業が

参加した。だが、さらに今回のMWCがユ

ニークだったのは、自動車、金融、医療分

野など異業種からの参加者が大幅に増

えたことだろう。幅広い業界から4,300人

以上のCEOが集まり、会場のそこかしこ

でIT産業の未来について語られていた。

コモ、インテル、フランスのOrangeなどが

中核となって推進するOSプラットフォーム

であり、2月25日に行われたカンファレン

スではファーウェイの参加も発表された。

日本メーカーも、富士通、NEC、パナソ

ニックが名を連ねている。TIZENの特長

は、HTML 5ベースであることだけでなく、

既存のiOSやAndroidに匹敵するリッチ

なユーザー体験を目指していること。とり

わけサムスン電子の鼻息は荒く、アップル

のiOSに匹敵するスマートOSを同社主導

で開発すべく、資金的・人材的にも大量

のリソースを投入しているとアピールした。

また日本勢ではNTTドコモが積極的に

TIZENを推進しており、2013年には対

応端末を投入すること、アプリ／コンテン

ツのエコシステム構築をドコモが支援する

ことなどが発表された。

　一方、FireFox OSは非営利団体であ

るMozilla Corporationが中心となって

開発し、複数の企業が参加するオープン

ソース・コミュニティーに近い推進体制を

取っている。TIZENにおけるサムスン電

子のようなリーダーシップをとる牽引役は

おらず、LG電子やZTE、アルカテルと

いったメーカー、KDDIやテレフォニカなど

の通信キャリア、チップベンダーのクアル
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コムが参加している。日本国内での推進

役は今のところKDDIとなっているが、こち

らはTIZENにおけるドコモと比較すると、

積極的な姿勢だったとは言いがたい。記

者会見では2014年にKDDIからも対応

端末を投入することが明かされたが、コン

テンツ／サービスのエコシステム構築を

キャリアとしてどこまで後押しするかなどは

明確な方針が明かされなかった。

　このように同じHTML 5ベースの新

OSといっても、TIZENとFireFox OSは

推進体制や参加する各企業の思惑が異

なる。しかし、その一方で、両者に共通す

る「背景事情・狙い」と「課題」があるのも

また事実だ。

　 背景事情と狙いで共通するのは、

TIZEN、FireFox OSともに「OSを持たな

いキャリアとメーカーによるアップル／グー

グルへの抵抗」である点だ。アップルの

iOSとグーグルのAndroidが支配的なス

マートOSになる中で、キャリアは自社ビジ

ネスの土管化を避けるため、メーカーは単

なる組み立てメーカー化することを避ける

ために、新たなOSを開発し、第3勢力とな

るプラットフォームを構築することで、アッ

プルとグーグルに対抗しつつ発言力・交

渉力を増す必要があると考えているのだ。

　他方で、TIZENとFireFox OSの課題

になっているのが、「ユーザー・メリットの不

在」と「エコシステム構築の難しさ」である。

　ユーザー・メリットの観点で言えば、

HTML 5などオープンなWeb技術の採用

やキャリア・サービスの統合などは提供者

側のメリットに過ぎず、現時点ではTIZEN

およびFireFox OSでしか実現できない

明確なユーザー・メリットがいまだ打ち出せ

ていないのが実情だ。HTML 5の実行環

境はiOSやAndro idでもブラウザー・

ベースで導入されつつあり、今後のプロ

セッサー性能の加速度的な向上などに

より、HTML 5に最適化されたTIZEN／

2月25～28日、例年どおりスペイン・バルセロナで開催された『Mobile World 

Congress（MWC） 2013』。モバイルIT市場の急成長に伴って年々規模を拡大

してきたMWCは、業界の動向を知る上で見逃すことのできない最重要イベント

だ。今年のMWCで話題となったトピックスを振り返り、業界が抱える課題と、

スマート・イノベーションの今後の展開を探る。

MWC 2013は新会場「フィラ・グラン・ヴィア」にて
行われた

FireFox OSのブース。注目の新OSのひとつだけあって、常に賑わっていた

る つぼ

FireFox OSとの差が体感できるレベル

にはならない可能性もある。ユーザーが積

極的にTIZENやFireFox OS搭載のス

マートフォンを選ぶ理由をつくれるかは、両

OSの立ち上げが成功するか否かを左右

する重要な要因になるだろう。

　またエコシステムの構築でも課題は多

い。周知のとおり、現在のスマートフォン

市場では、一般ユーザー層の関心はテ

クノロジーやハードウェアのスペックでは

なく、スマートフォンで利用できるアプリ／

コンテンツ・サービス／周辺機器の豊富さ

に移っている。新たなOSプラットフォーム

が成功するには、先行するOSと同等レベ

ルの「サードパーティーが儲かる市場 = エ

コシステム」を迅速に立ち上げる必要が

あるのだ。ここではドコモがTIZENにおけ

るコンテンツ・プロバイダーの支援を行っ

ていく積極姿勢を見せているが、それも永

続的というわけにはいかないだろう。新

OSの投入時に、LINEなど現在のスマート

フォン市場で必須とされるアプリ／サービ

スをしっかり用意しつつ、早期にコンテン

ツ・プロバイダーが自らビジネスを行える

ほどの魅力的な市場規模をつくれるか。

これも新OSが成功するかどうかの鍵に

なりそうだ。

　毎年、MWCでは多くのスマートフォン

メーカーが出展し、新製品も数多く発表さ

れる。それは今年も変わらなかったが、今

回のMWCではゆるやかだが大きな変化

も見られた。それは先進国市場の成熟と、

新興国市場への熱視線である。

　そのひとつの象徴になっていたのが、

ファーウェイが発表した『Ascend P2』だ

ろう。同機は性能的には最先端のトップ

モデルではないが、ミドル～ミドルハイ市

場までを広くカバーする主力機種として

MWC 2013で発表された。

　このAscend P2を手にしたとき、筆者

が驚いたのが、性能と使いやすさのバラン

スのよさ、製品としての完成度の高さだっ

た。ファーウェイは昨年まで、高性能デバ

イスを詰め込んだハイエンド・モデルをア

ピールし、性能面で上位メーカーに追いつ

くべくチャレンジをしていた。それが一転、

Ascend P2はスペックの数字をやみくも

に追い求めるのではなく、使い心地のよさ

や実利用環境でのメリットを訴求したス

マートフォンになっている。一例を挙げる

と、インセル型タッチパネルは薄く見やす

いだけでなく操作性も良好であり、さらに

濡れた手や手袋をつけていても操作でき

るようになっている。海外メーカーとしては

めずらしく防水にも対応。速度面では、プ

ロセッサーの処理速度だけでなく、LTEカ

テゴリー4対応など通信まわりの高速化を

積極的に行うことで、トータルでの体感速

度を向上させている。デザイン面でも長足

の進歩を遂げており、無理やりに高性能

デバイスを詰め込まなかったことも奏効し、

薄くエレガントでまとまりのいいフォルムに

仕上がっている。

　このようにAscend P2は、成熟した先

進国市場においては「そつなくまとまった

選びやすいスマートフォン」に仕上がって

おり、新興国市場ではハイエンド・モデル

としても十分に通用する。唯一の課題が

あるとすれば先進国市場におけるブランド

力が発展途上という部分だが、Ascend 

P2をベースにした異業種とのブランド・コ

ラボ・モデルや、ドコモの『dtab』のような

キャリア・ブランド・モデルなどが登場した

ら、十分に市場に受け入れられるのでは

ないか。そう感じるほど、Ascend P2の完

成度は高く、この1年でのファーウェイの

成長を感じたのは紛れもない事実である。

　新興国の台頭について言えば、昨年よ

りも展示ブースを大幅に拡大し、中心部

のよい場所に出展してきたZTEとアルカ

テルが、アジアやアフリカの新興国市場

向けの廉価モデルを積極的に訴求して

いた。これらのスマートフォンは、スペック

やクオリティの面では先進国の一般ユー

ザーを満足させられるものではないが、と

にかく安くシンプルなのがセールスポイン

トである。新興国のスマートフォン市場が

爆発的に拡大する中で、これら廉価版の

普及モデルに対する各国キャリア関係者

からの注目度は高かった。

　では、これら中位メーカーの台頭に対し

て、ブランド力やシェアで先行する上位

メーカーはどうだったのか。

　日本のソニーは特に徹底した高品質・

高性能路線を打ち出し、クオリティの高さ

とソニー・ブランドの一体的なユーザー体

験をアピールした。製品としては、日本市

場に先行投入されている『Xperia Z』と

『Xperia Z Tablet』をグローバル投入

すると発表し、今後、スマートフォン市場

でトップ3以内に入るメーカーになると表

明した。

　このソニーの姿勢はアップルにとても

近く、しかもこの1年で着実に成功してき

ている。Xperiaというスマートフォン／タブ

レット・ブランドだけでなく、その周辺にソ

ニー製品同士の連携や独自のコンテン

ツ・サービス、サードパーティーの周辺機

器メーカーやアプリ開発ベンダーを取りそ

ろえることで、エコシステムを構築している

のだ。これはソニーらしさをうまくブランド力

につなげるという点で、成功しつつあると

言えるだろう。

　一方、サムスン電子は昨年に引き続き、

フラッグシップモデルである『Galaxy S』シ

リーズの最新機種をMWCにあわせて発

表しなかった。代わりにフォーカスされたの

が、『Galaxy Note』シリーズと『Galaxy

カメラ』だ。今回、同社はGalaxy Note

の8インチモデルを新たに発表したほか、

リビングルーム向けの『Home Sync』を展

示するなど、Galaxyの成功を中核とした

「スマート市場での広がり感」をアピールし

ていた。

　同社のブースではGalaxyカメラが大々

的に展示されていた。カメラ市場はこれま

で日本のカメラ・メーカーの独壇場だった

が、これは撮影機器としてのカメラが単な

るデジタル・デバイスの組み合わせではな

く、光学デバイスとの高度な擦り合わせと

いったアナログ的なノウハウが重要だった

からである。しかしサムスンは、このカメラ

市場を獲得すべく、スマートフォン的な「ソ

フトウェアとサービス」による新たな価値

軸を訴求してきた。FacebookやTwitter

などSNSで写真を共有したり、他のスマー

トデバイスとの連携性の高さを新たなデジ

タルカメラの価値とし、消費者のカメラ選

びの評価軸を変えようとしているのだ。そ

の先兵がGalaxyカメラであり、これを積

極的に訴求することで、スマート時代の重

要なコンテンツである「写真・映像の作

成」の部分を押さえようとしていた。

　ソニーとサムスン電子が象徴するよう

に、先行メーカーはいずれも「スマートフォン

時代の新たな利用シーン提案・市場の広

がり」の訴求に腐心していた。これは翻っ

てみれば、過去5年で見られた最新デバ

イスの搭載・高性能化のアピールによる

「技術力による差別化」が難しくなってき

たことの証左でもあろう。むろん、スペック

的な進化は今後も続くが、市場が成熟す

る中で高性能化だけでは消費者の関心

を引きにくく、急速に成長してきた中位

メーカーに対する決定的な差別化ポイン

トになりにくくなっているのだ。スマート時

代の新たな価値提案をどのように行うか。

その試行錯誤が多く見られたのが、上位

メーカーにおける今年の特徴であった。

　筆者同様、モバイルIT業界に長く身を

置く人々は、この世界が約10年のサイク

ルで大きな変化・進化をしてきたことを肌

感覚として知っているはずだ。携帯電話

が普及し、音声電話の時代だった1990

年代が過ぎると、1999年から2000年代

にかけてはドコモのiモードがフィーチャー

フォン上でのモバイル・インターネット時代

をスタートし、海外に先行した。そして、

2007年に登場したアップルの『iPhone』

が切り開いたのが、いまの10年サイクル。

すなわち、2010年代のスマート・イノベー

ション時代だ。

　そして今回のMWC 2013を取材して

感じたのは、「初代iPhoneの登場から5

年が経過し、6年目に入った今年、スマー

ト・イノベーション時代は後半戦に入った」

ということだった。OS、端末、インフラとも

に普及拡大期の需要が一巡し、成熟期

に入った。それに伴い、単純に技術の優

位性を競うだけでなく、新たな利用シーン

や市場そのものを提案する力が必要に

なってきている。さらにはスマート・イノベー

ションそのものを他の産業やビジネスと連

携させ、新産業を創りだす取り組みが重

要になっている。

　むろん、そのような現在のパラダイムが

後半戦になっても、変わらないこともある。

それはモバイルこそがいまのIT産業の主

役であり、引き続きイノベーションを起こす

素地であり続けるということだ。

取材・文  神尾 寿（通信ジャーナリスト）

注目を浴びた
「第3のOS」

る つぼ
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　MWCには新たな取り組みや注目のト

ピックスが、まるで坩堝のように集まるが、

その中でも今年とりわけ注目されたのが

「第3のOS」であった。

　現在、スマートフォンやタブレット向けの

スマートOSの世界では、アップルの『iOS』

とグーグルの『Android』が二強となってい

る。このほかにマイクロソフトの『Windows 

Phone』があり、NOKIAが大々的に採

用してはいるものの、同OSが第3勢力と

して確固たる地位を占めているとは言い

がたい。アップルとグーグルというシリコン

バレーのIT企業が、現在のスマートフォン

／タブレット市場の手綱を握っているのが

実情だ。

　そのような中、今回のMWCでは2つの

OSが大々的に発表された。ひとつが

『TIZEN』、もうひとつが『FireFox OS』

である。両者はHTML 5など先進的かつ

オープンなWeb技術をベースに開発され

たスマートOSであり、アプリ／コンテンツ

のクロス・プラットフォームを実現する“モ

ダンなOS”であるという触れ込みだ。

　まず、TIZENはサムスン電子やNTTド

　出展者数・来場者数ともに毎年拡大を

続けるMWC。200か国から7万2,000

人の参加者が来場した今年のMWCは、

従来よりも大きい新会場に場所を移して

開催された。

　周知のとおり、MWCが世界最大の

「モバイルIT」の展示会であることは今回

も変わらない。多くの通信キャリアや端末

メーカー、ベンダー、インターネット企業が

参加した。だが、さらに今回のMWCがユ

ニークだったのは、自動車、金融、医療分

野など異業種からの参加者が大幅に増

えたことだろう。幅広い業界から4,300人

以上のCEOが集まり、会場のそこかしこ

でIT産業の未来について語られていた。

コモ、インテル、フランスのOrangeなどが

中核となって推進するOSプラットフォーム

であり、2月25日に行われたカンファレン

スではファーウェイの参加も発表された。

日本メーカーも、富士通、NEC、パナソ

ニックが名を連ねている。TIZENの特長

は、HTML 5ベースであることだけでなく、

既存のiOSやAndroidに匹敵するリッチ

なユーザー体験を目指していること。とり

わけサムスン電子の鼻息は荒く、アップル

のiOSに匹敵するスマートOSを同社主導

で開発すべく、資金的・人材的にも大量

のリソースを投入しているとアピールした。

また日本勢ではNTTドコモが積極的に

TIZENを推進しており、2013年には対

応端末を投入すること、アプリ／コンテン

ツのエコシステム構築をドコモが支援する

ことなどが発表された。

　一方、FireFox OSは非営利団体であ

るMozilla Corporationが中心となって

開発し、複数の企業が参加するオープン

ソース・コミュニティーに近い推進体制を

取っている。TIZENにおけるサムスン電

子のようなリーダーシップをとる牽引役は

おらず、LG電子やZTE、アルカテルと

いったメーカー、KDDIやテレフォニカなど

の通信キャリア、チップベンダーのクアル

コムが参加している。日本国内での推進

役は今のところKDDIとなっているが、こち

らはTIZENにおけるドコモと比較すると、

積極的な姿勢だったとは言いがたい。記

者会見では2014年にKDDIからも対応

端末を投入することが明かされたが、コン

テンツ／サービスのエコシステム構築を

キャリアとしてどこまで後押しするかなどは

明確な方針が明かされなかった。

　このように同じHTML 5ベースの新

OSといっても、TIZENとFireFox OSは

推進体制や参加する各企業の思惑が異

なる。しかし、その一方で、両者に共通す

る「背景事情・狙い」と「課題」があるのも

また事実だ。

　 背景事情と狙いで共通するのは、

TIZEN、FireFox OSともに「OSを持たな

いキャリアとメーカーによるアップル／グー

グルへの抵抗」である点だ。アップルの

iOSとグーグルのAndroidが支配的なス

マートOSになる中で、キャリアは自社ビジ

ネスの土管化を避けるため、メーカーは単

なる組み立てメーカー化することを避ける

ために、新たなOSを開発し、第3勢力とな

るプラットフォームを構築することで、アッ

プルとグーグルに対抗しつつ発言力・交

渉力を増す必要があると考えているのだ。

　他方で、TIZENとFireFox OSの課題

になっているのが、「ユーザー・メリットの不

在」と「エコシステム構築の難しさ」である。

　ユーザー・メリットの観点で言えば、

HTML 5などオープンなWeb技術の採用

やキャリア・サービスの統合などは提供者

側のメリットに過ぎず、現時点ではTIZEN

およびFireFox OSでしか実現できない

明確なユーザー・メリットがいまだ打ち出せ

ていないのが実情だ。HTML 5の実行環

境はiOSやAndro idでもブラウザー・

ベースで導入されつつあり、今後のプロ

セッサー性能の加速度的な向上などに

より、HTML 5に最適化されたTIZEN／
TIZENのカンファレンスでは、サムスン電子やNTT
ドコモの幹部が新OSのメリットをアピールした

FireFox OSとの差が体感できるレベル

にはならない可能性もある。ユーザーが積

極的にTIZENやFireFox OS搭載のス

マートフォンを選ぶ理由をつくれるかは、両

OSの立ち上げが成功するか否かを左右

する重要な要因になるだろう。

　またエコシステムの構築でも課題は多

い。周知のとおり、現在のスマートフォン

市場では、一般ユーザー層の関心はテ

クノロジーやハードウェアのスペックでは

なく、スマートフォンで利用できるアプリ／

コンテンツ・サービス／周辺機器の豊富さ

に移っている。新たなOSプラットフォーム

が成功するには、先行するOSと同等レベ

ルの「サードパーティーが儲かる市場 = エ

コシステム」を迅速に立ち上げる必要が

あるのだ。ここではドコモがTIZENにおけ

るコンテンツ・プロバイダーの支援を行っ

ていく積極姿勢を見せているが、それも永

続的というわけにはいかないだろう。新

OSの投入時に、LINEなど現在のスマート

フォン市場で必須とされるアプリ／サービ

スをしっかり用意しつつ、早期にコンテン

ツ・プロバイダーが自らビジネスを行える

ほどの魅力的な市場規模をつくれるか。

これも新OSが成功するかどうかの鍵に

なりそうだ。

　毎年、MWCでは多くのスマートフォン

メーカーが出展し、新製品も数多く発表さ

れる。それは今年も変わらなかったが、今

回のMWCではゆるやかだが大きな変化

も見られた。それは先進国市場の成熟と、

新興国市場への熱視線である。

　そのひとつの象徴になっていたのが、

ファーウェイが発表した『Ascend P2』だ

ろう。同機は性能的には最先端のトップ

モデルではないが、ミドル～ミドルハイ市

場までを広くカバーする主力機種として

MWC 2013で発表された。

　このAscend P2を手にしたとき、筆者

が驚いたのが、性能と使いやすさのバラン

スのよさ、製品としての完成度の高さだっ

た。ファーウェイは昨年まで、高性能デバ

イスを詰め込んだハイエンド・モデルをア

ピールし、性能面で上位メーカーに追いつ

くべくチャレンジをしていた。それが一転、

Ascend P2はスペックの数字をやみくも

に追い求めるのではなく、使い心地のよさ

や実利用環境でのメリットを訴求したス

マートフォンになっている。一例を挙げる

と、インセル型タッチパネルは薄く見やす

いだけでなく操作性も良好であり、さらに

濡れた手や手袋をつけていても操作でき

るようになっている。海外メーカーとしては

めずらしく防水にも対応。速度面では、プ

ロセッサーの処理速度だけでなく、LTEカ

テゴリー4対応など通信まわりの高速化を

積極的に行うことで、トータルでの体感速

度を向上させている。デザイン面でも長足

の進歩を遂げており、無理やりに高性能

デバイスを詰め込まなかったことも奏効し、

薄くエレガントでまとまりのいいフォルムに

仕上がっている。

　このようにAscend P2は、成熟した先

進国市場においては「そつなくまとまった

選びやすいスマートフォン」に仕上がって

おり、新興国市場ではハイエンド・モデル

としても十分に通用する。唯一の課題が

あるとすれば先進国市場におけるブランド

力が発展途上という部分だが、Ascend 

P2をベースにした異業種とのブランド・コ

ラボ・モデルや、ドコモの『dtab』のような

キャリア・ブランド・モデルなどが登場した

ら、十分に市場に受け入れられるのでは

ないか。そう感じるほど、Ascend P2の完

成度は高く、この1年でのファーウェイの

成長を感じたのは紛れもない事実である。

　新興国の台頭について言えば、昨年よ

りも展示ブースを大幅に拡大し、中心部

のよい場所に出展してきたZTEとアルカ

テルが、アジアやアフリカの新興国市場

向けの廉価モデルを積極的に訴求して

いた。これらのスマートフォンは、スペック

やクオリティの面では先進国の一般ユー

ザーを満足させられるものではないが、と

にかく安くシンプルなのがセールスポイン

トである。新興国のスマートフォン市場が

爆発的に拡大する中で、これら廉価版の

普及モデルに対する各国キャリア関係者

からの注目度は高かった。

　では、これら中位メーカーの台頭に対し

て、ブランド力やシェアで先行する上位

メーカーはどうだったのか。

　日本のソニーは特に徹底した高品質・

高性能路線を打ち出し、クオリティの高さ

とソニー・ブランドの一体的なユーザー体

験をアピールした。製品としては、日本市

場に先行投入されている『Xperia Z』と

『Xperia Z Tablet』をグローバル投入

すると発表し、今後、スマートフォン市場

でトップ3以内に入るメーカーになると表

明した。

　このソニーの姿勢はアップルにとても

近く、しかもこの1年で着実に成功してき

ている。Xperiaというスマートフォン／タブ

レット・ブランドだけでなく、その周辺にソ

ニー製品同士の連携や独自のコンテン

ツ・サービス、サードパーティーの周辺機

器メーカーやアプリ開発ベンダーを取りそ

ろえることで、エコシステムを構築している

のだ。これはソニーらしさをうまくブランド力

につなげるという点で、成功しつつあると

言えるだろう。

　一方、サムスン電子は昨年に引き続き、

フラッグシップモデルである『Galaxy S』シ

リーズの最新機種をMWCにあわせて発

表しなかった。代わりにフォーカスされたの

が、『Galaxy Note』シリーズと『Galaxy

カメラ』だ。今回、同社はGalaxy Note

の8インチモデルを新たに発表したほか、

リビングルーム向けの『Home Sync』を展

示するなど、Galaxyの成功を中核とした

「スマート市場での広がり感」をアピールし

ていた。

　同社のブースではGalaxyカメラが大々

的に展示されていた。カメラ市場はこれま

で日本のカメラ・メーカーの独壇場だった

が、これは撮影機器としてのカメラが単な

るデジタル・デバイスの組み合わせではな

く、光学デバイスとの高度な擦り合わせと

いったアナログ的なノウハウが重要だった

からである。しかしサムスンは、このカメラ

市場を獲得すべく、スマートフォン的な「ソ

フトウェアとサービス」による新たな価値

軸を訴求してきた。FacebookやTwitter

などSNSで写真を共有したり、他のスマー

トデバイスとの連携性の高さを新たなデジ

タルカメラの価値とし、消費者のカメラ選

びの評価軸を変えようとしているのだ。そ

の先兵がGalaxyカメラであり、これを積

極的に訴求することで、スマート時代の重

要なコンテンツである「写真・映像の作

成」の部分を押さえようとしていた。

　ソニーとサムスン電子が象徴するよう

に、先行メーカーはいずれも「スマートフォン

時代の新たな利用シーン提案・市場の広

がり」の訴求に腐心していた。これは翻っ

てみれば、過去5年で見られた最新デバ

イスの搭載・高性能化のアピールによる

「技術力による差別化」が難しくなってき

たことの証左でもあろう。むろん、スペック

的な進化は今後も続くが、市場が成熟す

る中で高性能化だけでは消費者の関心

を引きにくく、急速に成長してきた中位

メーカーに対する決定的な差別化ポイン

トになりにくくなっているのだ。スマート時

代の新たな価値提案をどのように行うか。

その試行錯誤が多く見られたのが、上位

メーカーにおける今年の特徴であった。

　筆者同様、モバイルIT業界に長く身を

置く人々は、この世界が約10年のサイク

ルで大きな変化・進化をしてきたことを肌

感覚として知っているはずだ。携帯電話

が普及し、音声電話の時代だった1990

年代が過ぎると、1999年から2000年代

にかけてはドコモのiモードがフィーチャー

フォン上でのモバイル・インターネット時代

をスタートし、海外に先行した。そして、

2007年に登場したアップルの『iPhone』

が切り開いたのが、いまの10年サイクル。

すなわち、2010年代のスマート・イノベー

ション時代だ。

　そして今回のMWC 2013を取材して

感じたのは、「初代iPhoneの登場から5

年が経過し、6年目に入った今年、スマー

ト・イノベーション時代は後半戦に入った」

ということだった。OS、端末、インフラとも

に普及拡大期の需要が一巡し、成熟期

に入った。それに伴い、単純に技術の優

位性を競うだけでなく、新たな利用シーン

や市場そのものを提案する力が必要に

なってきている。さらにはスマート・イノベー

ションそのものを他の産業やビジネスと連

携させ、新産業を創りだす取り組みが重

要になっている。

　むろん、そのような現在のパラダイムが

後半戦になっても、変わらないこともある。

それはモバイルこそがいまのIT産業の主

役であり、引き続きイノベーションを起こす

素地であり続けるということだ。

神尾  寿（かみお ひさし）

通信ジャーナリスト／コンサルタン
ト。専門分野は通信（モバイルIT）と
自動車・交通、電子マネーなど。著書
に『次世代モバイルストラテジー』な
どがある。複数の企業の客員研究員
やアドバイザー、国際自動車 通信技
術展（ATTT）企画委員長、モバイ
ル・プロジェクト・アワード選考委員な
どを務める。Web媒体や新聞、雑誌
での執筆活動のほか、講演活動も
精力的に行っている。

中位メーカーの台頭と
上位メーカーの試行錯誤

『Ascend P2』では防水機能もアピール。よりライフ
スタイルに即した機能提案がされている 

MWCで発表された『Ascend P2』

スマート・イノベーションは
「後半戦」に
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　MWCには新たな取り組みや注目のト

ピックスが、まるで坩堝のように集まるが、

その中でも今年とりわけ注目されたのが

「第3のOS」であった。

　現在、スマートフォンやタブレット向けの

スマートOSの世界では、アップルの『iOS』

とグーグルの『Android』が二強となってい

る。このほかにマイクロソフトの『Windows 

Phone』があり、NOKIAが大々的に採

用してはいるものの、同OSが第3勢力と

して確固たる地位を占めているとは言い

がたい。アップルとグーグルというシリコン

バレーのIT企業が、現在のスマートフォン

／タブレット市場の手綱を握っているのが

実情だ。

　そのような中、今回のMWCでは2つの

OSが大々的に発表された。ひとつが

『TIZEN』、もうひとつが『FireFox OS』

である。両者はHTML 5など先進的かつ

オープンなWeb技術をベースに開発され

たスマートOSであり、アプリ／コンテンツ

のクロス・プラットフォームを実現する“モ

ダンなOS”であるという触れ込みだ。

　まず、TIZENはサムスン電子やNTTド

　出展者数・来場者数ともに毎年拡大を

続けるMWC。200か国から7万2,000

人の参加者が来場した今年のMWCは、

従来よりも大きい新会場に場所を移して

開催された。

　周知のとおり、MWCが世界最大の

「モバイルIT」の展示会であることは今回

も変わらない。多くの通信キャリアや端末

メーカー、ベンダー、インターネット企業が

参加した。だが、さらに今回のMWCがユ

ニークだったのは、自動車、金融、医療分

野など異業種からの参加者が大幅に増

えたことだろう。幅広い業界から4,300人

以上のCEOが集まり、会場のそこかしこ

でIT産業の未来について語られていた。

コモ、インテル、フランスのOrangeなどが

中核となって推進するOSプラットフォーム

であり、2月25日に行われたカンファレン

スではファーウェイの参加も発表された。

日本メーカーも、富士通、NEC、パナソ

ニックが名を連ねている。TIZENの特長

は、HTML 5ベースであることだけでなく、

既存のiOSやAndroidに匹敵するリッチ

なユーザー体験を目指していること。とり

わけサムスン電子の鼻息は荒く、アップル

のiOSに匹敵するスマートOSを同社主導

で開発すべく、資金的・人材的にも大量

のリソースを投入しているとアピールした。

また日本勢ではNTTドコモが積極的に

TIZENを推進しており、2013年には対

応端末を投入すること、アプリ／コンテン

ツのエコシステム構築をドコモが支援する

ことなどが発表された。

　一方、FireFox OSは非営利団体であ

るMozilla Corporationが中心となって

開発し、複数の企業が参加するオープン

ソース・コミュニティーに近い推進体制を

取っている。TIZENにおけるサムスン電

子のようなリーダーシップをとる牽引役は

おらず、LG電子やZTE、アルカテルと

いったメーカー、KDDIやテレフォニカなど

の通信キャリア、チップベンダーのクアル

コムが参加している。日本国内での推進

役は今のところKDDIとなっているが、こち

らはTIZENにおけるドコモと比較すると、

積極的な姿勢だったとは言いがたい。記

者会見では2014年にKDDIからも対応

端末を投入することが明かされたが、コン

テンツ／サービスのエコシステム構築を

キャリアとしてどこまで後押しするかなどは

明確な方針が明かされなかった。

　このように同じHTML 5ベースの新

OSといっても、TIZENとFireFox OSは

推進体制や参加する各企業の思惑が異

なる。しかし、その一方で、両者に共通す

る「背景事情・狙い」と「課題」があるのも

また事実だ。

　 背景事情と狙いで共通するのは、

TIZEN、FireFox OSともに「OSを持たな

いキャリアとメーカーによるアップル／グー

グルへの抵抗」である点だ。アップルの

iOSとグーグルのAndroidが支配的なス

マートOSになる中で、キャリアは自社ビジ

ネスの土管化を避けるため、メーカーは単

なる組み立てメーカー化することを避ける

ために、新たなOSを開発し、第3勢力とな

るプラットフォームを構築することで、アッ

プルとグーグルに対抗しつつ発言力・交

渉力を増す必要があると考えているのだ。

　他方で、TIZENとFireFox OSの課題

になっているのが、「ユーザー・メリットの不

在」と「エコシステム構築の難しさ」である。

　ユーザー・メリットの観点で言えば、

HTML 5などオープンなWeb技術の採用

やキャリア・サービスの統合などは提供者

側のメリットに過ぎず、現時点ではTIZEN

およびFireFox OSでしか実現できない

明確なユーザー・メリットがいまだ打ち出せ

ていないのが実情だ。HTML 5の実行環

境はiOSやAndro idでもブラウザー・

ベースで導入されつつあり、今後のプロ

セッサー性能の加速度的な向上などに

より、HTML 5に最適化されたTIZEN／
TIZENのカンファレンスでは、サムスン電子やNTT
ドコモの幹部が新OSのメリットをアピールした

FireFox OSとの差が体感できるレベル

にはならない可能性もある。ユーザーが積

極的にTIZENやFireFox OS搭載のス

マートフォンを選ぶ理由をつくれるかは、両

OSの立ち上げが成功するか否かを左右

する重要な要因になるだろう。

　またエコシステムの構築でも課題は多

い。周知のとおり、現在のスマートフォン

市場では、一般ユーザー層の関心はテ

クノロジーやハードウェアのスペックでは

なく、スマートフォンで利用できるアプリ／

コンテンツ・サービス／周辺機器の豊富さ

に移っている。新たなOSプラットフォーム

が成功するには、先行するOSと同等レベ

ルの「サードパーティーが儲かる市場 = エ

コシステム」を迅速に立ち上げる必要が

あるのだ。ここではドコモがTIZENにおけ

るコンテンツ・プロバイダーの支援を行っ

ていく積極姿勢を見せているが、それも永

続的というわけにはいかないだろう。新

OSの投入時に、LINEなど現在のスマート

フォン市場で必須とされるアプリ／サービ

スをしっかり用意しつつ、早期にコンテン

ツ・プロバイダーが自らビジネスを行える

ほどの魅力的な市場規模をつくれるか。

これも新OSが成功するかどうかの鍵に

なりそうだ。

　毎年、MWCでは多くのスマートフォン

メーカーが出展し、新製品も数多く発表さ

れる。それは今年も変わらなかったが、今

回のMWCではゆるやかだが大きな変化

も見られた。それは先進国市場の成熟と、

新興国市場への熱視線である。

　そのひとつの象徴になっていたのが、

ファーウェイが発表した『Ascend P2』だ

ろう。同機は性能的には最先端のトップ

モデルではないが、ミドル～ミドルハイ市

場までを広くカバーする主力機種として

MWC 2013で発表された。

　このAscend P2を手にしたとき、筆者

が驚いたのが、性能と使いやすさのバラン

スのよさ、製品としての完成度の高さだっ

た。ファーウェイは昨年まで、高性能デバ

イスを詰め込んだハイエンド・モデルをア

ピールし、性能面で上位メーカーに追いつ

くべくチャレンジをしていた。それが一転、

Ascend P2はスペックの数字をやみくも

に追い求めるのではなく、使い心地のよさ

や実利用環境でのメリットを訴求したス

マートフォンになっている。一例を挙げる

と、インセル型タッチパネルは薄く見やす

いだけでなく操作性も良好であり、さらに

濡れた手や手袋をつけていても操作でき

るようになっている。海外メーカーとしては

めずらしく防水にも対応。速度面では、プ

ロセッサーの処理速度だけでなく、LTEカ

テゴリー4対応など通信まわりの高速化を

積極的に行うことで、トータルでの体感速

度を向上させている。デザイン面でも長足

の進歩を遂げており、無理やりに高性能

デバイスを詰め込まなかったことも奏効し、

薄くエレガントでまとまりのいいフォルムに

仕上がっている。

　このようにAscend P2は、成熟した先

進国市場においては「そつなくまとまった

選びやすいスマートフォン」に仕上がって

おり、新興国市場ではハイエンド・モデル

としても十分に通用する。唯一の課題が

あるとすれば先進国市場におけるブランド

力が発展途上という部分だが、Ascend 

P2をベースにした異業種とのブランド・コ

ラボ・モデルや、ドコモの『dtab』のような

キャリア・ブランド・モデルなどが登場した

ら、十分に市場に受け入れられるのでは

ないか。そう感じるほど、Ascend P2の完

成度は高く、この1年でのファーウェイの

成長を感じたのは紛れもない事実である。

　新興国の台頭について言えば、昨年よ

りも展示ブースを大幅に拡大し、中心部

のよい場所に出展してきたZTEとアルカ

テルが、アジアやアフリカの新興国市場

向けの廉価モデルを積極的に訴求して

いた。これらのスマートフォンは、スペック

やクオリティの面では先進国の一般ユー

ザーを満足させられるものではないが、と

にかく安くシンプルなのがセールスポイン

トである。新興国のスマートフォン市場が

爆発的に拡大する中で、これら廉価版の

普及モデルに対する各国キャリア関係者

からの注目度は高かった。

　では、これら中位メーカーの台頭に対し

て、ブランド力やシェアで先行する上位

メーカーはどうだったのか。

　日本のソニーは特に徹底した高品質・

高性能路線を打ち出し、クオリティの高さ

とソニー・ブランドの一体的なユーザー体

験をアピールした。製品としては、日本市

場に先行投入されている『Xperia Z』と

『Xperia Z Tablet』をグローバル投入

すると発表し、今後、スマートフォン市場

でトップ3以内に入るメーカーになると表

明した。

　このソニーの姿勢はアップルにとても

近く、しかもこの1年で着実に成功してき

ている。Xperiaというスマートフォン／タブ

レット・ブランドだけでなく、その周辺にソ

ニー製品同士の連携や独自のコンテン

ツ・サービス、サードパーティーの周辺機

器メーカーやアプリ開発ベンダーを取りそ

ろえることで、エコシステムを構築している

のだ。これはソニーらしさをうまくブランド力

につなげるという点で、成功しつつあると

言えるだろう。

　一方、サムスン電子は昨年に引き続き、

フラッグシップモデルである『Galaxy S』シ

リーズの最新機種をMWCにあわせて発

表しなかった。代わりにフォーカスされたの

が、『Galaxy Note』シリーズと『Galaxy

カメラ』だ。今回、同社はGalaxy Note

の8インチモデルを新たに発表したほか、

リビングルーム向けの『Home Sync』を展

示するなど、Galaxyの成功を中核とした

「スマート市場での広がり感」をアピールし

ていた。

　同社のブースではGalaxyカメラが大々

的に展示されていた。カメラ市場はこれま

で日本のカメラ・メーカーの独壇場だった

が、これは撮影機器としてのカメラが単な

るデジタル・デバイスの組み合わせではな

く、光学デバイスとの高度な擦り合わせと

いったアナログ的なノウハウが重要だった

からである。しかしサムスンは、このカメラ

市場を獲得すべく、スマートフォン的な「ソ

フトウェアとサービス」による新たな価値

軸を訴求してきた。FacebookやTwitter

などSNSで写真を共有したり、他のスマー

トデバイスとの連携性の高さを新たなデジ

タルカメラの価値とし、消費者のカメラ選

びの評価軸を変えようとしているのだ。そ

の先兵がGalaxyカメラであり、これを積

極的に訴求することで、スマート時代の重

要なコンテンツである「写真・映像の作

成」の部分を押さえようとしていた。

　ソニーとサムスン電子が象徴するよう

に、先行メーカーはいずれも「スマートフォン

時代の新たな利用シーン提案・市場の広

がり」の訴求に腐心していた。これは翻っ

てみれば、過去5年で見られた最新デバ

イスの搭載・高性能化のアピールによる

「技術力による差別化」が難しくなってき

たことの証左でもあろう。むろん、スペック

的な進化は今後も続くが、市場が成熟す

る中で高性能化だけでは消費者の関心

を引きにくく、急速に成長してきた中位

メーカーに対する決定的な差別化ポイン

トになりにくくなっているのだ。スマート時

代の新たな価値提案をどのように行うか。

その試行錯誤が多く見られたのが、上位

メーカーにおける今年の特徴であった。

　筆者同様、モバイルIT業界に長く身を

置く人々は、この世界が約10年のサイク

ルで大きな変化・進化をしてきたことを肌

感覚として知っているはずだ。携帯電話

が普及し、音声電話の時代だった1990

年代が過ぎると、1999年から2000年代

にかけてはドコモのiモードがフィーチャー

フォン上でのモバイル・インターネット時代

をスタートし、海外に先行した。そして、

2007年に登場したアップルの『iPhone』

が切り開いたのが、いまの10年サイクル。

すなわち、2010年代のスマート・イノベー

ション時代だ。

　そして今回のMWC 2013を取材して

感じたのは、「初代iPhoneの登場から5

年が経過し、6年目に入った今年、スマー

ト・イノベーション時代は後半戦に入った」

ということだった。OS、端末、インフラとも

に普及拡大期の需要が一巡し、成熟期

に入った。それに伴い、単純に技術の優

位性を競うだけでなく、新たな利用シーン

や市場そのものを提案する力が必要に

なってきている。さらにはスマート・イノベー

ションそのものを他の産業やビジネスと連

携させ、新産業を創りだす取り組みが重

要になっている。

　むろん、そのような現在のパラダイムが

後半戦になっても、変わらないこともある。

それはモバイルこそがいまのIT産業の主

役であり、引き続きイノベーションを起こす

素地であり続けるということだ。

神尾  寿（かみお ひさし）

通信ジャーナリスト／コンサルタン
ト。専門分野は通信（モバイルIT）と
自動車・交通、電子マネーなど。著書
に『次世代モバイルストラテジー』な
どがある。複数の企業の客員研究員
やアドバイザー、国際自動車 通信技
術展（ATTT）企画委員長、モバイ
ル・プロジェクト・アワード選考委員な
どを務める。Web媒体や新聞、雑誌
での執筆活動のほか、講演活動も
精力的に行っている。

中位メーカーの台頭と
上位メーカーの試行錯誤

『Ascend P2』では防水機能もアピール。よりライフ
スタイルに即した機能提案がされている 

MWCで発表された『Ascend P2』

スマート・イノベーションは
「後半戦」に
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クアルコムジャパン株式会社 代表取締役社長 クリフォード・フィッキ氏に聞く

スマートフォンなどモバイル通信端末の心臓部とも言える半

導体プロセッサーにおいて、圧倒的な存在感を誇示するク

アルコム。その比類なき競争力の源泉は何なのか、グループ

の世界戦略におけるクアルコムジャパンの役割とは――。

今回は、クアルコムジャパン株式会社のクリフォード・フィッ

キ社長に、新技術の創造と普及にかける情熱と、日本の

通信市場の発展に向けたビジョンを語っていただきました。

次世代モバイル技術の世界的リー
ダーであるクアルコム（Qualcomm）
の日本法人として1998年に設立。
CDMA携帯電話用チップをはじめと
するクアルコムの独創的な技術・製
品を日本の通信機器メーカーに供給
し、スマートフォンの進化と通信市場
の発展に多大な貢献を果たしている。
2012年5月、山田純会長兼社長の
後 任としてクリフォード・フィッキ

（Clifford Ficke）氏が代表取締役社
長に就任、日本における事業展開を
さらに加速している。

クアルコムジャパン株式会社
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モバイルの次の時代を拓く
未来思考とコラボレーション

独創的な技術と積極的な協業で
　　　　　　通信市場の活性化に貢献

HuaWave編集部

緊密なコラボレーションのもと
次世代技術の創出に邁進

独創的なR&Dがつくる
人と情報の新しい関係

すべての機器がネットワークで
シームレスにつながる社会へ
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編集部：フィッキ社長は2011年5月に

セールス・オペレーション担当のバイス・プ

レジデントとしてクアルコムに入社された

とうかがっています。クアルコムへの参画

を決められた理由をお聞かせください。

フィッキ氏：私はノーザン・イリノイ大学で

修士号を取得した後、テキサス・インスツ

ルメンツ、NECエレクトロニクス、マーベ

ル・セミコンダクター、アプライド・マイクロ・

サーキットなどで、主にマーケティングと事

業開発に携わってきました。半導体ビジネ

スの世界で30年以上のキャリアを積んだ

私から見ても、クアルコムは傑出した独創

性と革新性を持った素晴らしい企業グ

ループです。モバイル機器のチップで世

界をリードするクアルコムに参画できたこ

とを非常に名誉なことだと感じています。

ワイヤレス技術が今後の通信市場をリー

ドしていくのは間違いありません。将来性

豊かなモバイルの領域でクアルコムの先

端技術を展開していくことは、他では経験

できないエキサイティングな仕事だと考え

ています。

編集部：クアルコムジャパンの社長に就

任されてから10か月が経過したわけです

が、フィッキ社長はどのような方針で日本

でのビジネスを運営していらっしゃるので

しょうか。

フィッキ氏：私の経営スタイルは、ビジネ

ス・パートナーとのコラボレーションを基盤

に技術革新（イノベーション）を推進して

いくというものです。ファーウェイをはじめと

する国内外の携帯端末メーカーや通信

事業者と協業して新技術を市場に投入

し、モバイル機器の可能性を拡げていくこ

と、それは私たちだけでなくパートナー企

業にとっても有益で意義あることだと信じ

ています。さらに、技術革新を進める上で

最も大切なのは、エンド・ユーザーである

お客様に満足していただくことです。お客

様にモバイル機器を使う喜び、つまりポジ

ティブな「ユーザー体験」を提供できて初

めて、私たちの製品が意味を持つという

事実を忘れてはなりません。

編集部：クアルコムはモバイル端末用の

チップで世界No.1のシェアを堅持してい

ます。競争力の源泉はどこにあるとお考え

ですか。

フィッキ氏：独創的なR&Dによってお客様

が真に求めている性能や機能を提供して

きたことが競争優位の要因でしょう。たと

えばインターネットについて考えてみても、

私が半導体業界で仕事を始めた30年前

は、その構想が議論され始めた段階でし

た。構想はやがて有線で実現し、いまでは

ワイヤレスとなって、お客様はパソコン、タ

ブレット、スマートフォンから必要としている

情報に容易にアクセスできるようになりま

した。こうした通信環境の進化を支えたの

がチップの高性能化です。優れた処理能

力と低消費電力を両立するさまざまな技

術要素をひとつのチップに統合・集積して

提供すること、それこそが設立以来クアル

コムが取り組んできたテーマであり、同時

に強みでもあると認識しています。

編集部：日々何気なくスマートフォンやタ

ブレットを使っていると、搭載されたテク

ノロジーのことまでなかなか考えが及び

ません。しかしそこにはクアルコムが追求

してきた技術の粋が込められているので

すね。

フィッキ氏：おっしゃる通りですが、パート

ナー企業の貢献についても強調しておき

たいと思います。お客様とじかに接する通

信機器メーカーは、ニーズの変化を迅速

かつ的確に捉えることができる立場にあ

ります。クアルコムは彼らとのディスカッ

ションを通じて、次の世代にどんな機能が

期待されるかについて多くの示唆を受け、

それを製品開発に反映してきました。また

私たちはファブレスですので、半導体の製

造を委託しているパートナー企業、たとえ

ばTSMC（台湾セミコンダクター・マニュ

ファクチャリング・カンパニー）などの協力

がなければ高性能なチップを実用化する

ことはできません。クアルコムは今年1月

にアメリカで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）で『Snapdragon 

800』シリーズを発表しましたが、これも

TSMCをはじめとする各企業とのパート

ナーシップによって実現したものです。

編集部：CESではクアルコムのCEOであ

るポール・ジェイコブス氏が基調講演をさ

れました。これはエレクトロニクスの世界

に、モバイル化やスマート化がさらに加速

する「新しい時代」が到来したことを示す

出来事のように思われます。フィッキ社長

はエレクトロニクスと通信の今後につい

て、どのような展望をお持ちですか。

フィッキ氏：今後は私たちの暮らしを支え

るあらゆるものがネットワーク化され、シー

ムレスにつながっていくでしょう。たとえば

家庭にある機器類の中で、いまネットワー

クにつながっているものは10にも満たな

いと思います。近い将来それが100や

200になる。テレビや冷蔵庫から電球に

至るまで、すべての機器がネットワークで

結ばれ、てのひらにおさまるスマートフォン

でコントロールが可能になるはずです。

CESでわれわれのCEOが行った基調

講演も、モバイルや通信の技術によっ

て人々の暮らしがどのように変わるかと

いうビジョンをご提示したものと理解して

います。

編集部：フィッキ社長もCEOも常に次の

時代を見据えていらっしゃるのですね。未

来思考を重んじる経営姿勢が、クアルコ

ムの強さの秘密ではないでしょうか。

フィッキ氏：社会や暮らしのあり方を長期

的な視点で捉え、次世代のユーザーが求

める技術を追求することがわれわれの使

命です。私には小さな子どもがいるのです

が、その子どもがティーンエイジャーになる

頃、どのような製品や機能が必要とされる

のかを絶えず想定するようにしています。

編集部：クアルコムジャパンはグループの

最重要拠点のひとつとうかがっています。

日本での役割と成長戦略をお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私たちの第一のミッションは、

クアルコムの先進的な技術を日本の通

信市場に導入するということです。その目

標を達成するため、日本の通信機器メー

カーとのコラボレーションを今後も拡充し

ていく方針です。また、ファーウェイのよう

なグローバル企業とも協業することで、日

本市場全体のスピード感を高めていくと

いう好影響をもたらすこともできるでしょ

う。クアルコムジャパンは、このようなロー

カルとグローバルという2つの機能にさら

に磨きをかけ、シナジーの最大化を目指し

ていきます。

編集部：日本経済の地盤沈下が喧伝され

て久しいですが、フィッキ社長は日本の通

信市場の可能性について、どのような見

解をお持ちですか。

フィッキ氏：クアルコムにとって日本市場

の重要性はこれからも変わることはない

でしょう。『Snapdragon』搭載のスマート

フォンを世界で最初に発売したのが日本

のメーカーであったように、クアルコム製

品の展開先として日本は大きな可能性と

将来性を持っています。クアルコムジャ

パンは今後も日本の機器メーカーと協業

し、あるいはファーウェイのような海外企

業と連携しながら、日本の通信市場の活

性化と日本社会の発展に貢献していく

考えです。

編集部：クアルコムジャパンはコーポレート・

シチズン（企業市民）の責務を果たすため

CSR活動にも注力されているそうですね。

フィッキ氏：ワイヤレスの技術を応用し、災

害発生時に被災地の患者の血圧の測

定データをモバイル端末から遠隔地の医

療機関に送信するというシステムを、日本

の政府や大学と協力して提供していま

す。また日本の高等学校の一部には授業

にスマートフォンを取り入れる動きがありま

すが、こうした教育における取り組みに対

しても必要な支援を行っています。クアル

コムのグローバルな能力を使ってローカル

な課題に応えていくこと、それが私たちの

CSRです。

編集部：短期間で世界企業に成長したこ

とやR&Dに経営資源を集中投入してい

ることなど、クアルコムとファーウェイには

共通点が多いように思われます。フィッキ

社長はファーウェイに対してどのような印

象をお持ちでしょうか。

フィッキ氏：私たちはお客様の良好かつ快

適なユーザー体験に資することを常に念

頭に置いて事業活動を行ってきました。こ

うしたエンド・ユーザーの視点を大切にす

る価値観は、ファーウェイとクアルコムに

共通するものではないでしょうか。また、より

良い製品を創造するためには、新しいもの

に対してオープンでなければなりません。

新しいこと、過去と違うことをやることでし

か変化は起こせないからです。私は前職

で中国市場を統括していた関係から

ファーウェイの本社を何度か訪問しました

が、そのときの社員の皆さんとのやりとりか

ら、未知の分野に果敢にチャレンジしてい

くオープンな気風と文化を強く感じました。

編集部：ファーウェイにとって、携帯端末

の中核部品を供給していただいているク

アルコムはかけがえのないビジネス・パー

トナーです。最後に、両社の関係強化に

ついてフィッキ社長のお考えをお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私はクアルコムの中国でのオ

ペレーションには直接関与しておりません

が、中国市場の重要性は明らかで、クア

ルコムはそこに膨大なリソースを投下して

います。中国の、そして世界の通信業界

を牽引しているファーウェイとのコラボレー

ションは、その意味でもクアルコムの成長

に欠くことのできない必須要素と言えま

す。日本においても、先端技術の市場導

入と事業基盤の強化を図るクアルコム

ジャパンと、モバイル端末のシェア拡大を

めざすファーウェイは堅固な協力態勢を

築いていくべき関係にあります。モバイル

社会に新しい価値を提供していくために、

不可能なことを可能にする挑戦をともに

続けていきたいと願っています。
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編集部：フィッキ社長は2011年5月に

セールス・オペレーション担当のバイス・プ

レジデントとしてクアルコムに入社された

とうかがっています。クアルコムへの参画

を決められた理由をお聞かせください。

フィッキ氏：私はノーザン・イリノイ大学で

修士号を取得した後、テキサス・インスツ

ルメンツ、NECエレクトロニクス、マーベ

ル・セミコンダクター、アプライド・マイクロ・

サーキットなどで、主にマーケティングと事

業開発に携わってきました。半導体ビジネ

スの世界で30年以上のキャリアを積んだ

私から見ても、クアルコムは傑出した独創

性と革新性を持った素晴らしい企業グ

ループです。モバイル機器のチップで世

界をリードするクアルコムに参画できたこ

とを非常に名誉なことだと感じています。

ワイヤレス技術が今後の通信市場をリー

ドしていくのは間違いありません。将来性

豊かなモバイルの領域でクアルコムの先

端技術を展開していくことは、他では経験

できないエキサイティングな仕事だと考え

ています。

編集部：クアルコムジャパンの社長に就

任されてから10か月が経過したわけです

が、フィッキ社長はどのような方針で日本

でのビジネスを運営していらっしゃるので

しょうか。

フィッキ氏：私の経営スタイルは、ビジネ

ス・パートナーとのコラボレーションを基盤

に技術革新（イノベーション）を推進して

いくというものです。ファーウェイをはじめと

する国内外の携帯端末メーカーや通信

事業者と協業して新技術を市場に投入

し、モバイル機器の可能性を拡げていくこ

と、それは私たちだけでなくパートナー企

業にとっても有益で意義あることだと信じ

ています。さらに、技術革新を進める上で

最も大切なのは、エンド・ユーザーである

お客様に満足していただくことです。お客

様にモバイル機器を使う喜び、つまりポジ

ティブな「ユーザー体験」を提供できて初

めて、私たちの製品が意味を持つという

事実を忘れてはなりません。

編集部：クアルコムはモバイル端末用の

チップで世界No.1のシェアを堅持してい

ます。競争力の源泉はどこにあるとお考え

ですか。

フィッキ氏：独創的なR&Dによってお客様

が真に求めている性能や機能を提供して

きたことが競争優位の要因でしょう。たと

えばインターネットについて考えてみても、

私が半導体業界で仕事を始めた30年前

は、その構想が議論され始めた段階でし

た。構想はやがて有線で実現し、いまでは

ワイヤレスとなって、お客様はパソコン、タ

ブレット、スマートフォンから必要としている

情報に容易にアクセスできるようになりま

した。こうした通信環境の進化を支えたの

がチップの高性能化です。優れた処理能

力と低消費電力を両立するさまざまな技

術要素をひとつのチップに統合・集積して

提供すること、それこそが設立以来クアル

コムが取り組んできたテーマであり、同時

に強みでもあると認識しています。

編集部：日々何気なくスマートフォンやタ

ブレットを使っていると、搭載されたテク

ノロジーのことまでなかなか考えが及び

ません。しかしそこにはクアルコムが追求

してきた技術の粋が込められているので

すね。

フィッキ氏：おっしゃる通りですが、パート

ナー企業の貢献についても強調しておき

たいと思います。お客様とじかに接する通

信機器メーカーは、ニーズの変化を迅速

かつ的確に捉えることができる立場にあ

ります。クアルコムは彼らとのディスカッ

ションを通じて、次の世代にどんな機能が

期待されるかについて多くの示唆を受け、

それを製品開発に反映してきました。また

私たちはファブレスですので、半導体の製

造を委託しているパートナー企業、たとえ

ばTSMC（台湾セミコンダクター・マニュ

ファクチャリング・カンパニー）などの協力

がなければ高性能なチップを実用化する

ことはできません。クアルコムは今年1月

にアメリカで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）で『Snapdragon 

800』シリーズを発表しましたが、これも

TSMCをはじめとする各企業とのパート

ナーシップによって実現したものです。

編集部：CESではクアルコムのCEOであ

るポール・ジェイコブス氏が基調講演をさ

れました。これはエレクトロニクスの世界

に、モバイル化やスマート化がさらに加速

する「新しい時代」が到来したことを示す

出来事のように思われます。フィッキ社長

はエレクトロニクスと通信の今後につい

て、どのような展望をお持ちですか。

フィッキ氏：今後は私たちの暮らしを支え

るあらゆるものがネットワーク化され、シー

ムレスにつながっていくでしょう。たとえば

家庭にある機器類の中で、いまネットワー

クにつながっているものは10にも満たな

いと思います。近い将来それが100や

200になる。テレビや冷蔵庫から電球に

至るまで、すべての機器がネットワークで

結ばれ、てのひらにおさまるスマートフォン

でコントロールが可能になるはずです。

CESでわれわれのCEOが行った基調

講演も、モバイルや通信の技術によっ

て人々の暮らしがどのように変わるかと

いうビジョンをご提示したものと理解して

います。

編集部：フィッキ社長もCEOも常に次の

時代を見据えていらっしゃるのですね。未

来思考を重んじる経営姿勢が、クアルコ

ムの強さの秘密ではないでしょうか。

フィッキ氏：社会や暮らしのあり方を長期

的な視点で捉え、次世代のユーザーが求

める技術を追求することがわれわれの使

命です。私には小さな子どもがいるのです

が、その子どもがティーンエイジャーになる

頃、どのような製品や機能が必要とされる

のかを絶えず想定するようにしています。

編集部：クアルコムジャパンはグループの

最重要拠点のひとつとうかがっています。

日本での役割と成長戦略をお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私たちの第一のミッションは、

クアルコムの先進的な技術を日本の通

信市場に導入するということです。その目

標を達成するため、日本の通信機器メー

カーとのコラボレーションを今後も拡充し

ていく方針です。また、ファーウェイのよう

なグローバル企業とも協業することで、日

本市場全体のスピード感を高めていくと

いう好影響をもたらすこともできるでしょ

う。クアルコムジャパンは、このようなロー

カルとグローバルという2つの機能にさら

に磨きをかけ、シナジーの最大化を目指し

ていきます。

編集部：日本経済の地盤沈下が喧伝され

て久しいですが、フィッキ社長は日本の通

信市場の可能性について、どのような見

解をお持ちですか。

フィッキ氏：クアルコムにとって日本市場

の重要性はこれからも変わることはない

でしょう。『Snapdragon』搭載のスマート

フォンを世界で最初に発売したのが日本

のメーカーであったように、クアルコム製

品の展開先として日本は大きな可能性と

将来性を持っています。クアルコムジャ

パンは今後も日本の機器メーカーと協業

し、あるいはファーウェイのような海外企

業と連携しながら、日本の通信市場の活

性化と日本社会の発展に貢献していく

考えです。

編集部：クアルコムジャパンはコーポレート・

シチズン（企業市民）の責務を果たすため

CSR活動にも注力されているそうですね。

フィッキ氏：ワイヤレスの技術を応用し、災

害発生時に被災地の患者の血圧の測

定データをモバイル端末から遠隔地の医

療機関に送信するというシステムを、日本

の政府や大学と協力して提供していま

す。また日本の高等学校の一部には授業

にスマートフォンを取り入れる動きがありま

すが、こうした教育における取り組みに対

しても必要な支援を行っています。クアル

コムのグローバルな能力を使ってローカル

な課題に応えていくこと、それが私たちの

CSRです。

編集部：短期間で世界企業に成長したこ

とやR&Dに経営資源を集中投入してい

ることなど、クアルコムとファーウェイには

共通点が多いように思われます。フィッキ

社長はファーウェイに対してどのような印

象をお持ちでしょうか。

フィッキ氏：私たちはお客様の良好かつ快

適なユーザー体験に資することを常に念

頭に置いて事業活動を行ってきました。こ

うしたエンド・ユーザーの視点を大切にす

る価値観は、ファーウェイとクアルコムに

共通するものではないでしょうか。また、より

良い製品を創造するためには、新しいもの

に対してオープンでなければなりません。

新しいこと、過去と違うことをやることでし

か変化は起こせないからです。私は前職

で中国市場を統括していた関係から

ファーウェイの本社を何度か訪問しました

が、そのときの社員の皆さんとのやりとりか

ら、未知の分野に果敢にチャレンジしてい

くオープンな気風と文化を強く感じました。

編集部：ファーウェイにとって、携帯端末

の中核部品を供給していただいているク

アルコムはかけがえのないビジネス・パー

トナーです。最後に、両社の関係強化に

ついてフィッキ社長のお考えをお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私はクアルコムの中国でのオ

ペレーションには直接関与しておりません

が、中国市場の重要性は明らかで、クア

ルコムはそこに膨大なリソースを投下して

います。中国の、そして世界の通信業界

を牽引しているファーウェイとのコラボレー

ションは、その意味でもクアルコムの成長

に欠くことのできない必須要素と言えま

す。日本においても、先端技術の市場導

入と事業基盤の強化を図るクアルコム

ジャパンと、モバイル端末のシェア拡大を

めざすファーウェイは堅固な協力態勢を

築いていくべき関係にあります。モバイル

社会に新しい価値を提供していくために、

不可能なことを可能にする挑戦をともに

続けていきたいと願っています。
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クアルコムの『Snapdragon』は、高
性能なCPUとGPU、低消費電力設
計により、ファーウェイのAscendをは
じめとするスマートフォンやタブレット
などさまざまな携帯端末において高
速処理と高精度なグラフィックス、
バッテリー持続時間の延長を実現し
ている。
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イノベーションを生み出す
オープンな企業風土

ローカルとグローバル
クアルコムジャパンの
2つの機能
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家庭にある機器類の中で、いまネットワー
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至るまで、すべての機器がネットワークで

結ばれ、てのひらにおさまるスマートフォン
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講演も、モバイルや通信の技術によっ

て人々の暮らしがどのように変わるかと
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ムの強さの秘密ではないでしょうか。
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的な視点で捉え、次世代のユーザーが求

める技術を追求することがわれわれの使
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頃、どのような製品や機能が必要とされる

のかを絶えず想定するようにしています。

編集部：クアルコムジャパンはグループの

最重要拠点のひとつとうかがっています。

日本での役割と成長戦略をお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私たちの第一のミッションは、

クアルコムの先進的な技術を日本の通
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アルコムはかけがえのないビジネス・パー

トナーです。最後に、両社の関係強化に

ついてフィッキ社長のお考えをお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私はクアルコムの中国でのオ

ペレーションには直接関与しておりません

が、中国市場の重要性は明らかで、クア

ルコムはそこに膨大なリソースを投下して

います。中国の、そして世界の通信業界

を牽引しているファーウェイとのコラボレー

ションは、その意味でもクアルコムの成長

に欠くことのできない必須要素と言えま

す。日本においても、先端技術の市場導

入と事業基盤の強化を図るクアルコム

ジャパンと、モバイル端末のシェア拡大を

めざすファーウェイは堅固な協力態勢を

築いていくべき関係にあります。モバイル

社会に新しい価値を提供していくために、

不可能なことを可能にする挑戦をともに

続けていきたいと願っています。

『Snapdragon』搭載機を世界で初めて
発売したのは日本のメーカー。
私は日本市場の将来性を強く信じています。
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クアルコムの『Snapdragon』は、高
性能なCPUとGPU、低消費電力設
計により、ファーウェイのAscendをは
じめとするスマートフォンやタブレット
などさまざまな携帯端末において高
速処理と高精度なグラフィックス、
バッテリー持続時間の延長を実現し
ている。

クアルコムの『Snapdragon』は、高
性能なCPUとGPU、低消費電力設
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イノベーションを生み出す
オープンな企業風土

ローカルとグローバル
クアルコムジャパンの
2つの機能

編集部：フィッキ社長は2011年5月に

セールス・オペレーション担当のバイス・プ

レジデントとしてクアルコムに入社された

とうかがっています。クアルコムへの参画

を決められた理由をお聞かせください。

フィッキ氏：私はノーザン・イリノイ大学で

修士号を取得した後、テキサス・インスツ

ルメンツ、NECエレクトロニクス、マーベ

ル・セミコンダクター、アプライド・マイクロ・

サーキットなどで、主にマーケティングと事

業開発に携わってきました。半導体ビジネ

スの世界で30年以上のキャリアを積んだ

私から見ても、クアルコムは傑出した独創

性と革新性を持った素晴らしい企業グ

ループです。モバイル機器のチップで世

界をリードするクアルコムに参画できたこ

とを非常に名誉なことだと感じています。

ワイヤレス技術が今後の通信市場をリー

ドしていくのは間違いありません。将来性

豊かなモバイルの領域でクアルコムの先

端技術を展開していくことは、他では経験

できないエキサイティングな仕事だと考え

ています。

編集部：クアルコムジャパンの社長に就

任されてから10か月が経過したわけです

が、フィッキ社長はどのような方針で日本

でのビジネスを運営していらっしゃるので

しょうか。

フィッキ氏：私の経営スタイルは、ビジネ

ス・パートナーとのコラボレーションを基盤

に技術革新（イノベーション）を推進して

いくというものです。ファーウェイをはじめと

する国内外の携帯端末メーカーや通信

事業者と協業して新技術を市場に投入

し、モバイル機器の可能性を拡げていくこ

と、それは私たちだけでなくパートナー企

業にとっても有益で意義あることだと信じ

ています。さらに、技術革新を進める上で

最も大切なのは、エンド・ユーザーである

お客様に満足していただくことです。お客

様にモバイル機器を使う喜び、つまりポジ

ティブな「ユーザー体験」を提供できて初

めて、私たちの製品が意味を持つという

事実を忘れてはなりません。

編集部：クアルコムはモバイル端末用の

チップで世界No.1のシェアを堅持してい

ます。競争力の源泉はどこにあるとお考え

ですか。

フィッキ氏：独創的なR&Dによってお客様

が真に求めている性能や機能を提供して

きたことが競争優位の要因でしょう。たと

えばインターネットについて考えてみても、

私が半導体業界で仕事を始めた30年前

は、その構想が議論され始めた段階でし

た。構想はやがて有線で実現し、いまでは

ワイヤレスとなって、お客様はパソコン、タ

ブレット、スマートフォンから必要としている

情報に容易にアクセスできるようになりま

した。こうした通信環境の進化を支えたの

がチップの高性能化です。優れた処理能

力と低消費電力を両立するさまざまな技

術要素をひとつのチップに統合・集積して

提供すること、それこそが設立以来クアル

コムが取り組んできたテーマであり、同時

に強みでもあると認識しています。

編集部：日々何気なくスマートフォンやタ

ブレットを使っていると、搭載されたテク

ノロジーのことまでなかなか考えが及び

ません。しかしそこにはクアルコムが追求

してきた技術の粋が込められているので

すね。

フィッキ氏：おっしゃる通りですが、パート

ナー企業の貢献について強調しておきた

いと思います。お客様とじかに接する通信

機器メーカーは、ニーズの変化を迅速か

つ的確に捉えることができる立場にありま

す。クアルコムは彼らとのディスカッション

を通じて、次の世代にどんな機能が期待

されるかについて多くの示唆を受け、それ

を製品開発に反映してきました。また私た

ちはファブレスですので、半導体の製造を

委託しているパートナー企業、たとえば

TSMC（台湾セミコンダクター・マニュファ

クチャリング・カンパニー）などの協力がな

ければ高性能なチップを実用化すること

はできません。クアルコムは今年1月にア

メリカで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）で『Snapdragon 

800』シリーズを発表しましたが、これも

TSMCをはじめとする各企業とのパート

ナーシップによって実現したものです。

編集部：CESではクアルコムのCEOであ

るポール・ジェイコブス氏が基調講演をさ

れました。これはエレクトロニクスの世界

に、モバイル化やスマート化がさらに加速

する「新しい時代」が到来したことを示す

出来事のように思われます。フィッキ社長

はエレクトロニクスと通信の今後につい

て、どのような展望をお持ちですか。

フィッキ氏：今後は私たちの暮らしを支え

るあらゆるものがネットワーク化され、シー

ムレスにつながっていくでしょう。たとえば

家庭にある機器類の中で、いまネットワー

クにつながっているものは10にも満たな

いと思います。近い将来それが100や

200になる。テレビや冷蔵庫から電球に

至るまで、すべての機器がネットワークで

結ばれ、てのひらにおさまるスマートフォン

でコントロールが可能になるはずです。

CESでわれわれのCEOが行った基調

講演も、モバイルや通信の技術によっ

て人々の暮らしがどのように変わるかと

いうビジョンをご提示したものと理解して

います。

編集部：フィッキ社長もCEOも常に次の

時代を見据えていらっしゃるのですね。未

来思考を重んじる経営姿勢が、クアルコ

ムの強さの秘密ではないでしょうか。

フィッキ氏：社会や暮らしのあり方を長期

的な視点で捉え、次世代のユーザーが求

める技術を追求することがわれわれの使

命です。私には小さな子どもがいるのです

が、その子どもがティーンエイジャーになる

頃、どのような製品や機能が必要とされる

のかを絶えず想定するようにしています。

編集部：クアルコムジャパンはグループの

最重要拠点のひとつとうかがっています。

日本での役割と成長戦略をお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私たちの第一のミッションは、

クアルコムの先進的な技術を日本の通

信市場に導入するということです。その目

標を達成するため、日本の通信機器メー

カーとのコラボレーションを今後も拡充し

ていく方針です。また、ファーウェイのよう

なグローバル企業とも協業することで、日

本市場全体のスピード感を高めていくと

いう好影響をもたらすこともできるでしょ

う。クアルコムジャパンは、このようなロー

カルとグローバルという2つの機能にさら

に磨きをかけ、シナジーの最大化を目指し

ていきます。

編集部：日本経済の地盤沈下が喧伝され

て久しいですが、フィッキ社長は日本の通

信市場の可能性について、どのような見

解をお持ちですか。

フィッキ氏：クアルコムにとって日本市場

の重要性はこれからも変わることはない

でしょう。『Snapdragon』搭載のスマート

フォンを世界で最初に発売したのが日本

のメーカーであったように、クアルコム製

品の展開先として日本は大きな可能性と

将来性を持っています。クアルコムジャ

パンは今後も日本の機器メーカーと協業

し、あるいはファーウェイのような海外企

業と連携しながら、日本の通信市場の活

性化と日本社会の発展に貢献していく

考えです。

編集部：クアルコムジャパンはコーポレート・

シチズン（企業市民）の責務を果たすため

CSR活動にも注力されているそうですね。

フィッキ氏：ワイヤレスの技術を応用し、災

害発生時に被災地の患者の血圧の測

定データをモバイル端末から遠隔地の医

療機関に送信するというシステムを、日本

の政府や大学と協力して提供していま

す。また日本の高等学校の一部には授業

にスマートフォンを取り入れる動きがありま

すが、こうした教育における取り組みに対

しても必要な支援を行っています。クアル

コムのグローバルな能力を使ってローカル

な課題に応えていくこと、それが私たちの

CSRです。

編集部：短期間で世界企業に成長したこ

とやR&Dに経営資源を集中投入してい

ることなど、クアルコムとファーウェイには

共通点が多いように思われます。フィッキ

社長はファーウェイに対してどのような印

象をお持ちでしょうか。

フィッキ氏：私たちはお客様の良好かつ快

適なユーザー体験に資することを常に念

頭に置いて事業活動を行ってきました。こ

うしたエンド・ユーザーの視点を大切にす

る価値観は、ファーウェイとクアルコムに

共通するものではないでしょうか。また、より

良い製品を創造するためには、新しいもの

に対してオープンでなければなりません。

新しいこと、過去と違うことをやることでし

か変化は起こせないからです。私は前職

で中国市場を統括していた関係から

ファーウェイの本社を何度か訪問しました

が、そのときの社員の皆さんとのやりとりか

ら、未知の分野に果敢にチャレンジしてい

くオープンな気風と文化を強く感じました。

編集部：ファーウェイにとって、携帯端末

の中核部品を供給していただいているク

アルコムはかけがえのないビジネス・パー

トナーです。最後に、両社の関係強化に

ついてフィッキ社長のお考えをお聞かせく

ださい。

フィッキ氏：私はクアルコムの中国でのオ

ペレーションには直接関与しておりません

が、中国市場の重要性は明らかで、クア

ルコムはそこに膨大なリソースを投下して

います。中国の、そして世界の通信業界

を牽引しているファーウェイとのコラボレー

ションは、その意味でもクアルコムの成長

に欠くことのできない必須要素と言えま

す。日本においても、先端技術の市場導

入と事業基盤の強化を図るクアルコム

ジャパンと、モバイル端末のシェア拡大を

めざすファーウェイは堅固な協力態勢を

築いていくべき関係にあります。モバイル

社会に新しい価値を提供していくために、

不可能なことを可能にする挑戦をともに

続けていきたいと願っています。

『Snapdragon』搭載機を世界で初めて
発売したのは日本のメーカー。
私は日本市場の将来性を強く信じています。
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りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

Solutions

ネットワーク社会の
未来を築く
超広帯域ネットワーク
長期的な投資効率を最適化する
ファーウェイのソリューション

　家庭においてビデオ・サービスをオンデマンドで楽しむ環境が一般的になったのは、ほんの数年

前のことです。現在では、スマートフォンの普及によって、街中や移動中であっても家庭と同様の

サービスを楽しむことが現実になりつつあります。このようなネットワーク社会では、膨大な量のデー

タが、世界中に張りめぐらされたネットワークで伝送されています。インターネットを流れるデータの量

は過去10年間で10倍に増大し、このペースはとどまることを知りません。

　生活の一部として定着し、ますます便利になるネットワーク・サービスですが、皆さんの通信費はそ

れによって高価になったでしょうか。インターネット・サービスなどは、むしろ安価になったと感じられる

のではないでしょうか。この背景には、ネットワークの大容量化、高信頼化、そして低コスト化を推進

する通信事業者の絶え間ない努力があります。ファーウェイはこれまでも世界中の通信事業者とと

もにネットワーク社会の構築に貢献してきました。本稿では、通信事業者をサポートし、これからの

10年間に要求されるネットワークの大容量化、高信頼化、高機能化に応えるファーウェイのソリュー

ションをご紹介します。

投資効率を最適化するための
ファーウェイのソリューション

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ

ソリューション・セールス本部
ネットワークソリューションセールス部
チーフネットワークアーキテクト

滝広 眞利

法人ビジネス事業本部
ソリューション＆マーケティング部
シニア・プロダクト・マネージャー

田畑 治

【図1】ネットワーク・サービスとユーザーの変遷

ネットワークの大容量化
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りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

Solutions

ネットワーク社会の
未来を築く
超広帯域ネットワーク
長期的な投資効率を最適化する
ファーウェイのソリューション

　家庭においてビデオ・サービスをオンデマンドで楽しむ環境が一般的になったのは、ほんの数年

前のことです。現在では、スマートフォンの普及によって、街中や移動中であっても家庭と同様の

サービスを楽しむことが現実になりつつあります。このようなネットワーク社会では、膨大な量のデー

タが、世界中に張りめぐらされたネットワークで伝送されています。インターネットを流れるデータの量

は過去10年間で10倍に増大し、このペースはとどまることを知りません。

　生活の一部として定着し、ますます便利になるネットワーク・サービスですが、皆さんの通信費はそ

れによって高価になったでしょうか。インターネット・サービスなどは、むしろ安価になったと感じられる

のではないでしょうか。この背景には、ネットワークの大容量化、高信頼化、そして低コスト化を推進

する通信事業者の絶え間ない努力があります。ファーウェイはこれまでも世界中の通信事業者とと

もにネットワーク社会の構築に貢献してきました。本稿では、通信事業者をサポートし、これからの

10年間に要求されるネットワークの大容量化、高信頼化、高機能化に応えるファーウェイのソリュー

ションをご紹介します。

投資効率を最適化するための
ファーウェイのソリューション

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ

ソリューション・セールス本部
ネットワークソリューションセールス部
チーフネットワークアーキテクト

滝広 眞利

法人ビジネス事業本部
ソリューション＆マーケティング部
シニア・プロダクト・マネージャー

田畑 治

【図1】ネットワーク・サービスとユーザーの変遷

ネットワークの大容量化



/ APR.2013/ APR.201312 13

Solutions

りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ
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【図3】ネットワーク多重障害プロテクション

【図2】ネットワークの大容量化 【図4】サービス多様化への持続可能な対応
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ネットワーク多重障害に
対応する高信頼性
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りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ
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【図3】ネットワーク多重障害プロテクション
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りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

おわりに

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ

SDH伝送装置

2010年～ パケット・トランスポート

SDHSDH伝送装置伝送装置
新技術：
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回線エミュレーション
同期イーサーネット

ネットワーク統合によるCAPEX/ＯＰＥＸ削減
MPLS-TP保守・管理機能による信頼性向上

a.並存する新旧ネットワーク b.ネットワーク統合
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イーサー
ネット

TDM
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【図6】ファーウェイの広帯域ネットワーク・ソリューション製品のラインナップ【図5】継続的なサービスの提供
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ROADM、O/EハイブリッドASON (GMPLS) 
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インタフェースタイプ Ethernet (10/100/G/10G/100G), ATM(STM-1/4), POS(STM-1/4/16/64), etc. (100GEはX8, X16で対応)
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PTN905 PTN950 PTN960 PTN3900-8
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りました。

　これらの結果として、過去10年間のネッ

トワークの変遷を振り返ると、トラフィック量

は約10倍に増大し、ネットワークもそのトラ

フィックを処理するために同等の拡大を要

求されてきました。

　これからの10年間をサービスの視点から

見ると、エンターテイメントとしてのIPTV

（Internet Protocol television）やOTT

（Over The Top）の普及によるトラフィック

の増大がこれまで通りに見込まれるでしょう。

さらに、遠隔医療や遠隔教育の本格化、政

府・自治体が提供する電子申請サービスや

電子調達サービスの普及に伴い、社会活

動を支えるインフラとしてのネットワークの重

要性がさらに高まるでしょう。また、ビジネス・

シーンではクラウド・サービスがより発展する

ことによるトラフィックの増大や低遅延化の

要求が高まることが想定されます。

　ユーザー端末の観点では、タブレットの普

及によって、1人1台以上のブロードバンド

端末の所有が一般化するでしょう。さらに、

自動車間通信や各種のセンサーとの通信

などのM2M（Machine to Machine）通信

の増加が予想されます。そして、これらの端

末やデバイスは、無線技術の発展によっ

て、家庭内のパソコンと同様に数百Mbps

の通信速度を持つようになるでしょう。この

無線端末の増加と無線技術の進歩に伴う

モバイル・トラフィックの増加は、今後の10

年間で500倍に達するとも言われており、

これまで以上の変革を私たちの生活にもた

らすことが期待されます。そして、このモバイ

ル・トラフィックの増加が要因となり、伝送

ネットワークのトラフィックも25倍以上に増

加することが予測されるのです。

　サービスとユーザーをつなぐ伝送ネット

ワークは、全国を面的にカバーする大規模

なネットワークです。このネットワークのコア

部分は、インターネット・サービス、企業向け

専用線サービス、モバイル・サービスなどで

共用されています。このため、いったん構築

した伝送ネットワークは長期間にわたり運

用し続ける必要があり、ソリューションの選

択にはさまざまな観点での検討が必要にな

ります。では、この「検討の観点」にはどのよ

おわりに

うなものがあるのでしょうか？

　伝送ネットワークを運用する上で、通信

機器の運用期間は最低でも5年が条件と

なり、ネットワークのコア部分に相当する機

器では10年を超えることもあります。した

がって通信事業者は、10年後のニーズを

想定したネットワークの大容量化と機能拡

張性を考慮し、長期的な投資効率を最大

化するソリューションを選択する必要があり

ます。この際には、広帯域伝送ネットワーク

に求められる高い信頼性と、現在提供して

いるサービスを長期的に提供するという

サービス継続性の考慮も不可欠です。本

稿では、これらの課題に対応するファーウェ

イのソリューションをご紹介します。

　ブロードバンド・サービスを支えるアクセ

ス・ネットワークとして光ファイバーが全国に

敷設され、日本国内のFTTH（Fiber To 

The Home）サービス加入者数は約2,300

万に達しています。これは全世帯の約半数

近い数であり、光ファイバーを用いたブロー

ドバンド・サービスは、家庭と社会をつなぐ

手段として一般化したと言えます。家庭に

普及した光ファイバーは、エンターテイメント、

医療、ビジネス、自治体などのサービスを家

庭に届けることに加え、高速化の進むモバ

イル・サービスを支えるネットワーク・インフラ

としての利用が広がりつつあります。

　一方、光ファイバーによる高速・大容量

のアクセス・ネットワークを活用するために

は、その背後にあるメトロ・ネットワーク、コ

ア・ネットワークの高速・大容量化も必要で

す。また、クラウド・サービスの発展に不可欠

な強力なストレージ能力やデータ・スイッチン

グ能力を実現するために、インターネット・

時に複数の障害が発生し、現用ルートと

予備ルートに同時に障害が発生する可能

性があると考えられます。このような状況下

でもサービスを継続できるディザスター・リ

カバリー機能を有するネットワークを構築し、

ネットワーク社会における企業のBCP

（Business Continuity Planning：事業

継続計画）や人々の社会生活を支えること

は、通信事業者の重要な責務です。

　ITU-T（国際通信連合の電気通信標準

化部門）は、複数障害に対してサービス・トラ

フィックを保護することを目的として、ASON

／GMPLS（Automatically Switched 

Optical Network／Generalized MPLS）

の国際標準化作業を行っています。ファー

ウェイは、DWDM製品『OSN8800』にいち

早くASON／GMPLS機能を搭載し、ディザ

スター・リカバリー機能を実現しています。

　サービスの伝送ルートの切替方法は以

下の通りです。まず、サービスを伝送するた

めの現用伝送ルートをネットワークに設定し

ます。そして同時にそのサービスに対して、

ノード、回線が異なる予備ルート（予備ルー

ト1）を設定します。その後、現用伝送ルート

に障害が発生すると、ネットワークは即座に

その障害を検出し、サービスを予備ルートに

切り替えます。そしてこの際、ネットワークは

第二の予備ルート（予備ルート2）を設定し

ます。これにより予備ルート１にさらに障害

が発生しても、予備ルート２に切り替えるこ

とによって、途切れることなくサービスを提

供します（図3参照）。

　多様な通信サービスを提供するために、

通信事業者はさまざまな機器を運用してい

ますが、新サービスのために機器を段階的

に追加することによって、機器コストの増加

と運用管理の複雑化を招いています。この

課題に対して、ファーウェイは「Single」コン

セプトに基づく通信機器を提供しています。

これは、1つの機器で複数の機能を提供す

ることで、機器調達コストと機器運用管理

コストの低減を図るというものです。さらに、

ファーウェイは「SoftCOM」コンセプトに基

づいたソリューションの研究・開発を行って

います。「SoftCOM」ソリューションでは、

SDN（Software Defined Network）と同

様のコンセプトを通信事業者（TeleCOM）

のサービスに適用することで、新サービス

の迅速な導入とネットワーク運用管理の

容易化を図ります。以下では「Single」と

「SoftCOM」のコンセプトを例を用いてご

紹介します。

Single

　通信事業者がインターネット・サービスを提

供する際には、IPパケットを伝送するルーター

と加入者認証を行うBRAS（Broadband 

Remote Access Server）が必要です。

データセンターのコア・スイッチには100GE

ポートが必須になりつつあります。このよう

な背景から、100Gbpsクラスのデータ・ト

ラフィックを伝送するトランスポート・システ

ムをメトロ・ネットワーク、コア・ネットワークに

導入し、現状の広帯域ネットワークを凌駕

する超広帯域伝送ネットワークを構築する

ことが、通信事業者の新たな課題となって

います。

　こうした課題に応えるために、ファーウェ

イはアクセス・ネットワーク・ソリューションと

して、『MA5600』10G-GPONシステム

の提供を開始しました。このシステムは、加

入者あたりの帯域を、現在の一般的な

サービスの10倍となる10Gbpsに拡大し

ます。また、通信局舎からの1本の光ファイ

バーに、現在の4倍にあたる128加入者を

分岐収容することができます。このように、

『MA5600』10G-GPONシステムは、より

少ない光ファイバーでより高速なサービスを

提供し、投資効率の高いアクセス・ネット

ワークを実現します（図2参照）。

　メトロ・ネットワークとコア・ネットワークにお

いては、ファーウェイは『OSN8800』コヒー

レント100G-DWDMソリューションを展開

しています。このソリューションでは、1波長

の光信号で100Gbpsのデータを伝送し、

これを最大80波長多重化することにより、

1本の光ファイバーで8Tbpsのデータを伝

送します。これは、電話サービスでは１億以

上の通話を同時に伝送する膨大なデータ

量に相当します。この圧倒的な帯域拡張

性によって、将来にわたり増加し続けるサー

ビス・ニーズに対し、より少ない光ファイ

バー、より少ない波長で対応することを可

能にします。また、10G／40Gネットワーク

から100Gネットワークへのアップグレードを

サポートすることにより、CAPEX（Capital 

Expenditure：設備投資費）を抑制し、長

期的な投資効率の向上に貢献します（図2

参照）。

　現在、ファーウェイの100G-DWDMソ

リューションは、ヨーロッパ、中東、アジア太

平洋地域の主要通信事業者に採用されて

います。また、ファーウェイは3,000kmの陸

上伝送、5,500kmの海底伝送をはじめ、

100Gファイバー伝送における数々の記録

を塗り替えています。

　通信事業者は、ネットワークの一部に障

害が発生した場合でもサービスを継続する

ために、ルート・プロテクション機能を使用し

ています。これは、各サービスの現用伝送

ルートに対して予備ルートを指定し、現用伝

送ルートへの障害発生時にサービスを予

備ルートに切り替える機能であり、これによ

り途切れることのない専用線サービスや、

いつでも使える電話サービスが提供されて

います。

　しかしながら、前述のように、わずか1本の

光ファイバーによって1億の電話回線に相

当する伝送データが影響を受ける時代に

おいては、ネットワーク障害発生時のサービ

スへの影響は以前にもまして甚大なものと

なります。したがって、現用ルートのみならず

予備ルートにも同時に障害が発生するよう

な状況においても、サービス・トラフィックを

保護することが要求されています。たとえ

ば、大規模災害の発生時には、広域で同

線サービスは現在も多くの企業のネットワー

クで利用されています。また、ATM専用線

サービスは現在の携帯電話のバックホール

（無線基地局とモバイル・コア網間の伝送

ネットワーク）においても依然として主要な

役割を担っています。これらの従来サービス

は顧客の事業継続に必須であるため、早

急に終了することはできません。そこで通信

事業者は、高速デジタル専用線サービスと

ATM専用線サービスを提供するSDH

（Synchronous Digital Hierarchy：同期

デジタル・ハイアラーキ）伝送ネットワークを

維持しつつ、広域イーサーネット・サービスを

提供するイーサースイッチ・ネットワークを新

規に構築することで、従来サービスを継続し

ています。しかし、運用を始めてからすでに

10年を経過するものがあるSDH伝送装置

は、メーカーによるサポートが終了しはじめて

おり、継続運用が難しくなりつつあります。さ

らに、これらの並存するネットワークを運用

管理するコストの増大も、通信事業者の課

題になっています（図5a）。

　この課題に対して、2010年前後より

MPLS-TPを用いたパケット・トランスポー

ト・ネットワークの普及が始まっています

（図5b）。これは、MPLS-TPが提供する

OAM（Operation, Administration and 

Maintenance）機能（接続性確認などの

保守機能）およびプロテクション機能（障害

時の回線バックアップ機能）によって、従来

のSDH伝送ネットワークと同等の保守性と

信頼性を保証するというものです。また、回

線エミュレーション機能によって、高速デジ

タル専用線サービスとATM専用線サービ

スを、広域イーサーネット・サービスと同じネッ

トワークで提供します。

　ファーウェイはパケット・トランスポート・

ネットワークを構築する機器であるPTNを

2008年から提供し、世界各地で通信事業

者のネットワーク統合による運用管理コスト

削減をサポートしています。

　ファーウェイ・ジャパンは、2005年の設

立以来、日本市場のニーズと課題解決に

対応するソリューションを開発・提供するこ

とで成長してきました。本稿では、長期的な

投資効率を高める観点で、ネットワークの

大容量化、高信頼化、機能拡張性、既存

サービスの継続性を実現するソリューション

をご紹介しました。これからもファーウェイ・

ジャパンは世界で蓄積した経験とノウハウ

を活かして、日本市場のニーズに応え、課

題を解決するソリューションを提供し、お客

様のビジネスとネットワーク社会の発展に

貢献するよう取り組んでまいります。

また、加入者を不正アクセスから守るサービ

スにはファイアウォールが求められます。さら

に、IPv6の導入時には、IPv4ネットワークと

IPv6ネットワーク間でNAT（Network 

Address Translation：ネットワーク・アドレ

ス変換）機能やトンネル機能が必要です。

これらの機能をそれぞれ専用の機器で実現

した場合、機器の調達コストだけでなく、機

器ごとに異なる管理インタフェースを用いる

ことによる運用管理の負担も大きくなります

（図4・Step 1左）。

　ファーウェイの『NE40E』ルーターは、IP

機器としての共通機能と、柔軟な機能拡

張性を持つプラットフォームハードウェア／

ソフトウェアにより、「Single」コンセプトを

実 現します。インタフェース・スロットに

BRAS、ファイアウォール、NAT／トンネル

対応などのサービスカードを実装することに

より、単一の機器で複数の機能を提供する

とともに、統一された管理インタフェースを

提供します。

SoftCOM

　現在のネットワーク機器は、データ転送

機能を提供するハードウェアに、機器制御

機能とサービス機能を提供するソフトウェア

が結びつけられています（図4・Step 2左

上）。したがって、ネットワークの構成変更や

新サービス導入の際には、個々の機器を個

別に制御する必要があり、ネットワークの柔

軟な運用の妨げになっていました。そこで、

「SoftCOM」では、機器制御機能とサービ

ス機能を個々の機器のハードウェアから分

離し、サーバーまたは特定の機器に集中配

置します。これによって、通信事業者は

個々の機器の運用管理から開放されると

同時に、迅速なネットワークの構成変更や

新サービス導入が行えるようになります

（図4・Step 2左下）。図4・Step 2右は

「SoftCOM」を適用した仮想ホーム・ゲート

ウェイの例です。このケースでは、従来は家

庭内のゲートウェイ装置によって提供され

ていたサービス機能であるルーティング、

NAT、ファイアウォール機能などをネットワー

ク内のSDNルーターに集約しています。こ

れによって、サービス構成変更や新規サー

ビス導入に関して通信事業者が実施する

作業をSDNルーターに集約し、迅速なサー

ビス更新を実現するとともに、運用負荷を

軽減します。

 

　古くから利用されている音声電話に加

えて、現在のように多くの企業間でデータ

通信が行われるようになったのは、1980

年代の高速デジタル専用線サービス開始

以降です。「高速」といっても最高速度は

6Mbps程度であり、多くは1.5Mbpsの回

線（T1と呼ばれる）を用いて音声とデータを

伝送するものでした。1997年には最大通

信速度を135Mbpsとし、通信品質を指定

できるATM（Asynchronous Transfer 

Mode：非同期転送モード）専用線サービス

が始まりました。ATM専用線サービスは当

時のインターネットと携帯電話の爆発的な

普及とともに、ADSLサービス、インターネッ

トの中継回線、そして3G携帯電話網に広く

採用されました。しかしながら通信技術の進

歩は速く、2000年代に入ると、広域イー

サーネット・サービス（L2VPN）が急速に普

及することになります。イーサーネットはすで

に企業内ネットワークで広く用いられてお

り、当初から通信速度は1Gbpsと非常に高

速でした。

　このように通信事業者が提供するサービ

スは大容量化とともに変遷してきましたが、

ネットワーク社会の基盤を支える通信事業

者には、新技術の導入によりコスト・パ

フォーマンスの良いサービスを提供すると同

時に、従来サービスを継続的に提供する責

務があります。たとえば、高速デジタル専用

　一方、ユーザー端末の革新として記憶に

新しいのは、iPhoneに代表されるスマート

フォンの登場です。スマートフォンにより、こ

れまでは家庭内のパソコンに限られていた

快適なネットワーク・サービスを、だれもがど

こにでも持ち歩けるようになりました。日本

のスマートフォン・ユーザーは2012年には

3,000万人を超えたと推定されており、

iPhoneの登場からわずか4年で家庭内の

ブロードバンド・ユーザーに匹敵する数にな

の流行に見られるように、ネットワーク・サー

ビスが人々の生活に溶け込むことになり

ました。さらに、2000年代中盤以降は、

YouTubeに代表されるビデオ・コンテンツ・

サービスによって、インターネット上のトラ

フィックが以前にもまして増加しています。ま

た、企業ユーザーの観点から見ると、クラウ

ド・サービスの利用が増加したことで生じる

多くの情報のやりとりのために、ネットワーク

の処理容量の拡大が必要とされています。

　2000年代のインターネットはWWW

（World Wide Web）の時代でした。グラ

フィカルなブラウザーとマウスのクリックによ

る簡単な操作は、インターネット・ユーザーを

爆発的に増やすことに貢献しました。そし

て、Facebookに代表されるSNSやブログ

SDH伝送装置

2010年～ パケット・トランスポート

新技術：
MPLS-TP
回線エミュレーション
同期イーサーネット

ネットワーク統合によるCAPEX/ＯＰＥＸ削減
MPLS-TP保守・管理機能による信頼性向上

a.並存する新旧ネットワーク b.ネットワーク統合
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イーサー
ネット
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【図6】ファーウェイの広帯域ネットワーク・ソリューション製品のラインナップ【図5】継続的なサービスの提供

サービスの継続的な提供

GE,FE,POTS, E1
POTS, ISDN BRA, FE,GE

ADSL2+, VDSL2, G.SHDSL, POTS, ISDN BRA, 
ISDN PRA, P2P GE, GPON

GPON/10G GPON対応 スロット当たり４０GのL2/3スイッチング容量

L2  / パケットトランスポート
PTN

L1 / DWDM
OSN1800/8800 OSN1800

タイプ I 
OSN1800
タイプ II OSN8800 T16 OSN8800 T32

加入者
ネットワーク

（10G-GPON）

L3 / ルーター
NE40E

NE40E X3 NE40E X16

MA5612
(ONT)

MA5616
(ONT) MA5603

(OLT) MA5600
(OLT)

NE40E X8

インタフェースタイプ
T1(I.431a), GE ATM (STM-1), STM-1

chSTM1, FE, GE
ATM (STM-1) 
FE, GE, 10GE

ATM (STM-1), chSTM1
FE, GE, 10GE

特長 ファンレス、AC電源 2Uサイズで共通部冗長化 2Uサイズで10GE対応 64k+8kクロック対応

インタフェースタイプ PDH, SDH, FE, GE, 10GE, CPRI, FC, etc. PDH, SDH, FE, GE, 10GE, 100GE, CPRI, FC, etc.

特長
最大80G 1芯双方向伝送、
CPRI/OTN伝送によるBBUの集中配置

コヒーレント40G/100G伝送、ODUkクロスコネクト、
ROADM、O/EハイブリッドASON (GMPLS) 

インタフェースタイプ

インタフェースタイプ Ethernet (10/100/G/10G/100G), ATM(STM-1/4), POS(STM-1/4/16/64), etc. (100GEはX8, X16で対応)

特長 マルチサービス(VPN, Mobile backhaul, BRAS, IPv6, etc.)

ADSL2+, VDSL2, G.SHDSL, 

PTN905 PTN950 PTN960 PTN3900-8

特長
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1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、いま、この原始的なガ

ス雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈しながら分

析方法を考えたいわけですが、大量のデー

タが急速に生成されるので、大規模なスー

パーコンピューター・センターでは簡単に保

存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイのテクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー

ウェイの提携に対する期待をお聞かせく

ださい。

プリマック氏:UDSシステムが利用できるよ

うになることを待ち望んでいます。すぐにでも

必要なので、入手次第、早急に稼働させた

いと思っています。利用していくうちに、その

価値がわかってくるでしょう。われわれの研

究のためだけでなく、サンタクルーズ校やカ

リフォルニア大学全体の多くの科学者の

研究にも広く開放するつもりです。このよう

なすばらしいシステムを提供していただいた

ことに感謝しています。

ファーウェイのUDS（Universal Distributed Storage：ユニバーサル分散ストレー

ジ）ソリューションは「ユニバース」の名に相応しく、暗黒物質や暗黒エネルギーな

ど天体物理学上の未解決の諸問題を解明する上で一役買うことになりそうだ。

UC-HiPACC（The University of California High-Performance AstroComputing 

Center：カリフォルニア大学高性能アストロコンピューティング・センター）が行う

最先端の研究とそれを支えるITの役割について、同センター長のジョエル・R・プリ

マック博士に話を聞いた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Jason Patterson

カリフォルニア大学サンタクルーズ校の著名な物理学教授であり、銀河の形成と進化および暗黒物
質の性質の研究を専門としている。素粒子物理学の「標準理論」と呼ばれるモデルの構築に携わっ
たのち、1970年代の後半から宇宙論の研究に着手し、素粒子天体物理学という新しい分野のリー
ダーになった。200を超える学術論文のほか、幅広い読者を対象としたさまざまな著作物を執筆。米
国物理学協会およびAAAS（American Association for the Advancement of Science：米国科
学振興協会）の会員でもある。また、AAAS議会科学技術フェローシップ・プログラムおよびAAAS科
学と人権プログラムの策定において重要な役割を果たした。

ジョエル・R・プリマック博士

クラウド・プロジェクトで
宇宙の仕組みを探る
カリフォルニア大学
高性能アストロコンピューティング・センター

D
r. Joel R

.Prim
ack
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1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、いま、この原始的なガ

ス雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈しながら分

析方法を考えたいわけですが、大量のデー

タが急速に生成されるので、大規模なスー

パーコンピューター・センターでは簡単に保

存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイのテクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー

ウェイの提携に対する期待をお聞かせく

ださい。

プリマック氏:UDSシステムが利用できるよ

うになることを待ち望んでいます。すぐにでも

必要なので、入手次第、早急に稼働させた

いと思っています。利用していくうちに、その

価値がわかってくるでしょう。われわれの研

究のためだけでなく、サンタクルーズ校やカ

リフォルニア大学全体の多くの科学者の

研究にも広く開放するつもりです。このよう

なすばらしいシステムを提供していただいた

ことに感謝しています。

ファーウェイのUDS（Universal Distributed Storage：ユニバーサル分散ストレー

ジ）ソリューションは「ユニバース」の名に相応しく、暗黒物質や暗黒エネルギーな

ど天体物理学上の未解決の諸問題を解明する上で一役買うことになりそうだ。

UC-HiPACC（The University of California High-Performance AstroComputing 

Center：カリフォルニア大学高性能アストロコンピューティング・センター）が行う

最先端の研究とそれを支えるITの役割について、同センター長のジョエル・R・プリ

マック博士に話を聞いた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Jason Patterson

カリフォルニア大学サンタクルーズ校の著名な物理学教授であり、銀河の形成と進化および暗黒物
質の性質の研究を専門としている。素粒子物理学の「標準理論」と呼ばれるモデルの構築に携わっ
たのち、1970年代の後半から宇宙論の研究に着手し、素粒子天体物理学という新しい分野のリー
ダーになった。200を超える学術論文のほか、幅広い読者を対象としたさまざまな著作物を執筆。米
国物理学協会およびAAAS（American Association for the Advancement of Science：米国科
学振興協会）の会員でもある。また、AAAS議会科学技術フェローシップ・プログラムおよびAAAS科
学と人権プログラムの策定において重要な役割を果たした。

ジョエル・R・プリマック博士

クラウド・プロジェクトで
宇宙の仕組みを探る
カリフォルニア大学
高性能アストロコンピューティング・センター

D
r. Joel R

.Prim
ack
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大量のデータの分析やスーパーコンピューターによる
計算から膨大なデータが生成されるため、

データの解析や保存が非常に難しくなっています。
ストレージ容量を増やすことがきわめて重要なのです。。ストレージ容量を増やすことがきわめて重要なのです

画像提供 ： S. Gottlöber, G. Yepes, A. Klypin, A. Khalatyan

1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、いま、この原始的なガ

ス雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈しながら分

析方法を考えたいわけですが、大量のデー

タが急速に生成されるので、大規模なスー

パーコンピューター・センターでは簡単に保

存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイのテクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー

ウェイの提携に対する期待をお聞かせく

ださい。

プリマック氏:UDSシステムが利用できるよ

うになることを待ち望んでいます。すぐにでも

必要なので、入手次第、早急に稼働させた

いと思っています。利用していくうちに、その

価値がわかってくるでしょう。われわれの研

究のためだけでなく、サンタクルーズ校やカ

リフォルニア大学全体の多くの科学者の

研究にも広く開放するつもりです。このよう

なすばらしいシステムを提供していただいた

ことに感謝しています。
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大量のデータの分析やスーパーコンピューターによる
計算から膨大なデータが生成されるため、

データの解析や保存が非常に難しくなっています。
ストレージ容量を増やすことがきわめて重要なのです。

画像提供 ： S. Gottlöber, G. Yepes, A. Klypin, A. Khalatyan

1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、いま、この原始的なガ

ス雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈しながら分

析方法を考えたいわけですが、大量のデー

タが急速に生成されるので、大規模なスー

パーコンピューター・センターでは簡単に保

存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイのテクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー

ウェイの提携に対する期待をお聞かせく

ださい。

プリマック氏:UDSシステムが利用できるよ

うになることを待ち望んでいます。すぐにでも

必要なので、入手次第、早急に稼働させた

いと思っています。利用していくうちに、その

価値がわかってくるでしょう。われわれの研

究のためだけでなく、サンタクルーズ校やカ

リフォルニア大学全体の多くの科学者の

研究にも広く開放するつもりです。このよう

なすばらしいシステムを提供していただいた

ことに感謝しています。
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ヨタは、新興企業でありながら、ヨーロッパ最大を誇る広大なネットワーク・カバレッジを

武器に、たった数年でロシアのLTEにおける中心的存在になった。2012年には、ネット

ワークのロールアウトと共有を受け持つ組織としてヨタ・ネットワークスを分社化。同社

は現在、ロシアのLTE卸売業者としてMVNO（Mobile Virtual Network Operator：

仮想移動体通信事業者）に自社のインフラストラクチャへのアクセスを提供し、今後

10年間でヨタ・ブランドをロシアの次世代アクセスを牽引する立場に押し上げること

を目指している。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Li Xuefeng

2007年に設立されたロシアの通信事業
者。同国でいち早くWiMAXネットワークを
提供し、急成長を遂げる。その後も新技術
への投資を積極的に行い、2010年には
ロシア初のLTEネットワークの提供を開
始、2012年には世界初となるLTE-A

（LTE-Advanced）の商用化を手がけた。
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1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、今、この原始的なガス

雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈をしながら

分析方法を考えたいわけですが、大量の

データが急速に生成されるので、大規模な

スーパーコンピューター・センターでは簡単

に保存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイ製テクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー

ウェイの提携に対する期待をお聞かせく

ださい。

プリマック氏:UDSシステムが利用できるよ

うになることを待ち望んでいます。すぐにでも

必要なので、入手次第、早急に稼働させた

いと思っています。利用していくうちに、その

価値がわかってくるでしょう。われわれの研

究のためだけでなく、サンタクルーズ校やカ

リフォルニア大学全体の多くの科学者の

研究にも広く開放するつもりです。このよう

なすばらしいシステムを提供していただいた

ことに感謝しています。

世界規模の共同シミュレーションを行うには、
入出力を全員で共有できるワークスペースと、

すべての出力を同時に分析できる処理能力が必要です。
ファーウェイのUDSシステムを採用した

クラウド・プロジェクトにより、
この分野全体が発展することになるはずです。
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ヨタは、新興企業でありながら、ヨーロッパ最大を誇る広大なネットワーク・カバレッジを

武器に、たった数年でロシアのLTEにおける中心的存在になった。2012年には、ネット

ワークのロールアウトと共有を受け持つ組織としてヨタ・ネットワークスを分社化。同社

は現在、ロシアのLTE卸売業者としてMVNO（Mobile Virtual Network Operator：

仮想移動体通信事業者）に自社のインフラストラクチャへのアクセスを提供し、今後

10年間でヨタ・ブランドをロシアの次世代アクセスを牽引する立場に押し上げること

を目指している。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Li Xuefeng

2007年に設立されたロシアの通信事業
者。同国でいち早くWiMAXネットワークを
提供し、急成長を遂げる。その後も新技術
への投資を積極的に行い、2010年には
ロシア初のLTEネットワークの提供を開
始、2012年には世界初となるLTE-A

（LTE-Advanced）の商用化を手がけた。

Yota
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ヨタ（ロシア）
世界初のLTE-A商用化を実現

/ APR.201320 21

1,300億電子ボルトものエネルギーを持っ

ています。これは、すべての陽子の質量を

純粋なエネルギーに変換した場合に得ら

れるエネルギーの130倍にも相当します。さ

らに、それは銀河の中心からしか出ていま

せん。これより信憑性はやや低いのです

が、隣接する銀河団から同じ放射線を観測

したという報告もあります。これは減衰して

いるか消滅しかけている暗黒物質が存在し

た場合にのみ考えられる現象です。つまり、

通常の原子物質とはまったく異なる性質を

持つ、目に見えない暗黒物質の特性を知

るための重要な手がかりである可能性があ

ります。この放射線を観測したことに疑問

の余地はありません。これは確実に「発見」

と呼べるレベルのものです。これが本当に

暗黒物質かどうかは、これから解明しなけれ

ばいけません。すぐには進展しないかもしれ

ませんが、可能性はおおいにあります。

 

WinWin :研究を実施する際、ITインフラ

ストラクチャの面で直面している課題は何

ですか。

プリマック氏:2つの大きな課題があります。

コンピューティングと、データの保存および

転送です。コンピューティングの課題は、

スーパーコンピューターがますます複雑化

していることです。以前の高性能コンピュー

ティングは、単純にシングル・プロセッサーを

つないだもので、複数のプロセッサーでひと

つのシングル・プロセッサー・コードを実行す

るという作業を分散するだけのものでした。

しかし新しいコンピューターには、同じメモ

リーをアドレス指定する複数のコアで構成

されたマルチコア・チップが搭載されてい

ます。その上、多くの場合、同様にメモリー

をアドレス指 定するG P U（ G r a p h i c 

Processor Unit：グラフィック・プロセッサー・

ユニット）などのアクセラレーターも搭載され

　UC-HiPACCでは、天文学者、天体物

理学者、コンピューター科学者が宇宙の仕

組みに関する数学モデルの開発や検証を

行っている。こうした研究では、銀河系全体

や銀河団の相互作用を何十億年もの単位

でシミュレートすることがある。これほどの複

雑さと大規模なモデリングで使用される数

字はまさに天文学的であるため、近年、セン

ターの計算リソースとストレージ・リソースに

大きな負荷がかかってきている。「冷たい暗

黒物質」理論を発案し、発展させてきた主

要な研究者の一人である同センター長の

ジョエル・プリマック博士は、天体物理学の

分野における未解決の問題を解くためには

桁違いのストレージ・ソリューションが必要だ

と語る。

WinWin:天体物理学において近年最大

の発見は何であるとお考えですか。

プリマック氏:2011年の終わりに、私を含

め天体物理学者をおおいに興奮させた発

見がありました。カリフォルニア大学サンタ

クルーズ校にいる私の同僚たちが、知りうる

限りでは原初とされるガス雲を発見したの

です。原始ガス雲はビッグ・バンにより生じた

水素とヘリウムのみで構成されており、それ

以外の重元素はまったく含んでいません。そ

のようなガス雲を、クエーサー（きわめて離れ

た距離で明るく輝いているために恒星のよ

うに見える天体）のスペクトルを測定するこ

とで観測したのです。そこに含まれるジュテ

リウム（重水素）の量を測定した結果、先に

実施していたサンプルでの測定値と一致し

ました。サンプルには重元素が若干混じっ

ていたため、その段階ではそれが真の原始

ガス雲における値と等しいという確信が持

てなかったのですが、今、この原始的なガス

雲から同じ答えが得られようとしています。

この方法によって宇宙にある通常物質の

総量を測定することができ、他の多くの方

法で測定された結果を裏付けています。し

たがって、これは、私たちがビッグ・バンの仕

組みや過程を本当に理解しているのかどう

かの重要なテストだったわけです。

　2つめは、宇宙の質量のほとんどを構成

している謎めいた物質である暗黒物質の特

性を発見できるかもしれないということです。

現在ある特定のデータが得られつつあり、

それが何を意味しているかはまだ不明です

が、非常に興味深いものであることは明ら

かです。NASA（National Aeronautics 

and Space Administration：アメリカ航空

宇宙局）のフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡

を使用して、天の川銀河の中心からガンマ

線（非常に強力な放射線）が放出されてい

ることが確認されました。このガンマ線は

ています。これらの要素を効果的にプログ

ラムする方法は非常に複雑です。高速の

メリットを享受するためにはGPUのパイプ

ラインが常にフル稼働するように調整する

必要があります。また、GPUは基本的にベ

クトル・マシンであって「乗加算」が得意なた

め、そのようなジョブだけを処理させて、それ

以外の不得意なジョブはコアに処理させる

ようにする必要があります。そのため、マシン

の複雑なアーキテクチャを活用できるよう

にプログラムのアーキテクチャをうまく設計

し、作業を多くのノードに分散させる必要が

あります。したがって、プログラミングが以前

よりも大幅に複雑になります。

　また、大量のデータの分析やスーパーコン

ピューターによる計算から膨大なデータが

生成されるため、その場で即座にデータを

解析することが非常に難しくなっています。

データを一度保存しておき、解釈をしながら

分析方法を考えたいわけですが、大量の

データが急速に生成されるので、大規模な

スーパーコンピューター・センターでは簡単

に保存できないのです。

　たとえば去年、あるスーパーコンピュー

ター・センターでシミュレーションを実行して、

7,200の時間ステップを保存したところ、

データ量が340TB（テラバイト）にも及びま

した。そのデータをセンターの高速ディスク・

アレイに落としたのですが、そこでは数週間

しか保存させてもらえませんでした。テープ

の数が多すぎるためその時点ではアーカイ

ブしないと言われ、そんなに大量のテープを

読むつもりもないだろうと思ったらしく、分析

を行う十分な時間も与えられませんでした。

結局そのデータは手放すしかありませんでし

た。出力はもっと長期間保存したいし、少な

くとももう少し詳細な分析を行う機会ぐらい

はほしいものです。つまり、ストレージ容量を

増やすことがきわめて重要なのです。

WinWin:クラウド・コンピューティングは教授

の研究分野にどのような影響を与えますか。

プリマック氏:クラウドによって、より柔軟に

大量のデータセットを処理できるようになる

でしょう。ひとつの例を紹介しましょう。私は

先日、カリフォルニア大学全体を対象とする

UC-HiPACCの所長として、高解像度銀

河シミュレーションを実施している世界中の

リーダーに呼びかけ、主要なグループすべて

を集めました。

　同大学サンタクルーズ校で数週間前に

開催されたこの会議では、シミュレーションを

同じ初期条件で実施することに対してグ

ループ全体の同意を得ることができました。

初期条件をすべてのコードで使用可能な

形式で作成することに成功したのはつい最

近なのですが、これは大きな飛躍であり、誰

もが感銘を受けました。これはまったく新し

いテクノロジーなのです。他にも、冷却の実

装方法やエネルギー背景放射の実装方法

など、コードの各種側面に対して全員の同

意を得ることができたのは、世界の第一人

者たちをこの会議に招いたおかげです。こ

れだけの条件に同意しても、依然として異な

るコードでは多くの処理方法が違うことには

なりますが、少なくとも出力に見られる違い

の原因を絞り込むことはできるということに

全員が納得しました。さらに、すべての異な

るコード出力で利用可能なもうひとつの新し

いツールとして、あらゆるシミュレーションを

同じ方法で分析するための統一された分析

ツールも開発されました。

　ここで重要なのは、入出力を全員で共有

できるワークスペースと、すべての出力を同

時に分析できる処理能力を確保すること

です。シミュレーションはさまざまな時間セッ

トで比較したいと考えています。そこで、

ファーウェイのUDSシステムをサンタクルー

ズ校で利用可能にすることを発表し、この

プロジェクト専用に最大100TBを確保しま

した。全員がデータ・システムにアクセスでき

るようにするという完全なクラウド・プロジェ

クトです。われわれのだれもがお互いのデー

タや分析を見ることができるようになりま

す。これにより、この分野全体が発展するこ

とになるはずです。いずれにせよ、これは世

界規模のコラボレーションになり、2013年

には多くのことが解明されるでしょう。

WinWin:UC-HiPACCでは、大容量・高ス

ループットの実験を処理するために、スト

レージ・システムの性能を高めるどのような

対策をとっていますか。

プリマック氏:UC-HiPACCでは、5,000個

以上のコア、多数のGPU、十分な量の

Flashを搭載した新しい天体物理学コン

ピューターを購入し、ファーウェイ製UDSシ

ステムと結合したいと考えています。これに

より、当センターのコンピューティング能力と

データ・ストレージ容量は飛躍的に増加し、

データ分析に理想的な組み合わせが実現し

ます。これをカリフォルニア大学全体のユー

ザーが利用できるようにするとともに、特定

の目的のものに関しては世界中の天体物

理学コミュニティーに開放する予定です。

WinWin :UDS以外で、興味を持たれた

ファーウェイ製テクノロジーはありますか。

プリマック氏 :そうですね、いくつかのサブ

コンポーネントからなるバリエーションに富ん

だコンピューター・システムを購入したいと

考えています。たとえば、特定の種類の計

算や動画編集には、コアあたりのRAM

（Random Access Memory）容量が大き

い部分が必要です。また、同じRAMをアド

レス指定するGPUと複数のコアで構成さ

れた部分も必要です。さらに、従来通り並

列プロジェクトを実行する人もたくさんいま

すので、基本的に個別のプロセッサーを束

ねただけのユニットも求められます。つまり、

さまざまなユーザーのニーズに応えるバリ

エーションに富んだシステムにする必要が

あるのです。

　システムを購入するためNSF（National 

Science Foundation：全米科学財団）よ

り資金を調達できたので、早々に行動に移

したいと考えています。まずは、複数のベン

ダーにどのようにシステムを組み立てるべき

かについて意見を聞きたいと思っています。

システムの機能は指定しますが、その詳細ま

では指定しません。次に、ベンダーから入手

可能なものがわかった段階で、第2ラウンド

として詳細な仕様を提示し、ベンダーを細か

く比較して、最適なソリューションを提供し

てくれるベンダーを決定するつもりです。数

年前の経験では、この2段階のそれぞれに

2か月の期間を要しました。希望としては、

2013年上旬にはファーウェイUDSシステ

ムとうまく統合されたシステムを稼働させた

いと思っています。

WinWin :もう少し先を見据えて、今後数

年以内に天体物理学において解明が期

待されることは何でしょうか。

プリマック氏:宇宙が何でできているかはま

だわかっていません。暗黒物質や暗黒エネ

ルギーのような目に見えない物体が宇宙を

どのように制御しているのかはある程度予

測がついていますが、現状は混沌としてい

ます。宇宙のシミュレート方法はいくつかわ

かっているものの、この物体が一体何なの

かはまったく不明です。何しろ、宇宙のほと

んどがこの物体なのです。したがって、期待

されているのは暗黒物質の性質を解明する

ことです。

　ヒントは見つかっていますし、うまくいけ

ば、ジュネーブにあるLHC（Large Hadron 

Collider：大型ハドロン衝突型加速器）で

暗黒物質の生成が開始されるでしょう。ま

た、たとえば銀河の中心や他のどこかで観

測されるガンマ線の量から暗黒物質の質

量を推定することができるかもしれません。

あるいは、地下深くの実験室で暗黒物質粒

子が発見される可能性もあります。暗黒物

質粒子は宇宙線などの影響をきわめて受け

やすいとされるため、その影響を避けるため

地下深くで観測を行うのです。これらの異な

る実験領域のそれぞれで、たとえば質量な

どの特性が同じ値で検出されれば、暗黒物

質の正体を突き止めたということになりま

す。これらの実験はどれも非常に複雑なた

め、長い年月がかかるでしょう。しかし、宇宙

の組成を理解するための重要な探求のひ

とつです。

　暗黒エネルギーの解明はさらに大変で

す。宇宙を加速的に膨張させている暗黒エ

ネルギーの性質を知るためには、宇宙の膨

張の歴史と構造体の成長の仕組み、つま

りどのように銀河が生成され、合体したかな

どを、きわめて正確に特定することが鍵とな

ります。これには、かつてない精度での観測

が必要になります。つまり、100分の1～

1,000分の1の精度です。これまでの天文

学では2分の1から2倍以内の誤差範囲で

測定結果が得られれば良しとされてきました

が、現代の天文学ではそうはいきません。今

は精密科学の時代であり、宇宙の性質を

解明するためにはこれだけの精度が必要な

のです。

　暗黒エネルギーは、われわれの未来を

握っています。宇宙はこの先、加速的に膨

張して、われわれの遠い子孫の時代にはそ

のほとんどが見えなくなってしまうのか。ある

いは、速度が低下して別の種類の宇宙に

なるようなことが起きうるのか。暗黒エネル

ギーの特性がわかれば、未来がわかります。

これは今後10年程度で実現できそうなこと

ですが、膨大な量のコンピューティングとス

トレージが必要になるでしょう。

 

WinWin:最後に、UC-HiPACCとファー
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WiMAXからLTEへ

世界初の商用LTE-A

　2007年5月の設立以来、ヨタは急成長

を続け、わずか2年で世界第2位のWiMAX

通信事業者となった。その後、同社は2010

年5月に、前CEOが「より進化したエコシ

ステム」と称賛したLTEへの移行を発表す

る。それから4か月後、ヨタは150基地局か

らなるフル・パイロットLTEネットワークを有

するロシアで最初の通信事業者となった。

このネットワークはロシアの大都市のひとつ

であるカザン市全体をカバーし、最大20～

30Mbpsのアクセス速度を提供する。

2011年には2.5～2.7GHzの2つの30 

MHzブロックでLTEを供給するためのライ

センスを取得し、LTE商用化への第一歩を

踏み出した。2012年、ネットワーク共有を

促進するために、同社は通信事業を運営

するヨタと、ネットワーク卸売業者のヨタ・

ネットワークスに分割した。

WINNERS

　ヨタ・ネットワークスはネットワークのロール

アウトに関してまったくの素人というわけで

はないものの、LTEとFDD（Frequency 

Division Duplex：周波数分割多重）の領

域ではどちらも経験が不足していたため、

ネットワークの計画、導入、O&M（Operation 

and Maintenance：運用保守）に及ぶ包

括的な技術サポートを得る必要があった。

導入期限の厳守と実稼働までの時間の短

縮も優先事項だった。

　ベンダーを選定する過程で、ヨタ・ネット

ワークスは、ファーウェイの堅固な実績と

業界をリードするテクノロジー、とりわけ

SingleRAN LTE／EPC（Evolved Packet 

Core：進化型パケット・コア）ソリューション

に魅力を感じた。このソリューションは、複数

のRAT（Radio Access Technology：無

線アクセス技術）と周波数帯を使用するあ

らゆる種類のLTE導入シナリオのニーズを

満たしながら、GSM／WCDMAへの移行

をスムーズに行うことにより、CAPEX

（Capital Expenditure：設備投資費）と

OPEX（Operating Expense：運用費）を

抑制できる。GSA（The Global Mobile 

Suppliers Association）によれば、ファー

ウェイのSingleRANは、ヨタがベンダーを

選考していた2011年上半期の時点で、世

界中にある24のLTEネットワークの半分で

導入されていた。この割合は2013年1月

現在、ほとんど変化していない（145のうち

73）。ヨタ・ネットワークスはファーウェイを

LTEの優先テクノロジー・パートナーとして公

式に選定し、エンド・ツー・エンドのSingleRAN 

LTE／EPCを主要ソリューションとしたネッ

トワーク構築において全面的に提携するこ

ととなった。

　ヨタ・ネットワークスにとってモスクワは最

初の商用LTE市場ではないが、その規模と

重要性のために注力を要する都市だと言

える。ファーウェイの無線ネットワーク計画・

最適化チームは、1か月で1,300を超える

eNodeB（Evolved Node B）の論理パラ

メーターを設計した。これには、メガフォン（ロ

シアの大手通信事業者）とのRAN（Radio 

Access Network：無線アクセスネット

ワーク）共有とIRAT（Inter-Radio Access 

Technology）に関するパラメーターが含

まれていた。同時に、コア・ネットワーク・チー

ムはコア機器の立ち上げとサービス・モデ

ルの実装を受け持った。これがファーウェイ

の高性能PGP-X16プラットフォームに基

づく統合ゲートウェイのロシア・デビューと

なった。コア・ネットワーク・チームは、現場の

無線ネットワーク計画・最適化チームと協力

して、不明確なサービス要求やハードウェア

／ソフトウェア機能構成などのさまざまな

困難を克服した。

　重要な課題のひとつは、サービス切り替

えに対する準備だった。切り替えにあたっ

て、両方のネットワークが並行して稼働する

試用期間を設けることになる。ヨタ・ネット

ワークスとファーウェイは、サービス中断の

影響を最小限に抑えるため、サービスと技

術の両面におけるソリューションを開発し

た。移行をスムーズに実施するために、既

存の顧客にはLTEデバイスを無償で提供

した。サービスインに先だって試験切り替え

を5回実施し、eNodeB、コア・ネットワーク、

サービス全般のテストによって良好なカバ

レッジと安定したサービスを提供できること

が確認された。

　 2011年5月10日午前2時、ついに

WiMAXネットワークの提供が終了し、その

1時間後にLTEネットワークが稼働した。

モスクワで初の商用LTEが導入され、ロシ

アのモバイル・ブロードバンドにとって重要な

マイルストーンが刻まれた瞬間だ。運用初日

に30万人の加入者の切り替えが無事に成

功し、フィールド・テストでは15MHz帯での

下り最大速度90Mbpsという結果が得ら

れ、LTEの明らかな優位性が立証された。

　2012年11月現在、ヨタ・ネットワークス

は、モスクワやサンクトペテルブルクなど5都

市でWiMAXからLTEへの移行を完了し、

他の10都市でも新たにLTEのロールア

ウトを成功させた。

　さらにヨタは、2012年10月、何か月にも

及ぶ準備期間を経て、ファーウェイとともに

新たなプロジェクトを成功させた。モスクワ

の11のLTE基地局を利用した商用ネット

ワーク上で世界初のLTE-Aを稼働させたの

だ。LTE-Aの最も重要な利点であるキャリ

ア・アグリゲーションを実現したことで、最大

／平均スループット、最大／平均スペクト

ル効率、セル端ユーザー・パフォーマンスを

大幅に改善し、最大300Mbpsのデータ転

送速度を達成している。LTE-A端末の商

用利用が可能になる2013年前半には、こ

のネットワークをさらに拡張することを計画し

ている。

　ヨタは現在、ユーザー数とカバレッジの両

方においてヨーロッパで最大のLTEネット

ワークを運用し、モスクワ、サンクトペテルブ

ルク、ノボシビルスク、ソチなど10都市で90

万人を超える加入者にサービスを提供して

いる。同社はこのネットワークを2012年末

までに35都市・約3,000万人に拡大し、

2014年末までに7,000万人をカバーする

予定である。ヨタはこうした事業を通じ、CPE

（Customer Premises Equipment：契約

者宅内設備）、Mi-Fi、携帯端末などのさま

ざまなLTE端末を利用してだれもが高速

データ・アクセス、高解像度VoD（Video 

On Demand：ビデオ・オン・デマンド）、オン

ライン・ゲームを楽しめるような「つながる」暮

らしをロシアにもたらすことを目指している。

　ヨタ・ネットワークスは、現在ロシアで最初

で唯一のLTE卸売業者であり、4社の

MVNOの加入者に自社ネットワーク・サービ

スへのアクセスを許可している。メガフォン

もこうしたビジネス・モデルによって提携して

いる企業のひとつで、双方がインフラストラ

クチャを相互利用できるという契約を結んで

いる。両社はすでに技術統合を完了し、ヨ

タ・ネットワークスのLTE運用エリア全体で

ネットワーク・アクセスを共有するとともに、ヨ

タ・ネットワークスはデータセンターや基地局

サイトなどメガフォンの施設の一部を利用し

ている。現在、新たに大手通信事業者との

提携計画が進んでおり、ヨタが目指す「す

べての人のためのネットワーク」の実現に向

かっている。

提携と共有で
市場を拡大

ヨタは現在、ユーザー数とカバレッジの両方において
ヨーロッパで最大のLTEネットワークを運用し、
モスクワ、サンクトペテルブルク、ノボシビルスク、ソチなど
10都市で90万人を超える加入者にサービスを提供している。
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WinWin：中国の携帯動画サービスの主な

特徴と傾向をどのようにとらえていますか。

またどのように新しいチャンスをつかもうとし

ているのでしょうか。

費氏：以前から従来型のインターネット・ユー

ザーとモバイル・インターネット・ユーザーに

ついて、ユーザー行動を中心にさまざまな比

較調査が行われてきましたが、携帯情報端

末ユーザーはインターネットを短時間で細切

れに閲覧し、ビデオ・クリップも短いものしか

見ないだろうと考えられていました。しかし、

端末の画面が大型化し、機能が豊富にな

り、ネットワークの伝送速度が向上したこと

により、いまやユーザーは電話機やタブレット

を長時間利用するようになり、携帯情報

端末は小型のPCのように使われています。

　中国では、もはや携帯でのインターネット

閲覧を「細切れ」の利用と見なすことができ

なくなっています。モバイル・インターネット・

ユーザーのオンライン利用時間のうち60～

70%が携帯端末からのものだという統計も

あります。これは細切れの時間とは言えない

数値です。ユーザーはより長い時間、継続

的にインターネットにアクセスしていると考

えられます。

　ヨウク・トゥードウの統計では、携帯端末

からのトラフィックは急速に増加しており、ス

ケーション、ユーザーがビデオ・クリップを

アップロード、ダウンロード、共有するための

専用アプリケーションなども用意しました。

視聴者に最新のビデオ・プログラム更新情

報を提供する豆包（doubao）という動画

登録アプリケーションもあります。

WinWin:中国のユーザーのほとんどが無

料の動画コンテンツに慣れていることが、

コンテンツを商品とする企業にとって大きな

課題になっています。この業界の主要な収

益モデルはどのようなものだとお考えですか。

費氏:動画ビジネスは敷居が高く、多額の

投資が必要です。コンテンツの制作と調

達、サーバーと帯域幅の確保という点で、立

ち上げコストは従来の （テキストと画像を特

徴とする）インターネット・コンテンツに比べて

はるかに高額です。そのため、OTT動画

業界が利益を上げるのは相当な難題です。

現在、ヨウク・トゥードウは3つの部門で収益

を上げています。

　まず、最大の収益源は広告です。これは

急成長している分野ですが、コストの増加

が原因で全体の利益幅は縮小しています。

2つめとして、有料の会員制サービスも提供

しており、ユーザーは広告なしの動画や割安

マート・デバイスとモバイル・ブロードバンドの

進化と相まって、この動きは今後も続くで

しょう。当社は携帯動画サービスを戦略的

市場と見ています。複数のオペレーティン

グ・システム（AndroidやiOSを含む）をサ

ポートする携帯サイトに加え、Safariブラウ

ザー向けの特殊なジェスチャー制御も開発

しました。ヨウク用とトゥードウ用の独立した

アプリケーションや、さらには中国語圏で絶

大な人気を誇る台湾のバラエティー番組

『康熙来了（Kangxi lai le）』をはじめさまざ

まなビデオ・プログラムごとに特化したアプリ
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ヨウク・トゥードウ社は、中国の2大動画共
有サイト、ヨウク（優酷）とトゥードウ（土豆）
が2012年8月23日に合併して誕生した中
国を代表するオンライン動画提供会社。
コンテンツの制作、放送、出版を手がけて
おり、真のインターネットTV／メディア・プ
ラットフォームと見られている。ユーザーは
ヨウクとトゥードウそれぞれのサイトからPC
やスマートフォンなどさまざまな端末を介し
て映画・TVシリーズ、バラエティー番組、
情報番組を楽しむことができる。同社は現
在、中国におけるオンライン動画消費者
の80%に相当する約3億1,000万人の
個人ユーザーにサービスを提供している。

ヨウク・トゥードウ（優酷土豆）

中国最大の動画サイト
ヨウク・トゥードゥ（優酷土豆）
OTTと通信事業者の提携で
Win-Winを目指す

通信事業者とOTT（Over The Top：オーバー・ザ・トップ）サービス・プロバイダーの

関係は、徹底した競争から「コーポレーション（協力）＋コンペティション（競争）＝

コーペティション」と呼ばれるものに進化してきた。両者がエコシステムにそれぞれの

適所を見つけ、双方にメリットがあれば必要に応じて協力しあっているのだ。ヨウク・

トゥードウ（優酷土豆、中国で最大の動画共有サイト）のワイヤレス事業運営部門で

シニア･ディレクターを務める費溢群（Fei Yiqun）氏が、OTT動画におけるヨウク・

トゥードウ、通信事業者、ファーウェイの3者による提携モデルについて語ってくれた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan

に、われわれは特定の国からのトラフィック

量などは統計としては目にしますが、それがそ

の国の現実的、総合的なユーザー・ニーズを

反映しているとはかぎりません。その点、

ファーウェイはグローバルに事業展開してい

るため、地元の通信事業者との太いパイプが

あり、地元のユーザーをよく理解しています。

WinWin:通信事業者との共同事業をいく

つか紹介していただけますか。

費氏:中国国内では、チャイナ・モバイルと

チャイナ・ユニコムの両社と提携していま

す。前者に対しては、『G Snap』という携帯

動画コンテストの立ち上げに協力し、これま

でに3回開催されました。『G Snap』は「ワ

イヤレス・ボックス・オフィス（仮想チケット売

り場）」というアイデアを採用しています。

ユーザーは、携帯電話またはPCを介して

『G Snap』に投稿された有料コンテンツを

見ることができます。料金はボックス・オフィ

スに蓄積され、そのうちの20%がコンテン

ツ制作者の収入となります。われわれはこ

の事業から得られる付加価値をさらに検

証し、制作者の可能性を広げて増収を支

援することで、今後制作される動画の質と

技術を向上させるきっかけにしたいと考え

ています。

　加えて、より新しい方法でも通信事業者

との共同事業を進めています。これまでは、

「ウォールド・ガーデン（壁に囲まれた庭）」

モデルと称されるように、通信事業者のプ

ラットフォーム上で動画サービスを提供して

いましたが、スマート・デバイスの普及に伴っ

て、ユーザーは直接動画サイトを訪れること

ができるようになりました。そこで2012年8

月に、当社は上海のチャイナ・ユニコムと共

同で新しい月極課金パッケージを立ち上げ

ました。チャイナ・ユニコム上海のユーザー

が携帯電話からヨウク・トゥードウのサイトを

訪問するとプロンプトが表示され、10人民

元（約145円※）を支払ってヨウク・トゥードウ

からのビデオ・クリップを無制限に利用でき

るパッケージに加入するかどうかを尋ねられ

ます。無料のWi-Fiアクセスをあちこち探し

回るか、10人民元を支払って高額なデータ

使用料を気にすることなく3Gネットワークで

当社サイトの無制限ビデオ・クリップを楽し

むかは、ユーザーの選択に委ねられていま

す。また、当社もわざわざビデオ・クリップを

通信事業者のプラットフォームに転送する

必要がありません。ユーザーは当社独自の

サイトで直接動画を見ることができます。

　さらに現在、ヨウク・トゥードウはファーウェ

イと共同で、中国のコンテンツを国外へ配

信するため、他の国の通信事業者との提

携を模索しています。海外で暮らしている中

国人が非常に多いので、国外からのトラ

フィックが大量にあるのです。われわれの動

画を海外の通信事業者のプラットフォーム

に載せれば、動画品質と現地ユーザーのエ

クスペリエンスは向上しますし、提携パート

ナー間での新しい収益配分モデルを構築

できる可能性もあります。

な料金で有料コンテンツを楽しむことがで

きます。ただし、中国のユーザーはまだ有料

コンテンツになじみが薄いため、これは実験

的なもので、今後どうなっていくかはわかり

ません。3つめは通信事業者との提携で

す。既存のインターネット・サービス・ユー

ザーとは異なり、携帯電話ユーザーはとて

も便利な方法でサービス料を支払っていま

す。そこで、通信事業者と提携して彼らが

持つ合理的な料金徴収システムを活用す

ることにより、広告や会員制課金を上まわ

る新しい収益モデルの追求に役立てようと

しています。

WinWin:通信事業者とOTTサービス・プ

ロバイダーを競争相手と考えている人もい

れば、その関係をコーペティションと考えて

いる人もいます。費氏のご意見をお聞かせ

ください。

費氏:ヨウクとトゥードウはまったく同じサービ

スを提供するライバル同士でしたが、いまは

合併しています。しかし、通信事業者とヨウ

ク・トゥードウでは事情が異なります。専門知

識や、焦点を当てている分野が違うのです。

当社には通信事業者のコア・コンピタンス

に追いつけない部分がある一方、こちらに

も彼らが短期間で追いつけないであろう得

意分野があります。

　要は、得意なことは自分たちでやって、

不得意なことはできる人に任せるというこ

とです。これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信

事業者、機器ベンダーのすべてが事業の

拡大を目指していました。いまは、当事者全

員が満足できるような協力関係が構築され

ています。これはビジネス界の自然の法則と

いえるでしょう。

WinWin:ヨウク・トゥードウ、通信事業者、

ファーウェイが協力する上でのメリットと責

任とはどのようなものでしょうか。

費氏:通信事業者は3つの領域でコア・コン

ピタンスを持っています。1つめは、ユーザー

に関して総合的かつリアルな情報を握って

いることです。これは通信事業者固有の強

みです。2つめは、ネットワーク全体を所有

し、熟知していることです。ネットワーク・リ

ソースを割り当てたり、ネットワークの伝送

速度と品質を向上させることができます。3

つめは、便利な課金手段を持っていること

です。さまざまな価格設定モデルで、柔軟に

パッケージを設計できます。

　ユーザーは何事もコスト・パフォーマンス

に基づいて評価します。ヨウク・トゥードウの

場合は、価格を完全にコントロールすること

はできませんが、コンテンツを所有し、動画

に関するユーザー・ニーズを把握していま

す。これは、スーパーマーケットの商品陳列

や美術館の展示とよく似ています。何百万

ものビデオ・クリップをどのように配置したら

最適で見栄えがよく、お客様が喜び、購入

意欲と視聴意欲を促進することができるの

か。こうした視点は通信事業者にはないも

のでしょう。

　ファーウェイは、ネットワークの全体構造、

必要なソフトウェア、そして通信事業者の利

益をどうしたら最大化できるかを把握している

ため、われわれよりも通信事業者のことを熟

知しています。私が感心したのは、ファーウェ

イが通信事業者に適切なOTTサービス・

パートナーを見つけようと努力している点で

す。これはすばらしいことだと思います。さら

携帯動画市場の可能性
ヨウク・トゥードゥ  ワイヤレス・ビジネス・オペレーション部  シニア・ディレクター  費溢群（Fei Yiqun）

これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信事業者、
機器ベンダーのすべてが事業の拡大を目指していました。
今は、当事者全員が満足できるような協力関係が

構築されています。



WinWin：中国の携帯動画サービスの主な

特徴と傾向をどのようにとらえていますか。

またどのように新しいチャンスをつかもうとし

ているのでしょうか。

費氏：以前から従来型のインターネット・ユー

ザーとモバイル・インターネット・ユーザーに

ついて、ユーザー行動を中心にさまざまな比

較調査が行われてきましたが、携帯情報端

末ユーザーはインターネットを短時間で細切

れに閲覧し、ビデオ・クリップも短いものしか

見ないだろうと考えられていました。しかし、

端末の画面が大型化し、機能が豊富にな

り、ネットワークの伝送速度が向上したこと

により、いまやユーザーは電話機やタブレット

を長時間利用するようになり、携帯情報

端末は小型のPCのように使われています。

　中国では、もはや携帯でのインターネット

閲覧を「細切れ」の利用と見なすことができ

なくなっています。モバイル・インターネット・

ユーザーのオンライン利用時間のうち60～

70%が携帯端末からのものだという統計も

あります。これは細切れの時間とは言えない

数値です。ユーザーはより長い時間、継続

的にインターネットにアクセスしていると考

えられます。

　ヨウク・トゥードウの統計では、携帯端末

からのトラフィックは急速に増加しており、ス

ケーション、ユーザーがビデオ・クリップを

アップロード、ダウンロード、共有するための

専用アプリケーションなども用意しました。

視聴者に最新のビデオ・プログラム更新情

報を提供する豆包（doubao）という動画

登録アプリケーションもあります。

WinWin:中国のユーザーのほとんどが無

料の動画コンテンツに慣れていることが、

コンテンツを商品とする企業にとって大きな

課題になっています。この業界の主要な収

益モデルはどのようなものだとお考えですか。

費氏:動画ビジネスは敷居が高く、多額の

投資が必要です。コンテンツの制作と調

達、サーバーと帯域幅の確保という点で、立

ち上げコストは従来の （テキストと画像を特

徴とする）インターネット・コンテンツに比べて

はるかに高額です。そのため、OTT動画

業界が利益を上げるのは相当な難題です。

現在、ヨウク・トゥードウは3つの部門で収益

を上げています。

　まず、最大の収益源は広告です。これは

急成長している分野ですが、コストの増加

が原因で全体の利益幅は縮小しています。

2つめとして、有料の会員制サービスも提供

しており、ユーザーは広告なしの動画や割安

マート・デバイスとモバイル・ブロードバンドの

進化と相まって、この動きは今後も続くで

しょう。当社は携帯動画サービスを戦略的

市場と見ています。複数のオペレーティン

グ・システム（AndroidやiOSを含む）をサ

ポートする携帯サイトに加え、Safariブラウ

ザー向けの特殊なジェスチャー制御も開発

しました。ヨウク用とトゥードウ用の独立した

アプリケーションや、さらには中国語圏で絶

大な人気を誇る台湾のバラエティー番組

『康熙来了（Kangxi lai le）』をはじめさまざ

まなビデオ・プログラムごとに特化したアプリ
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ヨウク・トゥードウ社は、中国の2大動画共
有サイト、ヨウク（優酷）とトゥードウ（土豆）
が2012年8月23日に合併して誕生した中
国を代表するオンライン動画提供会社。
コンテンツの制作、放送、出版を手がけて
おり、真のインターネットTV／メディア・プ
ラットフォームと見られている。ユーザーは
ヨウクとトゥードウそれぞれのサイトからPC
やスマートフォンなどさまざまな端末を介し
て映画・TVシリーズ、バラエティー番組、
情報番組を楽しむことができる。同社は現
在、中国におけるオンライン動画消費者
の80%に相当する約3億1,000万人の
個人ユーザーにサービスを提供している。

ヨウク・トゥードウ（優酷土豆）

中国最大の動画サイト
ヨウク・トゥードゥ（優酷土豆）
OTTと通信事業者の提携で
Win-Winを目指す

通信事業者とOTT（Over The Top：オーバー・ザ・トップ）サービス・プロバイダーの

関係は、徹底した競争から「コーポレーション（協力）＋コンペティション（競争）＝

コーペティション」と呼ばれるものに進化してきた。両者がエコシステムにそれぞれの

適所を見つけ、双方にメリットがあれば必要に応じて協力しあっているのだ。ヨウク・

トゥードウ（優酷土豆、中国で最大の動画共有サイト）のワイヤレス事業運営部門で

シニア･ディレクターを務める費溢群（Fei Yiqun）氏が、OTT動画におけるヨウク・

トゥードウ、通信事業者、ファーウェイの3者による提携モデルについて語ってくれた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　Joyce Fan

に、われわれは特定の国からのトラフィック

量などは統計としては目にしますが、それがそ

の国の現実的、総合的なユーザー・ニーズを

反映しているとはかぎりません。その点、

ファーウェイはグローバルに事業展開してい

るため、地元の通信事業者との太いパイプが

あり、地元のユーザーをよく理解しています。

WinWin:通信事業者との共同事業をいく

つか紹介していただけますか。

費氏:中国国内では、チャイナ・モバイルと

チャイナ・ユニコムの両社と提携していま

す。前者に対しては、『G Snap』という携帯

動画コンテストの立ち上げに協力し、これま

でに3回開催されました。『G Snap』は「ワ

イヤレス・ボックス・オフィス（仮想チケット売

り場）」というアイデアを採用しています。

ユーザーは、携帯電話またはPCを介して

『G Snap』に投稿された有料コンテンツを

見ることができます。料金はボックス・オフィ

スに蓄積され、そのうちの20%がコンテン

ツ制作者の収入となります。われわれはこ

の事業から得られる付加価値をさらに検

証し、制作者の可能性を広げて増収を支

援することで、今後制作される動画の質と

技術を向上させるきっかけにしたいと考え

ています。

　加えて、より新しい方法でも通信事業者

との共同事業を進めています。これまでは、

「ウォールド・ガーデン（壁に囲まれた庭）」

モデルと称されるように、通信事業者のプ

ラットフォーム上で動画サービスを提供して

いましたが、スマート・デバイスの普及に伴っ

て、ユーザーは直接動画サイトを訪れること

ができるようになりました。そこで2012年8

月に、当社は上海のチャイナ・ユニコムと共

同で新しい月極課金パッケージを立ち上げ

ました。チャイナ・ユニコム上海のユーザー

が携帯電話からヨウク・トゥードウのサイトを

訪問するとプロンプトが表示され、10人民

元（約145円※）を支払ってヨウク・トゥードウ

からのビデオ・クリップを無制限に利用でき

るパッケージに加入するかどうかを尋ねられ

ます。無料のWi-Fiアクセスをあちこち探し

回るか、10人民元を支払って高額なデータ

使用料を気にすることなく3Gネットワークで

当社サイトの無制限ビデオ・クリップを楽し

むかは、ユーザーの選択に委ねられていま

す。また、当社もわざわざビデオ・クリップを

通信事業者のプラットフォームに転送する

必要がありません。ユーザーは当社独自の

サイトで直接動画を見ることができます。

　さらに現在、ヨウク・トゥードウはファーウェ

イと共同で、中国のコンテンツを国外へ配

信するため、他の国の通信事業者との提

携を模索しています。海外で暮らしている中

国人が非常に多いので、国外からのトラ

フィックが大量にあるのです。われわれの動

画を海外の通信事業者のプラットフォーム

に載せれば、動画品質と現地ユーザーのエ

クスペリエンスは向上しますし、提携パート

ナー間での新しい収益配分モデルを構築

できる可能性もあります。

な料金で有料コンテンツを楽しむことがで

きます。ただし、中国のユーザーはまだ有料

コンテンツになじみが薄いため、これは実験

的なもので、今後どうなっていくかはわかり

ません。3つめは通信事業者との提携で

す。既存のインターネット・サービス・ユー

ザーとは異なり、携帯電話ユーザーはとて

も便利な方法でサービス料を支払っていま

す。そこで、通信事業者と提携して彼らが

持つ合理的な料金徴収システムを活用す

ることにより、広告や会員制課金を上まわ

る新しい収益モデルの追求に役立てようと

しています。

WinWin:通信事業者とOTTサービス・プ

ロバイダーを競争相手と考えている人もい

れば、その関係をコーペティションと考えて

いる人もいます。費氏のご意見をお聞かせ

ください。

費氏:ヨウクとトゥードウはまったく同じサービ

スを提供するライバル同士でしたが、いまは

合併しています。しかし、通信事業者とヨウ

ク・トゥードウでは事情が異なります。専門知

識や、焦点を当てている分野が違うのです。

当社には通信事業者のコア・コンピタンス

に追いつけない部分がある一方、こちらに

も彼らが短期間で追いつけないであろう得

意分野があります。

　要は、得意なことは自分たちでやって、

不得意なことはできる人に任せるというこ

とです。これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信

事業者、機器ベンダーのすべてが事業の

拡大を目指していました。いまは、当事者全

員が満足できるような協力関係が構築され

ています。これはビジネス界の自然の法則と

いえるでしょう。

WinWin:ヨウク・トゥードウ、通信事業者、

ファーウェイが協力する上でのメリットと責

任とはどのようなものでしょうか。

費氏:通信事業者は3つの領域でコア・コン

ピタンスを持っています。1つめは、ユーザー

に関して総合的かつリアルな情報を握って

いることです。これは通信事業者固有の強

みです。2つめは、ネットワーク全体を所有

し、熟知していることです。ネットワーク・リ

ソースを割り当てたり、ネットワークの伝送

速度と品質を向上させることができます。3

つめは、便利な課金手段を持っていること

です。さまざまな価格設定モデルで、柔軟に

パッケージを設計できます。

　ユーザーは何事もコスト・パフォーマンス

に基づいて評価します。ヨウク・トゥードウの

場合は、価格を完全にコントロールすること

はできませんが、コンテンツを所有し、動画

に関するユーザー・ニーズを把握していま

す。これは、スーパーマーケットの商品陳列

や美術館の展示とよく似ています。何百万

ものビデオ・クリップをどのように配置したら

最適で見栄えがよく、お客様が喜び、購入

意欲と視聴意欲を促進することができるの

か。こうした視点は通信事業者にはないも

のでしょう。

　ファーウェイは、ネットワークの全体構造、

必要なソフトウェア、そして通信事業者の利

益をどうしたら最大化できるかを把握している

ため、われわれよりも通信事業者のことを熟

知しています。私が感心したのは、ファーウェ

イが通信事業者に適切なOTTサービス・

パートナーを見つけようと努力している点で

す。これはすばらしいことだと思います。さら

携帯動画市場の可能性
ヨウク・トゥードゥ  ワイヤレス・ビジネス・オペレーション部  シニア・ディレクター  費溢群（Fei Yiqun）

これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信事業者、
機器ベンダーのすべてが事業の拡大を目指していました。
今は、当事者全員が満足できるような協力関係が

構築されています。



/ APR.2013/ APR.201326 27

AO
BUSINESS

OF

ヨウク・トゥードウとファーウェイは、
中国のコンテンツを国外へ配信するため、

他の国の通信事業者との提携を模索しています。
海外で暮らしている中国人が非常に多いので、
国外からのトラフィックが大量にあるのです。

WinWin：中国の携帯動画サービスの主な

特徴と傾向をどのようにとらえていますか。

またどのように新しいチャンスをつかもうとし

ているのでしょうか。

費氏：以前から従来型のインターネット・ユー

ザーとモバイル・インターネット・ユーザーに

ついて、ユーザー行動を中心にさまざまな比

較調査が行われてきましたが、携帯情報端

末ユーザーはインターネットを短時間で細切

れに閲覧し、ビデオ・クリップも短いものしか

見ないだろうと考えられていました。しかし、

端末の画面が大型化し、機能が豊富にな

り、ネットワークの伝送速度が向上したこと

により、いまやユーザーは電話機やタブレット

を長時間利用するようになり、携帯情報

端末は小型のPCのように使われています。

　中国では、もはや携帯でのインターネット

閲覧を「細切れ」の利用と見なすことができ

なくなっています。モバイル・インターネット・

ユーザーのオンライン利用時間のうち60～

70%が携帯端末からのものだという統計も

あります。これは細切れの時間とは言えない

数値です。ユーザーはより長い時間、継続

的にインターネットにアクセスしていると考

えられます。

　ヨウク・トゥードウの統計では、携帯端末

からのトラフィックは急速に増加しており、ス

大な人気を誇る台湾のバラエティー番組

『康熙来了（Kangxi lai le）』をはじめさまざ

まなビデオ・プログラムごとに特化したアプリ

ケーション、ユーザーがビデオ・クリップを

アップロード、ダウンロード、共有するための

専用アプリケーションなども用意しました。

視聴者に最新のビデオ・プログラム更新情

報を提供する豆包（doubao）という動画

登録アプリケーションもあります。

WinWin:中国のユーザーのほとんどが無

料の動画コンテンツに慣れていることが、

コンテンツを商品とする企業にとって大きな

課題になっています。この業界の主要な収

益モデルはどのようなものだとお考えですか。

費氏:動画ビジネスは敷居が高く、多額の

投資が必要です。コンテンツの制作と調

達、サーバーと帯域幅の確保という点で、立

ち上げコストは従来の （テキストと画像を特

徴とする）インターネット・コンテンツに比べて

はるかに高額です。そのため、OTT動画

業界が利益を上げるのは相当な難題です。

現在、ヨウク・トゥードウは3つの部門で収益

を上げています。

　まず、最大の収益源は広告です。これは

急成長している分野ですが、コストの増加

が原因で全体の利益幅は縮小しています。

2つめとして、有料の会員制サービスも提供

しており、ユーザーは広告なしの動画や割安

マート・デバイスとモバイル・ブロードバンドの

進化と相まって、この動きは今後も続くで

しょう。当社は携帯動画サービスを戦略的

市場と見ています。複数のオペレーティン

グ・システム（AndroidやiOSを含む）をサ

ポートする携帯サイトに加え、Safariブラウ

ザー向けの特殊なジェスチャー制御も開発

しました。ヨウク用とトゥードウ用の独立した

アプリケーションや、さらには中国語圏で絶

に、われわれは特定の国からのトラフィック

量などは統計としては目にしますが、それがそ

の国の現実的、総合的なユーザー・ニーズを

反映しているとはかぎりません。その点、

ファーウェイはグローバルに事業展開してい

るため、地元の通信事業者との太いパイプが

あり、地元のユーザーをよく理解しています。

WinWin:通信事業者との共同事業をいく

つか紹介していただけますか。

費氏:中国国内では、チャイナ・モバイルと

チャイナ・ユニコムの両社と提携していま

す。前者に対しては、『G Snap』という携帯

動画コンテストの立ち上げに協力し、これま

でに3回開催されました。『G Snap』は「ワ

イヤレス・ボックス・オフィス（仮想チケット売

り場）」というアイデアを採用しています。

ユーザーは、携帯電話またはPCを介して

『G Snap』に投稿された有料コンテンツを

見ることができます。料金はボックス・オフィ

スに蓄積され、そのうちの20%がコンテン

ツ制作者の収入となります。われわれはこ

の事業から得られる付加価値をさらに検

証し、制作者の可能性を広げて増収を支

援することで、今後制作される動画の質と

技術を向上させるきっかけにしたいと考え

ています。

　加えて、より新しい方法でも通信事業者

との共同事業を進めています。これまでは、

「ウォールド・ガーデン（壁に囲まれた庭）」

モデルと称されるように、通信事業者のプ

ラットフォーム上で動画サービスを提供して

いましたが、スマート・デバイスの普及に伴っ

て、ユーザーは直接動画サイトを訪れること

ができるようになりました。そこで2012年8

月に、当社は上海のチャイナ・ユニコムと共

同で新しい月極課金パッケージを立ち上げ

ました。チャイナ・ユニコム上海のユーザー

が携帯電話からヨウク・トゥードウのサイトを

訪問するとプロンプトが表示され、10人民

元（約145円※）を支払ってヨウク・トゥードウ

からのビデオ・クリップを無制限に利用でき

るパッケージに加入するかどうかを尋ねられ

ます。無料のWi-Fiアクセスをあちこち探し

回るか、10人民元を支払って高額なデータ

使用料を気にすることなく3Gネットワークで

当社サイトの無制限ビデオ・クリップを楽し

むかは、ユーザーの選択に委ねられていま

す。また、当社もわざわざビデオ・クリップを

通信事業者のプラットフォームに転送する

必要がありません。ユーザーは当社独自の

サイトで直接動画を見ることができます。

　さらに現在、ヨウク・トゥードウはファーウェ

イと共同で、中国のコンテンツを国外へ配

信するため、他の国の通信事業者との提

携を模索しています。海外で暮らしている中

国人が非常に多いので、国外からのトラ

フィックが大量にあるのです。われわれの動

画を海外の通信事業者のプラットフォーム

に載せれば、動画品質と現地ユーザーのエ

クスペリエンスは向上しますし、提携パート

ナー間での新しい収益配分モデルを構築

できる可能性もあります。

な料金で有料コンテンツを楽しむことがで

きます。ただし、中国のユーザーはまだ有料

コンテンツになじみが薄いため、これは実験

的なもので、今後どうなっていくかはわかり

ません。3つめは通信事業者との提携で

す。既存のインターネット・サービス・ユー

ザーとは異なり、携帯電話ユーザーはとて

も便利な方法でサービス料を支払っていま

す。そこで、通信事業者と提携して彼らが

持つ合理的な料金徴収システムを活用す

ることにより、広告や会員制課金を上まわ

る新しい収益モデルの追求に役立てようと

しています。

WinWin:通信事業者とOTTサービス・プ

ロバイダーを競争相手と考えている人もい

れば、その関係をコーペティションと考えて

いる人もいます。費氏のご意見をお聞かせ

ください。

費氏:ヨウクとトゥードウはまったく同じサービ

スを提供するライバル同士でしたが、いまは

合併しています。しかし、通信事業者とヨウ

ク・トゥードウでは事情が異なります。専門知

識や、焦点を当てている分野が違うのです。

当社には通信事業者のコア・コンピタンス

に追いつけない部分がある一方、こちらに

も彼らが短期間で追いつけないであろう得

意分野があります。

　要は、得意なことは自分たちでやって、

不得意なことはできる人に任せるというこ

とです。これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信

事業者、機器ベンダーのすべてが事業の

拡大を目指していました。いまは、当事者全

員が満足できるような協力関係が構築され

ています。これはビジネス界の自然の法則と

いえるでしょう。

WinWin:ヨウク・トゥードウ、通信事業者、

ファーウェイが協力する上でのメリットと責

任とはどのようなものでしょうか。

費氏:通信事業者は3つの領域でコア・コン

ピタンスを持っています。1つめは、ユーザー

に関して総合的かつリアルな情報を握って

いることです。これは通信事業者固有の強

みです。2つめは、ネットワーク全体を所有

し、熟知していることです。ネットワーク・リ

ソースを割り当てたり、ネットワークの伝送

速度と品質を向上させることができます。3

つめは、便利な課金手段を持っていること

です。さまざまな価格設定モデルで、柔軟に

パッケージを設計できます。

　ユーザーは何事もコスト・パフォーマンス

に基づいて評価します。ヨウク・トゥードウの

場合は、価格を完全にコントロールすること

はできませんが、コンテンツを所有し、動画

に関するユーザー・ニーズを把握していま

す。これは、スーパーマーケットの商品陳列

や美術館の展示とよく似ています。何百万

ものビデオ・クリップをどのように配置したら

最適で見栄えがよく、お客様が喜び、購入

意欲と視聴意欲を促進することができるの

か。こうした視点は通信事業者にはないも

のでしょう。

　ファーウェイは、ネットワークの全体構造、

必要なソフトウェア、そして通信事業者の利

益をどうしたら最大化できるかを把握している

ため、われわれよりも通信事業者のことを熟

知しています。私が感心したのは、ファーウェ

イが通信事業者に適切なOTTサービス・

パートナーを見つけようと努力している点で

す。これはすばらしいことだと思います。さら

競争から協力へ

※1人民元あたり14.5円換算
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ヨウク・トゥードウとファーウェイは、
中国のコンテンツを国外へ配信するため、

他の国の通信事業者との提携を模索しています。
海外で暮らしている中国人が非常に多いので、
国外からのトラフィックが大量にあるのです。

WinWin：中国の携帯動画サービスの主な

特徴と傾向をどのようにとらえていますか。

またどのように新しいチャンスをつかもうとし

ているのでしょうか。

費氏：以前から従来型のインターネット・ユー

ザーとモバイル・インターネット・ユーザーに

ついて、ユーザー行動を中心にさまざまな比

較調査が行われてきましたが、携帯情報端

末ユーザーはインターネットを短時間で細切

れに閲覧し、ビデオ・クリップも短いものしか

見ないだろうと考えられていました。しかし、

端末の画面が大型化し、機能が豊富にな

り、ネットワークの伝送速度が向上したこと

により、いまやユーザーは電話機やタブレット

を長時間利用するようになり、携帯情報

端末は小型のPCのように使われています。

　中国では、もはや携帯でのインターネット

閲覧を「細切れ」の利用と見なすことができ

なくなっています。モバイル・インターネット・

ユーザーのオンライン利用時間のうち60～

70%が携帯端末からのものだという統計も

あります。これは細切れの時間とは言えない

数値です。ユーザーはより長い時間、継続

的にインターネットにアクセスしていると考

えられます。

　ヨウク・トゥードウの統計では、携帯端末

からのトラフィックは急速に増加しており、ス

大な人気を誇る台湾のバラエティー番組

『康熙来了（Kangxi lai le）』をはじめさまざ

まなビデオ・プログラムごとに特化したアプリ

ケーション、ユーザーがビデオ・クリップを

アップロード、ダウンロード、共有するための

専用アプリケーションなども用意しました。

視聴者に最新のビデオ・プログラム更新情

報を提供する豆包（doubao）という動画

登録アプリケーションもあります。

WinWin:中国のユーザーのほとんどが無

料の動画コンテンツに慣れていることが、

コンテンツを商品とする企業にとって大きな

課題になっています。この業界の主要な収

益モデルはどのようなものだとお考えですか。

費氏:動画ビジネスは敷居が高く、多額の

投資が必要です。コンテンツの制作と調

達、サーバーと帯域幅の確保という点で、立

ち上げコストは従来の （テキストと画像を特

徴とする）インターネット・コンテンツに比べて

はるかに高額です。そのため、OTT動画

業界が利益を上げるのは相当な難題です。

現在、ヨウク・トゥードウは3つの部門で収益

を上げています。

　まず、最大の収益源は広告です。これは

急成長している分野ですが、コストの増加

が原因で全体の利益幅は縮小しています。

2つめとして、有料の会員制サービスも提供

しており、ユーザーは広告なしの動画や割安

マート・デバイスとモバイル・ブロードバンドの

進化と相まって、この動きは今後も続くで

しょう。当社は携帯動画サービスを戦略的

市場と見ています。複数のオペレーティン

グ・システム（AndroidやiOSを含む）をサ

ポートする携帯サイトに加え、Safariブラウ

ザー向けの特殊なジェスチャー制御も開発

しました。ヨウク用とトゥードウ用の独立した

アプリケーションや、さらには中国語圏で絶

に、われわれは特定の国からのトラフィック

量などは統計としては目にしますが、それがそ

の国の現実的、総合的なユーザー・ニーズを

反映しているとはかぎりません。その点、

ファーウェイはグローバルに事業展開してい

るため、地元の通信事業者との太いパイプが

あり、地元のユーザーをよく理解しています。

WinWin:通信事業者との共同事業をいく

つか紹介していただけますか。

費氏:中国国内では、チャイナ・モバイルと

チャイナ・ユニコムの両社と提携していま

す。前者に対しては、『G Snap』という携帯

動画コンテストの立ち上げに協力し、これま

でに3回開催されました。『G Snap』は「ワ

イヤレス・ボックス・オフィス（仮想チケット売

り場）」というアイデアを採用しています。

ユーザーは、携帯電話またはPCを介して

『G Snap』に投稿された有料コンテンツを

見ることができます。料金はボックス・オフィ

スに蓄積され、そのうちの20%がコンテン

ツ制作者の収入となります。われわれはこ

の事業から得られる付加価値をさらに検

証し、制作者の可能性を広げて増収を支

援することで、今後制作される動画の質と

技術を向上させるきっかけにしたいと考え

ています。

　加えて、より新しい方法でも通信事業者

との共同事業を進めています。これまでは、

「ウォールド・ガーデン（壁に囲まれた庭）」

モデルと称されるように、通信事業者のプ

ラットフォーム上で動画サービスを提供して

いましたが、スマート・デバイスの普及に伴っ

て、ユーザーは直接動画サイトを訪れること

ができるようになりました。そこで2012年8

月に、当社は上海のチャイナ・ユニコムと共

同で新しい月極課金パッケージを立ち上げ

ました。チャイナ・ユニコム上海のユーザー

が携帯電話からヨウク・トゥードウのサイトを

訪問するとプロンプトが表示され、10人民

元（約145円※）を支払ってヨウク・トゥードウ

からのビデオ・クリップを無制限に利用でき

るパッケージに加入するかどうかを尋ねられ

ます。無料のWi-Fiアクセスをあちこち探し

回るか、10人民元を支払って高額なデータ

使用料を気にすることなく3Gネットワークで

当社サイトの無制限ビデオ・クリップを楽し

むかは、ユーザーの選択に委ねられていま

す。また、当社もわざわざビデオ・クリップを

通信事業者のプラットフォームに転送する

必要がありません。ユーザーは当社独自の

サイトで直接動画を見ることができます。

　さらに現在、ヨウク・トゥードウはファーウェ

イと共同で、中国のコンテンツを国外へ配

信するため、他の国の通信事業者との提

携を模索しています。海外で暮らしている中

国人が非常に多いので、国外からのトラ

フィックが大量にあるのです。われわれの動

画を海外の通信事業者のプラットフォーム

に載せれば、動画品質と現地ユーザーのエ

クスペリエンスは向上しますし、提携パート

ナー間での新しい収益配分モデルを構築

できる可能性もあります。

な料金で有料コンテンツを楽しむことがで

きます。ただし、中国のユーザーはまだ有料

コンテンツになじみが薄いため、これは実験

的なもので、今後どうなっていくかはわかり

ません。3つめは通信事業者との提携で

す。既存のインターネット・サービス・ユー

ザーとは異なり、携帯電話ユーザーはとて

も便利な方法でサービス料を支払っていま

す。そこで、通信事業者と提携して彼らが

持つ合理的な料金徴収システムを活用す

ることにより、広告や会員制課金を上まわ

る新しい収益モデルの追求に役立てようと

しています。

WinWin:通信事業者とOTTサービス・プ

ロバイダーを競争相手と考えている人もい

れば、その関係をコーペティションと考えて

いる人もいます。費氏のご意見をお聞かせ

ください。

費氏:ヨウクとトゥードウはまったく同じサービ

スを提供するライバル同士でしたが、いまは

合併しています。しかし、通信事業者とヨウ

ク・トゥードウでは事情が異なります。専門知

識や、焦点を当てている分野が違うのです。

当社には通信事業者のコア・コンピタンス

に追いつけない部分がある一方、こちらに

も彼らが短期間で追いつけないであろう得

意分野があります。

　要は、得意なことは自分たちでやって、

不得意なことはできる人に任せるというこ

とです。これまでは、ヨウク・トゥードウ、通信

事業者、機器ベンダーのすべてが事業の

拡大を目指していました。いまは、当事者全

員が満足できるような協力関係が構築され

ています。これはビジネス界の自然の法則と

いえるでしょう。

WinWin:ヨウク・トゥードウ、通信事業者、

ファーウェイが協力する上でのメリットと責

任とはどのようなものでしょうか。

費氏:通信事業者は3つの領域でコア・コン

ピタンスを持っています。1つめは、ユーザー

に関して総合的かつリアルな情報を握って

いることです。これは通信事業者固有の強

みです。2つめは、ネットワーク全体を所有

し、熟知していることです。ネットワーク・リ

ソースを割り当てたり、ネットワークの伝送

速度と品質を向上させることができます。3

つめは、便利な課金手段を持っていること

です。さまざまな価格設定モデルで、柔軟に

パッケージを設計できます。

　ユーザーは何事もコスト・パフォーマンス

に基づいて評価します。ヨウク・トゥードウの

場合は、価格を完全にコントロールすること

はできませんが、コンテンツを所有し、動画

に関するユーザー・ニーズを把握していま

す。これは、スーパーマーケットの商品陳列

や美術館の展示とよく似ています。何百万

ものビデオ・クリップをどのように配置したら

最適で見栄えがよく、お客様が喜び、購入

意欲と視聴意欲を促進することができるの

か。こうした視点は通信事業者にはないも

のでしょう。

　ファーウェイは、ネットワークの全体構造、

必要なソフトウェア、そして通信事業者の利

益をどうしたら最大化できるかを把握している

ため、われわれよりも通信事業者のことを熟

知しています。私が感心したのは、ファーウェ

イが通信事業者に適切なOTTサービス・

パートナーを見つけようと努力している点で

す。これはすばらしいことだと思います。さら

競争から協力へ

※1人民元あたり14.5円換算
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社会のめざましい発展に貢献する
ファーウェイ・ミドルイースト

世界のファーウェイから 　ファーウェイが中東に事業拠点を開設し

てから、10年以上になります。その間、ファー

ウェイ・ミドルイースト（ME）は中東地域全体

のめざましい社会・経済的発展とともに著し

い成長を遂げました。設立当初はブロードバ

ンドという言葉が現地の通信事業者の話題

になることすらほとんどなく、多くの通信事業

者は国営企業として独占状態にありました。

　ファーウェイは、ICTへの需要が最も高かっ

た当時、中東市場に参入した多国籍企業の

ひとつです。ファーウェイMEの最初の成功

事例は、2003年にアラブ首長国連邦のエ

ティサラットとの協業によって実現しました。

同社初のUMTS商用ネットワークと、アラブ

諸国初の3Gネットワークを展開したのです。

　それ以来、ファーウェイMEの事業は飛躍

的に拡大し、年間受注高は2桁成長を続け

ています。2011年の受注高はファーウェイ

全体の成長率をはるかに超える前年比20％

増の32億2,000万米ドル（約2,994億

6,000万円※）に上り、2012年はさらにそれ

を上まわりました。

　バーレーンに地域拠点を置き、中東地域

の10か国にオフィスを持つファーウェイME

は、3,500名の従業員のうち62％以上を現

地採用しています。この10年にわたり、当社

は中東市場に多大なリソースを投入し、エ

ティサラットのほか、STC、ザイン、バテルコ、

ドゥ、カタール・テレコム、モビリー、ボーダフォ

ンなど、主要な通信事業者と強固なパート

ナーシップを築いてきました。2005年から現

在までに累計44のネットワークを構築し、マ

ネージド・サービスに特化したリソース・セン

ター3か所と、トレーニング・センター5か所を

開設しています。

　こうした各社との協業により、ファーウェイ

MEは中東のICTの発展において多くの「史

上初」を成し遂げています。中東初の

LTE-TDD商用ネットワークをサウジアラビア

で、LTE-FDD商用ネットワークをアラブ首長

国連邦で展開したほか、中東で初めて100G

伝送のフィールド・トライアルに成功しました。

また、商用サービス・デリバリー・プラットフォー

ムの運用も中東で初めて開始しました。

　通信事業者向け事業だけでなく、法人

向け、コンシューマー向け事業も拡大して

います。法人向け事業では、この2年間

チャネル・パートナーを通じた事業の拡張に

注力してきました。昨年は、ファーウェイが法

人向けに提供する全製品とソリューション

をお客様やパートナー企業の皆様に体験

していただける体感型デモ・スペースをドバ

イに開設しました。

　モバイルWi-Fi端末からスマートフォン、タ

ブレットPCまで、幅広い端末製品を手がけ

るコンシューマー向け端末事業部は、現在

『Ascend』シリーズの製品を主力に急成長

を遂げています。中でも『Ascend P1』と

『Ascend D1 quad XL』は、昨年、直接販

売と各地域の通信事業者を通じた販売に

より大きな成功を収めました。

　こうした功績は業界でも高く評価され、

2009年からは4年連続で中東・アフリカ地

域の有力な通信業界誌『CommsMEA』よ

り「中東最優秀ベンダー賞」を受賞。また昨

年は、『ネットワーク・ワールド・ミドルイースト』

誌で「年間最優秀マネージド・サービス・プロ

バイダー」と評価され、市場調査会社フロス

ト＆サリバンからは中東のネットワーク・セキュ

リティー市場への貢献に対して「2012年プ

ロダクト・イノベーション賞」をいただきました。

　中東市場最大の企業のひとつとして、

ファーウェイMEは業界や各国の政府機

関と協力し、地域社会と経済の発展に貢

献する努力も続けています。2009年には

環境に配慮したソリューションに特化した

アプリケーション・イノベーション・センター

をエティサラットと共同でアブダビに設立し

たほか、エティサラットやバテルコとともに

各地に設立したトレーニング・センターで

は、最新の通信技術についてのプログラ

ムやワークショップを開催しています。また、

アラブ首長国連邦の大学から優秀な学生

を中国・深圳のファーウェイ本社にある

ファーウェイ・ユニバーシティーに留学生と

して招聘しています。

　災害時の救援活動も、責任ある企業市

民としての重要な任務です。2005年10月

のパキスタン地震の時には人道支援団体

へ寄付したほか、各国の被災地域に対し物

資提供などの支援を続けています。

　このようにファーウェイMEは設立から12

年間でめざましい成長を遂げました。これか

らも、中東市場の各地で現地のパートナー

やお客様、コミュニティーに貢献を続け、「通

信技術を通じて人々の生活を豊かにする」

ことを目指してまいります。

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

1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、事業者の新規参入によりここ十数年で急速に通信市

場が拡大した中東地域を統括するファーウェイ・ミドルイーストを、同社の広報

部シニア・マネージャー、アンマール・トッバ（Ammar Tobba）がご紹介します。

ファーウェイ・ミドルイースト
設立 ： 2000年
所在地 ： バーレーン、ドバイ（アラブ首長国連邦）、リヤド（サウジアラビア）、ドーハ（カタール）、
クウェート、マスカット（オマーン）、イスラマバード（パキスタン）ほか計10か所
従業員数 ： 約3,500名（2013年1月現在）

中東の通信事情
アラブ首長国連邦の固定電話加入者数・普及率 ： 183万人・23.13％
アラブ首長国連邦の携帯電話加入者数・普及率 ： 1,173万人・148.62％
アラブ首長国連邦のインターネット普及率（利用者ベース） ： 70％
アラブ首長国連邦の固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 87万人・10.99％

主要通信事業者 ： エティサラット、ドゥ（以上、アラブ首長国連邦）、STC（Saudi Telecom 
Corporation）、モビリー（以上、サウジアラビア）、ザイン（クウェートほか）、バテルコ（バーレーン）、
カタール・テレコム、ボーダフォン（以上、カタール）

　ファーウェイMEには世界各国から
多様な人材が集まっており、どのオ
フィスも実に活気に満ちています。同
僚の多くは複数の国々で仕事をした
経験があり、その間にアラブ語やペ
ルシア語など現地の言葉を身につけ
た人もいます。また本社から来ている
マネジメント層の社員は中南米や東
南アジア、アフリカなどを経て中東に
赴任したケースが多く、MEのオフィ
スでも新興市場ならではの開拓精神
のようなものが感じられますね。ドバイ
のメディア・シティーにはカフェがたく
さんあるので、国際色豊かな同僚た
ちとそれぞれの文化や習慣について
語り合いながらコーヒー・ブレイク（飲
むのはたいてい緑茶ですが）というの
が楽しみのひとつです。多彩な知識
と経験を持った人たちがひとつに
なって力を発揮することで、エネル
ギッシュかつ互いをサポートしあうとい
う企業文化が生まれ、ファーウェイ
MEの飛躍的な成長の原動力になっ
ているのだと思います。

ファーウェイ・ミドルイースト
広報部ディレクター
シリア出身で、アラビア語、英語、フラン
ス語を操るマルチリンガル（中国語も現
在勉強中）。中東地域での企業コミュニ
ケーションにおいて13年間の経験を持
つ。2011年末、ファーウェイMEが大きく
拡大する時期に入社。ドバイを拠点とし
ながら10か国に点在するオフィスを飛び
まわり、各国のさまざまな部署と連携して
広報部の業務を統括している。

アンマール・トッバ（Ammar Tobba）

※1米ドル93円換算

■ドバイで開催されたGITEX 2012でファーウェイの
MediaPad 10 FHDを紹介するコンパニオン
■2012年に中東各地を巡回したファーウェイ・ブロード
バンド・ロードショーにて会場に集まったお客様やパート
ナー企業の方々
■アラブ首長国連邦のHCT（Higher College of 
Technology ： 技術高等専門学校）から深圳本社を訪れ
た学生たち

1

2

3

（ITU調べ、2011年現在）

1

2 3

中東の発展とともに

中東の主要通信事業者との
強固なパートナーシップ

法人・コンシューマー向け
事業の拡大

地域社会への貢献

アフガニスタン

パキスタン

イランイラク

サウジアラビア

オマーン

UAE
カタール

バーレーン
クウェート
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ファーウェイ・ミドルイースト

世界のファーウェイから 　ファーウェイが中東に事業拠点を開設し

てから、10年以上になります。その間、ファー

ウェイ・ミドルイースト（ME）は中東地域全体

のめざましい社会・経済的発展とともに著し

い成長を遂げました。設立当初はブロードバ

ンドという言葉が現地の通信事業者の話題

になることすらほとんどなく、多くの通信事業

者は国営企業として独占状態にありました。

　ファーウェイは、ICTへの需要が最も高かっ

た当時、中東市場に参入した多国籍企業の

ひとつです。ファーウェイMEの最初の成功

事例は、2003年にアラブ首長国連邦のエ

ティサラットとの協業によって実現しました。

同社初のUMTS商用ネットワークと、アラブ

諸国初の3Gネットワークを展開したのです。

　それ以来、ファーウェイMEの事業は飛躍

的に拡大し、年間受注高は2桁成長を続け

ています。2011年の受注高はファーウェイ

全体の成長率をはるかに超える前年比20％

増の32億2,000万米ドル（約2,994億

6,000万円※）に上り、2012年はさらにそれ

を上まわりました。

　バーレーンに地域拠点を置き、中東地域

の10か国にオフィスを持つファーウェイME

は、3,500名の従業員のうち62％以上を現

地採用しています。この10年にわたり、当社

は中東市場に多大なリソースを投入し、エ

ティサラットのほか、STC、ザイン、バテルコ、

ドゥ、カタール・テレコム、モビリー、ボーダフォ

ンなど、主要な通信事業者と強固なパート

ナーシップを築いてきました。2005年から現

在までに累計44のネットワークを構築し、マ

ネージド・サービスに特化したリソース・セン

ター3か所と、トレーニング・センター5か所を

開設しています。

　こうした各社との協業により、ファーウェイ

MEは中東のICTの発展において多くの「史

上初」を成し遂げています。中東初の

LTE-TDD商用ネットワークをサウジアラビア

で、LTE-FDD商用ネットワークをアラブ首長

国連邦で展開したほか、中東で初めて100G

伝送のフィールド・トライアルに成功しました。

また、商用サービス・デリバリー・プラットフォー

ムの運用も中東で初めて開始しました。

　通信事業者向け事業だけでなく、法人

向け、コンシューマー向け事業も拡大して

います。法人向け事業では、この2年間

チャネル・パートナーを通じた事業の拡張に

注力してきました。昨年は、ファーウェイが法

人向けに提供する全製品とソリューション

をお客様やパートナー企業の皆様に体験

していただける体感型デモ・スペースをドバ

イに開設しました。

　モバイルWi-Fi端末からスマートフォン、タ

ブレットPCまで、幅広い端末製品を手がけ

るコンシューマー向け端末事業部は、現在

『Ascend』シリーズの製品を主力に急成長

を遂げています。中でも『Ascend P1』と

『Ascend D1 quad XL』は、昨年、直接販

売と各地域の通信事業者を通じた販売に

より大きな成功を収めました。

　こうした功績は業界でも高く評価され、

2009年からは4年連続で中東・アフリカ地

域の有力な通信業界誌『CommsMEA』よ

り「中東最優秀ベンダー賞」を受賞。また昨
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誌で「年間最優秀マネージド・サービス・プロ

バイダー」と評価され、市場調査会社フロス

ト＆サリバンからは中東のネットワーク・セキュ

リティー市場への貢献に対して「2012年プ

ロダクト・イノベーション賞」をいただきました。

　中東市場最大の企業のひとつとして、

ファーウェイMEは業界や各国の政府機

関と協力し、地域社会と経済の発展に貢

献する努力も続けています。2009年には

環境に配慮したソリューションに特化した

アプリケーション・イノベーション・センター

をエティサラットと共同でアブダビに設立し

たほか、エティサラットやバテルコとともに

各地に設立したトレーニング・センターで

は、最新の通信技術についてのプログラ

ムやワークショップを開催しています。また、

アラブ首長国連邦の大学から優秀な学生

を中国・深圳のファーウェイ本社にある

ファーウェイ・ユニバーシティーに留学生と

して招聘しています。

　災害時の救援活動も、責任ある企業市

民としての重要な任務です。2005年10月

のパキスタン地震の時には人道支援団体

へ寄付したほか、各国の被災地域に対し物

資提供などの支援を続けています。

　このようにファーウェイMEは設立から12

年間でめざましい成長を遂げました。これか

らも、中東市場の各地で現地のパートナー

やお客様、コミュニティーに貢献を続け、「通

信技術を通じて人々の生活を豊かにする」

ことを目指してまいります。

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

1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、事業者の新規参入によりここ十数年で急速に通信市

場が拡大した中東地域を統括するファーウェイ・ミドルイーストを、同社の広報

部シニア・マネージャー、アンマール・トッバ（Ammar Tobba）がご紹介します。

ファーウェイ・ミドルイースト
設立 ： 2000年
所在地 ： バーレーン、ドバイ（アラブ首長国連邦）、リヤド（サウジアラビア）、ドーハ（カタール）、
クウェート、マスカット（オマーン）、イスラマバード（パキスタン）ほか計10か所
従業員数 ： 約3,500名（2013年1月現在）

中東の通信事情
アラブ首長国連邦の固定電話加入者数・普及率 ： 183万人・23.13％
アラブ首長国連邦の携帯電話加入者数・普及率 ： 1,173万人・148.62％
アラブ首長国連邦のインターネット普及率（利用者ベース） ： 70％
アラブ首長国連邦の固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 87万人・10.99％

主要通信事業者 ： エティサラット、ドゥ（以上、アラブ首長国連邦）、STC（Saudi Telecom 
Corporation）、モビリー（以上、サウジアラビア）、ザイン（クウェートほか）、バテルコ（バーレーン）、
カタール・テレコム、ボーダフォン（以上、カタール）

　ファーウェイMEには世界各国から
多様な人材が集まっており、どのオ
フィスも実に活気に満ちています。同
僚の多くは複数の国々で仕事をした
経験があり、その間にアラブ語やペ
ルシア語など現地の言葉を身につけ
た人もいます。また本社から来ている
マネジメント層の社員は中南米や東
南アジア、アフリカなどを経て中東に
赴任したケースが多く、MEのオフィ
スでも新興市場ならではの開拓精神
のようなものが感じられますね。ドバイ
のメディア・シティーにはカフェがたく
さんあるので、国際色豊かな同僚た
ちとそれぞれの文化や習慣について
語り合いながらコーヒー・ブレイク（飲
むのはたいてい緑茶ですが）というの
が楽しみのひとつです。多彩な知識
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ファーウェイ・ミドルイースト
広報部ディレクター
シリア出身で、アラビア語、英語、フラン
ス語を操るマルチリンガル（中国語も現
在勉強中）。中東地域での企業コミュニ
ケーションにおいて13年間の経験を持
つ。2011年末、ファーウェイMEが大きく
拡大する時期に入社。ドバイを拠点とし
ながら10か国に点在するオフィスを飛び
まわり、各国のさまざまな部署と連携して
広報部の業務を統括している。

アンマール・トッバ（Ammar Tobba）

※1米ドル93円換算

■ドバイで開催されたGITEX 2012でファーウェイの
MediaPad 10 FHDを紹介するコンパニオン
■2012年に中東各地を巡回したファーウェイ・ブロード
バンド・ロードショーにて会場に集まったお客様やパート
ナー企業の方々
■アラブ首長国連邦のHCT（Higher College of 
Technology ： 技術高等専門学校）から深圳本社を訪れ
た学生たち

1

2

3

（ITU調べ、2011年現在）
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中東の発展とともに

中東の主要通信事業者との
強固なパートナーシップ

法人・コンシューマー向け
事業の拡大

地域社会への貢献

アフガニスタン

パキスタン

イランイラク

サウジアラビア

オマーン

UAE
カタール

バーレーン
クウェート
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ファーウェイ、ラスベガスで開催されたCES 2013に出展
『Ascend D２』ほか各種新製品を発表

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。

　NTTドコモ向けに、国内最速※1Xi 

（受信時最大112.5Mbps※2）に対応した

docomo NEXT series『Ascend D2 

HW-03E』、Wi-Fiルーター『HW-02E』、

Wi-Fiタブレット『dtab』を開発しました。

　『Ascend D2 HW-03E』は、CES

で発表された『Ascend D2』（左ページ

参照）を日本市場向けにカスタマイズ

して開発したAndroid™ 4.1対応の

スマートフォンです。ファーウェイの独

自技術「水滴クリアタッチパネル」に

より、水に濡れた画面でも快適なタッ

チ操作が可能。独自に開発した高

性能・低消費電力を実現するクアッ

ドコアCPU（HiSilicon K3V2）と16

次世代防水スマートフォン『Ascend D2 HW-03E』
Wi-Fi ルーター『HW-02E』、Wi-Fi タブレット『dtab』

コアGPUを搭載しています。電源オフ

からの起動もわずか5秒※3と高速です。

　『 HW-02E 』は、Xi・FOMA・無

線LANのネットワーク自動切り替え、本

体5秒起動※3など、初めて持つ方にも役

立つ機能を充実させたコンパクトな

Wi-Fiルーターです。国際ローミングは

3Gに加えGSMにも対応。ブルー、

ホワイト、チョコレートの洗練されたカ

ラーバリエーションや丸みを帯びた柔ら

かなフォルムなどが評価され、国際的デ

ザイン賞「レッドドット・デザイン賞：プロダ

クトデザイン2013」を受賞しています。

　Wi-Fiタブレット『dtab』は、映像か

らショッピングまで、ドコモが提供する

dマーケットのサービスを家庭で手軽

に楽しめるよう最適化されたタブレッ

トです。1.2GHｚのクアッドコアCPUと

Android4.1を搭載し、10.1インチHD

の大画面でさまざまなコンテンツが見

やすく、快適にご利用いただけます。

　1月8日～11日、米国ラスベガスで開

催されたCES（Consumer Electronics 

Show）にファーウェイが出展し、スマート

フォンをはじめとする各種新製品を発

表しました。

　170か国の3,250社もの企業・団体

が展示を行い、15万人以上が来場した

今年のCES。巻頭のインタビュー記事

でもふれた通り、クアルコムのポール・

ジェイコブスCEOが「Born Mobile」を

キーワードにオープニングの基調講演を

飾ったことからも、家電見本市である

CESにおいてモバイル技術が存在感を

増しているのがうかがえます。

　会期中、ファーウェイはスマートフォンの

フラッグシップ・モデルである『Ascend』

シリーズの最新モデルとして、フルHD

ディスプレイ搭載の『Ascend D2』、6.1

インチの大画面を備えた『Ascend 

Mate』、ファーウェイ初のWindows 

Phone 8フォン『Ascend W1』を発表

しました。そのほか、複数のモバイル機

器間でコンテンツの共有を可能にする

ホーム・エンターテイメント・デバイス

『MediaQ』や、LTE Category4に対応

したWi-Fi通信機器なども展示しました。

　ファーウェイがイー・アクセス向けに開発

した、LTE通信規格「UE Category4※1」

対応のスマートフォン『STREAM X 

（ストリームエックス）※2（GL07S）』が3月7

日に、『Pocket WiFi※3 LTE（GL06P）』

が2月28日に発売されました。

　LTE対応の1.5GHｚクアッドコア

CPU＋16コアGPU搭載で新次元の

スピード感を実現した『STREAM X 

EMOBILE GL07S』は、高解像度

（1280×720ビット）の4.7インチHDディ

スプレイにタッチセンサーを組み込んだ

「インセルタッチパネル」採用で、美しい

画面と高い視認性に加え、軽いタッチで

も反応する快適な操作性が特長です。

　使いやすさを重視した、自分でつくれる

オリジナル・インターフェース「Emot ion 

U I™」で、よく使うアプリやウィジェットの

レイアウトをカスタマイズ可能。さらに、ワ

ンタッチで簡単にWi-Fiルーターとして利

用できるテザリング機能「Pocket WiFi 

ウィジェット」も搭載し、最大8台までの

Wi-Fi対応機器を同時接続できます。

　高画質カメラや大容量バッテリーのほか、

日本語入力システム「FSKAREN」や、

EMOBILE端末初となるおサイフ

ケータイ®も搭載しています。

　『Pocket WiFi LTE（GL06P）』は、大

容量バッテリー3,560mAh搭載により連

続通信時間約12時間（EMOBILE LTE

環境）※4を実現、外出先でもバッテリーを

気にすることなくお使いいただけます。

カードサイズ（約56×90mm）のコンパ

クトボディで、持ち運びも快適。デスク

の上でもカバンの中でも邪魔にならな

いミニマルなデザインです。

ハイスピード・フリースタイル・スマートフォン『STREAM X （GL07S）』
12時間使えるロングライフ・コンパクト『Pocket WiFi LTE（GL06P）』

6.1インチの大画面スマートフォン『Ascend Mate』 製品デモの様子『Ascend D2』の防水機能を実証する
ファーウェイ・コンシューマー・ビジネス・グループCEO
リチャード・ユー（Richard Yu）

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。

多くの来場者が訪れたファーウェイのブース 展示された製品を手にとって体感する来場者

Ascend D2

2013年1月21日現在、各社公表値
北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄一部
に限ります。
初回起動時、電池入れ替え時を除く。ご使用の環
境によって異なる場合がございます。

※1
※2

※3

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信時）
最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの高速
通信を可能とする通信規格です。2013年2月現在、

「EMOBILE LTE」の通信速度は、下り（受信時）
最大75Mbps/上り（送信時）最大25Mbpsとなり、

「UE Category4」の最大通信速度への対応は
未定です。なお、「EMOBILE LTE」の下り（受信時）
最大75Mbps/上り（送信時）最大25Mbps対応
エリアは一部エリアのみとなります。最大通信速度は
ベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実効
速度として保証するものではありません。

「STREAM X」は、ソフトバンクモバイル株式会
社のライセンスに基づき使用されています。
Pocket WiFiは、イー・アクセス株式会社の登録
商標です。
連続通信時間、連続待機時間は使用環境や
電波状況などにより変動します。

※1

※2

※3

※4

dtab

STREAM X GL07S Pocket WiFi LTE
（GL06P）

HW-02E
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体5秒起動※3など、初めて持つ方にも役

立つ機能を充実させたコンパクトな

Wi-Fiルーターです。国際ローミングは

3Gに加えGSMにも対応。ブルー、

ホワイト、チョコレートの洗練されたカ

ラーバリエーションや丸みを帯びた柔ら

かなフォルムなどが評価され、国際的デ

ザイン賞「レッドドット・デザイン賞：プロダ

クトデザイン2013」を受賞しています。

　Wi-Fiタブレット『dtab』は、映像か

らショッピングまで、ドコモが提供する

dマーケットのサービスを家庭で手軽

に楽しめるよう最適化されたタブレッ

トです。1.2GHｚのクアッドコアCPUと

Android4.1を搭載し、10.1インチHD

の大画面でさまざまなコンテンツが見

やすく、快適にご利用いただけます。

　1月8日～11日、米国ラスベガスで開

催されたCES（Consumer Electronics 

Show）にファーウェイが出展し、スマート
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が展示を行い、15万人以上が来場した
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飾ったことからも、家電見本市である
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『MediaQ』や、LTE Category4に対応
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した、LTE通信規格「UE Category4※1」
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スピード感を実現した『STREAM X 

EMOBILE GL07S』は、高解像度
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「インセルタッチパネル」採用で、美しい

画面と高い視認性に加え、軽いタッチで

も反応する快適な操作性が特長です。

　使いやすさを重視した、自分でつくれる

オリジナル・インターフェース「Emot ion 

U I™」で、よく使うアプリやウィジェットの

レイアウトをカスタマイズ可能。さらに、ワ

ンタッチで簡単にWi-Fiルーターとして利

用できるテザリング機能「Pocket WiFi 

ウィジェット」も搭載し、最大8台までの

Wi-Fi対応機器を同時接続できます。

　高画質カメラや大容量バッテリーのほか、

日本語入力システム「FSKAREN」や、

EMOBILE端末初となるおサイフ

ケータイ®も搭載しています。

　『Pocket WiFi LTE（GL06P）』は、大

容量バッテリー3,560mAh搭載により連

続通信時間約12時間（EMOBILE LTE

環境）※4を実現、外出先でもバッテリーを

気にすることなくお使いいただけます。

カードサイズ（約56×90mm）のコンパ

クトボディで、持ち運びも快適。デスク

の上でもカバンの中でも邪魔にならな
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に限ります。
初回起動時、電池入れ替え時を除く。ご使用の環
境によって異なる場合がございます。

※1
※2

※3

「UE Category4」は帯域幅20MHzにて下り（受信時）
最大150Mbps/上り（送信時）最大50Mbpsの高速
通信を可能とする通信規格です。2013年2月現在、

「EMOBILE LTE」の通信速度は、下り（受信時）
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最大75Mbps/上り（送信時）最大25Mbps対応
エリアは一部エリアのみとなります。最大通信速度は
ベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実効
速度として保証するものではありません。

「STREAM X」は、ソフトバンクモバイル株式会
社のライセンスに基づき使用されています。
Pocket WiFiは、イー・アクセス株式会社の登録
商標です。
連続通信時間、連続待機時間は使用環境や
電波状況などにより変動します。
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レイアウトをカスタマイズ可能。さらに、ワ

ンタッチで簡単にWi-Fiルーターとして利

用できるテザリング機能「Pocket WiFi

ウィジェット」も搭載し、最大8台までの
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高画質カメラや大容量バッテリーのほか、

日本語入力システム「FSKAREN」や、

EMOBILE端末初となるおサイフ

　『Pocket WiFi LTE（GL06P）』は、大

ハイスピード・フリースタイル・スマートフォン『STREAM X （GL07S）』
12時間使えるロングライフ・コンパクト『Pocket WiFi LTE（GL06P）』
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世界初の
「Windows Phone 4Afrika」を発表

2013年2月12日

　世界大手の携帯通信事業者である

ボーダフォンと共同で、同社が稼働中の

3,325km以上に及ぶ商用ネットワーク上で、

光ファイバーによる2テラビット伝送技術の

フィールド・トライアルを実施し、成功裏に終了

したと発表しました。これは現在主流の100G

ネットワークの20倍の容量に当たり、HD動画

40本を1秒でダウンロードすることを可能とす

るもので、100Gを超える将来の光伝送技術

の実用化に向けた大きな一歩となります。

ボーダフォンと共同で世界初の
2Tbps WDMのフィールド・トライアルに成功

2013年1月31日

題した講演を行い、ファーウェイの急成長を

支えるIT技術と、当社の戦略目標や法人ビジ

ネス事業の現状を詳しく紹介しました。

　ファーウェイ・ジャパンの企業市民としての活

動を紹介する『ファーウェイ・ジャパンSustain-

ability Book～私たちができること～』を発刊し

ました。年1回発行の小冊子で活動を知って

いただくきっかけづくりをしながら、詳細な情報

はウェブサイトの「企業市民活動」のページ

でタイムリーにお伝えしてまいります。なお、

ファーウェイ・ジャパンは総務省の「東日本大

震災アーカイブ」基盤構築事業の一環として

当冊子とウェブサイトのコンテンツを国立国

会図書館と宮城県図書館に寄贈しました。

2013年3月1日

ファーウェイのCSR活動を紹介する小冊子
『Sustainability Book』を発刊

　ファーウェイ・ジャパンでは昨年初めて新卒

採用の募集を行いました。2012年10月入社

の3名に加え、この4月から新たに8名の新卒

社員を迎えました。約4か月にわたるビジネス英

語研修や本社とのリモート講義を含む充実し

た技術研修を経て、ファーウェイの一員として

活躍することになります。ファーウェイ・ジャパン

2013年4月1日

ファーウェイ・ジャパン初の
新卒採用社員が入社

2012年度決算を発表

　ファーウェイは1月21日、2012年度決算

（速報値）を発表し、全世界売上高は2,202

億元（約3兆366億円※、前年比8パーセント

増）、純利益は154億元（約2,124億円※、

前年比33パーセント増）を達成する見込みで

あると発表しました。

　ファーウェイは、当社のステークホルダーへ

の情報公開および透明性を高める継続的な

取り組みの一環として、今回初めて速報値で

の決算を公表しました。当社監査法人

KPMGによる監査後の2012年度決算は、4

月に年次報告書にて発表する予定です。

　株式会社BCN（以下、BCN）が発表した

『BCN AWARD 2013』のハードウェア部

門において、デジタルフォトフレームの年間

販売トップシェアメーカーであることを表した

「最優秀賞」を初めて受賞しました。ファー

ウェイ･ジャパンは2009年からデジタルフォト

フレームを販売開始。写真データの共有に

加えて動画の受信や再生も可能にし、

2012年にはフルセグの視聴ができる防水

対応の製品も発売しています。

2013年1月18日

『BCN AWARD 2013』
ハードウェア部門 デジタルフォトフレーム

「最優秀賞」を初受賞

　ウェスティンホテル東京にて行われた

『Oracle Industry Leadership Summit 

2013 勝利する企業に学ぶ次の一手』にお

いて、ファーウェイ前CIO、現法人ビジネス事

業グループマーケティング＆ソリューション部バイ

ス･プレジデントの周良軍（Zhou Liangjun）

が、「ファーウェイのグローバル市場における

急成長を実現したスピード経営とIT戦略」と

2013年1月24日

『Oracle Industry Leadership
Summit 2013』にて講演

　東京コンファレンスセンター・品川で開催

される『ガートナー ITインフラストラクチャ＆

データセンター サミット 2013』に出展し、

法人ビジネス事業本部ソリューション＆マー

ケティング部シニアプロダクトマネージャー

田畑治が、ファーウェイの提案するクラウド・

ファブリック・アーキテクチャについて講演を

行います。詳細はガートナーのウェブサイト

（http://www.gartner.co.jp/event/dc/）をご参照

ください。

2013年4月24～26日

『ガートナーITインフラストラクチャ＆
データセンター サミット2013』に出展

は積極的な現地化の一環として今後も新卒

採用を継続していく予定であり、2014年度の

採用もすでに募集を開始しています。

　東京ビッグサイトで開催される『第13回光

通信技術展（FOE 2013）』専門技術セミ

ナーにおいて、ファーウェイ固定ネットワーク事

業部シニア・マネージャーのブルース・ウーが

「ファーウェイにおけるFTTH市場開拓状況と

ソリューション革新」について（11日）、ファー

ウェイ・ジャパンのネットワークソリューション

セールス部チーフネットワークアーキテクト滝

広眞利が「通信事業者のネットワークへの

SDNの展開 ～ネットワークの統合化から柔

軟化へ～」について（12日）、それぞれ講演を

行います。詳細はFOE 2013のウェブサイト

（http://www.foe.jp/seminar/）をご参照ください。

2013年4月11～12日

『第13回光通信技術展（FOE 2013）』の
専門技術セミナーにて講演

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。

業界初のFTTDソリューションを発表

2012年10月26日

　世界初のWindows Phone 4Afrikaとな

る『Huawei 4Afrika』を、急成長するアフリ

カ大陸におけるモバイル端末の利用促進

支援を目的に、エジプト、ナイジェリア、ケニ

ア、コートジボワール、アンゴラ、モロッコ、南

アフリカ共和国で2013年第1四半期後半

に発売予定であることを発表しました。

『Huawei 4Afrika』は、1月にCES 2013

で発表した『HUAWEI Ascend W1』

（P30参照）をカスタマイズしたアフリカ限

定モデルです。

長い工事期間、多大な投資などが課題とさ

れていました。今回のFTTDソリューションは

こうした課題に対処し、通信事業者に優れた

ブロードバンド・アクセス・ソリューションを提供

します。

　既存のツイストペアケーブルや同軸ケーブ

ルを活用して100Mbpsから1Gbpsの速度を

誇るウルトラブロードバンドを実現する、業界

初のFTTD（Fiber to the door：光ファイバー

を軒先まで敷設）ソリューションを発表しまし

た。従来のFTTH（Fiber to the home）また

はFTTB（Fiber to the building）では、光

ファイバーの屋内への引き込みの必要性、

　クラウド型の次世代ネットワーク・アーキテク

チャの定義を目指す一連の体系「SoftCOM」

を発表しました。「SoftCOM」では、SDN

（Software Defined Network： ソフトウェア

制御によるネットワーク）を活用し、機器レベ

ルのクラウド化（ハードウェアとソフトウェアの

分離）、ネットワークレベルのクラウド化

（データ転送機能と管理機能の分離）、通信

ITのクラウド化（従来型ITインフラからクラウ

ド型インフラへの変換）、インターネット指向の

運営（テレコム・ベースからインターネット・

ベースのシステムへの変換）を進め、通信事

業者を支援します。

次世代ネットワーク・アーキテクチャを
定義するビジョン「SoftCOM」を発表

2013年2月18日

　5つの周波数帯に対応するマルチモード・

ネットワーク・アンテナをMWC2013におい

て披露しました。LTEネットワークの構築が

急速に進む中、より多くの周波数帯への対

応が求められる一方、電波塔や屋上基地局

の設置に利用可能なスペースは減少しつつ

あります。ファーウェイの『Single™』シリーズ

として開発された同アンテナは、業界で初め

てウルトラ・ブロードバンドに対応した5波共

用ネットワーク・アンテナとなり、コンパクトか

つ高い効率性を実現しました。

MWC 2013において5波共用
マルチモード・ネットワーク・アンテナを披露

2013年2月25日
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世界初の
「Windows Phone 4Afrika」を発表

2013年2月12日

　世界大手の携帯通信事業者である

ボーダフォンと共同で、同社が稼働中の

3,325km以上に及ぶ商用ネットワーク上で、

光ファイバーによる2テラビット伝送技術の

フィールド・トライアルを実施し、成功裏に終了

したと発表しました。これは現在主流の100G

ネットワークの20倍の容量に当たり、HD動画

40本を1秒でダウンロードすることを可能とす

るもので、100Gを超える将来の光伝送技術

の実用化に向けた大きな一歩となります。

ボーダフォンと共同で世界初の
2Tbps WDMのフィールド・トライアルに成功

2013年1月31日

題した講演を行い、ファーウェイの急成長を

支えるIT技術と、当社の戦略目標や法人ビジ

ネス事業の現状を詳しく紹介しました。

　ファーウェイ・ジャパンの企業市民としての活

動を紹介する『ファーウェイ・ジャパンSustain-

ability Book～私たちができること～』を発刊し

ました。年1回発行の小冊子で活動を知って

いただくきっかけづくりをしながら、詳細な情報

はウェブサイトの「企業市民活動」のページ

でタイムリーにお伝えしてまいります。なお、

ファーウェイ・ジャパンは総務省の「東日本大

震災アーカイブ」基盤構築事業の一環として

当冊子とウェブサイトのコンテンツを国立国

会図書館と宮城県図書館に寄贈しました。

2013年3月1日

ファーウェイのCSR活動を紹介する小冊子
『Sustainability Book』を発刊

　ファーウェイ・ジャパンでは昨年初めて新卒

採用の募集を行いました。2012年10月入社

の3名に加え、この4月から新たに8名の新卒

社員を迎えました。約4か月にわたるビジネス英

語研修や本社とのリモート講義を含む充実し

た技術研修を経て、ファーウェイの一員として

活躍することになります。ファーウェイ・ジャパン

2013年4月1日

ファーウェイ・ジャパン初の
新卒採用社員が入社

2012年度決算を発表

　ファーウェイは1月21日、2012年度決算

（速報値）を発表し、全世界売上高は2,202

億元（約3兆366億円※、前年比8パーセント

増）、純利益は154億元（約2,124億円※、

前年比33パーセント増）を達成する見込みで

あると発表しました。

　ファーウェイは、当社のステークホルダーへ

の情報公開および透明性を高める継続的な

取り組みの一環として、今回初めて速報値で

の決算を公表しました。当社監査法人

KPMGによる監査後の2012年度決算は、4

月に年次報告書にて発表する予定です。

　株式会社BCN（以下、BCN）が発表した

『BCN AWARD 2013』のハードウェア部

門において、デジタルフォトフレームの年間

販売トップシェアメーカーであることを表した

「最優秀賞」を初めて受賞しました。ファー

ウェイ･ジャパンは2009年からデジタルフォト

フレームを販売開始。写真データの共有に

加えて動画の受信や再生も可能にし、

2012年にはフルセグの視聴ができる防水

対応の製品も発売しています。

2013年1月18日

『BCN AWARD 2013』
ハードウェア部門 デジタルフォトフレーム

「最優秀賞」を初受賞

　ウェスティンホテル東京にて行われた

『Oracle Industry Leadership Summit 

2013 勝利する企業に学ぶ次の一手』にお

いて、ファーウェイ前CIO、現法人ビジネス事

業グループマーケティング＆ソリューション部バイ

ス･プレジデントの周良軍（Zhou Liangjun）

が、「ファーウェイのグローバル市場における

急成長を実現したスピード経営とIT戦略」と

2013年1月24日

『Oracle Industry Leadership
Summit 2013』にて講演

　東京コンファレンスセンター・品川で開催

される『ガートナー ITインフラストラクチャ＆

データセンター サミット 2013』に出展し、

法人ビジネス事業本部ソリューション＆マー

ケティング部シニアプロダクトマネージャー

田畑治が、ファーウェイの提案するクラウド・

ファブリック・アーキテクチャについて講演を

行います。詳細はガートナーのウェブサイト

（http://www.gartner.co.jp/event/dc/）をご参照

ください。

2013年4月24～26日

『ガートナーITインフラストラクチャ＆
データセンター サミット2013』に出展

は積極的な現地化の一環として今後も新卒

採用を継続していく予定であり、2014年度の

採用もすでに募集を開始しています。

　東京ビッグサイトで開催される『第13回光

通信技術展（FOE 2013）』専門技術セミ

ナーにおいて、ファーウェイ固定ネットワーク事

業部シニア・マネージャーのブルース・ウーが

「ファーウェイにおけるFTTH市場開拓状況と

ソリューション革新」について（11日）、ファー

ウェイ・ジャパンのネットワークソリューション

セールス部チーフネットワークアーキテクト滝

広眞利が「通信事業者のネットワークへの

SDNの展開 ～ネットワークの統合化から柔

軟化へ～」について（12日）、それぞれ講演を

行います。詳細はFOE 2013のウェブサイト

（http://www.foe.jp/seminar/）をご参照ください。

2013年4月11～12日

『第13回光通信技術展（FOE 2013）』の
専門技術セミナーにて講演

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。

業界初のFTTDソリューションを発表

2012年10月26日

　世界初のWindows Phone 4Afrikaとな

る『Huawei 4Afrika』を、急成長するアフリ

カ大陸におけるモバイル端末の利用促進

支援を目的に、エジプト、ナイジェリア、ケニ

ア、コートジボワール、アンゴラ、モロッコ、南

アフリカ共和国で2013年第1四半期後半

に発売予定であることを発表しました。

『Huawei 4Afrika』は、1月にCES 2013

で発表した『HUAWEI Ascend W1』

（P30参照）をカスタマイズしたアフリカ限

定モデルです。

長い工事期間、多大な投資などが課題とさ

れていました。今回のFTTDソリューションは

こうした課題に対処し、通信事業者に優れた

ブロードバンド・アクセス・ソリューションを提供

します。

　既存のツイストペアケーブルや同軸ケーブ

ルを活用して100Mbpsから1Gbpsの速度を

誇るウルトラブロードバンドを実現する、業界

初のFTTD（Fiber to the door：光ファイバー

を軒先まで敷設）ソリューションを発表しまし

た。従来のFTTH（Fiber to the home）また

はFTTB（Fiber to the building）では、光

ファイバーの屋内への引き込みの必要性、

　クラウド型の次世代ネットワーク・アーキテク

チャの定義を目指す一連の体系「SoftCOM」

を発表しました。「SoftCOM」では、SDN

（Software Defined Network： ソフトウェア

制御によるネットワーク）を活用し、機器レベ

ルのクラウド化（ハードウェアとソフトウェアの

分離）、ネットワークレベルのクラウド化

（データ転送機能と管理機能の分離）、通信

ITのクラウド化（従来型ITインフラからクラウ

ド型インフラへの変換）、インターネット指向の

運営（テレコム・ベースからインターネット・

ベースのシステムへの変換）を進め、通信事

業者を支援します。

次世代ネットワーク・アーキテクチャを
定義するビジョン「SoftCOM」を発表

2013年2月18日

　5つの周波数帯に対応するマルチモード・

ネットワーク・アンテナをMWC2013におい

て披露しました。LTEネットワークの構築が

急速に進む中、より多くの周波数帯への対

応が求められる一方、電波塔や屋上基地局

の設置に利用可能なスペースは減少しつつ

あります。ファーウェイの『Single™』シリーズ

として開発された同アンテナは、業界で初め

てウルトラ・ブロードバンドに対応した5波共

用ネットワーク・アンテナとなり、コンパクトか

つ高い効率性を実現しました。

MWC 2013において5波共用
マルチモード・ネットワーク・アンテナを披露
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ダカスカルやモーリシャス、レユニオンといっ

たインド洋上の島国まで、4年間の赴任期

間に各国を転 と々しました。その後、今度は

思いきり北上してアイスランドとスウェーデ

ンにあわせて1年弱、再び南下してインドの

デリーとムンバイに4年、そして昨年12月に

日本へ来ました。

　最初に赴任したときは数か月間の滞在

予定だったので、荷物もたいして持たずに

渡航したのですが、結局4年間も滞在する

ことに。ザンビアにはまだオフィスがなく、同

僚3人と一軒家を借りてスタートしました。

本社から遠く離れた地で、プロジェクトのデ

リバリーはもちろん、事務仕事から車の修

理にいたるまで何事も自分たちでやらなけ

ればなりませんでしたが、常に解決策を自力

で見つけだしていくのはおもしろかったで

す。なによりも、現代の技術にまだなじみの

ない途上国の人たちの生活を変える仕事

をしているのだという使命に、やりがいを感

じていました。携帯電話がつながったときに

現地の人たちが喜ぶ顔を見るのがとてもう

れしかったですね。一軒家にアジア人男性

4人が生活し、デリバリーの仕事を夜中に

終えて朝方戻ってくるということも多かった

ので、泥棒でもやっているんじゃないかと警

察に怪しまれたこともありました（笑）。

　まったく違いました。すでにオフィスがあ

り、マネジメントも確立していますから、自分

の業務外のことに煩わされることなく、プロ

ジェクトに集中できたのは良かったです。ビ

ジネスも成熟しているので、人材も豊富で、

未経験の若者を一からトレーニングしなけれ

ばならないアフリカとは違って、経験豊かな

人たちを現地採用することができました。ま

た、アフリカではおもにこちらからお客様に
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Q
入社してから日本に赴任するまでの
経歴をおしえてください。

Q
そこから5年間で、
社員数300名まで急成長したのですね。

　最初の半年間は完全に1人で、2階建て

の一軒家を借りてオフィス兼住居としていま

した。ファーウェイにとってまったく未開拓の

市場で、ファーウェイという名前を聞いたこと

がない人がほとんど。当初は売上目標すらな

く、まずは市場を調査し、チャンスを見定めて

事業基盤をつくることがミッションでした。サ

ポートが必要なときには本社に支援を要請

しましたが、基本的には財務や人事も含め

たあらゆる業務を1人でやらなければなりま

せんでした。半年後の2005年1月、本社か

ら派遣された3人の同僚とともに、コロンボ

の中心地にあるワールド・トレード・センターに

オフィスを開設しました。オフィスといっても

たったの4人ですし、仕事以外の生活もほと

んど一緒に過ごしていましたから、彼らとは家

族のような関係になりましたね。

　そうですね。立ち上げから4か月後に初

めて契約をとることができたときは、本当に

うれしかったです。受注額は大きくはありま

せんでしたが、とにかく0から1への大きな

第一歩でしたからね。ここには未来がある、

これからもっと成長するぞ、という希望が湧

きました。途中、スリランカの内戦が悪化

し、街中のそこここで爆音が聞こえるといっ

た状況も経験しましたが、社員全員の地道

な努力が実を結んで、事業を拡大すること

ができました。現地採用のスタッフと交流を

深め、地元の文化や慣習に対する理解を

深めたことも有益だったと思います。

　始めのうち一番つらかったのは、1人き

りで孤独だったことです。中国以外の国で

暮らすのは初めてでしたし、知り合いもお

らず、話し相手といえば家の管理人だった

70歳のおじいさんだけ。あとは言葉の問

題です。当初は私も英語があまり上手で

はありませんでしたし、お客様を含め現地

の方々の英語はアクセントが強くて、お互

いコミュニケーションをとるのがたいへんで

した。それでも、まったく何もないところから

のスタートでしたから、少しでも進歩がある

とやる気が出て、自分の成長を実感でき、

毎日が新鮮でした。無限のビジネス・チャ

ンスを前に日々忙しく、苦労を苦労と感じ

る暇もなかったというところですね。

　次の赴任先が日本だと聞いたときは

まったく予想外で、なかなか実感が湧きま

せんでしたが、来日してみてその責任の重

さをひしひしと感じました。日本はファーウェ

イにとってとても重要なマーケットであり、

求められる水準も非常に高い。これまでの

経験が通用しないのではと心配でした。実

際に仕事を始めてみると、ビジネスのやり

方、お客様との接し方、社員のマネジメント

など、勉強になることが山ほどあり、ここで

働くことができて実に幸運だと思います。

日本のお客様のお役に立てることはまだま

だたくさんあり、これからの可能性にやりが

いを感じています。

　異なる環境で毎日新しい経験をし、それが

一つひとつ知識として身についていくことで、

どんな困難があっても乗り越えられる自信が

つきました。同時に、いろいろな違いはあって

も、お客様と真摯に対話し、有言実行を積み

重ねて信頼関係を築くことがどの国でも同じ

ように重要だと学びました。ファーウェイとい

う会社が知られていない国で新たな市場を

開拓したからこそ、信頼を得ることの大切さ

が身にしみてわかったように思います。

　本社での研修を経て、甘粛省蘭州のオ

フィスでエンジニアとして2年間働きました。

それから本社へ戻って2年ほど勤めたあと、

プロジェクト・マネージャーとしてアフリカの

ザンビアへ赴任になりました。アフリカは1

国ごとの市場が小さいので、複数の国をま

たがって事業をしていたため、エチオピア、

ケニア、ナイジェリア、ジンバブエ、南アフリ

カ共和国、モザンビーク、マラウィ、さらにマ

ソリューションを提案していましたが、北欧で

はお客様から学ぶことも数多くありました。

　インドはアフリカともヨーロッパとも違い、

通信市場がめざましく発展している段階で、

ファーウェイのビジネスも急速に拡大してい

ました。私が赴任した2008年には500人

だった従業員が2010年には4,000人にま

で増え、年間8万件を超えるデリバリーを実

施するほどの規模に成長しました。そんな状

況ですから、スピードと予算の面で要求が厳

しく、めまぐるしい毎日でした。経済成長が著

しいだけでなく、さまざまな宗教や文化が共

存するとても奥の深い国で、貴重な経験が

できたと思います。ただ、インドの人たちの早

口の英語には最後まで苦労しましたね。

　家族と離れるのはつらいですが、仕事は

大事ですし、世界中で生活できる楽しさもあ

ります。家族には心配をかけないよう、最初

にアフリカに赴任になったときは「マレーシ

アへ行く」と言っていました。さすがに長くは

隠しておけず、結局は本当のことを言いまし

たが、苦労話は一切せず、美しい景色の写

真ばかり送るようにしていました。

　入社した当初は、正直なところ、数年間

お金を稼げればそれでいいと思っていたん

です。ところが海外に出てみて、それまで予

想もしていなかったような経験をたくさん積

んで、世の中に対する見方が大きく変わりま

した。さまざまな困難にぶつかり、問題を解

決してきたことで、自分に何ができるのかが

わかってきましたし、それをもっと社会に活か

していきたいと考えるようになりましたね。

Q
スリランカ・オフィスの立ち上げは
どのようにして実現したのですか？

Q
スリランカと日本、2つの国で
仕事をした経験から得たものは？

Q
どんな苦労がありましたか？

Q
次の北欧では
ずいぶん状況が違ったのでは？

Q
世界各国で
仕事をした経験から得たものは？

Q
故郷の暮らしや
ご家族が恋しくありませんか？

Q
インドではどうでしたか？

こう せい しょうなんしょう し

Q
入社してから日本に赴任するまでの
経歴をおしえてください。

Q
まさにグローバルですね！
アフリカではどんな経験をされたのですか？

QQ
入社してから日本に赴任するまでの
経歴をおしえてください。

がない人がほとんど。当初は売上目標すらな

く、まずは市場を調査し、チャンスを見定めて

事業基盤をつくることがミッションでした。サ

ポートが必要なときには本社に支援を要請

しましたが、基本的には財務や人事も含め

たあらゆる業務を1人でやらなければなりま

せんでした。半年後の2005年1月、本社か

ら派遣された3人の同僚とともに、

の中心地にあるワールド・トレード・センターに

オフィスを開設しました。オフィスといっても

たったの4人ですし、仕事以外の生活もほと

　入社後、深圳の本社で半年間研修を受

けてから、江西省南昌市のオフィスの営業

部に2年4か月ほど勤務しました。その後、バ

ングラデシュ経由でスリランカのコロンボに

派遣され、そこでの事業立ち上げを任されま

した。入社からわずか3年でオフィスを一から

立ち上げるという大役を1人で担うことになっ

たのです。半年の準備期間を経て社員4人

でスタートしたスリランカ・オフィスが300人

の規模まで成長した5年後、今度は日本へ

赴任となりました。

Q
日本での仕事はどうですか？

張 春雷 （Zhang Chunlei）

営業担当副社長

黒龍江省牡丹江市出身。大連理工大学卒業
後、2001年にファーウェイに入社、2009年4
月に来日。2010年に結婚した同郷の妻と、も
うすぐ2歳になる娘が中国で暮らしており、とき
どき日本へ遊びに来るのを楽しみにしている。

こくりゅうこうしょうぼ たんこう し

かんしゅくしょうらんしゅう

ファーウェイ・ジャパンで働く本社採用の社員の中には、世界140か国以上に点在する
各国のファーウェイ・オフィスを経て日本に赴任した人も多く、グローバルな経験を日本
でのビジネスに活かしています。今回のファーウェイ・ピープルでは、世界各地のファー
ウェイで勤務したのち来日した二人の社員をご紹介します。住み慣れない土地での暮
らしに苦労しながら、新興市場で一から事業を立ち上げ、多様なお客様のニーズに応
えてきた経験が、ビジネス・パーソンとして、人間として、彼らを大きく成長させました。

ファーウェイ・ジャパンで働く本社採用の社員の中には、世界140か国以上に点在する
各国のファーウェイ・オフィスを経て日本に赴任した人も多く、グローバルな経験を日本
でのビジネスに活かしています。今回のファーウェイ・ピープルでは、世界各地のファー
ウェイで勤務したのち来日した二人の社員をご紹介します。住み慣れない土地での暮
らしに苦労しながら、新興市場で一から事業を立ち上げ、多様なお客様のニーズに応
えてきた経験が、ビジネス・パーソンとして、人間として、彼らを大きく成長させました。

張 驍 （Zhang Xiao）

デリバリー・サービス本部
品質・運営部部長

四川省雅安市出身。1999年にファーウェイに
入社、2012年12月に来日。海外赴任の合間
を縫って、深圳本社で知り合った同僚と2009
年に結婚。写真が趣味で、各国で風景や人々
を撮影している。

しせんしょう が あん し



ダカスカルやモーリシャス、レユニオンといっ

たインド洋上の島国まで、4年間の赴任期

間に各国を転 と々しました。その後、今度は

思いきり北上してアイスランドとスウェーデ

ンにあわせて1年弱、再び南下してインドの

デリーとムンバイに4年、そして昨年12月に

日本へ来ました。

　最初に赴任したときは数か月間の滞在

予定だったので、荷物もたいして持たずに

渡航したのですが、結局4年間も滞在する

ことに。ザンビアにはまだオフィスがなく、同

僚3人と一軒家を借りてスタートしました。

本社から遠く離れた地で、プロジェクトのデ

リバリーはもちろん、事務仕事から車の修

理にいたるまで何事も自分たちでやらなけ

ればなりませんでしたが、常に解決策を自力

で見つけだしていくのはおもしろかったで

す。なによりも、現代の技術にまだなじみの

ない途上国の人たちの生活を変える仕事

をしているのだという使命に、やりがいを感

じていました。携帯電話がつながったときに

現地の人たちが喜ぶ顔を見るのがとてもう

れしかったですね。一軒家にアジア人男性

4人が生活し、デリバリーの仕事を夜中に

終えて朝方戻ってくるということも多かった

ので、泥棒でもやっているんじゃないかと警

察に怪しまれたこともありました（笑）。

　まったく違いました。すでにオフィスがあ

り、マネジメントも確立していますから、自分

の業務外のことに煩わされることなく、プロ

ジェクトに集中できたのは良かったです。ビ

ジネスも成熟しているので、人材も豊富で、

未経験の若者を一からトレーニングしなけれ

ばならないアフリカとは違って、経験豊かな

人たちを現地採用することができました。ま

た、アフリカではおもにこちらからお客様に
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　そうですね。立ち上げから4か月後に初

めて契約をとることができたときは、本当に
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きました。途中、スリランカの内戦が悪化

し、街中のそこここで爆音が聞こえるといっ

た状況も経験しましたが、社員全員の地道

な努力が実を結んで、事業を拡大すること

ができました。現地採用のスタッフと交流を

深め、地元の文化や慣習に対する理解を

深めたことも有益だったと思います。

　始めのうち一番つらかったのは、1人き

りで孤独だったことです。中国以外の国で

暮らすのは初めてでしたし、知り合いもお

らず、話し相手といえば家の管理人だった

70歳のおじいさんだけ。あとは言葉の問

題です。当初は私も英語があまり上手で

はありませんでしたし、お客様を含め現地

の方々の英語はアクセントが強くて、お互
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した。それでも、まったく何もないところから

のスタートでしたから、少しでも進歩がある

とやる気が出て、自分の成長を実感でき、
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ンスを前に日々忙しく、苦労を苦労と感じ

る暇もなかったというところですね。
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まったく予想外で、なかなか実感が湧きま

せんでしたが、来日してみてその責任の重
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など、勉強になることが山ほどあり、ここで
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通信市場がめざましく発展している段階で、
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ウェイで勤務したのち来日した二人の社員をご紹介します。住み慣れない土地での暮
らしに苦労しながら、新興市場で一から事業を立ち上げ、多様なお客様のニーズに応
えてきた経験が、ビジネス・パーソンとして、人間として、彼らを大きく成長させました。
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My Home Town in China

　「吹糖人」は中国の飴細工で、元の時代

から600年以上も続く伝統民間工芸のひと

つである。かつては職人が材料の砂糖、練

炭コンロやはさみなどの製作道具一式をかご

や木箱に入れ、天秤棒で担いで売り歩いて

いた。「吹糖人」は文字通り熱した飴を吹き

ながら、はさみやナイフで人物や動物などをか

たどってつくりあげる飴細工。この手法のほ

か、大理石などの石板の上に日本のべっこう

飴細工のように溶かした砂糖水で作画する

「画糖人（ファタンレン）」、砂糖水を動物など

の型に流して固める「塑糖人（スゥタンレ

ン）」もある。どの「糖人」も職人が目の前で

飴をつくってくれる上、廉価であったため、80

年代初期まで子どもたちに大人気のおやつ

だった。食文化が変化するにつれ、いまでは

お祭りや旧正月のイベント以外ではあまり見

かけなくなった昔懐かしいお菓子である。

　日本人観光客に「龍のひげあめ」と呼ば

れる人気みやげである「龍鬚糖」は、清の第

5代皇帝だった雍正帝（在位期間1722～

35年）がこよなく愛していた甘菓子のひとつ

だという。麺をつくるのと同じ要領で、温めた

飴を手で両極に引っ張っては伸ばし、伸ばし

ては引っ張るという工程を繰り返す。最終的

に白髪のような状態になった細い糸飴で

ピーナッツ、ゴマ、ココナッツのあんをくるんで

完成する。龍鬚糖の旧名は銀糸糖（インシー

タン）。もともとは庶民のおやつだったが、皇帝

の好物だと知った庶民は、皇帝を象徴する吉

祥物である龍の鬚にたとえ、龍鬚糖という名で

呼ぶようになった。

　同じ手づくり飴細工の吹糖人とは対照的

に、龍鬚糖は今では量産され、スーパーなどで

簡単に手に入る。ときには中国の大都市や香

港のショッピングセンターで実演販売を見るこ

ともできる。

写真提供：香港ナビ
（http://www.hongkongnavi.com/）

　返還前の香港で生まれ、広東語を母国語と

して育ちました。香港の中でも、かつて香港啓

徳国際空港があった九龍城（クーロンセン）区

や、香港島南岸の昔の港町・香港仔（ヒョンゴ

ンジャイ、アバディーン）、美しいビーチの多い

西貢（サイクン）区など、数か所で暮らしました。

　香港といえば、超高層ビルや100万ドルの

夜景など都会の風景を思い浮かべる人が大

半だと思いますが、実は山や海など豊かな自然

にも恵まれた土地でもあります。西貢半島は島

の大半が郊野公園となっていて人気のハイキ

ング・コースがありますし、周辺の海は風があっ

て波が少ないためウインドサーフィンに最適で

す。その名のとおり水のきれいな清水湾（クリ

アウォーター・ベイ）でも、ウインドサーフィンや

シーカヤックが楽しめます。僕も学生時代には

よく海に行っていました。

　ご存知のように、香港はやはりグルメの街。

どこへ行ってもレストランや食堂があり、地元の

人は週末には必ず外食に出かけます。朝食を

外で食べる人も多く、おかゆや揚げパンのほ

か、香港独特の定番朝食メニュー、マカロニ

スープなどをよく食べます。

　植民地時代の名残りでアフタヌーンティー

の習慣も根づいており、練乳を入れた濃厚な

香港式ミルクティーや、紅茶にコーヒーを混ぜ

解してもらう、という違いはありますが、双方の

ギャップを埋めるという点では共通しています

ね。もともと、日本人と中国人の両親の間に

生まれ育ち、両国の文化や習慣を身につけて

きたので、それを活かして日中の架け橋になる

ような仕事がしたいと思っていました。だから、

この仕事にはとてもやりがいを感じています。

　米国系企業では仕事は基本的に個人で行う

ことが多かったのですが、ファーウェイでは何事も

チームで取り組みます。自分だけの判断ではベス

トではないこともあるので、チームワークで問題を

解決できるのは心強いです。上司はチームの和

をとても大切にする人で、いつも和気あいあい、

仕事がしやすい環境です。確かな技術を持った

日本の企業とグローバルに協業することで、お互

いが成長していけるようなパートナーシップを築い

ていくのがファーウェイの目標。購買の仕事を通

じてその実現に近づけるよう、日々尽力していま

す。プライベートでは昨年7月に父親になったば

かりなので、自分自身もさらに成長していきたいで

すね。息子にも、日本と中国の両方の素晴らしい

ところを伝えていければと思っています。
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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。

知られざる豊かな自然と独特の食文化

香港

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

強固なチームワーク

Roaming China

（くぼやま たついき）久保山  龍生

繁華街だけじゃない
香港の魅力

旧植民地ならではの
独特の食文化

ギャップを埋め、
架け橋となる

中国の伝統飴細工～吹糖人（ツォイタンレン）と龍鬚糖（ロンシュータン）
Kaleidoscope 異文化の万華鏡

購買認証部　購買スペシャリスト
日本人の父と香港人の母を持ち、香港で生まれ育つ。ファーウェイでは日本におけるエンジニアリ
ング・サービスの購買認証を担当。歌が好きで香港にいたころから聖歌隊で歌っていた歌唱力を
活かし、現在は日本で知り合った合唱仲間とアカペラ・グループを組んで活動している。今年の
ファーウェイ・ジャパンの新年会でも、700人を超える観衆の前ですばらしい歌声を披露した。

清水湾（撮影：Marco Ma）

働く女性たち
中国の経済発展を支える女性のパワー

　世界経済フォーラムでは毎年、各国の男女の
格差を「経済活動への参加」「教育」「健康」

「政治参加」といった複数の視点から指数化し
て測定し、そのランキングを発表している。最新
のデータでは、中国は135か国中69位（日本は
101位、米国は22位）。個別の指標を見ると、労
働者数では男性1に対し女性0.88と、日本

（0.73）、米国（0.85）よりも女性の比率が上ま
わっており、専門職・技術職に限れば女性のほう
が男性よりも多くなっている（1.08）。所得も男
性1に対して0.65と、日本の0.55よりやや格差
が小さい。こうした状況の中、出産後も仕事を続
ける女性も多く、ワーキング・マザーの数は3億
2,000万人にのぼるという報告もある（Ogilvy & 
Mather調べ）。中国経済の急成長には、女性の
パワーが一役買っているようだ。ちなみに、ファー
ウェイ・ジャパンでは従業員の約4分の1が女性、
そのうち3分の1がワーキング・マザーで、マネー
ジャー以上の役職者の男性1に対する女性の比
率は0.22となっている（2013年2月現在）。

ようせいてい

■男性を1としたときの女性の比率
　（世界経済フォーラム『The Global Gender Gap Report 2012』より）
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が小さい。こうした状況の中、出産後も仕事を続
ける女性も多く、ワーキング・マザーの数は3億
2,000万人にのぼるという報告もある（Ogilvy & 
Mather調べ）。中国経済の急成長には、女性の
パワーが一役買っているようだ。ちなみに、ファー
ウェイ・ジャパンでは従業員の約4分の1が女性、
そのうち3分の1がワーキング・マザーで、マネー
ジャー以上の役職者の男性1に対する女性の比
率は0.22となっている（2013年2月現在）。

ようせいてい

■男性を1としたときの女性の比率
　（世界経済フォーラム『The Global Gender Gap Report 2012』より）

労働者数

議員、上級公務員、企業管理職の人数

専門職・技術職に就く労働者数

勤労所得

600年の歴史を持つ伝統工芸
「吹糖人」

皇帝のお気に入り砂糖菓子
「龍鬚糖」

（撮影：televiseus） （撮影：Smartneddy）

菠蘿包 咖哩魚蛋
（写真提供：香港ナビ http://www.hongkongnavi.com/）

マーファン・ニン・ゲイ・ウォ・イーベイ・ナイチャ

久保山さんの中国語ワンポイントレッスン
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