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胡厚崑 （ケン・フー）

　クラウド化はどんな企業にとっても、徹
底した変革を要する大きな一歩です。重
要なのは、そこからどんな価値を生みだす
かです。クラウド化は単なるテクノロジー
の導入プロセスではなく、企業のマイン
ドセットと能力が試される過程なのです。
　クラウド変革を進めるには、企業には
大きなビジョン、すなわち長期的で体系
だった戦略が必要です。そのうえで、小さ
なアクションを積み重ねていかなければ
なりません。少しずつ周到に着手し、課題
を一つひとつ解決し、価値を生み出して

いくのです。こうした段階的な取り組みを
通じて、新たなテクノロジーやそれがもた
らす成功に対し、ゆるぎない自信を構築
することができるでしょう。
　ファーウェイもこれを実践してきまし
た。当社は世界中に16か所の研究開発拠
点と1万5,000以上のラボを持っており、8

万人の従業員が研究開発に従事していま
す。かつては研究開発に必要なコンピュー
ティング・リソースが広く分散し有効に
活用できていませんでしたが、2013年に
全世界の研究開発リソースを統合し、

研究開発とコーディングの機能をクラウ
ドへ移行しました。こうした研究開発プ
ロセスの再構築により、リソースの再利
用が2.5倍に、研究開発の全工程で作業
量が平均50％削減され、効率が大幅に
向上し、製品を市場に投入するまでの期
間も著しく短縮することができました。
　どんな過程をたどるかはそれぞれ異な
りますが、あらゆる企業に言えるのは、
変化は希望だ、ということです。クラウド
時代においては、行動を起こす者だけが
未来を作り出せるのです。

Message
from

the Executives

Think Big, Act Small 大きなビジョンを持ち、小さなアクションを積み重ねる

徐直軍 （エリック・シュー）

　企業のデジタル化を可能にするものは
何でしょうか？ 私は、クラウドを受け入
れ、クラウドに入り込み、クラウドの技術
とコンセプトを活用して新たなビジネス
モデルや運営モデルを作り出し、体験の
質と効率を向上させることだと考えます。
　この10年間にクラウドを活用して誕生
したインターネット企業は、すばらしい体
験を生み出し、多くの産業のビジネスモ
デルを変革してきました。従来型の企業
や産業も、こうしたクラウドの技術と発想
を活用して自らのビジネスモデルや運営

モデルを刷新できれば、これからの競争
や変化を生き抜くことができるでしょう。
お客様の層や製品の種類は変わらなくと
も、ビジネスモデルや運営モデルはクラウ
ドによってシンプルかつ高効率、低コスト
なものに変革することができるのです。
　真にデジタル化した企業になるために
は、CEOと経営陣がその目標に向けて
覚悟を決め、ぶれることなく取り組みを
推し進めるのはもちろんのこと、CIO（最
高情報責任者）が果たす役割も再考す
る必要があります。CIOの「 I」はいまや

3つの意味を持ちます。最も重要なのが、
Innovation（革新）です。ICTに対する確
固たる理解を持ち、クラウドの技術や発
想を受け入れているCIOが、その知見を
ビジネスに融合させれば、ビジネスモデ
ルや運営モデルの変革の強力な推進力と
なりえます。もともとの意味であるInfor-

mation（情報）の面では、ITインフラのク
ラウド化を進めることになります。さらに
は、お客様やパートナーと企業とをつな
げるInterconnect（相互につなげる）とい
う役目を果たすこともできるでしょう。

クラウドを受け入れ、入り込む 真のデジタル変革に必要なこと

郭平 （グォ・ピン）

　企業はこれまで、自社の中核となるリ
ソースを管理することで、コア・コンピテン
スを築いてきました。しかし、産業の統合
と消費者ニーズの進化が進むにつれ、企
業にはよりオープンで柔軟な姿勢が求め
られています。企業の優位性を組織の内
側のみならず、その外側からも得る必要
があるのです。自社に属していないリソー
スをも有効活用するには、先進的な技術
や潤沢なリソースだけでなく、組織の弾力
性を高め、制度を変革してさまざまなもの
を取り入れていく力が必要とされます。

　新たなICTエコシステムは、成功の共
有に基づく共生的なものになっていきま
す。独自の付加価値を持ってこのエコシ
ステムの発展に貢献できれば、規模の
大小を問わずあらゆる企業がその一員と
なることができます。
　クラウド・エコシステムから優位性を得
る唯一の方法は、シェアの拡大よりもパイ
の拡大を重視し、市場を成長させていく
ことです。ファーウェイは業界のリーダー
としてこれを責務とし、他のプレーヤーと
つながりあい、互いのリソースを活用する

ことで、誰もが恩恵を得られるエコシステ
ムを醸成していきます。デジタル変革とい
う巨大なパイのうち、当社はわずか1％の
シェアしか想定していません。残りはパー
トナーのものです。これは当社の創業者、
任正非（レン・ジェンフェイ）が長年実践し
てきたことです。彼は創業以来、自社の
利益の1％程度しか得ていないのです。
　これからのスマートなデジタル社会に
おいて、ファーウェイはICTエコシステム
の「土と肥料」となることを目指し、市場の
成長と社会の前進に貢献していきます。

エコシステムへの貢献が、競争優位の源泉に

今号の巻頭メッセージは、『HUAWEI CONNECT 2016』での
3名の輪番CEO兼取締役副会長による基調講演の抜粋をお届けします。

新たなクラウド時代への変革に向けて 『HUAWEI CONNECT 2016』は、8月31日～9月2日、
中国・上海で開催されたファーウェイ創業以来最大
の総合カンファレンスです。イベントの詳細は今号
のSpecial Report（P16）および特設ウェブサイト
（www.huawei.com/minisite/huaweiconnect2016/
＜英語＞）をご覧ください。
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障害者が障害者を雇用する仙拓
「できること」に目を向ければ、「人材」に変わる

2011年、脊髄性筋萎縮症という難病を持つ佐藤仙務（ひさむ）氏が19
歳のとき、同病の友人である松元拓也氏と2人で起業。右手の親指が
1cmほど動くだけの佐藤氏が「寝たきり社長」として営業や広報を担当
し、デザインが得意な松元氏が名刺制作を行うという形で事業をスター
ト。愛知県東海市にオフィスを置き、現在は大阪と埼玉に住む同じく重
度の障害を持つ2名の従業員を遠隔で雇用している。障害者が自分の
能力を生かした仕事に就く機会を生み出すことで、「世界の人々に新しい
選択肢を与えられる企業」を目指す。

株式会社仙拓（せんたく）
http://sen-taku.co.jp/

　重度の先天性障害を持つ佐藤仙務氏
と松元拓也氏が、働く場がなければ自分
たちで作ろうと起業した仙拓。起業当初
は知り合いからの発注が1か月に1、2件
程度でしたが、創業から5年経ち、累計
受注件数は約700件に。名刺制作に加
え、アプリ開発、ウェブサイト制作、クラ
ウド・プラットフォームの導入支援サービ
スなども手がけるようになり、ビジネスモ
デルも単発の受注から名刺管理やウェ
ブサイト運用などの継続的なサポートを
提供する月額課金型へとシフトし、着実
に事業を成長させています。
　新規顧客の開拓と事業の拡大には、
SNSが大きな役割を果たしたと佐藤氏は
言います。「まずは仙拓という会社を知っ
てもらわなければ、と積極的に情報発信
を行いました。Facebookでたくさんの人
たちとつながり、それをきっかけとして発
注があり、そこからさらに口コミでご紹介
いただいたケースが大半です」
　いまではサイボウズ株式会社社長の青
野慶久さん、イタリアン・レストラン『ラ・
ベットラ』の落合務シェフ、総理大臣夫人
の安倍昭恵さんなど、著名な方々が顧
客かつアンバサダーとして仙拓の名前を

広めているほか、合成樹脂を扱うモリ
マーなど大手企業からの発注も受けるよ
うになりました。

　最初に採用した従業員も、Facebook

で知り合った重度障害者でした。「大阪在
住で筋ジストロフィーを患っており、大学
を卒業したものの、その後病態が悪化し
自宅で過ごしていた人だったのですが、
Facebookでのやりとりから非常に優秀な
人材だと感じ、一緒に働かないかと声を
かけました。彼はそもそも障害者が仕事を
持てるとは思っておらず、会ったこともな
い相手からの誘いだったこともあって最
初は信用できなかったそうです。まずは勉
強してもらおうとウェブのアクセス解析に

関する電子書籍を渡したところ、これなら
できるかもという自信が芽生えたようで、
仙拓のウェブサイトのアクセス解析を担
当してもらうことになりました。現在は入
院中で、病院内で仕事を続けています」
　自分は生涯働かないと思っていた彼
が、いまではずっと仙拓でがんばってい
きたいと言ってくれることに、佐藤氏は
仕事というものの力を感じると言います。
その後、彼からの紹介で同病を患う埼
玉県在住の男性も採用。松元氏のアシ
スタントとして制作業務を担当している
ほか、年内にさらに1～2名の雇用を予
定しています。
　「障害者なら誰でも雇う、というわけで
はありません。障害によるハンディは全力
でサポートしますが、まずは本人に仕事
をしたい、そのために必要なスキルを身
に着けたいという意欲があることが第一
ですね」と佐藤氏。
　また、業務にあたっては顔を合わせる
ことがない分、メールやチャット、ビデオ
通話で積極的にコミュニケーションを取
ることが大切だと言います。「お客様から
いただく仕事ですから、納期を守るのは
大前提です。ただ、障害の状態や環境に
よって作業できる時間や内容も異なるの
で、自分自身の状況をきちんと共有できる

ことが重要。わからないことや不安に感じ
ることがあるとき、体調が悪いときにはす
ぐに知らせてもらい、文字だけで伝えるの
が難しい場合にはビデオ通話で会話する
ようにしています」（松元氏）

　2016年からは、『仙拓レンジャーズ』と
いう新たな取り組みを開始しました。デ
ザインをパターン化した名刺制作を仙拓
が受注し、障害者の作業所に通所する
スタッフに業務を請け負ってもらう仕組
みで、作業所に安定した仕事を提供し、
賃金を向上させることを目指しています。
　「実は、戦隊ものをモチーフにした名
刺を作りたい、というのが最初のきっか
けだったんです（笑）。思いのほかかっこ
いいデザインができたので、これにさらに
付加価値をつけたいと考えました」と松
元氏。「発注する人も制作する人もハッ
ピーになるような仕組みが作りたかった。
自分たちも以前作業所に通所していた
ことがあり、その経験から作業所との協
業に思い至りました。利益が出るような
業務がなく、時給10円にしかならないよ
うな作業をしているという現場の課題を
実感として知っていたのです」

　アイデアがまとまってからは、クラウド
上のグループウェアを利用して2～3週
間ほどでシステムを構築。作業をできる
だけマニュアル化し、障害のある人でも
簡単に身に着けられるよう留意しました。
「最初は自分たちにできるのだろうかと不
安があったようですが、トレーニングを
行ったことで、これならできるという意欲
に変わりました。最初の1か月で多数の
受注があったので、数をこなすうちにすっ
かり業務に慣れて、いまではスタッフの
皆さんが仕事への自信に満ちあふれてい
るのを感じます」（松元氏）
　現在は常滑市の作業所で4名のス
タッフが業務を請け負っていますが、今
後はこのシステムを他の企業にも活用
してもらい、全国各地の作業所で同様
の事業が展開できるようになればと考え
ています。また、仙拓が提供する名刺管
理サービスのデータベース入力作業を
作業所に発注する計画も進んでいます。

　今年4月から障害者差別解消法が施
行されたことで、障害者の雇用は企業に
とってより重要な課題となっています。

こうした中、障害者が自ら起業し、さらに
障害者を雇用するという仙拓の実績に、
企業経営者からも注目が集まっています。
　佐藤氏は、2015年からネスレ日本でア
ドバイザーを務めています。「これもまた
Facebookで、社長の高岡浩三さんと知
り合ったのがきっかけです。以前から障
害者雇用には積極的な企業でしたが、今
後はさらに障害者人材を戦力にしていき
たいとのことで、仙拓の在宅ワークのノウ
ハウを共有したり、兼業で行っている障
害者ピアカウンセリング（障害を持つ人
がカウンセラーの資格を取得し、障害者
に対するカウンセリングを行う）サービス
を紹介したりしています」
　しかし、多くの企業はいまだ法律で定
められた雇用義務を果たすのが関の山
で、障害者人材を戦力にしようという段
階に達している例は少ないと言います。
こうした現状について松元氏は、「企業
の側に障害者雇用に対する漠然とした
恐怖心があるように感じます。障害者を
ひとくくりに捉えてしまい、どうしたらよい
かわからない、わからないから不安だ、
と思われているのです。一人ひとりを個
人として見て、それぞれに何ができて何
ができないのかを理解すれば、不安は払
拭されるはずです」と語ります。
　「“障害者”と捉えてしまうと、“できない

株式会社仙拓 代表取締役社長 佐藤仙務氏（左）は、父親が作ってくれた特製のマウスを使い、わずかに動く
親指のみでパソコンを操作して業務を行っている。副社長  松元拓也氏（右）は、起業以前から勉強していた
ウェブやデザインのスキルを活かし、制作、開発などの実務を担当。今回の取材は自宅にいるお二方とビデオ
通話で行った

こと”ばかりに目が行きがちです。でも実
際には、それぞれが自分の場所で自分に
できることがあり、仙拓のようにICTツー
ルを使えば遠隔でもチームとして動くこ
とができる。障害や環境によるハードル
を取り除き、個人の能力にフォーカスし
てそれを発揮できるようにするという点
で、ICTは重要な役割を果たしています」
　仙拓では今後、人材育成にも力を入
れていく計画です。「オンラインでプログ
ラミングを教えるコードキャンプや、医療
福祉事業などを手がける株式会社関西と
協力し、障害者の職業訓練をスタートし
ました。今年仙拓に入社する予定のメン
バーも、コードキャンプでトレーニング中

です。ICTスキルだけでなく、ビジネスの
考え方や業務の効率化などを含めて学ん
でもらうことで、どこの企業も欲しがるよ
うな人材を育成するのが目標です。『な
ぜ仙拓は障害者人材をあんなにうまく活
用できているのか』と思ってもらえたらい
いですね」（佐藤氏）

　「仙拓で実現したいことは？」という問
いに、松元氏はこう答えます。「働くこと
は、生活の中のさまざまな選択肢の中の
ひとつです。仙拓の事業を通じて、障害
者が選ぶことのできる活動の選択肢を増

やし、誰もがより充実した生活を送れる
ような社会にしていきたいです」
　佐藤氏は起業当時を振り返り、行政
や産業界では障害者が起業することが
まったく想定されていないことを実感し
たと言います。「技術面ではハードルが下
がっているのですから、あとは社会の側
の意識や制度の問題です。障害の有無
にかかわらず、その人その人に合った働
き方ができることが大事だと思います。
そのために、自分たちの生き方、働き方
を、もっと多くの人たちに知ってもらうこ
と、仙拓の経験やビジョンを“語り部”と
して発信し続けていくことが僕の使命だ
と感じています」

SNSで営業活動
著名人や大手企業も顧客に

重度障害者を雇用
「仕事の力を感じる」

人々の生活をより便利に、より豊かにするICT。その“人々”には、環境や能力にかかわ

らずすべての人が含まれるべきだとファーウェイは考えます。むしろ、これまで「社会的

弱者」とみなされてきた人たちにこそ、ICTがもたらす力は大きいと言えます。障害のある

人もない人も、それぞれの方法で参加し、活躍できる社会―― ICTはそれを可能にする

強力なツールとなります。今回のFeature Storyでは、ICTを活用してインクルーシブ

な社会の実現に取り組む2つの企業にお話をうかがいました。

HuaWave編集部

IC Tで実現する
ソーシャル・
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大木洵人氏が慶應義塾大学環境情報学部在学中に起業。遠隔手話通訳サー
ビスとオンライン手話辞典を提供するほか、同グループのNPO法人シュアー
ルでは聴覚障害者向けの動画コンテンツを配信する手話TV（http://shu-
wa.tv/）を運営し、バラエティ番組や旅番組を制作している。大木氏はITU-T
のマルチメディアに関するSG（Study Group：研究委員会）で遠隔手話通訳シ
ステムの国際標準F.Relayの標準化を進めるエディターも務めている。

株式会社ShuR（シュアール）
http://shur.jp/

　重度の先天性障害を持つ佐藤仙務氏
と松元拓也氏が、働く場がなければ自分
たちで作ろうと起業した仙拓。起業当初
は知り合いからの発注が1か月に1、2件
程度でしたが、創業から5年経ち、累計
受注件数は約700件に。名刺制作に加
え、アプリ開発、ウェブサイト制作、クラ
ウド・プラットフォームの導入支援サービ
スなども手がけるようになり、ビジネスモ
デルも単発の受注から名刺管理やウェ
ブサイト運用などの継続的なサポートを
提供する月額課金型へとシフトし、着実
に事業を成長させています。
　新規顧客の開拓と事業の拡大には、
SNSが大きな役割を果たしたと佐藤氏は
言います。「まずは仙拓という会社を知っ
てもらわなければ、と積極的に情報発信
を行いました。Facebookでたくさんの人
たちとつながり、それをきっかけとして発
注があり、そこからさらに口コミでご紹介
いただいたケースが大半です」
　いまではサイボウズ株式会社社長の青
野慶久さん、イタリアン・レストラン『ラ・
ベットラ』の落合務シェフ、総理大臣夫人
の安倍昭恵さんなど、著名な方々が顧
客かつアンバサダーとして仙拓の名前を

広めているほか、合成樹脂を扱うモリ
マーなど大手企業からの発注も受けるよ
うになりました。

　最初に採用した従業員も、Facebook

で知り合った重度障害者でした。「大阪在
住で筋ジストロフィーを患っており、大学
を卒業したものの、その後病態が悪化し
自宅で過ごしていた人だったのですが、
Facebookでのやりとりから非常に優秀な
人材だと感じ、一緒に働かないかと声を
かけました。彼はそもそも障害者が仕事を
持てるとは思っておらず、会ったこともな
い相手からの誘いだったこともあって最
初は信用できなかったそうです。まずは勉
強してもらおうとウェブのアクセス解析に

関する電子書籍を渡したところ、これなら
できるかもという自信が芽生えたようで、
仙拓のウェブサイトのアクセス解析を担
当してもらうことになりました。現在は入
院中で、病院内で仕事を続けています」
　自分は生涯働かないと思っていた彼
が、いまではずっと仙拓でがんばってい
きたいと言ってくれることに、佐藤氏は
仕事というものの力を感じると言います。
その後、彼からの紹介で同病を患う埼
玉県在住の男性も採用。松元氏のアシ
スタントとして制作業務を担当している
ほか、年内にさらに1～2名の雇用を予
定しています。
　「障害者なら誰でも雇う、というわけで
はありません。障害によるハンディは全力
でサポートしますが、まずは本人に仕事
をしたい、そのために必要なスキルを身
に着けたいという意欲があることが第一
ですね」と佐藤氏。
　また、業務にあたっては顔を合わせる
ことがない分、メールやチャット、ビデオ
通話で積極的にコミュニケーションを取
ることが大切だと言います。「お客様から
いただく仕事ですから、納期を守るのは
大前提です。ただ、障害の状態や環境に
よって作業できる時間や内容も異なるの
で、自分自身の状況をきちんと共有できる

ことが重要。わからないことや不安に感じ
ることがあるとき、体調が悪いときにはす
ぐに知らせてもらい、文字だけで伝えるの
が難しい場合にはビデオ通話で会話する
ようにしています」（松元氏）

　2016年からは、『仙拓レンジャーズ』と
いう新たな取り組みを開始しました。デ
ザインをパターン化した名刺制作を仙拓
が受注し、障害者の作業所に通所する
スタッフに業務を請け負ってもらう仕組
みで、作業所に安定した仕事を提供し、
賃金を向上させることを目指しています。
　「実は、戦隊ものをモチーフにした名
刺を作りたい、というのが最初のきっか
けだったんです（笑）。思いのほかかっこ
いいデザインができたので、これにさらに
付加価値をつけたいと考えました」と松
元氏。「発注する人も制作する人もハッ
ピーになるような仕組みが作りたかった。
自分たちも以前作業所に通所していた
ことがあり、その経験から作業所との協
業に思い至りました。利益が出るような
業務がなく、時給10円にしかならないよ
うな作業をしているという現場の課題を
実感として知っていたのです」

　アイデアがまとまってからは、クラウド
上のグループウェアを利用して2～3週
間ほどでシステムを構築。作業をできる
だけマニュアル化し、障害のある人でも
簡単に身に着けられるよう留意しました。
「最初は自分たちにできるのだろうかと不
安があったようですが、トレーニングを
行ったことで、これならできるという意欲
に変わりました。最初の1か月で多数の
受注があったので、数をこなすうちにすっ
かり業務に慣れて、いまではスタッフの
皆さんが仕事への自信に満ちあふれてい
るのを感じます」（松元氏）
　現在は常滑市の作業所で4名のス
タッフが業務を請け負っていますが、今
後はこのシステムを他の企業にも活用
してもらい、全国各地の作業所で同様
の事業が展開できるようになればと考え
ています。また、仙拓が提供する名刺管
理サービスのデータベース入力作業を
作業所に発注する計画も進んでいます。

　今年4月から障害者差別解消法が施
行されたことで、障害者の雇用は企業に
とってより重要な課題となっています。

こうした中、障害者が自ら起業し、さらに
障害者を雇用するという仙拓の実績に、
企業経営者からも注目が集まっています。
　佐藤氏は、2015年からネスレ日本でア
ドバイザーを務めています。「これもまた
Facebookで、社長の高岡浩三さんと知
り合ったのがきっかけです。以前から障
害者雇用には積極的な企業でしたが、今
後はさらに障害者人材を戦力にしていき
たいとのことで、仙拓の在宅ワークのノウ
ハウを共有したり、兼業で行っている障
害者ピアカウンセリング（障害を持つ人
がカウンセラーの資格を取得し、障害者
に対するカウンセリングを行う）サービス
を紹介したりしています」
　しかし、多くの企業はいまだ法律で定
められた雇用義務を果たすのが関の山
で、障害者人材を戦力にしようという段
階に達している例は少ないと言います。
こうした現状について松元氏は、「企業
の側に障害者雇用に対する漠然とした
恐怖心があるように感じます。障害者を
ひとくくりに捉えてしまい、どうしたらよい
かわからない、わからないから不安だ、
と思われているのです。一人ひとりを個
人として見て、それぞれに何ができて何
ができないのかを理解すれば、不安は払
拭されるはずです」と語ります。
　「“障害者”と捉えてしまうと、“できない

　シュアールは、タブレット端末とビデ
オ通話を使った遠隔手話通訳サービス
『モバイルサイン』を提供しています。同
社オフィスに常駐する手話通訳者が、聴
覚障害を持つ従業員との社内コミュニ
ケーションや、店舗や駅などの窓口での
お客様とのやりとり、企業のコールセン
ターへの問い合わせなどを遠隔で通訳

するサービスで、JR東日本やアディダ
ス、阪急百貨店、花王といった大手企業
を含む顧客により、現在約400か所で利
用されています。また、日本財団からの
委託により、登録利用者が生活のさまざ
まな場面でシュアールの遠隔通訳を利
用できる業務も請け負っています。

　創業者の大木洵人氏は、健聴者で

ありながら、言語としての手話に魅せら
れて独学で手話を学び、学生時代に手
話サークルを立ち上げました。ほどなく
してNHKの紅白歌合戦で歌手の一青窈
さんの手話バックコーラスを手がける機
会を得たことで大きな注目を集めました
が、この経験を通し、「これだけ注目され
るのは聴覚障害者が楽しめる娯楽が少
ないからだ」と気づいたと言います。
　「聴覚障害者による、聴覚障害者のた
めのエンターテイメントを作りたいと考え
ました。とはいえ経験も資金もないので、
当時、地方で地元住民がローカル番組
をインターネットで発信していたのを参
考に、動画を制作してウェブで配信する
ことにしたんです」
　動画制作をスタートしたのは2008年。
まだスマートフォンもYouTubeも登場し
たばかりで、家庭やモバイルの通信環
境も十分でなく、動画のインターネット

視聴は一般的ではありませんでした。そ
のため、番組配信はなかなか軌道に乗り
ませんでしたが、制作の過程で聴覚障害
者の友人たちと多くの時間を過ごす中、
彼らが日々直面している課題を実感する
ことになります。
　「電車に乗っていて遅延などのちょっ
としたトラブルがあっても、車内アナウン
スが聞こえないと状況がまったくわから
ない。風邪を引いて病院に行こうと思っ
ても、行政を通じて手話通訳を手配する
には数日前には連絡が必要で、すぐには
行けない。健聴者には気づかない苦労
がたくさんあることがわかりました」
　米国留学中に家族とビデオ通話で会
話していたことをヒントに、これを聴覚障
害者のためのサービスに使えないかと思
い至り、アイデアを大学の授業の課題と
して提出したところ高く評価され、推薦を
受けて応募した学生向けビジネス・コン
テストで大賞を受賞。少しでも早くこの
アイデアを実現したいという想いから、在
学中に起業しました。

　起業当時はスマートフォンの普及前
夜で、ネットブックと呼ばれるウェブ

サイトの閲覧を主用途としたシンプルな
ノートパソコンが市場に出始めた時期で
したが、大木氏はインターネットがいつ
でもどこでも使える時代がもうすぐ来る
だろうと感じていたと言います。
　「そうなれば、端末を持ち運んで遠隔
通訳を手軽に利用することが可能になる
はずだと思いました。そこで、大学の指導
教官と共同研究という形で、動画のフ
レーム数や解像度、画面サイズがどれだ
けあれば手話がきちんと見えるかといっ
た技術面での検証を進め、金融機関や
役所の窓口などで実証実験も行いまし
た。その結果、パソコンと有線接続による
設置型のサービスならできそうだとわ
かったのですが、より簡便で高品質な
サービスを実現するために、通信速度と
端末の性能が追いつくのを待っていまし
た。そこにちょうどタブレット端末が登場
し、実用化への道が一気に開けたのです」
　その後、東日本大震災の被災地で

暮らす聴覚障害者向けに無償でサービ
スを提供したのち、2012年に商用展開
を開始しました。
　「導入していただいている企業からは、
聴覚障害を持つ社員やお客様とのコミュ
ニケーションの幅が広がったと好評をい
ただいています。これまで筆談やジェス
チャーでは必要最低限の情報しかやりと
りできないことが多く、店舗などではお
客様の要望を汲み取っておすすめの商
品を提案するといった本来の接客業務
が十分にできていませんでしたが、手話
通訳によってコミュニケーションのハー
ドルが下がり、きめ細かいサービスが可
能になったとうかがっています」
　現在は8名の手話通訳者がシフト制で
対応しており、365日、9時から17時まで
サービスを提供していますが、宿泊施設
のように24時間対応が必要とされるケー
スもあるため、体制の強化が今後の課題
となっています。

　遠隔手話サービスは、聴覚障害者に
利便性をもたらすだけでなく、手話通訳
者の雇用の安定化にもつながっています。
　「手話通訳はこれまでほとんどがボラン
ティアの方々に支えられてきました。いつ
需要があるかわからない一方、声がか
かったときにはいつでも対応できなけれ
ばならないため、家庭にいて時間の自由
がききやすい専業主婦の方でなければ難
しいのです。しかし、女性が専業主婦と
して家庭にいることが当たり前ではなく
なってきたことで、ボランティアで手話通
訳のできる人が減ってきています」
　シュアールでは基本料金と使用量に
応じた従量課金を組み合わせ、一定の
収入を確保することで、手話通訳者がス
キルを生かしたプロとして活躍できる安
定した雇用環境を実現しています。

　シュアールが手がけるもうひとつのサー
ビスが、オンラインの手話辞典『SLinto

（スリント）』です。言語学習には、英和辞
典と和英辞典のように、母国語と学習
する言語の双方向の辞書が必要になり
ます。しかし手話においては、日本語や
英語などから手話を調べる辞書はあって

仙拓レンジャーズの名刺サンプル。裏側には仙拓の紹介を掲載し、名刺を配ってもらうことで事業のPRにもなる。
「製品が広告も兼ねるという点で、名刺制作を事業に選んだのは正解だったと思います」と佐藤氏

仙拓レンジャーズの名刺制作の様子。入力機器はそ
れぞれ障害の状態に合ったものを自分で用意してい
る。佐藤氏は「ハード面に関しては、環境を整えてく
れる人がまわりにいるかどうかに左右されるのが現
状です。僕や松元は親がものづくりを得意としていた
ので、使いやすい入力機器を自作してもらえました
が、パソコンを自分で使いこなせる環境にない人もま
だ少なくありません」と話す

こと”ばかりに目が行きがちです。でも実
際には、それぞれが自分の場所で自分に
できることがあり、仙拓のようにICTツー
ルを使えば遠隔でもチームとして動くこ
とができる。障害や環境によるハードル
を取り除き、個人の能力にフォーカスし
てそれを発揮できるようにするという点
で、ICTは重要な役割を果たしています」
　仙拓では今後、人材育成にも力を入
れていく計画です。「オンラインでプログ
ラミングを教えるコードキャンプや、医療
福祉事業などを手がける株式会社関西と
協力し、障害者の職業訓練をスタートし
ました。今年仙拓に入社する予定のメン
バーも、コードキャンプでトレーニング中

です。ICTスキルだけでなく、ビジネスの
考え方や業務の効率化などを含めて学ん
でもらうことで、どこの企業も欲しがるよ
うな人材を育成するのが目標です。『な
ぜ仙拓は障害者人材をあんなにうまく活
用できているのか』と思ってもらえたらい
いですね」（佐藤氏）

　「仙拓で実現したいことは？」という問
いに、松元氏はこう答えます。「働くこと
は、生活の中のさまざまな選択肢の中の
ひとつです。仙拓の事業を通じて、障害
者が選ぶことのできる活動の選択肢を増

やし、誰もがより充実した生活を送れる
ような社会にしていきたいです」
　佐藤氏は起業当時を振り返り、行政
や産業界では障害者が起業することが
まったく想定されていないことを実感し
たと言います。「技術面ではハードルが下
がっているのですから、あとは社会の側
の意識や制度の問題です。障害の有無
にかかわらず、その人その人に合った働
き方ができることが大事だと思います。
そのために、自分たちの生き方、働き方
を、もっと多くの人たちに知ってもらうこ
と、仙拓の経験やビジョンを“語り部”と
して発信し続けていくことが僕の使命だ
と感じています」

聴覚障害者に当たり前の生活ができるインフラを
手話の世界を変革するシュアール

も、手話の手指の形からその意味を調べ
る辞書は存在していませんでした。
　「私自身、手話を学ぶにあたって手話
から意味が引けないことにとても不便を
感じていたので、なんとか方法はないか
と考えました。一番の課題が入力です。
すべての手話単語をパターン化しようと
すると、莫大な数になってしまいます。そ
こで、手話単語の構成要素を分解し、2

次元で表すことができる形と位置によっ
て分類し、左右の手の形と位置を入力す
れば候補が表示される入力システムを開
発しました。単純な仕組みのようですが、
欧米ではキーボードは直接入力（アル
ファベットのキーを押すとその文字が入
力される）なので、日本語のように表示さ
れた候補の中から選ぶという間接入力の
発想が出てこないんですね。また、検索
して候補を表示するという方法はコン
ピューターだからできることで、紙の辞
書では不可能です」
　シュアールではさらにこの辞書をクラ
ウドに開放し、ウィキペディアのように誰
でも編集できるようにしています。新たな
手話単語がユーザーによって追加され
ていく上、ユーザーが互いに評価しあう
ことで辞書の精度も上がっています。こ
の方式によって、2011年の開始から1年
弱で国内最大の手話データベースとな
り、現在3,000語を超える手話単語が登
録されています。

　大木氏はITU-Tで遠隔手話通訳シス
テムの国際標準の策定にも携わってい
ます。
　「世界には文法の異なる手話言語が
126個あり、各国で通訳システムが作ら
れていますが、それらはいずれも独立し
ており、連携が取れていません。また、
海外でそれぞれの国が使用している端
末とサービスをそのまま使うこともできま
せん。そのため、手話通訳システムのプ
ロトコルを標準化し、国際ローミングを
可能にすることが求められています」
　標準化の需要は10年ほど前からあっ
たものの、ICTの発展により各国で遠隔
通訳サービスを手がける企業が急速に
増えてきたことで、ここ数年で具体的な
動きが加速してきました。
　「2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックが最初のマイルストーンになるで
しょう。少なくとも数か国で標準化され
たプラットフォームによるサービスを実
現し、空港などに端末を設置して、各国
から訪れた聴覚障害者が自国の手話通
訳サービスを手軽に利用できることを目
指したいですね」
　健常者にとって当たり前のことを、聴
覚障害者も当たり前にできる――そんな
社会の実現に向けてICTの力で着実に
前進してきた大木氏の挑戦は、国境を
越えてさらに続いていきます。

作業所の業務改善に貢献する
『仙拓レンジャーズ』

生活の選択肢を増やし
社会の価値観を変革する

タブレットで遠隔手話通訳
大手企業にサービスを提供

聴覚障害者との実体験から
生まれた事業プラン

障害者雇用と人材育成
「どの企業も欲しがるような
人材を育てたい」
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インターネット インターネット

インターネット

インターネット

　シュアールは、タブレット端末とビデ
オ通話を使った遠隔手話通訳サービス
『モバイルサイン』を提供しています。同
社オフィスに常駐する手話通訳者が、聴
覚障害を持つ従業員との社内コミュニ
ケーションや、店舗や駅などの窓口での
お客様とのやりとり、企業のコールセン
ターへの問い合わせなどを遠隔で通訳

するサービスで、JR東日本やアディダ
ス、阪急百貨店、花王といった大手企業
を含む顧客により、現在約400か所で利
用されています。また、日本財団からの
委託により、登録利用者が生活のさまざ
まな場面でシュアールの遠隔通訳を利
用できる業務も請け負っています。

　創業者の大木洵人氏は、健聴者で

ありながら、言語としての手話に魅せら
れて独学で手話を学び、学生時代に手
話サークルを立ち上げました。ほどなく
してNHKの紅白歌合戦で歌手の一青窈
さんの手話バックコーラスを手がける機
会を得たことで大きな注目を集めました
が、この経験を通し、「これだけ注目され
るのは聴覚障害者が楽しめる娯楽が少
ないからだ」と気づいたと言います。
　「聴覚障害者による、聴覚障害者のた
めのエンターテイメントを作りたいと考え
ました。とはいえ経験も資金もないので、
当時、地方で地元住民がローカル番組
をインターネットで発信していたのを参
考に、動画を制作してウェブで配信する
ことにしたんです」
　動画制作をスタートしたのは2008年。
まだスマートフォンもYouTubeも登場し
たばかりで、家庭やモバイルの通信環
境も十分でなく、動画のインターネット

視聴は一般的ではありませんでした。そ
のため、番組配信はなかなか軌道に乗り
ませんでしたが、制作の過程で聴覚障害
者の友人たちと多くの時間を過ごす中、
彼らが日々直面している課題を実感する
ことになります。
　「電車に乗っていて遅延などのちょっ
としたトラブルがあっても、車内アナウン
スが聞こえないと状況がまったくわから
ない。風邪を引いて病院に行こうと思っ
ても、行政を通じて手話通訳を手配する
には数日前には連絡が必要で、すぐには
行けない。健聴者には気づかない苦労
がたくさんあることがわかりました」
　米国留学中に家族とビデオ通話で会
話していたことをヒントに、これを聴覚障
害者のためのサービスに使えないかと思
い至り、アイデアを大学の授業の課題と
して提出したところ高く評価され、推薦を
受けて応募した学生向けビジネス・コン
テストで大賞を受賞。少しでも早くこの
アイデアを実現したいという想いから、在
学中に起業しました。

　起業当時はスマートフォンの普及前
夜で、ネットブックと呼ばれるウェブ

サイトの閲覧を主用途としたシンプルな
ノートパソコンが市場に出始めた時期で
したが、大木氏はインターネットがいつ
でもどこでも使える時代がもうすぐ来る
だろうと感じていたと言います。
　「そうなれば、端末を持ち運んで遠隔
通訳を手軽に利用することが可能になる
はずだと思いました。そこで、大学の指導
教官と共同研究という形で、動画のフ
レーム数や解像度、画面サイズがどれだ
けあれば手話がきちんと見えるかといっ
た技術面での検証を進め、金融機関や
役所の窓口などで実証実験も行いまし
た。その結果、パソコンと有線接続による
設置型のサービスならできそうだとわ
かったのですが、より簡便で高品質な
サービスを実現するために、通信速度と
端末の性能が追いつくのを待っていまし
た。そこにちょうどタブレット端末が登場
し、実用化への道が一気に開けたのです」
　その後、東日本大震災の被災地で

暮らす聴覚障害者向けに無償でサービ
スを提供したのち、2012年に商用展開
を開始しました。
　「導入していただいている企業からは、
聴覚障害を持つ社員やお客様とのコミュ
ニケーションの幅が広がったと好評をい
ただいています。これまで筆談やジェス
チャーでは必要最低限の情報しかやりと
りできないことが多く、店舗などではお
客様の要望を汲み取っておすすめの商
品を提案するといった本来の接客業務
が十分にできていませんでしたが、手話
通訳によってコミュニケーションのハー
ドルが下がり、きめ細かいサービスが可
能になったとうかがっています」
　現在は8名の手話通訳者がシフト制で
対応しており、365日、9時から17時まで
サービスを提供していますが、宿泊施設
のように24時間対応が必要とされるケー
スもあるため、体制の強化が今後の課題
となっています。

　遠隔手話サービスは、聴覚障害者に
利便性をもたらすだけでなく、手話通訳
者の雇用の安定化にもつながっています。
　「手話通訳はこれまでほとんどがボラン
ティアの方々に支えられてきました。いつ
需要があるかわからない一方、声がか
かったときにはいつでも対応できなけれ
ばならないため、家庭にいて時間の自由
がききやすい専業主婦の方でなければ難
しいのです。しかし、女性が専業主婦と
して家庭にいることが当たり前ではなく
なってきたことで、ボランティアで手話通
訳のできる人が減ってきています」
　シュアールでは基本料金と使用量に
応じた従量課金を組み合わせ、一定の
収入を確保することで、手話通訳者がス
キルを生かしたプロとして活躍できる安
定した雇用環境を実現しています。

　シュアールが手がけるもうひとつのサー
ビスが、オンラインの手話辞典『SLinto

（スリント）』です。言語学習には、英和辞
典と和英辞典のように、母国語と学習
する言語の双方向の辞書が必要になり
ます。しかし手話においては、日本語や
英語などから手話を調べる辞書はあって

株式会社シュアール 代表取締役、NPO法人シュ
アール 理事長 大木洵人（じゅんと）氏。手話通訳士
の資格を持つ

手話通訳士の加藤京子さんは、「以前はいつ来るか
わからない派遣の依頼を待つだけでしたが、シュアー
ルで常勤で働けるようになり、生活が一変しました。
職場では手話を共通言語にさまざまな業務に携わる
ことができ、日々活気に満ちています」と語る

シュアールの遠隔手話通訳サービス『モバイルサイン』。社内コミュニケーション（①）、対面型（②）、コール
センター型（③）で遠隔通訳を行う

『SLinto』の入力キーボード。中央の手のひらのキーから形を、左側の人の絵のキーから位置を選ぶと候補が
表示され、該当する手話単語を選ぶと動画で動きと意味を確認できる

も、手話の手指の形からその意味を調べ
る辞書は存在していませんでした。
　「私自身、手話を学ぶにあたって手話
から意味が引けないことにとても不便を
感じていたので、なんとか方法はないか
と考えました。一番の課題が入力です。
すべての手話単語をパターン化しようと
すると、莫大な数になってしまいます。そ
こで、手話単語の構成要素を分解し、2

次元で表すことができる形と位置によっ
て分類し、左右の手の形と位置を入力す
れば候補が表示される入力システムを開
発しました。単純な仕組みのようですが、
欧米ではキーボードは直接入力（アル
ファベットのキーを押すとその文字が入
力される）なので、日本語のように表示さ
れた候補の中から選ぶという間接入力の
発想が出てこないんですね。また、検索
して候補を表示するという方法はコン
ピューターだからできることで、紙の辞
書では不可能です」
　シュアールではさらにこの辞書をクラ
ウドに開放し、ウィキペディアのように誰
でも編集できるようにしています。新たな
手話単語がユーザーによって追加され
ていく上、ユーザーが互いに評価しあう
ことで辞書の精度も上がっています。こ
の方式によって、2011年の開始から1年
弱で国内最大の手話データベースとな
り、現在3,000語を超える手話単語が登
録されています。

　大木氏はITU-Tで遠隔手話通訳シス
テムの国際標準の策定にも携わってい
ます。
　「世界には文法の異なる手話言語が
126個あり、各国で通訳システムが作ら
れていますが、それらはいずれも独立し
ており、連携が取れていません。また、
海外でそれぞれの国が使用している端
末とサービスをそのまま使うこともできま
せん。そのため、手話通訳システムのプ
ロトコルを標準化し、国際ローミングを
可能にすることが求められています」
　標準化の需要は10年ほど前からあっ
たものの、ICTの発展により各国で遠隔
通訳サービスを手がける企業が急速に
増えてきたことで、ここ数年で具体的な
動きが加速してきました。
　「2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックが最初のマイルストーンになるで
しょう。少なくとも数か国で標準化され
たプラットフォームによるサービスを実
現し、空港などに端末を設置して、各国
から訪れた聴覚障害者が自国の手話通
訳サービスを手軽に利用できることを目
指したいですね」
　健常者にとって当たり前のことを、聴
覚障害者も当たり前にできる――そんな
社会の実現に向けてICTの力で着実に
前進してきた大木氏の挑戦は、国境を
越えてさらに続いていきます。

聴覚障害者

1

2

3

社内会議

会話・手話

手話通話

タブレット端末

ShuR

駅

会話・手話

手話通話

手話

通訳

タブレット端末

ShuR

タブレット端末

ShuR

聴覚
障害者 駅員

聴覚障害者 企業
通話

会話

実用化に向けて検証を重ね
技術の進化を待つ

事業化で手話通訳者の
雇用安定も実現

手話通訳の
国際ローミングに向けて
ITUでの標準化を目指す

ウィキペディア方式で編集が進む
世界初のオンライン手話辞典
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ドクターネットの
遠隔画像診断サービス

IC Tで医療資源の効率的な活用に貢献する

さらなる需要拡大に向け、
ネットチャート、ファーウェイとともに
年間10 0 T B超の
医用画像ストレージを統合集約

株式会社ドクターネットはCT、MRIなどの医用画像を遠隔で診断するサービスを
1997年から提供している国内最大手のリーディング・カンパニーです。
同サービスの I Tインフラ管理業務を受託するネットチャート株式会社は、
ファーウェイの『OceanStor 5300 V3』を導入し、年間データ量が100テラバイト
（TB）超に達する医用画像のストレージを統合集約しました。
医療資源の効率的な活用に貢献する遠隔画像診断サービスの需要の高まりと、
それを支えるシステム構築の課題について、株式会社ドクターネット  技術・開
発部  部長  渡邊孝一氏、インフラマネジメント課  マネージャー  立花敦朱氏と、
ネットチャート株式会社  執行役員  田嶋兼悟氏にお話をうかがいました。

1995年に放射線科医により栃木県宇
都宮市で設立。遠隔画像診断サービス
のリーディング・カンパニーとして、遠隔
画像診断や医用画像管理などの医療
機関向けITソリューションを提供する。

株式会社ドクターネット

1995年に設立されたネット・チャート・
ジャパンを母体とし、2006年にインター
ネットイニシアティブ（IIJ）グループの子
会社となる。神奈川県地区を中心に、機
器の導入・設定、ネットワーク導入時の
配線工事、アプリケーションのインス
トール・運用サポートなどのLAN関連を
中心としたネットワーク構築事業を行う。

ネットチャート株式会社

編集部：遠隔画像診断とはどのようなも
のなのでしょうか。
渡邊氏：CTやMRIなどの画像診断装置
で撮影された医用画像の診断には、高
い専門性が必要です。例えば特定の診
療科でCTスキャンを行った場合、医師
は自身の専門領域内の異常は特定でき
ても、それ以外の疾患まで読み取るのは
難しい場合があります。そうした事態を
防ぐためにも、医用画像は放射線科の
診断専門医が判読（読影）します。しかし
日本には、医師総数約30万人のうち放
射線科診断専門医はわずか5,000人程
しかいません。日本は人口あたりのCT保
有台数が世界で最も多く、画像診断の
需要が非常に大きいのですが、一方でそ
れを読影する放射線科専門医の数は慢
性的に不足している状況です。そこで、
画像データを電子化し、それをデータと
して医師のもとへ送って診断してもらう
ことで効率化を図るというのが遠隔画像
診断です。当社はこの分野のパイオニア
として、20年ほど前から同サービスを提
供しています。

編集部：現在提供されているサービスに
ついて詳しくお聞かせください。
渡邊氏：遠隔画像診断支援サービス
『Tele-RAD』は、全国の医療機関で撮
影された画像を電子データで受領し、当
社と提携する放射線科専門医が読影し
た結果を医療機関に報告するもので、
450名以上からなる国内最大の契約読
影医ネットワークを擁しています。また、
2011年にスタートした『Virtual-RAD』
では遠隔読影システムを支えるクラウド
基盤そのものを提供しており、医療機関
はこれを利用してセキュアに任意の医師
に遠隔読影を依頼することができます。

　地方での読影医不足はより深刻で、読
影のために医療機関へ医師が数時間か
けて移動しなければならないといったこと
も多 あ々ります。また、技術の向上により、
CTやMRIなどの検査機器から得られる画
像がより鮮明になり、読影に求められる
専門性が高度化していることで、複数の
専門医による遠隔画像診断のニーズは
年々高まってきています。医療と介護、予
防などを一元化する地域包括ケアシステ
ムの実現のためにも、医療資源活用の合
理化は急務です。遠隔診断なら産休・育
休などで現場を離れている女性医師も読
影できるため、診断の効率化に加え、人
材の有効活用にもつながります。こうした
状況を背景に受託件数は毎年増加し、
『Tele-RAD』『Virtual-RAD』合計で
650以上の医療機関にご利用いただい
ており、この分野のサービスでは国内
トップシェアとなっています。

編集部：サービス開始から20年あまりと
なりますが、その間に遠隔画像診断には
どのような変化がありましたか。
渡邊氏：以前は診断ミスのリスクを低
減したり、別の医師からセカンド・オピニ
オンを得たりといった目的で遠隔画像診
断を行うことが多かったのですが、最近
では医療の専門化が進み、エビデンス
に基づいた診断がより徹底してきたた
め、画像診断の存在感がいっそう高まっ
ていると感じます。遠隔画像診断によっ
て効率を高めることが、医療の質の向上
につながるのです。技術的には、フィル
ムで診断する時代からデジタル画像・モ
ニター診断へと発展してきました。医療
のデジタル化推進のため、電子画像に
よる管理に診療報酬が加算される制度
が導入されたことも、医用画像の電子化
に大きく影響しました。また、医療の現
場では医療情報を院外で保管するとい
うことに保守的な傾向がありましたが、

これに対して当社は情報セキュリティ管
理を強化することで、プライバシーマー
クやISMS（ Information Securi ty  

Management System）認証を取得し、
体制面でもお客様からの信頼を得ること
に尽力してきました。

編集部：ネットチャートはどのような経緯
でドクターネットのインフラ構築を請け
負っていらっしゃるのですか。
田嶋氏：当社はIIJの子会社としてさまざ
まなサービスを提供していますが、ここ5

年ほどは金融や公共、そして医療といっ
た特定の業界に注力し、各業界のニー
ズに特化したサービスで強みを発揮する
ことを目指してきました。医療は市場とし
てのポテンシャルが高く、中でも画像情
報はデータ量が大きいためとりわけ重視
している分野です。私を含め医療系のお
客様の担当者は医療情報技師の資格を
取得し、より専門的な議論をしながら課
題を解決できる体制を整えています。
　ドクターネットの遠隔画像診断サービ
スについては、2011年からITインフラ設
計・構築をサポートし、事業の成長に合
わせて基盤を拡張してきました。その過
程で、インフラとその上に展開されるア
プリケーションとの親和性を考慮したシ
ステム構築が重要だという認識に至り、
より緊密に連携していくため、2015年
11月にインフラ管理業務全般を受託し
ました。

編集部：サービスが成長を続ける中、
ICTの面ではどのような課題がありまし
たか。
渡邊氏：かつてはデータをISDNやADSL

回線で送信しており、セキュリティ確保の
ためデータを暗号化する専用装置にコス
トがかかるといった問題がありましたが、

現在ではブロードバンドの普及とアプリ
ケーションの仮想化によって、セキュアか
つ瞬時にデータを共有できるようになり
ました。目下の課題は、データ量の増大
によりストレージが膨れ上がっていくこと
です。先述のとおり受託件数が増えてい
ることに加え、お客様のデータは契約期
間が終了するまで保存することになって
おり、データは増加する一方なのです。
また、画像データは診断を左右するもの
ですし、診断依頼を受領した翌営業日に
はレポートを提出しなければならないた
め、データの破損やシステムの停止は許
されません。

編集部：こうした課題に対し、ネット
チャートはどのようなソリューションを提
供されているのでしょうか。
田嶋氏：サービスの急速な成長に追いつ
いていけるよう、拡張制約のないシステ
ム設計を第一に考えてきました。現在、
同サービスで保管する画像データは年
間100TB以上増加しており、需要の拡
大にともない今後ますます増え続けるこ
とが見込まれています。こうしたデータを
遅延なく処理するインフラ全体の高いパ
フォーマンスと、それを安定的に実現す
るためのコスト・バランスも考慮していま
す。また、医療情報を管理するシステム
として、決して止まらない安定した設計
であること、セキュリティとバックアップ
をしっかりと確保することも必須です。
　ストレージに関しては、ファーウェイの
『OceanStor 5300 V3』を導入してこれ
まで使用していた16台のNASを統合集
約し、拡張性の確保と運用の効率化を
図りました。ドクターネットでは以前から
東日本と西日本のデータセンターでの多
重保管を行っていますが、今回も同製品
を2拠点に導入してデータ複製を行う計
画です。台数を集約することで、より効
率のよいバックアップが可能になります。

セキュリティ面では、ファイアウォールや
監視サービスといったシステム上の対策
から、データを取り扱う社員の管理まで、
詳細に気を配って徹底しています。

編集部：ストレージの選定にあたっては、
どのような点を考慮されましたか。
立花氏：これまで使用していたメーカー
でも特にトラブルはなかったのですが、
機能的にまったく引けを取らず、かつコ
スト・パフォーマンスが高い製品を提供
していることから、ファーウェイが有力候
補となりました。仕様や特長を詳細に説
明し、データ移行の際に破損や不具合
が生じないかといった不安を一つひとつ
払拭してくれたことが、納得感につなが
りました。
田嶋氏：導入時のサポートにも安心感が
ありました。IOPS（Input/Output Per 

Second）などのスペック値を事前に提
供してくださり、プリセールス段階から

構築まできめ細かく支援していただきま
した。運用開始後のテクニカル・サポー
トの対応も迅速かつ丁寧で、非常に助
かっています。

編集部：ファーウェイに対してご期待
されることがありましたらお聞かせくだ
さい。
渡邊氏：実は今回検討を始めるまで、
ファーウェイが企業向けIT製品を手がけ
ているとは知らなかったのですが、製品
や事業について説明を聞き、その技術力
の高さと世界市場での存在感が理解で
きました。今後は仮想化やネットワーク
などストレージ以外の製品も検討してみ
たいと思っています。
田嶋氏：ファーウェイは欧米系ベンダー
の価格競争力と、日本ベンダーの保守・
サポート力を兼ね備えていると感じます。
これからも、品質要求の高い日本市場の
お客様に自信をもってご提案できる製品
を提供し続けてくれることを期待してい
ます。

画像診断医の慢性的な不足を
ICTで解決

医療情報管理に
求められる拡張性と信頼性

株式会社ドクターネット  技術・開発部  部長  渡邊 孝一氏（写真中央）、
同  インフラマネジメント課  マネージャー  立花 敦朱氏（左）、
ネットチャート株式会社  執行役員  医療情報技師  田嶋 兼悟氏（右）
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編集部：遠隔画像診断とはどのようなも
のなのでしょうか。
渡邊氏：CTやMRIなどの画像診断装置
で撮影された医用画像の診断には、高
い専門性が必要です。例えば特定の診
療科でCTスキャンを行った場合、医師
は自身の専門領域内の異常は特定でき
ても、それ以外の疾患まで読み取るのは
難しい場合があります。そうした事態を
防ぐためにも、医用画像は放射線科の
診断専門医が判読（読影）します。しかし
日本には、医師総数約30万人のうち放
射線科診断専門医はわずか5,000人程
しかいません。日本は人口あたりのCT保
有台数が世界で最も多く、画像診断の
需要が非常に大きいのですが、一方でそ
れを読影する放射線科専門医の数は慢
性的に不足している状況です。そこで、
画像データを電子化し、それをデータと
して医師のもとへ送って診断してもらう
ことで効率化を図るというのが遠隔画像
診断です。当社はこの分野のパイオニア
として、20年ほど前から同サービスを提
供しています。

編集部：現在提供されているサービスに
ついて詳しくお聞かせください。
渡邊氏：遠隔画像診断支援サービス
『Tele-RAD』は、全国の医療機関で撮
影された画像を電子データで受領し、当
社と提携する放射線科専門医が読影し
た結果を医療機関に報告するもので、
450名以上からなる国内最大の契約読
影医ネットワークを擁しています。また、
2011年にスタートした『Virtual-RAD』
では遠隔読影システムを支えるクラウド
基盤そのものを提供しており、医療機関
はこれを利用してセキュアに任意の医師
に遠隔読影を依頼することができます。

　地方での読影医不足はより深刻で、読
影のために医療機関へ医師が数時間か
けて移動しなければならないといったこと
も多 あ々ります。また、技術の向上により、
CTやMRIなどの検査機器から得られる画
像がより鮮明になり、読影に求められる
専門性が高度化していることで、複数の
専門医による遠隔画像診断のニーズは
年々高まってきています。医療と介護、予
防などを一元化する地域包括ケアシステ
ムの実現のためにも、医療資源活用の合
理化は急務です。遠隔診断なら産休・育
休などで現場を離れている女性医師も読
影できるため、診断の効率化に加え、人
材の有効活用にもつながります。こうした
状況を背景に受託件数は毎年増加し、
『Tele-RAD』『Virtual-RAD』合計で
650以上の医療機関にご利用いただい
ており、この分野のサービスでは国内
トップシェアとなっています。

編集部：サービス開始から20年あまりと
なりますが、その間に遠隔画像診断には
どのような変化がありましたか。
渡邊氏：以前は診断ミスのリスクを低
減したり、別の医師からセカンド・オピニ
オンを得たりといった目的で遠隔画像診
断を行うことが多かったのですが、最近
では医療の専門化が進み、エビデンス
に基づいた診断がより徹底してきたた
め、画像診断の存在感がいっそう高まっ
ていると感じます。遠隔画像診断によっ
て効率を高めることが、医療の質の向上
につながるのです。技術的には、フィル
ムで診断する時代からデジタル画像・モ
ニター診断へと発展してきました。医療
のデジタル化推進のため、電子画像に
よる管理に診療報酬が加算される制度
が導入されたことも、医用画像の電子化
に大きく影響しました。また、医療の現
場では医療情報を院外で保管するとい
うことに保守的な傾向がありましたが、

これに対して当社は情報セキュリティ管
理を強化することで、プライバシーマー
クやISMS（ Information Securi ty  

Management System）認証を取得し、
体制面でもお客様からの信頼を得ること
に尽力してきました。

編集部：ネットチャートはどのような経緯
でドクターネットのインフラ構築を請け
負っていらっしゃるのですか。
田嶋氏：当社はIIJの子会社としてさまざ
まなサービスを提供していますが、ここ5

年ほどは金融や公共、そして医療といっ
た特定の業界に注力し、各業界のニー
ズに特化したサービスで強みを発揮する
ことを目指してきました。医療は市場とし
てのポテンシャルが高く、中でも画像情
報はデータ量が大きいためとりわけ重視
している分野です。私を含め医療系のお
客様の担当者は医療情報技師の資格を
取得し、より専門的な議論をしながら課
題を解決できる体制を整えています。
　ドクターネットの遠隔画像診断サービ
スについては、2011年からITインフラ設
計・構築をサポートし、事業の成長に合
わせて基盤を拡張してきました。その過
程で、インフラとその上に展開されるア
プリケーションとの親和性を考慮したシ
ステム構築が重要だという認識に至り、
より緊密に連携していくため、2015年
11月にインフラ管理業務全般を受託し
ました。

編集部：サービスが成長を続ける中、
ICTの面ではどのような課題がありまし
たか。
渡邊氏：かつてはデータをISDNやADSL

回線で送信しており、セキュリティ確保の
ためデータを暗号化する専用装置にコス
トがかかるといった問題がありましたが、

現在ではブロードバンドの普及とアプリ
ケーションの仮想化によって、セキュアか
つ瞬時にデータを共有できるようになり
ました。目下の課題は、データ量の増大
によりストレージが膨れ上がっていくこと
です。先述のとおり受託件数が増えてい
ることに加え、お客様のデータは契約期
間が終了するまで保存することになって
おり、データは増加する一方なのです。
また、画像データは診断を左右するもの
ですし、診断依頼を受領した翌営業日に
はレポートを提出しなければならないた
め、データの破損やシステムの停止は許
されません。

編集部：こうした課題に対し、ネット
チャートはどのようなソリューションを提
供されているのでしょうか。
田嶋氏：サービスの急速な成長に追いつ
いていけるよう、拡張制約のないシステ
ム設計を第一に考えてきました。現在、
同サービスで保管する画像データは年
間100TB以上増加しており、需要の拡
大にともない今後ますます増え続けるこ
とが見込まれています。こうしたデータを
遅延なく処理するインフラ全体の高いパ
フォーマンスと、それを安定的に実現す
るためのコスト・バランスも考慮していま
す。また、医療情報を管理するシステム
として、決して止まらない安定した設計
であること、セキュリティとバックアップ
をしっかりと確保することも必須です。
　ストレージに関しては、ファーウェイの
『OceanStor 5300 V3』を導入してこれ
まで使用していた16台のNASを統合集
約し、拡張性の確保と運用の効率化を
図りました。ドクターネットでは以前から
東日本と西日本のデータセンターでの多
重保管を行っていますが、今回も同製品
を2拠点に導入してデータ複製を行う計
画です。台数を集約することで、より効
率のよいバックアップが可能になります。

セキュリティ面では、ファイアウォールや
監視サービスといったシステム上の対策
から、データを取り扱う社員の管理まで、
詳細に気を配って徹底しています。

編集部：ストレージの選定にあたっては、
どのような点を考慮されましたか。
立花氏：これまで使用していたメーカー
でも特にトラブルはなかったのですが、
機能的にまったく引けを取らず、かつコ
スト・パフォーマンスが高い製品を提供
していることから、ファーウェイが有力候
補となりました。仕様や特長を詳細に説
明し、データ移行の際に破損や不具合
が生じないかといった不安を一つひとつ
払拭してくれたことが、納得感につなが
りました。
田嶋氏：導入時のサポートにも安心感が
ありました。IOPS（Input/Output Per 

Second）などのスペック値を事前に提
供してくださり、プリセールス段階から

構築まできめ細かく支援していただきま
した。運用開始後のテクニカル・サポー
トの対応も迅速かつ丁寧で、非常に助
かっています。

編集部：ファーウェイに対してご期待
されることがありましたらお聞かせくだ
さい。
渡邊氏：実は今回検討を始めるまで、
ファーウェイが企業向けIT製品を手がけ
ているとは知らなかったのですが、製品
や事業について説明を聞き、その技術力
の高さと世界市場での存在感が理解で
きました。今後は仮想化やネットワーク
などストレージ以外の製品も検討してみ
たいと思っています。
田嶋氏：ファーウェイは欧米系ベンダー
の価格競争力と、日本ベンダーの保守・
サポート力を兼ね備えていると感じます。
これからも、品質要求の高い日本市場の
お客様に自信をもってご提案できる製品
を提供し続けてくれることを期待してい
ます。

コスト・パフォーマンスと
手厚いサポートに納得

ドクターネットの遠隔画像診断サービス向けインフラ構成。2拠点においてストレージを『OceanStor 5300 
V3』で統合集約する
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新たに生み出される仕事
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A Iは人間の仕事を
奪うのか？ 共存がもたらす

豊 かな未 来 に向けて

最終的には産業革命の原動力となった
が、人々が実際に蒸気機関を利用して変
革を起こすまでにはかなりの時間を要し
た。より身近な電話機でさえ、米国の一般
家庭に普及するのに50年以上かかった。
　確かに、ここ最近の変化はもっと急速
だ。自動走行車はまるで一晩で登場した
かのように感じられる。同時に、経済に与
える影響も非常に大きい。例えば自動走
行による貨物輸送が普及すれば、数百万
人ものトラック・ドライバーが不要となる
だろう。一方、完全自動走行による輸送は
ほぼ1日中稼働できるので、米国の交通
輸送網の生産性は2倍になり、輸送コスト

　新たなテクノロジーは数世紀にわたっ
て人間の仕事を奪ってきた。しかし歴史
的に見れば、時間の経過とともにオート
メーションは苦難よりもむしろ繁栄をも
たらしている。例えば、19世紀初頭には
米国の労働人口の約50％が農業に従事
していたが、今日ではわずか2％にすぎな
い。農業の雇用がこれほど大幅に失われ
ても、米国の経済や労働者はそれなりに
適応してきた。
　その一因は、オートメーションの影響
が徐々に表れることにある。蒸気機関は

可能性がずっと少ない。米国では、マネー
ジャー、技術者、弁護士・会計士などの専
門職を含むホワイト・カラーの仕事は年
間で約200万人近く増え続けている。 
　そして、テクノロジーによって奪われる
職業があると同時に、予期せぬ形で新たな
仕事が生まれるのもまた世の常だ。『The 

Journal of Economic Perspectives』
で発表されたある研究では、ATMの普及
期にあたる1980～2010年において、米
国の銀行員数と銀行の支店数は予想に
反して増加している。これは、情報技術の
進化により多くの新しい金融商品が生ま
れたことで、営業担当、管理担当、お客様
担当のスタッフや、そしてもちろん技術サ
ポートといった新たな職種が必要になっ
たからだ。こうした新たな仕事の登場は、
消失した職業を補って余りある。
　さらにいえば、失われる可能性のある
仕事の中には危険をともなうものや皆が
やりたがらないものも数多く含まれてい
る。例えば、災害後の瓦礫撤去作業や爆
弾処理をロボットが担うようになれば、け
がや死亡事故の心配はなくなる。また、
溶接などの多くの工場では、騒音や熱、
さらには肺がんや腎臓障害の原因となる
毒性のガスが問題となっている。こうした
仕事が自動化されれば、従業員の健康
が改善できる。
　自動化の波は、医師、看護士、教師、

在宅医療従事者などの社会にとって不
可欠な職種にまで及ぶ可能性がある。医
療や介護サービスを必要とする人の多く
は人間によってケアされることを望むだ
ろうが、貧しい地域や過疎地、さらには十
分なサービスが行き届かない地域におい
ては、ロボット看護師が役立つ場合もあ
るかもしれない。

　仕事が自動化されることと職業自体が
なくなることはイコールではない。テクノ
ロジーによる自動化はすでに行われてお
り、マッキンゼーの予測では、これまでに
実証済みのテクノロジーで、現在人間が
給与をもらって行っている仕事の45％が
自動化できるという。しかし、同レポート
が示すように、多くの場合、オートメー
ションは人間を補完するだけで、人間に
取って代わるものではないだろう。
　人間とマシンが協働して複雑な問題を
解決する一例がアドバンスト・チェスだ。
これは、1997年にチェスの名人であるガ
ルリ・カスパロフ（Garry Kasparov）氏が
IBMのコンピューターBig Blueに打ち負
かされた後に提唱した新しいゲームの
方式だ。アドバンスト・チェスでは、人間
のチェス・プレーヤーはコンピューターが
提示する一連の駒の動きの中から自分で
取捨選択する。この方式では、人間単独

あるいはマシン単独でプレイするよりも
高度なチェスが展開できる。
　もちろん、チェスは仕事ではない。しか
し、アドバンスト・チェスは、困難な問題に
対して人間とマシンが協働することで、人
間単独またはマシン単独の場合に比べ、
より優れた結果をもたらすことを示して
いる。将来的には、こうした人間とマシン
の協働による分析が、複雑な問題を解決
して生産性を高める新たな形の「拡張イ
ノベーション」につながる可能性がある。

　オートメーションはすでに、人間の労
働を補完する機能を果たしている。米国、
ドイツ、韓国では、ロボットの活用と人間
の雇用が同時に増加している。また、オー
トメーションやマシンのインテリジェンス
による生産性の向上は、労働者に直接的
なメリットももたらしうる。米国のある企
業では、製造の反復作業にロボットを導
入して生産性が20％向上した結果、より
多くの従業員を雇用できるようになった。
　さらに、ロボットには製作からプログラ
ミング、保守、修理、監視までが必要にな
るため、新たな種類の技術職と管理職が
生まれる。世界経済フォーラムは今後専
門性の高い営業担当者のニーズが急速
に高まると予測しているが、これはテクノ
ロジーがあらゆる産業に深く浸透するた
め、異業種に自社のプラットフォームの利
点を説明できる営業担当者が必要になる
からだ。また、こうした新たな職種のそれ
ぞれについて優れた人材を見極めて採用
できる、特定のテクノロジーを熟知した採
用担当者も必要になるだろう。
　新しい職業が生まれれば、そのために
必要な新たなスキルが生まれる。採用さ
れる人材になりたければ、現在の労働者
の大部分は新たなスキルに適応してい
く必要に迫られる。AT&Tは自社の従業
員のうち28万人が新たなスキル習得の

ための再トレーニングを受ける必要が
あると予測している。CEOのランドール・
L・スティーブンソン（Randall L. Stephen-

son）氏は従業員に対して1週間に5～10

時間をeラーニングにあてることを推奨し
ており、AT&Tは短期講座や学位取得に
かかる授業料を1人あたり年間最大8,000

ドル（約82万4,000円※）まで負担する。
技術的なスキルに磨きをかけたいマネー
ジャーには、データ分析、コーディング入
門、スマートフォンのアプリ開発などの
コースが人気だ。AT&Tはメールや動画
でこうしたコースを積極的に宣伝してい
るほか、eラーニング・サイトのUdacity

（ユーダシティ）とジョージア工科大学が
実施するコンピューター・サイエンスの
オンライン修士課程プログラムに資金提
供までしている。

　民間企業だけでなく、学校も若者の教
育において職業訓練の要素をより強めて
いく必要がある。ヒラリー・クリントンのイ
ノベーション政策のアドバイザーを務め
ていたアレック・ロス（Alec Ross）氏は、
著書『未来化する社会（The Industry of 

the Future）』で、米国は過去半世紀にわ
たりコミュニティ・カレッジで行われてき
た職業訓練プログラムを刷新し、大工や
溶接などのコースを廃止してサイバー・
セキュリティやITシステム管理のコースを
創設する必要があると主張する。
　ロボットは人間の手作業や反復作業を
担う存在から、知的な労働や非定型業務
を担う存在へと進化している。この変化の
中で、人々はマシンと差別化できる思考
法を身に着けなければならない。未来研
究所（Institute for the Future）が『未来
の職業スキル2020（Future Work Skills 

2020）』と題したレポートで示唆するよう
に、われわれは「人間だけが得意なことは
何か？」「人間の比較優位性は何か？」

「マシンと共生する際のスタンスは？」と
いった根本的な問いを自らに投げかけな
ければならないのだ。
　こうした問いへの答えは、科学的研究
によって明らかになっているさまざまな種
類の知能にあるのかもしれない。例えば、
分析的知能とは、論理、数学、アルゴリズ
ムなどマシンが優位な領域を指す。一
方、創造的知能とは、既存の知識を活用
して新たな状況に対処できる能力を指し、
文脈的知能とは、物事の間の関係性を把
握する能力である。学校は、機械的暗記
（コンピューターや検索エンジンがきわめ
て得意な分野）に比重を置いたカリキュラ
ムから、創造的知能や文脈的知能を伸ば
すためのコースへと移行すべきだろう。

　製造工程全体がインターネットにつな
がる「インダストリー4.0」は、スマート・シ
ステムが人間の管理下で運用されるとい
う、オートメーションの次の段階を象徴
するものだ。しかし、IoTと同様、突然の技
術革新が起こる可能性は低く、こうした
新たなプラットフォームは徐々に実現さ
れていくだろう。われわれには準備する
時間がまだ残されている。
　確かに、作業がなくなれば、仕事を失う
ことになる。しかし、人間の能力を拡張・
向上していくことで、オートメーションは
多くの人々の価値を、ロボットの支援が
なければ望むべくもないほどはるかに高
めてくれるだろう。人間とマシンの知能を
組み合わせれば、生産性や生活水準が
向上し、経済が成長し、新たな産業やビ
ジネス・モデルが生まれる。こうした変化
すべてが、人々の生活の質を向上する。
消費者や企業が得られるメリットは計り
知れないものとなる。
　変化を恐れるのは無理もないが、テク
ノロジーを後戻りさせるべき理由はない。
人々は創造力、共感力、推理力、断片的な

アイデアを結びつける能力など、いまのと
ころ人間に固有であるこれらのスキルや
特性を育成していかなければならない。
　グーグルのチーフ・エコノミストを務め
る経済学者ハル・ヴァリアン（Hal Varian）
氏は、求職者に対して「より安く、より多く
なっていくものを補完する、必要不可欠
な存在になるべきだ」と助言する。オート
メーションはまさに、より安く、より多く
なっていくものである。そして、人間の創
造力、理性、共感力は、効率性に優れた、
疲れを知らないロボットの同僚にはない
ものを補完する、必要不可欠な要素にな
るはずだ。

も75%削減できる。これは最終的には消
費者にとって利点をもたらす。また、一定
の速度で走行可能なため、燃費は半分に
なり、二酸化炭素排出量も低減できる。さ
らには、人間がトラックを運転するより事
故も減る。生産性、効率性、環境への配
慮、救われる命の数を考えれば、こうした
利点を放棄する気になるだろうか？

　これは難しい問題である。なぜなら、
仕事を失う人の心理的な影響を無視で
きないからだ。一方で、マニュアル化でき
ない仕事はロボットに取って代わられる

ファーウェイ メディア・ラボ  バイス・プレジデント兼グローバル・ヘッド  ジェームス・べゴール（James Begole）
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人間とマシンの協働

求められる人材とスキル

人間の得意分野を伸ばす

互いに補完しあう存在となるために

人間とマシンの協働による分析が、
複雑な問題を解決して
生産性を高める
新たな形の「拡張イノベーション」に
つながる可能性がある。

ヴァージニア工科大学でコンピューター・サイエン
スの博士号を取得。2004年から8年間にわたり、ゼ
ロックスのパロアルト研究所でプリンシパル・サイ
エンティストとしてユビキタス・コンピューティング
研究グループのリーダーを務め、レスポンシブ・メ
ディア、デバイス間の相互運用性、センサー・ネッ
トワーク向けミドルウェア、アクティビティ検出、コ
ラボレーション技術などの分野で革新的なソ
リューションを開発。サムスンの米国ユーザー・エ
クスペリエンス・センター イノベーション・ラボ シ
ニア・ディレクターを経て、2014年から現職。中
国、米国、欧州に拠点を置き、次世代のデジタル・
メディア体験の創造を目指すファーウェイ メディ
ア・ラボにおいて、テレプレゼンス、イマーシブ・メ
ディア、ロボット・ビジョン、自動走行車などへの応
用に向けた技術の研究開発を統括している。

ファーウェイ メディア・ラボ
バイス・プレジデント兼グローバル・ヘッド
ジェームス・べゴール（James Begole）

最終的には産業革命の原動力となった
が、人々が実際に蒸気機関を利用して変
革を起こすまでにはかなりの時間を要し
た。より身近な電話機でさえ、米国の一般
家庭に普及するのに50年以上かかった。
　確かに、ここ最近の変化はもっと急速
だ。自動走行車はまるで一晩で登場した
かのように感じられる。同時に、経済に与
える影響も非常に大きい。例えば自動走
行による貨物輸送が普及すれば、数百万
人ものトラック・ドライバーが不要となる
だろう。一方、完全自動走行による輸送は
ほぼ1日中稼働できるので、米国の交通
輸送網の生産性は2倍になり、輸送コスト

　新たなテクノロジーは数世紀にわたっ
て人間の仕事を奪ってきた。しかし歴史
的に見れば、時間の経過とともにオート
メーションは苦難よりもむしろ繁栄をも
たらしている。例えば、19世紀初頭には
米国の労働人口の約50％が農業に従事
していたが、今日ではわずか2％にすぎな
い。農業の雇用がこれほど大幅に失われ
ても、米国の経済や労働者はそれなりに
適応してきた。
　その一因は、オートメーションの影響
が徐々に表れることにある。蒸気機関は

可能性がずっと少ない。米国では、マネー
ジャー、技術者、弁護士・会計士などの専
門職を含むホワイト・カラーの仕事は年
間で約200万人近く増え続けている。 
　そして、テクノロジーによって奪われる
職業があると同時に、予期せぬ形で新たな
仕事が生まれるのもまた世の常だ。『The 

Journal of Economic Perspectives』
で発表されたある研究では、ATMの普及
期にあたる1980～2010年において、米
国の銀行員数と銀行の支店数は予想に
反して増加している。これは、情報技術の
進化により多くの新しい金融商品が生ま
れたことで、営業担当、管理担当、お客様
担当のスタッフや、そしてもちろん技術サ
ポートといった新たな職種が必要になっ
たからだ。こうした新たな仕事の登場は、
消失した職業を補って余りある。
　さらにいえば、失われる可能性のある
仕事の中には危険をともなうものや皆が
やりたがらないものも数多く含まれてい
る。例えば、災害後の瓦礫撤去作業や爆
弾処理をロボットが担うようになれば、け
がや死亡事故の心配はなくなる。また、
溶接などの多くの工場では、騒音や熱、
さらには肺がんや腎臓障害の原因となる
毒性のガスが問題となっている。こうした
仕事が自動化されれば、従業員の健康
が改善できる。
　自動化の波は、医師、看護士、教師、

在宅医療従事者などの社会にとって不
可欠な職種にまで及ぶ可能性がある。医
療や介護サービスを必要とする人の多く
は人間によってケアされることを望むだ
ろうが、貧しい地域や過疎地、さらには十
分なサービスが行き届かない地域におい
ては、ロボット看護師が役立つ場合もあ
るかもしれない。

　仕事が自動化されることと職業自体が
なくなることはイコールではない。テクノ
ロジーによる自動化はすでに行われてお
り、マッキンゼーの予測では、これまでに
実証済みのテクノロジーで、現在人間が
給与をもらって行っている仕事の45％が
自動化できるという。しかし、同レポート
が示すように、多くの場合、オートメー
ションは人間を補完するだけで、人間に
取って代わるものではないだろう。
　人間とマシンが協働して複雑な問題を
解決する一例がアドバンスト・チェスだ。
これは、1997年にチェスの名人であるガ
ルリ・カスパロフ（Garry Kasparov）氏が
IBMのコンピューターBig Blueに打ち負
かされた後に提唱した新しいゲームの
方式だ。アドバンスト・チェスでは、人間
のチェス・プレーヤーはコンピューターが
提示する一連の駒の動きの中から自分で
取捨選択する。この方式では、人間単独

あるいはマシン単独でプレイするよりも
高度なチェスが展開できる。
　もちろん、チェスは仕事ではない。しか
し、アドバンスト・チェスは、困難な問題に
対して人間とマシンが協働することで、人
間単独またはマシン単独の場合に比べ、
より優れた結果をもたらすことを示して
いる。将来的には、こうした人間とマシン
の協働による分析が、複雑な問題を解決
して生産性を高める新たな形の「拡張イ
ノベーション」につながる可能性がある。

　オートメーションはすでに、人間の労
働を補完する機能を果たしている。米国、
ドイツ、韓国では、ロボットの活用と人間
の雇用が同時に増加している。また、オー
トメーションやマシンのインテリジェンス
による生産性の向上は、労働者に直接的
なメリットももたらしうる。米国のある企
業では、製造の反復作業にロボットを導
入して生産性が20％向上した結果、より
多くの従業員を雇用できるようになった。
　さらに、ロボットには製作からプログラ
ミング、保守、修理、監視までが必要にな
るため、新たな種類の技術職と管理職が
生まれる。世界経済フォーラムは今後専
門性の高い営業担当者のニーズが急速
に高まると予測しているが、これはテクノ
ロジーがあらゆる産業に深く浸透するた
め、異業種に自社のプラットフォームの利
点を説明できる営業担当者が必要になる
からだ。また、こうした新たな職種のそれ
ぞれについて優れた人材を見極めて採用
できる、特定のテクノロジーを熟知した採
用担当者も必要になるだろう。
　新しい職業が生まれれば、そのために
必要な新たなスキルが生まれる。採用さ
れる人材になりたければ、現在の労働者
の大部分は新たなスキルに適応してい
く必要に迫られる。AT&Tは自社の従業
員のうち28万人が新たなスキル習得の

ための再トレーニングを受ける必要が
あると予測している。CEOのランドール・
L・スティーブンソン（Randall L. Stephen-

son）氏は従業員に対して1週間に5～10

時間をeラーニングにあてることを推奨し
ており、AT&Tは短期講座や学位取得に
かかる授業料を1人あたり年間最大8,000

ドル（約82万4,000円※）まで負担する。
技術的なスキルに磨きをかけたいマネー
ジャーには、データ分析、コーディング入
門、スマートフォンのアプリ開発などの
コースが人気だ。AT&Tはメールや動画
でこうしたコースを積極的に宣伝してい
るほか、eラーニング・サイトのUdacity

（ユーダシティ）とジョージア工科大学が
実施するコンピューター・サイエンスの
オンライン修士課程プログラムに資金提
供までしている。

　民間企業だけでなく、学校も若者の教
育において職業訓練の要素をより強めて
いく必要がある。ヒラリー・クリントンのイ
ノベーション政策のアドバイザーを務め
ていたアレック・ロス（Alec Ross）氏は、
著書『未来化する社会（The Industry of 

the Future）』で、米国は過去半世紀にわ
たりコミュニティ・カレッジで行われてき
た職業訓練プログラムを刷新し、大工や
溶接などのコースを廃止してサイバー・
セキュリティやITシステム管理のコースを
創設する必要があると主張する。
　ロボットは人間の手作業や反復作業を
担う存在から、知的な労働や非定型業務
を担う存在へと進化している。この変化の
中で、人々はマシンと差別化できる思考
法を身に着けなければならない。未来研
究所（Institute for the Future）が『未来
の職業スキル2020（Future Work Skills 

2020）』と題したレポートで示唆するよう
に、われわれは「人間だけが得意なことは
何か？」「人間の比較優位性は何か？」

「マシンと共生する際のスタンスは？」と
いった根本的な問いを自らに投げかけな
ければならないのだ。
　こうした問いへの答えは、科学的研究
によって明らかになっているさまざまな種
類の知能にあるのかもしれない。例えば、
分析的知能とは、論理、数学、アルゴリズ
ムなどマシンが優位な領域を指す。一
方、創造的知能とは、既存の知識を活用
して新たな状況に対処できる能力を指し、
文脈的知能とは、物事の間の関係性を把
握する能力である。学校は、機械的暗記
（コンピューターや検索エンジンがきわめ
て得意な分野）に比重を置いたカリキュラ
ムから、創造的知能や文脈的知能を伸ば
すためのコースへと移行すべきだろう。

　製造工程全体がインターネットにつな
がる「インダストリー4.0」は、スマート・シ
ステムが人間の管理下で運用されるとい
う、オートメーションの次の段階を象徴
するものだ。しかし、IoTと同様、突然の技
術革新が起こる可能性は低く、こうした
新たなプラットフォームは徐々に実現さ
れていくだろう。われわれには準備する
時間がまだ残されている。
　確かに、作業がなくなれば、仕事を失う
ことになる。しかし、人間の能力を拡張・
向上していくことで、オートメーションは
多くの人々の価値を、ロボットの支援が
なければ望むべくもないほどはるかに高
めてくれるだろう。人間とマシンの知能を
組み合わせれば、生産性や生活水準が
向上し、経済が成長し、新たな産業やビ
ジネス・モデルが生まれる。こうした変化
すべてが、人々の生活の質を向上する。
消費者や企業が得られるメリットは計り
知れないものとなる。
　変化を恐れるのは無理もないが、テク
ノロジーを後戻りさせるべき理由はない。
人々は創造力、共感力、推理力、断片的な

アイデアを結びつける能力など、いまのと
ころ人間に固有であるこれらのスキルや
特性を育成していかなければならない。
　グーグルのチーフ・エコノミストを務め
る経済学者ハル・ヴァリアン（Hal Varian）
氏は、求職者に対して「より安く、より多く
なっていくものを補完する、必要不可欠
な存在になるべきだ」と助言する。オート
メーションはまさに、より安く、より多く
なっていくものである。そして、人間の創
造力、理性、共感力は、効率性に優れた、
疲れを知らないロボットの同僚にはない
ものを補完する、必要不可欠な要素にな
るはずだ。

PERSPECTIVES

初出：ハフィントン・ポスト英国版
※1米ドル＝103円換算

も75%削減できる。これは最終的には消
費者にとって利点をもたらす。また、一定
の速度で走行可能なため、燃費は半分に
なり、二酸化炭素排出量も低減できる。さ
らには、人間がトラックを運転するより事
故も減る。生産性、効率性、環境への配
慮、救われる命の数を考えれば、こうした
利点を放棄する気になるだろうか？

　これは難しい問題である。なぜなら、
仕事を失う人の心理的な影響を無視で
きないからだ。一方で、マニュアル化でき
ない仕事はロボットに取って代わられる
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　ドイツ・テレコム（Deutsche Tele-

kom）の子会社として法人向けITサービ
スを提供するTシステムズ（T-Systems）
は、クラウド・コンピューティングにおい
て10年以上の実績を持っている。欧州
のプライベート・クラウド・サービス分野
をリードする『Tシステムズ・ダイナミック・
サービス（T-Systems Dynamic Ser-

vices）』は、高い可用性と低コスト、最
高レベルのセキュリティを求める企業の
ニーズに応えるシステムやサービスをク
ラウドにより短納期で提供してきた。
　一方、欧州ではパブリック・クラウドに
対する需要も拡大している。これを背景

70 11 19

44 6 47

72 21 7

34 29

36 32

39 29

38 20

10 11

15 9

16 8

26 19

44 17 28

実績に裏付けられた
クラウド・サービス

パブリック・クラウド需要の拡大と
欧州における規制の問題

ファーウェイとの協業で実現した
新たなパブリック・クラウド・サービス

欧州のパブリック・クラウドに新たな選択肢をもたらす

ドイツ・テレコムの
『オープン・テレコム・クラウド』

ドイツではパブリック・クラウドを利用する企業
はいまだ少数派ではあるが、利用企業や検討企
業は着実に増加している

今年 3月、ドイツ・ハノーバーで開催された
CeBIT 2016において、ファーウェイとドイツ・テ
レコムは『オープン・テレコム・クラウド』の提供開
始を発表した

ドイツ・テレコム Tシステムズ
グローバルITオペレーション
シニア・バイス・プレジデント
ヨルン・ケラーマン
（Jörn Kellermann）

に、Tシステムズは長年のパートナーで
あるファーウェイとともに、2016年3月、
新たなパブリック・クラウド・サービス
『オープン・テレコム・クラウド（Open 

Telekom Cloud）』の提供を開始した。

　アジャイルなITは、イノベーション、新
たなビジネスモデル、迅速な市場投入を
実現する前提条件だ。パブリック・クラウ
ドは、その柔軟性を評価されて急速に需
要を高めてきた。IDCの予測では、パブ
リック・クラウド市場は2018年に1,275億
米ドル（約13兆1,325億円※）規模に達し、
そのうち246億米ドル（約2兆5,338億円※）
はIaaS（Infrastructure-as-a-Service：

サービスとしてのインフラ）によるものと
される。さらにパブリック・クラウドは、欧
州のCIO（最高情報責任者）が新たな試
みを即座に実施したり、既存のキャパシ
ティを増強したりする際に、現実的で有
効な選択肢となっている。プライベート・
クラウドとパブリック・クラウドを既存のIT

インフラとともに統合したハイブリット環
境により、真にダイナミックなITソリュー
ションを構築することが最近のトレンドと
なっている。
　しかし欧州では、パブリック・クラウドの
拡大に歯止めをかけるさまざまな規制が
存在する。例えば、欧州企業のクラウド・
データを処理するデータセンターは、欧
州内に設置されていなければならない。
また、データと個人情報の保護は欧州の

基準を満たしていなければならない。
　パブリック・クラウド・サービス・プロバ
イダーの多くは米国を本拠地としている
が、ドイツ企業であるTシステムズはこう
した規制に完全に対応できている。ドイ
ツ中部のビエレにある当社のツインコア・
データセンターは、最新のセキュリティ
技術と包括的なアクセス管理で万全の
データ管理体制を誇っており、すべての
データとシステムをマグデブルクにある
もうひとつのデータセンターに二重保管
して事業継続性を確保している。当社は
2011年から「システム停止ゼロ（Zero 

Outage）プログラム」を実施し、サービ
ス品質管理を徹底することで、システム
稼働率99.999％を達成してきた。

　今春スタートしたオープン・テレコム・
クラウドは、プライベート・クラウドでも
協業してきたファーウェイとともに実現し
た、OpenStackベースのIaaSである。
ファーウェイはソフトウェアとハードウェ
アを提供し、Tシステムズはビエレとマグ
デブルグのデータセンターの運営と、欧
州全体の市場へのサービス展開を担っ
ている。

　オープン・テレコム・クラウドは、ポー
タル画面からわずか数クリックでコン
ピューティング、ストレージ、ネットワー
ク・コンポーネントといったITインフラや
ソフトウェア・ソリューションを使用でき
るシンプルな構成で、企業は従量課金に
よる低価格でオンデマンドにスケール可
能なクラウド・サービスを利用することが
できる。さらに、「Made in Germany」の
サービスとして、信頼性とセキュリティも
保証されている。また、プライベート・ク
ラウドと組み合わせたハイブリッド・クラ
ウドとして活用することも可能だ。

ドイツ企業のクラウド利用・検討率

2013年に米国家安全保障局の個人情報収集疑惑が報道されて以降、欧州ではEU内や自国内のクラウド・サービスの需要が高まってきた。ドイツ
企業のクラウド・サービス・プロバイダーに対する要望をたずねた調査では、データセンターがドイツ国内にあることが「必要」と回答した企業は
2012年には44％だったが、2015年には76％にまで増えている

ドイツ企業がクラウド・サービス・プロバイダーに求めること

　クラウド・ソリューションに対するニー
ズが今後も伸び続けるという予測から、
当社は今後2年間でクラウド・データセン
ターのキャパシティを1.5倍に拡張するこ
とを計画しており、ドイツ・テレコム全体
でも2018年までに企業向けクラウド・
サービスの売上を2倍にするという目標
を掲げている。拡大する欧州のクラウド
市場で、これまで主役となっていた米国
企業のサービスに替わる欧州発の新た
な選択肢として、オープン・テレコム・ク
ラウドへの注目はますます高まっている。
同サービスを通じ、Tシステムは安全性
の高いハイブリッド・クラウドを求める欧
州企業の信頼できるパートナーになるこ
とを目指していく。
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利用中 検討中

必要
できれば必要
必要ない

ビットコム・リサーチ（Bitkom Research）
『クラウド・モニター2016：ドイツにおけるクラウド・コンピューティング

-現状と展望（Cloud-Monitor 2016: Cloud-Computing in Deutschland – Status quo und Perspektiven）』より

■ データセンターがドイツ国内のみにある

■ データセンターがEU内のみにある

2012 データなし

2015 70 24 6

2012

2015

■ 本社がドイツ国内にある

■ 本社がEU内にある

19 44 192012

2015

※1米ドル＝103円換算
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ファーウェイ最大の総合ICTカンファレンス
『HUAWEI CONNECT 2016』

「Shape the Cloud」――クラウドで実現するデジタル変革

8月31日～9月2日、中国・上海にて、ファーウェイ最大の総合カンファレンス
『HUAWEI CONNECT 2016』を開催しました。これまで『HUAWEI Cloud Congress

（HCC）』『HUAWEI Network Congress（HNC）』『HUAWEI Developers Congress

（HDC）』として開催していたイベントを統合した『HUAWEI CONNECT』。メルセ
デス・ベンツ・アリーナ、上海新国際博覧中心（エキスポ・センター）、上海世博展
覧館の3つの会場に、120を超える国・地域から2万人以上が来場し、クラウド時
代のトレンドを知り、多様な産業がクラウド技術の開発とエコシステムへの貢献を
通じてデジタル変革をいかに実現するかを探る3日間となりました。

80の産業パートナー企業・団体が
最新ソリューションを展示

23の基調講演と7つのサミットで
グローバルICTリーダーが一同に

さまざまな業界における
新たなパートナーシップを発表

次世代のクラウドを牽引する
新たなソリューションを披露

　ICTがあらゆる産業でビジネス創出の
中核を担う時代を見据え、『HUAWEI 

CONNECT 2016』にはさまざまな業界
でICT活用とクラウド化を牽引するリー
ダーたちをスピーカーに招き、23の基調
講演と7つのサミットを開催しました。
　基調講演では、ファーウェイからは巻
頭で紹介した3名の輪番CEOのほか、法
人向けICTソリューション事業グループ プ
レジデント兼ファーウェイ・ジャパン会長
の閻力大（エン・リダ、写真■）、取締役兼
プロダクト＆ソリューション グループ プ
レジデントの丁耘（ライアン・ディン）らが 1

1

2 3 4

6 7

9

11 12

10

8

5

登壇しました。さらに、SAP上級副社長
のトーマス・ザウアーエシッヒ（Thomas 

Saueressig）氏、HSBC（香港上海銀行）
CIOのダリル・ウエスト（Darryl West）氏
（写真■）、GE チャネル・アライアンス・
事業開発・ベンチャー担当グローバル・
ヘッドのデンジル・サミュエルズ（Denzil 

4

グローバルな戦略提携を結ぶアクセン
チュアとは、これまでの協業の進展を報告
するとともに、今後はファーウェイの
FusionCloudソリューションをベースにし
たSAPおよびOracleのクラウド・ソリュー
ションを共同で提供し、グローバル企業の
コア・アプリケーションをワンストップで支
えていくという目標を示しました（写真■）。

　このほか、金融業界サミットではイン
フォシスと共同開発した金融業界向け

10

新ミッション・クリティカル・クラウド・
ソリューションを（写真■）、セーフ・シ
ティ・サミットではセーフ・シティ向け統
合コミュニケーション・プラットフォーム
（ICP）を発表。また、『FusionCloud』上
で提供される31の新たなクラウド・サー
ビス（写真■）と、『FusionStorage 6.0』
『FusionStage PaaSプラットフォーム』、
新世代のコンバージェントなオール・フ
ラッシュ・システム『OceanStor Dorado 

V3』など、クラウドによる産業のデジタル
革命の実現を支援する各種新製品も披
露しました。

11

12

出展しました（写真■、■）。

　会期中、ファーウェイとパートナー企
業との新たな取り組みもいくつか発表し
ました。
　 IoTの分野では、世界的なエレベー
ター・メーカーであるシンドラー・グルー
プと、エレベーターの運用データをリア
ルタイムに転送してデータ・シミュレー
ションを行うコネクテッド・エレベー
ター・ソリューションの開発において提
携することを発表。このソリューションに
より、世界各地に設置される100万台以
上のシンドラー製エレベーターを統合的
にネットワークに接続して管理すること
が可能となります。
　また、電力・オートメーション技術で世
界をリードするスイスのABBと協業に関す
る覚書に調印し、ファーウェイのLTEベー
スの産業用の無線プライベート・ネット
ワーク・ソリューション『OneAir＠Smart 

X』をABBのロボット（写真■）や産業オー
トメーション・ソリューションに統合するた
めに協力していくことを発表しました。
　2 0 1 4年からクラウド分野における

7 8

9

Samuels）氏（写真■）、インフォシス
CEOのビシャル・シッカ（Vishal Sikka）氏
（写真■）、MITスローン経営大学院 主席
研究員アンドリュー・マカフィー（Andrew 

McAfee）氏、インテルCEOのブライアン・
クルザニッチ（Brian Krzanich）氏など、
幅広い業界のキーパーソンが会場とウェ
ブ中継で講演しました。
　セーフ・シティ、金融、IoT、SDNなど
をテーマにした7つのサミットでは、各分
野を代表する企業や団体からのスピー
カーが登壇し、クラウド時代の新たなビ
ジネスのあり方などについて議論しました
（写真■）。

　上海エキスポ・センターの展示ホール
では、クラウド・エコシステムの主要プ
レーヤーが集結し、ファーウェイとの協
業の成果を含む最新のソリューションを
展示しました。
　18,000㎡におよぶ展示ホールでは、
ファーウェイの産業向けソリューション
展示（写真■）に加え、フロアの半分を
ファーウェイの産業パートナーによる展
示が占め、インテル、HGST、SAP、アク
センチュア、インフォシス、OpenStack、
GSMAなど80の業界団体と協賛企業が

5

6

3

2
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を2013年に設立しました。
　メディア向け、広告主向けの配信プ
ラットフォームから効果計測ツールま
で、アドテクの用途は多岐にわたり、デー
タ量も膨大になるため、データの分析に
は強固なインフラが必要となります。アド
テク本部設立当初は各サービスの既存
資産で運用していましたが、半年後、ス
ピードとシナジーをより高めるため、プラ
イベート・クラウドによるインフラの共通
化に着手しました。
　「目指したのは、急速な成長を続け
るビジネスのスピードをさまたげない

解析基盤用にファーウェイの『Fusion 

Server X6800』を導入し、4Uシャーシに
同シリーズの『XH620 V3』サーバー・ノー
ドを8つ収納して50％の省スペース化を
実現しました。また、ケーブルの配線が
シンプルになり、管理用のLANケーブル
を従来の8分の1、電源ケーブルを4分の
1の本数に減らすことができ、コストの低
減にもつながりました。

　大量のデータ処理においては、ネット
ワークがボトルネックにならないことも重
要です。複数のプラットフォームを活用
するサイバーエージェントでは、分析時
に別のオンプレミス環境から大量のデー
タをロードするため、急激なトラフィック
が発生します。このようなデータ伝送に
対してこれまでは10GEネットワークを運
用していましたが、今後の需要拡大につ
いてシミュレーションしたところ帯域不
足が予測され、この対策としてビッグ

　インターネット広告の配信や分析に
は、配信の最適化や収益の最大化のた
めにさまざまなツールが活用されていま
す。サイバーエージェントはインターネッ
ト広告サービスを提供するプロダクトを
20以上擁しており、以前は各プロダクト
がそれぞれこうしたアドテクノロジー（ア
ドテク）の開発を手がけていましたが、機
能を集約して効率化を図るべく、全サー
ビスを横断して開発を行うアドテク本部

●4Uのシャーシに1Uラック・サーバー相当のノードを8台または2Uラック・
サーバー相当のノードを4台収容可能
●コンピュート・ノード、ストレージ・ノード、GPUアクセラレーション・ノード
の3種類を提供
●パッシブ・バックプレーンの採用により、単一障害点を解消
●1つのネットワーク接続ですべてのノードの管理インタフェースにアクセス
が可能

シンプルな構成で多種多様な
マルチテナントを収容

省スペース・省ケーブルを
実現する高密度サーバー

インフラを構築するということでした。
多種多様なシステムをマルチテナントで
収容し、それぞれのニーズの変化にすば
やく対応しなければならないので、構成
はできるだけシンプルにし、OpenStack

で仮想化することによって、コストを抑
えつつ迅速で柔軟な変更が可能なイン
フラを実現しています」と長谷川氏は語
ります。

　「広告データの分析には大量のCPU

とメモリが必要ですが、内蔵ディスクは
一時的な処理ファイルを置くだけなので
それほど大きな容量は求められず、高密
度のサーバー構成が可能です。これによ
り、少ないラック・スペースで高い処理
能力と速度を確保することができます」
（長谷川氏）
　そこで、サイバーエージェント・アドテ
ク本部ではHadoopによるビッグデータ

FusionServer X6800

国内売上高No.1のインターネット広告事業を支える
ファーウェイの高密度サーバーとデータセンター・スイッチ

R&Dとの密接な連携で迅速に対応

無停止更新が可能な40GEスイッチ

データ解析基盤用データウェアハウス
（DWH）に40GEネットワークの導入を決
定しました。
　40GEスイッチには『CloudEngine 

7850』を採用。同製品は1Uのサイズに
32ポートの40GE QSFP+ポートを備え
ています。また「iStack」によるシャーシ
のスタッキングによりシンプルなネット
ワーク管理を実現します。「スタック構
成でありながら1台ずつのアップデート
が可能な点も、採用の決め手のひとつ
でした。アドテクのように常時稼働する
サービスでは、システムを止めることな
く管理できることが非常に重要です。現
在は6台のスイッチを統合管理していま
す」（山本氏）
　アップデートのしやすさに加え、キャリ
ア・グレードの機能もポイントだったと山
本氏は言います。「ルーティング・プロト
コルに関する細かな機能も十分で、通信
事業者向けネットワークの実績に裏付
けられた技術力を感じます」

　ハードウェアの調達にあたっては、性
能、コスト、納期などの諸条件を考慮し、
需要に合わせて最適なものを選定して
いるとのこと。こうした条件に対する
ファーウェイの柔軟な対応も評価のポイ
ントだったようです。「こちらからの要望
に全力で応えてくれる姿勢がたいへんあ
りがたかったです。機能の追加や管理面
での要望、検証で見つかった不具合など
を伝えると、即座に本社のR&D担当者と
やりとりして迅速に対応してくださり、開
発チームとの連携の密接さに驚きまし
た」と山本氏。
　長谷川氏も、「われわれも技術が好き
な会社なので、ファーウェイの細部まで
こだわった製品づくりには共感します。こ
れからもハードウェアへのこだわりを追
求し続けながら、優れた製品を提供して
いってほしいですね」と期待を寄せてくだ
さいました。

●32×40GE（QSFP+）
●2.56Tbps, 1,440Mpps
●最大16台でスタック可能
●ISSU対応

CloudEngine 7850

広告データ分析プラットフォームのシステム構成

ビッグデータ解析基盤（Hadoop）

サーバー・
モジュール

サーバー・
モジュール

高密度サーバーFusionServerX6800

CE6850 CE6850CE6850

アグリケーション・スイッチ アグリケーション・スイッチ

FusionServer
RH2288 V3

FusionServer
RH2288 V3

ビッグデータ解析基盤（DWH）

CE7850 CE785040GE接続

アグリケーション・スイッチ アグリケーション・スイッチ
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Our CustomerIN T EGRAT E D
BE ING ファーウェイ・ジャパンの

法人向けICTソリューション

『Ameba（アメーバ）』をはじめ、幅広いインターネット・サービスを提供する株式会
社サイバーエージェント。その売上の50％以上を占めるインターネット広告事業
は、国内シェアNo.1の規模を誇ります。同事業を支えるアドテクノロジーを部門横
断で開発するアドテク本部では、ファーウェイの『FusionServer X6800』シリーズ
高密度サーバーと『CloudEngine 7800』シリーズ40GEスイッチを導入してインフ
ラを構築しています。インフラ構築の責任者である技術戦略室の長谷川誠氏と山本
孔明氏に、導入の経緯とメリットをうかがいました。
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山ほどあるが、8月にリリースしたGoogle 

Duoが瞬く間にアプリ・ランキングのトッ
プに躍り出たことからもわかるように、
ユーザーの欲求が衰える気配はない。
　大きなディスプレイだからこそ快適に
利用できるこうしたコンテンツの増加が、
大画面端末の人気を後押ししている。

　スマートフォンを使った撮影にも変化
が現れている。現在主流の20メガピクセ
ルのスマートフォン・カメラは初期の機
種と比べると解像度が10倍以上になっ
ているが、最近では画素数を落として素
子サイズを大きくし、より光を多く取り込
むことで、暗いところでも撮影できること
を売りにしたハイエンド機種も出てきて
いる。また動画の撮影も高度になってき
ており、次世代の超高解像度動画撮影を
スマートフォンが牽引しているとも言える。
　高度な撮影機能がスマートフォンに組
み込まれることで、撮影した画像や動画を

　アップアニーの予測では、2020年まで
にアプリのダウンロード数は年間2,843

億に達する見込みだ。その大半は中国、
ブラジル、インドネシアなどスマートフォン
市場が急成長している国々からのものだ
が、アプリの売上では米国がトップを維持
すると予測されている。

　米国スマートフォン市場の動向として
特筆すべきは、大画面化だ。サムスンの
『Galaxy S7』、LGの『G5』、モトローラの
『Moto G4』など、この数年の各社のフ
ラッグシップ端末は軒並み5.2インチ以
上の大きなディスプレイを備えている。
　この要因のひとつは、ユーザーがLTE

やWi-Fiネットワーク上でさまざまな画
像メディアを楽しむようになったことだ。
グラフィック・データの多いゲームや地図
アプリ、ウェブサイトのほか、YouTube、
Netflix、Huluといった動画サービスの
利用率は高い。動画チャット用アプリも

　2008年にアプリ・ストアが誕生して以
来、電話の使い方は大きく変わり、スマー
トフォンは仕事や遊びに幅広く利用され
る必需品となった。さらにここ数年、技術
の発展とコストの低下にともないスマート
フォンの機能が拡張したことで、その上で
動くアプリも進化を遂げてきた。同時に、
アプリの使われ方がスマートフォンのデ
ザインにも影響を与えている。

アプリとともに
進化してきたスマートフォン

撮ってシェアする
新たなユーザー行動

動画やチャットの普及が
大画面化を促進

即座にシェアするという新しいユーザー行
動が生まれた。InstagramとSnapchatと
いう2大画像共有アプリは、スマートフォン
の撮影機能の進化をフルに生かして人気
を集めてきた。さらにFacebookやPeri-

scopeなどのライブ・ストリーミングができ
るアプリを使ってイベントを生中継する
ユーザーも増えている。米国の通信事業
者はいったん廃止したデータ通信の使い
放題プランを復活させ始めており、これに
ともない、共有やストリーミングのサービ
スがさらに使われることは確実だろう。

　スマートフォンはデジタルの世界だけ
のものではない。ポケモンGOをプレイす
る人たちはスマートフォンでリアルな世界
を探索しているし、モバイル決済は店舗
での買い物で現金代わりになる。こうした
サービスの需要もまた、スマートフォンの
設計に影響を与える。
　Android PayやApple PayがNFC（近距
離無線通信）や指紋認証を必要とすること
で、より多くのスマートフォンがこれらの機
能を搭載するようになった。2014年10月
に米国でサービスを開始したApple Pay

の対応店舗は、当初は国内に20万か所

だったが、2015年末には150万か所にまで
急増している。しかし、スマートフォンの機
能と店舗の対応は追いついてはいるもの
の、まだ使い勝手が十分とはいえず、ユー
ザーに広く普及してはいない。

　米国のスマートフォン市場をリードし
てきたのは、スリムなデザインと高速なプ
ロセッサー、美しいディスプレイと高性
能なカメラを備えたハイエンド機種だ。
しかし、スマートフォンの普及が進み、多
くのアプリやサービスが登場するにつれ、
端末よりもアプリやサービスにお金をか
けたいというユーザーも増えつつある。
　料金プランの変化も、端末価格に対す
る消費者の意識に影響している。これま
では日本と同様に2年契約で端末代金を
通信利用料から差し引くプランが主流
だったが、ここ数年、AT＆Tの『Next』やT

モバイルの『JUMP!』のように端末代金を
分割払いし、一定の割合を支払い終えた
ら別の機種に交換できるというプランが
出てきた。これにより、端末価格がユー
ザーから見えるようになり、より低価格な
端末に注目が集まっている。
　さらに、テキストナウ（TextNow）やリパ
ブリック・ワイヤレス（Republic Wireless）
といったMVNOはWi-Fi接続をメインとし、
Wi-Fiが使えない場合のみセルラー・ネッ
トワークに接続するという新しいモデルで
通信料金の低価格化を実現している。
グーグルの『プロジェクトFi』は電波の状
況に応じてスプリントかTモバイルのどち
らかのネットワークを利用できる。一方、
ひとつの電話番号をスマートフォン、タブ
レット、ウェアラブルで共有できるAT＆T

の『NuberSync』や、Sideline、Burner、
Line2など電話番号を追加できるアプリも
ある。こうした多様なオプションによって、
端末代を含めた通信費に対して消費者が

より敏感になってきている。
　そうした中、400ドル（約41,200円※）
以下の価格帯でハイエンド端末並みの
機能を持つ機種の需要が高まっている。
モトローラの『Moto G4 Plus』はミドル
レンジ機種にフラッグシップ機クラスの
高性能カメラが搭載された製品だ。ま
た、ファーウェイの『honor 8』は、12メ
ガピクセルのデュアル・レンズ・カメラと
4GBのRAM、指紋認証を搭載した十分
なスペックだが、399ドルと手頃な価格
設定で話題となっている。

　新たな動きのひとつが、スマートフォン
のモジュール化だ。先駆けであるグーグ
ルのプロジェクト・アラのほかにも、本体
にさまざまなアクセサリーを直接装着でき
るLGの『G5』、磁石になったバックパネル
にモジュールを簡単に取り付けられるモト
ローラの『Moto Z』などがある。Nexpaq、
EVOLなど機能モジュールを追加できる
ケースをクラウド・ファンディングで生産
するスタートアップも出てきた。
　このほか、各社はウェアラブル、テレビ、
スマートホーム向け機器などと連動させて
スマートフォンの機能を拡張する試みも進
めている。今後もスマートフォンは形や機
能を変えながら進化を続け、私たちのデ
ジタル・ライフを豊かにしていくだろう。

モバイルが変える未来

モバイル決済の
普及はこれから

料金プランの多様化で
端末価格への意識が高まる

※1米ドル＝103円換算

アプリやサービスの多様化で
ミドルレンジが注目を集める

米国のスマートフォン市場
モバイルとICTを取り巻く日本と世界の現状と動向、そして
さらにその先について解説するこのコーナー。今号は、アプ
リ市場の調査分析で知られるアップアニー（App Annie）の
アナリスト、ロス・ルービン氏が、アプリやサービス利用の
観点から米国のスマートフォン市場の動向についてレ
ポートします。

ロス・ルービン（Ross Rubin）
コンシューマー・エレクトロニクス業界のアナ
リストとして20年以上の経験を持ち、現在は
アプリ市場の調査分析をリードするアップア
ニーの米国本社で業界分析のシニア・ディレ
クターを務める。クラウド・ファンディングによ
るユニークな製品を紹介するウェブメディア
『Backerjack』の創始者・編集者でもある。

モジュール化や
他機器との連動で
拡張するスマートフォン
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2016年（予測値） 2020年（予測値）

アプリの年間ダウンロード数の成長予測
（アップアニー調べ）

ファーウェイは日本と同様米国でも9月に『honor 8』を発売

2016年8月の米国の無料アプリ・ダウンロード・ラン
キング（アップアニー調べ）。ゲーム、音楽アプリのほ
か、画像シェア機能を持つアプリが多い
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Better Connected 
in

IoT先進国から見えてくる「より“つながった”未来」
Healthcare Denmark

段階から政府を含めた関係各所を巻き込
むことで、規制緩和が進み、実用化段階
に至った時にはすでに必要な共通認識や
理解が醸成されている。
　デンマークは現在、国を挙げてリビン
グ・ラボを推進している。例えば、 国内
第3の都市オーデンセ市は、大学、企業、
地域住民を巻き込んだリビング・ラボ
『CoLab』の実践を進めている。同市で
は大規模な新病院の建設計画が進行中
で、医療・福祉に関連する多くの新技術
が採用される見込みだが、CoLabは、そ
の新しい医療の場で求められる技術や
サービスを模索する場になっている。今
後建設される大規模病院の一部を切り
取った1:1模型を構築し、使い勝手の確
認や実験、ワークショップが実施されて
いるほか、医療機器や医療コンセプト、
福祉技術や関連IoT機器なども、このリ
ビング・ラボで実証実験が行われる。国
内外の技術開発企業もCoLabを訪問
し、オーデンセ市と共同で、また地元企
業や機関とも協業しながら、新たな技術
や福祉分野におけるIoTの可能性を模索
し、開発を進めている。その目的のひと
つは、40年にわたって蓄積されてきた膨
大な個人医療データをいかに活用でき
るかを探ることだ。
　情報ネットワークを強みとし、新技術
の実証の場を持つデンマーク。医療福祉
分野におけるIoTの活用は今後さらに加
速し、世界をリードしていくだろう。

その理由は単純だ。デンマークでは温水
洗浄トイレはまだ一般的でなく、シニア
世代も、より若い年代の介護士も、利用
経験者はわずかで、効果を実感しにくく、
利用が促進されないのである。技術が社
会に浸透するためには、技術自体の実現
可能性だけでなく、時間の経過や利用
者の実感という社会性が不可欠であり、
状況を把握しながら適切に導入しなけ
ればならないことがわかる。
　そのような技術と人との難しい関係に橋
渡しをするための興味深い試みが、デン
マークをはじめとした北欧諸国、また欧州
で活発化している。『リビング・ラボ』と呼
ばれるその試みは、技術を社会に大規模
導入する前に、実際に生活の場やそれに
近い形で利用者を巻き込んで使ってみる
ことで、技術の改良を重ね、満足するま
で繰り返し、最良の結果を追求しようと
いう反復イノベーションの取り組みだ。
一般人、産業界、政府や地方自治体、研
究機関などからステークホルダーが参加
し、長期的な視点で社会における技術の
位置付けを探っていく。リビング・ラボは、
医療・福祉の分野に限らず、建築やまち
づくりなど、大きな失敗ができない社会
性の高い分野で多く活用されている。
　リビング・ラボの効用は多岐にわたる。
例えば、規制の問題を考えてみよう。新し
いIoTを導入する際、医療・福祉分野では
特に規制が大きな障害になりうる。「リビン
グ・ラボ」の枠組みを用いて、コンセプトの

　こうした発信器は、平常時のモニタリン
グと、緊急の際の介護士や医療・福祉機
関への警告を可能にしてきた。しかし旧
来のものは固定電話線に接続されてア
ラームが発令される仕組みで、さらに転
倒の際には自分でボタンを押す必要があ
り、気を失った場合は役に立たない。現
在は、スマートフォンやウェアラブル端末
を活用し個人のバイタル・データをリアル
タイムで介護施設に送信する仕組みや、
患者が自分の意思でダウンロードできる
アプリを活用し、電子カルテと連携するこ
とで、個人のバイタル・データを医療関係
者が必要な時に確認できるシステムの構
築が試みられている。データが個人番号
に紐付けられているため、患者の家庭医
や家族が病歴を照会することも可能だ。

　IoTに寄せられる期待は大きいが、複
雑性、不確実性の高い現代社会におい
て、新たな技術をいかに既存のシステム
やニーズと融合させられるか、いかに採
算性を測るかは難しい課題である。これ
を示す一例が、日本技術の粋を示す「温
水洗浄トイレ」だ。日本では広く普及し
ているため、介護においても介護士の負
担や時間の削減に役立ち、シニアの尊
厳を損なわないためにも欠かせない機
器となっている。その評判の高さから、
デンマークの介護施設にも導入され始
めたが、結局は活用されていないという。

導入が進み、大きな期待が寄せられてい
るのがIoT関連機器とサービスだ。
　医療・福祉技術とは、医療・福祉・介
護分野における市民の安全と利便性を
高める技術であり、同分野の従事者の
労働負荷を軽減する技術と定義されて
いる。具体例としては、GPS内蔵型の杖
や車椅子、センサー内蔵型の衣服（血圧
などの測定を支援する）、自動開閉型の
窓や扉などを備えたインテリジェント・
ホーム、セラピー・ロボット、アラームや
センサーと連動した情報システムなどが
挙げられる。そして、デンマークにおい
て、特に優位性を発揮すると思われるの
が、IoTを活用して個人情報と連結する
ことでパーソナライズされる医療・福祉
の提供である。
　デンマークでは1982年に定められた
高齢者三原則（生活の継続性、自己決
定、残存能力の活用）に基づき、自助努
力を基盤とした在宅介護の方向性が形
づくられた。現在、高齢者は、週に数回、
介護士などの訪問を受け、介護・掃除・
食事などの生活支援を受けている。在
宅介護では、転倒などの危険性とは背
中合わせのため、腕時計型やペンダント
型のアラーム発信器が活用されてきた。

納税記録と紐付けられた。医療や教育と
いった国民が享受する各種社会保障
サービスに関しても、個人番号を鍵とし
てデータが個人に紐付けられて記録さ
れ、蓄積されていった。医療分野におい
ては、1977年に個人医療記録システム
（NPR）を導入し、導入以降に電子化さ
れた個人医療情報が活用可能な状態に
整備されている。
　IoTを個人に幸せをもたらす技術とし
て適切かつ効果的に活用するためには、
個人データの適切な管理と、その活用の
ための情報インフラが整備されているこ
とが前提となる。デンマークはすでに数
十年をかけてこれらを実現しており、IoT

の時代を迎えるいま、世界の中でもより
進んだ立ち位置にいると言えるだろう。

　デンマークでは高齢化率が23％（2016

年デンマーク統計局。日本は25%）に達
しており、労働者不足、国庫の逼迫が懸
念されている。そして、この解決策として、
また福祉の質を維持するための施策とし
て医療・福祉技術の活用が注目されてい
る。中でもより効率的で効果的な医療・
福祉サービスを提供する起爆剤として

　デンマークは、1950年代に社会民主
主義国家として高福祉国家の実現へと
舵を切り、以来、社会インフラの構築・
維持・向上に努めてきた。高福祉国家の
安定のためにはその基盤となる税収の確
保が不可欠であることから、1968年には
個人番号（CPR）が、1970年には中央納
税管理システムが導入され、個人番号が

より健康に、より幸せに
IoTがもたらすデンマーク医療・福祉の未来

あらゆるモノをネットワークにつなげることで、私たちの生活を大きく変えるIoT。
その変化は未来の話ではなく、すでに起こり始めています。

IoTが人々の生活に密着した領域でどんな変革を生み出しているのか、
世界各国から最新事情をレポートするこのコーナー。

今回は、高福祉国家デンマークにおける医療・福祉分野のIoTの普及についてご紹介します。
IoTが人々の生活に役立つシステムとなり、より良い暮らしを実現するには、

社会にどのように広がっていけばよいのか――同国で進む個人情報の蓄積・ネットワーク基盤の整備と、
「リビング・ラボ」の仕組みから、そのヒントが見えてきます。

コペンハーゲンIT大学
アシスタント・プロフェッサー
北欧研究所主宰
京都大学大学院情報学研究科修士、東京
大学工学系先端学際工学専攻を経て、
2009年にコペンハーゲンIT大学博士取
得。専門分野は、情報システム、デザイン
アプローチ。異文化協調作業支援、創造
性支援、北欧におけるITシステムと参加型
デザインの研究を行っている。

1.医療データの市民ポータルサイト『Sundhed.dk』。Sundhedはデンマーク語で「健康」の意。個人番号と個人認証システム（NemID）を用いてログインする（①）と、カルテの記載
などの個人医療情報を1977年までさかのぼって閲覧可能。登録した家族や第三者とも情報を共有できる（②）。そのほか、病院や保険、ヘルスケア・アプリなど、医療や健康管理に
関するさまざまな情報がまとめられている
2.オーデンセのリビング・ラボ『CoLab』。ワークショップを実施するスペースの奥に4つの医療情報利用シーン（家庭医、病院、自宅、介護施設）の原寸大模型が設置されており、医
療情報のデータ交換やディスプレイ方法などの実験、空間のサイズや使い勝手の確認ができる。ワークショップで作成したシナリオを演じて詳細を詰めていく試みも行われる
3.実生活でシニアにICTを日常的に利用してもらうパイロット・プロジェクトも全国的に実施している。遠隔医療の補助や、よりきめ細かい介護の提供など、目的はさまざまだ

安岡美佳
やすおか みか

IoT活用の前提となる
個人情報の蓄積とネットワーク基盤

技術と社会をつなぐリビング・ラボ

高齢化社会を支えるIoT

2 31

①

②
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A. ブラジルはファーウェイが早くから進出
した海外市場のひとつで、最初にサンパウ
ロにオフィスを開設してから今年で17年
たち、現在は5か所のオフィスで約2,000

人の従業員が働く大企業となりました。
2008年には国内での製造を開始し、
2012年にサンパウロ州のソロカバに設置
したサプライチェーン・センターは、ファー
ウェイの組み立て、製造、出荷の拠点とし
て中南米最大規模となっています。

A. ブロードバンド基地局を7万サイト構
築し、ブラジルの人口の3分の2にサービ
スを提供しているほか、国内のモバイル・
インターネット・トラフィックの半分が
ファーウェイの技術を経由しています。
また国内すべての通信事業者にLTEを
提供する唯一のベンダーでもあります。
　2013年には、世界で初めてアマゾン川と
熱帯雨林をまたぐ長距離WDM（光波長
多重通信）ネットワークを構築しました。テレ
フォニカ傘下のヴィーヴォとともに、アマゾ
ナス州の州都マナウスとアマゾン川河口の
街ベレンの間に、2,100kmにわたり20以
上の都市をつなぐWDMケーブルを敷設
しました。マナウスは2 0 1 4年のF I F A

ワールドカップの開催地のひとつで、
世界中から多くの観客が集まる大会に
向けてモバイル・ブロードバンドの需要
が急激に高まることが予想され、国内最
速のバックボーン・ネットワークへの接
続が急務となったのです。熱帯雨林の
中でのこれほど大規模な敷設作業は前
例がなく、機器の輸送には飛行機や車
のほか、モーターボートやいかだなども
使われました。これにより、アマゾナス州
の400万人もの人々が40Gの超高速通
信を利用可能になりました。

A. はい。２つの都市でスマートシティの
構築に参画しました。サンパウロ州のア
グアス・デ・サン・ペドロ市ではヴィー
ヴォとともにインターネット・アクセスと
セーフ・シティ・ソリューションを提供し、
市内に複数の監視カメラを展開したこ
とで、犯罪件数の低減や事件の解決につ
ながり、現地当局から高い評価を受けま
した。バイーア州のルイス・エデュアルド・
マガリャエス市では、科学技術省と同市
政府と共同で地元の警察・救急システ
ム向けにeLTEネットワークを構築し、
より迅速で効率のよい公共サービスを
可能にしています。また、南部最大の都
市であるクリチバ市とスマートシティ・
プロジェクトに関する覚書を締結し、
国内外での実績を生かして知見とソ
リューションを提供していく計画です。
　また、国内の優れた大学・研究機関とと
もにスマートシティ分野の研究開発も進め
ています。中南米最大の大学であるサンパ
ウロ大学、サンパウロ州立パウリスタ大学、
カンピナ・グランデ連邦大学、国立通信研
究所などと提携しているほか、今春には
リオグランデ・ド・スル・カトリック大学と
共同でスマートシティ・イノベーション・
センターを設立し、IoTをはじめ革新的
な技術の開発を推進しています。

A. 最近のニールセンのレポートによれば、

スマートフォン経由でインターネットを利
用するユーザーは約7,000万人となってい
ます。これは一見多いように思えますが、
ブラジルの人口の3分の1に過ぎません。
スマートフォン市場にはまだ大きな成長の
余地があるのです。しかし、多様なユー
ザー・ニーズ、複雑な税制や不安定な経済
といった要因から、スマートフォン・メー
カーにとっては難しい市場であり、しっかり
とした製品戦略とマーケティングがなけれ
ば生き残っていくことはできません。
　ファーウェイはこうした状況を見極め
ながら、お客様のニーズを最適な形で満
たせるよう戦略を練ってきました。都心
部とアマゾン地域とでは当然のこと、サン
パウロとリオでも消費者の嗜好は異なる
ため、各地域のお客様の特性に合わせ
て製品とマーケティングの戦略をきめ細
かく展開しています。また、ブラジル人は
インターネット上で感情を共有して楽し
むのが大好きで、Facebookのユーザー
数が米国、インドに次いで世界で3番目、
世界のSNS消費時間の10％を占めると
いうSNS大国です。そのため、6つの
SNSチャネル（Facebook2つ、Twitter、
Instagran、LinkedIn、Youtube）を駆
使し、リーチとエンゲージメントを最大化
することに努めています。

A. SNSではFacebookと並んでメッセン
ジャー・アプリのWhatsAppが特に人気
です。また、カーナビ・アプリのWazeや、
Uberに対抗するタクシー配車アプリ

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

多様な地域、多様な人々をつなぎ続ける

99Taxisなどもよく使われています。もち
ろん、ポケモンGOも大流行しています。
ブラジル人は新しいテクノロジーにオー
プンで、楽しくユニークな体験ができる
サービスやアプリを常に求めています。

A. はい。2003年に設立したサンパウロ
のトレーニング・センターではこれまでに
2万人以上にICTトレーニングを提供し
てきました。また、ブラジルは所得格差
が大きく、貧困により十分な教育を受け
られず社会に出る機会を得られない若
者が多くいることが社会課題となってい
ます。これに対し、ファーウェイは、ICT

によるソーシャル・インクルージョンを目
指す取り組みを各地で展開しています。
2016年は、アマゾナス州のテフェ市と
アマナ「持続可能な開発」保護区、北東
部のセアラー州オリゾンチ市において、
10～20代の若者を対象に、市民教育
や反ドラッグ教育とあわせてICTトレー
ニングを無償で提供するプログラムを開
始しました。また昨年は、パライバ州の
カンピナ・グランデ連邦大学とクラウド・
コンピューティング分野における技術教
育についてパートナーシップを締結し、
同大学内に研究室を設置して、クラウド分
野のICTの研究と教育を推進しています。
　地理も民族も幅広い多様性を誇るブ
ラジルで、ファーウェイはこれからも
ICTであらゆる地域のあらゆる人々をつ
ないでいきます。

Q .  ファーウェイ・ブラジルは
ファーウェイの海外オフィスの中
でも歴史が長いですね。

Q.  これまでにどのような実績が
あるのですか。

Q. 最近ではスマートシティの分野
でも成果を上げていますね。

Q. ブラジルのスマートフォン市場
にはどのような特徴がありますか。

Q. どんなアプリが人気ですか。

Q. CSRでは人材育成に力を入れて
いますね。

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

1999年
サンパウロ、リオ・デ・ジャネイロ、ブラジリア、ヘシーフェ、クリチバ
約2,000名、うち80％が現地採用（2016年8月現在）

：
：
：

ファーウェイ・ブラジル

ブラジルの通信事情

ファーウェイ・ブラジル

複数の大手PR代理店でグローバルICT企業のブラジルおよび中南
米での展開を支援したのち、2013年にファーウェイに入社。メディ
ア担当者としてコミュニケーション戦略の立案と実行を担う。事業
を成長させるだけでなく、世界中で、そしてブラジルで、人々の暮ら
しを豊かにし、社会に価値をもたらしているファーウェイでの仕事に
大きなやりがいを感じている。現在は単身赴任中で、毎月一度は片
道5時間のドライブで地方に住む家族のもとへ帰る。ブラジル人た
るもの、もちろんサッカー好き。

ファーウェイ・ブラジル　渉外・広報本部マネージャー
ヴィニシウス・バルベード・フィオーリ
（Vinicius Barbedo Fiori）

今回登場するのは…

1.リオグランデ・ド・スル・カトリック大学と共同で設立したスマートシティ・イノベーション・センターのオープニング・セレモニーには、同州のジョゼ・イヴォ・サルトーリ（José Ivo 
Sartori）知事（写真左から3人目）も参列　2.アマナ「持続可能な開発」保護区で実施したトレーニング・プログラムの参加者たち。同プログラムでは特に太陽光発電にフォーカ
スし、基礎的な技術について研修を行った　3.ファーウェイは本場ブラジルでもサッカー・チームのスポンサーとなっている。2014年には、ペレやネイマール、カズや前園も所属し
ていたサントスFCとスポンサー契約を結んだ

1 2 3

固定電話加入者数・普及率 ： 4,368万人・21.5％
携帯電話加入者数・普及率 ： 2億5,781万人・126.6％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 59.1％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 2,492万人・12.2％（ITU調べ、2015年現在）
主要通信事業者 ： ヴィーヴォ（Vivo）、TIM（テレコム・イタリア・モバイル）ブラジル、クラロ
（Claro）、オイ（Oi）、ネクステル（Nextel）、アルガー（Algar）、エンブラテル（Embratel）、
NETセルビソス（NET Serviços）

ブラジル
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　ファーウェイがスマートフォンやタブレットで培ってきたデザイン
とモバイル性のノウハウを最大限に生かしたMateBook。高品質
アルミニウムの洗練されたボディには、上下左右対称のシンメ
トリー・デザインを採用。本体の重さは約640g、厚みはわずか
6.9mmと軽量・極薄ながら、衝撃にも強く、持ち運びのしやすさ
は抜群です。

　解像度2160x1440の12インチIPSマルチタッチ式ディスプレ
イは、1cmのべゼル幅で画面占有率84％と、大きな画面で見や
すいのが特長。高精彩な色彩美と広色域（NTSC85％）の豊か
な表現、輝度最大400cd／㎡の明るさに加え、160°の広視野
角設計でどのアングルからも美しい映像を楽しめます。

ますます広がる豊富なラインナップ。
ファーウェイ・ジャパンの端末最新情報をご紹介します。

話題の2 in 1 PC『HUAWEI MateBook』を徹底解剖！

7月に発売したファーウェイ初の2 in 1 PC

『HUAWEI MateBook』。スマートフォン・
メーカーならではのモバイル性とパワフル
な性能で話題となっている同製品の機能と
デザインを詳しくご紹介します。

『HUAWEI MateBook』

M3モデル（インテル® Core™ m3-6Y30搭載／4GB

メモリー／128GB SSD）：69,800円
M5モデル（インテル® Core™ m5-6Y54搭載／4GB

メモリー／128GB SSD）：98,800円、
（8GBメモリー／256GB SSD）：109,800円

わずか6.9mmの薄さ！
スタイリッシュでコンパクトなボディ

高精彩の大画面で
ビジネスにもエンターテイメントにも活躍

　PCを名乗るからには、性能にも自信があります。インテル®Core™ 

Mプロセッサー、Windows 10搭載で、モバイルとは思えない高い
パフォーマンスを実現。3.7Whの高密度リチウム電池とファー
ウェイ独自の省エネルギー・テクノロジーにより、9時間の連続
使用、29時間の音楽再生が可能で、付属のスマートチャー
ジャーによりわずか2.5時間でフル充電できます。

　スマートフォン・メーカーの強みを発揮したもうひとつの機能が、
端末間の連携です。付属のオリジナル・アプリ『MateTrans』を使
えば、同一Wi-Fiネットワーク上のスマートフォンと簡単に連携し、
ドラッグ＆ドロップの直感的な操作でファイル共有が可能に。Wi-Fi

上にない場合はスマートフォンが自動でテザリングを開始します。

　360度全方位に感知する指紋認証センターを、世界で初めてタ
ブレットPCのサイドに搭載（写真■）。タッチするだけでロックを
解除でき、これまでのノートPCのわずらわしさを解消するとともに、
セキュリティも強化しています。

　熱伝導を考慮した8層構造設計（写真■）で、ファンレスながら
高いパフォーマンスを発揮します。

パワフルな性能と大容量バッテリー、
高速充電で頼れるパフォーマンス

高感度のスタイラスペンと
快適操作のキーボードでさらに使いやすく

長時間使用でも熱くならない
先進の放熱技術

付属アプリ『MateTrans』で
スマートフォンとスムーズに連携

世界初、サイドの指紋センサーで
迅速かつ安全にロック解除

　別売りのスタイラスペン『HUAWEI MatePen』（7,800円、写真

■）は、2048段階もの筆圧を検知する高感度センサーを搭載、
レーザーポインターとページアップ・ダウンの機能も備え、1回の
USBチャージで100時間の連続使用が可能です。USBポート、
D-sub15ピン／HDMI出力、LANポートなど多彩なインターフェ
イスをひとつに集約した『HUAWEI　MateDock』（9,800円、
写真■）とあわせてスリムに収納できます。約450gと軽量な
『MateBookキーボード』（14,800円）は5点マルチタッチのトラック
パッドを装着し、クラス最高の1.5mmのキーストロークとクリック感
で快適な使いごこちを実現。ブラック、ブラウン、オレンジ、ベー
ジュの4色からお選びいただけます。

ファーウェイ・ジャパンは今年も
『CEATEC 2016』に出展いたします

2016年10月4日（火）～7日（金）10:00～17:00
幕張メッセ  展示ブース：ホール2　No.2S74

※価格はすべて市場想定価格、税抜

最新端末製品のほか、IoTや5Gなど、ICTで「より“つながった”
世界」の構築を目指すファーウェイの最先端の技術を展示いた
します。ぜひブースにお立ち寄りください。

1 2

3

4

1

2

3

4
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技術ショー』に出展。D-CCAPをベースとし
たDOCSIS3.1準拠のシステム（CMC）、
NG-PON OLTシステム、100G対応コンパ
クトWDM、IPネットワーク、マルチサービス・
エッジ・ルーターなどを展示

2016 . 8 . 19 、 26
従業員の家族を大手町、錦糸町、九段下
の各オフィスに招き、ファミリーデーを開催

2016 . 9 . 30
サイバー・セキュリティ提言レポート第4弾
となる『グローバルなサイバー・セキュリティ
の課題解決に向けて――サプライチェーン・
リスクに対する取り組み』の日本語版を発行

2016 . 11 . 23 ～ 25
幕張メッセにてGSMA、GTIとの共催で
『第7回グローバルMBBフォーラム』を開催

2016 . 7 . 11
東京コンファレンスセンター・品川で開催
された『ガートナー セキュリティ＆リスク・
マネジメント サミット 2016』にて、最高セ
キュリティ責任者 細井洋一が「ファーウェ
イの驚異の成長を支えるサイバーセキュリ
ティ戦略」をテーマに講演

2016 . 7 . 21 ～ 22
ザ・プリンス パークタワー東京で開催さ
れた『Softbank World 2016』に出展し、
IoT、VC、ITクラウドの3つの法人向けソ
リューションと、スマートフォン、ウェアラ
ブル、Wi-Fiルーターなどのコンシューマー
向け端末製品を展示。ファーウェイ・ジャ
パン シニアマーケティングマネージャー  
かくたかし

郭宇が「NB-IoTがもたらす新しいビジネ
スチャンス ～海外の最新事例と新たな
チャレンジ～」と題した基調講演に登壇

2016 . 7 . 28 ～ 29
東京国際フォーラムで開催された『ケーブル

　8月27日～9月10日、ファーウェイが
2008年から実施しているグローバルICT

人材育成プログラム『HUAWEI Seeds 

for the Future』に、日本の学生20名が
参加しました。昨年に続き日本からは2

度目の参加となる今回のプログラムは、
北京と深圳の2か所において、ルーマニ
アとニュージーランドからの学生と合同
で実施されました。今年3月に開催された

グローバルICT人材育成プログラム
『HUAWEI Seeds for the Future』
に日本の学生20名が参加

その他の主なニュース

2016 . 6 . 30
ロンドンで開催された『5 G  W o r l d』に
おいて、ドイツ・テレコムと共同で「最も
優れたパートナーシップ賞（ M o s t  
Notable  Partnership）」を受賞

2016 . 7 . 26
タンザニア・ダルエスサラームで開催された
『GSMA Mobile 360』でアフリカにおける
MBB 2020戦略を発表

2016 . 7 . 21
ボーダフォンと、5Gでの利用が期待される
Eバンドを用いた屋外フィールドテストで
SU-MIMO技術により20Gbpsを達成

2016 . 8 . 11
2015年度 サステナビリティ・レポートを
発行。「つなげよう、未来に」というビジョン
のもと、地球規模の気候変動やデジタル・
デバイドの解消に向けた新たな取り組み、
通信ネットワークの安定性とセキュリティ
確保、国連の「持続可能な発展目標」のサ
ポートなどの実績を報告

2016 . 8 . 17
スリランカ通信・デジタルインフラ省とICT
分野における協力について基本合意

2016 . 8 . 23
英国のネヴィル・ロルフ知的財産担当大臣
がファーウェイ本社を訪問

2016 . 8 . 26
自社最大のグローバル・サービス・センター
をインド・バンガロールに開設。1,000名を
超えるエンジニア、ネットワーク運用スペ
シャリスト、サポート・スタッフが在籍し、
アジア、中東、アフリカの30か国以上で展
開する50を超えるプロジェクトを通じて3億
5,000万人以上の通信サービス加入者を支援

2016 . 6 . 22
テレフォニカと5Gおよび次世代RANに関す
る共同イノベーションで合意

2016 .  6 . 29 ～ 7 . 1
『Mobile World Congress（MWC）上海 
2016』に出展。チャイナ・モバイル（中国
移動）と5Gプロトタイプを展示、チャイナ・
ユニコム（中国聯通）上海とNB-IoTベー
スのスマート・パーキング・ソリューション
を発表したほか、E2EのNB-IoTソリュー
ションを披露

2016 .  6 . 29
タイの通信大手トゥルー・コーポレーション
に4T4Rソリューションを提供、世界最大規
模の4.5Gネットワークを構築

　7月25日、2016年度上半期の監査後
業績を発表しました。売上高は対前年
同期比40％増の2,455億人民元（約3

兆7,954億円※1）、営業利益率は12％
となり、通信事業者向けネットワーク
事業、法人向けICTソリューション事業、
コンシューマー向け端末事業のすべて
で堅調な成長を実現しました。
　また、翌日発表したコンシューマー向
け端末事業グループの上半期の売上高
は前年比41%増の774億人民元（約1兆
1,966 億円※1）、スマートフォンの出荷台
数は前年比2 5 %増の6 , 0 5 6万台で、
2016年上半期の世界スマートフォン出
荷台数の伸び率3.1％（IDC調べ）と比較
して大幅な成長となっており、スマート
フォン市場において他社を大きくしのい
だことが示されました。
　こうした好調な業績により、グローバ
ル企業の収益ランキングである『フォー
チュン・グローバル500』で、ファーウェイは

2016年度上半期業績を発表
堅調な成長を維持

その他の主なニュース

※1  1人民元＝15.46円換算（2016年6月30日現在）
※2 1人民元＝19.73円換算（2015年6月30日現在）

『フォーチュン・グローバル500』では2010年に初めて
ランクインして以来、毎年順位を上げている

129位にランクインし、昨年の228位から
大きく順位を上げました。
　ファーウェイは2000年より国際会計
事務所KPMGの監査を受けて毎年業績
を公表しています。2015年度の業績に
ついては、2015年度アニュアル・レポー
ト（日本語版抄訳）をご覧ください。

上海国際観光リゾート地区でチャイナ・ユニコム上海と
共同で展開するスマート・パーキング

オープニング・セレモニーに参加したインドのマノジ・
シンハ通信兼鉄道担当相（中央）

3か国から参加した学生が一同に会したオープニング・
セレモニーには、各国の大使館からも来賓が列席

水墨画を体験する学生たち

ファーウェイ本社での実習風景

文部科学省主催『サイエンス・インカ
レ』でファーウェイ賞を受賞した井澤英
俊さんほか、同イベントに出場した学生
8名も参加しました。
　プログラムの前半は北京で実施され、
ファーウェイ北京研究所でのオープニング・
セレモニーや展示ホール見学のほか、
北京語言大学で中国語と中国文化の研修
を行いました。参加者はその後深圳へ移
動し、ファーウェイ本社で従業員による講
義やハンズオンの実習を通じて最先端の
ICTを学びました。
　『HUAWEI Seeds for the Future』
にはこれまでに77か国・地域から2,000

人の学生が参加し、深圳でのトレーニン
グを受けています。ファーウェイは今後
もグローバルなICT人材の育成をCSRの
柱のひとつとし、さまざまな取り組みを続
けていきます。

ファーウェイ・ジャパンの企業情報を発信
する公式Facebookページもあわせてご
覧ください。

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

1,759億人民元
（約3兆4,705億円※2）

2,455億人民元
（約3兆7,954億円※1）

2015 H1 2016 H1

18％

営業
利益率

12％

営業
利益率

売上高 40％

Rank 397

Rank 1292016

2010
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　産業革命とデジタル革命を経て、いま
私たちは新たな歴史の転換点に立ってい
ます。これは人と人とのつながりの革命
です。テクノロジーは私たちの周りに存
在するだけでなく、私たちに影響を与え、
生活の様式を変え、とりわけ多くの人たち
のコミュニケーションの方法を変化させ
ます。私は科学を完全に理解しているわ
けではありませんが、デザインにおいては
必ず科学に依拠するようにしています。
科学技術は、ものの見方や聞こえ方、呼
吸のしかた、脳が学んだり誤解したりする
仕組みを知るためのすばらしいツールで
あり、人間が何を求めているのかを理解

する手助けとなります。
　私がこれまでに手がけたプロジェクトの
ほとんどは、生物学者、心理学者、数学
者などの科学者たちと一緒に実現したも
のです。私自身は単なるデザイナーにす
ぎませんから、彼らの力が必要なのです。
私の直感や仮説、アイデアを伝え、彼ら
の知見に基づいて可能なこと、不可能な
ことを教えてもらいながら改善を加えて
いき、プロジェクトを完成させてきました。

　いまや誰もが科学技術によって多く
のことが実現できるのを知っています。
科学技術は知をもたらし、急速に発展
しながら、私たちの生活を豊かにしてき
ました。しかし、人々にとって大事なのは、
ある技術がどれだけ便利か、どれだけ強
力かではなく、自分たちの生活をどのよう
に変えるのかということです。ある技術が
人々に受け入れられるためには、それを
できるだけ技術だと感じさせないようにし
なければなりません。技術は往々にして

　ファーウェイは2015年3月、フランス・パリにデザイン研究センターをオープンしました。ファーウェイ初のデザインにおける
イノベーションを専門とした同センターでチーフ・デザイナーを務めるのが、エレクトロニクスから医療用品、建築まで幅広い分
野で世界的に活躍してきた実績を持つフランス人デザイナー、マチュー・ルアヌール（Mathieu Lehanneur）です。科学技術から
インスピレーションを受けるという彼のデザイン哲学と、ファーウェイでの抱負について聞きました。

ファーウェイ・ピープル

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

今回のファーウェイ・ピープルでは、デザイン研究センター
チーフ・デザイナー マチュー・ルアヌールのデザイン哲学をご紹介します。

Theme

トップ・デザイナーの活躍

テクノロジーをデザインの発想
の源とするのはなぜでしょうか？Q

Q デザインに埋め込まれたテクノロ
ジーを人々により受け入れられや
すくするために、どんなことに留
意していますか？

Q 2月にスペイン・バルセロナで開催
されたMobile World Congress
（MWC）2016では、ファーウェイ・
ブースのデザインを手がけられま
したが、人と技術をより“つなげる”
ためにどんな工夫をされましたか？

来場者に宙に浮いたような感覚をもた
らして、ファーウェイの新たなビジョンと
の出会いへいざなうよう演出しました。

　クリエイティブな職業においては、
スペシャリストになるべきではないと
思っています。オープンで柔軟な発想が
必要だからです。さまざまな分野、さま
ざまなスケールで物事をとらえなければ
なりません。私がファーウェイに入社
した理由もここにあります。製品や店舗、
イベント自体のデザインに貢献すること
が主眼ではありません。あくまでも人間に
フォーカスし、どうやったら魅力を感じて
もらえるか、便利だと感じてもらえるか、
製品や場所の体験を忘れられないものに
できるかを考えているのです。ファーウェ
イは「より“つながった”世界を構築する」
という壮大な目標を掲げています。これ
を実現するには、オープンな姿勢で新た
な考え方を受け入れ、分野やスキルの境
界線を越える必要があります。ファーウェ
イでのデザインの仕事を通じて、それを
体現していきたいと思っています。

ENSCI-Les Ateliers（École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle：
国立高等工業デザイン学校）を卒業後、
製薬業界から建設業界、エレクトロニク
ス、ファッション、インテリア・デザイン、
科学技術プロジェクトまで幅広い領域
で才能を発揮し、各国の著名メディアか
ら世界で最も影響力のあるデザイナーの
1人として評価される。その作品の多くは
ニューヨークとサンフランシスコの
MoMA（現代美術館）、パリのポンピ
ドゥー・センター装飾芸術美術館、ベル
ギーのゲント・デザイン美術館などで永
久収蔵品となっている。

マチュー・ルアヌール
（Mathieu Lehanneur）

Q あなたの作品の多くはテクノロ
ジーと密接に結びついています。
デザインは、テクノロジーの実用
化においてどんな役割を果たすと
考えていますか？

Q
多くのデザイナーは特定の分野
に強みを持っていますが、あなた
は建築、アート、プロダクト・デザ
インと分野を超えてすばらしい実
績があります。どうやってこれを成
し遂げてきたのでしょうか？ファー
ウェイではその経験をどのように
生かしていますか？

パリのデザイン研究センター

MWC 2016のファーウェイ・ブース

ホワイトノイズ発生器『dB』。騒音を感知するとその
音源の近くまで転がっていき、そこでホワイトノイズを
発生して、騒音を軽減する

やすさといったものにも関わらなければ
なりません。それこそがテクノロジーと人
間を結びつける接点です。あらゆるデザ
イン・プロジェクトは問題解決からス
タートすべきであり、夢想であってはな
りません。私のデザインは最初から最後
まですべて人間の行動、感覚、関心を対
象としています。これはデザインとテクノ
ロジーに共通する目的だと思います。

　MWCでは、技術は常に人間のために
あるべきだということを表現したいと考え
ました。イノベーションや新製品を展示
する場ではありますが、来場者には
ファーウェイの理念やビジョンも感じて
もらいたかったのです。そのために、人々
が動きまわる都市のような、オープンな
空間をデザインしました。大通りがあり、
路地があり、いくつもの区画に分かれ、
循環を作り出しながら展示を見せる設
計で、中二階からはこの現代的な都市
全体が見渡せるようになっています。
エントランスの部分には、巨大な入口を
抜けると空を模したスペースがあり、

感覚的ではなく、親しみやすくもないから
です。ある技術を役立てたい、人々が望
むものに変換したいなら、目に見えないよ
うにデザインに埋め込む必要があります。
　例えば、私がデザインしたホワイトノ
イズ発生器『dB』は、スピーカーやマイ
クなどの電子機器を搭載していますが、
あまりインテリジェンスを感じさせるデザ
インにはなっていません。ロボットのよう
に知的で完全なデザインにはしたくな
かったのです。私が作りたかったのは、
人間らしいデザインです。完璧である必
要などないのです。

　デザインは単に物体の形状を決める
だけではなく、人々の望みや感情、親しみ

（左）植物型空気清浄器『Andrea』。ポトスなどの観葉植物やガーベラのように気体のフィルタリングに優れた植物を
用い、室内の汚れた空気から有害な気体を吸収する、生きている空気清浄器
（右）子ども向けぜんそく治療用デバイス『The Third Lung（第三の肺）』。ベッドサイドに置いておくと夜の間に膨らみ、
起床時に中の薬剤を吸引するよう促す。生き物のように動くことで、子どもは自分が呼ばれているように感じ、吸引に
よって第三の肺の世話をするという感覚が生まれ、主体的に治療に取り組めるようになるという。ルアヌール氏の卒業
制作のひとつで、ニューヨークのMoMAの永久収蔵品となっている
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　私の故郷は広東省の省都・広州から東
北方面に車で4時間、人口約60万人、森
林率70%の連州市です。山麓の小さな都
市ながら、「造林緑化県／市百選」にも選
ばれるほど水源や材木、鉱物などの天然
資源が豊富な地域で、豊かな自然の「資
産」を最大限に生かそうと、近年は観光
業にも力を入れています。
　特に観光客に人気が高いのは連州地
下河です。亜熱帯カルスト地形を成す上
下計三層の大型天然鍾乳洞で、観光客
が立ち入れる範囲だけで東京ドームが
すっぽり入る6万㎡もあります。洞内はカ
ラフルにライトアップされ、さまざまな形
の鍾乳石が幻想的な景観を作り上げて
います。洞内の気温は1年中18℃前後で、
夏は避暑客でにぎわいます。

　連州は広東省、湖南省、広西省の境界
地に位置し、中国の八大料理に含まれる
甘めの広東料理と激辛の湖南料理のほ
か、少数民族が多く住む広西省独特の民
族料理、これらの料理の影響を強く受け
た連州料理も味わえます。
　中国の北方では麺、包子（パオズ）や饅
頭（マントウ）など小麦を主食とするのに対
し、米の産地である華南地域の広東では
米粉をよく使います。米粉を使用した料理
の中でも、私が地元に帰るたびに必ず食
べるのが牛肉糍（ニューローツー）と水角
（シュイジャオ）です。牛肉糍はもち米粉の
生地に味付けした牛肉、刻みねぎ、にんに
く、唐辛子を入れ、油で揚げたものです。
連州では旧正月や大事な節目の食卓に
必ず出される一品で、水角と並ぶ庶民派
グルメの代表的な存在です。
　水角は米粉で作った皮で豚挽肉、くわい、

ねぎを和えた餡を貝殻型に包んで蒸した
料理で、白ごまとタレをつけて食べるのが
定番です。「食は広州にあり」と言われるほ
ど広東料理は名物が豊富で、地元の人に
愛される“小吃”（シャオチー＝手軽なス
ナック料理）が何百種類とあります。

　人事は従業員の個人情報を扱うため口
外できない事柄も多く、他の社員と距離を
置かなければならない場面も多 あ々り、人
を相手にする仕事でありながら孤独な職
業だと言われます。時には経営陣と社員の
間に挟まれて、嫌われ役を演じることもあ
ります。一方で、人事は社員の成長を事業
の成功につなげる企業の水先案内人でも
あり、私はそこにやりがいを感じています。
　大学卒業後、一貫して人事畑を歩み、
人材開発や報酬・福利厚生制度の管理に
携わってきました。ファーウェイに入社し
たのは、自分の専門領域を掘り下げ、グ
ローバルに通用するよう守備範囲を広げ
たいと思ったからです。国際都市・東京へ
の転勤は、グローバル人材市場や海外の
人事制度を学ぶ良いチャンスとなっていま
す。人事のプロとしての自分のこれからの
成長がとても楽しみです。
　初の海外勤務地が近くて安全な日本で
両親も安心していますが、結婚を急かす声
は海を越えても一向に弱まりません（笑）。

邱 艶霞（チュー・イェンシャ）
人事部　シニアHRマネジャー
広東省連州市に生まれ、陝西省にある西安郵電大学に進学。同大学の人事管
理学部を卒業後、中国国内の寄宿学校と欧州系メーカーの人事部を経て、
2008年にファーウェイに入社し、2015年に日本法人に異動。おっとりした外見
で、物書きを趣味とする一方、ハイキング、ランニング、バドミントンにヨガと、
アクティブな一面ものぞかせる。目下、彼氏募集中。

漫遊中国

経営陣のメッセージから

ファーウェイ独自の経営理念を象徴する経営陣の言葉をご紹介します。

膨大なデータ・トラフィックを運ぶパイプを構築し、ICTでより“つながった”世
界を実現する――これがファーウェイの追い求める理想です。しかし、理想を
持つだけでは不十分であり、それを実現するための理論が必要です。郭は新時
代に向けたファーウェイの決意を示すにあたり、「理想はわれわれにビジョンを
与え、理論はそれを成し遂げるための方法を教えてくれます。今後10～20年
かけて、ファーウェイは新たな技術コンセプト、数学モデル、アルゴリズムを果
敢に探求するとともに、その過程でこうした分野における新たな理論的アプ
ローチを社会に提供していかなければなりません」と述べています。

理想能拉遠我們的眼光，
理論能墊高我們的双脚。
理想があれば、遠くが見える。
理論があれば、実現への足場ができる。
ファーウェイ輪番CEO兼取締役副会長　郭平（グォ・ピン）
（2015年度アニュアル・レポート「輪番CEOからのごあいさつ」より）

湟川（ファンチュアン）三峡では舟で「三峡下り」が楽しめる

江蘇省四川省

北京

広東省

江西省

陝西省

上海上海

連州市

河南省

牛肉糍（左）と水角

豊かな自然を観光資源に 米粉を使った故郷の味

孤独だがやりがいも大きい人事職

　ファーウェイ最大のイベントとなった『HUAWEI 

CONNECT 2016』は多くの来場者を迎え、盛
況のうちに3日間を終えることができました。今
号のSpecial Reportでその熱気を少しでも感
じていただけたら幸いです。上海の会場にお
越しくださった皆様、ウェブ配信にてご覧いた
だいた皆様に、この場をお借りして心より御礼
申し上げます。
　Feature Storyでは、誰もが社会の一員と
して自分らしく生きられる社会を目指すソー
シャル・インクルージョンのために、ICTが果た
す役割を探りました。物理的なバリアをなくし、
社会と「つながる」ことを可能にするICTは、そ
の実現に欠かすことのできないツールです。お
話をうかがった仙拓の松元氏は「ICTは生活の
一部、あって当然のもの」とおっしゃっていまし
た。世界中のすべての人々にとってそれが当た
り前になるよう、ファーウェイはこれからも人や
モノをつなぎ続けてまいります。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

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

　漢字という共通項のおかげで、日本人
は中国語がわからなくても文字を読めば
意味を推測できる場合が多くあります。し
かし、同じ単語でも意味がまったく異なる
こともあるので要注意。その主なものをご
紹介します。

意味の異なる単語

大自然と庶民派グルメが楽しめる

広東省連州市
かん　　とん  　しょう 　 れん      しゅう　   し

丈夫
大丈夫
新聞
手紙
湯
勉強

ジャンフー
ダージャンフー
シンウェン
ショウジー
タン

ミェンチァン

夫
男の中の男、好漢
ニュース、消息
トイレットペーパー

スープ
無理、不十分

漢字 中国語の読み 中国語の意味

せんせいしょう

色のイメージ
　色から連想されるイメージも、日中で
違いがあります。とくに冠婚葬祭での色
づかいは、場違いや失礼を避けるために
も知っておきたいもの。日本では結婚式
はウェディングドレスをはじめ白がメイン
カラーですが、中国は赤がおめでたい色
とされます。一方、葬儀の色は日本では
黒ですが、中国ではお葬式は「白事（バイ
シー）」と呼ばれ、参列者は白の服飾品を
身に付けます。そのため、中国で結婚式に

白い服装で出席するのはひんしゅくです。
　また、黄色も中国語では特別な意味を
持ちます。もともとは皇帝や僧侶など高
貴な人が身に着ける色ですが、「堕落す
る、腐敗する」といったネガティブな意味
もあり、「黄了（ファンラ）＝黄色くなる」と
いう言いまわしは「物事がだめになる、事
がうまく運ばず失敗に終わる」ことを表し
ます。さらには「卑猥、わいせつ」を表す
色でもあり、「黄色電影（ファンスーディ
エンイン）＝ピンク映画」のように日本語
のピンクにあたる表現でも使われます。

　このほか、「眼紅（ヤンホン）＝嫉妬す
る」「紅人（ホンジェン）＝人気絶頂の人」
「網紅（ワンホン）＝ Y o u T u b e rや
Instagrammerのようにインターネット
上で人気を集める人」「黒馬＝予想外の
活躍をする人」「帯緑帽子（ダイルゥマオ
ズ、緑の帽子をかぶる）＝妻に浮気され
た」「吃白飯（チーバイファン、白いご飯
を食べる）＝仕事をせずにぶらぶらして
いる、タダ飯を食う」など、色にまつわる
意外な意味を持った慣用句もたくさん
あります。

連州地下河
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