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ともに開拓する5 Gへの道

　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　今年の干支は酉（鶏）です。鶏は人に
時を報せる動物ですが、商売を「とりこ
む」縁起のよい干支ともされています。こ
の場を借りて、皆様のご多幸、ならびに
事業のますますのご発展をお祈り申し上
げます。

　2017年の幕が開け、東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催まであと3年とな
りました。世界中から観戦に訪れる方々
に第 5 世代（5G）ネットワークを体験し
ていただけるよう、ファーウェイは日本の

通信事業者の皆様と密接な協業を進め
ています。
　昨年はそうした取り組みがより大きく
前進し、ソフトバンクおよびWireless 

City Planning（WCP）が世界で初めて
Massive MIMO商用サービスを開始す
るにあたって通信インフラを提供したほ
か、NTTドコモと共同で4.5 GHz帯域を
使用した世界初の5G大規模フィールド
トライアルを横浜市で実施  しました
（P29参照）。同時に、ボーダフォン、チャ
イナ・モバイル（中国移動）、ドイツ・テレ
コムといった世界各国の通信事業者や、
3GPP、5GPPPなどの標準化団体とも
5Gの実現に向けた歩みを進め、その成
果を日本市場で活かしてきました。また、
11月にはこれまで各国で開催してきた
『グローバル・モバイル･ブロードバンド・
フォーラム』を日本で初めて開催し、通
信事業者、垂直産業、標準化団体など
から1,500名以上の皆様をお招きして、
5Gをはじめとする新技術の研究開発の
成果やパートナー企業との協業を披露
しました（P20～21参照）。

　振り返ってみると、2008年にスマート
フォン・アプリが誕生したとき、その数は
わずか500ほどに過ぎませんでした。それ
から8年後の現在、iOSとアンドロイドの
アプリは700万以上に増加し、さまざまな
サービスがアプリを介してモバイルで提
供されています。今後は動画サービス、
家庭向け、垂直産業向けを中心として

さらに多くのモバイル・アプリケーション
が登場し、市場は拡大を続けるでしょう。
　こうした成長のチャンスを前に、通信
事業者は2020年までに5Gの商用化を
実現することを目指しています。2018年
の標準化完了を経て、5G産業が急速に
発展していくにあたり、通信事業者には
迅速なスタートダッシュが求められてい
ます。それを成功させるためには、アプリ
ケーション中心のネットワーク構築と
オープンなエコシステムの確立が不可
欠です。
　モバイル・ブロードバンド・フォーラム
でファーウェイは、新たな研究プラット
フォーム『Xラボ』を発表しました（P28参
照）。『Xラボ』は、通信事業者、技術プロ
バイダー、垂直産業パートナーとともに
モバイル・アプリケーションの活用を探
求し、オープンな産業エコシステムの構
築を進めることで、5Gがもたらす未曾有
の商機を最大限に活かすための取り組
みです。
　通信業界における今後のビジネスの
成功は「インフラ×オペレーション×エ
コシステム」という方程式で導かれます。
5Gへの移行に向けて「ネットワーク中心
から、アプリケーション中心へ」「ヒト中
心から、モノ中心へ」という2つの大きな
パラダイム・シフトが必要とされる中、私
たちはその変革の時が来るのを待たず
に、自ら変革を起こすことを迫られてい
ます。通信事業者は、5G時代の到来を
加速するための基盤の構築にすぐにでも

年頭のごあいさつ

着手しなければならないのです。

　通信事業者が5Gに向けてオペレー
ションを変革する際、ひとつの足がかりと
なるのがIoTです。とりわけ、2016年6月
に3GPPによる標準化が完了し、今年か
ら本格的な商用化が期待されるNarrow 

Band IoT（NB-IoT）は、LPWA（省電力
広域ネットワーク）技術として、IoTのさま
ざまなアプリケーションをサポートするう
えで独自の優位性を有しています。通信
事業者はNB-IoTベースのサービスを展
開することで、モノの大量接続や多岐に
わたるアプリケーション・シナリオに対応
できるオペレーション・システムを構築し、
5Gの運用に備えることができるでしょう。

　いまだ誰も踏み入ったことのない5Gへ
の道には、数々のチャレンジと発見が待
ち受けています。お客様やパートナー、
ICT産業プレーヤーの皆様とともにこの
新たな道を開拓し、イノベーションを生
み出すことで、より“つながった”世界を実
現する――2017年は、そんな志を共有
する仲間をたくさん「とりこむ」年になるよ
う願っています。
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　オイルマネーで潤う中東各国。だが石
油頼みの経済発展には先行きの不透明
感があり、各国は「脱・石油経済」を目指
して2000年代初頭からさまざまな動きを
見せている。中でもアラブ首長国連邦
（UAE）の首長国のひとつ、ドバイでは、
都市全体をICTインフラで整備し、官民
問わずあらゆる情報をインターネット上
で利用できる「スマートシティ化」による
都市の活性化を急速に進めている。
　スマートシティの従来の概念は、電力
の有効利用や電気自動車などを利用し
た新しい交通システムなど、ICTを利用し
た都市のインフラ部分のインテリジェン
ス化だった。だが現在はそれだけにとど
まらず、新たな投資の呼び込みや雇用機
会の創出、また高速通信網により人と

人・モノが常に“つながった”社会を実現
できることから、都市の経済力を高める
ソリューションとして世界各国で導入の
動きが進んでいる。世界経済フォーラム
の研究によれば、国のデジタル化が
10％進めばGDPを0.75％押し上げる効
果があるという。スマートシティ化を通
して都市の通信インフラの整備が進むこ
とは、経済力の向上に大きく寄与するの
である。
　アジアでは2020年夏の東京オリン
ピックと前後して、韓国・平昌と中国・北
京で冬季オリンピックの開催が予定され
ており、これにあわせて各国で5Gへの投
資やスマートシティ化の動きが活発化し
ている。一方、中東では2020年のドバイ
万博、2022年にドーハ（カタール）で開
催されるFIFAワールドカップに向けて、
アジアと同様にICT関連への投資が急
ピッチで進んでいる。

　ドバイのスマートシティ化の動きは早
く、2000年には『ドバイ・インターネット・
シティ』（DIC）が設立された。DICは海外
からのICT企業を呼び込むためのフリー
ゾーンで、域内では法人税の免除など外
資への手厚い優遇を提供、あわせて高
速な通信インフラも整備された。これは
脱・石油を目指すドバイ政府が、1980年
代に取り組んだ経済特区内の工場誘致
による工業化、1990年代の空港や港湾
整備による貿易都市化に次ぐ第三の都
市の成長を目指したもので、当時の言葉
で言えば「ニューエコノミー・ハブ」として
都市の成長を図ろうと考えたものだ。
　これにあわせるように、翌2001年に
はドバイ政府が電子ポータル・サイトを
立ち上げ、電子政府化の第一歩を踏み
出した。2004年には年間の利用回数
が400万回を超え、人口250万弱の住
民が年に1回以上サービスを利用した

計算となる。会社設立や貿易業務など
をオンラインで済ませることが可能に
なっただけでなく、市民の電子政府への
参加意識を高める効果も生み出した。
ネット上の選挙活動も2006年には解禁
されている。
　しかしその後ドバイは2008年9月の
リーマン・ショックを受けて経済成長が
失速し、ドバイ・ショックを経験する。こ
れにより、過去のドバイの成長が外的要
因に大きく依存していることをさらけ出
す結果となった。最終的にはUAE最大
の首長国、アブダビがドバイへ金融支
援を行うことで決着を見たが、ドバイ政
府は国力を強化する必要に迫られること
になった。
　そこでまず取り組んだのが電子政府化
をさらに一歩進め、インフラだけではなく
情報そのものを共有し、通信ネットワー
クで政府と国民とをシームレスに結ぶ『ド
バイ・スマート政府イニシアチブ』の立ち
上げだ。2013年にはスマートフォンやタ
ブレットなどのモバイル端末から24時間
365日、休日や夜中でも公共サービスを
利用できるようにした。主なサービスは、
政府関連の支払いが24時間利用できる
『ePayment』、政府へ市民から直接の
提案ができる『eSuggest』、政府への苦
情システム『eComplain』、政府各局へ
の問い合わせができる『AskDubai』、政
府が提供するモバイル決済ポータル
『mPay』など。スマート政府により役所
関係のサービス申請や情報配信は完全
なペーパーレス化を実現した。
　そして2015年には『スマート・ドバイ』
イニシアチブが発足。ドバイを世界で最
も進んだスマートシティとすることを目的
とし、ドバイ国民だけではなく、海外から
の観光客やビジネス渡航者であってもあ
らゆるサービスをインターネット経由で
利用できることを目標としたものだ。さら
に、スマート・パーキングを活用した渋滞
の低減や、電気需要を予測して発電所
の稼働を自動コントロールするといった

エネルギー利用の効率化まで、世界で最
も進んだ都市への進化を目指している。
　ちなみに政府のスマート化は国民の
利便性を上げるだけではなく、コストの
大幅な削減も可能にしている。無駄な
ハードウェアの統合、ソフトウェアの共
通化、ペーパーレスによる書庫の廃止な
ど、電子政府化関連によるコスト削減の
総額は2003年から2015年の13年間で
43億ディルハム（約1,290億円※）にも上
る。つまり年間約100億円ものコスト削
減効果をもたらしているのだ。

　UAE全体ではすでに携帯電話が1人1

台以上普及しており、2015年の時点で
加入者数1,794万人、普及率187.3%と
なっている。この中には人口の2倍以上
となる海外からの渡航客も含まれている
だろうが、ドバイ市内を走る地下鉄車内
では実際に1人で2台のスマートフォンを
利用している市民もよく見かける。なお、
2011年から4Gサービスが始まっており、
2大モバイル通信事業者エティサラット
（Etisalat）、ドゥ（du）ともにポストペイ
ド、プリペイドの両方で提供している。
　また市内には200を超えるWi-Fiの
ホットスポットがあり、主要なショッピン
グモールなども独自のホットスポットを
整備しているため、携帯電話のローミン
グ・サービスを利用しなくとも快適なイン
ターネット・アクセスが可能だ。これに
加え、現在約50基が設置されている
『Smart Palm』が今後、市内各所に増
強される予定である。
　Smart Palmは、ヤシの木をモチーフ
にしたWi-Fiのホットスポット。葉っぱに
見立てた9枚の羽根には太陽電池が搭
載されている。また幹の部分には360度
見渡せるIPカメラが設置されており、警
察からの監視カメラとして利用されるほ
か、緊急通報ボタンも備える。さらには

大型ディスプレイを内蔵し、ウェブ・ブラ
ウザーを起動して周辺情報や地図の検
索、電子政府サービスを利用することも
できる。このSmart Palmのすぐ横には
数名が座れる休憩用の椅子が配置され、
そこには2.5倍の速さでスマートフォンな
どを急速充電できるUSB端子も用意さ
れている。
　Smart Palmはホットスポットや情報ス
テーションとしての役割だけではなく、景
観を考えたデザインになっており、都市の
中に溶け込むスマートシティの基幹インフ
ラのひとつとして今後重要な役割を果た
していくだろう。2020年のドバイ万博開
催時には、上述の2社が5Gの商用サービ
スを開始する予定である。現在のSmart 

Palmは光回線を利用しているが、いずれ
5Gに置き換わり、これまで設置できなかっ
た場所への導入も進むだろう。

　では実際にドバイのスマートシティ化
はどこまで進んでいるのだろうか。2016

年10月にドバイで開催された『GITEX 

Technology Week』にはドバイ政府が
出展し、スマート・ドバイのデモンスト
レーションが多数行われていた。スマー
ト・ドバイの事務局長を務めるアイシャ・
ビン・ビシュル（Aisha Bin Bishr）博士
は、スマートシティ化の目的は「ドバイを

世界一幸せな都市にすること」であり、そ
のためにはユーザー目線のサービスを提
供することが重要と説明した。ターゲッ
トはサービスを利用する国民や来訪客で
あり、利用者からのフィードバックを定
期的に反映し、常にサービスの向上に努
めているそうだ。
　実はUAEはスマートフォンの普及率が
世界で一番高い。他国からの労働者の
移民や長期滞在者であっても、豊富な中
古端末やローカル・メーカーの安価なス
マートフォンを購入することができる。電
子政府サービスを必要とする利用者はほ
ぼ全員がスマートフォンを持っていると
言ってもよい。そのため、スマート・ドバ
イのサービスにはすべてスマートフォン
のアプリが用意されている。パソコンを
持つ必要はないのである。
　例えばドバイ市内の路上で喧嘩のトラ
ブルを見かけたとしよう。ドバイ警察が提
供するアプリを立ち上げ、通報ボタンを
押すだけでGPSにより現在の位置情報
が正確に警察に通知される。通報時に
余裕があれば、そのトラブルが喧嘩なの
か、薬の売買なのか、といった具体的な
内容も5種類のアイコンから選ぶことがで
きる。あるいは通報中に自分がトラブル
に巻き込まれた時は、SOSアイコンを
タップすれば、付近を巡回中の警察官
がすぐに駆けつけるようになっている。
今後は通報データを解析し、トラブルが

よく起きる場所の警察官の巡回強化や
道路の配置変更、街灯の追加などを関
係機関に自動通知できるシステムへと
アップグレードする予定とのこと。
　なおドバイ市内にはすでに監視カメラを
搭載した街灯もテスト的に設置されてい
る（下記囲み参照）。この街灯にはデジタ
ル・サイネージも内蔵されており、付近の

商業施設やシーズンに応じた広告の配
信、広告掲載によるマネタイズも考えら
れたものとなっている。Smart Palmと
あわせ、いずれは市内全域をモニタリン
グできるようにする計画だという。
　ただし、プライバシーの問題は懸念事
項だ。設置場所や収集データの扱いに
ついては今後慎重に検討を行う必要が
あると関係者は考えている。とはいえ市
内にカメラの設置が進めば、いずれは顔
認識システムを組み合わせることで、指
名手配犯の発見やトラッキングも可能に
なる。このスマート街灯ではファーウェイ
のソリューションがテストされている。ま
たNECはGITEXで顔認識システムのデ
モを行っていた。これらの企業と警察や
関連機関との協業によって、都市をより
安全に、しかも低コストで運用すること
が可能になるだろう。

　また、ドバイ政府に勤務する公務員は、

オンラインで入手できるのである。事故
やケガの際に保険の申請のための書類
を病院へ取りに行く必要もなく、通院時
に長時間待たされることもないという。ス
マートシティが目指す「インフラの整備を
通じて、市民生活を便利なものにする」
実例のひとつと言えよう。
　今後はこのアプリを企業向けに提供
することも計画されているそうだ。そうな
れば、アプリに記録された個人の業務経
験や能力などの情報を継続的に活用で
きるようになる。例えば転職時に応募企
業に履歴書を出す必要もなくなる。採用
担当者は応募者のこれまでの職歴、給
与、スキルなどをアプリで確認できるの
だ。採用の通知やその後の退職手続き
まで、すべてアプリ上で済ませられるよう
になるという。
　他にも水道や電気料金の確認と支払
いから、裁判の際の弁護士や過去の判
例の検索、訴訟手続きまで、生活に必
要なあらゆるサービスをスマートフォン・
アプリから行うことができる。支払いに
は政府主導のモバイル・ペイメントサー
ビス『e-Dilham』が利用でき、クレジッ
トカードや銀行口座を紐づけてスマー
トフォン上からそのまま決済ができる。
Bluetoothビーコンを使い、マスター
カードと提携した『Beam Wallet』が

小売店を中心に普及するなど、実はモ
バイル・ペイメントサービスでもドバイは
進んでいるのだ。
　中東らしいサービスとしては、『スマー
ト・モスク』がある。これは訪問したモス
クに掲示されているQRコードを読み取
ると、そのモスクの歴史や見取り図、礼
拝時間などをスマートフォンで確認でき
るというもの。さらにはモスクへの寄付金
の支払いや苦情の連絡などもアプリから
行うことができる。

　政府系や生活サービス面では、現時
点でもかなりのスマート化が進んでいる
ドバイ。今後はIoTの導入でスマートシ
ティの充実化をさらに進める予定だ。駐
車場の空き状況を確認できるスマート・
パーキングは一部でテストされており、
また自動車の速度や周辺騒音から交通
量を判断して稼働を自動制御するス
マート信号機の導入も予定されるなど、
市内のあらゆるモノにセンサーが搭載さ
れ、市民生活を便利で快適なものにして
いくという。これらのプロジェクトは
IBM、SAP、ファーウェイなど海外の大
手ICTベンダーとの協業によって進めら
れており、こうした企業にとってドバイは
スマートシティ・ソリューションのテスト

ベッドのひとつになっている。
　環境センサーの市内全域への設置も
急務だ。1年中常夏のドバイだが、時には
大雨が降り、市内の交通が麻痺し、水難
による死者が出ることもある。また車の増
加に加え、地理的要因から砂ぼこりも多
く、大気汚染の問題も年々深刻化しつつ
ある。今後移民や外国人労働者がさらに
増えれば、人口が過密化し、環境汚染も
進んでいくだろう。モニタリングだけでな
く、センサーから吸い上げたデータをもと
に自動で適切な指示を発令する、AIを導
入したシステムの構築も研究されている。
　IoTはスマートシティの実現にとって必
須のものとなっているが、スマート・ドバ
イの担当者によると、IoTのためのLPWA

（省電力広域ネットワーク）技術そのもの
にこだわりはないという。IoT導入で最も
重要なのは、利用するアプリケーション
に最適なソリューションであるかどうか、
そしてコスト、この2つである。また
NB-IoTやLoRaなどの技術はこれから
本格的な商用化が始まることから、現時
点では特定の技術にずば抜けた優位性
があるとは判断しにくいとのことだ。

　都市のスマート化が進めば、通信イン
フラが強化されるとともに、あらゆる

情報が容易に入手できるようになる。そ
うしたサービスはさらに、教育向けにも
応用可能だ。教科書の代わりに動画教
材やオンライン・テストなどを利用するe

ラーニング、学校外や帰宅後でも授業
を復習できる遠隔教育なども、ドバイで
の導入が他国を先行していくだろう。そ
うなれば、国民の教育レベルが向上し、
海外からも優秀な学生が集まってくる。
ドバイの将来を担う人材育成の面で、そ
の効果は計り知れないものになるのだ。
　早い時期から脱石油化を進めていた
ドバイ。「世界一のスマートシティ」を目
指す動きに同調し、世界中の企業がドバ
イへの関心を高めている。2020年までの
展開は、これから目が離せないものにな
るだろう。

IoTであらゆるものがネットワークにつながり、ビッグデータとAIでこれまでにない知見が得られる――

こうした新時代のICTは、人々の生活を、そして人々が集まる都市の機能をどう変えていくのでしょうか。

スマートシティの急先鋒、ドバイからのレポートと、ファーウェイが世界各地で展開する

スマートシティ・ソリューションの事例から、より“つながった”都市の未来を探ります。

スマートシティで
「世界一幸せな都市」を目指すドバイ01

ス マ ー ト シ テ ィ の 未 来

より“ つながった ” 都 市 の構 築に向けて
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香港を拠点とし、世界各地で携帯端
末の収集とモバイル事情を研究する
携帯電話研究家・ライター。1,500台
超の海外携帯端末コレクションを所
有する携帯博士として知られるが、
最近では通信技術やIoTなど広くICT
全般へと関心を広げ、多岐にわたる
トピックをカバーしている。『アスキー』
『ITmedia』『CNET Japan』『ケータ
イWatch』などに連載多数。

山根康宏 （やまね やすひろ）

中東各国が力を入れる
スマートシティ
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『Smart Employee』アプリで勤怠管理
や業績評価などの人事業務をスマート
フォン上で実施している。休暇などの申
請ができるほか、通院休暇のために病
院の診断書が必要な場合は病院から電
子書類を取り寄せて添付することも可
能だ。病院の電子化も進んでいるため、
過去の通院や診療記録といった情報が
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　オイルマネーで潤う中東各国。だが石
油頼みの経済発展には先行きの不透明
感があり、各国は「脱・石油経済」を目指
して2000年代初頭からさまざまな動きを
見せている。中でもアラブ首長国連邦
（UAE）の首長国のひとつ、ドバイでは、
都市全体をICTインフラで整備し、官民
問わずあらゆる情報をインターネット上
で利用できる「スマートシティ化」による
都市の活性化を急速に進めている。
　スマートシティの従来の概念は、電力
の有効利用や電気自動車などを利用し
た新しい交通システムなど、ICTを利用し
た都市のインフラ部分のインテリジェン
ス化だった。だが現在はそれだけにとど
まらず、新たな投資の呼び込みや雇用機
会の創出、また高速通信網により人と

人・モノが常に“つながった”社会を実現
できることから、都市の経済力を高める
ソリューションとして世界各国で導入の
動きが進んでいる。世界経済フォーラム
の研究によれば、国のデジタル化が
10％進めばGDPを0.75％押し上げる効
果があるという。スマートシティ化を通
して都市の通信インフラの整備が進むこ
とは、経済力の向上に大きく寄与するの
である。
　アジアでは2020年夏の東京オリン
ピックと前後して、韓国・平昌と中国・北
京で冬季オリンピックの開催が予定され
ており、これにあわせて各国で5Gへの投
資やスマートシティ化の動きが活発化し
ている。一方、中東では2020年のドバイ
万博、2022年にドーハ（カタール）で開
催されるFIFAワールドカップに向けて、
アジアと同様にICT関連への投資が急
ピッチで進んでいる。

　ドバイのスマートシティ化の動きは早
く、2000年には『ドバイ・インターネット・
シティ』（DIC）が設立された。DICは海外
からのICT企業を呼び込むためのフリー
ゾーンで、域内では法人税の免除など外
資への手厚い優遇を提供、あわせて高
速な通信インフラも整備された。これは
脱・石油を目指すドバイ政府が、1980年
代に取り組んだ経済特区内の工場誘致
による工業化、1990年代の空港や港湾
整備による貿易都市化に次ぐ第三の都
市の成長を目指したもので、当時の言葉
で言えば「ニューエコノミー・ハブ」として
都市の成長を図ろうと考えたものだ。
　これにあわせるように、翌2001年に
はドバイ政府が電子ポータル・サイトを
立ち上げ、電子政府化の第一歩を踏み
出した。2004年には年間の利用回数
が400万回を超え、人口250万弱の住
民が年に1回以上サービスを利用した

計算となる。会社設立や貿易業務など
をオンラインで済ませることが可能に
なっただけでなく、市民の電子政府への
参加意識を高める効果も生み出した。
ネット上の選挙活動も2006年には解禁
されている。
　しかしその後ドバイは2008年9月の
リーマン・ショックを受けて経済成長が
失速し、ドバイ・ショックを経験する。こ
れにより、過去のドバイの成長が外的要
因に大きく依存していることをさらけ出
す結果となった。最終的にはUAE最大
の首長国、アブダビがドバイへ金融支
援を行うことで決着を見たが、ドバイ政
府は国力を強化する必要に迫られること
になった。
　そこでまず取り組んだのが電子政府化
をさらに一歩進め、インフラだけではなく
情報そのものを共有し、通信ネットワー
クで政府と国民とをシームレスに結ぶ『ド
バイ・スマート政府イニシアチブ』の立ち
上げだ。2013年にはスマートフォンやタ
ブレットなどのモバイル端末から24時間
365日、休日や夜中でも公共サービスを
利用できるようにした。主なサービスは、
政府関連の支払いが24時間利用できる
『ePayment』、政府へ市民から直接の
提案ができる『eSuggest』、政府への苦
情システム『eComplain』、政府各局へ
の問い合わせができる『AskDubai』、政
府が提供するモバイル決済ポータル
『mPay』など。スマート政府により役所
関係のサービス申請や情報配信は完全
なペーパーレス化を実現した。
　そして2015年には『スマート・ドバイ』
イニシアチブが発足。ドバイを世界で最
も進んだスマートシティとすることを目的
とし、ドバイ国民だけではなく、海外から
の観光客やビジネス渡航者であってもあ
らゆるサービスをインターネット経由で
利用できることを目標としたものだ。さら
に、スマート・パーキングを活用した渋滞
の低減や、電気需要を予測して発電所
の稼働を自動コントロールするといった

エネルギー利用の効率化まで、世界で最
も進んだ都市への進化を目指している。
　ちなみに政府のスマート化は国民の
利便性を上げるだけではなく、コストの
大幅な削減も可能にしている。無駄な
ハードウェアの統合、ソフトウェアの共
通化、ペーパーレスによる書庫の廃止な
ど、電子政府化関連によるコスト削減の
総額は2003年から2015年の13年間で
43億ディルハム（約1,290億円※）にも上
る。つまり年間約100億円ものコスト削
減効果をもたらしているのだ。

　UAE全体ではすでに携帯電話が1人1

台以上普及しており、2015年の時点で
加入者数1,794万人、普及率187.3%と
なっている。この中には人口の2倍以上
となる海外からの渡航客も含まれている
だろうが、ドバイ市内を走る地下鉄車内
では実際に1人で2台のスマートフォンを
利用している市民もよく見かける。なお、
2011年から4Gサービスが始まっており、
2大モバイル通信事業者エティサラット
（Etisalat）、ドゥ（du）ともにポストペイ
ド、プリペイドの両方で提供している。
　また市内には200を超えるWi-Fiの
ホットスポットがあり、主要なショッピン
グモールなども独自のホットスポットを
整備しているため、携帯電話のローミン
グ・サービスを利用しなくとも快適なイン
ターネット・アクセスが可能だ。これに
加え、現在約50基が設置されている
『Smart Palm』が今後、市内各所に増
強される予定である。
　Smart Palmは、ヤシの木をモチーフ
にしたWi-Fiのホットスポット。葉っぱに
見立てた9枚の羽根には太陽電池が搭
載されている。また幹の部分には360度
見渡せるIPカメラが設置されており、警
察からの監視カメラとして利用されるほ
か、緊急通報ボタンも備える。さらには

大型ディスプレイを内蔵し、ウェブ・ブラ
ウザーを起動して周辺情報や地図の検
索、電子政府サービスを利用することも
できる。このSmart Palmのすぐ横には
数名が座れる休憩用の椅子が配置され、
そこには2.5倍の速さでスマートフォンな
どを急速充電できるUSB端子も用意さ
れている。
　Smart Palmはホットスポットや情報ス
テーションとしての役割だけではなく、景
観を考えたデザインになっており、都市の
中に溶け込むスマートシティの基幹インフ
ラのひとつとして今後重要な役割を果た
していくだろう。2020年のドバイ万博開
催時には、上述の2社が5Gの商用サービ
スを開始する予定である。現在のSmart 

Palmは光回線を利用しているが、いずれ
5Gに置き換わり、これまで設置できなかっ
た場所への導入も進むだろう。

　では実際にドバイのスマートシティ化
はどこまで進んでいるのだろうか。2016

年10月にドバイで開催された『GITEX 

Technology Week』にはドバイ政府が
出展し、スマート・ドバイのデモンスト
レーションが多数行われていた。スマー
ト・ドバイの事務局長を務めるアイシャ・
ビン・ビシュル（Aisha Bin Bishr）博士
は、スマートシティ化の目的は「ドバイを

世界一幸せな都市にすること」であり、そ
のためにはユーザー目線のサービスを提
供することが重要と説明した。ターゲッ
トはサービスを利用する国民や来訪客で
あり、利用者からのフィードバックを定
期的に反映し、常にサービスの向上に努
めているそうだ。
　実はUAEはスマートフォンの普及率が
世界で一番高い。他国からの労働者の
移民や長期滞在者であっても、豊富な中
古端末やローカル・メーカーの安価なス
マートフォンを購入することができる。電
子政府サービスを必要とする利用者はほ
ぼ全員がスマートフォンを持っていると
言ってもよい。そのため、スマート・ドバ
イのサービスにはすべてスマートフォン
のアプリが用意されている。パソコンを
持つ必要はないのである。
　例えばドバイ市内の路上で喧嘩のトラ
ブルを見かけたとしよう。ドバイ警察が提
供するアプリを立ち上げ、通報ボタンを
押すだけでGPSにより現在の位置情報
が正確に警察に通知される。通報時に
余裕があれば、そのトラブルが喧嘩なの
か、薬の売買なのか、といった具体的な
内容も5種類のアイコンから選ぶことがで
きる。あるいは通報中に自分がトラブル
に巻き込まれた時は、SOSアイコンを
タップすれば、付近を巡回中の警察官
がすぐに駆けつけるようになっている。
今後は通報データを解析し、トラブルが

よく起きる場所の警察官の巡回強化や
道路の配置変更、街灯の追加などを関
係機関に自動通知できるシステムへと
アップグレードする予定とのこと。
　なおドバイ市内にはすでに監視カメラを
搭載した街灯もテスト的に設置されてい
る（下記囲み参照）。この街灯にはデジタ
ル・サイネージも内蔵されており、付近の

商業施設やシーズンに応じた広告の配
信、広告掲載によるマネタイズも考えら
れたものとなっている。Smart Palmと
あわせ、いずれは市内全域をモニタリン
グできるようにする計画だという。
　ただし、プライバシーの問題は懸念事
項だ。設置場所や収集データの扱いに
ついては今後慎重に検討を行う必要が
あると関係者は考えている。とはいえ市
内にカメラの設置が進めば、いずれは顔
認識システムを組み合わせることで、指
名手配犯の発見やトラッキングも可能に
なる。このスマート街灯ではファーウェイ
のソリューションがテストされている。ま
たNECはGITEXで顔認識システムのデ
モを行っていた。これらの企業と警察や
関連機関との協業によって、都市をより
安全に、しかも低コストで運用すること
が可能になるだろう。

　また、ドバイ政府に勤務する公務員は、

オンラインで入手できるのである。事故
やケガの際に保険の申請のための書類
を病院へ取りに行く必要もなく、通院時
に長時間待たされることもないという。ス
マートシティが目指す「インフラの整備を
通じて、市民生活を便利なものにする」
実例のひとつと言えよう。
　今後はこのアプリを企業向けに提供
することも計画されているそうだ。そうな
れば、アプリに記録された個人の業務経
験や能力などの情報を継続的に活用で
きるようになる。例えば転職時に応募企
業に履歴書を出す必要もなくなる。採用
担当者は応募者のこれまでの職歴、給
与、スキルなどをアプリで確認できるの
だ。採用の通知やその後の退職手続き
まで、すべてアプリ上で済ませられるよう
になるという。
　他にも水道や電気料金の確認と支払
いから、裁判の際の弁護士や過去の判
例の検索、訴訟手続きまで、生活に必
要なあらゆるサービスをスマートフォン・
アプリから行うことができる。支払いに
は政府主導のモバイル・ペイメントサー
ビス『e-Dilham』が利用でき、クレジッ
トカードや銀行口座を紐づけてスマー
トフォン上からそのまま決済ができる。
Bluetoothビーコンを使い、マスター
カードと提携した『Beam Wallet』が

小売店を中心に普及するなど、実はモ
バイル・ペイメントサービスでもドバイは
進んでいるのだ。
　中東らしいサービスとしては、『スマー
ト・モスク』がある。これは訪問したモス
クに掲示されているQRコードを読み取
ると、そのモスクの歴史や見取り図、礼
拝時間などをスマートフォンで確認でき
るというもの。さらにはモスクへの寄付金
の支払いや苦情の連絡などもアプリから
行うことができる。

　政府系や生活サービス面では、現時
点でもかなりのスマート化が進んでいる
ドバイ。今後はIoTの導入でスマートシ
ティの充実化をさらに進める予定だ。駐
車場の空き状況を確認できるスマート・
パーキングは一部でテストされており、
また自動車の速度や周辺騒音から交通
量を判断して稼働を自動制御するス
マート信号機の導入も予定されるなど、
市内のあらゆるモノにセンサーが搭載さ
れ、市民生活を便利で快適なものにして
いくという。これらのプロジェクトは
IBM、SAP、ファーウェイなど海外の大
手ICTベンダーとの協業によって進めら
れており、こうした企業にとってドバイは
スマートシティ・ソリューションのテスト

ベッドのひとつになっている。
　環境センサーの市内全域への設置も
急務だ。1年中常夏のドバイだが、時には
大雨が降り、市内の交通が麻痺し、水難
による死者が出ることもある。また車の増
加に加え、地理的要因から砂ぼこりも多
く、大気汚染の問題も年々深刻化しつつ
ある。今後移民や外国人労働者がさらに
増えれば、人口が過密化し、環境汚染も
進んでいくだろう。モニタリングだけでな
く、センサーから吸い上げたデータをもと
に自動で適切な指示を発令する、AIを導
入したシステムの構築も研究されている。
　IoTはスマートシティの実現にとって必
須のものとなっているが、スマート・ドバ
イの担当者によると、IoTのためのLPWA

（省電力広域ネットワーク）技術そのもの
にこだわりはないという。IoT導入で最も
重要なのは、利用するアプリケーション
に最適なソリューションであるかどうか、
そしてコスト、この2つである。また
NB-IoTやLoRaなどの技術はこれから
本格的な商用化が始まることから、現時
点では特定の技術にずば抜けた優位性
があるとは判断しにくいとのことだ。

　都市のスマート化が進めば、通信イン
フラが強化されるとともに、あらゆる

情報が容易に入手できるようになる。そ
うしたサービスはさらに、教育向けにも
応用可能だ。教科書の代わりに動画教
材やオンライン・テストなどを利用するe

ラーニング、学校外や帰宅後でも授業
を復習できる遠隔教育なども、ドバイで
の導入が他国を先行していくだろう。そ
うなれば、国民の教育レベルが向上し、
海外からも優秀な学生が集まってくる。
ドバイの将来を担う人材育成の面で、そ
の効果は計り知れないものになるのだ。
　早い時期から脱石油化を進めていた
ドバイ。「世界一のスマートシティ」を目
指す動きに同調し、世界中の企業がドバ
イへの関心を高めている。2020年までの
展開は、これから目が離せないものにな
るだろう。

電子政府化から
スマート・ドバイへ
利便性向上に加えコストも削減

景観に溶け込んだ
ヤシの木型の
多機能ホットスポット

通報アプリやスマート街灯で
より安全な都市に

世界各地で5Gをリードするファー
ウェイは、ドバイでも通信事業者
と協業を進め、2020年の商用化
を目指しています。GITEX 2016で
はエティサラットと中東地域で初
めてミリ波を用いた5Gフィールド・
テストを実施しました。

ファーウェイのスマート街灯ソ
リューションは、ドバイのICT経済
特区『ドバイ・シリコン・オアシス』
で2016年6月から導入されていま
す。Wi-Fiホットスポットや監視カ
メラ、デジタル・サイネージのほか、
気温、湿度、大気質をモニタリン
グする環境センサーも搭載。設置
場所の明るさや天候などの条件に
応じて輝度を調整することで、電
力効率の向上も実現します。

Huawei in Dubai ～ 5G

Huawei in Dubai ～ 
スマート街灯
ソリューション

▶スマートフォンか
ら緊急通報できる
ドバイ警察のアプリ

◀通報やモニタリング、
顔認識ができる「ロボ
コップ」は2017年の導
入を目指す

『Smart Employee』アプリで勤怠管理
や業績評価などの人事業務をスマート
フォン上で実施している。休暇などの申
請ができるほか、通院休暇のために病
院の診断書が必要な場合は病院から電
子書類を取り寄せて添付することも可
能だ。病院の電子化も進んでいるため、
過去の通院や診療記録といった情報が
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　オイルマネーで潤う中東各国。だが石
油頼みの経済発展には先行きの不透明
感があり、各国は「脱・石油経済」を目指
して2000年代初頭からさまざまな動きを
見せている。中でもアラブ首長国連邦
（UAE）の首長国のひとつ、ドバイでは、
都市全体をICTインフラで整備し、官民
問わずあらゆる情報をインターネット上
で利用できる「スマートシティ化」による
都市の活性化を急速に進めている。
　スマートシティの従来の概念は、電力
の有効利用や電気自動車などを利用し
た新しい交通システムなど、ICTを利用し
た都市のインフラ部分のインテリジェン
ス化だった。だが現在はそれだけにとど
まらず、新たな投資の呼び込みや雇用機
会の創出、また高速通信網により人と

人・モノが常に“つながった”社会を実現
できることから、都市の経済力を高める
ソリューションとして世界各国で導入の
動きが進んでいる。世界経済フォーラム
の研究によれば、国のデジタル化が
10％進めばGDPを0.75％押し上げる効
果があるという。スマートシティ化を通
して都市の通信インフラの整備が進むこ
とは、経済力の向上に大きく寄与するの
である。
　アジアでは2020年夏の東京オリン
ピックと前後して、韓国・平昌と中国・北
京で冬季オリンピックの開催が予定され
ており、これにあわせて各国で5Gへの投
資やスマートシティ化の動きが活発化し
ている。一方、中東では2020年のドバイ
万博、2022年にドーハ（カタール）で開
催されるFIFAワールドカップに向けて、
アジアと同様にICT関連への投資が急
ピッチで進んでいる。

　ドバイのスマートシティ化の動きは早
く、2000年には『ドバイ・インターネット・
シティ』（DIC）が設立された。DICは海外
からのICT企業を呼び込むためのフリー
ゾーンで、域内では法人税の免除など外
資への手厚い優遇を提供、あわせて高
速な通信インフラも整備された。これは
脱・石油を目指すドバイ政府が、1980年
代に取り組んだ経済特区内の工場誘致
による工業化、1990年代の空港や港湾
整備による貿易都市化に次ぐ第三の都
市の成長を目指したもので、当時の言葉
で言えば「ニューエコノミー・ハブ」として
都市の成長を図ろうと考えたものだ。
　これにあわせるように、翌2001年に
はドバイ政府が電子ポータル・サイトを
立ち上げ、電子政府化の第一歩を踏み
出した。2004年には年間の利用回数
が400万回を超え、人口250万弱の住
民が年に1回以上サービスを利用した

計算となる。会社設立や貿易業務など
をオンラインで済ませることが可能に
なっただけでなく、市民の電子政府への
参加意識を高める効果も生み出した。
ネット上の選挙活動も2006年には解禁
されている。
　しかしその後ドバイは2008年9月の
リーマン・ショックを受けて経済成長が
失速し、ドバイ・ショックを経験する。こ
れにより、過去のドバイの成長が外的要
因に大きく依存していることをさらけ出
す結果となった。最終的にはUAE最大
の首長国、アブダビがドバイへ金融支
援を行うことで決着を見たが、ドバイ政
府は国力を強化する必要に迫られること
になった。
　そこでまず取り組んだのが電子政府化
をさらに一歩進め、インフラだけではなく
情報そのものを共有し、通信ネットワー
クで政府と国民とをシームレスに結ぶ『ド
バイ・スマート政府イニシアチブ』の立ち
上げだ。2013年にはスマートフォンやタ
ブレットなどのモバイル端末から24時間
365日、休日や夜中でも公共サービスを
利用できるようにした。主なサービスは、
政府関連の支払いが24時間利用できる
『ePayment』、政府へ市民から直接の
提案ができる『eSuggest』、政府への苦
情システム『eComplain』、政府各局へ
の問い合わせができる『AskDubai』、政
府が提供するモバイル決済ポータル
『mPay』など。スマート政府により役所
関係のサービス申請や情報配信は完全
なペーパーレス化を実現した。
　そして2015年には『スマート・ドバイ』
イニシアチブが発足。ドバイを世界で最
も進んだスマートシティとすることを目的
とし、ドバイ国民だけではなく、海外から
の観光客やビジネス渡航者であってもあ
らゆるサービスをインターネット経由で
利用できることを目標としたものだ。さら
に、スマート・パーキングを活用した渋滞
の低減や、電気需要を予測して発電所
の稼働を自動コントロールするといった

エネルギー利用の効率化まで、世界で最
も進んだ都市への進化を目指している。
　ちなみに政府のスマート化は国民の
利便性を上げるだけではなく、コストの
大幅な削減も可能にしている。無駄な
ハードウェアの統合、ソフトウェアの共
通化、ペーパーレスによる書庫の廃止な
ど、電子政府化関連によるコスト削減の
総額は2003年から2015年の13年間で
43億ディルハム（約1,290億円※）にも上
る。つまり年間約100億円ものコスト削
減効果をもたらしているのだ。

　UAE全体ではすでに携帯電話が1人1

台以上普及しており、2015年の時点で
加入者数1,794万人、普及率187.3%と
なっている。この中には人口の2倍以上
となる海外からの渡航客も含まれている
だろうが、ドバイ市内を走る地下鉄車内
では実際に1人で2台のスマートフォンを
利用している市民もよく見かける。なお、
2011年から4Gサービスが始まっており、
2大モバイル通信事業者エティサラット
（Etisalat）、ドゥ（du）ともにポストペイ
ド、プリペイドの両方で提供している。
　また市内には200を超えるWi-Fiの
ホットスポットがあり、主要なショッピン
グモールなども独自のホットスポットを
整備しているため、携帯電話のローミン
グ・サービスを利用しなくとも快適なイン
ターネット・アクセスが可能だ。これに
加え、現在約50基が設置されている
『Smart Palm』が今後、市内各所に増
強される予定である。
　Smart Palmは、ヤシの木をモチーフ
にしたWi-Fiのホットスポット。葉っぱに
見立てた9枚の羽根には太陽電池が搭
載されている。また幹の部分には360度
見渡せるIPカメラが設置されており、警
察からの監視カメラとして利用されるほ
か、緊急通報ボタンも備える。さらには

大型ディスプレイを内蔵し、ウェブ・ブラ
ウザーを起動して周辺情報や地図の検
索、電子政府サービスを利用することも
できる。このSmart Palmのすぐ横には
数名が座れる休憩用の椅子が配置され、
そこには2.5倍の速さでスマートフォンな
どを急速充電できるUSB端子も用意さ
れている。
　Smart Palmはホットスポットや情報ス
テーションとしての役割だけではなく、景
観を考えたデザインになっており、都市の
中に溶け込むスマートシティの基幹インフ
ラのひとつとして今後重要な役割を果た
していくだろう。2020年のドバイ万博開
催時には、上述の2社が5Gの商用サービ
スを開始する予定である。現在のSmart 

Palmは光回線を利用しているが、いずれ
5Gに置き換わり、これまで設置できなかっ
た場所への導入も進むだろう。

　では実際にドバイのスマートシティ化
はどこまで進んでいるのだろうか。2016

年10月にドバイで開催された『GITEX 

Technology Week』にはドバイ政府が
出展し、スマート・ドバイのデモンスト
レーションが多数行われていた。スマー
ト・ドバイの事務局長を務めるアイシャ・
ビン・ビシュル（Aisha Bin Bishr）博士
は、スマートシティ化の目的は「ドバイを

世界一幸せな都市にすること」であり、そ
のためにはユーザー目線のサービスを提
供することが重要と説明した。ターゲッ
トはサービスを利用する国民や来訪客で
あり、利用者からのフィードバックを定
期的に反映し、常にサービスの向上に努
めているそうだ。
　実はUAEはスマートフォンの普及率が
世界で一番高い。他国からの労働者の
移民や長期滞在者であっても、豊富な中
古端末やローカル・メーカーの安価なス
マートフォンを購入することができる。電
子政府サービスを必要とする利用者はほ
ぼ全員がスマートフォンを持っていると
言ってもよい。そのため、スマート・ドバ
イのサービスにはすべてスマートフォン
のアプリが用意されている。パソコンを
持つ必要はないのである。
　例えばドバイ市内の路上で喧嘩のトラ
ブルを見かけたとしよう。ドバイ警察が提
供するアプリを立ち上げ、通報ボタンを
押すだけでGPSにより現在の位置情報
が正確に警察に通知される。通報時に
余裕があれば、そのトラブルが喧嘩なの
か、薬の売買なのか、といった具体的な
内容も5種類のアイコンから選ぶことがで
きる。あるいは通報中に自分がトラブル
に巻き込まれた時は、SOSアイコンを
タップすれば、付近を巡回中の警察官
がすぐに駆けつけるようになっている。
今後は通報データを解析し、トラブルが

よく起きる場所の警察官の巡回強化や
道路の配置変更、街灯の追加などを関
係機関に自動通知できるシステムへと
アップグレードする予定とのこと。
　なおドバイ市内にはすでに監視カメラを
搭載した街灯もテスト的に設置されてい
る（下記囲み参照）。この街灯にはデジタ
ル・サイネージも内蔵されており、付近の

商業施設やシーズンに応じた広告の配
信、広告掲載によるマネタイズも考えら
れたものとなっている。Smart Palmと
あわせ、いずれは市内全域をモニタリン
グできるようにする計画だという。
　ただし、プライバシーの問題は懸念事
項だ。設置場所や収集データの扱いに
ついては今後慎重に検討を行う必要が
あると関係者は考えている。とはいえ市
内にカメラの設置が進めば、いずれは顔
認識システムを組み合わせることで、指
名手配犯の発見やトラッキングも可能に
なる。このスマート街灯ではファーウェイ
のソリューションがテストされている。ま
たNECはGITEXで顔認識システムのデ
モを行っていた。これらの企業と警察や
関連機関との協業によって、都市をより
安全に、しかも低コストで運用すること
が可能になるだろう。

　また、ドバイ政府に勤務する公務員は、

オンラインで入手できるのである。事故
やケガの際に保険の申請のための書類
を病院へ取りに行く必要もなく、通院時
に長時間待たされることもないという。ス
マートシティが目指す「インフラの整備を
通じて、市民生活を便利なものにする」
実例のひとつと言えよう。
　今後はこのアプリを企業向けに提供
することも計画されているそうだ。そうな
れば、アプリに記録された個人の業務経
験や能力などの情報を継続的に活用で
きるようになる。例えば転職時に応募企
業に履歴書を出す必要もなくなる。採用
担当者は応募者のこれまでの職歴、給
与、スキルなどをアプリで確認できるの
だ。採用の通知やその後の退職手続き
まで、すべてアプリ上で済ませられるよう
になるという。
　他にも水道や電気料金の確認と支払
いから、裁判の際の弁護士や過去の判
例の検索、訴訟手続きまで、生活に必
要なあらゆるサービスをスマートフォン・
アプリから行うことができる。支払いに
は政府主導のモバイル・ペイメントサー
ビス『e-Dilham』が利用でき、クレジッ
トカードや銀行口座を紐づけてスマー
トフォン上からそのまま決済ができる。
Bluetoothビーコンを使い、マスター
カードと提携した『Beam Wallet』が

小売店を中心に普及するなど、実はモ
バイル・ペイメントサービスでもドバイは
進んでいるのだ。
　中東らしいサービスとしては、『スマー
ト・モスク』がある。これは訪問したモス
クに掲示されているQRコードを読み取
ると、そのモスクの歴史や見取り図、礼
拝時間などをスマートフォンで確認でき
るというもの。さらにはモスクへの寄付金
の支払いや苦情の連絡などもアプリから
行うことができる。

　政府系や生活サービス面では、現時
点でもかなりのスマート化が進んでいる
ドバイ。今後はIoTの導入でスマートシ
ティの充実化をさらに進める予定だ。駐
車場の空き状況を確認できるスマート・
パーキングは一部でテストされており、
また自動車の速度や周辺騒音から交通
量を判断して稼働を自動制御するス
マート信号機の導入も予定されるなど、
市内のあらゆるモノにセンサーが搭載さ
れ、市民生活を便利で快適なものにして
いくという。これらのプロジェクトは
IBM、SAP、ファーウェイなど海外の大
手ICTベンダーとの協業によって進めら
れており、こうした企業にとってドバイは
スマートシティ・ソリューションのテスト

ベッドのひとつになっている。
　環境センサーの市内全域への設置も
急務だ。1年中常夏のドバイだが、時には
大雨が降り、市内の交通が麻痺し、水難
による死者が出ることもある。また車の増
加に加え、地理的要因から砂ぼこりも多
く、大気汚染の問題も年々深刻化しつつ
ある。今後移民や外国人労働者がさらに
増えれば、人口が過密化し、環境汚染も
進んでいくだろう。モニタリングだけでな
く、センサーから吸い上げたデータをもと
に自動で適切な指示を発令する、AIを導
入したシステムの構築も研究されている。
　IoTはスマートシティの実現にとって必
須のものとなっているが、スマート・ドバ
イの担当者によると、IoTのためのLPWA

（省電力広域ネットワーク）技術そのもの
にこだわりはないという。IoT導入で最も
重要なのは、利用するアプリケーション
に最適なソリューションであるかどうか、
そしてコスト、この2つである。また
NB-IoTやLoRaなどの技術はこれから
本格的な商用化が始まることから、現時
点では特定の技術にずば抜けた優位性
があるとは判断しにくいとのことだ。

　都市のスマート化が進めば、通信イン
フラが強化されるとともに、あらゆる

情報が容易に入手できるようになる。そ
うしたサービスはさらに、教育向けにも
応用可能だ。教科書の代わりに動画教
材やオンライン・テストなどを利用するe

ラーニング、学校外や帰宅後でも授業
を復習できる遠隔教育なども、ドバイで
の導入が他国を先行していくだろう。そ
うなれば、国民の教育レベルが向上し、
海外からも優秀な学生が集まってくる。
ドバイの将来を担う人材育成の面で、そ
の効果は計り知れないものになるのだ。
　早い時期から脱石油化を進めていた
ドバイ。「世界一のスマートシティ」を目
指す動きに同調し、世界中の企業がドバ
イへの関心を高めている。2020年までの
展開は、これから目が離せないものにな
るだろう。

勤怠管理から訴訟手続きまで
あらゆるサービスをアプリで提供

IoTでさらなるスマート化を推進
通信技術は用途とコスト次第

教育への応用にも期待
世界をリードする展開に注目

ファーウェイは2016年5月にドバイ警察とMoUを締結し、これに基づいて
10月にはセーフシティ・イノベーション・センターの設立のための協業を発
表しました。また、ドバイ道路交通局ともスマート交通ソリューションの開
発提供に関する提携を進めています。

Huawei in Dubai ～ セーフシティに向けた取り組み

NB-IoTなどを利用したセンサーがスマートシティに
は必須となった

GITEX 2016のスマート・ドバイの展示。各省庁のサービス・アプリが多数紹介された

『Smart Employee』アプリで勤怠管理
や業績評価などの人事業務をスマート
フォン上で実施している。休暇などの申
請ができるほか、通院休暇のために病
院の診断書が必要な場合は病院から電
子書類を取り寄せて添付することも可
能だ。病院の電子化も進んでいるため、
過去の通院や診療記録といった情報が

病院でも進むスマート化。教育への展開に対する注目度も高い

F U T U R E  O F  S M A R T  C I T I E S
F E A T U R E  S T O R Y
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スタジアム内のイノベーション・センターは、
パートナー各社がスマート・スタジアムの実
現に向けたさまざまなソリューションを実地
でテストできる「リビング・ラボ」の役割を果
たしている

太陽光電池パネルを使用した
開閉式屋根を備え、5万人以
上を収容するアムステルダム・
アレナ。オランダのサッカー・
チーム『アヤックス・アムステル
ダム（Ajax Amsterdam）』の
ホーム・スタジアムとして多く
のサッカー・ファンが訪れるほ
か、コンサートや展示会などさ
まざまなイベントの会場として
も利用されている

　オランダ・アムステルダムのスタジアム、アムステルダム・アレナ（Amsterdam ArenA）

は、スタジアムを核としたスマートシティ構想の実現に取り組んでいます。試合の観戦を観

客が家を出る前から帰宅するまでのユーザー・エクスペリエンスとしてとらえ、イベント情報

の収集からチケットの購入、スタジアムへの移動、位置情報を使った駐車場や物販などの

サービス、観戦中の情報共有、周辺のレストランのレコメンドまで、スタジアム内にとどまら

ない包括的なサービスを提供し、スマートシティのハブとなることを目指しています。

　ファーウェイはアジャイル・スタジアム・ソリューションによって、同スタジアム全域をカ

バーする高速・高密度のWi-Fi接続を提供。数万人の観客が同時に動画観戦を含む

オンライン・サービスを快適に利用することを可能にしているほか、同スタジアムが施設

内に開設したイノベーション・センターでは、業界団体のアムステルダム・スマートシ

ティ、オランダの通信事業者KPN、フィリップス・ライティング、マイクロソフトなどの

パートナーとのオープンな協業を通じて、新たなスマートシティ・ソリューションの実用

化に向けたテストやデモを進めています。

スタジアムをスマートシティのハブに

N E T H E R L A N D S オランダ

世界に広がるファーウェイの
スマートシティ・ソリューション02

効率のよい医療機関運営と遠隔診断を可能にし、
20万人の住民に医療サービスを提供。現在は沿
岸のラム市を中心とした地域で展開されているが、
今後さらに国内各地へと拡張が計画されている

ファーウェイは、40か国の100を超える都市でスマートシティ・ソリューションを展開。

幅広い分野のパートナーとの協業を通じ、オープンなエコシステムを構築することで、

最先端のICTを活用した持続可能な都市の発展の実現に尽力しています。

　スマートシティは新興国においても人々の生活を豊かにするソリューションとして

重要な意義を持っています。テロや内戦による治安の悪化が深刻となっていたケニ

アでは、サファリコムとともにセーフシティ・ソリューションを大規模に展開し、犯罪

率の低下に貢献しました。ナイロビとモンバサの市内に116のLTE基地局と1,800の

監視カメラによるモニタリング・システムを構築。事件や事故の場所を正確に特定

し、ライブHD動画で状況を確認しながら迅速に警官を派遣できる緊急司令室を設

置しました。これにより、導入地域の犯罪発生率は前年から46％も低下しています。

　医療分野では、医療管理システムを手がける現地企業マイクロクリニック・テク

ノロジーズ（MicroClinic Technologies）とともに、国内の28の医療機関をつなぐ

遠隔医療ソリューションを提供しました。ファーウェイのMateBookを活用した効

率のよい運営とコミュニケーション、クラウドでリアルタイムに同期する電子カルテ

による病院間のスムーズな情報共有が可能なほか、ビデオ会議システムによって遠

隔診療や医療従事者のトレーニングをさまざまなデバイス上で実施することができ

ます。同ソリューションは2016年11月にスペイン・バルセロナで開催されたスマート

シティ・エキスポ世界会議2016において、新興国でのプロジェクトを対象とした「イ

ノベーティブ・グローバル・サウス（Innovative Global South）」賞を受賞しました。

公共サービスのスマート化で満足度95％を達成

C H I N A 中  国

セーフシティと遠隔医療で安全・安心を実現

K E N YA ケニア

　中国・深圳の竜崗（ロンガン）地区は、ファーウェイ本社をはじめ多数の大企業
が集まり、急速に発展を遂げてきた地域です。増加の一途をたどる住民への円滑

な公共サービスの提供と、新たなICTの活用によるさらなる経済発展を目指し、同

地区はファーウェイをパートナーとして包括的なスマートシティ・プロジェクトを推

進しています。

　現在、「デバイス＋ネットワーク＋データベース＋画像＋クラウド」を基盤とした11

の主要プロジェクトが進行中。部門間のサイロを取り除いた横断的なデータベー

スでデータの統合と共有を実現したことで、行政はデータに基づいた最適な意思

決定が可能になったほか、住民は社会保障、医療、教育、交通、ガスや水道など、

30の部門をまたぐ各種公共サービスの情報に統合アカウントからスマートフォンで

アクセスできます。これにより、サービスを期日どおりに提供する完遂率が40％向

上、住民の満足度も95％に達しました。また、時空間情報を2次元、3次元、さらに

ライブ画像として収集し、都市計画や防犯に活用する試みも進行しています。
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編集部：御社は2009年から公衆無線
LANサービスを提供されていますが、
その間、需要はどのように変化してきま
したか。
小松氏：サービス開始当初は、急激に増
加するスマートフォンのトラフィック対策
として、各携帯電話事業者主導でWi-Fi

環境整備が急速に進んだ時期でした。
当社も、自社サービスのほかにKDDIグ
ループとして『au Wi-Fi SPOT』を手が
けるようになり、同サービスのスポット数
を大幅に増加させてきました。その後、
企業や自治体のカスタマー・サービスと
いう観点から無料のWi-Fiスポットが注
目されはじめ、当社では『a t _ S T A R  

BUCKS_Wi2』『KYOTO Wi-Fi』などを
提供するようになりました。現在は訪日
観光客の増加という新たなトレンドに
よって、海外からの観光客向けWi-Fiに
対する需要が高まっています。いつでも
どこでも情報にアクセスするための重要
な社会インフラとして、Wi-Fiは大きな役
割を担っていると考えています。

編集部：そうした中、現在提供されている
公衆無線LANサービス『Wi2 300』の強
み、ユーザーから支持を得ている理由は
どのようなところにあるとお考えですか。
小松氏：同サービスでは現在、ベーシッ
クエリア6万か所、オプションエリアを含
めると20万か所以上のWi-Fiスポットを
提供しています。利用可能エリアの多さ
に加え、リムジンバスなどのバス車内、
鉄道、カフェ、飲食店など、利用ニーズ
が高いエリアを手厚くカバーしているこ
とから、お客様からのご支持をいただい
ています。

編集部：2014年には訪日観光客向け

サービスとして『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』
を開始されましたが、利用状況はいかが
ですか。
小松氏：スマートフォン・アプリは、配信
開始から約1年3か月で150万ダウン
ロードを突破しており、現在も訪日観光
客数の伸びが大きいアジアの国・地域を
中心にダウンロード数を伸ばしていま
す。各国でさまざまなプロモーションを
実施して認知向上を進めている効果も
あり、日本への入国前に自国で、あるい
は入国直後に空港などでダウンロードし
ていただけることが多いのが特徴です。
　また、訪日観光客の増加が引き続き見
込まれる中、本サービスは彼らを重要な
顧客とする小売業、交通系、サービス業
など幅広い業種の企業、また多くの自治
体に、集客ツールとしてご利用いただい
ています。さらに、同アプリ利用者の国籍・

言語などをターゲティングしたうえで、位
置情報を活用した行動分析レポートを提
供する機能もあり、訪日外国人に特化し
たマーケティング・ツールとしてご好評を
いただいています。

編集部：今回、NFVとSDNによる仮想化
技術を導入された背景には、どのような
課題があったのでしょうか。
小松氏：主に3つの課題の解決に向けて、
2014年から導入の検討を始めました。第
一に、費用対効果の改善です。Wi-Fiは
3GやLTEなどのセルラー技術に比べ、標
準化の進度が高くありません。そのため、
特定のベンダーの機器による制約が強
く、マルチベンダー化でコストを下げる

ことが難しいという事情があります。Wi-Fi

システムとしてベンダーから提供される
機能に頼るだけでなく、Wi-Fiシステムを
サービスのパーツとして利用するといった
工夫は行っていますが、それらのパーツ
を載せる基盤として、NFVのような標準
化された仮想化技術の枠組みが機器調
達の自由度を上げ、結果的にコストの低
減につながるものと期待しています。
　第二の課題は、ビジネス・スピードの
向上です。サービスが順調に拡大する
中、新規ネットワーク開設や障害復旧の
短時間化が強く求められていました。
　最後は、NFVを通じてクラウド･コン
ピューティングの利点を当社のビジネス
に取り入れることです。NFV導入を検討
していた当時、当社はすでに企業顧客向
けの無料Wi-Fiサービスの運営システム
においてパブリック・クラウド・サービスを
利用していました。加入者向けに汎用的
なサービスを提供する通信事業者の
Wi-Fiとは異なり、顧客ごとに異なるさま
ざまなニーズに対応しなければならない
企業顧客向けWi-Fiにおいてパブリッ
ク・クラウドを活用し、それを実現する仮
想化技術のメリットを十分に理解してい
た経験から、こうした利点をオンプレミス
やネットワークの領域に拡張することで、
コスト削減や時間短縮につながると考え

ました。同時に、クラウドを活用した基盤
によって新たな収益を創出することも視
野に入れていました。

編集部：大規模なプロジェクトですが、
導入に向けた意思決定はスムーズに
進んだのでしょうか。
小松氏：一般的に、ネットワーク仮想化
の導入を検討する初期段階においては、
技術開発、運用、関連ベンダーなどにつ
いての見解の相違からチームの中でコン
フリクトが起こりがちですが、パブリック・
クラウドの利用で仮想化やAPIによる自
動化のパワーを全員が実感していたの
で、迅速かつ円滑にプロジェクトを進め
ることができました。
　パートナーを選ぶ際に数社を検討し、
機器の提供からインテグレーションまで
一貫してお願いできるという安心感が評
価の決め手となり、ファーウェイを選定し
ました。これは、当社がやりたいことをしっ
かりと理解してもらい、そのうえで実装を
どうするかを議論できるという点でも、プ
ラスになったと感じます。最初の段階では
NFVのみを検討していたのですが、2015

年にファーウェイと実施したPoC（概念
実証）を経て、既存のネットワーク資産ま
で制御対象を拡大し、SDN技術も導入
することにしました。

編集部：仮想化技術の導入によって、具
体的にはどのような効果を期待されてい
ますか。
小松氏：最大の期待は、効率と柔軟性の
向上です。当社のサービスは企業や自治
体など個別のお客様ごとのニーズを満た
す必要があるため、デプロイメントにおい
ては時間的制約や技術的要件がそれぞ
れに異なり、柔軟な対応が求められます。
また、iOSやWindowsといったソフトウェ
アのOTA（Over The Air）アップデート
や、スタジアムのように大勢のユーザー
が集まるイベントなど、予期せぬトラ
フィックや負荷の上昇に対応しなければ
ならないケースも多々あります。NFVと
SDNの導入により、このような品質維持
を目的とするデプロイメント作業にかか
る時間を50％削減することで、ユーザー
体験の向上を目指します。
　技術的には、自動復旧や自動スケー
リングといった機能によって、技術者に
よる作業を伴うことなくリソース不足に自
動対応することが可能になるうえ、運用
操作上の誤操作などに起因する人的な
障害も回避されます。ここで重要なのは、
ネットワークの突発的なリソース枯渇は

Wi2の仮想化導入戦略

インバウンド向けに拡大する
W i - F i需要にS D N・N F Vで対応

ここ数年、訪日観光客の増加や2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたインフラ整
備の観点から新たに注目を集めている公衆無線LANサービス。2009年から同サービスを手が
け、2014年12月より訪日観光客に向けた『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』サービスの提供も開始し
たワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下Wi2）は、リソースの活用効率を向上し、急速なサービス拡大
のボトルネックを取り除くため、ファーウェイの協力のもとSDN・NFVの導入を進めています。同
社取締役技術運用本部部門担当役員の小松 直人氏に、迅速な事業展開を実現する仮想化技
術について、導入の背景と将来の展望をうかがいました。

S P E C I A L  I N T E R V I E W

部分的に発生する事象であり、その瞬
間に当社の設備全体では余力のあるリ
ソースも存在しているということです。現
行の設備構成や運用ポリシーは、特定
のAP（アクセスポイント）、APC（アクセ
スポイント・コントローラー）、PAC（パブ
リック・アクセス・コントローラー）ごとの
サイロ・ベースとなっていますが、NFV・
SDNの導入でサイロが取り除かれれば、
オンプレミスとパブリック・クラウドがシー
ムレスに共用されるリソース・プールへと
アーキテクチャを変革し、リソースを柔
軟かつ自動的に活用できるようになりま
す。これにより、処理能力が現在の数倍
になるとともに、キャパシティ拡大のため
の新たな設備投資も大きく節減可能に
なります。
　さらに、新規ネットワークの開設期間
の短縮も期待しています。現状では新規
ネットワークの開設には2～3か月程度
を費やしていますが、リソースの活用効
率を上げることで増設サイクルを改善す
ると同時に、膨大なネットワーク情報の
設定作業や確認作業を自動化すること
で、これを2～3日まで短縮できると見
込んでいます。

編集部：人的リソースの活用という点で

は、どのような期待がありますか。
小松氏：当社は効率や費用削減という
観点だけでなく、NFV・SDNを市場が対
応すべき技術シフトとしても重視してい
ます。短期的には、自動化による効率向
上により、従来その作業に費されていた
エンジニアの時間を他の業務に振り分
けることができるようになるため、社員が
複雑なネットワーク運用から開放され、
サービス開発やサービス品質向上など、
より生産的かつ付加価値の高い業務に
多くの時間を割けるようになることを期
待しています。さらには、先端技術であ
るNFV・SDNの経験と知識を獲得するこ
とが、人材市場におけるプロフェッショ
ナルとしての技術者の付加価値向上に
もつながると信じています。

編集部：将来的には導入の利点をどう活
かしていこうとお考えですか。
小松氏：商用展開後は、こうした想定を
KPI化し継続的に監視・改善すること
で、業務改革や組織スキルの向上にも
つなげていきたいと考えています。パブ
リック・クラウド、NFV、SDN、自動化を
統合した価値は、将来にわたって業務

改善と新規収益創出の双方に寄与して
いくでしょう。
　新規ビジネスとしては、前述のように
『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』においてすで
にビッグデータを活用した取り組みを
行っていますが、NFV・SDNの導入後は
ハイブリッド・クラウド技術でより簡単に
オンプレミスからパブリック・クラウドにア
クセスでき、パブリック・クラウド上の多種
多様な分析ソリューションを容易に利用
できるようになります。これを活用して分
析精度の向上と分析サイクルの短縮を実
現し、リアルタイムかつ高精度の分析を
求めるお客様のニーズに応えていきます。

編集部：現在、商用展開に向けて導入
を進めていますが、その過程でのファー
ウェイに対するご感想をお聞かせくだ
さい。
小松氏：今回のプロジェクトは完全なリ
プレースではなく、既存のアセットを含め
てインテグレーションしていくという難度
の高いものですが、提案や議論を非常に
積極的にしてくださっています。引き続き
アグレッシブにプロジェクトをリードして
いただき、最終的にはエンジニアリング・
チームとして、ともにやりとげたという達
成感を共有できたらいいですね。

訪日観光客向けのインフラとして
重要性が高まるWi-Fiサービス

コスト削減と時間短縮により
ビジネス拡大の
ボトルネックを解消

製品・
サービス

既存の製品・
サービスの改良

ソリューション
開発

事業ミックスの確立
（広告、アフィリエイト）

技  術
仮想化

プラットフォームの
デプロイメント

アジリティの確保と
ユーザー体験の向上 最先端技術の活用

事業運営と
運用

サービス・エリアと
顧客の拡大

インフラの整備
ビジネスの
最適化

ビジネスの
イノベーション

TCO最適化 新たな収益源

ビッグデータ

AWS

NFV・SDN ハイブリッド・クラウド

2013 - 2016 2017 - 2018 2018 - 2020

Wi2の仮想化ロードマップ

2007年にアッカ・ワイヤレスとして設立。その後、2009年に
株式会社ワイヤ･アンド･ワイヤレスに社名変更、2010年10
月にはKDDI株式会社と業務･資本提携を締結し、第三者割
当増資によりKDDIグループ会社となる。ワイヤレスLANネッ
トワーク専従の通信事業者として、日本国内20万か所以上
の公衆無線LANスポットを運用するほか、インバウンド向け
などWi-Fiを活用した各種ソリューションを提供している。

ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）
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編集部：御社は2009年から公衆無線
LANサービスを提供されていますが、
その間、需要はどのように変化してきま
したか。
小松氏：サービス開始当初は、急激に増
加するスマートフォンのトラフィック対策
として、各携帯電話事業者主導でWi-Fi

環境整備が急速に進んだ時期でした。
当社も、自社サービスのほかにKDDIグ
ループとして『au Wi-Fi SPOT』を手が
けるようになり、同サービスのスポット数
を大幅に増加させてきました。その後、
企業や自治体のカスタマー・サービスと
いう観点から無料のWi-Fiスポットが注
目されはじめ、当社では『a t _ S T A R  

BUCKS_Wi2』『KYOTO Wi-Fi』などを
提供するようになりました。現在は訪日
観光客の増加という新たなトレンドに
よって、海外からの観光客向けWi-Fiに
対する需要が高まっています。いつでも
どこでも情報にアクセスするための重要
な社会インフラとして、Wi-Fiは大きな役
割を担っていると考えています。

編集部：そうした中、現在提供されている
公衆無線LANサービス『Wi2 300』の強
み、ユーザーから支持を得ている理由は
どのようなところにあるとお考えですか。
小松氏：同サービスでは現在、ベーシッ
クエリア6万か所、オプションエリアを含
めると20万か所以上のWi-Fiスポットを
提供しています。利用可能エリアの多さ
に加え、リムジンバスなどのバス車内、
鉄道、カフェ、飲食店など、利用ニーズ
が高いエリアを手厚くカバーしているこ
とから、お客様からのご支持をいただい
ています。

編集部：2014年には訪日観光客向け

サービスとして『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』
を開始されましたが、利用状況はいかが
ですか。
小松氏：スマートフォン・アプリは、配信
開始から約1年3か月で150万ダウン
ロードを突破しており、現在も訪日観光
客数の伸びが大きいアジアの国・地域を
中心にダウンロード数を伸ばしていま
す。各国でさまざまなプロモーションを
実施して認知向上を進めている効果も
あり、日本への入国前に自国で、あるい
は入国直後に空港などでダウンロードし
ていただけることが多いのが特徴です。
　また、訪日観光客の増加が引き続き見
込まれる中、本サービスは彼らを重要な
顧客とする小売業、交通系、サービス業
など幅広い業種の企業、また多くの自治
体に、集客ツールとしてご利用いただい
ています。さらに、同アプリ利用者の国籍・

言語などをターゲティングしたうえで、位
置情報を活用した行動分析レポートを提
供する機能もあり、訪日外国人に特化し
たマーケティング・ツールとしてご好評を
いただいています。

編集部：今回、NFVとSDNによる仮想化
技術を導入された背景には、どのような
課題があったのでしょうか。
小松氏：主に3つの課題の解決に向けて、
2014年から導入の検討を始めました。第
一に、費用対効果の改善です。Wi-Fiは
3GやLTEなどのセルラー技術に比べ、標
準化の進度が高くありません。そのため、
特定のベンダーの機器による制約が強
く、マルチベンダー化でコストを下げる

ことが難しいという事情があります。Wi-Fi

システムとしてベンダーから提供される
機能に頼るだけでなく、Wi-Fiシステムを
サービスのパーツとして利用するといった
工夫は行っていますが、それらのパーツ
を載せる基盤として、NFVのような標準
化された仮想化技術の枠組みが機器調
達の自由度を上げ、結果的にコストの低
減につながるものと期待しています。
　第二の課題は、ビジネス・スピードの
向上です。サービスが順調に拡大する
中、新規ネットワーク開設や障害復旧の
短時間化が強く求められていました。
　最後は、NFVを通じてクラウド･コン
ピューティングの利点を当社のビジネス
に取り入れることです。NFV導入を検討
していた当時、当社はすでに企業顧客向
けの無料Wi-Fiサービスの運営システム
においてパブリック・クラウド・サービスを
利用していました。加入者向けに汎用的
なサービスを提供する通信事業者の
Wi-Fiとは異なり、顧客ごとに異なるさま
ざまなニーズに対応しなければならない
企業顧客向けWi-Fiにおいてパブリッ
ク・クラウドを活用し、それを実現する仮
想化技術のメリットを十分に理解してい
た経験から、こうした利点をオンプレミス
やネットワークの領域に拡張することで、
コスト削減や時間短縮につながると考え

ました。同時に、クラウドを活用した基盤
によって新たな収益を創出することも視
野に入れていました。

編集部：大規模なプロジェクトですが、
導入に向けた意思決定はスムーズに
進んだのでしょうか。
小松氏：一般的に、ネットワーク仮想化
の導入を検討する初期段階においては、
技術開発、運用、関連ベンダーなどにつ
いての見解の相違からチームの中でコン
フリクトが起こりがちですが、パブリック・
クラウドの利用で仮想化やAPIによる自
動化のパワーを全員が実感していたの
で、迅速かつ円滑にプロジェクトを進め
ることができました。
　パートナーを選ぶ際に数社を検討し、
機器の提供からインテグレーションまで
一貫してお願いできるという安心感が評
価の決め手となり、ファーウェイを選定し
ました。これは、当社がやりたいことをしっ
かりと理解してもらい、そのうえで実装を
どうするかを議論できるという点でも、プ
ラスになったと感じます。最初の段階では
NFVのみを検討していたのですが、2015

年にファーウェイと実施したPoC（概念
実証）を経て、既存のネットワーク資産ま
で制御対象を拡大し、SDN技術も導入
することにしました。

編集部：仮想化技術の導入によって、具
体的にはどのような効果を期待されてい
ますか。
小松氏：最大の期待は、効率と柔軟性の
向上です。当社のサービスは企業や自治
体など個別のお客様ごとのニーズを満た
す必要があるため、デプロイメントにおい
ては時間的制約や技術的要件がそれぞ
れに異なり、柔軟な対応が求められます。
また、iOSやWindowsといったソフトウェ
アのOTA（Over The Air）アップデート
や、スタジアムのように大勢のユーザー
が集まるイベントなど、予期せぬトラ
フィックや負荷の上昇に対応しなければ
ならないケースも多々あります。NFVと
SDNの導入により、このような品質維持
を目的とするデプロイメント作業にかか
る時間を50％削減することで、ユーザー
体験の向上を目指します。
　技術的には、自動復旧や自動スケー
リングといった機能によって、技術者に
よる作業を伴うことなくリソース不足に自
動対応することが可能になるうえ、運用
操作上の誤操作などに起因する人的な
障害も回避されます。ここで重要なのは、
ネットワークの突発的なリソース枯渇は

S P E C I A L  I N T E R V I E W

部分的に発生する事象であり、その瞬
間に当社の設備全体では余力のあるリ
ソースも存在しているということです。現
行の設備構成や運用ポリシーは、特定
のAP（アクセスポイント）、APC（アクセ
スポイント・コントローラー）、PAC（パブ
リック・アクセス・コントローラー）ごとの
サイロ・ベースとなっていますが、NFV・
SDNの導入でサイロが取り除かれれば、
オンプレミスとパブリック・クラウドがシー
ムレスに共用されるリソース・プールへと
アーキテクチャを変革し、リソースを柔
軟かつ自動的に活用できるようになりま
す。これにより、処理能力が現在の数倍
になるとともに、キャパシティ拡大のため
の新たな設備投資も大きく節減可能に
なります。
　さらに、新規ネットワークの開設期間
の短縮も期待しています。現状では新規
ネットワークの開設には2～3か月程度
を費やしていますが、リソースの活用効
率を上げることで増設サイクルを改善す
ると同時に、膨大なネットワーク情報の
設定作業や確認作業を自動化すること
で、これを2～3日まで短縮できると見
込んでいます。

編集部：人的リソースの活用という点で

は、どのような期待がありますか。
小松氏：当社は効率や費用削減という
観点だけでなく、NFV・SDNを市場が対
応すべき技術シフトとしても重視してい
ます。短期的には、自動化による効率向
上により、従来その作業に費されていた
エンジニアの時間を他の業務に振り分
けることができるようになるため、社員が
複雑なネットワーク運用から開放され、
サービス開発やサービス品質向上など、
より生産的かつ付加価値の高い業務に
多くの時間を割けるようになることを期
待しています。さらには、先端技術であ
るNFV・SDNの経験と知識を獲得するこ
とが、人材市場におけるプロフェッショ
ナルとしての技術者の付加価値向上に
もつながると信じています。

編集部：将来的には導入の利点をどう活
かしていこうとお考えですか。
小松氏：商用展開後は、こうした想定を
KPI化し継続的に監視・改善すること
で、業務改革や組織スキルの向上にも
つなげていきたいと考えています。パブ
リック・クラウド、NFV、SDN、自動化を
統合した価値は、将来にわたって業務

改善と新規収益創出の双方に寄与して
いくでしょう。
　新規ビジネスとしては、前述のように
『TRAVEL JAPAN Wi-Fi』においてすで
にビッグデータを活用した取り組みを
行っていますが、NFV・SDNの導入後は
ハイブリッド・クラウド技術でより簡単に
オンプレミスからパブリック・クラウドにア
クセスでき、パブリック・クラウド上の多種
多様な分析ソリューションを容易に利用
できるようになります。これを活用して分
析精度の向上と分析サイクルの短縮を実
現し、リアルタイムかつ高精度の分析を
求めるお客様のニーズに応えていきます。

編集部：現在、商用展開に向けて導入
を進めていますが、その過程でのファー
ウェイに対するご感想をお聞かせくだ
さい。
小松氏：今回のプロジェクトは完全なリ
プレースではなく、既存のアセットを含め
てインテグレーションしていくという難度
の高いものですが、提案や議論を非常に
積極的にしてくださっています。引き続き
アグレッシブにプロジェクトをリードして
いただき、最終的にはエンジニアリング・
チームとして、ともにやりとげたという達
成感を共有できたらいいですね。

自動化とサイロからの脱却で
効率と柔軟性を向上

業務改革と収益創出に向け
長期的な価値創造を期待
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● ベンダーロックからの解放

● 汎用機による納期の短縮

● 容易なスケールアウト／スケールイン

● CAPEX （設備投資）／OPEX（運用経費）の削減

● リードタイム（TTM）の短縮

サイロ型からの脱却
NFVアーキテクチャ既存のアーキテクチャ

APC LB PAC

APC

LB PAC

クラウドOS

ハードウェア

NFV

NFV導入のメリット

リソースの活用効率向上と作業の自動化により、

新規ネットワークの開設期間を2～3か月から

2～3日まで短縮できると見込んでいます。
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世界一の感度・分解能を持つ
望遠鏡が驚異的な量の
画像データを収集

砂漠でも設置の容易な
コンテナ・データセンターで
バーチャル天文台を実現

科学の発展をICTで支える

何百年にもわたって天体観測者を魅了してきた、雲のないチリの夜空は、いまも天文学研究に最適な条

件を備えている。チリ北部・アタカマ砂漠の奥深く、チャナントール山の山頂に設置されたA L M A

（Atacama Large Milimeter/sub-milimeter Array：アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計、通称アル

マ望遠鏡）は、現在地上で稼働している最もパワフルな天文観測機器だ。世界中の天文学者が、この望遠鏡

が収集・分析する莫大なデータから、宇宙の新たな事象が発見されることを期待している。

ファーウェイのコンテナ・デ ータセンター

　ALMAは直径12mと7mの66台のアン
テナからなる電波望遠鏡で、2種類のアン
テナからの画像を合成することで感度・
分解能ともに世界一を実現しており、高精
細な画像により恒星の誕生や銀河の形
成について重要な知見をもたらすとされ
ている。15年間にわたる期間と14億米
ドル（約1,512億円※）に上る費用をかけて
建設され、2013年3月に稼働を開始して
以来、ALMAはチリの夜空から驚異的な
量の画像データを収集してきた。
　ALMAの建設は欧州、米国、東アジ
アの複数の機関による共同プロジェク
トで、各国の天文学者は3地域のARC

（ALMA Regional Center：ALMA地域
センター）が提供するデータ収集サービ
スを利用して最先端の研究を行っている。
ALMAの観測データは収集後12か月間
は各研究者の独占所有となるが、その
後はパブリック・ドメインとなり、世界中の
誰もがアクセスできるようになる。

　2015年4月、ALMAの観測データを保
存・分析・共有するためのプラットフォーム

として、ALMAはチリ国内の5つの主要
大学とREUNA（Red Universitaria 

Nacional：チリ国内大学ネットワーク）と共
同でChiVO（Chilean Virtual Observatory：
チリ・バーチャル天文台）を設立した。
ChiVOによって、研究者や学生はオンラ
インでALMAの観測データにアクセス
し、さまざまな解析を行うことが可能に
なる。
　ALMAが生成するデータは年間200TB

（テラバイト）以上に及ぶ。この大規模な
データの保存と解析を実現しているの
が、ChiVOの設立メンバーでもある南米
有数の工科大学UTFSM（Universidad 

Técnica Federico Santa María：フェデ
リコ・サンタ・マリア工科大学）と、中国と
チリの天文学界における交流促進を目的
とするCASSACA（Chinese Academy of 

Science South America Center for 

Astronomy：中国科学院南米天文研究
センター）が、ファーウェイとのパートナー
シップによって構築したデータセンター
だ。ファーウェイのコンテナ・データセン
ター・ソリューション『FusionModule 

1000A』と、『FusionServer RH2288 

V3』サーバー、『OceanStor S5600T』スト
レージを採用したこのデータセンターは、
HD動画なら30年分、ALMAの観測デー
タ5年分に相当する1PB（ペタバイト）のス
トレージ容量を持つ。
　電源、冷却、ITキャビネットがすべて

ひとつになった「オール・イン・ワン」のコン
テナ・データセンターは、どんな条件下で
も短期間で簡便に設置ができる。また、堅
牢な防塵仕様と空調機能により、砂漠の
高温環境でもデータを安全に保護するこ
とが可能だ。耐震性も高く、地震の多い
チリでも安定した稼働が保証されている。

　UTFSM情報学部教授でChiVOのディ
レクターを務めるマウリシオ・ソラール
（Mauricio Solar）氏は、「このデータ
センターは、科学研究のためものとして
はチリ国内で最大規模となります」と述
べる。「ALMAのデータを活用した研究
には、1ファイル200GBにもなる観測
データの保存や分析、伝送が必要です。
そのためにはこうしたデータセンターが
不可欠です」
　ファーウェイはこれまでにも世界各国
で大学や学術研究機関向けにソリュー
ションを提供してきた（次ページ参照）。
人々の生活やビジネスのみならず、人類
の知の発展にとっても、ICTは大きな変
革をもたらす。ファーウェイは科学研究
が求める莫大なデータ処理能力と高い
信頼性を備えた製品とソリューションに
よって、今後も科学の進歩を陰ながら支
えていく。

※1米ドル＝108円換算

WINNERS

チリの砂漠で莫大な
天文観測データの
保存・解析を可能にする

■2015年5月、チリと中国のリーダー間でデータセンター設立の調印式が行われた（写真左から2人目より、中国
科学院国家天文台副台長 趙剛（ツァオ・ガン）氏、中国の李克強首相、チリのミシェル・バチェレ大統領、UTFSM
学長ダーシ―・フエンザリーダ（Darcy Fuenzalida）氏）
■2015年4月、ChiVoの設立式典でスピーチするALMAコンピューティング部門長ホルヘ・イブセン（Jorge Ibsen）氏

ChiVoのデータセンターは2015年7月に
主要設備の設置を完了、9月に正式に稼
働を開始した

ESO/C. Malin

1 2

1

2

ALMA

HUAWAVE 24 ／ P14.15



/ JAN. 201716

科学研究を支えるファーウェイのソリューション

WINNERS

CERNのグリッド・コンピューティング向け
データセンター

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

　2016年4月、欧州委員会は、欧州の科学研

究において増大を続けるデータの処理に対応

するため、国境や分野を横断して科学研究

データを保存、管理、分析できるオープンで

シームレスな仮想プラットフォームの構築を目

指すEOSC（European  Open  Sc ience  

Cloud：欧州オープン・サイエンス・クラウド）イ

ニシアティブを立ち上げた。これに沿って、

CERNをはじめとする欧州の10の主要研究機

関の主導によりハイブリッド・クラウド・プラット

フォームの実現に向けて世界各国のICT企業

との産学連携を進める『ヘリックス・ネビュラ・

サイエンス・クラウド』プロジェクトが、開発段

階の技術を実用化に向けて調達するP C P

（Pre-Commercial Procurement：商用化

前調達）を実施。11月に、ファーウェイとドイ

ツ・テレコム傘下のTシステムズほか数社によ

る連合事業体が設計段階のパートナーのひと

つに選ばれ、Tシステムズとファーウェイがドイ

ツで運営する『オープン・テレコム・クラウド』を

ベースとしたハイブリッド・クラウドの開発を進

めることが決定した。CERNとTシステムズはす

でにOpenStackベースのオープン・テレコム・

クラウドの集中的な評価を行い、同サービスが

科学研究に必要な大容量データを扱うハイパ

フォーマンス・コンピューティング性能を十分

に備えていることを確認している。

　スイスに本部を置く世界最大の素粒子物理学研究機関CERN

（European Organization for Nuclear Research：欧州原子核研

究機構）では、LHC（Large Hadron Collider：大型ハドロン衝突型加

速器）により、「神の粒子」と呼ばれるヒッグス粒子の発見をはじめとす

る数々の大規模な実験プロジェクトが行われている。LHCで生成され

る年間50PBにも上る実験データを処理するため、CERNはWLCG

（Worldwide LHC Computing Grid：世界規模のLHCコンピューティン

グ・グリッド）を構築している。WLCGはCERNが運用するデータセン

ター（Tier-0）、世界各国に設置された13のデータセンター（Tier-1）、

各国の大学や研究機関（Tier-2）、学部や研究者個人（Tier-3）の4層

のコンピューティング・リソースからなり、Tier-0のデータセンターは

その中核としてLHCから得られるローデータの保存と分配を担う。

　ファーウェイは、CERNが最先端のICT活用のために企業とのコラボ

レーションを進めているCERNオープンラボを通じて、UDS（Univer-

sal Distributed Storage：汎用分散ストレージ）クラウド・ストレー

ジ・システムを開発。2012年にWLCG Tier-0のCERNデータセンター

に導入され、その高い拡張性、信頼性、互換性が実証されている。

　カリフォルニア大学の複数のキャンパスと、同大学と提携する3つの米国国立研究所が参画

するUC-HiPACC（The University of California High-Performance Astro Computing-

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）では、天文学、天

体物理学、コンピューター科学分野の研究者が宇宙のしくみに関する数理モデルの開発や検

証を行ってきた（現在は資金中断のため研究活動を停止中）。同センターでは計算宇宙物理

学が要するハイパフォーマンス・コンピューティングのクラウド化を早くから進め、学内にスー

パーコンピューター『Hyades』を設置。Hyadesではファーウェイのソリューションを採用した

1PBのプライベート・クラウドにより、データのアーカイブと共有を実現している。

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

欧州の『ヘリックス・ネビュラ・
サイエンス・クラウド』
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お客様志向をコア・バリューとするファーウェイにとって、ビジネスのあらゆる側面

で重要なのが「品質」です。ファーウェイ創業者兼CEOの任正非（レン・ジェン

フェイ）は品質の重要性を繰り返し説き、製品・サービス・デリバリーの品質を向

上することはもちろん、品質へのこだわりを企業文化とすることが必要だとしてい

ます。とりわけ日本とドイツの品質文化に学ぶべきだとの考えから、2015年、日本・

ドイツ・中国の3か所に品質向上の取り組みの中核を担うCOE（Center of  

Expertise：専門知識センター）を設置しました。今号のHuaWaveでは、同セン

ターの役割のほか、品質の向上と品質文化の醸成を目指すファーウェイのさまざ

まな取り組みをご紹介します。

サービスの品質を着実に向上させてきた
ことが、ファーウェイのこれまでの成長を
支えてきたバックボーンとなっています。
　しかし、個々のプロセスを寄せ集めた
だけの管理では、お客様とエンド・ユー
ザーに価値をもたらす真の品質を追求
することはできません。2015年、社内に
向けたスピーチで任は「品質はファー
ウェイの命だ」と述べ、製品、技術、エン
ジニアリングといった個別の領域にとど
まらず、企業活動のすべてに関わる広範
な概念として品質をとらえたうえで、「品質
文化」を醸成することが課題であると強調
しました。この方針に沿って、ファーウェ
イは品質管理をさらに次のレベルへと進
化させ、企業経営のあらゆる側面に品質
の概念を浸透させるべく、「『ファーウェイ』
をICT業界における“高品質”の代名詞に」
という新たな品質目標を打ち立て、各国
での取り組みを進めています。

　品質文化の醸成において任が特に重
視するのが、日本とドイツの品質文化
です。「細かいことをコツコツとこなす姿
勢こそが、ドイツと日本の品質科学を
生んだ。このような文化がなければ、
この両国で精密機械製造業がこれほど
育つことはなかっただろう」と述べ、
ファーウェイにも「匠の精神」を根づかせ
ることを提唱しています。
　ファーウェイの品質管理改革をリードす
るよう期待されたファーウェイ・ジャパンは、

全世界のファーウェイ・オフィスに先駆け
て、2015年に国際標準化機構（ISO）が
定める品質マネジメント・システムの国際
規格ISO9001／JIS Q 9001の認証を取
得しました。これは、顧客の要求事項と
法的・公的規制要求事項を満たす製品・
サービスの継続的な供給に必要な品質
管理システムを備えているかどうか、また
それを適切に実施できているかどうかを
チェックするための規格です。認証を取
得したこと自体だけでなく、取得の過程
で関係する日中の社員がともにあらため
て社内のプロセスを見直し、品質への意
識を高めたという点でも意義ある取り組
みとなりました。これにならい、その後各
国のオフィスでもISO9001の取得が進め
られ、現在30か国以上の現地法人で取
得が完了しています。

　高いレベルの品質が求められる日本市
場では、これまでにも製品やサービスの
品質向上を強化する取り組みを独自に
行ってきました。そのひとつが2014年に
錦糸町オフィスに設立された、JVL（Joint 

Validation Lab：共同検証ラボ）です。お
客様の要求をよりよく満たすことを目的
に、通信事業者向けネットワーク製品の
検証テストを本社だけでなく日本国内で、
お客様やパートナー企業と共同で実際の
使用状況を想定したシミュレーション環
境において実施するほか、お客様との

技術交流や製品デモ、自社およびパート
ナー企業向けのトレーニングなども行っ
ています。
　このほか、製品の実機によってネット
ワーク環境を構築し、デリバリーとサー
ビスのソリューション開発、社員および
パートナー企業のエンジニアに対するト
レーニングを行うラボも開設しています。
こうした取り組みは、お客様とエンド・
ユーザーのニーズを深く理解し、それを的
確かつ迅速に製品やサービスに反映する
という品質向上の土台を担っています。

　製品やサービスを超えて、企業経営
全般に品質向上を拡張・深化させること
を目指し、現在、ドイツ、中国とともに日
本で品質COEの機能を果たしているの
が、JVL内に設けられた品質向上チーム
です。日本国内の大手企業で品質管理
分野において長年の経験を積んできた
エキスパートが、日本の品質文化を
ファーウェイ全体に啓蒙することをミッ
ションに、社外の専門家とも連携しなが
らレクチャーや現場指導などを各地で

実施しています。
　品質向上チームに所属するシニアク
オリティエンジニアの小室伊作は、日本
の電機メーカーで30年以上品質管理に
携わってきた経験を活かし、年間20回ほ
ど深圳本社で講義するほか、品質保証
部門での現場指導やメンタリングも行っ
ています。こうした取り組みの成果につ
いて、小室は「講義の参加者からの反
響は大きく、講義後も社内のオンライン・
コミュニティで議論が続いたりすることも
あり、意識改革という点では手ごたえを
感じます。今後は日本から学んだ知見を
現地で推進してくれるキーパーソンを増
やしていき、点から面へと拡大していくこ
とが課題です」と述べます。

　品質COEの活動の一環として、ファー
ウェイは社外からも専門家を招き、コン
サルティングやトレーニングにご協力をい
ただいています。NECで長くソフトウェア
開発に従事し、日本品質管理学会理事
や日本信頼性学会副会長なども歴任さ
れた株式会社プロセスネットワーク 代表
取締役社長 金子龍三氏も、品質管理の
スペシャリストとしてファーウェイに知見
を共有してくださっているアドバイザー
のひとりです。
　金子氏もこれまで本社での講義を数
回実施し、昨年は日本オフィスでもデリ
バリー＆サービス部の社員を対象に
ワークショップを行いました。日本と中
国の歴史や思想をひもときながら、両
国の品質文化の違いに焦点を当てた金
子氏の講義は、ファーウェイ独自の品
質文化の確立に向けた道筋を探るうえ
で重要な示唆をもたらしてくれます。金
子氏は「稲作や木造建築、日本刀といっ
た日本の伝統に根差した品質への考え
方は、中国人社員には新鮮に響くようで
す。同時に、中国には古代から優れた

マネジメント思想がある。一方、ドイツ
やアメリカの手法からもまた違った視点
を得ることができます。品質管理へのさ
まざまなアプローチについて講義してい
ると、それぞれのよさを学ぼうという
ファーウェイの強い意志を感じます」と
語ります。
　重要なのは、こうして集積した知識を
実践に変えられるかどうかだと金子氏は
強調します。「品質管理の究極の目的は、
ファーウェイもコア・バリューとして掲げ
る『お客様志向』――お客様のニーズを絶え間ない品質向上を

企業文化に

満たすだけではなく、価値を生み出し、
感動していただくこと――にあります。こ
れを徹底的に追求するためにも、経営者
から現場まで、知行合一によってファー
ウェイならではの真の品質文化をしっか
りと浸透させていってほしいと思います」
　ファーウェイは今後も、ICT業界にお
ける“高品質”の代名詞になるという目標
に向け、品質へのこだわりを経営理念か
ら現場の実践まで企業活動のすべてに
根付かせた品質管理システムの構築に
尽力してまいります。

『ファーウェイ』を
ICT業界における
“高品質”の代名詞に

　ファーウェイでは標準化されたプロセ
スを基盤として一貫した品質の製品と
サービスを提供するプロセス・ベースの
組織を確立することを目指し、1997年か
らIBMやアクセンチュアといったグロー
バルな専門企業によるコンサルティン
グを受け、研究開発、顧客関係管理、
サプライチェーン管理から、人事や財務
などのバックオフィス機能にいたるまで、
徹底したプロセス化を進めてきました。
このようなプロセスに基づいたオペレー
ションを通じ、製品・ソリューション・

-ファーウェイの取り組み-
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サービスの品質を着実に向上させてきた
ことが、ファーウェイのこれまでの成長を
支えてきたバックボーンとなっています。
　しかし、個々のプロセスを寄せ集めた
だけの管理では、お客様とエンド・ユー
ザーに価値をもたらす真の品質を追求
することはできません。2015年、社内に
向けたスピーチで任は「品質はファー
ウェイの命だ」と述べ、製品、技術、エン
ジニアリングといった個別の領域にとど
まらず、企業活動のすべてに関わる広範
な概念として品質をとらえたうえで、「品質
文化」を醸成することが課題であると強調
しました。この方針に沿って、ファーウェ
イは品質管理をさらに次のレベルへと進
化させ、企業経営のあらゆる側面に品質
の概念を浸透させるべく、「『ファーウェイ』
をICT業界における“高品質”の代名詞に」
という新たな品質目標を打ち立て、各国
での取り組みを進めています。

　品質文化の醸成において任が特に重
視するのが、日本とドイツの品質文化
です。「細かいことをコツコツとこなす姿
勢こそが、ドイツと日本の品質科学を
生んだ。このような文化がなければ、
この両国で精密機械製造業がこれほど
育つことはなかっただろう」と述べ、
ファーウェイにも「匠の精神」を根づかせ
ることを提唱しています。
　ファーウェイの品質管理改革をリードす
るよう期待されたファーウェイ・ジャパンは、

全世界のファーウェイ・オフィスに先駆け
て、2015年に国際標準化機構（ISO）が
定める品質マネジメント・システムの国際
規格ISO9001／JIS Q 9001の認証を取
得しました。これは、顧客の要求事項と
法的・公的規制要求事項を満たす製品・
サービスの継続的な供給に必要な品質
管理システムを備えているかどうか、また
それを適切に実施できているかどうかを
チェックするための規格です。認証を取
得したこと自体だけでなく、取得の過程
で関係する日中の社員がともにあらため
て社内のプロセスを見直し、品質への意
識を高めたという点でも意義ある取り組
みとなりました。これにならい、その後各
国のオフィスでもISO9001の取得が進め
られ、現在30か国以上の現地法人で取
得が完了しています。

　高いレベルの品質が求められる日本市
場では、これまでにも製品やサービスの
品質向上を強化する取り組みを独自に
行ってきました。そのひとつが2014年に
錦糸町オフィスに設立された、JVL（Joint 

Validation Lab：共同検証ラボ）です。お
客様の要求をよりよく満たすことを目的
に、通信事業者向けネットワーク製品の
検証テストを本社だけでなく日本国内で、
お客様やパートナー企業と共同で実際の
使用状況を想定したシミュレーション環
境において実施するほか、お客様との

技術交流や製品デモ、自社およびパート
ナー企業向けのトレーニングなども行っ
ています。
　このほか、製品の実機によってネット
ワーク環境を構築し、デリバリーとサー
ビスのソリューション開発、社員および
パートナー企業のエンジニアに対するト
レーニングを行うラボも開設しています。
こうした取り組みは、お客様とエンド・
ユーザーのニーズを深く理解し、それを的
確かつ迅速に製品やサービスに反映する
という品質向上の土台を担っています。

　製品やサービスを超えて、企業経営
全般に品質向上を拡張・深化させること
を目指し、現在、ドイツ、中国とともに日
本で品質COEの機能を果たしているの
が、JVL内に設けられた品質向上チーム
です。日本国内の大手企業で品質管理
分野において長年の経験を積んできた
エキスパートが、日本の品質文化を
ファーウェイ全体に啓蒙することをミッ
ションに、社外の専門家とも連携しなが
らレクチャーや現場指導などを各地で

実施しています。
　品質向上チームに所属するシニアク
オリティエンジニアの小室伊作は、日本
の電機メーカーで30年以上品質管理に
携わってきた経験を活かし、年間20回ほ
ど深圳本社で講義するほか、品質保証
部門での現場指導やメンタリングも行っ
ています。こうした取り組みの成果につ
いて、小室は「講義の参加者からの反
響は大きく、講義後も社内のオンライン・
コミュニティで議論が続いたりすることも
あり、意識改革という点では手ごたえを
感じます。今後は日本から学んだ知見を
現地で推進してくれるキーパーソンを増
やしていき、点から面へと拡大していくこ
とが課題です」と述べます。

　品質COEの活動の一環として、ファー
ウェイは社外からも専門家を招き、コン
サルティングやトレーニングにご協力をい
ただいています。NECで長くソフトウェア
開発に従事し、日本品質管理学会理事
や日本信頼性学会副会長なども歴任さ
れた株式会社プロセスネットワーク 代表
取締役社長 金子龍三氏も、品質管理の
スペシャリストとしてファーウェイに知見
を共有してくださっているアドバイザー
のひとりです。
　金子氏もこれまで本社での講義を数
回実施し、昨年は日本オフィスでもデリ
バリー＆サービス部の社員を対象に
ワークショップを行いました。日本と中
国の歴史や思想をひもときながら、両
国の品質文化の違いに焦点を当てた金
子氏の講義は、ファーウェイ独自の品
質文化の確立に向けた道筋を探るうえ
で重要な示唆をもたらしてくれます。金
子氏は「稲作や木造建築、日本刀といっ
た日本の伝統に根差した品質への考え
方は、中国人社員には新鮮に響くようで
す。同時に、中国には古代から優れた

マネジメント思想がある。一方、ドイツ
やアメリカの手法からもまた違った視点
を得ることができます。品質管理へのさ
まざまなアプローチについて講義してい
ると、それぞれのよさを学ぼうという
ファーウェイの強い意志を感じます」と
語ります。
　重要なのは、こうして集積した知識を
実践に変えられるかどうかだと金子氏は
強調します。「品質管理の究極の目的は、
ファーウェイもコア・バリューとして掲げ
る『お客様志向』――お客様のニーズを

満たすだけではなく、価値を生み出し、
感動していただくこと――にあります。こ
れを徹底的に追求するためにも、経営者
から現場まで、知行合一によってファー
ウェイならではの真の品質文化をしっか
りと浸透させていってほしいと思います」
　ファーウェイは今後も、ICT業界にお
ける“高品質”の代名詞になるという目標
に向け、品質へのこだわりを経営理念か
ら現場の実践まで企業活動のすべてに
根付かせた品質管理システムの構築に
尽力してまいります。

社外から専門家を招き
品質への理解を深める

日本の品質文化を
世界に伝える
品質COEの役割

国内でお客様とともに
検証を行い
要求を的確・迅速に反映日本とドイツに学び

ファーウェイ独自の
品質文化を築く

深圳本社での講義。現場スタッフ向けのグループ・
セッションから、管理者向けの数十名規模のレク
チャーまで、さまざまな職責の従業員が参加し、日本
の品質文化への理解を深めている

デリバリー品質の向上のため、実機によりモデル・サ
イトを構築したラボで事前に設置作業のトレーニング
を実施

ファーウェイ・ジャパンはデリバリー＆サービス部の業
務に対しISO 9001／JIS Q 9001の認証を取得

金子氏による日本オフィスでのワークショップ。日中の品質に対する考え方の違い、ファーウェイ・ジャパンでの
品質管理の課題について、両国の社員が活発な議論を行った

　ファーウェイでは標準化されたプロセ
スを基盤として一貫した品質の製品と
サービスを提供するプロセス・ベースの
組織を確立することを目指し、1997年か
らIBMやアクセンチュアといったグロー
バルな専門企業によるコンサルティン
グを受け、研究開発、顧客関係管理、
サプライチェーン管理から、人事や財務
などのバックオフィス機能にいたるまで、
徹底したプロセス化を進めてきました。
このようなプロセスに基づいたオペレー
ションを通じ、製品・ソリューション・

コンシューマー向け端末製品においても、ファーウェイは
2万項目以上にわたる厳しい品質テストを実施しています。

あらゆる環境で快適にお使いいただくために
～ 端末製品の品質テスト ～

その他にも、ON／OFFテスト、SIM挿抜テスト、イヤホンジャック挿抜テスト、曲げテスト、回転
落下テスト、防塵テスト、高温・高湿テストなどを通じて徹底的な品質管理を行い、どんな利用
環境でも快適にお使いいただける製品を提供するよう努力を続けています。
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約20万回の
ボタン押しテスト

25kgの負荷を

約2,000回
かけるテスト

約80万回の
スクリーン・タッチ・テスト

約1万回の
USB挿抜テスト

JQA-QMA15169
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日本で初開催 モバイル・ブロードバンドの未来を創造する
グローバル・モバイル・

ブロードバンド・フォーラム2016

2016年11月24～25日、幕張メッセにおいて『グ
ローバル・モバイル・ブロードバンド・フォーラム
2016』を開催しました。GSMAとGTIを協力パート
ナーに、これまでノルウェー、ドイツ、カナダ、英国、
中国の6都市で開催し、多くの通信事業者や産業
パートナーの皆様にご参加いただき、高い評価を
受けてきた同フォーラム。7回目となる今回は初の
日本での開催となり、国内および世界各地の通信
事業者のほか、垂直産業、標準化団体、業界団体
などから各界を代表する1,500人以上をお招きし
たほか、初めての試みとして2日目は一般の来場者
にも公開し、より活発な異業種交流を図りました。

「TechCity 2.0の持続的イノベーションに向けて」と題
したパネル・ディスカッションには、ソフトバンク モバイ
ル技術本部ネットワーク企画統括部 統括部長　北原
秀文氏のほか、BTグループ コンバージド・ネットワー
ク＆イノベーション・ディレクター マンソー・ハニーフ
（Mansoor Hanif）氏、TDCグループ モバイル＆テク
ノロジー担当バイス・プレジデント イェスパー・オル
デンブルク（Jesper Oldenburg）氏、TELUS CTO イ
ブラヒム・ギデオン（Ibrahim Gideon）氏、ファーウェ
イ ワイヤレス・ネットワークCMO　周躍峰（ピーター・
ジョウ）が、MBBで“つながった”都市の未来について
議論した

会期中ファーウェイは、コア網をクラウド化する『Cloud
Edge』、無線アクセス網をクラウド化する『CloudRAN』、
無線インターフェースをクラウド化する『CloudAir』に
よって移動体通信網の完全なクラウド化を実現する統
合ソリューション『ERA』を発表。CloudRANエリアでは、
同ソリューションを中心に新たなネットワーク・アーキテ
クチャへの進化のプロセスを展示

5G技術のライブ・デモのほか、VR（仮想現実）や自動運転など5Gアプリケーションの
可能性を体験できるエリア

MBBを活用した産業エコシステムに関わるさま
ざまな業界の企業が技術を展示

新世代の屋内モバイル・ブロードバンド・ソリューション
『LampSite 3.0』（上段左）、モバイルを活用して家庭向けブ
ロードバンドの可能性を広げるWTTx ソリューション（上段
右）のほか、自動車の運転支援システム、スマート・パーキン
グやスマート・メーターなどのNB-IoTの活用事例も紹介

パートナー展示エリア

世界のMBB産業の
今後を探る22の基調講演

3,500㎡の展示エリアで
MBBの未来を拓く技術を紹介

Massive MIMOやNB-IoT、
5G・LTEデュアル接続の
デモを披露

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

■ CloudRANエリア11 ■ 4.5Gエリア12

■ 5Gエリア13

　フォーラムでは、モバイル・ブロードバン
ド（MBB）に関わるさまざまな業界からス
ピーカーを迎え、MBBの未来を探る22の
基調講演を実施しました。ファーウェイ
からは輪番CEO兼取締役副会長 胡厚崑
（ケン・フー）による開会のあいさつのほか、

専務取締役兼プロダクト・ソリューション
担当プレジデント 丁耘（ライアン・ディン）
が5Gへの取り組みについて、ワイヤレス・
ソリューション担当プレジデント 鄧泰華
（エドワード・デン）がオール・クラウド化時
代のMBBビジョンについて講演。GSMA 

事務局長のマッツ・グランリッド（Mats 

Granryd）氏、GTI 議長のクレイグ・エー
ルリッヒ（Craig Ehrlich）氏、BTグループ 

モバイル & ITセクション マネージング・
ディレクター兼EE CTIO フォーティス・カ
ロニス（F o t i s  K a r o n i s）氏（■）、
Orange 無線ネットワーク担当シニア・
バイス・プレジデント アルノー・ヴァンパリ
（Arnaud Vamparys）氏（■）といった通
信業界からのスピーカーのみならず、
CNN チーフ・プロダクト・オフィサー ア
レックス・ウェレン（Alex Wellen）氏（■）、

Mastercard日本地区社長 ナンダン・
マー（Nandan Mer）氏（■）など、多様
な産業のリーダーが各業界における
MBBの可能性について知見を共有しま
した。
　また、コネクテッド・カーやロボティクス
などの異業種間協業、モバイルIoT、 5G、
4.5G、 オール・クラウド化コア・ネットワー
クをテーマとした5つのサミットも開催。
各分野のエキスパートが一堂に会し、白
熱した討論を行いました。

　3,500㎡に及ぶ展示会場では、Cloud

RANエリア（■）、4.5Gエリア（■）、5G

エリア（■）の3つのエリアでMBBの未来
を拓くファーウェイの製品・ソリューシン
の数々を展示したほか、ソフトバンク、中
国移動、クーカ（■）、安川電機、ABB、

ボッシュ、東芝、村田製作所（■）、ローム、
アルプス電気、大日本印刷、DJI、トヨタ
自動車、CNNなどの企業が、通信から
IoT、ロボティクス、自動運転、動画サー
ビスにまで多岐にわたる技術を紹介し
ました。

　展示に加え、会場ではMBBの未来を
実感していただける技術デモも実施しま
した。そのひとつが、5Gの有力な要素技
術のひとつであるMassive MIMOの屋外
フィールド・デモです。同デモではソフト
バンク・グループのWireless City Plan-

ning（WCP）が保有する2.5GHzのTDD

（AXGP）商用ネットワーク上で20MHzの
周波数帯を利用し、最大620Mbps／セ
ルのスループットを達成したほか、平均

でも混雑時でLTEの10倍に相当する400

Mbps／セルを実現しました。
　また、エンド・ツー・エンドのNB-IoTソ
リューションを活用してスマート管理を
実現したパーキング・サービスも日本で
初めて披露。センサーとNB-IoT対応の
通信モジュールを搭載した車両検知器
を設置した駐車場で、リアルタイムで駐
車スペースの利用状況を把握し、スマー
トフォン・アプリを利用して駐車場の検
索、予約、支払いを行う様子を紹介し
ました。
　さらに、新たな『CloudRAN』ソリュー
ションにより5GとLTEの2つの移動体通
信システムを同時に利用したライブ・デモ
では、シングル・ユーザーで最大21Gbps

のスループットを達成し、既存のLTEネッ
トワーク上で5G向け無線インターフェー
スである5G New Radio（NR）の迅速な
展開を進める可能性を示しました。

1

2

3

4

11 12

15

13

14

開催地である日本からも、ソフトバンク代表取締役社長兼CEO 宮内謙氏（■）、NTTドコモ 執行役員 R&Dイノベー
ション本部 R&D戦略部長 中村寛氏（■）、ソニー 執行役員 コーポレートエグゼクティブ 島田啓一郎氏（■）、東芝 
執行役常務兼インダストリアルICTソリューション社 副社長 下辻成佳氏（■）、安川電機代表取締役会長 津田純嗣
氏（■）、慶應義塾大学 環境情報学部長・教授 村井純氏（■）が登壇

5
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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」
EC  China

さらなる強化が見込まれている。

　こうした阿里巴巴の動きに対し、ライ
バルの京東は無人倉庫や配送ロボット、
配送用ドローンの開発に力を入れ、国内
の各地へのより迅速な配送を実現しよう
としている。
　2016年10月に京東は、自動運搬車
やロボットアームを活用した無人倉庫
『京東智慧倉庫』を公開した。これによ
り長時間にわたる連続作業ができるよう
になったほか、人の手に比べて作業速度
が6倍向上し、保管の効率化も飛躍的に
向上した。敷地面積3万㎡のこの無人倉
庫を、2017年末～2018年には完成させ
るという。
　また、2016年6月には江蘇省の農村で
ドローンによるテスト配送を行い、これま
でに4つの省で飛行許可を受けている。
ドローンが持ち運べる製品の可載重量
は最大30kg、飛行距離は30km程度。
双十一にもドローンでの配送をテスト
的に実施したが、通常の配送業務への
導入はこれからだ。京東はロボットやド
ローンのほか自動運転車による配送も視
野に入れるという発言をしており、今後
の展開が期待される。
　主にソフトで改善する阿里巴巴と、
ハードで改善する京東。アピールする方
向こそ違えど、IoTを活用することで中国
の配送は進化を続け、衰えることなく拡
大するECを支えていくだろう。

宅配会社の配送車／配送スタッフの場
所や状況をシステムに随時アップ。❷ビッ
グデータ分析により、配送依頼された荷
物を配送拠点となる倉庫まで最も早く届
けられる配送スタッフを、宅配会社の違
いという垣根を越えて特定、依頼。❸倉庫
から次の拠点までの運送ができる、至近
かつ手が空いている配送スタッフを特定
して依頼、ここでも宅配会社は問わない。
　このシステムにより特定の宅配会社へ
の依頼の偏りをなくし、最速の配達を実
現できる。阿里巴巴の天猫で買い物をす
ると、どこの配送会社を利用するかを考
える必要はなく、最適な配送会社から配
送が行われるわけだ。
　また、越境ECのニーズが高まりを見せ
る中、菜鳥網絡は海外配送用の倉庫も
カバーし、世界各国の配送業者と連携、
海外にもネットワークを構築する。日本
では日本通運と提携し、日本通運は天猫
の越境ECサイト『天猫国際』で購入され
た日本の商品の日本における保管と輸送
業務を取り扱う。これにより低コスト化を
実現するとともに、小包が中国に到着す
る前からトラッキングできるようになった。
　2016年の双十一では、菜鳥網絡は11

月15日までに全体の注文の9割にあたる
6億5,700万個の小包を配送し、前年
よりも宅配量が増加したにもかかわらず、
購入者の手元には平均で15時間早く
商品が届いたと発表した。菜鳥網絡のビ
ジネスはいままでにない取り組みであり、
まだ事業としては赤字だが、ECを支える
必要不可欠な社会インフラとして、今後

ブランドのひとつだ）、白が基調のシンプ
ルなデザインのスマート家電を続 と々発
表している。炊飯器やロボット掃除機
やコンセントなどを手がけているものの、
1社だけではやはりラインナップに限り
がある。

　このように一般消費者が利用するIoTと
しては、スマート家電が最も身近な存在
ではある。一方、阿里巴巴はECサイトを
支える縁の下の力持ちとして物流にもIoT

を大いに活用している。一般消費者の気
づかぬ形としてIoTを利用しているのだ。
　阿里巴巴グループには、『中国智能物
流骨干網（中国スマート物流基幹ネット
ワーク、略称：CSN）』というプロジェクト
名でスタートした菜鳥網絡（ツァイニャ
オ・ワンルオ）という物流会社がある。同
社は物流会社ではあるが、倉庫もトラッ
クも持たない。あるのはスマートな配送シ
ステムだ。
　EC市場が膨らみ続ける中で、特に11

月11日（双十一、シングルデー：オンラ
イン・ショッピングの日）などの商戦期に
問題になっていたのが物流だった。申通
（シェントン）、圓通（ユェントン）、中通
（ジョントン）、韻達（ユンダー）といった
定番の宅配会社でもさばききれず、
各宅配会社で処理しきれない宅配物が
山積みとなっている光景が、この時期に
なるとよく報道されていた。こうした問題
に対し、菜鳥網絡は規模の大小を問わ
ず宅配会社や倉庫と提携。IoTとビッグ
データとクラウドを活用し、各提携会社
の全拠点の状況を把握して偏った配送集
中を自動で是正し、すばやく配送できる
宅配自動割り振りシステムを実現した。
　その詳細については具体的に公開さ
れていないが、さまざまな情報を統合
し類推すると、❶倉庫会社の稼働率や

のECサイト『天猫（ティエンマオ、Tモー
ル）』では、それぞれが自社スマート家電
プラットフォームに対応した白物家電
（炊飯器、電子レンジ、洗濯機など）や住
設（照明器具、コンセント、蛇口など）や
血圧計などの医療機器を販売しており、
ベンチャー企業からパナソニックやハイ
アールといった大手企業まで、規模を問
わずメーカーがスマート家電をパイロッ
ト的にリリースしている。
　小米のスマート家電へのアプローチ
はこれとは異なる。小米といえばスマー
トフォンだが、この1年はシェアを落とし
OPPO（オッポ）やVIVO（ヴィーヴォ）
といった新興メーカーの後塵を拝して
いる。そのような逆境の中で、小米は同
社製スマートフォンとアプリを柱とした
スマート家電を自社で開発し販売して
いる。小米は家電業界の無印良品を目
指す、としばしば宣言しており（無印良
品は中国で成功している数少ない日本

の普及に力を入れている影響が大きい。
3社それぞれがスマート家電製品を通し
て自社の陣営にユーザーを取り込み、
クラウド・サービスを利用してもらおうと
しているのだ。3社はいずれもインター
ネットの普及を背景に成長したブランド
でもあり、彼らが注力することで、イン
ターネット・ユーザーのスマート家電利
用が促進されつつある。

　中でも力を入れているのはECの京東。
同社は『京東微聯（ジンドン・ウェイ
リェン）』というアプリひとつで、対応す
る複数メーカーのスマート家電をすべて
コントロールできるようにしている。一方、
京東と真正面からぶつかる阿里巴巴は、
アプリではなく同社クラウドを活用でき
るスマート家電の開発プラットフォーム
を提供する。
　両社はいずれもクラウドの提供、開発
のサポート、開発後の各ECサイトでの出
品サポートにより、迅速なスマート家電
のリリースを実現している。家電メーカー
側からすれば、製品の開発・販売のハー
ドルが下がったことで、既存製品を容易
にスマート家電化し、製品ラインナップ
を増やすことができる。京東や、阿里巴巴

　IoTは中国語では「物がつながるインター
ネット」という意味で「物聯網」と呼ぶ。IoT

の車版ことIoV（Internet of Vehicle）
は「車聯網」で、こちらは「車がつながる
インターネット」。中国人から見れば（日
本人から見ても？）、IoTやIoVよりもわか
りやすく表現されているといえよう。
　中国人にとって最も身近なIoTというと、
スマート家電がまず挙げられる。これは、
京東（ジンドン、JD）、阿里巴巴（アリババ）、
小米（シャオミ）の3社がスマート家電

つながった家電、つながった物流
ICTでスマート化する中国のEC

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、スマート家電の販売に力を入れ、配送にもIoTを活用する
中国の“つながった”ECについてご紹介します。

NNA所属。
中国を拠点とし、中国・アジアのIT事情を
現地ならではの視点から取材・執筆。IT系
メディアやトレンド系メディアなど連載多
数。著書に『中国のインターネット史 ワー
ルドワイドウェブからの独立』（星海社新
書）、『新しい中国人 ネットで団結する若者
たち』（ソフトバンク新書）などがある。

山谷剛史
やまや たけし

身近なIoT「スマート家電」から
クラウド・サービスへ誘導

メーカーと協業する京東、阿里巴巴
自社開発に注力する小米

阿里巴巴のECを支える
菜鳥網絡のスマート物流

ロボットやドローン、自動運転で
効率化を図る京東

京東は無人倉庫（左）やドローン（右）などハード面から配送をスマート化

小米のスマート炊飯器。スマートフォンから炊飯予約が
できるほか、米の産地や種類、ユーザーの好みにあわ
せて2,000種類以上の炊き方から自動で選択してくれる
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A. ファーウェイ・マレーシアは南太平洋
地区の地域本部の役割を果たしており、
マレーシアのほか、シンガポール、フィリ
ピン、インドネシア、オーストラリア、ニュー
ジーランド、パプア・ニューギニアの7地
域を統括しています。また、マレーシアに
はファーウェイのグローバルのバックオ
フィス機能を統括するサービス共有セン
ターがあり、財務、人事、テクニカル・サー
ビスなど機能ごとに設置された11のセン
ターが各国オフィスの業務をサポートし
ています。さらに、2012年に開設したグ
ローバル・トレーニング・センターは、
ファーウェイにとって中国国外初、アジア
太平洋地域最大規模のもので、社員、パー
トナー、お客様、学生などを対象に年間
2万人にトレーニングを提供しています。

A. マレーシアは早くからICTを国家の成
長戦略の中核としており、1996年には
『MSC（Multimedia Super Corridor）
マレーシア』という特区をクアラルンプー
ル周辺に設置し、アジアの国際ICTハブ
となることを目指して開発を進めてきまし
た。MSCでは税制や雇用面での規制緩
和、高速インターネット環境の整備など
によって多くのICT企業を誘致しており、
ファーウェイも2001年のマレーシア・オ
フィス開設と同時に優遇措置を受けられ
るMSCステータスを取得しています。以
来15年間、ファーウェイ・マレーシアは
国内のすべての主要通信事業者をお客
様とし、マレーシア初の3G、4Gネット
ワークの実現など多くのマイルストーン
を達成してきたほか、150社を超える現
地企業とのパートナーシップを通じてマ
レーシアのICT産業の発展を牽引してき
ました。また、技術政策や成長戦略に

関する諮問委員、人材育成やスマート・
キャンパス開発に関する高等教育省の
アドバイザーを務めるなど、マレーシア
政府とも緊密に協力し、国家ICT戦略の
実現を支援しています。

A. マレーシアはスマートフォン普及率
が120％ときわめて高く、マレーシア生
まれの配車アプリ『Grab』をはじめシェ
アリング・エコノミー型サービスの利用
も進んでおり、スマートフォンは人々の
生活に欠かせないものになっています。
競争の激しい市場ですが、ファーウェ
イは市場の成長とともに認知度と売上
を拡大し、2016年には市場シェア2位
となりました。昨年世界各国で好評を
博した『HUAWEI P9』シリーズは、マ
レーシアでは発売からわずか4か月で販
売台数10万台を達成しており、世界で
3番目に売上の高い国となっています。
幅広い価格帯の需要がある市場で、
ファーウェイはハイエンド・ブランドとし
ての地位を確立しつつあります。

A. はい。2015年、大規模な都市開発が
進むイスカンダル開発地域に、国内初の
地域データ・ホスティング・センター『アジ
ア太平洋デジタル・クラウド・エクスチェン
ジ』をオープンしました。同センターは、音
楽、ゲーム、動画、APIなどのデジタル・
コンテンツを集約し、世界各国の通信事
業者が自社サービスに活用できるように
するもので、現在20万点以上のデジタル・
コンテンツを有し、全世界の2,000以上の
パートナー企業にご利用いただいていま
す。マレーシアで人気のムスリム向けアニ
メ『ウピンとイピン（Upin & Ipin）』が国外
に広く配信されるなど、国内のデジタル・
コンテンツ・プロバイダーがグローバル市
場へとリーチを広げるための重要なプラッ
トフォームとなっています。

A. 昨年10月、クアラルンプールにCSIC

（Customer Solution Integration and 

Innovation Experience Center：カスタ
マー・ソリューション統合イノベーション
体験センター）をオープンしました。約
1,200㎡のフロアに、ファーウェイが世界
各地のさまざまな業界で提供する120以
上のソリューションやサービス事例を体
験できる展示スペースを設け、お客様や
パートナーの皆様はここで自社技術や
サービスの設計やテスト、新たなビジネ
スモデルの検証などを行うことができま
す。CSICをアジア太平洋地域のICTイノ
ベーションのハブとすることで、オープン
な産業エコシステムを構築し、マレーシア
のデジタル変革の推進に貢献することを
目指しています。また、国内の大学や高
等専門学校の学生を対象としたICTト
レーニングやワークショップも同センター
で開催していく計画です。

A. その通りです。国内の主要な大学で学
生向けICTトレーニング・プログラムや奨学
金プログラムを実施しているほか、MSC

を統括する政府機関MDeC（Malaysia 

Digital Economy Corporation）との提
携のもと、2011年からの5年間で1万人
の学生と教師にICTトレーニングを提供
してきました。2013年にはこうした継続
的な努力が評価され、同機関からICT産
業への貢献と人材育成の取り組みに対
して表彰を受けました。
　また、人口3,000万人の国で2,500名
の従業員を擁するファーウェイ・マレー
シアは、雇用の創出にも寄与していま
す。前述のサービス共有センターでは
国内にいながらファーウェイのグローバ
ルなビジネス・サポート業務に携わるこ
とができます。そこでの実績を買われて

世界1 7 0か国以上で事業を展開する
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。

アジア太平洋地域のデジタル変革を推進

国外のオフィスに赴任する機会を得る社
員もおり、グローバルに活躍できる人材
育成も実現しています。昨年は全国の大
学生が選ぶ就職先ランキングで初めて
100位にランクインしました。

アジア各国へのアクセスがよく、各地か
ら人材や情報が集まるマレーシアは、政
府が目指す通り、国際ICTハブとしての
大きな可能性を持っています。ファー
ウェイは今後も国内のICTの発展を支え
ていくことはもちろん、各国のイノベー
ションを集積することで、マレーシアをア
ジア太平洋地域のデジタル変革の触媒
とするべく尽力してまいります。

Q. マレーシア・オフィスはファー
ウェイにとって重要な地域ハブと
なっていますね。

Q. 国内ではどのように事業を
成長させてきたのですか。

Q. 端末事業はどうですか。

Q. 近年はクラウド分野でも大きな
成果を上げています。

Q. 新たに開設した体験センターに
ついて教えてください。

Q. 人材開発にも
力を入れているのですね。

Q. 昨年15周年を迎えましたが、
これからの抱負を聞かせてください。

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

2001年
クアラルンプール本部のほか国内各地に拠点を有する
約2,500名、うち75％が現地採用（2016年11月現在）

：
：
：

ファーウェイ・マレーシア

マレーシアの通信事情

ファーウェイ・マレーシア

ファーウェイ・マレーシア　渉外・広報本部ディレクター
李穎穎（リ・インイン）

今回登場するのは…

固定電話加入者数・普及率 ： 439万人・14.3％
携帯電話加入者数・普及率 ： 4.411万人・143.9％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 71.1％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 274万人・9.0％（ITU調べ、2015年現在）
主要通信事業者 ： テレコム・マレーシア、マクシス（Maxis）、セルコム（Celcom）、
ディジ（DiGi）

中国・杭州市出身で、英国の大学を卒業後、2006年にファーウェイ
UKに入社。当初のUKオフィスは設立5年目で規模も小さく、会社
の知名度も低かったが、母国の企業の成長をともに経験したいとい
う想いから、広報部でのキャリアをスタートする。2013年にマレー
シアに移住し、同国オフィスに勤務。成熟した英国市場とは異なる
新興国市場で、業界のリーダー、政府のアドバイザーとしてファー
ウェイのプレゼンスを高めることにやりがいを感じている。

こうしゅうし

マレーシア

1

2

3

■端末製品ではハイエンド・ブランドとして認知度を
高めている。製品発表会も盛況 ■CSICのオープン・
セレモニーにはナジブ・ラザク首相（写真中央）やイド
リス・ジュソ高等教育大臣（左端）も列席。同日、
ファーウェイはICT人材育成とスマート・キャンパス化
に関する高等教育省のアドバイザーにも任命された
■2015年には国内4つの工科大学と職業教育プロ
グラムを開始。ジュソ大臣（前列中央）の音頭で「上
昇」のポーズを取る参加者たち

1

2

3
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　東京のJR品川駅、東京メトロ新宿駅、名古屋の名鉄百貨
店前、大阪の阪急ビッグマン広場、福岡の西鉄天神駅において、
タッチ＆トライ イベントを開催しました。『HUAWEI P9』を使った
カメラ体験コーナー、『HUAWEI MateBook』の軽さ・薄さ体験
コーナー、タイピング体験コーナーなどを設け、駅構内を通行
するたくさんの方々に足を止めていただきました。

　11月10日～30日、東京スカイツリーで開催された『東京スカイ
ツリータウン®ドリームクリスマス2016』に協賛し、東京スカイツ
リータウン4階のスカイアリーナにタッチ＆トライができる特設ブー
スを開設しました■。初日の点灯式にはファーウェイ・プレゼンツと
してタレントの平愛梨さんが登場。ブースではスカイツリーを

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。

全国4都市5会場で開催
『HUAWEI Touch and Try Tour 2016』

スカイツリーをバックに撮影体験
『東京スカイツリータウン®ドリームクリスマス2016』

バックに『HUAWEI P9』で撮影を体験していただき、写真デー
タを記念にプレゼントしました。

　11月21日～12月18日、明治神宮外苑前のROYAL GARDEN 

CAFÉ 青山に『HUAWEI Brand Experience CAFÉ』をオー
プン■。ご来店のお客様に、色づくいちょう並木とおいしいコー
ヒーを楽しみながら製品を体験していただきました。24日に開催
されたオープン記念トークショーには、タレントの石田純一さんと
『MEN’S CLUB』戸賀編集長が登場。大人のオシャレについて
語り、ライカと共同開発した『HUAWEI P9』のダブルレンズカメ
ラの機能や『HUAWEI MateBook』のデザイン性の高さを評価
してくださいました。

　2017年1月29日まで六本木ヒルズ展望台『東京シティビュー』
で開催中の『星空のイルミネーション』に協賛。12月3～25日には
新宿・渋谷方面を見渡すスカイギャラリー3にて『ファーウェイ 

タッチ＆トライ ラウンジ』を開設しました。海抜250mの展望台か
ら一望する東京の夜景とともに、『HUAWEI P9』で夜空の星を操
れるプロジェクションマッピング、宇宙空間シミュレーターで体
験する『137億光年宇宙の旅』、全方位型『空宙プラネタリウム 

by MEGASTAR』、ウォークスルー型『3Dスカイウォーク』など、
さまざまなアトラクションで星空を満喫できる同イベント。プロ
ジェクションマッピングでは大ヒット映画『君の名は。』とのコラボ
レーションにより、映画のワンシーンが夜空の上に蘇る演出も。
タッチ＆トライ ラウンジでは『HUAWEI P9』のカメラ機能を体験

する被写体として豪華なクリスマスツリーを用意し、撮影した写
真をオリジナルフレームに入れて参加者の皆様にプレゼントしま
した。12月19日・20日には2夜連続のスペシャルライブイベント
『HUAWEI presents J-WAVE SPECIAL CHRISTMAS 

NIGHTS』も開催。音楽で冬の夜空を彩りました。

2016年12月9日発売
市場想定売価 LTEモデル：22,800円、Wi-Fiモデル：17,800円（税抜）
高精細ディスプレイと高性能オクタコアチップ、大容量バッテリーを搭載
し人気のタブレット、『HUAWEI MediaPad T2 Pro』シリーズに8インチ
モデルが登場。狭額縁設計により片手で持てるコンパクト・ボディを実現。
LTEモデルでは国内の主要な周波数帯（バンド）をカバーし、安定した快
適な通信を広いエリアで楽しめるほか、音声通話対応のSIMを使用すれ
ばスマートフォンのように通話も可能です※1。
※1　KDDIの移動体通信網を利用した音声通話には対応しておりません。

『HUAWEI 
MediaPad
T2 8 Pro』

2016年12月16日発売
市場想定売価60,800円（税抜）
ライカとの共同開発による第二世代のダブルレンズ・カメラは、1200万画
素のRGBセンサー、2000万画素のモノクロセンサーを搭載し、光学手振
れ補正、4-in-1ハイブリッド・オートフォーカス、深度計算プロセッサー
で色鮮やかな美しい写真を簡単に撮影可能。世界で初めてARMの最新
設計を採用したオクタコアCPU、オクタコアGPUと、独自の学習アルゴリ
ズムで、パフォーマンスとスピードを最大化します。20分間で1日分の急
速充電が可能な4000mAhの大容量バッテリーは、電流・電圧・温度をリ
アルタイムに監視し、安全性も確保しています。

『HUAWEI Mate 9』

2016年12月16日発売
市場想定売価
スタンダードモデル Wi-Fi：31,980円 / LTE：37,800円、
プレミアムモデル：42,800円円（税抜）
世界的なオーディオブランドであるハーマンカードンがサウンドチューニン
グを施した、「極上の音の世界」を提供するタブレット。ファーウェイ独自
のサラウンド技術との相乗効果でパワーアップしたダイナミックなサウン
ドと、2Kクリアクリスタルディスプレイに加え、プレミアムモデルには
AKGの専用イヤホンを同梱。音と映像にこだわる『MediaPad M』シリー
ズの最新モデルとして、エンターテイメント性をさらに追求しました。

『HUAWEI
MediaPad M3』

2016年12月16日発売
市場想定売価15,800円（税抜）
毎日のアクティビティ、エクササイズ、睡眠、心拍といった多様なデータ
を精確に記録し、設定した目標に合わせて効果的なアドバイスを行うス
ポーツリストバンド。どんなシーンにもフィットする洗練されたデザインで、
フェイスのデザインは6種類から選択可能。スマートフォンと連携させるこ
とで、着信やメールの通知を確認できるほか、座りっぱなし防止アラート
やバッテリー残量アラートなど、便利な機能も利用できます。

『HUAWEI FIT』

いちょう並木を楽しみながらファーウェイ製品を体験
『HUAWEI Brand Experience CAFÉ』

ツリーに、夜景に、プロジェクションマッピング
『君の名は。』ともコラボした『星空のイルミネーション』

触って、撮って、高性能を実感！ タッチ＆トライを各地で開催
昨年の11月から12月にかけて、ファーウェイのロゴや端末製品を街中のあちこちで目にしたという方も多いのでは？
スマートフォンやタブレット、ウェアラブル端末の機能や使い勝手のよさを体感していただくために、
ファーウェイは各地でタッチ＆トライ イベントを開催しました。
季節柄クリスマスツリーやイルミネーションも一緒に楽しむことができ、好評を博した各イベントの模様をお伝えします。
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2016 . 11 . 15
ソラシティカンファレンスセンターで開催さ
れた『第16回次世代ネットワーク＆サービス
コンファレンス』にて、迫田健が「NFV/SDN
から5Gまで、ファーウェイの最新動向につ
いて」と題した講演に登壇

2016 . 11 . 18
第6回パートナー交流会を開催。31社のパー
トナー企業から78名の方々にご参加いただ
き、ファーウェイの事業展開、デリバリー＆
サービスと購買の戦略を紹介したほか、貢献
度の高いパートナー企業にアワードを贈呈

2016 . 11 . 24 ～ 25
ヒルトン東京で開催された日本イーエスアイ
のユーザー交流イベント『PUCA2016 - ESI 
Users’ Forum Japan』に協賛、パートナー
企業としてファーウェイの製造業向けソ
リューションを展示

2016 . 11 . 29 ～ 12 . 2
ヒューリックホール＆ヒューリックカンファレン
スで開催された『Internet Week 2016』に協賛

2016 . 9 . 30 ～ 10 . 1
東日本大震災被災地復興支援を目的に、
経団連自然保護協会の会員企業として
2014年から協力している震災メモリアル
パーク中の浜での植樹管理に参加

2016 . 10 . 21
藤原洋記念ホールで開催された『ONIC 
JAPAN 2016』にて、ファーウェイ・ジャパン
ビジネス＆ネットワークコンサルティング
部マネージング・プリンシパル迫田健が
「ファーウェイのエンタープライズ・ソ
リューション、CloudVPN/SD-WANを中
心としたご紹介」と題した講演に登壇

2016 . 10 . 25
NHNテコラスとサーバー製品、ストレージ
製品に関する付加価値パートナー（VAP）
契約を締結

2016 . 11 . 7
東京大学本郷キャンパスで開催された
『MPLS JAPAN 2016』にて、ファーウェイ・
ジャパン マーケティング＆ソリューション
セールス本部シニアソリューションセールス
マネージャー槙島和紀が「SD-WANにおけ
るVNF利用と回線の最適化」について講演

2016 . 11 . 10
ファーウェイ本社が発行したサステナビリ
ティ・レポートに日本での取り組みの紹介を加
えた『2016サステナビリティ・ブック』を発行

　

　
　5Gに向けた技術革新を世界各地で進
めているファーウェイは、日本市場でも通
信事業者のお客様とともにその取り組み
を加速させています。
　2016年9月には、ソフトバンクおよび
Wireless City Planning（WCP）が開始
した世界初のMassive MIMO商用サービ
スを支える通信インフラを提供したことを
発表しました。Massive MIMOは、大量の
アンテナ素子と高度な空間多重技術によ
り、特に人が集中する混雑エリアにおいて
現行のネットワーク性能を格段に引き上
げ、快適な通信環境の提供を可能とする
もので、ソフトバンクとWCP、ファーウェイ
は2015年から共同で本技術の検証を行っ
てきました。
　また、11月にはNTTドコモと、4.5 GHz帯
域を使用した世界初の5G大規模フィール
ド・トライアルを実施しました。横浜市で実
施したフィールド・トライアルでは、3GPP

で規格化が進む5Gネットワーク向け無線

日本市場で5Gの実現に向けた
取り組みを推進 その他の主なニュース

2016 . 10 .  8
Polar符号を利用したチャネル符号化技術
のフィールド・トライアルを実施、下り
27Gbpsの通信速度を達成し、5Gにおける
新たなブレークスルーを実現

2016 . 10 . 10
人工知能（AI）分野の研究を専門とする
ファーウェイの研究部門ノアの方舟研究所
（Noah’s Ark Lab）とカリフォルニア大学
バークレー校が、AIの基礎研究における戦
略提携を発表

2016 . 10 . 20
ロンドンで開催された『ブロードバンド・ワー
ルド・フォーラム 2016』のブロードバンド・ア
ワードで、業界初となるファーウェイの分散
型アクセス・プラットフォーム製品『MA5800』
が「最優秀固定ブロードバンド・イノベー
ション賞」を受賞

2016 . 10 . 20
ノアの方舟研究所が、機械学習を応用した
通信トラフィック変化の自動検知と精確な
予測によってネットワーク制御の自動化を
目指す世界初の人工知能プロトタイプ
『Network Mind』の研究成果を発表

2016 . 11 . 3
米ガートナーが発表した汎用ディスク・アレ
イ部門のマジック・クアドラント2016で「リー
ダー」に位置づけられる

2016 . 11 . 18
ビル＆メリンダ・ゲイツ財団（Bill & Melinda 
Gates Foundation）によるデジタル金融
サービスでソーシャル・ インクルージョンの
促進を目指す「レベル・ワン・プロジェクト
（Level One Project）」に、最初の主要パー
トナーの1社として参加することを発表

2016 . 12 . 1
ドイツ・テレコムと、世界初E2Eの5G向け自
動ネットワーク・スライシングのデモを実施

2016 . 12 . 13
2018年平昌冬季オリンピック・パラリンピック
の公式ネットワーク・サプライヤーに選定

2016 . 9. 23
世界をリードする電子機器受託製造サービ
ス（EMS）企業フレクストロニクス・インドと
協力し、インドでスマートフォンの製造を開
始することを発表

2016 .  9 . 27
アウディ、BMWグループ、ダイムラー、エリ
クソン、インテル、ノキア、クアルコムととも
に『5Gオートモーティブ・アソシエーション
（5GAA）』を創設。自動運転など5Gの活用
におけるモビリティと安全に対する社会ニー
ズへの対応を目指す

2016 .  9 . 29
韓国KTがメトロ・パケット・オプティカル・ト
ランスポート・ネットワーク（POTN）プロジェ
クトにおいてファーウェイの100Gマルチ
サービス・オプティカル・トランスポート・ネッ
トワーク（MS-OTN）ソリューションを採用

2016 . 9 . 30
テレフォニカ・ビジネス・ソリューションととも
に、ブラジル、メキシコ、チリで、OpenStack
ベースのパブリック・クラウド・サービス『Open 
Cloud（オープン・クラウド）』と『Cloud Server
（クラウド・サーバー）』のサービスを開始

2016 . 10 .  6
世界最大のブランド・コンサルティング企業
である米インターブランドが発表した『Best 
Global Brands』で、昨年から16位順位を
上げ72位にランクイン

　

　
　2016年11月24日、幕張メッセで開催し
たグローバル・モバイル・ブロードバンド・
フォーラム2016（P20-21参照）での基調
講演において、ファーウェイ取締役副会
長兼輪番CEO胡厚崑（ケン・フー、写真）
が、バーチャルな新研究プラットフォーム
『Xラボ』の開設を発表しました。
　『Xラボ』は、動画サービス、家庭向け、
垂直産業向けの3つの分野で通信産業に
かつてない市場成長のチャンスが到来して
いることを背景に、この3分野における移動
体通信を探求するために設立された研究
プラットフォームで、個人利用時のユー
ザー体験を研究する『mラボ』、垂直産業に
重点を置く『vラボ』、家庭向けにフォーカス
した『hラボ』からなっています。『mラボ』は、
動画サービス、ライブ中継、VR／ARなど
の新たなモバイル利用シーンにおける没
入感のあるユーザー体験創出に注力しま
す。『vラボ』は、移動体通信技術を活用し
て垂直産業のデジタル変革を支援する方
策を探求します。『hラボ』は、より多くの
家庭をインターネットに接続し、ブロード
バンド接続を活用したスマート・ホームの

バーチャルな研究プラットフォーム
『Xラボ』を発表

その他の主なニュース

ニューデリーで開催された記念式典にはインド法務相
兼電子情報技術相 ラヴィ・シャンカル・プラサド氏（写
真左から5人目）も列席

実現に注力していきます。
　『Xラボ』では通信事業者、技術プロバイ
ダー、垂直産業パートナー各社にも門戸
を広げ、ともにモバイル・アプリケーション
を利用した将来のユース・ケースを探求
し、ビジネスとテクノロジーにおけるイノ
ベーションを牽引して、オープンな産業
エコシステムの構築を推進していきます。

インターフェース「5G New Radio（NR）」の
現時点での合意事項に準拠した無線イン
ターフェース・パラメータとフレーム構造を
利用して、実際の都市部での利用シーン
を想定したマクロセル環境において、平均
11.29 Gbpsの全ユーザー合計スループット
と、ユーザー・プレーンにおいて片道0.5ミリ
秒未満の超低遅延を実現しました。
　ファーウェイは今後も日本のお客様、
パートナーの皆様との協業を通じ、日本
市場での早期の5G商用化の実現を目指
して尽力してまいります。

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。

横浜市で実施したNTTドコモとの大規模フィールド・
トライアルでは、64個という多数のアンテナ素子を搭載
した基地局が、マクロセル環境で23台の受信端末と固
定および移動環境で同時に通信することに成功した

平昌冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会
（POCOG）委員長の李熙範（イ・ヒボム）氏（左）とファー
ウェイ法人向け事業グループ プレジデント兼ファー
ウェイ・ジャパン代表取締役会長 閻力大（エン・リダ）
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の来訪が思い出深いもの、感動的なも
のとなるよう、お客様一人ひとりの好み
やご希望に合わせてコンシェルジュのよ
うに滞在のお手伝いをしています。多く
のお客様は、深圳まで足を運んでいた
だける機会がそう頻繁にあるわけではあ
りませんから、できるだけ記憶に残るよ
うな体験をしていただくことを心がけて
います。

　そうですね。まずは事前の準備が肝心
です。来訪が決まったら、各国から同伴
するセールスや渉外の担当者と連絡を
取り合い、お客様のプロフィールや趣味
嗜好、誕生日や記念日、近況や特別な
ご要望などについて情報を収集し、お客
様ごとに最適なおもてなしのプランを立
てます。本社周辺のレストランや観光ス
ポットなどについても日頃からアンテナを
張って情報を仕入れ、さまざまなご要望
にお応えできるオプションを用意しておく
ようにしています。短期間の滞在中にお
客様をよく理解し、喜んでいただける方
法を考えなければならないので、細かな
ことにもすばやく気づき、クリエイティ
ブなアイデアを出せることが重要です。
また、各国のお客様に対応するので、
マナーや習慣の違いなど異文化に対す
る知識もしっかり身につけなければなり
ません。

　中国・深圳のファーウェイ本社には、世界中から日々お客様やパートナーの方々が来訪されます。ビジネスを円滑に進めると
ともに、本社での滞在がより快適で思い出に残るものとなるよう、ファーウェイはゲストのサポートを専門とするカスタマー・レ
セプション部を設置しています。

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、本社やイベントでお客様をもてなす
カスタマー・レセプション部の業務についてご紹介します。

Theme

カスタマー・レセプション

カスタマー・レセプション部の
位置づけと役割について
教えてください。

Q

具体的にはどのような業務を
行うのですか。Q

細やかな心づかいが
求められる仕事ですね。Q

印象に残っている
体験はありますか。Q

日本からのお客様を
担当した経験は？Q

人材育成の面ではどのような
取り組みをしていますか。Q

どんなところにやりがいを
感じていますか。Q

りして、スキルの向上に努めています。
イベントのための海外出張時や、私の
ように旅行好きな同僚も多いので、海外
旅行に出かけたときなどに現地での生活
を実際に体験することも、各国のお客様
を理解するのに役立っていますね。

　カスタマー・レセプションは、ファー
ウェイのお客様志向を体現する仕事
です。お客様が何を望んでいらっしゃ
るか、どんなことに困っていらっしゃる
かを理解し、ニーズに応えるだけでな
く、より感動的な体験を提供すること
が求められます。お客様に「ファー
ウェイに来てよかった」と思っていた
だけることで、会社のビジネスを陰なが
らサポートしている実感を得られるとい
うやりがいがあります。また、世界中か
らいらっしゃるお客様と直接コミュニ
ケーションできるのはとても貴重な経験
であり、学ぶことも多いです。これからも
「お客様のために価値を生み出す」とい
うファーウェイの理念を体感していただ
けるよう、“プロのおもてなし”を追求し
ていきたいと思います。

というデザインにして、ウェルカム・ボードと
して飾ったところ、とても気に入ってくださ
いました。
　いずれも特に高価なものを用意したわ
けではなく、お客様にどうしたら感動して
もらえるか頭をひねって企画したので、
喜んでいただけたときはうれしかったです。

　部内に日本語が話せるメンバーがい
るので、日本からのお客様は基本的に彼
らが対応しますが、私も一度だけ担当し
たことがあります。日本のお客様は事前
にきちんと計画を立てて訪問してくださ
るので、こちらも準備に十分な時間をか
けてより良いサービスをご提供できます。

　一部のスタッフには、海外拠点の営業
部に赴任して海外のお客様と接する経
験を積むことで、各国のお客様の傾向を
学ぶ機会を与えています。また、担当す
る地域ごとに自主的な知識共有グルー
プを作り、各国の文化や習慣について
学んだり、業務上の経験をシェアした

　アフリカからいらっしゃったお客様が、
CEOを退任される前の最後の来社が
ちょうど誕生日と重なり、バースデー・
パーティーを開くことになりました。その
方ががんを克服され、その後マラソンを始
められたことなどをお聞きしていたので、
初めてフルマラソンを走ったときのユニ
フォームを着たご本人のそっくりさん
人形をプレゼントしたところ、涙を流して
喜んでくださいました。
　また、3月の国際女性デーにヨーロッパ
から女性のCEOが来社されたときには、男
女平等をテーマにお客様をフィーチャー
したInstagram風のフォトパネルを作
り、その投稿に「いいね！」が17万、つま
りファーウェイの全社員分付いている、

　組織としては、展示会などを含めお客
様をお迎えするインターフェースを統括
する「国際会議センター」と呼ばれる部
署の一部となっています。カスタマー・
レセプション部は本社を訪れるお客様
への対応を責務としており、約90名のス
タッフがそれぞれ異なる国・地域のお客
様を担当しています。私自身は日本を含
むアジア太平洋地域、中東、アフリカか
らのお客様の担当です。

　お出迎えやキャンパス内のご案内
から、会議室や食事会の手配まで、お客
様が滞在中に快適かつ楽しい時間を過
ごしていただけるようさまざまなおもてな
しをします。海外からのお客様の中には
中国へ来るのが初めての方もいらっしゃ
るので、異国でご不便を感じないようサ
ポートするのはもちろん、ファーウェイへ

重慶市出身。2010年にファーウェイに新
卒で入社して以来、カスタマー・レセプ
ションで一貫して経験を積んできた。
今後は6年間で蓄積してきたノウハウ
をチームで共有し、人材を育てることに
も力を入れていきたいと考えている。旅
行が趣味で世界各地を旅しているが、数
年前に訪れた日本は、細部にまでこだわ
りが行き届いた質の高いおもてなしを体
験できたことでとりわけ印象に残っている
とか。

王玙
（ワン・ユウ）

カスタマー・レセプション部
シニア・アカウント・マネージャー

イベントでのおもてなし
「国際会議センター」内には、本社でお客様をお
迎えするカスタマー・レセプション部のほかにも、
毎年バルセロナで開催されるMWC（Mobile 

World Congress）をはじめ世界各国でのイ
ベント・展示会においてお客様向けにさまざま
なアレンジをする展示会部があります。会場内
の案内のほか、食事や飲み物を提供するコー
ナーの手配も同部の仕事。世界中から来場され
るお客様に、あわただしい展示会で快適な体験
をしていただけるよう、心づくしのおもてなしに
努めています。

昨年のMWCでは、ブースの入り口で各国の民族衣装に身を包んだ案内係が来場者をお出迎え。各国料理を
その場で調理する屋台や野外ビュッフェも好評を博した

お客様向けのカクテル・パーティー。「ICTによる変革」と
いうテーマを、漢字の書体の変遷をモチーフに表現した
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河南省

羅鑫（ルオ・シン）
渉外・広報本部　広報アシスタント
浙江海洋大学に在学中に交換留学で来日。修士課程修了後、日本の食品貿
易会社と越境EC運営会社のマーケティング部を経て、2016年からファーウェ
イ・ジャパンに勤務。貿易会社でフランス語圏の国と取引があったことがきっか
けでフランス語の勉強を始め、先生の紹介で知り合ったフランス人男性と昨
年末に結婚。独身の頃から外国人が入居するシェアハウスで生活していたが、
結婚を機に現在新居探しの真っ最中。

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。

ファーウェイは私利私欲なく科学者をサポートする。
論文や特許などの成果を独占するつもりはない。
ただ、「知る権利」――成果に限らず、失敗も含めた
経過を知る権利――さえあればよいのだ。

研究開発の体制強化について述べたこのスピーチで、任は「研究開発におい
ては、失敗をおそれることなく探究してほしい」「社員以外の科学者にも広く
門戸を開く」としたうえで、科学の発展に対して寛大な投資をしていく姿勢を
示しました。

1,500年以上の歴史を持つ江南長城（撮影：酈泉 提供：Microfotos）

絶壁や谷、奇石か
らなり、仙人の住
む地の意味を持つ
「神仙居」（撮影：
森林阿嬌  提供：
Microfotos）

工業都市と歴史や自然が共存

海鮮が豊富な地元料理

コミュニケーションの大切さ

　明けましておめでとうございます。新年の幕
開けは、ICTでより豊かな都市生活を実現する
スマートシティに注目しました。都市のあらゆ
る機能をスマートにする取り組みには、官民や
産業間の垣根を越えたオープンなエコシステ
ムの構築が必須です。Feature Storyのほか、
P20～21でご紹介したモバイル・ブロードバン
ド・フォーラムの様子からも、ファーウェイが世
界中で実に多岐にわたる分野のパートナーと
協業を進めていることがおわかりいただけたの
ではないかと思います。今年のHuaWaveはこ
うしたエコシステムにフォーカスした記事をお
届けしていく予定です。本年もご愛読のほど、
よろしくお願いいたします。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

海と山に恵まれた豊かな土地

浙江省台州市
せっ　　こう  　しょう 　 だい      しゅう　   し

左：レストランの注文ロビー　右：生姜麺

こさつ

　台州市は浙江省沿海中部、省都・杭州
から南東に車で4時間ほどのところに位
置しています。近年は市内に空港ができ、
新幹線も開通したので、上海からも約3

時間で行けるようになりました。
　台州は中国の長江デルタ経済圏の都
市のひとつで、工業製品の輸出で急速に
発展した新興の港湾都市ですが、一方で
美しい自然と独特の景観を持つ歴史ある
街でもあります。「仏、山、海、城、洞」の5

つに最も特色があり、天台宗開祖の地と
される天台山をはじめ多くの名山や古刹
があるほか、青い空と青い海の風光明媚
な風景から「海上の妖精の国」と呼ばれて
おり、工業都市らしい現代の活力と同時
にゆったりとした時の流れを味わえます。
　農業もさかんで、特に柑橘類の産地と
して知られています。日本の温州みかんは

同じ浙江省の温州にちなんで名づけられ
たそうですが、台州も古くからみかんの栽
培を行っており、市内で生産される黄岩
みかんは中国全土で有名です。

　浙江料理は中国八大料理のひとつで、
豊富な海産物の素材を活かしたさっぱり
とした味付けが特徴です。台州では多く
のレストランで、1階の注文ロビーに並ん
だ活きのいい魚介類から材料を選び、注
文と同時にキッチンに運んで調理しても
らいます。地元住民の一推しは「三門青
蟹」。日本では「どうまん蟹」や「エガニ」と
呼ばれている蟹で、台州南方の三門湾の
名産です。栄養価が高く美容と健康によ
いことで知られ、蒸す・炒めるなどシンプ
ルな調理法で素材を味わいます。
　主食は米ですが、麺類もよく食べます。
海に近く湿度が高い台州で、体内の湿
気の除去に欠かせないのが生姜麺です。

ミキサーで撹拌した新鮮な生姜を何時間
も煮込んだスープに、炒めた具を入れ、
麺を加えます。夏は夏バテ解消に、冬は
体を芯から温めてくれる故郷の味です。

　海の幸や山の幸が豊富な台州で育っ
た私は、食を通じた健康や幸福に興味が
あり、栄養士になりたいと思っていました。
そこで中国国内に3つある海洋大学のひ
とつ浙江海洋大学で食品科学を専攻し、
在学中に東京海洋大学に留学しました。
世界中から人が集まる東京で生活し、さ
まざまなバックグラウンドを持つ人たちと
コミュニケーションする経験を通じ、視野
が広がりました。
　ファーウェイで仕事を始めたのも、異文
化コミュニケーションの重要性を実感し、
日本における中国企業の広報やブラン
ディングに興味を持ったからです。メディ
ア対応のサポートのほか、昨年立ち上げ
たFacebookページの活用に注力していま
す。ビジネス情報に加え、日中が融合した
ファーウェイ・ジャパンの企業文化を社外
にどう伝えていくか――難しい課題です
が、自分自身の経験や視点を活かせるこ
とにやりがいを感じています。広報チーム
で協力して毎日投稿を続けていますので、
HuaWave読者の皆さんも「いいね！」して
いただけたらうれしいです。

中国・深圳のファーウェイ本社社員が、
アプリやウェブ・サービスなどデジタルなトレンドから中国の「いま」をお伝えします。

デジタルで変わる中国

　
　
　中国で人気のSNS――微信（WeChat）を
筆頭に、微博（Weibo、中国版Twitter）、知乎
（ジーフー、Q&Aコミュニティ・サイト）、簡
書（ジャンシュー、コンテンツ共有サイト）
など――を見ると、「打賞（ダーシャン）」
「賛賞（ザンシャン）」「賞（シャン）」という
ボタンに気づくでしょう。これは、投稿や
写真、動画をおもしろいと思ったユーザー
が、作者にチップを支払うためのものです。
　これは欧米式のチップをまねたもので
はありません。「賞」の習慣は、紀元前に
までさかのぼります。前漢の宣帝（在位：
前74年～前48年）が四川の文人・王褒
（ワン・バオ）の文才を見初め、作品の質
に応じてほうびを授けたのが始まりとさ
れ、以来、皇帝が優れた文学作品に「賞」
を与えることで多くの文人が育ってい
きました。また、路上で芸をして見物人
からおひねりをもらうという大道芸の伝
統も古くからあります。こうしたチップの

古代の慣習がよみがえる
オンライン・コンテンツへの
チップ「打賞」

習慣は長らく続いてきましたが、出版や
エンターテイメントが産業化するにつれ
て、著者や演者に直接お代を支払う文
化は廃れてきました。
　ところが、SNSのように誰もが発信でき
るメディアが普及し、オンラインでの支払い
が簡便かつ身近になったことで、チップの
習慣がデジタルの世界で復活してきたの
です。著作権に対する意識の高まりや、海賊
版コンテンツ撲滅の動きとともに、質の高い
コンテンツにはきちんと対価を払うべきだと

QRでチップを受け取るウエイター。店舗での打賞
は3～5人民元（約48～80円※）程度が相場

ファーウェイがグローバルに発行す
る機関誌『WinWin』のエディター。
2011年にファーウェイに入社し、
中英の通訳業務を務めた後、2015
年から現職。読書家で幅広い分野
の本を多読する一方、ハイキング
を楽しむアウトドア派の一面も。

おうほう

微信で人気のブログ『槽辺往事（ツァオビィエンワン
シー）』では、著者が自分の誕生日に投稿した記事
で数日のうちに6,000人以上の読者から賞をもらっ
た。1人あたりの金額は5人民元（約80円※）からな
ので、この記事だけで少なくとも3万人民元（約48
万円※）を受け取ったことになる ※1人民元＝16円換算

ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（2016年、研究開発に従事する社員に向けたスピーチより）

米雪苹（カイラ・ミー）

考える人が増えてきたことも一因のようです。
人気のブログや動画チャンネルでは、1コン
テンツで数十万円もの賞を集めることも珍
しくありません。
　さらに、オンラインで広まった打賞の習
慣がオフラインにも波及し、レストランや
小売店で微信支付（WeChat Pay）のQR

コードを身に着けた店員がスマートフォン
から電子マネーでチップをもらう光景も
見かけるようになりました。古代の習慣が
インターネットを経て復活し、現実の世
界にも新たなチップ文化を根付かせるこ
とになるかもしれません。
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