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戦略的パートナーシップを
成功に導くために

　世界経済が低迷を続ける中、企業は
新たな成長の源泉を模索しています。
そのひとつのカギとなるのが戦略的
パートナーシップです。成功すれば革
新的な製品、ソリューション、ビジネス・
モデルを生み出すことができます。
　しかし残念ながら、多くのパートナー
シップは失敗に終わっています。経営
コンサルタント会社ヴァンテージ・パー
トナーズ（Vantage Partners）の2015

年の調査結果によれば、19%のパート
ナーシップが失敗し、半数以上が運営
上の問題により目標を完全には達成
できていません。こうした問題の多くは
パートナー間のコミュニケーション不足
に起因しています。計画通りに進まない
責任を互いに転嫁しあったり、各社の

インセンティブの違いや製品競合などか
ら協業に対する懸念が生まれ、営業
チームどうしの連携がスムーズにできな
くなったりする場合もあります。

　かつてファーウェイは、通信事業者
以外のお客様とお付き合いする機会が
あまりありませんでした。創業当初から
の主力事業である通信事業者向けネッ
トワーク事業では、機器の開発から設
置、アフターサービスに至る大半の業
務を自社で行ってきたからです。しかし、
2011年に法人向けICTソリューション
事業を本格化してからは、多岐にわた
る産業パートナーとの協業が不可欠と
なりました。そこで、世界各地の戦略的
パートナーとのアライアンス管理に長け
たシスコ、ヒューレット・パッカード、
IBMなどにノウハウを学びながら、これ
までのような単独のプレーヤーから協
調性あるパートナーへと変革を遂げる
べく努力を始めました。
　その一環として、2015年3月、ファー
ウェイはアジアのテクノロジー企業とし
て初めてASAP（Association of Stra-

tegic Alliance Professionals：戦略
的アライアンス専門家協会）に参画。ま
た、お客様とともに中国や欧州など世界
各地で13のオープン・ラボを設立してい
るほか、ソフトウェア開発者の支援に
2015～20年までの5年間で10億米ド
ル（約1,100億円※）の出資を予定し、

IoTをはじめとするデジタル・エコシステ
ムの発展を支えるアプリケーションの開
発を促進しています。

　アライアンスの成功の確率を高め、す
べてのパートナーが利益を享受できるよ
うにするためには、ITビジネスにおいて
実証されてきた5ステップ・モデルが参考
になります。
　第一に、パートナー各社が目標を共
有し、その達成に向けた戦略について
合意することが必要です。各社がアライ
アンスに何を求めているのかを明確にし
た上で、最終的な目標達成のために短
期、中期、長期の指標を設定します。
　次に必要なのが事業計画です。大企
業であっても、起業時のように「顧客は
誰なのか？」「顧客はなぜ当社の製品を
購入するのか？」「投資から期待されるリ
ターンは？」といった基本的な問題に立
ち返ってみることが有用です。事業計画
には、共通の目標、成功の指標、マーケ
ティングや販売戦略などのアライアンス
の詳細をすべて盛り込みます。
　3つめのステップは、適切なガバナン
ス体制の確立です。パートナー各社
が、主要な責任者と、アライアンスを統
括する役員を明確にします。問題発生
時にリソースの融通や方針変更ができ
る役職の人材をスポンサーとして任命
しておくほか、同等の職位の経営陣ど
うしに連携してもらうのも効果的です。

ファーウェイ専務取締役
兼 最高戦略マーケティング責任者

徐 文偉 （ウィリアム・シュー）

そうすることで、パートナーどうしがお
客様のニーズを満たすためにしっかり
とタッグを組めるようになります。
　4つめに考慮すべきことは、インセン
ティブです。すべてのパートナー企業に
おいて、営業スタッフの報酬体系をアラ
イアンスが最優先事項となるように設定
する必要があります。パートナー企業間
でインセンティブが異なれば、一部の企
業に負担が偏ることになりかねません。
各社でインセンティブを統一し、営業
チームが一致協力して仕事に取り組むこ
とで、早い段階から成功が実現され、ア
ライアンスの採算性も明確となり、協業
に対するチームのモチベーションもさら
に高まるでしょう。
　最後に重要なのは、フレキシビリティで
す。アライアンスを四半期ごとに見直し、
ビジネス環境の変化に対応できるように
しなければなりません。パートナー間で見
解や提案を共有するしくみも必要です。
ファーウェイでは毎年1回ラウンドテーブ
ルを開催し、パートナーから、ファーウェ
イが改善すべき点は何か、見逃している
商機はないか、どうしたらより互恵的な関
係を構築できるかなどについて意見を聞
く機会を設けています。

　経済は今後、企業が新しい形で協業
するデジタル・エコシステムをベースに
形成されていきます。かつてのライバル
企業が、協業パートナーとなることもあ
るかもしれません。企業間の相互依存性
が高まるにつれ、各企業は競争ベースの
経営から協業ベースの経営へと進化を
遂げていくでしょう。すべてのパートナー
が独自の価値を提供し、利益を共有する
――こうしたアライアンスこそが、成長へ
の新たな道筋となるのです。

※1米ドル＝110円換算
（初出： Nikkei Asian Review）
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モバイル業界の冬の風物詩、『Mobile World Congress 2017』が今

年もスペイン・バルセロナで開催された。テーマは「Next Element（新

しい要素）」。5G、IoTなどの長期的なトレンドが具体化し始める中、春

を予感させる日差しに包まれた会場は楽観と興奮に満ちていた。

ファーウェイはフラッグシップの『HUAWEI 

P10』『HUAWEI P10 Plus』を、LGも「フル
ビジョン」としてアスペクト比18：9の『LG 

G6』を発表した。ファーウェイの『P10』
『P10 Plus』はライカとの協業による第2弾
としてカメラを前面に押し出しているが、
初めて4.5Gネットワークに対応した点も
特長だ。
　このほかにもソニー、ZTEなどが会期
中に最新の端末を発表した。またウイ
コウ（Wiko）、オッポ（Oppo）、ルエコ
（LeEco）、メイズ（Meizu）などの新興
ベンダーもブースを構え、引き続き巨大
な市場を狙って新しいプレーヤーの参入
が続いていることを印象づけた。だが、こ
れらのベンダーに加えて端末分野でス
ポットが当たったブランドがもうひとつあ
る――ノキアだ。ノキアより独占的にブ
ランド・ライセンスを受けるHMDグローバ
ルは、Androidスマートフォン2機種を発
表すると同時に、携帯電話普及期に大
ヒットした『Nokia 3310』をリメーク、来
場者のノスタルジーをそそった。会期中、
ノキア・ブースの隅に設けられた端末コー
ナーは常時混み合っていた。また、ノキア
とともにかつて一時代を築いたモトローラ

（現在はレノボ傘下のMoto）は、偶然にも
HMDと同じ日の同じ時間に発表会を行っ
ていた。
　今年は、現在のスマートフォンの土台
となったiPhone発表から10周年。右肩
上がりで成長してきたスマートフォン市
場だが、2016年は6%増にとどまった。ひ
と段落ついたところで、MWCでは新たな
変化も予期させたが、買い替えサイクル

できるのは2020年を待つ必要がある。今
回の提案は2019年に大規模なトライア
ルと実装を可能にしようというもの。また、
ファーウェイ、エリクソン、NTTドコモ、
チャイナ・モバイル（中国移動）など14社
は5Gで世界統一規格の推進に取り組む
共同宣言も発表している。「プレ5G」とし
て先駆ける動きに対し、分断を防ごうと
するものだ。
　機器ベンダー各社の展示フロアでも、
5Gは目を引いた。エリクソンは2016年半
ばに発表した5G NR対応の無線装置を
展示したほか、5Gを利用した遠隔運転
の体験コーナーも設けていた。ハンドル、
アクセル、ブレーキを設置し、映像を見
ながら約50m離れたところにある車を運
転するというもので、遅延は3mm秒程度
とのことだった。
　ノキアも5Gを前面に出し、「5G First」
として無線アクセス・ネットワーク、アン
テナ、コアなどで構成されるエンド・ツー・
エンドの技術ラインナップを強調した。ま
ずは固定から利用することを想定してお
り、「プレ5G」で早まる事業者のニーズに
応える。

　ファーウェイは2015年から提唱するモ
バイル・ブロードバンドの「ROADS（Real-

time：リアルタイム、On-demand：オンデ
マンド、All-online：すべてがオンライン、

DIY、Social：ソーシャル）」ビジョンのも
と、「オール・クラウド」をアピールした。
　2014年に発表したEPC（コア）をクラウ
ド化する『CloudEdge』を皮切りに、2016

年春には無線アクセス・ネットワークをク
ラウド化する『CloudRAN』を、同年末に
はクラウド化により周波数や電力などのリ
ソースの柔軟な割り当てを可能にする
『CloudAIR』を発表した。同社はこれを
「ERA」と総称し、通信事業者のクラウド
化を支援する。「5Gに移行するにあたっ
て必要なアーキテクチャをいまのうちに
整えておき、標準化が固まったらすぐに
導入できるようにしておく」というのが狙
いだ。クラウド化は着々と進んでおり、
CloudEdgeは10以上の商用ネットワー
クで導入されているほか、CloudRAN

も2017年後半に商用化の見通しとのこ
とだ。
　クラウドが実現する5Gのネットワー
ク・スライシングの展示も、各ベンダーが
力を入れていた分野だ。ネットワーク・ス
ライシングとは、サービス固有の要件を
満たすネットワークを仮想的に作成する
技術。5Gはさまざまな用途が想定されて
おり、ネットワーク・スライシングにより、

MWCをお披露目の場に選んだことは興
味深い。
　自動車は、先述のエリクソンのように
5Gなど最新技術のデモにも使われてい
た。ファーウェイはNB-IoTで密に協業関
係にあるボーダフォンと、バルセロナ郊外
のカタロニア・サーキットでコネクテッド・
カーのデモを行った。車車間通信の標準
技術C-V2X（Vehicle to Everything）の
信頼性を示すもので、欧州では初という。
周波数帯は5.9GHz帯を利用し、前の車
から映像フィードを受け取り、他の車両
の動きなどの見通しを改善する、歩行者
の通行を警告する、など4つのシナリオを
見せた。ファーウェイは、ドイツ航空宇宙
センター（DLR）とミュンヘンでV2Xを使っ
たトライアルを行ったことも発表している。
　ファーウェイとともにC-V2Xをプッシュ
してきたクアルコムもブースで説明を
行っていた。車車間通信を含むDSRC

（Dedicated Short Range Communi-

cation：狭域通信）ではすでにIEEEが
802.11pとして規格化しているが、クア
ルコムの説明員は、802.11pと比較する
と2倍の範囲をカバーし信頼性も高いと
優位性を説明しながら、最終的には補
完の関係になるとの見通しを示した。
　このほかにも会期中、ホンダが車両情
報などを提供するコネクテッド・カー・プ
ラットフォーム『MyHonda Connected 

Car』に、シスコが買収したIoTプラット
フォームのJasperを採用することを発表
した。

　今年のMWCではコンテンツ側にも大
きなフォーカスが当たった。初日夕方の
基調講演にはNetflixのCEO、リード・ヘ
イスティングス（Reed Hastings）氏が登
場し、インターネットTV、そしてモバイル
TVに向けての課題や取り組みを語った。
Netflixは北米でDVDレンタルとしてス
タート、2007年にはストリーミング・サー
ビスに拡大し、いまや北米のインターネッ
ト・トラフィックの4割近くを占めるに至っ
ている（2位のYouTubeは18％）。ここ1～
2年は国際展開を急ピッチで進めており、
中国を除く約130か国で約1億人の加入
者を誇る世界最大のストリーミング・サー
ビスとなったが、そのサービスは固定およ
び無線インターネットに依存している。
「世界中の加入者が同じ品質レベルの
サービス体験を」というヘイスティングス
氏にとって、バッファリングは課題のひと
つだ。改善に向けてネットワーク・サー
バーやコーデックなどさまざまなレベルで
の投資をしていると明かし、「モバイル、
ノートPC、TVで同じように遅延のない瞬
間的な体験を実現する。バッファリングは

できる」と会場を埋め尽くしたモバイル関
係者に敬意を表した。
　ファーウェイの輪番CEO、徐直軍（エリッ
ク・シュー）氏は、ネットワーク・ソリュー
ション・プロバイダーとして動画時代の
通信事業者の支援について語った。徐氏
によると、動画は1兆ドル（約110兆円※）
の新たな売上を通信事業者にもたらす
可能性があるという。これは音声（8,000

億ドル、約88兆円※）、データ（1.2兆ドル、
約132兆円※）に追加されるものだ。2020

年にはデータ・トラフィックの85％が動画
サービスになるという予想もある。だが、
通信事業者は動画から売上を得るという
点でまだまだ受動的だという。「付加価値
サービスとしてではなく、ベーシックな
サービスとして動画を扱い、音声やデー
タと同じように開発すべきだ」と徐氏。
　消費者は高品質な視聴体験のために
は対価を払っていいと思っているが、
ネットワーク側では動画体験を測定する
標準がない。そこでファーウェイはオッ
クスフォード大学、北京大学と共同で動
画体験の評価システム『U-vMOS』を開
発したと徐氏。これを利用して事業者は

いつか過去のものになる」と約束した。
　一方で、モバイルでの動画視聴で障害
となりかねないのが、料金プランとデータ
通信容量だ。これについてヘイスティング
ス氏は、一部の事業者が提供する無制限
データプランを「速度は遅いがデータは
無制限。ネットワークにとっては効率がよ
く、加入者は好きなだけ動画を閲覧でき
る」と評価した。「0.5Mbpsの速度でもス
マートフォン上で素晴らしい映像を楽し
むことができる。将来的には200Kbpsで
も」と同氏は語った。
　NetflixやYouTubeなどの動画コンテン
ツの利用が増えており、事業者は投資を
余儀なくされている。それを慮るかのよう
に、ヘイスティングス氏は「われわれは効
率性を改善させている。われわれだけで
なく、ユーザーが利用する際にデータが
制限に達する心配をしなくて済むように
（業界の）プロバイダーは革新を起こす必
要がある」と呼びかけた。
　2日目の夕方の基調講演には、「コンテン
ツのゴールド・ラッシュ」をテーマに、コン
テンツ側からヴィヴェンディ（Vivendi）、
ターナー（Turner）、ナイアンティック
（Niantic）、それに通信技術からファー
ウェイが登場し、それぞれの立場から動画
を中心にコンテンツについて語った。
　『ポケモンGO』が世界で大ヒットしたナ
イアンティックは、Netflixと並んで今年の
顔と言ってもいいだろう。CEOのジョン・
ハンケ（John Hanke）氏によると、2016

年7月にローンチしたポケモンGOは、6億
5,000万台の端末にインストールされてい
るという。
　外に出てアクティブに、ソーシャルに、
という開発理念の通り、ポケモンGOはモ
バイル時代ならではのゲームだ。現実世
界にキャラクターを重ねるカメラとARと、
モバイル技術を活用して大ヒットした。「わ
れわれはクリエイティブなコンシューマー
体験を作っており、ハードウェアとネット
ワークを運用する企業と協業することで、
すばらしい体験をユーザーに届けることが

最高の動画体験を提供できるという。
「ファーウェイは通信事業者が動画で成
功するよう支援する」と述べた。

　動画に並ぶ今年のテーマがAI（人工知
能）だろう。ビッグデータ・ブームにより大
量のデータが生成、収集されており、こ
れを活用してコンピューターにパターン
を学習させることで適切な情報を提供し
たり、意思決定を自動化したりできると言
われている。
　AIを利用したサービスとしては、テレ
フォニカのCEO、ホセ・マリア・アルバレス・
パジェテ（Jose Maria Alvarez-Pallete）
氏が基調講演の場でコグニティブ・プ
ラットフォーム『AURA』を発表した。既存
の物理ネットワーク、ITシステム、製品や
サービスの上に乗る層だ。これまで構築
した3つの層が「体」「神経系」であるのに
対し、『AURA』は「脳」となる。話しかける
と情報を提供するもので、顧客の利便
性やサービス改善に役立てる。これから
1年かけてロールアウトするという。同氏
は「われわれはデジタルで生まれた業界
ではない。デジタル化が必要だ」と述べ、
プラットフォーム・カンパニーへの転身を
進めていくとした。
　SKテレコムも、2016年に開始したAI

サービス『NUGU』をセッションで紹介。
こちらも『Amazon Alexa』のように名前
（アリア、クリスタル、レベッカ、ティンカー
ベルの4つが設定されている）を呼んで話
しかけることでスマート・ホーム・サービ
スなどを操作できる。
　3日目夕方の基調講演には、MWCデ
ビューを飾ったLINE代表取締役社長の
出澤剛氏が、アシスタント・サービス
『Clova』戦略を発表した。Alexaに対抗
するものだが、ローカルの理解を強みに
打って出る格好だ。
　端末側では、1月にラスベガスで開催さ
れたCESで『Mate 9』がAlexaに対応する
ことを明らかにしたファーウェイに続き、

会期中MotoもAlexa対応を発表した。
今後もトレンドとなりそうだ。
　一方、ネットワーク側では、初日の基
調講演で5Gについて語ったKTの黄氏が
ネットワークの「インテリジェンス」がカギ
を握ると強調、5Gベースのインテリジェン
トなネットワークはインダストリー4.0で重
要な役割を果たすと続けたものの、ネット
ワーク・インフラでのAI活用はこれからと
いう印象を受けた。
　より壮大なテーマである「シンギュラリ
ティ」（技術的特異点、人間の脳をコン
ピューターが上まわる状態）について話
したのは、2011年以来、6年ぶりにMWC

のステージを踏んだソフトバンクの代表
取締役兼CEOの孫正義氏。ARMを手に
入れた孫氏は、シェア80％というIoTチッ
プの出荷台数が30年内に1兆に達すると
見通すとともに、世界中のモノがつながり
インテリジェンスを持つようになれば人
類にとって脅威になりかねないという懸
念も取り上げた。これに対し、「AIは人類
を脅かすリスクを解決することにも利用
できる」と孫氏は述べる。
　このように、今年も盛りだくさんとなっ
たMWC。モバイル・ネットワークを利用す
る対象が人からモノに拡大する中、業界
は様変わりしつつある。「Next Element

（新しい要素）」というテーマにふさわし
く、モバイル・ネットワークがあらゆる産
業の基本的な要素になり、その巨大な市
場を狙ってエンタープライズITベンダー
のブースも展示を拡大している。業界の
変革とともに、イベントそのものも転換期
を迎えていると感じた。

活気づく端末、加速する5G、
実用化が進むIoT――
モバイルはあらゆる産業の
「Next Element（新しい要素）」に

取材・文　末岡洋子（ICTジャーナリスト）

M O B I L E
W O R L D
C O N G R E S S
2 0 1 7

1.ホール3は今年も大盛況
2.スマートフォンが再び主
役となる一方、ウェアラブル
はファーウェイが『HUAWEI 
WATCH 2』を発表するなど
のニュースはあったもの、比
較的地味だった　3.懐かし
さで話題を呼んだ『Nokia 
3310』
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が長引いている消費者がこれらの端末に
ワクワク感や新しさを感じるかどうかは、
まだ未知数だ。

　一方、ネットワーク分野では5Gの機運
の高まりを感じた。GSMAが通信事業者
のCEOなどを対象に行った調査による
と、5Gの接続件数は2025年には11億件
に達すると見込まれている。5Gへの“急
ぎ”は3G、4Gの時を上まわっている感が
あるが、5Gが加速するインダストリー4.0

など市場の大きな変革を先駆けようとい
う狙いだろう。
　まずは会期直前にベライゾンが「プレ
5G」として、エンド・ツー・エンドの5Gパイ
ロットを2017年後半にもスタートするとし
た。AT&Tも「Network 3.0 Indigo」とし
てネットワーク刷新を進めており、2017

年第2四半期に米国の一部で高速通信
が可能なネットワークをローンチすること
を明らかにしている。
　初日の基調講演では、2年前の基調講
演で5Gが実現する自動運転車の世界を
語った韓国KTのCEO 黄昌圭（ファン・
チャンギュ）氏が「KTは世界初の5Gサー
ビスを商用化する」と宣言した。2017年に

5Gトライアルの仕様を固め、2018年に
初のトライアルを行うという。2018年の
平昌冬季オリンピック・パラリンピック開
催に向けて、SKテレコムも5Gに向けた取
り組みを進めている。NTTドコモ、エリク
ソン、クアルコムの3社も、4.5GHz帯と
2 8 G H z帯を利用した5 G  N R（N e w  

Radio）の実証実験を行うことを発表し
た。5Gでは6GHz以下とミリ波の両方の
周波数帯を使うと想定されており、5G 

NRは3GPPで策定が進められている新し
い無線方式。実証実験は端末と基地局
間の接続などを含むもので、2018年に
開始する予定だ。4G同様に米国、韓国、
日本といった地域で先行ムードが漂う。
　一方で、米国のケーブル企業でヴァー
ジン・メディアなどを傘下に持つリバティ・
グローバルのマイク・フライズ（Mike 

Fries）CEOは「2020年に5Gの商用実装
というのはあまりにアグレッシブ」との見
解を示した。
　2日目の基調講演には米国と欧州連
合（EU）から関係者が登壇して、5Gヘの
期待を語った。米国連邦通信委員会
（FCC）のアジット・パイ（Ajit Pai）委員長
は「5Gは無線の世界を完全に変える」と
期待を表現し、欧州委員会副委員長兼

デジタル単一市場担当委員のアンドル
ス・アンシプ（Andrus Ansip）氏は、「グ
ローバルな競争の中で欧州が確かな力を
維持するためには、業界もスピード感を
持って動き、5Gの機能を実装・テストしな
ければならない」と述べた。
　なお、両氏からは世界レベルで起きて
いる政治の変化も感じた。FCCのパイ氏
はトランプ大統領の任命により数週間前
に就任したばかり。MWCでは、オバマ政
権時代に規制強化されたネット中立性に
ついて「間違いだった」と述べ、動画など
の帯域を多く使用するコンテンツの選別
を禁じるネット中立性を批判した。EUは
昨年英国の離脱が決定し、今年はオラン
ダで総選挙があったほか、フランスの大
統領選も控えている。存在感が揺らぎつ
つある中、アンシプ氏の「テレコムは欧州
のデジタル単一市場の屋台骨だ」という
言葉はやや頼りなく響いた。
　5Gへ向けた欧州の通信事業者の動き
は必ずしも積極的とは言えない。「5G 

Action Plan」のもとで5Gの取り組みを
進めるEUのアンシプ氏は「4Gでは、欧州
はプッシュが遅れた。5Gで同じ過ちは繰
り返したくない」と述べた。目立った動き
としては、コーポレート・カラーのピンク
を基調としたブースで5Gを大きく打ち出
していたドイツ・テレコムがある。基調講
演に登場した同社のCEO、ティモテウス・
ヘットゲス（Timotheus Hottges）氏は、
「欧州は遅れていない」と強調、自社が展
開する欧州各国で5Gのカバーエリアを
100%にしていくことを約束した。

　業界の動きとしては、会期中、エリク
ソン、ファーウェイ、クアルコムなどのベン
ダー、それにAT&T、NTTドコモ、KDDI

などの通信事業者が20社以上集まり、
5G NRの商用化に向けた動きを加速させ
る意図を発表した。5G NRは3GPPの
Release 15に含まれるが、現在のスケ
ジュールでは標準に基づいた実装実験が

ひとつのネットワークですべてに対応す
るのではなく、用途に合わせてネットワー
クを分割して用意することができる。昨
年のMWCで大きなスポットが当たった。
　エリクソンは既存製品にネットワーク・
スライスを拡張させたライフサイクル管
理、別の通信事業者のネットワークに専
用のスライスを作ることでシームレスな
サービス体験を顧客に提供するフェデ
レーテッド（連合型）・スライシングなどを
展示。ファーウェイは、業界初というネッ
トワーク・スライシング・ルーターを発表
した。50GEの基地局接続と100GEとの
互換性を持ち、独自技術ベースでポート・
チャネルの物理的な分離を実現。制御、
プロトコル、転送の各次元でリソースを
スライスして論理ネットワークを作成し、
サービスごとにリソースのスケジューリン
グなどの管理が可能という。このほか、ド
イツ・テレコムと実施したオール・クラウド
によるエンド・ツー・エンドの5Gネットワー
ク・スライシングのデモも紹介していた
（P19参照）。

　IoTではNB-IoTが主役。今年は技術
の説明よりもユースケースの紹介に展示
が移っており、ファーウェイは中国など2

か国でテストに入っているという水道
メーター・メーカー三川（サンチュアン）と
のスマート水道メーターをはじめ、ス
マート・パーキングなどの事例を紹介し
ていた。エリクソンもイタリア・トスカーナ
地方のワイナリーなどで進めるIoTを活
用した農業、産業ロボットなどの事例を
見せていた。
　昨年同様、ホール8にはLPWA（Low 

Power Wide Area）技術のSigfox、LoRa

アライアンスがブースを構えた。Sigfox

はテレフォニカと提携し、同社のプラット
フォームにSigfoxを統合することを発表
した。なお、このホール8ではドローン・
メーカーDJIも大きなブースを持ち、最新
の産業向けドローンを展示していた。

　このところのトレンドだが、自動車メー
カーは今年も存在感を増していた。MWC

会場では、基調講演会場の近くにプ
ジョーがブースを構え、コンセプトカー
『Peugeot INSTINCT』を披露、講演を
行き来する来場者が足を止めて見入っ
ていた。INSTINCTは自動運転カーで、
サムスンの『ARTIK Cloud』 IoTプラット
フォームを利用してモバイル端末と連携
してデータを集め、ユーザーの好みの空
間を実現するという。プジョーのほか、ダ
イムラー、BMW、フォード、地元スペイン
のセアトなどの自動車メーカーがブース
を構えたほか、ドイツ・テレコム、SAP、
アクセンチュアなどの通信事業者やベン
ダー、サービス・プロバイダーもブースに
車を設置するところが多かった。
　初日午後の基調講演には、EV専門レー
シングのフォーミュラE（Formula E）、
それにAIを利用した自動運転カーレー
スのロボレース（Roborace）からそれぞ
れのトップが登場、『Robocar』をステー
ジで初披露した。ドライバーが座る座席
がない車は一見不思議な感じもするが、
代わりに頭脳となるエヌビディア（Nvidia）
の自動運転車向け開発プラットフォー
ム、それにAIカメラ、センサー、レーダー
などを搭載する。毎秒24兆のAI演算処理
ができるという。モーターショーではなく
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F E A T U R E  S T O R Y

　MWCの会場は今年もFira Gran Via。
新しく空港と会場を結ぶ地下鉄が開通し
て利便性がアップしたが、混雑ぶりは相
変わらずだ。というのも、来場者数はまた
もや過去最高を記録。世界中から10万
8,000人がバルセロナに集まった。主催
者のGSMAによると、前年から7%の増加
だという。
　今年は端末、ネットワークともに話題
に事欠かず、AIやチャットボットなど新し
いキーワードも出てきた。総体的に、予
想を上まわる熱気を感じた。

　熱気の一因は、イベントを飾る花とな
る端末が盛り上がりを見せたことだろう。
例年通り、開催前日にファーウェイ、
LG、Moto／レノボ、サムスンといった端
末ベンダー数社が発表会を開催した。サ
ムスンは例年、MWCでGalaxyブランド
の最新フラッグシップを発表してきたが、
今年は次期『Galaxy S8』の発表を遅ら
せ、タブレット『Galaxy Tab S3』『Galaxy 

Book』などを発表した。これに対し、

低成長期に入るスマートフォン
新興ベンダーの参入で
“ワクワク”を取り戻せるか

5G商用化を急ぐ通信事業者
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ファーウェイはフラッグシップの『HUAWEI 

P10』『HUAWEI P10 Plus』を、LGも「フル
ビジョン」としてアスペクト比18：9の『LG 

G6』を発表した。ファーウェイの『P10』
『P10 Plus』はライカとの協業による第2弾
としてカメラを前面に押し出しているが、
初めて4.5Gネットワークに対応した点も
特長だ。
　このほかにもソニー、ZTEなどが会期
中に最新の端末を発表した。またウイ
コウ（Wiko）、オッポ（Oppo）、ルエコ
（LeEco）、メイズ（Meizu）などの新興
ベンダーもブースを構え、引き続き巨大
な市場を狙って新しいプレーヤーの参入
が続いていることを印象づけた。だが、こ
れらのベンダーに加えて端末分野でス
ポットが当たったブランドがもうひとつあ
る――ノキアだ。ノキアより独占的にブ
ランド・ライセンスを受けるHMDグローバ
ルは、Androidスマートフォン2機種を発
表すると同時に、携帯電話普及期に大
ヒットした『Nokia 3310』をリメーク、来
場者のノスタルジーをそそった。会期中、
ノキア・ブースの隅に設けられた端末コー
ナーは常時混み合っていた。また、ノキア
とともにかつて一時代を築いたモトローラ

（現在はレノボ傘下のMoto）は、偶然にも
HMDと同じ日の同じ時間に発表会を行っ
ていた。
　今年は、現在のスマートフォンの土台
となったiPhone発表から10周年。右肩
上がりで成長してきたスマートフォン市
場だが、2016年は6%増にとどまった。ひ
と段落ついたところで、MWCでは新たな
変化も予期させたが、買い替えサイクル

できるのは2020年を待つ必要がある。今
回の提案は2019年に大規模なトライア
ルと実装を可能にしようというもの。また、
ファーウェイ、エリクソン、NTTドコモ、
チャイナ・モバイル（中国移動）など14社
は5Gで世界統一規格の推進に取り組む
共同宣言も発表している。「プレ5G」とし
て先駆ける動きに対し、分断を防ごうと
するものだ。
　機器ベンダー各社の展示フロアでも、
5Gは目を引いた。エリクソンは2016年半
ばに発表した5G NR対応の無線装置を
展示したほか、5Gを利用した遠隔運転
の体験コーナーも設けていた。ハンドル、
アクセル、ブレーキを設置し、映像を見
ながら約50m離れたところにある車を運
転するというもので、遅延は3mm秒程度
とのことだった。
　ノキアも5Gを前面に出し、「5G First」
として無線アクセス・ネットワーク、アン
テナ、コアなどで構成されるエンド・ツー・
エンドの技術ラインナップを強調した。ま
ずは固定から利用することを想定してお
り、「プレ5G」で早まる事業者のニーズに
応える。

　ファーウェイは2015年から提唱するモ
バイル・ブロードバンドの「ROADS（Real-

time：リアルタイム、On-demand：オンデ
マンド、All-online：すべてがオンライン、

DIY、Social：ソーシャル）」ビジョンのも
と、「オール・クラウド」をアピールした。
　2014年に発表したEPC（コア）をクラウ
ド化する『CloudEdge』を皮切りに、2016

年春には無線アクセス・ネットワークをク
ラウド化する『CloudRAN』を、同年末に
はクラウド化により周波数や電力などのリ
ソースの柔軟な割り当てを可能にする
『CloudAIR』を発表した。同社はこれを
「ERA」と総称し、通信事業者のクラウド
化を支援する。「5Gに移行するにあたっ
て必要なアーキテクチャをいまのうちに
整えておき、標準化が固まったらすぐに
導入できるようにしておく」というのが狙
いだ。クラウド化は着々と進んでおり、
CloudEdgeは10以上の商用ネットワー
クで導入されているほか、CloudRAN

も2017年後半に商用化の見通しとのこ
とだ。
　クラウドが実現する5Gのネットワー
ク・スライシングの展示も、各ベンダーが
力を入れていた分野だ。ネットワーク・ス
ライシングとは、サービス固有の要件を
満たすネットワークを仮想的に作成する
技術。5Gはさまざまな用途が想定されて
おり、ネットワーク・スライシングにより、

MWCをお披露目の場に選んだことは興
味深い。
　自動車は、先述のエリクソンのように
5Gなど最新技術のデモにも使われてい
た。ファーウェイはNB-IoTで密に協業関
係にあるボーダフォンと、バルセロナ郊外
のカタロニア・サーキットでコネクテッド・
カーのデモを行った。車車間通信の標準
技術C-V2X（Vehicle to Everything）の
信頼性を示すもので、欧州では初という。
周波数帯は5.9GHz帯を利用し、前の車
から映像フィードを受け取り、他の車両
の動きなどの見通しを改善する、歩行者
の通行を警告する、など4つのシナリオを
見せた。ファーウェイは、ドイツ航空宇宙
センター（DLR）とミュンヘンでV2Xを使っ
たトライアルを行ったことも発表している。
　ファーウェイとともにC-V2Xをプッシュ
してきたクアルコムもブースで説明を
行っていた。車車間通信を含むDSRC

（Dedicated Short Range Communi-

cation：狭域通信）ではすでにIEEEが
802.11pとして規格化しているが、クア
ルコムの説明員は、802.11pと比較する
と2倍の範囲をカバーし信頼性も高いと
優位性を説明しながら、最終的には補
完の関係になるとの見通しを示した。
　このほかにも会期中、ホンダが車両情
報などを提供するコネクテッド・カー・プ
ラットフォーム『MyHonda Connected 

Car』に、シスコが買収したIoTプラット
フォームのJasperを採用することを発表
した。

　今年のMWCではコンテンツ側にも大
きなフォーカスが当たった。初日夕方の
基調講演にはNetflixのCEO、リード・ヘ
イスティングス（Reed Hastings）氏が登
場し、インターネットTV、そしてモバイル
TVに向けての課題や取り組みを語った。
Netflixは北米でDVDレンタルとしてス
タート、2007年にはストリーミング・サー
ビスに拡大し、いまや北米のインターネッ
ト・トラフィックの4割近くを占めるに至っ
ている（2位のYouTubeは18％）。ここ1～
2年は国際展開を急ピッチで進めており、
中国を除く約130か国で約1億人の加入
者を誇る世界最大のストリーミング・サー
ビスとなったが、そのサービスは固定およ
び無線インターネットに依存している。
「世界中の加入者が同じ品質レベルの
サービス体験を」というヘイスティングス
氏にとって、バッファリングは課題のひと
つだ。改善に向けてネットワーク・サー
バーやコーデックなどさまざまなレベルで
の投資をしていると明かし、「モバイル、
ノートPC、TVで同じように遅延のない瞬
間的な体験を実現する。バッファリングは

できる」と会場を埋め尽くしたモバイル関
係者に敬意を表した。
　ファーウェイの輪番CEO、徐直軍（エリッ
ク・シュー）氏は、ネットワーク・ソリュー
ション・プロバイダーとして動画時代の
通信事業者の支援について語った。徐氏
によると、動画は1兆ドル（約110兆円※）
の新たな売上を通信事業者にもたらす
可能性があるという。これは音声（8,000

億ドル、約88兆円※）、データ（1.2兆ドル、
約132兆円※）に追加されるものだ。2020

年にはデータ・トラフィックの85％が動画
サービスになるという予想もある。だが、
通信事業者は動画から売上を得るという
点でまだまだ受動的だという。「付加価値
サービスとしてではなく、ベーシックな
サービスとして動画を扱い、音声やデー
タと同じように開発すべきだ」と徐氏。
　消費者は高品質な視聴体験のために
は対価を払っていいと思っているが、
ネットワーク側では動画体験を測定する
標準がない。そこでファーウェイはオッ
クスフォード大学、北京大学と共同で動
画体験の評価システム『U-vMOS』を開
発したと徐氏。これを利用して事業者は

いつか過去のものになる」と約束した。
　一方で、モバイルでの動画視聴で障害
となりかねないのが、料金プランとデータ
通信容量だ。これについてヘイスティング
ス氏は、一部の事業者が提供する無制限
データプランを「速度は遅いがデータは
無制限。ネットワークにとっては効率がよ
く、加入者は好きなだけ動画を閲覧でき
る」と評価した。「0.5Mbpsの速度でもス
マートフォン上で素晴らしい映像を楽し
むことができる。将来的には200Kbpsで
も」と同氏は語った。
　NetflixやYouTubeなどの動画コンテン
ツの利用が増えており、事業者は投資を
余儀なくされている。それを慮るかのよう
に、ヘイスティングス氏は「われわれは効
率性を改善させている。われわれだけで
なく、ユーザーが利用する際にデータが
制限に達する心配をしなくて済むように
（業界の）プロバイダーは革新を起こす必
要がある」と呼びかけた。
　2日目の夕方の基調講演には、「コンテン
ツのゴールド・ラッシュ」をテーマに、コン
テンツ側からヴィヴェンディ（Vivendi）、
ターナー（Turner）、ナイアンティック
（Niantic）、それに通信技術からファー
ウェイが登場し、それぞれの立場から動画
を中心にコンテンツについて語った。
　『ポケモンGO』が世界で大ヒットしたナ
イアンティックは、Netflixと並んで今年の
顔と言ってもいいだろう。CEOのジョン・
ハンケ（John Hanke）氏によると、2016

年7月にローンチしたポケモンGOは、6億
5,000万台の端末にインストールされてい
るという。
　外に出てアクティブに、ソーシャルに、
という開発理念の通り、ポケモンGOはモ
バイル時代ならではのゲームだ。現実世
界にキャラクターを重ねるカメラとARと、
モバイル技術を活用して大ヒットした。「わ
れわれはクリエイティブなコンシューマー
体験を作っており、ハードウェアとネット
ワークを運用する企業と協業することで、
すばらしい体験をユーザーに届けることが

最高の動画体験を提供できるという。
「ファーウェイは通信事業者が動画で成
功するよう支援する」と述べた。

　動画に並ぶ今年のテーマがAI（人工知
能）だろう。ビッグデータ・ブームにより大
量のデータが生成、収集されており、こ
れを活用してコンピューターにパターン
を学習させることで適切な情報を提供し
たり、意思決定を自動化したりできると言
われている。
　AIを利用したサービスとしては、テレ
フォニカのCEO、ホセ・マリア・アルバレス・
パジェテ（Jose Maria Alvarez-Pallete）
氏が基調講演の場でコグニティブ・プ
ラットフォーム『AURA』を発表した。既存
の物理ネットワーク、ITシステム、製品や
サービスの上に乗る層だ。これまで構築
した3つの層が「体」「神経系」であるのに
対し、『AURA』は「脳」となる。話しかける
と情報を提供するもので、顧客の利便
性やサービス改善に役立てる。これから
1年かけてロールアウトするという。同氏
は「われわれはデジタルで生まれた業界
ではない。デジタル化が必要だ」と述べ、
プラットフォーム・カンパニーへの転身を
進めていくとした。
　SKテレコムも、2016年に開始したAI

サービス『NUGU』をセッションで紹介。
こちらも『Amazon Alexa』のように名前
（アリア、クリスタル、レベッカ、ティンカー
ベルの4つが設定されている）を呼んで話
しかけることでスマート・ホーム・サービ
スなどを操作できる。
　3日目夕方の基調講演には、MWCデ
ビューを飾ったLINE代表取締役社長の
出澤剛氏が、アシスタント・サービス
『Clova』戦略を発表した。Alexaに対抗
するものだが、ローカルの理解を強みに
打って出る格好だ。
　端末側では、1月にラスベガスで開催さ
れたCESで『Mate 9』がAlexaに対応する
ことを明らかにしたファーウェイに続き、

会期中MotoもAlexa対応を発表した。
今後もトレンドとなりそうだ。
　一方、ネットワーク側では、初日の基
調講演で5Gについて語ったKTの黄氏が
ネットワークの「インテリジェンス」がカギ
を握ると強調、5Gベースのインテリジェン
トなネットワークはインダストリー4.0で重
要な役割を果たすと続けたものの、ネット
ワーク・インフラでのAI活用はこれからと
いう印象を受けた。
　より壮大なテーマである「シンギュラリ
ティ」（技術的特異点、人間の脳をコン
ピューターが上まわる状態）について話
したのは、2011年以来、6年ぶりにMWC

のステージを踏んだソフトバンクの代表
取締役兼CEOの孫正義氏。ARMを手に
入れた孫氏は、シェア80％というIoTチッ
プの出荷台数が30年内に1兆に達すると
見通すとともに、世界中のモノがつながり
インテリジェンスを持つようになれば人
類にとって脅威になりかねないという懸
念も取り上げた。これに対し、「AIは人類
を脅かすリスクを解決することにも利用
できる」と孫氏は述べる。
　このように、今年も盛りだくさんとなっ
たMWC。モバイル・ネットワークを利用す
る対象が人からモノに拡大する中、業界
は様変わりしつつある。「Next Element

（新しい要素）」というテーマにふさわし
く、モバイル・ネットワークがあらゆる産
業の基本的な要素になり、その巨大な市
場を狙ってエンタープライズITベンダー
のブースも展示を拡大している。業界の
変革とともに、イベントそのものも転換期
を迎えていると感じた。
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1.韓国KTのCEO 黄昌圭氏は世界初の5G商用化を
宣言　2.就任まもない米FCCのアジット・パイ委員長

会期中に開催されたグローバル5Gテスト・サミットで
は、通信事業者とベンダー14社が5G統一規格の推
進に向けた共同宣言を発表

が長引いている消費者がこれらの端末に
ワクワク感や新しさを感じるかどうかは、
まだ未知数だ。

　一方、ネットワーク分野では5Gの機運
の高まりを感じた。GSMAが通信事業者
のCEOなどを対象に行った調査による
と、5Gの接続件数は2025年には11億件
に達すると見込まれている。5Gへの“急
ぎ”は3G、4Gの時を上まわっている感が
あるが、5Gが加速するインダストリー4.0

など市場の大きな変革を先駆けようとい
う狙いだろう。
　まずは会期直前にベライゾンが「プレ
5G」として、エンド・ツー・エンドの5Gパイ
ロットを2017年後半にもスタートするとし
た。AT&Tも「Network 3.0 Indigo」とし
てネットワーク刷新を進めており、2017

年第2四半期に米国の一部で高速通信
が可能なネットワークをローンチすること
を明らかにしている。
　初日の基調講演では、2年前の基調講
演で5Gが実現する自動運転車の世界を
語った韓国KTのCEO 黄昌圭（ファン・
チャンギュ）氏が「KTは世界初の5Gサー
ビスを商用化する」と宣言した。2017年に

5Gトライアルの仕様を固め、2018年に
初のトライアルを行うという。2018年の
平昌冬季オリンピック・パラリンピック開
催に向けて、SKテレコムも5Gに向けた取
り組みを進めている。NTTドコモ、エリク
ソン、クアルコムの3社も、4.5GHz帯と
2 8 G H z帯を利用した5 G  N R（N e w  

Radio）の実証実験を行うことを発表し
た。5Gでは6GHz以下とミリ波の両方の
周波数帯を使うと想定されており、5G 

NRは3GPPで策定が進められている新し
い無線方式。実証実験は端末と基地局
間の接続などを含むもので、2018年に
開始する予定だ。4G同様に米国、韓国、
日本といった地域で先行ムードが漂う。
　一方で、米国のケーブル企業でヴァー
ジン・メディアなどを傘下に持つリバティ・
グローバルのマイク・フライズ（Mike 

Fries）CEOは「2020年に5Gの商用実装
というのはあまりにアグレッシブ」との見
解を示した。
　2日目の基調講演には米国と欧州連
合（EU）から関係者が登壇して、5Gヘの
期待を語った。米国連邦通信委員会
（FCC）のアジット・パイ（Ajit Pai）委員長
は「5Gは無線の世界を完全に変える」と
期待を表現し、欧州委員会副委員長兼

デジタル単一市場担当委員のアンドル
ス・アンシプ（Andrus Ansip）氏は、「グ
ローバルな競争の中で欧州が確かな力を
維持するためには、業界もスピード感を
持って動き、5Gの機能を実装・テストしな
ければならない」と述べた。
　なお、両氏からは世界レベルで起きて
いる政治の変化も感じた。FCCのパイ氏
はトランプ大統領の任命により数週間前
に就任したばかり。MWCでは、オバマ政
権時代に規制強化されたネット中立性に
ついて「間違いだった」と述べ、動画など
の帯域を多く使用するコンテンツの選別
を禁じるネット中立性を批判した。EUは
昨年英国の離脱が決定し、今年はオラン
ダで総選挙があったほか、フランスの大
統領選も控えている。存在感が揺らぎつ
つある中、アンシプ氏の「テレコムは欧州
のデジタル単一市場の屋台骨だ」という
言葉はやや頼りなく響いた。
　5Gへ向けた欧州の通信事業者の動き
は必ずしも積極的とは言えない。「5G 

Action Plan」のもとで5Gの取り組みを
進めるEUのアンシプ氏は「4Gでは、欧州
はプッシュが遅れた。5Gで同じ過ちは繰
り返したくない」と述べた。目立った動き
としては、コーポレート・カラーのピンク
を基調としたブースで5Gを大きく打ち出
していたドイツ・テレコムがある。基調講
演に登場した同社のCEO、ティモテウス・
ヘットゲス（Timotheus Hottges）氏は、
「欧州は遅れていない」と強調、自社が展
開する欧州各国で5Gのカバーエリアを
100%にしていくことを約束した。

　業界の動きとしては、会期中、エリク
ソン、ファーウェイ、クアルコムなどのベン
ダー、それにAT&T、NTTドコモ、KDDI

などの通信事業者が20社以上集まり、
5G NRの商用化に向けた動きを加速させ
る意図を発表した。5G NRは3GPPの
Release 15に含まれるが、現在のスケ
ジュールでは標準に基づいた実装実験が

ひとつのネットワークですべてに対応す
るのではなく、用途に合わせてネットワー
クを分割して用意することができる。昨
年のMWCで大きなスポットが当たった。
　エリクソンは既存製品にネットワーク・
スライスを拡張させたライフサイクル管
理、別の通信事業者のネットワークに専
用のスライスを作ることでシームレスな
サービス体験を顧客に提供するフェデ
レーテッド（連合型）・スライシングなどを
展示。ファーウェイは、業界初というネッ
トワーク・スライシング・ルーターを発表
した。50GEの基地局接続と100GEとの
互換性を持ち、独自技術ベースでポート・
チャネルの物理的な分離を実現。制御、
プロトコル、転送の各次元でリソースを
スライスして論理ネットワークを作成し、
サービスごとにリソースのスケジューリン
グなどの管理が可能という。このほか、ド
イツ・テレコムと実施したオール・クラウド
によるエンド・ツー・エンドの5Gネットワー
ク・スライシングのデモも紹介していた
（P19参照）。

　IoTではNB-IoTが主役。今年は技術
の説明よりもユースケースの紹介に展示
が移っており、ファーウェイは中国など2

か国でテストに入っているという水道
メーター・メーカー三川（サンチュアン）と
のスマート水道メーターをはじめ、ス
マート・パーキングなどの事例を紹介し
ていた。エリクソンもイタリア・トスカーナ
地方のワイナリーなどで進めるIoTを活
用した農業、産業ロボットなどの事例を
見せていた。
　昨年同様、ホール8にはLPWA（Low 

Power Wide Area）技術のSigfox、LoRa

アライアンスがブースを構えた。Sigfox

はテレフォニカと提携し、同社のプラット
フォームにSigfoxを統合することを発表
した。なお、このホール8ではドローン・
メーカーDJIも大きなブースを持ち、最新
の産業向けドローンを展示していた。

　このところのトレンドだが、自動車メー
カーは今年も存在感を増していた。MWC

会場では、基調講演会場の近くにプ
ジョーがブースを構え、コンセプトカー
『Peugeot INSTINCT』を披露、講演を
行き来する来場者が足を止めて見入っ
ていた。INSTINCTは自動運転カーで、
サムスンの『ARTIK Cloud』 IoTプラット
フォームを利用してモバイル端末と連携
してデータを集め、ユーザーの好みの空
間を実現するという。プジョーのほか、ダ
イムラー、BMW、フォード、地元スペイン
のセアトなどの自動車メーカーがブース
を構えたほか、ドイツ・テレコム、SAP、
アクセンチュアなどの通信事業者やベン
ダー、サービス・プロバイダーもブースに
車を設置するところが多かった。
　初日午後の基調講演には、EV専門レー
シングのフォーミュラE（Formula E）、
それにAIを利用した自動運転カーレー
スのロボレース（Roborace）からそれぞ
れのトップが登場、『Robocar』をステー
ジで初披露した。ドライバーが座る座席
がない車は一見不思議な感じもするが、
代わりに頭脳となるエヌビディア（Nvidia）
の自動運転車向け開発プラットフォー
ム、それにAIカメラ、センサー、レーダー
などを搭載する。毎秒24兆のAI演算処理
ができるという。モーターショーではなく

無人の自動運転カー『Robocar』

1

2

©GSMA 

　MWCの会場は今年もFira Gran Via。
新しく空港と会場を結ぶ地下鉄が開通し
て利便性がアップしたが、混雑ぶりは相
変わらずだ。というのも、来場者数はまた
もや過去最高を記録。世界中から10万
8,000人がバルセロナに集まった。主催
者のGSMAによると、前年から7%の増加
だという。
　今年は端末、ネットワークともに話題
に事欠かず、AIやチャットボットなど新し
いキーワードも出てきた。総体的に、予
想を上まわる熱気を感じた。

　熱気の一因は、イベントを飾る花とな
る端末が盛り上がりを見せたことだろう。
例年通り、開催前日にファーウェイ、
LG、Moto／レノボ、サムスンといった端
末ベンダー数社が発表会を開催した。サ
ムスンは例年、MWCでGalaxyブランド
の最新フラッグシップを発表してきたが、
今年は次期『Galaxy S8』の発表を遅ら
せ、タブレット『Galaxy Tab S3』『Galaxy 

Book』などを発表した。これに対し、

標準化の加速に合意

ファーウェイは
「オール・クラウド」をアピール

実用化に入りつつあるNB-IoT

デバイスとしての自動車があちこちに
V2Xのデモも

ボーダフォンはサムソナイトとともにNB-IoTによるス
マート手荷物追跡システムを披露
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ファーウェイはフラッグシップの『HUAWEI 

P10』『HUAWEI P10 Plus』を、LGも「フル
ビジョン」としてアスペクト比18：9の『LG 

G6』を発表した。ファーウェイの『P10』
『P10 Plus』はライカとの協業による第2弾
としてカメラを前面に押し出しているが、
初めて4.5Gネットワークに対応した点も
特長だ。
　このほかにもソニー、ZTEなどが会期
中に最新の端末を発表した。またウイ
コウ（Wiko）、オッポ（Oppo）、ルエコ
（LeEco）、メイズ（Meizu）などの新興
ベンダーもブースを構え、引き続き巨大
な市場を狙って新しいプレーヤーの参入
が続いていることを印象づけた。だが、こ
れらのベンダーに加えて端末分野でス
ポットが当たったブランドがもうひとつあ
る――ノキアだ。ノキアより独占的にブ
ランド・ライセンスを受けるHMDグローバ
ルは、Androidスマートフォン2機種を発
表すると同時に、携帯電話普及期に大
ヒットした『Nokia 3310』をリメーク、来
場者のノスタルジーをそそった。会期中、
ノキア・ブースの隅に設けられた端末コー
ナーは常時混み合っていた。また、ノキア
とともにかつて一時代を築いたモトローラ

（現在はレノボ傘下のMoto）は、偶然にも
HMDと同じ日の同じ時間に発表会を行っ
ていた。
　今年は、現在のスマートフォンの土台
となったiPhone発表から10周年。右肩
上がりで成長してきたスマートフォン市
場だが、2016年は6%増にとどまった。ひ
と段落ついたところで、MWCでは新たな
変化も予期させたが、買い替えサイクル

できるのは2020年を待つ必要がある。今
回の提案は2019年に大規模なトライア
ルと実装を可能にしようというもの。また、
ファーウェイ、エリクソン、NTTドコモ、
チャイナ・モバイル（中国移動）など14社
は5Gで世界統一規格の推進に取り組む
共同宣言も発表している。「プレ5G」とし
て先駆ける動きに対し、分断を防ごうと
するものだ。
　機器ベンダー各社の展示フロアでも、
5Gは目を引いた。エリクソンは2016年半
ばに発表した5G NR対応の無線装置を
展示したほか、5Gを利用した遠隔運転
の体験コーナーも設けていた。ハンドル、
アクセル、ブレーキを設置し、映像を見
ながら約50m離れたところにある車を運
転するというもので、遅延は3mm秒程度
とのことだった。
　ノキアも5Gを前面に出し、「5G First」
として無線アクセス・ネットワーク、アン
テナ、コアなどで構成されるエンド・ツー・
エンドの技術ラインナップを強調した。ま
ずは固定から利用することを想定してお
り、「プレ5G」で早まる事業者のニーズに
応える。

　ファーウェイは2015年から提唱するモ
バイル・ブロードバンドの「ROADS（Real-

time：リアルタイム、On-demand：オンデ
マンド、All-online：すべてがオンライン、

DIY、Social：ソーシャル）」ビジョンのも
と、「オール・クラウド」をアピールした。
　2014年に発表したEPC（コア）をクラウ
ド化する『CloudEdge』を皮切りに、2016

年春には無線アクセス・ネットワークをク
ラウド化する『CloudRAN』を、同年末に
はクラウド化により周波数や電力などのリ
ソースの柔軟な割り当てを可能にする
『CloudAIR』を発表した。同社はこれを
「ERA」と総称し、通信事業者のクラウド
化を支援する。「5Gに移行するにあたっ
て必要なアーキテクチャをいまのうちに
整えておき、標準化が固まったらすぐに
導入できるようにしておく」というのが狙
いだ。クラウド化は着々と進んでおり、
CloudEdgeは10以上の商用ネットワー
クで導入されているほか、CloudRAN

も2017年後半に商用化の見通しとのこ
とだ。
　クラウドが実現する5Gのネットワー
ク・スライシングの展示も、各ベンダーが
力を入れていた分野だ。ネットワーク・ス
ライシングとは、サービス固有の要件を
満たすネットワークを仮想的に作成する
技術。5Gはさまざまな用途が想定されて
おり、ネットワーク・スライシングにより、

MWCをお披露目の場に選んだことは興
味深い。
　自動車は、先述のエリクソンのように
5Gなど最新技術のデモにも使われてい
た。ファーウェイはNB-IoTで密に協業関
係にあるボーダフォンと、バルセロナ郊外
のカタロニア・サーキットでコネクテッド・
カーのデモを行った。車車間通信の標準
技術C-V2X（Vehicle to Everything）の
信頼性を示すもので、欧州では初という。
周波数帯は5.9GHz帯を利用し、前の車
から映像フィードを受け取り、他の車両
の動きなどの見通しを改善する、歩行者
の通行を警告する、など4つのシナリオを
見せた。ファーウェイは、ドイツ航空宇宙
センター（DLR）とミュンヘンでV2Xを使っ
たトライアルを行ったことも発表している。
　ファーウェイとともにC-V2Xをプッシュ
してきたクアルコムもブースで説明を
行っていた。車車間通信を含むDSRC

（Dedicated Short Range Communi-

cation：狭域通信）ではすでにIEEEが
802.11pとして規格化しているが、クア
ルコムの説明員は、802.11pと比較する
と2倍の範囲をカバーし信頼性も高いと
優位性を説明しながら、最終的には補
完の関係になるとの見通しを示した。
　このほかにも会期中、ホンダが車両情
報などを提供するコネクテッド・カー・プ
ラットフォーム『MyHonda Connected 

Car』に、シスコが買収したIoTプラット
フォームのJasperを採用することを発表
した。

　今年のMWCではコンテンツ側にも大
きなフォーカスが当たった。初日夕方の
基調講演にはNetflixのCEO、リード・ヘ
イスティングス（Reed Hastings）氏が登
場し、インターネットTV、そしてモバイル
TVに向けての課題や取り組みを語った。
Netflixは北米でDVDレンタルとしてス
タート、2007年にはストリーミング・サー
ビスに拡大し、いまや北米のインターネッ
ト・トラフィックの4割近くを占めるに至っ
ている（2位のYouTubeは18％）。ここ1～
2年は国際展開を急ピッチで進めており、
中国を除く約130か国で約1億人の加入
者を誇る世界最大のストリーミング・サー
ビスとなったが、そのサービスは固定およ
び無線インターネットに依存している。
「世界中の加入者が同じ品質レベルの
サービス体験を」というヘイスティングス
氏にとって、バッファリングは課題のひと
つだ。改善に向けてネットワーク・サー
バーやコーデックなどさまざまなレベルで
の投資をしていると明かし、「モバイル、
ノートPC、TVで同じように遅延のない瞬
間的な体験を実現する。バッファリングは

できる」と会場を埋め尽くしたモバイル関
係者に敬意を表した。
　ファーウェイの輪番CEO、徐直軍（エリッ
ク・シュー）氏は、ネットワーク・ソリュー
ション・プロバイダーとして動画時代の
通信事業者の支援について語った。徐氏
によると、動画は1兆ドル（約110兆円※）
の新たな売上を通信事業者にもたらす
可能性があるという。これは音声（8,000

億ドル、約88兆円※）、データ（1.2兆ドル、
約132兆円※）に追加されるものだ。2020

年にはデータ・トラフィックの85％が動画
サービスになるという予想もある。だが、
通信事業者は動画から売上を得るという
点でまだまだ受動的だという。「付加価値
サービスとしてではなく、ベーシックな
サービスとして動画を扱い、音声やデー
タと同じように開発すべきだ」と徐氏。
　消費者は高品質な視聴体験のために
は対価を払っていいと思っているが、
ネットワーク側では動画体験を測定する
標準がない。そこでファーウェイはオッ
クスフォード大学、北京大学と共同で動
画体験の評価システム『U-vMOS』を開
発したと徐氏。これを利用して事業者は

いつか過去のものになる」と約束した。
　一方で、モバイルでの動画視聴で障害
となりかねないのが、料金プランとデータ
通信容量だ。これについてヘイスティング
ス氏は、一部の事業者が提供する無制限
データプランを「速度は遅いがデータは
無制限。ネットワークにとっては効率がよ
く、加入者は好きなだけ動画を閲覧でき
る」と評価した。「0.5Mbpsの速度でもス
マートフォン上で素晴らしい映像を楽し
むことができる。将来的には200Kbpsで
も」と同氏は語った。
　NetflixやYouTubeなどの動画コンテン
ツの利用が増えており、事業者は投資を
余儀なくされている。それを慮るかのよう
に、ヘイスティングス氏は「われわれは効
率性を改善させている。われわれだけで
なく、ユーザーが利用する際にデータが
制限に達する心配をしなくて済むように
（業界の）プロバイダーは革新を起こす必
要がある」と呼びかけた。
　2日目の夕方の基調講演には、「コンテン
ツのゴールド・ラッシュ」をテーマに、コン
テンツ側からヴィヴェンディ（Vivendi）、
ターナー（Turner）、ナイアンティック
（Niantic）、それに通信技術からファー
ウェイが登場し、それぞれの立場から動画
を中心にコンテンツについて語った。
　『ポケモンGO』が世界で大ヒットしたナ
イアンティックは、Netflixと並んで今年の
顔と言ってもいいだろう。CEOのジョン・
ハンケ（John Hanke）氏によると、2016

年7月にローンチしたポケモンGOは、6億
5,000万台の端末にインストールされてい
るという。
　外に出てアクティブに、ソーシャルに、
という開発理念の通り、ポケモンGOはモ
バイル時代ならではのゲームだ。現実世
界にキャラクターを重ねるカメラとARと、
モバイル技術を活用して大ヒットした。「わ
れわれはクリエイティブなコンシューマー
体験を作っており、ハードウェアとネット
ワークを運用する企業と協業することで、
すばらしい体験をユーザーに届けることが

最高の動画体験を提供できるという。
「ファーウェイは通信事業者が動画で成
功するよう支援する」と述べた。

　動画に並ぶ今年のテーマがAI（人工知
能）だろう。ビッグデータ・ブームにより大
量のデータが生成、収集されており、こ
れを活用してコンピューターにパターン
を学習させることで適切な情報を提供し
たり、意思決定を自動化したりできると言
われている。
　AIを利用したサービスとしては、テレ
フォニカのCEO、ホセ・マリア・アルバレス・
パジェテ（Jose Maria Alvarez-Pallete）
氏が基調講演の場でコグニティブ・プ
ラットフォーム『AURA』を発表した。既存
の物理ネットワーク、ITシステム、製品や
サービスの上に乗る層だ。これまで構築
した3つの層が「体」「神経系」であるのに
対し、『AURA』は「脳」となる。話しかける
と情報を提供するもので、顧客の利便
性やサービス改善に役立てる。これから
1年かけてロールアウトするという。同氏
は「われわれはデジタルで生まれた業界
ではない。デジタル化が必要だ」と述べ、
プラットフォーム・カンパニーへの転身を
進めていくとした。
　SKテレコムも、2016年に開始したAI

サービス『NUGU』をセッションで紹介。
こちらも『Amazon Alexa』のように名前
（アリア、クリスタル、レベッカ、ティンカー
ベルの4つが設定されている）を呼んで話
しかけることでスマート・ホーム・サービ
スなどを操作できる。
　3日目夕方の基調講演には、MWCデ
ビューを飾ったLINE代表取締役社長の
出澤剛氏が、アシスタント・サービス
『Clova』戦略を発表した。Alexaに対抗
するものだが、ローカルの理解を強みに
打って出る格好だ。
　端末側では、1月にラスベガスで開催さ
れたCESで『Mate 9』がAlexaに対応する
ことを明らかにしたファーウェイに続き、

会期中MotoもAlexa対応を発表した。
今後もトレンドとなりそうだ。
　一方、ネットワーク側では、初日の基
調講演で5Gについて語ったKTの黄氏が
ネットワークの「インテリジェンス」がカギ
を握ると強調、5Gベースのインテリジェン
トなネットワークはインダストリー4.0で重
要な役割を果たすと続けたものの、ネット
ワーク・インフラでのAI活用はこれからと
いう印象を受けた。
　より壮大なテーマである「シンギュラリ
ティ」（技術的特異点、人間の脳をコン
ピューターが上まわる状態）について話
したのは、2011年以来、6年ぶりにMWC

のステージを踏んだソフトバンクの代表
取締役兼CEOの孫正義氏。ARMを手に
入れた孫氏は、シェア80％というIoTチッ
プの出荷台数が30年内に1兆に達すると
見通すとともに、世界中のモノがつながり
インテリジェンスを持つようになれば人
類にとって脅威になりかねないという懸
念も取り上げた。これに対し、「AIは人類
を脅かすリスクを解決することにも利用
できる」と孫氏は述べる。
　このように、今年も盛りだくさんとなっ
たMWC。モバイル・ネットワークを利用す
る対象が人からモノに拡大する中、業界
は様変わりしつつある。「Next Element

（新しい要素）」というテーマにふさわし
く、モバイル・ネットワークがあらゆる産
業の基本的な要素になり、その巨大な市
場を狙ってエンタープライズITベンダー
のブースも展示を拡大している。業界の
変革とともに、イベントそのものも転換期
を迎えていると感じた。

末岡 洋子（すえおか ようこ）

※1米ドル＝110円換算

ファーウェイとボーダフォンは会場でのVRによる運転体験（1）のほか、カタロニア・サーキットでも実車両を使った
C-V2Xのデモを行った（2）

1.ナイアンテックのジョン・ハンケ氏。会期中は会場
にもポケモンが出現した　2.ファーウェイの徐直軍氏
は通信事業者にとっての動画コンテンツの価値を
語った

が長引いている消費者がこれらの端末に
ワクワク感や新しさを感じるかどうかは、
まだ未知数だ。

　一方、ネットワーク分野では5Gの機運
の高まりを感じた。GSMAが通信事業者
のCEOなどを対象に行った調査による
と、5Gの接続件数は2025年には11億件
に達すると見込まれている。5Gへの“急
ぎ”は3G、4Gの時を上まわっている感が
あるが、5Gが加速するインダストリー4.0

など市場の大きな変革を先駆けようとい
う狙いだろう。
　まずは会期直前にベライゾンが「プレ
5G」として、エンド・ツー・エンドの5Gパイ
ロットを2017年後半にもスタートするとし
た。AT&Tも「Network 3.0 Indigo」とし
てネットワーク刷新を進めており、2017

年第2四半期に米国の一部で高速通信
が可能なネットワークをローンチすること
を明らかにしている。
　初日の基調講演では、2年前の基調講
演で5Gが実現する自動運転車の世界を
語った韓国KTのCEO 黄昌圭（ファン・
チャンギュ）氏が「KTは世界初の5Gサー
ビスを商用化する」と宣言した。2017年に

5Gトライアルの仕様を固め、2018年に
初のトライアルを行うという。2018年の
平昌冬季オリンピック・パラリンピック開
催に向けて、SKテレコムも5Gに向けた取
り組みを進めている。NTTドコモ、エリク
ソン、クアルコムの3社も、4.5GHz帯と
2 8 G H z帯を利用した5 G  N R（N e w  

Radio）の実証実験を行うことを発表し
た。5Gでは6GHz以下とミリ波の両方の
周波数帯を使うと想定されており、5G 

NRは3GPPで策定が進められている新し
い無線方式。実証実験は端末と基地局
間の接続などを含むもので、2018年に
開始する予定だ。4G同様に米国、韓国、
日本といった地域で先行ムードが漂う。
　一方で、米国のケーブル企業でヴァー
ジン・メディアなどを傘下に持つリバティ・
グローバルのマイク・フライズ（Mike 

Fries）CEOは「2020年に5Gの商用実装
というのはあまりにアグレッシブ」との見
解を示した。
　2日目の基調講演には米国と欧州連
合（EU）から関係者が登壇して、5Gヘの
期待を語った。米国連邦通信委員会
（FCC）のアジット・パイ（Ajit Pai）委員長
は「5Gは無線の世界を完全に変える」と
期待を表現し、欧州委員会副委員長兼

デジタル単一市場担当委員のアンドル
ス・アンシプ（Andrus Ansip）氏は、「グ
ローバルな競争の中で欧州が確かな力を
維持するためには、業界もスピード感を
持って動き、5Gの機能を実装・テストしな
ければならない」と述べた。
　なお、両氏からは世界レベルで起きて
いる政治の変化も感じた。FCCのパイ氏
はトランプ大統領の任命により数週間前
に就任したばかり。MWCでは、オバマ政
権時代に規制強化されたネット中立性に
ついて「間違いだった」と述べ、動画など
の帯域を多く使用するコンテンツの選別
を禁じるネット中立性を批判した。EUは
昨年英国の離脱が決定し、今年はオラン
ダで総選挙があったほか、フランスの大
統領選も控えている。存在感が揺らぎつ
つある中、アンシプ氏の「テレコムは欧州
のデジタル単一市場の屋台骨だ」という
言葉はやや頼りなく響いた。
　5Gへ向けた欧州の通信事業者の動き
は必ずしも積極的とは言えない。「5G 

Action Plan」のもとで5Gの取り組みを
進めるEUのアンシプ氏は「4Gでは、欧州
はプッシュが遅れた。5Gで同じ過ちは繰
り返したくない」と述べた。目立った動き
としては、コーポレート・カラーのピンク
を基調としたブースで5Gを大きく打ち出
していたドイツ・テレコムがある。基調講
演に登場した同社のCEO、ティモテウス・
ヘットゲス（Timotheus Hottges）氏は、
「欧州は遅れていない」と強調、自社が展
開する欧州各国で5Gのカバーエリアを
100%にしていくことを約束した。

　業界の動きとしては、会期中、エリク
ソン、ファーウェイ、クアルコムなどのベン
ダー、それにAT&T、NTTドコモ、KDDI

などの通信事業者が20社以上集まり、
5G NRの商用化に向けた動きを加速させ
る意図を発表した。5G NRは3GPPの
Release 15に含まれるが、現在のスケ
ジュールでは標準に基づいた実装実験が

ひとつのネットワークですべてに対応す
るのではなく、用途に合わせてネットワー
クを分割して用意することができる。昨
年のMWCで大きなスポットが当たった。
　エリクソンは既存製品にネットワーク・
スライスを拡張させたライフサイクル管
理、別の通信事業者のネットワークに専
用のスライスを作ることでシームレスな
サービス体験を顧客に提供するフェデ
レーテッド（連合型）・スライシングなどを
展示。ファーウェイは、業界初というネッ
トワーク・スライシング・ルーターを発表
した。50GEの基地局接続と100GEとの
互換性を持ち、独自技術ベースでポート・
チャネルの物理的な分離を実現。制御、
プロトコル、転送の各次元でリソースを
スライスして論理ネットワークを作成し、
サービスごとにリソースのスケジューリン
グなどの管理が可能という。このほか、ド
イツ・テレコムと実施したオール・クラウド
によるエンド・ツー・エンドの5Gネットワー
ク・スライシングのデモも紹介していた
（P19参照）。

　IoTではNB-IoTが主役。今年は技術
の説明よりもユースケースの紹介に展示
が移っており、ファーウェイは中国など2

か国でテストに入っているという水道
メーター・メーカー三川（サンチュアン）と
のスマート水道メーターをはじめ、ス
マート・パーキングなどの事例を紹介し
ていた。エリクソンもイタリア・トスカーナ
地方のワイナリーなどで進めるIoTを活
用した農業、産業ロボットなどの事例を
見せていた。
　昨年同様、ホール8にはLPWA（Low 

Power Wide Area）技術のSigfox、LoRa

アライアンスがブースを構えた。Sigfox

はテレフォニカと提携し、同社のプラット
フォームにSigfoxを統合することを発表
した。なお、このホール8ではドローン・
メーカーDJIも大きなブースを持ち、最新
の産業向けドローンを展示していた。

　このところのトレンドだが、自動車メー
カーは今年も存在感を増していた。MWC

会場では、基調講演会場の近くにプ
ジョーがブースを構え、コンセプトカー
『Peugeot INSTINCT』を披露、講演を
行き来する来場者が足を止めて見入っ
ていた。INSTINCTは自動運転カーで、
サムスンの『ARTIK Cloud』 IoTプラット
フォームを利用してモバイル端末と連携
してデータを集め、ユーザーの好みの空
間を実現するという。プジョーのほか、ダ
イムラー、BMW、フォード、地元スペイン
のセアトなどの自動車メーカーがブース
を構えたほか、ドイツ・テレコム、SAP、
アクセンチュアなどの通信事業者やベン
ダー、サービス・プロバイダーもブースに
車を設置するところが多かった。
　初日午後の基調講演には、EV専門レー
シングのフォーミュラE（Formula E）、
それにAIを利用した自動運転カーレー
スのロボレース（Roborace）からそれぞ
れのトップが登場、『Robocar』をステー
ジで初披露した。ドライバーが座る座席
がない車は一見不思議な感じもするが、
代わりに頭脳となるエヌビディア（Nvidia）
の自動運転車向け開発プラットフォー
ム、それにAIカメラ、センサー、レーダー
などを搭載する。毎秒24兆のAI演算処理
ができるという。モーターショーではなく

P RO F I L E

I C Tを専門とするフリーランス・ライター／
ジャーナリスト。ウェブ・メディアの記者を経て
フリーとなり、現在は『ITmedia』『ASCII.jp』『マ
イナビニュース』などで執筆。欧州のICT事情に
明るく、モバイルのほかオープンソースやデジ
タル規制動向などもウォッチしている。

1

2

©GSMA 

　MWCの会場は今年もFira Gran Via。
新しく空港と会場を結ぶ地下鉄が開通し
て利便性がアップしたが、混雑ぶりは相
変わらずだ。というのも、来場者数はまた
もや過去最高を記録。世界中から10万
8,000人がバルセロナに集まった。主催
者のGSMAによると、前年から7%の増加
だという。
　今年は端末、ネットワークともに話題
に事欠かず、AIやチャットボットなど新し
いキーワードも出てきた。総体的に、予
想を上まわる熱気を感じた。

　熱気の一因は、イベントを飾る花とな
る端末が盛り上がりを見せたことだろう。
例年通り、開催前日にファーウェイ、
LG、Moto／レノボ、サムスンといった端
末ベンダー数社が発表会を開催した。サ
ムスンは例年、MWCでGalaxyブランド
の最新フラッグシップを発表してきたが、
今年は次期『Galaxy S8』の発表を遅ら
せ、タブレット『Galaxy Tab S3』『Galaxy 

Book』などを発表した。これに対し、

コンテンツ・イズ・キング
マネタイズをどうするか

通信業界はAIをどう活用するか

M O B I L E  W O R L D  C O N G R E S S  2 0 1 7

おもんぱか
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独立系ソフトウェア・ベンダーやIT、金融、政府系の
企業・組織において情報セキュリティとソフトウェア
開発分野で20年以上の経験を持ち、多数のグロー
バル企業のCISO（最高情報セキュリティ責任者）な
どに対しトレーニングやコンサルティングを行ってき
た。標準化団体でも活発に活動し、IETF（Internet 

Engineering Task Force）では10年以上にわたり
websec、LTANS（Long-Term Archive and 

Notary Services）、DOTS（DDoS Open Threat 

Signaling）などのワーキング・グループ議長やセ
キュリティ理事会メンバーなど要職を務め、いくつか
のRFC（技術仕様）の共著者にもなっている。2015

年まで議長を務めたOWASP（Open Web Application 

Security Project）およびCSA（Cloud Security 

Alliance）香港・マカオ支部の理事であり、欧州委員
会のNIS（Network and Information Security）プ
ラットフォームのメンバーとしてEUのサイバー・セキュ
リティとリスク管理に対する提言も行う。ミュンヘン大
学卒業、ロンドン・ビジネス・スクール　スローン・フェ
ローシップにてMBA取得。

Tobias Gondrom

ファーウェイ  セキュリティCTO  トビアス・ゴンドロムに聞く

すべてが“つながった”
IoT時代のサイバー・セキュリティ
あらゆるものがネットワークにつながるIoTの時代。
利便性が向上する一方で、サイバー空間の脅威が生活の中に侵入するリスクも高まります。
IoTにおけるサイバー・セキュリティの現状と、セキュリティ対策への新たなアプローチについて、
数々の業界団体でセキュリティ分野の要職を務める
ファーウェイ  セキュリティCTO  トビアス・ゴンドロム（Tobias Gondrom）に聞きます。

　企業や個人にとってのサイバー・セ
キュリティは、かつて各社、各家庭で
のアンチウィルスやファイアウォール
といった対策で必要十分とされていまし
た。しかし、さまざまなデバイスがネット

ワークにつながり、クラウド・サービス
があらゆる用途に使われ、それらをつな
ぐネットワークも仮想化とオープン化が
進むにつれ、セキュリティはどこか1か
所を守っておけば安全というものでは
なくなってきました。
　とりわけIoT市場には、ICT産業以外
の業界からも広範囲にわたって多数の

プレーヤーが参画しています。自動車
や冷蔵庫、電球や鍵といったこれまで
サイバー・セキュリティとは縁のなかっ
た製品のメーカーも、そうしたモノが
ネットワークにつながるようになったい
ま、物理的な安全に加えてサイバー空
間でのセキュリティをも考慮することを
余儀なくされています。

多様化・多層化する
サイバー・セキュリティ

Miraiが鳴らした警鐘
　同時に、ICT企業の側もサイバー・セ
キュリティをより広範に捉える必要があ
ります。攻撃の被害はこれまでのように
サイバー空間の中だけにとどまらず、コ
ネクテッド・カーのハッキングによる交
通事故、医療機器の遠隔操作による医
療事故など、人命に関わる事態も想定
しなければなりません。また、多くのモ
ノはICTのソフトウェアやハードウェア
よりもライフサイクルが長く、公共イン
フラのように数十年に及ぶ場合もある
ため、セキュリティにおいてもより長期
的な視点が求められます。
　加えて、モノとクラウド上のサービス
とがネットワークを介してつながること
で、セキュリティはセンサーからネット
ワーク、アプリケーションまで多層的に
カバーすべきものとなっています。そこ
にはチップ・メーカー、ネットワーク機
器ベンダー、ソフトウェア・ベンダー、
サービス・プロバイダーなど多岐にわた
る複数の企業が関わっており、そのす
べての製品やサービスがセキュリティ
要件を満たしていなければ、安全性を
確保することはできません。

　このように高度に複雑化したIoTセ
キュリティが差し迫った課題であること
を思い知らせたのが、昨年10月に起き
たMiraiボットネットによる史上最大規
模のDDoS（Distributed Denial of 

Service：分散型サービス妨害）攻撃で
す。アマゾンやツイッターを含む100以
上のウェブサイトが被害を受け、ピーク
時のトラフィックは1秒間に1.2TB（テラ
バイト）にものぼったこの攻撃は、Mirai

がセキュリティの脆弱なIoT機器10万
台以上を感染させ、巨大なボットネット
を生成して引き起こしたものです。これ
により、ユーザーネームとパスワードが
製品出荷時の共通設定のままになって
いる脆弱なIoT機器が無防備に大量に
ネットワークに接続されていることが露
呈し、メーカーやユーザーを震撼させ
ました。
　昨年初頭の時点ではDDoS攻撃の
規模は大きなものでも毎秒40GBほど
でした。それが1年も経たないうちに30

倍にも拡大した背景には、IoT機器の

爆発的な普及があると言えるでしょう。
大量のIoT機器が市場に出まわること
は、裏を返せば犯罪者に武器をばらま
いているようなものです。
　これまで多くのIoT機器メーカーは、
自社製品が本来の機能とは直接関係
のないネットワーク・インフラへの攻撃
に使われるとは想定していませんでし
た。しかしもはや、機器メーカーは製品
ユーザーにとっての安全性を考慮する
だけでは不十分です。自社製品が攻撃
の対象となるばかりか、より大規模な
攻撃の手段にもなりうることを認識しな
ければなりません。

　激化するDDoS攻撃に対して、ファー
ウェイは3段階でアプローチするソ
リューションを提供しています。
　まず、オンプレミスで実装するスタン
ダードなアンチDDoSソリューション
で、ネットワークのエッジにおいて第一
段階の防御を行います。ファーウェイ
のオンプレミス・アンチDDoSシステム
は最大1.44Tbpsの処理能力を持ち、
100種類以上のDDoS攻撃に対応して
います。これは最も確実な方法ではあ
るものの、攻撃の規模がこれだけ拡大
している現在、あらゆる脅威に対応で
きるだけの機器を展開するにはコスト
がかかります。
　そこで、攻撃が検知された時点でトラ
フィックをクラウドに転送して、サービス
妨害を回避するしくみが有用となりま
す。オンプレミスの機器で攻撃が検知さ
れると、ファーウェイのクラウド・クリー
ニング・センターにアラートが送られま
す。同センターはファーウェイがグロー
バルに展開しているCMA（Cloud Miti-

gation Alliance）のパートナーであるセ
キュリティ・サービス・プロバイダーの

スクラビング（洗浄）・センターに通知を
送り、攻撃で生じた過剰なトラフィック
を発生源からできるだけ近距離にある
スクラビング・センターへと数分のうち
に転送することで、サービスを保護し、
障害を回避します。ファーウェイのCMA

は米国、欧州、アジアに点在する10以
上のスクラビング・センターからなり、合
計で2TB以上のネットワーク容量を有
しています。
　こうした2段階の防御に加え、ファー
ウェイが現在取り組んでいるのがAIと
SDNを活用したDDoS対策です。トラ
フィックの状況を機械学習でビッグ
データ解析して不審な兆候を検知し、
リアルタイムで動的に攻撃トラフィック
の転送を行うことで、無防備なデバイス
への攻撃を未然に回避することが可能
になります。これにより、アンチDDoS用
ハードウェアに多大なコストをかけるこ
となく、大量のデバイスが接続される
IoTのセキュリティに効果的に対応する
ことができます。ソリューションとしては
まだパイロット段階ですが、その一部は
IETFで検討されているリアルタイムの
DDoS検知に向けたDOTS（DDoS Open 

Threat Signaling）仕様にも導入されて

おり、将来的にはDDoS攻撃だけでなく
さまざまなセキュリティの脅威に応用で
きる有望な技術です。

　IoTがもたらすもうひとつの課題が、
ユーザー・プライバシーの保護です。
ネットワークにつながったデバイスは、
いずれもなんらかの形でユーザーに関
する情報を収集します。こうした情報は
ユーザーにより良いサービスを提供す
るための貴重な資産となる一方、ユー
ザーのプライバシーが侵害されるリス
クも高まります。必要なのはユーザー
行動を知ることであり、個人情報を得
ることではありません。技術的に収集可
能かどうかではなく、ユーザーの目線か
ら抵抗なく提供できる情報かどうかを
基準に据えることが重要です。
　プライバシーは社会的背景や文化に
よって捉え方が異なる難しい問題です
が、欧州ではとりわけ厳しい基準を設け
てその保護に取り組んでいます。2018年
にはGDPR（General Data Protoction 

Regulation：EU一般データ保護規則）
が施行開始となり、EU全体で共通の

トビアス・ゴンドロム
ファーウェイ　セキュリティCTO

個人データ保護体制がより強化される
ことになります。これに向けて、ファー
ウェイも欧州でビジネスを行うお客様か
らどのような策を講じるべきかという相
談を受けることが増えています。
　ファーウェイは、研究開発機能を統
括する『2012ラボ』傘下のセキュリティ・
コンピテンス・センターにおいて、将来に
向けた最先端のサイバー・セキュリティ
技術の研究を行っていますが、同セン
ターが注力している分野のひとつがPET

（Privacy Enhancing Technology：
プライバシー強化技術）です。高度な暗
号化をはじめ、ビッグデータ解析におい
て分析に必要なデータの価値を損なう
ことなく匿名性を確保する技術の開発
を進めています。

　セキュリティCTOの役割は、先端技
術とお客様のニーズを結びつけ、すべ
ての製品やソリューションにセキュリ
ティが設計段階から適切にビルトインさ
れるよう保証することです。世界各国の
政府、通信事業者、企業のお客様と活
発に意見を交換しながら、R&D、プロ
ダクトラインと緊密に連携し、多様化・
複雑化するセキュリティの課題にお客
様が自信を持って対応できるようなソ
リューションの実現を目指しています。
　しかし、冒頭に述べたように、IoTにお
けるセキュリティは1社の努力だけで成
し遂げられるものではありません。IoTに
関わるすべてのステークホルダーがエ
コシステムを形成し、共通の標準のもと
にセキュリティの課題に取り組んでいか
なければ、拡大を続けるモノの接続を
セキュアに維持することは不可能です。
　IoTエコシステムはいまだ初期の形成
段階であり、多数の通信方式やそれに
ともなうセキュリティの基準が林立して
いる状態です。今後は実用化フェーズ
に向けてこれらの標準が集約されてい
き、より協調的でロバストなエコシステ
ムへと成熟していくことが期待されます。

ファーウェイはこれまで、エンド・ツー・
エンドのセキュリティ保証システムを
確立し、ICT業界全体でグローバルに
サイバー・セキュリティの課題を解決し
ていくべきだと提唱を続けてきました。
こうした実績を活かし、技術的知見とベ
ストプラクティスを積極的に共有して、

より安全なIoTの実現に向けたエコシス
テムの発展をリードしていくことが
ファーウェイの使命です。これからも、
お客様、パートナー、標準化団体や業
界団体と幅広く連携しながら、すべてが
“つながった”新時代のサイバー・セキュ
リティの確立に尽力していきます。

ファーウェイのセキュリティ対策

● 莫大な数のセンサーがあらゆる場所に点在
　→ リモートによるアップデートや
　    メンテナンスが困難
● DDoS攻撃
● プライバシー保護
● デバイス認証のセキュリテイ管理
● 仮想化によってネットワークがボーダレスに
　→ セキュリティ管理が複雑化

● 接続方式の多様化・複雑化
● 中間者攻撃（乗っ取り、改ざん、盗聴）
● 無線通信プロトコルに固有の欠陥と限界

● 物理的な攻撃に対する脆弱性
● コンピューティングとコストの面での制約
　（高度な暗号化を実装できない）
● インターフェース上の制約
　（パスワード認証、指紋認証などの
　認証を実装できない）

リスクと課題

多層化するIoTセキュリティ

LiteOS LiteOS LiteOS

3G/4G/NB-IoT ゲートウェイ

IoT
ファイアウォール

エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ク
ラ
ウ
ド

 ● ファイアウォールでIoTネットワーク・プロトコルを
　 同定、フィルタリング
 ● ファイアウォールで数百万の接続に同時に対応
 ● 暗号化された無線およびゲートウェイ・トンネル

● チップセット（TPM ： Trusted Platform Module／
　TEE ： Trusted Execution Environment）によって
　信頼できる環境を提供
● ファーウェイのLiteOSでデバイスの
　セキュリティ機能を統合
● 軽量なセキュリティ・プラグイン

OceanConnect IoTプラットフォームのサイバー・
セキュリティ・インテリジェンス・システム
● ビッグデータ解析と機械学習による
　脅威モデリング
     → IoTネットワークのセキュリティ状況を認識
     → 未知の脅威を検知
     → 数秒のうちにアラートを発し協調的にブロック
● データのセキュリティ：
　EUのデータ保護指令に準拠

スマート
シティ

スマート・
グリッド

 スマート・
ホーム
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　企業や個人にとってのサイバー・セ
キュリティは、かつて各社、各家庭で
のアンチウィルスやファイアウォール
といった対策で必要十分とされていまし
た。しかし、さまざまなデバイスがネット

ワークにつながり、クラウド・サービス
があらゆる用途に使われ、それらをつな
ぐネットワークも仮想化とオープン化が
進むにつれ、セキュリティはどこか1か
所を守っておけば安全というものでは
なくなってきました。
　とりわけIoT市場には、ICT産業以外
の業界からも広範囲にわたって多数の

プレーヤーが参画しています。自動車
や冷蔵庫、電球や鍵といったこれまで
サイバー・セキュリティとは縁のなかっ
た製品のメーカーも、そうしたモノが
ネットワークにつながるようになったい
ま、物理的な安全に加えてサイバー空
間でのセキュリティをも考慮することを
余儀なくされています。

ユーザー目線の
プライバシー保護

　同時に、ICT企業の側もサイバー・セ
キュリティをより広範に捉える必要があ
ります。攻撃の被害はこれまでのように
サイバー空間の中だけにとどまらず、コ
ネクテッド・カーのハッキングによる交
通事故、医療機器の遠隔操作による医
療事故など、人命に関わる事態も想定
しなければなりません。また、多くのモ
ノはICTのソフトウェアやハードウェア
よりもライフサイクルが長く、公共イン
フラのように数十年に及ぶ場合もある
ため、セキュリティにおいてもより長期
的な視点が求められます。
　加えて、モノとクラウド上のサービス
とがネットワークを介してつながること
で、セキュリティはセンサーからネット
ワーク、アプリケーションまで多層的に
カバーすべきものとなっています。そこ
にはチップ・メーカー、ネットワーク機
器ベンダー、ソフトウェア・ベンダー、
サービス・プロバイダーなど多岐にわた
る複数の企業が関わっており、そのす
べての製品やサービスがセキュリティ
要件を満たしていなければ、安全性を
確保することはできません。

　このように高度に複雑化したIoTセ
キュリティが差し迫った課題であること
を思い知らせたのが、昨年10月に起き
たMiraiボットネットによる史上最大規
模のDDoS（Distributed Denial of 

Service：分散型サービス妨害）攻撃で
す。アマゾンやツイッターを含む100以
上のウェブサイトが被害を受け、ピーク
時のトラフィックは1秒間に1.2TB（テラ
バイト）にものぼったこの攻撃は、Mirai

がセキュリティの脆弱なIoT機器10万
台以上を感染させ、巨大なボットネット
を生成して引き起こしたものです。これ
により、ユーザーネームとパスワードが
製品出荷時の共通設定のままになって
いる脆弱なIoT機器が無防備に大量に
ネットワークに接続されていることが露
呈し、メーカーやユーザーを震撼させ
ました。
　昨年初頭の時点ではDDoS攻撃の
規模は大きなものでも毎秒40GBほど
でした。それが1年も経たないうちに30

倍にも拡大した背景には、IoT機器の

爆発的な普及があると言えるでしょう。
大量のIoT機器が市場に出まわること
は、裏を返せば犯罪者に武器をばらま
いているようなものです。
　これまで多くのIoT機器メーカーは、
自社製品が本来の機能とは直接関係
のないネットワーク・インフラへの攻撃
に使われるとは想定していませんでし
た。しかしもはや、機器メーカーは製品
ユーザーにとっての安全性を考慮する
だけでは不十分です。自社製品が攻撃
の対象となるばかりか、より大規模な
攻撃の手段にもなりうることを認識しな
ければなりません。

　激化するDDoS攻撃に対して、ファー
ウェイは3段階でアプローチするソ
リューションを提供しています。
　まず、オンプレミスで実装するスタン
ダードなアンチDDoSソリューション
で、ネットワークのエッジにおいて第一
段階の防御を行います。ファーウェイ
のオンプレミス・アンチDDoSシステム
は最大1.44Tbpsの処理能力を持ち、
100種類以上のDDoS攻撃に対応して
います。これは最も確実な方法ではあ
るものの、攻撃の規模がこれだけ拡大
している現在、あらゆる脅威に対応で
きるだけの機器を展開するにはコスト
がかかります。
　そこで、攻撃が検知された時点でトラ
フィックをクラウドに転送して、サービス
妨害を回避するしくみが有用となりま
す。オンプレミスの機器で攻撃が検知さ
れると、ファーウェイのクラウド・クリー
ニング・センターにアラートが送られま
す。同センターはファーウェイがグロー
バルに展開しているCMA（Cloud Miti-

gation Alliance）のパートナーであるセ
キュリティ・サービス・プロバイダーの

スクラビング（洗浄）・センターに通知を
送り、攻撃で生じた過剰なトラフィック
を発生源からできるだけ近距離にある
スクラビング・センターへと数分のうち
に転送することで、サービスを保護し、
障害を回避します。ファーウェイのCMA

は米国、欧州、アジアに点在する10以
上のスクラビング・センターからなり、合
計で2TB以上のネットワーク容量を有
しています。
　こうした2段階の防御に加え、ファー
ウェイが現在取り組んでいるのがAIと
SDNを活用したDDoS対策です。トラ
フィックの状況を機械学習でビッグ
データ解析して不審な兆候を検知し、
リアルタイムで動的に攻撃トラフィック
の転送を行うことで、無防備なデバイス
への攻撃を未然に回避することが可能
になります。これにより、アンチDDoS用
ハードウェアに多大なコストをかけるこ
となく、大量のデバイスが接続される
IoTのセキュリティに効果的に対応する
ことができます。ソリューションとしては
まだパイロット段階ですが、その一部は
IETFで検討されているリアルタイムの
DDoS検知に向けたDOTS（DDoS Open 

Threat Signaling）仕様にも導入されて

おり、将来的にはDDoS攻撃だけでなく
さまざまなセキュリティの脅威に応用で
きる有望な技術です。

　IoTがもたらすもうひとつの課題が、
ユーザー・プライバシーの保護です。
ネットワークにつながったデバイスは、
いずれもなんらかの形でユーザーに関
する情報を収集します。こうした情報は
ユーザーにより良いサービスを提供す
るための貴重な資産となる一方、ユー
ザーのプライバシーが侵害されるリス
クも高まります。必要なのはユーザー
行動を知ることであり、個人情報を得
ることではありません。技術的に収集可
能かどうかではなく、ユーザーの目線か
ら抵抗なく提供できる情報かどうかを
基準に据えることが重要です。
　プライバシーは社会的背景や文化に
よって捉え方が異なる難しい問題です
が、欧州ではとりわけ厳しい基準を設け
てその保護に取り組んでいます。2018年
にはGDPR（General Data Protoction 

Regulation：EU一般データ保護規則）
が施行開始となり、EU全体で共通の

DDoS攻撃に対するファーウェイのアプローチ 各標準化団体で進められているIoTセキュリティへの取り組み

個人データ保護体制がより強化される
ことになります。これに向けて、ファー
ウェイも欧州でビジネスを行うお客様か
らどのような策を講じるべきかという相
談を受けることが増えています。
　ファーウェイは、研究開発機能を統
括する『2012ラボ』傘下のセキュリティ・
コンピテンス・センターにおいて、将来に
向けた最先端のサイバー・セキュリティ
技術の研究を行っていますが、同セン
ターが注力している分野のひとつがPET

（Privacy Enhancing Technology：
プライバシー強化技術）です。高度な暗
号化をはじめ、ビッグデータ解析におい
て分析に必要なデータの価値を損なう
ことなく匿名性を確保する技術の開発
を進めています。

　セキュリティCTOの役割は、先端技
術とお客様のニーズを結びつけ、すべ
ての製品やソリューションにセキュリ
ティが設計段階から適切にビルトインさ
れるよう保証することです。世界各国の
政府、通信事業者、企業のお客様と活
発に意見を交換しながら、R&D、プロ
ダクトラインと緊密に連携し、多様化・
複雑化するセキュリティの課題にお客
様が自信を持って対応できるようなソ
リューションの実現を目指しています。
　しかし、冒頭に述べたように、IoTにお
けるセキュリティは1社の努力だけで成
し遂げられるものではありません。IoTに
関わるすべてのステークホルダーがエ
コシステムを形成し、共通の標準のもと
にセキュリティの課題に取り組んでいか
なければ、拡大を続けるモノの接続を
セキュアに維持することは不可能です。
　IoTエコシステムはいまだ初期の形成
段階であり、多数の通信方式やそれに
ともなうセキュリティの基準が林立して
いる状態です。今後は実用化フェーズ
に向けてこれらの標準が集約されてい
き、より協調的でロバストなエコシステ
ムへと成熟していくことが期待されます。

ファーウェイはこれまで、エンド・ツー・
エンドのセキュリティ保証システムを
確立し、ICT業界全体でグローバルに
サイバー・セキュリティの課題を解決し
ていくべきだと提唱を続けてきました。
こうした実績を活かし、技術的知見とベ
ストプラクティスを積極的に共有して、

より安全なIoTの実現に向けたエコシス
テムの発展をリードしていくことが
ファーウェイの使命です。これからも、
お客様、パートナー、標準化団体や業
界団体と幅広く連携しながら、すべてが
“つながった”新時代のサイバー・セキュ
リティの確立に尽力していきます。

2016年11月に『Systems Security Engineering』を発行。ネットワークに接続さ
れた機器のライフサイクル・プロセス管理に関するIoTサイバー・セキュリティ・ガイ
ドラインを提示

2016年9月に『Industrial Internet of Things Volume G4: Security Frame-

work』を発行。セキュリティをインダストリアルIoTシステム・アーキテクチャの基本
要素とし、エンドポイントからシステム・コンポーネント間の接続までシステム全体
のセキュリティを確保することを目標に、業界全体での合意形成を目指す

RFC 7744（Use Cases for Authentication and Authorization in Constrained 

Environments）、RFC 7925（Transport Layer Security (TLS) / Datagram 

Transport Layer Security (DTLS) Profiles for the Internet of Things）などの
仕様において、アプリケーション・レイヤー、伝送レイヤー、ネットワーク・レイヤー
のセキュリティ・プロトコルおよびサードパーティの認証・認可プロトコルを定義

通信業界に特化したIoTサービス・プロバイダー向けガイドライン『IoT Security 

Guidelines』を発行。IoTサービスのライフサイクルを通じてベストプラクティスが
適用されるよう業界内の合意形成を目指す

TS-0003（oneM2M Security Solutions）仕様において、アプリケーション・レイ
ヤーにおけるIoT管理およびプラットフォームの標準を策定。要件、アーキテク
チャ、API仕様、セキュリティ・ソリューション、相互接続性などをカバー

IoTセキュリティ標準の策定に向けたIoTサブ・グループを設定。IoTにTCG仕様を
適用するためのガイダンスとして『Guidance for Securing IoT Using TCG 

technology』『Architect’s Guide: IoT Security』を発行

米国立標準技術研究所（NIST）

インダストリアル・インターネット・コンソーシアム（ IIC）

IETF

GSMA

oneM2M

TCG（Trusted Computing Group）IoTグループ

ファーウェイのDDoS対策

IoTエコシステムの
成熟に向けて

オンプレミス・
アンチDDoSソリューション クラウド・クリーニング・センター SDN+ビッグデータ解析による

クリーニング

アンチDDoS
システム
●最大1.44Tbpsのスループット
●オール・イン・ワンの
　攻撃検知とクリーニング
●インライン構成／
　アウトオブパス構成

ルーター

バックボーン・ネットワーク

CMA
（Cloud Mitigation Alliance）インターネット

スイッチ

Internet

サービス・
オーケスト
レーター

ビッグデータ・
インテリジェンス・
センター

SDNコントローラー

ルーター

イベント

ポリシー
IPFIX／
NetFlow

クラウド・クリーニング・センター

● スクラビング・センター
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社会を動かし、
未来を形作るLinux

オープンソースが市場を切り拓く

　オープンソースの重要性がますます高
まっている。Linuxはそれを表す最良の
事例だ。Linux財団はファーウェイを含
む何万もの組織とともに、かつてない規
模の技術資産の共有に取り組んでいる。
　現在、1 0 0以上の企業に所属する
3,900名以上の開発者が、5万3,000以
上のファイルと2,100万行にも及ぶコー
ドを生成し、Linuxを構築している。この
経済的価値は数十億ドルに相当する。
Linuxは世界の証券取引所の大多数で
採用され、グローバル経済の原動力と
なっているほか、モバイル端末の組み込
みシステムにおいては最大の市場シェア
を占めており、ほぼすべてのHPC（High 

Performance Computing：高性能計
算）システムに使われている。まさに現代
社会の大半を動かす、史上最も成功し
ているソフトウェアと言ってよいだろう。
　Linuxは用途の広さと規模だけでなく、
その開発速度も群を抜いており、さらに
加速し続けている。コードは1日に1万
800行書き加えられ、5,300行削除され、

1,875行修正されており、実に1時間に8

回も更新されているのである。
　1企業、1組織でこれほど高速な開発
を行うことは不可能であり、またその必
要もない。Linuxはオープンソース・ソフ
トウェアとしてどんな企業・組織・個人で
も使用できる。Linuxを活用すれば、未
来を形作る製品やサービスを生み出すこ
とが可能なのだ。

　オープンソース・ソフトウェアへのコン
トリビューターは380万人を超え、さまざ
まなレポジトリ上に誰もがアクセスできる
コードが310億行以上も存在している。
オープンな技術を提供する企業には数
十億ドルもの投資が集まり、シリコンバ
レーだけで10億ドル規模の企業価値を
持つ会社が10社はある。かつてテクノロ
ジー企業はすべてを自前で構築していた
が、いまやそれでは生き残れない。これ
は驚くべき変革だ。
　これまでのオープンソース・ソフトウェア
は単純に、既存の各企業の独占技術に
対するフリーの代用品として使われてい
た。OSでいえばLinux、データベースで

いえばMySQLなど、フリーの代用品は
利益を生み出さず、市場を縮小させるも
のとみなされていた。
　しかしいまや、オープンソースは新たな
市場を切り拓いている。新たなエコシステ
ムを構築し、それを支える相互運用性の
標準を推進している。ビッグデータにおけ
るHadoopや、仮想化におけるDockerな
どがその好例だ。クラウド構築のオープン
ソース化が進むことで、オープンソースの
活用がビジネスチャンスにつながることが
広く認知されるようになった。
　データプレーン・サービスのような下層
のレイヤーからOpen vSwitch、さらには
OPEN-Oのようなオーケストレーション・
レイヤーまで、あらゆる階層でオープン
ソース・プロジェクトはイノベーション、
開発スピード、エコシステム構築をリー
ドしている。Linux財団が運営し、ファー
ウェイとチャイナ・モバイル（中国移動）が
主導するOPEN-Oは、NFV／SDNの
オーケストレーション・ソフトウェアの構
築を目指すプロジェクトだ。筆者は2016

年のMWCで2社とともに同プロジェクト
を発表したが、そこでチャイナ・モバイル
は、同社のOSS（Operations Support 

System）はいずれオープンソース・ベー
スになるだろうと述べている。
　このほか、世界で最も急速に発展した
オープンソース・プラットフォームとして
知られるJavaScriptのNode.jsなどもあ
る。オープンソースはさまざまな領域で
革新を生み出しており、何千という企業、

オープンソースが生み出す
イノベーション Linux財団とファーウェイの取り組み

世界はいま莫大な数のソフトウェアで動いており、それらすべて

をひとつの企業が構築することは不可能だ。それゆえ、世界の優

れたテクノロジー企業はオープンソースの採用に注力している。

2016年9月に中国・上海で開催された『HUAWEI CONNECT 

2016』におけるLinux財団　エグゼクティブ・ディレクター  ジム・

ゼムリン（Jim Zemlin）氏の基調講演から、急速な発展を続ける

オープンソース・コミュニティの現状と、同財団およびファーウェ

イの取り組みについて紹介する。

何万という開発者が、こうしたプロジェ
クトで優れたコードを書き込もうと競い
あっているのだ。Linux財団はその多く
において運営者となっており、このよう
なイノベーションをさらに加速するため
に何ができるかを常に考えている。

　ここ数年、当財団はファーウェイを含
む多くの企業との協業を通じ、よりセキュ
アで安定したオープンソース・ソフトウェ
アに向けた新たな取り組みをスタートさ
せてきた。セキュリティに関しては、イン
テルやファーウェイほか20社以上のテク
ノロジー企業とともに、オープンソース開
発者を対象としたセキュアなコーディン
グのトレーニングや、より信頼できる開示
ポリシーの制定などを進めている。これ
は、開発者が最初からセキュアなコード
を書くことができれば、商用展開後の脆
弱性を抑えられるはずだという発想に基
づくものだ。あらゆるオープンソース・プ
ロジェクトが優れたエコシステムを構築
し、迅速に拡大しながら、多くの開発者
が協調して貢献を続けられるよう、ガバ
ナンスの向上に努めている。
　また、企業のオープンソース・プロジェ
クトへの投資を促進すると同時に、IP

Linuxは世界の証券取引所の
大多数で採用され、
モバイル端末の組み込みシステムでは
最大の市場シェアを占めており、
ほぼすべてのHPCシステムに使われている。
まさに現代社会の大半を動かす、
史上最も成功しているソフトウェアだ。

（Intellectual Property:知的財産）で
あるコードを誰もが自由に使えることを
保証するため、企業向けにIP管理のト
レーニングも実施している。その目的は
オープンソース・ライセンスや特許コミッ
トメント（特定の条件のもとでライセンス
なしに特許技術の使用を認めること）な
ど、IPの共有に関する事項を理解しても
らい、占有したい資産を維持しながら
オープンな共有を推進できる環境を整え
ることだ。加えて、開発者やユーザー向
けのさまざまなトレーニングおよび認証
プログラムも提供し、市場のニーズに
合った開発・運用ができる技術者の養成
にも取り組んでいる。

　活況を呈するオープンソースの世界
で、ファーウェイは主導的な役割を果た
している。OpenStack、Hadoop、CNCF

（Cloud Native Computing Foundation：
クラウド・ネイティブ・コンピューティング
財団）、Sparkなど、数々の重要なオー
プンソース・プロジェクトにおいてトップ
クラスのコントリビューターであるほか、
Linux財団をはじめ多くのコミュニティで
理事などの要職を務めている。
　プロジェクトへの貢献という点だけで
なく、ファーウェイはオープンソースの

活用という点でも世界有数の企業だ。
社内にオープンソース管理専門の部署
を設け、製品にとって最適なオープン
ソース・ソフトウェアを選定するとともに、
オープンソース開発を購買や設計のプ
ロセスに組み込んでいる。さらに自社製
品に導入したコードに改良を加え、それ
を元のオープンソース・プロジェクトに
フィードバックすることで、イノベーション
の好循環を生み出し、コミュニティ全体
に寄与している。
　オープンソースの重要性がこれほど高
まっているのは、ソフトウェアがいまや1

企業でコーディングできるものではなく
なったからだけではない。1社で取り組む
よりも、皆で力を合わせたほうがより良い
ものができるからだ。製品のみならず、エ
コシステムを生み出す――それができる
企業こそが、これからのイノベーションを
リードしていくのである。

オープンソースのオペレーティング・シス
テムLinuxの普及を促進する非営利の
コンソーシアム。2000年にOSDL（Open 
Source Development Labs）として設立
され、2007年にFSG（Free Standards 
Group）と合併して現在の組織となる。世
界各国からファーウェイを含む250社以
上ICT企業が参加している。

Linux Foundation
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イノベーションを加速する
Linux財団の取り組み

ファーウェイの貢献

　オープンソースの重要性がますます高
まっている。Linuxはそれを表す最良の
事例だ。Linux財団はファーウェイを含
む何万もの組織とともに、かつてない規
模の技術資産の共有に取り組んでいる。
　現在、1 0 0以上の企業に所属する
3,900名以上の開発者が、5万3,000以
上のファイルと2,100万行にも及ぶコー
ドを生成し、Linuxを構築している。この
経済的価値は数十億ドルに相当する。
Linuxは世界の証券取引所の大多数で
採用され、グローバル経済の原動力と
なっているほか、モバイル端末の組み込
みシステムにおいては最大の市場シェア
を占めており、ほぼすべてのHPC（High 

Performance Computing：高性能計
算）システムに使われている。まさに現代
社会の大半を動かす、史上最も成功し
ているソフトウェアと言ってよいだろう。
　Linuxは用途の広さと規模だけでなく、
その開発速度も群を抜いており、さらに
加速し続けている。コードは1日に1万
800行書き加えられ、5,300行削除され、

1,875行修正されており、実に1時間に8

回も更新されているのである。
　1企業、1組織でこれほど高速な開発
を行うことは不可能であり、またその必
要もない。Linuxはオープンソース・ソフ
トウェアとしてどんな企業・組織・個人で
も使用できる。Linuxを活用すれば、未
来を形作る製品やサービスを生み出すこ
とが可能なのだ。

　オープンソース・ソフトウェアへのコン
トリビューターは380万人を超え、さまざ
まなレポジトリ上に誰もがアクセスできる
コードが310億行以上も存在している。
オープンな技術を提供する企業には数
十億ドルもの投資が集まり、シリコンバ
レーだけで10億ドル規模の企業価値を
持つ会社が10社はある。かつてテクノロ
ジー企業はすべてを自前で構築していた
が、いまやそれでは生き残れない。これ
は驚くべき変革だ。
　これまでのオープンソース・ソフトウェア
は単純に、既存の各企業の独占技術に
対するフリーの代用品として使われてい
た。OSでいえばLinux、データベースで

いえばMySQLなど、フリーの代用品は
利益を生み出さず、市場を縮小させるも
のとみなされていた。
　しかしいまや、オープンソースは新たな
市場を切り拓いている。新たなエコシステ
ムを構築し、それを支える相互運用性の
標準を推進している。ビッグデータにおけ
るHadoopや、仮想化におけるDockerな
どがその好例だ。クラウド構築のオープン
ソース化が進むことで、オープンソースの
活用がビジネスチャンスにつながることが
広く認知されるようになった。
　データプレーン・サービスのような下層
のレイヤーからOpen vSwitch、さらには
OPEN-Oのようなオーケストレーション・
レイヤーまで、あらゆる階層でオープン
ソース・プロジェクトはイノベーション、
開発スピード、エコシステム構築をリー
ドしている。Linux財団が運営し、ファー
ウェイとチャイナ・モバイル（中国移動）が
主導するOPEN-Oは、NFV／SDNの
オーケストレーション・ソフトウェアの構
築を目指すプロジェクトだ。筆者は2016

年のMWCで2社とともに同プロジェクト
を発表したが、そこでチャイナ・モバイル
は、同社のOSS（Operations Support 

System）はいずれオープンソース・ベー
スになるだろうと述べている。
　このほか、世界で最も急速に発展した
オープンソース・プラットフォームとして
知られるJavaScriptのNode.jsなどもあ
る。オープンソースはさまざまな領域で
革新を生み出しており、何千という企業、

何万という開発者が、こうしたプロジェ
クトで優れたコードを書き込もうと競い
あっているのだ。Linux財団はその多く
において運営者となっており、このよう
なイノベーションをさらに加速するため
に何ができるかを常に考えている。

　ここ数年、当財団はファーウェイを含
む多くの企業との協業を通じ、よりセキュ
アで安定したオープンソース・ソフトウェ
アに向けた新たな取り組みをスタートさ
せてきた。セキュリティに関しては、イン
テルやファーウェイほか20社以上のテク
ノロジー企業とともに、オープンソース開
発者を対象としたセキュアなコーディン
グのトレーニングや、より信頼できる開示
ポリシーの制定などを進めている。これ
は、開発者が最初からセキュアなコード
を書くことができれば、商用展開後の脆
弱性を抑えられるはずだという発想に基
づくものだ。あらゆるオープンソース・プ
ロジェクトが優れたエコシステムを構築
し、迅速に拡大しながら、多くの開発者
が協調して貢献を続けられるよう、ガバ
ナンスの向上に努めている。
　また、企業のオープンソース・プロジェ
クトへの投資を促進すると同時に、IP

活況を呈するオープンソースの世界で
ファーウェイは主導的な
役割を果たしている。
プロジェクトへの貢献だけでなく、
オープンソースの活用でも
世界有数の企業だ。

（Intellectual Property:知的財産）で
あるコードを誰もが自由に使えることを
保証するため、企業向けにIP管理のト
レーニングも実施している。その目的は
オープンソース・ライセンスや特許コミッ
トメント（特定の条件のもとでライセンス
なしに特許技術の使用を認めること）な
ど、IPの共有に関する事項を理解しても
らい、占有したい資産を維持しながら
オープンな共有を推進できる環境を整え
ることだ。加えて、開発者やユーザー向
けのさまざまなトレーニングおよび認証
プログラムも提供し、市場のニーズに
合った開発・運用ができる技術者の養成
にも取り組んでいる。

　活況を呈するオープンソースの世界
で、ファーウェイは主導的な役割を果た
している。OpenStack、Hadoop、CNCF

（Cloud Native Computing Foundation：
クラウド・ネイティブ・コンピューティング
財団）、Sparkなど、数々の重要なオー
プンソース・プロジェクトにおいてトップ
クラスのコントリビューターであるほか、
Linux財団をはじめ多くのコミュニティで
理事などの要職を務めている。
　プロジェクトへの貢献という点だけで
なく、ファーウェイはオープンソースの

活用という点でも世界有数の企業だ。
社内にオープンソース管理専門の部署
を設け、製品にとって最適なオープン
ソース・ソフトウェアを選定するとともに、
オープンソース開発を購買や設計のプ
ロセスに組み込んでいる。さらに自社製
品に導入したコードに改良を加え、それ
を元のオープンソース・プロジェクトに
フィードバックすることで、イノベーション
の好循環を生み出し、コミュニティ全体
に寄与している。
　オープンソースの重要性がこれほど高
まっているのは、ソフトウェアがいまや1

企業でコーディングできるものではなく
なったからだけではない。1社で取り組む
よりも、皆で力を合わせたほうがより良い
ものができるからだ。製品のみならず、エ
コシステムを生み出す――それができる
企業こそが、これからのイノベーションを
リードしていくのである。

オープンソース・
コミュニティにおける
ファーウェイの貢献

・2015年より財団の
  プラチナ・メンバーおよび理事
・OPEN-O、OPNFV、CNCFなど
  複数の共同プロジェクトの
  創設メンバー

Linux

・2013年より
  財団のゴールドメンバー
・2016年より理事
・2017年よりプラチナ・メンバー
・貢献度6位（2017年3月現在）

OpenStack

Hadoop、Spark

・貢献度3位（2016年末現在）
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変革への4つのステップ
『Communicate』（ファーウェイ刊）編集部 ゲイリー・メイドメント（Gary Maidment）

SDN/NFVから
5Gネットワーク・スライシングへ

すべての通信事業者は、ネットワーク進化への旅路に踏み出さなければならない。その燃料となるのはNFVと

SDN、行程を決めるのはソフトウェアとクラウドであり、目的地では顧客が首を長くして待っている。この旅に

は「効率」「アジリティ」「スピード」という3つのキーワードが重要だが、より効果的にこれらを実現するには、

ネットワークを全体にわたって複数のスライスに分離するエンド・ツー・エンドのスライシングが必要だ。

HUAWAVE 25 ／ P14.15
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NFV／SDNを応用する最適な方法は、
5Gネットワークのスライシングだ。
スライスごとに特定のサービスの
提供に適した個別の特長を持たせ、
サービスとスライス間の
リソース共有を可能にする。

従来の
ネットワーク

「効率」「アジリティ」
「スピード」がカギ

段階的なアプローチ

SDNによる制御

ネットワークの仮想化

第1段階
仮想化とクラウド化

ワーキングに対する需要の高まりから、
ネットワークのトラフィックは急激に増大
した。この傾向は、コンシューマー向け、
産業向けの新たなIoTサービスの隆盛に
ともない、今後も続いていく。2025年に
はネットワークへの接続数が最大1,000

億に達すると予測されているが、そのう
ちスマートフォンからの接続は80億に過
ぎない。
　しかし、トラフィックが増大を続ける一
方で、ネットワークを運営する通信事業
者の収益は頭打ちとなっている。調査会
社オーバムによると、ブロードバンド・
ネットワークのトラフィックは2015年か
ら2025年にかけて205％の増加が見込
まれているにもかかわらず、ブロードバン
ド・サービスへの支出はグローバルで

51％の増加とゆるやかだ。
　トラフィックの需要に応えると同時に利
益を確保するには、ネットワークの効率
化が不可欠となる。より優れたユーザー
体験を提供するとともに、CAPEX（投資
コスト）とOPEX（運用コスト）も削減しな
ければならない。高いアジリティを確保
し、革新的なサービスをユーザーが求め
るタイミングで迅速に提供することが求
められる。「効率」「アジリティ」「スピード」
が成功のカギなのだ。NFVやSDNはその
変革を実現する強力なツールとなる。
　NFV／SDNを応用する最適な方法
は、5Gネットワークのスライシングだ。
スライスごとに特定のサービスの提供に
適した個別の特長を持たせ、サービスと
スライス間のリソース共有を可能にする。

　長期的に大きな目標を持つことは必要
だが、実際にネットワーク構築を進める
にあたっては、レガシー・ネットワークと
の共存やテクノロジーとエコシステムの
成熟度といった要因も考慮しなければな
らない。また、技術者が必須となるスキ
ルを習得したり、企業が新たなソフトウェ
ア指向や顧客指向の組織へと変革を遂
げるにも時間がかかる。ここで、変革に
必要な4つの段階を示す（左図参照）。
　4段階を圧縮した強気な手法を取るこ
とも可能ではある。NFV/SDNネットワー
クを別途構築し、レガシー・ネットワーク
にオーバレイする形で既存のサービスを
一度に移行してしまうのだ。こうした手
法を選ぶにしても、それぞれの段階を理
解しておくことは重要だろう。

　ここではまず、仮想化によってルーター
などのネットワーク機器のハードウェア
機能とソフトウェア機能を分離する。仮
想化の背景として、コンピューティング・
ハードウェアが進化したことで、ソフト
ウェア定義に基づいた機能への移行が
進んでいる。これによって、コンピュー
ティング能力とストレージの共有が可能
となり、フレキシビリティが格段に向上す
る。各種アプリケーションを、専用ハード
ウェアと同様に汎用ハードウェアでも効
率的に動作させることができるのだ。
　仮想化にともない、コンピューティン
グ能力とストレージはPCから集約型の

クラウド・インフラへと移行している。機
能と場所とを分離できるため、スケーラ
ビリティ、リソースの共有、弾力性、低消
費電力、効率向上といった利点が得られ
る。さまざまなユーザーの多様な用途か
ら生じる大量のデータを1か所に集約す
ることで、ビッグデータ分析が可能とな
り、活用の機会も広がる。
　NFVは仮想化技術をネットワーク・イン
フラに拡張した技術で、ソフトウェア機
能を専用のハードウェアから分離し、
VNF（Virtual Network Function）ソフ
トウェアとして汎用サーバー上で動作さ
せることで、ネットワーク機器の機能とパ
フォーマンスを実現する。NFVの商用製
品にはvIMSやvEPCなどがある。

　通常の伝送ネットワークは、データ転
送とネットワーク制御を担う専用のルー
ターとスイッチで構成される。しかし、
SDNでは、単一のソフトウェア・ベースの

コントローラーに制御機能を集約し、
ルーターとスイッチは転送処理のみを担
うことで、パケット転送機器のコストを
削減する。
　SDNコントローラーはネットワークの
大部分を監視できるため、パケットの最
適な経路を容易に検出することが可能と
なる。これは、ネットワーク輻輳時や特
定の場所でリンク断が発生した場合に
特に有用だ。ルーターやスイッチで限ら
れた範囲のネットワークだけを見て経路
を決定していた従来型のルーティングに
比べると、SDNコントローラーははるか
に優れた経路決定能力を備えている。
　2016年1月に米ガートナーが発表し
たレポートによれば、調査対象企業の中
でSDNを展開している企業はわずか2％
に過ぎなかった。こうした展開の遅れは、
標準化された機器が存在しないことが
大きな原因だという。通信事業者にとっ
て、SDNの大規模展開はまだ初期段階
なのである。

　1969年のARPANETを起源とするイン
ターネットの登場と1973年の携帯電話
の発明によって、デジタル時代は急速に
幕を開けた。その10年後にはモトローラ
が世界初の商用携帯電話を発売し、さら
に10年後の90年代初頭にはインター
ネットが隆盛を迎える。だが、ネットワー
クとモバイル技術が融合した真のデジタ
ル時代の到来は、アップルが世界初のス
マートフォンを発売した2007年だと言え
るだろう。これが大きな転換点となり、今
日私たちが慣れ親しんでいるスマート
フォンとアプリの世界が誕生した。
　アプリケーションやソーシャル・ネット 　通常、全国規模のネットワークのアー

キテクチャは、アクセス層、集約層、コア
層など、2～3層で構成されることが多い。
同様にクラウド・インフラも、ローカル・レ
ベル、リージョナル・レベル、ナショナル・
レベルのDCを含む複数の層で構成され
る。いずれの場合も、階層化は、パフォー
マンス、スケーラビリティ、柔軟性、弾力
性、保守や統合のしやすさを向上する。
　例えば、通常、複数の国々で事業を行
う通信事業者では各国の事業会社がそ
の国で全国規模のネットワークとプラット
フォームを有している。しかしコストの面
では、複数の全国ネットワークのインフラ
を国をまたがるひとつのインフラに統合す
るほうが賢明だ。単一のVAS（付加価値）
プラットフォームを各国で共有できると
いった利点もある。
　欧州やアフリカではこうした全土にわ
たる統合が莫大なシナジー効果を生み
出す可能性があるが、規制による制約、
セキュリティやプライバシー、国ごとの

カスタマイゼーションの必要性、サポー
トの問題などが障壁となりうる。

　NFVとSDNは独立した技術だが、通
信事業者は双方を相互補完的に活用
してネットワークをソフトウェア・ベース
に変えることが可能だ。ただし、そのメ
リットを享受するにはネットワーク全体
のアプリケーションに対してEEO（E2E 

Orchestration： エンド・ツー・エンドの
オーケストレーション）が必要になる。
　オーケストレーションによって、通信
事業者はネットワーク・リソースをアジャ
イルかつ効率的に割り当て、リードタイ
ムを短縮できるようになる。NFVとSDN

におけるEEOを実現する取り組みはいく
つかあるが、中でもLinux財団が運営す
るOPEN-O（Open-Orchestrator、P13

参照）は重要なプロジェクトだ。2016年
3月にMWC 2016で初めて発表された
OPEN-Oは、NFV／SDNのアジャイル

な運用に向けた初のオープンソース・ソ
フトウェア・フレームワークとオーケスト
レーターの開発を目指す協力的な取り
組みである。チャイナ・テレコム（中国電
信）のクラウドVPNなど初期のユース
ケースを経て、最初のリリースが2016年
11月に発表されている。

　既存のモバイル・ネットワークは、各種
サービスをIPで優先度づけするDiffServ

などのプロトコルを利用し、ひとつのネッ
トワーク上ですべてのサービスを提供す
るモノリシック型で運用されている。しか
し、このようなプロトコルはE2Eではなく
部分的に適用されることが多い。
　ネットワーク・スライシングは、NGMN

（Next Generation Mobile Networks：次
世代モバイル通信ネットワーク）アライアンス
による5G構想の一部として文書化されて
おり、ネットワーク・リソースを最適な形
で配置することによって、費用対効果を

最大化し、5Gの多様な新しいサービス
要求に対応する。NGMNでは、スライシン
グをコア網とアクセス網を含めたE2Eの技
術と定義している。
　5Gの新たな無線インターフェースは、
ネットワーク・スライシングに対応してい
る。コア・ネットワークでは、ネットワーク・
スライシングを個別に、あるいは新たな
無線インターフェースを待たずして実装
可能だ。各スライスは論理的な自己完結
型のネットワークで、その上で各サービ
スが動作する。例えば、あるスライスでは
動画、またあるスライスではIoT、また別
のスライスではミッション・クリティカルな
通信といった形で利用するが、複数の類
似したサービスをひとつのネットワーク・ス
ライス上でグループ化することもできる。
　スライシングはRANやコア網などを含
めE2Eで実施され、各スライスはサービ
ス・タイプごとに最適化される。LTEとは
異なり、5Gの無線インターフェースは動
的または半動的にスライシングすることが
可能だ。複数のネットワーク・スライスを

ひとつの物理インフラ上で同時に展開で
きるため、ミッション・クリティカルな通
信用のスライスで超低遅延のチャネルを
提供しながら、IoTスライスでは大量接
続を提供するといったこともできる。

　ネットワーク・スライシングはNFV／
SDNを基礎として実現する技術であり、
NFV／SDNはオーケストレーションに
よってオーバーレイさせた上で、EEOで協
調させる必要がある。現在、世界各国の
大手通信事業者がスライシング技術の実
現を目指す取り組みを進めている。
　5GネットワークにおけるSDN、NFV、ネッ
トワーク・スライシングは、通信事業者が
サービスを展開する上で収益拡大につな
がる大きなメリットをもたらす。ファーウェ
イはNFV／SDN技術をリードするベン
ダーとして、引き続き主導的役割を果たし
ながら、将来に向けた通信事業者の変革
を支援する製品、ソリューション、コンサ
ルティング・サービスを提供していく。

　NFV／SDNの実現とレガシー基盤か
ら新しい基盤への移行においてはさまざ
まな戦略が考えられるが、いずれの場合
にもサービスの重要性と複数のサービス
間の相互依存性を考慮しなくてはなら
ない。主な戦略として以下のようなもの
がある。
新規サービスの展開：IMSによるVoLTE

や企業向けのBoD（Bandwidth  on 

Demand）サービスなど。
ライフサイクルの終了にともなう更新：レ
ガシーのハードウェアとソフトウェアで大
幅な増強が必要となった場合には、プ
ラットフォーム自体の更新が得策となる。
NFV／SDN統合プラットフォームの展
開：ビッグデータ分析による新たな統合
サービスの提供が可能となる。
サービスの統合：より効率的な新技術の
展開を促進する。

データセンターの
クラウド化

データセンター
におけるSDN

ネットワーク
仮想化
（NFV）

地域レベルの
統合

（大手通信事業者の
場合）

広域ネットワーク
におけるSDN

サービス移行
ネットワーク・
スライシング
（自動化）

E2Eの
オーケスト
レーション
（ネットワークと
サービス）

変革に向けた4段階

仮想化とクラウド化
第1段階

サービスの移行
第2段階

オーケストレーション
第3段階

サービスごとの
ネットワーク・スライス

第4段階

ふくそう
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第2段階
サービスの移行

第3段階
エンド・ツー・エンドの
オーケストレーション

第4段階
ネットワーク・スライシング

将来に向けた変革

サービス移行戦略

ワーキングに対する需要の高まりから、
ネットワークのトラフィックは急激に増大
した。この傾向は、コンシューマー向け、
産業向けの新たなIoTサービスの隆盛に
ともない、今後も続いていく。2025年に
はネットワークへの接続数が最大1,000

億に達すると予測されているが、そのう
ちスマートフォンからの接続は80億に過
ぎない。
　しかし、トラフィックが増大を続ける一
方で、ネットワークを運営する通信事業
者の収益は頭打ちとなっている。調査会
社オーバムによると、ブロードバンド・
ネットワークのトラフィックは2015年か
ら2025年にかけて205％の増加が見込
まれているにもかかわらず、ブロードバン
ド・サービスへの支出はグローバルで

51％の増加とゆるやかだ。
　トラフィックの需要に応えると同時に利
益を確保するには、ネットワークの効率
化が不可欠となる。より優れたユーザー
体験を提供するとともに、CAPEX（投資
コスト）とOPEX（運用コスト）も削減しな
ければならない。高いアジリティを確保
し、革新的なサービスをユーザーが求め
るタイミングで迅速に提供することが求
められる。「効率」「アジリティ」「スピード」
が成功のカギなのだ。NFVやSDNはその
変革を実現する強力なツールとなる。
　NFV／SDNを応用する最適な方法
は、5Gネットワークのスライシングだ。
スライスごとに特定のサービスの提供に
適した個別の特長を持たせ、サービスと
スライス間のリソース共有を可能にする。

　長期的に大きな目標を持つことは必要
だが、実際にネットワーク構築を進める
にあたっては、レガシー・ネットワークと
の共存やテクノロジーとエコシステムの
成熟度といった要因も考慮しなければな
らない。また、技術者が必須となるスキ
ルを習得したり、企業が新たなソフトウェ
ア指向や顧客指向の組織へと変革を遂
げるにも時間がかかる。ここで、変革に
必要な4つの段階を示す（左図参照）。
　4段階を圧縮した強気な手法を取るこ
とも可能ではある。NFV/SDNネットワー
クを別途構築し、レガシー・ネットワーク
にオーバレイする形で既存のサービスを
一度に移行してしまうのだ。こうした手
法を選ぶにしても、それぞれの段階を理
解しておくことは重要だろう。

　ここではまず、仮想化によってルーター
などのネットワーク機器のハードウェア
機能とソフトウェア機能を分離する。仮
想化の背景として、コンピューティング・
ハードウェアが進化したことで、ソフト
ウェア定義に基づいた機能への移行が
進んでいる。これによって、コンピュー
ティング能力とストレージの共有が可能
となり、フレキシビリティが格段に向上す
る。各種アプリケーションを、専用ハード
ウェアと同様に汎用ハードウェアでも効
率的に動作させることができるのだ。
　仮想化にともない、コンピューティン
グ能力とストレージはPCから集約型の

クラウド・インフラへと移行している。機
能と場所とを分離できるため、スケーラ
ビリティ、リソースの共有、弾力性、低消
費電力、効率向上といった利点が得られ
る。さまざまなユーザーの多様な用途か
ら生じる大量のデータを1か所に集約す
ることで、ビッグデータ分析が可能とな
り、活用の機会も広がる。
　NFVは仮想化技術をネットワーク・イン
フラに拡張した技術で、ソフトウェア機
能を専用のハードウェアから分離し、
VNF（Virtual Network Function）ソフ
トウェアとして汎用サーバー上で動作さ
せることで、ネットワーク機器の機能とパ
フォーマンスを実現する。NFVの商用製
品にはvIMSやvEPCなどがある。

　通常の伝送ネットワークは、データ転
送とネットワーク制御を担う専用のルー
ターとスイッチで構成される。しかし、
SDNでは、単一のソフトウェア・ベースの

コントローラーに制御機能を集約し、
ルーターとスイッチは転送処理のみを担
うことで、パケット転送機器のコストを
削減する。
　SDNコントローラーはネットワークの
大部分を監視できるため、パケットの最
適な経路を容易に検出することが可能と
なる。これは、ネットワーク輻輳時や特
定の場所でリンク断が発生した場合に
特に有用だ。ルーターやスイッチで限ら
れた範囲のネットワークだけを見て経路
を決定していた従来型のルーティングに
比べると、SDNコントローラーははるか
に優れた経路決定能力を備えている。
　2016年1月に米ガートナーが発表し
たレポートによれば、調査対象企業の中
でSDNを展開している企業はわずか2％
に過ぎなかった。こうした展開の遅れは、
標準化された機器が存在しないことが
大きな原因だという。通信事業者にとっ
て、SDNの大規模展開はまだ初期段階
なのである。

　1969年のARPANETを起源とするイン
ターネットの登場と1973年の携帯電話
の発明によって、デジタル時代は急速に
幕を開けた。その10年後にはモトローラ
が世界初の商用携帯電話を発売し、さら
に10年後の90年代初頭にはインター
ネットが隆盛を迎える。だが、ネットワー
クとモバイル技術が融合した真のデジタ
ル時代の到来は、アップルが世界初のス
マートフォンを発売した2007年だと言え
るだろう。これが大きな転換点となり、今
日私たちが慣れ親しんでいるスマート
フォンとアプリの世界が誕生した。
　アプリケーションやソーシャル・ネット 　通常、全国規模のネットワークのアー

キテクチャは、アクセス層、集約層、コア
層など、2～3層で構成されることが多い。
同様にクラウド・インフラも、ローカル・レ
ベル、リージョナル・レベル、ナショナル・
レベルのDCを含む複数の層で構成され
る。いずれの場合も、階層化は、パフォー
マンス、スケーラビリティ、柔軟性、弾力
性、保守や統合のしやすさを向上する。
　例えば、通常、複数の国々で事業を行
う通信事業者では各国の事業会社がそ
の国で全国規模のネットワークとプラット
フォームを有している。しかしコストの面
では、複数の全国ネットワークのインフラ
を国をまたがるひとつのインフラに統合す
るほうが賢明だ。単一のVAS（付加価値）
プラットフォームを各国で共有できると
いった利点もある。
　欧州やアフリカではこうした全土にわ
たる統合が莫大なシナジー効果を生み
出す可能性があるが、規制による制約、
セキュリティやプライバシー、国ごとの

カスタマイゼーションの必要性、サポー
トの問題などが障壁となりうる。

　NFVとSDNは独立した技術だが、通
信事業者は双方を相互補完的に活用
してネットワークをソフトウェア・ベース
に変えることが可能だ。ただし、そのメ
リットを享受するにはネットワーク全体
のアプリケーションに対してEEO（E2E 

Orchestration： エンド・ツー・エンドの
オーケストレーション）が必要になる。
　オーケストレーションによって、通信
事業者はネットワーク・リソースをアジャ
イルかつ効率的に割り当て、リードタイ
ムを短縮できるようになる。NFVとSDN

におけるEEOを実現する取り組みはいく
つかあるが、中でもLinux財団が運営す
るOPEN-O（Open-Orchestrator、P13

参照）は重要なプロジェクトだ。2016年
3月にMWC 2016で初めて発表された
OPEN-Oは、NFV／SDNのアジャイル

な運用に向けた初のオープンソース・ソ
フトウェア・フレームワークとオーケスト
レーターの開発を目指す協力的な取り
組みである。チャイナ・テレコム（中国電
信）のクラウドVPNなど初期のユース
ケースを経て、最初のリリースが2016年
11月に発表されている。

　既存のモバイル・ネットワークは、各種
サービスをIPで優先度づけするDiffServ

などのプロトコルを利用し、ひとつのネッ
トワーク上ですべてのサービスを提供す
るモノリシック型で運用されている。しか
し、このようなプロトコルはE2Eではなく
部分的に適用されることが多い。
　ネットワーク・スライシングは、NGMN

（Next Generation Mobile Networks：次
世代モバイル通信ネットワーク）アライアンス
による5G構想の一部として文書化されて
おり、ネットワーク・リソースを最適な形
で配置することによって、費用対効果を

最大化し、5Gの多様な新しいサービス
要求に対応する。NGMNでは、スライシン
グをコア網とアクセス網を含めたE2Eの技
術と定義している。
　5Gの新たな無線インターフェースは、
ネットワーク・スライシングに対応してい
る。コア・ネットワークでは、ネットワーク・
スライシングを個別に、あるいは新たな
無線インターフェースを待たずして実装
可能だ。各スライスは論理的な自己完結
型のネットワークで、その上で各サービ
スが動作する。例えば、あるスライスでは
動画、またあるスライスではIoT、また別
のスライスではミッション・クリティカルな
通信といった形で利用するが、複数の類
似したサービスをひとつのネットワーク・ス
ライス上でグループ化することもできる。
　スライシングはRANやコア網などを含
めE2Eで実施され、各スライスはサービ
ス・タイプごとに最適化される。LTEとは
異なり、5Gの無線インターフェースは動
的または半動的にスライシングすることが
可能だ。複数のネットワーク・スライスを

ひとつの物理インフラ上で同時に展開で
きるため、ミッション・クリティカルな通
信用のスライスで超低遅延のチャネルを
提供しながら、IoTスライスでは大量接
続を提供するといったこともできる。

　ネットワーク・スライシングはNFV／
SDNを基礎として実現する技術であり、
NFV／SDNはオーケストレーションに
よってオーバーレイさせた上で、EEOで協
調させる必要がある。現在、世界各国の
大手通信事業者がスライシング技術の実
現を目指す取り組みを進めている。
　5GネットワークにおけるSDN、NFV、ネッ
トワーク・スライシングは、通信事業者が
サービスを展開する上で収益拡大につな
がる大きなメリットをもたらす。ファーウェ
イはNFV／SDN技術をリードするベン
ダーとして、引き続き主導的役割を果たし
ながら、将来に向けた通信事業者の変革
を支援する製品、ソリューション、コンサ
ルティング・サービスを提供していく。

　NFV／SDNの実現とレガシー基盤か
ら新しい基盤への移行においてはさまざ
まな戦略が考えられるが、いずれの場合
にもサービスの重要性と複数のサービス
間の相互依存性を考慮しなくてはなら
ない。主な戦略として以下のようなもの
がある。
新規サービスの展開：IMSによるVoLTE

や企業向けのBoD（Bandwidth  on 

Demand）サービスなど。
ライフサイクルの終了にともなう更新：レ
ガシーのハードウェアとソフトウェアで大
幅な増強が必要となった場合には、プ
ラットフォーム自体の更新が得策となる。
NFV／SDN統合プラットフォームの展
開：ビッグデータ分析による新たな統合
サービスの提供が可能となる。
サービスの統合：より効率的な新技術の
展開を促進する。

2016年1月時点で、SDNを展開している企業は
わずか2％に過ぎなかった。
通信事業者にとって、SDNの大規模展開は
まだ初期段階なのである。

地域レベルの統合

NFVのアーキテクチャ、技術、商用アプ
リケーション、「クラウド・ネイティブ」に向
けた進化におけるファーウェイの先進的
な能力と傑出した実績が評価され、
MWC 2017の「グローバル・モバイル・ア
ワード」において「ベスト・テクノロジー・
イネーブラー」賞を受賞。2017年1月時
点で、ファーウェイはクラウド・コア・ネッ
トワークにおいて170件を超える契約を
獲得しており、ボーダフォンやドイツ・テ
レコムなどの大手通信事業者の戦略的
パートナーとして共同でイノベーション
を進めています。

2月27日、ドイツ・ボンにあるドイツ・テレコムのイノ
ベーション・ラボ「5G haus」において、無線アクセ
ス網、伝送網、コア網を含むオール・クラウドベース
の5G向けエンド・ツー・エンドのネットワーク・スライ
シング技術に関する共同デモを実施。Cバンドを利
用したMassive MIMOにより1Gbpsのスループット
を達成したほか、『CloudRAN』による各スライスへの
無線リソースの割り当て、『CloudMetro』によるデー
タ・プレーンの分離、低遅延の超低遅延のモバイル・
エッジ・コンピューティング技術を検証しました。

ファーウェイのNFVソリューションがMWC 2017の
「ベスト・テクノロジー・イネーブラー」賞を受賞

同賞受賞式にて賞を受け取ったファーウェイ 
専務取締役兼最高戦略マーケティング責任
者 徐文偉（ウィリアム・シュー、左）とクラウド・
コア・ネットワーク・マーケティング部門 ディ
レクター 張勤（エドウィン・ジャン、右）

ドイツ・テレコムと
オール・クラウドの5G向け
ネットワーク・スライシングの
デモを実施
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6TB NL-SAS×158
400GB eMLC×4

なったものの、データは年々増加し、すぐ
に容量が追いつかなくなりました。
　「当初の容量は144TB（テラバイト）で、
その3分の1の48TBほどのデータをアーカ
イブしていましたが、翌年にはほぼいっぱ
いになり、216TBに拡張しました。その後
も増強を続け、5年目には300TBまで増
やしたものの、近いうちにまた不足するの
は目に見えていました」と清水氏。
　経年劣化と度重なる拡張で保守の負担
が増大したこともあり、これ以上こまめに買
い足すのではなく、より大容量のストレー
ジを新たに構築すべきと判断しました。

　今後も継続的にデータが増加すること

システムの5分の1となり、クラウド・サー
ビスと比べても大幅に低く抑えられるこ
とがわかりました。
　「ディスクを集約して省スペース化を図
ることも必要です。今回は4Uの高密度
ディスク・エンクロージャ4台に324本の
ディスクを格納し、わずかなスペースで大
容量ストレージを構築することができま
した。また、ストレージ2台のリモートレプリ
ケーションによりDR（ディザスタリカバリ）
も実現しています。以前はテープによる
バックアップのみだったので、管理の手間
は大幅に軽減されました」（清水氏）
　DR環境を含めた実効容量は1.2PB

（ペタバイト）に達し、グループ全体で余
裕を持って利用可能なストレージを用意で
きました。「3,000名ものグループ全体で使
用することを考慮すると、使い勝手が以前
と変わらないのもオンプレミスの利点で
す。新たなクラウド・サービスをグループ
規模で導入するのはハードルが高いです
が、オンプレミスならインターフェースは

　バンダイナムコグループにとって、IPは
ビジネスのコアをなす資産です。商品と
なるコンテンツをはじめ設計書やCM映像
など、開発から販売にいたる過程で莫大
な量の価値あるデータが生成されます。
こうしたデータの多くが、かつては社内
に散在していたと森田氏は語ります。
　「各部署がNASやHDDで保管して
おり、バックアップも担当者に任されて
いました。会社の貴重な財産であるデー
タを一括で保存し、必要に応じてアクセ
スできるアーカイブの構築が急務でした」
　そこで2011年にアーカイブ用ストレー
ジをオンプレミスで構築。管理しやすくは

増大を続けるデータを
オンプレミスでアーカイブ

省スペース、低コストで実効容量
1.2PBのストレージ構築が可能に

高い信頼性と
メンテナンス・フリーの保守体制

を見越し、新たなストレージでは既存の
300TBの2倍、600TB以上の容量を確
保することに。これだけの大容量ストレー
ジを構築する上では、コストが重要な要
因となってきます。「クラウドは容量単価
だけ見ると安く見えますが、実際には通
信料など追加の諸費用がかかってしまい
ます。クラウドとオンプレミスそれぞれに
複数の選択肢を検討し、運用・保守まで
含めたトータルのコストをできるだけ抑
える方法を模索しました」（森田氏）
　そうした選択肢の中で最もコスト・パ
フォーマンスが高かったのが、ファーウェ
イの『OceanStor 5500 V3』で構築する
オンプレミス・ストレージでした。初期導
入コストと5年間の保守費を含めて試算し
た結果、1か月あたりのGB単価は既存の

そのままに、当社のニーズに合ったシス
テムを構築できます。容量が増え、コスト
が下がり、DRもできるようになったこと
で、社内からは高い評価を得ています」と
森田氏は言います。

　2016年3月の本格導入から1年を経て、
現在は旧システムからのデータ移行もす
べて完了し、順調に運用を行っています。
「ある程度の故障は想定していましたが、ディ
スクの破損はこれまでに1件だけ。データ移
行用に導入したサーバー『FusionServer 

RH1288 V3』も、一度も不具合が生じて
いません。数年間使ってみないと確かな
ことは言えませんが、いまのところは非常に
信頼性が高いと感じています」と清水氏。
新日鉄住金ソリューションズの長津氏も
「日本メーカーの高性能なパーツを採用
していると聞いていましたが、実際に稼
働させてみると本当に壊れない。当社の
エンジニアからも感嘆の声が上がってい
ます」と話します。
　保守においては新日鉄住金ソリュー
ションズの強力なサポートにより、24時間
365日対応、自動発報によるメンテナン
ス・フリーの体制を実現しています。同プ
ロジェクトの技術責任者を務めたファー
ウェイ・ジャパンの石原は「機器の不具合
を検知して自動でアラートを送信するシ
ステムは、新日鉄住金ソリューションズと
の協業があってこそ実装できたものです。

ファーウェイ本社のR&Dとも緊密に連
携し、お客様の求める仕様を実現するこ
とができました」と述べます。

　森田氏は当初、同業他社から製品の
評判を聞いてファーウェイにアプローチ
してくださったそうです。「とはいえ、これ
までとは違うメーカーの製品を新たに採
用するのは大きなチャレンジでした。今回
は新日鉄住金ソリューションズがしっかり
と橋渡しをしてくれ、ファーウェイにもこ
ちらの要求に迅速丁寧に応えてもらえた
ことで、最終的には自信を持って良い決
断ができたと思っています」
　営業を担当したファーウェイ・ジャパン 

の黄は「品質に納得していただくには、
現場をお見せするのが一番。ファーウェイ
本社で基板実装から梱包まで生産ライン
をすべてご覧いただき、『これなら大丈夫』と
安心していただけました」と話します。長津
氏も「ファーウェイは開発現場との距離
が非常に近いと感じます。ファームウェア
の開発においても、特定の顧客向けにカ
スタマイズしたファームウェアを派生
バージョンとせず、公式仕様として実装
してしまう。R&Dとの密接な協力体制が
なければできないことでしょう」と評価し
てくださいました。
　「通常なら1年かかるようなプロジェク
トが、3か月程度で完了できた。このスピー
ド感は他社にはないものですね」と清水氏。
森田氏も「ベンダー、SIer、ユーザーが
要求や意見を率直に伝えあいながらチー
ムとして目標を達成できました。企業の
情報システムは安定感と信頼性がなによ
り重要。次のシステム拡張時には迷わず
ファーウェイ製品を選べるよう、今後も信
頼できる対応を続けてほしいと思います」
と期待を寄せてくださいました。

Our Customer

INTEGRATED
BEINGファーウェイ・ジャパンの          法人向けICTソリューション

おもちゃや文具などのトイホビー事業、ゲームソフトをはじめとするネット
ワークエンターテインメント事業、アニメの映像・音楽などを手がける映像
音楽プロデュース事業の3事業を中核とし、豊富なIP（知的財産）を軸に
幅広い事業展開を行うバンダイナムコグループ。ゲーム、アニメ、CM

など、過去に蓄積してきたコンテンツ・データは莫大な量にのぼります。こう
したデータのアーカイブを目的として、同社ではファーウェイの
『OceanStor 5500 V3』を導入し、大容量のオンプレミス・ストレージを構築
しました。グループ企業のITシステムを統括する株式会社バンダイナムコ
ビジネスアーク 情報システム部 IT戦略セクション デピュティゼネラルマ
ネージャーの森田繁氏、同部 ITインフラ戦略セクション ITインフラ・シス
テム管理チーム チーフ 清水義弘氏と、導入・保守においてパートナーとし
て強力にサポートしてくださった新日鉄住金ソリューションズ株式会社 IT

インフラソリューション事業本部の長津泰輔氏に、お話をうかがいました。

株式会社
バンダイナムコビジネスアーク

Our Partner
新日鉄住金ソリューションズ
株式会社

1.2PBクラスのオンプレミス・ストレージをクラウドより低コストで実現
ファーウェイのコンバージド・ストレージ・システム

株式会社バンダイナムコビジネスアーク 情報システム部　
IT戦略セクション デピュティゼネラルマネージャー 森田繁氏（右）
ITインフラ戦略セクション ITインフラ・システム管理チーム チーフ 清水義弘氏

開発とのタッグが生むスピード感、
お客様・パートナーと
実現するチームワーク

リモートレプリケーション
によるDR対策

『OceanStor 5500 V3』2台と4U高密度ディスク・エン
クロージャー4台により、わずか10U+10Uのスペース
で実効容量1.2PB（物理容量1.8PB）の大容量スト
レージを実現

6TB NL-SAS×158
400GB eMLC×4

新日鉄住金ソリューションズ株式会社 ITインフラソリューション事業本部 営業本部 ソリューションサービス営業第
四部 第一グループ エキスパート 長津泰輔氏 　ファーウェイ・ジャパン 法人ビジネス事業本部 ソリューション＆マーケ
ティング部シニアソリューションセールスマネージャー 石原和美 同 第一営業本部 クラウドインフラ部 セールス・
マネージャー 黄進凱（オオイ・チンカイ）
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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」
Babies  USA

数秒内に眠りに落ちるのがわかる。ゆり
かごはカタカタと思ったより激しく動いて
いるように見えるのだが、これが赤ちゃん
には心地よいようだ。
　育児に不慣れな親のために考案された
親切な哺乳瓶カバー『BabyGigl（ベイ
ビーギグル）』もIoT製品だ。授乳時に傾
け過ぎたり、空気が入ってしまったりしな
いよう、適切な角度を光で指示する。飲ん
だミルクの量やオムツ交換の記録を残せ
るプラットフォームも提供し、発育状態を
把握して医師と共有するのにも役立つ。
　授乳は簡単な作業に見えて、必ずしも
そうではない。注意散漫だったり急いでい
たりすると、飲ませ過ぎてしまうことが多
いという。また、スマートフォンや人とのお
しゃべりに気を取られていると、赤ちゃん
が発しているサインを見逃す傾向が強い
という調査結果もある。BabyGiglは、授
乳に集中し、そうした間違いが起こらな
いようにサポートしてくれる。
　赤ちゃん用IoT製品はこれ以外にもま
だまだある。IoT技術は、赤ちゃんを育て
る親にとっては恩恵とも言えるものだ。
ただ、IoT製品のセキュリティ問題は赤
ちゃん用でも変わらず、通信が一部暗号
化されていなかったというケースも指摘
されている。開発者や利用者の意識向
上が赤ちゃん用製品でも求められるのは
言うまでもない。
　その上で、赤ちゃん用IoT製品はアイ
デアと需要があふれる魅力的な市場であ
ることは間違いないだろう。

装着するものは何もないのに、撮影画像
をクラウド上でピクセル分析することでリ
アルタイムで呼吸の速度をモニターし、
異常があると警告を発するのだ。
　赤ちゃんのベッド近くにカメラを設置
すると、最新のカメラ・ビジョン技術で赤
ちゃんの胸の部分を特定し、その動きを
ピクセル単位で把握する。呼吸をする小
さな胸の動きを捉え、毛布の下でも、仰
向けでなくても呼吸を感知できる。AI技
術を統合したクラウドにより、使えば使う
ほど精度を増していく。

　驚くようなBaby Tech製品が、IoTゆり
かご『Snoo（スヌー）』（写真 ）だ。この製
品は、ロボット技術を利用して、制御され
た複雑な方法で内部が揺れる。ゆっくりと
した揺れと小刻みのやや強い揺れがあり、
赤ちゃんの状態によって自動で設定され
る。腕に抱いているときと同じように、おと
なしくしていればゆっくりと揺らし、泣きわ
めいていればちょっと忙しく揺らして赤
ちゃんの気持ちを落ち着けようとするの
だ。生まれる前に胎内で感じていた揺れに
類似した動きが研究されたものだという。
揺れに加えて「シャー」というホワイトノイ
ズも発生し、外部の音を遮って赤ちゃんを
安心させる。Wi-Fi経由でスマートフォン・
アプリからコントロールすることもできる。
　Snooが使われているビデオを見ると、
泣き続ける赤ちゃんがまるで魔法のように

赤ちゃんの体温に応じて室温調節をし
たり、赤ちゃんが動くたびにスマートフォン
で動画を確認したりすることも可能だ。通
信にはBLE（Bluetooth Low Energy：
極低電力のBluetooth）を利用して使用
電力を抑え、安全性の確保を図っている。
　似たような製品として、睡眠中の赤
ちゃんの心拍数や呼吸をモニターする
『Owlet（オーレット）』（写真 ）がある。
こちらは、赤ちゃんの片足に履かせる足
カバーとベース・ステーションで構成さ
れている。足カバーは、指先を挟んで計
測する心拍計測器と同じしくみを利用し
ているとのことで、表と裏の両側から柔
らかく赤ちゃんの足を包み、血流から心
拍数と酸素含有量を計測するものだ。こ
ちらもBLEを利用している。
　赤ちゃんの部屋に設置できるモニター
製品は古くからあったが、多くはカメラ
で、映像を確認するのはスマートフォン
ではなく、特製のモニター画面だった。そ
もそもこうしたモニター・カメラが広まっ
ていたのは、アメリカの家屋が広いことと、
日本のように添い寝する習慣がなく、赤
ちゃんでも最初から自分の部屋やベッド
でひとり寝させられる場合が多いことが
理由だ。親は別室にいながら常にモニ
ターで赤ちゃんの様子を見られる。その
進化形が、Mimoをはじめとした赤ちゃん
モニター用IoT製品と言える。
　そうした進化を象徴するもうひとつの
製品が、『Cocoon CAM（コクーン・キャ
ム）』だ。このカメラは赤ちゃんが寝てい
る様子をモニターすると同時に呼吸も
捉える。ウェアラブルのように赤ちゃんに

判断がつかないことが多く、IoTが示す数
字と、「このぐらいの数値ならば正常」と
いった専門家の意見とを照らし合わせて
確信を持てるのは心強い。

　このように親の心情に働きかける赤
ちゃん用IoT製品が目白押しになってい
る中から、いくつか紹介しよう。
　『Mimo（ミモ）』（写真 ）は、赤ちゃん
の眠りをモニターするIoT製品だ。セン
サーをシーツに付けたタイプと赤ちゃんの
衣服に付けたタイプがあり、前者では睡
眠の状態と動き、後者ではさらに体温や
寝ている姿勢、目が覚めているかといった
情報をスマートフォンに知らせる。一定時
間動かなければ、警告も送信してくれる。
複数の人間がモニターできるようになっ
ているほか、IoTサーモスタットやカメラを
手がけるNest（ネスト）の製品と連携し、

あふれる未来をリアルに実感できる。
　そうした中で、いまや確固としたひとつ
のカテゴリーになっているのが赤ちゃん
用IoT製品である。「Baby Tech」とも呼
ばれる赤ちゃん用IoT製品は、2015年ご
ろからポツポツと発表され始めた。大人
用のIoTを赤ちゃん用に小さくしたような
ものもある一方で、赤ちゃん用ならでは
のアイデアが際立つ製品も多い。
　赤ちゃん用IoTが注目される背景には、
いろいろな理由があるだろう。まず、親が
デジタル・ネイティブなジェネレーション
Y（1980～1990年代生まれ）であること。
パソコンやスマートフォンを当たり前のも
のとして育ってきた彼らは、子育てにも
インターネットを利用して臨もうとする。
　もちろん安心や利便性という目的も大
きい。ひっきりなしに部屋へ見に行ったり、
外出先からベビーシッターに電話したりせ
ずに、どこにいても赤ちゃんに異常がない
ことを確かめられるのは、なにより助かる。
　また、ウェアラブル機器などで自分たち
をモニターして計測することになじんでい
る彼らは、赤ちゃんも計測されるべき対
象だと感じているかもしれない。「クォン
ティファイド・セルフ」と呼ばれるように、
体温や心拍数、運動量、睡眠の質などを
数字で捉えるのは何と言っても科学的
だ。赤ちゃんに関しては見た目だけでは

　現在アメリカでスタートアップが中心と
なって開発しているさまざまなハードウェ
ア製品を見ていると、IoTでないものを探
すのは難しい。ドアノブ、キーチェーン、ス
ピーカーから、スーツケース、スケート
ボード、おもちゃ、文房具、さらには歯ブ
ラシ、感情トラッカー、空気清浄機まで。
「なるほど、こういうしくみがあるのか」と感
心すると同時に、IoT製品が身のまわりに

Baby Techで進化する
アメリカの子育て

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、米国で多彩な製品が出現し始めているBaby Tech（赤ちゃん向けIoT機器）についてご紹介します。

フリー・ジャーナリスト
上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業。
フルブライト奨学金（ジャーナリスト・プログ
ラム）を得て、1996年から2年間、スタン
フォード大学コンピューター・サイエンス学
部にて客員研究員。当時盛り上がりを見せ
ていたシリコンバレー・テクノロジー産業の
ダイナミズムに魅了される。現在、シリコン
バレー在住。テクノロジー、ビジネスのほか、
社会、文化、時事問題など、幅広く取材。
ネットと社会の変貌を追い続けている一方、
建築やデザインも大きな関心の対象。

瀧口範子
たきぐち のりこ

睡眠、体温、活動量などをモニターする衣服タイプの
『Mimo』

ラスベガスで開催されたCES 2017でもBaby Tech製品
が多数出展された。写真は注目を集めたスマート搾乳
機『Willow（ウィロー）』。手ぶらで「ながら搾乳」ができ、
搾乳量をスマートフォン・アプリで確認できる

足カバーで心拍を計測する『Owlet』

デジタル・ネイティブな
子育て世代に響く赤ちゃん用IoT

睡眠や呼吸を計測して通知
進化する赤ちゃんモニター

入眠や授乳をサポートする製品も
課題はセキュリティの確保

1

1

2

3

2

3

2

 生後6か月までの赤ちゃんを対象としたIoTゆりかご
『Snoo』。赤ちゃんは特製のおくるみで包まれて仰向けに
固定されるようになっており、うつぶせ寝の防止にもなる

3
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A. 2002年に韓国市場でビジネスを始め
て以来、主要通信事業者3社との協業を
着 と々積み重ね、国内の通信インフラの
発展を支援してきました。ここ数年は、
日本と並び世界に先駆けて5Gの商用化
を目指すお客様とともに、その実現に向
けた取り組みを加速しています。例えば
2012年に世界で初めて国内全域にLTE

ネットワークを構築したLGユープラスと
は、2014年に共同モバイル・イノベー
ション・センターを設立し、キャリアアグ
リゲーションやMassive MIMOなど5G

に向けた技術において数々のトライアル
を成功させてきました。法人向けICTソ
リューション事業も急速に拡大を続け、
インターネット、製造、メディア、金融な
どさまざまな業界でお客様のビジネスの
デジタル変革を支援しています。

A. はい。値引き販売の過熱に対する政
府の規制を経て価格競争が一段落した
ことで、韓国の消費者は幅広い価格帯の
選択肢からニーズにあった製品を選べる
ようになってきています。2014年9月、
ファーウェイはグローバルで『Honor6』と
して販売されているモデルを韓国向け
にカスタマイズした『X3』で韓国スマー
トフォン市場に参入しました。その後も
『Nexus 6P』『Y6』『Be Y（グローバル
では『P 9  l i t e』）』『H（グローバルで
は『Y6II』）』『P9』『P9 Plus』など、ミ
ドルレンジからハイエンドまで多様な
機種を、主要通信事業者を通じて提
供しています。昨年は2  i n  1  P Cの
『MateBook』を韓国市場でも発売し、
注目を集めました。

A. ファーウェイのネットワーク保守やス
マート・スタジアム・ソリューションにおけ
る実績を活かし、会期中に競技場で使
われるすべての通信ネットワークに機器
を提供して、データ伝送やWi-Fi認証、
セキュリティ保護といった機能を実現し
ます。2020年に東京オリンピック・パラ
リンピックの開催を控えた日本の皆さん
にも、平昌でICTによってどんな新しい
スポーツ観戦体験が可能になるのか、
ぜひ注目していただきたいですね。

A. はい。日本オフィスから韓国へ赴任
になったり、短期間出向したりする社員
も多くいます。ここ数年は事業の拡大に
ともなって現地採用を積極的に行ってき
たこともあり、韓国オフィス単体での機
能がだいぶ強化されてきました。2014

年に拡張移転した新オフィスも最初は
スペースに余裕がありましたが、いまでは
かなりの人口密度になってきました（笑）。

A. 人事部が主体となり、本社経営陣の
メッセージや現地社員の功績などを頻
繁に共有するほか、コーヒーを飲みなが
ら経営陣と社員が語り合う「コーヒー・
デー」などを定期的に開催しています。
また日本オフィスと同様、旧正月（韓国も
中国と同じく旧暦で新年を祝う）の前に
社員と家族を招いた新年会を開き、優秀
な社員を表彰し、経営陣がねぎらいの言
葉を述べるほか、社員たちのパフォー
マンスを楽しみます。私自身は昨年入社
したばかりですが、こうした機会に経営
陣や同僚と交流を深め、社内の一体感
を感じられて、ファーウェイの一員として
の実感が得やすかったと思います。

A. ICT人材育成の取り組みとしては、グ
ローバルで展開するフラッグシップ・プロ
グラム『Seeds for the Future』によって
国内の大学生を本社でのICT研修に招待
するほか、韓国政府が運営する韓国奨学
財団（KOSAF）に奨学金として年間1億
ウォン（約900万円※）を寄付しています。
地域社会に対しては、昨年10月に台風
18号が韓国南部に深刻な被害をもたらし
た際、韓国災害救援協会を通じて被災
地に5,000万ウォン（約450万円※）相当の

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。

5GをリードするICT先進市場で着実に事業を拡大

支援を行うとともに、ファーウェイ製品を
お使いの被災者の方々には無償で修理・
サポートを提供しました。また、2015年に
は韓国で人気のSNSカカオトーク上で
チャリティ・キャンペーンを実施していま
す。聴覚障害を持つイラストレーターとコ
ラボレーションしてウサギのキャラクター
『ベニー』のスタンプを無料で提供し、ダ
ウンロードが目標数に達した時点で、聴
覚障害児と健聴児の混成合唱団『Uni-

ta』に聴覚障害者支援アプリをインストー
ルしたスマートフォンを寄贈しました。
　ICT先進国の韓国で、ファーウェイは着
実に通信事業者、企業、端末ユーザーの
お客様からの信頼を築き上げてきました。
その信頼に応えるべく、平昌オリンピック
と5G商用化という大きなマイルストーン
に向け、さらに前進してまいります。

Q. 韓国は政府の主導により社会の
あらゆる領域でICT化が進み、通信
市場もきわめて先進的ですが、
ファーウェイはそこでどのように事
業を成長させてきたのでしょうか。

Q.  競争の激しい端末市場でも、
存在感を高めてきていますね。

Q. 2018年に開催される平昌冬季オ
リンピック・パラリンピックでは、超
高精細映像による競技中継やVR／
ARの活用、AI自動翻訳機など、最
先端ICTの実用化が期待されていま
す。ファーウェイは昨年12月に公式
ネットワーク・サプライヤーに選定
されましたが、大会ではどのような
役割を果たすのでしょうか。

Q. ファーウェイ韓国は、ファーウェ
イ・ジャパンと同じ日本リージョンに
属するという位置づけで、日本オ
フィスとは人材やリソースを共有す
る関係にありますね。

Q. 日本オフィスも経験があります
が、そうした拡張フェーズでは社内
コミュニケーションがとりわけ重要
になると思います。韓国オフィスで
はどんな取り組みをしていますか。

Q. 主なCSR活動について教えてく
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

2007年
ソウル
約180名、うち70％が現地採用（2017年1月現在）

：
：
：

ファーウェイ韓国

韓国の通信事情

ファーウェイ韓国

ファーウェイ韓国　渉外・広報本部　ディレクター
兪秀京（ユ・スギョン）

今回登場するのは…

固定電話加入者数・普及率 ： 2,888万人・58.1％
携帯電話加入者数・普及率 ： 5,894万人・118.5％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 89.9％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 2,002万人・40.3％（ITU調べ、2015年現在）
主要通信事業者 ： KT、SKテレコム、LGユープラス

韓国の大学でジャーナリズムを専攻したのちMBAを取得。金融、
製薬、エネルギーなどさまざまな業界の多国籍企業で広報、渉外、
マーケティングにおいて20年以上の経験を積む。2016年にファー
ウェイに入社。社会を“つなげる”ファーウェイの企業メッセージを幅
広いステークホルダーに伝えることにやりがいを感じている。週末
の楽しみは大好きな韓国ドラマを観ること。

1 2 3

カカオトーク上でオリジナル・スタンプを無料提供した
キャンペーンでは、聴覚障害児をサポートするコミュニ
ティ合唱団にスマートフォンを寄贈した

■2016年11月には韓国市場初のフラッグシップ・スマートフォンとして『HUAWEI P9』を発表、ハイエンド・ブランドとしての存在感を高めた　■昨年12月、ファーウェイは平昌
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された。調印式にはファーウェイ韓国CEO（当時）丁能（ケルヴィン・ディン、写真右から2人目）のほか、
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、右から4人目）、ファーウェイ・ジャパン専務執行役員　法人事
業本部本部長　鐘開生（ジョン・カイシェン、右端）も列席　■新年会では中韓の社員がともに旧正月を祝う

1 2

3

韓国

※1ウォン＝0.09円換算
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　20代の若者と女性をメイン・ターゲットとするnovaシリーズ。
第一のアピール・ポイントはスタイリッシュなデザインです。曲線
を活かした持ちやすく見やすいコンパクトなボディに、ベゼル幅
1.8mmの超狭額縁設計で5インチ（nova）／5.2インチ（nova 

lite）サイズの画面を搭載。美しさと使い勝手を両立しています。
　見た目だけでなく、性能にも妥協はありません。オクタコア
CPUと3GBのRAM、大容量3000mAhバッテリーで、マルチメ
ディアを長時間楽しむことができます。指紋認証によりワンタッ
チで高速ロック解除ができるのもうれしい機能です。
　さらに、novaはLTEと3Gの同時待受が可能なデュアルSIMで、
au VoLTEにも対応予定。リーズナブルな価格設定ながら、ハイ
エンド機種に見劣りしないスペックとなっています。

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。

優れたデザインと機能で
圧倒的なコスト・パフォーマンス

800万画素インカメラとメークアップモードで
究極の美顔セルフィーを追求

　novaシリーズの最大の魅力と言えるのが、セルフィーを追求
したカメラ機能です。自撮りに最適な800万画素のインカメラを
採用したほか、スクリーンを補助照明として使うことで、暗がり
でも自然な光の鮮明なセルフィーに。指紋センサーでシャッター
が切れるので、片手で楽に自撮りができます。
　ファーウェイのスマートフォンではおなじみとなっているビュー
ティーモードは、顔の目鼻立ちの特徴を認識し、輪郭、目の大き
さや明るさ、肌色などを精確に補正します。さらに新たな機能と
してメークアップモードも搭載。ナチュラル、スイートなど8つの
スタイルからメーク効果を選び、肌色や輪郭に合わせてチーク、
リップ、アイブローといったメークアップが可能です。自分に最適
なビューティー補正を事前に設定できるパーフェクトセルフィーを

使えば、いつでもベストショットが確実に。
　もちろん、メインカメラも高機能です。1200万画素のカメラに
はソニー製の高感度イメージセンサーを採用。一眼レフでも使
われている高速な像面位相差方式のフォーカスと正確なコント
ラスト・フォーカスを組み合わせ、高速かつ正確なオートフォー
カスを実現。novaでは4K動画も撮影できます。

　novaシリーズのマーケティングを担当する宅野は、「今年2月に
『HUAWEI P9 lite』がSIMフリー端末として初めて携帯販売総
合ランキング（GfKジャパン）の10位にランクインしたことからも、
SIMフリーはいまや多くのユーザーにとって魅力ある選択肢のひ
とつとなっていると言えます。本格普及にともない、これまでSIM

フリー端末になじみのなかった女性や若者にもユーザー層が広
がってきました」と語ります。
　ファーウェイはSIMフリー・スマートフォンのラインナップとして
『HUAWEI Mate』『HUAWEI P』『honor』といったシリーズを日本
で展開してきましたが、いずれもメイン・ユーザーは30～40代の
男性でした。novaシリーズはこれまでにカバーできていなかった

Y!mobileより
2017年2月16日発売
キャリアアグリゲーション技術と4×4MIMO技術対応により、『Pocket 

WiFi』シリーズ史上最速となる下り最大612Mbpsの高速通信が可能なモ
バイルWi-Fiルーター。約5秒の高速起動で使いたい時にすぐ利用でき、
高い省電力性能で長時間安心してお使いいただけます。

『Pocket WiFi
603HW』

ケイ・オプティコムより
2017年2月1日発売
ケイ・オプティコムのタブレットを活用した暮らし向上サービス『eoスマー
トリンク』向けに開発した7インチタブレットは、コンパクトでシンプルなが
らもLTE Cat4に対応し、快適な高速通信と音声通話が利用可能。同社
の携帯電話サービスmineo（マイネオ）対応のSIMフリーモデルで、外出
先でも便利に利用できます。

『MediaPad T1K 7.0 LTE』
UQコミュニケーションズより
2017年2月17日発売
WiMAX 2＋の4×4MIMO技術とキャリアアグリゲーション技術で受信最大
440Mbpsに進化した高速通信対応のモバイルWi-Fiルーター『Speed 

Wi-Fi NEXT W04』とホームWi-Fiルーター『Speed Wi-Fi HOME L01』。
エリアの広い『au 4G LTE』にも対応し、全国どこでも快適にインターネッ
トを利用できます。『Speed Wi-Fi NEXT W04』は、幅がスリムで片手でも
持ちやすいスティックデザインにより持ち運びや操作も快適です。『Speed 

Wi-Fi HOME L01』は、開通工事不要で手軽に家庭で高速インターネット
アクセスが可能、シンプルなデザインでどんなインテリアにもマッチします。

『Speed Wi-Fi NEXT W04』

Y!mobileより
2017年3月10日発売
約10インチのフルHDディスプレーを搭載した大画面タブレット。独自の音
響技術と2つのスピーカーで臨場感あるサウンドを楽しめます。

『MediaPad
T2 Pro 606HW』

スマートフォン新ブランド『nova』2製品を発売
コスト・パフォーマンスと美顔セルフィーで若者・女性ユーザーにアピール

『HUAWEI nova』
市場想定売価37,980円（税抜）

『HUAWEI nova lite』
（価格はMVNOにより異なります）

■2月26日にはマイナビニュースとのコラボレーションにより「自撮りの達人ざわちんが
レクチャー！ 差がつく自撮りマル秘テク講座」を開催。ものまねメイクでおなじみのざ
わちんさんが、HUAWEI novaを使ってワンポイントメイクと自撮りのテクニックを伝授
した ■ファーウェイ・ジャパン端末統括本部 マーケティング統括部 マーケティング
スペシャリスト 宅野莉加。『nova』メークアップモードの「クラブ」を使ったセルフィー

『Speed Wi-Fi HOME L01』

2月24日、スマートフォン新ブランド『nova』シ
リーズとして『HUAWEI nova』『HUAWEI 

nova lite』を日本市場で発売開始しました。充
実したセルフィー機能をはじめとする同シ
リーズの魅力をご紹介するとともに、新たな
ユーザー層を開拓するファーウェイ・ジャパン
の若者・女性向け戦略について、端末統括本
部 マーケティング統括部 マーケティングス
ペシャリストの宅野莉加がお伝えします。

1 2

1

2

若者向け、女性向けのフラッグシップという位置づけで、新たな
ユーザー層を開拓することを目指します。
　「おかげさまで昨年ファーウェイは国内のSIMフリー・スマート
フォン販売額第1位（BCN調べ）となりました。市場をリードする
立場にあるファーウェイが若者や女性といった新しいユーザー
に積極的にアプローチしていくことで、SIMフリー市場のさらな
る成長につながればと考えています」（宅野）
　ファーウェイは今後も、多様なユーザーのニーズを満たし、
斬新なユーザー体験をもたらす端末を次 と々日本市場にお届け
してまいります。ぜひご期待ください。

若者・女性にも普及が進むSIMフリー
novaで新たなユーザー層を開拓

HUAWAVE 25 ／ P26.27
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2017 . 3 . 10 ～ 11
明星大学日野キャンパスで開催された
『オープンソースカンファレンス2 0 1 7  
Tokyo/Spring』に出展、法人ビジネス事
業本部の水戸部章生がファーウェイの
PCIe-SSDを活用したDB IOボトルネック
の解決手法について講演

2017 . 4 . 5 ～ 7
東京ビッグサイトで開催される『第17回 光通
信技術展（FOE）』に出展、マーケティング＆
ソリューションセールス本部 モバイルネット
ワーク担当 CTOの鹿島毅が「5G で変わる
こと、光通信に期待されること」と題した専
門技術セミナーに登壇

2017 . 5 . 25
東京ビッグサイトで開催される『ワイヤレス・
テクノロジー・パーク 2017』でファーウェイ            
セルラーIoTプロダクトライン プレジデント
の朱成（ジュ・チェン）がNB-IoTをテーマに
講演

2017 . 6 . 7 ～ 9
幕張メッセで開催される『Interop Tokyo 
2017』に出展（ブースNo.：4F21）、基調講
演への登壇のほか、会場内のライブデモ・
プラットフォームShowNetや実行委員会
主催のスペシャル・イベント『Tokyo Cloud 
Congress』に特別協賛

2017 . 1 . 18 ～ 20
日本ネットワーク・オペレーターズ・グルー
プの年次会議『JANOG39ミーティング』に
協賛、IT・ネットワーク製品を展示

2017 .  2 . 22
東京・銀座店に続く2店舗目のカスタマー
サービスセンターを大阪駅前にオープン

2017 . 3 . 1
2017年度新卒採用の募集を開始

2017 . 3 . 1 ～ 3
東京ビッグサイトで開催された『SMART 
GRID EXPO 2017』に出展、太陽光発電向
けの『FusionSolar』ソリューションを展示

2017 . 3 . 9 ～ 10
ザ・プリンスパークタワー東京で開催された
『Cloud Days東京 2017』に出展、法人ビジネ
ス事業本部 ソリューション＆マーケティング
部 ソリューションセールスマネージャーの
水戸部章生がサイバーエージェント 技術
本部 サービスファシリティグループ インフ
ラエキスパートの古積広一氏とともに同社
における『FusionStorage』の検証結果に
ついて講演

　

　
　3月4日～5日、筑波大学で開催された
文部科学省主催第6回『サイエンス・イン
カレ』に協賛し、早稲田大学創造理工学
部総合機械工学科4年 秋元渓さんの再
生医療における「マイクロチタン線を用い
た細胞シート間における人工細動脈の
作製」に関する研究にサイエンス・インカ
レ・コンソーシアム参加企業賞「ファー
ウェイ賞」を授与しました。ファーウェイ
は2015年から3年連続で同大会に協賛
するとともに、新規性、実用性、グローバ
ルに活躍できるコミュニケーション力を
基準として選出する「ファーウェイ賞」を
授与しています。今年の同大会では日本
全国から参加した学生271名が研究の
成果を披露しました。
　秋元さんの研究はマイクロチタン線を
用いて患者由来の細胞で血管構造の作
製を可能とするもので、作製方法の新規
性と再生医療の将来につながる実用性が
評価され今回の「ファーウェイ賞」の受賞

サイエンス・インカレに協賛、
「ファーウェイ賞」を授与

その他の主なニュース

試験端末を使用し、下り最大370メガビット／
秒の通信速度を記録

2017 . 2 . 22
韓国SKテレコムと200G ASON（Automati-
cally Switched Optical Network）バック
ボーン商用ネットワークの展開に成功

2017 . 2 . 23
スマートフォン型の5G端末を用いたトライ
アルを北京で実施、5Gbpsのスループット
を達成

2017 . 2 . 25
ドイツの航空宇宙技術を担う政府機関であ
るドイツ航空宇宙センター（DLR）と、ミュン
ヘンで協調型自動運転に向けた5G技術の
フィールド・トライアルを実施

2017 . 2 . 28
『MWC 2017』の「グローバル・モバイル・ア
ワード」において、5Gに関する賞として今年
初めて設けられた「LTEから5Gへの進化に
向けた優れた貢献（Outstanding Contri-
bution for LTE Evolution to 5G）」賞を受
賞。そのほか、アクティブ・アンテナユニット・
ソリュ－ションで「ベスト・モバイル・インフラ
ストラクチャ」賞、NFVソリューションで「ベ
スト・テクノロジー・イネーブラー」賞も受賞

2017 . 3 . 10
『 iFデザイン・アワード2017』において、
『HUAWEI Mate 9 Pro』などのコンシュー
マー向け製品、スモールセル・ソリューション
『AtomCell BTS3912E』ビデオ会議システ
ム『TE10』、セーフシティ向け監視カメラ・ソ
リューション『PowerCube 500』 （写真）な
ど幅広いジャンルの20製品が受賞

2017 . 3 . 10
2016年Q4のサーバー出荷台数で世界第3
位にランクイン

2017 . 1 . 5 ～ 8
ラスベガスで開催された『CES 2017』で
『HUAWEI Mate 9』の米国市場への投入、
Amazon AlexaとGoogle Daydreamへの
対応を発表、会期中に各グローバル・メディ
アから8つの賞を受賞

2017 . 1 . 18
『FusionServer 2288H V3』ラック・サー
バーがビッグデータ向けベンチマークテスト
TPCx-BBで第1位を獲得

2017 . 1 . 24
クラウド・セキュリティ・アライアンスのエグ
ゼクティブ・コーポレート・メンバーに就任

2017 . 2 . 9
CSRアジアと共同で、国際連合の「持続可
能な開発目標」のひとつである教育機会の
平等の達成に向けてICTが果たす役割を示
したホワイトペーパーを発行

2017 . 2 . 15
ボーダフォン、クアルコムと世界初のLAA対
応商用ネットワークを実現。トルコ・イスタン
ブールのボーダフォン・アリーナ（写真）で、
ファーウェイの屋内モバイル・ブロードバン
ド・ソリューション『LampSite』によってアン
ライセンス周波数帯を含む3波のキャリアア
グリゲーションを実施、Q u a l c o m m ®  
Snapdragon™ 835プロセッサ対応のLTE

　さまざまな垂直産業におけるICT変革
の推進を目指すファーウェイは、世界各
国でIoT分野のパートナーシップを締結
し、各産業におけるIoTエコシステムの構
築を加速しています。
　2月6日、ファーウェイは米オラクルと電
力IoT分野におけるエコシステム・パート
ナーシップに合意しました。これにより、
ファーウェイの『AMI（Advanced Metering 

Infrastructure）ソリューション』と、オラ
クルの公益業界向けメーターデータ管理
アプリケーション『Oracle Utilities Meter 

Data Management（MDM）』、スマートグ
リッド・ネットワークを統合するためのア
プリケーション『Oracle Utilities Smart 

Grid Gateway（SGG）』などの公益業界向
けアプリケーション製品『Oracle Utilities』
および関連製品のマーケティングと販売に
おいて2社間での協力を進めていきます。
　2月14日には、国際物流・郵便大手のド
イツポストDHLサプライチェーンと、産業
グレードのIoTデバイスとインフラストラク
チャを活用した広範なサプライチェーン・

IoT分野で幅広い協業を発表
エコシステムの構築と発展を目指す

その他の主なニュース

米オラクルと電力IoT分野におけるパートナーシップに合意

ソリューションの展開に合意しました。移
動体通信をベースとしたIoT技術に焦点
を当てて共同イノベーション・プロジェク
トを進め、最小限の消費電力で遠隔地に
ある大量のデバイスとの通信を可能にす
ることで、倉庫業務、貨物輸送、ラスト・
ワンマイルの配送における重要なデータ
の提供や可視化の実現を目指します。
　さらに2月20日、オーストラリアのジェー
ムスクック大学とNB-IoTの技術開発にお
ける協業を発表しました。同大学はIoTに
よるスマート医療やスマート農業、サンゴ
礁のスマート・モニタリングなどの実現に
向けて、オーストラリア初となるNB-IoT

ラボを設置し、ファーウェイと共同でNB-

IoTを活用したアプリケーション、スマー
ト・デバイス、センサー・ネットワークの研
究開発に取り組みます。

となりました。秋元さんは、「再生医療の
研究は、まだ初歩の段階です。この研究
を基盤に次につなげていきたいです。今
回、ファーウェイ賞を受賞して自分のやっ
てきた研究をいろいろな方に評価しても
らえたことが、とても嬉しいです」とコメン
トしています。

「ファーウェイ賞」を受賞した早稲田大学創造理工学
部総合機械工学科4年 秋元渓さんとファーウェイ・
ジャパン 渉外・広報本部長 林 嘯（リン・ショウ）

大阪府大阪市北区梅田一丁目2番2
大阪駅前第二ビル1階
営業時間：11:00～20:00 （最終受付時間：19:30）
休業日：1月1日～3日

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。
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必ず投稿。大規模な広告キャンペーンに
頼らず、地道に発信してきたコンテンツ
の力でじわじわとフォロワー数を伸ばし
てきました。

　毎日の投稿で心がけているのは、コン
テンツの多様性です。ファーウェイのビジ
ネスは通信事業者向け、企業向け、コン
シューマー向けと多岐にわたり、お客様、
パートナー企業、メディア、求職者などス
テークホルダーもさまざま。できるだけ
多くの皆様にファーウェイについて多角
的に知っていただけるよう、技術情報か
ら企業メッセージ、求人情報、CSRの取
り組み、社内イベント、中国の文化や慣
習など、多彩なコンテンツを投稿してい
ます。シェアする素材はプレスリリースや
HuaWaveの記事のほか、本社がグロー
バルで運営するFacebookページの画
像や動画、メディアでファーウェイにつ
いて取り上げていただいた記事など。
独自に取材した社内の様子や、オフィス

　ファーウェイ・ジャパンは、これまで端末事業部を中心に行ってきたコンシューマー向けのSNS活用に加え、2016年2月から
公式コーポレートFacebookページをスタートしました。ファーウェイの企業情報やビジネス動向のほか、社内のイベントや企
業文化を積極的に発信することで、顔の見えるコミュニケーションを目指しています。

ファーウェイ・ピープル

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

広報部員が交替で
毎日欠かさず投稿中！

「へえ、そうだったのか！」と
思わせる多彩なコンテンツづくり

顔の見えるオープンな
企業コミュニケーション

のある丸の内近辺のイベント情報も紹介
します。
　お伝えしたいことがたくさんあるとは
いえ、毎日欠かさず投稿するだけのネタ
探しはなかなかたいへんです。目を引く
ような画像があるかどうか、季節や時事を
捉えたタイムリーなコンテンツかどうか、そ
してなにより、「いいね！」やシェアをしたく
なるような驚きや感心を呼ぶ内容かどう
か。広報部全員で日々頭をひねりながら
投稿を続けています。また、分担して投
稿しているため、口調を統一することにも
気を遣います。「ちょっと硬すぎない？」
「それは砕けすぎじゃ……」と試行錯誤を
重ね、徐々にトーンが定まってきました。
それでもやはり言葉の端々に個性が出て
しまうので、注意深くチェックしていると、
週ごとに違った“中の人”のキャラクター
が感じられるかもしれません。

　ファーウェイはここ数年スマートフォン・
ブランドとしての知名度が上がってきた
ものの、事業の大半はB2Bであり、製品
を通じて一般の皆様にどんな企業なの
かを知ってもらえる機会はあまり多くあり
ません。HuaWaveやFacebookを通じ
て直接情報を発信することで、何をして
いる会社なのか、どんなビジョンや文化
を持っているのか、どんな人たちが働い
ているのか、を顔の見える形でお伝えし
たい――そんな想いで、広報部はオー
プンな企業コミュニケーションに尽力し
ています。手探りで始めたFacebookで
すが、今後はもっと多くの方々にファー
ウェイを知っていただけるよう、より広く
シェアされることを目指してコンテンツを
充実させていきます。まだフォローしてい
ないというHuaWave読者の皆様も、これ
を機会にぜひFacebookページをご覧く
ださい。

企業広報を担当する広報部の主導で公
式コーポレートFacebookページを開設
しました。
　現在広報部には4名のメンバーが在
籍し、メディア対応やHuaWaveの制作
などの広報業務を分担していますが、
Facebookの運用は全員がメイン業務と
兼任で行っています。3名が週替わりで
投稿を担当、1名が「いいね！」数など
データの解析をとりまとめ、ページの開
設以来、週末・祝日を含めて毎日1件は

『HUAWEI Mate 9』が当たる！
左のQRコードまたはURL（www.facebook.com/huaweijapanpr/）
からファーウェイ・ジャパンのFacebookページにアクセスし、ページ
をフォローしてから、トップにあるHuaWave最新号紹介投稿のコメン
ト欄に、今号のHuaWaveで一番おもしろかった記事についての感想
を書き込んでください。抽選で各1名様に『Mate 9』『MediaPad T2 

8 Pro』『HUAWEI FIT』が当たるほか、先着100名様にHuaWaveオリ
ジナルふせんとウェットティッシュをプレゼントします。
すでにフォローしてくださっている方はコメント投稿のみで結構です。

　ファーウェイ・ジャパンでは以前から端
末事業部を中心にFacebookやTwitter

などのSNSでコンシューマー向けに情報
を発信してきましたが、端末製品に関す
る情報のみならず、ファーウェイのビジネ
ス全般と企業自体について、B2B事業にお
ける通信事業者や企業のお客様、また広く
一般の方々に理解を深めていただこうと、

社内を取材してネタ探し。この日は中国人社員向けの
日本語講座にお邪魔して写真撮影

応募期間

社内のイベントや日中交流の紹介は、ファーウェイの
素顔が見られる人気コンテンツ（写真は中秋節に社
員に配られる月餅の紹介と、新年の書き初め大会の
様子）。社員も多数登場する

HuaWaveはネタの宝庫。バックナンバーを含めてさま
ざまな記事を投稿し、読者の拡大にもつながっている

2017年4月3日～ 30日

ビジネスや技術に関する情報は主にプレスリリースで
投稿。「世界初」「業界初」のニュースは注目度が高い

本社がグローバルに展開する「Huawei Voice」シリー
ズでは、洗練された画像とともに企業メッセージを発信。
タイムリーなニュース（写真はNASAが新たな惑星を
発見したというニュースを受けて投稿したもの）、クリ
スマスやバレンタイン、旧正月などの年中行事と関連
づけ、「Focus, Persevere, Breakthrough（あくな
き挑戦の先に、その一瞬がある）」というファーウェイ
の企業姿勢を伝える

今回のファーウェイ・ピープルでは、ファーウェイ・ジャパン広報部員による
Facebook活用の取り組みについてご紹介します。

Theme

広報部によるFacebook活用の舞台裏

フォロー＆コメント投稿で
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蔡 濱鮮（サイ・ビンシェン）
ソフトバンク事業部アカウントマネージャー兼
副社長アシスタント

天津外国語大学で日本語、英語、経済を学び、2011年に新卒でファーウェ
イ本社に入社。翌年ファーウェイ・ジャパンの端末事業部に赴任となり、
KDDI営業部のアカウントマネージャーを経て、この4月から現職。日本オフィ
スで知り合った同僚と社内結婚し、現在2歳と9か月の2人の息子を育てる
ワーキング・マザー。

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。

任は管理職の仕事においては他者との差異を積極的に受け入れることが重要
だと述べ、同時に「寛容であることは一種の強さである」「臆病者は決して寛容
にはなれない」と、それが強い意志を要するものであることを強調しました。

黄果樹大瀑布

カルスト地形が生む神秘的な風景 貴州から全国に広がる名産品
新たなチャレンジに向けて

　今年も『MWC 2017』は大勢の来場者を迎
え、ネットワーク、端末、また新たに出展した
「Innovation City」のいずれのブースも大盛
況となりました。ご来場の皆様にあらためて御
礼申し上げます。恒例のMWCレポートでは、
さまざまな産業とともに変革へ向かうICT業界
の熱気と勢いを感じていただけたら幸いです。
　ファーウェイ・ピープルでは広報部による
Facebook活用裏話をお伝えしました。今後も
皆様に「へえ、そうだったのか！」と思っていた
だける情報を発信していきますので、ぜひフォ
ローの上、HuaWaveの感想をコメントして端
末製品が当たるキャンペーンにもふるってご参
加ください。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

豊かな自然が残る平安の地

貴州省安順市
き　　し ゅう　しょう　 あん     じゅん       し

左：茅台酒（撮影：胡拓拓 提供：Microfotos） 右：老干媽

こう  か  じゅ

　貴州省は省の80％が石灰岩に覆われ
たカルスト地帯で、安順市はその中ほど、
省都の貴陽市から車で1時間強のところ
にあります。「安順」という名の通り、昔か
ら天災や戦乱などが少なく平安な土地と
されてきました。2014年に貴陽と安順の
間に国家レベルのビッグデータ特区「貴
安新区」が設置されたのも、災害などのリ
スクが低くデータセンターの安全性が確
保できることが背景にあるようです。大気
汚染もなく、おいしい空気と豊かな自然が
多くの観光客を引きつけています。
　最も有名な観光地は、高さ78m、幅
101mもあるアジア最大級の滝、黄果樹
大瀑布です。後ろには奥行134mの洞窟
があり、迫力ある音と振動を裏側から間
近に体感できます。鍾乳洞など複雑なカ
ルスト地形が神秘的な風景を生み出して
いる龍宮地区も見どころ。周辺にはプイ
族ミャオ族自治州があり、少数民族の文
化にも触れることができます。
　ちなみにファーウェイの任正非（レン・
ジェンフェイ）CEOは貴州省南部の出身
です。

　貴州は雨が多く湿度が高いので、体内
にたまった湿気をお酒や辛い食べもので
排出する慣習があります。その一例が、世
界的に知られる茅台（マオタイ）酒。モロ
コシから作る蒸留酒、白酒（バイジュウ）
の一種で、貴州のきれいな水が生んだ中
国を代表する名酒です。高級なものもあ
りますが、地元では甕に入れて量り売りを
している店を多く見かけます。
　もうひとつ、貴州から全国に広まったの
が、唐辛子を使った調味料『老干媽（ラオ
ガンマー）』です。小さな食堂のおかみさん
が作ったオリジナルのたれが人気を博し、
いまでは国民的調味料とも言われるほ
ど。刺激的な味が癖になる“食べるラー
油”で、海外赴任先に持っていくファー
ウェイ社員も多いようです。

　茶葉の産地でもあり、貴州のお茶は唐
の時代から銘茶として尊ばれてきました。
現在も省の重要な産業で、生産量は年々
増えています。海のように青 と々広がる茶
畑は、なつかしいふるさとの光景です。

　大学で日本語を学んでいたものの、来
日当時はほとんど話せず、日本人の同僚
や上司とのやりとりを通じて上達させてき
ました。その後アカウントマネージャーと
なってからはお客様や販売店の方 と々接
する機会が増え、プロジェクト全体の責
任を担うようになり、開発からデリバリー、
アフターサービス、さらには財務や法務
関連まで、多岐にわたる目配りが必要に
なりました。ICT業界では女性の営業職
が比較的少なく、お客様や同僚に頼りな
い印象を持たれてしまうこともありました
が、チームをまとめながらお客様の求める
製品や販促プランを提案していくことで、
徐々に社内外の信頼を築いてきました。
　2人目の出産・育休を経て昨年10月に
職場復帰し、今月から部署異動となりま
した。業務分野が変わり、副社長の業務
補佐という新たな仕事も与えられて大き
なチャレンジとなりますが、経験の幅が広
がることを楽しみにしています。家族のサ
ポートを支えに、仕事も育児も精いっぱ
いがんばりたいと思っています。

中国・深圳のファーウェイ本社社員が伝える、デジタルなトレンドに見る中国の「いま」
『WinWin』（ファーウェイ刊）エディター　米雪苹（カイラ・ミー）

デジタルで変わる中国

　
　2016年の大みそか、深圳に拠点を置く
衛星テレビ局の深圳衛視が『時間的朋
友』という年越し特番を放送しました。人
気のネット配信トークショー『羅輯思維
（ルオジーシーウェイ）』とコラボレーション
した企画で、深圳の中継会場には1万人以
上の観衆が国内外から集まりました。豪
華スターが出演する番組が数多く放送さ
れていた裏で、1人の男性が壇上で4時間
にわたって語り続けるこの番組が国内最
高視聴率を記録。オンラインでも数百万
人が視聴し、チケットや関連書籍の売上、
広告などからの収益は5,000万人民元
（約8億円※）にのぼったと言われます。
　この男性は羅振宇（ルオ・ジェンユー）。
元CCTV（中国中央電視台）のプロデュー
サーで、現在は「知識網紅（ジーシーワン
ホン）」と呼ばれるネット上の著名知識人
として最も人気のある人物です。2012年
に『羅輯思維』をスタートして以来、「80後
（バーリンホウ）＝1980年以降に生まれた

「知識網紅」の台頭で
進化するオンライン・メディア

世代」を中心に着 と々ファンを増やし、同
番組を核とした“知のデジタル・コミュニ
ティ”を形成しています。
　毎週50分間のトークショーを動画サー
ビス『優酷（Youke）』で配信するほか、
『微信（WeChat）』では毎朝60秒のオー
ディオ番組を、専用アプリ『得到（ディー
ダオ）』では羅氏自身を含む多くの知識網
紅が社会問題やビジネス、文化など多岐
にわたるコンテンツを有料で提供。有料
コンテンツは1番組あたり年間199人民元
（約3,184円※）という料金設定で、中には
開始後20日間で5万人のフォロワーを集
め、1,000万人民元（約1億6,000万円※）
もの売上を達成した番組もあります。その
ほか、羅氏のブランド力を活かし、おすす
めの書籍や絵画、食料品まで幅広いグッ
ズを販売するECまで手がけています。
　羅氏のほかにも、マスコミ出身者をは
じめさまざまな経歴の知識網紅が同様に
オンラインで動画、オーディオ番組、ブロ
グなどのコンテンツを提供する「自媒体
（ジーメイティ）＝セルフ・メディア」を運営
し、大手メディアに飽き足らない都市部の ※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）
（2009年、社内向けスピーチより）

若者たちから絶大な人気を得ています。
ほとんどのコンテンツが有料ですが、彼ら
は信頼できる価値あるコンテンツをいつ
でもどこでも楽しめるこうしたメディアに
進んでお金を払います。2016年に中国版
Twitter『微博（Weibo）』上で発生した自
媒体の有料コンテンツへの支払いと前号
で紹介したオンライン・チップ「打賞」の合
計は4億7,000万元（約75億2,000万円※）
にもなったとか。経済の成熟とともに若者
の消費欲がモノから知識へとシフトしてき
たことを背景に、知識網紅は既存メディ
アに対抗する自媒体としてのビジネス・モ
デルを確立しているのです。

江蘇省

浙江省

四川省

北京

広東省

江西省

陝西省

上海上海

安順市

河南省

貴州省

リーダーとして成功するには、寛容であらねばならない。
多様な性格、特長、好みを持つ人たちが集まる組織が、
共通の目標とビジョンに向かって
ひとつになれるかどうかは、
リーダーが寛容かどうかにかかっているのだ。

羅振宇が微信で毎日配信するオーディオ番組（左）
は、話に登場したキーワードを打ち込むと羅氏おす
すめの関連記事が読める。『得到』アプリ（右）ではさ
まざまな知識網紅の有料コンテンツをフォローでき
る。忙しくても「ながら聴き」ができるオーディオ番組
が豊富なのも知識網紅コンテンツの特徴だ
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