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モバイルペイメントの現在
2020年に向けて、日本は世界のモバイル決済事情から何を学ぶべきか

Feature Story
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Message
f rom

the Executive

　デジタル経済の成長を背景に、新た
なテクノロジーが人々の生活を豊かに
し、無限の可能性をもたらしています。
しかし、よいことばかりではありません。
技術の発展と同時に、サイバーセキュリ
ティ上の脅威も増大しているのです。
　モバイルネットワークやセンサーがあ
らゆる場所で高密度に接続されるように
なると、攻撃が起こる可能性は高まりま
す。クラウドはリソースの共有を促進し、
ビジネスのプラットフォームをオープン
にしますが、それにともなって、どこまで
防御すればよいかという境目はあいまい
になります。AIとビッグデータでより大
規模なデータマイニングが可能になる
一方、データ漏洩のリスクも上昇します。

　ファーウェイは、こうした新たな脅威
を前に手をこまぬいているわけではありま
せん。テクノロジーと社会の進化には新
たな課題が付きものであり、そこから逃
げてはいけないのです。イノベーション
を通じてセキュリティの課題を解決し、
コラボレーションを通じてセキュリティに
対する取り組みを強化することで、安心
安全なデジタル化社会を構築する――
これはわれわれにとって重要な責務で
あり、使命でもあります。

　サイバーセキュリティの脅威が年々複
雑さを増す中、テクノロジー企業は継続
的なイノベーションによってセキュリティ
対策能力を常に高めていかなければな
りません。新たな課題には、新たなテク
ノロジーで対抗すべきなのです。
　一例をあげると、ブロックチェーンは
セキュリティにおいても有望な技術です。
すでに仮想通貨やフィンテックの分野で
実証されているように、ブロックチェーン
を他の暗号化技術と組み合わせ、分散
型管理によってデジタル情報の完全性
と固有性を保証すれば、セキュリティを
強化することが可能になります。
　さらに、セキュリティに対する考え方自
体も刷新する必要があります。これまでの
サイバーセキュリティは、周辺を重厚な
ファイアウォールで取り囲むことで防御

するという発想でした。しかし、新たな技
術によってオープン化が進み、防御の境
界線があいまいになってきているいま、
どこを取り囲んで守ればよいのかは明白
ではありません。この先すべてがつながっ
た世界が実現すれば、どれだけ防御しよ
うとも、どこかに必ず抜け穴が出てきてし
まうでしょう。「周辺を防御する」というア
プローチはもはや適切ではないのです。
　代わりに有効なのが、「深く防御する」
というアプローチです。ファイアウォール
はいつか破られることを前提に、ICTシス
テムのあらゆるレベルであらゆる脅威を
同定、隔離、除去できるようにしておか
なければなりません。こうした広範かつ
深い防御を可能にするのもまた、ビッグ
データとAIという新たな技術です。膨大
な量のネットワーク接続の中で不審な動
きを検知し、脅威の同定・防御ポリシー
を常に最新の状態にしておくという作業
を、人間の力だけで行うには限界があり
ます。ビッグデータ解析やAIで可能なか
ぎり自動化することが不可欠なのです。

　新たなセキュリティの課題に取り組む上
でもうひとつの重要な要素が、コラボレー
ションです。政府から業界、ユーザーまで、
すべてのステークホルダーの積極的な
協力とコミットメントが求められます。
　各国政府は二国間・多国間の協議を

ファーウェイ輪番CEO
兼 取締役副会長

胡厚崑 （ケン・フー）

通じて共通の行動規範を確立するととも
に、自国の経験やベストプラクティスを共
有し、サイバー攻撃にグローバル規模で
臨戦しなければなりません。昨年末にフ
ランスのANSSIとドイツの連邦情報セ
キュリティ庁（BSI）が、両国で提供される
クラウドサービスの共通セキュリティ認証
『E S C l o u d（E u r o p e a n  S e c u r i t y  

Cloud）』ラベルの策定に向けてワーキン
ググループを立ち上げたのは、政府間コ
ラボレーションの好例と言えます。また、
昨年英国に開設された国立サイバーセ
キュリティセンター（NCSC）はインフラスト
ラクチャのセキュリティとサプライチェーン
リスク管理に関するガイダンスをウェブサ
イトに掲載していますが、これは情報共有
の取り組みとしてきわめて有用です。
　産業界は、セキュリティの国際標準の
重要性を各国政府が理解するよう促し、
その確立に向けて協力していくべきです。
加えて、利用が拡大するオープンソース
ソフトウェアにおけるセキュリティも、もは
やコミュニティに任せきりにしておくわけ
にはいきません。ユーザー企業がセキュリ
ティ対策のために資金をサポートしたり、
自社のセキュリティ対策を共有したりと
いった協業が必要になってくるでしょう。
　テクノロジーを利用する企業や個人も
また、サイバーセキュリティに対する認識
を新たにすべきです。フランスの国家デ
ジタルセキュリティ戦略のように、教育
を通じたセキュリティ意識の向上に国家
戦略レベルで取り組むことが重要です。

　あらゆるものがつながった世界では、
イノベーションが最良のファイアウォール
となり、コラボレーションが最も信頼でき
る暗号となります。安心安全なデジタル
化社会の実現に向けて、ファーウェイは
イノベーションとコラボレーションの推進
に引き続き尽力してまいります。

今号の巻頭メッセージは、今年4月にフランス・パリで国家情報システムセキュリティ庁（ANSSI）・グルノーブルアルプ大学が
共催した国際セキュリティカンファレンスにおいて、ファーウェイ輪番CEO兼取締役副会長でグローバルサイバーセキュリティ・
ユーザープライバシー保護委員会の委員長も務める胡厚崑（ケン・フー）が行ったスピーチの内容を抜粋してお伝えします。

イノベーションは最良のファイアウォール、
コラボレーションは最も信頼できる暗号
デジタル化社会におけるサイバーセキュリティ対策

ま
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モバイル
ペ イメント
の 現 在

2020年に向けて、

日本は世界の

モバイル決済事情から

何を学ぶべきか

デジタル化は私たちの生活のさまざまな側面を変え続けています。
「お金」もその1つ。おサイフケータイや、昨年から日本でも利用可能となった『Apple 

Pay』『Android Pay』 などにより、キャッシュレスで交通機関の利用や買い物をする機会
がどんどん増えています。
それでも、日本はまだまだ現金社会です。日本クレジット協会の2015年版の資料によ
れば、日本国内におけるクレジットカードによる決済比率は15.7％、デビットカードや
電子マネーを合わせても17.2％と、40～50％に達する欧米の主要国の半分以下に
過ぎません。
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年を目標にキャッシュレス化を推進
する日本は、モバイル決済の普及が進む各国の経験から何を学ぶべきでしょうか。世界
のモバイル決済事情を追い続けているITジャーナリストの鈴木淳也氏が、各国の事例
をひもときながら、キャッシュレス社会の実現に向けた課題を解説します。

　近年アジアの金融と物流の中心拠点、
そして何より同地域への進出拠点として
急速な発展を遂げているシンガポール。
ここではいま、決済と交通サービスに関
する新たな実験が行われている。
　シンガポールでは同国全土で利用可
能な共通交通系ICカード『EZ-Link（CE-

PAS）』が導入されており、利用者はこの
カードに金額を“チャージ”し改札へ “タッ
チ”することで公共交通が利用可能なほ
か、コンビニなどで買い物もできるように
なっている。これは『Suica』など日本の交
通系ICカードでおなじみだが、シンガポー
ルはさらに次のステップへと移行しようと
している。「オープンループ」と呼ばれるそ
の仕組みでは、利用者が持つクレジット
カードやデビットカードを地下鉄の改札
にかざすだけでそのまま通過でき、降車
駅で再び改札にカードをかざせば区間運
賃がカードから引き落とされる。つまり、
別途EZ-Linkカードを用意しなくても、
「NFC（Near Field Communication）」
という非接触通信技術に対応したクレ
ジットカードさえ持っていれば、そのまま
公共交通サービスが利用できるわけだ。
街中でもほとんどの店舗でクレジットカー
ド決済ができるシンガポールなら、ほぼ

現金を持たずに行動できる。
　「NFC対応のクレジットカードなんて
持ってないよ」と多くの方は思われるかも
しれない。実際、日本ではこうしたNFC

対応クレジットカードはほとんど発行され
ていないから当然だ。だが、海外では銀
行がこうしたNFC機能を搭載したクレ
ジットカードを発行しており、オーストラ
リアをはじめ、最近では英国やフランスな
どでも新規発行されるクレジットカードの
ほとんどがNFC対応になっている。ただ
し、こうした国々でも手持ちのクレジット
カードを携帯電話に登録してNFCによる
決済を可能とする『Apple Pay』のような
仕組みが少ないながらも登場しており、
NFC非対応のカードしか持っていなくて
も非接触決済を利用できる機会はある。
　2017年5月末時点でシンガポールで
行われている実験サービスでは、残念な
がらプラスチックのカードにNFCを内蔵
したタイプのものしか利用できない。だ
が同国で交通行政全般を管轄する陸上
交通省（LTA）によれば、7月末までには
Apple Payを含むスマートフォンに登録
されたクレジットカードを使った改札通
過が可能になるという。
　こうしたキャッシュレスですべての取引
が可能な仕組みの導入は、佐渡島にも満
たない面積の都市国家シンガポールに
とっては大きなステップだ。同国の人口は
550万人程度だが、海外からの年間旅客

者数はその3倍ほどであり、年間の訪問
外国人数が人口の10分の1程度に収まっ
ている日本と比較して非常に多い。
　短期滞在の外国人にとって現金の取り
扱いほど煩わしいものはない。ましてや同
国だけでしか使えない専用の交通系IC

カードの購入など、頻繁に訪れる人でな
ければ現地土産の1つでしかない。アジア
のビジネス拠点、そして周辺諸国への移
動の中継地点として、外国人により魅力
的な街づくりを目指し、外資の誘致や積
極的な観光開発を日々続けているシンガ
ポールにおいて、オープンループの導入
は現地在住者だけでなく、こうした外国人
にとってもフレンドリーな仕組みなのだ。

　シンガポールと同様の意図を持って
都市のインフラ整備を進めるのが英国
のロンドンだ。年間の外国人観光客数で
は世界トップの常連として知られるロン
ドンは、世界の他地域からの欧州訪問の
玄関口として、あるいは欧州域内からの
旅行客の訪問先として、多くの人々が行
き交っている。欧州連合離脱に伴う混乱
で企業の国外脱出やオフィス移転に伴う
人員移動が始まっている「シティ」も、依
然として金融拠点としての影響力は大き
い。ゆえにシンガポールと似たような立ち
位置にあると言える。
　シンガポールが採用したオープンルー
プの仕組みは、ロンドン交通局（TfL）が
世界で初めて導入したものだ。ロンドン
では検札処理の円滑化を図るため2003

年から交通系ICカード『Oyster』を導入
している。普及促進のため同カード利用
時は通常の運賃の半額という特典を付
与しているほか、同市名物の2階建てバ
スなどの交通機関ではOysterのみの取
り扱いで現金の利用を不可にするなど徹
底を図っている。導入当初は空港や国
際線列車が発着する駅に専用カウン
ターを設け、外国人旅行客にも市内へ
移動する前にOysterを入手してもらうべ
くプロモーションを行っていた。

 TfLは2012年に市内を走るバスにオー
プンループを導入し、Oysterがなくても
NFC対応クレジットカードがあれば乗車
が可能になった。のちに地下鉄など他の
交通機関にも拡大し、さらにロンドンで
特徴的な料金キャップ（1日の上限料金
を超えるとそれ以上請求が行われない）
にも対応。現在はApple Payをはじめと
するモバイルペイメントも利用でき、実質
的にクレジットカードやスマートフォンさ
えあれば市内を自由に動きまわれる。
　オープンループを導入した背景には、
サービス提供者側の事情がある。TfLに
よれば、Oysterの月間発行枚数は最大
で50万枚を突破しており、発行コストだ
けでもばかにならない。コスト負担の増
加は駅や車両の刷新を含めたサービス
改善にまわす投資を圧迫する結果とな
り、これは利用者にとっても好ましくない。
　欧州全域でNFC対応のクレジットカー
ドやApple Payなどのユーザーが増えて
いるという利用者側の環境の変化もあ
り、2014年9月のフルサービス開始以来、
利用は順調に伸びており、2016年末時
点で全通行量の約4割に達している。

　公共交通と同時に、非接触クレジット
カードを利用した買い物環境も急速に
整いつつある。MasterCardとVisaに

よれば、欧州で新規展開されるクレジッ
トカードの読み取り装置は現在100％非
接触決済に対応しており、2020年までに
対応完了を見込んでいるという。同分野
で先行した英国をはじめ、フランスやスペ
インなどの国ではより早いタイミングでの
対応が見込まれており、実際これらの国
では街の市場の小さな出店でさえApple 

Pay対応をうたっているなど、毎年訪問す
るごとに大きな変化が確認できる。
　また意外に思われるかもしれないが、
こうした非接触対応は欧州でも旧社会主
義国のほうが進んでいる傾向がある。欧
州では2000年代前半に、ICチップ対応
（EMVと呼ばれる）をしていない決済端末
での不正被害はカード会社ではなく加盟
店側が補償の責任を負うという「ライアビ
リティシフト」によって、EMV対応の実質
的な義務化を実現し、世界に先駆けてセ
キュリティ対策を強化している。非接触
クレジットカードの仕組みはEMV対応端
末に機能を追加する形で行われる副産
物的なものだが、すでにEMV対応端末が
広く普及していた西欧地域では非接触
への置き換えが進まず、逆に決済インフ
ラ整備の遅れた東欧ではEMV対応と同
時に非接触機能が実装されて西欧に先
行する現象が生じた。特にポーランドは
欧州でも非接触決済比率が高く、インフ
ラ整備がタイミング依存であることがあら
ためて認識される。
　この現象は欧州以外の世界各地でも
見られるものだ。国を挙げてインフラ整
備を進めたオーストラリアを除けば、シン
ガポールをはじめとしてアジア諸国で後
からインフラ整備が行われた国ほど非接
触対応が進んでいる傾向にある。北米の
場合、欧州にやや遅れる形でライアビ
リティシフトが行われたカナダで非接触
インフラ整備が進んでいる。
　米国ではクレジット／デビットカードが
早くから普及していたが、磁気カードを主
体としたインフラが広域展開されていたた
めか、ICチップ対応がなかなか進まない
状況が続いていた。同国でApple Pay

開始の1年後にあたる2015年10月、よう
やくライアビリティシフトが実施された
が、小売店による対応もまちまちで、1年
以上を経たいまでも利用者側や店舗に
大きな混乱が見られる。一方で比較的体
力のある大手小売チェーンなどでは先行
してインフラ整備を実現し、Apple Pay

を含む非接触決済対応が進んでいる。
ただ小売店側に非接触決済利用状況を
聞く限り、最新技術に明るい都市部の利
用者はスマートフォンでの決済比率が高
いものの、それ以外の場所ではそれほど
芳しくなく、欧州やオーストラリアなどに
比べると米国での利用浸透にはまだ時間
がかかりそうな印象だ。

　これとは別の次元で急速にデジタル決
済インフラが普及しているのが中国だ。
同国ではもともと銀行ネットワークである
銀聯が決済インフラ整備を進めており、
近年ではこれに非接触決済機能を付与
した『QuickPass』サービスの広域展開を
目指していた。中国ではMasterCardや
Visaなどのいわゆる国際カードブランド
が利用できる場所が非常に限られている
一方、銀聯カードはほとんどの場所で利
用可能であり、高いセキュリティと処理能
力を強みにスマートフォンなどを使った非
接触決済サービスの普及を狙っている。
アップルは中国に進出して決済サービス

を提供するにあたって銀聯と手を組んで
おり、Apple PayはQuickPassに対応し
た場所でのみ利用できる。
　QuickPassはセブン-イレブンやマクド
ナルド、KFCなどの店舗で導入されてい
るが、まだまだ利用可能な場所が少ない
のが現状だ。対応には追加投資が必要で
時間もかかるため、店舗での採用がなか
なか進まない。こうした間隙を縫ってここ
2～3年で急速に普及しているのが、アリ
ババが提供する『支付宝（Alipay）』、テン
セントが提供する『微信支付（WeChat 

Pay）』などのいわゆる「QRコード決済」と
呼ばれるサービスだ。
　QRコード決済では、お金を送る側と受
け取る側のいずれかがQRコードを提示
し、それを相手の端末で読み取ることで
アカウント間で送金を行うという非常に
シンプルな仕組みだ。QuickPassのよう
に別途インフラ投資を行う必要がなく、
手持ちのスマートフォンにアプリを入れ、
銀行口座を紐づければすぐにでも利用を
開始できる。QRコードはスマートフォン
上に表示させるほか、紙やシールなどに
印刷したものでもいいので、例えば屋台
の軒先や店舗のカウンターにQRコードを
置いておけば、店員はスマートフォンに
一切触れずに客の操作だけで支払いが
行える。飲食店では現金や機械に触れず
に調理や料理の提供に集中でき、衛生面
を含めたオペレーションの改善も期待で
きる。先日、深圳の電脳街を訪問した際
には、朝ご飯を買いに来る人の大行列を

QRコード決済で効率的にさばく風景が
そこかしこで見られ、売上増加にもつな
がっていることが想像できる。
　不正が行われないようシステムをきっ
ちりと整備してインフラ展開を行っていく
QuickPassに対し、QRコード決済では
一時的に設定されたQRコード情報のみ
が一定のセキュリティを担保する手段と
なる。ある意味で信用に基づいた仕組み
ではあるが、それを補ってあまりある利
便性が、急速に利用が進んだ理由なの
だろう。支付宝や微信支付はEコマース
やO2O（オンラインで発注するオフライン
サービス）の決済手段にもなっているほ
か、割り勘の支払いやお年玉をあげる際
などの個人送金にも利用され、中国での
生活には欠かせないものとなっている。
当初は上海などの一部大都市で広まっ
ていたが、数年のうちに中国全土で日常
的に使われるまでに拡大した。
　中国と同じく人口大国のインドでも、
スマートフォンや携帯電話を使った決済
サービスが急速に普及しつつある。貧富
の差が大きく、もともと都市部以外での
銀行口座保有率の低いインドだが、携帯
電話向けの決済・送金サービスが普及し
始めたことで、デジタル金融サービスの
発展が加速している。インドは政府が高
額紙幣を廃止してデジタル化促進を後
押ししており、遠からず世界でも先端の
デジタル金融国家となる可能性が浮上
している。中国と合わせ、今後数年先の
動向が楽しみな地域だ。

　こうした世界の決済事情の狭間で複
雑な立場にあるのが香港だ。1997年に
英国から中国へと返還された香港だが、
同年には公共交通で利用可能な共通IC

カード『八達通（Octopus）』の運用を開
始している。非接触ICカードを用いた商
用交通系サービスとしては世界初のもの
で、SuicaやOysterの先輩にあたる存在
だ。後に物販にも対応し、コンビニなどで
の買い物やレストランでの食事では現金
に触れることなく決済が可能になった。
　八達通はSuica同様にソニーのFeliCa

技術をベースとしており、現在世界の非
接触ICカードで一般的なType-A/B方式
とは互換性がない。MasterCardやVisaな
どの国際カードブランドが提供する非接
触クレジットカードや、香港では2016年7

月に開始したApple Payも、Type-A/B方
式だ。また、同じType-A/B方式でも中国
本土からやってくる旅行者が使う銀聯カー
ドのQuickPassは他の国際カードブランド
とは別物であり、さらに最近では支付宝な
どのQRコード決済の利用も増えてきた。
そのため、店舗は現金を含めていくつもの

決済手段に対応せざるを得ず、オペレー
ションが非常に複雑化している。
　とはいえ、香港としても特定の決済方
式を捨ててまで一本化するのが難しい事
情がある。八達通はすでにインフラとして
広域展開が行われており、これを置き換
えるのは容易ではない。公共交通や物販
以外にも、オフィスやマンションの鍵、会
社の出退勤カード、学校の出欠カードな
どの役割も果たしているため、影響範囲も
広い。加えて、複数の技術をテストし続
けた結果、採用に至ったFeliCaにはセ
キュリティや処理速度に関して譲れない
面があると、関係者は内情を明かしてい
る。しかし、中国本土や海外から多くの
人々が訪れる香港では、彼らが必要とす
る決済手段すべてに対応する必要がある。
事情はシンガポールやロンドンと同様な
がら、その地理的特性やインフラ整備の
タイミングから、より複雑な仕組みを受け
入れなければならなかったというわけだ。

　翻って日本の事情を見ると、香港との
共通点が多いことがわかる。日本では
2000年代前半からFeliCaをベースにした
決済インフラが展開され、多くの店舗で
複数の電子マネーサービスが利用可能に
なっている。交通系ICカードもFeliCa技
術を用いており、1分間に60人が改札を
通過可能という処理性能が毎日の通勤
ラッシュを支えている。JR東日本はこの処
理性能を必須のものとし、国際標準での
採用を訴えているほか、アップルは日本で
Apple Payを開始するにあたってiPhone

の最新機種にFeliCaチップをわざわざ導
入したほどだ。結果として、Apple Payに
続く形で同種のサービスを提供するプ
ラットフォームもFeliCaを基幹技術とし
始めているほか、利用者増を見込んで電
子マネーサービスを新たに導入する店舗
も増えつつあり、さらにFeliCaインフラが
拡大する様相を見せている。

　日本政府は東京オリンピックが開催さ
れる2020年までに、年間訪日外国人
4,000万人という目標を掲げている。こ
れには観光開発や受け入れ体制の整備
などと並び、決済インフラの面でもどこま
で外国人旅行客にストレスなく滞在を楽
しんでもらえるかを考えなければならな
い。とはいえ、あとわずか3年でできるこ
とは限られている。スマートフォンにしろ
非接触クレジットカードにしろ、外国人
が日本に持ち込む決済手段でFeliCaに
対応したものはない。そこで、日本国内
のみで利用可能な電子マネーICカード
を提供するか、あるいは交通系サービス
を除く小売店舗でType-A/B方式に対応
した決済サービスを受け入れる仕組みを
新たに追加することになる。
　前者の場合、複数の電子マネーサー
ビスに対応したカードを何枚も旅行客に
持ってもらうのは難しいため、必然的に
移動にも使える交通系ICカードが優先
されることになる。現在、交通系ICカー
ドの空き領域（FeliCaポケットと呼ばれ
る）に美術館やイベント会場へのチケット
情報を書き込んで、1枚のカードで何役
もこなせる仕組みが提案されている。一
方で、帰国時に残金やデポジット金額を
払い戻す際に窓口が混雑するという課題
が指摘されている。そのためJR東日本で
は有効期限を設けてデポジットをなく
し、お土産に向いたイラストがあしらわ
れたカードを用意するといったアイデア
を検討している。
　後者のType-A/B方式への対応は店
舗側の負担がネックとなる。当面はコン
ビニなど追加投資の体力がある大手小
売チェーンに限定されるだろう。マクド
ナルドは今後2年以内に全店舗での交通
系ICカードと国際カードブランドによる
非接触決済への対応を表明しており、
一部チェーンもこの動きに追随すること
が予想される。これとは別に、中国から
の旅行客向けにQRコード決済への対
応が必要になるケースも想定される。当
然店舗によって使える決済手段の組み

合わせは異なるため、外国人には「どこ
で、どの決済手段が使えるか」が非常に
わかりにくいものになりかねない。2020

年の東京オリンピックまでには、こうした
情報をきちんと整理し、少しでも混乱や
不満を低減しなければならない。
　これらは主に対面取引と呼ばれる店頭
でのカード決済処理を中心としたものだ
が、ビットコインなどに代表されるブロッ
クチェーン技術を用いた仮想通貨の取り
扱いや、オンラインを介した決済も考慮
する必要がある。オンラインと言っても
ネット通販だけではなく、『Uber』のように
サービスを目の前で利用しながら支払い
はオンライン経由で、しかも利用者に決済
のタイミングをあまり意識させないものも
多く、この先日常生活のさまざまなシーン
に潜り込んでいくことになるはずだ。
Apple Payも現在はNFC技術を使った対
面決済が大半だが、今後はオンライン決
済の利用が大きく伸び、決済シーンの中
核になると言われている。
　中国の支付宝や微信支付も、手順と
して店頭でQRコードや支払いの確認が

行われてはいるものの、オンライン決済
の一種だ。中国でこうしたサービスがわ
ずか数年で浸透した背景には、従来なが
らの手数料モデルを採用する銀聯などの
既存金融機関とは対照的に、直接収入
よりも行動データ取得やマーケティング
に主眼を置くアリババやテンセントのよう
なインターネット企業のスピード感が表
れていると言える。文化的な要因も大き
いため、日本や欧米などの先進各国が中
国と同じルートをたどれるわけではない
が、日本でも政府主導で決済時に流れる
データの共通化やAPIの活用など、中国
のオンラインモデルを踏襲する動きが活
発化しており、今後の動きに注目が集
まっている。
　いずれにせよ近い将来、香港の苦悩が
日本で再現される可能性は高い。地理的
条件から多くの訪日客を見込める中国の
決済事情を無視するわけにもいかず、観
光立国を目指す以上は複数の決済手段
を同時にサポートすることを覚悟しなけれ
ばいけない。こうしたインバウンド需要を
にらんだ取り組みは2020年がひとまずの

目安となるが、一方でパナソニックとロー
ソンの無人レジのように、流通改革や将
来の人口減社会を視野に入れたRFID

（無線自動識別）導入による未来型コンビ
ニなど、中長期的なビジョンで取り組む
べき課題もある。
　現金主義と言われる日本だが、もはや
デジタル決済の世界へと舵を切ることは
必須となりそうだ。
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「オープンループ」導入で
外国人にもフレンドリーな街に

S I N G A P O R E

シンガポールの都市交通MRTでは交通系ICカードの
『EZ-Link』に加え、今夏から「オープンループ」による
乗車システムを導入。クレジットカードやデビットカー
ドをそのままかざせば改札を通過できるようになる

鈴木 淳也

モバイル決済を専門とするITジャーナ
リスト。メーカー系SEを経験した後、
出版社アスキー（現KADOKAWA）で月
刊誌の編集業務に従事。2000年にプ
ロフェッショナル向けIT情報サイト
『@IT』（現『ITmedia』）の立ち上げに参
画。2002年にフリーランスとして独立
し、活動の拠点を米国サンフランシス
コに移す。以後、最新ITの動向を現地
から日本へ精力的に発信する。2011
年以降は取材分野をNFCとモバイル
決済に絞り、日米のみならず世界中
の最新決済事情を追いかけている。
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　近年アジアの金融と物流の中心拠点、
そして何より同地域への進出拠点として
急速な発展を遂げているシンガポール。
ここではいま、決済と交通サービスに関
する新たな実験が行われている。
　シンガポールでは同国全土で利用可
能な共通交通系ICカード『EZ-Link（CE-

PAS）』が導入されており、利用者はこの
カードに金額を“チャージ”し改札へ “タッ
チ”することで公共交通が利用可能なほ
か、コンビニなどで買い物もできるように
なっている。これは『Suica』など日本の交
通系ICカードでおなじみだが、シンガポー
ルはさらに次のステップへと移行しようと
している。「オープンループ」と呼ばれるそ
の仕組みでは、利用者が持つクレジット
カードやデビットカードを地下鉄の改札
にかざすだけでそのまま通過でき、降車
駅で再び改札にカードをかざせば区間運
賃がカードから引き落とされる。つまり、
別途EZ-Linkカードを用意しなくても、
「NFC（Near Field Communication）」
という非接触通信技術に対応したクレ
ジットカードさえ持っていれば、そのまま
公共交通サービスが利用できるわけだ。
街中でもほとんどの店舗でクレジットカー
ド決済ができるシンガポールなら、ほぼ

現金を持たずに行動できる。
　「NFC対応のクレジットカードなんて
持ってないよ」と多くの方は思われるかも
しれない。実際、日本ではこうしたNFC

対応クレジットカードはほとんど発行され
ていないから当然だ。だが、海外では銀
行がこうしたNFC機能を搭載したクレ
ジットカードを発行しており、オーストラ
リアをはじめ、最近では英国やフランスな
どでも新規発行されるクレジットカードの
ほとんどがNFC対応になっている。ただ
し、こうした国々でも手持ちのクレジット
カードを携帯電話に登録してNFCによる
決済を可能とする『Apple Pay』のような
仕組みが少ないながらも登場しており、
NFC非対応のカードしか持っていなくて
も非接触決済を利用できる機会はある。
　2017年5月末時点でシンガポールで
行われている実験サービスでは、残念な
がらプラスチックのカードにNFCを内蔵
したタイプのものしか利用できない。だ
が同国で交通行政全般を管轄する陸上
交通省（LTA）によれば、7月末までには
Apple Payを含むスマートフォンに登録
されたクレジットカードを使った改札通
過が可能になるという。
　こうしたキャッシュレスですべての取引
が可能な仕組みの導入は、佐渡島にも満
たない面積の都市国家シンガポールに
とっては大きなステップだ。同国の人口は
550万人程度だが、海外からの年間旅客

者数はその3倍ほどであり、年間の訪問
外国人数が人口の10分の1程度に収まっ
ている日本と比較して非常に多い。
　短期滞在の外国人にとって現金の取り
扱いほど煩わしいものはない。ましてや同
国だけでしか使えない専用の交通系IC

カードの購入など、頻繁に訪れる人でな
ければ現地土産の1つでしかない。アジア
のビジネス拠点、そして周辺諸国への移
動の中継地点として、外国人により魅力
的な街づくりを目指し、外資の誘致や積
極的な観光開発を日々続けているシンガ
ポールにおいて、オープンループの導入
は現地在住者だけでなく、こうした外国人
にとってもフレンドリーな仕組みなのだ。

　シンガポールと同様の意図を持って
都市のインフラ整備を進めるのが英国
のロンドンだ。年間の外国人観光客数で
は世界トップの常連として知られるロン
ドンは、世界の他地域からの欧州訪問の
玄関口として、あるいは欧州域内からの
旅行客の訪問先として、多くの人々が行
き交っている。欧州連合離脱に伴う混乱
で企業の国外脱出やオフィス移転に伴う
人員移動が始まっている「シティ」も、依
然として金融拠点としての影響力は大き
い。ゆえにシンガポールと似たような立ち
位置にあると言える。
　シンガポールが採用したオープンルー
プの仕組みは、ロンドン交通局（TfL）が
世界で初めて導入したものだ。ロンドン
では検札処理の円滑化を図るため2003

年から交通系ICカード『Oyster』を導入
している。普及促進のため同カード利用
時は通常の運賃の半額という特典を付
与しているほか、同市名物の2階建てバ
スなどの交通機関ではOysterのみの取
り扱いで現金の利用を不可にするなど徹
底を図っている。導入当初は空港や国
際線列車が発着する駅に専用カウン
ターを設け、外国人旅行客にも市内へ
移動する前にOysterを入手してもらうべ
くプロモーションを行っていた。

 TfLは2012年に市内を走るバスにオー
プンループを導入し、Oysterがなくても
NFC対応クレジットカードがあれば乗車
が可能になった。のちに地下鉄など他の
交通機関にも拡大し、さらにロンドンで
特徴的な料金キャップ（1日の上限料金
を超えるとそれ以上請求が行われない）
にも対応。現在はApple Payをはじめと
するモバイルペイメントも利用でき、実質
的にクレジットカードやスマートフォンさ
えあれば市内を自由に動きまわれる。
　オープンループを導入した背景には、
サービス提供者側の事情がある。TfLに
よれば、Oysterの月間発行枚数は最大
で50万枚を突破しており、発行コストだ
けでもばかにならない。コスト負担の増
加は駅や車両の刷新を含めたサービス
改善にまわす投資を圧迫する結果とな
り、これは利用者にとっても好ましくない。
　欧州全域でNFC対応のクレジットカー
ドやApple Payなどのユーザーが増えて
いるという利用者側の環境の変化もあ
り、2014年9月のフルサービス開始以来、
利用は順調に伸びており、2016年末時
点で全通行量の約4割に達している。

　公共交通と同時に、非接触クレジット
カードを利用した買い物環境も急速に
整いつつある。MasterCardとVisaに

よれば、欧州で新規展開されるクレジッ
トカードの読み取り装置は現在100％非
接触決済に対応しており、2020年までに
対応完了を見込んでいるという。同分野
で先行した英国をはじめ、フランスやスペ
インなどの国ではより早いタイミングでの
対応が見込まれており、実際これらの国
では街の市場の小さな出店でさえApple 

Pay対応をうたっているなど、毎年訪問す
るごとに大きな変化が確認できる。
　また意外に思われるかもしれないが、
こうした非接触対応は欧州でも旧社会主
義国のほうが進んでいる傾向がある。欧
州では2000年代前半に、ICチップ対応
（EMVと呼ばれる）をしていない決済端末
での不正被害はカード会社ではなく加盟
店側が補償の責任を負うという「ライアビ
リティシフト」によって、EMV対応の実質
的な義務化を実現し、世界に先駆けてセ
キュリティ対策を強化している。非接触
クレジットカードの仕組みはEMV対応端
末に機能を追加する形で行われる副産
物的なものだが、すでにEMV対応端末が
広く普及していた西欧地域では非接触
への置き換えが進まず、逆に決済インフ
ラ整備の遅れた東欧ではEMV対応と同
時に非接触機能が実装されて西欧に先
行する現象が生じた。特にポーランドは
欧州でも非接触決済比率が高く、インフ
ラ整備がタイミング依存であることがあら
ためて認識される。
　この現象は欧州以外の世界各地でも
見られるものだ。国を挙げてインフラ整
備を進めたオーストラリアを除けば、シン
ガポールをはじめとしてアジア諸国で後
からインフラ整備が行われた国ほど非接
触対応が進んでいる傾向にある。北米の
場合、欧州にやや遅れる形でライアビ
リティシフトが行われたカナダで非接触
インフラ整備が進んでいる。
　米国ではクレジット／デビットカードが
早くから普及していたが、磁気カードを主
体としたインフラが広域展開されていたた
めか、ICチップ対応がなかなか進まない
状況が続いていた。同国でApple Pay

開始の1年後にあたる2015年10月、よう
やくライアビリティシフトが実施された
が、小売店による対応もまちまちで、1年
以上を経たいまでも利用者側や店舗に
大きな混乱が見られる。一方で比較的体
力のある大手小売チェーンなどでは先行
してインフラ整備を実現し、Apple Pay

を含む非接触決済対応が進んでいる。
ただ小売店側に非接触決済利用状況を
聞く限り、最新技術に明るい都市部の利
用者はスマートフォンでの決済比率が高
いものの、それ以外の場所ではそれほど
芳しくなく、欧州やオーストラリアなどに
比べると米国での利用浸透にはまだ時間
がかかりそうな印象だ。

　これとは別の次元で急速にデジタル決
済インフラが普及しているのが中国だ。
同国ではもともと銀行ネットワークである
銀聯が決済インフラ整備を進めており、
近年ではこれに非接触決済機能を付与
した『QuickPass』サービスの広域展開を
目指していた。中国ではMasterCardや
Visaなどのいわゆる国際カードブランド
が利用できる場所が非常に限られている
一方、銀聯カードはほとんどの場所で利
用可能であり、高いセキュリティと処理能
力を強みにスマートフォンなどを使った非
接触決済サービスの普及を狙っている。
アップルは中国に進出して決済サービス

を提供するにあたって銀聯と手を組んで
おり、Apple PayはQuickPassに対応し
た場所でのみ利用できる。
　QuickPassはセブン-イレブンやマクド
ナルド、KFCなどの店舗で導入されてい
るが、まだまだ利用可能な場所が少ない
のが現状だ。対応には追加投資が必要で
時間もかかるため、店舗での採用がなか
なか進まない。こうした間隙を縫ってここ
2～3年で急速に普及しているのが、アリ
ババが提供する『支付宝（Alipay）』、テン
セントが提供する『微信支付（WeChat 

Pay）』などのいわゆる「QRコード決済」と
呼ばれるサービスだ。
　QRコード決済では、お金を送る側と受
け取る側のいずれかがQRコードを提示
し、それを相手の端末で読み取ることで
アカウント間で送金を行うという非常に
シンプルな仕組みだ。QuickPassのよう
に別途インフラ投資を行う必要がなく、
手持ちのスマートフォンにアプリを入れ、
銀行口座を紐づければすぐにでも利用を
開始できる。QRコードはスマートフォン
上に表示させるほか、紙やシールなどに
印刷したものでもいいので、例えば屋台
の軒先や店舗のカウンターにQRコードを
置いておけば、店員はスマートフォンに
一切触れずに客の操作だけで支払いが
行える。飲食店では現金や機械に触れず
に調理や料理の提供に集中でき、衛生面
を含めたオペレーションの改善も期待で
きる。先日、深圳の電脳街を訪問した際
には、朝ご飯を買いに来る人の大行列を

QRコード決済で効率的にさばく風景が
そこかしこで見られ、売上増加にもつな
がっていることが想像できる。
　不正が行われないようシステムをきっ
ちりと整備してインフラ展開を行っていく
QuickPassに対し、QRコード決済では
一時的に設定されたQRコード情報のみ
が一定のセキュリティを担保する手段と
なる。ある意味で信用に基づいた仕組み
ではあるが、それを補ってあまりある利
便性が、急速に利用が進んだ理由なの
だろう。支付宝や微信支付はEコマース
やO2O（オンラインで発注するオフライン
サービス）の決済手段にもなっているほ
か、割り勘の支払いやお年玉をあげる際
などの個人送金にも利用され、中国での
生活には欠かせないものとなっている。
当初は上海などの一部大都市で広まっ
ていたが、数年のうちに中国全土で日常
的に使われるまでに拡大した。
　中国と同じく人口大国のインドでも、
スマートフォンや携帯電話を使った決済
サービスが急速に普及しつつある。貧富
の差が大きく、もともと都市部以外での
銀行口座保有率の低いインドだが、携帯
電話向けの決済・送金サービスが普及し
始めたことで、デジタル金融サービスの
発展が加速している。インドは政府が高
額紙幣を廃止してデジタル化促進を後
押ししており、遠からず世界でも先端の
デジタル金融国家となる可能性が浮上
している。中国と合わせ、今後数年先の
動向が楽しみな地域だ。

　こうした世界の決済事情の狭間で複
雑な立場にあるのが香港だ。1997年に
英国から中国へと返還された香港だが、
同年には公共交通で利用可能な共通IC

カード『八達通（Octopus）』の運用を開
始している。非接触ICカードを用いた商
用交通系サービスとしては世界初のもの
で、SuicaやOysterの先輩にあたる存在
だ。後に物販にも対応し、コンビニなどで
の買い物やレストランでの食事では現金
に触れることなく決済が可能になった。
　八達通はSuica同様にソニーのFeliCa

技術をベースとしており、現在世界の非
接触ICカードで一般的なType-A/B方式
とは互換性がない。MasterCardやVisaな
どの国際カードブランドが提供する非接
触クレジットカードや、香港では2016年7

月に開始したApple Payも、Type-A/B方
式だ。また、同じType-A/B方式でも中国
本土からやってくる旅行者が使う銀聯カー
ドのQuickPassは他の国際カードブランド
とは別物であり、さらに最近では支付宝な
どのQRコード決済の利用も増えてきた。
そのため、店舗は現金を含めていくつもの

決済手段に対応せざるを得ず、オペレー
ションが非常に複雑化している。
　とはいえ、香港としても特定の決済方
式を捨ててまで一本化するのが難しい事
情がある。八達通はすでにインフラとして
広域展開が行われており、これを置き換
えるのは容易ではない。公共交通や物販
以外にも、オフィスやマンションの鍵、会
社の出退勤カード、学校の出欠カードな
どの役割も果たしているため、影響範囲も
広い。加えて、複数の技術をテストし続
けた結果、採用に至ったFeliCaにはセ
キュリティや処理速度に関して譲れない
面があると、関係者は内情を明かしてい
る。しかし、中国本土や海外から多くの
人々が訪れる香港では、彼らが必要とす
る決済手段すべてに対応する必要がある。
事情はシンガポールやロンドンと同様な
がら、その地理的特性やインフラ整備の
タイミングから、より複雑な仕組みを受け
入れなければならなかったというわけだ。

　翻って日本の事情を見ると、香港との
共通点が多いことがわかる。日本では
2000年代前半からFeliCaをベースにした
決済インフラが展開され、多くの店舗で
複数の電子マネーサービスが利用可能に
なっている。交通系ICカードもFeliCa技
術を用いており、1分間に60人が改札を
通過可能という処理性能が毎日の通勤
ラッシュを支えている。JR東日本はこの処
理性能を必須のものとし、国際標準での
採用を訴えているほか、アップルは日本で
Apple Payを開始するにあたってiPhone

の最新機種にFeliCaチップをわざわざ導
入したほどだ。結果として、Apple Payに
続く形で同種のサービスを提供するプ
ラットフォームもFeliCaを基幹技術とし
始めているほか、利用者増を見込んで電
子マネーサービスを新たに導入する店舗
も増えつつあり、さらにFeliCaインフラが
拡大する様相を見せている。

　日本政府は東京オリンピックが開催さ
れる2020年までに、年間訪日外国人
4,000万人という目標を掲げている。こ
れには観光開発や受け入れ体制の整備
などと並び、決済インフラの面でもどこま
で外国人旅行客にストレスなく滞在を楽
しんでもらえるかを考えなければならな
い。とはいえ、あとわずか3年でできるこ
とは限られている。スマートフォンにしろ
非接触クレジットカードにしろ、外国人
が日本に持ち込む決済手段でFeliCaに
対応したものはない。そこで、日本国内
のみで利用可能な電子マネーICカード
を提供するか、あるいは交通系サービス
を除く小売店舗でType-A/B方式に対応
した決済サービスを受け入れる仕組みを
新たに追加することになる。
　前者の場合、複数の電子マネーサー
ビスに対応したカードを何枚も旅行客に
持ってもらうのは難しいため、必然的に
移動にも使える交通系ICカードが優先
されることになる。現在、交通系ICカー
ドの空き領域（FeliCaポケットと呼ばれ
る）に美術館やイベント会場へのチケット
情報を書き込んで、1枚のカードで何役
もこなせる仕組みが提案されている。一
方で、帰国時に残金やデポジット金額を
払い戻す際に窓口が混雑するという課題
が指摘されている。そのためJR東日本で
は有効期限を設けてデポジットをなく
し、お土産に向いたイラストがあしらわ
れたカードを用意するといったアイデア
を検討している。
　後者のType-A/B方式への対応は店
舗側の負担がネックとなる。当面はコン
ビニなど追加投資の体力がある大手小
売チェーンに限定されるだろう。マクド
ナルドは今後2年以内に全店舗での交通
系ICカードと国際カードブランドによる
非接触決済への対応を表明しており、
一部チェーンもこの動きに追随すること
が予想される。これとは別に、中国から
の旅行客向けにQRコード決済への対
応が必要になるケースも想定される。当
然店舗によって使える決済手段の組み

合わせは異なるため、外国人には「どこ
で、どの決済手段が使えるか」が非常に
わかりにくいものになりかねない。2020

年の東京オリンピックまでには、こうした
情報をきちんと整理し、少しでも混乱や
不満を低減しなければならない。
　これらは主に対面取引と呼ばれる店頭
でのカード決済処理を中心としたものだ
が、ビットコインなどに代表されるブロッ
クチェーン技術を用いた仮想通貨の取り
扱いや、オンラインを介した決済も考慮
する必要がある。オンラインと言っても
ネット通販だけではなく、『Uber』のように
サービスを目の前で利用しながら支払い
はオンライン経由で、しかも利用者に決済
のタイミングをあまり意識させないものも
多く、この先日常生活のさまざまなシーン
に潜り込んでいくことになるはずだ。
Apple Payも現在はNFC技術を使った対
面決済が大半だが、今後はオンライン決
済の利用が大きく伸び、決済シーンの中
核になると言われている。
　中国の支付宝や微信支付も、手順と
して店頭でQRコードや支払いの確認が

行われてはいるものの、オンライン決済
の一種だ。中国でこうしたサービスがわ
ずか数年で浸透した背景には、従来なが
らの手数料モデルを採用する銀聯などの
既存金融機関とは対照的に、直接収入
よりも行動データ取得やマーケティング
に主眼を置くアリババやテンセントのよう
なインターネット企業のスピード感が表
れていると言える。文化的な要因も大き
いため、日本や欧米などの先進各国が中
国と同じルートをたどれるわけではない
が、日本でも政府主導で決済時に流れる
データの共通化やAPIの活用など、中国
のオンラインモデルを踏襲する動きが活
発化しており、今後の動きに注目が集
まっている。
　いずれにせよ近い将来、香港の苦悩が
日本で再現される可能性は高い。地理的
条件から多くの訪日客を見込める中国の
決済事情を無視するわけにもいかず、観
光立国を目指す以上は複数の決済手段
を同時にサポートすることを覚悟しなけれ
ばいけない。こうしたインバウンド需要を
にらんだ取り組みは2020年がひとまずの

目安となるが、一方でパナソニックとロー
ソンの無人レジのように、流通改革や将
来の人口減社会を視野に入れたRFID

（無線自動識別）導入による未来型コンビ
ニなど、中長期的なビジョンで取り組む
べき課題もある。
　現金主義と言われる日本だが、もはや
デジタル決済の世界へと舵を切ることは
必須となりそうだ。

いち早くクレジットカード決済を採用
公共交通の運営コストを軽減

L O N D O N

2020年までに
100％NFC対応を目指す

E U R O P E

利便性で勝る
QRコード決済が普及

C H I N A

1.ロンドンの交通系ICカード『Oyster』。オープンループの導入は乗客の利便性を高めるほか、カード発行コストの
削減にもつながる　2.ロンドンではNFC決済対応店舗が非常に多く、セルフレジでのオペレーション効率化に寄与
している　3.ヨーロッパの店頭で一般的な『Ingenico』の決済端末。この種の端末は液晶部分がNFC読み取り装置
になっており、スマートフォンやICカードをかざすことで決済される

1 2 3

1.中国深圳中心部での朝
の風景。食堂や売店前には
QRコードが掲げられ、行列
を効率よくさばいていく
2.駅などに設置された自販
機は『深圳通』と呼ばれる
交通系ICカードとQRコー
ド決済の両方に対応。QR
で支払う際には、QRを読み
込むとアプリ上に自販機に
ある商品が表示され、選択
して支払いが済むと商品が
出てくる仕組みだ11 2
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　近年アジアの金融と物流の中心拠点、
そして何より同地域への進出拠点として
急速な発展を遂げているシンガポール。
ここではいま、決済と交通サービスに関
する新たな実験が行われている。
　シンガポールでは同国全土で利用可
能な共通交通系ICカード『EZ-Link（CE-

PAS）』が導入されており、利用者はこの
カードに金額を“チャージ”し改札へ “タッ
チ”することで公共交通が利用可能なほ
か、コンビニなどで買い物もできるように
なっている。これは『Suica』など日本の交
通系ICカードでおなじみだが、シンガポー
ルはさらに次のステップへと移行しようと
している。「オープンループ」と呼ばれるそ
の仕組みでは、利用者が持つクレジット
カードやデビットカードを地下鉄の改札
にかざすだけでそのまま通過でき、降車
駅で再び改札にカードをかざせば区間運
賃がカードから引き落とされる。つまり、
別途EZ-Linkカードを用意しなくても、
「NFC（Near Field Communication）」
という非接触通信技術に対応したクレ
ジットカードさえ持っていれば、そのまま
公共交通サービスが利用できるわけだ。
街中でもほとんどの店舗でクレジットカー
ド決済ができるシンガポールなら、ほぼ

現金を持たずに行動できる。
　「NFC対応のクレジットカードなんて
持ってないよ」と多くの方は思われるかも
しれない。実際、日本ではこうしたNFC

対応クレジットカードはほとんど発行され
ていないから当然だ。だが、海外では銀
行がこうしたNFC機能を搭載したクレ
ジットカードを発行しており、オーストラ
リアをはじめ、最近では英国やフランスな
どでも新規発行されるクレジットカードの
ほとんどがNFC対応になっている。ただ
し、こうした国々でも手持ちのクレジット
カードを携帯電話に登録してNFCによる
決済を可能とする『Apple Pay』のような
仕組みが少ないながらも登場しており、
NFC非対応のカードしか持っていなくて
も非接触決済を利用できる機会はある。
　2017年5月末時点でシンガポールで
行われている実験サービスでは、残念な
がらプラスチックのカードにNFCを内蔵
したタイプのものしか利用できない。だ
が同国で交通行政全般を管轄する陸上
交通省（LTA）によれば、7月末までには
Apple Payを含むスマートフォンに登録
されたクレジットカードを使った改札通
過が可能になるという。
　こうしたキャッシュレスですべての取引
が可能な仕組みの導入は、佐渡島にも満
たない面積の都市国家シンガポールに
とっては大きなステップだ。同国の人口は
550万人程度だが、海外からの年間旅客

者数はその3倍ほどであり、年間の訪問
外国人数が人口の10分の1程度に収まっ
ている日本と比較して非常に多い。
　短期滞在の外国人にとって現金の取り
扱いほど煩わしいものはない。ましてや同
国だけでしか使えない専用の交通系IC

カードの購入など、頻繁に訪れる人でな
ければ現地土産の1つでしかない。アジア
のビジネス拠点、そして周辺諸国への移
動の中継地点として、外国人により魅力
的な街づくりを目指し、外資の誘致や積
極的な観光開発を日々続けているシンガ
ポールにおいて、オープンループの導入
は現地在住者だけでなく、こうした外国人
にとってもフレンドリーな仕組みなのだ。

　シンガポールと同様の意図を持って
都市のインフラ整備を進めるのが英国
のロンドンだ。年間の外国人観光客数で
は世界トップの常連として知られるロン
ドンは、世界の他地域からの欧州訪問の
玄関口として、あるいは欧州域内からの
旅行客の訪問先として、多くの人々が行
き交っている。欧州連合離脱に伴う混乱
で企業の国外脱出やオフィス移転に伴う
人員移動が始まっている「シティ」も、依
然として金融拠点としての影響力は大き
い。ゆえにシンガポールと似たような立ち
位置にあると言える。
　シンガポールが採用したオープンルー
プの仕組みは、ロンドン交通局（TfL）が
世界で初めて導入したものだ。ロンドン
では検札処理の円滑化を図るため2003

年から交通系ICカード『Oyster』を導入
している。普及促進のため同カード利用
時は通常の運賃の半額という特典を付
与しているほか、同市名物の2階建てバ
スなどの交通機関ではOysterのみの取
り扱いで現金の利用を不可にするなど徹
底を図っている。導入当初は空港や国
際線列車が発着する駅に専用カウン
ターを設け、外国人旅行客にも市内へ
移動する前にOysterを入手してもらうべ
くプロモーションを行っていた。

 TfLは2012年に市内を走るバスにオー
プンループを導入し、Oysterがなくても
NFC対応クレジットカードがあれば乗車
が可能になった。のちに地下鉄など他の
交通機関にも拡大し、さらにロンドンで
特徴的な料金キャップ（1日の上限料金
を超えるとそれ以上請求が行われない）
にも対応。現在はApple Payをはじめと
するモバイルペイメントも利用でき、実質
的にクレジットカードやスマートフォンさ
えあれば市内を自由に動きまわれる。
　オープンループを導入した背景には、
サービス提供者側の事情がある。TfLに
よれば、Oysterの月間発行枚数は最大
で50万枚を突破しており、発行コストだ
けでもばかにならない。コスト負担の増
加は駅や車両の刷新を含めたサービス
改善にまわす投資を圧迫する結果とな
り、これは利用者にとっても好ましくない。
　欧州全域でNFC対応のクレジットカー
ドやApple Payなどのユーザーが増えて
いるという利用者側の環境の変化もあ
り、2014年9月のフルサービス開始以来、
利用は順調に伸びており、2016年末時
点で全通行量の約4割に達している。

　公共交通と同時に、非接触クレジット
カードを利用した買い物環境も急速に
整いつつある。MasterCardとVisaに

よれば、欧州で新規展開されるクレジッ
トカードの読み取り装置は現在100％非
接触決済に対応しており、2020年までに
対応完了を見込んでいるという。同分野
で先行した英国をはじめ、フランスやスペ
インなどの国ではより早いタイミングでの
対応が見込まれており、実際これらの国
では街の市場の小さな出店でさえApple 

Pay対応をうたっているなど、毎年訪問す
るごとに大きな変化が確認できる。
　また意外に思われるかもしれないが、
こうした非接触対応は欧州でも旧社会主
義国のほうが進んでいる傾向がある。欧
州では2000年代前半に、ICチップ対応
（EMVと呼ばれる）をしていない決済端末
での不正被害はカード会社ではなく加盟
店側が補償の責任を負うという「ライアビ
リティシフト」によって、EMV対応の実質
的な義務化を実現し、世界に先駆けてセ
キュリティ対策を強化している。非接触
クレジットカードの仕組みはEMV対応端
末に機能を追加する形で行われる副産
物的なものだが、すでにEMV対応端末が
広く普及していた西欧地域では非接触
への置き換えが進まず、逆に決済インフ
ラ整備の遅れた東欧ではEMV対応と同
時に非接触機能が実装されて西欧に先
行する現象が生じた。特にポーランドは
欧州でも非接触決済比率が高く、インフ
ラ整備がタイミング依存であることがあら
ためて認識される。
　この現象は欧州以外の世界各地でも
見られるものだ。国を挙げてインフラ整
備を進めたオーストラリアを除けば、シン
ガポールをはじめとしてアジア諸国で後
からインフラ整備が行われた国ほど非接
触対応が進んでいる傾向にある。北米の
場合、欧州にやや遅れる形でライアビ
リティシフトが行われたカナダで非接触
インフラ整備が進んでいる。
　米国ではクレジット／デビットカードが
早くから普及していたが、磁気カードを主
体としたインフラが広域展開されていたた
めか、ICチップ対応がなかなか進まない
状況が続いていた。同国でApple Pay

開始の1年後にあたる2015年10月、よう
やくライアビリティシフトが実施された
が、小売店による対応もまちまちで、1年
以上を経たいまでも利用者側や店舗に
大きな混乱が見られる。一方で比較的体
力のある大手小売チェーンなどでは先行
してインフラ整備を実現し、Apple Pay

を含む非接触決済対応が進んでいる。
ただ小売店側に非接触決済利用状況を
聞く限り、最新技術に明るい都市部の利
用者はスマートフォンでの決済比率が高
いものの、それ以外の場所ではそれほど
芳しくなく、欧州やオーストラリアなどに
比べると米国での利用浸透にはまだ時間
がかかりそうな印象だ。

　これとは別の次元で急速にデジタル決
済インフラが普及しているのが中国だ。
同国ではもともと銀行ネットワークである
銀聯が決済インフラ整備を進めており、
近年ではこれに非接触決済機能を付与
した『QuickPass』サービスの広域展開を
目指していた。中国ではMasterCardや
Visaなどのいわゆる国際カードブランド
が利用できる場所が非常に限られている
一方、銀聯カードはほとんどの場所で利
用可能であり、高いセキュリティと処理能
力を強みにスマートフォンなどを使った非
接触決済サービスの普及を狙っている。
アップルは中国に進出して決済サービス

を提供するにあたって銀聯と手を組んで
おり、Apple PayはQuickPassに対応し
た場所でのみ利用できる。
　QuickPassはセブン-イレブンやマクド
ナルド、KFCなどの店舗で導入されてい
るが、まだまだ利用可能な場所が少ない
のが現状だ。対応には追加投資が必要で
時間もかかるため、店舗での採用がなか
なか進まない。こうした間隙を縫ってここ
2～3年で急速に普及しているのが、アリ
ババが提供する『支付宝（Alipay）』、テン
セントが提供する『微信支付（WeChat 

Pay）』などのいわゆる「QRコード決済」と
呼ばれるサービスだ。
　QRコード決済では、お金を送る側と受
け取る側のいずれかがQRコードを提示
し、それを相手の端末で読み取ることで
アカウント間で送金を行うという非常に
シンプルな仕組みだ。QuickPassのよう
に別途インフラ投資を行う必要がなく、
手持ちのスマートフォンにアプリを入れ、
銀行口座を紐づければすぐにでも利用を
開始できる。QRコードはスマートフォン
上に表示させるほか、紙やシールなどに
印刷したものでもいいので、例えば屋台
の軒先や店舗のカウンターにQRコードを
置いておけば、店員はスマートフォンに
一切触れずに客の操作だけで支払いが
行える。飲食店では現金や機械に触れず
に調理や料理の提供に集中でき、衛生面
を含めたオペレーションの改善も期待で
きる。先日、深圳の電脳街を訪問した際
には、朝ご飯を買いに来る人の大行列を

QRコード決済で効率的にさばく風景が
そこかしこで見られ、売上増加にもつな
がっていることが想像できる。
　不正が行われないようシステムをきっ
ちりと整備してインフラ展開を行っていく
QuickPassに対し、QRコード決済では
一時的に設定されたQRコード情報のみ
が一定のセキュリティを担保する手段と
なる。ある意味で信用に基づいた仕組み
ではあるが、それを補ってあまりある利
便性が、急速に利用が進んだ理由なの
だろう。支付宝や微信支付はEコマース
やO2O（オンラインで発注するオフライン
サービス）の決済手段にもなっているほ
か、割り勘の支払いやお年玉をあげる際
などの個人送金にも利用され、中国での
生活には欠かせないものとなっている。
当初は上海などの一部大都市で広まっ
ていたが、数年のうちに中国全土で日常
的に使われるまでに拡大した。
　中国と同じく人口大国のインドでも、
スマートフォンや携帯電話を使った決済
サービスが急速に普及しつつある。貧富
の差が大きく、もともと都市部以外での
銀行口座保有率の低いインドだが、携帯
電話向けの決済・送金サービスが普及し
始めたことで、デジタル金融サービスの
発展が加速している。インドは政府が高
額紙幣を廃止してデジタル化促進を後
押ししており、遠からず世界でも先端の
デジタル金融国家となる可能性が浮上
している。中国と合わせ、今後数年先の
動向が楽しみな地域だ。

　こうした世界の決済事情の狭間で複
雑な立場にあるのが香港だ。1997年に
英国から中国へと返還された香港だが、
同年には公共交通で利用可能な共通IC

カード『八達通（Octopus）』の運用を開
始している。非接触ICカードを用いた商
用交通系サービスとしては世界初のもの
で、SuicaやOysterの先輩にあたる存在
だ。後に物販にも対応し、コンビニなどで
の買い物やレストランでの食事では現金
に触れることなく決済が可能になった。
　八達通はSuica同様にソニーのFeliCa

技術をベースとしており、現在世界の非
接触ICカードで一般的なType-A/B方式
とは互換性がない。MasterCardやVisaな
どの国際カードブランドが提供する非接
触クレジットカードや、香港では2016年7

月に開始したApple Payも、Type-A/B方
式だ。また、同じType-A/B方式でも中国
本土からやってくる旅行者が使う銀聯カー
ドのQuickPassは他の国際カードブランド
とは別物であり、さらに最近では支付宝な
どのQRコード決済の利用も増えてきた。
そのため、店舗は現金を含めていくつもの

決済手段に対応せざるを得ず、オペレー
ションが非常に複雑化している。
　とはいえ、香港としても特定の決済方
式を捨ててまで一本化するのが難しい事
情がある。八達通はすでにインフラとして
広域展開が行われており、これを置き換
えるのは容易ではない。公共交通や物販
以外にも、オフィスやマンションの鍵、会
社の出退勤カード、学校の出欠カードな
どの役割も果たしているため、影響範囲も
広い。加えて、複数の技術をテストし続
けた結果、採用に至ったFeliCaにはセ
キュリティや処理速度に関して譲れない
面があると、関係者は内情を明かしてい
る。しかし、中国本土や海外から多くの
人々が訪れる香港では、彼らが必要とす
る決済手段すべてに対応する必要がある。
事情はシンガポールやロンドンと同様な
がら、その地理的特性やインフラ整備の
タイミングから、より複雑な仕組みを受け
入れなければならなかったというわけだ。

　翻って日本の事情を見ると、香港との
共通点が多いことがわかる。日本では
2000年代前半からFeliCaをベースにした
決済インフラが展開され、多くの店舗で
複数の電子マネーサービスが利用可能に
なっている。交通系ICカードもFeliCa技
術を用いており、1分間に60人が改札を
通過可能という処理性能が毎日の通勤
ラッシュを支えている。JR東日本はこの処
理性能を必須のものとし、国際標準での
採用を訴えているほか、アップルは日本で
Apple Payを開始するにあたってiPhone

の最新機種にFeliCaチップをわざわざ導
入したほどだ。結果として、Apple Payに
続く形で同種のサービスを提供するプ
ラットフォームもFeliCaを基幹技術とし
始めているほか、利用者増を見込んで電
子マネーサービスを新たに導入する店舗
も増えつつあり、さらにFeliCaインフラが
拡大する様相を見せている。

　日本政府は東京オリンピックが開催さ
れる2020年までに、年間訪日外国人
4,000万人という目標を掲げている。こ
れには観光開発や受け入れ体制の整備
などと並び、決済インフラの面でもどこま
で外国人旅行客にストレスなく滞在を楽
しんでもらえるかを考えなければならな
い。とはいえ、あとわずか3年でできるこ
とは限られている。スマートフォンにしろ
非接触クレジットカードにしろ、外国人
が日本に持ち込む決済手段でFeliCaに
対応したものはない。そこで、日本国内
のみで利用可能な電子マネーICカード
を提供するか、あるいは交通系サービス
を除く小売店舗でType-A/B方式に対応
した決済サービスを受け入れる仕組みを
新たに追加することになる。
　前者の場合、複数の電子マネーサー
ビスに対応したカードを何枚も旅行客に
持ってもらうのは難しいため、必然的に
移動にも使える交通系ICカードが優先
されることになる。現在、交通系ICカー
ドの空き領域（FeliCaポケットと呼ばれ
る）に美術館やイベント会場へのチケット
情報を書き込んで、1枚のカードで何役
もこなせる仕組みが提案されている。一
方で、帰国時に残金やデポジット金額を
払い戻す際に窓口が混雑するという課題
が指摘されている。そのためJR東日本で
は有効期限を設けてデポジットをなく
し、お土産に向いたイラストがあしらわ
れたカードを用意するといったアイデア
を検討している。
　後者のType-A/B方式への対応は店
舗側の負担がネックとなる。当面はコン
ビニなど追加投資の体力がある大手小
売チェーンに限定されるだろう。マクド
ナルドは今後2年以内に全店舗での交通
系ICカードと国際カードブランドによる
非接触決済への対応を表明しており、
一部チェーンもこの動きに追随すること
が予想される。これとは別に、中国から
の旅行客向けにQRコード決済への対
応が必要になるケースも想定される。当
然店舗によって使える決済手段の組み

合わせは異なるため、外国人には「どこ
で、どの決済手段が使えるか」が非常に
わかりにくいものになりかねない。2020

年の東京オリンピックまでには、こうした
情報をきちんと整理し、少しでも混乱や
不満を低減しなければならない。
　これらは主に対面取引と呼ばれる店頭
でのカード決済処理を中心としたものだ
が、ビットコインなどに代表されるブロッ
クチェーン技術を用いた仮想通貨の取り
扱いや、オンラインを介した決済も考慮
する必要がある。オンラインと言っても
ネット通販だけではなく、『Uber』のように
サービスを目の前で利用しながら支払い
はオンライン経由で、しかも利用者に決済
のタイミングをあまり意識させないものも
多く、この先日常生活のさまざまなシーン
に潜り込んでいくことになるはずだ。
Apple Payも現在はNFC技術を使った対
面決済が大半だが、今後はオンライン決
済の利用が大きく伸び、決済シーンの中
核になると言われている。
　中国の支付宝や微信支付も、手順と
して店頭でQRコードや支払いの確認が

行われてはいるものの、オンライン決済
の一種だ。中国でこうしたサービスがわ
ずか数年で浸透した背景には、従来なが
らの手数料モデルを採用する銀聯などの
既存金融機関とは対照的に、直接収入
よりも行動データ取得やマーケティング
に主眼を置くアリババやテンセントのよう
なインターネット企業のスピード感が表
れていると言える。文化的な要因も大き
いため、日本や欧米などの先進各国が中
国と同じルートをたどれるわけではない
が、日本でも政府主導で決済時に流れる
データの共通化やAPIの活用など、中国
のオンラインモデルを踏襲する動きが活
発化しており、今後の動きに注目が集
まっている。
　いずれにせよ近い将来、香港の苦悩が
日本で再現される可能性は高い。地理的
条件から多くの訪日客を見込める中国の
決済事情を無視するわけにもいかず、観
光立国を目指す以上は複数の決済手段
を同時にサポートすることを覚悟しなけれ
ばいけない。こうしたインバウンド需要を
にらんだ取り組みは2020年がひとまずの

目安となるが、一方でパナソニックとロー
ソンの無人レジのように、流通改革や将
来の人口減社会を視野に入れたRFID

（無線自動識別）導入による未来型コンビ
ニなど、中長期的なビジョンで取り組む
べき課題もある。
　現金主義と言われる日本だが、もはや
デジタル決済の世界へと舵を切ることは
必須となりそうだ。

地理的条件から
複雑な決済事情を受け入れる
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2020年に東京五輪を控えた
日本が目指すのは

J A P A N

香港のコンビニでは複数の決済手段を受け入れるた
め、レジまわりのオペレーションが複雑化している
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シンガポールのMasterCard LabではPepperなどの
AIとロボットを組み合わせた対人接客と決済の仕組
みが研究されている。写真のアプリケーションでは、
秘書と会話するように対話ベースでスケジュールに合
わせて飛行機のチケットを予約できる

　2007年にケニアの通信事業者サファリコム（Safaricom、
英ボーダフォン傘下）がスタートしたモバイルマネー『M-Pesa』。
この10年間でケニア国内からアフリカ諸国、ヨーロッパにま
で拡大し、現在は10か国において3,000万人近いユーザーに
利用されています。決済には携帯電話のSMSを利用し、世界
に28万か所以上ある取次店で口座の開設や現金のやりとり
が可能。店舗での支払いから個人間送金、預貯金やローン
まで、年間60億件もの取引が行われ、従来の金融サービスに
アクセスできない消費者が多い新興国で利便性の高いサー
ビスを実現するとともに、治安の改善や贈収賄の防止などに
も役立っています。ファーウェイはケニアをはじめ各国でモバ
イルマネープラットフォームを提供し、M-Pesaのシステムを
支えています。

ファーウェイのソリューションが支える
モバイルペイメントの先駆者『M-Pesa』
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編集部：地域ケーブルテレビ事業者とし
て、御社は長年にわたり地域の放送・通
信インフラを支えてこられましたが、その
中で無線通信事業をどのように位置づ
けてきたのでしょうか。
白石氏：当社はケーブルテレビサービス
からスタートし、2000年からはケーブル
によるインターネットサービスも手がけ
ていますが、お客様により多様な選択肢
を提供するためには無線通信にもしっか
りと足場を築かなければならないと考え
ていました。そこで2008年に総務省が地
域W i M A Xの免許付与を開始した際
に真っ先に申請を行い、2010年から
WiMAXサービスの提供を始めました。
2015年からは自治体とタッグを組んで
同サービスを活用した『えひめF r e e  

Wi-Fi』を県内各地で提供しており、ケー
ブルテレビ事業者単体としては全国でも
飛びぬけて多くのWi-Fiアクセスポイント
を設置しています。
　また、2014年12月には日本ケーブル
テレビ連盟が主導するケーブルテレビ事
業者によるMVNOサービス『ケーブルス
マホ』の一環として『ケーブルモバイル』
をスタートしました。こちらは同様のサー
ビスを提供している国内の地域ケーブル

テレビ事業者の中では、最も多い契約者
数を獲得しています。
　売上規模では無線事業が当社の事業
全体に占める割合はまだわずかですが、
昨年9月にWiMAXを高度化地域BWAへ
と移行したことで、今後は大きな成長が
見込めると考えています。

編集部：地域BWAを高度化した背景に
ついてお聞かせください。
白石氏：WiMAXは技術的な制約が多く、
とりわけ当社のシステムが特殊な仕様
だったこともあって、端末、基地局、セン
ター設備の相互接続性に大きな課題が
ありました。ネットワーク品質も安定せ
ず、お客様にご満足いただけるサービス
を提供することが難しく、事業としては
苦戦していました。しかし、制度改正に
よってTD-LTEと互換性のあるAXGP方
式が利用可能になったことで、市販の端
末を使用して安定した接続を実現できる
という期待が高まったのです。
　ただ、当社は基地局を自社設備とし
て運用し、自らがMNOとしてサービスを
提供することにこだわりを持っていたた
め、当初は適切なソリューションがなか
なか見つかりませんでした。いくつかの
選択肢はあったものの、そのほとんどが
MVNOとしての運用を前提としていました
し、コア設備をゼロから自前で作るのは

初期投資がかかりすぎます。ケーブルテ
レビ業界全体で共有のコア設備を構築
するという案も浮上していましたが、結局
は立ち行かなくなり、いったんは業界内
で地域BWAの火が消えかけてしまって
いました。

編集部：そうした中で、HCEの地域BWA

センターという新たな選択肢が出てきた
わけですね。
白石氏：はい。月額のサブスクリプション
モデルでコア設備を利用できるというお
話で、これなら初期投資を抑えながら柔
軟な運用ができると、すっと腑に落ちま
した。加えて、同センターを立ち上げ、
大手通信事業者に依存せずに地域事業
者として自力でサービスを展開しようと
いう阪神電気鉄道の志にも共感しました
し、TD-LTE規格をリードしてきたファー
ウェイのソリューションを採用していると
いうのも心強かったです。さっそく大阪
のセンター設備を見学し、昨年8月末に
は松山市内の10局、周辺の東温市、松
前町の各1局の基地局を高度化した上、
松山市内には新規に2局を増設し、9月
からサービス提供を開始しました。

編集部：高度化によって期待どおりの効
果は得られましたか。
白石氏：マイグレーションが完了したと同
時に、これはいけるという手ごたえがあり
ました。松山市内の路面電車で提供して
いる『えひめフリーWi-Fi』は、車両－セン
ター間の接続がWiMAXではかなり不安
定だったのですが、高度化してからは移
動中でも一度も途切れることなく快適に
高速通信が利用できるので、お客様に
自信を持ってサービスを提供できるよう
になりました。LTEはいったん電波をつ
かむと非常に伸びがよく、理論上のエリ
ア外に出てからもしばらくはそのまま受
信できるので、路面電車や、昨年12月に

提供を始めた松山空港と市内を結ぶリ
ムジンバス車内のWi-Fiなど、交通機関
での利用にはとりわけ強いと感じます。
　端末の確保も格段に容易になりまし
た。現在はホームルーターとモバイル
ルーター、タブレットをそれぞれ1機種ず
つご用意していますが、今後はラインナッ
プを拡充していきたいと考えています。
また、デュアルSIMのスマートフォンなら
MVNOサービスとの併用も可能なため、
そうした使い方もこれからご提案してい
く計画です。

編集部：サービスの利用状況はいかがで
すか。
白石氏：開始当初は『えひめフリーWi-Fi』
や松山秋祭りのストリーミング中継など、
B2B向けを中心に展開していましたが、
今年2月からは一般ユーザー向けサービ
ス『イーネット・ワイヤレス』の提供を本格
化しています。2か月無料のお試しキャン
ペーンを打ち、ユーザー数を順調に伸ば
してきました。
　意外にも需要が高かったのが集合住宅
です。これまで地理的・物理的条件により
固定の光回線が引けなかった物件にも手
軽にインターネット接続を導入できるとい
うことで、不動産会社や管理会社からの
引き合いが増えているほか、松山市にも

市営住宅への導入を検討いただいてい
ます。また道後温泉のホテルでも、従業
員の方々が生活する寮で、4月から新た
に入居した新入社員からのインターネッ
トを使いたいという声に応えてサービス
を導入していただいた事例があり、手軽
かつ低コストで安定した高速通信が利
用できるようになったとご好評をいただ
いています。

編集部：公共分野での活用も推進され
ていますね。
白石氏：地域に資するサービスを提供す
るというのが地域BWAの本懐ですから、
公共インフラとしてさまざまな用途にお使
いいただくことが重要だと考えています。

松山市は早くから市の主導で光回線化
を推し進め、官が主体となって有線ネッ
トワークを整備してきました。それに対
し、われわれは民間企業として地域
BWAにより無線の公共ネットワークを構
築することで、官民でともに包括的な通
信インフラを築き上げていこうという使
命感を持っています。官民共同で整備し
た有線・無線のネットワークを、自治体
や教育機関、医療機関などにそれぞれの
ニーズに合わせて自由に使っていただき
たいのです。
　その際に高度化地域BWAが強みを発
揮するのは、閉域網を構築できるというこ
とです。地域BWAセンターにおいてユー
ザーごとに通信の優先度（QoS）設定や

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

愛媛県松山市とその周辺市町（東温市、松
前町、砥部町、伊予市、久万高原市、愛南
町、四国中央市）をサービスエリアとし、約
13万6,000世帯に放送・通信サービスを提
供するケーブルテレビ事業者。自主制作の
地域情報番組や多チャンネル放送、ケーブ
ル回線を利用した高速インターネット、固
定電話サービスのほか、MVNOとして携帯
通信サービス『ケーブルモバイル』を提供。
2016年9月には地域WiMAXサービスを
AXGP方式に高度化し、下り最大110Mbps
の無線通信が可能な『イーネット・ワイヤレ
ス』を開始した。

株式会社愛媛CATV

無線と有線の融合で
豊かな情報通信環境の
提供を目指す

コア設備のクラウド利用で地域B WAの高度化を実現

株式会社愛媛CAT V常務取締役  白石成人氏に聞く

2.5GHz帯の周波数を用い、地域の公共福祉のための利用を目的とした無線通信
サービスを提供する地域BWA（地域広帯域移動無線アクセス）。2014年の制度改
正で、それまでのWiMAX方式に加えてTD-LTEと互換性のあるAXGPおよび
WiMAX R2.1AEによる高度化方式が導入されたことで、その可能性があらためて
注目されています。
愛媛県松山市を拠点とするケーブルテレビ事業者、株式会社愛媛CATVは、阪神
ケーブルエンジニアリング株式会社（阪神電気鉄道株式会社100％子会社。以下、
HCE）の地域BWAセンターが提供するコア設備の機能をクラウド利用して、従来
から行っていた地域WiMAXサービスを昨年9月にAXGP方式へと高度化しました。
ファーウェイのソリューションが支える同センターによって高度化を実現した経緯
とその成果、地域BWA事業の今後の戦略について、愛媛CATV 常務取締役 白石
成人氏にお話をうかがいました。

閉域網の構築が容易にできるため、学校
や病院、官公庁など高いセキュリティが
求められる用途にも安心してご利用いた
だけるセキュアな専用ネットワークを提
供できます。松山市内の小中学校にはす
でに当社が有線の専用回線を提供して
いますが、これに地域BWAが加われば、
教室内だけでなく校庭や体育館などより
多くの場所でセキュリティを確保しなが
ら、無線による接続が可能になります。ま
た愛媛県は今秋、初の単独開催となる
国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）、
全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえ
ひめ大会）を控えており、地域BWAで競
技場でのネットワーク接続への需要にも
対応していくほか、愛媛新聞社が県内の
高校生を対象に実施している国体記者
養成講座において、遠隔授業やコミュニ
ケーションの手段として活用してもらう試
みも進めています。
　そのほか、自治体の業務用イントラ
ネットや監視カメラシステム、大学病院
でのナースコール向けネットワークなど
の用途でも検討や実証実験が進められ
ています。こんな使い方をしたいというア
イデアをどんどん出していただき、実現
できるよう、引き続きアピールしていきた
いと考えています。

編集部：今後の展開についてお聞かせく
ださい。
白石氏：当社は2020年までに有線ネット
ワークの100％光化を計画しており、こ
れにあわせて地域BWAも有線と同等の
カバレッジにすることを目指しています。
今年中に松山市内に20局、周辺市町に
2局を増設し、毎年2 0局のペースで
2020年までに96局を展開する予定です。
投資の規模で言えば無線は有線の約
5％程度のごくわずかな建設費で、同じ

だけのカバレッジを展開できます。加え
て、高齢化・人口減少が進むとともに、
有線の場合は回線の撤去費用という問
題も生じてきますが、無線ならそうした保
守コストもかかりません。無線単体で見
れば売上への貢献はまだ多くありません
が、全体としては大幅にコストを増やす
ことなく利用者増が見込めるという点で、
今後重要な役割を果たしていくと期待し
ています。
　無線分野への参入は後発であり、MNO

としてやっていくには相当な勉強量が必
要だと覚悟はしていたので、まずは地域

WiMAXとMVNOで基礎体力をつけ、
BWAの高度化に踏み切った際も多少の
失敗はいとわないと考えていました。そう
した挑戦ができたのも、月額でコア設備を
利用できる地域BWAセンターがあったか
らこそです。実際に利用を始めてみると、
きわめて安定したサービスを実現できる
ことがわかり、これなら有線・無線の融合
戦略として十分な戦力になると確信しまし
た。BWAによって有線と無線のシナジー
効果をさらに高め、地域のお客様に豊か
な情報通信環境を提供していきたいと
思っています。

高度化地域BWAで
安定したサービスが可能に

地域BWA基地局（写真は愛媛大学構内に設置されたもの）を光ファイバーで屋内設備のBBUに接続し、クラウド
で地域BWAセンターのコア設備を利用。屋内設備は現在、自社社屋内を含む4か所にあり、今後は各NTT局舎に
BBUの設置を進める予定

基地局屋内設備

阪神ケーブル
エンジニアリング
地域BWAセンター

コア設備

光ファイバー

インターネット
VPN
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編集部：地域ケーブルテレビ事業者とし
て、御社は長年にわたり地域の放送・通
信インフラを支えてこられましたが、その
中で無線通信事業をどのように位置づ
けてきたのでしょうか。
白石氏：当社はケーブルテレビサービス
からスタートし、2000年からはケーブル
によるインターネットサービスも手がけ
ていますが、お客様により多様な選択肢
を提供するためには無線通信にもしっか
りと足場を築かなければならないと考え
ていました。そこで2008年に総務省が地
域W i M A Xの免許付与を開始した際
に真っ先に申請を行い、2010年から
WiMAXサービスの提供を始めました。
2015年からは自治体とタッグを組んで
同サービスを活用した『えひめF r e e  

Wi-Fi』を県内各地で提供しており、ケー
ブルテレビ事業者単体としては全国でも
飛びぬけて多くのWi-Fiアクセスポイント
を設置しています。
　また、2014年12月には日本ケーブル
テレビ連盟が主導するケーブルテレビ事
業者によるMVNOサービス『ケーブルス
マホ』の一環として『ケーブルモバイル』
をスタートしました。こちらは同様のサー
ビスを提供している国内の地域ケーブル

テレビ事業者の中では、最も多い契約者
数を獲得しています。
　売上規模では無線事業が当社の事業
全体に占める割合はまだわずかですが、
昨年9月にWiMAXを高度化地域BWAへ
と移行したことで、今後は大きな成長が
見込めると考えています。

編集部：地域BWAを高度化した背景に
ついてお聞かせください。
白石氏：WiMAXは技術的な制約が多く、
とりわけ当社のシステムが特殊な仕様
だったこともあって、端末、基地局、セン
ター設備の相互接続性に大きな課題が
ありました。ネットワーク品質も安定せ
ず、お客様にご満足いただけるサービス
を提供することが難しく、事業としては
苦戦していました。しかし、制度改正に
よってTD-LTEと互換性のあるAXGP方
式が利用可能になったことで、市販の端
末を使用して安定した接続を実現できる
という期待が高まったのです。
　ただ、当社は基地局を自社設備とし
て運用し、自らがMNOとしてサービスを
提供することにこだわりを持っていたた
め、当初は適切なソリューションがなか
なか見つかりませんでした。いくつかの
選択肢はあったものの、そのほとんどが
MVNOとしての運用を前提としていました
し、コア設備をゼロから自前で作るのは

初期投資がかかりすぎます。ケーブルテ
レビ業界全体で共有のコア設備を構築
するという案も浮上していましたが、結局
は立ち行かなくなり、いったんは業界内
で地域BWAの火が消えかけてしまって
いました。

編集部：そうした中で、HCEの地域BWA

センターという新たな選択肢が出てきた
わけですね。
白石氏：はい。月額のサブスクリプション
モデルでコア設備を利用できるというお
話で、これなら初期投資を抑えながら柔
軟な運用ができると、すっと腑に落ちま
した。加えて、同センターを立ち上げ、
大手通信事業者に依存せずに地域事業
者として自力でサービスを展開しようと
いう阪神電気鉄道の志にも共感しました
し、TD-LTE規格をリードしてきたファー
ウェイのソリューションを採用していると
いうのも心強かったです。さっそく大阪
のセンター設備を見学し、昨年8月末に
は松山市内の10局、周辺の東温市、松
前町の各1局の基地局を高度化した上、
松山市内には新規に2局を増設し、9月
からサービス提供を開始しました。

編集部：高度化によって期待どおりの効
果は得られましたか。
白石氏：マイグレーションが完了したと同
時に、これはいけるという手ごたえがあり
ました。松山市内の路面電車で提供して
いる『えひめフリーWi-Fi』は、車両－セン
ター間の接続がWiMAXではかなり不安
定だったのですが、高度化してからは移
動中でも一度も途切れることなく快適に
高速通信が利用できるので、お客様に
自信を持ってサービスを提供できるよう
になりました。LTEはいったん電波をつ
かむと非常に伸びがよく、理論上のエリ
ア外に出てからもしばらくはそのまま受
信できるので、路面電車や、昨年12月に

提供を始めた松山空港と市内を結ぶリ
ムジンバス車内のWi-Fiなど、交通機関
での利用にはとりわけ強いと感じます。
　端末の確保も格段に容易になりまし
た。現在はホームルーターとモバイル
ルーター、タブレットをそれぞれ1機種ず
つご用意していますが、今後はラインナッ
プを拡充していきたいと考えています。
また、デュアルSIMのスマートフォンなら
MVNOサービスとの併用も可能なため、
そうした使い方もこれからご提案してい
く計画です。

編集部：サービスの利用状況はいかがで
すか。
白石氏：開始当初は『えひめフリーWi-Fi』
や松山秋祭りのストリーミング中継など、
B2B向けを中心に展開していましたが、
今年2月からは一般ユーザー向けサービ
ス『イーネット・ワイヤレス』の提供を本格
化しています。2か月無料のお試しキャン
ペーンを打ち、ユーザー数を順調に伸ば
してきました。
　意外にも需要が高かったのが集合住宅
です。これまで地理的・物理的条件により
固定の光回線が引けなかった物件にも手
軽にインターネット接続を導入できるとい
うことで、不動産会社や管理会社からの
引き合いが増えているほか、松山市にも

市営住宅への導入を検討いただいてい
ます。また道後温泉のホテルでも、従業
員の方々が生活する寮で、4月から新た
に入居した新入社員からのインターネッ
トを使いたいという声に応えてサービス
を導入していただいた事例があり、手軽
かつ低コストで安定した高速通信が利
用できるようになったとご好評をいただ
いています。

編集部：公共分野での活用も推進され
ていますね。
白石氏：地域に資するサービスを提供す
るというのが地域BWAの本懐ですから、
公共インフラとしてさまざまな用途にお使
いいただくことが重要だと考えています。

松山市は早くから市の主導で光回線化
を推し進め、官が主体となって有線ネッ
トワークを整備してきました。それに対
し、われわれは民間企業として地域
BWAにより無線の公共ネットワークを構
築することで、官民でともに包括的な通
信インフラを築き上げていこうという使
命感を持っています。官民共同で整備し
た有線・無線のネットワークを、自治体
や教育機関、医療機関などにそれぞれの
ニーズに合わせて自由に使っていただき
たいのです。
　その際に高度化地域BWAが強みを発
揮するのは、閉域網を構築できるというこ
とです。地域BWAセンターにおいてユー
ザーごとに通信の優先度（QoS）設定や
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松山市内を走る伊予鉄道の路面電車内では、SLを復刻させた観光列車『坊ちゃん列車』を含む全40車両、運行範囲の全域で高度化地域BWAを活用した『えひめフリーWi-Fi』
が利用可能。運転席に設置されたボックス内に電源やルーターなどの装置が格納されている

閉域網の構築が容易にできるため、学校
や病院、官公庁など高いセキュリティが
求められる用途にも安心してご利用いた
だけるセキュアな専用ネットワークを提
供できます。松山市内の小中学校にはす
でに当社が有線の専用回線を提供して
いますが、これに地域BWAが加われば、
教室内だけでなく校庭や体育館などより
多くの場所でセキュリティを確保しなが
ら、無線による接続が可能になります。ま
た愛媛県は今秋、初の単独開催となる
国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）、
全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえ
ひめ大会）を控えており、地域BWAで競
技場でのネットワーク接続への需要にも
対応していくほか、愛媛新聞社が県内の
高校生を対象に実施している国体記者
養成講座において、遠隔授業やコミュニ
ケーションの手段として活用してもらう試
みも進めています。
　そのほか、自治体の業務用イントラ
ネットや監視カメラシステム、大学病院
でのナースコール向けネットワークなど
の用途でも検討や実証実験が進められ
ています。こんな使い方をしたいというア
イデアをどんどん出していただき、実現
できるよう、引き続きアピールしていきた
いと考えています。

編集部：今後の展開についてお聞かせく
ださい。
白石氏：当社は2020年までに有線ネット
ワークの100％光化を計画しており、こ
れにあわせて地域BWAも有線と同等の
カバレッジにすることを目指しています。
今年中に松山市内に20局、周辺市町に
2局を増設し、毎年2 0局のペースで
2020年までに96局を展開する予定です。
投資の規模で言えば無線は有線の約
5％程度のごくわずかな建設費で、同じ

だけのカバレッジを展開できます。加え
て、高齢化・人口減少が進むとともに、
有線の場合は回線の撤去費用という問
題も生じてきますが、無線ならそうした保
守コストもかかりません。無線単体で見
れば売上への貢献はまだ多くありません
が、全体としては大幅にコストを増やす
ことなく利用者増が見込めるという点で、
今後重要な役割を果たしていくと期待し
ています。
　無線分野への参入は後発であり、MNO

としてやっていくには相当な勉強量が必
要だと覚悟はしていたので、まずは地域

WiMAXとMVNOで基礎体力をつけ、
BWAの高度化に踏み切った際も多少の
失敗はいとわないと考えていました。そう
した挑戦ができたのも、月額でコア設備を
利用できる地域BWAセンターがあったか
らこそです。実際に利用を始めてみると、
きわめて安定したサービスを実現できる
ことがわかり、これなら有線・無線の融合
戦略として十分な戦力になると確信しまし
た。BWAによって有線と無線のシナジー
効果をさらに高め、地域のお客様に豊か
な情報通信環境を提供していきたいと
思っています。

阪神電気鉄道株式会社は、コミュニケーションメディア事業としてケーブルテレビ放送やイン

ターネット接続サービスなど情報通信分野の事業を手がけています。グループ会社のベイ・

コミュニケーションズによる地域WiMAXサービスの実績、阪神ケーブルエンジニアリング

（HCE）による電気通信工事やアイテック阪急阪神によるネットワークインテグレーションの

知見を活かし、2015年に新たな高度化地域BWA事業を開始。HCEがファーウェイのソリュー

ションを導入してコア・ネットワークを自前で構築し、その機能を地域BWAセンターとして、

グループ会社のみならず全国の地域通信事業者にクラウドで提供しています。愛媛CATVの

ほか、秋田県、滋賀県、三重県、広島県、徳島県など全国各地のケーブルテレビ事業者が同

センターをクラウド利用して高度化地域BWA事業を展開しています。

コア設備の機能をクラウドで全国に提供
高度化地域BWAのエコシステムを構築する
阪神ケーブルエンジニアリングの地域BWAセンター

松山市を中心とした地域BWA
のカバーエリア。2020年に向け
て郊外へもさらにエリアを拡大
していく計画

2016年内に
高度化への切り替えおよび
増設が完了した基地局

2017年度内に
増設を完了する基地局

1

■毎年10月に開催される松山秋祭りでは、市内
各所で電柱などにスマートフォンを設置して名物
の神輿を動画撮影し、地域BWAネットワークを
介してストリーミング中継を実施
■えひめ国体の開催に向けて、愛媛新聞社の記
者経験者が講師となり、県内21校の高校生を対
象に取材や写真撮影、記事の書き方などをレク
チャー。遠隔での講座運用や情報共有に地域
BWAを利用している

1

2

2

1

地域のニーズに対応する
セキュアで柔軟なネットワーク

コア設備のクラウド利用が
できたからこその挑戦
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クラウドとAIで医師をサポートし
医療の効率と精度を向上

モバイルヘルスケアで
医療は病院の外へ

情報共有と研究を促進
医学の発展にも寄与

2016年11月、ファーウェイとフィリップスは中国国内におけるクラウドベースのヘ

ルスケアソリューションの展開に向けたMOUを締結した。フィリップスのヘルスケア

分野での専門性と実績、ファーウェイのクラウドやIoTの技術力と知見を活かして製

品開発やマーケティングを共同で実施し、医療施設のデジタル化、慢性疾患の管

理、在宅医療・介護、医療用ウェアラブル機器、院内クラウド、自治体向け医療クラ

ウドプラットフォームなど、幅広い領域をカバーする包括的な協業を通じてヘルス

ケア領域のデジタル変革を推進する。ヘルスケアのデジタル化は医療業界、患者、

そして社会にどんな恩恵をもたらすのか。フィリップス中国でポピュレーションヘル

スマネジメント部門の責任者を務める梁建球（ルドウィッグ・リャン）氏に聞いた。

テクノロジーで
ヘルスケアを変革する
フィリップス

出てきます。クラウドによって遠隔で読
影をサポートすれば、医師の負担を大幅
に軽減できます。さらに、大量のデータ
の中からパターンを同定することに長け
ているAIを導入すれば、画像診断をより
正確かつ効率よく行うことができるで
しょう。機械学習ソリューションは、ガン
などの進行性の疾患における病状の予
測にも利用できます」

　モバイルテクノロジーやアプリによっ
て、個人が自らの健康を管理できるように
なり、ヘルスケアは受け身で場当たり的な
ものから、プロアクティブで恒常的なもの
へと進化してきた。梁氏は「アプリやセン
サーを使えば、客観的なデータを得るこ
とができます。憶測や不確かな情報で一
喜一憂しなくてすむのです」と語る。
　患者は医師に診断を仰ぐ以前に多く
の情報を得られるようになるため、医療
のあり方も変わってくる。「例えば、ライフ
ログアプリで記録した生活習慣やウェア
ラブルで計測した健康状態のデータをリ
アルタイムで医師と共有し、あらかじめ
設定した数値をはずれるような不審な兆
候が見られたら医師が警告を受信する、
といったことができれば、自覚症状が現
れる前に対策を打てるようになります」
　技術を利用するスキルの格差について
は、それほど心配はないと梁氏は考えて
いる。「いまや50代、60代の方々でもアプ
リやSNSを使いこなしています。親や祖
父母の健康状態を把握しておきたいと考
える若い人たちが、テクノロジーの使い
方を教えてあげることもあるでしょう」
　健康状態をモニタリングするアプリや
センサーが役立つのは予防だけではな
い。通知やアラートを発信することで、
服薬や治療計画をしっかり守れるようサ
ポートし、治療の効果を高めることにも

　梁氏は、中国の医療には特に3つの領
域においてテクノロジーで解決すべき課
題があると指摘する。「1つは高齢化で
す。寿命が延びるにつれ、医療が必要と
される期間も長くなり、リソースが不足
します。もう1つは慢性疾患を管理する
コストの増大です。これは社会の負担と
なります。3つめは医療リソースの地域
間格差です」
　フィリップスとファーウェイのパート
ナーシップは、先端医療へのアクセスや
専門性の高い医師の数が十分でない中
国の地方都市のコミュニティに注力し、
高品質なヘルスケアをクラウドベースで
提供することで、こうした課題の解決を
目指している。
　クラウドやビッグデータ、AIの活用は、
膨大なデータを短時間で、かつ人間の
医師よりも高い精度で処理することを可
能にする。梁氏は中国の地方都市部で
はこのような技術がとりわけ重要性を持
つと語る。
　「例えばMRIやCTなどの医用画像の
読影には高い専門性が求められますが、
こうしたスキルを持つ医師は地方には多
くはいません。1日に何千件もの読影を1

人の医師が行えば、判断を誤るケースも

つながる。
　将来的には、センサーが収集したデー
タをもとに機械学習で正確な予測ができ
るようになり、より進んだ健康管理が可
能になるだろう。スマートフォンが音声
認識でユーザーの声のパターンを分析
し、ストレスや心臓疾患、認知症の兆候
を検出する。車のハンドルがドライバー
の手のわずかな震えを感知してパーキン
ソン病の可能性を指摘する。毎日シャ
ワーを浴びるたびに全身をスキャンして
ガンを早期に発見できる――こうした未
来はすぐそこまで来ている。
　「私たちは、医療が病院の外へ拡大す
るという新たな領域に踏み出しています。
病院を出たあとも、アプリやセンサー、ス
マートデバイス、クラウドといった形で、
医療チームが24時間365日そばにいるよ
うなものなのです」

　クラウドヘルスケアソリューションがも
たらすもう1つのメリットは、情報共有や
研究を効率化することだ。「経験豊富な
医師と若手の医師との間や国内各地の
医師どうしの情報共有を促進できるで
しょう。また、複数の症例から長期的に

得られる莫大な量のデータを共同で記
録することで、さまざまな疾患への理解
が深まり、効果的な治療を提供できる
ようになります」
　さらに、恒常的にモニタリングしたビッ
グデータをAIで解析すれば、国や地域
単位での人々の総体的・長期的な健康
状態の把握や、拡大のリスクが高い疫病
の特定ができるようになる。これまでデー
タの蓄積が難しかった稀有な疾患や、特
定のコホート（地域、年齢、生活環境な
どにおいて共通の要因を持つ人々の集
団）についての詳細な研究も進むだろう。
　ファーウェイとの協業の今後につい
て、梁氏はこう期待を述べる。「ファー
ウェイと構築するクラウドプラットフォー
ムは、医療機関、医療従事者、患者、一
般消費者にライフサイクル全般にわたる
ヘルスケアソリューションを提供し、医
療資源の有効利用やコストの低減を実
現するものです。これに加え、現在はIoT

ソリューションの共同開発にも取り組ん
でおり、すでにトライアルを実施して、非
常に満足のいく結果が得られています。
ヘルスケアとICTをそれぞれリードする2

社の力を結集し、より健康な社会に向け
てヘルスケアのデジタル化を推進してい
きたいと考えています」

オランダを本拠地とし、人々の健康の向上にテクノロジーで貢献するヘルステック分野のリーディングカンパ
ニーとして、医療機関向けの統合ソリューション、消費者向けのパーソナルヘルスケア製品などをグローバル
に提供する。ファーウェイはヘルステック部門のほか、照明ソリューションを手がけるフィリップスライティング
ともコネクテッドライティングにおける協業を行っている。

Phillips

ファーウェイのクラウドヘルスケアソリューションで
医療の効率化を推進

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部　ゲイリー・メイドメント（Gary Maidment）
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　オーストラリアの首都キャンベラ郊外
の静かな街ブルースに、ややさびれたプ
レハブの施設が広がっている。一見した
だけでは、こんなところでテクノロジーと
パートナーシップが変革を起こしている
とは思えないだろう。
　だがここはキャンベラ・レイダースの本
拠地であり、ハイテクを駆使したパフォー
マンスセンターに生まれ変わりつつある

場所なのだ。レイダースはここでスポン
サーとのパートナーシップを通じて選手
とファンのデータを活用し、負け組の常
連からナショナルラグビーリーグのス
ターチームへと変身を遂げている。
　「ラグビーは26人の選手で戦うシンプ
ルなゲームです。選手は同じようなトレー
ニングを行い、似たような体形に鍛えあ
げられ、等しく徹底的に分析されます。
では、最終的に勝敗を分けるのは何か？ 

それは、イノベーションです。イノベーティ
ブなアプローチを取れるかどうかが、わず
かな優位性をもたらすのです」と、レイ
ダースのコマーシャルマーケティングマ
ネージャー、ジェイソン・マシー（Jason 

Mathie）氏は言う。
　こうした姿勢は試合の戦績だけでな
く、ファンの拡大にも表れている。レイ
ダースのファンクラブは国内で最も勢い
よく成長しており、2014年には8,300人
だった会員数は、昨シーズンまでに1万

5,000人へと増加した。

　レイダースがグラウンドの内外で静か
なる改革を進めるにあたって力になった
のがファーウェイだ。マシーによれば、レ
イダースとファーウェイとの関係は2012

年に始まり、双方にとって次第に価値を
増しているという。

キャンベラ・レイダースと
ファーウェイとのパートナーシップ

ともにイノベーションを追求し、チームの進化を支える

PA R T NE R S HIP

初出：Mumbrella（メディア・マーケティングにフォーカスしたオーストラリアのオンラインメディア）
Mumbrellaコンテンツ制作部門　ヘッド　アレックス・ヘイズ（Alex Heyes）

スポーツチームのスポンサーにはユニフォームにロゴを付けるだけで満足する会社もある。だが
ファーウェイは、キャンべラ・レイダースと広範で密接なパートナーシップを築き上げ、長年にわたって
チームをさまざまな局面でサポートしている。

いる。これでトレーニングが過剰あるいは
不十分な選手がいないかをチェックでき
るほか、トレーナーが器具の設定にかけ
る時間と手間も節約できる。
　トレーニングが終わってからも、スマー
トフォンのアプリで食事の内容を管理し
たり、ウェアラブルで睡眠の量と質などの
記録を取ったりと、チームはあらゆる方法
でデータを収集する。さらに、頻繁に変
更するスケジュールを全員が把握できる
よう、次の予定のアラートを選手たちの
端末に送信する。こうしたデータの収集
ややりとりにも、ファーウェイが提供する
ネットワーク接続と端末が役立っている。

　テクノロジーは、医療チームの仕事に
も恩恵をもたらしている。彼らは選手の
身体状態を把握するため、かつては時間
をかけて選手1人ひとりを精査し、チャー
トを作成していた。現在はアイルランドの
キットマンラボが開発したシステムを導入
してこれをデジタル化し、『Xbox Kinect』
のカメラでキャプチャした動作をファー
ウェイの『MateBook』に送って記録を分
析することで、気になる変化をキャッチす
る。ケガをしたあとのリハビリテーション
に対し、このように未然に不調を検知し
てケガを予防することをプリハビリテー
ションと呼ぶ。
　こうした検査を遠征先で行うために、

以前は何百キロもの重さの高価な測定
機器を選手とともに運んでいたが、現在
はタブレット数台とKinectカメラだけで
済む。また、検査にかかる時間も半分に
なった。「本拠地でやっているのと同じこ
とを、世界中どこででもできるのです」と
マネージャーのジョン・ボナセラ（John 

Bonasera）氏は言う。
　検査の効率化は、時間だけでなくコス
トとリスクの削減にもつながっている。ボ
ナセラ氏によると、選手のケガによる試合
欠場は2013年の年間163回から、2016

年には67回に減少した。優秀な選手が常
に出場できれば勝率は上がり、補欠選手
の数を抑えることができ、欠場の選手を
他の選手がカバーする必要も減る。

　データの活用でチームの能力を向上
することに加え、舞台裏でもまた、ファン
への理解を深め、観客の体験をより豊か
にするためのプラットフォームの構築に
ファーウェイとの協力が活かされている。
　「われわれは米国の事例から学び、試
合当日のスタジアム体験の演出がビジネ
スの核になると考えるようになりました。
それを提供する機会が年間に12回もあ
るのです。それなのに、これまでは試合
を観に来る熱烈なファンの方たちのこと
を十分に理解していませんでした。ファン
クラブのメンバーかどうかぐらいはわかっ
ても、彼らがスタジアムのどのあたりで

どんな行動を取るのかといったことは知る
すべがなかったのです」と、マーケティン
グ担当のマシー氏は語る。
　「そこでファーウェイの端末製品を使っ
たキャンペーンによってスタジアムでのエ
ンゲージメントを高めつつ、ファンのデー
タを収集する施策を打ちました。入場
ゲートで開催したVRイベントもその一例
です。試合前の選手の視点で、ファンが
サインを求めて待っている通路から、更
衣室に入り、フィールドに出ていくまでを
VRで体感できるというものです。こうした
イベントを試合前に実施すれば、ファン
はゲートを入った瞬間から盛り上がるこ
とができます」
　マシー氏はスポンサーシップが一方的
な関係性ではないことを強調する。「われ
われはスポンサー契約を結んだ相手を単
なるスポンサーではなく、ともに事業を行
うパートナーだと考えています。われわれ
のビジネスも、スポンサー企業のビジネス
も、その他のビジネスパートナーのビジネ
スも、すべてうまくいくことを目指している
のです。ファーウェイがレイダースにとっ
て最も長期にわたるスポンサーであり、そ
れを大事にしてくれているのは、彼らもま
たわれわれとの関係をパートナーシップ
と見なしているからにほかなりません」

　主任コーチのスチュアート氏はまた別
の形でもファーウェイと緊密な関係を築き

の一部です。選手ががんばっていいプ
レーをするほど、ビジネスがうまくいくの
です」とスチュアート氏は語る。
　「そこで必要になるのがテクノロジーで
す。これは選手の調整に重要な役割を果
たします」
　練習中、選手はスポーツ用のGPSトラッ
カーで動いた距離や速度を計測する。以
前はビデオを撮影し、試合後に見直すと
いう方法を取っていたが、ファーウェイが
Wi-Fi環境を整備したことでリアルタイム
のモニタリングが可能になった。スチュ
アート氏いわく、こうした改善の積み重
ねによって雑務にかかる時間が短縮さ
れ、ラグビーという本業に集中できるよう
になるという。
　「練習中に収集したデータを即座に処
理し、その日のうちに翌日の準備ができ
る。20年前にはこんなことができるなんて
想像もできませんでした。ハイパフォー
マンストレーニングにおいては、選手の
運動量と体調を日々把握しておくことが
きわめて重要です。いまでは収集した
データを見るだけで、翌日何をすればよ
いかがはっきりわかります」
　選手がいつどんなふうにトレーニング
を行うかもまた、勝利を左右する大きな
要因の1つだ。ウエイトトレーニングでは
ファーウェイの『MateBook』を利用し、
『TeamBuildr』というソフトウェアでウエ
イトの重量や動きの速度などを測定して

　「スポンサーになった当初、ファーウェ
イの主な目的はオーストラリア市場でのブ
ランド認知を高めることで、1～2年目は
ファンのコミュニティにファーウェイを知っ
てもらうことに徹していました。当時は
ファーウェイという企業名を発音できない
人が多かったので、ちょっとおもしろいこ
ともやったんですよ」と言って見せてくれた
のは、オリジナルの動画だ。2人の選手が
キャンベラの街中で通行人に「HUAWEI」
をなんと読むかを聞いてまわり、正解者に
はスマートフォンをプレゼントする。
　「しだいにファンたちはファーウェイの
製品について知りたがるようになりまし
た。同時に、選手やチームのスタッフが業
務用にファーウェイの端末を使うように
なり、レイダースの本部と練習場のWi-Fi

導入もファーウェイが支援してくれまし
た。われわれがファーウェイのブランド認
知を高めるだけでなく、彼らもわれわれの
進化をサポートしたわけです」

　郊外のローテクな環境にありながら、
レイダースはこの拠点でデータと選手の
管理方法を大きく変革させてきた。この
過程を見守ってきたのが、元選手のベテ
ラン主任コーチ、リッキー・スチュアート
（Ricky Stuart）氏だ。
　「われわれのビジネスにとって、選手は
ステークホルダーの1人であり、ビジネス

イノベーションが勝敗を分ける

スポンサーシップから
パートナーシップへ

テクノロジーとデータが勝利へと導く

動作を分析して不調を未然に検知

選手が通行人に「HUAWEI」の発音をたずねる

キャンベラ・レイダース

オーストラリア・キャンベラを本拠地とするプ
ロラグビーチームで、1982年からオーストラ
リアとニュージーランドのプロラグビーリーグ
であるナショナルラグビーリーグ（NRL）に所
属している。1980年代後半には上位チームに
名を連ねていたものの、1994年の優勝を最
後に長く低迷が続く。全盛期を支えたプレー
ヤー、リッキー・スチュアートをコーチに迎え
た2014年以降、盛り返しを見せ始め、2016
年はリーグ2位でシーズンを終えた。

上げてきた。彼が立ち上げた自閉症児を
持つ家族をサポートするリッキー・スチュ
アート財団を、ファーウェイが支援してい
るのだ。レイダースとともに資金面での
支援を行っているほか、ファーウェイはテ
レビ中継のある試合の際にユニフォーム
前面の自社ロゴスペースを同財団に提
供した。
　「財団のロゴがチームのユニフォーム
に載り、テレビ中継で多くの人々の目に
触れるというのはすばらしい贈りものでし
た。このニュースはメディアの注目を集
め、いくつかの人気テレビ番組でも紹介
されました。これはファーウェイの計らい
があってこそ実現したことです。ファー
ウェイとのパートナーシップがなければ、
財団はこれほど成功していなかったで
しょう」とスチュアート氏は述べる。
　昨年ファーウェイは、6年間のスポン
サーシップをさらに3年延長することを決
定した。現在、レイダースはファーウェイ
とともにクラウドソリューションをはじめと
したICTの導入をさらに進めていくことを
計画している。マシー氏は両社の関係に
ついてこう述べた。「何か問題があると、
われわれはいつもファーウェイにテクノロ
ジーで解決できないかと相談します。ギ
ブアンドテイクではありません。お互いに
イノベーションという目標を共有している
のです」

1 2

■練習中はGPSで動きをトラッキング　■モニターで速度を確認しながらトレーニングを行う選手1 2
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　オーストラリアの首都キャンベラ郊外
の静かな街ブルースに、ややさびれたプ
レハブの施設が広がっている。一見した
だけでは、こんなところでテクノロジーと
パートナーシップが変革を起こしている
とは思えないだろう。
　だがここはキャンベラ・レイダースの本
拠地であり、ハイテクを駆使したパフォー
マンスセンターに生まれ変わりつつある

場所なのだ。レイダースはここでスポン
サーとのパートナーシップを通じて選手
とファンのデータを活用し、負け組の常
連からナショナルラグビーリーグのス
ターチームへと変身を遂げている。
　「ラグビーは26人の選手で戦うシンプ
ルなゲームです。選手は同じようなトレー
ニングを行い、似たような体形に鍛えあ
げられ、等しく徹底的に分析されます。
では、最終的に勝敗を分けるのは何か？ 

それは、イノベーションです。イノベーティ
ブなアプローチを取れるかどうかが、わず
かな優位性をもたらすのです」と、レイ
ダースのコマーシャルマーケティングマ
ネージャー、ジェイソン・マシー（Jason 

Mathie）氏は言う。
　こうした姿勢は試合の戦績だけでな
く、ファンの拡大にも表れている。レイ
ダースのファンクラブは国内で最も勢い
よく成長しており、2014年には8,300人
だった会員数は、昨シーズンまでに1万

5,000人へと増加した。

　レイダースがグラウンドの内外で静か
なる改革を進めるにあたって力になった
のがファーウェイだ。マシーによれば、レ
イダースとファーウェイとの関係は2012

年に始まり、双方にとって次第に価値を
増しているという。

いる。これでトレーニングが過剰あるいは
不十分な選手がいないかをチェックでき
るほか、トレーナーが器具の設定にかけ
る時間と手間も節約できる。
　トレーニングが終わってからも、スマー
トフォンのアプリで食事の内容を管理し
たり、ウェアラブルで睡眠の量と質などの
記録を取ったりと、チームはあらゆる方法
でデータを収集する。さらに、頻繁に変
更するスケジュールを全員が把握できる
よう、次の予定のアラートを選手たちの
端末に送信する。こうしたデータの収集
ややりとりにも、ファーウェイが提供する
ネットワーク接続と端末が役立っている。

　テクノロジーは、医療チームの仕事に
も恩恵をもたらしている。彼らは選手の
身体状態を把握するため、かつては時間
をかけて選手1人ひとりを精査し、チャー
トを作成していた。現在はアイルランドの
キットマンラボが開発したシステムを導入
してこれをデジタル化し、『Xbox Kinect』
のカメラでキャプチャした動作をファー
ウェイの『MateBook』に送って記録を分
析することで、気になる変化をキャッチす
る。ケガをしたあとのリハビリテーション
に対し、このように未然に不調を検知し
てケガを予防することをプリハビリテー
ションと呼ぶ。
　こうした検査を遠征先で行うために、

以前は何百キロもの重さの高価な測定
機器を選手とともに運んでいたが、現在
はタブレット数台とKinectカメラだけで
済む。また、検査にかかる時間も半分に
なった。「本拠地でやっているのと同じこ
とを、世界中どこででもできるのです」と
マネージャーのジョン・ボナセラ（John 

Bonasera）氏は言う。
　検査の効率化は、時間だけでなくコス
トとリスクの削減にもつながっている。ボ
ナセラ氏によると、選手のケガによる試合
欠場は2013年の年間163回から、2016

年には67回に減少した。優秀な選手が常
に出場できれば勝率は上がり、補欠選手
の数を抑えることができ、欠場の選手を
他の選手がカバーする必要も減る。

　データの活用でチームの能力を向上
することに加え、舞台裏でもまた、ファン
への理解を深め、観客の体験をより豊か
にするためのプラットフォームの構築に
ファーウェイとの協力が活かされている。
　「われわれは米国の事例から学び、試
合当日のスタジアム体験の演出がビジネ
スの核になると考えるようになりました。
それを提供する機会が年間に12回もあ
るのです。それなのに、これまでは試合
を観に来る熱烈なファンの方たちのこと
を十分に理解していませんでした。ファン
クラブのメンバーかどうかぐらいはわかっ
ても、彼らがスタジアムのどのあたりで

どんな行動を取るのかといったことは知る
すべがなかったのです」と、マーケティン
グ担当のマシー氏は語る。
　「そこでファーウェイの端末製品を使っ
たキャンペーンによってスタジアムでのエ
ンゲージメントを高めつつ、ファンのデー
タを収集する施策を打ちました。入場
ゲートで開催したVRイベントもその一例
です。試合前の選手の視点で、ファンが
サインを求めて待っている通路から、更
衣室に入り、フィールドに出ていくまでを
VRで体感できるというものです。こうした
イベントを試合前に実施すれば、ファン
はゲートを入った瞬間から盛り上がるこ
とができます」
　マシー氏はスポンサーシップが一方的
な関係性ではないことを強調する。「われ
われはスポンサー契約を結んだ相手を単
なるスポンサーではなく、ともに事業を行
うパートナーだと考えています。われわれ
のビジネスも、スポンサー企業のビジネス
も、その他のビジネスパートナーのビジネ
スも、すべてうまくいくことを目指している
のです。ファーウェイがレイダースにとっ
て最も長期にわたるスポンサーであり、そ
れを大事にしてくれているのは、彼らもま
たわれわれとの関係をパートナーシップ
と見なしているからにほかなりません」

　主任コーチのスチュアート氏はまた別
の形でもファーウェイと緊密な関係を築き

の一部です。選手ががんばっていいプ
レーをするほど、ビジネスがうまくいくの
です」とスチュアート氏は語る。
　「そこで必要になるのがテクノロジーで
す。これは選手の調整に重要な役割を果
たします」
　練習中、選手はスポーツ用のGPSトラッ
カーで動いた距離や速度を計測する。以
前はビデオを撮影し、試合後に見直すと
いう方法を取っていたが、ファーウェイが
Wi-Fi環境を整備したことでリアルタイム
のモニタリングが可能になった。スチュ
アート氏いわく、こうした改善の積み重
ねによって雑務にかかる時間が短縮さ
れ、ラグビーという本業に集中できるよう
になるという。
　「練習中に収集したデータを即座に処
理し、その日のうちに翌日の準備ができ
る。20年前にはこんなことができるなんて
想像もできませんでした。ハイパフォー
マンストレーニングにおいては、選手の
運動量と体調を日々把握しておくことが
きわめて重要です。いまでは収集した
データを見るだけで、翌日何をすればよ
いかがはっきりわかります」
　選手がいつどんなふうにトレーニング
を行うかもまた、勝利を左右する大きな
要因の1つだ。ウエイトトレーニングでは
ファーウェイの『MateBook』を利用し、
『TeamBuildr』というソフトウェアでウエ
イトの重量や動きの速度などを測定して

　「スポンサーになった当初、ファーウェ
イの主な目的はオーストラリア市場でのブ
ランド認知を高めることで、1～2年目は
ファンのコミュニティにファーウェイを知っ
てもらうことに徹していました。当時は
ファーウェイという企業名を発音できない
人が多かったので、ちょっとおもしろいこ
ともやったんですよ」と言って見せてくれた
のは、オリジナルの動画だ。2人の選手が
キャンベラの街中で通行人に「HUAWEI」
をなんと読むかを聞いてまわり、正解者に
はスマートフォンをプレゼントする。
　「しだいにファンたちはファーウェイの
製品について知りたがるようになりまし
た。同時に、選手やチームのスタッフが業
務用にファーウェイの端末を使うように
なり、レイダースの本部と練習場のWi-Fi

導入もファーウェイが支援してくれまし
た。われわれがファーウェイのブランド認
知を高めるだけでなく、彼らもわれわれの
進化をサポートしたわけです」

　郊外のローテクな環境にありながら、
レイダースはこの拠点でデータと選手の
管理方法を大きく変革させてきた。この
過程を見守ってきたのが、元選手のベテ
ラン主任コーチ、リッキー・スチュアート
（Ricky Stuart）氏だ。
　「われわれのビジネスにとって、選手は
ステークホルダーの1人であり、ビジネス

新たなスタジアム体験を実現

ECOSYSTEM

拡大するパートナーシップ

上げてきた。彼が立ち上げた自閉症児を
持つ家族をサポートするリッキー・スチュ
アート財団を、ファーウェイが支援してい
るのだ。レイダースとともに資金面での
支援を行っているほか、ファーウェイはテ
レビ中継のある試合の際にユニフォーム
前面の自社ロゴスペースを同財団に提
供した。
　「財団のロゴがチームのユニフォーム
に載り、テレビ中継で多くの人々の目に
触れるというのはすばらしい贈りものでし
た。このニュースはメディアの注目を集
め、いくつかの人気テレビ番組でも紹介
されました。これはファーウェイの計らい
があってこそ実現したことです。ファー
ウェイとのパートナーシップがなければ、
財団はこれほど成功していなかったで
しょう」とスチュアート氏は述べる。
　昨年ファーウェイは、6年間のスポン
サーシップをさらに3年延長することを決
定した。現在、レイダースはファーウェイ
とともにクラウドソリューションをはじめと
したICTの導入をさらに進めていくことを
計画している。マシー氏は両社の関係に
ついてこう述べた。「何か問題があると、
われわれはいつもファーウェイにテクノロ
ジーで解決できないかと相談します。ギ
ブアンドテイクではありません。お互いに
イノベーションという目標を共有している
のです」

リッキー・スチュアート財団のロゴが付されたユニ
フォーム。試合後にはファーウェイがこれをオーク
ションで販売し、売上を財団に寄付した（画像提供：
Raiders.com.au）

ファーウェイ・ジャパンは、ファーウェイがグローバルで取り組むICT人材育成の一環として、国内の科学技術の
振興を支援する活動を行っています。その主な取り組みが、自然科学分野を学ぶ学生の自主研究の祭典『サイ
エンス・インカレ』と、科学技術をわかりやすく伝える優れた映像作品を選奨する『科学技術映像祭』への協賛です。
ファーウェイ・ジャパンは協賛企業として、両イベントで優れた研究や作品に「ファーウェイ賞」を授与しています。
奇しくも、今年の『サイエンス・インカレ』でファーウェイ賞を受賞した秋元渓さん、『科学技術映像祭』でファー
ウェイ賞を受賞した作品の主人公・藤原結菜さんはともに女性。そこで今号のHuaWaveでは、科学技術や自
然への好奇心を育み、未来に向けて研究を重ねるお二人に焦点を当て、科学技術分野で探究を続ける女性
たちにエールを送ります。

応 援します！  探 究する女性たち

自然科学分野を学ぶ大学の学部生などが自主研究の成果
を発表する場として、文部科学省の主催により2012年から
開催。ファーウェイは2015年から協賛し、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備えた研究
に「ファーウェイ賞」を授与しています。今年度は、早稲田大
学創造理工学部総合機械工学科4年（当時） 秋元渓さんの
再生医療分野の研究「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」に同賞を授与しました。

科学技術への関心を高めることを目的に1960年から開催
されている映像祭。日本科学技術振興財団・映像文化製
作者連盟・つくば科学万博記念財団の主催により第58回
を迎えた今年は、43作品の中から優秀作品10作品と特別
奨励賞が選定されました。そのうち内閣総理大臣賞受賞
作品『日本のチカラ ＃60 つかまれ！のぼれ！～カエルと少
女とシュロの糸～』を製作した山口放送株式会社に
「ファーウェイ賞」を授与しました。

サイエンス・インカレ 科学技術映像祭

あき もと けい

ふじ わら ゆい  な

ファーウェイとの関係は
ギブアンドテイクではありません。
イノベーションという
目標を共有しているのです。
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　今回ファーウェイ賞を受賞した秋元さん
の研究は、再生医療において人工の3次
元組織を作製する方法の1つである細胞
シート法でマイクロチタン線を用いて血
管構造の作製を可能にするというもので
す。細胞シート法は患者の細胞のみを使
用してより生体組織に近い人工組織を作
製できる一方、きわめて薄い2次元シート
で厚みのある複雑な3次元構造を実現す
ることは難易度が高いと言われています。
積み重ねたシートには栄養分や酸素を
運ぶ血管構造が必要ですが、それを任
意の場所に作製する方法はまだ確立さ
れていません。秋元さんはこの研究で細
胞シートの間にマイクロチタン線をはさ
んで抜くことで血管構造を作製できる可
能性を実証し、その新規性と再生医療の
将来につながる実用性が今回の受賞の
決め手になりました。
　「サイエンス・インカレで発表した時に
は、研究を始めてまだ1年弱しか経って

いなかったのですが、自分がやってきたこ
とを評価してもらえた、これからも続けて
いくことに意義があるんだと実感できたの
がとてもうれしかったです」と秋元さん。
　また、さまざまな分野の学生や研究者
と交流できたことも貴重な体験だったと
言います。「まったく違う分野の研究をし
ている人が興味をもって質問をしてくれ
たり、論文などでお名前を拝見していた
研究者の方と意見交換ができたりと、有
意義な機会でした」

　幼いころから祖父母の付き添いで病
院へ行くことが多く、医療を身近に感じ
ていたという秋元さん。高校1年生の時
に体験学習で大学の医学部を訪問し、
初めて本物の臓器を目にしました。「病気
になった臓器を見て、人はこうして亡く
なるのかと悲しい気持ちになったんです。
なんとか解決する方法はないだろうかと
考えるようになりました」
　医療の進歩に貢献したいという想いか
ら、医療機器の開発を志し、早稲田大
学創造理工学部機械工学科に入学。4

年生で梅津信二郎准教授の研究室に所
属することになり、現在の研究テーマと
出会いました。
　「もともとは手術用ロボットなど医師が
治療に使う機器を作りたいと思っていた
のですが、縁あって梅津研究室に入り、
ちょうど先生が始めようとしていた血管作
製のプロジェクトに携わることになりまし
た。バイオエンジニアリングについてはそ
れから勉強を始めたので、学ばなければ

いけないことばかりですが、すべてが新
鮮で、楽しんで実験をやっています。機
械と違って細胞が相手だと計算どおりに
いかないことも多く、結果が出るまでじっ
と待たなければなりません。根気が要り
ますが、新しい発見ができた時には大き
な達成感があります」
　梅津研究室はバイオエンジニアリング
以外にも、3Dプリンター、太陽電池、バ
イオミメティクス（生物模倣）や、衛星な
どの宇宙構造物に使われる材料まで幅
広い領域の研究を手がけています。「他
分野の学生とのディスカッションから研
究のヒントを得ることもあります」と秋元
さんは言います。

　今年4月には修士課程に進学し、現在
は東京女子医科大学との共同研究とし
て修士論文に向けた研究を続けていま
す。「再生医療の分野に足を踏み入れて
みて、考えていたほど順調に進んでいる
わけではなく、未解決の課題がたくさん
ある領域だということがわかってきまし
た。研究者としてそうした課題に取り組ん
でいくのも1つの道ですが、人を治すとい
うところにより近づくには、企業に入って
すぐに現場で使えるものを作るのもいい
なと思い始め、進路はまだ迷っていると
ころです」
　長期的な目標は、とたずねると、「一番
の死因であるがんをなくすことです。医
療を進歩させていけば、必ず何らかの方
法で解決できるようになるはずだと信じ
ています」と力強く答えてくれました。

　豊かな自然に恵まれた山口県美祢市で
生まれ育った藤原さん。小学校2年生の
時に参加した自然観察会でカエルに魅せ
られ、自宅でカエルを飼い始めました。そ
の後、田んぼの側溝に落ちたカエルが這
い上がれず流されていることを知り、なん
とか助けられないかと考えた藤原さんは、
11種類115匹にも及ぶカエルのジャンプ
力や壁にくっつく力を調べあげます。その
結果をもとに、いろいろな素材でカエルを
助ける道具を試作し、シュロの繊維を
ロープ状に編んで側溝につり下げるとい
う方法を開発しました。名づけて「お助
け！シュロの糸」。これを周辺の農家にお
願いして田んぼの側溝に設置させてもら
い、助かったカエルの数を記録してその
機能を検証しました。「2年生から6年生ま
で、自由研究は毎年カエルでした」と藤原
さんは言います。
　数年越しで開発したシュロの糸は、単な
る自由研究のテーマにはとどまりません。
カエルを救うことで生物多様性の保護
に貢献する取り組みとして、日本自然保
護大賞（子ども・学生部門）を受賞。さら
にできるだけたくさんのカエルを助けた
いと、作り方を解説したパンフレットと動
画を作成しました。インターネットでこの
情報を知った台湾の環境コンサルタント

が作り方を学びに来日したり、地元のコン
クリートメーカーから製品化の提案を受
けたりと、藤原さんのアイデアはどんどん
広がりを見せていきます。

　科学技術映像祭でファーウェイ賞を受
賞した『日本のチカラ ＃60 つかまれ！のぼ
れ！～カエルと少女とシュロの糸～』は、こ
うした藤原さんの取り組みを3年間にわ
たって追い続けたドキュメンタリーです。
山口放送の田村康夫ディレクターは、情
報番組の取材で藤原さんと出会い、その
想いと行動力に感銘を受けてこの番組を
企画しました。「カエルを助けたいという
まっすぐな気持ちと、地道な観察と実験を
重ねて問題を解決するという姿勢を通じ
て、科学の本質、発見の楽しさを伝えた
いと思いました」と田村氏は語ります。
　中学3年生になったいまも、藤原さんは
カエルの飼育と研究を続けています。長
い時間をかけてシュロの糸の開発に至っ
た過程には、疑問やアイデアはとにかく
試してみる、という探究心があります。「最
初は観察していただけだったのですが、
見ているうちに知りたいことが出てきて、
1つひとつ探っていきました。シュロの糸
の開発を始めてからも次 と々新しい課題
が見つかり、調べては試すという繰り返し
でした」と藤原さん。

　企業との協業でも新たな学びがありま
した。「設置したシュロの糸がなくなった
り、ゴミが溜まったりという問題があり、ど
うにかしたいと考えていたところに、メー
カーの方から相談があったんです。コン
クリート製品について教わりながらさまざ
まな方法を提案し、実験を重ねました」
　試行錯誤を経て、三つ編みにしたシュ
ロの糸を据え付けた側溝は製品化が完了
し、今年4月に発売されました。

　「これからもシュロの糸がもっと広がっ
て、生きものや生態系を取り巻く課題に
ついてたくさんの人に知ってもらえたらう
れしいです」と語る藤原さん。将来は医療
関係の職業に就きたいと考えているそう
です。その夢に向けて、これからもさらな
る発見と探究を続けていくことでしょう。

バイオエンジニアリングで
医療への
貢献を目指す

再生医療の将来につながるアイデア

根気よく細胞と向き合う

医療の力でがんをなくしたい

秋元  渓さん 藤原  結菜さん

数年越しで開発した「シュロの糸」

ファーウェイは、旺盛な好奇心と地道な努力の積み重ねによってイノベーションの道を切り拓く探究者たちを応援します。ファーウェイ
の企業キャンペーン「To The Explorers あくなき探究者たちへ」特設ウェブサイトでは、ロン・ギャラン（宇宙飛行士）、ジェイ・ハーマン
（起業家・発明家）ほか、さまざまな分野の探究者たちを紹介する動画をご覧いただけます。

疑問に思ったことはとにかく試す

み　 ね

は

多くの人に問題を知ってもらいたい

共同研究先の東京女子医大で実験する秋元さん。細
胞の培養開始から結果がわかるまで2週間はかかる

側溝にシュロの糸を取り付ける藤原さん。
カエルは編み込まれた糸の間に隠れて天敵
から身を守りながら脱出することができる

生きものへの想いと
地道な研究で
カエルを救う

写真提供：山口放送

To The Explorers   あくなき探究者たちへ

サイエンス・インカレで
「ファーウェイ賞」を受賞

科学技術映像祭
「ファーウェイ賞」受賞作品に登場
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パートナーとともに
最新のICTソリューションを展示

過去最多となる6つの賞を受賞

ShowNetではLTE基地局も設置

『Interop 2017』 展示・講演レポート

　約380㎡に及ぶ出展ブースでは、「ビジ
ネス」「テクノロジー」「エコシステム」の各

6月7日～9日、幕張メッセで開催された『Interop 2017』。ファーウェイ・ジャパンは
今年もブースを出展したほか、基調講演への登壇やShowNetへの参加、『Tokyo 

Cloud Congress』への特別協賛など、幅広く存在感を発揮しました。

サーバー＆ストレージ部門　グランプリ
『OceanStor Dorado V3』
オールフラッシュストレージ

デモンストレーション部門　グランプリ
SoftRadioによるE2Eの
NB-IoTサービスクィック開発キット

キャリア／ISPネットワーキング部門
準グランプリ
4Tルーティングラインカード

ガジェット部門　準グランプリ
クラウドビデオ会議エンドポイント『TE10』

エンタープライズ／SMBネットワーキング部門
審査員特別賞
『CloudCampus』クラウドマネジメント
プラットフォームによるWiFiソリューション

Best of ShowNet Award　特別賞
阪神グループが提供する
地域BWAサービス基地局のShowNetへの設置

　出展企業が総額約85億円にも達する
製品・サービスを提供し、各社から計400

名ものトップエンジニアが参加して設計、
構築、運用する会場内ネットワーク
ShowNet。ファーウェイは今年も最大の
コントリビューターとして参加し、阪神グ
ループとともに会場に地域BWA基地局を
設置するという画期的な試みも実施して、
「Best of ShowNet Award特別賞」を共
同受賞しました。この基地局は会場内の
ネットワークアクセスのほか、デジタルサ
イネージの接続にも利用されました。

　基調講演には、ファーウェイ プロダク
ト・ソリューション グループ ネットワーク
R&D部門プレジデントの劉少偉（スウィ
フト・リュウ）が登壇。「エッジコンピュー
ティングで推進する 産業のデジタル変革 

～Win-Winなエコシステム構築を目指し
て～」と題した講演で劉は、クラウドコン
ピューティングを補完し、産業用IoT成功
のカギを握る重要な技術要素であるエッ
ジコンピューティングについて、最新の
動向とファーウェイの取り組みの成果を
紹介しました。

エリアで、製造および ISP業界向けソ
リューションやクラウド時代を支えるICT

インフラストラクチャ、IoTトータルソ
リューション、エンタープライズクラウドコ
ミュニケーションなど、注目度の高い製品・

ソリューションを披露しました。9社のパー
トナー企業による展示やブース講演も実
施し、多くの来場者の皆様にお立ち寄り
いただきました。

　会期初日に発表された優秀展示製品
を表彰する「Best of Show Award」にお
いて、ファーウェイは5つの部門で賞を受
賞しました。また、ShowNetへの貢献を
評価する「Best of ShowNet Award」で
も特別賞をいただき、ファーウェイにとっ
てInteropで過去最多となる6つの賞を受
賞しました。

　昨年に引き続き、会期中に開催された
Interop Tokyo 実行委員会主催、WIDE

プロジェクト特別協力による『第2回  

Tokyo Cloud Congress』に特別協賛し
ました。Interop Tokyo プログラム委員
会の議長を務める東京大学大学院情
報理工学系研究科教授の江崎浩氏や

WIDE プロジェクトのボードメンバーで慶
應義塾大学環境情報学部教授の中村修
氏がクラウドのトレンドと展望を語り、SBI

ホールディングス傘下の金融ITサービス
プロバイダーSBI BITS、Yahoo! Japan、
インドのデータセンターホスティング企業
ESDS、OpenStack、ドイツテレコム、
ファーウェイからのスピーカーが、各社・
各業界でのクラウドの事例や戦略を共有
しました。

1 2

3 4

5 6

2

■デモンストレーション部門のグランプリを受け取るファーウェイ・ジャパン代表取締役社長 王剣峰（ジェフ・ワン、右）　■会場内に設置された地域BWA基地局（左）。阪神電鉄
グループの阪神ケーブルエンジニアリングと共同で「Best of ShowNet Award」を受賞した

1 2

■基調講演に登壇したファーウェイ プロダクト・ソリューション グループ ネットワークR&D部門プレジデントの劉
少偉（スウィフト・リュウ）　■『Tokyo Cloud Congress』の模様。産業界におけるクラウド化とデジタル変革のト
レンドの全体像を概説した東京大学大学院情報理工学系研究科教授の江崎浩氏　■SBI BITSのチャック・チョン
（Chack Chon）CEOは金融業界におけるクラウド活用について紹介　■OpenStackでボードディレクターを務め
るファーウェイUSA R&D部門のグローバル事業開発責任者アニ・ライ（Anni Lai）はOpenStackの現状とこれか
らについて語った

3

4

5

6

クラウドの未来を語る
『Tokyo Cloud Congress』

産業IoT成功のカギを握る
エッジコンピューティング
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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」
Olympics Korea

事業者3社は5Gへの転換を急いでいる。
KTの5Gと映像に対して、移動通信市場
シェア1位のSKテレコムは5Gと自動運
転車に力を入れており、KTに負けじと
2019年の商用化を目標にしている。LG

ユープラスはファーウェイとともに商用
シナリオでのトライアルを完了し、最大
31Gbps／セルの通信速度を達成した。

　UHDの普及も進み始めている。韓国で
は今年5月31日午前5時より、首都圏で
世界初地上波4K本放送が始まった。
ATSC 3.0（米国方式）で700MHz帯域周
波数を使い、12月には大都市で、2018年
2月にはオリンピック競技場がある平昌
と江原道で、2020年からは全国で本放
送が始まる。韓国では難視聴対策のた
め全世帯の9割がIPTVや衛星放送、ケー
ブルテレビなどの有料放送を利用して
いるが、有料放送ではすでに2014年か
ら開設しているUHDチャンネルを使い、
オリンピックの競技中継と関連番組を24

時間放送しようとしている。編成上競技
の途中で中継が中断されることもある地
上波放送に対抗するのだ。また、せっか
く購入したUHDテレビがオリンピック後も
無駄にならないよう、地上波放送局3社
（KBS、MBC、SBS）はUHDで制作した
番組の割合を2017年に5％、2018年に
10％と毎年5％ずつ上げていくという。
　5G、UHD、VR、AIなど最新ICTを総動
員し、観客も視聴者も選手も楽しめる
ICTオリンピックを目指す平晶冬季オリン
ピック。開催がいまから待ち遠しい。

　これまでのオリンピックでは、中継映像
は中継する側がアングルを決め、視聴者
は画面を一方的に観るだけだった。しか
し、超高画質映像を5Gで送受信すれば、
自由自在にアングルを変えて自分だけの
中継を楽しめるほか、競技場にいるかの
ようにリアルでインタラクティブな映像を
視聴できるようになる。ただしこれには
国際競技連盟と、オリンピック中継を総括
するオリンピック放送機構の合意が必要
なため、実現に向けた協議が続いている。

　現在、平昌周辺では1,391kmの光ケー
ブルをベースにオリンピック関係者専用
の有線通信を3万5,000回線、LTEを含
むモバイルインターネットアクセスポイン
トを5,000台以上敷設する工事が行われ
ている。これにより、25万台のデバイスが
同時接続できる通信環境を目指す。
　KTはサムスン電子、インテル、ノキア、
エリクソン、クアルコムをパートナーに迎
えたKT 5G-SIG（Special Interest 

Group）による規格の策定を完了、2019

年に世界初5G商用サービスを開始する
ことで、同規格を世界標準にしようとがん
ばっている。3GPPによる5G標準化は
2 0 1 9年の完了を目指して進行中で、
2018年時点ではまだ規格が決まってい
ないため、平昌でのテストサービスは試
験的に28GHzの周波数帯を使う。
　5Gに熱心なのはKTだけではない。韓国
は2016年9月時点で移動通信加入者の
LTE加入率が83％を超え、LTEの成長
も頭打ちになってしまった。そこで通信

5G経由でVR映像を中継する計画だ。VR

コーナーではこの映像で選手になった気
分を味わうことができ、リアルで臨場感
あふれる映像に叫び声をあげて座り込む
人もいたほどだった。KTはカメラと送信
機をさらに軽くする研究を続けている。
　実際のオリンピックではさらに、IoTで
ヘルメットから選手の脳波を、ウェアラ
ブルから心拍数を測定するという。通常
の中継映像の他に選手目線の映像と、
速度、位置、心拍数などを表示して、迫
力満点の中継を実現しようとしている。
　KTはこの『Sync View』のほか、競技
中継中にユーザーが好きなアングルから
映像を見たり、競技に関する詳細な情報
を確認したりできる多視点ストリーミング
サービス『Omni Point View』、中継画面
をぐるっと回して好きな角度から静止画
を楽しめる『Interactive Time Slice』、
競技場内に設置された100台を超える
カメラで撮影した360度VR映像をリア
ルタイムで視聴できる『360° VR Live』
などのサービスを計画している。
　『Hologram Live』は、別々の競技場に
いる選手をホログラム中継でスタジオに
全員集まっているように見せる技術だ。
選手はモーションセンサー付きウェアラブ
ルデバイスを着用してインタビューに応
じ、その姿が5G経由でリアルタイムにホロ
グラムとしてスタジオに伝送される。KTに
よると、ホログラムはパブリックビューイン
グや屋外イベントでも使う計画だという。
　もちろん、UHDでも中継する。UHD

映像も5G経由ならスマートフォンやタブ
レットからスムーズに視聴できる。

　計画されているICT活用は多岐にわた
る。QRコードチケットをARアプリにかざす
と現在地から競技場の座席までARで案
内してくれるほか、競技場周辺では自動
運転バスが観客を運び、警備はドローン
が担当。空港や競技場内ではAI搭載の
ロボットが各国の言葉で観光客をガイド
し、競技や観光の情報が聞けるコール
センターもAIが対応、競技はUHDとVR

で中継する、といったものだ。
　5月にソウルのCOEX展示場で開催され
た韓国最大規模のICT展示会『World IT 

Show 2017』で最も人が多かったのは、
平昌冬季オリンピックの公式通信パート
ナーである通信事業者KTのブースだっ
た。会場には大会マスコット『スホラン』の
着ぐるみも登場、聖火リレーの参加申し
込みができるブースも設けられた。
　KTのブースでは、5Gでオリンピック
中継がどう変わるのか、どんな楽しみが
生まれるのかを体験することができた。
KTは、2018年に平昌で世界初の5Gテス
トサービスを提供し、海外の通信事業者
より1年早い2019年に商用化サービスを
開始すると宣言している。

　特におもしろかったのはVRコーナー
である。KTはスキージャンプとボブス
レーの選手のヘルメットとそりに超軽量
のカメラ（16g）と送信機（58g）を付け、

3Dプリンティング、VRなどだ。1990年代
後半に国をあげてブロードバンドを普及
させたことで数々のインターネットサービ
スが登場し、IT先進国となったように、
文大統領はIoTや自動運転車に必要な
インフラを国の主導で整備し、それを
使って民間企業が自由に新しいサービス
を開発して、韓国が再びIT分野で世界を
リードする構想を発表した。これに向け
て大統領の直属機関として「第4次産業
革命委員会」を新設し、省庁の縦割りを
超えて協力する体制を作ろうとしている。
科学技術分野の研究投資も2020年まで
今の2倍にすると公約した。

　いま韓国のIT関連で最も注目されてい
るのは、2018年2月9日から25日まで開
催される平昌（ピョンチャン）冬季オリン
ピック・パラリンピック競技大会である。
世界初の5Gオリンピック、IoTオリンピッ
ク、世界最高のICTオリンピックをキャッ
チフレーズにしているからだ。
　韓国のIT政策を担当する省庁の未来
創造科学部（部は日本の省に当たる）は、
平昌冬季オリンピックに向け5G、UHD

（Ultra High Definition Television、
4K・8K）、IoT、AI、VRの5大分野を重点
的に支援している。部内には2014年から
「平昌ICTオリンピック推進タスクフォース
チーム」を置き、準備状況を確認している。

　2017年5月、韓国では新しい大統領が
就任した。前大統領の不正による弾劾、
罷免という前代未聞の事態を受けて、国
民は政治家や財閥の特権乱用を許さず、
原則を守り庶民の味方になってくれそうな
進歩的な大統領を望んだ。文在寅（ムン・
ジェイン）大統領はさっそく韓国のあらゆる
制度を見直し始め、落ち込んでいた韓国
経済にも新しい風が吹き込んでいる。
　経済面では、第4次産業革命関連産業
を政府が後押しすることを計画している。
対象になるのはIoT、AI、5G、ビッグデータ、
ロボット、自動運転車、再生エネルギー、

5GやIoT、先端技術の活用で
ICTオリンピックを目指す韓国
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、2018年に韓国・平昌（ピョンチャン）で開催される冬季オリンピックでのICT活用についてご紹介します。

　平昌冬季オリンピックの公式通信パートナーとなっているKT。本社ビル前には大会マスコットのスホラン（白い虎）とバンダビ（黒い熊）が（写真提供：KT）　　観光客が集まる
東大門市場にはKTのVRをいつでも体験できる施設がある（写真提供：KT）　　5月31日には地上波放送局3社が世界で初めて4K本放送を開始した（写真提供：MBC）

新政権が推進する第4次産業革命

世界最高のICTオリンピック

VRで実現する新たな視聴体験

5G商用化へ着 と々前進

世界初の地上波4K放送がスタート

ITジャーナリスト
東京大学大学院情報学環特任助教
韓国ソウル生まれ。東京大学大学院学際
情報学府修了（社会情報学修士）。韓国・
アジアのIT事情を日本と比較しながら、
わかりやすく解説するセミナーや寄稿活動
を行っている。『日経ビジネスオンライン』
『日経ITpro』『日経Robotics』『ダイヤモン
ド・オンライン』『ニューズウィーク日本版』
『週刊エコノミスト』『日本デジタルコンテン
ツ白書』等に寄稿中。

チョウ・チャンウン
趙章恩

1

3

2

1 2 3
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A. ニュージーランドは日本とほぼ同面積
の国土に450万人が暮らす島国で、国の
大半が都市化されていません。農業や観
光が主要産業で、都市部以外でもネット
ワーク接続への高い需要がある一方、
人口が分散しているため、あらゆる地域
の住民にネットワークへのアクセスを提
供することは大きなチャレンジです。

A. はい。2009年、政府は光ファイバーに
よる100Mbpsのブロードバンド接続を
2019年までに全人口の75％に提供する
「超高速ブロードバンド（UFB）イニシア
チブ」、5Mbpsのブロードバンド接続を
2016年までに地方部の86％に提供する
「地方ブロードバンド（RB）イニシアチブ」
という2つの計画を発表しました。
　UFBイニシアチブは地域ごとに現地の
光ファイバー敷設会社がプロジェクトを
請け負っていますが、ファーウェイは国内
第2の都市クライストチャーチを含むカン
タベリー地方をカバーするイネーブル
ネットワークス（Enable Networks）と、
酪農の中心地である北島のワイカト地
方、ベイ・オブ・プレンティ地方、タラナキ
地方をカバーするウルトラファーストファ
イバー（Ultra-Fast Fibre）の単独サプ
ライヤーとして、コアネットワーク製品と
光アクセス製品を提供しているほか、
オークランドのメインオフィスでネット
ワーク運用センターを運営しています。
　RBイニシアチブではテレコムニュージー
ランドから分離したコーラス（Chorus）と
ボーダフォンNZがADSL2+の固定回線
と無線を組み合わせた設計でネットワー
クを構築しており、ここでもプロジェクト

全体でファーウェイの技術が採用されて
います。また、2013年にはスパークと
700mHz帯を活用した4Gの展開に向け
たイノベーションパートナーシップを開始
し、現地チームと上海R&Dセンターとの
密接な連携を通じて、翌年には同周波
数帯での4G商用展開を実現し地方部の
カバレッジを強化しました。これにより、
モバイルでの乳牛管理や生産者情報の
トラッキングなど、地方部におけるスマー
ト農業の推進に貢献しています。

A. エントリーモデルでスマートフォン市場
に参入し、Yシリーズが2015年のクリス
マス商戦で最も売れたスマートフォンに
なったものの、ハイエンド機種では苦戦
していました。しかし、2013年にプロサッ
カーチームのウェリントン・フェニックス
FCのスポンサーとなったことで徐々に認
知を拡大し、昨年はスカーレット・ヨハン
ソンを起用した『HUAWEI P9』のグロー
バルキャンペーンでブランドイメージを刷
新しました。今年4月に発表した『P10』
『P10 Plus』は、ニュージーランドの先住
民族の言語で公用語にもなっているマオ
リ語に世界で初めて対応したスマート
フォンとして注目を集めました。現在
ファーウェイは国内のスマートフォン市場
シェア14～16％で第3位となっています。

A. 大規模なものとしては、現在スパークと

共同で2つのスマートスタジアムプロ
ジェクトを進めています。オークランドの
『スパーク・アリーナ』と、ウェリントン・
フェニックスFCのホームグラウンド『ウエ
ストパック・スタジアム』で、Wi-Fiアクセ
スのほか、スマートフォンで食事の注文、
プレーの再生、ライブデータの閲覧などが
できるスマートスタジアムソリューション
を提供しています。来年にかけて、スマー
トパーキングをはじめ、より革新的なス
タジアム体験を実現するIoT技術の導入
を拡大する計画です。

A. まず年内に、現地パートナー企業と
ともにデジタル変革を促進するプラット
フォームとなる『ニュージーランドクラウ
ドデータセンター』を構築します。また、
昨年9月に国内随一の研究機関である
ヴィクトリア大学ウェリントンに開設し
たイノベーションラボをさらに拡張し、
ビッグデータ、IoT、5Gにフォーカスし
た共同研究開発を強化していきます。
加えて、クライストチャーチにも新たに
イノベーションラボを開設する予定です。
　現地企業からの調達も拡大していき
ます。今後5年間にわたって、毎年5,000

万ニュージーランドドル（約40億円※）の
調達を約束しており、今年はすでにチッ
プセットメーカーのラコン（Rakon）と

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1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。

約3,500万ニュージーランドドル（約28

億円※）の契約を締結しました。

A. はい。法人向け事業部のセールス機
能が中心となり、端末事業部の地域コー
ディネーターや通信ネットワーク事業の
デリバリー担当スタッフも配置される予定
です。政府機関とのやりとりのためにこれ
から私も頻繁に出張することになるので、
オフィスの完成がいまから楽しみです。

A. グローバルで展開している学生向け
ICT研修プログラム『Seeds for the 

Future』 を2014年から実施しているほ
か、スパーク財団によるデジタルデバイド
解消のための『スパークジャンププログラ
ム』に協力し、貧困家庭の子どもたちに
4Gによるモバイルブロードバンド接続を
低価格で提供しています。また、今秋に
は貧困地域の学校にピアノを100台寄贈
し、子どもたちが作曲した音楽をSNSで
シェアするプログラムも実施予定です。
　国家ブロードバンドプロジェクトへの技
術提供を通じて、現在ニュージーランド
では国民の半数以上にファーウェイの製
品やソリューションをご利用いただいてい
ます。新しい技術を積極的に取り入れて
発展してきたこの国で、ICTは多くの領域
でさらなる価値を生み出すでしょう。
ファーウェイはこれからもキーウィ（ニュー
ジーランド人）の暮らしをより“つながった”
ものにするべく、尽力していきます。

Q. ニュージーランドでは通信サー
ビスの展開についてどのような課題
がありますか。

Q. そうした中、ファーウェイ・ニュー
ジーランドは政府が推進する国家
ブロードバンドプロジェクトで重要
な役割を果たしていますね。

Q. 端末事業での実績はどうですか。
Q. 今年3月にファーウェイの創業者
兼CEO任正非（レン・ジェンフェイ）
がビル・イングリッシュ首相と会談
した際、ニュージーランドへの新た
な投資計画を明らかにしましたが、
これはどのようなものでしょうか。

Q. 首都ウェリントンに新しい
オフィスの開設も進めていますね。

Q. CSRではどのような取り組みを
行っていますか。

Q.  法人向け分野ではどのような
プロジェクトを手がけていますか。

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

2005年
オークランド、ウェリントン
約162名、うち86％が現地採用（2017年5月現在）

：
：
：

ファーウェイ・ニュージーランド

ニュージーランドの通信事情
固定電話加入者数・普及率 ： 185万人・40.3％
携帯電話加入者数・普及率 ： 560万人・121.8％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 88.2％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 145万人・31.6％（ITU調べ、2015年現在）
主要通信事業者 ： スパーク（Spark）、ボーダフォンNZ、2degrees

1 2

今年3月に会談したビル・イングリッシュ首相（写真左）
とファーウェイCEO任正非

ファーウェイ・
ニュージーランド
渉外・広報本部 ディレクター

アンドリュー・
ボーウォーター
（Andrew Bowater）

今回登場するのは…

ヴィクトリア大学ウェリントンで政治科学、社会政策、歴史を専攻。
ワイカト大学ビジネススクール修了。主に政治コミュニケーションの
分野で経験を積む。2001年から6年間、ニュージーランドの当時の
ヘレン・クラーク首相のもとで内閣府に勤務し、2002年と2005年の
総選挙ではキャンペーンのコミュニケーションアドバイザー、私設秘書
を務めた。2005年には英国・労働党のトニー・ブレア元首相のキャン
ペーンにも参加。その後オーストラリアの外務貿易省で政治アナリスト
を務めたのち、テレコムニュージーランド（現スパーク）の渉外部門長
として通信業界に転身、同国の通信業界最大となった規制改革を経験
する。2013年、新たなチャレンジを求めて、同社からの4Gネットワーク
構築の受注を目前にしたファーウェイに入社した。ランニングやジム
通いを欠かさないアスリートで、毎年オークランドで開催されるオー
シャンスイム大会に出場し、3kmの距離を泳ぐ。海釣りも趣味の1つ。 ■2013年からウェリントン・フェニックスFCへのスポンサーシップを開始。2016年の更新時には当時のジョン・

キー首相（写真中央）も列席した　■今年4月に発表した『HUAWEI P10』『P10 Plus』は初めてマオリ語に対応。
今後国内で発売されるスマートフォンはいずれもマオリ語UIを標準搭載する

1

2

※1ニュージーランドドル＝80円換算

国家ブロードバンドへの協力で経済成長に貢献

ファーウェイ・
ニュージーランド

ニュージーランド
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HUAWEI
JAPAN DEVICE UPDATE

Twitter：@HUAWEI_Japan_PR　Facebook：Huawei Mobile Japan　LINE：ファーウェイ・ジャパン/@huawei-japan
端末に関する情報は、Twitter、Facebook、LINEでもご覧いただけます。
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　ライカ共同開発のダブルレンズカメラで好評を博し、グロー
バルで1 ,200万台以上の売上を記録した『HUAWEI  P9』
『HUAWEI P9 Plus』。その後継機となる『HUAWEI P10』
『HUAWEI P10 Plus』の最大の特長は、さらに進化したカメラ
機能です。フロントのインカメラにも800万画素のライカレンズ
を搭載したほか、背面のダブルレンズは2000万画素のモノクロ
センサーと1200万画素のRGBセンサーでこれまで以上に細やか
なディテールの描写と広い色階調を再現。『HUAWEI P10 

Plus』の第2世代ライカダブルレンズカメラPro版には、ローライ
トに強い開口部F1.8のSUMMILUX-Hレンズを採用しています。

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。

インカメラにもライカのレンズを搭載
スマートフォン撮影をアートの領域に

ハイパーダイヤモンドカットのボディと
Pantoneと実現した新しい配色

また、レンズのみならずソフトウェア、ハードウェアまでライカと
共同開発を行い、「ポートレートモード」などライカクオリティの
写真撮影を可能にする数々の機能を実現、スマートフォンによ
る写真撮影をアートの領域にまで高めることに成功しました。

　撮影だけでなく、本体も美しさを追求しました。ベゼル幅
1 .35mmの狭額縁に、2 .5D曲面加工を施した第5世代の
Corning® Gorilla® Glassのディスプレイ。薄さ7mmを切る丸
みを帯びたボディには、スマートフォンで初めてハイパーダイヤ
モンドカット仕上げを採用し、高い強度と洗練されたスタイルを
実現しています。

　色彩にもこだわり、色の世界で最も権威あるパントンとの協業
で『HUAWEI P10』にはダズリングブルーを、『HUAWEI P10 

Plus』には「Pantone Color of the Year 2017」に選出された
グリーナリーを採用。スマートフォン市場に新たなカラートレンド
を生み出す2つの新しい配色を誕生させました。
　もちろん、スマートフォンとしての快適な操作性も備えています。
機械学習と超高速Kirin 960プロセッサー、大容量バッテリーによ
り、スピーディーでパワフルなパフォーマンスを長時間発揮します。

　オリジナルの『HUAWEI WATCH』のクラシックなデザインを継
承しながら、スポーツスマートウォッチとしての機能をさらに向
上させた『HUAWEI WATCH 2』。ステンレスの6倍の強度を持つ
セラミックベゼルに1.2インチの高精細ディスプレイを搭載した
約57gの軽量ボディは、運動中にも快適にフィットするよう設計

2017年6月9日発売
市場想定売価　LTEモデル：35,800円、Wi-Fiモデル：29,800円（税抜）
世界的なオーディオブランド、ハーマンカードンがサウンドチューニングを
施し、優れたエンターテイメント性を実現する『MediaPad M』 シリーズ
で、5月に日本国内最高権威のオーディオビジュアルアワード「VGP 2017 

SUMMER」を受賞した『HUAWEI MediaPad M3』に続く最新モデル。
4（クアッド） スピーカーとファーウェイ独自のサラウンド技術、1920×1200
の高精彩ディスプレイを採用した約10.1インチの大画面による音と映像
への徹底したこだわりと、Microsoft Office Mobile標準装備の充実した
スペックで、利用シーンが広がります。

『HUAWEI MediaPad
M3 Lite 10』

2017年6月9日発売
市場想定売価29,980円（税抜）
2016年SIMロックフリースマートフォン年間販売台数No.1※の『HUAWEI 

P9 lite』の後継モデルとして、機能とコストパフォーマンスをさらに大幅
アップ。5.2インチフルHDディスプレイ、オクタコアチップセットKirin658、
3000mAhの大容量バッテリー、高感度指紋センサー搭載の高性能を
手頃な価格でお楽しみいただけます。

『HUAWEI
P10 lite』

※ BCNランキングデータをもとに弊社にて集計

世界初！ 3つのライカレンズを搭載した
『HUAWEI P10』『HUAWEI P10 Plus』と
新しいスポーツスマートウォッチ『HUAWEI WATCH 2』

『HUAWEI P10』
市場想定売価65,800円（税抜）

『HUAWEI P10 Plus』
市場想定売価72,800円（税抜）

6月9日、ファーウェイ・ジャパンは新製品発表会を開催し、3つの新製品を発表しました。
ライカとの共同開発によるダブルレンズを搭載したハイエンドスマートフォン「Pシリーズ」の最新機種『HUAWEI P10』『HUAWEI 

P10 Plus』と、スタイリッシュな外観を維持しながらスマート機能とスポーツ機能を統合した新しいスポーツスマートウォッチ
『HUAWEI WATCH 2』の特長を、発表会の模様とあわせてお伝えします。

されています。カスタマイズ可能なウォッチフェイスにはスポーツ
タイプやクラシックタイプなど20以上のオプションを用意、気分
や好みに合わせてお選びいただけます。
　内蔵のスマートセンサーは、距離、速度、歩数、心拍数、心拍
数の範囲、カロリー、歩行、経路などさまざまなデータを収集。
リアルタイムコーチ機能がトレーニング計画に基づいたガイダンス
を提供し、最適なトレーニングをサポートしてくれます。メールや
電話の通知を受信できるほか、音楽再生やGoogle アシスタント
など便利な機能も満載で、スポーツや日常生活をよりアクティブに
お楽しみいただけます。クラシックなデザインと機能性を両立

多彩なフィットネスソリューションを提供

『HUAWEI WATCH 2』
市場想定売価34,800円（税抜）

1

32

■6月9日に開催された発表会には、ライカカメラジャパン リテール統括部 部長の
岩佐浩氏が登壇し、ライカを代表するSUMMILUXレンズを搭載した『HUAWEI P10 
Plus』への期待を述べた　■広告や雑誌などで活躍するフォトグラファーの舞山
秀一氏は『HUAWEI P10 Plus』 で撮影した写真を披露、普段から使っているライカ
カメラにも劣らない性能に「スマートフォンで撮影したとは思えない」と驚きを語った
■タレントの片瀬那奈さんと藤本美貴さんもゲストで登場し、父の日のプレゼントを
テーマにトーク

1

2

3
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2016年度の業績ハイライトはこちらから
ご覧いただけます。

2017 . 7 . 16
日本フィランソロピー協会が主催する東北・
熊本復興応援イベント『チャリティー・リ
レーマラソン東京2017』に協賛。社員ボラン
ティアによる運営サポートのほか、会場で
利用する通信機器を提供

2017 . 7 . 20 ～ 21
東京国際フォーラムで開催される『ケーブ
ル技術ショー2017』に出展。分散CCAP
（D-CCAP）をベースとしたDOCSIS3.0/3.1 
準拠のシステム、それを支えるNG-PON 
OLT システムを中心としたアクセスシステ
ムのほか、バックホールネットワークシステ
ムとして100G 対応コンパクトWDM、IP
ネットワーク、マルチサービスエッジルーター
を展示。協賛企業による活用事例も紹介

2017 . 7 . 20 ～ 21
ザ・プリンス パークタワー東京で開催され
る『SoftBank World 2017』に出展。クラ
ウドやIoT関連のソリューションを展示する
ほか、技術戦略本部 キャリア技術戦略部 
部長 郭宇が「成功事例からみたIoTによる
価値創造」をテーマに講演

2017. 7 . 20 ～ 21
虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される
『OpenStack Days Tokyo 2017』に出展。
高密度サーバー『FusionServer X6000』と
N V M e  S S Dによるハイパフォーマンス
OpenStackプラットフォームを展示するほ
か、サイバーエージェント 技術本部の平野
智洋氏が同社での導入事例を紹介

2017 . 5 . 10 ～ 12
東京ビッグサイトで開催された『第8回クラ
ウド コンピューティング  EXPO【春】』で
GMOインターネットグループのブースに協
賛し、ブース内のオープンステージで
ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業
本部 ソリューションセールスマネージャー
の水戸部章生がPCIe SSDによるサーバー
高速化ソリューションについて講演

2017 . 5 . 24 ～ 26
東京ビッグサイトで開催された『ワイヤレ
ス・テクノロジー・パーク2017』内の「5G 
Tokyo Bay Summit」パビリオン内にブー
スを出展、最先端の5Gミリ波装置と5Gア
プリケーションを展示。「 International 
Session」ではファーウェイ セルラーIoT
プロダクトライン バイスプレジデントの武亮
平（Wu Liangping）が「NB-IoT：グローバ
ルでの商用化に向けた最新の動き」につい
て講演

2017 . 7 . 8
幕張メッセにて決勝大会が開催される『モン
ストグランプリ2017チャンピオンシップ』
に協賛。『HUAWEI Mate 9』を大会用公式
端末として提供し大会をサポートするほか、
ベスト8以上のチームにモンストキャラ刻印
オリジナル『HUAWEI nova』を贈呈

　

　5月29日、東京・内幸町のイイノホー
ルで行われた日本経済新聞社・総務省
主催の『世界デジタルサミット2017』に
て、ファーウェイ プロダクト＆ソリュー
ショングループ CTO 李三琦（リ・サンチ）
が、「5G・IoTが促す第4次産業革命」と
題するセッションにパネリストの1人と
して登壇しました。昨年まで『世界ICT

サミット』と称されていた同イベントは、
デジタル技術の重要性がますます高
まっていることを背景に今年から名称を
改め、「IoTが拓くイノベーションと成長」
をテーマに開催されました。日本経済新
聞社編集委員の関口和一氏がモデレー
ターを務めたこのセッションで、李はエリ
クソン・ジャパン 代表取締役社長 マイ
ケル・エリクソン氏、SAP シニアバイス
プレジデント（ I oT・デジタルサプライ
チェーン担当） ハンス・タルバウアー氏、
シュナイダーエレクトリック 代表取締役 

松崎耕介氏とともに、5GやIoTインフラ
が社会や産業界をどう変えていくのかを
議論しました。

『世界デジタルサミット2017』にて
李三琦CTOが5G・IoTについて議論

その他の主なニュース
2017 . 5 . 16
米国オーランドで開催されたSAP最大規模
のカンファレンス『SAPPHIRE NOW』におい
て、「SAP HANA イノベーションアワード」の
特別賞に入賞。世界最大の輸出量を誇る
ニュージーランドの乳製品メーカー・フォン
テラがSAP HANAをベースとした財務およ
びサプライチェーン管理システムを導入す
るにあたり、ファーウェイの『FusionServer 
RH5885H V3』ラックサーバーで支援したこ
とを評価される

2017 . 5 . 23
ロンドンで開催された『GTBイノベーションア
ワード』で、CloudRANベースで物理的なセ
ルに縛られないユーザー中心の5G向け無線
（5G Radio User Centric No Cell）における
イノベーションと検証を評価され、スペイン・
テレフォニカとともに「5Gインフラストラク
チャサービスイノベーション（Infrastructure 
Service Innovation）賞」を受賞

2017 . 5 . 31
スペイン・マドリッドでインフォーマが主催
した「ネットワーク仮想化賞（Network 
Virtualization Industry Awards） 2017」
において、英国のEEと共同で「最も成功した
NFV導入（Most Successful Deployment 
of NFV）賞」を受賞

2017 . 6 . 9
ドイツのクーカ（KUKA）とスマートファク
トリー分野での新たな協業に合意

2017 . 6 . 9
マイクロソフトとの共同設計による、ファー
ウェイのサーバーとスイッチをベースとした
Microsoft Azure Stack向けハイブリッド
クラウドソリューションの提供を発表

2017 . 6 . 13
ロンドンで開催されたファーウェイ主催の
『ヨーロピアンイノベーションデイ』におい
て、エディンバラ大学と分散データ管理・
分析に関する共同ラボの開設を発表

2017 . 4 . 7
『世界接続性指標報告書2 0 1 7年度版
（Global Connectivity Index、GCI 2017）』
を発表。ICTへの戦略的投資で経済成長が
加速している一方、先進国と途上国間の格
差が広がっていることを指摘

2017 . 4 . 24 ～ 28
世界最大の産業見本市『ハノーバーメッセ 
2017』に出展。GEデジタルとクラウドベー
スの予防保全ソリューションを、Tシステム
ズとI o Tベースのスマート小売ソリュー
ションを発表したほか、インテルとハイパ
フォーマンスコンピューティングにおける
イノベーション加速に向けた覚書を、レッ
ドハットと『Red Hat Enterprise Linux』
対応サーバー製品の開発に向けたOEM
パートナー契約を締結

2017 . 5 . 15 ～ 17
『ドバイ空港見本市 2017』で 航空産業の
デジタル化を加速する最新のICTソリュー
ションを披露

　3月31日、2016年度（2016年1月～12月）
の監査後業績を発表し、すべての事業
グループが堅実な成長を達成した結果、
グループ売上高が対前年比32％増とな
る5,216億人民元（約8兆7,316億円※）
に、純利益が同0.4％増となる371億元
（約6,211億円※）に達したことを明らかに
しました。また、研究開発への年間投資
額は764億元（約1兆2,789億円※）にの
ぼりました。
　4月11日～13日には中国・深圳で経営
戦略説明会『第14回ファーウェイグロー
バルアナリストサミット』を開催し、クラ
ウドサービス、映像サービス、IoT、AI、
デジタル変革などの分野における最新
の研究成果とビジネス事例、ソリュー
ションを紹介したほか、各分野における
事業戦略を共有しました。

2016年度監査後業績を発表
グローバルアナリストサミットで
事業の成果と戦略を共有

その他の主なニュース

サミットのオープニングスピーチで戦略を説明する
ファーウェイ輪番CEO兼取締役副会長の徐直軍
（エリック・シュー）

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

※1人民元＝16.74円で換算（2016年12月31日現在）

ファーウェイ・ジャパンの企業情報を発信
する公式Facebookアカウントもあわせて
ご覧ください。

年平均成長率

24%

▶売上高
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ション設計に携わったのち、インドの
R&Dセンターでインテリジェントネット
ワークの開発マネージャーを務めました。
2005年にBNCへ異動し、本社でモバイル
ブロードバンド分野のコンサルティングを
10年経験しました。JKCCの立ち上げに
あたって来日し、チームを統括しながら
韓国のSKテレコム、タイのAIS、インドネ
シアのテルコムセル（Telkomsel）などの
業務を支援しています。
柴田：私は国内の通信事業者でのサービ
ス開発、機器ベンダーでのコンサルタント
を経て、2015年にファーウェイに入社しま
した。モバイルブロードバンド、特に5Gを
専門にコンサルティングを行っています。
これまでにフランスのオレンジ（Orange）、
アラブ首長国連邦のエティサラート

　ファーウェイはグローバルなICT市場での事業を通じて蓄積した知見を、世界各国の通信事業者のお客様と共有し、ビジネス
の成功を支援しています。通信事業者向けにコンサルティングを行うビジネスネットワークコンサルティング（BNC）部門は、
「日韓コンピテンスセンター（Japan and Korea Competence Center、JKCC）」として日本オフィスにも拠点を置いています。

ファーウェイ・ピープル

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

大西：世界中のお客様の経営者層に対
し、双方の技術リソースを組み合わせな
がらお客様の利益を最大化するビジネス
モデルを提案し、それを構築していくのは
とてもエキサイティングです。社内でも多
くの部門との連携が必要で、幅広い人脈
と視野を培うことができ、知的好奇心を
満たせるおもしろい仕事だと思います。
佐久間：私はこれまで事務職の経験がな
く、実は採用面接を受けた後に「これは無
理かも」と一度辞退しようかと思ったので
すが、一から教えるから試しにやってみな
いかと言ってもらえて、それなら、と入社
を決めた経緯があります。始めてみると皆
さんがいろいろな仕事に関わるチャンス
をくださり、少しずつコツがつかめてきま
した。秘書課に所属する他部署のアシス
タントの方々も、面倒見よくサポートして
くれて助かっています。中国での経験を活
かしつつ、接客業とはまったく違うジャン
ルの仕事を覚えていけるのは楽しいです。

蹇：まず、通信の専門知識とコンサル
ティング経験、海外のお客様向けに調
査と提案ができる英語力が必須です。
提案を上手にプレゼンテーションできる
だけでなく、お客様の上層部ときちんと
したコミュニケーションがとれなければ
なりません。また、深みのあるユニークな
インサイトを抽出できる分析力、説得力の

チャイナモバイルインターナショナル
（CMI）などを担当しています。
佐久間：上海の大学で中国語を学び、
前職は中国国際航空で7年間客室乗務
員をしていました。結婚を機にオフィス
ワークがしたいと思いファーウェイに転
職し、アシスタントとしてリサーチの補助
や資料作成など、ナレッジマネジメント
の面でチームをサポートしています。

柴田：事業戦略を含めたハイレベルなコン
サルティングを海外のお客様に提供でき
ることです。例えばオレンジではNFV・
SDNを活用したサービスやビジネスのプ
ランを提案し、4か月間じっくり議論を続
けて事業計画をともに作り上げました。製
品の売り込みではなくお客様の成功の支
援がミッションなので、結果的に自社技術
を活用できない場合もあるのですが、練り
上げた提案を受け入れてもらい、お客様
の力になれた時には達成感を感じますね。
迫田：課題を解決するだけでなく、市場を
リサーチしてプロアクティブな提案を行う
というスタイルのコンサルティングは日本
ではめずらしく、通信事業者に特化した
ものはほとんどありません。ファーウェイ
の最先端の技術やソリューションに触れ
ながら、海外の通信事業者の実状を知る
ことができ、そこで知見を活用してもらえ
るのは得がたい経験です。

（ E t i s a l a t）、スイスのスイスコム
（Swisscom）などを担当してきました。
大西：マイクロソフトでデジタルメディア製
品の開発に20年ほど携わっていましたが、
JKCCの立ち上げと同時にファーウェイに
入社し、通信業界へ転身しました。現在は
テレフォニカ（Telefónica）、ブラジルの
VIVO、メキシコのアメリカモビル（América 

Móvil）など中南米の通信事業者を中心に
動画サービス分野の提案をしています。
迫田：昨年入社した、チーム内では一番
の新人です。機器ベンダーで通信事業者
向けオペレーティングシステムのデリバ
リーを手がけてきました。ネットワーク
変革の領域で、ロシアのロステレコム
（Rostelecom）やメガフォン（MegaFon）、
サウジアラビアのサウジテレコム（STC）、

蹇（ジェン）：ビジネスネットワークコンサ
ルティング部門はグローバルな組織で、
深圳本社をはじめイギリス、香港、マレー
シア、日本に拠点を持ち、現地の通信事
業者のビジネスにおける成功事例やベ
ストプラクティスをリサーチして、他国の
通信事業者とその知見を共有することを
主な機能としています。その名のとおり、
ビジネスプランだけでなくネットワーク設
計も含めたコンサルティングを行うのが
特長で、ネットワークソリューションのプ
ロバイダーが提供するサービスとしては
ユニークだと思います。日本の拠点であ
る「日韓コンピテンスセンター」は2015年
5月に設置され、2020年に向けたICT変
革、5G、クラウドネットワーク、動画といっ
た領域を中心に、日韓市場の分析に基
づいたインサイトを世界中の通信事業者
のお客様に提供しています。

蹇：1999年にファーウェイに入社し、コア
ネットワーク分野の研究開発やソリュー

今回のファーウェイ・ピープルでは、日本を拠点に世界の通信事業者にコンサルティングサービスを提供する
ビジネスネットワークコンサルティング部門をご紹介します。

Theme

世界の通信事業者を支援するコンサルティングサービス

あるレポートを書くスキル、社内外の関
係者と連携してプロジェクトを遂行でき
るマネジメント力も重要です。すべてを満
たせる人材はなかなかいませんが、幸い
現在は優秀なメンバーが集まっています。
さらなるチームの強化を目指し、今後も
優れた人材の採用に注力していきます。

蹇：私は旅行が好きで、来日後は全国各
地を旅しています。また料理も趣味で、
故郷・四川の激辛料理が得意です。
柴田：長年トライアスロンをやっており、
仕事帰りや週末はトレーニングにいそしん
でいます。昼休みに区民プールまでひと泳
ぎしに行くこともよくあります。
大西：パラグライダーを始めて10年ほど
になります。空を飛ぶ爽快感を楽しみな
がら、風をとらえるための想像力が鍛えら
れるスポーツで、実はさほど体力は要らな
いので、長く続けられるのも魅力です。
佐久間：着物が好きで、社内でも和装部
に所属しています。日中の同僚に着付け
を教えるほか、新年会などの社内行事に
和装で参加したり、お祭や寄席などに出
かけたりして楽しんでいます。
迫田：趣味とは呼べませんが、出張で世
界中の国々に行けるのが楽しいですね。
昨年訪れたサウジアラビアは観光では入
国できない国なので、現地の人々の生活
を垣間見れたのは貴重な体験でした。

組織の概要について
教えてください。Q

皆さんの経歴と役割について、
自己紹介をお願いします。Q

どんなところに
やりがいを感じていますか。Q

コンサルタントには
どんな資質を求めていますか。Q

プライベートでもアクティブな
メンバーが多いですね。Q

佐久間信子
（さくま・のぶこ）
ナレッジマネジメント・
アシスタント

迫田健
（さこだ・けん）
マネージング・プリンシパル

大西智樹
（おおにし・ともき）
シニア・コンサルタント

柴田純史
（しばた・じゅんじ）
プリンシパル・
コンサルタント

蹇颯
（ジェン・サー）
日韓コンピテンスセンター 部長
マネージング・プリンシパル
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有名です。砂浜に生息するサメハダホシ
ムシという無脊椎動物を煮込んだもので、
見た目は少々グロテスクですが、コラー
ゲンとアミノ酸が豊富な珍味です。

　大学院修了後、第一志望のファーウェイ
のほか、百度（バイドゥ）や、日本のラオッ
クスを傘下に納めた蘇寧（スニン）電器な
ど数社から内定をいただきました。両親や、
大学時代から交際していた現在の妻がい
る故郷からできるだけ離れたくなかったの
で、すぐ南の広東省深圳に本社を置く
ファーウェイに入社を決めました。
　キャリアアップのため海外転勤を希望
し、入社5年目にして日本赴任のチャンス
を得ました。国際ビジネス都市の東京で、
自分を鍛える最高の舞台を与えられたこ
とに感謝しています。妻は中国で仕事をし
ているので単身赴任となるのはさびしいで
すが、年内に一度家族を呼んで日本を案
内する予定です。それに備えてまずは日本
語を特訓し、社内のランニング・サークル
に入って体を鍛えながら東京を探訪しよ
うと思っています。

左から、肉粽、面線糊、土筍凍

劉 培陽（リウ・ペイヤン）
財務部　ファイナンス・マネージャー
大連理工大学で化学を学んだのち、産業経済学の修士号を取得。2012年に
ファーウェイに入社して以来、一貫して財務畑を歩む。今年3月に来日し、
現在はプロジェクト予算管理を担当。妻、2歳の娘と5か月の息子を中国に
残して単身赴任中。週2回のランニングで体を鍛え、小学生の時から続けて
いる書道を通じてストレスを解消している。

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。

ファーウェイの成長においてオープンで公正な人事ポリシーが果たしてきた
役割を強調した任は、変化の激しいICT業界で未来のビジネスチャンスを
つかみ続けていくためには、今後もオープンな姿勢と揺るがぬ向上心を維持
することが不可欠だと述べています。

泉州市を流れる洛陽江の河口にかかる石橋、洛陽橋は中国四大名橋の1つ
（©stephensos / 123RF 写真素材）

　今号のSpecial Interviewでは愛媛CATVの
取り組みをご紹介しました。残念ながら日帰り
取材で松山市内をゆっくり楽しむ時間はなかっ
たのですが、路面電車や道後温泉など、豊かな
情緒と活気を感じる街で、ここでファーウェイの
技術が役立っていることをうれしく思いました。
　さて、4月号で実施したFacebookキャンペーン
には多くのご応募をいただき、誠にありがとうご
ざいました。おかげさまでFacebookページの
「いいね！」も大幅に増え、『HuaWave』のご感想
もたくさんうかがうことができました。今後も皆
様のお声をお聞きしながらより有用なコンテンツ
づくりに活かしてまいりますので、メールや
Facebook上でぜひコメントをお寄せください。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

南洋貿易の繁栄に貢献した沿海都市

福建省泉州市
ふっ　   けん　  しょう　 せん      しゅう       し

あんけい

ちまき

ど  じゅん とう

えいしゅん

こう   ずちん  こう

う    す しん こう
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　1,300年以上の歴史を持つ港町・泉
州は、マルコ・ポーロの『東方見聞録』
にも登場する海のシルクロードの起点
で、日本とも唐の時代から交易がありま
す。17世紀にオランダから台湾を取り
戻した鄭成功は、父が泉州出身（母は
長崎県平戸島出身）で、この地で幼少
期を過ごしています。泉州から労働者と
して海を渡り、のちに貿易商に転じて富
を築いた南洋華僑も数多く、台湾に居
住する漢民族の45％の先祖がこの地域
の出身だと言われています。
　泉州には自分で商売をする人が多く、
私の父も風水師として生計を立てていま
す。迷信と思われるかもしれませんが、
中国人、特に福建人や広東人は建物を
建てる時や買う時によく風水で鑑定して
もらうのです。私も深圳で家を買った時
には父にアドバイスを仰ぎました（笑）。

　泉州の主な産業は農業と軽工業で、

市内の安渓県は鉄観音茶の産地、永春
県は｢鎮江香醋｣と並ぶ中国の四大名酢
「烏醋」の産地、晋江市は靴の国内三大
製造地の1つとして知られています。私が
生まれた沿海地域の恵安県では、漁婦が
身に付ける民族色豊かな「恵安女服飾」
が有名で（なんと、へそ出しルック！）、国
の文化遺産に登録されています。

　私にとっての故郷の味は、なんと言っ
ても具だくさんの肉粽です。もち米に埋も
れた、醤油や五香粉で炒めた豚肉、干し
しいたけ、乾燥えび、タロイモや栗が香ば
しくて、帰省時には早く食べたい気持ちを
抑えきれず、実家に着く前に寄り道してし
まいます（笑）。サツマイモ粉で作った細
い麺にとろみのあるスープをかけた面線
糊（ミェンシェンフー）も、泉州のソウル
フード。土筍凍と呼ばれる煮こごり料理も

　
　中国ではここ数年、ECやスマートフォン
の普及を背景に、オンラインでオフラインの
サービスを発注するO2O（Online-to-Offline）
型ビジネスが急速に発展してきました。
Uberの中国事業を買収した国内最大
手のタクシー配車サービス『滴滴出行
（ディーディーチューシン）』のほか、中国
に新たな“出前文化”を根づかせたフード
デリバリーの『餓了么（アーラマ）』、美容
師やネイリストを自宅に呼んで美容サー
ビスを受けられる『河狸家（フーリージ
ア）』など、数多くのスタートアップ企業が
大企業からの投資を集めて急激にビジネ
スを拡大しています。
　こうした中、最近注目を集めているの
が家具・インテリア業界のO2Oサービス
です。オンラインでの発注のみならず、
工場での製造や輸送の過程にも最新技
術を導入し、部屋のサイズや好みに合わ
せてカスタマイズした家具を手軽に購入

ビッグデータと
スマート工場で
インテリアをカスタマイズ

できるサービスが登場しています。その1

つ、『尚品宅配（シャンピンジャイペイ）』
では、家具単品だけでなく家全体のイン
テリアをオーダーメイドでコーディネー
トすることができます。
　ウェブサイトや微信（WeChat）の公式
ページから申し込むと、指定した日時に
インテリアデザイナーが家に来て部屋を
採寸し、好みのスタイルや色などをヒア
リングした上で、デザイン案の3Dレンダ
リングを作成。ここまではすべて無料で
す。その後、発注者はリアル店舗のショー
ルームを訪れ、レンダリングとあわせて
実際のサンプルを見ながら素材の質感
や色を確認します。プランが確定したら、
家具の製造を発注し、45日後には完成
品が納品・設置されます。
　さまざまな家具を1つひとつ検討して探
しまわる必要もなく、センスよくコーディ
ネートされたインテリアをワンストップで
揃えられるという便利なサービスですが、
これを支えているのがビッグデータの活用
とスマート工場です。尚品宅配は無料の
採寸とヒアリングでユーザーから収集した

ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（2017年、人事部の社員に向けたスピーチより）

部屋のタイプや好みなどをビッグデータ
解析し、年齢・性別・ライフスタイルなどに
応じた最適なデザイン案を抽出。これに
より、1日に数万件もの提案が可能になっ
ていると言います。
　また、同社のスマート工場では材料の
搬入、保管、選定からカット、加工、組立、
梱包、輸送まですべての工程を自動化し、
高効率な多品種少量生産を実現してお
り、こうした取り組みから中国の工業情
報化部（日本の総務省に相当）によってス
マート製造のパイロット企業として評価
されています。
　O2Oに加え、ユーザーの要望に応じて
受注製造するC2B（Consumer-to-

Business）の要素も兼ね備えた尚品宅
配のビジネスモデル。世界各国で進む従
来型産業のデジタル変革は、中国でも
着 と々進んでいるのです。

江蘇省

浙江省

四川省

北京

広東省

江西省

陝西省

上海上海
河南省

泉州市
貴州省貴州省貴州省貴州省

殻に閉じこもって硬直することなく、
業界の新たなコンセプトを吸収し続け、
時代の脈動をとらえていかなければならない。
オープンな姿勢こそが、生産の原動力となるのだ。

おへそが見えるほど
丈の短い上着が特徴の
恵安女服飾
（撮影：李麗英）

海のシルクロードの起点
日本とも意外な接点が

銘茶・鉄観音をはじめ
多彩な名産品

泉州市民のソウルフード

新たな舞台で
自分を鍛えるチャンス

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

インテリアデザイナーが採寸をもとに3Dレンダリン
グを作成、家具から小物までトータルでプラン
を提案してくれる（尚品宅配ウェブサイト http://
www.homekoo.com より）
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