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　中国・北宋の儒学者、周敦頤（しゅう とんい）が遺した『愛蓮説』とい
う文章があります。俗世間から離れた隠遁者のような菊の花、豪華で
富貴な牡丹の花と対比して、蓮は「泥より出でて泥に染まらず（出淤泥
而不染）」、つまり俗世間にありながら清廉さと高潔さを保つ、君子にふ
さわしい花だ、と述べた名文です。実際、蓮の葉には表面張力によって
水滴をはじく自浄作用があり、材料工学では「ロータス効果」と呼ばれ、
さまざまな製品に応用されています。
　誠実でオープンであることをコア・バリューとするファーウェイも、目先
の利益に惑わされることなく、お客様に最大の価値をお届けするという
使命を果たし、蓮の花のように品位ある成長を目指したい。夏の太陽
に向かって伸びる蓮の表紙写真に、そんな思いを託しました。その使
命の一端を担うべく、今号の『HuaWave』も皆様に役立つ情報をお
届けいたします。

編集部より
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　中国企業の国際特許申請数が目覚しく

増えていることが、日本のメディアでも注目さ

れています。中国は「世界の工場」から徐々

に脱し、世界中に新技術を発信する国に転

換しようとしています。

　ファーウェイは健全なビジネスシステムの

構築上、知的財産権（ I P R）の尊重

（Respect）・情報開示（Openness）・協力

（Collaboration）が不可欠だと考えていま

す。IPRを尊重・保護することで、より多くの

イノベーションが生まれるという信念から、当

社は20年ほど前に本社に知的財産部門を

設置しました。今日では、IPRを専門とする

ロードバンド・ネットワークの音声通話規格で

あるG.711.1といった分野でもその価値を

発揮しています。

　IPRを尊重・保護することに加え、当社は

IPRの有償利用とクロスライセンスの活用に

おいて、オープンかつ協力的な姿勢を保持し

ています。これは、既存のIPRに重複した投

資を行うことを防ぎ、イノベーションのコストを

抑えるためであり、また業界の健全なエコシ

ステムにも貢献するものです。

　技術開発には利益獲得までに長時間を

要する場合や、投資額が膨大になる場合も

ありますが、3GPPやETSI（European 

Telecommunication Standards Institute：

欧州電気通信標準化機構）といったオープ

ン標準化団体のサポートや、IPRの有償利用

に対するFRAND（Fair, Reasonable, and 

Non-Discriminatory ： 公正・合理的・非差

別的）条件の保護によって、多くの企業が通

信業界に継続的かつ効果的に投資するこ

とが可能となり、業界全体のさらなる発展へ

とつながっています。

　またファーウェイは、130を超える標準化団

体に会員として参加し、その多くで理事など

180以上の要職を務めているほか、ETSI、

ITU（International Telecommunication 

U n i o n：国際電気通信連合）、IEEE

（Institute of Electrical and Electronics 

Engineers：電気電子学会）、IETF（Inter- 

net Engineering Task Force：インター

ネット・エンジニアリング・タスク・フォース）と

いった団体に2万8,000件の提案をしてき

ました。標準化は、共通のプラットフォームを

構築し、技術の共有とイノベーションを促進

する上で不可欠であり、ファーウェイはその

ためにあらゆる努力を行っています。

　さらに当社は、クアルコム、アルカテル・

ルーセント、ノキア、エリクソンといった大手

同業者とともに特許ライセンス化のプログラ

ムにも積極的に関わっており、これらの企業

や特許保有者との間にクロスライセンスの

契約を数十件締結しています。こうした取り

組みによってイノベーションの成果を共有し

閻 力大
エン リ ダ

華為技術日本株式会社 代表取締役社長
ファーウェイ・ジャパン
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てこそ、IPRの社会的価値が最大化される

のです。

　中国が急速な経済成長とグローバル化

を遂げる中、ファーウェイは顧客志向のイノ

ベーションを基軸としてICT産業のグローバ

ル・リーダーの仲間入りを果たしました。振り

返れば、競争と協力へのオープンな姿勢が

当社の継続的成長を支えてきたのだと思い

ます。健全なIPRエコシステムを築いていく

ことは、世界市場で技術を生み出し続ける

企業としての重要な責務です。世界の通信

事業の発展のために、ファーウェイはこれか

らもその責務を果たしてまいります。

　特許の価値は、言うまでもなく量よりもそ

の質にあります。たとえば、ファーウェイは次

世代無線通信技術のLTE（Long Term 

Evolution）の必須特許の15%以上を保

有しています。また、ファーウェイの特許技

術はFTTH（Fiber To The Home：ファイ

バー・トゥ・ザ・ホーム）、OTN（Optical Trans-

port Network：光伝送ネットワーク）、固定ブ

弁護士や特許技術者を社内に数百名擁

するようになり、そのうち約20名は米国と欧

州の現地スタッフを採用しています。

　顧客志向のイノベーションを経営の主軸

とするファーウェイは、世界に23か所のR&D

センターを置き、年間売上高の10％以上を

研究開発に投資しています。2011年の投

資額は売上高の11.6％、約37億6,000万

ドル（約3,008億円※）に達し、過去10年間

の投資総額は150億ドル（約1兆2,000億

円※）を超えています。これまでに世界で4万

7,000件を超える特許を出願し、2011年末

までに2万3,500件以上が承認されました。

　また、当社は同業他社の特許技術も活用

し、年間約3億ドル（約240億円※）の特許

使用料を支払っています。 2007
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R&D投資額と対売上高比の推移
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CEOからのメッセージ

ファーウェイにおける
CEO輪番制度の意義
本文は、当社CEO（最高経営責任者）任正非が2011年度の年次報告書の巻頭

で、すべてのステークホルダーにあてたメッセージを日本語訳したものです。ファー

ウェイではユニークなCEO輪番制度を導入しています。取締役会から選出された3

名の代表者が、任期6か月のCEO職を輪番で担当します。任は、このメッセージで当

制度への自身の想いを述べています。

■■ 変化の時代を生き抜くために

　われわれは目まぐるしく変化する世界に

生きています。過去20年の変化は驚くほ

どです。中国はかつて非常に貧しい国でし

たが、今や多くの自動車が走り、高速鉄道

網が張りめぐらされ、都市の現代化が進

み、高価な品 が々流通しています。

　エレクトロニクス産業の変貌はさらにめ

ざましく、それは音声の時代から超ブロード

バンドの時代に至る通信産業の発展を見

れば明らかです。こうした発展は多くの人々

を幸福にしてきましたが、他方ではいまだそ

の恩恵にあずかれない人たちもいます。

　私はかつて「情報通信の流れは太平洋

と同じくらい膨大なものとなる」と言ったこと

があります。一体それはどのようなものでしょ

うか。それを思い描く想像力を、われわれは

幼い子供ほども持ち合わせていません。か

つては目覚しい技術力を持ち、世界をリード

していたものの、その後急増する情報技術

の需要に追いつけず、消え去ってしまった

通信機器ベンダーが何社もあります。

　ファーウェイには破綻から自らを守る不

思議な力のようなものがあるでしょうか。あ

るいは、他社の追随よりも早く自らが成長

していく力を持っているのでしょうか。

■■ ファーウェイのCEO輪番制度

　リーダーの輪番制は、別段新しいもので

はありません。社会の変化が比較的ゆる

やかだった時代には、皇帝が数十年にわ

たり統治し、平和と繁栄をもたらすことが

可能でした。中国では、唐、宋、明、清の各

王朝時代にそうした順調な時期がありま

した。また、在来型産業ではかつてCEO

が7～8年ごとに交代する企業があり、

CEOはその業界内で好況を何度か経験

しました。

　ビジネス環境が目まぐるしく変化する現

在、新興企業が次 と々現れ、その一方、ま

たたく間に消えていきます。ファーウェイは

社会の急速な変化に十分に対応するため

の方法をまだ見出していません。CEO輪番

制度が正しい選択かどうか、それは時間が

教えてくれるでしょう。

　従来型の株主資本主義では、BOD

（Board of Directors：取締役会）が株

主を代表し、資本価値の継続的・効果的

な増大を目指します。BODはコーポレート・

ガバナンスの一環として意思決定を下す

にあたり、株主から委任された権利・責任

と、資本構造の長期的安定を考え、保守

的になる傾向があります。

　CEOをBODの監督下に置くのは万国

共通のならわしです。私が思い描く“CEO”

とは、博識で、世界的な視野と広い心を持

ち、技術と業界の動向を常に把握してい

る経営者です。こうした優秀な人材の中

から1人を選び出し、CEOとして長期経営

を任せるのは、それができるだけの資源と

特権を有する企業にとっては有効かもし

れません。

　しかしファーウェイは、知識とお客様から

いただく評価を財産とする企業であり、技

術への投資を第一としています。そのた

め、技術のダイナミズムと市場の変動性

を考慮したうえで、当社は少人数の経営

者が交代でCEOの職務を引き受けるとい

うCEO輪番制度を採用しました。

　いくつもの業務を処理し、深い洞察力

を備え、正しい方向づけをするといったこと

を1人のCEOに期待するよりも、複数の

CEOがそれを輪番で受け持つほうが効果

的であると、当社は考えます。とはいえ、こ

の場合、連帯責任という別の問題が発生

します。

　ファーウェイは完全社員持株制度を導

入していますが、BODは株主である従業

員や顧客以外の利害関係者（政府、供給

業者など）の利益の最大化が最終目標で

はない、と明言してきました。むしろ、お客様

の利益に軸足を置き、従業員の献身を推

奨する姿勢を企業価値の中核としていま

す。なぜならば、ファーウェイの存続はそこ

にかかっているからです。

　輪番CEOを務める資格を複数の「頭

脳明晰」な人たちに与えることで、CEOは

世界の絶え間ない変化にさらされながら、

特定の枠内で意思決定を下せるようにな

ります。これが当社のCEO輪番制度の利

点です。

■ 多様性と調和が成功をもたらす

　以前は、1人の人間がCEOとして行動す

る権限を与えられ、企業の運命を左右して

いました。こうした慣行は中国のことわざ「成

功も失敗も蕭何（しょうか）※次第」そのもの

です。歴史は、こうした慣行が大きなリスクを

伴うことを繰り返し教えてくれます。

　株主の期待に応えて毎四半期、毎年

の経営成績をあげるため、CEOは多くの

業務に忙殺されます。多忙を極め、企業の

将来について深く研究したり考える暇もな

く日 を々過ごす、というのが従来の光景で

した。こうした状況に置かれたCEOは、自

分の思うように満足に仕事ができないこと

も多 あ々ります。

　ファーウェイの輪番CEOは、複数の経営

者から構成されているため、彼らが多様性

の中で調和を追求することにより、会社は

環境の変化に機敏に対応できるようになり

ます。

　意思決定は上層リーダー集団で下され

ますから、頑固な1人の人間のために会

社が硬直化するといったこともなく、予想

外のリスクのために事業が不安定化する

こともありません。

　輪番CEOは6か月交代で会社を指揮

します。就任期間を終えて非番になった

CEOは、引き続き会社の意思決定機構

の中核的メンバ一としてとどまり、事業上

の意思決定権と人事権を保持します。

　この制度は職位の権利と義務を組織

的に割り当てるものであり、輪番CEOの

使命と責任を社内でローテーションするも

のではありません。つまり、非番になった輪

番CEOはその使命と責任を他に転嫁す

るわけではなく、むしろ集団的意思決定に

参加し、次に輪番CEOとしての当番を引

き受けるときにはさらに準備万端な状態と

なっているのです。

　こうした制度を採用すれば、中国のこと

わざ「どの皇帝も自分のお気に入りを集め

て内閣を作る」という言葉で表されるような

状況を回避できます。この輪番制度では、

優秀な従業員たちが異なる輪番CEOの

リーダーシップのもとで働き続けます。また、

各CEOの就任期間中でも、経営幹部の

任命はトップ経営陣の集団的意思決定

に基づいて行われるため、不当人事を防

ぐこともできます。さらに、資本上の制限と

BODによる牽制のため、会社がやみくも

に事業を拡大することもありません。私は

CEO輪番制度こそが当社の持続的な成

長を支え、成功へ導く効果的な処方と考

えます。たとえ期待通りの結果が生まれな

くても、新しい試みに挑戦したことに悔い

はありません。

　当社のCEO輪番制度に対して皆様よ

り貴重なご意見をいただくとともに、これ

からも寛大に見守っていただければ幸い

です。

ファーウェイ・
テクノロジーズ
CEO

任 正非
（レン・ジェンフェイ／ Ren Zhengfei）

※蕭何は漢王朝の初期に生きた中国の政治家。漢王朝の初期、韓信を将軍に推挙したが、後になって皇后呂雉の韓信殺害を助けた。

　以来、この言いまわしは、企てが成功するも失敗するも同一の人や物に由来する状況を表す隠喩として使われている。



/ JUL.201202 / JUL.2012 03

CEOからのメッセージ

ファーウェイにおける
CEO輪番制度の意義
本文は、当社CEO（最高経営責任者）任正非が2011年度の年次報告書の巻頭

で、すべてのステークホルダーにあてたメッセージを日本語訳したものです。ファー

ウェイではユニークなCEO輪番制度を導入しています。取締役会から選出された3

名の代表者が、任期6か月のCEO職を輪番で担当します。任は、このメッセージで当

制度への自身の想いを述べています。

■ 変化の時代を生き抜くために

　われわれは目まぐるしく変化する世界に

生きています。過去20年の変化は驚くほ

どです。中国はかつて非常に貧しい国でし

たが、今や多くの自動車が走り、高速鉄道

網が張りめぐらされ、都市の現代化が進

み、高価な品々が流通しています。

　エレクトロニクス産業の変貌はさらにめ

ざましく、それは音声の時代から超ブロード

バンドの時代に至る通信産業の発展を見

れば明らかです。こうした発展は多くの人々

を幸福にしてきましたが、他方ではいまだそ

の恩恵にあずかれない人たちもいます。

　私はかつて「情報通信の流れは太平洋

と同じくらい膨大なものとなる」と言ったこと

があります。一体それはどのようなものでしょ

うか。それを思い描く想像力を、われわれは

幼い子供ほども持ち合わせていません。か

つては目覚しい技術力を持ち、世界をリード

していたものの、その後急増する情報技術

の需要に追いつけず、消え去ってしまった

通信機器ベンダーが何社もあります。

　ファーウェイには破綻から自らを守る不

思議な力のようなものがあるでしょうか。あ

るいは、他社の追随よりも早く自らが成長

していく力を持っているのでしょうか。

■ ファーウェイのCEO輪番制度

　リーダーの輪番制は、別段新しいもので

はありません。社会の変化が比較的ゆる

やかだった時代には、皇帝が数十年にわ

たり統治し、平和と繁栄をもたらすことが

可能でした。中国では、唐、宋、明、清の各

王朝時代にそうした順調な時期がありま

した。また、在来型産業ではかつてCEO

が7～8年ごとに交代する企業があり、

CEOはその業界内で好況を何度か経験

しました。

　ビジネス環境が目まぐるしく変化する現

在、新興企業が次 と々現れ、その一方、ま

たたく間に消えていきます。ファーウェイは

社会の急速な変化に十分に対応するため

の方法をまだ見出していません。CEO輪番

制度が正しい選択かどうか、それは時間が

教えてくれるでしょう。

　従来型の株主資本主義では、BOD

（Board of Directors：取締役会）が株

主を代表し、資本価値の継続的・効果的

な増大を目指します。BODはコーポレート・

ガバナンスの一環として意思決定を下す

にあたり、株主から委任された権利・責任

と、資本構造の長期的安定を考え、保守

的になる傾向があります。

　CEOをBODの監督下に置くのは万国

共通のならわしです。私が思い描く“CEO”

とは、博識で、世界的な視野と広い心を持

ち、技術と業界の動向を常に把握してい

る経営者です。こうした優秀な人材の中

から1人を選び出し、CEOとして長期経営

を任せるのは、それができるだけの資源と

特権を有する企業にとっては有効かもし

れません。

　しかしファーウェイは、知識とお客様から

いただく評価を財産とする企業であり、技

術への投資を第一としています。そのた

め、技術のダイナミズムと市場の変動性

を考慮したうえで、当社は少人数の経営

者が交代でCEOの職務を引き受けるとい

うCEO輪番制度を採用しました。

　いくつもの業務を処理し、深い洞察力

を備え、正しい方向づけをするといったこと

を1人のCEOに期待するよりも、複数の

CEOがそれを輪番で受け持つほうが効果

的であると、当社は考えます。とはいえ、こ

の場合、連帯責任という別の問題が発生

します。

　ファーウェイは完全社員持株制度を導

入していますが、BODは株主である従業

員や顧客以外の利害関係者（政府、供給

業者など）の利益の最大化が最終目標で

はない、と明言してきました。むしろ、お客様

の利益に軸足を置き、従業員の献身を推

奨する姿勢を企業価値の中核としていま

す。なぜならば、ファーウェイの存続はそこ

にかかっているからです。

　輪番CEOを務める資格を複数の「頭

脳明晰」な人たちに与えることで、CEOは

世界の絶え間ない変化にさらされながら、

特定の枠内で意思決定を下せるようにな

ります。これが当社のCEO輪番制度の利

点です。

■■ 多様性と調和が成功をもたらす

　以前は、1人の人間がCEOとして行動す

る権限を与えられ、企業の運命を左右して

いました。こうした慣行は中国のことわざ「成

功も失敗も蕭何（しょうか）※次第」そのもの

です。歴史は、こうした慣行が大きなリスクを

伴うことを繰り返し教えてくれます。

　株主の期待に応えて毎四半期、毎年

の経営成績をあげるため、CEOは多くの

業務に忙殺されます。多忙を極め、企業の

将来について深く研究したり考える暇もな

く日 を々過ごす、というのが従来の光景で

した。こうした状況に置かれたCEOは、自

分の思うように満足に仕事ができないこと

も多 あ々ります。

　ファーウェイの輪番CEOは、複数の経営

者から構成されているため、彼らが多様性

の中で調和を追求することにより、会社は

環境の変化に機敏に対応できるようになり

ます。

　意思決定は上層リーダー集団で下され

ますから、頑固な1人の人間のために会

社が硬直化するといったこともなく、予想

外のリスクのために事業が不安定化する

こともありません。

　輪番CEOは6か月交代で会社を指揮

します。就任期間を終えて非番になった

CEOは、引き続き会社の意思決定機構

の中核的メンバ一としてとどまり、事業上

の意思決定権と人事権を保持します。

　この制度は職位の権利と義務を組織

的に割り当てるものであり、輪番CEOの

使命と責任を社内でローテーションするも

のではありません。つまり、非番になった輪

番CEOはその使命と責任を他に転嫁す

るわけではなく、むしろ集団的意思決定に

参加し、次に輪番CEOとしての当番を引

き受けるときにはさらに準備万端な状態と

なっているのです。

　こうした制度を採用すれば、中国のこと

わざ「どの皇帝も自分のお気に入りを集め

て内閣を作る」という言葉で表されるような

状況を回避できます。この輪番制度では、

優秀な従業員たちが異なる輪番CEOの

リーダーシップのもとで働き続けます。また、

各CEOの就任期間中でも、経営幹部の

任命はトップ経営陣の集団的意思決定

に基づいて行われるため、不当人事を防

ぐこともできます。さらに、資本上の制限と

BODによる牽制のため、会社がやみくも

に事業を拡大することもありません。私は

CEO輪番制度こそが当社の持続的な成

長を支え、成功へ導く効果的な処方と考

えます。たとえ期待通りの結果が生まれな

くても、新しい試みに挑戦したことに悔い

はありません。

　当社のCEO輪番制度に対して皆様よ

り貴重なご意見をいただくとともに、これ

からも寛大に見守っていただければ幸い

です。

ファーウェイ・
テクノロジーズ
CEO

任 正非
（レン・ジェンフェイ／ Ren Zhengfei）

※蕭何は漢王朝の初期に生きた中国の政治家。漢王朝の初期、韓信を将軍に推挙したが、後になって皇后呂雉の韓信殺害を助けた。

　以来、この言いまわしは、企てが成功するも失敗するも同一の人や物に由来する状況を表す隠喩として使われている。
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■■ 継続的成長を見据えた業績

　昨年は、世界経済の下方スパイラル

に、いくつかの地域の政治的混乱と為替

相場変動が重なり、当社も大きな影響を

受けました。これらの困難にもかかわらず、

ファーウェイはほぼ目標どおりの業績を達

成しました。今後20年にわたる当社の継

続的成長のための堅固な土台を築き上

げたと言えます。

　全従業員の献身的努力のおかげで、

2011年の売上は2,039億人民元（約2

兆4,468億円※）、純利益は116億人民

元（約1,392億円※）に達しました。この

間、事業への投資を拡大し、3万人近い

従業員を新たに採用しました。

　通信事業者向けネットワーク事業は、

着実な成長を遂げました。ワイヤレスLTE

ネットワーク分野をリードし、専門サービス

とナショナル・ブロードバンドの領域で急

速な成長を実現しました。さらに通信事業

者用ソフトウェアとコア・ネットワークでは、

310を超える世界のお客様にエンド・

ツー・エンドのソリューションとサービスを提

供しています。

　法人向け事業では、中国内企業向け

ICTソリューションの主流サプライヤーに

なりました。I T製品のライン確立と

ファーウェイ・シマンテックの完全子会社

化により、クラウド・コンピューティングを用

いたデータセンター・ソリューションにおけ

るリーダーシップを強化し、企業向けに

ICTソリューションを提供する体制を拡充

しました。

　コンシューマー向け端末事業の売上は

前年比44%増の446億人民元（約

5,352億円※）に達し、デバイスの出荷台

数は同30%増の1億5,000万台弱となり

ました。また、フラッグシップ・デバイスのシ

リーズを発売し、好評を博しています。

■■ 可能性と課題

　ICT業界は新しい成長フェーズにありま

す。待ち時間ゼロ、高品質、シンプルを特

徴とする、モバイル・ブロードバンド時代に

求められるユーザー・エクスペリエンスは、

この業界を牽引する重要な要素となって

います。またクラウド・コンピューティングは

ますます広く利用されるようになり、ICT業

界における既存のビジネスモデルの多く

を変えていきます。今後5年間、モバイル・

ブロードバンドの加入者数は50億を超え、

ネットワーク・トラフィックは100倍にも達す

ると予想されます。スマートデバイスがます

ます一般化し、人々の日常生活に組み込

まれていきます。

　当社はこの前例のない機会を生かしつ

つも、他方で多くの課題に直面していま

す。マクロ経済を見れば、世界経済はなお

も停滞を続けています。インフレや為替変

動などの要因が事業運営費を押し上げ、

当社の事業リスクを高めています。世界

的な需要の減退、資産バブルの崩壊、投

資資金の引き上げが同時に発生する可

能性もあり、それが世界経済の不確実性

輪番CEOからのメッセージ

ファーウェイの
新たな成長戦略と
その実現に向けて
当社の輪番CEOの一人、胡厚崑は、2011年10月から2012年3月までその任期を務めました。

本文は、胡が2011年度の年次報告書で当社の現状と今後の成長戦略について述べた

メッセージを日本語訳したものです。

を高めています。

　新しいシナリオと困難を前に、正しい戦

略を選択し、実行する当社の底力が試さ

れています。

■ グローカルな企業を目指して

　意思決定の構造を明確にし、プロセス

と組織を合理化し、業務効率を向上させ

るため、当社は通信事業者向けネットワー

ク事業のみに頼ることなく、複数の事業グ

ループを運営する経営体制を導入しまし

た。この経営体制をさらに洗練させ、組織

力を向上し、事業に絶えず活力を吹き込む

ことで、ファーウェイを真にグローカライズ

（globalize + localize）した企業へと発展

させなければなりません。

　今後も私たちは、効率的な成長にフォー

カスし、継続的革新を通じてICT分野にお

いてお客様のための価値創造能力を高

めていきます。

　そのために管理職の育成と報奨制度

の最適化をより迅速に行い、組織力を強

化し、活力を高めていきます。世界市場で

の発展を目指し、調和の取れたエコシステ

ムの構築に邁進します。

　お客様のニーズへの洞察を深め、戦略

的投資によって効率的な成長を実現して

いくためには、会社の戦略に合致した事

業目標とクローズド・ループの経営管理が

必要です。リスク管理を強化し、標準化さ

れた業務を統合し、世界経済のあらゆる

不確実性に対して冷静に対処できなけれ

ばなりません。

　当社はガバナンス体制を継続的に強

化し、各事業グループの委任およびガバ

ナンス制度を明確に定めています。そのた

め、各部門が次第に会社の全体的戦略

や事業ガイドラインから逸れていく、といっ

たことが起こらないようになっています。

　各事業グループが事業を適切に拡大

し、会社が効率的に成長するように、評

価・報奨制度の改善を進めています。複

数の事業グループを抱える体制では、ク

ローズド・ループの経営管理アプローチを

特徴とする、自己動機づけと自己規律の

効果的なメカニズムを確立しなければなり

ません。この経営管理メカニズムは戦略

の立案から実行まで、また予算編成から

会計処理までのあらゆる活動を網羅し、目

標達成とリンクした報奨制度と懲戒制度

を含むものとなります。つまり、責任、権

限、報酬のすべてが一貫したものとなるの

です。

　世界規模で経営管理体制をより一層

整備するために、使命感と戦略的思考力

を備え、物事を世界的な視点でとらえて、

大胆なイニシアチブを実行できる管理職

を多数育成していきます。また、インセン

ティブ制度を最適化して、事業の成果を

従業員たちと分かちあうことで、さらなる業

績向上に向けて士気を高めていきます。

　われわれは今後も世界各地で新分野

への投資を拡大し続け、成功に向けて

しっかりとした土台を築いていきます。さら

に、優秀な人材を世界各地に効果的に

配置し、専門知識、経験、資源を共有し、

広範囲のパートナーシップを確立します。

　ファーウェイでは、エコシステムの改善

が最優先事項です。責任ある企業市民と

して、当社が事業を営むすべてのコミュニ

ティーに貢献しようという強い決意のもと、

世界各国の政府、メディア、業界パート

ナーとの関係を改善します。

　さらに、信頼できるエンド・ツー・エンドの

グローバルなサイバー・セキュリティー保証

システムを開発し導入します。

■ すべてはお客様のために

　エコシステムが急速に変化し、ビジネス

モデルが絶えず進化していることは、チャ

ンスと課題の両方が私たちの前途に待ち

受けていることを示しています。変わらぬ

信頼と支援を差し伸べてくださるすべての

お客様とパートナーの皆様に、厚く御礼

申し上げます。お客様のためにいっそうの

価値を創り出そうと日々努めている14万

人の勤勉な従業員にも感謝します。

　当社は今後ともお客様志向の姿勢を

貫き、献身的に努力し続けることを約束し

ます。これからも、お客様とパートナーの皆

様と手をたずさえ、通信を通じて人々の生

活を豊かにするという目標に向けて邁進し

てまいります。

輪番CEO

胡厚崑
（ケン・フー／Ken Hu）

※1人民元12円換算

単位：100万人民元
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■ 継続的成長を見据えた業績
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に、いくつかの地域の政治的混乱と為替

相場変動が重なり、当社も大きな影響を

受けました。これらの困難にもかかわらず、

ファーウェイはほぼ目標どおりの業績を達

成しました。今後20年にわたる当社の継

続的成長のための堅固な土台を築き上

げたと言えます。

　全従業員の献身的努力のおかげで、

2011年の売上は2,039億人民元（約2

兆4,468億円※）、純利益は116億人民

元（約1,392億円※）に達しました。この

間、事業への投資を拡大し、3万人近い
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着実な成長を遂げました。ワイヤレスLTE
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とナショナル・ブロードバンドの領域で急

速な成長を実現しました。さらに通信事業

者用ソフトウェアとコア・ネットワークでは、

310を超える世界のお客様にエンド・

ツー・エンドのソリューションとサービスを提

供しています。

　法人向け事業では、中国内企業向け

ICTソリューションの主流サプライヤーに

なりました。I T製品のライン確立と

ファーウェイ・シマンテックの完全子会社

化により、クラウド・コンピューティングを用

いたデータセンター・ソリューションにおけ

るリーダーシップを強化し、企業向けに

ICTソリューションを提供する体制を拡充

しました。

　コンシューマー向け端末事業の売上は

前年比44%増の446億人民元（約

5,352億円※）に達し、デバイスの出荷台

数は同30%増の1億5,000万台弱となり

ました。また、フラッグシップ・デバイスのシ

リーズを発売し、好評を博しています。

■ 可能性と課題

　ICT業界は新しい成長フェーズにありま

す。待ち時間ゼロ、高品質、シンプルを特

徴とする、モバイル・ブロードバンド時代に

求められるユーザー・エクスペリエンスは、

この業界を牽引する重要な要素となって

います。またクラウド・コンピューティングは

ますます広く利用されるようになり、ICT業

界における既存のビジネスモデルの多く

を変えていきます。今後5年間、モバイル・

ブロードバンドの加入者数は50億を超え、

ネットワーク・トラフィックは100倍にも達す

ると予想されます。スマートデバイスがます

ます一般化し、人々の日常生活に組み込

まれていきます。

　当社はこの前例のない機会を生かしつ

つも、他方で多くの課題に直面していま

す。マクロ経済を見れば、世界経済はなお

も停滞を続けています。インフレや為替変

動などの要因が事業運営費を押し上げ、

当社の事業リスクを高めています。世界

的な需要の減退、資産バブルの崩壊、投

資資金の引き上げが同時に発生する可

能性もあり、それが世界経済の不確実性
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ファーウェイ・ジャパン
ソリューション・セールス本部
ワイヤレス担当部長

情報爆発時代のソリューション
ファーウェイのLTE／EPCへの取り組み

秋山 直也（あきやま なおや）

　近年、モバイル・ネットワークにおけるシグナル量およびデータ量は急激な伸びを見せています。

周知のとおり、これはフィーチャーフォンに替わってスマートフォンやタブレットなどのマルチデバイ

スが急増し、これに対応した新たなアプリケーションが大量に誕生していることに起因します。２

１世紀の「モバイル通信革命」はユーザーの動向やトラフィック・モデルにも変化を及ぼします。今

後、どのようなサービスやアプリケーションの需要が新たに生まれるか、さらにその需要がトラフィッ

ク・モデルにどのように影響を与えるかを予測することは、ICT業界にとって大きな課題です。

　世界中の多くの通信事業者がすでに採用しているLTE/EPC（Evolved Packet Core）は、

パケットデータをより効率的に送信できる技術です。この技術の導入により、前述のようなチャレ

ンジをビジネスチャンスに変え、新たなビジネスモデルやサービスを提供できるフレームワークが

実現します。今回はLTE/EPCをクローズアップし、特にコア・ネットワークであるEPCの部分につ

いて、ファーウェイの取り組みとEPCを監視・制御するソリューションを紹介します。
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“危”を“機”に GSM、UMTS、
LTEネットワーク間の統合1 サービスの品質管理2

トラフィックの制御3
安定したプラットフォームの提供4

機器のキャパシティ5

　大量のデータ通信を行うデータ機器の

発展により、通信事業者にとって、とりわ

けモバイル・ネットワークにかかる負荷を軽

減していくことは焦眉の急です。それに対

応するためにLTEなど次世代ネットワーク

を各国の通信事業者が積極的に導入し、

またモバイル・ネットワークにさまざまなソ

リューションを適用することにより、データ・

トラフィックの負荷を軽減する努力を重ね

ています。

　こうした継続的なイノベーションから生ま

れたLTE/EPCソリューションの優れた伝

送力や高い効率性が、新たな収益の機会

を創出します。　

　LTE/EPCの展開には、以下５つの項

目が主要ポイントに挙げられます。　

　単に同じ筐体にSGSN（Se r v i n g 

GPRS Support Node）やMME（Mobile 

Management Equipment）それぞれを

別々に実装するだけでは効率的な統合を

果たすことができたとは言えません。さらに

その先のノード内に実装されるモジュール

レベルでの共用が不可欠となります。これ

により、３GからLTEへのユーザーの移行に

際してボードの再利用とキャパシティの効

率的な利用を実現することができます。

　ファーウェイはこのような実装をサポート

する統合されたGGSN（Gateway GPRS 

Suppo r t  Node）/S -GW（Se r v i ce  

Ga t eway）/P -GW（Packe t  Da t a  

N e t w o r k  G a t e w a y）向け、および

SGSN/MME対応のノードにおいて、優れ

た技術力を持っています（図1）。

　LTE/EPCでは専用ベアラーを割り当

て、これに品質をコントロールするQoSで制

御を行うことで、より良いサービスを提供し

ます。これを実現するためにはPCRF

（Policy and Charging Rules Function）

と呼ばれる品質ポリシーを定義している

ノードによって起動し、EPCのDPI（Deep 

Packet Inspection) 機能で実行します。

　

　ファーウェイのEPCは、高性能なDPI機

能を実装しています。これにより、ユーザー

のネットワークの利用動向、つまり、どの時

間にどのようなサービスを使用する傾向が

あるのかを分析することができ、またこの結

果に基づいたトラフィック制御を行うことに

よってサービスの品質を保証しつつ、効率

的なネットワーク運用を手助けします。トラ

フィック制御についても、たとえば、

10Mbpsのスループットが使えるユーザー

なら、19時から22時までは5Mbpsにス

ピードを制限したり、Webブラウジングは通

常のスピードを保つ一方で、YouTubeは

1Mbpsまでしかスピードが出ないようにす

るといった措置が挙げられます。

　UMTSでは信号とデータは共通のノード

で処理していますが、EPCではシグナルと

データをそれぞれMMEとS-/P-GWで処理

する点が異なります。ファーウェイはMME

やSGSNのようなシグナル処理ノードに対

しては、データ処理で要求されるようなス

イッチングに特化した機能は不要と考え、シ

グナル処理に適したATCAプラットフォー

ムを採用しています。

　S-GWは多数のシグナルを処理するた

め、この機能に特化する必要もありますが、

一方でデータ転送の処理も重要であり、多

数のeNB（evolutional Node B）との間

のデータ・ストリームを1つまたは複数の

APN（Access Point Name）に対してア

グリゲートします。また、それぞれに対して適

当な品質に対応したQoSを設定します。

　LTE/EPCのネットワークで同じバックプ

レーンを通るデータでも、音声とWebブラウ

ジングなど異なるユーザー・パケットをサイズ

にかかわらず効率的にスイッチングすること

が必要です。このためIPエッジルーターと

同等の性能がS-/P-GWに要求されます。

この要求に基づきP - / S - GWおよび

GGSN向けのノードはファーウェイのルー

ター製品で使用しているプラットフォームを

採用しています。

　機器のキャパシティにはスマートフォンな

どの普及が深く関わっています。前述のとお

り、マルチデバイスの普及に伴い、ネットワー

クを流れるシグナルの増加が顕著となって

きます。そのため、シグナル処理を行うノード

に高い処理能力が要求されます。ファーウェ

イではSmartLABと呼ばれるリサーチ・セン

ターにて、シグナル増加に対する研究を

行っています。着信呼の呼び出しの効率化

やスマートフォンで動作するアプリケーショ

ンによる不要なサービス要求を効率的に削

減するなど、PS（Packet Switch）側での

信号処理効率化のソリューションなどにつ

いて研究成果があります。

【図1】ファーウェイのEPC統合プラットフォーム
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機器のキャパシティ5
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ンによる不要なサービス要求を効率的に削

減するなど、PS（Packet Switch）側での

信号処理効率化のソリューションなどにつ
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ファーウェイの
O&MシステムM2000で
ネットワークを一元管理

進化したO&Mシステム

　GSM、UMTS、LTEといった複数の無

線アクセス技術に対応すべく監視製品も

一元管理される必要があります。これによ

りそれぞれのアクセス技術のためにいくつ

もの監視クライアントを立ち上げてGUI

（Graphical User Interface）を開かずに

すみ、データも統合的に管理することが可

能です。異なる無線技術間での効率的な

データ分析、管理によってより優れたモバ

イル・ネットワークを提供することができま

す。ファーウェイのO＆Mシステムである

M2000はこれらの要求を満たします。

　モバイル・ネットワークの急速な発展に

伴い、ネットワークのより効率的な設定、オ

プティマイゼーション（最適化）などが必要

となります。LTE/EPC以降のネットワーク

では以前よりもフラットなネットワーク構造と

なります。そこで監視装置の効果的な改善

がOPEX（事業運営費）の削減にもつなが

ります。ファーウェイのモバイル・ネットワー

ク・ノード向け監視システムは、iManagerと

いう監視運用製品群の中のM2000という

製品で統合型のモバイル・ネットワーク監

視プラットフォームを提供しています。この

M2000はエンド・ツー・エンドでの監視とメ

ンテナンスを提供します。

　また、GSM/UMTS/CDMA/WiMAX/

LTEなどの無線アクセス・ノードとそれに付随

するIMS（IP Multimedia Subsystem）

やPCRFを含むコア・ネットワークの統合監

視をサポートしています（図２）。

　M2000には３つの特長があります。

　１つ目は基本的な監視機能である、遠隔

でかつ一元管理されたEMS機能です。こ

れにはFault監視、Performance監視、

Software管理、Inventory管理、そして

NMS（Mu l t im e d i a  Me s s a g i n g  

Service）など事業者様の上位統合監視

システムとの Northbound interface など

が含まれます。

　２つ目は監視システムの冗長を効率的

に減らすための構成です。ファーウェイでは

２種類のプラットフォームを提供していま

す。1つは、サーバー・プラットフォームで

サーバーを並列実装し、１つのノードとして

キャパシティの拡張を容易にするソリュー

ションです。もう１つは、ブレード型の標準プ

ラットフォームの場合で、ノード内のボード

冗長を効率よく構成し、中央化、冗長、拡

張といった要求に柔軟に対応することが

可能です。

　３つ目はパフォーマンス・レポート機能、

ネットワーク・オプティマイゼーションと解析

機能、GUIベースのRANの設定ツールな

どのユーザー補助機能です。

　LTEではSON（Sel f  Organ iz ing  

Network）と呼ばれる自動でネットワークの

設定やオプティマイゼーションを行う技術

が導入されており、ファーウェイのM2000

はSONをサポートしています。主な機能は

以下のとおりです（図３）。

ネットワーク設計フェーズ

　これまでの無線ネットワークの設計

では膨大なパラメーターと作業が必要

でした。しかし、SONでは、これまでと

比べてはるかに少数のパラメーターで

簡単に設計することができます。

ファーウェイではM2000に実装され

ているCMEという機能を使用すること

により、少数のパラメーターでの設計

を実現します。

ネットワーク展開フェーズ

　通常、設計したものを実際の機器に

設定するためには多大な労力が必要

となりますが、SONの自動設定プロセ

スにより、これを軽減することができま

す。たとえばeNBの電源が入り、ネット

ワークに接続された後、パラメーター設

定、必要なソフトウェアのダウンロードを

M2000から自動で行います。

オプティマイゼーション・フェーズ

　ANRと呼ばれる隣接セル間のパラ

メーターの自動調整機能はLTEのネッ

トワーク調整を効率化するために重要

であり、これもSONにて実現されていま

す。無線ネットワークでは、移動機が基

地局間をスムーズに移動するためのハ

ンドオーバーを実現するために、隣接す

る基地局間の相互の情報を設定する

必要がありますが、これもM2000の機

能で実現されます。

メンテナンス・フェーズ

　インターフェース・トレース、加入者ト

レース、自動ソフトウェア管理、リアル

タイムな機器管理、アラームの収集な

どの機能があります。

　この他に以下のような機能があります。　

　TA（Tracking Area）と呼ばれるエリア

を調整することにより、着信呼の呼び出し

エリアを適切な大きさにして呼び出し信号

を減らします。

　KPIやアラーム情報を収集して、使用不

可能なセルを検知し、そのセルにハンド

オーバーを制限します。

　こういった機能もM2000には実装され、

引き続きSmartLABでの研究結果を踏ま

えながら効率的な機能の実装に取り組ん

でいます。

　ファーウェイは、世界的に展開されていく

LTEのコア・ネットワークについて継続的に

研究・開発を行い、より良い製品提供に力

を注いでいます。また、ネットワーク関連製

品ではコア・ネットワーク機器だけでなく、モ

バイル・アクセス、IMS、伝送装置、電源関

連といった通信に関連した広い分野での

ソリューションも提供しています。

　「爆発的に増加するインターネット上の

データをいかにスムーズにつなげ、ユー

ザー・エクスペリエンスを向上させることが

できるのか？」これは、世界中の通信事業

者の課題です。ファーウェイは、この課題に

積極的に取り組み、これからも「つながるこ

とによる可能性」を追求してまいります。

【図２】統括されたHBB監視

【図３】ネットワークにおけるSONの特徴
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カナダは北米大陸の約半分を占めているが、人口はカリフォルニア州よりも少ない

ため、新規事業者が全国どこでもつながる通信サービスを提供して利益を出すの

は不可能に思われる。しかし、テラスは積極性と鋭い洞察力を生かした経営手法に

より、カナダではすでに確立されたシェアを持つ競合他社とのデッド・ヒートを繰り広

げてきた。LTEの運用開始が間近に迫る中、技術部門のトップがテラスの成功の

鍵と成長戦略を語ってくれた。
  『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Jason Patterson

Gao Xianrui 編

過去から学ぶ

　テラスはカナダの通信事業者のトップ3

に入るが、歴史はまだ浅い。同社は創立当

初から明確な成長戦略を持っており、

2000年以降の資本投資額と企業買収高

は約200億米ドル（約1兆6,000万円※）

になる。最近では、I P T V（ I n t e r n e t 

Protocol Television）の積極的な販売促

進により2010年の顧客数が31万4,000

人と前年比85%の増加、またヘルスケア事

業にも進出したほか、ローミング料金の引き下

げ最大60%などの経営努力を行っている。

LTE AWS（Advanced Wireless Services：

高度ワイヤレス・サービス）周波数の運用

開始が間近に迫っているが、テラスは全国

的な競争力を高めるために700MHzにも

応札する予定だ。テラスは北米で他社をは

るかに凌ぐ最も高い周波数利用効率を

誇っており、競合他社より効率性が80～

90%も高い。その点から考えれば、テラス

の戦う相手は他社ではなく、自らのイノベー

ションの力との戦いと言えるかもしれない。

　イブラヒム・ジェデオン（Ibrahim Gedeon）

氏はネットワーク・ソフトウェアと設計を専門

とするエンジニアだ。ジェデオン氏はIEEE

（Ins t i tu te  o f  E l e c t r i c a l  a n d  

Electronics Engineers：電気電子学会）

で重責を果たし、雑誌『 Global Telecoms 

Business』で、業界で最も影響力のある100

人に2回も選ばれた人物だ。

　テラスのCTOを務めるジェデオン氏が、

テラスの過去と未来について『WinWin』

のインタビューに答えてくれた。

WinWin:2000年以降、テラスは地域の

通信事業者からカナダの通信事業者の

トップ3にまで成長しました。これまでの道の

りはどのようなものでしたか？

ジェデオン氏:テラスは、カナダ西部の3社と、

東部のケベック州の1社の4社の地域企業が

合併し、全国的にサービスを展開しています。

クリアネット（Clearnet Communications：

トロントを本拠地としていた通信事業者）の

買収により、全国的なカバレッジを提供でき

るようになりました。実際、1位から3位まで

は毎日プラスマイナス10%のところでひし

めきあっています。ワイヤレス分野の頂点を

極める三つ巴の戦いと言えるでしょう。カナ

ダ西部とケベック州北部の有線接続分野

では当社が現在トップです。帯域幅、付加

価値サービス、未来志向のサービスに対す

るカナダ国民の要求と、当社の成長が一

致しているのだと思います。

WinWin:御社は2009年に移動体通信方

式をUMTS（Universal Mobile Telecom-

munications System）へ転換されました。

　ワイヤレス通信は御社の業務にどのよう

な変化をもたらしましたか？ また、この決定

は、カナダの消費者にどのような影響を与

えたのでしょうか？

ジェデオン氏:主なところでは、これにより技

術が標準化されたと思います。今では、市

場シェアの95%を占めるトップ3社が、若干

の違いはあるもののおおむね同じプロトコ

ルを使用しています。これはすばらしいことで

す。私は、当社がちょうどよいタイミングでこ

のシステムに転換したと考えていますし、実

際、この転換後、HSPA+のグローバル・エ

コシステムへのアクセスがいまだかつてない

ほど増加しました。以前は北米ではCDMA

テラスは、カナダの大手電気通信事業者で
あり、本社はブリティッシュコロンビア州バー
ナビーにある。カナダ各地でデータ通信、
IP、音声、映像、娯楽など幅広い通信サービ
スを提供している。1990年にアルバータ州
で電話事業をスタート、1999年にBCTelと
合併して現テラス（Telus）社として業務を開
始した。2011年時点で4万1,000人を超え
る社員を抱えている。

TELUS

テラスが描く通信の未来
周波数利用効率北米第１位

※）1米ドル80円換算

トラフィックの増加が
イノベーションを加速させる
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が非常に優勢でしたし、LTEはまだ発展初

期の段階です。HSPA+により、当社は成

熟したエコシステムを持つことができました。

WinWin:3G時代に入って、ネットワーク・ト

ラフィックが著しく変わりました。たとえば、ワ

イヤレス・トラフィックの80%が夜間でもア

クティブなままです。これは御社のネット

ワークにどのような影響を与えていますか？

ジェデオン氏 :これは実に興味深いことで

す。以前の枠組みは「モバイルやワイヤレ

スは企業向けサービス」というものでした。

しかし、今は違います。現在、モバイルやワ

イヤレスは間違いなく消費者向けサービス

未来へ向けてであり、常時接続サービスと言えます。　

　当社ではトレンドに合わせて設計を行っ

ているため、夜間のトラフィックをさばくこと

自体への影響は実際にはありません。実際

に適用する場合であれ、モデル化する場合

であれ、まったく問題ありません。というのも

重要なのは設計だからです。ただし、小さな

変化はあります。以前は高速道路周辺の

カバレッジを実現するために設計を行って

いましたが、今は住宅地のカバレッジを実

現するために設計を行っています。したがっ

て、トラフィックの増加は当社の設計パラ

メーター、前提条件、ネットワークの運用方

法の刷新に役立っていると思います。

WinWin:テラスは、一部のネットワーク・イ

ンフラストラクチャーについてベル（Bell 

Canada）と提携しています。ベルは競合

他社でもあるわけですが、この提携はどの

ように進んでいますか？

ジェデオン氏:とてもうまくいっていると思い

ます。たとえば、どうすれば限りあるリソース

を活用して異なったカスタマー・エクスペリ

エンスを提供できるかなどについて協力し

ています。競争は続いていますが、すべて

のレベルで競合する必要はありません。共

通インフラストラクチャーはうまくいっていま

すし、ご存じのように、ファーウェイもネット

ワーク共有契約を実現したパートナー企業

のうちの1社です。

WinWin:LTEネットワークの運用を開始す

るにあたり、カナダの2Gから3Gへの移行

の際に起きた障害をどのようにして回避し

ようと考えていますか？

ジェデオン氏:われわれは、LTEの利点に関し

てNGMN（Next Generation Mobile 

Networks：次世代モバイル・ネットワーク連

合）やGSMA（GSM Association：GSM

協会）に意見を述べてきました。技術が切り

替わる際に通話障害が発生しないようにす

る1つの方法として、CSFB（Circuit-Switch 

Fallback：回線交換フォールバック）がありま

す。ほぼ同じデータ/音声パケット・コアを使

用するため、セッションが維持されます。接

続が非常に高速なので、ユーザーは不満を

持たないでしょう。実際に以前のような不満

を最近は聞かなくなりました。また、データ・

セッションは、音声セッションとは違い、リア

ルタイムに発生していますが、よりエラーへ

の耐性があります。

　さらに当社は、3GとLTE間でのシームレ

スなインターワーキングを実現するための機

能をパートナーと協力してコアとアクセスに

配備しています。

WinWin:テラスは医療関連ソリューション

を多数提供していますが、その中に医療、

通信、エンターテインメント関連機能を兼ね

備えた統合ベッドサイド端末があります。将

来的には、さらに多くのホーム・メディア機

器を提供する予定ですか？

ジェデオン氏 :当社は2000年にインター

ネット・プロトコルを新たに採用したときに、

画面はいずれも画面に変わりないというこ

とに気づきました。それなら、医者が見る画

面はテレビ画面、あるいは薬を探している

看護師の画面と同じものでよいわけです。

　そこで当社は、技術とサービス戦略に

合った統合ソリューションを活用することを

計画しています。ネットワークに接続された

家や未来志向の家では、すべてのデバイ

スが互いを認識し、共通のデータ空間を利

用することになります。これらをテラスのクラ

ウドに置くこともできるでしょう。ですから先

ほどの質問への答えは、「提供する予定が

ある」ということになります。当社は、医療分

野だけではなく、医療とエンターテインメント

分野に製品を展開することを計画中です。

WinWin:中小企業市場での進展と将来

の計画についてお聞かせください。

ジェデオン氏:中小企業市場は人によって定

義が違うので難しいですね。一般的な基準は

数字、たとえば社員1人あたりの収益、社員数

などですが、当社では中小企業をうまく細分化

できていると感じています。また、消費者向け

サービスと同様に従来の企業向けサービスも

必要とされていることを実感しています。

　今は小さい会社にもテレビがあり、ニュー

スが流れていますが、これは以前にはなかっ

たことです。受信可能な地域では誰もがテ

レビを持っているのです。こうした状況を踏ま

えて、当社の計画は非常にシンプルに焦点

を定めています。タッチ、ダイレクト・タッチ、そ

して当社のクラウドを可能にするネットワーク・

インフラストラクチャー・パートナーの活用で

す。今や社員3人の小さな企業が行員1,000

人の銀行と同じルック・アンド・フィール（コン

ピューターの操作画面の見た目や操作感）を

求めているため、コスト効率の良いCPE

（Customer Premises Equipment：加入

者宅内機器）も研究中です。

WinWin:スマートフォンとタブレットの利用

がブームですが、御社のユーザーが将来ど

のような体験をするのかについてお考えを

お聞かせください。

ジェデオン氏:無線帯域と有線帯域が簡単

に利用可能になり料金も手頃になるにつ

れ、人々はモバイル・ブロードバンドを体験した

いと考えるようになっています。これには、

Wi-Fi、HSPA+、LTE、DSL（Dig i t a l 

Subscriber Line：デジタル加入者回線）、

GPON（Gigabi t  Pass ive Opt ica l 

Network：ギガビット・パッシブ光ネット

ワーク）といった手段があります。異なる機

能を持つスマートフォンやタブレットがたくさん

出まわっており、テレビ、タブレット、パソコン、
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てNGMN（Next Generation Mobile 

Networks：次世代モバイル・ネットワーク連

合）やGSMA（GSM Association：GSM

協会）に意見を述べてきました。技術が切り

替わる際に通話障害が発生しないようにす

る1つの方法として、CSFB（Circuit-Switch 

Fallback：回線交換フォールバック）がありま

す。ほぼ同じデータ/音声パケット・コアを使

用するため、セッションが維持されます。接

続が非常に高速なので、ユーザーは不満を

持たないでしょう。実際に以前のような不満

を最近は聞かなくなりました。また、データ・

セッションは、音声セッションとは違い、リア

ルタイムに発生していますが、よりエラーへ

の耐性があります。

　さらに当社は、3GとLTE間でのシームレ

スなインターワーキングを実現するための機

能をパートナーと協力してコアとアクセスに

配備しています。

WinWin:テラスは医療関連ソリューション

を多数提供していますが、その中に医療、

通信、エンターテインメント関連機能を兼ね

備えた統合ベッドサイド端末があります。将

来的には、さらに多くのホーム・メディア機

器を提供する予定ですか？

ジェデオン氏 :当社は2000年にインター

ネット・プロトコルを新たに採用したときに、

画面はいずれも画面に変わりないというこ

とに気づきました。それなら、医者が見る画

面はテレビ画面、あるいは薬を探している

看護師の画面と同じものでよいわけです。

　そこで当社は、技術とサービス戦略に

合った統合ソリューションを活用することを

計画しています。ネットワークに接続された

家や未来志向の家では、すべてのデバイ

スが互いを認識し、共通のデータ空間を利

用することになります。これらをテラスのクラ

ウドに置くこともできるでしょう。ですから先

ほどの質問への答えは、「提供する予定が

ある」ということになります。当社は、医療分

野だけではなく、医療とエンターテインメント

分野に製品を展開することを計画中です。

WinWin:中小企業市場での進展と将来
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ジェデオン氏:中小企業市場は人によって定
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　今は小さい会社にもテレビがあり、ニュー
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Wi-Fi、HSPA+、LTE、DSL（Dig i t a l 

Subscriber Line：デジタル加入者回線）、

GPON（Gigabi t  Pass ive Opt ica l 

Network：ギガビット・パッシブ光ネット

ワーク）といった手段があります。異なる機

能を持つスマートフォンやタブレットがたくさん

出まわっており、テレビ、タブレット、パソコン、
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　NFC（Near-field communications：

近距離無線通信）、DLNA（Digital Living 

Network Alliance）ガイドライン対応機器

やHDMI（High Definition Multimedia 

Interface：高精細度マルチメディア・インタ

フェース）などのアドホック接続、音声や

感 覚 に 基 づく認 識 、UC（Unifi ed 

Communications）、M2M（Machine 

to Machine）などが融合して、モバイル・サービス

の提供方法に革新が生まれてくることは確実

だろう。

　新技術がスマートフォン分野に導入される

たびに、デバイスのハードウェア業界は大き

な衝撃を受ける。スマートフォンの処理能力

は、20年前の最もハイスペックなコンピュー

ターよりも高くなっている。ほとんどのスマート

フォンは、直感的なUI（User Interface：

ユーザー・インタフェース）、高度なマルチメ

ディアなどのインターネット対応機能を備えて

おり、これを訴求力として携帯電話市場で最

も急成長中の分野になっている。

　現在、7億人を超える消費者がスマート

フォンを使用しているが、これはまだほんの

序章に過ぎない。スマートフォンのユーザー

が5億人に達するには10年を要したが、今

後2年で10億人に達し、その後の2年間で

さらに10億人増加することになるだろう。こ

れは、世界の携帯電話加入者のほぼ40%

に相当する。データ送受信を中心とするタブ

レットやその他のコンシューマー向け端末に

よって、データ通信料収入は大きく増加する

ことになるだろう。タブレットの販売台数は

2016年までに3億台を超え、全体で合計7

億台が消費者の手元に置かれ、これと同時

に、20億台を超えるスマートフォンと約2億

5,000万台の電子書籍端末が普及すると

予測される。

　通信事業者にとってMBB（Mob i l e 

Broadband：モバイル・ブロードバンド）は、

音声およびSMSに続く2番目あるいは3番

目に大きい収入源として、比較的短期間の

うちに発展してきた。世界全体で、モバイル・

インターネットの収入はSMSに追いつく勢

いで急増している（図１）。モバイル・インター

ネットのエンド・ユーザーからの収入は、アナ

リストによれば2011年に1,110億米ドル

（約8兆8,800億円※）だったが、2016年に

は2,350億米ドル（約18兆8,000億円※）

に達する見通しである。携帯機器（ノートPC

またはタブレット）のユーザーからのモバイル・

ブロードバンドの収入は、2011年の420億

米ドル（約3兆3,600億円※）から2016年に

は920億米ドル（約7兆3,600億円※）に増

加するものと見られる。

　トラフィックは、動画が主な牽引役となっ

て爆発的に増加するだろう（図２）。多くの通

信事業者が、現在、全トラフィックの中でスト

リーミング動画の占める割合が最大で50%

になると報告している。

　つながれた世界では、トラフィックの増加

が止まることは決してないだろう。これはス

マートデバイス・ユーザーの需要だけによる

ものではない。トラフィックの増加は、「何で

も（いかなる通信端末でも）、誰でも、どこで

も」という新しい相互作用から生じる。この

「デジタル・インタラクション」とでも呼ぶべき

新しいつながりは、以下の3つの重要な特

徴を必要とする。

ウルトラ・ブロードバンド ▶ モバイル・ネッ

トワークは、他のユーザーに干渉することなく

HDや3Dの動画を含むあらゆるアプリケー

ションをサポートする十分な帯域幅を備えて

いなければならない。これは、モバイル・ネット

ワーク能力の決定的な課題となる。

ユビキタスな接続 ▶ あらゆるところに存在

するモバイル・ネットワークを通じて、すべての

人とモノがこのデジタル・ワールドに接続でき

なければならない。これは移動しながら情報を

扱う可能性をさらに広げ、人々のライフスタイ

ルと世界を大きく変えることになる。ネットワー

クが拡大するにつれて、価値が生まれる。

待ち時間ゼロ（Zero Wait）▶ 高品質の

ユーザー・エクスペリエンスと高効率のデジ

タル・インタラクションを、最小限の遅延で実

現することによって、新しいビジネス価値が

生まれる。

　ユーザー・エクスペリエンスは、この急速

に進化を続ける情報化時代の常に中心と

なるものである。ユビキタスな接続によって

可能になる情報の交換と相互作用の発

展には、ユーザー・エクスペリエンスへの対

応が不可欠となるだろう。ユーザーの社会

的地位や地理的位置に関係なく、多用途

で包括的なテクノロジーが必要とされる。

　つながれた世界のあり方や成長にイン

パクトを与える要因は他にもたくさんある。

　イノベーションが成長の根本であること

には変わりないが、公共事業部門や民間

事業者の技術選択に影響を及ぼす政治

的、経済的、社会的な要因も多数存在し

ており、インフラ構築の分野もまたこうした

要因に左右される。以下のようなものがこ

れにあたる。

ライセンス料■▶ 政策立案者や規制当局
は、通信技術のさらなる発展を促進するため

の取り組みを支持するようになってきた。3G

の導入には数十億ドルのライセンス料が必

要だったが、各国政府はユビキタスな環境が

生み出す社会的利益を今では十分理解して

いるため、今後はMBB周波数帯域使用料を

かなり低く下げていくことになるだろう。

義務的な投資 ▶ スマートメーター（通信

機能を備えた電力メーターで電力会社と

データをやりとりしたり、家電製品とつなげる

ことでそれを制御したり、電力料や使用料を

表示したりするスマートデバイス）やeCall

（交通事故に遭遇した人に、いかなる場所

でもすばやい援助を提供することを目的とし

た欧州委員会のプロジェクト。2015年より

実施予定）などの義務化によって、新たなデ

ジタル・インタラクションが生まれ、収益源と

なるだろう。

持続可能なスマートシティ■▶ スマートシ
ティの建設に必要なインフラストラクチャー

や共同プロジェクトへの投資について、公

共部門、民間部門ともに関心が高まりつつ

ある。環境・エネルギー関連の問題もこれを

後押ししている。

共同作業■▶ 遠隔作業、バーチャル組織、分
散作業グループ、協調型ロボット（Cobot：コ

ボット）など、さまざまな共同作業の方法がデジ

タル・ワールドに強い影響を与えるだろう。

シンプルなものへの強い要求■▶ 消費者
も企業もデジタル・ワールドの恩恵を強く求

めているが、同時にシンプルなライフスタイ

ルも望んでいる。

技術よりもサービス ▶ インターネットと

MBBが大衆化することによって消費者の

行動は変化し、携帯電話やその他の関連

機器は個人秘書のような存在となるだろう。

量販市場での可能性

SMS/MMS

Eメール/IM

音楽

ゲーム

画像

TV・動画

モバイル・インターネット

ポータブル・インターネット
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ソーシャル・ネットワーク

モバイル決済・バンキング

アプリ・ストア

電子出版
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図2. 全世界におけるアプリケーション別消費者データ通信量の現状と予測（単位：100万MB）

※）１米ドル80円換算

スマートフォン：
つながれた世界への入り口

Portals to the connected world
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後押ししている。
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行動は変化し、携帯電話やその他の関連

機器は個人秘書のような存在となるだろう。

量販市場での可能性

SMS/MMS

Eメール/IM

音楽

ゲーム

画像

TV・動画

モバイル・インターネット

ポータブル・インターネット

位置情報サービス

ソーシャル・ネットワーク

モバイル決済・バンキング

アプリ・ストア

電子出版

2011年

3,819

154,746

134,127

194,350

1,126

272,149

266,069

2,516,359

11,123

159,969

34

138,359

32,796

2016年

8,613

461,412

1,525,170

2,342,882
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図2. 全世界におけるアプリケーション別消費者データ通信量の現状と予測（単位：100万MB）
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つながれた世界への入り口

Portals to the connected world
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　つながれた世界では、私生活も仕事も、

ネットワークに接続した同じデバイスで管理

することになる。コンシューマー向けサービス

のために開発された技術が、ビジネスにおい

ても本格的に利用されている。2つの役割を

持つスマートフォン、モバイル・デバイス管

理、個人用クラウドが、大小の企業とその従

業員向けサービスの拡張オプションとして提

供されている。クラウド・コンピューティングに

よって企業ICTにおける従来の購買パター

ンが大きく変化するのに伴い、企業のデジタ

ル資産への安全なオンデマンド・アクセス

が、不可欠な前提条件になりつつある。運

営コスト主導による購入モデルへの移行に

よって、法人市場が占める金額の割合が増

加しつつあり、これは通信事業者の収益に

つながっている。

　現在、世界で130の通信事業者がクラウ

ド・サービスを提供している。2011年だけ

で、通信事業者は170件の新しいクラウド・

サービスを立ち上げ、クラウド・インフラストラ

クチャーに130億米ドル（約1兆1,000億

円※）の投資を行い、これを支える25万平

方メートルのデータ・センターを建設中だ。

　また事業ポートフォリオの大幅な見直しが

各社で行われている。MBBが登場する前

は、接続を中心とするサービス・ポートフォリ

オには活気がなかった。より良質で安価な

接続を提供する意欲はあったが、事業をより

スマートに運営する方法について革新的な

アイデアはほとんどなかった。現在MBBは、

既存の法人向けサービスの再構成と、まった

く新しいサービスの創造という2つのレベルで

触媒として機能している。

　垂直市場モデルのICTは、通信事業者に

とって大きな期待が持たれる新たな開拓分

野である。垂直市場モデルのICTでは、ある

特定の産業向けにカスタマイズされたサービ

スを提供するが、そのサービスには汎用性の

あるアプリケーションや技術を利用する場合

もある。最近の調査によれば、通信事業者の

90%は、垂直市場向けの企業サービスが売

上高の増加につながる可能性があると考え

ており、こうしたサービスを目標として再編成

を行っている。世界規模で連携した垂直事

業数は非常に多い。いくつかの例を挙げる

と、スマートグリッド、電車内のブロードバンド、

デジタル油田、モバイル・ヘルス、モバイル・ガ

バメントなどがある。MBB、クラウド・コン

ピューティング、M2Mは、こうした事業におい

て活用されている重要技術である。

　垂直市場は多岐にわたる（図3）ため、通

信事業者には高い技術力と市場進出スキ

ルが求められており、同時に目標を絞った企

業向けサービスの可能性も生まれている。規

模の経済を実現するには、各業界の間で共

通の標準とプラットフォームをうまく利用する

ことが重要になるだろう。

　ここ2～3年の間に、M2Mはモバイル業界

の状況を劇的に変える可能性のあるものとし

て登場し、つながれた世界のもう1つの牽引

役になろうとしている。とりわけ「モノどうしのイ

ンターネット」、すなわちエンド・ユーザーがマシ

ンであるネットワークの役割が重要である。

　M2Mにおいて最も大きな可能性をもた

らすのが、スマートシティとスマートデバイス

だ。輸送と公益事業はスマートシティ概念

の中核であり、どちらも無線技術を使用する

ことになる。現在すでに5,000万台のス

マートメーターが使われており、業界アナリス

トによれば、この数字は2016年までに7倍

に増加すると予測されている。輸送分野も、

無線接続にとって大きな期待が持てる市場

だ。フリート管理システム（整備、運行管理、

燃料管理などを含む総合的な車両管理シス

テム）は確立されたM2Mアプリケーションだ

が、インテリジェント輸送システムと自動車の

スマート化ビジネスも、長期的に見ればはる

かに大きな市場になるだろう。

　今までは、ほとんどのM2Mアプリケーショ

ンにおいて、個数は多いものの容量は小さ

いデータの交換が行われてきた。しかし、特

にLTEが使用されている地域で、新たな高

帯域幅のアプリケーションが出現し始めて

いる。たとえばスカンジナビアではメディアが

イノベーションから生まれる
可能性

Innovation-enabled possibilities

図3. 注力する垂直市場（単位:％）

2011年4月『世界垂直市場調査』調べ（通信産業関係者、182名回答）
引用：Informa Telecoms & Media. © Informa UK Limited 2012. All rights reserved.
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衛星中継の代替としてLTEをライブ動画放

送に使用することに関心を示している。

　ヘルスケアと小売業の分野でも、動画を

使用するアプリケーションに大きな可能性

がある。また、近年利用可能性が高まってい

るHD動画や拡張現実もM2M通信と強い

関連性があり、消費者向けを手始めとして

大きな適用可能性を持っている。

　データ・トラフィックの急増によって、モバイ

ル・ネットワークにはこれまでにない大きな需

要が生じている。すでに無線アクセス技術の

進歩によって、ネットワーク・キャパシティの増

大、高速化、周波数帯域のより効率的な利

用が実現され、ユーザー・エクスペリエンスが

改善されているが、同時に、より一層高度な

デバイスとデータ量の多いアプリケーション

の成長サイクルが加速している。

　そこで、より高速かつ高効率のネットワー

クとともに新たな収益源も生み出す新技術

が必要とされることになる。適切なツールさえ

あれば、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド環

境の実現は可能なのだ。

　RAN（Radio Access Network：無線

アクセス・ネットワーク）と、従来のネットワー

クのバックホールなどのネック領域は継続

的に進化し、これにはスモールセル、SON

（Self Organizing Network）、クラウド

RANなど、ネットワーク性能、カバレッジ、品

質をさらに改善する多くの技術革新が伴う。

LTE ▶ 2011年末までに49件のLTEネッ

トワークが商用化され、さらに2016年末までに

346件のネットワークが稼働開始の予定である。

LTE-A ▶ モバイル通信事業者は、すでに

LTE-A（LTE-Advanced）について議論を進

めている。その主な理由は、LTE-Aによって

キャリア・アグリゲーション（複数の離散した

周波数帯域を組み合わせて使用すること）が

可能になることである。多くの通信事業者は

断片化した周波数帯域のリソースを所有し

ているので、LTE-Aによってそれらをより有効

に利用できるようになる。LTE-Aは、異なる多

くのバンドにまたがる周波数帯域を束ねる最

初の技術で、これによりモバイル・ブロードバ

ンドを制限なく実現できる可能性がある。

　LTE-Aは、ピーク・データ転送速度と周波

数帯域の柔軟性を改善し、さらにHetNet

（Heterogeneous Network：異種ネットワー

ク）と協調通信もサポートすることになる。

ファーウェイのSingleRANソリューショ

ン ▶ 通信事業者がLTEやその先に向かって

進化するにつれ、当社のソリューションを採用

するSingleRANキャリアも増えている。このソ

リューションは、単一基地局のプラットフォー

ム上で複数の無線アクセス技術をサポートす

ることが可能であり、MBBの将来の成長に

対するコスト構造を改善し、既存技術へのサ

ポートの継続を確保することができる。

　SingleRANプラットフォームは、バックホー

より高速かつ高効率のネットワーク
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触媒として機能している。
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を行っている。世界規模で連携した垂直事
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衛星中継の代替としてLTEをライブ動画放

送に使用することに関心を示している。

　ヘルスケアと小売業の分野でも、動画を

使用するアプリケーションに大きな可能性

がある。また、近年利用可能性が高まってい

るHD動画や拡張現実もM2M通信と強い

関連性があり、消費者向けを手始めとして

大きな適用可能性を持っている。

　データ・トラフィックの急増によって、モバイ

ル・ネットワークにはこれまでにない大きな需

要が生じている。すでに無線アクセス技術の

進歩によって、ネットワーク・キャパシティの増

大、高速化、周波数帯域のより効率的な利

用が実現され、ユーザー・エクスペリエンスが

改善されているが、同時に、より一層高度な

デバイスとデータ量の多いアプリケーション

の成長サイクルが加速している。

　そこで、より高速かつ高効率のネットワー

クとともに新たな収益源も生み出す新技術

が必要とされることになる。適切なツールさえ

あれば、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド環

境の実現は可能なのだ。

　RAN（Radio Access Network：無線

アクセス・ネットワーク）と、従来のネットワー

クのバックホールなどのネック領域は継続

的に進化し、これにはスモールセル、SON

（Self Organizing Network）、クラウド

RANなど、ネットワーク性能、カバレッジ、品

質をさらに改善する多くの技術革新が伴う。

LTE ▶ 2011年末までに49件のLTEネッ

トワークが商用化され、さらに2016年末までに

346件のネットワークが稼働開始の予定である。

LTE-A ▶ モバイル通信事業者は、すでに

LTE-A（LTE-Advanced）について議論を進

めている。その主な理由は、LTE-Aによって

キャリア・アグリゲーション（複数の離散した

周波数帯域を組み合わせて使用すること）が

可能になることである。多くの通信事業者は

断片化した周波数帯域のリソースを所有し

ているので、LTE-Aによってそれらをより有効

に利用できるようになる。LTE-Aは、異なる多

くのバンドにまたがる周波数帯域を束ねる最

初の技術で、これによりモバイル・ブロードバ

ンドを制限なく実現できる可能性がある。

　LTE-Aは、ピーク・データ転送速度と周波

数帯域の柔軟性を改善し、さらにHetNet

（Heterogeneous Network：異種ネットワー

ク）と協調通信もサポートすることになる。

ファーウェイのSingleRANソリューショ

ン ▶ 通信事業者がLTEやその先に向かって

進化するにつれ、当社のソリューションを採用

するSingleRANキャリアも増えている。このソ

リューションは、単一基地局のプラットフォー

ム上で複数の無線アクセス技術をサポートす

ることが可能であり、MBBの将来の成長に

対するコスト構造を改善し、既存技術へのサ

ポートの継続を確保することができる。
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卓越したオペレーションによる収益

ルなどのエリアを統合しつつ、より高効率の

周波数帯域の利用を可能にし、オールIP化

を加速するのに役立つ。

スモールセル ▶ トラフィックの増加は各

地域で均等に生じているわけではなく、ピー

ク・トラフィック・エリア内でとりわけ顕著に

なっている。

　セルの分割とスモールセルの使用はどちら

も周波数帯域をより効率的に利用する手段

で、これらを通じて周波数の再利用を集中的

に行う必要がある。スモールセルは、ピーク・ト

ラフィック・エリア内とセル・エッジの両方につ

いて必要に応じてキャパシティを増大させる

が、これによって新たなネットワーク・アーキテ

クチャーが生成され、運用に新たな要件が課

される。マクロセルとスモールセルの間で周波

数帯域を調整することにより、割り当てられた

周波数に追加された各スモールセルのキャパ

シティを100%以上増大させることができる。

SON ▶ 簡単なインストールとセットアップで、

ブラインド・スポットや対象ホットスポットのため

にスモールセルをすばやく容易に実装すること

が可能になり、SON機能により、隣接セル関

係からセル負荷管理、スモールセルとマクロ・

ネットワークの間のスマートなハンドオーバーま

で、すべてを自動的に処理できるようになる。

クラウドRAN ▶ 「ベースバンド・プール」

の生成によって、基地局のベースバンド処

理機能を無線およびアンテナ・ユニットから

分離できる。その結果、数百の低コスト無

線セル・サイトを柔軟かつ戦略的に配置し、

最適なカバレッジとキャパシティを得ること

ができる。

バックホール ▶ 適切かつ柔軟なバック

ホールは、スモールセルの成功にとって非常

に重要であるため、モバイル通信事業者の

大きな関心事になるだろう。ファイバー・アク

セスを有する事業者は帯域幅が実質無制

限であるというメリットを享受することができる

一方、従来のポイント・ツー・ポイントやポイン

ト・ツー・マルチポイントのマイクロ波システム

などを含めた柔軟な運用も可能になる。

HetNet ▶ さまざまなレベルの需要とカ

バレッジの要件に対応するために、複数の

無線アクセス技術をサポートするスモールセ

ルおよびマクロセルの多様なアーキテク

チャーが必要となる。またこれらのセルは完

全に統合化され、高度な無線計画によって

管理されて、HetNet環境の中で共存しなけ

ればならない。多くの通信事業者がすでに、

データ・トラフィックの負荷軽減やカバレッジ

拡大のために、無線LANおよびフェムトセ

ルの使用を増やしてスモールセルを活用し

ている。複数ベンダーのスモールセル環境

でのSONサポートは、どのようなHetNetに

おいても非常に重要になってくる。

周波数利用 ▶ LTEおよびLTE-Aによっ

て周波数帯域の利用効率は向上しており、

通信事業者は同じ周波数範囲でより多く

のユーザーにサービスを提供することができ

るようになっている。ソフトウェアのアップグ

レードが可能な基地局や、将来も使用可能

なプラットフォーム・スキャンなどのインフラス

トラクチャー技術によって、今後の周波数

帯域利用に対する通信事業者の懸念はさ

らに緩和されるだろう。

新しい周波数 ▶ 世界中でかなりのTDD

（Time Division Duplex：時分割複信）周

波数帯域が利用可能になったことで、

TD-LTEは次第にFDD（Frequency 

Division Duplex：周波数分割複信）に近

づいており、2016年までに世界の潜在市

場規模の40%を占めると思われる。一方

で、周波数割り当ては断片化している（図

4）。モバイル通信事業者、ネットワーク機

器ベンダー、デバイス・ベンダーが規模の

経済を実現して共通のネットワークの使用

を促進しサポートするには、コンバージェン

スの実現が不可欠だ。周波数帯域の断片

化と不足は技術コストを上昇させることに

なるし、周波数の調和が行われなければ、

グローバル・ローミングという夢も実現しな

いだろう。

マルチバンド・デバイス ▶ デバイス・メー

カーは、LTE周波数帯域の追加に対応しな

ければならない。技術が成熟し、通信事業

者が自社が対象とする帯域を明確にするこ

とで、デバイス・ベンダーは追加の帯域をサ

ポートしやすくなる。MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）技術の成熟ととも

に、チューニング可能なアンテナによって携

帯電話などの小型機器へのマルチバンドの

組み込みが容易になり、1個のLTE機器で

最適な8つの周波数帯域を使用して全世

界にわたるローミングが可能になる。

　通信事業者がより高速、高密度のネット

ワークを敷設するのに伴い、新たな収益源

の必要性が非常に高くなっている。また、通

信事業者は、より高速のコンピューティング・

プラットフォームを使用した次世代アクセス

技術を通じて、既存のネットワークと周波数

帯域からより効率的に収益を上げる方策を

探らなければならない。

　収益を向上させる現状の技術には、新た

な収益をもたらす技術と、既存インフラストラ

クチャーを使用して収益を高める技術の2つ

の大きなカテゴリーがある。

PCC（Policy and Charging Control ： 

ポリシーおよび課金制御）▶ コア・ネット

ワークの場合、通信事業者はPCRF

（Po l i c y  a nd  Cha r g i n g  R u l e s  

Funct ion）を通じたポリシーに基づく管理

によって、サービスや利用状況に応じた新

たな料金プランを開発することができる。

ソーシャルメディア・バンドルは、使用頻度の

低いユーザー、すなわちARPU（Average 

Revenue Per User：1人あたりの売上高）

が低いユーザーに対し、そのサービスへの無

制限アクセスを低価格で提供することによ
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図4.  2016年までの周波数帯域におけるLTE接続率

西ヨーロッパと北アメリカを含む主な国々では500-600MHzの周波数帯域をすでに確保しているが、
他の市場ではわずか200MHz（またはそれ以下）と大きく遅れている。
引用：Informa Telecoms & Media. © Informa UK Limited 2012. All rights reserved.

り収益を得られる方法で、特に興味深い。こ

れに対し、旧来の段階的料金プランは、

データ量、接続時間、アクセスの速度に応

じたものになっている。

IMSおよびSDPに基づくサービス ▶ 

　サービス層では、IMS（IP Multimedia 

Subsystem）、RCS（Rich Communica-

tion Suite）、HDボイスなどの複数の技術

が利用可能であり、より高品質の音声通

信を提供できる。SDP（Service Delivery 

Platform）も、通信事業者が非常に多数

の加入者を擁する発展途上の市場を中

心に、通信事業者ブランドによるコンテン

ツ・ポータルを稼働させるために広く使用さ

れている。また、SDPは、サービスの開発と

制御を統合する目的で、大陸間にまたが

る多国籍の通信事業者にも使用され始

めている。

APIポリシー ▶ 通信事業者は、主として

法人サービス向けにAPI（Applicat ion 

Programming Interface）をサードパー

ティーに開示することで、新たな収益源を

獲得することができる。これによってISV

（Independent Software Vender：独立

系ソフトウェア・ベンダー）と法人顧客や中

小企業とをマッチングさせ、以前には関係

のなかった未踏の市場に参加させることが

可能になるのである。

　通信事業者は、バリュー・チェーン内の他

の企業が入手不可能な加入者データを保

持しており、これは特に注目に値する。この

データは、エンド・ユーザーと上流側の提携
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卓越したオペレーションによる収益
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が、これによって新たなネットワーク・アーキテ

クチャーが生成され、運用に新たな要件が課

される。マクロセルとスモールセルの間で周波

数帯域を調整することにより、割り当てられた

周波数に追加された各スモールセルのキャパ

シティを100%以上増大させることができる。

SON ▶ 簡単なインストールとセットアップで、

ブラインド・スポットや対象ホットスポットのため

にスモールセルをすばやく容易に実装すること

が可能になり、SON機能により、隣接セル関

係からセル負荷管理、スモールセルとマクロ・

ネットワークの間のスマートなハンドオーバーま

で、すべてを自動的に処理できるようになる。

クラウドRAN ▶ 「ベースバンド・プール」

の生成によって、基地局のベースバンド処

理機能を無線およびアンテナ・ユニットから

分離できる。その結果、数百の低コスト無

線セル・サイトを柔軟かつ戦略的に配置し、

最適なカバレッジとキャパシティを得ること

ができる。

バックホール ▶ 適切かつ柔軟なバック

ホールは、スモールセルの成功にとって非常

に重要であるため、モバイル通信事業者の

大きな関心事になるだろう。ファイバー・アク

セスを有する事業者は帯域幅が実質無制

限であるというメリットを享受することができる

一方、従来のポイント・ツー・ポイントやポイン

ト・ツー・マルチポイントのマイクロ波システム

などを含めた柔軟な運用も可能になる。

HetNet ▶ さまざまなレベルの需要とカ

バレッジの要件に対応するために、複数の

無線アクセス技術をサポートするスモールセ

ルおよびマクロセルの多様なアーキテク

チャーが必要となる。またこれらのセルは完

全に統合化され、高度な無線計画によって

管理されて、HetNet環境の中で共存しなけ

ればならない。多くの通信事業者がすでに、

データ・トラフィックの負荷軽減やカバレッジ

拡大のために、無線LANおよびフェムトセ

ルの使用を増やしてスモールセルを活用し

ている。複数ベンダーのスモールセル環境

でのSONサポートは、どのようなHetNetに

おいても非常に重要になってくる。

周波数利用 ▶ LTEおよびLTE-Aによっ

て周波数帯域の利用効率は向上しており、

通信事業者は同じ周波数範囲でより多く

のユーザーにサービスを提供することができ

るようになっている。ソフトウェアのアップグ

レードが可能な基地局や、将来も使用可能

なプラットフォーム・スキャンなどのインフラス

トラクチャー技術によって、今後の周波数

帯域利用に対する通信事業者の懸念はさ

らに緩和されるだろう。

新しい周波数 ▶ 世界中でかなりのTDD

（Time Division Duplex：時分割複信）周

波数帯域が利用可能になったことで、

TD-LTEは次第にFDD（Frequency 

Division Duplex：周波数分割複信）に近

づいており、2016年までに世界の潜在市

場規模の40%を占めると思われる。一方

で、周波数割り当ては断片化している（図

4）。モバイル通信事業者、ネットワーク機

器ベンダー、デバイス・ベンダーが規模の

経済を実現して共通のネットワークの使用

を促進しサポートするには、コンバージェン

スの実現が不可欠だ。周波数帯域の断片

化と不足は技術コストを上昇させることに

なるし、周波数の調和が行われなければ、

グローバル・ローミングという夢も実現しな

いだろう。

マルチバンド・デバイス ▶ デバイス・メー

カーは、LTE周波数帯域の追加に対応しな

ければならない。技術が成熟し、通信事業

者が自社が対象とする帯域を明確にするこ

とで、デバイス・ベンダーは追加の帯域をサ

ポートしやすくなる。MIMO（Multiple-Input 

and Multiple-Output）技術の成熟ととも

に、チューニング可能なアンテナによって携

帯電話などの小型機器へのマルチバンドの

組み込みが容易になり、1個のLTE機器で

最適な8つの周波数帯域を使用して全世

界にわたるローミングが可能になる。

　通信事業者がより高速、高密度のネット

ワークを敷設するのに伴い、新たな収益源

の必要性が非常に高くなっている。また、通

信事業者は、より高速のコンピューティング・

プラットフォームを使用した次世代アクセス

技術を通じて、既存のネットワークと周波数

帯域からより効率的に収益を上げる方策を

探らなければならない。

　収益を向上させる現状の技術には、新た

な収益をもたらす技術と、既存インフラストラ

クチャーを使用して収益を高める技術の2つ

の大きなカテゴリーがある。

PCC（Policy and Charging Control ： 

ポリシーおよび課金制御）▶ コア・ネット

ワークの場合、通信事業者はPCRF

（Po l i c y  a nd  Cha r g i n g  R u l e s  

Funct ion）を通じたポリシーに基づく管理

によって、サービスや利用状況に応じた新

たな料金プランを開発することができる。

ソーシャルメディア・バンドルは、使用頻度の

低いユーザー、すなわちARPU（Average 

Revenue Per User：1人あたりの売上高）

が低いユーザーに対し、そのサービスへの無

制限アクセスを低価格で提供することによ
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り収益を得られる方法で、特に興味深い。こ

れに対し、旧来の段階的料金プランは、

データ量、接続時間、アクセスの速度に応

じたものになっている。

IMSおよびSDPに基づくサービス ▶ 

　サービス層では、IMS（IP Multimedia 

Subsystem）、RCS（Rich Communica-

tion Suite）、HDボイスなどの複数の技術

が利用可能であり、より高品質の音声通

信を提供できる。SDP（Service Delivery 

Platform）も、通信事業者が非常に多数

の加入者を擁する発展途上の市場を中

心に、通信事業者ブランドによるコンテン

ツ・ポータルを稼働させるために広く使用さ

れている。また、SDPは、サービスの開発と

制御を統合する目的で、大陸間にまたが

る多国籍の通信事業者にも使用され始

めている。

APIポリシー ▶ 通信事業者は、主として

法人サービス向けにAPI（Applicat ion 

Programming Interface）をサードパー

ティーに開示することで、新たな収益源を

獲得することができる。これによってISV

（Independent Software Vender：独立

系ソフトウェア・ベンダー）と法人顧客や中

小企業とをマッチングさせ、以前には関係

のなかった未踏の市場に参加させることが

可能になるのである。

　通信事業者は、バリュー・チェーン内の他

の企業が入手不可能な加入者データを保

持しており、これは特に注目に値する。この

データは、エンド・ユーザーと上流側の提携
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企業の両者に価値をもたらすものだ。モバ

イル通信事業者とOTT企業（Skype、

Spotify、Facebookなど）との提携関係

は好ましいものとして受け入れられており、

解約率の減少に貢献している。

新しいビジネスモデル ▶ LTEネットワーク

はパケット方式で、データおよびウェブのサー

ビスに適しているため、モバイル通信事業者

は新たなサービスや提携関係の開始にあたっ

て優位性が得られ、自身のリソースを自社およ

び他社のために最大限に活用することができ

る。これは、常に変化し続ける世界で成功を

収めるためにきわめて重要になるだろう。

OSS/BSS ▶ LTE、LTE-A、高速IP

ベースのネットワーク・インフラストラクチャー

のいずれにおいても、ユーザー・エクスペリ

エンス、ビジネス・インテリジェンス、ネットワー

ク輻輳にフォーカスした新世代のITサポー

ト・システムが必要となる。複数のサービスの

管理は、広範囲におよぶOSS（Operation 

Support System）/BSS（Business 

Support System）、IT、ネットワーク要素が

関係するため、ますます複雑になっていく。

　通信事業者が統合されたサービス・エク

スペリエンスを提供する場合、サービス管理

はエンド・ツー・エンドの形で包括的に実施す

る必要がある。また、通信事業者がエクスペ

リエンスを管理し、ユーザー中心の視点に

立ったサービスを提供するには、解析ツール

によって各種のユーザー・データ・ソースを結

合させることも必要となる。

クラウドベースのサービス ▶ 通信事業

者はすでに、クラウド・サービスをサポートす

るための大規模な建設、発注、提携関係の

構築を進めており、投資や企業買収の

80%がデータ・センターのインフラストラク

チャーに関係している。クラウド・サービスが

ユーザーに与える大きな可能性は、ITと通

信技術の両方に依存している。クラウド・

サービスは、ネットワークの接続範囲、制御、

複雑なサービス管理機能のすべてが提供

されてはじめて効果を発揮する。しかし、提

携関係が重要であることに変わりはなく、と

りわけSaaS（Software as a Service）

は、インフラ・ベンダーやサービス･プロバイ

ダーとともに強力なパートナーとなるだろう。

　通信事業者のクラウド対応サービスに

は、市場参入用サービスと運営サービスの

2つのカテゴリーがある。運営サービスは、

クラウド運営モデルを使用して通信事業

者自身のサービスを管理するものであり、

運営効率を改善することができる。これに

は、クラウドを使用したM2Mサービス管理

や課金が含まれる。

　これらすべての方策をうまく組み合わせ

れば、クラウド・サービスの普及が進み、つ

ながれた世界の価値はより高くなるだろう。

　モバイル・ブロードバンド業界は新たな可

能性を生み出し、生活の質だけでなく仕事

の生産性も劇的に改善する。ウルトラ・ブ

ロードバンド、ユビキタスな接続、待ち時間ゼ

ロというつながれた世界の中心的な3つの

特徴が、これからのモバイル・ブロードバンド

の礎となる。

　ユーザー・エクスペリエンスは、顧客の確

保とビジネスにおける価値の向上をサポー

トし、このつながれた世界を発展させる鍵と

なるもう1つの重要な要素である。限られた

無線リソースの中で最適なユーザー・エクス

ペリエンスを提供するには、継続的に改善

を行い、仮に良好なものであってもまだ改善

の余地があるということを認識しておかなけ

ればならない。

　モバイル・ブロードバンドは、技術的な課題

を解決する手段という視点ではなく、創出さ

れるビジネスチャンスという視点で再定義す

る必要がある。技術のイノベーションとビジネ

スモデルの連携がなければ、ICTに変革をも

たらすことはできないからである。

WINNERS

ヨーロッパ大陸に100Gインターネット・サービスを導入
KPNインターナショナル

KPNインターナショナルは、最新のコヒーレント100G（超大容量デジタルコヒーレン

ト光伝送技術）を商用利用することで、帯域幅拡大、安定性向上、顧客サービス向

上を実現し、最先端のネットワークを世界に提供し続けている。

Michael Huang 編
    『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部 Sun Yan

　オランダの通信事業者であるKPNは、

ネットワークの変革と新規サービスにおける

多くの課題に取り組んできた。ブロードバン

ド、ビデオ、企業向け専用回線などの高い需

要が見込まれるサービスを促進するため、

オールIPアーキテクチャーへの移行に着手

し、フルサービス・プロバイダーへの道を歩み

出したが、それにはネットワーク・インフラを飛

KPNインターナショナルは、オランダ最大の
ICTプロバイダーであり、ヨーロッパの主要
な通信サービス・プロバイダーであるKPNの
事業部門の1つである。データ、通信、IPに
関連する高度なサービスを広範囲に提供し
ている。インテリジェント・ネットワーク、帯域
ソリューション、将来性を保証した製品によ
り、180か国以上で700社以上の企業、
サービス・プロバイダー、キャリアを顧客とし
ている。

KPN International

躍的に進化させる必要があった。

　KPNの事業部門の1つであるKPNイン

ターナショナル（以下KPN）は、データ、IPお

よび通信に関する国際的サービスを企業や

卸売り事業者に提供している。2005年、

KPNは西ヨーロッパ全域をカバーする

10Gpsのバックボーン・ネットワークを構築し

た後、10Gbpsから40Gbpsへ、2011年に

は100Gbpsへと段階的に高速化した。　

　KPNのWDM（Wavelength Division 

Multiplexing：波長分割多重方式）バック

ボーンは今やヨーロッパにおいて最大規模

ふくそう
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WINNERS

市場をリード ：
10Gbpsから40Gbpsへ

100G伝送で
より良いサービス展開へ

将来の展望 ：
40Gbpsから100Gbpsへ

のものであり、波長、国際専用回線、VPN

（MPLS：マルチプロトコル・ラベル・スイッチ

ングとイーサネット）、IPトランジットなど広範

囲のサービスを、多くの付加価値サービスと

ともに提供している。

　インフラ移行を避けて通ることはできないと

考えたKPNはまず、伝送ネットワークの再構築

に着手した。2005年6月、アクセスレイヤーと

国内トランクにおいて、それぞれCWDM

（Coa r s e  Wave l e ng t h  D i v i s i o n  

Multiplexing：光波長多重伝送）とDWDM

（Dense  Wave l e ng t h  D i v i s i o n  

Multiplexing：高密度波長分割多重伝送）

の独占契約をファーウェイと締結した。これ

で、KPNはブロードバンド・ネットワーク事業の

基盤を固め、国際専用回線、帯域の卸売、IP

トランジットなどの急成長する事業にさらに積

極的に参加できるようになった。

　2005年後半、KPNはファーウェイと提携

してヨーロッパ全域をカバーする40x10G 

WDMバックボーン・ネットワークの展開を開

始した。4か月かけて配備した3,000kmの

ネットワークは、アムステルダム、ルクセンブ

ルク、ブリュッセル、フランクフルト、ロンドンな

ど20を超える都市を結ぶもので、ヨーロッパ

のWDMバックボーン・ネットワークとして最

大級となった。これにより、KPNは国際専用

回線、国際通話、VPN、波長サービスなど

の事業への参入と促進に必要な帯域幅を

存分に確保できるようになった。

　世界のIPトラフィックは2006年から2008

年にかけて爆発的に増大した。グローバル・

バックボーンWDMトラフィックは、世界で年

間40%を超え、ヨーロッパでは44%のペース

で増加した。40Gのコア・ルーター用インター

フェースはすでに普及が進んでおり、40Gの

ラインカードを使用するルーターが世界各地

で配備されているところだった。商用の40G

伝送はまだ限定されていたが、KPNは40G

のリースに大きな可能性を見出していた。

　2008年9月、KPNはアムステルダムとロ

ンドン間において40Gサービスを受注した。

しかし、この40Gネットワークはイギリス海峡を

またがるという困難を伴うものだった。海峡の

幅が平均180kmもあったため、中間地点で

波長再生を行うのは困難と思われた。

　この時も、40G展開におけるファーウェ

イの豊富な経験が役立った。両社は協力し

て、KPNのネットワークを評価し、さまざまな

ソリューションの比較を行い、その結果、伝

送能力に優れ、KPNの既存インフラと互

換性のある40G eDQPSK技術が採用さ

れることになった。ファーウェイは、KPNに

よるサイトのアップグレードおよび40Gの

サービス・ボード設置にあたり、フルサポート

を提供し、その結果、わずか3週間で最大

幅が214kmにもおよぶイギリス海峡を安

定した40G伝送リンクで結ぶことに成功し

たのである。

　サービス需要が増大する中、KPNはブ

ロードバンド・サービス向けに、ネットワークの

アップグレードに取り組み続けてきた。このよ

うな円滑なアップグレードを通して、KPNは

市場のニーズに賢明かつ迅速に対応できる

ようになった。

　2010年、40G/100Gイーサネット基準であ

るIEEE802.3baが正式に発表され、これを

きっかけに業界が飛躍的に発展を遂げること

になった。ベンダーと通信事業者の間の緊密

な協力により100Gの利用が拡大していった。

　2011年の初頭まで、KPNはWDMバッ

クボーン・ネットワークを経由して、ヨーロッパ

の22か国の顧客にサービスを提供してき

た。ところが、サービス拡大が次第にトラ

フィックに渋滞をもたらすことになった。最も

混雑する都市間の1つであるアムステルダ

ム―ルクセンブルク間のユーザーがコンテ

ンツ・プロバイダーやシステム・インテグレー

ターとのやりとりをスムーズに行うために、速

度100Gの環境を整備せざるをえなくなった

のである。40Gのロールアウトに成功した

KPNは、ファーウェイのサポートがあれば、そ

のプラットフォームを基盤に100Gにアップ

グレードできるだろうと考えた。

　2008年の初め、ファーウェイは100Gの

プロトタイプをリリースし、それを10以上の通

信事業者と協力して商用ネットワークで検

証を行い、さらにその2年後、100Gソリュー

ションに改良を加えていた。KPNは将来的

にネットワークに障害が起こることを想定し、

そのキャパシティを増やすためにプラット

フォーム上で100Gソリューションの試験を

実施するようファーウェイと協議を始めた。

KPNのネットワークは10Gと40Gのサービ

スが混在しており、非線形抵抗（電圧と電

流が比例関係にない抵抗）の必要性が高

まっていた。さらに、ネットワークはG.652と

G.655両方のファイバーを使用しており、

CD（Chromatic Dispersion：波長分散）と

PMD（Polarization Mode Dispersion：

偏波モード分散）の許容差という課題を抱

えていた。そこでファーウェイは100Gコヒー

レント検出ソリューションによるアップグレー

ドを提案した。

　このような両社の協力により、アムステル

ダム―ロンドン間とアムステルダム―ルク

センブルク間の各リンクにおけるアップグ

レードが無事完了した。前者はイギリス海峡

をまたがるリンクを含む500kmを結び、電

気再生なしで機能している。後者は市街地

のファイバーを含む600km超を結んでい

る。これらの取り組みにより、KPNは100G

の商用展開をリードする通信事業者の1つ

となったと言える。

　「KPNは信頼できる、高速かつ革新的な

サービスをお客様に提供することをお約束し

ます。最新のコヒーレント100G伝送を商用

利用することによって、われわれは広帯域と

高い安定性というネットワークの要件を満た

し、お客様により良いサービスを提供できる

ようになりました」とKPNのマネージング・ディ

レクター、ジャスパー・スネイダー（Jasper 

Snijder）氏は語る。「ファーウェイの最新の

WDMソリューションのおかげで、われわれの

国際ネットワークは最先端なものになり、急

成長するサービス需要に対応するだけの高

いパフォーマンスを提供することができます」

　今後も、KPNは最も混雑するリンクを

100Gに移行させることにより、ウルトラ・ブ

ロードバンド・サービスの拡大を続けていく。

KPNインターナショナル マネージング・ディレクター ジャスパー・スネイダー氏
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KPNインターナショナル マネージング・ディレクター ジャスパー・スネイダー氏
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端末に関する情報は、Twitter、Facebookでもご覧いただけます。

　ファーウェイがイー・アクセス株式会

社に提供した、次世代OS『AndroidTM 

4.0』搭載スマートフォン『GS03』が

6月14日に発売されました。

　明るい屋外でも見やすい約4.3イン

チ（960×540ドット）QHD高精細スー

パー有機ELディスプレイを採用し、多

機能搭載ながら「約110g」という軽

さ、約129（H）×65（W）×7.9（D）mm

（最厚部10.3mm）のスリムボディで、

光沢に包まれたスタイリッシュなイメー

ジにデザインされています。

　1.5GHzデュアルコアCPU搭載に

よりスピーディーな操作性を実現。下

り最大21Mbpsの高速通信が可能で

す。Wi-Fiルーターとして最大8台の機

器を同時接続できるほか、GSM方式

すべてをもっと快適に、もっと刺激的にする
SLIM & STYLISH SMART PHONE『GS03』 

（850/900/1800/1900MHz）の

国際ローミング、Bluetooth®Ver.3.0

にも対応しています。　

　イー・アクセスの『EMOBILE LTE』

の新ラインナップとして、LTE対応

Wi-Fiルーター『Pocket WiFi LTE

（GL04P）』が7月に発売されます。

　3,000mAhの大容量バッテリー搭

LTE対応Wi-Fiルーター
『Pocket WiFi LTE（GL04P）』

載により、約9時間のLTEによる連続

通信が可能なほか、USBケーブル接

続によるデータ通信もご利用いただけ

ます。また、最大10台までのWi-Fi対

応機器に同時接続が可能です。

　1.5GHzクアッドコア64ビットCPU、

2GB RAMを搭載したイー・アクセス向

けハイエンドタブレット『GT01』が8月

以降に発売されます。　

『Android™ 4.0』を搭載したWi-Fiモ

デルのタブレットで、高画質動画を精

細に再生可能な10.1インチのフル

クアッドコアCPU、10.1インチフルHD対応ディスプレイ採用
3Dゲームや動画再生に最適なハイエンドタブレット『GT01』

HD対応、高解像度IPSディスプレイ

（1920×1200ドット）、3Dゲームもな

めらかに表示可能な16コア32ビット

GPUによる高い描画性能により、こ

れまでのタブレットとは一線を画す高

品質なエンターテインメント体験を実

現します。

　ファーウェイが株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ（以下、NTTドコモ）向けに

開発した、低学年のお子様を対象にし

た新しい『キッズケータイ™  HW-01D』

が今夏、発売されます。

　キッズケータイHW-01Dは、「通話、

防犯ブザー、GPS」のあんしん機能はそ

のままに、新たに「防水（IPX5/X7）、防

塵（IP5X）※1」に対応、強化プラスチック

ウィンドウと、傷がつきにくい硬度9H※2

のスーパー・ハードコーティングを液晶部

分に採用し、より安心して長い期間ご

利用いただけるようになりました。

　また、綜合警備保障株式会社

（ALSOK）より、緊急時にガードマンが

駆けつける『緊急時かけつけサービス

（仮称）』が2012年秋頃から提供され

る予定です。サービスの詳細は、提供

開始に合わせてNTTドコモより改めて

案内されます。

　本体は、お子様の小さな手でもしっ

かり握りやすい、丸みを帯びたデザイン

で、両サイド中央に新たにサイドライトを

搭載。本体色にはイエロー、ブルー、ピ

ンク、3色のカラーバリエーションをご用

意しました。

防水・防塵に対応し、安心・安全機能が向上した
新『キッズケータイHW-01D』

※1 ●IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを
意味します。●IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。●IP5Xと
は、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。
※2 JIS K5600基準

　さらに、利用モードを「大人」に設定

することで、メニューのひらがな／漢字

表示や文字の大きさ、ショートメッセー

ジサービス（SMS）の定型文の種類を

変更できるので、携帯電話の操作に不

慣れな方にも安心してご利用いただけ

ます。

ブルー イエロー ピンク
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『2012 Japan-China TDD Forum GTI Ad Hoc Seminar in Tokyo』で
「XGP/TDD LTE ドライブ・デモ」を実施

　4月25日、26日、東京千代田区にあるザ・

キャピトルホテル東急において、XGPフォー

ラム、TD産業協会（TDIA）、G l o b a l 

TD-LTE Init iative（GTI）共同主催の

『2012 Japan-China TDD Forum GTI 

Ad Hoc Seminar in Tokyo』が開催され、

世界各国から200名を超える業界トップリー

ダーたちが一堂に会しました。

　プログラムの1日目および2日目午前の部

では、総務省や中国の工業情報化部など各

国政府、通信事業者、また、通信装置、端

末、チップなどのベンダーが、それぞれの観点

からTDD技術の現状や将来性について講

演を行いました。さらに、展示コーナーには各

社が実際の装置や端末を出展したほか、

TDD等高速ネットワークを利用したロボット・

ショーを行うなど、エンターテイメント性にあふ

れたプログラムで会場を沸かせました。

　今回のTDD Forumのハイライトの1つは、

2日目の午後に計2回行われた「XGP/TDD 

LTE ドライブ・デモ」です。この銀座近辺で行

われた1回約45分間のドライブ・デモでは、

参加者は2台のバスに分乗し、2012年2月

よりソフトバンクモバイルがMVNOとして

サービスを開始した、TD-LTEと100%互換

性のあるAXGPネットワーク（サービス名：

SoftBank 4G）を体験しました。

　各国からの参加者は、東京という非常に

複雑なネットワーク環境で実際に提供されて

いるAXGPサービスを体験し、TDD技術がも

つ高速通信や低遅延といった技術的優位

性がもたらす可能性を高く評価しました。
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　スマートフォンの制御信号を最適化する

ファーウェイの最新ソリューションが、香港の

通信系企業PCCWモバイルに採用されまし

た。同ソリューションは、PCCWモバイルの

ネットワーク・パフォーマンス改善とモバイル・

ブロードバンドのユーザー・エクスペリエンス

向上を実現します。最新の3GPPリリース8

（3GPP-R8）規格に基づいており、同規格

に対応したスマートフォンの制御信号トラ

フィックを25%以上削減します。

PCCWモバイルの制御信号トラフィックを
25%以上削減する
ファーウェイの最新ソリューション

2012年3月26日

　ファーウェイはこのほど、最新のモバイル・

ブロードバンド（MBB）研究開発施設

『mLAB』の開設を発表しました。mLABは

MBB業界各社と緊密に連携して研究開発

を進め、ファーウェイの革新的なHSPA/LTE

向けMBBソリューションと未来のネットワーク

環境を体験していただけるよう、顧客向けに

公開されます。mLABはMBB業界のあらゆる

企業と積極的に協力し、MBBエコシステム

の未来に貢献します。

ファーウェイ、MBB研究開発施設
「mLAB」を開設

2012年5月25日

　ファーウェイは、カテゴリー4に準拠した商

用LTEネットワークの運用試験をヨーロッパ

で実施し、世界で初めて成功しました。最大

下り通信速度150Mbpsを記録し、優れたパ

フォーマンスを実現しました。今回の運用試

験は、ファーウェイがヨーロッパで構築した商

用LTEネットワークとカテゴリー4のLTE装置

を使用して行われました。同試験で使用した

LTE装置には、LTE仕様第9版に準拠した

世界初となるカテゴリー4の
商用LTEネットワーク運用試験を実施

2012年5月10日

　ファーウェイ･ジャパン初のオリジナルテ

レビCM(2種類)が3月15日から4月15日

にかけて放映されました。CM第1弾はイー

･アクセスの次世代モバイル通信サービス

『EMOBILE LTE』に対応した『Pocket 

WiFi LTE(GL01P)』にスポットライトをあ

てました。性能のスピード感を意識したスタ

イルで、LTE技術のリーディングカンパ

ニーとしての企業イメージを強調しました。

2012年3月15日

ファーウェイ・ジャパン初の
テレビCMがON AIR！

　5月30日から国際展示場で開催された『ワ

イヤレスジャパン2012』で、ファーウェイ・ジャ

パン代表取締役社長閻力大が「ユーザー・

エクスペリエンス向上によるMBB市場の育

成」をテーマに講演を行いました。

　MBB時代にエンド・ユーザーが期待する

品質（ユーザー・エクスペリエンス）を実現す

るためのキーワードとして、「ウルトラ・ブロード

バンド」「待ち時間ゼロ」「ユビキタス接続」

の3つを挙げ、ファーウェイの最新の研究成

果や新しい時代のビジネスモデル構築に向

けた海外通信事業者の取り組み事例を紹

介。今後も徹底したユーザー・エクスペリエン

ス志向を通じて、世界でも最先端の市場で

ある日本に貢献していきたいとの意気込みを

語りました。

2012年5月30日

ファーウェイ 閻 力大（エン・リダ）社長が
『ワイヤレスジャパン2012』で講演

　ファーウェイ・ジャパンは6月12日、イギリス

のロンドンで開催された『Global Telecoms 

Business Innovation Awards 2012』で、

ワイヤレス・ネットワーク・インフラにおけるイノ

ベーション賞を、ソフトバンクグループ会社で

ある Wireless City Planning 株式会社

（WCP）と共同受賞しました。同賞は、WCP

が東京や大阪など国内各地で商用展開して

いるAXGPネットワークの実績を評価して贈

られたものです。このAXGP商用ネットワーク

は、ファーウェイのLTE TDDと完全互換の

技術を用いて構築されています。

2012年6月12日

ファーウェイ・ジャパン、
ワイヤレス・ネットワーク・インフラにおける
イノベーション賞をWCPと共同受賞

グローバル色を打ち出したCM第２弾。
ファーウェイ社員もエキストラとして出演しました

ドライブ・デモで行なわれたビデオ・チャット。
移動中でもネットワークの遅延を感じさせないと好評

　UK Broadbandが構築中のロンドン初と

なるLTEネットワークにファーウェイのLTE 

TDDソリューションが採用されました。世界

で初めて3.5GHzバンドを搭載した同ネット

ワークは、英国における商用LTE TDDネット

ワークの先駆けとなります。UKBは同ネット

ワークをホールセール・モデルで運用し、

2012年5月よりパートナー各社を通じて、企

業、一般消費者、公的機関向けに商用サー

ビスの提供を開始する予定です。

ファーウェイの
商用LTE TDDネットワーク
英国初のLTEネットワークとして
UK Broadbandが採用

2012年3月1日

Huawei Japan Newsroom（日本語） ： 
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/

　ファーウェイは、インテルと共同で、LTE 

TDD技術の相互運用性試験（IOT）の実施と

ファーウェイ、インテルと共同で中国に
LTE TDDの相互運用性試験（IOT）
センターを構築し、同分野の
収益構造の発展を加速化

2012年4月27日

ファーウェイ、LTEワールドサミット2012で2部門の賞を獲得

　5月24日、ファーウェイは、スペインのバルセ

ロナで開催されたLTEワールドサミット2012に

おいて、『Most Significant Development 

for Commercial LTE Network ‒ Vendor：

商用LTEネットワークの発展に最も貢献した

ベンダー』賞と『Best LTE Core Network 

Element：最も優れたLTEコア・ネットワーク

構成要素』賞の2部門を受賞しました。今回

で3年連続となるLTEワールドサミットでの受

賞を通し、ファーウェイが業界トップの地位を

維持し、LTEの発展に貢献していることが改

めて認識されました。

　GSA（グローバル・モバイル・サプライヤー協

会）が2012年5月に公開した『Evolution to 

LTE Report ： LTEへの進化に関するレポー

ト』によると、現在全世界で稼働中の72の商

用LTEネットワークのうち、34がファーウェイの

構築によるもので、世界トップシェアと報告さ

れています。ファーウェイのLTEソリューション

はヨーロッパやアジアに加え、オセアニア、ア

フリカ、南アメリカ、中東にも導入実績があり、

世界の通信事業者トップ50にランクインして

いる37社に採用されています。

LTE TDDソリューションの構築を促進していく

ことを発表しました。両社は、LTE TDD技術に

関するIOTおよび早期実用化を目的とした共

同研究施設を中国国内に設立します。

世界初のマルチモードLTEチップセット

（Hisilicon製）が組み込まれています。

Huawei Global Newsroom（英語） ： 
www.huawei.com/en/about-huawei/newsroom/

　CM第2弾は、趣をガラリと変え、ファー

ウェイのグローバル色を全面的に打ち出し

ました。ファーウェイが強みとするR&D、

LTEにおけるリーダーシップと、日本におけ

るデータ通信端末シェアNo.1を誇るという

現況を、さまざまな国籍のエキストラを起用

して表現しています。



『2012 Japan-China TDD Forum GTI Ad Hoc Seminar in Tokyo』で
「XGP/TDD LTE ドライブ・デモ」を実施
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