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2011年2月に創刊したHuaWave。今号は、4年目を締めくくる号となります。そこで今回の巻頭

メッセージでは、これまでのHuaWaveの歩みを振り返り、読者の皆様に感謝の意を述べるとともに、

5年目からの新しいHuaWaveへの意気込みをお伝えしたいと思います。

4年間のご愛読に感謝の気持ちを込めて
HuaWaveのこれまでとこれから

　ファーウェイは2005年11月に日本オ

フィスを開設しました。それから5年後、組織

の体制が整い、日本での事業も軌道に乗

り始めた2010年、お客様をはじめとする日

本市場のステークホルダーの皆様に、より

ファーウェイのことを知っていただきたい、ビ

ジネスに有益な情報をお届けしたいという

思いから、広報誌を創刊する計画がスター

トしました。

　創刊にあたっては、ファーウェイ・ジャパン

社員に「自分たちの広報誌」という意識を

高めてもらおうと、誌名のネーミング・コンテ

ストを開催しました。80点近い応募作の中

から選ばれたのが、『HuaWave』。電波の

ように情報を発信する、絶えず変化し続ける

通信業界の潮流を伝える、時代に新しい波

を起こす、といった「波」のイメージを社名と

組み合わせたタイトルで、社内外の審査員

の多くの支持を得て採用されました。

　2011年2月、ちょうど中国の旧正月にあ

たるころに、記念すべき第1号を発行。以

来、号を重ねるごとにコンテンツを充実させ、

第1号の24ページから、28、36とページ数

も増えていきました。

　ファーウェイ本社が発行する広報誌

『WinWin』から翻訳した世界の通信事業

者のインタビューや事例紹介は、創刊から

続く人気コンテンツです。毎号実施している

読者アンケートでは「海外の情報が知りた

い」という声が根強く、HuaWaveでは通信

事業者から法人向け事業のお客様、標準

化団体まで、幅広い分野で世界の動向を伝

える記事を掲載し、読者の皆様のご要望に

お応えしています。また、日本市場に根差し

たファーウェイのビジネスを知っていただくとと

もに、日本のICT業界のキープレーヤーの事

業戦略をご紹介するべく、ファーウェイのお

客様やサプライヤー、パートナーである日本

企業の皆様にもお話をうかがってきました。

　HuaWaveの重要な要素のひとつが、

ファーウェイ社員たちの協力です。社員によ

る技術解説のほか、故郷や趣味などプライ

ベートな一面をご紹介することで、多様な

バックグラウンドを持ったプロフェッショナル

が集まるファーウェイ・ジャパンの「顔が見え

る」広報誌を目指しています。

　第2号では通信業界の一大イベント

MWC（Mobile World Congress）の模

様をICTジャーナリストの神尾寿さんにレ

ポートしていただき、好評を博しました。

MWCレポートは毎年恒例となり、今年の

第13号では末岡洋子さんにご執筆いただ

いています。前回の第14号からは新連載

として、携帯電話研究家の山根康宏さん

に世界と日本の端末市場の動きからモバ

イルの未来を占っていただく「Mob i l e 

Next」のコーナーを開始。ファーウェイに

関する情報だけでなく、読者の皆様のビジ

ネスに役立つコンテンツをお届けするよう

努めてきました。

　2015年1月号から、HuaWaveは5年目

に突入します。これを機に、誌面づくりを大

幅に見直し、内容やデザインを一新するこ

とを計画しています。これまでに評価の高

かった企画は残しつつ、外部の方からの寄

稿も含め、より一層読みごたえのある記事

を増やしていく予定です。その布石として、

今号のFeature Storyではいつもとは少し

違った角度から特集を組んでみました。未

来を担う若い世代が軽やかにICTを活用す

る姿が、これからの通信技術やサービスの

あり方を考えるヒントとなれば幸いです。

　HuaWaveがここまで成長することができ

たのも、ひとえに読者の皆様のおかげです。

これからも、皆様の叱咤激励とご意見・ご要

望を糧として、HuaWaveは進化を続けてい

きます。変わらぬご支援に深く感謝するとと

もに、今後も貴重なご感想をお寄せください

ますようお願い申し上げます。

ファーウェイ・ジャパン広報部　HuaWave編集担当エディター　井澤美智子

Issue 2  Feature Story ：
MWC2011で垣間見えたAndroidの「可能性」と「課題」
Issue 2  Voice from Operators ：
世界初の商用LTEネットワーク構築と展開　通信界の先駆者テリアソネラ
Issue 13  輪番CEOからのごあいさつ ：
モバイル・ブロードバンドが実現する新たな産業革命

Issue 3  Perspectives ： モバイル・インターネット時代における競争のあり方
「よくまとまっていて勉強になる」「しっかりした業界分析で読みごたえあり」
Issue 4  Winners ： テレノール・ノルウェー　北極圏初のLTE展開
「過酷な環境下での基地局建設の雰囲気が伝わる」「臨場感があった」
Issue 4・14 ： ファーウェイ本社・キャンパス・ツアー
「充実した環境整備の紹介は有意義。機会があれば実際に見てみたい」
「技術情報からだけでは伝わらない企業文化がわかっておもしろかった」

毎号、社員が撮影した写真や季節のイメージなどが表紙を飾ってきた。創
刊当初から100%再生紙と大豆インク、水なし印刷によって環境に配慮
した制作を心がけている

■ 最も人気のあった記事TOP3（読者アンケートの採点結果による）

■ 反響の多かった記事（読者アンケートのコメントより）

■ インタビューにご登場いただいた日本の企業 ： 13社

■ インタビューや事例記事でご紹介した海外の企業
　 （学術機関、業界団体含む） ： 38社

■ 誌面に登場したファーウェイ・ジャパンの社員 ： のべ 88名
　 本社の社員 ： 16名

■ Global Nodes & Linksで紹介した世界のファーウェイ・オフィス
オーストラリア、ドイツ、
中東、ノルディック、
シンガポール、メキシコ、
ロシア、チリ、英国

■ My Hometown in Chinaで紹介したファーウェイ社員の故郷
海南島海口市、湖北省武漢市、
江蘇州蘇州市、北京、江西省南昌市、
山東省済南市、吉林省延吉市、
陝西省西安市、香港、雲南省昆明市、
青海省西寧市、遼寧省葫芦島市、
内モンゴル自治区通遼市、
黒龍江省哈爾浜市、四川省成都市

創刊号からのPDF版はウェブサイト（http://
www.huawei.com/jp/about-huawei/
publications/HuaWave/index.htm）で
ご覧いただけます。
ご感想はmichiko.izawa@huawei.comまで。

今号の表紙：トルコ・カッパドキアの絵本のような光景（撮影者：ファーウェイ・マレーシア  劉国柱）
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■ Global Nodes & Linksで紹介した世界のファーウェイ・オフィス
オーストラリア、ドイツ、
中東、ノルディック、
シンガポール、メキシコ、
ロシア、チリ、英国

■ My Hometown in Chinaで紹介したファーウェイ社員の故郷
海南島海口市、湖北省武漢市、
江蘇州蘇州市、北京、江西省南昌市、
山東省済南市、吉林省延吉市、
陝西省西安市、香港、雲南省昆明市、
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創刊号からのPDF版はウェブサイト（http://
www.huawei.com/jp/about-huawei/
publications/HuaWave/index.htm）で
ご覧いただけます。
ご感想はmichiko.izawa@huawei.comまで。

今号の表紙：トルコ・カッパドキアの絵本のような光景（撮影者：ファーウェイ・マレーシア  劉国柱）
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ソーシャルと販売の機能を備えたお米の

直販ウェブサイトやHTMLとCSSによる

ウェブサイト構築の方法を解説したウェブ

サイト、ゲーム開発チームからはRPGや

3D戦闘ゲーム、デジタルアート・チームか

らは音に反応して3Dモチーフがさまざま

なパターンを描く作品など、優れたアイデ

アとデザインの力作が揃いました。

　ライフイズテック代表取締役CEOの

水野雄介氏は、ICTは自分を表現し、そ

れを世界に伝える手段だと言います。

　「スマートフォンの普及が進み、ICTはよ

り身近になりました。僕は以前、高校教師

をしていたのですが、実際に高校生を見て

いると野球が好きな子よりもパソコンや　今回のコースには、特別参加の小学校

5年生から高校2年生まで42名が参加。

コースごとに3～10名ほどのチームに分

かれ、カスタマイズされたオリジナル教材

を使って基礎的なスキルを学んだ後、自

分の作ってみたいアプリやゲーム、作品

を制作し、最終日にプレゼンテーションを

行います。教材のサンプルに自分なりに

アレンジを加える子もいれば、一から新し

い作品を作る子や、普段から取り組んで

いるプロジェクトの一部としてアプリに新

機能を加える子など、それぞれのスキルや

興味に合わせて進めていきます。

　開発は音楽が流れるにぎやかな教室

で行われ、わからないことがあればチーム

の担当メンターに気軽に声をかけ、サポー

トしてもらいます。技術習得だけでなく、参

加者どうしが楽しんで交流しながらチー

ム・ビルディングをしていくことも目的で、

開発の合間にゲームやクイズ大会など

のアクティビティが行われます。小森氏

は、「自由な空間で仲間と一緒に創造す

ることのおもしろさを知ってほしい。その

楽しさがモチベーションにつながるんで

す」と話します。

次世代を担う「デジタル ・　ネイティブ」から見た
これからのコミュニケーシ　ョンとICT

　キャンプは4回目の参加という中3の

男の子は、教材のアプリをもとに、複数

の動画サイトから動画を検索してリスト化

できるアプリを作成。普段スマートフォン

ではゲームをやることが多く、プレイする

だけでなく自分で作ってみたいと思ったこ

とをきっかけに、前回まではゲーム開発

コースに参加していました。今回は初め

てアプリプログラミングにチャレンジし、こ

れからもっとがんばって他にはない自分

だけのアプリを作りたいと意欲を見せて

いました。

　6回目の参加となる高2の女の子は、過

去にもいくつかアプリを作ってきましたが、

今回は友達と2人で制作中の写真アプリ

の追加機能として、端末を振ると写真が

モザイクアートになるアプリを開発しまし

た。スマートフォンは友達との連絡に使う

のがメインですが、アプリプログラミングは

自分だけの作品を作る楽しさ

「自分で書いたコードが動いて、思った

とおりの一連の動作になるのが楽しい」

と話します。高校卒業後は文系の進路に

進む予定ですが、アプリ開発は趣味とし

て続けていきたいそうです。

　小学校5年生で特別に参加した男の

子は、最初は独学でJavaを勉強し、昨年

の春からアプリを作り始め、ライフイズ

テックのキャンプには今回初めて参加し

ました。これまでに作ったアプリは、ぬりえ

をTwitterで投稿できるアプリや、割り算

の余りが出せる計算アプリなど。今回は

「困っている人たちの役に立つよう寄付

ができるアプリを作りたい」という動機か

ら、商品のバーコードを読み取ってアマゾン

のアフィリエイト・サイトに誘導し、アフィリ

エイトの収入をチャリティに寄付するアプ

リを開発しました。

　そのほか、ウェブ制作チームからは
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内閣府『平成25年度 青少年のインターネット利用環境実態調査』

　ライフイズテックは、中高生を対象にプログラミングやゲーム開発、デ

ジタル・アートを学べるサマーキャンプとスクールを2011年から運営して

います。短期間でデジタルなものづくりの楽しさを知るキャンプから、より

本格的にスキルを身に付けて作品のリリースを目指すスクール、さらに起

業や大学のAO入試、企業への就職のサポートまで提供するほか、全国

の中学校・高校での無料体験会や、女の子向けキャンプ、自治体とコラ

ボレーションしたハッカソンなど、さまざまなプログラムやイベントを実施し

ています。こうした実績を評価され、今年2月にはグーグルが世界で青少

年向けICT教育の拡大に努める団体に送るRISE Awardを東アジアで

初めて受賞しました。

　現役大学生・大学院生がメンターとして指導にあたり、チームで楽しみ

ながら学べることが特長で、キャンプやスクールに参加することで「子ども

たちが『目標』と『仲間』と『自信』を得られることを目指しています」と、ライ

フイズテックの代表取締役COOであり、ワークショップデザイナーとして

プログラムを企画している小森勇太氏は語ります。

　2014年のサマーキャンプは、夏休み期間中の7～8月にかけて、3日間・

5日間・8日間の各日程で東京・名古屋・仙台・京都・福岡の大学キャンパス

で開催されました。参加者はアプリプログラミング、ウェブ制作、ゲーム開

発、デジタルアートの4分野・13コースからひとつを選び、通学または宿泊

で参加します。参加者数は初年度の40名から年々増え、4年目となる今年

は1,400名に。これまでにのべ8,000人が参加しています。

　HuaWave編集部は今夏、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスで開催

された8日間コース＋5日間コースのサマーキャンプ最終日におうかがいし、

開発と最終発表会の様子を取材してきました。

ICTはいまや、あらゆる世代の人々のコミュニケーションに

変革をもたらしています。携帯電話やスマートフォンの使

用は低年齢化が進み（右図）、10代の約7割がLINEを利

用しているという調査もあります（総務省『情報通信白書 

平成26年版』）。多くの子どもたちが自分の端末を持ち、

デジタルなコミュニケーションを日常的に行っています。

LTEから5Gへと進化する次世代のモバイル・ネットワー

ク・ユーザーの主役となるのは、こうして子どものころから

ICTに触れてきた「デジタル・ネイティブ」たちです。今号

のFeature Storyでは、中高生にプログラミング・IT教育

プログラムを提供するライフイズテックのサマーキャンプ

の模様と、中高生向けクラウド・ファンディング・サービス

を立ち上げ、さらに新しい形のインターネットの構築を構

想している16歳の起業家・三上洋一郎氏のお話を通じ

て、「デジタル・ネイティブ」世代にとってのICTとは何か、

彼らがそれをどのようにコミュニケーションに活用している

のかを探っていきます。未来のICTの主役たちの声が、新

たな技術やサービスを生み出していくためのヒントになる

かもしれません。 HuaWave編集部

ICTに興味がある子の方が多いんです。

ただ、ほとんどの子どもたちは消費者とし

てICTを使っているだけで、生産者には

なっていません。せっかく好きならば、そ

れをもっと伸ばして活躍できるような場を

用意してあげたい。生産者としてICTでモ

ノを作るスキルを身に付ければ、自分のや

りたいことを実現し、社会を変えることもで

きます。ライフイズテックでは、そうした生

産者をもっと増やしたいと思っています」

　そのために、キャンプという入口からス

クールを経て、起業や大学入学、就職と

いう出口までサポートをし、「ICTで幸せに

なれる」という道筋を作ること、野球界の

イチローやマー君のように「あんなふうに

なりたい！」とあこがれるICT界のヒーロー

を生み出すことを目指している、と水野氏

は語ります。

　また、キャンプという場で学校と家庭以

外の世界を知ることも、子どもたちにとっ

て有益な経験になります。

　「子どもたちはスマートフォンやSNSを

使っていても、情報の活用がうまくできて

いるかというと、まだまだだなと感じます。

キャンプに参加して、それまで知らなかっ

た新しい世界をリアルに体験し、そこで

出会った仲間やメンター、スタッフと

SNSでつながることでさらに情報源が

広がっていく。結果的に、子どもたちの

情報の感度を上げることにもつながって

います」

　スクールでは、完成させた作品をアプリ

ストアなどのプラットフォームでリリースす

ることを目標としています。これには、作品

の完成度を上げるとともに、自分の知らな

い人や海外の人にも作品を見てもらう、

ライフイズテック・サマーキャンプのにぎやかな開発風景

使ってもらうことで、社会とつながることを

体感し、子どもを飛躍的に成長させる効

果があると言います。

　「初めは自分が好きなもの、普段使って

いるものを作ってみたいという程度のきっ

かけですが、プログラミングやデザインで

モノを作るスキルに加え、人に伝える力や

プレゼンテーションをする力など、ICTで

できることを総合的に身に付けながら、

だんだんと世界が広がっていく。そこから、

もっと影響力のあるものを作りたいという

気持ちが生まれてくるんです」

ICTを子どもたちのあこがれに
デジタルなものづくりで世界を広げるライフイズテック
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産者をもっと増やしたいと思っています」

　そのために、キャンプという入口からス

クールを経て、起業や大学入学、就職と

いう出口までサポートをし、「ICTで幸せに

なれる」という道筋を作ること、野球界の

イチローやマー君のように「あんなふうに

なりたい！」とあこがれるICT界のヒーロー

を生み出すことを目指している、と水野氏

は語ります。

　また、キャンプという場で学校と家庭以

外の世界を知ることも、子どもたちにとっ

て有益な経験になります。

　「子どもたちはスマートフォンやSNSを

使っていても、情報の活用がうまくできて

いるかというと、まだまだだなと感じます。

キャンプに参加して、それまで知らなかっ

た新しい世界をリアルに体験し、そこで

出会った仲間やメンター、スタッフと

SNSでつながることでさらに情報源が

広がっていく。結果的に、子どもたちの

情報の感度を上げることにもつながって

います」

　スクールでは、完成させた作品をアプリ

ストアなどのプラットフォームでリリースす

ることを目標としています。これには、作品

の完成度を上げるとともに、自分の知らな

い人や海外の人にも作品を見てもらう、

ライフイズテック・サマーキャンプのにぎやかな開発風景

使ってもらうことで、社会とつながることを

体感し、子どもを飛躍的に成長させる効

果があると言います。

　「初めは自分が好きなもの、普段使って

いるものを作ってみたいという程度のきっ

かけですが、プログラミングやデザインで

モノを作るスキルに加え、人に伝える力や

プレゼンテーションをする力など、ICTで

できることを総合的に身に付けながら、

だんだんと世界が広がっていく。そこから、

もっと影響力のあるものを作りたいという

気持ちが生まれてくるんです」

ICTを子どもたちのあこがれに
デジタルなものづくりで世界を広げるライフイズテック
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ソーシャルと販売の機能を備えたお米の

直販ウェブサイトやHTMLとCSSによる

ウェブサイト構築の方法を解説したウェブ

サイト、ゲーム開発チームからはRPGや

3D戦闘ゲーム、デジタルアート・チームか

らは音に反応して3Dモチーフがさまざま

なパターンを描く作品など、優れたアイデ

アとデザインの力作が揃いました。

　ライフイズテック代表取締役CEOの

水野雄介氏は、ICTは自分を表現し、そ

れを世界に伝える手段だと言います。

　「スマートフォンの普及が進み、ICTはよ

り身近になりました。僕は以前、高校教師

をしていたのですが、実際に高校生を見て

いると野球が好きな子よりもパソコンや　今回のコースには、特別参加の小学校

5年生から高校2年生まで42名が参加。

コースごとに3～10名ほどのチームに分

かれ、カスタマイズされたオリジナル教材

を使って基礎的なスキルを学んだ後、自

分の作ってみたいアプリやゲーム、作品

を制作し、最終日にプレゼンテーションを

行います。教材のサンプルに自分なりに

アレンジを加える子もいれば、一から新し

い作品を作る子や、普段から取り組んで

いるプロジェクトの一部としてアプリに新

機能を加える子など、それぞれのスキルや

興味に合わせて進めていきます。

　開発は音楽が流れるにぎやかな教室

で行われ、わからないことがあればチーム

の担当メンターに気軽に声をかけ、サポー

トしてもらいます。技術習得だけでなく、参

加者どうしが楽しんで交流しながらチー

ム・ビルディングをしていくことも目的で、

開発の合間にゲームやクイズ大会など

のアクティビティが行われます。小森氏

は、「自由な空間で仲間と一緒に創造す

ることのおもしろさを知ってほしい。その

楽しさがモチベーションにつながるんで

す」と話します。

　キャンプは4回目の参加という中3の

男の子は、教材のアプリをもとに、複数

の動画サイトから動画を検索してリスト化

できるアプリを作成。普段スマートフォン

ではゲームをやることが多く、プレイする

だけでなく自分で作ってみたいと思ったこ

とをきっかけに、前回まではゲーム開発

コースに参加していました。今回は初め

てアプリプログラミングにチャレンジし、こ

れからもっとがんばって他にはない自分

だけのアプリを作りたいと意欲を見せて

いました。

　6回目の参加となる高2の女の子は、過

去にもいくつかアプリを作ってきましたが、

今回は友達と2人で制作中の写真アプリ

の追加機能として、端末を振ると写真が

モザイクアートになるアプリを開発しまし

た。スマートフォンは友達との連絡に使う

のがメインですが、アプリプログラミングは

ICTでやりたいことを実現し、
社会を変える

「自分で書いたコードが動いて、思った

とおりの一連の動作になるのが楽しい」

と話します。高校卒業後は文系の進路に

進む予定ですが、アプリ開発は趣味とし

て続けていきたいそうです。

　小学校5年生で特別に参加した男の

子は、最初は独学でJavaを勉強し、昨年

の春からアプリを作り始め、ライフイズ

テックのキャンプには今回初めて参加し

ました。これまでに作ったアプリは、ぬりえ

をTwitterで投稿できるアプリや、割り算

の余りが出せる計算アプリなど。今回は

「困っている人たちの役に立つよう寄付

ができるアプリを作りたい」という動機か

ら、商品のバーコードを読み取ってアマゾン

のアフィリエイト・サイトに誘導し、アフィリ

エイトの収入をチャリティに寄付するアプ

リを開発しました。

　そのほか、ウェブ制作チームからは
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「教育を進化させることで、子ども一人ひとりの
可能性が最大化される社会を作りたい」と語る
ライフイズテック代表取締役CEOの水野雄介氏
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　スクールでは、完成させた作品をアプリ

ストアなどのプラットフォームでリリースす

ることを目標としています。これには、作品

の完成度を上げるとともに、自分の知らな

い人や海外の人にも作品を見てもらう、

ファーウェイとヨーロピアン・ヤング・イノベーターズ・フォーラムによる
EU-中国共同ハッカソン『InnoApps 2014』

次世代の人材を育てるファーウェイの取り組み［ 1 ］

　ファーウェイは若い世代の起業家やリー

ダーの育成に貢献することを目指し、2013

年から欧州で『InnoApps』と題したアプリ

開発コンテストを開催しています。昨年は

EYIF（European Young Innovators 

Forum：ヨーロピアン・ヤング・イノベーター

ズ・フォーラム）とマイクロソフトと共同で4

か月にわたるコンテストを行い、EU各国

の28歳未満の参加者たちが「ソーシャ

ル・インクルージョン（障害や貧困など困

難を抱える人たちを含むあらゆる人々が

参加できる社会の実現）」をテーマにアプ

リ開発を競いました。

　 2 0 1 4 年はE Y I FとA I E S E C

（Associat ion internationale des 

étudiants en sciences économiques 

et commerciales：国際経済商学学生

協会）中国支部とともに、『ファーウェイ

EU-中国アプリ・ハッカソン（Huawei 

EU-China App Hackathon）』を開催し

ます。これはEUと中国の参加者がペアに

なって遠隔で共同作業を行いながらアプ

リを開発するというもので、両地域の参加

者たちは11～12月にかけてメンターのサ

ポートを得ながらチームを作り、2月の最終

選考に向けて、今年のテーマである「ス

マート・シティ」に関するアプリを開発しま

す。優勝チームには2万ユーロ、第2位と

第3位のチームにはそれぞれ1万5,000

ユーロと5,000ユーロの賞金が授与される

とともに、アプリの商用化に向けたメン

ターシップを受けることができます。若者た

ちが国境を越えて共通の課題に取り組む

機会を通じて、社会を変える次世代のグ

ローバル・リーダーが生まれることをファー

ウェイは期待しています。

InnoApps 2013の優勝者、スロヴェニアのトマシュ・
シュチャウニチャー（Tomaž Ščavničar）氏はオンライン
で起業を支援するアプリを開発

■体験会では作品を実際に動かしながら、保護者
や仲間たちに披露する
■作品発表会ではチームごとに作成した動画を流
しながら、ひとりずつ自分の作品を紹介。作る楽しさ
を味わってもらうために「ほめて伸ばす」方針で、一
つひとつの作品に拍手喝采、歓声が飛び交い、会
場はおおいに盛り上がる
■レビューの内容を検索して読みたい本を探せる
アプリ（左）、木の枝と葉っぱをモチーフにしたTo 
Do管理アプリ
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3
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体感し、子どもを飛躍的に成長させる効

果があると言います。

　「初めは自分が好きなもの、普段使って

いるものを作ってみたいという程度のきっ

かけですが、プログラミングやデザインで

モノを作るスキルに加え、人に伝える力や

プレゼンテーションをする力など、ICTで

できることを総合的に身に付けながら、

だんだんと世界が広がっていく。そこから、

もっと影響力のあるものを作りたいという

気持ちが生まれてくるんです」
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三上氏：そうですね。20年後にはいまある

職業の8割がなくなっていると言われます

が、現状のキャリア教育はいまある仕事

の中から自分がやりたいことを探す形に

なっています。そうではなく、20年後に自

分のやりたいことができる立ち位置に立

つための力を身に付けることが、学生に

は必要なはずです。『BridgeCamp』はそ

のための思考力や判断力を培う場として

成長させていけたらと考えています。

編集部：事業を通じて、同世代のICT利

用に変化は見てとれますか。

三上氏：GNEXの活動を始めて3年ほど

になりますが、その間の変化は感じていま

す。ライフイズテックのような取り組みが

増えてきたこともあり、ICTやインターネッ

トを上手に使いこなせる学生は多くなっ

てきているように思います。

編集部：昨年新サービスとして発表された

次世代の人材を育てるファーウェイの取り組み［ 2 ］ソーシャルと販売の機能を備えたお米の

直販ウェブサイトやHTMLとCSSによる

ウェブサイト構築の方法を解説したウェブ

サイト、ゲーム開発チームからはRPGや

3D戦闘ゲーム、デジタルアート・チームか

らは音に反応して3Dモチーフがさまざま

なパターンを描く作品など、優れたアイデ

アとデザインの力作が揃いました。

　ライフイズテック代表取締役CEOの

水野雄介氏は、ICTは自分を表現し、そ

れを世界に伝える手段だと言います。

　「スマートフォンの普及が進み、ICTはよ

り身近になりました。僕は以前、高校教師

をしていたのですが、実際に高校生を見て

いると野球が好きな子よりもパソコンや　今回のコースには、特別参加の小学校

5年生から高校2年生まで42名が参加。

コースごとに3～10名ほどのチームに分

かれ、カスタマイズされたオリジナル教材

を使って基礎的なスキルを学んだ後、自

分の作ってみたいアプリやゲーム、作品

を制作し、最終日にプレゼンテーションを

行います。教材のサンプルに自分なりに

アレンジを加える子もいれば、一から新し

い作品を作る子や、普段から取り組んで

いるプロジェクトの一部としてアプリに新

機能を加える子など、それぞれのスキルや

興味に合わせて進めていきます。

　開発は音楽が流れるにぎやかな教室

で行われ、わからないことがあればチーム

の担当メンターに気軽に声をかけ、サポー

トしてもらいます。技術習得だけでなく、参

加者どうしが楽しんで交流しながらチー

ム・ビルディングをしていくことも目的で、

開発の合間にゲームやクイズ大会など

のアクティビティが行われます。小森氏

は、「自由な空間で仲間と一緒に創造す

ることのおもしろさを知ってほしい。その

楽しさがモチベーションにつながるんで

す」と話します。

　キャンプは4回目の参加という中3の

男の子は、教材のアプリをもとに、複数

の動画サイトから動画を検索してリスト化

できるアプリを作成。普段スマートフォン

ではゲームをやることが多く、プレイする

だけでなく自分で作ってみたいと思ったこ

とをきっかけに、前回まではゲーム開発

コースに参加していました。今回は初め

てアプリプログラミングにチャレンジし、こ

れからもっとがんばって他にはない自分

だけのアプリを作りたいと意欲を見せて

いました。

　6回目の参加となる高2の女の子は、過

去にもいくつかアプリを作ってきましたが、

今回は友達と2人で制作中の写真アプリ

の追加機能として、端末を振ると写真が

モザイクアートになるアプリを開発しまし

た。スマートフォンは友達との連絡に使う

のがメインですが、アプリプログラミングは

「自分で書いたコードが動いて、思った

とおりの一連の動作になるのが楽しい」

と話します。高校卒業後は文系の進路に

進む予定ですが、アプリ開発は趣味とし

て続けていきたいそうです。

　小学校5年生で特別に参加した男の

子は、最初は独学でJavaを勉強し、昨年

の春からアプリを作り始め、ライフイズ

テックのキャンプには今回初めて参加し

ました。これまでに作ったアプリは、ぬりえ

をTwitterで投稿できるアプリや、割り算

の余りが出せる計算アプリなど。今回は

「困っている人たちの役に立つよう寄付

ができるアプリを作りたい」という動機か

ら、商品のバーコードを読み取ってアマゾン

のアフィリエイト・サイトに誘導し、アフィリ

エイトの収入をチャリティに寄付するアプ

リを開発しました。

　そのほか、ウェブ制作チームからは

あったらインターネットで検索する、という

のを小さいころからやっていたことも、い

まの仕事には役立っています。単語を

入力して検索するのは簡単ですが、自

分が知りたい情報を得るために最適な

単語を最適な組み合わせで検索すると

いうのは実は高度なスキルが必要だと

思うので、それを鍛えてきたことはよかっ

たですね。

編集部：GNEXの立ち上げには、SNS

を活用されたそうですね。

三上氏：はい。プログラミングは半年ほど

で挫折したのですが、中学生になって

Twitterの存在を知り、プログラミングが

得意な人やデザインが得意な人など、自

分にはできないことができる人たちとつ

ながることができるのがおもしろいなと

思ったんです。自分一人でできることは

限られていますが、得意分野を持った人

たちとつながれば、何か大きなことがで

きるのではと考えました。SNSによって、

会ったこともない日本中、世界中の人た

ちと一緒にプロジェクトを進められるの

はすごいことだと感じます。

編集部：メンバーはどのようにして集まっ

たのですか。

編集部：ICTに触れたきっかけはどんな

ことでしたか。

三上氏：父がウェブ関係の仕事をしてい

ることもあって、3歳のころからパソコン

で遊んでいて、『Yahoo!きっず』でゲー

ムやウェブ検索などをしていました。その

後、小学校3年生のときに図書館で見

つけたプログラミング言語の本を読んで

おもしろそうだなと思い、しばらく独学で

勉強しました。何もないところから、釘や

ねじなど物理的な道具を何も使わずに

新しいものを作り出せるということに、大

きな魅力を感じました。

編集部：そうした体験が、ウェブ・サービ

ス事業を立ち上げるという現在の仕事

につながっているのでしょうか。

三上氏：そうですね。いまは自分自身が

エンジニアとしてプログラミングをしてい

るわけではありませんが、パソコンに触

れたりプログラムを書いたりしたことで

ICTに対する興味を持つようになった

のは確かです。また、わからないことが

何もないところから
新しいものを作り出す

ICTに興味がある子の方が多いんです。

ただ、ほとんどの子どもたちは消費者とし

てICTを使っているだけで、生産者には

なっていません。せっかく好きならば、そ

れをもっと伸ばして活躍できるような場を

用意してあげたい。生産者としてICTでモ

ノを作るスキルを身に付ければ、自分のや

りたいことを実現し、社会を変えることもで

きます。ライフイズテックでは、そうした生

産者をもっと増やしたいと思っています」

　そのために、キャンプという入口からス

クールを経て、起業や大学入学、就職と

いう出口までサポートをし、「ICTで幸せに

なれる」という道筋を作ること、野球界の

イチローやマー君のように「あんなふうに

なりたい！」とあこがれるICT界のヒーロー

を生み出すことを目指している、と水野氏

は語ります。

　また、キャンプという場で学校と家庭以

外の世界を知ることも、子どもたちにとっ

て有益な経験になります。

　「子どもたちはスマートフォンやSNSを

使っていても、情報の活用がうまくできて

いるかというと、まだまだだなと感じます。

キャンプに参加して、それまで知らなかっ

た新しい世界をリアルに体験し、そこで

出会った仲間やメンター、スタッフと

SNSでつながることでさらに情報源が

広がっていく。結果的に、子どもたちの

情報の感度を上げることにもつながって

います」

　スクールでは、完成させた作品をアプリ

ストアなどのプラットフォームでリリースす

ることを目標としています。これには、作品

の完成度を上げるとともに、自分の知らな

い人や海外の人にも作品を見てもらう、

3
　2011年、中学2年生のときにSNSで知り合った仲間4人とウェブ・サー

ビスを手がける学生団体GNEXを立ち上げた三上洋一郎氏。設立から

3か月後には中高生向け起業イベントHigh School Startup Summitで、

ベンチャー企業を支援するサムライインキュベートから500万円の出資を

獲得。三上氏が法人として起業が可能な15歳になったのを機に、2013年

3月に株式会社GNEXとして法人化しました。

　これまでに、Google Map上に複数のピンやフキダシを付けて情報を

加えられる『MapsMemory』、特定のサイト上の画像をまとめてZIP化し

てダウンロードできる『ZIPPERな俺』、Twitter上でつぶやきやフォロワー

の情報を独自のアルゴリズムで分析してユーザーの影響力を数値化する

『Cil』という3つのウェブ・サービスを提供しています。2013年12月にはメ

イン事業として中高生のアイデアを実現するためのクラウド・ファンディン

グ・サービス『BridgeCamp』を正式にスタートさせました。

同世代の力を社会に生かすプラットフォームを作りたい
ICTを活用して全国の中高生とともに
会社を立ち上げた若き起業家

三上氏：現在15歳から20歳までの13名

のメンバーがいますが、彼らは全員こちら

から声をかけて集めました。いまも常時

TwitterやFacebookなどでおもしろそう

な活動をしている中高生を探してリスト

アップして参加を呼びかけています。声を

かけるほうもかけられるほうも、SNSを通じ

て知り合うことにはほとんど抵抗はないで

すね。プロフィールやタイムラインを見た

り、名前やメール・アドレスでウェブ検索し

たりすれば、相手のバックグラウンドはだ

いたいわかりますから。

編集部：GNEXの運営にはどんなICT

ツールを使っていますか。

三上氏：メンバーは普段はそれぞれ各地

の自宅で仕事をしていて、開発チームの

中には海外在住者もいるので、日常のコ

ミュニケーションにはSkype、資料の共

有などにはGoogleDrive、ソースコード

の管理にはGit、プロジェクト管理には

Redmineと、さまざまなクラウド・ツールを

利用して業務を行っています。ただ、ネット

を通じたやりとりでは必要最低限のコミュ

ニケーションしかしなくなってしまい、それ

だけだと味気ないし、誤解も生じるので、

3か月に一度は実際に集まって食事や

話し合いをする機会を設けるようにし

ています。

編集部：メイン・サービスである『Bridge

Camp』では、何を目指していますか。

三上氏：同世代の人たちを見ていると、ご

く限られた情報だけで周りに流されて進

路を決めていたり、仲間内だけで閉じた

やりとりをしていたりする人が多く、せっか

く情報にアクセスする手段やSNSのよう

なつながる手段がこれだけあるのに、それ

をうまく活用して世界を広げ、自分のやり

たいことを実現できていないように感じま

す。『BridgeCamp』というクラウド・ファン

ディング・サービスを立ち上げたのは、そう

いう状況がもったいないと思ったからで

す。中高生が人や企業とつながってアイ

デアを実現できるプラットフォームを用意

することで、自分が進む道を主体的に切

り拓いていけるよう彼らの意識を変えた

いと考えています。僕たちの世代が自ら

力を発揮できる場を見つけ、その力を社

会に生かしていけば、ひいては日本が国

際的に戦える立場にまた戻っていける

のではないかと思うのです。

編集部：なるほど、将来を見据えた事業な

のですね。

GNEX代表取締役CEO三上洋一郎氏。すで
に高校の履修単位を取り終えて退学し、現在は
事業に専念している

『ExoNetwork』というプロジェクトについ

ておしえてください。

三上氏：一言でいうと、独立したコミュニ

ティ型ネットワークの集合体のようなもの

です。同じ関心を持つ者同士をつなぎ、本

当に必要な情報だけがキュレーションされ

た小規模なネットワークを複数構築して、

インターネットというオープンで公共性の

高いネットワークと棲み分けていくというイ

メージです。いまネット上で行われているコ

ミュニケーションすべてをオープンなイン

ターネットでやる必要はないと思うんです。

LINEのグループやmixiのコミュニティで

やっているような仲間内のコミュニケー

ションを、インターネットを介さず機密性の

保たれたネットワーク・レベルでできるよう

にすることで、より安全で自由で無駄のな

い情報のやりとりを実現したいと考えてい

ます。現在はまだ構想段階ですが、今後5

年以内にベータ版を作る計画です。

編集部：5年とはずいぶん早いですね。

三上氏：ベンチャーはスピード感が大事

ですし、大企業のように十分なリソース

もないので、限られたリソースを最大限に

活用していかに効率を上げていくかが勝

負です。しかもGNEXのような組織形態

では、あらゆるICTツールを駆使して効率

を上げていかなければ普通のベンチャー

にさえ追いつけません。

編集部：効率を上げるには、組織管理も

重要な要素ですね。

三上氏：はい。たとえば人事面では内製

のツールを使って各メンバーの貢献度の

評価や業務の振り分けなどを行っている

のですが、こうした仕組みづくりにあたっ

ては、ネットで情報収集したほか、SNSで

経営者やプロフェッショナルの方々に

「お会いできませんか」と声をかけて相談

に乗っていただいたりしました。年齢も僕

たちの強みのひとつで、10代の学生が

会いたいと言うと、たいていおもしろがっ

て会ってくださるんですよね。

編集部：これからのICTはどうなっていくと

思われますか。

三上氏：IoTやウェアラブル・デバイスが普

及するにつれて、リアルとインターネットの

壁がなくなっていき、インターネットやビッグ

データを利用した技術が日々の生活にどん

どん溶け込んでくるでしょう。ただ、あまり効

率化ばかりを追求しすぎると、あらゆること

が均質化して個性がなくなってしまうので、

人間くさいところを残しつつ技術が発展し

ていくといいですよね。オキュラスリフト

（Oculus Rift）のような臨場感の高いVR

技術がもっと出てきて、バーチャルなコミュ

ニケーションのコストがリアルよりも下がれ

ば、リアルなコミュニケーションの必要性も

なくなってくるかもしれません。金銭的なコ

ストだけでなく、「顔を合わせないと心配」と

いった精神的なコストや抵抗感も下げる

未来のICT人材を育成する
ファーウェイの教育プログラム
『Telecom Seeds for the Future』
　ファーウェイはグローバルな社会貢献活

動の一環として『Telecom Seeds for 

the Future』プログラムを実施しています。

現在30か国以上の70を超す大学で実

施されているこのプログラムは、ICTに関

する知識があり、将来のICT産業の発展に

関心の深い学生を対象に、奨学金、実地

トレーニング、インターンシップ、研修旅行

を提供するものです。2013年末までに全

世界で1万人以上の学生が参加してお

り、2014年はさらに約400人が加わる予

定です。

英国では2011年から大学生を中国・深圳のファー
ウェイ本社に招き、工場や施設見学、ICTトレーニン
グ・セミナーのほか、中国語や中国文化を学ぶ機会を
提供。これまでに62名の学生が参加している（写真
は2014年の参加者たち）

ことが、ICTには求められると思います。

編集部：ご自身の今後のビジョンをおしえ

てください。

三上氏：最終的には投資家になりたい

と思っています。自分自身が直接モノ

づくりや問題解決をするよりも、人を育

てることに興味があるんです。いま

『BridgeCamp』でやっていることもそう

ですが、やりたいことやスキルを持ってい

る人たちが力を発揮できるようなプラット

フォームを提供したい。ビジネスとしても、

個別の機能に特化したプロダクトより、

ある方向性のもとにさまざまな物事を最

適化するプラットフォームを作るほうが広

がりがあります。すべての人が必要な情

報にアクセスできる環境、画一的でなく

それぞれのニーズに合った教育を受けら

れる環境を整えられれば、社会全体とし

てよい方向に進んでいけるのではないか

と思います。

得意分野を持つ人たちを
つなぐSNS

『BridgeCamp』で
中高生の意識を変えたい

使ってもらうことで、社会とつながることを

体感し、子どもを飛躍的に成長させる効

果があると言います。

　「初めは自分が好きなもの、普段使って

いるものを作ってみたいという程度のきっ

かけですが、プログラミングやデザインで

モノを作るスキルに加え、人に伝える力や

プレゼンテーションをする力など、ICTで

できることを総合的に身に付けながら、

だんだんと世界が広がっていく。そこから、

もっと影響力のあるものを作りたいという

気持ちが生まれてくるんです」
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三上氏：そうですね。20年後にはいまある

職業の8割がなくなっていると言われます

が、現状のキャリア教育はいまある仕事

の中から自分がやりたいことを探す形に

なっています。そうではなく、20年後に自

分のやりたいことができる立ち位置に立

つための力を身に付けることが、学生に

は必要なはずです。『BridgeCamp』はそ

のための思考力や判断力を培う場として

成長させていけたらと考えています。

編集部：事業を通じて、同世代のICT利

用に変化は見てとれますか。

三上氏：GNEXの活動を始めて3年ほど

になりますが、その間の変化は感じていま

す。ライフイズテックのような取り組みが

増えてきたこともあり、ICTやインターネッ

トを上手に使いこなせる学生は多くなっ

てきているように思います。

編集部：昨年新サービスとして発表された

次世代の人材を育てるファーウェイの取り組み［ 2 ］ソーシャルと販売の機能を備えたお米の

直販ウェブサイトやHTMLとCSSによる

ウェブサイト構築の方法を解説したウェブ

サイト、ゲーム開発チームからはRPGや

3D戦闘ゲーム、デジタルアート・チームか

らは音に反応して3Dモチーフがさまざま

なパターンを描く作品など、優れたアイデ

アとデザインの力作が揃いました。

　ライフイズテック代表取締役CEOの

水野雄介氏は、ICTは自分を表現し、そ

れを世界に伝える手段だと言います。

　「スマートフォンの普及が進み、ICTはよ

り身近になりました。僕は以前、高校教師

をしていたのですが、実際に高校生を見て

いると野球が好きな子よりもパソコンや　今回のコースには、特別参加の小学校

5年生から高校2年生まで42名が参加。

コースごとに3～10名ほどのチームに分

かれ、カスタマイズされたオリジナル教材

を使って基礎的なスキルを学んだ後、自

分の作ってみたいアプリやゲーム、作品

を制作し、最終日にプレゼンテーションを

行います。教材のサンプルに自分なりに

アレンジを加える子もいれば、一から新し

い作品を作る子や、普段から取り組んで

いるプロジェクトの一部としてアプリに新

機能を加える子など、それぞれのスキルや

興味に合わせて進めていきます。

　開発は音楽が流れるにぎやかな教室

で行われ、わからないことがあればチーム

の担当メンターに気軽に声をかけ、サポー

トしてもらいます。技術習得だけでなく、参

加者どうしが楽しんで交流しながらチー

ム・ビルディングをしていくことも目的で、

開発の合間にゲームやクイズ大会など

のアクティビティが行われます。小森氏

は、「自由な空間で仲間と一緒に創造す

ることのおもしろさを知ってほしい。その

楽しさがモチベーションにつながるんで

す」と話します。

　キャンプは4回目の参加という中3の

男の子は、教材のアプリをもとに、複数

の動画サイトから動画を検索してリスト化

できるアプリを作成。普段スマートフォン

ではゲームをやることが多く、プレイする

だけでなく自分で作ってみたいと思ったこ

とをきっかけに、前回まではゲーム開発

コースに参加していました。今回は初め

てアプリプログラミングにチャレンジし、こ

れからもっとがんばって他にはない自分

だけのアプリを作りたいと意欲を見せて

いました。

　6回目の参加となる高2の女の子は、過

去にもいくつかアプリを作ってきましたが、

今回は友達と2人で制作中の写真アプリ

の追加機能として、端末を振ると写真が

モザイクアートになるアプリを開発しまし

た。スマートフォンは友達との連絡に使う

のがメインですが、アプリプログラミングは

「自分で書いたコードが動いて、思った

とおりの一連の動作になるのが楽しい」

と話します。高校卒業後は文系の進路に

進む予定ですが、アプリ開発は趣味とし

て続けていきたいそうです。

　小学校5年生で特別に参加した男の

子は、最初は独学でJavaを勉強し、昨年

の春からアプリを作り始め、ライフイズ

テックのキャンプには今回初めて参加し

ました。これまでに作ったアプリは、ぬりえ

をTwitterで投稿できるアプリや、割り算

の余りが出せる計算アプリなど。今回は

「困っている人たちの役に立つよう寄付

ができるアプリを作りたい」という動機か

ら、商品のバーコードを読み取ってアマゾン

のアフィリエイト・サイトに誘導し、アフィリ

エイトの収入をチャリティに寄付するアプ

リを開発しました。

　そのほか、ウェブ制作チームからは

あったらインターネットで検索する、という

のを小さいころからやっていたことも、い

まの仕事には役立っています。単語を

入力して検索するのは簡単ですが、自

分が知りたい情報を得るために最適な

単語を最適な組み合わせで検索すると

いうのは実は高度なスキルが必要だと

思うので、それを鍛えてきたことはよかっ

たですね。

編集部：GNEXの立ち上げには、SNS

を活用されたそうですね。

三上氏：はい。プログラミングは半年ほど

で挫折したのですが、中学生になって

Twitterの存在を知り、プログラミングが

得意な人やデザインが得意な人など、自

分にはできないことができる人たちとつ

ながることができるのがおもしろいなと

思ったんです。自分一人でできることは

限られていますが、得意分野を持った人

たちとつながれば、何か大きなことがで

きるのではと考えました。SNSによって、

会ったこともない日本中、世界中の人た

ちと一緒にプロジェクトを進められるの

はすごいことだと感じます。

編集部：メンバーはどのようにして集まっ

たのですか。

編集部：ICTに触れたきっかけはどんな

ことでしたか。

三上氏：父がウェブ関係の仕事をしてい

ることもあって、3歳のころからパソコン

で遊んでいて、『Yahoo!きっず』でゲー

ムやウェブ検索などをしていました。その

後、小学校3年生のときに図書館で見

つけたプログラミング言語の本を読んで

おもしろそうだなと思い、しばらく独学で

勉強しました。何もないところから、釘や

ねじなど物理的な道具を何も使わずに

新しいものを作り出せるということに、大

きな魅力を感じました。

編集部：そうした体験が、ウェブ・サービ

ス事業を立ち上げるという現在の仕事

につながっているのでしょうか。

三上氏：そうですね。いまは自分自身が

エンジニアとしてプログラミングをしてい

るわけではありませんが、パソコンに触

れたりプログラムを書いたりしたことで

ICTに対する興味を持つようになった

のは確かです。また、わからないことが

何もないところから
新しいものを作り出す

ICTに興味がある子の方が多いんです。

ただ、ほとんどの子どもたちは消費者とし

てICTを使っているだけで、生産者には

なっていません。せっかく好きならば、そ

れをもっと伸ばして活躍できるような場を

用意してあげたい。生産者としてICTでモ

ノを作るスキルを身に付ければ、自分のや

りたいことを実現し、社会を変えることもで

きます。ライフイズテックでは、そうした生

産者をもっと増やしたいと思っています」

　そのために、キャンプという入口からス

クールを経て、起業や大学入学、就職と

いう出口までサポートをし、「ICTで幸せに

なれる」という道筋を作ること、野球界の

イチローやマー君のように「あんなふうに

なりたい！」とあこがれるICT界のヒーロー

を生み出すことを目指している、と水野氏

は語ります。

　また、キャンプという場で学校と家庭以

外の世界を知ることも、子どもたちにとっ

て有益な経験になります。

　「子どもたちはスマートフォンやSNSを

使っていても、情報の活用がうまくできて

いるかというと、まだまだだなと感じます。

キャンプに参加して、それまで知らなかっ

た新しい世界をリアルに体験し、そこで

出会った仲間やメンター、スタッフと

SNSでつながることでさらに情報源が

広がっていく。結果的に、子どもたちの

情報の感度を上げることにもつながって

います」

　スクールでは、完成させた作品をアプリ

ストアなどのプラットフォームでリリースす

ることを目標としています。これには、作品

の完成度を上げるとともに、自分の知らな

い人や海外の人にも作品を見てもらう、

3
　2011年、中学2年生のときにSNSで知り合った仲間4人とウェブ・サー

ビスを手がける学生団体GNEXを立ち上げた三上洋一郎氏。設立から

3か月後には中高生向け起業イベントHigh School Startup Summitで、

ベンチャー企業を支援するサムライインキュベートから500万円の出資を

獲得。三上氏が法人として起業が可能な15歳になったのを機に、2013年

3月に株式会社GNEXとして法人化しました。

　これまでに、Google Map上に複数のピンやフキダシを付けて情報を

加えられる『MapsMemory』、特定のサイト上の画像をまとめてZIP化し

てダウンロードできる『ZIPPERな俺』、Twitter上でつぶやきやフォロワー

の情報を独自のアルゴリズムで分析してユーザーの影響力を数値化する

『Cil』という3つのウェブ・サービスを提供しています。2013年12月にはメ

イン事業として中高生のアイデアを実現するためのクラウド・ファンディン

グ・サービス『BridgeCamp』を正式にスタートさせました。

同世代の力を社会に生かすプラットフォームを作りたい
ICTを活用して全国の中高生とともに
会社を立ち上げた若き起業家

三上氏：現在15歳から20歳までの13名

のメンバーがいますが、彼らは全員こちら

から声をかけて集めました。いまも常時

TwitterやFacebookなどでおもしろそう

な活動をしている中高生を探してリスト

アップして参加を呼びかけています。声を

かけるほうもかけられるほうも、SNSを通じ

て知り合うことにはほとんど抵抗はないで

すね。プロフィールやタイムラインを見た

り、名前やメール・アドレスでウェブ検索し

たりすれば、相手のバックグラウンドはだ

いたいわかりますから。

編集部：GNEXの運営にはどんなICT

ツールを使っていますか。

三上氏：メンバーは普段はそれぞれ各地

の自宅で仕事をしていて、開発チームの

中には海外在住者もいるので、日常のコ

ミュニケーションにはSkype、資料の共

有などにはGoogleDrive、ソースコード

の管理にはGit、プロジェクト管理には

Redmineと、さまざまなクラウド・ツールを

利用して業務を行っています。ただ、ネット

を通じたやりとりでは必要最低限のコミュ

ニケーションしかしなくなってしまい、それ

だけだと味気ないし、誤解も生じるので、

3か月に一度は実際に集まって食事や

話し合いをする機会を設けるようにし

ています。

編集部：メイン・サービスである『Bridge

Camp』では、何を目指していますか。

三上氏：同世代の人たちを見ていると、ご

く限られた情報だけで周りに流されて進

路を決めていたり、仲間内だけで閉じた

やりとりをしていたりする人が多く、せっか

く情報にアクセスする手段やSNSのよう

なつながる手段がこれだけあるのに、それ

をうまく活用して世界を広げ、自分のやり

たいことを実現できていないように感じま

す。『BridgeCamp』というクラウド・ファン

ディング・サービスを立ち上げたのは、そう

いう状況がもったいないと思ったからで

す。中高生が人や企業とつながってアイ

デアを実現できるプラットフォームを用意

することで、自分が進む道を主体的に切

り拓いていけるよう彼らの意識を変えた

いと考えています。僕たちの世代が自ら

力を発揮できる場を見つけ、その力を社

会に生かしていけば、ひいては日本が国

際的に戦える立場にまた戻っていける

のではないかと思うのです。

編集部：なるほど、将来を見据えた事業な

のですね。

GNEX代表取締役CEO三上洋一郎氏。すで
に高校の履修単位を取り終えて退学し、現在は
事業に専念している

『ExoNetwork』というプロジェクトについ

ておしえてください。

三上氏：一言でいうと、独立したコミュニ

ティ型ネットワークの集合体のようなもの

です。同じ関心を持つ者同士をつなぎ、本

当に必要な情報だけがキュレーションされ

た小規模なネットワークを複数構築して、

インターネットというオープンで公共性の

高いネットワークと棲み分けていくというイ

メージです。いまネット上で行われているコ

ミュニケーションすべてをオープンなイン

ターネットでやる必要はないと思うんです。

LINEのグループやmixiのコミュニティで

やっているような仲間内のコミュニケー

ションを、インターネットを介さず機密性の

保たれたネットワーク・レベルでできるよう

にすることで、より安全で自由で無駄のな

い情報のやりとりを実現したいと考えてい

ます。現在はまだ構想段階ですが、今後5

年以内にベータ版を作る計画です。

編集部：5年とはずいぶん早いですね。

三上氏：ベンチャーはスピード感が大事

ですし、大企業のように十分なリソース

もないので、限られたリソースを最大限に

活用していかに効率を上げていくかが勝

負です。しかもGNEXのような組織形態

では、あらゆるICTツールを駆使して効率

を上げていかなければ普通のベンチャー

にさえ追いつけません。

編集部：効率を上げるには、組織管理も

重要な要素ですね。

三上氏：はい。たとえば人事面では内製

のツールを使って各メンバーの貢献度の

評価や業務の振り分けなどを行っている

のですが、こうした仕組みづくりにあたっ

ては、ネットで情報収集したほか、SNSで

経営者やプロフェッショナルの方々に

「お会いできませんか」と声をかけて相談

に乗っていただいたりしました。年齢も僕

たちの強みのひとつで、10代の学生が

会いたいと言うと、たいていおもしろがっ

て会ってくださるんですよね。

編集部：これからのICTはどうなっていくと

思われますか。

三上氏：IoTやウェアラブル・デバイスが普

及するにつれて、リアルとインターネットの

壁がなくなっていき、インターネットやビッグ

データを利用した技術が日々の生活にどん

どん溶け込んでくるでしょう。ただ、あまり効

率化ばかりを追求しすぎると、あらゆること

が均質化して個性がなくなってしまうので、

人間くさいところを残しつつ技術が発展し

ていくといいですよね。オキュラスリフト

（Oculus Rift）のような臨場感の高いVR

技術がもっと出てきて、バーチャルなコミュ

ニケーションのコストがリアルよりも下がれ

ば、リアルなコミュニケーションの必要性も

なくなってくるかもしれません。金銭的なコ

ストだけでなく、「顔を合わせないと心配」と

いった精神的なコストや抵抗感も下げる

未来のICT人材を育成する
ファーウェイの教育プログラム
『Telecom Seeds for the Future』
　ファーウェイはグローバルな社会貢献活

動の一環として『Telecom Seeds for 

the Future』プログラムを実施しています。

現在30か国以上の70を超す大学で実

施されているこのプログラムは、ICTに関

する知識があり、将来のICT産業の発展に

関心の深い学生を対象に、奨学金、実地

トレーニング、インターンシップ、研修旅行

を提供するものです。2013年末までに全

世界で1万人以上の学生が参加してお

り、2014年はさらに約400人が加わる予

定です。

英国では2011年から大学生を中国・深圳のファー
ウェイ本社に招き、工場や施設見学、ICTトレーニン
グ・セミナーのほか、中国語や中国文化を学ぶ機会を
提供。これまでに62名の学生が参加している（写真
は2014年の参加者たち）

ことが、ICTには求められると思います。

編集部：ご自身の今後のビジョンをおしえ

てください。

三上氏：最終的には投資家になりたい

と思っています。自分自身が直接モノ

づくりや問題解決をするよりも、人を育

てることに興味があるんです。いま

『BridgeCamp』でやっていることもそう

ですが、やりたいことやスキルを持ってい

る人たちが力を発揮できるようなプラット

フォームを提供したい。ビジネスとしても、

個別の機能に特化したプロダクトより、

ある方向性のもとにさまざまな物事を最

適化するプラットフォームを作るほうが広

がりがあります。すべての人が必要な情

報にアクセスできる環境、画一的でなく

それぞれのニーズに合った教育を受けら

れる環境を整えられれば、社会全体とし

てよい方向に進んでいけるのではないか

と思います。

得意分野を持つ人たちを
つなぐSNS

『BridgeCamp』で
中高生の意識を変えたい

使ってもらうことで、社会とつながることを

体感し、子どもを飛躍的に成長させる効

果があると言います。

　「初めは自分が好きなもの、普段使って

いるものを作ってみたいという程度のきっ

かけですが、プログラミングやデザインで

モノを作るスキルに加え、人に伝える力や

プレゼンテーションをする力など、ICTで

できることを総合的に身に付けながら、

だんだんと世界が広がっていく。そこから、

もっと影響力のあるものを作りたいという

気持ちが生まれてくるんです」
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三上氏：そうですね。20年後にはいまある

職業の8割がなくなっていると言われます

が、現状のキャリア教育はいまある仕事

の中から自分がやりたいことを探す形に

なっています。そうではなく、20年後に自

分のやりたいことができる立ち位置に立

つための力を身に付けることが、学生に

は必要なはずです。『BridgeCamp』はそ

のための思考力や判断力を培う場として

成長させていけたらと考えています。

編集部：事業を通じて、同世代のICT利

用に変化は見てとれますか。

三上氏：GNEXの活動を始めて3年ほど

になりますが、その間の変化は感じていま

す。ライフイズテックのような取り組みが

増えてきたこともあり、ICTやインターネッ

トを上手に使いこなせる学生は多くなっ

てきているように思います。

編集部：昨年新サービスとして発表された

あったらインターネットで検索する、という

のを小さいころからやっていたことも、い

まの仕事には役立っています。単語を

入力して検索するのは簡単ですが、自

分が知りたい情報を得るために最適な

単語を最適な組み合わせで検索すると

いうのは実は高度なスキルが必要だと

思うので、それを鍛えてきたことはよかっ

たですね。

編集部：GNEXの立ち上げには、SNS

を活用されたそうですね。

三上氏：はい。プログラミングは半年ほど

で挫折したのですが、中学生になって

Twitterの存在を知り、プログラミングが

得意な人やデザインが得意な人など、自

分にはできないことができる人たちとつ

ながることができるのがおもしろいなと

思ったんです。自分一人でできることは

限られていますが、得意分野を持った人

たちとつながれば、何か大きなことがで

きるのではと考えました。SNSによって、

会ったこともない日本中、世界中の人た

ちと一緒にプロジェクトを進められるの

はすごいことだと感じます。

編集部：メンバーはどのようにして集まっ

たのですか。

編集部：ICTに触れたきっかけはどんな

ことでしたか。

三上氏：父がウェブ関係の仕事をしてい

ることもあって、3歳のころからパソコン

で遊んでいて、『Yahoo!きっず』でゲー

ムやウェブ検索などをしていました。その

後、小学校3年生のときに図書館で見

つけたプログラミング言語の本を読んで

おもしろそうだなと思い、しばらく独学で

勉強しました。何もないところから、釘や

ねじなど物理的な道具を何も使わずに

新しいものを作り出せるということに、大

きな魅力を感じました。

編集部：そうした体験が、ウェブ・サービ

ス事業を立ち上げるという現在の仕事

につながっているのでしょうか。

三上氏：そうですね。いまは自分自身が

エンジニアとしてプログラミングをしてい

るわけではありませんが、パソコンに触

れたりプログラムを書いたりしたことで

ICTに対する興味を持つようになった

のは確かです。また、わからないことが

三上氏：現在15歳から20歳までの13名

のメンバーがいますが、彼らは全員こちら

から声をかけて集めました。いまも常時

TwitterやFacebookなどでおもしろそう

な活動をしている中高生を探してリスト

アップして参加を呼びかけています。声を

かけるほうもかけられるほうも、SNSを通じ

て知り合うことにはほとんど抵抗はないで

すね。プロフィールやタイムラインを見た

り、名前やメール・アドレスでウェブ検索し

たりすれば、相手のバックグラウンドはだ

いたいわかりますから。

編集部：GNEXの運営にはどんなICT

ツールを使っていますか。

三上氏：メンバーは普段はそれぞれ各地

の自宅で仕事をしていて、開発チームの

中には海外在住者もいるので、日常のコ

ミュニケーションにはSkype、資料の共

有などにはGoogleDrive、ソースコード

の管理にはGit、プロジェクト管理には

Redmineと、さまざまなクラウド・ツールを

利用して業務を行っています。ただ、ネット

を通じたやりとりでは必要最低限のコミュ

ニケーションしかしなくなってしまい、それ

だけだと味気ないし、誤解も生じるので、

3か月に一度は実際に集まって食事や

話し合いをする機会を設けるようにし

ています。

編集部：メイン・サービスである『Bridge

Camp』では、何を目指していますか。

三上氏：同世代の人たちを見ていると、ご

く限られた情報だけで周りに流されて進

路を決めていたり、仲間内だけで閉じた

やりとりをしていたりする人が多く、せっか

く情報にアクセスする手段やSNSのよう

なつながる手段がこれだけあるのに、それ

をうまく活用して世界を広げ、自分のやり

たいことを実現できていないように感じま

す。『BridgeCamp』というクラウド・ファン

ディング・サービスを立ち上げたのは、そう

いう状況がもったいないと思ったからで

す。中高生が人や企業とつながってアイ

デアを実現できるプラットフォームを用意

することで、自分が進む道を主体的に切

り拓いていけるよう彼らの意識を変えた

いと考えています。僕たちの世代が自ら

力を発揮できる場を見つけ、その力を社

会に生かしていけば、ひいては日本が国

際的に戦える立場にまた戻っていける

のではないかと思うのです。

編集部：なるほど、将来を見据えた事業な

のですね。

『BridgeCamp』（https://bridgecamp.jp/）にプロジェクトを提案した学生は、GNEX社員や支援
者の助言を得て内容をブラッシュアップしながら、資金や人材、場所などを調達できる。個人や企業
の支援者は、出資金のリターンのほか、将来の採用候補となる優秀な学生にアクセスできる、プロ
ジェクトを事業として買い取るといったメリットが得られる。現在、教科書に準拠した買切り型の学習
アプリや学校内SNSなど、5件のプロジェクトが支援を募集している

『ExoNetwork』というプロジェクトについ

ておしえてください。

三上氏：一言でいうと、独立したコミュニ

ティ型ネットワークの集合体のようなもの

です。同じ関心を持つ者同士をつなぎ、本

当に必要な情報だけがキュレーションされ

た小規模なネットワークを複数構築して、

インターネットというオープンで公共性の

高いネットワークと棲み分けていくというイ

メージです。いまネット上で行われているコ

ミュニケーションすべてをオープンなイン

ターネットでやる必要はないと思うんです。

LINEのグループやmixiのコミュニティで

やっているような仲間内のコミュニケー

ションを、インターネットを介さず機密性の

保たれたネットワーク・レベルでできるよう

にすることで、より安全で自由で無駄のな

い情報のやりとりを実現したいと考えてい

ます。現在はまだ構想段階ですが、今後5

年以内にベータ版を作る計画です。

編集部：5年とはずいぶん早いですね。

三上氏：ベンチャーはスピード感が大事

ですし、大企業のように十分なリソース

もないので、限られたリソースを最大限に

活用していかに効率を上げていくかが勝

負です。しかもGNEXのような組織形態

では、あらゆるICTツールを駆使して効率

を上げていかなければ普通のベンチャー

にさえ追いつけません。

編集部：効率を上げるには、組織管理も

重要な要素ですね。

三上氏：はい。たとえば人事面では内製

のツールを使って各メンバーの貢献度の

評価や業務の振り分けなどを行っている

のですが、こうした仕組みづくりにあたっ

ては、ネットで情報収集したほか、SNSで

経営者やプロフェッショナルの方々に

「お会いできませんか」と声をかけて相談

に乗っていただいたりしました。年齢も僕

たちの強みのひとつで、10代の学生が

会いたいと言うと、たいていおもしろがっ

て会ってくださるんですよね。

編集部：これからのICTはどうなっていくと

思われますか。

三上氏：IoTやウェアラブル・デバイスが普

及するにつれて、リアルとインターネットの

壁がなくなっていき、インターネットやビッグ

データを利用した技術が日々の生活にどん

どん溶け込んでくるでしょう。ただ、あまり効

率化ばかりを追求しすぎると、あらゆること

が均質化して個性がなくなってしまうので、

人間くさいところを残しつつ技術が発展し

ていくといいですよね。オキュラスリフト

（Oculus Rift）のような臨場感の高いVR

技術がもっと出てきて、バーチャルなコミュ

ニケーションのコストがリアルよりも下がれ

ば、リアルなコミュニケーションの必要性も

なくなってくるかもしれません。金銭的なコ

ストだけでなく、「顔を合わせないと心配」と

いった精神的なコストや抵抗感も下げる
人材育成に関するそのほかのファーウェイのCSR活動については、小冊子『サステナビリティ・レター～私たちができること～』最新号もあわせてご参照ください。

　ライフイズテックのサマーキャンプに参加した子どもたちは、自分の好きなもの、

おもしろいと思うものをとにかく楽しんで作っていました。同社の水野氏は野球と

比較されていましたが、スポーツやマンガ、アイドルに夢中になるのと同じように、

好きなこと、楽しいことのひとつとしてICTがあるという印象です。ただ、水野氏の

言うようにICTは自分を表現し、発信し、人とつながり、社会を変える力を持った

ツールであり、「好き」からさらに踏み込むことで子どもたちに大きな可能性をもたら

すものです。GNEXの三上氏は自身でもそれを活用して事業を立ち上げた上で、

同世代の人たちにも同じように自分の力を発揮する場を提供しようとしています。

ICTの利便性を当たり前のようにユーザーとして享受してきた「デジタル・ネイティ

ブ」たちにとって、ICTは単に受け身で使うものではなく、これから自分たちが生き

ていく社会を動かすために能動的に活用するツールとなることを実感しました。

　同時に、やはりSNSはまわりの友人とのコミュニケーション手段として欠かせな

いものになっています。三上氏がICTで自分の世界を広げる重要性を語りながら、

一方で仲間内のコミュニケーションのためのネットワークを作ろうとしているという

のは興味深く感じられます。インターネットやSNSのリテラシーが問題となる中、公

共の場としてのインターネットと、私的なコミュニケーションのツールとが分離して

いくことが、ひとつの方向性となるのかもしれません。

ことが、ICTには求められると思います。

編集部：ご自身の今後のビジョンをおしえ

てください。

三上氏：最終的には投資家になりたい

と思っています。自分自身が直接モノ

づくりや問題解決をするよりも、人を育

てることに興味があるんです。いま

『BridgeCamp』でやっていることもそう

ですが、やりたいことやスキルを持ってい

る人たちが力を発揮できるようなプラット

フォームを提供したい。ビジネスとしても、

個別の機能に特化したプロダクトより、

ある方向性のもとにさまざまな物事を最

適化するプラットフォームを作るほうが広

がりがあります。すべての人が必要な情

報にアクセスできる環境、画一的でなく

それぞれのニーズに合った教育を受けら

れる環境を整えられれば、社会全体とし

てよい方向に進んでいけるのではないか

と思います。

より安全で
自由なコミュニケーションを
実現する『ExoNetwork』

バーチャルな
コミュニケーションのコストを
下げること

高校生に世界を知る体験を
ファーウェイ・ジャパンが世界塾の『世界を知るサマースクール』に協力

次世代の人材を育てるファーウェイの取り組み［ 3 ］

　慶應義塾大学総合政策学部教授の

竹中平蔵氏が高校生を直接指導し、世

界で活躍する人材を育成する『世界塾』。

グローバルな人材育成を掲げ、世界塾を

運営する早稲田塾の主催により、2014

年の『世界を知るサマースクール』が7月

27日～8月2日に開催されました。昨年に

引き続き、竹中氏は未来を担うアジアの

企業として深圳のファーウェイ本社を訪問

先に選定し、7月29日に18名の高校生が 『世界を知るサマースクール2014』の参加者たち

本社を訪問しました。

　ショールームや工場の見学、カフェテリ

アでの昼食のほか、ファーウェイ社員による

経営戦略についてのプレゼンテーションも

行われ、社員をうならせる質問が出るなど、

活発な議論が交わされました。次世代を担

う高校生たちにファーウェイについての理

解を深めてもらうとともに、グローバルな視

点を持つきっかけづくりに協力できた点で

大きな意義のあるプログラムとなりました。

取材後記
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三上氏：そうですね。20年後にはいまある

職業の8割がなくなっていると言われます

が、現状のキャリア教育はいまある仕事

の中から自分がやりたいことを探す形に

なっています。そうではなく、20年後に自

分のやりたいことができる立ち位置に立
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は必要なはずです。『BridgeCamp』はそ

のための思考力や判断力を培う場として
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ていく社会を動かすために能動的に活用するツールとなることを実感しました。

　同時に、やはりSNSはまわりの友人とのコミュニケーション手段として欠かせな

いものになっています。三上氏がICTで自分の世界を広げる重要性を語りながら、

一方で仲間内のコミュニケーションのためのネットワークを作ろうとしているという

のは興味深く感じられます。インターネットやSNSのリテラシーが問題となる中、公

共の場としてのインターネットと、私的なコミュニケーションのツールとが分離して

いくことが、ひとつの方向性となるのかもしれません。

ことが、ICTには求められると思います。

編集部：ご自身の今後のビジョンをおしえ

てください。

三上氏：最終的には投資家になりたい

と思っています。自分自身が直接モノ

づくりや問題解決をするよりも、人を育

てることに興味があるんです。いま

『BridgeCamp』でやっていることもそう

ですが、やりたいことやスキルを持ってい

る人たちが力を発揮できるようなプラット

フォームを提供したい。ビジネスとしても、

個別の機能に特化したプロダクトより、

ある方向性のもとにさまざまな物事を最

適化するプラットフォームを作るほうが広

がりがあります。すべての人が必要な情

報にアクセスできる環境、画一的でなく

それぞれのニーズに合った教育を受けら

れる環境を整えられれば、社会全体とし

てよい方向に進んでいけるのではないか

と思います。

より安全で
自由なコミュニケーションを
実現する『ExoNetwork』

バーチャルな
コミュニケーションのコストを
下げること

高校生に世界を知る体験を
ファーウェイ・ジャパンが世界塾の『世界を知るサマースクール』に協力

次世代の人材を育てるファーウェイの取り組み［ 3 ］

　慶應義塾大学総合政策学部教授の

竹中平蔵氏が高校生を直接指導し、世

界で活躍する人材を育成する『世界塾』。

グローバルな人材育成を掲げ、世界塾を

運営する早稲田塾の主催により、2014

年の『世界を知るサマースクール』が7月

27日～8月2日に開催されました。昨年に

引き続き、竹中氏は未来を担うアジアの

企業として深圳のファーウェイ本社を訪問

先に選定し、7月29日に18名の高校生が 『世界を知るサマースクール2014』の参加者たち

本社を訪問しました。

　ショールームや工場の見学、カフェテリ

アでの昼食のほか、ファーウェイ社員による

経営戦略についてのプレゼンテーションも

行われ、社員をうならせる質問が出るなど、

活発な議論が交わされました。次世代を担

う高校生たちにファーウェイについての理

解を深めてもらうとともに、グローバルな視

点を持つきっかけづくりに協力できた点で

大きな意義のあるプログラムとなりました。

取材後記
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。

ファーウェイ：過去6年間で、年間およそ

170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・

タウバー氏：最近流行りのeラーニングやe

ヘルスなどから見ていきましょう。これらは20

～25年ほど前から話題にはなっていまし

た。それでもなかなか軌道に乗らなかったの

は、ネットワーク品質が大変貧弱だったため

です。いまでは光ファイバー・ネットワークに

よって、eケア・ロボットを利用した遠隔サ

ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで

した。しかし現在はブロードバンドの活用方

法が完全に変化しており、スマート･シティ、

スマート・リージョン、自動運転などのインフ

ラが話題になっています。これらはすべてワ

イヤレス接続で可能となるかもしれません。

しかし、無線トラフィックのオフロードに関

してはどうするかというと、やはり光ファイ

バーが必要になります。あらゆる場所に

しています。モバイルと固定回線の間には、

本来の意味での競争というものはありません。

モバイルの使用頻度が高くなるほど、より多

くの光ファイバー接続が必要となるからで

す。LTEネットワークを構築してエンド･ユー

ザーに100Mbpsの速度を提供しようとす

れば、あらゆる場所に光ファイバーに接続さ

れた基地局が必要になります。一方、家の

中では4K TVやPlayStation 3をモバイル

には接続しないでしょう。家庭内のワイヤレ

ス・ネットワークの多くはワイヤレス・ルーター

を利用して構築されますが、これは十分な速

度を備えた固定ネットワークがあって初めて

可能となります。私自身の例で言うと、娘と

息子と私が一斉にタブレットでストリーミング

をしようと思ったら、それなりの接続がなけれ

ばネットワーク全体がダウンしてしまいます。

つまり、モバイルと固定ネットワークはお互

いに補完的な関係を持ち、両方とも同じくら

い重要なのです。

ファーウェイ：今後5年間のFTTHの発展に

ついてどのような見解をお持ちですか。

で系列企業により光ファイバーを広く展開

しているという大手事業者もあります。この

典型的な例はドイツ・テレコム（Deutsche 

Telekom）です。同社はドイツ国内では光

ファイバーの導入に積極的ではありません

が、マケドニアとハンガリーでは同社の系列

企業が光ファイバーを広範囲に展開してい

ます。つまり、光ファイバーの構築を実施しう

るのは自国の大手通信事業者のみではな

いということです。大手事業者は株主の投

資を引きつけなければなりません。したがっ

て、多様な状況下にある各大手事業者の

個々のニーズに合った形で光ファイバーを

導入する方法を考える必要があります。

ファーウェイ：ファーウェイはユビキタスなブ

ロードバンドによって「よりつながった世界」

を実現することを目指していますが、それに

はモバイル・アクセスのほうが重要な要素だ

という考えもあります。これについてはどのよ

うにお考えですか。

タウバー氏：私たちはモバイルに愛着があり

ます。モバイルは生活の一部であり、多くの

人がスマートフォンやタブレットを常に使用

光ファイバーが必要になるのです。

　今後間違いなくトラフィックを急増させる

であろうサービスのひとつに、新たな4K超

高精細度コンテンツがあります。今年ラス

ベガスで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）に行った際、会場で

簡単な計算をしたのですが、たとえば80GB

の超高精細度の映画をダウンロードすると

して、DSL（Digital Subscriber Line：デジ

タル加入者線）では3日かかります。これで

はオンデマンドとは呼べません。光ファイ

バー・ネットワークでは、このような体験が大

幅に向上します。

　現在、北欧、スペイン、ポルトガルなど、い

くつかの市場が進展を見せています。私た

ちは決定権を握る人たちを十分に説得でき

ると考えています。重要なのは、欧州が適

切なソリューションを選択することです。当

委員会の委員長が言うように「一度だけ、

正しく行う（Do it once, do it right）」べき

なのです。正しい決断ができれば、欧州に

おける光ファイバーの展開は加速していく

でしょう。

ファーウェイ：欧州における光ファイバー展開

は地域によって異なっていますが、現在の欧

州全体のFTTHの状況はいかがでしょうか。

タウバー氏：単一の欧州市場というのは存

在しません。EUだけ見ても、28の市場があ

るのです。欧州以外の国からは、欧州委員

会が法案を出せば欧州市場は完全に規制

できるという幻想を抱かれがちですが、それ

ぞれの市場には独自の歴史があり、市場の

自由化の方法もセグメンテーションも異なり

ます。モバイル分野へ長期的な投資を続け

てきたオーストリアなどの市場もあれば、北

欧諸国のように固定回線への投資を強化

してきた市場もあります。欧州FTTH委員会

がブロードバンドと光ファイバーへの投資に

ついて明確な枠組みを作るべきだと考える

理由はここにあります。

　我々の最新の統計によると、C I S

（Commonwealth of Independent States：

独立国家共同体）を含む欧州39か国で、

映画でもたったの7分でダウンロードが完

了します。しかし、残念ながら現在このよう

な超高速インターネットを体験できるのは欧

州のユーザーのわずか2%に過ぎません。

100Mbps接続はダウンリンク速度のみな

らず、アップリンク速度としても定義される

必要があります。FTTHを介したこのような

超高速ブロードバンドが実現すれば、最高

レベルの品質と信頼性が必要とされる医

療分野やセキュリティ分野などで、より機能

性に優れたサービスやアプリケーションを

大規模に展開することが可能となります。

　欧州のFTTH市場は、先行する2つの

市場をいまだに追いかけている状態です。

2013年末までに、FTTH／Bの総加入

者数は北米では1,000万、アジア太平洋

地域では8,000万を超えていますが、欧

州28か国の総加入者数は780万にとど

まっています。欧州は、光ファイバーをより

積極的に展開していくための決断を迫ら

れているのです。いま、その決断を下さなけ

れば、将来的に大幅な遅れを取ってしまう

でしょう。

どこでも利用できるようにすること、そのうち

少なくとも50%を最低でも100Mbpsの超

高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導

入が高額すぎて実施できなくても、別の国

ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい

ます。これほどの高い普及率を達成するに

は、ほぼユビキタスなサービスが必要です。

こうしたサービスを実現するにあたって、

FTTH技術はどのような役割を担うことにな

るのでしょうか？

タウバー氏：このアジェンダでは、2020年ま

でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

ファイバーによる超高速ネットワーク・アクセス
の普及を目的として2004年に設立された業
界団体。現在、通信業界、学術機関、メディア
やeヘルスなどの関係機関から、ファーウェイを
含む150のメンバーが参加し、欧州全域にお
けるファイバー・アクセスの拡大に努めている。

FTTH Council Europe

目標実現の
カギとなるFTTH

28の市場からなる欧州
FTTH普及率も多様

欧州FTTH委員会の戦略

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部
リンダ・シュー（Linda Xu）

欧州はいまだ厳しい財政状況にある。だが、欧州FTTH

委員会（FTTH Council Europe）は今後5年間で、欧

州のFTTH／FTTB（Fiber-To-The-Home/Building：

ファイバー・ツー･ザ･ホーム／ビルディング）の利用世

帯数が2013年の7,780万世帯から倍増すると見込ん

でいる。eヘルスからオンライン・ゲームにいたるまであら

ゆる分野で画期的なアプリケーションやサービスが開

発されている現在、超高速ブロードバンドの実現を可能

にするFTTHの重要性があらためて注目されている。欧

州FTTH委員会の事務局長であるハルトヴィヒ・タウ

バー（Hartwig Tauber）氏に、欧州のFTTHの現状と

展望を聞いた。

2020年までに30Mbps以上の
高速ブロードバンドをユビキタスに提供し、

そのうち50%を100Mbpsの
超高速ブロードバンド・サービスとすることが欧州の目標です。

FTTHは、その実現のカギとなります。

欧州全域にユビキタスな超高速ブロードバンドを
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。

ファーウェイ：過去6年間で、年間およそ

170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・

タウバー氏：最近流行りのeラーニングやe

ヘルスなどから見ていきましょう。これらは20

～25年ほど前から話題にはなっていまし

た。それでもなかなか軌道に乗らなかったの

は、ネットワーク品質が大変貧弱だったため

です。いまでは光ファイバー・ネットワークに

よって、eケア・ロボットを利用した遠隔サ

ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで

した。しかし現在はブロードバンドの活用方

法が完全に変化しており、スマート･シティ、

スマート・リージョン、自動運転などのインフ

ラが話題になっています。これらはすべてワ

イヤレス接続で可能となるかもしれません。

しかし、無線トラフィックのオフロードに関

してはどうするかというと、やはり光ファイ

バーが必要になります。あらゆる場所に

しています。モバイルと固定回線の間には、

本来の意味での競争というものはありません。

モバイルの使用頻度が高くなるほど、より多

くの光ファイバー接続が必要となるからで

す。LTEネットワークを構築してエンド･ユー

ザーに100Mbpsの速度を提供しようとす

れば、あらゆる場所に光ファイバーに接続さ

れた基地局が必要になります。一方、家の

中では4K TVやPlayStation 3をモバイル

には接続しないでしょう。家庭内のワイヤレ

ス・ネットワークの多くはワイヤレス・ルーター

を利用して構築されますが、これは十分な速

度を備えた固定ネットワークがあって初めて

可能となります。私自身の例で言うと、娘と

息子と私が一斉にタブレットでストリーミング

をしようと思ったら、それなりの接続がなけれ

ばネットワーク全体がダウンしてしまいます。

つまり、モバイルと固定ネットワークはお互

いに補完的な関係を持ち、両方とも同じくら

い重要なのです。

ファーウェイ：今後5年間のFTTHの発展に

ついてどのような見解をお持ちですか。

で系列企業により光ファイバーを広く展開

しているという大手事業者もあります。この

典型的な例はドイツ・テレコム（Deutsche 

Telekom）です。同社はドイツ国内では光

ファイバーの導入に積極的ではありません

が、マケドニアとハンガリーでは同社の系列

企業が光ファイバーを広範囲に展開してい

ます。つまり、光ファイバーの構築を実施しう

るのは自国の大手通信事業者のみではな

いということです。大手事業者は株主の投

資を引きつけなければなりません。したがっ

て、多様な状況下にある各大手事業者の

個々のニーズに合った形で光ファイバーを

導入する方法を考える必要があります。

ファーウェイ：ファーウェイはユビキタスなブ

ロードバンドによって「よりつながった世界」

を実現することを目指していますが、それに

はモバイル・アクセスのほうが重要な要素だ

という考えもあります。これについてはどのよ

うにお考えですか。

タウバー氏：私たちはモバイルに愛着があり

ます。モバイルは生活の一部であり、多くの

人がスマートフォンやタブレットを常に使用

光ファイバーが必要になるのです。

　今後間違いなくトラフィックを急増させる

であろうサービスのひとつに、新たな4K超

高精細度コンテンツがあります。今年ラス

ベガスで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）に行った際、会場で

簡単な計算をしたのですが、たとえば80GB

の超高精細度の映画をダウンロードすると

して、DSL（Digital Subscriber Line：デジ

タル加入者線）では3日かかります。これで

はオンデマンドとは呼べません。光ファイ

バー・ネットワークでは、このような体験が大

幅に向上します。

　現在、北欧、スペイン、ポルトガルなど、い

くつかの市場が進展を見せています。私た

ちは決定権を握る人たちを十分に説得でき

ると考えています。重要なのは、欧州が適

切なソリューションを選択することです。当

委員会の委員長が言うように「一度だけ、

正しく行う（Do it once, do it right）」べき

なのです。正しい決断ができれば、欧州に

おける光ファイバーの展開は加速していく

でしょう。

ファーウェイ：欧州における光ファイバー展開

は地域によって異なっていますが、現在の欧

州全体のFTTHの状況はいかがでしょうか。

タウバー氏：単一の欧州市場というのは存

在しません。EUだけ見ても、28の市場があ

るのです。欧州以外の国からは、欧州委員

会が法案を出せば欧州市場は完全に規制

できるという幻想を抱かれがちですが、それ

ぞれの市場には独自の歴史があり、市場の

自由化の方法もセグメンテーションも異なり

ます。モバイル分野へ長期的な投資を続け

てきたオーストリアなどの市場もあれば、北

欧諸国のように固定回線への投資を強化

してきた市場もあります。欧州FTTH委員会

がブロードバンドと光ファイバーへの投資に

ついて明確な枠組みを作るべきだと考える

理由はここにあります。

　我々の最新の統計によると、C I S

（Commonwealth of Independent States：

独立国家共同体）を含む欧州39か国で、

映画でもたったの7分でダウンロードが完

了します。しかし、残念ながら現在このよう

な超高速インターネットを体験できるのは欧

州のユーザーのわずか2%に過ぎません。

100Mbps接続はダウンリンク速度のみな

らず、アップリンク速度としても定義される

必要があります。FTTHを介したこのような

超高速ブロードバンドが実現すれば、最高

レベルの品質と信頼性が必要とされる医

療分野やセキュリティ分野などで、より機能

性に優れたサービスやアプリケーションを

大規模に展開することが可能となります。

　欧州のFTTH市場は、先行する2つの

市場をいまだに追いかけている状態です。

2013年末までに、FTTH／Bの総加入

者数は北米では1,000万、アジア太平洋

地域では8,000万を超えていますが、欧

州28か国の総加入者数は780万にとど

まっています。欧州は、光ファイバーをより

積極的に展開していくための決断を迫ら

れているのです。いま、その決断を下さなけ

れば、将来的に大幅な遅れを取ってしまう

でしょう。

どこでも利用できるようにすること、そのうち

少なくとも50%を最低でも100Mbpsの超

高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導

入が高額すぎて実施できなくても、別の国

ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい

ます。これほどの高い普及率を達成するに

は、ほぼユビキタスなサービスが必要です。

こうしたサービスを実現するにあたって、

FTTH技術はどのような役割を担うことにな

るのでしょうか？

タウバー氏：このアジェンダでは、2020年ま

でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

ファイバーによる超高速ネットワーク・アクセス
の普及を目的として2004年に設立された業
界団体。現在、通信業界、学術機関、メディア
やeヘルスなどの関係機関から、ファーウェイを
含む150のメンバーが参加し、欧州全域にお
けるファイバー・アクセスの拡大に努めている。

FTTH Council Europe

目標実現の
カギとなるFTTH

28の市場からなる欧州
FTTH普及率も多様

欧州FTTH委員会の戦略

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部
リンダ・シュー（Linda Xu）

欧州はいまだ厳しい財政状況にある。だが、欧州FTTH

委員会（FTTH Council Europe）は今後5年間で、欧

州のFTTH／FTTB（Fiber-To-The-Home/Building：

ファイバー・ツー･ザ･ホーム／ビルディング）の利用世

帯数が2013年の7,780万世帯から倍増すると見込ん

でいる。eヘルスからオンライン・ゲームにいたるまであら

ゆる分野で画期的なアプリケーションやサービスが開

発されている現在、超高速ブロードバンドの実現を可能

にするFTTHの重要性があらためて注目されている。欧

州FTTH委員会の事務局長であるハルトヴィヒ・タウ

バー（Hartwig Tauber）氏に、欧州のFTTHの現状と

展望を聞いた。

2020年までに30Mbps以上の
高速ブロードバンドをユビキタスに提供し、

そのうち50%を100Mbpsの
超高速ブロードバンド・サービスとすることが欧州の目標です。

FTTHは、その実現のカギとなります。

欧州全域にユビキタスな超高速ブロードバンドを
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。

ファーウェイ：過去6年間で、年間およそ

170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・

タウバー氏：最近流行りのeラーニングやe

ヘルスなどから見ていきましょう。これらは20

～25年ほど前から話題にはなっていまし

た。それでもなかなか軌道に乗らなかったの

は、ネットワーク品質が大変貧弱だったため

です。いまでは光ファイバー・ネットワークに

よって、eケア・ロボットを利用した遠隔サ

ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで

した。しかし現在はブロードバンドの活用方

法が完全に変化しており、スマート･シティ、

スマート・リージョン、自動運転などのインフ

ラが話題になっています。これらはすべてワ

イヤレス接続で可能となるかもしれません。

しかし、無線トラフィックのオフロードに関

してはどうするかというと、やはり光ファイ

バーが必要になります。あらゆる場所に

しています。モバイルと固定回線の間には、

本来の意味での競争というものはありません。

モバイルの使用頻度が高くなるほど、より多

くの光ファイバー接続が必要となるからで

す。LTEネットワークを構築してエンド･ユー

ザーに100Mbpsの速度を提供しようとす

れば、あらゆる場所に光ファイバーに接続さ

れた基地局が必要になります。一方、家の

中では4K TVやPlayStation 3をモバイル

には接続しないでしょう。家庭内のワイヤレ

ス・ネットワークの多くはワイヤレス・ルーター

を利用して構築されますが、これは十分な速

度を備えた固定ネットワークがあって初めて

可能となります。私自身の例で言うと、娘と

息子と私が一斉にタブレットでストリーミング

をしようと思ったら、それなりの接続がなけれ

ばネットワーク全体がダウンしてしまいます。

つまり、モバイルと固定ネットワークはお互

いに補完的な関係を持ち、両方とも同じくら

い重要なのです。

ファーウェイ：今後5年間のFTTHの発展に

ついてどのような見解をお持ちですか。

で系列企業により光ファイバーを広く展開

しているという大手事業者もあります。この

典型的な例はドイツ・テレコム（Deutsche 

Telekom）です。同社はドイツ国内では光

ファイバーの導入に積極的ではありません

が、マケドニアとハンガリーでは同社の系列

企業が光ファイバーを広範囲に展開してい

ます。つまり、光ファイバーの構築を実施しう

るのは自国の大手通信事業者のみではな

いということです。大手事業者は株主の投

資を引きつけなければなりません。したがっ

て、多様な状況下にある各大手事業者の

個々のニーズに合った形で光ファイバーを

導入する方法を考える必要があります。

ファーウェイ：ファーウェイはユビキタスなブ

ロードバンドによって「よりつながった世界」

を実現することを目指していますが、それに

はモバイル・アクセスのほうが重要な要素だ

という考えもあります。これについてはどのよ

うにお考えですか。

タウバー氏：私たちはモバイルに愛着があり

ます。モバイルは生活の一部であり、多くの

人がスマートフォンやタブレットを常に使用

光ファイバーが必要になるのです。

　今後間違いなくトラフィックを急増させる

であろうサービスのひとつに、新たな4K超

高精細度コンテンツがあります。今年ラス

ベガスで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）に行った際、会場で

簡単な計算をしたのですが、たとえば80GB

の超高精細度の映画をダウンロードすると

して、DSL（Digital Subscriber Line：デジ

タル加入者線）では3日かかります。これで

はオンデマンドとは呼べません。光ファイ

バー・ネットワークでは、このような体験が大

幅に向上します。

　現在、北欧、スペイン、ポルトガルなど、い

くつかの市場が進展を見せています。私た

ちは決定権を握る人たちを十分に説得でき

ると考えています。重要なのは、欧州が適

切なソリューションを選択することです。当

委員会の委員長が言うように「一度だけ、

正しく行う（Do it once, do it right）」べき

なのです。正しい決断ができれば、欧州に

おける光ファイバーの展開は加速していく

でしょう。

ファーウェイ：欧州における光ファイバー展開

は地域によって異なっていますが、現在の欧

州全体のFTTHの状況はいかがでしょうか。

タウバー氏：単一の欧州市場というのは存

在しません。EUだけ見ても、28の市場があ

るのです。欧州以外の国からは、欧州委員

会が法案を出せば欧州市場は完全に規制

できるという幻想を抱かれがちですが、それ

ぞれの市場には独自の歴史があり、市場の

自由化の方法もセグメンテーションも異なり

ます。モバイル分野へ長期的な投資を続け

てきたオーストリアなどの市場もあれば、北

欧諸国のように固定回線への投資を強化

してきた市場もあります。欧州FTTH委員会

がブロードバンドと光ファイバーへの投資に

ついて明確な枠組みを作るべきだと考える

理由はここにあります。

　我々の最新の統計によると、C I S

（Commonwealth of Independent States：

独立国家共同体）を含む欧州39か国で、

映画でもたったの7分でダウンロードが完

了します。しかし、残念ながら現在このよう

な超高速インターネットを体験できるのは欧

州のユーザーのわずか2%に過ぎません。

100Mbps接続はダウンリンク速度のみな

らず、アップリンク速度としても定義される

必要があります。FTTHを介したこのような

超高速ブロードバンドが実現すれば、最高

レベルの品質と信頼性が必要とされる医

療分野やセキュリティ分野などで、より機能

性に優れたサービスやアプリケーションを

大規模に展開することが可能となります。

　欧州のFTTH市場は、先行する2つの

市場をいまだに追いかけている状態です。

2013年末までに、FTTH／Bの総加入

者数は北米では1,000万、アジア太平洋

地域では8,000万を超えていますが、欧

州28か国の総加入者数は780万にとど

まっています。欧州は、光ファイバーをより

積極的に展開していくための決断を迫ら

れているのです。いま、その決断を下さなけ

れば、将来的に大幅な遅れを取ってしまう

でしょう。

どこでも利用できるようにすること、そのうち

少なくとも50%を最低でも100Mbpsの超

高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導

入が高額すぎて実施できなくても、別の国

ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい

ます。これほどの高い普及率を達成するに

は、ほぼユビキタスなサービスが必要です。

こうしたサービスを実現するにあたって、

FTTH技術はどのような役割を担うことにな

るのでしょうか？

タウバー氏：このアジェンダでは、2020年ま

でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

FTTHがもたらす
未来のサービス

長期的な価値を生む
光ファイバー

大手事業者は株主の投資を引きつけなければなりません。
したがって、多様な状況下にある

各大手事業者の個々のニーズに合った形で
光ファイバーを導入する方法を考える必要があります。
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。
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170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・
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た。それでもなかなか軌道に乗らなかったの

は、ネットワーク品質が大変貧弱だったため
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よって、eケア・ロボットを利用した遠隔サ

ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで

した。しかし現在はブロードバンドの活用方

法が完全に変化しており、スマート･シティ、

スマート・リージョン、自動運転などのインフ

ラが話題になっています。これらはすべてワ
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しかし、無線トラフィックのオフロードに関

してはどうするかというと、やはり光ファイ
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ザーに100Mbpsの速度を提供しようとす

れば、あらゆる場所に光ファイバーに接続さ

れた基地局が必要になります。一方、家の

中では4K TVやPlayStation 3をモバイル

には接続しないでしょう。家庭内のワイヤレ

ス・ネットワークの多くはワイヤレス・ルーター

を利用して構築されますが、これは十分な速

度を備えた固定ネットワークがあって初めて

可能となります。私自身の例で言うと、娘と

息子と私が一斉にタブレットでストリーミング

をしようと思ったら、それなりの接続がなけれ

ばネットワーク全体がダウンしてしまいます。

つまり、モバイルと固定ネットワークはお互
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企業が光ファイバーを広範囲に展開してい

ます。つまり、光ファイバーの構築を実施しう

るのは自国の大手通信事業者のみではな

いということです。大手事業者は株主の投

資を引きつけなければなりません。したがっ

て、多様な状況下にある各大手事業者の

個々のニーズに合った形で光ファイバーを

導入する方法を考える必要があります。

ファーウェイ：ファーウェイはユビキタスなブ

ロードバンドによって「よりつながった世界」

を実現することを目指していますが、それに

はモバイル・アクセスのほうが重要な要素だ

という考えもあります。これについてはどのよ

うにお考えですか。

タウバー氏：私たちはモバイルに愛着があり

ます。モバイルは生活の一部であり、多くの

人がスマートフォンやタブレットを常に使用

光ファイバーが必要になるのです。

　今後間違いなくトラフィックを急増させる

であろうサービスのひとつに、新たな4K超

高精細度コンテンツがあります。今年ラス

ベガスで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）に行った際、会場で

簡単な計算をしたのですが、たとえば80GB

の超高精細度の映画をダウンロードすると

して、DSL（Digital Subscriber Line：デジ

タル加入者線）では3日かかります。これで

はオンデマンドとは呼べません。光ファイ

バー・ネットワークでは、このような体験が大

幅に向上します。

　現在、北欧、スペイン、ポルトガルなど、い

くつかの市場が進展を見せています。私た

ちは決定権を握る人たちを十分に説得でき

ると考えています。重要なのは、欧州が適

切なソリューションを選択することです。当

委員会の委員長が言うように「一度だけ、

正しく行う（Do it once, do it right）」べき

なのです。正しい決断ができれば、欧州に

おける光ファイバーの展開は加速していく

でしょう。

ファーウェイ：欧州における光ファイバー展開

は地域によって異なっていますが、現在の欧

州全体のFTTHの状況はいかがでしょうか。

タウバー氏：単一の欧州市場というのは存

在しません。EUだけ見ても、28の市場があ

るのです。欧州以外の国からは、欧州委員

会が法案を出せば欧州市場は完全に規制

できるという幻想を抱かれがちですが、それ

ぞれの市場には独自の歴史があり、市場の

自由化の方法もセグメンテーションも異なり

ます。モバイル分野へ長期的な投資を続け

てきたオーストリアなどの市場もあれば、北

欧諸国のように固定回線への投資を強化

してきた市場もあります。欧州FTTH委員会

がブロードバンドと光ファイバーへの投資に

ついて明確な枠組みを作るべきだと考える

理由はここにあります。

　我々の最新の統計によると、C I S

（Commonwealth of Independent States：

独立国家共同体）を含む欧州39か国で、

映画でもたったの7分でダウンロードが完

了します。しかし、残念ながら現在このよう

な超高速インターネットを体験できるのは欧

州のユーザーのわずか2%に過ぎません。

100Mbps接続はダウンリンク速度のみな

らず、アップリンク速度としても定義される

必要があります。FTTHを介したこのような

超高速ブロードバンドが実現すれば、最高

レベルの品質と信頼性が必要とされる医

療分野やセキュリティ分野などで、より機能

性に優れたサービスやアプリケーションを

大規模に展開することが可能となります。

　欧州のFTTH市場は、先行する2つの

市場をいまだに追いかけている状態です。

2013年末までに、FTTH／Bの総加入

者数は北米では1,000万、アジア太平洋

地域では8,000万を超えていますが、欧

州28か国の総加入者数は780万にとど

まっています。欧州は、光ファイバーをより

積極的に展開していくための決断を迫ら

れているのです。いま、その決断を下さなけ

れば、将来的に大幅な遅れを取ってしまう

でしょう。

どこでも利用できるようにすること、そのうち

少なくとも50%を最低でも100Mbpsの超

高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導

入が高額すぎて実施できなくても、別の国

ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい

ます。これほどの高い普及率を達成するに

は、ほぼユビキタスなサービスが必要です。

こうしたサービスを実現するにあたって、

FTTH技術はどのような役割を担うことにな

るのでしょうか？

タウバー氏：このアジェンダでは、2020年ま

でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

FTTHがもたらす
未来のサービス

長期的な価値を生む
光ファイバー

大手事業者は株主の投資を引きつけなければなりません。
したがって、多様な状況下にある

各大手事業者の個々のニーズに合った形で
光ファイバーを導入する方法を考える必要があります。
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。

ファーウェイ：過去6年間で、年間およそ

170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・

タウバー氏：最近流行りのeラーニングやe

ヘルスなどから見ていきましょう。これらは20

～25年ほど前から話題にはなっていまし
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ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで
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イヤレス接続で可能となるかもしれません。
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してはどうするかというと、やはり光ファイ

バーが必要になります。あらゆる場所に
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高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導

入が高額すぎて実施できなくても、別の国

ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい

ます。これほどの高い普及率を達成するに

は、ほぼユビキタスなサービスが必要です。

こうしたサービスを実現するにあたって、

FTTH技術はどのような役割を担うことにな

るのでしょうか？

タウバー氏：このアジェンダでは、2020年ま

でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

モバイルと固定回線の間には、
本来の意味での競争というものはありません。
モバイルの使用頻度が高くなるほど、

より多くの光ファイバー接続が必要となるからです。

※1ユーロ138円換算

11月11日は、中国では「光棍節（グァングンジェ）」「双十一（シァンシー

イー）」と呼ばれている。光棍とは独身男性のことで、この日は1が4つ並ぶ

ことから男女を問わず独身者を祝う記念日とされており、近年では独身者

たちが自分のためにオンライン・ショッピングを楽しむ日として定着してい

る。中国最大のeコマース企業アリババが有するオンライン・ショッピング・

サイト淘宝（Taobao）では、毎年「双十一」の1日だけで驚異的な売上を記

録する。その大規模なオンライン商取引を、ファーウェイのサーバー製品が

陰で支えている。

1999年、元英語教師である馬雲（ジャック・マー）
が中国浙江省杭州市にて設立。中国と国外の企
業間取引をマッチングするAlibaba.comからスター
トし、現在はオンライン・ショッピング・サイトの淘宝と
天猫（Tmall）、オンライン決済サービス支付宝
（Alipay）、クラウド・サービスを提供する阿里云
（Aliyun）など、多数のサービスを展開している。中
でも淘宝はC2C取引とB2C取引の両者を扱い、
中国のeコマースにおいて圧倒的なシェアを占め
る。今年9月、米国にて株式上場し、フェイスブック
を上まわる時価総額となったことで注目を集めた。

アリババ・グループ

驚異的なトラフィックを支えるファーウェイのサーバー

アリババ（阿里巴巴）の
11月11日（双十一）

せっこうしょうこうしゅうし

ファーウェイITプロダクト・ライン　サーバー・マーケティング部　マネージャー
高凡（ガオ・ファン）
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ネットワークを設計することができます。今

日、ストックホルムにおける光ファイバーの

リース費用は世界各国の首都の半分以

下、場合によっては大幅に下まわっていま

す。これは、通信事業者だけでなく、高速で

信頼性のある通信技術を必要とするあらゆ

る企業にとってコストが削減されていること

を意味しています。

　コストがより低額になったことで、ストック

ホルムでは医療などの領域で超高速ブロー

ドバンドを活用した新規サービスの適用も

進んでおり、電子政府サービスのおかげで

市は大きな恩恵を受けています。その結果、

同市のブロードバンド通信向けネットワーク

は現在、世界最大のオープンな都市ネット

ワークとして最も広く知られるものとなりまし

た。市内の90%を超える世帯に接続が提

供され、企業においてはほぼ100%を達成

しています。ストーカブはポジティブ・キャッ

シュ･フローを実現するまでに5年以上を費

やしました。

ファーウェイ：欧州でFTTH市場の成長を妨

げている要因は何でしょうか。

タウバー氏：現時点での問題は、株主を抱

える最大手通信事業者の多くが長期的な

投資に積極的ではないことです。株主は

インフラへの投資は、その他多くのインフラ

と比較すると、かなり少額なのです。毎年、

240億ユーロ（約3兆3,120億円※）が固

定ネットワークとモバイル・ネットワークに投

入されています。通信事業者は多くの新設

工事をしてきたと言いますが、ここで問題と

なるのは、実際の投資はネットワークのアッ

プグレードに対するものなのか、または単に

既存ネットワークの保守に対するものなの

かという点です。

　成功事例をひとつ挙げたいと思います。

スウェーデンのストックホルム郡とストック

ホルム市が所有する公共企業ストーカブ

（Stokab）は、同市内でパッシブ・ファイ

バー・インフラを提供しており、これまでに少

なくとも19億ユーロ（約2,622億円※）の収

益を上げていると言われています。ストーカ

ブは20年近くにわたり、競合性と中立性を

備えたすべての人々のためのオープンな光

ファイバーへの投資を実施し、ネットワークを

拡大してきました。これは事実上公的な助成

金なしで光ファイバーを展開したモデル・

ケースとして認識されており、ストックホルム

での通信サービス提供に競争をもたらしまし

た。通信事業者は、高額な投資や競合他社

からのリースをしなくても、ストーカブの光

ファイバーをリースして自社の光ファイバー・

2013年末の時点で約320のFTTH／B

プロジェクトが動いています。リトアニア、ラト

ビア、アンドラはいずれも100%のカバレッジ

でFTTH／Bをリードしており、ポルトガルが

67%のカバレッジでそれを追う形となってい

ます。トルコとスペインは最も高い成長率を

示しています。ロシアは新規加入者数の増

加（2013年は140万人以上）が顕著で、ト

ルコ、フランス、スペインがこれに続きます。ロ

シアは絶対数でも依然として大きく、2年連

続で最大の市場となっていますが、フランス

やイタリアなど従来からの経済大国は勢い

がなく、ランキングでは下位となっており、ドイ

ツとイギリスはいまだランク外です。

　FTTHの展開をいっそう進めるためには、

規制側の理解もある程度必要です。光ファ

イバー展開を計画通りに進めていくために

は、規制当局からの確約がなければなりま

せん。通信事業者が光ファイバーに投資す

るには長期的な財源の確保が必要であり、

それでこそ市場はいま以上に成長すること

ができるのです。このような安定した環境に

より、北欧諸国は現在、地方部にも光ファ

イバーを広げようとしています。

ファーウェイ：過去6年間で、年間およそ

170億ユーロ（約2兆3,460億円※）が固

定ネットワークに投資されてきました。高額

な投資ですが、通信事業者はどのようにし

て妥当なROI（Return On Investment：投

資利益率）を確保しているのでしょうか。成

功事例を教えていただけますか。

タウバー氏：170億ユーロというと巨額に思

われるかもしれませんが、この額で高速道路

を何km分建設できるかを考えると、実はそ

れほど膨大ではありません。ブロードバンド・

タウバー氏：最近流行りのeラーニングやe

ヘルスなどから見ていきましょう。これらは20

～25年ほど前から話題にはなっていまし

た。それでもなかなか軌道に乗らなかったの

は、ネットワーク品質が大変貧弱だったため

です。いまでは光ファイバー・ネットワークに

よって、eケア・ロボットを利用した遠隔サ

ポートで高齢者の在宅介護ができるように

なっています。同様の体験が、ほかにも多く

のサービスで可能になってきました。過去

10年間、私たちがブロードバンド・サービス

を使って何ができていたかを振り返ってみる

と、以前はYouTu b eもFac e b o o kも

Instagramも存在せず、ビデオや映画を

アップロードできるような手段はありませんで

した。しかし現在はブロードバンドの活用方

法が完全に変化しており、スマート･シティ、

スマート・リージョン、自動運転などのインフ

ラが話題になっています。これらはすべてワ

イヤレス接続で可能となるかもしれません。

しかし、無線トラフィックのオフロードに関

してはどうするかというと、やはり光ファイ

バーが必要になります。あらゆる場所に

しています。モバイルと固定回線の間には、

本来の意味での競争というものはありません。

モバイルの使用頻度が高くなるほど、より多

くの光ファイバー接続が必要となるからで

す。LTEネットワークを構築してエンド･ユー

ザーに100Mbpsの速度を提供しようとす

れば、あらゆる場所に光ファイバーに接続さ

れた基地局が必要になります。一方、家の

中では4K TVやPlayStation 3をモバイル

には接続しないでしょう。家庭内のワイヤレ

ス・ネットワークの多くはワイヤレス・ルーター

を利用して構築されますが、これは十分な速

度を備えた固定ネットワークがあって初めて

可能となります。私自身の例で言うと、娘と

息子と私が一斉にタブレットでストリーミング

をしようと思ったら、それなりの接続がなけれ

ばネットワーク全体がダウンしてしまいます。

つまり、モバイルと固定ネットワークはお互

いに補完的な関係を持ち、両方とも同じくら

い重要なのです。

ファーウェイ：今後5年間のFTTHの発展に

ついてどのような見解をお持ちですか。

で系列企業により光ファイバーを広く展開

しているという大手事業者もあります。この

典型的な例はドイツ・テレコム（Deutsche 

Telekom）です。同社はドイツ国内では光

ファイバーの導入に積極的ではありません

が、マケドニアとハンガリーでは同社の系列

企業が光ファイバーを広範囲に展開してい

ます。つまり、光ファイバーの構築を実施しう

るのは自国の大手通信事業者のみではな

いということです。大手事業者は株主の投

資を引きつけなければなりません。したがっ

て、多様な状況下にある各大手事業者の

個々のニーズに合った形で光ファイバーを

導入する方法を考える必要があります。

ファーウェイ：ファーウェイはユビキタスなブ

ロードバンドによって「よりつながった世界」

を実現することを目指していますが、それに

はモバイル・アクセスのほうが重要な要素だ

という考えもあります。これについてはどのよ

うにお考えですか。

タウバー氏：私たちはモバイルに愛着があり

ます。モバイルは生活の一部であり、多くの

人がスマートフォンやタブレットを常に使用

光ファイバーが必要になるのです。

　今後間違いなくトラフィックを急増させる

であろうサービスのひとつに、新たな4K超

高精細度コンテンツがあります。今年ラス

ベガスで開催されたCES（Consumer 

Electronics Show）に行った際、会場で

簡単な計算をしたのですが、たとえば80GB

の超高精細度の映画をダウンロードすると

して、DSL（Digital Subscriber Line：デジ

タル加入者線）では3日かかります。これで

はオンデマンドとは呼べません。光ファイ

バー・ネットワークでは、このような体験が大

幅に向上します。

　現在、北欧、スペイン、ポルトガルなど、い

くつかの市場が進展を見せています。私た

ちは決定権を握る人たちを十分に説得でき

ると考えています。重要なのは、欧州が適

切なソリューションを選択することです。当

委員会の委員長が言うように「一度だけ、

正しく行う（Do it once, do it right）」べき

なのです。正しい決断ができれば、欧州に

おける光ファイバーの展開は加速していく

でしょう。

ファーウェイ：欧州における光ファイバー展開

は地域によって異なっていますが、現在の欧

州全体のFTTHの状況はいかがでしょうか。

タウバー氏：単一の欧州市場というのは存

在しません。EUだけ見ても、28の市場があ

るのです。欧州以外の国からは、欧州委員

会が法案を出せば欧州市場は完全に規制

できるという幻想を抱かれがちですが、それ

ぞれの市場には独自の歴史があり、市場の

自由化の方法もセグメンテーションも異なり

ます。モバイル分野へ長期的な投資を続け

てきたオーストリアなどの市場もあれば、北

欧諸国のように固定回線への投資を強化

してきた市場もあります。欧州FTTH委員会

がブロードバンドと光ファイバーへの投資に

ついて明確な枠組みを作るべきだと考える

理由はここにあります。

　我々の最新の統計によると、C I S

（Commonwealth of Independent States：

独立国家共同体）を含む欧州39か国で、

映画でもたったの7分でダウンロードが完

了します。しかし、残念ながら現在このよう

な超高速インターネットを体験できるのは欧

州のユーザーのわずか2%に過ぎません。

100Mbps接続はダウンリンク速度のみな

らず、アップリンク速度としても定義される

必要があります。FTTHを介したこのような

超高速ブロードバンドが実現すれば、最高

レベルの品質と信頼性が必要とされる医

療分野やセキュリティ分野などで、より機能

性に優れたサービスやアプリケーションを

大規模に展開することが可能となります。

　欧州のFTTH市場は、先行する2つの

市場をいまだに追いかけている状態です。

2013年末までに、FTTH／Bの総加入

者数は北米では1,000万、アジア太平洋

地域では8,000万を超えていますが、欧

州28か国の総加入者数は780万にとど

まっています。欧州は、光ファイバーをより

積極的に展開していくための決断を迫ら

れているのです。いま、その決断を下さなけ

れば、将来的に大幅な遅れを取ってしまう

でしょう。

どこでも利用できるようにすること、そのうち

少なくとも50%を最低でも100Mbpsの超

高速ブロードバンド・サービスとすることを目

標に掲げています。欧州諸国の政府の中

には民間への財政支援を行って目標を達

成しようとする国もあり、特に地方部や低所

得地域など、民間企業が新たなブロードバン

ド・インフラストラクチャ構築に二の足を踏む

ような地域に政府からの支援が投入されて

います。しかし公共資金を投入するからには、

将来にわたって活用可能なソリューションが

なければなりません。それがFTTHなので

す。FTTH委員会は、持続可能な未来を創

るためにはFTTHがカギとなると考えていま

す。帯域幅のキャパシティ、速度、セキュリ

ティ、拡張性という面で将来的にも活用可

能であると広く認められているためです。

　エンド･ユーザーにとって100Mbpsは何

を意味するのでしょうか。100Mbpsの接続

というのは、ほとんどの欧州諸国で現在提

供されているブロードバンドの平均速度の

10倍以上であり、音楽ならアルバム1枚分

を5秒で、テレビ番組なら30秒で、高画質の

配当と株価が短期間で向上することを望ん

でいます。そのため、欧州FTTH委員会は2

年前に投資家のための特別なタスクフォー

スを設けました。これまでに長期的な投資を

している主要な機関投資家を招き、さまざま

な経験を共有し、ビジネス・モデルを模索し

ようとしています。現在、大手通信事業者は

一般的に垂直統合型アプローチを採用し

ており、光ファイバー・ネットワークの構築だ

けでなく、光ファイバー・サービスの提供から

運用まであらゆる事業を手がけています。こ

うした大手各社が投資を望むのは、長期的

な価値があり何年も先まで利用され続ける

最下層のレイヤー（物理的なインフラストラ

クチャ）です。幸い、すでに光ファイバーの

敷設に向けて動き出した大手通信事業者

もいます。たとえば、ポルトガル・テレコム

（Portugal Telecom）は光ファイバー展開

の最前線におり、これまでに同国の人口の

46%にサービスを提供しています。

　ほとんどの市場では大手通信事業者だ

けが注目されがちですが、北欧市場に目を

向けると、光ファイバーを提供する主な企

業は大手ではなく、ストーカブのような中立

的企業や公益企業です。こうした企業の

ほうが長期的な投資をしやすいためです。

多くの場合、大手事業者が光ファイバーに

投資するには、政治的に良好な環境が必

要となります。自国内では光ファイバー導
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ファーウェイ:欧州委員会が2010年に策

定した『欧州デジタル・アジェンダ』は、

2020年までに欧州の半数の世帯に

100Mbps以上の超高速ブロードバンド接

続を提供するという明確な目標を定めてい
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でに30Mbps以上の高速ブロードバンドを

モバイルと固定回線の間には、
本来の意味での競争というものはありません。
モバイルの使用頻度が高くなるほど、

より多くの光ファイバー接続が必要となるからです。

※1ユーロ138円換算

11月11日は、中国では「光棍節（グァングンジェ）」「双十一（シァンシー

イー）」と呼ばれている。光棍とは独身男性のことで、この日は1が4つ並ぶ

ことから男女を問わず独身者を祝う記念日とされており、近年では独身者

たちが自分のためにオンライン・ショッピングを楽しむ日として定着してい

る。中国最大のeコマース企業アリババが有するオンライン・ショッピング・

サイト淘宝（Taobao）では、毎年「双十一」の1日だけで驚異的な売上を記

録する。その大規模なオンライン商取引を、ファーウェイのサーバー製品が

陰で支えている。

1999年、元英語教師である馬雲（ジャック・マー）
が中国浙江省杭州市にて設立。中国と国外の企
業間取引をマッチングするAlibaba.comからスター
トし、現在はオンライン・ショッピング・サイトの淘宝と
天猫（Tmall）、オンライン決済サービス支付宝
（Alipay）、クラウド・サービスを提供する阿里云
（Aliyun）など、多数のサービスを展開している。中
でも淘宝はC2C取引とB2C取引の両者を扱い、
中国のeコマースにおいて圧倒的なシェアを占め
る。今年9月、米国にて株式上場し、フェイスブック
を上まわる時価総額となったことで注目を集めた。

アリババ・グループ

驚異的なトラフィックを支えるファーウェイのサーバー

アリババ（阿里巴巴）の
11月11日（双十一）

せっこうしょうこうしゅうし

ファーウェイITプロダクト・ライン　サーバー・マーケティング部　マネージャー
高凡（ガオ・ファン）
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では、ユーザーはほとんどの時間を画像の

閲覧に費やしている。淘宝のトラフィック分

析では、ホームページの閲覧は全トラフィッ

クの10%未満に過ぎず、90%以上を画像

の閲覧が占めており、特に人気商品の画

像へのアクセス・トラフィックがきわめて大き

い。淘宝の出店者は写真の画質、アップ

ロード速度、アクセス速度を重視している。

アリババは300億以上に及ぶ大量の小サ

イズ・ファイルへのアクセスに対する同時

処理の要件を満たすため、TFS（Taobao 

File System：淘宝ファイル・システム）を

使用している。TFSはインターネット・サービス

向け分散ファイル・システムとして、ファイル・

サイズが1MB未満の大量の非構造化デー

タの処理に使われている。TFSクラスター

は2つのNameServerノードと複数のData

Serverノードから構成されており、サービス・

プログラムは通常のx86サーバー上で展開

される。このサーバー・クラスターは強力なコン

ピューティング能力と大容量のローカル・スト

レージを提供し、データセンター内の大量の

小サイズ・ファイルへのアクセスに対する高

い同時処理能力を低コストで実現する。

● 低消費電力

　アリババが保有するサーバーは数十万

台に及び、24時間休みなく稼働している。

同社の測定では、サーバーと空調の電力

コストは数億元（数十億円）にのぼる。IT

インフラのコスト・コントロール、クラウド・コン

ピューティングを活用したサーバーの稼働

率向上、サーバーの消費電力削減が、アリ

ババの最も大きな課題となっている。

● 迅速なサーバー構築

　巨大なユーザー基盤を有するアリババに

とって、ユーザーの要求が予測できない形

で刻々と変化することも大きな課題のひと

つだ。また、IoT（ Internet of things：モノの

インターネット）、ビッグデータ、クラウド・コン

ピューティングの急速な発展により、データ

センターにおけるコンピューティング能力に

対する要件も高くなっている。アリババはこ

うした状況下でサービス要件を満たすため

に、毎年数千台のサーバーを新規に購入し

なければならない。さらに、迅速なサービス

展開を実現するには、通常1か月はかかる

構築期間を1週間以内に短縮することが

求められる。

　2006年、アリババは初めてファーウェイか

らDCブレード・サーバーを購入した。数か月

間の運用後、ファーウェイの技術サポートと

サーバーの品質に満足と信頼を高めたアリ

ババは、それ以来、さまざまなタイプのファー

ウェイ製サーバーを約5万台導入している。

そのほとんどがRH2285やRH2288といっ

たラック・サーバーで、これらがアリババの

eコマース・ビジネスの約3分の1を支え

ている。

　ファーウェイのサーバーは、以下の面でア

リババの要件を満たしている。

● 高性能：アリババはいくつかの機種のファー

ウェイ製の2ソケットの2Uラック・サーバーを導

入している。たとえば、Tecal RH2288 V2は

大容量のストレージ（50TB）を有し、

Romely EPプラットフォームで通常の1.5倍

の高さのDIMMを使用して768GBという最

大メモリ容量を実現しており、アリババが

TFSクラスターを構築する際の最適な選択

肢となっている。このサーバー上ではアリバ

バが自主開発したソフトウェアが稼働してお

り、ユーザーの行動パターン、消費、検索、

閲覧習慣などの履歴データを分析し、

2013年の双十一におけるデータ通信量

の予測と、事前のリソースの配置調整を可

能にした。

● 省エネ技術：ファーウェイのサーバーは、ベ

クトルエアフロー管理、両面通気ボード、

DEMT（Dynamic Energy Management 

Technology：動的なエネルギー管理技術）、

動的な電力キャッピングなど、世界中で

認められている幅広い省エネ技術を使用し

ており、競合他社の製品と比べて10%以上

の省エネ性を実現する。アリババにおける

ファーウェイ製サーバーの現在の展開規模

から計算すると、アリババは電力コストを数千

万元（数億円）削減できていると考えられる。

　たとえば高密度サーバーTecal X6000は、

ひとつの2Uラック・サーバーに最大4つの計

算ノードを搭載可能なため、消費電力と設置

スペースを抑えながら、より高い処理能力を

発揮し、運用コストを抑えることができる。

● 統合型デリバリー：アリババの迅速な構

築に対する要件を満たすために、ファーウェ

イはOSのプリインストールや統合型パッ

ケージに加え、出荷から輸送、設置までの

一括管理を行っている。これによって現場

では電源とネットワークを接続するだけで

サービスの展開が可能となり、サービス提

供までの期間が3～5日に短縮できる。

　アリババの技術サポート部門担当者は、

「ファーウェイのサーバーは優れた性能と品

質を備え、当社のアプリケーション要件を十

分に満たしています。ファーウェイは常に当

社のカスタマイズ要求にも応えてくれまし

た。また、当社のシステム基盤構築の重要

なパートナーとして、ファーウェイの技術面と

サービス面でのサポートは素晴らしいと感じ

ています。ファーウェイの協力なくしては、当

社の今日の成功はありえなかったでしょう」

と述べている。

　まもなくやってくる今年の「双十一」にも、

アリババはファーウェイが支えるシステムに

よって万全の態勢で臨み、新たな記録を打

ち立てることだろう。

　中国におけるインターネット利用者数は、

2005年に1億人を超えて世界第2位に、

2009年には3億人を超えて世界第1位に

なり、2013年には6億人を超えた。これは世

界のインターネット利用者の22.4%にあた

り、米国における利用者数の2倍に及ぶ。

　インターネット利用者数の増大とともにe

コマースが急速に拡大する中、アリババは

急成長を遂げ、中国最大のeコマース企業

となった。現在、淘宝の登録ユーザー数は5

億人に迫る勢いで、毎日6,000万人以上

がサイトを訪れ、700万以上の出店者が8

億点以上の商品を取り揃え、1分間に4万

8,000点もの商品が売れている。また、

B2Cショッピング・サイト天猫には5万社以

上の企業が出店しており、オンライン決済

サービス支付宝（Alipay）の登録ユーザー

数は2013年12月末時点で約3億人と

なっている。

　オンライン・ショッピングの祭典が繰り

広げられる11月11日、淘宝を筆頭に多く

のeコマース・サイトは大々的なセールを実施

し、莫大な売上を上げる。淘宝では、2012

年11月11日には取引件数が1億件、取引

額が190億元※（※2,850億円）、2013年

11月11日には取引件数が1億7,100万

件、取引額が350億元※（※5,250億円）

以上を記録した。

　わずか1日でこれほど大規模なオンライン

商取引が行われる「双十一」に滞りなくサー

ビスを提供するには、高い性能と安定性を

備えたシステムが必要になる。実際、中国

最大のeコマース・プラットフォームであるア

リババは、ITの利用においても大きくリード

している。2012年以降、同社は最小限の

コストで最大限の性能を備えたハードウェア

とソフトウェア・システムを実現するために、

淘宝のフロントエンドとバックエンドのソフト

ウェアを自社開発したほか、オープンソース

やカスタマイズしたソフトウェアを利用してき

た。また、ハードウェアにはx86サーバーを使

用し、ソフトウェアの機能に合わせたカスタ

マイズをして導入している。

　こうした状況から、アリババにサーバーを

提供するベンダーには、研究開発能力、製

品の性能、サービスの質といった面で厳し

い要求への対応が求められる。2013年、

アリババはミッドレンジ・コンピューターとス

トレージ機器をx86ラック・サーバーで段階

的にリプレースすることを決め、その多くに

ファーウェイ製品を採用した。

　サーバーのリプレースにあたり、アリババ

は次のような課題を解決する必要があった。

● 膨大な小サイズ・ファイルへのアクセスに

　必要な高い同時処理能力

　膨大なアクセスがあるeコマース・サイト

性能と効率への
厳しい要求

中国最大の
eコマース企業

安定したサービスを
実現する
ファーウェイのサーバー

2013年11月11日、
淘宝の取引件数は1億7,100万件、
取引額は5,250億円以上を記録した。
これほど大規模なオンライン商取引を、
高い性能と安定性を備えた
ファーウェイ製サーバーが支えている。
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商取引が行われる「双十一」に滞りなくサー

ビスを提供するには、高い性能と安定性を

備えたシステムが必要になる。実際、中国

最大のeコマース・プラットフォームであるア

リババは、ITの利用においても大きくリード

している。2012年以降、同社は最小限の

コストで最大限の性能を備えたハードウェア

とソフトウェア・システムを実現するために、

淘宝のフロントエンドとバックエンドのソフト

ウェアを自社開発したほか、オープンソース

やカスタマイズしたソフトウェアを利用してき

た。また、ハードウェアにはx86サーバーを使

用し、ソフトウェアの機能に合わせたカスタ

マイズをして導入している。

　こうした状況から、アリババにサーバーを

提供するベンダーには、研究開発能力、製

品の性能、サービスの質といった面で厳し

い要求への対応が求められる。2013年、

アリババはミッドレンジ・コンピューターとス

トレージ機器をx86ラック・サーバーで段階

的にリプレースすることを決め、その多くに

ファーウェイ製品を採用した。

　サーバーのリプレースにあたり、アリババ

は次のような課題を解決する必要があった。

● 膨大な小サイズ・ファイルへのアクセスに

　必要な高い同時処理能力

　膨大なアクセスがあるeコマース・サイト

性能と効率への
厳しい要求

中国最大の
eコマース企業

安定したサービスを
実現する
ファーウェイのサーバー

2013年11月11日、
淘宝の取引件数は1億7,100万件、
取引額は5,250億円以上を記録した。
これほど大規模なオンライン商取引を、
高い性能と安定性を備えた
ファーウェイ製サーバーが支えている。
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ドイツ最高峰のサッカー・リーグであるブンデスリー

ガに所属するサッカー・チーム。1909年創立。

ホーム・スタジアムのジグナル・イドゥナ・パルクは、

収容観客数8万667人、1974年と2006年に

FIFAワールドカップの会場となったドイツ最大の

スタジアムで、世界でも9番目の大きさを誇る。

オランダ・アムステルダムのスタジアム、アムステ

ルダム・アレナの運営組織。同スタジアムは、オラン

ダ最高峰のサッカー・リーグであるエールディヴィ

ジに所属するサッカー・チーム『アヤックス・アムス

テルダム』のホーム・スタジアムで、収容観客数5

万3,052人、太陽光電池パネルを使用した開閉

式屋根を備えており、サッカーだけでなくコンサート

や展示会などさまざまなイベントの会場としても利

用されている。

オーストリア・ウィーンと英国ロンドンに拠点を置く

クラウド・ベースのデジタル・コンテンツ・サービス・

プロバイダー。スマートフォン向けモバイル決済ソ

リューションのほか、ファーウェイとのパートナー

シップにより、ヨーロッパ各地のスタジアムで高速

無線アクセスとモバイル・サービスを提供する。

スタジアムはいま、アジャイルになることが求められている。スマート

フォンがどこでもつながり、スポーツ・バーやホーム･シアターでも試合

を観戦でき、チケットの価格が高騰しているこの時代において、スタジ

アムに足を運ぶことは以前ほど魅力的ではなくなっている。その魅力

を取り戻せるかどうかは、チームやスタジアム運営者の腕次第だ。ドイ

ツのサッカー・チーム『ボルシア・ドルトムント（B o r u s s i a 

Dortmund）』の事業開発・国際関係部部長を務めるベネディクト・

ショルツ（Benedikt Scholz）氏、オランダのサッカー・チーム『アヤッ

クス・アムステルダム（Ajax Amsterdam）』のホーム・スタジアムを運

営するアムステルダム・アレナ・インターナショナル（Amsterdam 

ArenA International）のディレクターであるサンダー・ファン・スティ

ファウト（Sander Van Stiphout）氏、サッカー・ファンに参加型プラッ

トフォームを提供する企業FanPlayのセールス担当グループ・バイス・

プレジデントであるイェジー・ヴァウサビッチ（Jerzy Wasowicz）氏に、

その実現方法について話を聞いた。

『WinWin』（ファーウェイ刊）編集部
リンダ・シュー（Linda Xu）

チーム、ファン、スポンサーをつなぐエコシステムを構築

アジャイルなネットワークで実現する
スタジアムの新たなビジネス・モデル

WINNERS

Borussia Dortmund

Amsterdam ArenA
International

FanPlay

では、ユーザーはほとんどの時間を画像の

閲覧に費やしている。淘宝のトラフィック分

析では、ホームページの閲覧は全トラフィッ

クの10%未満に過ぎず、90%以上を画像

の閲覧が占めており、特に人気商品の画

像へのアクセス・トラフィックがきわめて大き

い。淘宝の出店者は写真の画質、アップ

ロード速度、アクセス速度を重視している。

アリババは300億以上に及ぶ大量の小サ

イズ・ファイルへのアクセスに対する同時

処理の要件を満たすため、TFS（Taobao 

File System：淘宝ファイル・システム）を

使用している。TFSはインターネット・サービス

向け分散ファイル・システムとして、ファイル・

サイズが1MB未満の大量の非構造化デー

タの処理に使われている。TFSクラスター

は2つのNameServerノードと複数のData

Serverノードから構成されており、サービス・

プログラムは通常のx86サーバー上で展開

される。このサーバー・クラスターは強力なコン

ピューティング能力と大容量のローカル・スト

レージを提供し、データセンター内の大量の

小サイズ・ファイルへのアクセスに対する高

い同時処理能力を低コストで実現する。

● 低消費電力

　アリババが保有するサーバーは数十万

台に及び、24時間休みなく稼働している。

同社の測定では、サーバーと空調の電力

コストは数億元（数十億円）にのぼる。IT

インフラのコスト・コントロール、クラウド・コン

ピューティングを活用したサーバーの稼働

率向上、サーバーの消費電力削減が、アリ

ババの最も大きな課題となっている。

● 迅速なサーバー構築

　巨大なユーザー基盤を有するアリババに

とって、ユーザーの要求が予測できない形

で刻々と変化することも大きな課題のひと

つだ。また、IoT（ Internet of things：モノの

インターネット）、ビッグデータ、クラウド・コン

ピューティングの急速な発展により、データ

センターにおけるコンピューティング能力に

対する要件も高くなっている。アリババはこ

うした状況下でサービス要件を満たすため

に、毎年数千台のサーバーを新規に購入し

なければならない。さらに、迅速なサービス

展開を実現するには、通常1か月はかかる

構築期間を1週間以内に短縮することが

求められる。

　2006年、アリババは初めてファーウェイか

らDCブレード・サーバーを購入した。数か月

間の運用後、ファーウェイの技術サポートと

サーバーの品質に満足と信頼を高めたアリ

ババは、それ以来、さまざまなタイプのファー

ウェイ製サーバーを約5万台導入している。

そのほとんどがRH2285やRH2288といっ

たラック・サーバーで、これらがアリババの

eコマース・ビジネスの約3分の1を支え

ている。

　ファーウェイのサーバーは、以下の面でア

リババの要件を満たしている。

● 高性能：アリババはいくつかの機種のファー

ウェイ製の2ソケットの2Uラック・サーバーを導

入している。たとえば、Tecal RH2288 V2は

大容量のストレージ（50TB）を有し、

Romely EPプラットフォームで通常の1.5倍

の高さのDIMMを使用して768GBという最

大メモリ容量を実現しており、アリババが

TFSクラスターを構築する際の最適な選択

肢となっている。このサーバー上ではアリバ

バが自主開発したソフトウェアが稼働してお

り、ユーザーの行動パターン、消費、検索、

閲覧習慣などの履歴データを分析し、

2013年の双十一におけるデータ通信量

の予測と、事前のリソースの配置調整を可

能にした。

● 省エネ技術：ファーウェイのサーバーは、ベ

クトルエアフロー管理、両面通気ボード、

DEMT（Dynamic Energy Management 

Technology：動的なエネルギー管理技術）、

動的な電力キャッピングなど、世界中で

認められている幅広い省エネ技術を使用し

ており、競合他社の製品と比べて10%以上

の省エネ性を実現する。アリババにおける

ファーウェイ製サーバーの現在の展開規模

から計算すると、アリババは電力コストを数千

万元（数億円）削減できていると考えられる。

　たとえば高密度サーバーTecal X6000は、

ひとつの2Uラック・サーバーに最大4つの計

算ノードを搭載可能なため、消費電力と設置

スペースを抑えながら、より高い処理能力を

発揮し、運用コストを抑えることができる。

● 統合型デリバリー：アリババの迅速な構

築に対する要件を満たすために、ファーウェ

イはOSのプリインストールや統合型パッ

ケージに加え、出荷から輸送、設置までの

一括管理を行っている。これによって現場

では電源とネットワークを接続するだけで

サービスの展開が可能となり、サービス提

供までの期間が3～5日に短縮できる。

　アリババの技術サポート部門担当者は、

「ファーウェイのサーバーは優れた性能と品

質を備え、当社のアプリケーション要件を十

分に満たしています。ファーウェイは常に当

社のカスタマイズ要求にも応えてくれまし

た。また、当社のシステム基盤構築の重要

なパートナーとして、ファーウェイの技術面と

サービス面でのサポートは素晴らしいと感じ

ています。ファーウェイの協力なくしては、当

社の今日の成功はありえなかったでしょう」

と述べている。

　まもなくやってくる今年の「双十一」にも、

アリババはファーウェイが支えるシステムに

よって万全の態勢で臨み、新たな記録を打

ち立てることだろう。

　中国におけるインターネット利用者数は、

2005年に1億人を超えて世界第2位に、

2009年には3億人を超えて世界第1位に

なり、2013年には6億人を超えた。これは世

界のインターネット利用者の22.4%にあた

り、米国における利用者数の2倍に及ぶ。

　インターネット利用者数の増大とともにe

コマースが急速に拡大する中、アリババは

急成長を遂げ、中国最大のeコマース企業

となった。現在、淘宝の登録ユーザー数は5

億人に迫る勢いで、毎日6,000万人以上

がサイトを訪れ、700万以上の出店者が8

億点以上の商品を取り揃え、1分間に4万

8,000点もの商品が売れている。また、

B2Cショッピング・サイト天猫には5万社以

上の企業が出店しており、オンライン決済

サービス支付宝（Alipay）の登録ユーザー

数は2013年12月末時点で約3億人と

なっている。

　オンライン・ショッピングの祭典が繰り

広げられる11月11日、淘宝を筆頭に多く

のeコマース・サイトは大々的なセールを実施

し、莫大な売上を上げる。淘宝では、2012

年11月11日には取引件数が1億件、取引

額が190億元※（※2,850億円）、2013年

11月11日には取引件数が1億7,100万

件、取引額が350億元※（※5,250億円）

以上を記録した。

　わずか1日でこれほど大規模なオンライン

商取引が行われる「双十一」に滞りなくサー

ビスを提供するには、高い性能と安定性を

備えたシステムが必要になる。実際、中国

最大のeコマース・プラットフォームであるア

リババは、ITの利用においても大きくリード

している。2012年以降、同社は最小限の

コストで最大限の性能を備えたハードウェア

とソフトウェア・システムを実現するために、

淘宝のフロントエンドとバックエンドのソフト

ウェアを自社開発したほか、オープンソース

やカスタマイズしたソフトウェアを利用してき

た。また、ハードウェアにはx86サーバーを使

用し、ソフトウェアの機能に合わせたカスタ

マイズをして導入している。

　こうした状況から、アリババにサーバーを

提供するベンダーには、研究開発能力、製

品の性能、サービスの質といった面で厳し

い要求への対応が求められる。2013年、

アリババはミッドレンジ・コンピューターとス

トレージ機器をx86ラック・サーバーで段階

的にリプレースすることを決め、その多くに

ファーウェイ製品を採用した。

　サーバーのリプレースにあたり、アリババ

は次のような課題を解決する必要があった。

● 膨大な小サイズ・ファイルへのアクセスに

　必要な高い同時処理能力

　膨大なアクセスがあるeコマース・サイト

※ 1人民元15円換算

ファーウェイは自社研究開発、生産、デリバリーを一体化したサーバー・
ベンダーとして十数年の実績を持ち、2013年の出荷台数は世界第4
位、中国市場第2位、出荷台数増加率は世界トップとなっている（ガート
ナー調べ）

ファーウェイは端末製品でもアリババと協業し、そのサービスを支えてい
る。9月に発表した『Ascend Mate7』（P28参照）では、指紋認証セン
サーと高いセキュリティ機能により、アリババのオンライン決済サービス
支付宝がワンタッチで利用可能に。ユーザーはパスワードや口座番号な
どを入力することなく、簡単・安全にショッピングを楽しむことができる

Tecal RH2285（下）、
RH2288（上）

Tecal X6000
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では、ユーザーはほとんどの時間を画像の

閲覧に費やしている。淘宝のトラフィック分

析では、ホームページの閲覧は全トラフィッ

クの10%未満に過ぎず、90%以上を画像

の閲覧が占めており、特に人気商品の画

像へのアクセス・トラフィックがきわめて大き

い。淘宝の出店者は写真の画質、アップ

ロード速度、アクセス速度を重視している。

アリババは300億以上に及ぶ大量の小サ

イズ・ファイルへのアクセスに対する同時

処理の要件を満たすため、TFS（Taobao 

File System：淘宝ファイル・システム）を

使用している。TFSはインターネット・サービス

向け分散ファイル・システムとして、ファイル・

サイズが1MB未満の大量の非構造化デー

タの処理に使われている。TFSクラスター

は2つのNameServerノードと複数のData

Serverノードから構成されており、サービス・

プログラムは通常のx86サーバー上で展開

される。このサーバー・クラスターは強力なコン

ピューティング能力と大容量のローカル・スト

レージを提供し、データセンター内の大量の

小サイズ・ファイルへのアクセスに対する高

い同時処理能力を低コストで実現する。

● 低消費電力

　アリババが保有するサーバーは数十万

台に及び、24時間休みなく稼働している。

同社の測定では、サーバーと空調の電力

コストは数億元（数十億円）にのぼる。IT

インフラのコスト・コントロール、クラウド・コン

ピューティングを活用したサーバーの稼働

率向上、サーバーの消費電力削減が、アリ

ババの最も大きな課題となっている。

● 迅速なサーバー構築

　巨大なユーザー基盤を有するアリババに

とって、ユーザーの要求が予測できない形

で刻々と変化することも大きな課題のひと

つだ。また、IoT（ Internet of things：モノの

インターネット）、ビッグデータ、クラウド・コン

ピューティングの急速な発展により、データ

センターにおけるコンピューティング能力に

対する要件も高くなっている。アリババはこ

うした状況下でサービス要件を満たすため

に、毎年数千台のサーバーを新規に購入し

なければならない。さらに、迅速なサービス

展開を実現するには、通常1か月はかかる

構築期間を1週間以内に短縮することが

求められる。

　2006年、アリババは初めてファーウェイか

らDCブレード・サーバーを購入した。数か月

間の運用後、ファーウェイの技術サポートと

サーバーの品質に満足と信頼を高めたアリ

ババは、それ以来、さまざまなタイプのファー

ウェイ製サーバーを約5万台導入している。

そのほとんどがRH2285やRH2288といっ

たラック・サーバーで、これらがアリババの

eコマース・ビジネスの約3分の1を支え

ている。

　ファーウェイのサーバーは、以下の面でア

リババの要件を満たしている。

● 高性能：アリババはいくつかの機種のファー

ウェイ製の2ソケットの2Uラック・サーバーを導

入している。たとえば、Tecal RH2288 V2は

大容量のストレージ（50TB）を有し、

Romely EPプラットフォームで通常の1.5倍

の高さのDIMMを使用して768GBという最

大メモリ容量を実現しており、アリババが

TFSクラスターを構築する際の最適な選択

肢となっている。このサーバー上ではアリバ

バが自主開発したソフトウェアが稼働してお

り、ユーザーの行動パターン、消費、検索、

閲覧習慣などの履歴データを分析し、

2013年の双十一におけるデータ通信量

の予測と、事前のリソースの配置調整を可

能にした。

● 省エネ技術：ファーウェイのサーバーは、ベ

クトルエアフロー管理、両面通気ボード、

DEMT（Dynamic Energy Management 

Technology：動的なエネルギー管理技術）、

動的な電力キャッピングなど、世界中で

認められている幅広い省エネ技術を使用し

ており、競合他社の製品と比べて10%以上

の省エネ性を実現する。アリババにおける

ファーウェイ製サーバーの現在の展開規模

から計算すると、アリババは電力コストを数千

万元（数億円）削減できていると考えられる。

　たとえば高密度サーバーTecal X6000は、

ひとつの2Uラック・サーバーに最大4つの計

算ノードを搭載可能なため、消費電力と設置

スペースを抑えながら、より高い処理能力を

発揮し、運用コストを抑えることができる。

● 統合型デリバリー：アリババの迅速な構

築に対する要件を満たすために、ファーウェ

イはOSのプリインストールや統合型パッ

ケージに加え、出荷から輸送、設置までの

一括管理を行っている。これによって現場

では電源とネットワークを接続するだけで

サービスの展開が可能となり、サービス提

供までの期間が3～5日に短縮できる。

　アリババの技術サポート部門担当者は、

「ファーウェイのサーバーは優れた性能と品

質を備え、当社のアプリケーション要件を十

分に満たしています。ファーウェイは常に当

社のカスタマイズ要求にも応えてくれまし

た。また、当社のシステム基盤構築の重要

なパートナーとして、ファーウェイの技術面と

サービス面でのサポートは素晴らしいと感じ

ています。ファーウェイの協力なくしては、当

社の今日の成功はありえなかったでしょう」

と述べている。

　まもなくやってくる今年の「双十一」にも、

アリババはファーウェイが支えるシステムに

よって万全の態勢で臨み、新たな記録を打

ち立てることだろう。

　中国におけるインターネット利用者数は、

2005年に1億人を超えて世界第2位に、

2009年には3億人を超えて世界第1位に

なり、2013年には6億人を超えた。これは世

界のインターネット利用者の22.4%にあた

り、米国における利用者数の2倍に及ぶ。

　インターネット利用者数の増大とともにe

コマースが急速に拡大する中、アリババは

急成長を遂げ、中国最大のeコマース企業

となった。現在、淘宝の登録ユーザー数は5

億人に迫る勢いで、毎日6,000万人以上

がサイトを訪れ、700万以上の出店者が8

億点以上の商品を取り揃え、1分間に4万

8,000点もの商品が売れている。また、

B2Cショッピング・サイト天猫には5万社以

上の企業が出店しており、オンライン決済

サービス支付宝（Alipay）の登録ユーザー

数は2013年12月末時点で約3億人と

なっている。

　オンライン・ショッピングの祭典が繰り

広げられる11月11日、淘宝を筆頭に多く

のeコマース・サイトは大々的なセールを実施

し、莫大な売上を上げる。淘宝では、2012

年11月11日には取引件数が1億件、取引

額が190億元※（※2,850億円）、2013年

11月11日には取引件数が1億7,100万

件、取引額が350億元※（※5,250億円）

以上を記録した。

　わずか1日でこれほど大規模なオンライン

商取引が行われる「双十一」に滞りなくサー

ビスを提供するには、高い性能と安定性を

備えたシステムが必要になる。実際、中国

最大のeコマース・プラットフォームであるア

リババは、ITの利用においても大きくリード

している。2012年以降、同社は最小限の

コストで最大限の性能を備えたハードウェア

とソフトウェア・システムを実現するために、

淘宝のフロントエンドとバックエンドのソフト

ウェアを自社開発したほか、オープンソース

やカスタマイズしたソフトウェアを利用してき

た。また、ハードウェアにはx86サーバーを使

用し、ソフトウェアの機能に合わせたカスタ

マイズをして導入している。

　こうした状況から、アリババにサーバーを

提供するベンダーには、研究開発能力、製

品の性能、サービスの質といった面で厳し

い要求への対応が求められる。2013年、

アリババはミッドレンジ・コンピューターとス

トレージ機器をx86ラック・サーバーで段階

的にリプレースすることを決め、その多くに

ファーウェイ製品を採用した。

　サーバーのリプレースにあたり、アリババ

は次のような課題を解決する必要があった。

● 膨大な小サイズ・ファイルへのアクセスに

　必要な高い同時処理能力

　膨大なアクセスがあるeコマース・サイト

※ 1人民元15円換算

ファーウェイは自社研究開発、生産、デリバリーを一体化したサーバー・
ベンダーとして十数年の実績を持ち、2013年の出荷台数は世界第4
位、中国市場第2位、出荷台数増加率は世界トップとなっている（ガート
ナー調べ）

ファーウェイは端末製品でもアリババと協業し、そのサービスを支えてい
る。9月に発表した『Ascend Mate7』（P28参照）では、指紋認証セン
サーと高いセキュリティ機能により、アリババのオンライン決済サービス
支付宝がワンタッチで利用可能に。ユーザーはパスワードや口座番号な
どを入力することなく、簡単・安全にショッピングを楽しむことができる

Tecal RH2285（下）、
RH2288（上）

Tecal X6000
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　サッカーのフィールドを目の前にしていて

も、いまや「つながった」観客の多くは当然

のようにセカンド・スクリーンに目をやってい

る。スタジアムのネットワークが過負荷状態

になってしまうと、観客は次回からはわざわ

ざお金を払ってスタジアムに来るのはやめ

ようと思うかもしれない。アムステルダム・ア

レナ・インターナショナルのファン・スティファ

ウト氏は次のように話す。

　「スポーツの試合は、家のソファーで飲み

物片手に仲間と一緒にゆっくり観戦するこ

ともできます。そのため、スタジアムに出向く

ことをより魅力的に感じてもらえるように努

めています。現在、アムステルダム・アレナ

では、誰でもFacebookなどのアプリケー

ションにアクセスできるよう、無料Wi-Fiアク

セスの提供を進めています。観戦中のファン

が写真や動画をインターネットにアップロー

ドすれば、どこかで別の友達が見るかもしれ

ません。つまりファンがクラブのアンバサダー

となるわけです。われわれは、これがビジネス

の戦力になってくれると期待しています」

　しかし、Wi-Fiの電波を張りめぐらすだけ

では不十分だ。スタジアムとチームのエコシ

ステム全体をカバーするシームレスなネット

ワークを作り上げ、それを利用することに魅

力を感じるような仕組みを整えなければなら

ない。FanPlayのヴァウサビッチ氏は、「当

社のプラットフォームは現在、試合の統計

データ閲覧、友達とのチャット、写真のアップ

ロード、eメール送信に対応しており、初めて

来場した観客がスタジアムのWLANシステ

ムにアクセスすると、次の試合のチケットの

情報が即座に提供されます」と語る。

　スタジアムのエコシステムで重要となる

のはもちろん動画だ。ボルシア・ドルトムント

のショルツ氏は「ジグナル・イドゥナ・パルク

では8万667人の観客全員にWi-Fiアクセ

スを提供しています。今後は、3万人のユー

ザーが同時に動画にアクセスできるように

する計画です」と言う。ファン・スティファウト

氏は「アムステルダム・アレナでは5万

観戦体験の
エコシステムを支える
ネットワーク

サービスをすべての人に提供する予定です

が、特に重要なお客様はより多くのサービ

スを利用可能にすることを考えています。重

要なお客様により広い帯域を割り当てるこ

とで、ユーザー体験が向上するのです」

　また、今後伸びることが予想される分野

に、スタジアムでのショッピングがある。観客

が座席にいながら遠隔操作で食べ物や飲

み物を注文すると、注文が座席から最も

近い売り場に転送され、そこでピックアップ

することができ、列に並ぶ待ち時間を大幅

に短縮できる。関連商品の販売も、これま

で以上にパーソナライズが進むにつれ、売

上が伸びることが予想される。ファン・スティ

ファウト氏は次のように述べる。「スタジアム

に到着した時点で、これからプレイするチー

ムのTシャツの背中に自分の名前を入れて

注文すると、ハーフタイムの間にその商品

が座席に届くのです。これは売上増につな

がるでしょう」

　チームのスポンサーにとっても、「つながっ

た」スタジアムはファンやメディアを巻き込む

　ヴァウサビッチ氏はスポンサーの関与には

さらに大きな可能性があると見ている。

「チームのスポンサーが手に入れられるデー

タは非常に強力なものです。ファン基盤の

実際の価値を定量化できるので、それに

よってさらなるスポンサーシップを検討する

ことも可能だからです。スタジアム内のどこ

にファンがいるのか、どんな商品をどのよう

に購入しているのか、スタジアムでどんな

サービスを求めているのかなど、スポンサー

はファンに関するきわめて基本的な情報を

取得したいと考えています」

　同氏はさらに次のように続ける。「この市

場でのモバイル決済技術の導入が成功す

ることを裏付けるデータがあります。携帯端

末で提供されるクーポンは紙の場合よりも

利用される可能性が10倍高いのです。ス

ポンサーはチームへの忠誠心を高めるス

キームを探っていますが、積極的な関わりの

度合いは紙ベースのやりとりよりも携帯端

末を利用した方が格段に高くなります」

　収容人数が多く、複雑な構造のスタジア

ムで質の高いインターネット・アクセスを提

供するには多くの課題がある。

　ジグナル・イドゥナ・パルクの場合、平均

動員数が8万534人と世界有数であること

に加え、立見客の収容人数も欧州最大で、

南テラスに2万5,000人を収容できる。来

場者全員に最高のインターネット・エクスペ

リエンスを提供するには、半径5mごとにAP

（Access Point：アクセス・ポイント）を最低

1台設置する必要がある。信号の干渉と、

何百ものWLANトランシーバーが隣接す

ることによるパフォーマンスの急落はQoE

（Quality of Experience：体験品質）に

1,000人がネットワークにアクセスし、そのう

ち約20%にあたる1万人が動画を同時視

聴できるようになる予定です。また、観客自

身が観戦中の試合を中継できるようなア

プリケーションを作成することも考えていま

す。試合を2方向180度で録画し、その動

画を即時にインターネットにアップロードでき

るというものです」と語っている。

　しかし、動画コンテンツは完全に無料と

いうわけではない。ヴァウサビッチ氏は

FanPlayのプラットフォーム上でどのように

して付加価値コンテンツを収益化するかに

ついて、「ライブ･ビデオのようなコンテンツ

やプレミアム・コンテンツの動画再生などに

は、視聴料金を課金する予定」と説明する。

　また、スタジアム席にグレードがあるよう

に、ワイヤレス・アクセスにも格差を設けるこ

とができる。ヴァウサビッチ氏は次のように

強調する。「ネットワーク接続や利用できる

帯域幅にレベルを設けて差異化する必要

があります。たとえば、年間チケットを購入し

ている観客と一度限りのビジターとの間で

差をつけるといった方法です」

　ファン・スティファウト氏は次のように加

える。「アムステルダム・アレナでは、動画

ストリーミングなど広い帯域幅を必要とする

手段として期待できるものだ。ショルツ氏は

次のように話す。「スポンサーはハーフタイ

ムに抽選やクイズを実施したり、ファンと直

接やりとりしたりすることができます。これは

明らかに観客にとっても魅力です。スタジア

ムでエンターテイメントが提供されればより

楽しい時間が過ごせるでしょうし、景品もも

らえるかもしれません。スポンサーにも観客

にも、プラスになるのです」

多大な影響を及ぼすため、これはかなりの

難題となる。

　また、拡張性も重要な要素だ。ファン・ス

ティファウト氏は次のように強調している。

「スタジアム運営者としては、常に将来への

準備が必要となります。ネットワークは必要に

応じてスケールアップできるものでなければ

なりません。帯域幅に対する高い要求は、

将来的にも続きます。そのため、拡張性は

非常に重要なのです」

　さらに、限られた帯域を有効に活用し、上

述のように収益につながるプレミアム・サービ

スを提供するためには、サービスの差異化も

実現できなければならない。ブラウジングや

モバイル決済の際のセキュリティ保証も考

慮が必要だ。

　こうした課題を克服し、アジャイルで信

頼性のある大容量のネットワーク・インフ

ラストラクチャを整備するため、ジグナル・

イドゥナ・パルクとアムステルダム・アレナで

はファーウェイのアジャイル・スタジアム・ソ

リューションを採用している。

　このソリューションでは、ネットワークの

計画、配備、構成の最適化、試験と検証

までをカバーするエンド･ツー･エンドのサ

ポート機能と包括的な実装プロセスを提

供する。802.11n、802.11ac、MIMO

（Multiple-Input and Multiple-Output：

多入力多出力）、インプリシット・ビーム

フォーミングなど最新の802.11技術を統

合し、ネットワークのスループット向上を図

る。また、動的なアクセス技術とスマートな

スケジューリング・アルゴリズムを採用し、低

速ターミナルの制約を受けるAPリソースの

効率を最大化して、高いアクセス密度に対

応する。

　セキュリティ面では、侵入防御、ウイル

ス対策、DDoS（Distributed Denial of 

Se r v i ce :  分散サービス拒否）攻撃対

策を含む完全な防御策を備えたNGFW

（Next-Generation Firewall：次世代

ファイアウォール）により、ファンとスタジ

アムのデータセンターをサイバー攻撃から

守る。また、URLフィルタリングにより、ファン

の違法ウェブサイト・アクセスを防ぎ、スタジ

アムにとっての法的リスクを回避する。セ

キュリティ機能は出口に設けられたファイア

ウォールだけではない。ファーウェイのアジャ

イル・コントローラーはセキュリティ・リソース・

スポンサーにとっての
魅力

チームのスポンサーが手に入れられる
データは非常に強力なものです。
 ファン基盤の実際の価値を定量化できるので、
それによってさらなるスポンサーシップを
検討することも可能だからです。

ボルシア・ドルトムント　事業開発・国際関係部部長
ベネディクト・ショルツ氏
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センターと連動し、ネットワーク全体のセキュ

リティを保証している。アジャイル・コントロー

ラーはネットワーク全体からのセキュリティ・

イベントの収集、ビッグデータ解析、セキュリ

ティ・ポリシーの自動送信を実施している。

　NGFWとTSM（Terminal Security 

Management:ターミナル・セキュリティ

管理）製品によって、VIPの観客と一般客を

正確に識別し、異なるファン・セグメントに対

して異なるレベルのサービス品質を提供す

ることも可能だ。帯域幅が限られていても、

VIPファンは常に最高のインターネット・アク

セス体験を保証される。また、NGFWはア

プリケーションごとにトラフィックを制御し、

特定のアプリケーションへのトラフィックを

制限したり、割り当てたりすることができる。

たとえば、P2Pアプリケーションを禁止して、

限られた帯域幅をチームにとって最も直接

的な価値が高いトラフィックにまわすといっ

た方法が取れるのだ。

　ヴァウサビッチ氏は次のように付け加え

た。「FanPlayプラットフォームでは、ネット

ワーク・レベルでアジャイル・コントローラー

などファーウェイのツールを使用してコンテン

ツをインテリジェントに管理し、安全なオンラ

イン環境でモバイル・アプリケーションから

の閲覧や購入ができるようにしています」

　このようなファーウェイのソリューションに

よって、きわめて効率的で、安定した、安全

な無線ネットワークを構築することで、チー

ムと観客、スポンサーにWin-Winの成果

がもたらされる。観客は、より多様で便利な

アムステルダム・アレナ・インターナショナル　ディレクター　サンダー・ファン・スティファウト氏

サービスをスタジアムで利用し、かつてない

試合観戦体験を楽しめる。スポンサーは、

ブランドの広告宣伝を促進し、ターゲット・

マーケティングを実施し、ファンとより密接

なやりとりをすることで、ファンの忠誠心を

さらに高めることが期待できる。その結果、

チームは新たなビジネス・チャンスによって

収益を拡大するとともに、コストを削減し、

スタジアムの経営と運営効率の改善が可

能になるのだ。
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　サッカーのフィールドを目の前にしていて

も、いまや「つながった」観客の多くは当然

のようにセカンド・スクリーンに目をやってい

る。スタジアムのネットワークが過負荷状態

になってしまうと、観客は次回からはわざわ

ざお金を払ってスタジアムに来るのはやめ

ようと思うかもしれない。アムステルダム・ア

レナ・インターナショナルのファン・スティファ

ウト氏は次のように話す。

　「スポーツの試合は、家のソファーで飲み

物片手に仲間と一緒にゆっくり観戦するこ

ともできます。そのため、スタジアムに出向く

ことをより魅力的に感じてもらえるように努

めています。現在、アムステルダム・アレナ

では、誰でもFacebookなどのアプリケー

ションにアクセスできるよう、無料Wi-Fiアク

セスの提供を進めています。観戦中のファン

が写真や動画をインターネットにアップロー

ドすれば、どこかで別の友達が見るかもしれ

ません。つまりファンがクラブのアンバサダー

となるわけです。われわれは、これがビジネス

の戦力になってくれると期待しています」

　しかし、Wi-Fiの電波を張りめぐらすだけ

では不十分だ。スタジアムとチームのエコシ

ステム全体をカバーするシームレスなネット

ワークを作り上げ、それを利用することに魅

力を感じるような仕組みを整えなければなら

ない。FanPlayのヴァウサビッチ氏は、「当

社のプラットフォームは現在、試合の統計

データ閲覧、友達とのチャット、写真のアップ

ロード、eメール送信に対応しており、初めて

来場した観客がスタジアムのWLANシステ

ムにアクセスすると、次の試合のチケットの

情報が即座に提供されます」と語る。

　スタジアムのエコシステムで重要となる

のはもちろん動画だ。ボルシア・ドルトムント

のショルツ氏は「ジグナル・イドゥナ・パルク

では8万667人の観客全員にWi-Fiアクセ

スを提供しています。今後は、3万人のユー

ザーが同時に動画にアクセスできるように

する計画です」と言う。ファン・スティファウト

氏は「アムステルダム・アレナでは5万

観戦体験の
エコシステムを支える
ネットワーク

サービスをすべての人に提供する予定です

が、特に重要なお客様はより多くのサービ

スを利用可能にすることを考えています。重

要なお客様により広い帯域を割り当てるこ

とで、ユーザー体験が向上するのです」

　また、今後伸びることが予想される分野

に、スタジアムでのショッピングがある。観客

が座席にいながら遠隔操作で食べ物や飲

み物を注文すると、注文が座席から最も

近い売り場に転送され、そこでピックアップ

することができ、列に並ぶ待ち時間を大幅

に短縮できる。関連商品の販売も、これま

で以上にパーソナライズが進むにつれ、売

上が伸びることが予想される。ファン・スティ

ファウト氏は次のように述べる。「スタジアム

に到着した時点で、これからプレイするチー

ムのTシャツの背中に自分の名前を入れて

注文すると、ハーフタイムの間にその商品

が座席に届くのです。これは売上増につな

がるでしょう」

　チームのスポンサーにとっても、「つながっ

た」スタジアムはファンやメディアを巻き込む

　ヴァウサビッチ氏はスポンサーの関与には

さらに大きな可能性があると見ている。

「チームのスポンサーが手に入れられるデー

タは非常に強力なものです。ファン基盤の

実際の価値を定量化できるので、それに

よってさらなるスポンサーシップを検討する

ことも可能だからです。スタジアム内のどこ

にファンがいるのか、どんな商品をどのよう

に購入しているのか、スタジアムでどんな

サービスを求めているのかなど、スポンサー

はファンに関するきわめて基本的な情報を

取得したいと考えています」

　同氏はさらに次のように続ける。「この市

場でのモバイル決済技術の導入が成功す

ることを裏付けるデータがあります。携帯端

末で提供されるクーポンは紙の場合よりも

利用される可能性が10倍高いのです。ス

ポンサーはチームへの忠誠心を高めるス

キームを探っていますが、積極的な関わりの

度合いは紙ベースのやりとりよりも携帯端

末を利用した方が格段に高くなります」

　収容人数が多く、複雑な構造のスタジア

ムで質の高いインターネット・アクセスを提

供するには多くの課題がある。

　ジグナル・イドゥナ・パルクの場合、平均

動員数が8万534人と世界有数であること

に加え、立見客の収容人数も欧州最大で、

南テラスに2万5,000人を収容できる。来

場者全員に最高のインターネット・エクスペ

リエンスを提供するには、半径5mごとにAP

（Access Point：アクセス・ポイント）を最低

1台設置する必要がある。信号の干渉と、

何百ものWLANトランシーバーが隣接す

ることによるパフォーマンスの急落はQoE

（Quality of Experience：体験品質）に

1,000人がネットワークにアクセスし、そのう

ち約20%にあたる1万人が動画を同時視

聴できるようになる予定です。また、観客自

身が観戦中の試合を中継できるようなア

プリケーションを作成することも考えていま

す。試合を2方向180度で録画し、その動

画を即時にインターネットにアップロードでき

るというものです」と語っている。

　しかし、動画コンテンツは完全に無料と

いうわけではない。ヴァウサビッチ氏は

FanPlayのプラットフォーム上でどのように

して付加価値コンテンツを収益化するかに

ついて、「ライブ･ビデオのようなコンテンツ

やプレミアム・コンテンツの動画再生などに

は、視聴料金を課金する予定」と説明する。

　また、スタジアム席にグレードがあるよう

に、ワイヤレス・アクセスにも格差を設けるこ

とができる。ヴァウサビッチ氏は次のように

強調する。「ネットワーク接続や利用できる

帯域幅にレベルを設けて差異化する必要

があります。たとえば、年間チケットを購入し

ている観客と一度限りのビジターとの間で

差をつけるといった方法です」

　ファン・スティファウト氏は次のように加

える。「アムステルダム・アレナでは、動画

ストリーミングなど広い帯域幅を必要とする

手段として期待できるものだ。ショルツ氏は

次のように話す。「スポンサーはハーフタイ

ムに抽選やクイズを実施したり、ファンと直

接やりとりしたりすることができます。これは

明らかに観客にとっても魅力です。スタジア

ムでエンターテイメントが提供されればより

楽しい時間が過ごせるでしょうし、景品もも

らえるかもしれません。スポンサーにも観客

にも、プラスになるのです」

多大な影響を及ぼすため、これはかなりの

難題となる。

　また、拡張性も重要な要素だ。ファン・ス

ティファウト氏は次のように強調している。

「スタジアム運営者としては、常に将来への

準備が必要となります。ネットワークは必要に

応じてスケールアップできるものでなければ

なりません。帯域幅に対する高い要求は、

将来的にも続きます。そのため、拡張性は

非常に重要なのです」

　さらに、限られた帯域を有効に活用し、上

述のように収益につながるプレミアム・サービ

スを提供するためには、サービスの差異化も

実現できなければならない。ブラウジングや

モバイル決済の際のセキュリティ保証も考

慮が必要だ。

　こうした課題を克服し、アジャイルで信

頼性のある大容量のネットワーク・インフ

ラストラクチャを整備するため、ジグナル・

イドゥナ・パルクとアムステルダム・アレナで

はファーウェイのアジャイル・スタジアム・ソ

リューションを採用している。

　このソリューションでは、ネットワークの

計画、配備、構成の最適化、試験と検証

までをカバーするエンド･ツー･エンドのサ

ポート機能と包括的な実装プロセスを提

供する。802.11n、802.11ac、MIMO

（Multiple-Input and Multiple-Output：

多入力多出力）、インプリシット・ビーム

フォーミングなど最新の802.11技術を統

合し、ネットワークのスループット向上を図

る。また、動的なアクセス技術とスマートな

スケジューリング・アルゴリズムを採用し、低

速ターミナルの制約を受けるAPリソースの

効率を最大化して、高いアクセス密度に対

応する。

　セキュリティ面では、侵入防御、ウイル

ス対策、DDoS（Distributed Denial of 

Se r v i ce :  分散サービス拒否）攻撃対

策を含む完全な防御策を備えたNGFW

（Next-Generation Firewall：次世代

ファイアウォール）により、ファンとスタジ

アムのデータセンターをサイバー攻撃から

守る。また、URLフィルタリングにより、ファン

の違法ウェブサイト・アクセスを防ぎ、スタジ

アムにとっての法的リスクを回避する。セ

キュリティ機能は出口に設けられたファイア

ウォールだけではない。ファーウェイのアジャ

イル・コントローラーはセキュリティ・リソース・

スポンサーにとっての
魅力

チームのスポンサーが手に入れられる
データは非常に強力なものです。
 ファン基盤の実際の価値を定量化できるので、
それによってさらなるスポンサーシップを
検討することも可能だからです。

ボルシア・ドルトムント　事業開発・国際関係部部長
ベネディクト・ショルツ氏
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センターと連動し、ネットワーク全体のセキュ

リティを保証している。アジャイル・コントロー

ラーはネットワーク全体からのセキュリティ・

イベントの収集、ビッグデータ解析、セキュリ

ティ・ポリシーの自動送信を実施している。

　NGFWとTSM（Terminal Security 

Management:ターミナル・セキュリティ

管理）製品によって、VIPの観客と一般客を

正確に識別し、異なるファン・セグメントに対

して異なるレベルのサービス品質を提供す

ることも可能だ。帯域幅が限られていても、

VIPファンは常に最高のインターネット・アク

セス体験を保証される。また、NGFWはア

プリケーションごとにトラフィックを制御し、

特定のアプリケーションへのトラフィックを

制限したり、割り当てたりすることができる。

たとえば、P2Pアプリケーションを禁止して、

限られた帯域幅をチームにとって最も直接

的な価値が高いトラフィックにまわすといっ

た方法が取れるのだ。

　ヴァウサビッチ氏は次のように付け加え

た。「FanPlayプラットフォームでは、ネット

ワーク・レベルでアジャイル・コントローラー

などファーウェイのツールを使用してコンテン

ツをインテリジェントに管理し、安全なオンラ

イン環境でモバイル・アプリケーションから

の閲覧や購入ができるようにしています」

　このようなファーウェイのソリューションに

よって、きわめて効率的で、安定した、安全

な無線ネットワークを構築することで、チー

ムと観客、スポンサーにWin-Winの成果

がもたらされる。観客は、より多様で便利な

アムステルダム・アレナ・インターナショナル　ディレクター　サンダー・ファン・スティファウト氏

サービスをスタジアムで利用し、かつてない

試合観戦体験を楽しめる。スポンサーは、

ブランドの広告宣伝を促進し、ターゲット・

マーケティングを実施し、ファンとより密接

なやりとりをすることで、ファンの忠誠心を

さらに高めることが期待できる。その結果、

チームは新たなビジネス・チャンスによって

収益を拡大するとともに、コストを削減し、

スタジアムの経営と運営効率の改善が可

能になるのだ。
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スタジアム・ソリューションの提供のほか、ファーウェイはボルシア・ドルトムント（左）、アヤックス・アムステルダム（右）
両チームの公式スポンサーともなっている

　サッカーのフィールドを目の前にしていて

も、いまや「つながった」観客の多くは当然

のようにセカンド・スクリーンに目をやってい

る。スタジアムのネットワークが過負荷状態

になってしまうと、観客は次回からはわざわ

ざお金を払ってスタジアムに来るのはやめ

ようと思うかもしれない。アムステルダム・ア

レナ・インターナショナルのファン・スティファ

ウト氏は次のように話す。

　「スポーツの試合は、家のソファーで飲み

物片手に仲間と一緒にゆっくり観戦するこ

ともできます。そのため、スタジアムに出向く

ことをより魅力的に感じてもらえるように努

めています。現在、アムステルダム・アレナ

では、誰でもFacebookなどのアプリケー

ションにアクセスできるよう、無料Wi-Fiアク

セスの提供を進めています。観戦中のファン

が写真や動画をインターネットにアップロー

ドすれば、どこかで別の友達が見るかもしれ

ません。つまりファンがクラブのアンバサダー

となるわけです。われわれは、これがビジネス

の戦力になってくれると期待しています」

　しかし、Wi-Fiの電波を張りめぐらすだけ

では不十分だ。スタジアムとチームのエコシ

ステム全体をカバーするシームレスなネット

ワークを作り上げ、それを利用することに魅

力を感じるような仕組みを整えなければなら

ない。FanPlayのヴァウサビッチ氏は、「当

社のプラットフォームは現在、試合の統計

データ閲覧、友達とのチャット、写真のアップ

ロード、eメール送信に対応しており、初めて

来場した観客がスタジアムのWLANシステ

ムにアクセスすると、次の試合のチケットの

情報が即座に提供されます」と語る。

　スタジアムのエコシステムで重要となる

のはもちろん動画だ。ボルシア・ドルトムント

のショルツ氏は「ジグナル・イドゥナ・パルク

では8万667人の観客全員にWi-Fiアクセ

スを提供しています。今後は、3万人のユー

ザーが同時に動画にアクセスできるように

する計画です」と言う。ファン・スティファウト

氏は「アムステルダム・アレナでは5万

サービスをすべての人に提供する予定です

が、特に重要なお客様はより多くのサービ

スを利用可能にすることを考えています。重

要なお客様により広い帯域を割り当てるこ

とで、ユーザー体験が向上するのです」

　また、今後伸びることが予想される分野

に、スタジアムでのショッピングがある。観客

が座席にいながら遠隔操作で食べ物や飲

み物を注文すると、注文が座席から最も

近い売り場に転送され、そこでピックアップ

することができ、列に並ぶ待ち時間を大幅

に短縮できる。関連商品の販売も、これま

で以上にパーソナライズが進むにつれ、売

上が伸びることが予想される。ファン・スティ

ファウト氏は次のように述べる。「スタジアム

に到着した時点で、これからプレイするチー

ムのTシャツの背中に自分の名前を入れて

注文すると、ハーフタイムの間にその商品

が座席に届くのです。これは売上増につな

がるでしょう」

　チームのスポンサーにとっても、「つながっ

た」スタジアムはファンやメディアを巻き込む

　ヴァウサビッチ氏はスポンサーの関与には

さらに大きな可能性があると見ている。

「チームのスポンサーが手に入れられるデー

タは非常に強力なものです。ファン基盤の

実際の価値を定量化できるので、それに

よってさらなるスポンサーシップを検討する

ことも可能だからです。スタジアム内のどこ

にファンがいるのか、どんな商品をどのよう

に購入しているのか、スタジアムでどんな

サービスを求めているのかなど、スポンサー

はファンに関するきわめて基本的な情報を

取得したいと考えています」

　同氏はさらに次のように続ける。「この市

場でのモバイル決済技術の導入が成功す

ることを裏付けるデータがあります。携帯端

末で提供されるクーポンは紙の場合よりも

利用される可能性が10倍高いのです。ス

ポンサーはチームへの忠誠心を高めるス

キームを探っていますが、積極的な関わりの

度合いは紙ベースのやりとりよりも携帯端

末を利用した方が格段に高くなります」

　収容人数が多く、複雑な構造のスタジア

ムで質の高いインターネット・アクセスを提

供するには多くの課題がある。

　ジグナル・イドゥナ・パルクの場合、平均

動員数が8万534人と世界有数であること

に加え、立見客の収容人数も欧州最大で、

南テラスに2万5,000人を収容できる。来

場者全員に最高のインターネット・エクスペ

リエンスを提供するには、半径5mごとにAP

（Access Point：アクセス・ポイント）を最低

1台設置する必要がある。信号の干渉と、

何百ものWLANトランシーバーが隣接す

ることによるパフォーマンスの急落はQoE

（Quality of Experience：体験品質）に

1,000人がネットワークにアクセスし、そのう

ち約20%にあたる1万人が動画を同時視

聴できるようになる予定です。また、観客自

身が観戦中の試合を中継できるようなア

プリケーションを作成することも考えていま

す。試合を2方向180度で録画し、その動

画を即時にインターネットにアップロードでき

るというものです」と語っている。

　しかし、動画コンテンツは完全に無料と

いうわけではない。ヴァウサビッチ氏は

FanPlayのプラットフォーム上でどのように

して付加価値コンテンツを収益化するかに

ついて、「ライブ･ビデオのようなコンテンツ

やプレミアム・コンテンツの動画再生などに

は、視聴料金を課金する予定」と説明する。

　また、スタジアム席にグレードがあるよう

に、ワイヤレス・アクセスにも格差を設けるこ

とができる。ヴァウサビッチ氏は次のように

強調する。「ネットワーク接続や利用できる

帯域幅にレベルを設けて差異化する必要

があります。たとえば、年間チケットを購入し

ている観客と一度限りのビジターとの間で

差をつけるといった方法です」

　ファン・スティファウト氏は次のように加

える。「アムステルダム・アレナでは、動画

ストリーミングなど広い帯域幅を必要とする

手段として期待できるものだ。ショルツ氏は

次のように話す。「スポンサーはハーフタイ

ムに抽選やクイズを実施したり、ファンと直

接やりとりしたりすることができます。これは

明らかに観客にとっても魅力です。スタジア

ムでエンターテイメントが提供されればより

楽しい時間が過ごせるでしょうし、景品もも

らえるかもしれません。スポンサーにも観客

にも、プラスになるのです」

多大な影響を及ぼすため、これはかなりの

難題となる。

　また、拡張性も重要な要素だ。ファン・ス

ティファウト氏は次のように強調している。

「スタジアム運営者としては、常に将来への

準備が必要となります。ネットワークは必要に

応じてスケールアップできるものでなければ

なりません。帯域幅に対する高い要求は、

将来的にも続きます。そのため、拡張性は

非常に重要なのです」

　さらに、限られた帯域を有効に活用し、上

述のように収益につながるプレミアム・サービ

スを提供するためには、サービスの差異化も

実現できなければならない。ブラウジングや

モバイル決済の際のセキュリティ保証も考

慮が必要だ。

　こうした課題を克服し、アジャイルで信

頼性のある大容量のネットワーク・インフ

ラストラクチャを整備するため、ジグナル・

イドゥナ・パルクとアムステルダム・アレナで

はファーウェイのアジャイル・スタジアム・ソ

リューションを採用している。

　このソリューションでは、ネットワークの

計画、配備、構成の最適化、試験と検証

までをカバーするエンド･ツー･エンドのサ

ポート機能と包括的な実装プロセスを提

供する。802.11n、802.11ac、MIMO

（Multiple-Input and Multiple-Output：

多入力多出力）、インプリシット・ビーム

フォーミングなど最新の802.11技術を統

合し、ネットワークのスループット向上を図

る。また、動的なアクセス技術とスマートな

スケジューリング・アルゴリズムを採用し、低

速ターミナルの制約を受けるAPリソースの

効率を最大化して、高いアクセス密度に対

応する。

　セキュリティ面では、侵入防御、ウイル

ス対策、DDoS（Distributed Denial of 

Se r v i ce :  分散サービス拒否）攻撃対

策を含む完全な防御策を備えたNGFW

（Next-Generation Firewall：次世代

ファイアウォール）により、ファンとスタジ

アムのデータセンターをサイバー攻撃から

守る。また、URLフィルタリングにより、ファン

の違法ウェブサイト・アクセスを防ぎ、スタジ

アムにとっての法的リスクを回避する。セ

キュリティ機能は出口に設けられたファイア

ウォールだけではない。ファーウェイのアジャ

イル・コントローラーはセキュリティ・リソース・

スタジアムならではの
課題

ファーウェイの
アジャイル・スタジアム・
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センターと連動し、ネットワーク全体のセキュ

リティを保証している。アジャイル・コントロー

ラーはネットワーク全体からのセキュリティ・

イベントの収集、ビッグデータ解析、セキュリ

ティ・ポリシーの自動送信を実施している。

　NGFWとTSM（Terminal Security 

Management:ターミナル・セキュリティ

管理）製品によって、VIPの観客と一般客を

正確に識別し、異なるファン・セグメントに対

して異なるレベルのサービス品質を提供す

ることも可能だ。帯域幅が限られていても、

VIPファンは常に最高のインターネット・アク

セス体験を保証される。また、NGFWはア

プリケーションごとにトラフィックを制御し、

特定のアプリケーションへのトラフィックを

制限したり、割り当てたりすることができる。

たとえば、P2Pアプリケーションを禁止して、

限られた帯域幅をチームにとって最も直接

的な価値が高いトラフィックにまわすといっ

た方法が取れるのだ。

　ヴァウサビッチ氏は次のように付け加え

た。「FanPlayプラットフォームでは、ネット

ワーク・レベルでアジャイル・コントローラー

などファーウェイのツールを使用してコンテン

ツをインテリジェントに管理し、安全なオンラ

イン環境でモバイル・アプリケーションから

の閲覧や購入ができるようにしています」

　このようなファーウェイのソリューションに

よって、きわめて効率的で、安定した、安全

な無線ネットワークを構築することで、チー

ムと観客、スポンサーにWin-Winの成果

がもたらされる。観客は、より多様で便利な

サービスをスタジアムで利用し、かつてない

試合観戦体験を楽しめる。スポンサーは、

ブランドの広告宣伝を促進し、ターゲット・

マーケティングを実施し、ファンとより密接

なやりとりをすることで、ファンの忠誠心を

さらに高めることが期待できる。その結果、

チームは新たなビジネス・チャンスによって

収益を拡大するとともに、コストを削減し、

スタジアムの経営と運営効率の改善が可

能になるのだ。

ファーウェイのICTソリューションが支える
世界の主要なスポーツ・イベント
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スタジアム・ソリューションの提供のほか、ファーウェイはボルシア・ドルトムント（左）、アヤックス・アムステルダム（右）
両チームの公式スポンサーともなっている

　サッカーのフィールドを目の前にしていて

も、いまや「つながった」観客の多くは当然

のようにセカンド・スクリーンに目をやってい

る。スタジアムのネットワークが過負荷状態

になってしまうと、観客は次回からはわざわ

ざお金を払ってスタジアムに来るのはやめ

ようと思うかもしれない。アムステルダム・ア

レナ・インターナショナルのファン・スティファ

ウト氏は次のように話す。

　「スポーツの試合は、家のソファーで飲み

物片手に仲間と一緒にゆっくり観戦するこ

ともできます。そのため、スタジアムに出向く

ことをより魅力的に感じてもらえるように努

めています。現在、アムステルダム・アレナ

では、誰でもFacebookなどのアプリケー

ションにアクセスできるよう、無料Wi-Fiアク

セスの提供を進めています。観戦中のファン

が写真や動画をインターネットにアップロー

ドすれば、どこかで別の友達が見るかもしれ

ません。つまりファンがクラブのアンバサダー

となるわけです。われわれは、これがビジネス

の戦力になってくれると期待しています」

　しかし、Wi-Fiの電波を張りめぐらすだけ

では不十分だ。スタジアムとチームのエコシ

ステム全体をカバーするシームレスなネット

ワークを作り上げ、それを利用することに魅

力を感じるような仕組みを整えなければなら

ない。FanPlayのヴァウサビッチ氏は、「当

社のプラットフォームは現在、試合の統計

データ閲覧、友達とのチャット、写真のアップ

ロード、eメール送信に対応しており、初めて

来場した観客がスタジアムのWLANシステ

ムにアクセスすると、次の試合のチケットの

情報が即座に提供されます」と語る。

　スタジアムのエコシステムで重要となる

のはもちろん動画だ。ボルシア・ドルトムント

のショルツ氏は「ジグナル・イドゥナ・パルク

では8万667人の観客全員にWi-Fiアクセ

スを提供しています。今後は、3万人のユー

ザーが同時に動画にアクセスできるように

する計画です」と言う。ファン・スティファウト

氏は「アムステルダム・アレナでは5万

サービスをすべての人に提供する予定です

が、特に重要なお客様はより多くのサービ

スを利用可能にすることを考えています。重

要なお客様により広い帯域を割り当てるこ

とで、ユーザー体験が向上するのです」

　また、今後伸びることが予想される分野

に、スタジアムでのショッピングがある。観客

が座席にいながら遠隔操作で食べ物や飲

み物を注文すると、注文が座席から最も

近い売り場に転送され、そこでピックアップ

することができ、列に並ぶ待ち時間を大幅

に短縮できる。関連商品の販売も、これま

で以上にパーソナライズが進むにつれ、売

上が伸びることが予想される。ファン・スティ

ファウト氏は次のように述べる。「スタジアム

に到着した時点で、これからプレイするチー

ムのTシャツの背中に自分の名前を入れて

注文すると、ハーフタイムの間にその商品

が座席に届くのです。これは売上増につな

がるでしょう」

　チームのスポンサーにとっても、「つながっ

た」スタジアムはファンやメディアを巻き込む

　ヴァウサビッチ氏はスポンサーの関与には

さらに大きな可能性があると見ている。

「チームのスポンサーが手に入れられるデー

タは非常に強力なものです。ファン基盤の

実際の価値を定量化できるので、それに

よってさらなるスポンサーシップを検討する

ことも可能だからです。スタジアム内のどこ

にファンがいるのか、どんな商品をどのよう

に購入しているのか、スタジアムでどんな

サービスを求めているのかなど、スポンサー

はファンに関するきわめて基本的な情報を

取得したいと考えています」

　同氏はさらに次のように続ける。「この市

場でのモバイル決済技術の導入が成功す

ることを裏付けるデータがあります。携帯端

末で提供されるクーポンは紙の場合よりも

利用される可能性が10倍高いのです。ス
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帯域幅にレベルを設けて差異化する必要

があります。たとえば、年間チケットを購入し

ている観客と一度限りのビジターとの間で

差をつけるといった方法です」

　ファン・スティファウト氏は次のように加

える。「アムステルダム・アレナでは、動画

ストリーミングなど広い帯域幅を必要とする

手段として期待できるものだ。ショルツ氏は

次のように話す。「スポンサーはハーフタイ

ムに抽選やクイズを実施したり、ファンと直

接やりとりしたりすることができます。これは

明らかに観客にとっても魅力です。スタジア

ムでエンターテイメントが提供されればより

楽しい時間が過ごせるでしょうし、景品もも

らえるかもしれません。スポンサーにも観客

にも、プラスになるのです」

多大な影響を及ぼすため、これはかなりの

難題となる。

　また、拡張性も重要な要素だ。ファン・ス

ティファウト氏は次のように強調している。

「スタジアム運営者としては、常に将来への

準備が必要となります。ネットワークは必要に

応じてスケールアップできるものでなければ

なりません。帯域幅に対する高い要求は、

将来的にも続きます。そのため、拡張性は

非常に重要なのです」

　さらに、限られた帯域を有効に活用し、上

述のように収益につながるプレミアム・サービ

スを提供するためには、サービスの差異化も
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慮が必要だ。
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応する。
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センターと連動し、ネットワーク全体のセキュ

リティを保証している。アジャイル・コントロー

ラーはネットワーク全体からのセキュリティ・

イベントの収集、ビッグデータ解析、セキュリ

ティ・ポリシーの自動送信を実施している。

　NGFWとTSM（Terminal Security 

Management:ターミナル・セキュリティ

管理）製品によって、VIPの観客と一般客を

正確に識別し、異なるファン・セグメントに対

して異なるレベルのサービス品質を提供す

ることも可能だ。帯域幅が限られていても、

VIPファンは常に最高のインターネット・アク

セス体験を保証される。また、NGFWはア

プリケーションごとにトラフィックを制御し、

特定のアプリケーションへのトラフィックを

制限したり、割り当てたりすることができる。

たとえば、P2Pアプリケーションを禁止して、

限られた帯域幅をチームにとって最も直接

的な価値が高いトラフィックにまわすといっ

た方法が取れるのだ。

　ヴァウサビッチ氏は次のように付け加え

た。「FanPlayプラットフォームでは、ネット

ワーク・レベルでアジャイル・コントローラー

などファーウェイのツールを使用してコンテン

ツをインテリジェントに管理し、安全なオンラ

イン環境でモバイル・アプリケーションから

の閲覧や購入ができるようにしています」

　このようなファーウェイのソリューションに

よって、きわめて効率的で、安定した、安全

な無線ネットワークを構築することで、チー

ムと観客、スポンサーにWin-Winの成果

がもたらされる。観客は、より多様で便利な

サービスをスタジアムで利用し、かつてない

試合観戦体験を楽しめる。スポンサーは、

ブランドの広告宣伝を促進し、ターゲット・

マーケティングを実施し、ファンとより密接

なやりとりをすることで、ファンの忠誠心を

さらに高めることが期待できる。その結果、

チームは新たなビジネス・チャンスによって

収益を拡大するとともに、コストを削減し、

スタジアムの経営と運営効率の改善が可

能になるのだ。
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アップルからも登場
大画面化は時代の流れ

SNSが使い方を変える
セルフィーの影響も

新興国でも人気
ミドルレンジが拡大

大画面を持ちやすく
薄さやUIに工夫

使い方もサービスも
画面サイズとともに進化

利用を大きく促したのである。

　また、同じくアジアが火付け役となった自

分撮り＝セルフィーも、大画面のファブレッ

トの登場があってこそ流行したのだろう。ア

ジアの女性たちは毎日のように自分の顔写

真を撮影し加工してはSNSに流す。タイム

ライン上ではその写真をそのまま見ながら

「美容院に行った？」「今日のメイク綺麗だ

ね」なんて友人たちとの会話が続くわけだ。

　もちろん電子書籍の利用やウェブでの

ニュースチェックも、ファブレットの大画面の

ほうがスマートフォンよりも見やすいだろう。

タブレットならさらに大きい画面で見やすい

とはいえ、混雑した電車内では使いにくい。

　一方、新興国でもファブレット人気は高

まっている。学校など教育機関ではPCの代

替としてタブレットの導入も進んでいる。だが

個人利用となると、1台で通話やネット・アク

セスができ、タブレットのようにも使えるファブ

レットを求める消費者が増えているのだ。

　これら新興国では大手メーカーのフルス

ペックの製品よりも、中国の新興メーカーに

　スマートフォンのディスプレイの大型化が

年々進んでいる。アップルが9月9日に発表

した新型iPhoneには4.7インチに加え5.5

インチモデルが加わり、Windows Phone 

OSスマートフォンにも5インチ後半台の機

種が登場している。いまやAndroid OS端

末だけではなく、あらゆるスマートフォンに大

画面ディスプレイ化の波が押し寄せている。

　スマートフォンとしては若干大きく、タブ

レット未満のサイズの製品は両者の名前を

合わせて「ファブレット」とも呼ばれる。各社

からさまざまなファブレットが登場しており、フ

ラッグシップのスマートフォンとは別の製品と

して人気を二分している。新型iPhoneの2

種類のサイズも、他社を見ればすでに同様

のラインナップが展開されているのである。

　では、最近になり、どうしてファブレットに

人気が集まってきたのだろうか。日本ではま

だまだスマートフォンの片手使いが多いこと

もあってか、ファブレットはあまり浸透してい

ない。だが海外では、手のサイズが大きい欧

米人のみならず、日本人と同じ体格のアジ

ア人の間でもファブレットの人気は広がって

いる。しかも、むしろその流行はアジアから

火が付いた格好だ。

　スマートフォンは情報収集ツールであるだ

けではなく、家族や友人との大切なコミュニ

ケーション・ツールでもある。昨今のSNSの

普及は、そのコミュニケーションの方法にタイ

ムライン形式という大きな変革をもたらした。

　たとえば複数の仲間と連絡を取り合う場

合、同じ画面上でリアルタイムにメッセージを

交換することができるようになった。また相手

と1対1の場合でも写真やスタンプを貼り付

け、それを見ながら会話のようにお互いがメッ

セージを送り合える。相手のメッセージを都

度開くことなく、相互のやりとりはそのまま画

面上に時間軸を追って表示されるわけだ。

　こうしたSNSの普及は、スマートフォンの

画面を1枚のディスプレイとしてではなく、タ

イムラインを追いかける縦に長い画面として

使うように変えた。そしてファブレットならば、

画面上に並ぶ顔アイコンや写真をひとつひ

とつクリックしなくともそのまま表情を見るこ

とができる。つまり、SNSがファブレットの

よるミドルレンジのファブレットが広がろうと

している。画面解像度やCPUはワンランク

低いが価格は1万円台と安く、所得の低い

層でも無理なく買える。しかもこの動きを見

て大手メーカーも低価格品を開発するなど、

新興国市場でもファブレットのシェアが今

後高まると見られている。

　このようにファブレット人気が高まるもの

の、当然ながら人間の手のサイズは変わら

ない。そのため、大画面化と持ちやすさとい

う相反する要求を解決しようと、各社は開発

にしのぎを削っている。その一例として、ソ

ニーモバイルが2013年6月に発表した

『Xperia Z Ultra』は6.4インチと当時とし

ては思い切った大画面化を打ち出す一方、

本体の厚みは6.5mmと群を抜く薄さを実

現した。片手利用は難しいが、スーツのポ

ケットに無理なく入り、いつでも持ち歩ける

大きさに仕上げたのだ。

　また、2014年9月にファーウェイが発表

した『Ascend Mate7』は、6インチながら

ベゼルの幅を薄くし、横幅は81mmに抑え

た。これは他社の5.7インチクラスの製品と

変わらぬスリムなサイズで、片手でも十分

持つことができる。もはやファブレットだから

大きくて持ちにくいとは言えない大きさであ

り、5.5から5.7インチサイズの製品が大半の

アジアを中心に世界のモバイル事情をウォッチしている携帯電話研究家・ライターの山

根康宏さんに、モバイルとICTを取り巻く日本と世界の現状と動向、そしてさらにその先

について解説していただくこのコーナー。スマートフォンの登場によって大きく変わった私

たちのモバイル・ライフは、これからどうなっていくのか？　グローバルな動きをクローズ

アップし、コミュニケーションの未来を探ります。第2回のテーマは「スマートフォンの大画

面化」です。

ファブレット市場の中で頭一つ抜け出した

製品と言える。

　各社は本体形状だけではなく、片手でも

操作しやすいように画面の分割やミニ・ウィン

ドウ化、キーボードを左右にずらせて表示す

るなどのユーザー・インターフェースの工夫

も行っている。LGは画面をノックするだけで

スリープを解除できたり、本体背面にボ

リューム・キーを配置したりと、独自の方法で

使い勝手の改善を行った。

　だがファブレットを愛好する消費者のほう

はそんなメーカーの動きを待たずに、自ら使

い方を大きいサイズに合わせているようだ。

それまでは片手でスマートフォンを使ってい

た人も、ファブレットに買い替えてからは普

段は両手を使い、片手しか使えないときだけ

利き手で操作する、といった使い方が多く

見られるようになっている。それに合わせて

ハンドバッグやセカンドバッグよりも両手を自

由に使えるリュックサックを愛用する人が増

える、といったファッションへの影響もこれか

ら起きるかもしれない。

　高速通信のLTEの普及とともに、SNS

上でもミニサイズのビデオがそのまま流れた

り、地図入りの電子クーポンが配布されたり

するなど、タイムライン上に流れる情報はよ

りリッチなものになっていく。さらにはスマート

フォンの画面解像度がフルHDから2K

（1440x2560ピクセル）へと高精細化が進

むと、画面を2つに分割して2つのアプリを

同時に利用するマルチタスクも実用的なも

のになる。そうした利用にはやはりファブレッ

トのサイズがちょうどよいものになるだろう。

　スマートフォンの使い方やサービスが進化

するにつれ、大画面化の道は避けて通れな

い。アップルが5.5インチサイズを出したこと

はまさしくそれを証明していると言える。今後

各社はどのようにスマートフォンを大画面化

し、かつ使いやすい製品を開発していくのか。

ファブレットの進化から目が離せない。

山根康宏 （やまね やすひろ）

香港を拠点とし、世界各地で携帯端
末の収集とモバイル事情を研究する
携帯電話研究家・ライター。商社勤務
時代、転勤や出張中に海外携帯端
末のおもしろさに目覚め、ウェブでの執
筆活動を開始。しだいに携帯電話研
究が本業となり、2003年にライターと
して独立。現在1,200台超の海外携
帯端末コレクションを所有する。『週刊
アスキー』『ITmedia』『CNET Japan』
『ケータイWatch』などに連載多数。

ファーウェイは上記『Ascend Mate7』
（写真左から2番目）のほか、タブレットを
含め多彩な画面サイズの端末を展開。
5インチ・スマートフォン『Ascend P7』
（左端）、7インチと8インチのタブレット
『MediaPad X1 7.0』『MediaPad M1 
8.0』（右から2番目、右端）は日本でも9
月からSIMロックフリー端末として発売
中、『Ascend Mate7』は12月に発売
を予定している（P28参照）。

MOBILE NEXT
モバイルが変える未来
大画面スマートフォンが世界的流行の兆し

■ 中国新興メーカーOPPOの5.9インチ・ファブレット。こちらはハイエンドだが、ミドルレンジ製品も数機種販売している
■ 9月にドイツのIFA（国際コンシューマ・エレクトロニクス展）2014で発表されたファーウェイの6インチ・ファブレット
　 『Ascend Mate7』。狭額設計で持ちやすさを実現している
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協業とイノベーションで
英国経済の発展に寄与する

ファーウェイUK

世界のファーウェイから
　2012年9月、ファーウェイの創業者兼

CEO任正非（レン・ジェンフェイ）が英国を

訪れ、デーヴィッド・キャメロン（David 

Cameron）英国首相と会談しました。そこ

で、2017年までに英国内で13億ポンド（約

2,210億円※）の投資と調達を行うこと、

ファーウェイUKの従業員数を当時の800

名から1,500名まで増加させることを発表し

ました。こうした計画に基づき、2013年6月

にはロンドンの西60kmに位置するレディン

グに、今後のさらなる事業拡大の拠点とな

る新たな本社オフィスを開設しました。

　ファーウェイUKは、英国内の主要な大

学や研究機関との提携も進めています。

今年1月、インペリアル・カレッジ・ロンドン

と共同で、ビッグデータを活用するデータ・

サイエンス研究を推進し、スマート・シティ

やeヘルスなどへの応用を促進するデー

タ・サイエンス・イノベーション研究所を設

立することを発表しました。また、イングラン

ド南東部のサリー大学が2015年1月に

開設を予定している5Gイノベーション・セン

ターの設立にも出資しています。これらを

含め、ファーウェイUKは過去5年間で合

計1,000万ポンド（約17億円※）を英国

内の大学に投資してきました。

　研究開発においては、2012年にイン

グランド東部のイプスウィッチにあるCIP

（Centre of Integrated Photonics：集

積フォトニクス・センター）を統合したことに

加え、今年6月にはICT用チップなどの研

究を行うR&Dセンターをブリストルに新設

することを発表しました。英国内でR&Dに

携わる従業員はこれら2施設をあわせて

2014年末までに140名に達する見込み

で、2017年までに300名まで増員するこ

とを計画しています。

　欧州最初のオフィスとして開設された

ファーウェイUKは、常にお客様のニーズを

原動力として成長してきました。2005年に

欧州のTier1通信事業者として初めて契

約を締結したBTとは、10年近くにわたって

ともに超高速ブロードバンドの実現を目指

しており、両社がサービスを提供した世帯

数は2012年には1,000万に達しました。

最近では、既存の銅線接続を利用して光

接続と同等の速度での通信を可能にする

FTTdp（Fibre To The Distribution 

Point）G.FAST技術のフィールド・テストを

共同で実施しています。

　EEとは、英国全土での4Gサービスを

開始したほか、ロンドンのテックシティで世

界最速のLTE-Aネットワークを展開する

ことを発表しています。現在EEの4Gサー

ビス利用者数は400万人を超えており、

ファーウェイは国内主要都市での4Gロー

ルアウトをサポートしています。

　また、英国に本社を置くボーダフォン・グ

ループは、世界中で通信品質の改善に

向けた投資を拡大する「プロジェクト・スプ

リング」プログラムの第1フェーズとして、

2014年3月、SingleRANをはじめとする

ファーウェイのソリューションを採用する5

年間の契約を締結しました。ファーウェイ

は同社から2012年には最優秀サプライ

ヤー、2013年には責任あるサプライヤー

として賞を授与されています。

　ネットワーク事業の成長と同時に、端

末事業もその存在感を高めています。

ファーウェイUKは現在、英国内のすべて

のモバイル通信事業者と主要な販売業

者に端末製品を提供しています。

　2012年にはフラッグシップ・スマート

フォン『Ascend P6』のグローバル発表

会をロンドンのライブハウス『ラウンドハウ

ス』で開催し、大きな話題となりました。ま

た今年1月、ファーウェイは英国が誇る世

界有数のサッカー・チーム、アーセナル

FCの公式グローバル・スマートフォン・

パートナーとなりました。

　ファーウェイがグローバルで確立している

エンド・ツー・エンドのサイバー・セキュリティ

保証システムの一環として、英国では2010

年にオックスフォードシャー州のバンベリー

にHCSEC（Huawei Cyber Security 

Evaluation Center：ファーウェイ・サイバー・

セキュリティ評価センター）を設立していま

す。「多くの目、多くの手、多くの確認」と

いうアプローチのもと、ファーウェイのお客

様と英国政府が共同で運営するこのセン

ターは、当社の製品とソリューションがサ

イバー・セキュリティ上の脅威に耐えうる

品質を備えていることを検証する機能を

担っています。

　英国内で事業を開始して十数年、

ファーウェイは通信機器ベンダーから総

合的なICTソリューション・プロバイダーへ

と成長を遂げてきました。

　ファーウェイは170以上の国々に事業拠点を持つグローバル企業です。この

コーナーでは世界中に広がるファーウェイのビジネス・ネットワークの中から毎回

ひとつのオフィスを紹介し、各国でファーウェイがどのようにビジネスを展開して

いるのか、また現地との文化交流の様子などを、各地の広報部員によるレポー

トでお伝えします。今回は、大規模な投資計画に基づき英国での事業を拡大す

るファーウェイUKを、同社の広報部ディレクター、エド・ブルースター（Ed 

Brewster）がご紹介します。

　ブリストルのR&Dセンター開設に際し、

英国のジョージ・オズボーン（George 

Osborne）財務相は、「世界最大規模の

通信機器メーカーであるファーウェイが英

国でイノベーションに取り組むと決定した

ことは、英国の高度に成熟した労働力の

質の高さを裏付けるもので、その長期経

済計画が順調に機能していることを示し

ています」と語りました。英国は、技術革新

とグローバルな交易によって発展してきた

国です。ファーウェイUKは今後も技術力

とオープンな協業体制を最大限に生かし

て、英国のICT産業の発展に寄与し、お

客様やエンド・ユーザーの皆様に新たな価

値を提供し続けていきます。

設立 ： 2001年
所在地 ： ロンドン、レディング、イプスウィッチ、ブリストルほか計10か所
従業員数 ： 約900名、うち70％が現地採用（2014年10月現在）

ファーウェイUK

固定電話加入者数・普及率 ： 3,338万人・52.9％
携帯電話加入者数・普及率 ： 7,814万人・123.8％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 89.8％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 2,256万人・35.7％（ITU調べ、2013年現在）
主要通信事業者 ： BT、EE、O2（テレフォニカ傘下）、ボーダフォン、ヴァージン・メディア、
ハチソン3G UK（3 UK）

英国の通信事情

大規模な投資計画

お客様との協業に
支えられた成長

サイバー・セキュリティ
評価センター

イノベーションと協業で
英国ICTの発展に寄与存在感を増す

ファーウェイのスマートフォン
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ファーウェイUK　広報部ディレクター
大手保険会社やハチソン3G UKを経
て、2011年12月ファーウェイに入社。
ロンドン中心部のオフィスはエコノミスト
やBBCなどの国際的なメディアやイギリ
ス政府とも近く、コミュニケーションがと
りやすいことが気に入っている。愛犬の
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
と暮らす2児の父。

エド・ブルースター （Ed Brewster）

/ OCT.2014

※1ポンド170円換算

■2012年9月に会談したデーヴィッド・キャメロン首
相（写真左）とファーウェイCEO任正非
■新本社オフィス開設を祝う英国労働年金省雇用
担当大臣マーク・ホーバン氏（写真右）とファーウェイ
取締役兼CFO孟晩舟（キャシー・メン）
■今年7月にはアーセナルをフィーチャーしたスマート
フォンの限定モデル『Ascend P7 Arsenal Edition』
を発表。リアカバーにチームのエンブレムをあしらい、
新旧のホーム・スタジアムの画像や今年のFAカップ
の優勝祝賀風景の壁紙など、アーセナル・ファンをう
ならせるこだわりが細部まで詰まっている
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協業とイノベーションで
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ファーウェイ・ジャパンは、今年6月に発売した『Ascend G6』を皮切りに、日本市場向けSIMロックフリー

製品を続々と発表しています。このコーナーでは、2014年後半に発売となるSIMロックフリー製品6点を

一挙にご紹介します。スマートフォンからタブレット、ウェアラブルまで、グローバルで展開している幅広い製

品を日本市場に迅速に投入し、多様なニーズを持つユーザーの皆様に新たな選択肢をお届けしていきます。

ファーウェイ・ジャパンは、今年も幕張メッセで開催される最先端IT・エレクトロニクス総

合展『CEATEC JAPAN』に出展します。このコーナーでご紹介した製品を中心に、今

年も見どころ満載です。ぜひ会場にお越しいただき、話題のSIMロックフリー製品の数々

にタッチ＆トライしてみてください。

『CEATEC JAPAN 2014』のテーマは「NEXT ー 夢を生みだし、未来を描け」。

IT・エレクトロニクス産業の幅広い分野における最先端技術とイノベーションを集結し、

IT・エレクトロニクスの展望・未来・可能性を描きます。

『CEATEC JAPAN 2014』 開催概要

■ 会期 ： 2014年10月7日（火）～11日（土） 午前10時～午後5時 （11日（土）は無料公開日）
■ 会場 ： 幕張メッセ　千葉市美浜区中瀬2-1 ■ 詳細情報、入場事前登録は公式ウェブサイトから ▶ http://www.ceatec.com/

ファーウェイブースNo ： 1L06

6インチの大画面スマートフォン『Ascend Mate7』

スリムでパワフルなタブレット・シリーズ『MediaPad』
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HUAWEI Device Update Special
ファーウェイ・ジャパンのSIMロックフリー製品を一挙ご紹介！

　前ページでもご紹介した6インチの大

画面スマートフォン『Ascend Mate7』。

今年9月にドイツで開催されたIFA2014

で発表され、世界30か国以上に出荷され

ているファーウェイの最新グローバル・フ

ラッグシップ・モデルです。ムーンライト・シ

ルバー、オブシディアン・ブラックの2色展

開で、日本では2014年12月に発売を予

定しています。

　薄さ7.9mm、重さ約185g、95％以上

が金属でできたコンパクトなアルミ合金

フレーム・ボディに、ベゼル幅約2.9mm

の狭額縁仕上げにより、フルHDディス

プレイの画面占有率83%を実現。6イン

チのフルHD・インセル型LTPSディスプレ

イに、ジャパンディスプレイ製 IPS-NEO™

技術によるコントラスト比1500：1を組

み合わせる最新の技術で、高解像度

368pptの鮮やかで美しい画質を可能に

しています。

　2日間以上の連続使用が可能な高

い持久力を備え、360度どの方向からも

指紋を認識できる精度の高い指紋認証

センサーでロック解除も楽々。アウトカメ

ラは1,300万画素、インカメラは500万

画素とカメラ機能も高性能です。

　優れたモバイル体験を提供するタブ

レット・シリーズ『MediaPad』の最新製品

3機種が、日本で9月3日に発売されました

（一部のカラーバリエーションは9月12日

発売）。いずれもオープン価格で、希望小

売価格（税別）は『MediaPad X1 7.0』

が39,800円、『MediaPad M1 8.0』の

LTEモデルが29,800円、Wi-Fiモデルが

26,800円、『MediaPad 7 Youth2』が

17,800円となっています。

　『MediaPad X1 7.0』はフルHDを超え

る解像度を誇るWUXGA（1200×1920）

ディスプレイを採用した薄さ約7.18mmの

7インチ・タブレット、『MediaPad M1 

8.0』は800×1280 HD IPS マルチタッ

チ・キャパシティブ・スクリーンで薄さ約

7.9mmの8インチ・タブレット（「レッドドット・

デザイン賞：プロダクトデザイン2014」受

賞）。どちらもスリムなベゼルと大画面が

特長で、LTE対応で通話もできるファブ

レット仕様（『MediaPad M1 8.0』はLTE

モデルのみ対応）となっています。

　7インチ・タブレット『MediaPad 7 

Youth2』は、四六判の書籍とほぼ同等

サイズでカバンに入れてもかさばらず、気

軽に持ち歩けます。

ファーウェイ初のウェアラブル端末『TalkBand B1』
　『TalkBand B1』は、ワンタッチで取り

外し可能な1.4インチのBluetooth®対

応OLEDディスプレイをヘッドセットとして

活用できる、リストバンド型ウェアラブル

端末です。日本では9月3日から、Lサイズ

のブラックとSサイズのイエローの2サイ

ズ各1色を、オープン価格（希望小売価

格（税別）：13,800円）で販売中です。

　スマートフォンや『MediaPad』などの

通話ができるタブレットとNFCで簡単に

ペアリングでき、ハンズフリー通話が行え

るほか、端末がユーザーから10m以上離

れるとリストバンドが振動して通知する紛

失防止機能も搭載。防塵・防水仕様で、

装着したままシャワーを浴びたり、スポー

ツが楽しめます。歩数やカロリー消費量

などの測定に加え、睡眠リズムに合わせ

た目覚まし設定や専用アプリによるトレー

ニング管理も可能です。
薄さ6.5mmの5インチ・スマートフォン『Ascend P7』

　今年5月にフランスで発表された薄さ

わずか6.5mmのスマートフォン『Ascend 

P7』は、現在世界70か国に出荷され、日

本でも9月5日よりオープン価格（希望

小売価格（税別）：46,800円）にて販

売中です。

　両面にGorilla®ガラス3を使用、光の

反射で波紋模様が浮かび上がる7層構

造のバックパネルや、水滴をモチーフにし

た美しいカーブ、工芸品のように精巧なヘ

アライン仕上げのメタルパーツなど、細部

までこだわり抜いた美しいデザインで、ヨー

ロッパの権威あるEISA（European 

Imaging and Sound Association）

アワードの「European Consumer  

Smartphone 2014‒2015」を受賞し

ました。カラーはブラックとホワイトの2色

展開です。

　ディスプレイは5インチのフルHD。

1,300万画素のアウトカメラに加え、800

万画素の高画質インカメラと80度の広

角レンズで、セルフィーやグルーフィー（グ

ループ自撮り）も美しく撮影できます。ま

た、アウトカメラでは、新たにロック画面な

どのスタンバイ状態から約1.2秒で撮影

できる「ウルトラスナップショット」を搭載

し、感動的な瞬間を逃すことなく記録する

ことが可能です。

上 ： MediaPad M1 8.0
左 ： MediaPad 7 Youth2
右下 ： MediaPad X1 7.0

（展示ブース・イメージ）



ファーウェイ・ジャパンは、今年6月に発売した『Ascend G6』を皮切りに、日本市場向けSIMロックフリー
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『CEATEC JAPAN 2014』 開催概要
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■ 会場 ： 幕張メッセ　千葉市美浜区中瀬2-1 ■ 詳細情報、入場事前登録は公式ウェブサイトから ▶ http://www.ceatec.com/
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ファーウェイ・ジャパンのSIMロックフリー製品を一挙ご紹介！
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500万画素のインカメラでセルフィーもばっちり！
ワイモバイル初のスマートフォン『STREAM S 302HW』

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。

　ファーウェイ・ジャパンがワイモバイ

ルに提供した同社初のスマートフォン

『STREAM S 302HW』が8月1日に

発売されました。

　製品コンセプトである“SL IM”、 

“STYLISH”、“SMART”の頭文字“S”を

名前に冠した『STREAM S 302HW』

は、ファーウェイの最先端技術と独自

開発のデザイン言語の融合により、高

いデザイン性を保ちつつも、薄さわず

か約6.8mm、重さ約110gの極めてス

リムなボディに仕上がっています。ア

ルファベットの“C”型のパーツを交差さ

せ組み合わせるファーウェイ独自のデ

ザイン言語「Dual C（デュアル・シー）」

により、非常にスリムながら高い剛性

を兼ね備えており、コーナーを縁取る

“C”の緩やかなカーブがやさしく手の

ひらにフィットします。また、ボディ側面

に配置されたイジェクトピンは、実用性

だけでなくデザインのアクセントという

役割を担うとともに、ピンホールがイヤ

ホンジャックを兼ねることで無駄のな

いデザインと機能の両立を実現。カ

ラー・バリエーションは、ホワイト・ブラッ

ク・ピンクの3色を揃えました。

　カメラ機能としては、SNSの台頭と

ともに世界的に流行している「セル

フィー（自分撮り）」が楽しめる約500

万画素のインカメラを搭載。被写体の

血色や肌の滑らかさを10段階で補正

できる「ビューティー」モードで、いつで

もベスト・コンディションで撮影したよう

なセルフィーを追求できます。また、手

振れを防止するセルフタイマーとセン

タリングが行えるプレビュー小窓が表

示され、利便性にも優れています。約

800万画素のアウトカメラでは、最大

4cmまで対応するマクロ接写機能に

より、SNSで投稿ニーズが高い、美しく

盛られた食事や小さな被写体を細部

まで美しく撮影することが可能です。

F2.0の明るいレンズで、夜景も鮮や

かに。さらに、最適な撮影設定を自動

判別する「スマート」モード搭載で、

シーン設定に時間を割くことなく、一

瞬の感動を「切り撮る」ように撮影で

きます。

Twitter ： @HUAWEI_Japan_PR　Facebook ： ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI 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。

　TVチューナー機能を搭載したWi-Fi

ルーター『Pocket WiFi SoftBank 

304HW』がソフトバンクから7月18日

に、『Pocket WiFi 303HW』がワイ

モバイルから8月1日に、それぞれ発売

されました。インターネット接続に加え、

タブレットやスマートフォンでいつでもど

こでもテレビ視聴が楽しめる新たなライ

フスタイルを実現します。どんなスタイ

ルにもフィットするスタイリッシュでコン

パクトなデザインにより、気軽に持ち運

びが可能。マルチネットワーク対応で

利用エリアに応じて最適な環境でイン

ターネットが利用でき、2400mAhの大

容量バッテリーによりフルセグやWi-Fi

が連続9時間※1楽しめます。

　また、使い方に合わせて3つの通

信モードが選べる『Wi-Fi WALKER 

テレビが見られる＆3つの通信モードを選べる
モバイルWi-Fiルーター2機種を4社から発売

WiMAX2+ HWD15』がKDDIから

7月31日に、UQコミュニケーションズ

から8月1日に発売されました。速度

制限のない「WiMAX」に対応した

＜ノーリミットモード＞、「WiMAX」と受

信最大110Mbps※2の「WiMAX 2＋」

に対応した＜ハイスピードモード＞、

「WiMAX 2＋」と広いエリアに対応し

た「au 4G LTE」の＜ハイスピードプラ

スエリアモード※3＞の3モードを自由に

切り替えることができるほか、別売りの

クレードルによりホームルーターとしても

活躍。連続通信時間は最大650分※4

で、外出先でも長時間利用できます。

　いずれの機種も、5秒の高速起動※5

で待ち時間なくすばやく使用できるほ

か、カラータッチパネルでスマートフォン

のように直感的に操作できます。

　ファーウェイ・ジャパンがU-NEXTに

提供したセットトップボックス『U-NEXT 

TV』が8月25日に発売されました。

U-NEXTが配信する8万本※1以上の

人気映画・ドラマ・アニメを、ご家庭の

テレビでいつでも高画質な映像でお

楽しみいただけます。ファーウェイは10

年以上前からセットトップボックスの開

発を手がけてきましたが、日本市場で

の販売は今回が初めてとなります。

　『U-NEXT TV』は、ファーウェイ

が投資したチップセット・メーカーが

開発した「Hi3719Cデュアルコア 

ファーウェイ初のセットトップボックス
『U-NEXT TV』をU-NEXTから発売

1.5GHz」を採用し、著作権保護に

「ハードウェア Playready DRM」を

搭載、さらにハードウェア・デコーダー

により、安定した動画再生を実現しま

した。HDMI入力でDVDプレーヤー

などと接続できるほか、HDMI-CEC

によりお持ちのテレビリモコンで操作

が可能※2です。また、スマートフォンや

タブレットに保存した動画や写真を、無

線でテレビへ出力できるMiracast™

対応に加え、microSDに保存した

データを出力先の端末で再生が可

能です。

2014年7月28日時点。カラオケのタイトル数含む。
ご利用のテレビによって、対応できない場合があり
ます。

※1
※2

使用環境や電波状況などにより変動します。
本サービスはベストエフォート型サービスです。記
載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用
速度を示すものではありません。エリア内であって
も、お客さまのご利用環境、回線の状況等によっ
て大幅に低下する場合があります。
別途オプション利用料がかかります。
日本国内における静止状態での平均的な利用時
間です。実際にご利用になる地域や使用状況など
により短くなります。
電源オンから待受画面が表示されるまでの時間で
す。初回起動時、または電池入れ替え時などを除
きますご使用の環境によっては長くなる場合があ
ります。

※1
※2

※3
※4

※5

『Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD15』

■イヤホンジャックと併用されるイジェクトピンは、一切のムダを排除するためのこだわりのデザイン
■ビューティーレベルを10段階で補正 
■タイマーとセンタリング機能付きプレビュー小窓でハイクオリティなセルフィーが簡単に

『Pocket WiFi SoftBank 304HW』と
『Pocket WiFi 303HW』

3色展開、スリムなボディの
『STREAM S 302HW』

1 2 3
1
2
3

『U-NEXT TV』
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できる「ビューティー」モードで、いつで

もベスト・コンディションで撮影したよう

なセルフィーを追求できます。また、手

振れを防止するセルフタイマーとセン

タリングが行えるプレビュー小窓が表

示され、利便性にも優れています。約

800万画素のアウトカメラでは、最大

4cmまで対応するマクロ接写機能に

より、SNSで投稿ニーズが高い、美しく

盛られた食事や小さな被写体を細部

まで美しく撮影することが可能です。

F2.0の明るいレンズで、夜景も鮮や

かに。さらに、最適な撮影設定を自動

判別する「スマート」モード搭載で、

シーン設定に時間を割くことなく、一

瞬の感動を「切り撮る」ように撮影で

きます。

Twitter ： @HUAWEI_Japan_PR　Facebook ： ファーウェイ・ジャパン/HUAWEI 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。

　TVチューナー機能を搭載したWi-Fi

ルーター『Pocket WiFi SoftBank 

304HW』がソフトバンクから7月18日

に、『Pocket WiFi 303HW』がワイ

モバイルから8月1日に、それぞれ発売

されました。インターネット接続に加え、

タブレットやスマートフォンでいつでもど

こでもテレビ視聴が楽しめる新たなライ

フスタイルを実現します。どんなスタイ

ルにもフィットするスタイリッシュでコン

パクトなデザインにより、気軽に持ち運

びが可能。マルチネットワーク対応で

利用エリアに応じて最適な環境でイン

ターネットが利用でき、2400mAhの大

容量バッテリーによりフルセグやWi-Fi

が連続9時間※1楽しめます。

　また、使い方に合わせて3つの通

信モードが選べる『Wi-Fi WALKER 

テレビが見られる＆3つの通信モードを選べる
モバイルWi-Fiルーター2機種を4社から発売

WiMAX2+ HWD15』がKDDIから

7月31日に、UQコミュニケーションズ

から8月1日に発売されました。速度

制限のない「WiMAX」に対応した

＜ノーリミットモード＞、「WiMAX」と受

信最大110Mbps※2の「WiMAX 2＋」

に対応した＜ハイスピードモード＞、

「WiMAX 2＋」と広いエリアに対応し

た「au 4G LTE」の＜ハイスピードプラ

スエリアモード※3＞の3モードを自由に

切り替えることができるほか、別売りの

クレードルによりホームルーターとしても

活躍。連続通信時間は最大650分※4

で、外出先でも長時間利用できます。

　いずれの機種も、5秒の高速起動※5

で待ち時間なくすばやく使用できるほ

か、カラータッチパネルでスマートフォン

のように直感的に操作できます。

　ファーウェイ・ジャパンがU-NEXTに

提供したセットトップボックス『U-NEXT 

TV』が8月25日に発売されました。

U-NEXTが配信する8万本※1以上の

人気映画・ドラマ・アニメを、ご家庭の

テレビでいつでも高画質な映像でお

楽しみいただけます。ファーウェイは10

年以上前からセットトップボックスの開

発を手がけてきましたが、日本市場で

の販売は今回が初めてとなります。

　『U-NEXT TV』は、ファーウェイ

が投資したチップセット・メーカーが

開発した「Hi3719Cデュアルコア 

ファーウェイ初のセットトップボックス
『U-NEXT TV』をU-NEXTから発売

1.5GHz」を採用し、著作権保護に

「ハードウェア Playready DRM」を

搭載、さらにハードウェア・デコーダー

により、安定した動画再生を実現しま

した。HDMI入力でDVDプレーヤー

などと接続できるほか、HDMI-CEC

によりお持ちのテレビリモコンで操作

が可能※2です。また、スマートフォンや

タブレットに保存した動画や写真を、無

線でテレビへ出力できるMiracast™

対応に加え、microSDに保存した

データを出力先の端末で再生が可

能です。

2014年7月28日時点。カラオケのタイトル数含む。
ご利用のテレビによって、対応できない場合があり
ます。

※1
※2

使用環境や電波状況などにより変動します。
本サービスはベストエフォート型サービスです。記
載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用
速度を示すものではありません。エリア内であって
も、お客さまのご利用環境、回線の状況等によっ
て大幅に低下する場合があります。
別途オプション利用料がかかります。
日本国内における静止状態での平均的な利用時
間です。実際にご利用になる地域や使用状況など
により短くなります。
電源オンから待受画面が表示されるまでの時間で
す。初回起動時、または電池入れ替え時などを除
きますご使用の環境によっては長くなる場合があ
ります。

※1
※2

※3
※4

※5

『Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD15』

■イヤホンジャックと併用されるイジェクトピンは、一切のムダを排除するためのこだわりのデザイン
■ビューティーレベルを10段階で補正 
■タイマーとセンタリング機能付きプレビュー小窓でハイクオリティなセルフィーが簡単に

『Pocket WiFi SoftBank 304HW』と
『Pocket WiFi 303HW』

3色展開、スリムなボディの
『STREAM S 302HW』

1 2 3
1
2
3

『U-NEXT TV』



高いネットワーク運用のサポート」「環境保

護の推進」「相互に利益のある発展の追

求」に沿って、世界各国および日本での取

り組みを紹介しています。『サステナビリ

ティ・ブック2014』はファーウェイ・ジャパン

のウェブサイトにてご覧いただけます

（http://huawei.com/jp/about-huawei/

corporate-citizenship/

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　蓄電池集中管理ソリューション「バッテ

リー・インテリジェント・マネージメント・システム

（BIMS）」を2014年10月から本格展開する

ことを発表しました。通信事業者の携帯電

話基地局やデータセンターなどの電源バッ

クアップ用蓄電設備で使われる大量のバッ

テリーを一括監視し、各事業者によるバッテ

リーの運用管理負荷を大幅に低減します。

　第27回東京国際映画祭の提携企画とし

て開催される『中国映画週間』に協賛しま

す。会期中は最新の中国映画から話題作

10本を上映するほか、中国から人気の映画

監督や俳優が来日します。ファーウェイ・ジャ

パンは、日中の文化交流を通じた相互理解

の促進を支援する活動の一環として、2013

年から同イベントに協賛しています。

　イタリア・ボローニャで6月26日に開かれ

た欧州5Gインフラストラクチャ協会の総会

において、同協会のボード・メンバーに選出

されたことを発表しました。同協会は、欧州

のICT業界と欧州委員会が14億ユーロ

（約1,942億円※）を投じる共同イニシア

ティブ5G-PPP（5G Public and Private 

Partnership：5Gに関する官民パートナー

シップ）の民間部門を代表する組織です。

今後、ファーウェイ ヨーロッパR&Dセン

ターを率いるデーヴィッド・ソルダーニ（David 

Soldani）博士がファーウェイの代表として

同理事会に参加し、5G研究におけるEU

（欧州連合）の優先事項の決定と、より幅広

いステークホルダーとの対話の実現に貢献

します。

　英国の通信事業者EEと英国放送協会

（BBC）、米クアルコムの完全子会社である

クアルコム・テクノロジーと共同で、第4世代

携帯電話技術（4G）が未来の放送におい

て果たす役割を探るトライアルを実施するこ

とを発表しました。LTEネットワーク上のマル

チキャスト・サービスを提供するeMBMS

（Evolved Multimedia Broadcast and 

Multicast Service）を活用して、BBCのコン

テンツをライブ・ストリーミングで配信する

このトライアルに、ファーウェイはEEの

ネットワーク上で稼働するネットワーク機器

を、クアルコム・テクノロジーはQualcomm® 

Snapdragon™プロセッサとブロードキャスト

用のミドルウェア、アプリケーション開発用の

ソフトウェア開発キットを提供します。7月24

日から8月3日までの期間、英グラスゴー・サイ

エンス・センターで、実際に4Gブロードキャス

ト技術を使って携帯端末にライブ・ストリーミン

グを配信する技術デモを実施しました。

　2014年度上半期業績（未監査）を発表

し、売上高が前年同期比19％増となる

1,358億人民元（約2兆2,135億円※）に、

また、営業利益率が18.3％に達したことを

明らかにしました。

　世界的なLTEネットワークへの投資増加

に牽引される形で、ファーウェイはモバイル・ブ

ロードバンドにおけるリーディング企業として

の地位をさらに固めました。また、法人向け

ICTソリューション事業ではこれまでの取り

組みが実りつつあり、成長が加速していま

す。消費者向け端末事業においてもブラン

ド認知の拡大と世界市場におけるスマート・

デバイスの販売増により、良質で持続的な

成長を達成しました。

半年間1台の故障もなく安定稼働しており、

運用負荷軽減につながっています。

　データセンター運営の株式会社ビットアイ

ルのグループ会社である株式会社ビットサー

フと付加価値パートナー契約（国内販売一

次代理店契約）を締結しました。これにより

ビットサーフはファーウェイ製サーバー、スト

レージ、ネットワーク機器の取り扱いを開始

し、その第1弾として超高速Input／Output

と高信頼性を備えたPCIe SSDフラッシュ

ストレージ『Tecal ES3000』を販売します。

ビットサーフはビッグデータ解析などの大容

量データ処理やオンラインゲームやRTB

（Real Time Bidding）などのリアルタイム

処理への需要に対応するソリューションとし

て、クラウド環境と『Tecal ES3000』を搭載

した物理サーバーを組み合わせたハイブリッ

ド環境を実現するクラウド・インテグレーション

を手がけていきます。

　ファーウェイが7月にグローバルで発行し

たCSR活動報告書『2013年度サステナ

ビリティ・レポート』に日本での活動事例を

加えた『サステナビリティ・ブック2014』を日

本語と英語で刊行しました。ファーウェイの

サステナビリティ戦略の4つの柱である「デ

ジタル・デバイドの解消」「安定性・安全性の

　

　ファーウェイ・ジャパンの社員寮がある東

京都江戸川区のアーバンライフ東新小岩

三丁目で毎年恒例の「盆踊り大会」が開催

され、ファーウェイは主催する自治会に運営

寄付金をお渡しするとともに、お祝いの酒

樽、子ども用の駄菓子セット、オリジナルの

団扇を寄贈しました。団扇には、当社が国際

子ども支援NGO『セーブ・ザ・チルドレン・ジャ

パン』を通じて東北復興支援活動をしている

「子どもまちづくりクラブ」の子どもたちが撮

影した写真を使い、当社の社会貢献活動へ

の姿勢を知っていただきました。ファーウェイ・

ジャパンは地域の方々に感謝の意を表し、

社員との交流を深める機会として、2012年

より同イベントを後援しています。

　ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本

部のパートナーである日商エレクトロニクスを

通じ、株式会社サイバーエージェントのプライ

ベート・クラウド『Clover』にファーウェイ製

ラック・サーバー『Tecal RH1288 V2』が採

用されたことを発表しました。同製品は今年

3月から『Clover』のサーバーとして利用され

ています。サイバーエージェントは導入にあた

り当社の中国本社と製造工場を視察し、製

品の品質と信頼性を確認しました。導入後
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LTE World Summit 2014においてテレノールと「Innovation in HetNet Development
（HetNet分野の発展におけるイノベーション）」賞を共同受賞

チャイナ・モバイル（中国移動）と協力し、LTE TDDネットワーク上で8T8R　アクティブ・アンテナ・
ユニットを世界で初めて商用展開

韓国・LGユープラスとLTE-A、5G技術の研究に向け、共同でモバイル・イノベーション・センターを
ソウルに設立

ドイツのSAP本社「Partner Port Walldorf」内にパフォーマンス評価などを行うイノベーション・
センターを開設

2013年8月の発売から1年間で、400ギガビット コア・ルーターを用いたIPバックボーン・ネットワーク
構築受注が100件を突破

ノルウェーの通信事業者NOVA、ファーウェイのLampSiteソリューションを用いて世界初のスタジ
アム内スモールセル・ネットワークを商用展開

アフリカ最大の通信事業者MTNとトランスポートSDNと2.4テラビットWDMシステムに関する
フィールド・トライアルに成功

中国の最大手インターネット・データセンター・サービス・プロバイダー21Vianetと国内最大の商用
SDNネットワーク構築で協力

4Gブロードキャスト技術の
トライアルを実施

2014年7月18日

欧州5Gインフラストラクチャ協会の
ボード・メンバーに

2014年7月3日

2014年度上半期業績を発表

2014年7月21日

『サステナビリティ・ブック 2014』を発行

2014年9月9日 『中国映画週間』に協賛

2014年10月19～24日

アーバンライフ東新小岩三丁目の
盆踊り大会を後援

2014年7月26日

ビットサーフと付加価値
パートナー契約を締結

2014年9月8日

基地局・データセンター向け 
蓄電池集中管理ソリューションを展開

2014年10月2日

ファーウェイ製ラック・サーバーが
サイバーエージェントの
プライベート・クラウドに採用

2014年8月28日
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NTTドコモと
アンライセンス周波数帯において
LTE技術の活用を試みる
共同実験の結果を公表

　2014年8月21日、株式会社NTTドコモと

共同で、アンライセンス周波数帯（無線LAN

やBluetoothなどが利用する、国際的に免許

が不要な周波数帯）でのLTE技術の活用

（Licensed-Assisted Access using LTE、

以下LAA）の検証実験を、複数の基地局で

構成される商用化前ネットワークで実施し、

その結果を世界で初めて公表しました。

　LAAは、都市部などで通信が混雑した際

に、アンライセンス周波数帯にデータ通信を

振り替えて負荷を分散し、携帯電話網への

補完的なアクセス手段を提供するものです。

ドコモとファーウェイは本技術の有効性を確

認するために今年2月からファーウェイの北

京研究所で共同実験を実施しています。

　予備テストの結果、LTE技術は5GHz帯

のアンライセンス周波数帯においても有効

であることが確認されました。LTEとWi-Fi双

方に同じ周波数帯域を割り当てて行われた

本テストでは、Wi-Fi規格のひとつである

IEEE 802.11n と比較して多くのシナリオで

セル中央からセルエッジにかけてスループット

が数倍ずつ改善されたほか、シングル・セル

のシナリオでは通信容量が1.6倍に達し、カ

バレッジの改善も確認されました。

　両社は今後も共同実験を継続し、人口密

集地における通信トラフィックの爆発への対

応を目指します。

2014年 6月26日

2014年 8月  5日

2014年 8月  8日

2014年 8月14日

2014年 8月15日

2014年 8月25日

2014年 8月28日

2014年 8月  9日

その他の主なニュース

HUAWEI
Japan
Highlights

※1ユーロ＝138.75円で計算（2014年7月7日現在）

※1人民元=16.30円で計算（2014年6月30日現在）

共同実験を実施しているファーウェイの北京研究所
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
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。

ビットサーフ代表取締役社長　天野信行氏（左）と
ファーウェイ・ジャパン法人事業本部長　鐘開生（ジョン・
カイシャン）

csr-news/index.htm）。
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求」に沿って、世界各国および日本での取

り組みを紹介しています。『サステナビリ

ティ・ブック2014』はファーウェイ・ジャパン

のウェブサイトにてご覧いただけます

（http://huawei.com/jp/about-huawei/

corporate-citizenship/

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　蓄電池集中管理ソリューション「バッテ

リー・インテリジェント・マネージメント・システム

（BIMS）」を2014年10月から本格展開する

ことを発表しました。通信事業者の携帯電

話基地局やデータセンターなどの電源バッ

クアップ用蓄電設備で使われる大量のバッ

テリーを一括監視し、各事業者によるバッテ

リーの運用管理負荷を大幅に低減します。

　第27回東京国際映画祭の提携企画とし

て開催される『中国映画週間』に協賛しま

す。会期中は最新の中国映画から話題作

10本を上映するほか、中国から人気の映画

監督や俳優が来日します。ファーウェイ・ジャ

パンは、日中の文化交流を通じた相互理解

の促進を支援する活動の一環として、2013

年から同イベントに協賛しています。

　イタリア・ボローニャで6月26日に開かれ

た欧州5Gインフラストラクチャ協会の総会

において、同協会のボード・メンバーに選出

されたことを発表しました。同協会は、欧州

のICT業界と欧州委員会が14億ユーロ

（約1,942億円※）を投じる共同イニシア

ティブ5G-PPP（5G Public and Private 

Partnership：5Gに関する官民パートナー

シップ）の民間部門を代表する組織です。

今後、ファーウェイ ヨーロッパR&Dセン

ターを率いるデーヴィッド・ソルダーニ（David 

Soldani）博士がファーウェイの代表として

同理事会に参加し、5G研究におけるEU

（欧州連合）の優先事項の決定と、より幅広

いステークホルダーとの対話の実現に貢献

します。

　英国の通信事業者EEと英国放送協会

（BBC）、米クアルコムの完全子会社である

クアルコム・テクノロジーと共同で、第4世代

携帯電話技術（4G）が未来の放送におい

て果たす役割を探るトライアルを実施するこ

とを発表しました。LTEネットワーク上のマル

チキャスト・サービスを提供するeMBMS

（Evolved Multimedia Broadcast and 

Multicast Service）を活用して、BBCのコン

テンツをライブ・ストリーミングで配信する

このトライアルに、ファーウェイはEEの

ネットワーク上で稼働するネットワーク機器

を、クアルコム・テクノロジーはQualcomm® 

Snapdragon™プロセッサとブロードキャスト

用のミドルウェア、アプリケーション開発用の

ソフトウェア開発キットを提供します。7月24

日から8月3日までの期間、英グラスゴー・サイ

エンス・センターで、実際に4Gブロードキャス

ト技術を使って携帯端末にライブ・ストリーミン

グを配信する技術デモを実施しました。

　2014年度上半期業績（未監査）を発表

し、売上高が前年同期比19％増となる

1,358億人民元（約2兆2,135億円※）に、

また、営業利益率が18.3％に達したことを

明らかにしました。

　世界的なLTEネットワークへの投資増加

に牽引される形で、ファーウェイはモバイル・ブ

ロードバンドにおけるリーディング企業として

の地位をさらに固めました。また、法人向け

ICTソリューション事業ではこれまでの取り

組みが実りつつあり、成長が加速していま

す。消費者向け端末事業においてもブラン

ド認知の拡大と世界市場におけるスマート・

デバイスの販売増により、良質で持続的な

成長を達成しました。

半年間1台の故障もなく安定稼働しており、

運用負荷軽減につながっています。

　データセンター運営の株式会社ビットアイ

ルのグループ会社である株式会社ビットサー

フと付加価値パートナー契約（国内販売一

次代理店契約）を締結しました。これにより

ビットサーフはファーウェイ製サーバー、スト

レージ、ネットワーク機器の取り扱いを開始

し、その第1弾として超高速Input／Output

と高信頼性を備えたPCIe SSDフラッシュ

ストレージ『Tecal ES3000』を販売します。

ビットサーフはビッグデータ解析などの大容

量データ処理やオンラインゲームやRTB

（Real Time Bidding）などのリアルタイム

処理への需要に対応するソリューションとし

て、クラウド環境と『Tecal ES3000』を搭載

した物理サーバーを組み合わせたハイブリッ

ド環境を実現するクラウド・インテグレーション

を手がけていきます。

　ファーウェイが7月にグローバルで発行し

たCSR活動報告書『2013年度サステナ

ビリティ・レポート』に日本での活動事例を

加えた『サステナビリティ・ブック2014』を日

本語と英語で刊行しました。ファーウェイの

サステナビリティ戦略の4つの柱である「デ

ジタル・デバイドの解消」「安定性・安全性の

　

　ファーウェイ・ジャパンの社員寮がある東

京都江戸川区のアーバンライフ東新小岩

三丁目で毎年恒例の「盆踊り大会」が開催

され、ファーウェイは主催する自治会に運営

寄付金をお渡しするとともに、お祝いの酒

樽、子ども用の駄菓子セット、オリジナルの

団扇を寄贈しました。団扇には、当社が国際

子ども支援NGO『セーブ・ザ・チルドレン・ジャ

パン』を通じて東北復興支援活動をしている

「子どもまちづくりクラブ」の子どもたちが撮

影した写真を使い、当社の社会貢献活動へ

の姿勢を知っていただきました。ファーウェイ・

ジャパンは地域の方々に感謝の意を表し、

社員との交流を深める機会として、2012年

より同イベントを後援しています。

　ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本

部のパートナーである日商エレクトロニクスを

通じ、株式会社サイバーエージェントのプライ

ベート・クラウド『Clover』にファーウェイ製

ラック・サーバー『Tecal RH1288 V2』が採

用されたことを発表しました。同製品は今年

3月から『Clover』のサーバーとして利用され

ています。サイバーエージェントは導入にあた

り当社の中国本社と製造工場を視察し、製

品の品質と信頼性を確認しました。導入後
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LTE World Summit 2014においてテレノールと「Innovation in HetNet Development
（HetNet分野の発展におけるイノベーション）」賞を共同受賞

チャイナ・モバイル（中国移動）と協力し、LTE TDDネットワーク上で8T8R　アクティブ・アンテナ・
ユニットを世界で初めて商用展開

韓国・LGユープラスとLTE-A、5G技術の研究に向け、共同でモバイル・イノベーション・センターを
ソウルに設立

ドイツのSAP本社「Partner Port Walldorf」内にパフォーマンス評価などを行うイノベーション・
センターを開設

2013年8月の発売から1年間で、400ギガビット コア・ルーターを用いたIPバックボーン・ネットワーク
構築受注が100件を突破

ノルウェーの通信事業者NOVA、ファーウェイのLampSiteソリューションを用いて世界初のスタジ
アム内スモールセル・ネットワークを商用展開

アフリカ最大の通信事業者MTNとトランスポートSDNと2.4テラビットWDMシステムに関する
フィールド・トライアルに成功

中国の最大手インターネット・データセンター・サービス・プロバイダー21Vianetと国内最大の商用
SDNネットワーク構築で協力

4Gブロードキャスト技術の
トライアルを実施

2014年7月18日

欧州5Gインフラストラクチャ協会の
ボード・メンバーに

2014年7月3日

2014年度上半期業績を発表

2014年7月21日

『サステナビリティ・ブック 2014』を発行

2014年9月9日 『中国映画週間』に協賛

2014年10月19～24日

アーバンライフ東新小岩三丁目の
盆踊り大会を後援

2014年7月26日

ビットサーフと付加価値
パートナー契約を締結

2014年9月8日

基地局・データセンター向け 
蓄電池集中管理ソリューションを展開

2014年10月2日

ファーウェイ製ラック・サーバーが
サイバーエージェントの
プライベート・クラウドに採用

2014年8月28日

HUAWEI
Global
Highlights

NTTドコモと
アンライセンス周波数帯において
LTE技術の活用を試みる
共同実験の結果を公表

　2014年8月21日、株式会社NTTドコモと

共同で、アンライセンス周波数帯（無線LAN

やBluetoothなどが利用する、国際的に免許

が不要な周波数帯）でのLTE技術の活用

（Licensed-Assisted Access using LTE、

以下LAA）の検証実験を、複数の基地局で

構成される商用化前ネットワークで実施し、

その結果を世界で初めて公表しました。

　LAAは、都市部などで通信が混雑した際

に、アンライセンス周波数帯にデータ通信を

振り替えて負荷を分散し、携帯電話網への

補完的なアクセス手段を提供するものです。

ドコモとファーウェイは本技術の有効性を確

認するために今年2月からファーウェイの北

京研究所で共同実験を実施しています。

　予備テストの結果、LTE技術は5GHz帯

のアンライセンス周波数帯においても有効

であることが確認されました。LTEとWi-Fi双

方に同じ周波数帯域を割り当てて行われた

本テストでは、Wi-Fi規格のひとつである

IEEE 802.11n と比較して多くのシナリオで

セル中央からセルエッジにかけてスループット

が数倍ずつ改善されたほか、シングル・セル

のシナリオでは通信容量が1.6倍に達し、カ

バレッジの改善も確認されました。

　両社は今後も共同実験を継続し、人口密

集地における通信トラフィックの爆発への対

応を目指します。

2014年 6月26日

2014年 8月  5日

2014年 8月  8日

2014年 8月14日

2014年 8月15日

2014年 8月25日

2014年 8月28日

2014年 8月  9日

その他の主なニュース

HUAWEI
Japan
Highlights

※1ユーロ＝138.75円で計算（2014年7月7日現在）

※1人民元=16.30円で計算（2014年6月30日現在）

共同実験を実施しているファーウェイの北京研究所
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
www.huawei.com/jp/about-huawei/newsroom/index.htmをご参照ください。

ビットサーフ代表取締役社長　天野信行氏（左）と
ファーウェイ・ジャパン法人事業本部長　鐘開生（ジョン・
カイシャン）

csr-news/index.htm）。
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ファーウェイ

ピープル
人材の多様性を尊重し、国籍や性別にかかわらず誰もが働きやすい職場を目指すファーウェイ・ジャパン。
女性社員の割合もICT業界の中では比較的高く、フロントラインからバックオフィスまで多くの女性が活躍しています。
今回のファーウェイ・ピープルでは、プロジェクト・マネージャー（PM）として現場の最前線で働く女性社員をご紹介します。
母として、妻として、プロフェッショナルとして、仕事と家庭をバランスよく大事にしながら、頼もしく成長している2人です。

みようと考えました。ファーウェイでは個別

のプロジェクトのほか、社内プロセスのロー

カライズなどにも関わる機会を得ることが

でき、多くを学んでいます。

　初めてチームを作るところから始まり、ひ

とつの目標に向けてメンバーやお客様と一

緒に問題を解決していく過程はやりがいが

ありますし、プロジェクトを完了したときの達

成感は何ものにも代えがたいですね。お客

様が何を求めているかを引き出し、それを実

現できたときには大きな喜びを感じます。

　これまでは女性であることを言い訳にし

たくないと思っていましたが、子どもを授

かってからは意識が変わり、仕事のスタイル

もいままでとは違ったものになってきまし

た。幸いにも上司や同僚の協力を得て、担

当するプロジェクトの規模を調節したり、プ

ラットフォーム寄りの業務を増やしたりして、

時短勤務の時間内で仕事をまわせるよう

にしています。

　大学でも女子学生は少ない学部でした

し、最初の職場でエンジニアをしていたころ

からチームの中で女性は自分だけというこ

とも多く、そうした環境には慣れているの

で、とくに苦労は感じませんね。もちろん、周

囲に恵まれていたということもあります。中

国では共働きが多いせいか、ファーウェイ

の同僚はとりわけ家事や育児と仕事の両

立に対して理解があるような気がします。

子どもの体調が悪いときなど、私も夫も

実家が遠方なので親にも頼れず、急に帰

宅しなければならないこともありますが、

チームのメンバーはいつも気づかってフォ

ローしてくれて、ありがたいと思います。

　子どもが生まれてから仕事のしかたは変

わりましたが、これからも自分に合った形で

働き続けたいと思います。仕事を通じて成

長できることはうれしいし、私も働いている

母をかっこいいと感じていたので、自分の

子どもにとってもポジティブな刺激になれ

ばいいですね。

　情報通信工学です。もともと数学が好き

で理系に進みたいと思っていて、コン

ピューターにも興味がありました。母がプロ

グラマーだったことも影響していると思いま

す。母の時代には理系の女性はいま以上

に少なかったはずですが、小さいころからそ

うした仕事をしている母の姿を見てきたの

で、私にとっては自然な選択でした。

　前職ではライン・マネージャーだったので

すが、プロジェクトから技術的な問題まで幅

広く管理しなければならず、もう少し焦点を

絞って深く掘り下げたいという思いがありま

した。ちょうどタイミングよくファーウェイでプ

ロジェクト・マネージャーを募集していたの

で、これを機にPMの仕事をしっかりやって

PMとしてやりがいを感じるのは
どんなところですか？

Q これからどんなふうに
働いていきたいですか？

Q

育児休暇から復帰されて、
どんな変化がありましたか？

Q

男性の多い現場でむずかしさを
感じることはありますか？

Q

ファーウェイにはどんな
きっかけで入社したのですか？

Q

大学での専攻は？Q

信頼関係が何よりも重要です。深圳や西

安の開発チームとは意見を戦わせること

もあります。でも、私がお客様にきちんと伝

えるべきことを伝えられるという点で信頼し

てくれていますし、期日どおりに品質の高

い製品を提供するという目標も共有できて

いるので、最終的にはよい結果を出せるよ

う一緒に力を合わせています。お客様と

も、ていねいにコミュニケーションをとり続

けてきたことで、信頼関係が築けていると

思います。

　期限までにお客様の要求を実現すると

いうPMの仕事は、時間的にも体力的にも

負担が大きいので女性には向かないと言

われることがありますが、女性は柔軟性や

協調性が高いのでスケジュールやリソー

スの調整には長けていると思いますし、意

識して時間管理をすることで効率も上げら

れます。家事と仕事の両立は確かにたい

へんですが、ファーウェイにはモバイル・オ

フィスを可能にするITツールがたくさんあっ

てフレキシブルに仕事ができるので、助

かっています。家で夕飯の支度をしながら

本社と電話会議をしたりすることもよくあり

ます。いろんなことを同時並行でできるマ

ルチタスク能力も、女性の強みかもしれま

せんね。

　いまは夫婦2人ですが、昨年マイホーム

を買ったので、家族を増やして、日本で仕

事と子育てを続けていきたいです。いま以

上に時間管理が求められるようになると思

いますが、夫婦で協力しながらがんばって

いきたいと思います。

　

　はい。大学の専攻は日本語だったので

まったく専門外でしたが、日本企業をお客

様とする会社で、技術者に日本語を教え

るよりも、日本語ができる人にプログラミン

グを教えたほうが早いということで、日本語

力を買われて採用されました。その後、実

務と勉強を重ねてステップアップし、グ

ローバル企業に技術コンサルタントとして

転職しました。

　プログラマーとしての経験から、開発側

とお客様の間のどこにギャップが生まれが

ちなのかがよくわかりますし、アフターセー

ルスの技術コンサルティングをしていたこ

とで、製品完成後に起こりうる問題を開発

段階でどう回避するかを先まわりして考え

られるようになりました。そうした視点はいま

の仕事に役立っていると思います。

　お客様のご要望を実現することが第一

ですが、お客様の求めていることがエンド・

ユーザーの立場からは必ずしも必要では

ない場合もあります。時間とリソースにも

限りがありますから、その中でお客様にも

ユーザーにも納得していただける最善のも

のをどうデリバリーするかが、腕の見せどこ

ろですね。

　PMの役目は開発チームとお客様との

橋渡しをすること。開発チームとお客様の

双方に互いの要望を理解してもらうには、
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一見 祥代（いちみ さちよ）

デリバリー＆サービス事業部
シニア・プロジェクト・マネージャー

兵庫県神戸市出身。通信設備会社でネット
ワーク・エンジニア、ライン・マネージャーなど
の経験を積み、2010年にファーウェイ・ジャ
パンに入社。プロジェクト・マネージャーとし
ておもに法人向け固定ネットワークのプロ
ジェクト管理に携わる。昨年第1子となる男の
子を出産し、今年6月に育児休暇から復帰し
た。現在はワイヤレスのプロジェクトを担当。

王 衛（ワン・ウェイ）

端末統括本部
サプライチェーン／サービス統括部
プロジェクト管理部
プロジェクト・マネージャー

遼寧省出身。大学で日本語と経済学を学び、
大連で日本企業を取引先とするソフトウェア
開発会社でプログラマー、技術コンサルタン
トを務めたのち、2009年に夫の転勤に伴っ
て来日。日本でも引き続きコンサルタント職
に就き、2012年にファーウェイ・ジャパンに
入社。モバイルWi-Fiルーターを中心に、端
末製品の開発からデリバリーまでのプロジェ
クト管理を行う。

最初の就職先では
プログラマーをされていたのですね。

Q

女性であることでむずかしさを
感じることはありますか？

Q

PMとしてやりがいを感じるのは
どんなところですか？

Q

これからどんなふうに
働いていきたいですか？

Q

これまでの経験を
現在のPMの仕事に
どう生かしていますか？

Q

仕事でたいせつにしていることは？Q

ファーウェイは世界中のオフィスで多くの
女性に活躍の場を提供しており、女性従
業員数は年々増加しています。また、女性
管理職育成プランを実施し、管理職への
女性登用を推進しています。

ファーウェイで働く女性たち

取締役17名中4名が女性

上段左 ： 取締役会長  孫亜芳（スン・ヤーファン）
上段右 ： CFO（最高財務責任者）  孟晩舟（キャシー・メン）
下段左 ： 渉外・広報本部プレジデント
　　　　陳黎芳（チェン・リーファン）
下段右 ： ハイシリコン社長、2012ラボ・バイス・プレジデント
　　　　何庭波（フー・ティンボー）

21%
管理職に占める
女性従業員　 9.1%

ファーウェイグループ全体

従業員に占める女性の割合

30%

ファーウェイ・ジャパンの
現地採用従業員

40%そのうち　　　  が子育て中の
ワーキング・マザー
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みようと考えました。ファーウェイでは個別

のプロジェクトのほか、社内プロセスのロー

カライズなどにも関わる機会を得ることが

でき、多くを学んでいます。

　初めてチームを作るところから始まり、ひ

とつの目標に向けてメンバーやお客様と一

緒に問題を解決していく過程はやりがいが

ありますし、プロジェクトを完了したときの達

成感は何ものにも代えがたいですね。お客

様が何を求めているかを引き出し、それを実

現できたときには大きな喜びを感じます。

　これまでは女性であることを言い訳にし

たくないと思っていましたが、子どもを授

かってからは意識が変わり、仕事のスタイル

もいままでとは違ったものになってきまし

た。幸いにも上司や同僚の協力を得て、担

当するプロジェクトの規模を調節したり、プ

ラットフォーム寄りの業務を増やしたりして、

時短勤務の時間内で仕事をまわせるよう

にしています。

　大学でも女子学生は少ない学部でした

し、最初の職場でエンジニアをしていたころ

からチームの中で女性は自分だけというこ

とも多く、そうした環境には慣れているの

で、とくに苦労は感じませんね。もちろん、周

囲に恵まれていたということもあります。中

国では共働きが多いせいか、ファーウェイ

の同僚はとりわけ家事や育児と仕事の両

立に対して理解があるような気がします。

子どもの体調が悪いときなど、私も夫も

実家が遠方なので親にも頼れず、急に帰

宅しなければならないこともありますが、

チームのメンバーはいつも気づかってフォ

ローしてくれて、ありがたいと思います。

　子どもが生まれてから仕事のしかたは変

わりましたが、これからも自分に合った形で

働き続けたいと思います。仕事を通じて成

長できることはうれしいし、私も働いている

母をかっこいいと感じていたので、自分の

子どもにとってもポジティブな刺激になれ

ばいいですね。

　情報通信工学です。もともと数学が好き

で理系に進みたいと思っていて、コン

ピューターにも興味がありました。母がプロ

グラマーだったことも影響していると思いま

す。母の時代には理系の女性はいま以上

に少なかったはずですが、小さいころからそ

うした仕事をしている母の姿を見てきたの

で、私にとっては自然な選択でした。

　前職ではライン・マネージャーだったので

すが、プロジェクトから技術的な問題まで幅

広く管理しなければならず、もう少し焦点を

絞って深く掘り下げたいという思いがありま

した。ちょうどタイミングよくファーウェイでプ

ロジェクト・マネージャーを募集していたの

で、これを機にPMの仕事をしっかりやって

PMとしてやりがいを感じるのは
どんなところですか？

Q これからどんなふうに
働いていきたいですか？

Q

育児休暇から復帰されて、
どんな変化がありましたか？

Q

男性の多い現場でむずかしさを
感じることはありますか？

Q

ファーウェイにはどんな
きっかけで入社したのですか？

Q

大学での専攻は？Q

信頼関係が何よりも重要です。深圳や西

安の開発チームとは意見を戦わせること

もあります。でも、私がお客様にきちんと伝

えるべきことを伝えられるという点で信頼し

てくれていますし、期日どおりに品質の高

い製品を提供するという目標も共有できて

いるので、最終的にはよい結果を出せるよ

う一緒に力を合わせています。お客様と

も、ていねいにコミュニケーションをとり続

けてきたことで、信頼関係が築けていると

思います。

　期限までにお客様の要求を実現すると

いうPMの仕事は、時間的にも体力的にも

負担が大きいので女性には向かないと言

われることがありますが、女性は柔軟性や

協調性が高いのでスケジュールやリソー

スの調整には長けていると思いますし、意

識して時間管理をすることで効率も上げら

れます。家事と仕事の両立は確かにたい

へんですが、ファーウェイにはモバイル・オ

フィスを可能にするITツールがたくさんあっ

てフレキシブルに仕事ができるので、助

かっています。家で夕飯の支度をしながら

本社と電話会議をしたりすることもよくあり

ます。いろんなことを同時並行でできるマ

ルチタスク能力も、女性の強みかもしれま

せんね。

　いまは夫婦2人ですが、昨年マイホーム

を買ったので、家族を増やして、日本で仕

事と子育てを続けていきたいです。いま以

上に時間管理が求められるようになると思

いますが、夫婦で協力しながらがんばって

いきたいと思います。

　

　はい。大学の専攻は日本語だったので

まったく専門外でしたが、日本企業をお客

様とする会社で、技術者に日本語を教え

るよりも、日本語ができる人にプログラミン

グを教えたほうが早いということで、日本語

力を買われて採用されました。その後、実

務と勉強を重ねてステップアップし、グ

ローバル企業に技術コンサルタントとして

転職しました。

　プログラマーとしての経験から、開発側

とお客様の間のどこにギャップが生まれが

ちなのかがよくわかりますし、アフターセー

ルスの技術コンサルティングをしていたこ

とで、製品完成後に起こりうる問題を開発

段階でどう回避するかを先まわりして考え

られるようになりました。そうした視点はいま

の仕事に役立っていると思います。

　お客様のご要望を実現することが第一

ですが、お客様の求めていることがエンド・

ユーザーの立場からは必ずしも必要では

ない場合もあります。時間とリソースにも

限りがありますから、その中でお客様にも

ユーザーにも納得していただける最善のも

のをどうデリバリーするかが、腕の見せどこ

ろですね。

　PMの役目は開発チームとお客様との

橋渡しをすること。開発チームとお客様の

双方に互いの要望を理解してもらうには、
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一見 祥代（いちみ さちよ）

デリバリー＆サービス事業部
シニア・プロジェクト・マネージャー

兵庫県神戸市出身。通信設備会社でネット
ワーク・エンジニア、ライン・マネージャーなど
の経験を積み、2010年にファーウェイ・ジャ
パンに入社。プロジェクト・マネージャーとし
ておもに法人向け固定ネットワークのプロ
ジェクト管理に携わる。昨年第1子となる男の
子を出産し、今年6月に育児休暇から復帰し
た。現在はワイヤレスのプロジェクトを担当。

王 衛（ワン・ウェイ）

端末統括本部
サプライチェーン／サービス統括部
プロジェクト管理部
プロジェクト・マネージャー

遼寧省出身。大学で日本語と経済学を学び、
大連で日本企業を取引先とするソフトウェア
開発会社でプログラマー、技術コンサルタン
トを務めたのち、2009年に夫の転勤に伴っ
て来日。日本でも引き続きコンサルタント職
に就き、2012年にファーウェイ・ジャパンに
入社。モバイルWi-Fiルーターを中心に、端
末製品の開発からデリバリーまでのプロジェ
クト管理を行う。

最初の就職先では
プログラマーをされていたのですね。

Q

女性であることでむずかしさを
感じることはありますか？

Q

PMとしてやりがいを感じるのは
どんなところですか？

Q

これからどんなふうに
働いていきたいですか？

Q

これまでの経験を
現在のPMの仕事に
どう生かしていますか？

Q

仕事でたいせつにしていることは？Q

ファーウェイは世界中のオフィスで多くの
女性に活躍の場を提供しており、女性従
業員数は年々増加しています。また、女性
管理職育成プランを実施し、管理職への
女性登用を推進しています。

ファーウェイで働く女性たち

取締役17名中4名が女性

上段左 ： 取締役会長  孫亜芳（スン・ヤーファン）
上段右 ： CFO（最高財務責任者）  孟晩舟（キャシー・メン）
下段左 ： 渉外・広報本部プレジデント
　　　　陳黎芳（チェン・リーファン）
下段右 ： ハイシリコン社長、2012ラボ・バイス・プレジデント
　　　　何庭波（フー・ティンボー）

21%
管理職に占める
女性従業員　 9.1%

ファーウェイグループ全体

従業員に占める女性の割合

30%

ファーウェイ・ジャパンの
現地採用従業員

40%そのうち　　　  が子育て中の
ワーキング・マザー



（パオツァイ）という漬物です。ふたの部分に受

け皿がついた独特の壺に大根やいんげんなど

いろいろな野菜を入れ、唐辛子やしょうがと一

緒に漬けて発酵させたもので、四川では各家

庭で自家製泡菜を漬けています。どんな高級

レストランでも必ず無料で付いてくるので、日

本でもつい同じように頼んでしまうのですが、い

つも出てこなくてがっかりしてしまいます（笑）。

 　  

　成都の短大で英語を専攻した後、市内の

ホテルで総支配人の秘書を務めました。そこ

では日本から来たお客様と接する機会が多

くあり、最初は日本語が話せないので通訳を

通じて会話をしていたのですが、しだいにもど

かしくなり、また日本のお話をたくさん聞いて

いるうちに、日本の風景を自分の目で見たい

と思うようになって、日本に留学することを決

めました。

My Home Town in China

　世界遺産の九寨溝やパンダ保護区、激

辛の四川料理など、観光スポットや名物が目

白押しの四川省。私の故郷は省都の成都市

で、市内にも『三国志』でおなじみの諸葛孔明

と劉備を祀る武侯祠や、道教発祥の地・青

城山、その近辺に古代から残る灌漑施設・都

江堰など、名所旧跡が数多くあります。

　武侯祠周辺の繁華街・錦里歩行街や、

旧市街をおしゃれにリニューアルした寛窄巷

子は、ショッピングや街歩きが楽しめるお気

に入りの場所です。成都には茶館（チャー

グァン）が街のいたるところにあり、若者から

お年寄りまで誰もがゆっくりとお茶を楽しむ

文化が根づいています。茶館では、お茶を

飲みながら耳かきをしてもらっている光景を

よく見かけます。耳かきを専門にする職人が

いるんですよ。

　成都は肥沃な土地とおだやかな気候で古

くから「天府の国（豊かな産物に恵まれた

地）」と呼ばれています。そのせいか、大都市

ながらのんびり、ゆったりと時間を過ごしている

人たちが多く、とてもリラックスできる街です。

　火鍋や麻婆豆腐、担担麺など四川料理は

日本でも人気がありますが、日本の四川料理

店ではなかなかお目にかかれないのが、泡菜

　その後もずっと日本企業で働いてきたの

で、中国の会社に勤めるのはファーウェイが

初めてでした。ファーウェイでは、一人ひとり

が個性を発揮して自分の意見を言える雰囲

気があるのが新鮮です。新しい秘書課の仕

事は、これまで標準化されていなかったアシ

スタントの業務について評価基準を作って

スキルを評価し、研修を行ってスキルアップ

を図ることで、秘書のキャリア形成をサポート

するというものです。一からスタートするチャ

レンジですが、自分の判断が尊重され、仕事

を任せてもらえることには大きなやりがいを

感じています。

　アシスタントとしては、中国人スタッフと日本

人スタッフの間に立って、コミュニケーション

の行き違いをフォローしたり、互いの文化の

違いを理解してもらったりすることが重要な

役目です。自分の調整によって誤解やわだか

まりが解消されるのはうれしいですね。

　2つの国の間を取り持つのは、家庭でも同

じです。日本人の夫と結婚して2つの国に家

族ができたことで、どちらの家族にも平和で

暮らしてほしい、そのために双方がより深く理

解しあうようになってほしいという思いを強く

するようになりました。仕事や家族とのやりと

りを通じて、個人レベルで日本と中国の友好

を深めていくことに、少しでも貢献できればと

思っています。
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この十数年、経済の発展とともに大きな変化を遂げてきた中国社会。
その現状を物語るさまざまなデータを通して、中国のいまを切り取る。

ゆったりと時が流れる「天府の国」

四川省成都市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（かりや たお）刈谷 陶

2つの国が互いに
理解しあえるように

お茶を飲みながら
のんびり耳かき

個性を発揮できる社風

ふるさとの味「泡菜」

大学留学のため来日し、卒業後、日本企業で調達関係の業務に携わる。東京と上海で勤務
したのち、日本人の同僚と結婚したのを機に退社し、夫の留学に伴い英国に1年間滞在。帰
国後、2013年7月にファーウェイ・ジャパンに入社。アシスタント業務と同時に、今年7月からは
新たに部署横断組織として立ち上がった秘書課の課長として、秘書の研修・能力管理制度を
整備する役割を担っている。

三国志ファンならぜひ訪れたい武侯祠

し　　せん　しょう    せい      と        し

拡大を続ける中国の映画市場
興行収入はうなぎのぼり、ハリウッドへの影響力も増大
■中国と日本の映画興行収入とスクリーン数の推移
中国：国家広播電影電視総局のデータより　日本：日本映画製作者連盟のデータより

■2013年中国の映画興行収入ランキング　中国産業報告網のデータより

　中国の映画市場は拡大を続けている。
2012年には中国の映画興行収入が日本を
抜き、米国に次いで世界第2位となった。
2009～2013年の5年間で興行収入は3.5
倍、スクリーン数は3.9倍に増加。日本がほぼ
横ばい～微減しているのと対照的だ。なお、
2013年の映画鑑賞券の平均価格は中国で
は37元（約555円、1人民元＝15円換算）、
日本では1,246円となっている。
　興行収入の半分以上を国内作品が占め、

2013年は10位までのうち7作品となってお
り、中国映画の人気は根強い。2位の『アイ
アンマン3』は米マーベル・スタジオズと中国
の制作会社DMGエンターテインメントの共
同制作で、中国で撮影が行われ、中国企業
製品のプロダクト・プレイスメントやプロットの
変更、中国公開版への特別シーンの追加な
ど、ハリウッド映画ながら中国の影響が色濃
い作品となった。
　こうした米中合作映画は近年増えており、

9月にはニコラス・ケイジ主演の中国を舞台に
したアクション映画『アウトキャスト』が世界に
先駆けて中国で公開された。ハリウッドが中国
の映画市場を強く意識しており、エンターテイン
メントの世界でも経済大国としての中国の影
響力が増していることがうかがえる。
　なお、日本では今年も東京国際映画祭に合
わせて『中国映画週間』が開催される（P33参
照）。話題作が集まるこの機会に、中国映画
の実力を確かめてみては？

※2009～2012年は1人民元＝13円、2013年は1人民元＝15円換算

　中国には同じ苗字の人が多い――

ファーウェイ社員とのやりとりでそう感じてい

る読者の方 も々いらっしゃるだろう。中国の

2010年の国勢調査によると、最も多い上

位5つの姓（王、李、張、劉、陳）だけで全人

口の約30％、上位100位までの姓で82％

を占めている。

　大半の苗字は漢字1文字からなる「単

姓」だが、「欧陽（オウヤン）」「令狐（リン

フー）」「諸葛（ジューグ）」「司馬（スーマ）」

といった2文字以上の「複姓」も存在する。

「欧余山（浙江省にある山）の南」を意味す

る「欧陽」や、軍事を司る役職に由来する

「司馬」など、居住地や官職名などにちなん

だ漢民族の複姓と、「拓跋（トゥオバ）」「愛

新覚羅（アイシンジュエルオ）」など少数民

族の元々の姓の発音に漢字をあてたものが

ある。後者はのちに漢民族と政治的、文

化的に融合していくうちに単性に改められ

たものが多く、「拓跋」は北魏の孝文帝の

漢化政策により「元」に、清朝最後の皇

帝・溥儀の姓「愛新覚羅」は満州語の「ア

イシン」の原義である「金」に改姓された。

また、各民族の王族であったことから「王」

に改姓した姓もある。ちなみに、現在ファー

ウェイには「欧陽」姓が200名以上、「令

狐」姓が3名、「諸葛」姓と「司馬」姓がそ

れぞれ5名在籍している。

　同じく2文字の苗字でも、近年は父方と

母方の姓を重ねて名乗る「双姓」も出て

きている。夫婦別姓が原則の中国では子

どもには父方の姓を名乗らせるのが一般

的だが、一人っ子政策で兄弟姉妹がいな

い世代が親になり、女性側の姓を継ぐ者が

減っていくことを懸念して、両方の姓を重ね

ることが提唱された。双姓は、まぎらわしい同

姓同名を回避して個性に富んだ姓名を生

み、男女の平等を体現することにもなる。

　長い歴史の中で伝統を受け継ぎながら

進化してきた中国人の姓。次に「王さん」や

「李さん」に会ったときには、そのルーツをた

ずねてみるのもおもしろいだろう。

複姓 ～2文字以上の苗字Kaleidoscope 異文化の万華鏡

中国の代表的な姓を韻文形式で羅列した書『百家姓』。
北宋時代にできたとされ、子どもに漢字を教えるための教
科書として使われてきた。504の姓のうち単姓が444個、
複姓が60個含まれている

マーケティング＆ソリューション・セールス部 アシスタント　秘書課 課長

/ OCT.2014 37

きゅうさいこう

しょかつこうめい

せい

と

りゅうび ぶ  こう  し

じょうさん

こうえん

きん  り

かん さく こう

湖北省

江蘇省
四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

ロシア連邦

モンゴル国

成都市

▲のんびりと
お茶を楽しむ
人々

◀泡菜

西遊記～はじまりのはじまり～

アイアンマン3

So Young～過ぎ去りし青春に捧ぐ～

パシフィック・リム

ライズ・オブ・シードラゴン 謎の鉄の爪

私人訂制（英題：Personal Tailor）

中国合伙人（英題：American Dreams in China）
北京遇上西雅图（英題：Finding Mr. Right）

小時代（英題：Tiny Times 1）

ゼロ・グラビティ

中国・香港

米国・中国

中国

米国

中国・香港

中国

中国・香港

中国・香港

中国・台湾

米国・英国

12.5億元（188億円）

7.7億元（116億円）

7.2億元（108億円）

7億元（105億円）

6億元（90億円）

5.9億元（89億円）

5.4億元（81億円）

5.2億元（78億円）

4.9億元（74億円）

4.4億元（66億円）

26億円

16億円

30億円

タイトル 制作国 興行収入 日本での
興行収入
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（パオツァイ）という漬物です。ふたの部分に受

け皿がついた独特の壺に大根やいんげんなど

いろいろな野菜を入れ、唐辛子やしょうがと一

緒に漬けて発酵させたもので、四川では各家

庭で自家製泡菜を漬けています。どんな高級

レストランでも必ず無料で付いてくるので、日

本でもつい同じように頼んでしまうのですが、い

つも出てこなくてがっかりしてしまいます（笑）。

 　  

　成都の短大で英語を専攻した後、市内の

ホテルで総支配人の秘書を務めました。そこ

では日本から来たお客様と接する機会が多

くあり、最初は日本語が話せないので通訳を

通じて会話をしていたのですが、しだいにもど

かしくなり、また日本のお話をたくさん聞いて

いるうちに、日本の風景を自分の目で見たい

と思うようになって、日本に留学することを決

めました。

My Home Town in China

　世界遺産の九寨溝やパンダ保護区、激

辛の四川料理など、観光スポットや名物が目

白押しの四川省。私の故郷は省都の成都市

で、市内にも『三国志』でおなじみの諸葛孔明

と劉備を祀る武侯祠や、道教発祥の地・青

城山、その近辺に古代から残る灌漑施設・都

江堰など、名所旧跡が数多くあります。

　武侯祠周辺の繁華街・錦里歩行街や、

旧市街をおしゃれにリニューアルした寛窄巷

子は、ショッピングや街歩きが楽しめるお気

に入りの場所です。成都には茶館（チャー

グァン）が街のいたるところにあり、若者から

お年寄りまで誰もがゆっくりとお茶を楽しむ

文化が根づいています。茶館では、お茶を

飲みながら耳かきをしてもらっている光景を

よく見かけます。耳かきを専門にする職人が

いるんですよ。

　成都は肥沃な土地とおだやかな気候で古

くから「天府の国（豊かな産物に恵まれた

地）」と呼ばれています。そのせいか、大都市

ながらのんびり、ゆったりと時間を過ごしている

人たちが多く、とてもリラックスできる街です。

　火鍋や麻婆豆腐、担担麺など四川料理は

日本でも人気がありますが、日本の四川料理

店ではなかなかお目にかかれないのが、泡菜

　その後もずっと日本企業で働いてきたの

で、中国の会社に勤めるのはファーウェイが

初めてでした。ファーウェイでは、一人ひとり

が個性を発揮して自分の意見を言える雰囲

気があるのが新鮮です。新しい秘書課の仕

事は、これまで標準化されていなかったアシ

スタントの業務について評価基準を作って

スキルを評価し、研修を行ってスキルアップ

を図ることで、秘書のキャリア形成をサポート

するというものです。一からスタートするチャ

レンジですが、自分の判断が尊重され、仕事

を任せてもらえることには大きなやりがいを

感じています。

　アシスタントとしては、中国人スタッフと日本

人スタッフの間に立って、コミュニケーション

の行き違いをフォローしたり、互いの文化の

違いを理解してもらったりすることが重要な

役目です。自分の調整によって誤解やわだか

まりが解消されるのはうれしいですね。

　2つの国の間を取り持つのは、家庭でも同

じです。日本人の夫と結婚して2つの国に家

族ができたことで、どちらの家族にも平和で

暮らしてほしい、そのために双方がより深く理

解しあうようになってほしいという思いを強く

するようになりました。仕事や家族とのやりと

りを通じて、個人レベルで日本と中国の友好

を深めていくことに、少しでも貢献できればと

思っています。
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この十数年、経済の発展とともに大きな変化を遂げてきた中国社会。
その現状を物語るさまざまなデータを通して、中国のいまを切り取る。

ゆったりと時が流れる「天府の国」

四川省成都市

漫遊中国 Did you know? データが語る中国のいま

Roaming China

（かりや たお）刈谷 陶

2つの国が互いに
理解しあえるように

お茶を飲みながら
のんびり耳かき

個性を発揮できる社風

ふるさとの味「泡菜」

大学留学のため来日し、卒業後、日本企業で調達関係の業務に携わる。東京と上海で勤務
したのち、日本人の同僚と結婚したのを機に退社し、夫の留学に伴い英国に1年間滞在。帰
国後、2013年7月にファーウェイ・ジャパンに入社。アシスタント業務と同時に、今年7月からは
新たに部署横断組織として立ち上がった秘書課の課長として、秘書の研修・能力管理制度を
整備する役割を担っている。

三国志ファンならぜひ訪れたい武侯祠

し　　せん　しょう    せい      と        し

拡大を続ける中国の映画市場
興行収入はうなぎのぼり、ハリウッドへの影響力も増大
■中国と日本の映画興行収入とスクリーン数の推移
中国：国家広播電影電視総局のデータより　日本：日本映画製作者連盟のデータより

■2013年中国の映画興行収入ランキング　中国産業報告網のデータより

　中国の映画市場は拡大を続けている。
2012年には中国の映画興行収入が日本を
抜き、米国に次いで世界第2位となった。
2009～2013年の5年間で興行収入は3.5
倍、スクリーン数は3.9倍に増加。日本がほぼ
横ばい～微減しているのと対照的だ。なお、
2013年の映画鑑賞券の平均価格は中国で
は37元（約555円、1人民元＝15円換算）、
日本では1,246円となっている。
　興行収入の半分以上を国内作品が占め、

2013年は10位までのうち7作品となってお
り、中国映画の人気は根強い。2位の『アイ
アンマン3』は米マーベル・スタジオズと中国
の制作会社DMGエンターテインメントの共
同制作で、中国で撮影が行われ、中国企業
製品のプロダクト・プレイスメントやプロットの
変更、中国公開版への特別シーンの追加な
ど、ハリウッド映画ながら中国の影響が色濃
い作品となった。
　こうした米中合作映画は近年増えており、

9月にはニコラス・ケイジ主演の中国を舞台に
したアクション映画『アウトキャスト』が世界に
先駆けて中国で公開された。ハリウッドが中国
の映画市場を強く意識しており、エンターテイン
メントの世界でも経済大国としての中国の影
響力が増していることがうかがえる。
　なお、日本では今年も東京国際映画祭に合
わせて『中国映画週間』が開催される（P33参
照）。話題作が集まるこの機会に、中国映画
の実力を確かめてみては？

※2009～2012年は1人民元＝13円、2013年は1人民元＝15円換算

　中国には同じ苗字の人が多い――

ファーウェイ社員とのやりとりでそう感じてい

る読者の方 も々いらっしゃるだろう。中国の

2010年の国勢調査によると、最も多い上

位5つの姓（王、李、張、劉、陳）だけで全人

口の約30％、上位100位までの姓で82％

を占めている。

　大半の苗字は漢字1文字からなる「単

姓」だが、「欧陽（オウヤン）」「令狐（リン

フー）」「諸葛（ジューグ）」「司馬（スーマ）」

といった2文字以上の「複姓」も存在する。

「欧余山（浙江省にある山）の南」を意味す

る「欧陽」や、軍事を司る役職に由来する

「司馬」など、居住地や官職名などにちなん

だ漢民族の複姓と、「拓跋（トゥオバ）」「愛

新覚羅（アイシンジュエルオ）」など少数民

族の元々の姓の発音に漢字をあてたものが

ある。後者はのちに漢民族と政治的、文

化的に融合していくうちに単性に改められ

たものが多く、「拓跋」は北魏の孝文帝の

漢化政策により「元」に、清朝最後の皇

帝・溥儀の姓「愛新覚羅」は満州語の「ア

イシン」の原義である「金」に改姓された。

また、各民族の王族であったことから「王」

に改姓した姓もある。ちなみに、現在ファー

ウェイには「欧陽」姓が200名以上、「令

狐」姓が3名、「諸葛」姓と「司馬」姓がそ

れぞれ5名在籍している。

　同じく2文字の苗字でも、近年は父方と

母方の姓を重ねて名乗る「双姓」も出て

きている。夫婦別姓が原則の中国では子

どもには父方の姓を名乗らせるのが一般

的だが、一人っ子政策で兄弟姉妹がいな

い世代が親になり、女性側の姓を継ぐ者が

減っていくことを懸念して、両方の姓を重ね

ることが提唱された。双姓は、まぎらわしい同

姓同名を回避して個性に富んだ姓名を生

み、男女の平等を体現することにもなる。

　長い歴史の中で伝統を受け継ぎながら

進化してきた中国人の姓。次に「王さん」や

「李さん」に会ったときには、そのルーツをた

ずねてみるのもおもしろいだろう。

複姓 ～2文字以上の苗字Kaleidoscope 異文化の万華鏡

中国の代表的な姓を韻文形式で羅列した書『百家姓』。
北宋時代にできたとされ、子どもに漢字を教えるための教
科書として使われてきた。504の姓のうち単姓が444個、
複姓が60個含まれている

マーケティング＆ソリューション・セールス部 アシスタント　秘書課 課長
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きゅうさいこう

しょかつこうめい

せい

と

りゅうび ぶ  こう  し

じょうさん

こうえん

きん  り

かん さく こう

湖北省

江蘇省
四川省

上海

北京

広東省

江西省

河南省陝西省

ロシア連邦

モンゴル国

成都市

▲のんびりと
お茶を楽しむ
人々

◀泡菜

西遊記～はじまりのはじまり～

アイアンマン3

So Young～過ぎ去りし青春に捧ぐ～

パシフィック・リム

ライズ・オブ・シードラゴン 謎の鉄の爪

私人訂制（英題：Personal Tailor）

中国合伙人（英題：American Dreams in China）
北京遇上西雅图（英題：Finding Mr. Right）

小時代（英題：Tiny Times 1）

ゼロ・グラビティ

中国・香港

米国・中国

中国

米国

中国・香港

中国

中国・香港

中国・香港

中国・台湾

米国・英国

12.5億元（188億円）

7.7億元（116億円）

7.2億元（108億円）

7億元（105億円）

6億元（90億円）

5.9億元（89億円）

5.4億元（81億円）

5.2億元（78億円）

4.9億元（74億円）

4.4億元（66億円）

26億円

16億円

30億円
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