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います。
　この広告キャンペーンはシリーズ化され
ており、いずれも創意工夫を凝らしていま
すが、そのうちのひとつは、スイスに本部
がある世界最大の素粒子物理学研究機
関CERN（欧州原子核研究機構）が擁す
る世界最大の粒子加速器（ハドロン衝突
型加速器）の写真を起用しています。

　CERNと言えば、「神の粒子」とも呼ば
れるヒッグス粒子と一致する性質を持つ
粒子を発見したことで脚光を浴び、その
存在が広く一般の人 に々も知られるように
なりました。「神の粒子」と呼ばれているの
は、もしヒッグス粒子が存在しなければ、
宇宙を構成するすべての星や生命が生ま
れないという理論に由来しています。
　科学者たちは数十年もの歳月をかけ、
ヒッグス粒子の存在の究明に努めてきま
した。ヒッグス粒子の発見が難しかったの
は、それが非常に小さく、宇宙空間に密集
して存在しているため、検出するには宇宙
の誕生時のような大きなエネルギーを

使って空間から取り出さなければならな
かったからです。つまり、「ビッグ・バン」（宇
宙の大爆発）を人工的に再現させる実験
が必要でした。CERNはビッグ・バンに相
当する大爆発を生み出すために、90億ド
ル（約9,720億円※）もの研究資金を投じ大
型ハドロン衝突型加速器などの実験装置
を建設しました。その結果、2012年7月に、
人類にようやく「神様の足音」が聞こえた
のです。そして、「神の粒子」の発見は、恒
星、惑星や人類の存在のルーツを解明す
る上での重大発見となりました。
　こうして、科学者たちの揺るぎない信念
と長年にわたるたゆまぬ努力が、人類史上
の一大ブレイクスルーへと結実しました。
まさに、「厚積薄発」そのものです。それは
また、パイプ戦略に集中して投資してきた
ファーウェイの経営戦略とその企業文化
の価値観に通ずるものでもあります。

　ファーウェイは今年、「Leading New 

ICT, Building a Better Connected 

World」をテーマに『 Interop Tokyo 

2016』に出展し、優秀展示製品を表彰す
るBest of Show Awardにおいて4部門で
グランプリを受賞しました（P16参照）。
Best of Show Awardの受賞はこれで4

度目となりますが、今回のグランプリ受賞
は、ファーウェイが守り続けてきた「厚積
薄発」の精神が導いた結果であると受け
止めています。長期にわたる研究開発へ

の戦略投資と品質の飽くなき追求を、技
術の先進性と高い品質が求められる日本
市場において継続して評価いただいたこ
とを喜ぶと同時に、さらなる高みを目指す
決意で身がいっそう引き締まる思いです。
　グローバルに事業を展開するファー
ウェイにとって、日本はきわめて重要な市
場のひとつです。今後も投資を継続すると
同時に、日本のお客様のニーズを起点と
した技術提携に注力し、Win-Winの関係
を築き上げるべく、持続的なイノベーション
とグローバル・リソースの統合による優位
性を発揮していきます。そして、パートナー
の皆様と力を合わせて活気溢れるクラウ
ド・エコシステムを構築し、企業のデジタ
ル変革を支えながら、日本政府が掲げる
スマート・ジャパンICT戦略の実現をサ
ポートしてまいります。

　最後になりましたが、４月に発生した
熊本県を中心とする地震により亡くなられ
た方 に々謹んでお悔やみを申し上げますと
ともに、被災された皆様に心よりお見舞い
申し上げます。弊社は地震発生後、通信
事業者と協力して速やかに通信の復旧作
業を行い、また微力ながら、日本赤十字を
通じて会社と従業員から義捐金を寄附し
ました。被災地の方々が一日でも早く元通
りの生活を、そして、地域のシンボルであ
る熊本城が昔日の雄姿を取り戻すことを、
社員一同心よりお祈りいたします。

華為技術日本株式会社
代表取締役社長

王 剣峰 （ジェフ・ワン）
ワン　　ジェン   フォン

　近年、ブランド力向上に取り組んでいる
ファーウェイは、昨年末から中国ほか数か
国で企業広告キャンペーンを展開してい
ます。中国語では「厚積薄発（ホウジー
ボーファ）」、英語では「Focus, Perse-

vere, Breakthrough」をキャッチコピーと
した広告を、2月にバルセロナで開催され
た『MWC（Mobile World Congress） 
2016』や6月の『Interop Tokyo 2016』の
ファーウェイ・ブースで目にされた方も多
いでしょう。
　中国語の「厚積薄発」とは、中国古来
のことわざで、時間をかけて地道に努力を
重ね、確実に蓄積した力を少しずつ発揮
していくことを意味し、また、その力を重
要なことに集中して投入することも指して

※1米ドル＝108円換算

Message
f rom

the President

「厚積薄発」
目標の実現に向かって、
一意専心とたゆまぬ努力を

「厚積薄発」企業広告のキャンペーンに
ついて詳しい紹介はこちら（英語）
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「データの大洪水」から知識を獲得する
インテリジェントなネットワーク、端末、企業の実現に向けて

来るべきデジタル社会における
データの大洪水に備える――
ノアの方舟研究所のミッションは
人工知能技術によって
大量にあふれるデータから
知識を獲得することです。

ファーウェイのAI研究開発

AI

知能を持ったコンピューターを実現する――人工知能
（AI）の研究は1950年代に始まり、近年ディープラーニン
グの登場によって第3次ブームと呼ばれる発展期を迎え
ています。その応用範囲はあらゆる産業、あらゆる人間
の営みに及び、人工知能を活用した新たな事業やサー
ビスに関するニュースを聞かない日はありません。
今年3月には、グーグル・ディープマインドが開発した囲
碁プログラム『AlphaGo』が世界のトップ棋士に勝利した
ことが大きな話題となりました。1997年に人間のチェス・
プレーヤーを打ち負かしたIBMの『Deep Blue』は単一の
スーパー・コンピューター上で稼働していましたが、
『AlphaGo』はクラウド上のCPU 1,202基、GPU 176基と
いう莫大な計算力を駆使したディープラーニングにより、

指し手の可能性が10の170乗にも上るという複雑な囲
碁の対局を学習しています。人工知能は、ICTの進歩と
密接に結びつきながら発展を続けているのです。
ファーウェイは2012年から人工知能研究を本格化さ
せ、この分野に特化した研究開発拠点として『ノアの方
舟研究所（Noah’s Ark Lab）』を設立しました。端末、
ネットワーク、クラウドをエンド・ツー・エンドで手がけ
るICT企業として、大量のデータから価値ある知識を引
き出すさまざまなAI関連技術の研究開発に取り組んで
います。
今号のFeature Storyでは、同研究所の所長である李航
（リ・ハン）博士に、ファーウェイの人工知能研究のこれ
までの成果と未来について話を聞きました。
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　SDNはネットワークを制御部分と転
送部分に分離し、転送部分の制御をソ
フトウェアで行うことで利用状況に応じ
た柔軟な構成を可能にするものです。
『StreamSmart』は単一マシン上で1秒
間に100万件の事象を処理することが可
能で、ストリーム・データマイニングで広
く使われている『Apache Storm』の約2

倍、『Apache Spark』の約10倍にあたる
データ処理速度を達成しており、莫大な
トラフィック・データを高速で分析して制
御することにより、制御効率の高いSDN

を可能にしています。
　さらに、現状のSDNではあらかじめ設
定したプロトコルによって特定の状況下
における最適な制御を決定しています
が、これを機械学習で自動化し、状況の
変化に自律的かつ迅速に対応できるよう
になれば、SDNの柔軟性と堅牢性をより
高めることができます。データマイニング
によって最適な制御ポリシーを生成し、
その成否に基づいた強化学習を行うこ
とで精度を高めていくインテリジェント
なSDNの実現に向けて、開発を進めて
います（上図参照）。

編集部：顧客管理に活用されている事
例もありますね。
李：はい。通信事業者はサービスを通じ
て莫大なユーザー・データを収集してい
ます。こうしたビッグデータから有用な

情報を取り出して活用すれば、通信事
業者は大きな価値を得ることができま
す。上海テレコムではOSS（Operation 

Support System）とBSS（Business 

Support System）で1日に2テラバイト
以上ものユーザー・データを処理してい
ますが、このデータに対してビッグデー
タ・システムに機械学習させたところ、プ
リペイド・サービスを解約しそうなユー
ザーを96%という高確率で予測できまし
た。さらに、この結果に基づいて解約可
能性の高い顧客にはキャンペーンを自
動的に提供し、これまで10％ほどだった
解約率を約6％にまで低減しています（次
ページ上図参照）。こうしたビッグデータ
分析は、通信事業者に限らずさまざまな

業種で顧客関係管理に応用できるほか、
サプライチェーンや在庫の管理、離職傾
向の予測といった人事管理など、幅広い
展開の可能性があります。

編集部：すでに、ビジネスに直結する成
果を出しているのですね。
李：そうですね。よりユーザーに近いとこ
ろでは、スマートフォンへの応用も進め
ています。2014年以降中国国内で販売
しているファーウェイ製スマートフォンに
は、自然言語検索によるインテリジェン
ト・ヘルプ機能が搭載されています。従
来のようなキーワード検索ではなく、知
りたいことを音声あるいはテキスト入力に
より文章で質問して、クラウド上のシステ
ムから回答を得られる機能です。これは
一見すると単純な機能のように思えます
が、「インターネットにつなぎたい」という
ユーザーからの質問を、「ウェブへの接
続方法」として登録されている回答に結
びつけるのは容易なことではありません。
ファーウェイのインテリジェント・ヘルプ
ではランキング学習やセマンティック・
マッチングといった高度な検索機能を活
用し、質問の認識正解率90％以上、回
答の正答率92％という高い確度を実現

しています。このサービスは現在1日に10

万件ほど利用されています。
　また、アプリストアの検索とおすすめ機
能にも機械学習が応用されています。中
国国内にはアンドロイド・アプリをダウン
ロードできるアプリストアが数多くありま
すが、ファーウェイ・アプリストアはここ
数年で急速に利用者数を増やし、2015

年にはアプリのダウンロード数が175億
に達しました。この人気を支えているの
が、優れた検索・おすすめ機能です。こ
ちらも同様にランキング学習やセマン
ティック・マッチングによって数十億のイン
スタンスをもとにユーザーのニーズや好
みを学習し、的確な検索結果や「おすす
め」を表示します。2014年にこの機能を
実装後、検索したアプリ、「おすすめ」さ
れたアプリがダウンロードされる確率は
70％にまで上昇しました。

編集部：将来に向けて進行中の研究

開発プロジェクトにはどのようなものが
ありますか。
李：先ほど述べた自然言語検索をさらに
発展させたものとして、ディープラーニン
グにより自然言語で外界とやりとりできる

ニューラルネットワーク・システムの構
築を目指しています。人間どうしのきわ
めて複雑かつ多様な対話を機械が学習
し、自然な受け答えをすることは、人工
知能における最大の難題のひとつです。

　当研究所ではまずシンプルな一往復の
やりとりにフォーカスし、SNS上の莫大な
やりとりのデータをもとに対話のパターン
をディープラーニングで学習させ、自然
な対話を自動生成するシステムの開発に
取り組んでいます。データベースに蓄積
された発話の中から最適な受け答えを選
び出す検索型アプローチとは異なり、機
械が自ら文章を作り出すというのがこの
システムの特長です。これまでのところ、
時系列データを学習するリカレント・
ニューラルネットワークを用いて70万以
上の対話データから学習を行い、テキス
ト・メッセージを生成するニューラル対話
マシンの開発に世界で初めて成功してい
ます。生成されたメッセージのうち95％
が意味を成し、76％がやりとりとして自然
なものになっており、検索に基づく発話
生成よりも高い精度を達成しています。

編集部：将来的に人工知能の応用が進
む分野としてはどのようなところに注目さ
れていますか。
李：端末のスマート化はさらに進めてい
きたいと考えています。位置情報や利用
状況などのデータを活用し、端末側で
のレコメンド機能を強化する可能性はま
だまだあると思います。また、スマート・

ホームやスマート・パーキングなど、IoT

においても人工知能による自動化で効
率を向上していくことが重要になるで
しょう。

編集部：シンギュラリティ（人工知能が人
間の能力を超えること）の到来や、人間の
仕事が取って替わられるなど、人工知能
の過剰な進化を危惧する声もあります。
李：シンギュラリティの問題を含め、現在

人工知能に関してはさまざまな議論がな
されていますが、その多くは「知能とはな
にか」という定義が曖昧なまま行われて
いるように思えます。人間の知能は非常
に複雑であり、脳のしくみはいまだ完全
には解明されていません。知能とはなに
かについて共通の理解がない状態で、そ
の脅威を議論するのは建設的なことでは
ありません。もちろん、科学者の責務とし
て科学技術が社会に与える影響を常に
意識し、議論していくことは大切です。こ
の先、機械がどんどん賢くなっていくこと
は確かですし、『AlphaGo』のようなめざ
ましい成果も出てきています。しかし、人
間の脳とまったく同じように働く人工知
能、いわゆる「強いAI」が登場し、制御不
能になるという段階には当分は達しない
でしょう。

編集部：では、ノアの方舟研究所ではど
のような人工知能を目指しているので
しょうか。
李：人工知能に対するひとつの考え方と
して、EAI（Educated Artificial Intelli-

gence：教育型人工知能）というコンセ
プトを提唱しています。これはタスクの
解決にフォーカスし、人間が人工知能を
教育すると同時に、人工知能が自ら学習
し、人間が求める機能を提供するツール

となるという人工知能のあり方です。人
工知能は、タスクが特定されている場合
にはそれを解決することは得意です。例
えば自然言語分析では、文脈に依存す
る多様な意味の中から最適な解を導く
のは難しくても、具体的に文脈を与えさ
えすれば適切な回答を選択することがで
きます。さらにこれまでの研究から、
ディープラーニングのように統計的学習
と人間の脳を模倣したモデルとを組み合
わせたアプローチが、タスクの解決にお
いて最も効率のよい方法であることが示
されています。タスクを特定し、基本的
な枠組みを提示した上で機械学習させ
ることで、さまざまな用途で人間をサポー
トする人工知能を実現できるとわれわれ
は考えています。

編集部：李氏はかつて日本で長く研究さ
れていましたね。
李：1984年に京都大学に学部留学し、
情報工学の大家である長尾真先生のも
とで修士課程を修了しました。その後
NECの中央研究所で、現在東京大学で
教授を務める山西健司氏やIBMワトソン
研究所の研究員である安倍直樹氏らと
ともに機械学習の研究を進めるかたわ
ら、東京大学の辻井潤一先生（現・産業

技術総合研究所  人工知能研究セン
ター センター長）の研究室で博士号を
取得しました。現在も日本の研究者の
方 と々は学術上の交流が深く、早稲田大
学の酒井哲也教授や東京大学の杉山将
教授（理化学研究所  革新知能統合研
究センター センター長を兼務）などと共
同研究や情報交換を続けています。

編集部：ノアの方舟研究所はファーウェ
イのR&Dの中でも学術色の強い組織と
いえますね。
李：そうですね。とはいえ、研究にあたっ
ては常に実用化を視野に入れています。
ファーウェイはネットワークから端末まで
エンド・ツー・エンドでカバーした事業を
行っていますから、人工知能研究の成果
を幅広い範囲に応用できる可能性があ
ります。インテリジェントなネットワーク、

インテリジェントな端末、インテリジェン
トな企業の実現を第一義とし、事業部門
や製品・ソリューション開発と連携しな
がら、研究活動を行っています。

編集部：今後の人工知能研究、ノアの
方舟研究所のビジョンを聞かせてくだ
さい。
李：ビッグデータ解析やディープラー
ニングはこの10年間で想像をはるかに超
える劇的な進歩を遂げてきました。現在
も人工知能研究は日々進化を続けてお
り、10年後にどんな技術が登場している
のかは予測がつきません。「データの大洪
水」は人類全体に突き付けられている挑
戦です。この挑戦に立ち向かうための方
舟となる技術の実現に向けて、世界トッ
プクラスの研究所となることを目指して
いきます。

編集部：ノアの方舟研究所が設立された
背景についておしえてください。
李：ファーウェイの研究開発機関の総称
である『2012ラボ』は、創業者兼CEOの
任正非（レン・ジェンフェイ）が2009年に
公開された映画『2012』からヒントを得
て名づけたものなのですが、『ノアの方
舟』という名称もこの映画に由来してい
ます。来るべきデジタル社会における
データの大洪水に備えることを、人類を
救う方舟の逸話になぞらえたのです。機
械学習、データマイニングなどの人工知
能技術によって大量にあふれるデータか
ら知識を獲得し、それを応用へとつなげ
ることが当研究所のミッションです。ICT

を牽引するファーウェイにとって重要な
分野であるため、世界中から多くの優秀
な研究者を招き入れ、設立から数年で
大きく拡大してきました。大学や企業と
のコラボレーションも積極的に推進して
います。

編集部：おもにどのような研究開発を
行っているのでしょうか。
李：機械学習、データマイニング、自然言
語処理、情報・知識管理、インテリジェン
ト・システムという5つの領域を柱に、通信
ネットワーク、端末、企業ソリューション

というファーウェイの3つの事業分野に
沿った多岐にわたるプロジェクトに取り
組んでいます。すでに商用利用されてい
る技術もいくつかあります。

編集部：通信ネットワークに関する分野
では、これまでにどのような成果があり
ますか。
李：ひとつは、ファーウェイのGTS（グ
ローバル・テクニカル・サービス）で活用
されている、ネットワークの保守管理に
おけるアラームの自動処理です。ネット

ワークになんらかの不具合が生じてア
ラームが発生した際、その原因はさまざ
まであるものの、実際に対応が必要な事
象は一部にすぎません。アラームの原因
を特定し、対応の必要性を判断する作
業は、これまで人間が行っていました。
当研究所ではこのプロセスを自動化し、
原因を自動的に解析したのち、対応を要
する警告だけが現場に送られるシステム
を世界で初めて開発しました。これによ
り、不要なアラームを90％圧縮すること
に成功しています。
　また、当研究所で開発したストリーム・
データマイニング・プラットフォーム
『StreamSmart』は、ファーウェイの
SDNソリューションで利用されています。

データの大洪水に
立ち向かう方舟

インテリジェントな
通信ネットワークを実現
ビッグデータ解析で
サービス解約率の低減も

1984年に来日、京都大学工学部電気電子工学科卒業後、同大学院工学研究科で計算機科学の修
士号を取得。1991年から2001年までNEC中央研究所に在職しながら、1998年に東京大学大学院
工学系研究科で博士号を取得。マイクロソフト・リサーチ・アジアを経て、2012年にチーフ・サイエン
ティストとしてファーウェイに入社、2015年より現職。統計的機械学習、情報検索、データマイニング、
自然言語処理を専門分野とし、数多くの国際学会で要職を務めるほか、北京大学、南京大学などで
教鞭も取っている。

2012年、ファーウェイの研究開発機能を統括する『2012ラボ』内に、人工知能の研究開発に特化し
た研究所として設立。深圳と香港を拠点に約50名の研究者が在籍し、香港科技大学、中国科学院、
清華大学、イリノイ大学シカゴ校、南カリフォルニア大学、ダブリン・シティ大学など世界各地の大学
や研究機関と共同研究を行っている。今後は北米をはじめ各国に拠点を展開していく計画。

ファーウェイ  ノアの方舟研究所（Noah’s Ark Lab）  所長
李航（リ・ハン）

ノアの方舟研究所
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中国国内で販売されているファーウェイのスマートフォンに搭載されたインテリジェント・ヘルプ

ネットワーク状況のサンプリング指示

ネットワーク状況の情報

ネットワーク制御シグナル

ネットワークに新たに流入するフロー

ネットワークからのフィードバック情報
ネットワーク

フロー情報処理モジュールポリシー生成モジュール

SDNコントローラー

ネットワーク状況の
監視・予測モジュール

通話品質に
関するデータ

データ通信に
関するデータ

ユーザーの
移動経路に
関するデータ

データ統合／ETL（抽出・変換・ロード）／前処理

データ・バス

ビッグデータのモデリングとマイニング

ケイパビリティ・バス

デ
ー
タ
・レ
イ
ヤ
ー

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ・

レ
イ
ヤ
ー

Spark SQL Hive Hadoop

ビジネス・コンポーネント ネットワーク・コンポーネント

1日あたりの
データ量

総データ量
2.3T／日

高精度な
マーケティング

エクスペリエンス
の向上
契約維持

ネットワーク・
プランニング
最適化

データの
開示

内部向け：ビジネス・プロセスの最適化 外部向け：
収益化

データの
リソース

ビッグデータ・
プラットフォーム

アプリケーション・
レイヤー

データ・モデリング・フレームワーク

データの収集

データの統合

データのモデリング

結果の出力

効果の評価

CDR：Customer Detailed Records　CS：Circuit Switch　PS：Packet Switch　MR：Measurement Report

音声通話・
SMS
のCDR

課金クレームユーザー
行動

4.1G 0.8G 0.8G 18.3G
CS PS MR

34G 1.0T 1.2T

BSS OSS

上海テレコムでは、
サービスを通じて得られる
莫大なユーザー・データから
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解約率を6％まで低減しました。
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　SDNはネットワークを制御部分と転
送部分に分離し、転送部分の制御をソ
フトウェアで行うことで利用状況に応じ
た柔軟な構成を可能にするものです。
『StreamSmart』は単一マシン上で1秒
間に100万件の事象を処理することが可
能で、ストリーム・データマイニングで広
く使われている『Apache Storm』の約2

倍、『Apache Spark』の約10倍にあたる
データ処理速度を達成しており、莫大な
トラフィック・データを高速で分析して制
御することにより、制御効率の高いSDN

を可能にしています。
　さらに、現状のSDNではあらかじめ設
定したプロトコルによって特定の状況下
における最適な制御を決定しています
が、これを機械学習で自動化し、状況の
変化に自律的かつ迅速に対応できるよう
になれば、SDNの柔軟性と堅牢性をより
高めることができます。データマイニング
によって最適な制御ポリシーを生成し、
その成否に基づいた強化学習を行うこ
とで精度を高めていくインテリジェント
なSDNの実現に向けて、開発を進めて
います（上図参照）。

編集部：顧客管理に活用されている事
例もありますね。
李：はい。通信事業者はサービスを通じ
て莫大なユーザー・データを収集してい
ます。こうしたビッグデータから有用な

情報を取り出して活用すれば、通信事
業者は大きな価値を得ることができま
す。上海テレコムではOSS（Operation 

Support System）とBSS（Business 

Support System）で1日に2テラバイト
以上ものユーザー・データを処理してい
ますが、このデータに対してビッグデー
タ・システムに機械学習させたところ、プ
リペイド・サービスを解約しそうなユー
ザーを96%という高確率で予測できまし
た。さらに、この結果に基づいて解約可
能性の高い顧客にはキャンペーンを自
動的に提供し、これまで10％ほどだった
解約率を約6％にまで低減しています（次
ページ上図参照）。こうしたビッグデータ
分析は、通信事業者に限らずさまざまな

業種で顧客関係管理に応用できるほか、
サプライチェーンや在庫の管理、離職傾
向の予測といった人事管理など、幅広い
展開の可能性があります。

編集部：すでに、ビジネスに直結する成
果を出しているのですね。
李：そうですね。よりユーザーに近いとこ
ろでは、スマートフォンへの応用も進め
ています。2014年以降中国国内で販売
しているファーウェイ製スマートフォンに
は、自然言語検索によるインテリジェン
ト・ヘルプ機能が搭載されています。従
来のようなキーワード検索ではなく、知
りたいことを音声あるいはテキスト入力に
より文章で質問して、クラウド上のシステ
ムから回答を得られる機能です。これは
一見すると単純な機能のように思えます
が、「インターネットにつなぎたい」という
ユーザーからの質問を、「ウェブへの接
続方法」として登録されている回答に結
びつけるのは容易なことではありません。
ファーウェイのインテリジェント・ヘルプ
ではランキング学習やセマンティック・
マッチングといった高度な検索機能を活
用し、質問の認識正解率90％以上、回
答の正答率92％という高い確度を実現

しています。このサービスは現在1日に10

万件ほど利用されています。
　また、アプリストアの検索とおすすめ機
能にも機械学習が応用されています。中
国国内にはアンドロイド・アプリをダウン
ロードできるアプリストアが数多くありま
すが、ファーウェイ・アプリストアはここ
数年で急速に利用者数を増やし、2015

年にはアプリのダウンロード数が175億
に達しました。この人気を支えているの
が、優れた検索・おすすめ機能です。こ
ちらも同様にランキング学習やセマン
ティック・マッチングによって数十億のイン
スタンスをもとにユーザーのニーズや好
みを学習し、的確な検索結果や「おすす
め」を表示します。2014年にこの機能を
実装後、検索したアプリ、「おすすめ」さ
れたアプリがダウンロードされる確率は
70％にまで上昇しました。

編集部：将来に向けて進行中の研究

開発プロジェクトにはどのようなものが
ありますか。
李：先ほど述べた自然言語検索をさらに
発展させたものとして、ディープラーニン
グにより自然言語で外界とやりとりできる

ニューラルネットワーク・システムの構
築を目指しています。人間どうしのきわ
めて複雑かつ多様な対話を機械が学習
し、自然な受け答えをすることは、人工
知能における最大の難題のひとつです。

　当研究所ではまずシンプルな一往復の
やりとりにフォーカスし、SNS上の莫大な
やりとりのデータをもとに対話のパターン
をディープラーニングで学習させ、自然
な対話を自動生成するシステムの開発に
取り組んでいます。データベースに蓄積
された発話の中から最適な受け答えを選
び出す検索型アプローチとは異なり、機
械が自ら文章を作り出すというのがこの
システムの特長です。これまでのところ、
時系列データを学習するリカレント・
ニューラルネットワークを用いて70万以
上の対話データから学習を行い、テキス
ト・メッセージを生成するニューラル対話
マシンの開発に世界で初めて成功してい
ます。生成されたメッセージのうち95％
が意味を成し、76％がやりとりとして自然
なものになっており、検索に基づく発話
生成よりも高い精度を達成しています。

編集部：将来的に人工知能の応用が進
む分野としてはどのようなところに注目さ
れていますか。
李：端末のスマート化はさらに進めてい
きたいと考えています。位置情報や利用
状況などのデータを活用し、端末側で
のレコメンド機能を強化する可能性はま
だまだあると思います。また、スマート・

ホームやスマート・パーキングなど、IoT

においても人工知能による自動化で効
率を向上していくことが重要になるで
しょう。

編集部：シンギュラリティ（人工知能が人
間の能力を超えること）の到来や、人間の
仕事が取って替わられるなど、人工知能
の過剰な進化を危惧する声もあります。
李：シンギュラリティの問題を含め、現在

人工知能に関してはさまざまな議論がな
されていますが、その多くは「知能とはな
にか」という定義が曖昧なまま行われて
いるように思えます。人間の知能は非常
に複雑であり、脳のしくみはいまだ完全
には解明されていません。知能とはなに
かについて共通の理解がない状態で、そ
の脅威を議論するのは建設的なことでは
ありません。もちろん、科学者の責務とし
て科学技術が社会に与える影響を常に
意識し、議論していくことは大切です。こ
の先、機械がどんどん賢くなっていくこと
は確かですし、『AlphaGo』のようなめざ
ましい成果も出てきています。しかし、人
間の脳とまったく同じように働く人工知
能、いわゆる「強いAI」が登場し、制御不
能になるという段階には当分は達しない
でしょう。

編集部：では、ノアの方舟研究所ではど
のような人工知能を目指しているので
しょうか。
李：人工知能に対するひとつの考え方と
して、EAI（Educated Artificial Intelli-

gence：教育型人工知能）というコンセ
プトを提唱しています。これはタスクの
解決にフォーカスし、人間が人工知能を
教育すると同時に、人工知能が自ら学習
し、人間が求める機能を提供するツール

となるという人工知能のあり方です。人
工知能は、タスクが特定されている場合
にはそれを解決することは得意です。例
えば自然言語分析では、文脈に依存す
る多様な意味の中から最適な解を導く
のは難しくても、具体的に文脈を与えさ
えすれば適切な回答を選択することがで
きます。さらにこれまでの研究から、
ディープラーニングのように統計的学習
と人間の脳を模倣したモデルとを組み合
わせたアプローチが、タスクの解決にお
いて最も効率のよい方法であることが示
されています。タスクを特定し、基本的
な枠組みを提示した上で機械学習させ
ることで、さまざまな用途で人間をサポー
トする人工知能を実現できるとわれわれ
は考えています。

編集部：李氏はかつて日本で長く研究さ
れていましたね。
李：1984年に京都大学に学部留学し、
情報工学の大家である長尾真先生のも
とで修士課程を修了しました。その後
NECの中央研究所で、現在東京大学で
教授を務める山西健司氏やIBMワトソン
研究所の研究員である安倍直樹氏らと
ともに機械学習の研究を進めるかたわ
ら、東京大学の辻井潤一先生（現・産業

技術総合研究所  人工知能研究セン
ター センター長）の研究室で博士号を
取得しました。現在も日本の研究者の
方 と々は学術上の交流が深く、早稲田大
学の酒井哲也教授や東京大学の杉山将
教授（理化学研究所  革新知能統合研
究センター センター長を兼務）などと共
同研究や情報交換を続けています。

編集部：ノアの方舟研究所はファーウェ
イのR&Dの中でも学術色の強い組織と
いえますね。
李：そうですね。とはいえ、研究にあたっ
ては常に実用化を視野に入れています。
ファーウェイはネットワークから端末まで
エンド・ツー・エンドでカバーした事業を
行っていますから、人工知能研究の成果
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がら、研究活動を行っています。

編集部：今後の人工知能研究、ノアの
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さい。
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える劇的な進歩を遂げてきました。現在
も人工知能研究は日々進化を続けてお
り、10年後にどんな技術が登場している
のかは予測がつきません。「データの大洪
水」は人類全体に突き付けられている挑
戦です。この挑戦に立ち向かうための方
舟となる技術の実現に向けて、世界トッ
プクラスの研究所となることを目指して
いきます。

編集部：ノアの方舟研究所が設立された
背景についておしえてください。
李：ファーウェイの研究開発機関の総称
である『2012ラボ』は、創業者兼CEOの
任正非（レン・ジェンフェイ）が2009年に
公開された映画『2012』からヒントを得
て名づけたものなのですが、『ノアの方
舟』という名称もこの映画に由来してい
ます。来るべきデジタル社会における
データの大洪水に備えることを、人類を
救う方舟の逸話になぞらえたのです。機
械学習、データマイニングなどの人工知
能技術によって大量にあふれるデータか
ら知識を獲得し、それを応用へとつなげ
ることが当研究所のミッションです。ICT

を牽引するファーウェイにとって重要な
分野であるため、世界中から多くの優秀
な研究者を招き入れ、設立から数年で
大きく拡大してきました。大学や企業と
のコラボレーションも積極的に推進して
います。

編集部：おもにどのような研究開発を
行っているのでしょうか。
李：機械学習、データマイニング、自然言
語処理、情報・知識管理、インテリジェン
ト・システムという5つの領域を柱に、通信
ネットワーク、端末、企業ソリューション

というファーウェイの3つの事業分野に
沿った多岐にわたるプロジェクトに取り
組んでいます。すでに商用利用されてい
る技術もいくつかあります。

編集部：通信ネットワークに関する分野
では、これまでにどのような成果があり
ますか。
李：ひとつは、ファーウェイのGTS（グ
ローバル・テクニカル・サービス）で活用
されている、ネットワークの保守管理に
おけるアラームの自動処理です。ネット

ワークになんらかの不具合が生じてア
ラームが発生した際、その原因はさまざ
まであるものの、実際に対応が必要な事
象は一部にすぎません。アラームの原因
を特定し、対応の必要性を判断する作
業は、これまで人間が行っていました。
当研究所ではこのプロセスを自動化し、
原因を自動的に解析したのち、対応を要
する警告だけが現場に送られるシステム
を世界で初めて開発しました。これによ
り、不要なアラームを90％圧縮すること
に成功しています。
　また、当研究所で開発したストリーム・
データマイニング・プラットフォーム
『StreamSmart』は、ファーウェイの
SDNソリューションで利用されています。

自然言語を理解するヘルプ機能
学習するアプリストア

世界初、自動で発話する
ニューラル対話マシン

人工知能を取り入れたSDNのアーキテクチャ。ネットワークから常時流れてくるデータをモニタリングし、自動的に
制御ポリシーを生成。制御の成否をフィードバック情報として受け取り、それをもとに学習を強化していくことで、
状況に合わせたポリシー生成の精度を高めていく

BSS／OSSを活用したビッグデータ解析システム。BSSからユーザーのサービス利用に関するデータ、OSSからネットワークの利用状況に関する
データを収集し、機械学習によって解約可能性の高いユーザーを予測した上で、該当顧客にキャンペーンを提供する
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ディープラーニングによって
対話のパターンを学習し
自然な発話を自動生成する
対話マシンの開発に
世界で初めて成功しています。

人間が教育すると同時に、
自ら学習し、人間をサポートする
教育型人工知能の
実現を目指します。

人間の知能は非常に複雑です。
知能に対する共通の理解がないまま、
その脅威を議論するのは
建設的ではありません。
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　SDNはネットワークを制御部分と転
送部分に分離し、転送部分の制御をソ
フトウェアで行うことで利用状況に応じ
た柔軟な構成を可能にするものです。
『StreamSmart』は単一マシン上で1秒
間に100万件の事象を処理することが可
能で、ストリーム・データマイニングで広
く使われている『Apache Storm』の約2

倍、『Apache Spark』の約10倍にあたる
データ処理速度を達成しており、莫大な
トラフィック・データを高速で分析して制
御することにより、制御効率の高いSDN

を可能にしています。
　さらに、現状のSDNではあらかじめ設
定したプロトコルによって特定の状況下
における最適な制御を決定しています
が、これを機械学習で自動化し、状況の
変化に自律的かつ迅速に対応できるよう
になれば、SDNの柔軟性と堅牢性をより
高めることができます。データマイニング
によって最適な制御ポリシーを生成し、
その成否に基づいた強化学習を行うこ
とで精度を高めていくインテリジェント
なSDNの実現に向けて、開発を進めて
います（上図参照）。

編集部：顧客管理に活用されている事
例もありますね。
李：はい。通信事業者はサービスを通じ
て莫大なユーザー・データを収集してい
ます。こうしたビッグデータから有用な

情報を取り出して活用すれば、通信事
業者は大きな価値を得ることができま
す。上海テレコムではOSS（Operation 

Support System）とBSS（Business 

Support System）で1日に2テラバイト
以上ものユーザー・データを処理してい
ますが、このデータに対してビッグデー
タ・システムに機械学習させたところ、プ
リペイド・サービスを解約しそうなユー
ザーを96%という高確率で予測できまし
た。さらに、この結果に基づいて解約可
能性の高い顧客にはキャンペーンを自
動的に提供し、これまで10％ほどだった
解約率を約6％にまで低減しています（次
ページ上図参照）。こうしたビッグデータ
分析は、通信事業者に限らずさまざまな

業種で顧客関係管理に応用できるほか、
サプライチェーンや在庫の管理、離職傾
向の予測といった人事管理など、幅広い
展開の可能性があります。

編集部：すでに、ビジネスに直結する成
果を出しているのですね。
李：そうですね。よりユーザーに近いとこ
ろでは、スマートフォンへの応用も進め
ています。2014年以降中国国内で販売
しているファーウェイ製スマートフォンに
は、自然言語検索によるインテリジェン
ト・ヘルプ機能が搭載されています。従
来のようなキーワード検索ではなく、知
りたいことを音声あるいはテキスト入力に
より文章で質問して、クラウド上のシステ
ムから回答を得られる機能です。これは
一見すると単純な機能のように思えます
が、「インターネットにつなぎたい」という
ユーザーからの質問を、「ウェブへの接
続方法」として登録されている回答に結
びつけるのは容易なことではありません。
ファーウェイのインテリジェント・ヘルプ
ではランキング学習やセマンティック・
マッチングといった高度な検索機能を活
用し、質問の認識正解率90％以上、回
答の正答率92％という高い確度を実現

しています。このサービスは現在1日に10

万件ほど利用されています。
　また、アプリストアの検索とおすすめ機
能にも機械学習が応用されています。中
国国内にはアンドロイド・アプリをダウン
ロードできるアプリストアが数多くありま
すが、ファーウェイ・アプリストアはここ
数年で急速に利用者数を増やし、2015

年にはアプリのダウンロード数が175億
に達しました。この人気を支えているの
が、優れた検索・おすすめ機能です。こ
ちらも同様にランキング学習やセマン
ティック・マッチングによって数十億のイン
スタンスをもとにユーザーのニーズや好
みを学習し、的確な検索結果や「おすす
め」を表示します。2014年にこの機能を
実装後、検索したアプリ、「おすすめ」さ
れたアプリがダウンロードされる確率は
70％にまで上昇しました。

編集部：将来に向けて進行中の研究

開発プロジェクトにはどのようなものが
ありますか。
李：先ほど述べた自然言語検索をさらに
発展させたものとして、ディープラーニン
グにより自然言語で外界とやりとりできる

ニューラルネットワーク・システムの構
築を目指しています。人間どうしのきわ
めて複雑かつ多様な対話を機械が学習
し、自然な受け答えをすることは、人工
知能における最大の難題のひとつです。

　当研究所ではまずシンプルな一往復の
やりとりにフォーカスし、SNS上の莫大な
やりとりのデータをもとに対話のパターン
をディープラーニングで学習させ、自然
な対話を自動生成するシステムの開発に
取り組んでいます。データベースに蓄積
された発話の中から最適な受け答えを選
び出す検索型アプローチとは異なり、機
械が自ら文章を作り出すというのがこの
システムの特長です。これまでのところ、
時系列データを学習するリカレント・
ニューラルネットワークを用いて70万以
上の対話データから学習を行い、テキス
ト・メッセージを生成するニューラル対話
マシンの開発に世界で初めて成功してい
ます。生成されたメッセージのうち95％
が意味を成し、76％がやりとりとして自然
なものになっており、検索に基づく発話
生成よりも高い精度を達成しています。

編集部：将来的に人工知能の応用が進
む分野としてはどのようなところに注目さ
れていますか。
李：端末のスマート化はさらに進めてい
きたいと考えています。位置情報や利用
状況などのデータを活用し、端末側で
のレコメンド機能を強化する可能性はま
だまだあると思います。また、スマート・

ホームやスマート・パーキングなど、IoT

においても人工知能による自動化で効
率を向上していくことが重要になるで
しょう。

編集部：シンギュラリティ（人工知能が人
間の能力を超えること）の到来や、人間の
仕事が取って替わられるなど、人工知能
の過剰な進化を危惧する声もあります。
李：シンギュラリティの問題を含め、現在

人工知能に関してはさまざまな議論がな
されていますが、その多くは「知能とはな
にか」という定義が曖昧なまま行われて
いるように思えます。人間の知能は非常
に複雑であり、脳のしくみはいまだ完全
には解明されていません。知能とはなに
かについて共通の理解がない状態で、そ
の脅威を議論するのは建設的なことでは
ありません。もちろん、科学者の責務とし
て科学技術が社会に与える影響を常に
意識し、議論していくことは大切です。こ
の先、機械がどんどん賢くなっていくこと
は確かですし、『AlphaGo』のようなめざ
ましい成果も出てきています。しかし、人
間の脳とまったく同じように働く人工知
能、いわゆる「強いAI」が登場し、制御不
能になるという段階には当分は達しない
でしょう。

編集部：では、ノアの方舟研究所ではど
のような人工知能を目指しているので
しょうか。
李：人工知能に対するひとつの考え方と
して、EAI（Educated Artificial Intelli-

gence：教育型人工知能）というコンセ
プトを提唱しています。これはタスクの
解決にフォーカスし、人間が人工知能を
教育すると同時に、人工知能が自ら学習
し、人間が求める機能を提供するツール

となるという人工知能のあり方です。人
工知能は、タスクが特定されている場合
にはそれを解決することは得意です。例
えば自然言語分析では、文脈に依存す
る多様な意味の中から最適な解を導く
のは難しくても、具体的に文脈を与えさ
えすれば適切な回答を選択することがで
きます。さらにこれまでの研究から、
ディープラーニングのように統計的学習
と人間の脳を模倣したモデルとを組み合
わせたアプローチが、タスクの解決にお
いて最も効率のよい方法であることが示
されています。タスクを特定し、基本的
な枠組みを提示した上で機械学習させ
ることで、さまざまな用途で人間をサポー
トする人工知能を実現できるとわれわれ
は考えています。

編集部：李氏はかつて日本で長く研究さ
れていましたね。
李：1984年に京都大学に学部留学し、
情報工学の大家である長尾真先生のも
とで修士課程を修了しました。その後
NECの中央研究所で、現在東京大学で
教授を務める山西健司氏やIBMワトソン
研究所の研究員である安倍直樹氏らと
ともに機械学習の研究を進めるかたわ
ら、東京大学の辻井潤一先生（現・産業

技術総合研究所  人工知能研究セン
ター センター長）の研究室で博士号を
取得しました。現在も日本の研究者の
方 と々は学術上の交流が深く、早稲田大
学の酒井哲也教授や東京大学の杉山将
教授（理化学研究所  革新知能統合研
究センター センター長を兼務）などと共
同研究や情報交換を続けています。

編集部：ノアの方舟研究所はファーウェ
イのR&Dの中でも学術色の強い組織と
いえますね。
李：そうですね。とはいえ、研究にあたっ
ては常に実用化を視野に入れています。
ファーウェイはネットワークから端末まで
エンド・ツー・エンドでカバーした事業を
行っていますから、人工知能研究の成果
を幅広い範囲に応用できる可能性があ
ります。インテリジェントなネットワーク、

インテリジェントな端末、インテリジェン
トな企業の実現を第一義とし、事業部門
や製品・ソリューション開発と連携しな
がら、研究活動を行っています。

編集部：今後の人工知能研究、ノアの
方舟研究所のビジョンを聞かせてくだ
さい。
李：ビッグデータ解析やディープラー
ニングはこの10年間で想像をはるかに超
える劇的な進歩を遂げてきました。現在
も人工知能研究は日々進化を続けてお
り、10年後にどんな技術が登場している
のかは予測がつきません。「データの大洪
水」は人類全体に突き付けられている挑
戦です。この挑戦に立ち向かうための方
舟となる技術の実現に向けて、世界トッ
プクラスの研究所となることを目指して
いきます。

編集部：ノアの方舟研究所が設立された
背景についておしえてください。
李：ファーウェイの研究開発機関の総称
である『2012ラボ』は、創業者兼CEOの
任正非（レン・ジェンフェイ）が2009年に
公開された映画『2012』からヒントを得
て名づけたものなのですが、『ノアの方
舟』という名称もこの映画に由来してい
ます。来るべきデジタル社会における
データの大洪水に備えることを、人類を
救う方舟の逸話になぞらえたのです。機
械学習、データマイニングなどの人工知
能技術によって大量にあふれるデータか
ら知識を獲得し、それを応用へとつなげ
ることが当研究所のミッションです。ICT

を牽引するファーウェイにとって重要な
分野であるため、世界中から多くの優秀
な研究者を招き入れ、設立から数年で
大きく拡大してきました。大学や企業と
のコラボレーションも積極的に推進して
います。

編集部：おもにどのような研究開発を
行っているのでしょうか。
李：機械学習、データマイニング、自然言
語処理、情報・知識管理、インテリジェン
ト・システムという5つの領域を柱に、通信
ネットワーク、端末、企業ソリューション

というファーウェイの3つの事業分野に
沿った多岐にわたるプロジェクトに取り
組んでいます。すでに商用利用されてい
る技術もいくつかあります。

編集部：通信ネットワークに関する分野
では、これまでにどのような成果があり
ますか。
李：ひとつは、ファーウェイのGTS（グ
ローバル・テクニカル・サービス）で活用
されている、ネットワークの保守管理に
おけるアラームの自動処理です。ネット

ワークになんらかの不具合が生じてア
ラームが発生した際、その原因はさまざ
まであるものの、実際に対応が必要な事
象は一部にすぎません。アラームの原因
を特定し、対応の必要性を判断する作
業は、これまで人間が行っていました。
当研究所ではこのプロセスを自動化し、
原因を自動的に解析したのち、対応を要
する警告だけが現場に送られるシステム
を世界で初めて開発しました。これによ
り、不要なアラームを90％圧縮すること
に成功しています。
　また、当研究所で開発したストリーム・
データマイニング・プラットフォーム
『StreamSmart』は、ファーウェイの
SDNソリューションで利用されています。

人間と共存し、
人間をサポートする
教育型人工知能

実用化を視野に入れ
トップクラスの研究所を目指す

ニューラル対話マシンによる発話生成の例。検索ベースの発話よりも適切な受け答えができている

呼びかけ ニューラル対話マシンの
発話 検索ベースの発話

毎年元旦都来高焼。
（毎年元旦になると高熱が
出るんだ。）

祝早日康復, 身体健康！
（早くよくなって、お大事に
ね！）

又老了一歳 ,  感謝我們組 ,  
我很高興。
（またひとつ歳を取りました。
チームのみんなに感謝しま
す。とても幸せです。）

老了老了, 歳月不饒人啊！
（歳を取ったね、年月には勝
てないよ！）

我只是老了一歳。
（私はただひとつ歳を取りま
した。）

高焼…（高熱…。）
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鉄道会社がモバイル通信キャリアになる――。一見、意外に思えるこの取り
組みに挑んだのは、阪急阪神ホールディングスグループの1社である阪神電
気鉄道株式会社です。昨年の制度改正を商機ととらえ、高度化方式の地域
BWA（Broadband Wireless Access：ブロードバンド無線アクセス）事業
の本格展開を開始しました。アクセス・ネットワークだけでなくコア設備まで
所有し、SIMカードも自社発行することで、柔軟で自由度の高いサービス提供
を実現しています。今号の『HuaWave』では、阪神電気鉄道株式会社 コミュ
ニケーションメディア統括部長 古庄恵浩氏に、同社における地域BWA事業
の戦略や今後の展開などについてお話を伺いました。

阪急阪神ホールディングスグループのコア
事業は、都市交通、不動産、エンターテイ
メント・コミュニケーション、旅行、国際輸
送、ホテルの6つ。阪神電気鉄道株式会社
コミュニケーション事業統括部はエンター
テイメント・コミュニケーション事業の一部と
して、ケーブルテレビ放送やインターネット
事業など情報通信分野の事業を統括する。
地域BWA事業は傘下の事業会社であるベ
イ・コミュニケーションズと阪神ケーブルエン
ジニアリングが中心となって展開している。

阪神電気鉄道株式会社
コミュニケーションメディア統括部

地域BWA高度化の商機に
すばやく対応

コア設備からSIMカードまで
自社調達で自由度を確保

編集部：鉄道会社である御社が通信事
業を展開するにはどのような背景があっ
たのでしょうか。
古庄氏：当社グループにはもともとケー
ブルテレビ（CATV）事業を手がけるベ
イ・コミュニケーションズがあり、同社の
サービスとしてケーブルによるインター
ネット接続を提供していましたが、無線
通信が普及していくにつれ、今後は固定
のサービスだけでは先行きが厳しくなる
という危機感が生まれ、2010年から地
域WiMAX事業をスタートしました。また、
同じくグループ会社のアイテック阪急阪
神が中心となって、鉄道の各駅や商業
施設、甲子園球場などグループ施設で
のWi-Fiスポット展開も実施しています。

編集部：CATV事業から発展してきたの
ですね。
古庄氏：はい。CATV関連をはじめとする
電気通信工事を行う阪神ケーブルエン
ジニアリングも傘下にあり、地域WiMAX

事業以前から通信事業に関連するノウハ
ウを蓄積していました。しかし、ベイ・コ
ミュニケーションズが提供していた地域
WiMAXは、制度上の制約で周波数帯域
幅が10MHz、通信方式はWiMAXのみに
限られており、最大でも10Mbps程度の
通信速度しか出すことができず、期待し
たほど普及しませんでした。こうした状況
の中、総務省によって2014年に地域
BWA高度化に向けた制度改革が実施さ
れ、2015年7月には使用可能な帯域幅が
2倍となり、通信方式としてLTE（AXGP、
WiMAX R2.1AE）が選択可能になりま
した。これにより、下り最大110Mbpsの
通信が可能になったのです。
編集部：制度改正後、いちはやく無線局
免許を取得されましたね。

古庄氏：これまでのノウハウを生かしつ
つ、さらに利便性の高いサービスを提供
できるチャンスだと思いました。広域展
開を視野に、まずは新規事業として事業
エリアが限定されない阪神ケーブルエン
ジニアリングが制度改正から2か月後の9

月に免許を取得し、その後、地域WiMAX

事業者として実績のあるベイ・コミュニ
ケーションズと姫路ケーブルテレビがこ
れに続きました。

編集部：高度化地域BWA事業を開始す
るにあたって、鉄道会社としての強みが
どのように生かされたのでしょうか。
古庄氏：当社の一番の強みは、地域を
支えてきたからこその信頼だと思います。
鉄道サービスを地域の皆さんに長年ご
利用いただいている会社ですから、基地
局の設置場所を確保するにも、敷地の
オーナーに「阪神電鉄です」と言えば話
がスムーズに進むのです。また、CATVや
インターネット、WiMAXのサービスを販
売してきたベイ・コミュニケーションズと
姫路ケーブルテレビ、電気通信工事を

行う阪神ケーブルエンジニアリング、SIer

としてシステム構築に実績のあるアイ
テック阪急阪神と、通信事業を展開する
上で要となる業務がグループ内でできる
という点も大きな後押しとなりました。

編集部：コア・ネットワークから構築する
ことにしたのはどうしてでしょうか。
古庄氏：地域BWAの役割は、地域の公
共の福祉に無線通信を役立てることで
す。そのためには、各地域のニーズに合
わせたサービスの提供が必要になりま
す。MVNOとして回線を借り受ける場
合にはコア設備側での回線設定を自由
に改変することはできませんし、コスト
もかかります。一方、コア設備を所有し
て通信の優先度（QoS）設定や閉域網
の構築が自由にできれば、自治体と連
携した地域の防犯システムや災害時の
通信システムなど、さまざまな用途への
活用を柔軟かつ低コストで実現できる
と考えました。また、自社だけでなく全
国各地の事業者にコア設備を利用して
いただくことも、当初から視野に入れて
いました。地域の事業者は各エリアで基
地局を構築して当社のコア設備に接続

地域のニーズに合わせた
柔軟なLTEサービスを実現
コア設備の共有で広がる
高度化地域BWAの可能性

阪神電気鉄道株式会社
コミュニケーションメディア統括部長  古庄恵浩氏に聞く することで、容易に地域BWA事業に参

入できるようになります。

編集部：SIMカードも自社発行されてい
ますね。
古庄氏：はい。阪神ケーブルエンジニア
リングがIMSI（International Mobile 

Subscriber Identity：加入者識別番号）
とICCID（IC Card Identifier：ICカード
識別番号）を取得し、SIMカードを発行し
ています。これもまた、対応端末を調達す
る際の自由度を確保するためです。とは
いえ、もともと通信事業者ではないわれ
われがSIMカードの発行申請をするのは
簡単なことではありませんでした。ETSI

（欧州電気通信標準化協会）やISO（国際
標準化機構）、3GPP（3rd Generation 

Partnership Project）などの規格書を
必死に読み解いて、スイスのITU（国際電
気通信連合会）本部に申請が受理される
までに3か月かかりました。
　SIMカードの調達も自分たちで行い
ました。世界中のメーカーを探しまわっ
た末、1枚で「nanoSIM」「microSIM」
「miniSIM」の3サイズに対応できるSIM

カードをドイツの企業が作っていることを

知り、日本国内の代理店を通して調達し
たのです。さらに、このSIMカードにどん
な情報をどのように書き込むのかを決め
る必要がありました。コア設備、基地局、
端末の仕様を一つひとつ確認しながら、
確実に接続できるよう取りまとめていきま
した。カードのセキュリティやバックアップ

などの設定に関しては、鉄道事業でIC乗
車券を扱う際の知見が役立ちました。

編集部：これほどの規模の新規事業をす
べて自前で立ち上げるのは相当なご苦労
だったのではないでしょうか。
古庄氏：そうですね。SIMカードの発行だ
けでも、申請から調達、フォーマットまで
ほぼ1名で担当していたので、たいへんな
作業でした。初めてのことも多く手探りで
したが、ファーウェイのサポートもあって、
迅速に進めることができました。機器やソ
リューションの導入だけでなく、技術に関
する情報交換や設計の相談など、コンサ
ルティングに近い全般的なフォローを手
厚く行ってもらえたのです。設備の購入
にあたっても、例えば基地局なら大手通
信事業者であれば通常は数万局単位で
発注があるところ、当社の場合は最大で
も700局、第一段階ではまず100局という
小ロットなので、二の足を踏むベンダー
が多かった中、ファーウェイは快く対応し
てくれました。地域BWA事業に取り組む

私たちの思いをしっかりと受け止め、力を
貸してくれたことに感謝しています。

編集部：現在のサービス状況についてお
聞かせください。
古庄氏：グループ全体で53局の基地局
を設置しています。年内に阪急・阪神電
鉄の沿線エリアを中心にあと50局ほど増
設していく計画です。コンシューマー向
けサービスとしては、ベイ･コミュニケー
ションズでは『Baycom LTE』、阪神ケー
ブルエンジニアリングでは『Hai connect

（ハイコネクト）』という名称で3月から無
線インターネット接続サービスを提供し
ています。プロバイダー料と端末レンタ
ル料を含めて月額定額2,980円（税込）と
いう手頃な料金と、下り最大110Mbps

の高速インターネットが工事不要で利用
できることをアピールし、ユーザー数は
年度内に2倍となる勢いで増えています。
当初は賃貸住宅に暮らす若い単身者を
主な顧客ターゲットとして想定していた
のですが、実際には家族で利用されるお
客様も多くいらっしゃいます。スマート
フォンのパケットを家族で分け合える
サービスを利用している世帯で、お子さん
がパケットを使いきってしまうので、家の
中ではWi-Fiを利用したいというニーズ
があるようです。

編集部：自治体へのサービス提供はいか
がですか。
古庄氏：現在、2つの自治体と協業を進
めています。ひとつは兵庫県伊丹市の
『安全・安心見守りネットワーク』です。
伊丹市では小学校周辺などを中心に市
内各所に防犯カメラとビーコン受信機を
設置し、映像と位置情報によって子ども
や高齢者の安全を見守るサービスの実
施を国内で初めて推進しています。この

サービスの通信に当社のBWAネット
ワークをご利用いただいています。通信
線の引き込みが不要なためカメラやビー
コン受信機の設置自由度が高く、低コス
トで利用できることに加え、カメラ映像の
確認は閉域網で行うので、セキュリティ
も担保されています。まずは200台のカメ
ラを設置して今年4月からサービスの運
用が始まっており、来年度末までに合計
1,000台の設置が計画されています。
　もうひとつは、兵庫県尼崎市の可動
式防犯カメラです。尼崎市は防犯対策
としてカメラを必要に応じて移動させな
がら設置することで、少数のカメラで広
いエリアを効率的にカバーしています。
当社のBWAネットワークを利用すれば
映像データを無線で伝送できるため、移
設が容易にできます。現在12台のカメラ
が稼働しており、実際に犯罪の抑制につ
ながっているとのことです。

編集部：今後の展開についてはどのよ
うにお考えですか。
古庄氏：コア設備の提供に関しては、先
にお話しした通り、全国の事業者との連
携を進めていきます。地域WiMAXを提
供している、または過去に提供していた
CATV事業者は全国各地にありますの
で、そうした事業者に当社のコア設備を
利用してもらい、地域BWA高度化の商
機を生かしていただきたいと考えていま
す。すでにいくつかの事業者に声をかけ
ていますが、手応えは十分に感じていま
す。とりわけ技術力の高い事業者は、
地域のニーズに応じた柔軟なサービス
展開ができるというメリットに大きな魅力
を感じてくださっているようです。

編集部：新たなサービスとしてはどのよ
うな可能性がありますか。

古庄氏：地域BWAの制度では1局単位
で免許を取得できるので、当社のコア設
備を利用すれば1局から通信インフラの
構築が可能になります。ですから、大学、
病院、商店街や自治会といった小さなエ
リアでも、アイデア次第で高速インター
ネットを活用したさまざまなサービスが
実現できるでしょう。現在検討を進めて
いるのが、医療機関との協業です。院内
の通信インフラとしての利用に加え、入
院患者が退院後、自宅の医療機器で測
定したデータを主治医がモニタリングす
る際にBWA回線を利用できないかと協
議しています。ほかにも、商店街で集客
のための無料Wi-Fiや防犯カメラを展開
する、光回線を引き込めない古い団地で
住民にLTEサービスを提供するなど、エ
リアごとのニーズを深掘りしたビジネス
モデルを提案していきたいですね。
NB-IoTなどの標準化により、LTEを活
用したIoTの実用化が今後ますます進ん
でいくことを考えると、可能性は無限大
ですが、この1局単位という免許制度は
今後変更される見込みもあるので、いま
が千載一遇のチャンスといえます。この
機会をとらえ、地域の活性化につながる
サービスの実現にぜひ地域BWAを活用
していただけたらと考えています。
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編集部：鉄道会社である御社が通信事
業を展開するにはどのような背景があっ
たのでしょうか。
古庄氏：当社グループにはもともとケー
ブルテレビ（CATV）事業を手がけるベ
イ・コミュニケーションズがあり、同社の
サービスとしてケーブルによるインター
ネット接続を提供していましたが、無線
通信が普及していくにつれ、今後は固定
のサービスだけでは先行きが厳しくなる
という危機感が生まれ、2010年から地
域WiMAX事業をスタートしました。また、
同じくグループ会社のアイテック阪急阪
神が中心となって、鉄道の各駅や商業
施設、甲子園球場などグループ施設で
のWi-Fiスポット展開も実施しています。

編集部：CATV事業から発展してきたの
ですね。
古庄氏：はい。CATV関連をはじめとする
電気通信工事を行う阪神ケーブルエン
ジニアリングも傘下にあり、地域WiMAX

事業以前から通信事業に関連するノウハ
ウを蓄積していました。しかし、ベイ・コ
ミュニケーションズが提供していた地域
WiMAXは、制度上の制約で周波数帯域
幅が10MHz、通信方式はWiMAXのみに
限られており、最大でも10Mbps程度の
通信速度しか出すことができず、期待し
たほど普及しませんでした。こうした状況
の中、総務省によって2014年に地域
BWA高度化に向けた制度改革が実施さ
れ、2015年7月には使用可能な帯域幅が
2倍となり、通信方式としてLTE（AXGP、
WiMAX R2.1AE）が選択可能になりま
した。これにより、下り最大110Mbpsの
通信が可能になったのです。
編集部：制度改正後、いちはやく無線局
免許を取得されましたね。

古庄氏：これまでのノウハウを生かしつ
つ、さらに利便性の高いサービスを提供
できるチャンスだと思いました。広域展
開を視野に、まずは新規事業として事業
エリアが限定されない阪神ケーブルエン
ジニアリングが制度改正から2か月後の9

月に免許を取得し、その後、地域WiMAX

事業者として実績のあるベイ・コミュニ
ケーションズと姫路ケーブルテレビがこ
れに続きました。

編集部：高度化地域BWA事業を開始す
るにあたって、鉄道会社としての強みが
どのように生かされたのでしょうか。
古庄氏：当社の一番の強みは、地域を
支えてきたからこその信頼だと思います。
鉄道サービスを地域の皆さんに長年ご
利用いただいている会社ですから、基地
局の設置場所を確保するにも、敷地の
オーナーに「阪神電鉄です」と言えば話
がスムーズに進むのです。また、CATVや
インターネット、WiMAXのサービスを販
売してきたベイ・コミュニケーションズと
姫路ケーブルテレビ、電気通信工事を

行う阪神ケーブルエンジニアリング、SIer

としてシステム構築に実績のあるアイ
テック阪急阪神と、通信事業を展開する
上で要となる業務がグループ内でできる
という点も大きな後押しとなりました。

編集部：コア・ネットワークから構築する
ことにしたのはどうしてでしょうか。
古庄氏：地域BWAの役割は、地域の公
共の福祉に無線通信を役立てることで
す。そのためには、各地域のニーズに合
わせたサービスの提供が必要になりま
す。MVNOとして回線を借り受ける場
合にはコア設備側での回線設定を自由
に改変することはできませんし、コスト
もかかります。一方、コア設備を所有し
て通信の優先度（QoS）設定や閉域網
の構築が自由にできれば、自治体と連
携した地域の防犯システムや災害時の
通信システムなど、さまざまな用途への
活用を柔軟かつ低コストで実現できる
と考えました。また、自社だけでなく全
国各地の事業者にコア設備を利用して
いただくことも、当初から視野に入れて
いました。地域の事業者は各エリアで基
地局を構築して当社のコア設備に接続
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することで、容易に地域BWA事業に参
入できるようになります。

編集部：SIMカードも自社発行されてい
ますね。
古庄氏：はい。阪神ケーブルエンジニア
リングがIMSI（International Mobile 

Subscriber Identity：加入者識別番号）
とICCID（IC Card Identifier：ICカード
識別番号）を取得し、SIMカードを発行し
ています。これもまた、対応端末を調達す
る際の自由度を確保するためです。とは
いえ、もともと通信事業者ではないわれ
われがSIMカードの発行申請をするのは
簡単なことではありませんでした。ETSI

（欧州電気通信標準化協会）やISO（国際
標準化機構）、3GPP（3rd Generation 

Partnership Project）などの規格書を
必死に読み解いて、スイスのITU（国際電
気通信連合会）本部に申請が受理される
までに3か月かかりました。
　SIMカードの調達も自分たちで行い
ました。世界中のメーカーを探しまわっ
た末、1枚で「nanoSIM」「microSIM」
「miniSIM」の3サイズに対応できるSIM

カードをドイツの企業が作っていることを

知り、日本国内の代理店を通して調達し
たのです。さらに、このSIMカードにどん
な情報をどのように書き込むのかを決め
る必要がありました。コア設備、基地局、
端末の仕様を一つひとつ確認しながら、
確実に接続できるよう取りまとめていきま
した。カードのセキュリティやバックアップ

などの設定に関しては、鉄道事業でIC乗
車券を扱う際の知見が役立ちました。

編集部：これほどの規模の新規事業をす
べて自前で立ち上げるのは相当なご苦労
だったのではないでしょうか。
古庄氏：そうですね。SIMカードの発行だ
けでも、申請から調達、フォーマットまで
ほぼ1名で担当していたので、たいへんな
作業でした。初めてのことも多く手探りで
したが、ファーウェイのサポートもあって、
迅速に進めることができました。機器やソ
リューションの導入だけでなく、技術に関
する情報交換や設計の相談など、コンサ
ルティングに近い全般的なフォローを手
厚く行ってもらえたのです。設備の購入
にあたっても、例えば基地局なら大手通
信事業者であれば通常は数万局単位で
発注があるところ、当社の場合は最大で
も700局、第一段階ではまず100局という
小ロットなので、二の足を踏むベンダー
が多かった中、ファーウェイは快く対応し
てくれました。地域BWA事業に取り組む

私たちの思いをしっかりと受け止め、力を
貸してくれたことに感謝しています。

編集部：現在のサービス状況についてお
聞かせください。
古庄氏：グループ全体で53局の基地局
を設置しています。年内に阪急・阪神電
鉄の沿線エリアを中心にあと50局ほど増
設していく計画です。コンシューマー向
けサービスとしては、ベイ･コミュニケー
ションズでは『Baycom LTE』、阪神ケー
ブルエンジニアリングでは『Hai connect

（ハイコネクト）』という名称で3月から無
線インターネット接続サービスを提供し
ています。プロバイダー料と端末レンタ
ル料を含めて月額定額2,980円（税込）と
いう手頃な料金と、下り最大110Mbps

の高速インターネットが工事不要で利用
できることをアピールし、ユーザー数は
年度内に2倍となる勢いで増えています。
当初は賃貸住宅に暮らす若い単身者を
主な顧客ターゲットとして想定していた
のですが、実際には家族で利用されるお
客様も多くいらっしゃいます。スマート
フォンのパケットを家族で分け合える
サービスを利用している世帯で、お子さん
がパケットを使いきってしまうので、家の
中ではWi-Fiを利用したいというニーズ
があるようです。

編集部：自治体へのサービス提供はいか
がですか。
古庄氏：現在、2つの自治体と協業を進
めています。ひとつは兵庫県伊丹市の
『安全・安心見守りネットワーク』です。
伊丹市では小学校周辺などを中心に市
内各所に防犯カメラとビーコン受信機を
設置し、映像と位置情報によって子ども
や高齢者の安全を見守るサービスの実
施を国内で初めて推進しています。この

サービスの通信に当社のBWAネット
ワークをご利用いただいています。通信
線の引き込みが不要なためカメラやビー
コン受信機の設置自由度が高く、低コス
トで利用できることに加え、カメラ映像の
確認は閉域網で行うので、セキュリティ
も担保されています。まずは200台のカメ
ラを設置して今年4月からサービスの運
用が始まっており、来年度末までに合計
1,000台の設置が計画されています。
　もうひとつは、兵庫県尼崎市の可動
式防犯カメラです。尼崎市は防犯対策
としてカメラを必要に応じて移動させな
がら設置することで、少数のカメラで広
いエリアを効率的にカバーしています。
当社のBWAネットワークを利用すれば
映像データを無線で伝送できるため、移
設が容易にできます。現在12台のカメラ
が稼働しており、実際に犯罪の抑制につ
ながっているとのことです。

編集部：今後の展開についてはどのよ
うにお考えですか。
古庄氏：コア設備の提供に関しては、先
にお話しした通り、全国の事業者との連
携を進めていきます。地域WiMAXを提
供している、または過去に提供していた
CATV事業者は全国各地にありますの
で、そうした事業者に当社のコア設備を
利用してもらい、地域BWA高度化の商
機を生かしていただきたいと考えていま
す。すでにいくつかの事業者に声をかけ
ていますが、手応えは十分に感じていま
す。とりわけ技術力の高い事業者は、
地域のニーズに応じた柔軟なサービス
展開ができるというメリットに大きな魅力
を感じてくださっているようです。

編集部：新たなサービスとしてはどのよ
うな可能性がありますか。

古庄氏：地域BWAの制度では1局単位
で免許を取得できるので、当社のコア設
備を利用すれば1局から通信インフラの
構築が可能になります。ですから、大学、
病院、商店街や自治会といった小さなエ
リアでも、アイデア次第で高速インター
ネットを活用したさまざまなサービスが
実現できるでしょう。現在検討を進めて
いるのが、医療機関との協業です。院内
の通信インフラとしての利用に加え、入
院患者が退院後、自宅の医療機器で測
定したデータを主治医がモニタリングす
る際にBWA回線を利用できないかと協
議しています。ほかにも、商店街で集客
のための無料Wi-Fiや防犯カメラを展開
する、光回線を引き込めない古い団地で
住民にLTEサービスを提供するなど、エ
リアごとのニーズを深掘りしたビジネス
モデルを提案していきたいですね。
NB-IoTなどの標準化により、LTEを活
用したIoTの実用化が今後ますます進ん
でいくことを考えると、可能性は無限大
ですが、この1局単位という免許制度は
今後変更される見込みもあるので、いま
が千載一遇のチャンスといえます。この
機会をとらえ、地域の活性化につながる
サービスの実現にぜひ地域BWAを活用
していただけたらと考えています。

阪神ケーブルエンジニアリング
コア設備の構築

基地局

地域BWAコア設備

ISP・後方システム アイテック阪急阪神
ISP・後方システムの構築

サービス

阪神ケーブルエンジニアリングがコア設備を構築し、グループ各社にコア機能を提供。基地局の構築は3
社で分担している。後方のシステムはグループ内のSIerであるアイテック阪急阪神が担当

ネットワークの構築体制

大阪市内にコア設備を構築し、ベイ・コミュニケーションズが42局、阪神ケーブルエンジニアリングが9局、
姫路ケーブルテレビが2局の基地局を設置。コア設備（MME、HSS、S-GW、P-GW）、基地局（BBU、
RRU）のいずれもファーウェイ製品を採用している

現在のサービス・エリア

姫路駅

姫路市

基地局
コア設備

アンテナ

無線機

基地局の免許人

ベイ・
コミュニケーションズ

阪神ケーブル
エンジニアリング

姫路ケーブルテレビ

家庭用端末にもファーウェイ製品を採用。スタイ
リッシュなデザインが好評を博している

姫路市等
姫路ケーブルテレビ

地域公共
サービス

一般
インターネット
サービス

左記以外の阪急阪神沿線
阪神ケーブルエンジニアリング

地域公共
サービス

一般
インターネット
サービス

大阪市・尼崎市・西宮市・伊丹市
ベイ・コミュニケーションズ

地域公共
サービス

一般
インターネット
サービス

B2C、B2Bともに
サービス提供を開始

HUAWAVE 22 ／ P10.11



　ムーアの法則に従って通信、ストレー
ジ、コンピューティングのコストが大幅に
下がり、ネットフリックスやスカイプ、グー
グルといったOTT（Over The Top）プ
レーヤーが通信業界に多大な影響を及
ぼしているいま、通信事業者はデジタル
革命の波に乗らなければ時代に取り残
されてしまう状況にある。
　サニー氏は「進化論的に考えれば、問
題なのは規模の大小ではなく、強者か弱
者かです。速度が速いか遅いかでもあり
ません。アジャイルに適応できる者が生き

TAO OF BUSINESS

アジャイルな者が生き残る

イノベーションのジレンマ

1988年にネットワーク・マネジメント・フォーラムという名称で設立されたTMフォーラムは、通信事業者、ソ
フトウェア・ベンダー、機器ベンダーなどを中心メンバーとする通信サービスとデジタル・サービスに特化した
グローバルな業界団体。900以上のメンバーを擁し、調査結果やベスト・プラクティスの共有、メンバー同士
のコラボレーションを促進するプラットフォームの提供を通じ、業界の発展に貢献している。

TMフォーラム

IBM、ノバルティス、ドイツ・テレコム、スイス・ライフなどさまざまな業種のグ
ローバル企業でCIO（最高情報責任者）を含む上級職を務め、企業のデジタ
ル変革を実現してきた。TMフォーラム理事を経て2015年3月より現職。

ピーター・サニー（Peter Sany）

通信事業者は「L字型モデル」へ

TMフォーラム会長  ピーター・サニー氏に聞く

通信業界に大きな変化が求められているいま、「デジタル革命」はもはや単に耳ざ
わりのいいキャッチフレーズではない。進化し続けるデジタルな世界で生き残り、
成功するために、通信事業者は何をすべきか――。TMフォーラムの会長兼CEO

（最高経営責任者）、ピーター・サニー（Peter Sany）氏に聞いた。

残り、じっと動かない者が淘汰されるの
です」と語る。

　しかし、デジタル革命を成功させるに
は、通信事業者は多くの課題を克服し
なければならない。デジタル化は往々に
して破壊的だからだ。既存のビジネス・
モデル、運用モデル、人的リソース、パ
フォーマンス評価といったさまざまなも
のが破壊されうる。通信事業者は既存
のビジネスとデジタル・ビジネスのバラン
スをどう取っていけばいいのだろうか？
現在得ている利益を犠牲にするリスクを
冒してまでデジタル化とイノベーションを
進めなければならないのか？
　この問題に頭を悩ませている企業は多
いだろう。ガートナー（Gartner）の調査
では、ビジネス・リーダーの80％が「2019

年までに自社がデジタル企業となること
を期待している」と回答している。一方、
IMD（国際経営開発研究所）とシスコ
のレポートでは、「デジタル化によって

競争力を強化するためなら自社の既存ビ
ジネスの破壊もいとわない」と回答した企
業は、全体の4分の1にすぎなかった。
　サニー氏は、未来は完全にデジタルに
なると考えている。「既存のビジネスとデ
ジタル・ビジネスが融合していくのではあ
りません。デジタル・ビジネス、デジタル
なビジネス・モデル、デジタルなエコシス
テムだけが残るのです。もはや『デジタル
戦略』というものは存在せず、デジタル
世界における『戦略』があるのみです」
　そうした状態に到達する方法はひと
つではないが、乗り遅れないためには劇
的な変化が必要であることは確かだ。
劇的といっても、一気に変化しなければ
ならないわけではない。慎重に注意深く
計画を立てて変革を進めるべきだが、
通信事業者はここでイノベーションのジ
レンマにぶつかる。「イノベーションを起
こすには、破壊的な新技術に対し、たと
えその意義がわからなくても重要視して
取り組まなければなりません。しかし同
時に、現在利益と成長をもたらしている
顧客のニーズにも応え続けなければいけ

ないのです」
　効率よく、オープンで、カスタマー・フ
レンドリーなデジタル・ネイティブの企業
から通信事業者が学ぶべきことは多い。
例えば、何事にもアジャイルに対応するこ
と。時系列的なウォーターフォール方式
を捨て、アイデアを投入して育ててみて、
結果を評価すること。さっさと失敗し、さっ
さと成功すること。こうしたことができな
ければ、デジタル世界で生き抜くことはで
きない。

　デジタル革命を遂げた通信事業者が
どのようなものになるのかについてはい
ろいろな見解がある。サニー氏の考えで
は、これからの通信事業者はL字型にな
るという。
　「L字の縦軸は、デジタル・ビジネスそ
のものです。横軸には、スマートシティ
やスマートヘルスなど、デジタル変革を
経た他の産業やエコシステムが据えられ
ます」
　通信事業者は、横軸に当たる新たなビ
ジネス・ポートフォリオを築き上げ、すべ
てのプラットフォームを通じて統合された
独自のユーザー・エクスペリエンスを提供
し、消費者や企業の多様なニーズに応え
ていければ理想的だ。コアとなる縦軸の
ビジネスの一例としては、さまざまな形式
の動画（ビデオ通話、映画、ビジネス向け

動画サービス、防犯・防災用ビデオなど）
が挙げられる。あらゆる形で統合された
動画は今後の主要プロダクトとなるだ
ろう。通信事業者は他の産業にデジタ
ルなバックボーンを供給するという重要
な役割を果たす。スマートにデジタル化

された他産業のエコシステムが、通信事
業者がもたらすインテリジェントなパイプ
を利用することになるのだ。

　L字型モデルでは、通信事業者には「共
創」と「協争」が求められる。自社の製品
やサービスを直接提供するだけでなく、
競合を含む他社の物理的・仮想的サー
ビスを統合し、急速に変化し続ける多
くのサービスに対するベンダーとなるの
である。
　「コラボレーションがなければ、基礎
的なインフラや技術、さらにはビジネス・
モデルを生み出すことはできないと言え
るでしょう。最終的には、お客様に対し
て複合的なサービスを生み出すことにつ
ながります」とサニー氏は語る。
　通信事業者はエコシステムという視点
を持ち、その内外でどう効果的に連携し
ていくかを考える必要がある。例えるな
ら、すべてが同じ方向を向いたスパゲッ
ティから、複数の層が重なり合うラザニア
へ、そしてあらゆるサービスが垣根を取り
払ってひとつにまとまったケーキのように

変わっていかなければならない。「進化し
続けるエコシステムの中では、全員が相
互に協働しあい、価値を生み出していく
必要があります」
　水はグラスの半分も入っているのか、
半分しか入っていないのかという問い
に、サニー氏はこう答えた。「グラスでは
ありません。これは池であり、拡大して
いるのです。デジタル経済はこれまでの
経済とはまったく別物です。通信事業者
の目の前には、莫大なチャンスが広がっ
ています」

問題なのは規模の大小ではなく、
強者か弱者かです。
アジャイルに適応できる者が
生き残り、じっと動かない者が
淘汰されるのです。
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進化するデジタル世界を
生き抜くための戦略
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　ムーアの法則に従って通信、ストレー
ジ、コンピューティングのコストが大幅に
下がり、ネットフリックスやスカイプ、グー
グルといったOTT（Over The Top）プ
レーヤーが通信業界に多大な影響を及
ぼしているいま、通信事業者はデジタル
革命の波に乗らなければ時代に取り残
されてしまう状況にある。
　サニー氏は「進化論的に考えれば、問
題なのは規模の大小ではなく、強者か弱
者かです。速度が速いか遅いかでもあり
ません。アジャイルに適応できる者が生き

TAO OF BUSINESS

L字型モデルへの進化

ケーキのように
一体化したエコシステム

『TM Forum Live! 2016』でのオムニチャネルをテーマとしたカンファレンス。ボーダフォンやパートナー
企業のほか、ファーウェイからは通信事業者向けソフトウェア事業ユニット マーケティング・マネージャー 
田野（ティエン・イェ、写真右端）とプリンシパル・オペレーション・コンサルタント ティム・モーガン（Tim 
Morgan、写真左端）が登壇し、プロジェクトの成果を披露した

残り、じっと動かない者が淘汰されるの
です」と語る。

　しかし、デジタル革命を成功させるに
は、通信事業者は多くの課題を克服し
なければならない。デジタル化は往々に
して破壊的だからだ。既存のビジネス・
モデル、運用モデル、人的リソース、パ
フォーマンス評価といったさまざまなも
のが破壊されうる。通信事業者は既存
のビジネスとデジタル・ビジネスのバラン
スをどう取っていけばいいのだろうか？
現在得ている利益を犠牲にするリスクを
冒してまでデジタル化とイノベーションを
進めなければならないのか？
　この問題に頭を悩ませている企業は多
いだろう。ガートナー（Gartner）の調査
では、ビジネス・リーダーの80％が「2019

年までに自社がデジタル企業となること
を期待している」と回答している。一方、
IMD（国際経営開発研究所）とシスコ
のレポートでは、「デジタル化によって

競争力を強化するためなら自社の既存ビ
ジネスの破壊もいとわない」と回答した企
業は、全体の4分の1にすぎなかった。
　サニー氏は、未来は完全にデジタルに
なると考えている。「既存のビジネスとデ
ジタル・ビジネスが融合していくのではあ
りません。デジタル・ビジネス、デジタル
なビジネス・モデル、デジタルなエコシス
テムだけが残るのです。もはや『デジタル
戦略』というものは存在せず、デジタル
世界における『戦略』があるのみです」
　そうした状態に到達する方法はひと
つではないが、乗り遅れないためには劇
的な変化が必要であることは確かだ。
劇的といっても、一気に変化しなければ
ならないわけではない。慎重に注意深く
計画を立てて変革を進めるべきだが、
通信事業者はここでイノベーションのジ
レンマにぶつかる。「イノベーションを起
こすには、破壊的な新技術に対し、たと
えその意義がわからなくても重要視して
取り組まなければなりません。しかし同
時に、現在利益と成長をもたらしている
顧客のニーズにも応え続けなければいけ

ないのです」
　効率よく、オープンで、カスタマー・フ
レンドリーなデジタル・ネイティブの企業
から通信事業者が学ぶべきことは多い。
例えば、何事にもアジャイルに対応するこ
と。時系列的なウォーターフォール方式
を捨て、アイデアを投入して育ててみて、
結果を評価すること。さっさと失敗し、さっ
さと成功すること。こうしたことができな
ければ、デジタル世界で生き抜くことはで
きない。

　デジタル革命を遂げた通信事業者が
どのようなものになるのかについてはい
ろいろな見解がある。サニー氏の考えで
は、これからの通信事業者はL字型にな
るという。
　「L字の縦軸は、デジタル・ビジネスそ
のものです。横軸には、スマートシティ
やスマートヘルスなど、デジタル変革を
経た他の産業やエコシステムが据えられ
ます」
　通信事業者は、横軸に当たる新たなビ
ジネス・ポートフォリオを築き上げ、すべ
てのプラットフォームを通じて統合された
独自のユーザー・エクスペリエンスを提供
し、消費者や企業の多様なニーズに応え
ていければ理想的だ。コアとなる縦軸の
ビジネスの一例としては、さまざまな形式
の動画（ビデオ通話、映画、ビジネス向け

動画サービス、防犯・防災用ビデオなど）
が挙げられる。あらゆる形で統合された
動画は今後の主要プロダクトとなるだ
ろう。通信事業者は他の産業にデジタ
ルなバックボーンを供給するという重要
な役割を果たす。スマートにデジタル化

された他産業のエコシステムが、通信事
業者がもたらすインテリジェントなパイプ
を利用することになるのだ。

　L字型モデルでは、通信事業者には「共
創」と「協争」が求められる。自社の製品
やサービスを直接提供するだけでなく、
競合を含む他社の物理的・仮想的サー
ビスを統合し、急速に変化し続ける多
くのサービスに対するベンダーとなるの
である。
　「コラボレーションがなければ、基礎
的なインフラや技術、さらにはビジネス・
モデルを生み出すことはできないと言え
るでしょう。最終的には、お客様に対し
て複合的なサービスを生み出すことにつ
ながります」とサニー氏は語る。
　通信事業者はエコシステムという視点
を持ち、その内外でどう効果的に連携し
ていくかを考える必要がある。例えるな
ら、すべてが同じ方向を向いたスパゲッ
ティから、複数の層が重なり合うラザニア
へ、そしてあらゆるサービスが垣根を取り
払ってひとつにまとまったケーキのように

変わっていかなければならない。「進化し
続けるエコシステムの中では、全員が相
互に協働しあい、価値を生み出していく
必要があります」
　水はグラスの半分も入っているのか、
半分しか入っていないのかという問い
に、サニー氏はこう答えた。「グラスでは
ありません。これは池であり、拡大して
いるのです。デジタル経済はこれまでの
経済とはまったく別物です。通信事業者
の目の前には、莫大なチャンスが広がっ
ています」

通信事業者のデジタル革命を支援する
ファーウェイとボーダフォンのオムニチャネル・エクスペリエンス・マネジメント

　TMフォーラムでは、メンバーが通
信業界のさまざまな課題解決に向け
たPoC（概念実証）を行う「カタリスト」
と呼ばれるプロジェクトを実施してい
ます。そのうちのひとつ、「APPEX

（Adaptive Predictive Personalized 

Experience eXcellence）オムニ

チャネル・プロジェクト」では、通信
事業者がすべてのサービス・チャネル
で一貫した高品質なカスタマー・エク
スペリエンスをシームレスに提供でき
るプラットフォームの構築に取り組ん
でいます。
　同プロジェクトを主導するボーダ

フォンとファーウェイは、今年5月に
フランス・ニースで開催されたT M

フォーラムの年次イベント『TM Forum 

Live! 2016』において、PoCの成果と
してオムニチャネル・エクスペリエン
ス・マネジメント・ソリューションを発
表しました。プロジェクトには、ビッグ
データ解析エンジンを提供するセレブ
ラス（Celebrus）、地理情報システム
のESRI、通信事業者向けリテール・
システムを扱うNTSリテール、個人認
証技術のセディチー（Sedicii）、販売・
受注管理ソリューションのシグマ・シ
ステムズ（Sigma Systems）が参加。
BSS、OSS、ウェブサイト、アプリな
どからの情報や位置情報といった複
数のシステムから得られる顧客情報
を統合して分析することで、個々のお
客様に対する最適な対応をリアルタイ
ムに生成するソリューションを、参加
企業間のオープンでアジャイルな協
業により実現しました。

もはや「デジタル戦略」というものは
存在せず、デジタル世界における
「戦略」があるのみです。
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SPECIAL REPORT

6月8日～10日、幕張メッセで開催された『Interop Tokyo 2016』。出展者数は
527社、3日間ののべ入場者数は14万945人にのぼりました。ファーウェイ・ジャ
パンは今年もブース出展や講演のほか、ShowNetやスペシャル・イベントの協
賛などを通じ、大きな存在感を示しました。

4部門でグランプリを受賞

パートナーによる展示や講演も

新世代のICTの重要性を示す

TOKYO CLOUD CONGRESSに
特別協賛

『Interop Tokyo 2016』
展示・講演レポート

　展示製品の中から優秀製品を表彰す
るBest of Show Awardにおいて、サー
バー＆ストレージ部門、キャリア／ISP

ネットワーキング部門、エンタープライ
ズ／SMBネットワーキング部門の3部門
でグランプリを受賞しました。ファーウェ
イのInterop Tokyoにおける受賞は今回
で4度目となります。
　サーバー＆ストレージ部門の受賞製
品は、日本では今回が初公開となった世
界初の32ソケットのミッション・クリティ
カル・サーバー『KunLun 9032』。RAS

（Reliability：信用性、Availability：可
用性、Serviceability：保守性） 2.0と

プロセッサ相互接続技術を採用し、業
界をリードするRAS機能と革新的なス
ケールアップ能力、オープン・エコシステ
ムが高く評価されました。エンタープラ
イズ／SMBネットワーキング部門 では、
業界最先端のパイプラインにおける分
離技術を有し、イーサネット上でTDM

（Time Division Multiplexing：時分割
多重）効果をシミュレートする、業界最
良のTDM進化型ソリューション『IPハー
ド・パイプ・ソリューション』が、保護プロ
トコルの信頼性や、エンド・ツー・エンド
の50ミリ秒保護切り替え対応などの技
術力を評価され、グランプリを受賞。キャ
リア／ISPネットワーキング部門では、
業界唯一ISSU （In Service Software 

Upgrade）を実現した300mmのマルチ
サービス・ルーター『NE40E-X2-M8A』
が、エンド・ツー・エンド の5ミリ秒遅延
に対応するIPハードパイプ技術を評価さ
れての受賞となりました。
　さらに今回は、会場内のライブデモ・
プラットフォームShowNetに提供した
製品のうち、最も難易度が高いとされ
るEVPN/VXLANの相互接続検証への
貢献が高く評価され、『N E 40 E - X 2』
『CE8860』『CE6851-HI』の3製品が、
EVPN相互接続検証に参加した他の3

社とともにBest of ShowNet Awardの
グランプリを共同受賞しました。
　また、会期中にはIPv6 普及・高度化

推進協議会より、対応機器の開発と日
本市場のグローバル化を通じたIPv6 普
及・高度化への貢献を表彰されました。

　ファーウェイ・ブースでは、『KunLun 

9032』『NE40E-X2-M8A』に加え、160T

スイッチファブリックを中核とした新世代
のDCネットワーク製品群、『Fusion-

Storage』分散型ストレージ・システムの
4つの新製品と、クラウド・データセン
ター、アジャイル・ネットワーク/SDN、
キャリアIP、IoT、コンバージド・クラウド
コミュニケーションの5つのテーマに
フォーカスした製品・ソリューションを展
示。お客様やパートナーの皆様にも展示
や講演にご参加いただきました（写真④
～⑥）。

　基調講演では、ファーウェイ  法人向け
ICTソリューション事業部プレジデント兼
ファーウェイ・ジャパン代表取締役会長の
閻力大（エン・リダ）が「Leading New 

ICT， Building a Better Connected 

World」をテーマに（写真⑦）、ワイヤレス・
マーケティング・オペレーション担当プレ
ジデントの邱恒（キュウ・コウ）が「来るべ
きモバイルIoT市場予測、そのチャンスを
掴むには」をテーマに（写真⑧）それぞれ
登壇しました。

　最終日には、Interop Tokyo実行委員
会主催、WIDEプロジェクト特別協力、
ファーウェイ特別協賛により『第1回

TOKYO CLOUD CONGRESS』が開催さ
れました（写真⑨～⑭）。「オープン」「協
業」「Win-Win」をコンセプトに、世界と日
本のICT業界のオピニオン・リーダーが最
新の産業トレンドについて語り、学術研
究、標準策定、産業への応用、ソリュー
ションの開発から産業連携に至る各方面
の動向を分析し、デジタル変革がもたら
すビジネス・チャンスとチャレンジにいか
に向き合い、クラウド時代におけるコア・
コンピタンスを築き上げるかについて活
発な討論が行われ、会場は1,000人余り
の来場者で大盛況となりました。

①『KunLun 9032』への表彰を受ける閻力大（エン・
リダ）　②『NE40E-X2-M8A』への表彰を受ける
ファーウェイ・ジャパン代表取締役社長  王剣峰（ジェ
フ・ワン）　③『IPハード・パイプ・ソリューション』への
表彰を受けるファーウェイ・ジャパン副社長兼マーケ
ティング&ソリューションセールス本部長   周明成  
（エドワード・ジョウ）

ブースではサイバーエージェント、阪神電気鉄道、インテル、日本ビジネスシステムズ、NTTデータ先端技術、SAPジャパン、ソフトバンク・テクノロジー、東陽テクニカの8社の
お客様・パートナーが展示や講演に参加したほか（④⑤）、東京大学  情報基盤センター  大学院工学系研究科  准教授  関谷勇司氏（⑥）、慶應義塾大学  環境情報学部  教授  
中村修氏も登壇

「アジア地域におけるインターネットの発展」というテーマを掲げた第1部のセッションでは、WIDEプロジェクト ファ
ウンダー  慶應義塾大学  環境情報学部長・教授  村井純氏（⑨）がモデレーターを務め、エクイ二クス日本法人  代
表取締役  古田敬氏（⑩左）、ファーウェイ法人事業本部ITソリューションセールス部  プレジデント  董理斌（ドン・
リービン、同中央）、ICANN  ボードメンバー  呉国維（ウー・クオウェイ）氏（同右）の3名が登壇

第2部では「クラウドでビジネス・チャンスを掴め」をテーマに、クラウドと企業発展の相互促進について議論。WIDE
プロジェクト代表  東京大学大学院  情報理工学系研究科  教授  江崎浩氏（⑪）が進行役となり、ドイツテレコム  
シニア・バイス・プレジデント  MNCセールス&サービスおよびIoT推進プログラムTSI DD責任者  ステファン・グビ
（Stefan Gubi）氏（⑫）、ファーウェイ  グローバル・クラウド・ビジネス  最高情報責任者  イェルク・ウェルテル
（Joerg Welters、⑬）、インテル コーポレーション  ネットワーク・プラットフォーム・グループ  ソフトウェア・デファ
インド・ネットワーキング事業部  事業部長  ジョン・ヒーリー（John Healy）氏（⑭）が各社の戦略を紹介した
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スマートフォンの復活に、大きな期待が
寄せられている。撤退からの数年間です
でに市場は激しく変化しているため、ノキ
ア・ブランドの復権は容易なことではない
だろう。復活を心待ちにする北欧の消費
者が熱い視線を送る中、アンドロイド・ス
マートフォンでの新たな船出によって斬
新な製品を生み出せるかどうか、大いに
注目される。

　北欧メーカーの衰退の背後には、iPhone

の隆盛がある。2008年に『iPhone 3G』
が初めて北欧市場で発売されて以来、
iPhoneは北欧のデザイン文化に通じ
るシンプルかつディテールにこだわった

　ノキアが2000年に発売した『Nokia 

3310』は世界で最も普及した携帯電話
のひとつで、初めて使った携帯電話が同
機やその後継モデルだという人は多い。
昨年フィンランドの外務省が発表した
「フィンランド公式絵文字」の中にも、「タフ
で壊れない」というフィンランド人気質の
象徴として『Nokia 3310』が採用されてい
る。まさに国民的な携帯電話と呼んでい
いだろう。
　アップルがiPhoneを投入した2007年
当時、一部のマニア向けブランドだと思
われていたiPhoneを、ノキアは競争相
手とはみなしていなかった。同じ年に発
表されたSymbian OSスマートフォン
『Nokia N95』は、他機に先駆けてGPS

やステレオ・スピーカーなどを搭載し、
HSDPA（3.5G）にもいちはやく対応した
革新的な製品で、注目を集めていた
iPhoneを制し、グローバル市場で大き
な成功を収めた。
　しかし、ノキアはフィーチャーフォンで
の実績をハイエンド・スマートフォンの領
域に発展させることができず、2014年に
はマイクロソフトに端末事業を売却した。
それでも北欧の消費者のノキア・ブラン
ドへの愛情とも言える想いは消えること
はなく、今年5月に発表されたHMDグ
ローバルへのライセンス提供によるノキア・

　スウェーデンのエリクソン、フィンラン
ドのノキア。2つの国を代表する企業は、
携帯電話ブランドとして当然ながら北欧
諸国の人々に長く愛されてきた。その愛
着は、両社が端末事業を手放した後も
根強く残っている。
　エリクソンは2001年から2012年まで、
ソニーとの合弁会社ソニー・エリクソンと
して数々の携帯端末製品を世に送り出し
てきた。WALKMANやCyber-shotといっ
たすでに浸透しているソニーのブランドを
携帯電話に冠することで、ソニー・エリク
ソンはグローバル市場で差別化を図るこ
とに成功した。合弁を解消しソニーモバ
イルとなってからは欧州市場では苦戦が
続き、街中でソニーのスマートフォンを見
かけることも少なくなってきたが、ソニー・
エリクソンとしてのブランド・イメージは
北欧の消費者に深く刻まれている。

北欧企業への根強い愛着
復活への期待も高まる

デザインで消費者の心をつかんだ。特に
デンマークではとりわけ人気が高く、50％
以上の市場シェアを占める。見た目だけ
でなく、ユーザー・フレンドリーなインター
フェースや静電容量方式のタッチパネル
など、使いやすさを追求したことで、子ど
もからシニアまで幅広い層に普及してい
る。皮肉なことに、こうした要素はノキア
がフィーチャーフォンで得意としていたも
のだ。アップルはさらに、他のiOSデバイ
スとのシームレスなデータ共有やアプリ
ストアの展開など、iPhoneを中心とした
エコシステムの構築に成功し、ノキアが
スマートフォン分野で成し得なかったこ
とを実現した。
　ドイツ銀行のアナリストのレポートによ
れば、スウェーデン、デンマーク、フィン
ランドではiPhoneの価格が米国の1.2～
1.3倍（日本は1.07倍）と高額になってい
る。これらの国々では端末補助金がある
わけではなく、消費者は価格を上まわる
端末としての魅力を見出しているようだ。

　こうした中、新たな選択肢として登場
してきたのが、アジアの端末メーカーだ。
ソニーのエレクトロニクス・ブランドを生
かしたソニー・エリクソンに慣れ親しんで
きた北欧の消費者は、同様にテレビなど
の家電製品で知名度の高いサムスンが
スマートフォンに参入した際にも、抵抗
なく受け入れた。ディスプレイやテレビで
培った高性能のタッチパネルが高く評価
され、2010年に発売された『Galaxy S』、
これに続く『Galaxy S II』『Galaxy S III』
は欧州で人気製品となった。
　ソニーやサムスンが比較的短期間で欧
州市場に浸透したのと比べ、中国メーカー
はいまだ苦戦している。日本や韓国のよ
うに高品質な製品の先例がなく、安かろ
う悪かろうというイメージを払拭できずに

いるのだ。OnePlusは招待制の購入シス
テムによって新しいモノ好きの消費者の
間では話題となったが、一般に普及する
には至っていないし、Oppoや小米（シャ
オミ）といった中国ブランドは欧州ではほ
とんど知られていない。
　一方ファーウェイは、ミドルレンジ～ハ
イエンド製品にフォーカスした戦略によ
り、ここ数年で大きく躍進している。日本
と同様に通信事業者から端末を購入する
ユーザーが多いデンマークでは、高品質
な製品を提供しなければ通信事業者に
販売を取り扱ってもらうことができないた
め、ハイエンド・スマートフォンへの注力は
販路拡大の上でも有効な選択と言える。
高性能ブランドとしてのイメージを強化し
てきたことで、ファーウェイは欧州の多く
の国々で高い市場シェアを獲得しており、
とくにフィンランドではスマートフォン全体
では23%で3位、400～500ユーロ（約4万
8,000～6万円※）のミドルレンジ・スマート
フォンに限れば68.9％で1位（2016年2月
現在、GfK調べ）と存在感を強めている。

　北欧ではスマートフォンを利用したオン
ライン決済の普及が非常に進んでいる。
デンマークではダンスク銀行が提供する

『MobilePay』が圧倒的なシェアを占め
ており、2013年の開始からわずか3年
で、人口560万人ほどの同国内で300万
人ものユーザーを獲得、90％のスマート
フォンに同サービスのアプリがインス
トールされているという。支払いはアプリ
上で金額と支払先を入力するか、QR

コードをスキャンするだけ。支払先は個
人でも店舗でもよく、現在2万4,000以
上の店舗がMobilePayに対応している
ほか、多くの自治体でも導入されており、
交通機関の運賃や公共施設の使用料な
ども支払い可能だ。そのほかにも、スー
パーマーケットで買い物客が購入する商
品のQRコードを自分でスキャンして会
計ができるアプリなど、新サービスが
続 と々登場している。
　モバイル・ペイメントのようなサービス
や、それを可能にするスマートフォンは、
いまや日常生活の欠かせない一部となっ
ている。スマートフォン・メーカーの栄枯
盛衰とともに、端末は進化を続けてきた。
人々の暮らしをより豊かにするツールと
して、これからどんなメーカーがどんな
製品を生みだしていくのか――携帯電話
を早くから使いこなしてきた北欧の消費
者は、高い期待と厳しい目を持って見
守っている。

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
解説するこのコーナー。今号は、デンマーク在住のモバイル・ジャーナリスト、
ジョン・G・ペデルセン氏が、携帯電話の進化をリードしてきた北欧のスマート
フォン市場についてレポートします。

携帯電話の進化をリードしてきた

北欧のスマートフォン市場

モバイルが変える未来

高いデザイン性で
北欧消費者の心をつかんだ
iPhone

QRスキャンで支払完了
モバイル・ペイメントが普及

アジア・メーカーも参入
存在感を強めるファーウェイ

左：フィンランド・ヘルシンキの中心地に掲げられた『HUAWEI P9』の広告　右：デンマークの大手スーパーマーケット
で試験運用中のモバイル・セルフ会計アプリ。買い物をしながら商品に付いているQRコードをスキャンしていき、最後
に合計金額を決済すれば会計が完了する

※1ユーロ＝120円換算

ジョン・G・ペデルセン
（John G. Pedersen）

モバイル・テクノロジーに特化したオンライン・
メディア『Meremobil.dk』の創設者。モバイ
ル分野のジャーナリストとして20年の経験を
持ち、製品レビューや業界動向など幅広いト
ピックをカバーする。自社媒体のほか、デン
マーク国内の新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等
への寄稿や出演も数多い。

フィンランド外務省が
発表した
『Nokia 3310』の
絵文字
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Better Connected 
in

IoT先進国から見えてくる「より“つながった”未来」
Schools Korea そこで、高校2年生が一人でネットに散ら

ばっていたバスの時刻表や運行状況がわ
かる情報を集め、複雑なデータからアル
ゴリズムを把握し、ソウル市内のすべて
のバスの現在位置と各バス停への到着
時刻を確認できる『ソウル・バス』アプリを
作った。このアプリは人気ランキング1位
となり、後に大手ポータル会社に買収さ
れて、いまやソウル市民の生活必需アプ
リになっている。

　このように韓国では、ソフトウェアを重
視し、すでにあるものをどう組み合わせて
新しいものを作るかを考えるイノベー
ションに注力している。受験偏重型の教
育を変えようというチャレンジを積み重ね
てきた韓国は、スマート教育を超えてIoT

時代に合わせたプログラミング教育へと
発展してきたと言えるだろう。
　韓国政府は今後、子どもたちのデータ
をより詳細に分析し、一人ひとりに合わせ
たカリキュラムを作ることを目指している。
そのためには学校中にセンサーを取り付
けて行動を観察する、学校と自宅で行わ
れる学習履歴を分析するなど、IoTと人工
知能のさらなる活用が必要となる。こうし
た取り組みに向けて、クラウド・コンピュー
ティングや個人情報の取り扱いに関する
制度の見直しも始まっている。「パリパリ
（早く早く）」走りながら考えるのが得意な
国民性を持つ韓国は、そう遠くない未来
に新たな制度を実現するはずだ。

チャットで質問し、教えてもらえる。この
時期から学校の宿題もインターネットで
調べてクラウドに保存するという方式に変
わり始め、子どもがいる家庭へのパソコン
とブロードバンドの普及が一気に進んだ。

　韓国政府は教師の研修も長年行って
きた。電子黒板やタブレットPC、LMS

（Learning Management System）の使
い方に加え、デジタル教科書やデジタル
教材を使いこなし、自ら制作する方法も教
えた。ロボットの制御や3Dプリンター向け
の簡単なプログラミング体験により、プロ
グラミングがさほど難しくないことを実感
させた。スマートフォンに慣れている教師
たちは、こうしたICT化にもすぐに順応した。
　2018年からは、プログラミングが小中
高校で正規科目となる。小学校では決
まったコマンドをコピー＆ペーストして小
型ロボットを動かすプログラムを書いた
り、自分で簡単なゲームを作ったりする。
すでに2014年から自由選択科目として教
えられているが、IoT時代に必要な「Com-

putational Thinking」を育てる一歩とし
て、履修が義務づけられたのだ。
　韓国でComputational Thinkingの代
表的な事例としてよく取り上げられるの
が、2009年に高校2年生が開発した『ソ
ウル・バス』というアプリだ。当時はバス会
社のウェブサイトやバス停のデジタル・サ
イネージにバスの時刻表と到着時間を知
らせる機能はあったが、アプリで簡単に時
刻表を確認できるサービスがなかった。

（学習者に適合した）」「Resource enriched

（充実した教材を使った）」「Technology 

embedded（技術が埋め込まれた）」の略字
である。子どもが楽しみながら、自分の適
性とレベルに合わせて、豊富なデジタル教
材とITを活用して自ら学習すること、教師と
双方向でコミュニケーションしながら積極
的に学び、満足できる教育を目指している
のだ。2014年度のスマート教育満足度調
査では、児童・生徒も保護者も9割近くが
「既存の教育より満足している」と答えた。
　韓国では2000年頃から学校の校務と
児童・生徒の管理をすべてデジタル化し、
現在は全国の教師がNEIS（National 

Education Information System）と呼ば
れるクラウド上のシステムで学生の個人
情報や成績などを管理している。登録さ
れたデータを利用していろいろな統計が
出せるほか、教育委員会に提出する書類
をすぐに作成することもでき、教師の雑務
軽減にもつながっている。転校時にはシス
テム上でデータを移動するだけ。大学入
試の際も大学に学生のデータを送信すれ
ばいいので、願書を書く必要もなくなった。
また、保護者もNEISにログインして自分
の子どもの出席や成績などを確認できる。
　同じ時期に、「EDUNET」「サイバー家
庭学習」など、政府が無償で提供する学
習サイトもオープンした。クラウド上に教
科書や教材があり、自宅のパソコンから
ログインすると、地域と学年に合わせて勉
強すべきマルチメディア資料が登場し、
予習・復習ができる。サイバー担任もいて、

訪問したソウル市内の小学校では、教室
の3面が電子黒板となっており、生徒は1

人1台タブレットPCを手にし、3D、VR（仮
想現実）、AR（拡張現実）を使ったデジタ
ル教材で理科や社会の授業を行ってい
た。もちろん、教室の中ではWi-Fiまたは
LTEでネットワークにアクセスできる。地
域の紹介をテーマとした3年生の授業で
は、教師が自らドローンで撮影した地元
の名所を見せると、グループごとにその
場でスライドを作って発表し、討論しなが
ら手作りパンフレットを完成させ、それを
学級SNSに掲載して保護者にも見せる。
学級SNSは児童・生徒と保護者、担任、
校長などが参加する教育目的のSNSで、
連絡事項の伝達のほか、授業で撮った写
真や動画の共有など、韓国の学校では日
常的に使われている。タブレットPCのカ
メラで友達がバドミントンをする姿を連写
して先生のお手本との違いを発表する授
業や、ARで映し出された恐竜の卵から恐
竜の種類を当てるクイズなども行われて
いた。いまから4年も前のことである。

　学校で電子黒板とタブレットPCを使う
ことだけがスマート教育ではない。韓国政
府が2011年から推進するスマート教育の
「SMART」は「Self-directed（自ら主導する）」
「Motivated（動機づけられた）」「Adaptive

スマートフォンで遠隔制御でき、スマート
メーターの普及も進んでいる。韓国では
すでにIoTが人々の生活に浸透し、スマー
トライフを実現しているのだ。
　IoTによる変化は、教育にも及んでいる。
韓国の教育界に「変わらなくては」という衝
撃を与えたのは、今年4月の『AlphaGo』と
イ・セドル九段の囲碁対決だ。人間より優
れた人工知能が登場し、多くの職業が人
工知能に代わる時代が現実味を帯びる
中、子どもの教育をどうすればいいのか。
韓国では多くの議論が巻き起こっている。

　韓国は世界でも教育熱が高く、幼少期
から名門大学に進学するための受験競争
が始まる。どの大学を卒業するかでその後
の人生が左右されるといっても過言ではな
く、教育も大学受験のために存在してきた。
　しかし1990年代から、試験でいい点数
を取るための一方的な教育が子どもたち
の創意力を抑制し、その結果韓国全体の
活気が落ち込んでいると懸念する声が大
きくなってきた。そこで1997年には教育環
境を変えるための「デジタル教科書」「ス
マート教室」「スマートラーニング」導入の
議論が政府内で始まり、長年の実証実験
を経て、教育のICT化が進んできた。
　現在、韓国の小中高校のほとんどがス
マート教室を有している。筆者が2012年に

　韓国の未来創造科学部（日本の総務
省に相当）によれば、韓国では2016年4

月末時点で国民の9割がスマートフォン
を使用している。家電売り場には数年前
からIoT家電コーナーが登場し、スマート
フォンの位置情報から帰宅時間を予測し
て稼働するエアコン、必要な食材をネッ
トスーパーに注文してくれる冷蔵庫と
いった家電製品のほか、ヘルスケアのた
めのセンサーやウェアラブル端末も数多
く販売されている。電気・ガス・水道なども

ICTでイノベーションを育む
IoT時代に向けた韓国のスマート教育

あらゆるモノをネットワークにつなげることで、私たちの生活を大きく変えるIoT。
その変化は未来の話ではなく、すでに起こり始めています。

IoTが人々の生活に密着した領域でどんな変革を生み出しているのか、
世界各国から最新事情をレポートするこのコーナー。

今回は、IoTの浸透がめざましい韓国における、教育のスマート化についてお伝えします。

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

チョウ・チャンウン

人工知能時代を見据えた教育変革へ

クラウドの活用でよりスマートに

IoT時代に備えプログラミングを必修化

データ活用に向け
個人情報制度も見直し

全国に普及するスマート教室

SKテレコムは教科書会社と提携し、教師向けにスマー
ト教室での授業をサポートするアプリ『スマートティー
チャー』を開発。マルチメディア教材の検索や学級通
信の作成ツールなどがセットになっている。各自治体
の教育庁も類似のサービスを提供している

SKテレコムは小学生を対象としたプログラミング教
室も実施している。ゲーム形式でプログラミング言語
をコピー＆ペーストして『アルバート』という名前の小
型ロボットを動かす体験ができる 

プログラミング教育はさらに低年齢化。小学校で必
修となることが決まってから、韓国仁川市保育園連合
会に所属する保育園では幼児向けプログラミング体
験教室を開いている

趙章恩
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A. そうですね。3か国とも、インターネッ
トやWi-Fiの国別通信速度ランキングの
多くで上位にランクインしており、とりわ
けエストニアではICTが政府の重点政策
となっています。エストニアは2002年か
ら国民にデジタルIDを発行し、さまざま
な公共サービスをICT化しており、税金
の申告、選挙の投票、病院での処方箋発
行、会社の登記などがすべてオンライン
で実施できるほか、最近では最先端の
フィンテックの導入も進められています。
このIDは国内に居住していない外国人
でも取得できるため、海外にいながらエ
ストニアで起業することも可能です。

A. 地政学的背景や人口密度の低さなど
さまざまな要因がありますが、企業から
の需要が高いこともそのひとつです。バ
ルト3国は北欧・西欧・東欧の間に位置
し、交通や輸送のハブとなっていること
から、多くのグローバル企業が拠点を置
いているほか、新興企業にもオープンで、
起業がしやすい法体制となっています。
そうした企業からの需要がICTインフラ
の発展を促し、それがさらに多くのビジ
ネスを引きつけるという、ICTを軸とした
好循環が生まれています。

A. この10年で3か国すべての主要通信
事業者と緊密なパートナーシップを構築
し、リトアニアではナショナル・ブロードバン
ドの構築、エストニアでは全国的なネッ
トワークのアップグレードなど、大規模なプ
ロジェクトを数多くサポートしてきました。

また、ラトビアでは都市部とそれ以外の
地域でのインターネット・アクセスに大き
な格差がありましたが、ファーウェイが
手頃な価格のモバイルWi-Fiルーターを
普及させたことで、モバイル・ブロードバン
ドが都市部以外の地域でも手軽に利用
できるようになりました。現在ファーウェ
イは同国のモバイルWi-Fiルーター市場
で圧倒的なシェアを占めています。

A. その通りです。地理的な格差に加え、
高齢者を中心にスマートフォンを使うこ
とに抵抗を感じている消費者も多く、
せっかくのICTの恩恵が広く行きわたっ
ているとは言えない状況です。こうした
デジタル・デバイドの解消は通信サービ
スを提供するお客様にとって重要なミッ
ションであり、ファーウェイはスマート
フォンやインターネットの使い方を教え
るユーザー教育プログラムをはじめとす
るお客様のさまざまな取り組みをサポー
トしています。とくにファーウェイ独自の
『Emotion UI』はスマートフォン初心者
にも使いやすく、ユーザー教育には最適
と好評をいただいています。
　またファーウェイは、2012年にラトビ
ア政府を通じて同国内の2つの病院に遠
隔医療用テレプレゼンス・システムを寄
贈しました。これにより、首都リガにある
国内最大の医療機関であるパウラ・スト
ラディナ医科大学病院と、300km近く

離れたリエパージャ地域病院との間で
診療リソースの共有が可能となり、地方
部の住民の医療アクセス向上をICTで実
現しています。

A. 2007年にモバイルWi-Fiルーター、
2012年にスマートフォンとタブレットの
販売を開始し、現在3か国すべてで市場
シェア3位以内となっています。ラトビア
は消費者のブランド志向が強く、認知度
の低かったファーウェイは当初は苦戦し
ましたが、ミドルレンジからハイエンドの
製品を積極的に投入してきたことで高品
質ブランドとしてのイメージが浸透しつ
つあり、ファッション・リーダーのモデル
やミュージシャンが愛用して話題になる
など、注目を集めています。一方、他の2

国と比べてICTを使いこなす消費者が多
いエストニアでは、より実用的に機能と
価格重視でスマートフォンを選ぶ傾向に
あり、高性能かつ価格の手頃なファー
ウェイ製品は高い人気を博しており、市
場シェアは20％に達しています。

A. はい。本社からのサポートももちろん
大きいですが、主要なポジションには現
地のエキスパートを採用し、3か国でリ
ソースを共有しています。各国のお客様
のニーズを深く理解し、ソリューション
や製品を最適な形にカスタマイズす
ることで、市場での信頼を着実に築き

世界1 7 0か国以上に事業拠点を持つ
ファーウェイ。このコーナーではその中か
ら毎回ひとつの国を取り上げ、各国の通
信事情や市場の動向、ファーウェイの事
業展開や社会貢献活動について、現地の
広報部員に聞きます。

先進的なICT活用を支える

上げてきました。

A. 今年6月、ファーウェイがグローバル
で展開しているCSRフラッグシップ・プロ
グラム『Seeds for the Future』をバル
ト3国でも初めて実施し、3か国の主要
大学でICTを学ぶ18名の大学生が、北
京での語学・文化研修と深圳のファー
ウェイ本社でのトレーニングを含む2週
間のプログラムに参加しました。これま
でにも、リトアニアのヴィリニュス大学に
ICT人材育成のための『ファーウェイ・コン
ピューター・ネットワーク・アカデミー』と
『モバイル・アプリ・ラボ』を設立するとと
もに、物理学部にサーバーを寄贈するな
ど、高等教育機関と連携した取り組みを
行っています。
　また、ラトビアでは全国の小中学校を対
象にした一大スポーツ・イベント『ZZチャン
ピオンシップ』を後援しているほか、リトア
ニアでは国民的スポーツであるバスケッ
トボールのナショナル・チームのスポン
サーとなっており、『ファーウェイ・カッ
プ』の名を冠した国際トーナメントを開
催しています。
　政府も民間もオープンな姿勢でICTの
活用がもたらす価値を積極的に追求し
てきたバルト3国で、ファーウェイができ
ることはまだまだあると感じています。こ
れからも最先端の製品・ソリューション
の提供を通じ、デジタル化のさらなる推
進をサポートしていきます。

Q. バルト3国は小規模な国々なが
ら、ICTの活用が進んでいることで
知られていますね。

Q.  こうした先進性にはどのよう
な背景があるのでしょうか？

Q.  ファーウェイは10年以上この
地域で事業を行っていますが、こ
れまでにどのような貢献をしてき
たのですか？

Q. CSRではどのような取り組みを
行っていますか？

Q. ICT活用が進む一方で、デジタ
ル・デバイドも問題となっているの
ですね。

Q. 端末事業の状況はどうですか？

Q.  3か国の市場を数十名規模の
オフィスでカバーしているのですね。

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

2005年（ラトビア）、2006年（リトアニア）、2014年（エストニア）
ヴィリニュス（リトアニア、本部）、リガ（ラトビア）、タリン（エストニア）
25名（リトアニア）、19名（ラトビア）、7名（エストニア）、うち約80％が現地採用
（2016年6月現在）

：
：
：

ファーウェイ・バルチック

バルト3国の通信事情

ファーウェイ・バルチック

ラトビア大学でMBA（経営学修士）を取得後、ICT業界を中心に
マーケティング、広報分野で10年以上の経験を積む。2014年に
ファーウェイに入社。グローバルな視点を持ちながらも各国の文化
や市場への理解を深める企業文化に共感し、ラトビア・オフィスを拠
点に3か国を飛びまわりながら、会社とともに成長する日々を楽しん
でいる。9歳と11歳の娘を持つママでもある。

ファーウェイ・バルチック　マーケティング・コミュニケーション・ディレクター
アレクサンドラ・ロマノヴァ
（Aleksandra Romanova）

今回登場するのは…

1.ラトビアでは都市部と地方部の病院をつなぐテレプレゼンス・システムを寄贈し、遠隔医療の実現に貢献している　2.バルト3国で今年初めて開催した『Seeds for the 
Future』には18名の大学生が参加。出発前の調印式にはリトアニアのアルギルダス・ブトケヴィチュス総理大臣（写真中央）も列席し、プログラムへの期待を寄せた　3.2014年
にはリトアニアでバスケットボールのナショナル・チームのスポンサーに。調印式でセルフィーを撮る、元選手でリトアニア・バスケットボール連盟の会長を務めるアルビダス・サボ
ニス氏（左）とファーウェイ・バルチックのジェネラル・マネージャー（当時）張曦波（ジャン・シーボー）

1 2 3

主要通信事業者 ：テオ（Teo）、オムニテル（Omnitel）、LRTC（Lithuanian Radio and 

Television Centre）、テレ2、バイト（Bite）、LMT（Latvian Mobile Telephone）、ラトル
コム（Lattlecom）、テリア（Telia）、エリサ（Elisa）

リトアニア

ラトビア
エストニア

固定電話
加入者数・普及率

エストニア

携帯電話
加入者数・普及率

インターネット普及率
（利用者ベース）

固定ブロードバンド
加入者数・普及率

41万人・31.7％ 206万人・160.7％ 84.2％

リトアニア 57万人・19.5％ 442万人・147％ 72.1％ 95万人・31.5％

35万人・27.4％

ラトビア 39万人・19％ 254万人・124.2％ 75.8％ 51万人・24.7％

（ITU調べ、2014年現在）
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『HUAWEI P9』

DEVICE UPDATE SPECIAL
スマートフォンの常識を覆す芸術性
ライカ共同開発ダブルレンズカメラ搭載のフラッグシップ・スマートフォン

『HUAWEI P9』の魅力に迫る！
ファーウェイが2016年4月にグローバルで発表した
最新のフラッグシップ・スマートフォン『HUAWEI P9』。
日本ではいよいよ6月17日から販売を開始しました。
ドイツの高品質カメラメーカー、ライカと共同開発した
ダブルレンズカメラのほか、
ハリウッド・スターや世界的なフォトグラファーとの
コラボレーションでも話題を呼んでいる
『HUAWEI P9』の魅力をご紹介します。

6月17日発売
市場想定価格59,800円（税抜）

　『HUAWEI P9』の最大の魅力は、従来のスマートフォン撮影
の概念を覆す、進化したカメラ機能です。そのカギを握るのが、
ファーウェイのために特別に設計された高品位ライカレンズ
「LEICA SUMMARIT H」。カメラメーカーとして100年以上の
歴史を持つライカと、革新的な技術でスマートフォンの進化を
リードするファーウェイが手を携え、写真撮影というアートをより
多くのユーザーにお楽しみいただけるスマートフォン・カメラを生
み出しました。
　「LEICA SUMMARIT H」は、明るい開口部F2.2、広角
27mmの非球面レンズで、カメラ業界で最も厳しい品質基準を
持つライカが透明度や収差、フレアなどの光学特性を評価し、
個々のレンズを厳格にスクリーニングしています。レンズに加え、
ソフトウェア、ハードウェアの開発もライカと共同で行い、ライカ
のカメラを実感できる数々の機能を実現しました。RGBセン
サーに比べて形状や輪郭・光をより多く取り込むことが可能な

モノクロセンサーを一方のカメラに搭載し、2つのセンサーを合
わせて使うことで、画質が格段に鮮明に。暗いシーンや逆光で
の撮影に威力を発揮します。また、従来のコントラスト・フォー
カスにレーザー・フォーカスとデプス・フォーカスを組み合わせ
たハイブリッド・オートフォーカス方式を採用。デプス・フォーカ
スでは深度計算のための専用ICチップを搭載し、ソフトウェア

今年4月にロンドンで開催された新製品発表会では、『HUAWEI P9』のほか、5.5 イン
チ・モデルの『HUAWEI P9 Plus』、スタイリッシュなウェアラブル・デバイス『HUAWEI 
Talkband B3』も同時発表された。ステージにはコラボレーションに参加した著名な
写真家たちと、イメージ・キャラクターの1人ヘンリー・カヴィルも登場し、会場を大い
に沸かせた

①メアリー・マッカートニー（ロンドンで撮影）、②『ナショナルジオグラフィック』誌の
デイビッド・グーテンフェルダー（メキシコで撮影）、③『トラベラー』誌のヴァンソン・
マチュー（フランスで撮影）、④ルーベン・クラッベ（カナダで撮影）による作品

品質への妥協を許さない
2社の共同開発が生んだ進化したカメラ機能

による計算より3倍速い高速処理が可能となりました。美しいボ
ケを演出するワイドアパーチャ機能、雰囲気ある写真が撮れる
フィルムモード、モノクロモード、撮影のパラメーターがマニュ
アル操作できるプロカメラモードなど撮影を楽しむための機能
も充実しています。
　2社の協業について、ライカカメラAG のCEO オリバー・カルト
ナー氏は「ライカとファーウェイに共通する理念は、画像品質に
妥協を許さないということです。両社のパートナーシップで、世
界中のより多くの消費者がすばらしい写真を撮影できるようにな
るでしょう。スマートフォンでの写真撮影がより快適になるよう、
今後も連携を深めていきます」と述べています。

　もちろん、スマートフォンとしての性能とデザインもカメラ機
能に負けていません。高いセキュリティとすばやいロック解除を
可能にする3D指紋認証のほか、最先端オクタコアチップセット
HiSilicon製HUAWEI Kirin955で優れたパフォーマンスと省電
力性を実現しています。3000mAhの大容量バッテリー搭載な
がら、薄さわずか6.95mmの高級感漂うメタル・ユニボディに、
カメラの突起もない完全にフラットな美しいシルエット。独自の
サンドブラスト処理による洗練された外観と心地よい感触、エッ
ジ部分のダブル・ダイヤモンドカットもポイントです。

　『HUAWEI P9』のイメージ・キャラクターを務めるのは、ハリ
ウッド・スターのヘンリー・カヴィルとスカーレット・ヨハンソン。
CMでは2人がそれぞれ上海とハリウッドから『HUAWEI P9』で撮
影した写真を競うように送りあうというストーリーで、日常の一コ
マを手軽に芸術的な写真に収められるP9の魅力を伝えています。

　優れたカメラ機能を伝えるため、著名な写真家たちに
『HUAWEI P9』で世界各地の写真を撮影してもらうコラボレー
ション・キャンペーンも行われました。ポール・マッカートニーの
娘でファッション・フォトグラファーとして活躍するメアリー・マッ
カートニーのほか、『ナショナルジオグラフィック』誌や『トラベ
ラー』誌などの撮影を手がける写真家たちが『HUAWEI P9』のカ
メラでとらえた世界中の風景は、スマートフォンでの撮影が新た
な次元に達したことを実証する作品となっています。

著名な写真家たちとコラボレーション

カメラ機能に引けを取らない性能とデザイン

イメージ・キャラクターは2人のハリウッド・スター

昨年発売した『HUAWEI P8 lite』を機能面、コスト面でさらにパワーアップさせた
後継モデル。アルミ合金フレーム、5.2インチフルHDディスプレイ、オクタコアチッ
プセットKirin650、大容量の3000mAhバッテリーを採用。ハイエンドモデルで高
い評価を得ている指紋センサー2.0も搭載。カメラ機能、オーディオ機能も独自の
技術で格段に進化しています。

機能と価格を追求した『HUAWEI P9 lite』、
女性のためのスマートウォッチ
『Huawei Watch Elegant』も同時発売！

機能はもとよりそのデザイン性が高く評価されている『HUAWEI WATCH』の新ライン
ナップとして、ファーウェイ初の女性向けラグジュアリー・モデルが登場。中世ヨーロッ
パで誕生した装飾技法「クルド・パリ」を施したベゼルと、しっとりとした光沢が美しい
パールホワイトのベルトの『Elegant』。ブリリアントカットのスワロフスキー・キュービッ
クジルコニア68個が贅沢にあしらわれ、サファイアブルーに染め上げたベルトが高級
感を醸しだす『Jewel』。パネルには透明度が高く傷のつきにくいサファイアクリスタ
ル、ボディにはローズゴールド色のステンレススチール、ベルトにはイタリア製牛革を
使用し、美しさとともに耐久性にも優れています。

『HUAWEI WATCHElegant & Jewel』
Elegant（ベルト：パールホワイト）
市場想定価格61,800円（税抜）
Jewel（ベルト：サファイアブルー）
市場想定価格72,800円（税抜）

『HUAWEI P9 lite』
市場想定価格
29,980円（税抜）
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平野良一店長。なかには初めてスマートフォンを使われるお客
様も多く、故障や不具合だけでなく、メールの設定やLINEの使
い方、SIMの選び方などについてのご相談を受けることもあるそ
うです。
　アフターサービスにあたっては、故障を直すだけでなく、お客
様の課題が解決されているかどうかを重視していると平野店長
は言います。「端末の不具合だけでなく、お客様の使い方や利用
シーンまで含め、どのようなことでお困りなのか、どのような解決
策を望んでいらっしゃるのかまで汲み取るのは、対面でお話が
できてこそ。できるだけ納得のいく形でお帰りいただけるよう、
修理、交換、新製品の購入を含めたさまざまな選択肢をご提案
するようにしています。ここまで足を運んでよかったと思っていた
だけるようなサービスを心がけています」
　端末製品自体の販売はしていませんが、購入をご検討中のお
客様がスペックに関する詳細を質問に来られることも。「お客様
のニーズをうかがいながら、豊富な製品ラインナップの中から最
適なものをご提案しています」
　カウンター後方の修理作業用スペースでは、コールセンター
経由の修理受付分も合わせ、1日に20～30台の修理を完了して
います。修理期間は入荷から48時間を徹底しているほか、店頭
での待ち時間も受付から完了まで平均30分以内とするなど、サー
ビス水準の向上に努めています。「修理の過程で吸い上げた課
題や、お客様からの強いご要望があった事項などはプロダクト
担当者にフィードバックしています」

　ファーウェイ カスタマーサービスセンターは、銀座・数寄屋橋
交差点そば、有楽町マリオンや今年3月にオープンした東急プ
ラザ銀座にほど近い銀座ファイブの2階にあります。1階の楽天
モバイル脇の階段を上がると、約94平方メートルのオープンな
店舗スペースが広がります。
　「開店当初は店舗の様子をのぞいてみるといったお客様が多
くいらっしゃいましたが、現在は1日平均15～20名ほどのお客様
が修理のご相談やお問い合わせでご来店されます」と話すのは、

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。

足を運んでよかったと思えるサービスを――
ていねいで迅速なサポートを提供する
ファーウェイ カスタマーサービスセンター

2016年4月5日、銀座にファーウェイ・ジャパン初のカスタマーサービスセン
ターをオープンしました。このセンターではファーウェイ製端末製品の修理の
ご依頼やお問い合わせを受け付けるほか、最新製品のタッチ＆トライやアク
セサリーの販売も行っています。今回のこのコーナーでは、店舗の様子やサー
ビス内容を詳しくご紹介します。

　SIMフリー端末はサポートが心配、という声も聞かれますが、
カスタマーサービスセンターは対面でのていねいなコミュニケー
ションを通じてそうしたお客様の不安を解消することを目指して
います。このほかにも、ファーウェイ製品のアフターサービスは
コールセンター、メール、LINEチャットからも受け付けています。
修理品の配送料は往復ともに無料。4月に発生した熊本地震に
より被害を受けた製品については無償で修理を行っています※。

2016年4月15日発売
市場想定価格15,980円（税抜）
鮮明で美しい5.0インチHDディスプレ
イでエンターテイメントをより楽しめ
る、スタイリッシュなデザインのエント
リーモデル・スマートフォン。

『HUAWEI Y6』

2016年7月15日発売予定（M7モデルのみ今夏発売予定）
市場想定価格79,800～129,800円（税抜）
Windows 10とIntel® Core™ Mプロセッサーを搭載し、モバイル性の
高さとPCの生産性を両立させた、ファーウェイ初の2 in 1 スタイル モバ
イル・プロダクティビティ・ツール。

『HUAWEI MateBook』

Y!mobileより
2016年4月27日発売
Pocket WiFi史上最軽量となる約75gのコンパクト設計のモバイルWi-Fi

ルーター。名刺サイズのコンパクトな設計で、かさばらず気軽に持ち歩けます。

『Pocket WiFi
506HW』

KDDIより
2016年6月4日発売
受信最大370Mbps※1※2の超高速データ通信が可能な「WiMAX 2+ キャ
リアアグリゲーション」、人口カバー率99％（プラチナバンド 800MHz）※3

の「4G LTE」に対応したハイブリッドモデル。
※1 東京都渋谷駅周辺エリアから開始し、順次、大阪府梅田駅周辺、愛知県名古屋駅周辺、山手線主要駅
周辺などへ拡大予定。なお駅構内はご利用いただけない場合があります。

※2 ハイスピードプラスエリアモード（有料）ご利用時です。
※3 「人口カバー率」は国勢調査に用いられる約500m区画において50％以上の場所で通信可能なエリアを
基に算定。

『Speed Wi-Fi
NEXT W03』 

NTTドコモより
2016年6月下旬発売
PREMIUM 4GTM 370Mbps※1※2対応、モバイルチャージャー機能搭載
の大容量バッテリーで、あらゆる利用シーンで快適さを実現するモバイル
Wi-Fiルーター。
※1 受信時最大370Mbpsは東名阪の一部地区に限ります。サービス開始時期、対応エリアの詳細は、「ドコ
モのホームページ」でご確認ください。PREMIUM ４Gエリア内でも、電波状況によりLTE通信または
FOMA通信となる場合があります。

※2 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエ
フォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

『Wi-Fi STATION
HW-01H』

1.カスタマーサービスセンターの平野良一店長　2.サービス・カウンターでは最大3
名のスタッフが対応　3.ウェイティング・スペースではHuaWaveもご覧いただけます
4.カウンター裏の作業スペースでは修理スタッフが作業中。6名のスタッフでシフトを
組み、店頭対応と修理作業を行う

1 2

3 4

※熊本県（全市町村）にお住まいの個人のお客様が対象。2016年7月31日カスタマーサービスセンター到着分まで対応。

こうしたサービスの手厚さに、ご利用いただいたお客様からは「対
応も印象も最高によかったです。大満足！」「短時間で問題を解
決していただき、助かりました」といった感想が寄せられています。
ファーウェイ・ジャパンはこれからも、製品はもちろんサポート面
でもお客様にいっそうご満足いただけるよう、カスタマーサービス
を充実させてまいります。

〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目1番先銀座ファイブ2F
営業時間：10：00～20：00　休業日：1月1日、2月・8月第3月曜日、12月31日
アフターサービスの詳細はウェブサイト（http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm）をご参照ください。

ファーウェイ
カスタマーサービスセンター
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メモリアルパーク中の浜 復興ふれあいの森
の整備作業と、地元小学校の環境・復興教
育のサポートを行うイベントに社員ボラン
ティアが参加

2016 . 6 . 1
熊本地震被災者への義捐金として、会社か
らの寄附金300万円と従業員の募金をあわ
せ日本政府を通じて寄附

2016 . 7 . 17
日本フィランソロピー協会が主催する東北
復興応援交流イベント『チャリティーリレー
マラソン東京2016』に協賛。社内募金、社
員ボランティアによる運営サポートのほか、
会場で利用する通信機器を提供

2016 . 5 . 13
東京ビッグサイトで開催された『IoT／M2M
展（春）』において、ファーウェイ セルラIoT
プロダクトライン プレジデント 朱成（ジュ・
チェン）が「モバイルIoTの次なるウェーブ」
をテーマに講演

2016 . 5 . 18
ファーウェイ・ジャパンI C C（ I n t e r n a l  
Communication Committee）による社員
交流イベントとして、社員と家族が参加す
るカートレース大会を開催

2016 . 5 . 25
東京ビッグサイトで開催された『ワイヤレス
ジャパン2016』において、ファーウェイ ワイ
ヤレス・ネットワーク・プロダクトライン ワイ
ヤレス・マーケティング・オペレーション担当
プレジデント 邱恒（キュウ・コウ）が、「来るべ
きモバイルIoT市場予測、そのチャンスを掴
むには」をテーマに講演

2016 . 5 . 25 ～ 27
東京ビッグサイトで開催された『ワイヤレス・
テクノロジー・パーク2016』内の『5G Tokyo 
Bay Summit®2016』に出展。NTTドコモと
共同で実施した5Gフィールド・テストや電波
暗室での実験の結果を紹介したほか、
ファーウェイの独自技術による6GHz以下・
6GHｚ超の周波数帯向けARU（Active 
Radio Unit）のモックアップを展示。27日に
はファーウェイ・フェロー ワイヤレス・ネット
ワーク部門最高技術責任者  童文（トン・
ウェン）が「5G実現に向けたグローバル・
モーメンタムの加速」をテーマに講演

2016 . 6 . 10 ～ 11
ファーウェイ・ジャパンが加盟する経団連
自然保護協議会による東北復興支援プロ
ジェクトの一環として、岩手県宮古市の震災

　6月6日、株式会社インターネットイニシ
アティブの100％子会社であるネット
チャート株式会社と、遠隔画像診断サー
ビスで国内最大手の株式会社ドクター
ネットの医療用画像保管ストレージを、
ファーウェイ製ストレージ・システムを活
用して統合集約したことを発表しました。
　近年、CT、MRIなどのデジタル画像を
ネットワークで伝送し、遠隔地にいる放射
線診断専門医が画像を診断、依頼主であ
る医療機関に診療方針を助言するという
遠隔画像診断サービスの市場が拡大して
います。ドクターネットは、年間データ量
が100テラバイト（TB）超に達するデジタル
画像の長期保存と需要拡大に対応できる
システムの構築を必要としていました。
　ネットチャートは、こうした課題に対応
するため、最大3ペタバイト（PB）の拡張性
を有し、価格容量比に優れたファーウェイ
製ストレージ・システム『OceanStor 5300 

V3』を採用し、医療用画像保管ストレージ
を統合集約しました。また、東日本・西日
本の両データセンターに同ストレージ・シ
ステムを配置し、2拠点間のデータ複製に
よって、災害対策および事業継続性の強
化を図りました。ファーウェイ・ジャパンは
導入前～後にかけて、将来的な容量拡張
を前提としたストレージ構成および運用
設計に関する技術支援を行いました。

ネットチャートとファーウェイ、
遠隔画像診断サービス国内最大手
ドクターネットの
医療用画像ストレージを統合集約

ファーウェイ・ジャパンの企業情報を発信
する公式Facebookページもあわせてご
覧ください。

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

その他の主なニュース
2016 . 5 . 10
ファーウェイのCloudEPCがテレフォニカの
NFVリファレンス・ラボで過去最高の性能を
実現、NFV／SDNを活用するマルチベン
ダー環境に統合可能であることを実証

2016 . 5 . 17
『UKスマートシティ・インデックス』を発表、
ロンドンとブリストルを英国で最も進んだス
マートシティと評価

2016 . 5 . 17
ドバイで『セーフシティ・サミット2016』を開
催、ビッグデータ、IoT、クラウドがセーフシ
ティ実現のカギとなることを示すホワイト・
ペーパーを発表

2016 . 5 . 23
北京で開催された『5Gセキュリティ技術ワー
クショップ』にて、5Gのセキュリティに関する
研究成果を発表

2016 . 5 . 27
IMT-2020 5G推進グループのプランに沿っ
た5G主要技術のフィールド・トライアル第1
フェーズを完了

2016 . 5 . 30
ベルギーのプロキシマス（Proximus）と、
4.5Gプラットフォーム上のライブ・ネットワー
クで1.1Gbpsの通信速度を達成

2016 . 5 . 31
ボーダフォン・スペインと、マドリードを世界
で最も先進的な都市に変革する共同プロ
ジェクト「マドリード・テック・シティ」を開始

2016. 6. 14
フランス・ブローニュ＝ビヤンクールに、ロシ
アに続き2か所目となる数理研究所を設立

2016 . 3 . 28
ファーウェイ主導の製造品質管理テスト
ベッド・プロジェクト、インダストリアル・イン
ターネット・コンソーシアム（IIC）により承認

2016 . 4 . 6
ファーウェイのアクティブ・アンテナユニット
（AAU）ソリューション、商用ネットワークで
の導入がグローバルで100件に達し、大規
模展開が進む

2016 . 4 . 26
ボーダフォンと共同で世界初のNB-IoTオー
プン・ラボを開設、メーカーや開発者にテス
トベッドを提供

　4月11日～13日の3日間、中国・深圳
で年次戦略説明会『第13回グローバル・
アナリスト・サミット』を開催しました。
「Growing Together Through Digitalization 

and Building a Better Connected World

（デジタル変革を通じてともに成長し、よ
り“つながった世界”を構築する）」をテーマ
に行われた同サミットでは、ファーウェイ
本社経営陣より2015年度業績のほか、
3つの事業グループやIoT分野における
戦略が説明されました。また今年で3回
目の発行となる『2016年度 世界接続性
指標報告書』を発表し、通信、インター
ネット、金融などさまざまな業界から500

名以上のアナリストやビジネス・リーダー
が参加しました。
　同サミットにおいてファーウェイは、3

つの事業グループをまたぐ経営戦略とし
て、製品とソリューションの完全なクラ
ウド化を推進する「オール・クラウド（All 

Cloud）」戦略を発表しました。ネット
ワーク全体をデータセンター中心型の
アーキテクチャにシフトし、あらゆるネッ
トワーク機能やサービス、アプリケー
ションをクラウド・データセンター上で稼
働させることを目指し、より優れたユー
ザー体験を求める最終顧客のニーズを
起点に、ネットワークの現代化や産業間
を越えたデジタル変革への取り組みを
進めていきます。

グローバル・アナリスト・サミット開催
産業のデジタル変革を支援する
「オール・クラウド」戦略を発表

その他の主なニュース

「オール・クラウド」戦略を発表するファーウェイ 輪番
CEO兼取締役副会長 徐直軍（エリック・シュー）

　ファーウェイはこれまでクラウド・デー
タセンター向けインフラストラクチャ製
品やOpenStackベースのクラウドOSで
あるFusionSphere、ビッグデータ分析
プラットフォームであるFusionInsight、
分散型PaaS のFusionStageなどに多
大な投資を行っていますが、今後も統合
されたオープンなアーキテクチャを活用
することで、パブリック・クラウド、プライ
ベート・クラウド、インダストリー・クラウ
ド、ハイブリッド・クラウドなど、多様な
シナリオに基づく事業変革をサポートし
ていきます。

数理研究所の開所式には、フランス ティエリー・マン
ドン高等教育・研究担当大臣が列席したほか、同研究
所に所属する80名の数学者が一同に会した
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オーバーライン：ファーウェイの事業はこ
れまでB2Bが中心だったため、セールス
やマーケティングを通じた製品・ソリュー
ションに関する情報発信に重きを置いて
いましたが、会社の成長と端末事業の拡
大にともなって、企業ブランディングや産
業界におけるリーダーシップの発揮と
いった観点から、より幅広く多様なコミュ
ニケーションの重要性が高まってきまし
た。こうした企業メッセージは技術文書
よりも言語や文化的コンテキストに敏感
なので、企業コミュニケーション分野の
経験豊富な専門チームを設置して取り
組んでいます。
王：私は前身の翻訳サービス・センター
設立時に通訳として入社したのですが、
当初は通訳者が数名しかおらず、常にス
ケジュールが埋まっており、リソースの調
整も自分たちでやらなければなりません
でした。会議の移動の合い間に技術翻
訳のチームに電話をかけて、別の会議の
通訳を引き受けてくれる人を探す、といっ
た状態でしたが、いまは人員も増えて

体制も整ったので、だいぶ余裕ができま
したね。

王：そうですね。まず彼の思想自体がユ
ニークであり、さらにそれを独特の言いま
わしで表現するので、直訳では伝わりに
くいことが多いです。できるだけわかりや
すく意図が伝わるよう、通訳をするたびに
彼の考え方や特徴的な語彙を書き留め
て咀嚼し、次に生かすようにしています。
ただ、下手に解釈して意訳すると、彼の
メッセージが持つ深みと広がりが失われ
てしまうこともあります。任氏本人はいつ
も、「自分の言葉をそのまま訳してくれれ
ばいい。わからなければ相手が質問すれ
ばいいのだから」と言ってくれます。あま
り多くを語らない人だと思われています
が、聞かれたことにはきちんと答えようと
いうオープンな姿勢を持っている方なん
です。とはいえ、たとえ直訳といえども

彼の思考回路についていきながら通訳
するのはたいへんで、正直なところ「今日
はうまくいった」と思えたことはまだ一度
もありません（笑）。

オーバーライン：翻訳の場合は考えたり
調べたりする時間があるし、訳注で補足
することもできるので、その場で最適な訳
文にする通訳よりもプレッシャーは少な
いとは思いますが、一度訳文が確定した
らそのまま長く残り、それがたくさんの人
目に触れるという点では、緊張感があり
ますね。空港の大きな看板に自分が訳し
たコピーが載っているのを見ると、身が
引き締まる思いがしますし、それだけやり
がいも感じます。広告のようなクリエイ
ティブな文章では、文字にしたときの見
た目や発音したときの響きなども考慮し
なければならないので、単に意味を伝え
る以上の作業が必要になります。とくに
中国語は日本語と同じく「ハイコンテクス
ト言語」と言われ、同じ言葉でも文脈に
よって意味が変わったり、ひとつの言いま
わしに多くの含意があるので、英語で端
的に表すのが難しいことが多いです。
　例えば、ファーウェイが今年グローバ
ルで展開している企業広告キャンペーン
は中国語の「厚積薄発（ホウジーボー
ファ）」という熟語がコンセプトなのです
が、これを英語にするにあたってはたく
さんの議論と試行錯誤を重ねました。
「長い間努力と研鑽を積み重ねた末に、
突破口となる一瞬が訪れる」といった複
雑な意義を、中国語では「厚積薄発」と
いうわずか4文字で表現できてしまいます。
このコンセプトをキャッチ―かつグロー
バルに理解してもらえる英語で表し、さ
らにそれを表現するビジュアルと整合性
を持たせるのは至難の業でした。エグゼ
クティブや広報部の多くの人たちから

　グローバルに事業を展開するファーウェイは、多言語によるコミュニケーションをより円滑かつ効率的に行うため、通訳・翻訳
業務を統括する部署を設置しています。本社では2007年に設置された翻訳サービス・センターで約260名の翻訳者が技術翻訳
に携わっているほか、2015年には渉外広報本部のコーポレート・コミュニケーション部内に通訳・翻訳部が新たに設立され、約
30名の通訳者が所属するチームがエグゼクティブのミーティングやスピーチ、メディア取材時などの通訳を、20名以上の翻訳
者と編集者からなる翻訳チームが広告をはじめとするクリエイティブ、プレスリリース、エグゼクティブのスピーチやプレゼン
テーションなどの中英翻訳・編集を担当しています。

ファーウェイ・ピープル

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

今回のファーウェイ・ピープルでは、
ファーウェイの通訳・翻訳部の
業務についてご紹介します。

Theme

通訳・翻訳

通訳・翻訳部が新設された経緯
についておしえてください。Q

翻訳にもまた違った苦労
があるのでは？Q

ファーウェイでの
通訳・翻訳には
どんなおもしろさがありますか？

Q

王さんは創業者兼CEOの
任正非の通訳を
数多く務めてこられましたが、
哲学的な発言が多いと言われる
任氏の通訳は
難しいのではないでしょうか？

Q

さまざまな意見が上がり議論が白熱しま
したが、その過程でいろいろな気づきが
あり、原文のメッセージに含まれる要素
を因数分解して、最終的には「Focus（集
中）,  P e r s e v e r e（忍耐）,  B r e a k -

through（突破）」という3つの単語を軸
にコピーを組み立てました。単なる翻訳
を超えたクリエイティブな作業で、苦労
はありましたが、得るものも大きい貴重
な挑戦でした。

王：入社してから9年間で、会社の急速
な成長の軌跡、重要なマイルストーンを
現場で目の当たりにできたのは非常に得
がたい経験だと思っています。ファーウェ
イについてこれほど多くを知ることができ
る立場にいる人は、社内にもそういない
でしょう。また、任氏をはじめファーウェ
イのエグゼクティブやお客様など、知識
と経験、深い洞察を持った優れた人たち
の話が聞けるというのもこの仕事の醍醐
味です。自分で通訳しているときには楽
しむ余裕はもちろんないのですが（笑）、
オブザーバーとして同席する時には、
話の内容が本当に興味深くて、聞いていて

楽しいし勉強になるんです。
オーバーライン：任氏を筆頭に、ファー
ウェイは「言葉」の力、重要性を深く認識
し、戦略的なアプローチを取っている会
社だと思います。さらに、その言葉に行
動がともなっている。社内にはたくさんの
スローガンが掲げられていますが、それ
らがかけ声に終わらず、目標やビジョン
を社員がきちんと内面化し、自分のもの
として行動に移していると実感します。そ
うした企業文化の中で翻訳という仕事に
携わることができるのは光栄だし、責任
の重みも感じますね。

ファーウェイ・ジャパンの翻訳センター
ファーウェイ・ジャパンも、2010年から通訳・
翻訳業務を担当する翻訳センターを社内に
設置しています。現在6名の日中通訳・翻訳
者、2名の日英通訳・翻訳者、コーディネー
ター、DTP（デスクトップ・パブリッシング）担
当者が所属し、社内会議やお客様とのミー
ティング時の通訳、社内資料やプレスリリー
ス、HuaWave用記事など社外向けコンテン
ツの翻訳のほか、中国人社員向けの日本語
講座も実施しています。国際会議や報道の
現場で長年の通訳経験を持つディレクター

のもと、翻訳から通訳へとスキルを広げたり、
日中に加えて英語の通訳を勉強したりと、ス
タッフそれぞれが技能とサービスの向上に努
めています。

米国アリゾナ州立大学で日本語を専攻
し、広島修道大学に半年間留学した経
験を持つ。副専攻だった中国語を学ぶ
ために北京の人民大学での夏期研修に
参加後、中国語に関心が移り、2006年
に大学卒業後中国へ移住。海外進出す
る中国企業の現地化を支援するコンサ
ルティング会社でコンテンツ開発に携わ
る。2015年にファーウェイに入社。

ザッカリー・オーバーライン
（Zachary David Hanson Overline）

写真 左

河南理工大学を卒業後、北京外国語大
学大学院で通訳を専攻し、逐次通訳、
同時通訳を学ぶ。大手グローバル・コン
サルティング企業での通訳・翻訳を経
て、2007年にファーウェイに入社。大学
院での特訓の成果できれいな発音の英
語を話すが、ファーウェイに入社するま
で中国国外に出たことがなく、入社後に
スペインで開催されたMWC（Mobile 
World Congress）で通訳をするため初
めてパスポートを取ったとか。

王凱 （ケン・ワン）
写真右

「厚積薄発」広告キャンペーンのビジュアルのひとつ
は、コンゴのワゲニア族の伝統的な漁法を題材とし、
激流の中の一瞬の機会をとらえる集中力をファーウェ
イの事業戦略に重ねている。中国語のコピー「不在非
戦略機会点上消耗戦略戦略力量（戦略的な力を非戦
略的な機会のために消耗しない）」が、「Tireless 
focus, for a moment of strategic opportunity（た
ゆまぬ集中力で、戦略的なチャンスをとらえる）」という
英語に翻訳された。同キャンペーンでは中国各地と世
界の主要な国際空港、『エコノミスト』『ニューヨーク・
タイムズ』『ウォール・ストリート・ジャーナル』などの国
際経済紙誌に広告を掲出しているほか、英BBCと共
同で制作した動画広告も展開している

展示会場での
通訳の様子。
技術・事業など
の幅広い知識
が求められる
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　北京、西安、洛陽に並ぶ中国四大古都
のひとつとして栄えてきた南京は江蘇省
の省都で、島根県ほどの面積に人口800

万人が暮らしています。南京の歴史は紀
元前の春秋時代に始まり、14世紀ごろに
は世界最大の都市になるほど繁栄してい
ました。現在は国際都市に転身しつつも、
孫文を埋葬している中山陵や中国最大の
科挙試験場だった江南貢院などの史跡、
そして風光明媚な紫金山や玄武湖といっ
た自然が多く残っています。また、上海か
ら高速鉄道でわずか1時間10分という立
地の良さから、海外からも多くの観光客が
訪れます。ただし、重慶、武漢とともに中
国三大ボイラー（三大火炉）と呼ばれるほ
ど夏の間は非常に蒸し暑く、気温が37度
に達する日も珍しくないため、観光旅行を
するなら夏を避けることをおすすめします。

　南京名物と言えば、なんと言っても鴨料
理。南京人は年間3,000万羽もの鴨を消
費しています。塩水鴨（ヤンシュイヤー）と
鴨血粉絲湯（ヤンシエフーユータン）を食
べなければ、南京に来たとは言えません。
鴨肉は脂っこいイメージがありますが、塩
水鴨は生姜、ねぎ、八角、花椒などの香
辛料で味付けられ、塩茹でする間に油が
落ち、柔らかくてさっぱりしています。鴨血
粉絲湯は、文字通り鴨の血を熱して固め
た鴨血と、油揚げ、砂肝などをトッピング
した春雨スープです。鴨血は日本人にな
じみのない食材ですが、中国では肺の滋
養強壮に効くと言われています。

　夫とは、彼の上海留学中に、とある食堂
で偶然出会いました。結婚を決めた当初
は、両親は言葉もわからない国に娘を嫁
がせることに反対しましたが、何度か顔を

合わせるうちに彼の人となりを気に入っ
て、いまではすっかり仲よくなっています。
　来日後の最初の3か月は長野市内の夫
の実家で生活しました。初めて母国を離
れて不安だった私を、義父母は実の娘の
ように温かく迎え入れてくれました。義母
からは、野沢菜の漬物やおやきなど長野
の郷土料理から、肉じゃがやおでんなど日
本の家庭料理まで、たくさんの「おふくろの
味」を教わりました。日本に来て16年にな
りますが、毎年お正月を夫の実家で過ごす
のが楽しみ。南京に加えて長野に第二の
「実家」ができたことはとても幸せです。

　ファーウェイ・ジャパンに入社して6年、
同じ顧客企業を担当し、お客様に多くを
教わって助けられながら成長してきまし
た。プロジェクトの円滑な遂行を管理する
立場として、日々社内外の折衝業務に追
われていますが、中国と日本の架け橋とい
う役割にとてもやりがいを感じています。
　夫との偶然の出会いをきっかけに私の
人生の新たなページが始まり、日本との末
永いご縁に導かれました。私の好きな日本
の歌、中島みゆきさんの『糸』の歌詞に「逢
うべき糸に出会えることを人は仕合せ（幸
せ）と呼びます」とあるように、これまでの
「仕合せ」に感謝しつつ、新たにめぐり逢う
ご縁を楽しみにしています。

潘 莉（パン・リー）
デリバリー＆サービス本部　プロジェクト管理部　プロジェクト・マネージャー

上海復旦大学社会学科卒業後、上海でアンダーセン・コンサルティング（現アク
センチュア）に入社。学生時代に知り合った日本人の夫との結婚を機に2000年
に来日。日本語を独学で猛勉強した末、1年後に日本語能力試験1級を取得。
NECなど日系企業数社を経て、2010年にファーウェイ・ジャパンに入社。夫と
半年間かけて世界一周旅行するのが夢。

漫遊中国

経営陣のメッセージから

ファーウェイ独自の経営理念を象徴する経営陣の言葉をご紹介します。

製品・ソリューション開発のこれからの方向性について説いたこのスピーチ
で任は、お客様のニーズを見据えた研究開発が必要だと述べるとともに、
オープンな協業と共存共栄の意義を強調しました。独裁者のように強大な
力を手に入れることは長期的な成功にはつながらないと説き、オープンな姿
勢でお客様やパートナー、競合他社とともに成長し、Win-Winの関係を築く
ことこそがファーウェイの進むべき道であると語っています。

独覇世界的成吉思汗和希特勒、最后都滅亡了。
華為如果想独覇世界、最終也是要滅亡的。

世界を独裁しようとした
ジンギスカンもヒトラーも、最後は滅ぼされた。
もしファーウェイが世界を制覇しようとすれば、
所詮は自滅の一途を辿るだろう。
ファーウェイ創業者兼CEO　任正非（レン・ジェンフェイ）
（2010年、研究開発スタッフに向けたスピーチより）

南京市全景（撮影：GP0ZYG）

江蘇省四川省

北京

広東省

江西省

陝西省

上海上海南京市
河南省

鴨を食べずに南京は語れない

左：中山陵は南京のランドマーク
右：合格祈願に訪れる受験生も多い江南貢院

夏はまるでボイラー、灼熱の街

すべての「ご縁」に感謝

長野は第二の「実家」

　人工知能は人間を超えるのか――さまざまな
産業で人工知能の応用が進む中、その利点の
一方で常に議論される問題です。宇宙物理学
者のスティーヴン・ホーキング博士をはじめ、多
くの識者が人工知能がもたらしうる脅威に警鐘
を鳴らしています。
　今号のFeature Storyではファーウェイの人工
知能に関する取り組みについてご紹介しました
が、ノアの方舟研究所の李航所長は、やみくもに
“全能”の知能を恐れる前に、まずは「知能とはな
にか」を解明することが必要だと述べています。
第2次ブームと呼ばれた1980年代から最前線で
研究を続けてきた科学者として、人工知能の実
像を見据えた現実的な視点が印象的でした。
　どんなテクノロジーにも悪用や誤用による弊
害が付きものですが、それをコントロールするの
は人間しだい。ノアの方舟研究所では、人間が
「教育」し、人間をサポートするツールとなる人
工知能を提唱しています。人類と共存し、人々
の生活を豊かにする人工知能を目指すファー
ウェイの取り組みに、今後もぜひご注目ください。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

近いようで遠い、似ているようで違う、中国と日本。その違いと背景を知ることで、お互
いの理解が深まり、真の異文化交流が可能になります。このコーナーでは2つの文化の
橋渡しとなることを願い、中国人とのコミュニケーションに知っておくと役立つ情報を
ご紹介します。今号は中国の「あいさつ」「昼寝の習慣」についてです。異文化の架け橋

　中国語でよく使われるあいさつに、「你
吃飯了吗（ニーチーファンラマ）？」という
フレーズがあります。これは文字通りに
は「もうごはんを食べましたか？」という意
味ですが、実際には本当にごはんを食べ
たのかどうかを聞いているわけではなく、
「元気ですか」「調子はどうですか」といっ
た軽いあいさつの言葉です。かつて庶民
の生活がいまよりも豊かではなかったこ
ろ、食事をきちんと取れているかをたず
ねて相手を気づかっていた名残りという
のが通説です。
　言われたほうは「吃了（チーラ＝食べま
した）」「还没（ハイメイ＝まだです）」と答
え、「你呢（ニーナ＝あなたは）？」と返し
ます。「食べていない」と返事をしても必
ずしも食事に誘ってくれているわけでは
ないので、ご注意を。

　食事のあとの習慣といえば、午睡（ウー
シュイ）＝昼寝です。スペインのシエスタ
と比べるとあまり知られていませんが、中
国でも昼寝の習慣が古くから根づいてい
ます。子どもの頃から学校ではランチの
あとにいっせいに昼寝をする時間があり、
会社でも昼休みには消灯してデスクで昼
寝をします。ファーウェイ本社も例外で
はなく、にぎやかな社員食堂での昼食か
ら戻ると、静まりかえった暗いオフィスで
仮眠を取る人がほとんどです。この時間
帯には電話をかけても出てもらえなかっ
たり、起こされて不機嫌だったり……。
日本オフィスでも、昼過ぎには本社から
出張中の社員が寝息を立てていることが
あります。
　午睡は怠惰な習慣というわけではなく、
中国医学に基づいた根拠があります。

中国最古の医学書『黄帝内経』では、午前
11時から午後1時の間は陰と陽のエネル
ギーが入れ替わる時間帯で体力が消耗
されるため、30分から1時間程度の睡眠
を取るか、安静にすることが重要だとさ
れています。昼寝の効能は西洋医学でも
証明されており、短時間の睡眠を取るこ
とで脳の働きが活性化されることが示さ
れています。午睡は「奮闘」を企業文化
とするファーウェイ社員のパワーの源な
のです。

ごはん食べた？ 昼寝の習慣

古代から栄えてきた歴史ある都市

江蘇省南京市
こう　　そ    　しょう  　なん      きん  　   し

左：塩水鴨　右：鴨血粉絲湯

らくよう

ちゅうざんりょう

こうていだいけい

こうなんこういん

げん ぶ   こ

ふくたん

路上で昼寝する姿もよく見られる（©LEE SNIDER 
PHOTO IMAGES / Shutterstock.com）
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