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　つい数年前まで、私たちは「デジタル
変革はなぜ必要なのか？」を議論してい
ました。しかし、いま考えなければならな
いのは、デジタル変革を「いつ、どうやっ
て」起こすのかということです。
　ファーウェイはこの数年間、さまざまな
業界のリーディング企業とともに、デジ
タル変革に向けた多くの共同イノベー
ションを実現してきました。これらの経験
から、私たちはデジタル変革には「3つの
視点」が必要だという知見を得ました。

　1つめは、デジタル変革を三角形でと
らえることです。デジタル変革の本質は、
ICTによる業務、プロセス、組織の再構
成です。お客様の業務内容は、ご自身が
熟知していますから、デジタル変革の三
角形の重要な頂点は「お客様」となりま
す。さらに、ファーウェイのようなICTソ
リューションプロバイダーも必須です。
各産業に固有のシナリオに適したアプリ
ケーションを開発できる開発者も欠かせ
ません。この3者を頂点とする三角形が、

ファーウェイの提唱する産業のデジタル
変革モデルです。
　2つめは、物理的な世界とデジタルな世
界をつなぐ単一プラットフォームの必要性
です。デジタル変革の基盤となるのは、あら
ゆるモノがセンサーとなり、つながり、知能
を持つことです。変革は単独の技術では成
し遂げられず、クラウド、IoT、ビッグデータ、
ワイヤレス接続、ブロードバンドなどの技
術を統合して活用しなければなりません。
　3つめは、こうしたプラットフォーム上
でパートナーが産業別アプリケーション
やICT機能を統合してイノベーションを
起こし、多彩なユースケースが実現され
るということです。イノベーションとアプ
リケーション開発が進むにつれて、より
パワフルなデジタル変革が可能になりま
す。ファーウェイがエコシステムの構築
に力を入れるのも、このためです。

　では、ファーウェイが提唱するプラット
フォームとエコシステムは、他社とどう違
うのでしょうか。

　第一に、ファーウェイのビジネスモデ
ルは技術とサービスの変革にフォーカス
しており、データを収益源にはしません。
これが最大の特長です。ファーウェイが
追求するのはビジネス指向のイノベー
ションであり、お客様の課題解決とビジ
ネスの成功を支援するパートナーとなる
ことを目指しています。
　第二の特長は、ファーウェイはプラッ

トフォームのためのプラットフォームを

目指すという点です。製造業を中心にク

ラウドプラットフォーム『Predix』を提供

するGEのように、多くの企業が特定の

産業にフォーカスし、各業界のイネーブ

リングプラットフォームとなっています。

こうした業界別プラットフォームはさら

に、オープンかつ安全で信頼性の高い

ICTインフラプラットフォームを必要としま

す。ファーウェイは、クラウド－パイプ－
デバイスのすべてをカバーするワンストッ
プのICTインフラプラットフォームを構築
します。これにより、プラットフォームの上
位層では下位層の複雑なソフトウェア・

ハードウェアシステムにわずらわされるこ
となく、それぞれのアプリケーションの進
化とイノベーションに集中して取り組め
ます。エンドツーエンドでICTサービスを
提供する能力を真に備えている企業はご
くわずかしかありません。
　第三の特長は、共有です。ファーウェイ
は、エコシステムの土壌づくりに尽力し、
パートナーの迅速な成長を支援します。
その背景にあるのは、業界全体のパイを
拡大するほうが、シェアを増やすよりも
重要であるという信念です。先進技術の
標準化を推進し、企業・組織の垣根を
超えた協業を実現するほか、開発者支
援にも注力し、2015年から10億米ドル
（約1,100億円※1）を投じる支援計画を
通じてオープンな開発支援プラット
フォームを提供しています。今後はより
包括的なパートナープログラムを実施
し、3年間で100以上のパートナーに対
して売上が1億人民元（約16億円※2）以
上になるよう支援するとともに、新たに
1,200以上のソリューションパートナー
を開拓していきます。

　エコシステムの構築にはすべてのス
テークホルダーの主体的な参加が必要
です。現在ファーウェイのプラットフォー
ム上にはすでに400のソリューションパー
トナー、2,400のサービスパートナー、1

万2,000のチャネルパートナー、8万人以
上の開発者が参加しています。そのそれ
ぞれがバラバラに花を植えるのではなく、
皆で力を合わせてあらゆる花が咲き乱れ
る庭園を造らなければならないのです。
　ファーウェイはお客様から最も信頼さ
れるパートナーとして、プラットフォーム
のためのプラットフォームを提供し、その
上で多彩なイノベーションを生み出すエ
コシステムが発展していくことを目指して、
さらなる努力を続けてまいります。

今号の巻頭メッセージでは、9月5日～7日に上海新国際博覧センターで開催されたファーウェイ最大規模の総合ICT

イベント『HUAWEI CONNECT 2017』において、ファーウェイ 法人向けICTソリューション事業グループ プレジデント 兼 

ファーウェイ・ジャパン 代表取締役会長 閻力大（エン・リダ）が登壇した基調講演の内容を抜粋してお届けします。

デジタル変革に向けたファーウェイのビジョン
プラットフォームのためのプラットフォームとなり、共存共栄のエコシステムを築く

※1  1米ドル＝110円換算
※2  1人民元＝16円換算

デジタル変革の三角形モデル

お客様

アプリケーション
開発者

ICTソリューション
プロバイダー
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あらゆる産業の「血管」ともいえる物流。 “モノを運ぶ”という物理的な作業の裏で、在庫管理や貨物追跡、倉庫の

無人化など、ICTによるデジタル変革が確実に進んでいます。一方、物流プロセスの中でも荷受人に荷物を引き渡

すラストワンマイルは、人手を介さず自動化することが難しい領域です。ECが増大を続けるとともに、運送会社の

人手不足が問題となる中、ICTはどんなソリューションをもたらすのでしょうか。国内外の最新事例を紹介しながら、

ICTが実現する新たな「配達体験」の可能性を探ります。

角井 亮一 （かくい りょういち）

株式会社イー・ロジット代表取締役兼チーフコンサルタント。小売業・物流
コンサルタントとして実績を積み、2000年に株式会社イー・ロジットを設立。
通販専門物流代行会社として230社以上から通販物流を受託するほか、
200社の会員企業を中心とした物流人材教育研修や物流コンサルティング
を行う。2015年に再配達を撲滅するための宅配便受取アプリ『ウケトル』を
発表。タイでは同国最大のネット通販会社の創業者とともに物流IT企業
SHIPPOPを立ち上げた。『物流がわかる』『オムニチャネル戦略』（日経文
庫）、『アマゾンと物流大戦争』（NHK出版新書）など著書多数。メディアにも
数多く寄稿・出演している。日本物流学会理事、多摩大学大学院客員教授。

ICTで変わる
物流のラストワンマイル

F E A T U R E
S T O R Y

年間60億個を配達する時代へ

宅配便取扱個数の推移（国土交通省調べ、単位：億個）

米国や中国でも
増え続ける宅配数
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　米国と並ぶEC大国である中国も、増
え続ける配達数への対応に苦慮してい
る。中国の国家郵政局によれば、2016

年の小包配達数は年間313億個に達し
た。とりわけ「オンラインショッピングの
日」として知られる双十一（11月11日）に
はオンラインで1日に10億件以上もの注
文が発生し、配達が集中する。双十一の
仕掛け人である中国のEC最大手アリバ
バでは2013年に設立したグループ企業
の菜鳥網絡（ツァイニャオ・ワンルオ）が
国内の配送会社ネットワークを統括して
物流を担っており、昨年の双十一には
期間中に6億5,700万個の小包を配送し
たとされる。これだけでも驚異的な数だ
が、同グループの馬雲（ジャック・マー）
会長は今後5～8年で配達数は現在の
10倍、年間を通じて1日10億個に達する
だろうと予測しており、さらなる物流シス
テムの強化が必要だと述べている。
　ECの成長とともに宅配数が伸び続け
る限り、宅配の現場はこのままでは荷物
をさばききれなくなってしまう。小売や
物流の進化に合わせ、宅配にもICTの
活用によるデジタル変革が求められて
いるのだ。
　こうしたICTによるラストワンマイルの効
率化の試みは、すでにさまざまな領域で
進み始めている。本稿では各国における

おり、こうした「超高配達日」には配達員
に過剰な負担がかかることになる。

　宅配便を取り巻くこのような課題は、
日本国内だけでなく他国でも深刻化して
いる。世界最大の運送会社である米国
のUPSは宅配便から貨物まで幅広く手
がける物流企業だが、個人向けの宅配
便が取扱数の約半数を占めており、宅配
個数は年々増加している。中でも毎年12

月24日の集中率はきわめて高く、2013

年には17％もの荷物を当日中に配達し終
えることができなかった。そこで翌2014

年には配達員を9万5,000人増員して遅
配を回避したが、そのための投資増は業
績や株価に大きく影響を与えた。

　家にいながら、移動しながら、スマー
トフォンで気軽に買い物をするのは、いま
や当たり前の行為となった。しかし、デジ
タル化によってどれほど購入のプロセス
が簡単になっても、購入した商品は物理
的に受け取らなければならない。ECや物
流がICTで進化していく中、ラストワンマ
イルの個人宅配はそのボトルネックとな
りかねない。
　宅配便の取扱個数は年々増加を続
け、この10年間で年間総数は8億個増、
2016年には40億個に達している。この
ペースで増え続ければ、年間50億、60

億という時代を迎えるのもそう先のこと
ではない。
　宅配数と同時に、再配達の個数も増
加している。国土交通省のデータによれ
ば、宅配総数の約20％が再配達されて
いるという。現場の配達員にヒアリング
をすると実態はさらに厳しく、一度不在
で持ち帰った荷物を午後・夜間と計3回
配達しなければならないケースが大半
で、体感値では35％ほどはあると言われ
る。これには、若者から高齢者まで単身
世帯が増加していることや、共働きが増
えていることで、平日の日中に宅配便を
受け取れない家庭が多くなっているとい
う背景がある。
　さらに、クリスマスや年末商戦で購買
量が増加する12月に年間平均の1.5倍も
の宅配数が集中するという現象も起きて

の宅配ロッカーが街中で数多く見られるよ
うになってきた。最近ではGMOインターネッ
トグループとセゾン情報システムズが
受け取り時の本人認証にブロックチェーン
を活用した宅配ボックスを開発し、パル
コのオンラインショッピング向けサービス
として実証実験を行っている。
　集合住宅に設置される住民用宅配
ロッカーも進化している。再配達を防ぐ
ために多くの住戸で設置が進む宅配ロッ
カーだが、集合住宅ではスペースの都
合上、全住戸分の専用ロッカーを設置
できないことが多く、ロッカーが満杯に
なってしまうと配達ができない。そのた
め、三井不動産レジデンシャルは宅配
ロッカーの空き状況を配達員が事前に
ウェブ上で確認できる「宅配ロッカーの
利用情報閲覧サービス」（写真■）を構
築し、配達効率の向上を目指している。

　受け取りのプロセスだけでなく、宅配
システムそのものをスマート化する取り組
みのひとつに、シェアリングエコノミー型
の宅配サービスがある。代表的なシェア
リングエコノミーサービスである自動車
配車サービス『Uber』のように、配達員の
ネットワークを構築し、ユーザーの都合
に合わせて最適な時間と場所に配達して
くれる配達員を手配するのだ。

方法も模索されている。自動運転のロ
ボットカーはその有力な手段のひとつだ。
　宅配ロボットカーをリードしているの
が、スカイプ（Skype）の共同創業者がエ
ストニアで設立したスタートアップ企業、
スターシップテクノロジーズ（Starship 

Technologies）だ。同社が開発するロ
ボットカーは、半径2～3マイル（約3～
5km）の範囲の短距離を15～30分ほど
で自動走行し、玄関先まで小型の荷物を
運べるよう設計されている（写真■）。
近隣までバンやトラックで荷物を運び、

より迅速なECサービスへの需要に対応
すべく、大手EC事業者は物流拠点への
ロボット導入を進めている。アマゾンは
2012年にロボットを活用した倉庫の自動
化システムを開発するキヴァシステムズ
（Kiva Systems）を買収し、アマゾンロボ
ティクスとして子会社化した。同社のロ
ボットは、注文データを受け取ると該当す
る商品が保管されている棚ごとオペレー
ターの元へ運んでいくというもので、現在
は世界25か所のアマゾンの物流拠点で
10万台以上が導入されているという。
2015年から開催しているロボットコンテ
スト「Amazon Picking Challenge」（今
年から「Amazon Robotics Challenge」
と改名）では、ロボットが棚から商品を
取ってコンテナに入れるというタスクに
世界中の大学や研究機関、企業のチー
ムが挑戦しており（写真■）、アマゾンは

こうしたオープンイノベーションによって
配送のさらなる効率化を追求しようとし
ている。
　このような倉庫用ロボットは、アリババ
の菜鳥網絡（写真■）、ソフトバンクも出
資しているフェッチロボティクス（Fetch 

Robotics）、楽天の元・物流事業長が起
業したGROUNDが日本での展開を手が
けるグレイオレンジ（GreyOrange）、日本
発のベンチャー企業MUJINなど、多くの
企業が開発に取り組んでおり、グレイオ
レンジのロボットはニトリ、MUJINはアス
クルと、日本市場への導入も進んでいる。

　ここまで、すでに商用サービスがス
タートしている事例や商用化が近い技術
を紹介してきたが、このほかにもICTが宅
配を進化させる可能性はまだまだある。
例えば個人情報保護への活用がその1

つだ。現状の宅配便では、送り状に明記
された個人の住所や電話番号が人目に
触れる状態になっている。これをデータ
化して配達員の端末だけで確認できるよ
うにすれば、個人情報をさらすことなく
配達が可能になる。菜鳥網絡ではすで
にこうした仕組みが試験的に導入されて
いるという。
　また、現在は受取人がその場で伝票
に捺印しなければならないが、別の場所
に配達された荷物に対して遠隔でサイン
することができれば、受け取りの自由度
がより高まる。家庭内ロボットの普及も、

再配達防止策になるだろう。不在中でも
Pepperのようなロボットが留守番をして
いてくれれば、宅配便を受け取ってもら
えるのだ。
　このように、既存の技術でも実現でき
ることは数多く、実際にアプリやサービ
スとして提供を始めている企業も出てき
ている。だが現状ではそれぞれのサービ
スが独立に運営されており、それが普及
をはばむ課題となっている。EC事業者
や宅配業者からすれば、宅配ロッカーや
コンビニ受け取り、宅配ボックスなどの
インターフェースが統一されていなけれ
ば、個別に対応するコストがかかりすぎ
てしまう。利用者としても、荷物を取り扱
う宅配業者ごとに利用できるサービスが
異なっていては使い勝手が悪いし、利用
頻度の低い業者のサービスは使う気に
ならない。どこから買うか、どこが配達す
るかにかかわらず、すべての宅配便の配
達・受け取りが可能な共通のプラット
フォームができれば、こうしたサービスの
普及は一気に進み、再配達問題の解消
につながるはずだ。
　1日10億個時代を見据えるアリババの
馬は「複数の宅配業者間の協力が不可
欠だ」と強調し、実際に菜鳥網絡では
3,000以上もの提携業者による配送ネッ
トワークを構築している。馬の指摘する
とおり、もはや各社が単独で配送を請け
負っていく体制では宅配業界は立ち行
かない。日本では宅配業界には国土交
通省、経済産業省、警察と複数の当局
が関与しているため、スピーディーに改
革を進めるのは容易ではないが、値上げ
や再配達の問題を契機として消費者の
意識が高まりつつあるいま、共通のプ
ラットフォームや標準規格の策定に向け
た動きが加速していくことが期待される。
業界全体でICTの活用が進み、増え続け
る配達数をさばくとともにユーザーの利
便性を高めていければ、上流から下流ま
でボトルネックのない真のスマート物流
を実現することができるだろう。

実用化に向けた取り組みの事例をいくつ
か紹介していく。

　荷物を自宅ではなく近隣の宅配ロッ
カーまで届けてもらい、到着したらメー
ルやアプリで通知を受信して取りに行く
という方法が各国で普及してきている。
欧州では早くも2001年にDHLがドイツで
『Packstation』（写真■）の設置を開始
し、各地に同様のサービスが広がった。
米国ではアマゾンが2011年からセブン-
イレブンの店内などに『Amazon Locker』
を設置しているが、近年は寮で生活する大
学生が多い米国ならではのサービスとし
て、大学の構内にロッカーを含むピック
アップステーションの開設を進めている
（写真■）。
　日本でも2014年に楽天が設置を開始
した『楽天BOX』をはじめ、日本郵便の
『はこぽす』やヤマト運輸の『PUDO』など

　米国でいち早くこうした手法を宅配に
取り入れたのが『Doorman』だ（写真

■）。ECサイトでの注文時に『Doorman』
のアプリが提示する近隣の配達ステー
ションの住所を送付先に指定し、荷物が
配達ステーションに到着すると、提携する
配達員が指定の時間帯に自宅まで荷物を
届けてくれる。運送会社が時間帯指定を
受け付けない米国では、1時間単位で指
定ができるこのサービスは好評を博して
おり、現在では創業地のサンフランシスコ
のほか、シカゴとニューヨークでサービス
を提供している。
　同様のシステムで荷物の配送を請け
負うサービスに『Roadie』がある（写真

■）。大きな荷物や梱包しづらい荷物な
ど、宅配便では割高だったり送りにく
かったりする場合に、Uberのように自家
用車で運んでくれるドライバーを手配す
るというものだ。アプリで送りたい荷物と
その大きさ、送り先を指定すると、条件
の合う登録ドライバーが引き取りにくる。
GPSで車をトラッキングし、アプリで位
置を確認できるため、荷物の到着まで見
届けられる。
　日本では、軽貨物ドライバーのネット
ワークを活用してこれまで企業間の配送
手配を行っていた『PickGo』が、今年8

月から個人向けのサービスを立ち上げた
（写真■）。『Roadie』と同じく宅配便で
は送りにくい荷物や単身の引っ越しと
いった需要に対応し、アプリで手配でき
る手軽さとプロの配送業者に依頼できる

信頼感を売りにしている。日本では軽貨
物ドライバーの多くが個人事業主で、大
手配送業者からの下請けとして配送を
請け負う構造から、ドライバーが業務量
や稼働時間をコントロールしづらく負担
を強いられるという状況が続いてきた。
『PickGo』はオンラインのプラットフォー
ム上でユーザーとドライバーのマッチン
グを迅速に行えるため、ユーザーの利便
性が高まるだけでなく、ドライバー側の
業務効率化も図れる。

　ラストワンマイルのスマート化をさらに
進め、人の手をまったく介さずに配達する

ロボットカーはそこから出発して周囲の
配達先まで配送する仕組みだ。スマート
フォンで走行状態をモニタリングし、人
間による操作に切り替えることもできる。
2015年に試験走行を開始してから1年間
で16か国、56都市で1万マイル（約1万
6,000km）を走行しており、すでに欧州
各地や米国でメルセデス・ベンツ、スイス
ポスト、ドミノ・ピザなど小売・飲食業界
のパートナーとともに商用化に向けたパ
イロットプログラムを実施している。
　日本のヤマト運輸とディー・エヌ・エー
も、今年4月から神奈川県藤沢市の自動
運転特区で「ロボネコヤマト」の実証実
験を始めた（写真■）。保管ボックスを
搭載した自動運転車が巡回し、ユーザー
はアプリから10分単位で希望の場所に
来てもらうよう指示することができる。現
在はまだ有人運転による試験段階だが、
来年には自動運転での実験を開始する
予定だという。

　従来型のドライバーによる配達も、ICT

で進化しうる。菜鳥網絡はドライバーの

位置情報や道路状況をAIでリアルタイム
に分析し、最適な配達ルートを提案する
独自のシステムを開発している。自動車
メーカーとの協業によりこのシステムを
搭載した電気自動車（写真■）を100万
台製造し、配送車として運用する計画だ。
今年4月に深圳で実施したパイロットテ
ストでは、これにより配送車の使用が
10％、配送にかかる走行距離が30％削
減できたという。 
　日本ではアスクルの個人向けサービス
『ロハコ』が、受け取り時間を1時間枠か
ら指定、30分単位で通知を受けられる
「Happy On Time」というサービスを開
始しているが、その精度をより高めるため
に物流ビッグデータをAIで分析し、配送
時間の誤差を縮めることを目指している。
　AIやビッグデータの活用により、交通
や利用者の在宅状況をリアルタイムで詳
細に把握できるようになれば、よりきめ
細かい時間指定が可能になり、配達効
率の向上につながるだろう。

　最後に、ラストワンマイルから一歩さか
のぼった倉庫のスマート化についても触
れておこう。当日配達や即時配達など、
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　米国と並ぶEC大国である中国も、増
え続ける配達数への対応に苦慮してい
る。中国の国家郵政局によれば、2016

年の小包配達数は年間313億個に達し
た。とりわけ「オンラインショッピングの
日」として知られる双十一（11月11日）に
はオンラインで1日に10億件以上もの注
文が発生し、配達が集中する。双十一の
仕掛け人である中国のEC最大手アリバ
バでは2013年に設立したグループ企業
の菜鳥網絡（ツァイニャオ・ワンルオ）が
国内の配送会社ネットワークを統括して
物流を担っており、昨年の双十一には
期間中に6億5,700万個の小包を配送し
たとされる。これだけでも驚異的な数だ
が、同グループの馬雲（ジャック・マー）
会長は今後5～8年で配達数は現在の
10倍、年間を通じて1日10億個に達する
だろうと予測しており、さらなる物流シス
テムの強化が必要だと述べている。
　ECの成長とともに宅配数が伸び続け
る限り、宅配の現場はこのままでは荷物
をさばききれなくなってしまう。小売や
物流の進化に合わせ、宅配にもICTの
活用によるデジタル変革が求められて
いるのだ。
　こうしたICTによるラストワンマイルの効
率化の試みは、すでにさまざまな領域で
進み始めている。本稿では各国における

おり、こうした「超高配達日」には配達員
に過剰な負担がかかることになる。

　宅配便を取り巻くこのような課題は、
日本国内だけでなく他国でも深刻化して
いる。世界最大の運送会社である米国
のUPSは宅配便から貨物まで幅広く手
がける物流企業だが、個人向けの宅配
便が取扱数の約半数を占めており、宅配
個数は年々増加している。中でも毎年12

月24日の集中率はきわめて高く、2013

年には17％もの荷物を当日中に配達し終
えることができなかった。そこで翌2014

年には配達員を9万5,000人増員して遅
配を回避したが、そのための投資増は業
績や株価に大きく影響を与えた。

　家にいながら、移動しながら、スマー
トフォンで気軽に買い物をするのは、いま
や当たり前の行為となった。しかし、デジ
タル化によってどれほど購入のプロセス
が簡単になっても、購入した商品は物理
的に受け取らなければならない。ECや物
流がICTで進化していく中、ラストワンマ
イルの個人宅配はそのボトルネックとな
りかねない。
　宅配便の取扱個数は年々増加を続
け、この10年間で年間総数は8億個増、
2016年には40億個に達している。この
ペースで増え続ければ、年間50億、60

億という時代を迎えるのもそう先のこと
ではない。
　宅配数と同時に、再配達の個数も増
加している。国土交通省のデータによれ
ば、宅配総数の約20％が再配達されて
いるという。現場の配達員にヒアリング
をすると実態はさらに厳しく、一度不在
で持ち帰った荷物を午後・夜間と計3回
配達しなければならないケースが大半
で、体感値では35％ほどはあると言われ
る。これには、若者から高齢者まで単身
世帯が増加していることや、共働きが増
えていることで、平日の日中に宅配便を
受け取れない家庭が多くなっているとい
う背景がある。
　さらに、クリスマスや年末商戦で購買
量が増加する12月に年間平均の1.5倍も
の宅配数が集中するという現象も起きて

の宅配ロッカーが街中で数多く見られるよ
うになってきた。最近ではGMOインターネッ
トグループとセゾン情報システムズが
受け取り時の本人認証にブロックチェーン
を活用した宅配ボックスを開発し、パル
コのオンラインショッピング向けサービス
として実証実験を行っている。
　集合住宅に設置される住民用宅配
ロッカーも進化している。再配達を防ぐ
ために多くの住戸で設置が進む宅配ロッ
カーだが、集合住宅ではスペースの都
合上、全住戸分の専用ロッカーを設置
できないことが多く、ロッカーが満杯に
なってしまうと配達ができない。そのた
め、三井不動産レジデンシャルは宅配
ロッカーの空き状況を配達員が事前に
ウェブ上で確認できる「宅配ロッカーの
利用情報閲覧サービス」（写真■）を構
築し、配達効率の向上を目指している。

　受け取りのプロセスだけでなく、宅配
システムそのものをスマート化する取り組
みのひとつに、シェアリングエコノミー型
の宅配サービスがある。代表的なシェア
リングエコノミーサービスである自動車
配車サービス『Uber』のように、配達員の
ネットワークを構築し、ユーザーの都合
に合わせて最適な時間と場所に配達して
くれる配達員を手配するのだ。

方法も模索されている。自動運転のロ
ボットカーはその有力な手段のひとつだ。
　宅配ロボットカーをリードしているの
が、スカイプ（Skype）の共同創業者がエ
ストニアで設立したスタートアップ企業、
スターシップテクノロジーズ（Starship 

Technologies）だ。同社が開発するロ
ボットカーは、半径2～3マイル（約3～
5km）の範囲の短距離を15～30分ほど
で自動走行し、玄関先まで小型の荷物を
運べるよう設計されている（写真■）。
近隣までバンやトラックで荷物を運び、

より迅速なECサービスへの需要に対応
すべく、大手EC事業者は物流拠点への
ロボット導入を進めている。アマゾンは
2012年にロボットを活用した倉庫の自動
化システムを開発するキヴァシステムズ
（Kiva Systems）を買収し、アマゾンロボ
ティクスとして子会社化した。同社のロ
ボットは、注文データを受け取ると該当す
る商品が保管されている棚ごとオペレー
ターの元へ運んでいくというもので、現在
は世界25か所のアマゾンの物流拠点で
10万台以上が導入されているという。
2015年から開催しているロボットコンテ
スト「Amazon Picking Challenge」（今
年から「Amazon Robotics Challenge」
と改名）では、ロボットが棚から商品を
取ってコンテナに入れるというタスクに
世界中の大学や研究機関、企業のチー
ムが挑戦しており（写真■）、アマゾンは

こうしたオープンイノベーションによって
配送のさらなる効率化を追求しようとし
ている。
　このような倉庫用ロボットは、アリババ
の菜鳥網絡（写真■）、ソフトバンクも出
資しているフェッチロボティクス（Fetch 

Robotics）、楽天の元・物流事業長が起
業したGROUNDが日本での展開を手が
けるグレイオレンジ（GreyOrange）、日本
発のベンチャー企業MUJINなど、多くの
企業が開発に取り組んでおり、グレイオ
レンジのロボットはニトリ、MUJINはアス
クルと、日本市場への導入も進んでいる。

　ここまで、すでに商用サービスがス
タートしている事例や商用化が近い技術
を紹介してきたが、このほかにもICTが宅
配を進化させる可能性はまだまだある。
例えば個人情報保護への活用がその1

つだ。現状の宅配便では、送り状に明記
された個人の住所や電話番号が人目に
触れる状態になっている。これをデータ
化して配達員の端末だけで確認できるよ
うにすれば、個人情報をさらすことなく
配達が可能になる。菜鳥網絡ではすで
にこうした仕組みが試験的に導入されて
いるという。
　また、現在は受取人がその場で伝票
に捺印しなければならないが、別の場所
に配達された荷物に対して遠隔でサイン
することができれば、受け取りの自由度
がより高まる。家庭内ロボットの普及も、

再配達防止策になるだろう。不在中でも
Pepperのようなロボットが留守番をして
いてくれれば、宅配便を受け取ってもら
えるのだ。
　このように、既存の技術でも実現でき
ることは数多く、実際にアプリやサービ
スとして提供を始めている企業も出てき
ている。だが現状ではそれぞれのサービ
スが独立に運営されており、それが普及
をはばむ課題となっている。EC事業者
や宅配業者からすれば、宅配ロッカーや
コンビニ受け取り、宅配ボックスなどの
インターフェースが統一されていなけれ
ば、個別に対応するコストがかかりすぎ
てしまう。利用者としても、荷物を取り扱
う宅配業者ごとに利用できるサービスが
異なっていては使い勝手が悪いし、利用
頻度の低い業者のサービスは使う気に
ならない。どこから買うか、どこが配達す
るかにかかわらず、すべての宅配便の配
達・受け取りが可能な共通のプラット
フォームができれば、こうしたサービスの
普及は一気に進み、再配達問題の解消
につながるはずだ。
　1日10億個時代を見据えるアリババの
馬は「複数の宅配業者間の協力が不可
欠だ」と強調し、実際に菜鳥網絡では
3,000以上もの提携業者による配送ネッ
トワークを構築している。馬の指摘する
とおり、もはや各社が単独で配送を請け
負っていく体制では宅配業界は立ち行
かない。日本では宅配業界には国土交
通省、経済産業省、警察と複数の当局
が関与しているため、スピーディーに改
革を進めるのは容易ではないが、値上げ
や再配達の問題を契機として消費者の
意識が高まりつつあるいま、共通のプ
ラットフォームや標準規格の策定に向け
た動きが加速していくことが期待される。
業界全体でICTの活用が進み、増え続け
る配達数をさばくとともにユーザーの利
便性を高めていければ、上流から下流ま
でボトルネックのない真のスマート物流
を実現することができるだろう。

実用化に向けた取り組みの事例をいくつ
か紹介していく。

　荷物を自宅ではなく近隣の宅配ロッ
カーまで届けてもらい、到着したらメー
ルやアプリで通知を受信して取りに行く
という方法が各国で普及してきている。
欧州では早くも2001年にDHLがドイツで
『Packstation』（写真■）の設置を開始
し、各地に同様のサービスが広がった。
米国ではアマゾンが2011年からセブン-
イレブンの店内などに『Amazon Locker』
を設置しているが、近年は寮で生活する大
学生が多い米国ならではのサービスとし
て、大学の構内にロッカーを含むピック
アップステーションの開設を進めている
（写真■）。
　日本でも2014年に楽天が設置を開始
した『楽天BOX』をはじめ、日本郵便の
『はこぽす』やヤマト運輸の『PUDO』など
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　米国でいち早くこうした手法を宅配に
取り入れたのが『Doorman』だ（写真

■）。ECサイトでの注文時に『Doorman』
のアプリが提示する近隣の配達ステー
ションの住所を送付先に指定し、荷物が
配達ステーションに到着すると、提携する
配達員が指定の時間帯に自宅まで荷物を
届けてくれる。運送会社が時間帯指定を
受け付けない米国では、1時間単位で指
定ができるこのサービスは好評を博して
おり、現在では創業地のサンフランシスコ
のほか、シカゴとニューヨークでサービス
を提供している。
　同様のシステムで荷物の配送を請け
負うサービスに『Roadie』がある（写真

■）。大きな荷物や梱包しづらい荷物な
ど、宅配便では割高だったり送りにく
かったりする場合に、Uberのように自家
用車で運んでくれるドライバーを手配す
るというものだ。アプリで送りたい荷物と
その大きさ、送り先を指定すると、条件
の合う登録ドライバーが引き取りにくる。
GPSで車をトラッキングし、アプリで位
置を確認できるため、荷物の到着まで見
届けられる。
　日本では、軽貨物ドライバーのネット
ワークを活用してこれまで企業間の配送
手配を行っていた『PickGo』が、今年8

月から個人向けのサービスを立ち上げた
（写真■）。『Roadie』と同じく宅配便で
は送りにくい荷物や単身の引っ越しと
いった需要に対応し、アプリで手配でき
る手軽さとプロの配送業者に依頼できる

3

4

信頼感を売りにしている。日本では軽貨
物ドライバーの多くが個人事業主で、大
手配送業者からの下請けとして配送を
請け負う構造から、ドライバーが業務量
や稼働時間をコントロールしづらく負担
を強いられるという状況が続いてきた。
『PickGo』はオンラインのプラットフォー
ム上でユーザーとドライバーのマッチン
グを迅速に行えるため、ユーザーの利便
性が高まるだけでなく、ドライバー側の
業務効率化も図れる。

　ラストワンマイルのスマート化をさらに
進め、人の手をまったく介さずに配達する

5

ロボットカーはそこから出発して周囲の
配達先まで配送する仕組みだ。スマート
フォンで走行状態をモニタリングし、人
間による操作に切り替えることもできる。
2015年に試験走行を開始してから1年間
で16か国、56都市で1万マイル（約1万
6,000km）を走行しており、すでに欧州
各地や米国でメルセデス・ベンツ、スイス
ポスト、ドミノ・ピザなど小売・飲食業界
のパートナーとともに商用化に向けたパ
イロットプログラムを実施している。
　日本のヤマト運輸とディー・エヌ・エー
も、今年4月から神奈川県藤沢市の自動
運転特区で「ロボネコヤマト」の実証実
験を始めた（写真■）。保管ボックスを
搭載した自動運転車が巡回し、ユーザー
はアプリから10分単位で希望の場所に
来てもらうよう指示することができる。現
在はまだ有人運転による試験段階だが、
来年には自動運転での実験を開始する
予定だという。

　従来型のドライバーによる配達も、ICT

で進化しうる。菜鳥網絡はドライバーの

7

位置情報や道路状況をAIでリアルタイム
に分析し、最適な配達ルートを提案する
独自のシステムを開発している。自動車
メーカーとの協業によりこのシステムを
搭載した電気自動車（写真■）を100万
台製造し、配送車として運用する計画だ。
今年4月に深圳で実施したパイロットテ
ストでは、これにより配送車の使用が
10％、配送にかかる走行距離が30％削
減できたという。 
　日本ではアスクルの個人向けサービス
『ロハコ』が、受け取り時間を1時間枠か
ら指定、30分単位で通知を受けられる
「Happy On Time」というサービスを開
始しているが、その精度をより高めるため
に物流ビッグデータをAIで分析し、配送
時間の誤差を縮めることを目指している。
　AIやビッグデータの活用により、交通
や利用者の在宅状況をリアルタイムで詳
細に把握できるようになれば、よりきめ
細かい時間指定が可能になり、配達効
率の向上につながるだろう。

　最後に、ラストワンマイルから一歩さか
のぼった倉庫のスマート化についても触
れておこう。当日配達や即時配達など、

8
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　ICTでさまざまな業界のデジタル変革を推進するファーウェイは、物
流業界向けにNB-IoTを活用したスマートロジスティクスソリューション
を提供しています。現状の貨物輸送では温度や位置などを検知するセン
サーから車載端末を経由してIoTプラットフォームにデータが送られます
が、端末とセンサーの互換性がない、端末の不具合を調整しづらい、ネッ
トワーク構成が煩雑になる、センサーの電源がもたないといった問題が
生じます。NB-IoTではセンサーが直接ネットワークにつながるためシン
プルなネットワーク構成が可能なうえ、車載デバイスの設置や管理が容
易になり、電池で稼働する低消費電力のセンサーで荷受から配送完了ま
での全工程をリアルタイムに監視することができます。

　今年2月、ファーウェイはドイツポストDHLサプライチェーンと、産業
グレードのIoTデバイスとインフラストラクチャを活用した広範なサプラ
イチェーンソリューションの展開における協業を発表しました。両社は
移動体通信をベースとしたIoT技術に焦点を当てて共同イノベーション
プロジェクトを進め、倉庫業務、貨物輸送、ラストワンマイルの配送に
おける重要なデータの提供や可視化を通じ、より統合された物流バ
リューチェーンの実現を目指しています。

ファーウェイのスマートロジスティクスソリューション

DHLサプライチェーンと提携
IoTでより“つながった”物流の実現を目指す

各社単独では限界
協業と標準化がカギ

9

ICTでできること⑤

倉庫のスマート化
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　米国と並ぶEC大国である中国も、増
え続ける配達数への対応に苦慮してい
る。中国の国家郵政局によれば、2016

年の小包配達数は年間313億個に達し
た。とりわけ「オンラインショッピングの
日」として知られる双十一（11月11日）に
はオンラインで1日に10億件以上もの注
文が発生し、配達が集中する。双十一の
仕掛け人である中国のEC最大手アリバ
バでは2013年に設立したグループ企業
の菜鳥網絡（ツァイニャオ・ワンルオ）が
国内の配送会社ネットワークを統括して
物流を担っており、昨年の双十一には
期間中に6億5,700万個の小包を配送し
たとされる。これだけでも驚異的な数だ
が、同グループの馬雲（ジャック・マー）
会長は今後5～8年で配達数は現在の
10倍、年間を通じて1日10億個に達する
だろうと予測しており、さらなる物流シス
テムの強化が必要だと述べている。
　ECの成長とともに宅配数が伸び続け
る限り、宅配の現場はこのままでは荷物
をさばききれなくなってしまう。小売や
物流の進化に合わせ、宅配にもICTの
活用によるデジタル変革が求められて
いるのだ。
　こうしたICTによるラストワンマイルの効
率化の試みは、すでにさまざまな領域で
進み始めている。本稿では各国における

おり、こうした「超高配達日」には配達員
に過剰な負担がかかることになる。

　宅配便を取り巻くこのような課題は、
日本国内だけでなく他国でも深刻化して
いる。世界最大の運送会社である米国
のUPSは宅配便から貨物まで幅広く手
がける物流企業だが、個人向けの宅配
便が取扱数の約半数を占めており、宅配
個数は年々増加している。中でも毎年12

月24日の集中率はきわめて高く、2013

年には17％もの荷物を当日中に配達し終
えることができなかった。そこで翌2014

年には配達員を9万5,000人増員して遅
配を回避したが、そのための投資増は業
績や株価に大きく影響を与えた。

　家にいながら、移動しながら、スマー
トフォンで気軽に買い物をするのは、いま
や当たり前の行為となった。しかし、デジ
タル化によってどれほど購入のプロセス
が簡単になっても、購入した商品は物理
的に受け取らなければならない。ECや物
流がICTで進化していく中、ラストワンマ
イルの個人宅配はそのボトルネックとな
りかねない。
　宅配便の取扱個数は年々増加を続
け、この10年間で年間総数は8億個増、
2016年には40億個に達している。この
ペースで増え続ければ、年間50億、60

億という時代を迎えるのもそう先のこと
ではない。
　宅配数と同時に、再配達の個数も増
加している。国土交通省のデータによれ
ば、宅配総数の約20％が再配達されて
いるという。現場の配達員にヒアリング
をすると実態はさらに厳しく、一度不在
で持ち帰った荷物を午後・夜間と計3回
配達しなければならないケースが大半
で、体感値では35％ほどはあると言われ
る。これには、若者から高齢者まで単身
世帯が増加していることや、共働きが増
えていることで、平日の日中に宅配便を
受け取れない家庭が多くなっているとい
う背景がある。
　さらに、クリスマスや年末商戦で購買
量が増加する12月に年間平均の1.5倍も
の宅配数が集中するという現象も起きて

の宅配ロッカーが街中で数多く見られるよ
うになってきた。最近ではGMOインターネッ
トグループとセゾン情報システムズが
受け取り時の本人認証にブロックチェーン
を活用した宅配ボックスを開発し、パル
コのオンラインショッピング向けサービス
として実証実験を行っている。
　集合住宅に設置される住民用宅配
ロッカーも進化している。再配達を防ぐ
ために多くの住戸で設置が進む宅配ロッ
カーだが、集合住宅ではスペースの都
合上、全住戸分の専用ロッカーを設置
できないことが多く、ロッカーが満杯に
なってしまうと配達ができない。そのた
め、三井不動産レジデンシャルは宅配
ロッカーの空き状況を配達員が事前に
ウェブ上で確認できる「宅配ロッカーの
利用情報閲覧サービス」（写真■）を構
築し、配達効率の向上を目指している。

　受け取りのプロセスだけでなく、宅配
システムそのものをスマート化する取り組
みのひとつに、シェアリングエコノミー型
の宅配サービスがある。代表的なシェア
リングエコノミーサービスである自動車
配車サービス『Uber』のように、配達員の
ネットワークを構築し、ユーザーの都合
に合わせて最適な時間と場所に配達して
くれる配達員を手配するのだ。

方法も模索されている。自動運転のロ
ボットカーはその有力な手段のひとつだ。
　宅配ロボットカーをリードしているの
が、スカイプ（Skype）の共同創業者がエ
ストニアで設立したスタートアップ企業、
スターシップテクノロジーズ（Starship 

Technologies）だ。同社が開発するロ
ボットカーは、半径2～3マイル（約3～
5km）の範囲の短距離を15～30分ほど
で自動走行し、玄関先まで小型の荷物を
運べるよう設計されている（写真■）。
近隣までバンやトラックで荷物を運び、

より迅速なECサービスへの需要に対応
すべく、大手EC事業者は物流拠点への
ロボット導入を進めている。アマゾンは
2012年にロボットを活用した倉庫の自動
化システムを開発するキヴァシステムズ
（Kiva Systems）を買収し、アマゾンロボ
ティクスとして子会社化した。同社のロ
ボットは、注文データを受け取ると該当す
る商品が保管されている棚ごとオペレー
ターの元へ運んでいくというもので、現在
は世界25か所のアマゾンの物流拠点で
10万台以上が導入されているという。
2015年から開催しているロボットコンテ
スト「Amazon Picking Challenge」（今
年から「Amazon Robotics Challenge」
と改名）では、ロボットが棚から商品を
取ってコンテナに入れるというタスクに
世界中の大学や研究機関、企業のチー
ムが挑戦しており（写真■）、アマゾンは

こうしたオープンイノベーションによって
配送のさらなる効率化を追求しようとし
ている。
　このような倉庫用ロボットは、アリババ
の菜鳥網絡（写真■）、ソフトバンクも出
資しているフェッチロボティクス（Fetch 

Robotics）、楽天の元・物流事業長が起
業したGROUNDが日本での展開を手が
けるグレイオレンジ（GreyOrange）、日本
発のベンチャー企業MUJINなど、多くの
企業が開発に取り組んでおり、グレイオ
レンジのロボットはニトリ、MUJINはアス
クルと、日本市場への導入も進んでいる。

　ここまで、すでに商用サービスがス
タートしている事例や商用化が近い技術
を紹介してきたが、このほかにもICTが宅
配を進化させる可能性はまだまだある。
例えば個人情報保護への活用がその1

つだ。現状の宅配便では、送り状に明記
された個人の住所や電話番号が人目に
触れる状態になっている。これをデータ
化して配達員の端末だけで確認できるよ
うにすれば、個人情報をさらすことなく
配達が可能になる。菜鳥網絡ではすで
にこうした仕組みが試験的に導入されて
いるという。
　また、現在は受取人がその場で伝票
に捺印しなければならないが、別の場所
に配達された荷物に対して遠隔でサイン
することができれば、受け取りの自由度
がより高まる。家庭内ロボットの普及も、

再配達防止策になるだろう。不在中でも
Pepperのようなロボットが留守番をして
いてくれれば、宅配便を受け取ってもら
えるのだ。
　このように、既存の技術でも実現でき
ることは数多く、実際にアプリやサービ
スとして提供を始めている企業も出てき
ている。だが現状ではそれぞれのサービ
スが独立に運営されており、それが普及
をはばむ課題となっている。EC事業者
や宅配業者からすれば、宅配ロッカーや
コンビニ受け取り、宅配ボックスなどの
インターフェースが統一されていなけれ
ば、個別に対応するコストがかかりすぎ
てしまう。利用者としても、荷物を取り扱
う宅配業者ごとに利用できるサービスが
異なっていては使い勝手が悪いし、利用
頻度の低い業者のサービスは使う気に
ならない。どこから買うか、どこが配達す
るかにかかわらず、すべての宅配便の配
達・受け取りが可能な共通のプラット
フォームができれば、こうしたサービスの
普及は一気に進み、再配達問題の解消
につながるはずだ。
　1日10億個時代を見据えるアリババの
馬は「複数の宅配業者間の協力が不可
欠だ」と強調し、実際に菜鳥網絡では
3,000以上もの提携業者による配送ネッ
トワークを構築している。馬の指摘する
とおり、もはや各社が単独で配送を請け
負っていく体制では宅配業界は立ち行
かない。日本では宅配業界には国土交
通省、経済産業省、警察と複数の当局
が関与しているため、スピーディーに改
革を進めるのは容易ではないが、値上げ
や再配達の問題を契機として消費者の
意識が高まりつつあるいま、共通のプ
ラットフォームや標準規格の策定に向け
た動きが加速していくことが期待される。
業界全体でICTの活用が進み、増え続け
る配達数をさばくとともにユーザーの利
便性を高めていければ、上流から下流ま
でボトルネックのない真のスマート物流
を実現することができるだろう。

実用化に向けた取り組みの事例をいくつ
か紹介していく。

　荷物を自宅ではなく近隣の宅配ロッ
カーまで届けてもらい、到着したらメー
ルやアプリで通知を受信して取りに行く
という方法が各国で普及してきている。
欧州では早くも2001年にDHLがドイツで
『Packstation』（写真■）の設置を開始
し、各地に同様のサービスが広がった。
米国ではアマゾンが2011年からセブン-
イレブンの店内などに『Amazon Locker』
を設置しているが、近年は寮で生活する大
学生が多い米国ならではのサービスとし
て、大学の構内にロッカーを含むピック
アップステーションの開設を進めている
（写真■）。
　日本でも2014年に楽天が設置を開始
した『楽天BOX』をはじめ、日本郵便の
『はこぽす』やヤマト運輸の『PUDO』など

　米国でいち早くこうした手法を宅配に
取り入れたのが『Doorman』だ（写真

■）。ECサイトでの注文時に『Doorman』
のアプリが提示する近隣の配達ステー
ションの住所を送付先に指定し、荷物が
配達ステーションに到着すると、提携する
配達員が指定の時間帯に自宅まで荷物を
届けてくれる。運送会社が時間帯指定を
受け付けない米国では、1時間単位で指
定ができるこのサービスは好評を博して
おり、現在では創業地のサンフランシスコ
のほか、シカゴとニューヨークでサービス
を提供している。
　同様のシステムで荷物の配送を請け
負うサービスに『Roadie』がある（写真

■）。大きな荷物や梱包しづらい荷物な
ど、宅配便では割高だったり送りにく
かったりする場合に、Uberのように自家
用車で運んでくれるドライバーを手配す
るというものだ。アプリで送りたい荷物と
その大きさ、送り先を指定すると、条件
の合う登録ドライバーが引き取りにくる。
GPSで車をトラッキングし、アプリで位
置を確認できるため、荷物の到着まで見
届けられる。
　日本では、軽貨物ドライバーのネット
ワークを活用してこれまで企業間の配送
手配を行っていた『PickGo』が、今年8

月から個人向けのサービスを立ち上げた
（写真■）。『Roadie』と同じく宅配便で
は送りにくい荷物や単身の引っ越しと
いった需要に対応し、アプリで手配でき
る手軽さとプロの配送業者に依頼できる

信頼感を売りにしている。日本では軽貨
物ドライバーの多くが個人事業主で、大
手配送業者からの下請けとして配送を
請け負う構造から、ドライバーが業務量
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を強いられるという状況が続いてきた。
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グを迅速に行えるため、ユーザーの利便
性が高まるだけでなく、ドライバー側の
業務効率化も図れる。
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間による操作に切り替えることもできる。
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各地や米国でメルセデス・ベンツ、スイス
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　日本のヤマト運輸とディー・エヌ・エー
も、今年4月から神奈川県藤沢市の自動
運転特区で「ロボネコヤマト」の実証実
験を始めた（写真■）。保管ボックスを
搭載した自動運転車が巡回し、ユーザー
はアプリから10分単位で希望の場所に
来てもらうよう指示することができる。現
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予定だという。
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位置情報や道路状況をAIでリアルタイム
に分析し、最適な配達ルートを提案する
独自のシステムを開発している。自動車
メーカーとの協業によりこのシステムを
搭載した電気自動車（写真■）を100万
台製造し、配送車として運用する計画だ。
今年4月に深圳で実施したパイロットテ
ストでは、これにより配送車の使用が
10％、配送にかかる走行距離が30％削
減できたという。 
　日本ではアスクルの個人向けサービス
『ロハコ』が、受け取り時間を1時間枠か
ら指定、30分単位で通知を受けられる
「Happy On Time」というサービスを開
始しているが、その精度をより高めるため
に物流ビッグデータをAIで分析し、配送
時間の誤差を縮めることを目指している。
　AIやビッグデータの活用により、交通
や利用者の在宅状況をリアルタイムで詳
細に把握できるようになれば、よりきめ
細かい時間指定が可能になり、配達効
率の向上につながるだろう。

　最後に、ラストワンマイルから一歩さか
のぼった倉庫のスマート化についても触
れておこう。当日配達や即時配達など、
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IoTプラットフォーム
ビジネスイネーブルメント

データ管理 デバイス管理 接続管理

貨物追跡端末

ドライバー用端末 スマートロック

温湿度センサー スマートロジスティクス端末プログラム
指示の読取
データ収集

遠隔操作
障害報告

ファーウェイLiteOS
NB-IoTモジュール・チップ
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S P E C I A L  I N T E R V I E W

「会津の人口 2 8万人分の電力を自分たちで作り出そう」

編集部：まず、酒蔵と電力会社という意
外な結びつきについてお聞かせください。
佐藤：大和川酒造店は1790年に創業し
た長い歴史を持つ酒蔵で、私で9代目に
なります。地元の豊かな地下水や米と、
代々受け継いできた伝統技術でお酒を
造ってきました。ところが、創業211年目
を迎えた年に東日本大震災、そして福島
第一原子力発電所の事故が起きました。
幸いにも会津地方は放射性物質による
直接被害からは逃れられましたが、もし
もあの時この土地にも放射性物質が拡
散し、水や米が汚染されていたら、酒造
業は一巻の終わりだ、という恐怖感に襲
われました。同時に、日本は化石燃料や
ウランなど電力の“元”となるエネルギー
源のほとんどを外国に依存していたこと
に気づいたのです。燃料の調達にかかる

費用は、会津地方だけで年間100億円、
福島県で1,000億円、日本全国で22兆
円にものぼります。しかし、昔は里山から
取ってきた薪を炭にしたり、山からの清
水で水車を回したりして、足元にある資
源を100％エネルギーに変えていまし
た。原発事故をきっかけにもう一度こう
した原点に戻って、非常時でも孤立せ
ず、自然エネルギーを利用して平常どおり
の生活を継続できるようにならなければ

ならないと痛感しました。
　会津は千葉県ほどの面積ですが、太
陽光を含め、あらゆる自然エネルギーの
宝庫です。土地の75％を森林が占める
一方、猪苗代湖や五色沼などの湖沼、
阿賀川や只見川といった河川が豊富な
水源となっています。福島県の総消費電
力は150万KWと推定されますが、この土
地は水力だけで原発5基分相当の500万
KWの発電力を持っています。つまり、福
島県全域の使用電力を自然エネルギー
だけで十分にまかなえるはずなのです。
原発に依存しないエネルギーの地産地
消を実現すれば、地元の産業、観光、教
育などが発展する起爆剤にもなり、地域

の活性化も加速すると考えました。

編集部：自然エネルギーが豊富である
一方、冬は豪雪地域になる会津地方で、
なぜ太陽光発電を選ばれたのですか。
佐藤：きっかけは、立ち上げメンバーの1

人でもある常務の折笠哲也との出会い
にあります。彼もまた原発事故を受けて
次世代の子どもたちの将来を案じ、新た
な事業として家庭用太陽光発電設備の
EPC（設計・調達・施工）に取り組み始め
ていました。折笠が参画してくれて、太
陽光発電が技術的にそう難しくないこと
がわかってきたので、まずはここから着
手してみようと決めました。

山田：パネルの設置にあたっては実験を
重ね、豪雪が降っても発電に支障が出
ないよう高さを2.5mに、パネルの上に積
雪しないよう傾斜角度を30度にと、綿密
に設計しました。いまのところ真冬でも
満足のいくパフォーマンスが出ています
し、積雪後には太陽光が雪に乱反射し
てむしろ発電量が上がることもあります。

編集部：日本有数の穀倉地帯、日本酒の
生産量も全国トップクラスの会津で、そ
れを支える豊かな自然資源をさらにエネ
ルギーとしても活用し、持続可能な地域
経済圏を確立していくお考えなのですね。
佐藤：その通りです。コストや合理性、利
便性も大事ですが、われわれは地域の
資源を有効に循環させ、かつバランス
よく利用することで自立できる経済圏の

形成に注力すべきだと考えています。こ
のミッションを念頭に、大和川酒造の自
社田ではソーラーシェアリングも始めま
した。ソーラーシェアリングとは農業と
同時に太陽光発電を行うことで、農地
の上に太陽光パネル用の架台を組み立
て、土地所有者である農家は架台の支
柱分の面積だけを貸し出すか、自ら太陽
光発電所のオーナーとなり電力会社に売
電して、副収入を得ることができます。後
者の場合、会津電力では発電所の運営
ノウハウの伝授やメンテナンスの支援も
行います。
山田：福島県に限ったことではありません
が、地方では多くの農家が高齢化や後
継者不足で営農をやむなくあきらめてい
ます。太陽光を耕作と発電の両方に利用
するソーラーシェアリングの仕組みを取
り入れれば、農家の収益増、ひいては後
継者問題の解消にもつながるでしょう。
また、耕作放棄地の増加にも歯止めをか
けることができます。現存の農地を活用
するため、発電所の設置にあたって里山
の生態系を破壊する心配もありません。

編集部：設立メンバーには実務経験の豊
富な方々が揃っていらっしゃいますね。

佐藤：原発事故の後、何かしなければと
いう気持ちが日に日に強くなり、地元の
豊かな自然資源と、福島の人たちが持つ
力を結束させて電力を作り出そうと腹を
くくったころ、当時クアルコム･ジャパンの
会長を務めていた山田とある会合で出会
い、意気投合したのです。彼も福島出身
で、震災後のふるさとを心配していまし
た。山田は技術者でビジネスマン。企業
経営の経験が豊富で、キャッシュポイン
トを見極めるのもうまく、事業計画を
相談するうちに起業の仲間になってくれ
ました。
　僕と同じく喜多方市生まれの専務の
磯部英世は土木建築のプロで、折笠と
同様、その経験と技能が発電所の設計
と設置に生かされています。
　監査役である遠藤由美子は福島県教
育委員会委員長も務めていたお寺の娘
で、チャーミングでありながら芯の強い
女性です。われわれ男どもが道に迷い、
ことがなかなか決められないときに喝を
入れるゴッドマザーのような人です（笑）。
　1人を除いて全員が60歳を超えていま
すが、このメンバーならうまくいくと思い
ました。奇しくも全員が3月生まれで、
ポーカーゲームに喩えるとファイブカー
ドが出たようなものですね。
山田：人の次は資金集め。『会津ソーラー
市民ファンド』を立ち上げ、一般の方々

から2か月で1億円を募りました。環境省
の「地域低炭素投資促進ファンド（グ
リーンファンド）」からも5,000万円の出資
を得ました。市民ファンドを通じてわれわ
れの再生可能エネルギーによる福島復
興の思いが多くの市民に届き、さらに国
の支援を得られたという実績の後押しも
あって、銀行からの資金調達も順調に
いきました。最終的に2年間の準備期間
を経て会津電力が無事に産声を上げ、
設立4年目の今年度からはやっと株主配
当を出せるようになりました。
編集部：まさにソーシャルビジネスのモ
デルケースですね。
佐藤：私たちには正義の仕事をしている
という自負がありますが、とはいえボラン
ティアではありませんから、きちんとお金
がついてこなければなりません。事業を
継続させてこそ、地域の人たちや出資者
にも喜んでいただけます。事業拡大に向

エネルギーの地産地消で
地域創生を見据える
きっかけは「3･11」

福島県喜多方市で200年以上続く日本酒蔵元、大和川酒造店9代目当主佐藤彌右衛門氏の発
案により、市民ファンドと金融機関からの出資を得て2013年8月に設立。自然エネルギーを利用
した発電事業と電気・熱エネルギーの供給・販売事業を中心とした地域還元型電力会社を目指
し、現在、会津および中通り地方に設置した約70か所の太陽光発電所から1,500世帯相当の電
力を供給している。

会津電力株式会社

1951年、喜多方市生まれ。東京農
業大学短期大学部醸造学科卒業
後、大和川酒造店に入社。2005年
に同社代表就任と同時に九代目佐
藤彌右衛門を襲名。東日本大震災
をきっかけに、自然エネルギーの再
利用で地域経済の自立を目指す志
を同じくする4名の仲間と会津電力
を設立し、代表取締役社長に就任。

会津電力株式会社
代表取締役社長
佐藤 彌右衛門 （さとう・やうえもん）

1956年、福島市生まれ。東京大
学工学部卒業後、松下通信工業
に入社。1998年にクアルコムジャ
パンの設立にあたり入社、代表取
締役社長、代表取締役会長、特
別顧問を務める。会津電力の設
立に参画し、代表取締役副社長
となる。

同　代表取締役副社長
山田 純 （やまだ・じゅん）

近年、地球温暖化問題や資源・環境問題で、世界各国が太
陽光･水力・風力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネル
ギーの普及に注力しています。特に欧州各国では積極的な
取り組みが進んでおり、例えば風車の国オランダではオラン
ダ鉄道が1日5,500本にのぼる全列車を風力発電で運行して
いるほか、火山国アイスランドでは発電量の約3割を地熱で
まかなっており、スペインにいたっては再生可能エネルギー
の発電量がすでに総発電量の4割に達しています。
東日本大震災以降、海外から輸入される化石燃料に大きく依
存している日本においても、政府が再生可能エネルギーの導
入率を現在の約15%から2030年までに22～24％に引き上げ

る目標を掲げています。全国各地で自然エネルギー利用への
期待が高まる中、2013年に再生可能エネルギーで地域の経
済的自立を目指して誕生したのが、会津電力株式会社です。
「まったく故障しませんね」――同社の太陽光発電所でご採用
いただいているファーウェイの分散型パワーコンディショ
ナー（PCS）を、山田純副社長はこう評価してくださいました。
8月、セミの声が響き渡る夏空とどこまでも続く里山をバック
に数百枚のソーラーパネルが目の前に広がる喜多方市高郷
発電所を、佐藤彌右衛門社長と山田副社長にご案内いただ
き、同社の理念と取り組み、それを支えるファーウェイのPCS

製品についてお話をうかがいました。

ファーウェイ製PCSの前に立つ佐藤社長と山田副社長

山里に広がるソーラーファームが、自然の恵みを地元経済を潤す源に変えていく

けてこの先も資金集めには苦労するかも
しれませんが、その大変さがかえってモ
チベーションにつながるのです。目標達
成までまだ先は長いから、みんなで楽し
くやってますよ。

編集部：今後の目標をお聞かせください。
山田：会社設立当時に設定した、10年
以内に福島県全域に電力を供給すると
いう目標はいまでも変わっていません。
とはいえ、県内全域に自前の発電所を
作るのは現実的ではないので、さまざま
な可能性を探っているところです。太陽
光発電に限らず、あらゆる自然エネル
ギーに取り組んでいくつもりで着々と準
備を進めています。まず、環境に負荷を
かけない小水力発電所を2018年までに
少なくとも1か所設置します。さらに、
2020年の稼働開始をめどに、中通り地
方に大規模な風力発電所の建設も検討
しています。
　われわれが目指すのは単に再生可能
エネルギーで発電することだけではあり

ません。発電した電力を利用してユニー
クかつ付加価値のある商品を生み出し、
地元に還元すべきという思いが設立当初
からありました。それを実現する一例が、
『喜多方ワイナリープロジェクト』です。
これは、土地を活用してブドウを植え、
ワイナリーを造り、最終的に醸造施設な
どの運営を自然エネルギーで自給自足
するという取り組みです。また、すでに
大和川酒造店の酒蔵の屋根にも発電容
量50KWを超えるソーラーパネルを設置
しています。蔵町の会津で酒蔵を再生
可能エネルギーで運営できれば、市民
にもその意義をより身近に感じてもらえ
るでしょう。
佐藤：持続的な発展が可能な社会を作る
というわれわれのミッションを実現するに
は、市民に再生可能エネルギーがもたら
す恩恵を理解してもらうことも重要な課
題です。そのためにいくつかの取り組みを
会社設立当時から行っています。当社が
会津地域初のメガソーラーとして設置し
た雄国太陽光発電所には再生可能エネ
ルギー体験学習施設を併設しており、地
域住民や子どもたちへの再生可能エネル
ギー利用の普及活動の拠点として展示
や実験を行ったり、定期的にイベントを
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開催したりしています。また、地元の小学
校に出向いて啓蒙活動を行うほか、パン
フレットやアニメ動画の制作、各地での
講演活動なども実施しています。
山田：こうした地道な活動が功を奏し、
「会津電力から電気を買いたい」という
お問い合わせも増え、県内だけでなく首
都圏の皆様にも関心を持っていただける
ようになりました。今年9月からは、原発
に頼らない安心・安全な電力供給への理
念を共有する生活クラブ生協グループ
の電力事業会社、生活クラブエナジーと
提携し、全国の生活クラブ生協の組合
員の方々に雄国で発電した電力をご利
用いただけることになりました。

編集部：会津電力では太陽光発電所の
多くでファーウェイのPCS製品をお使い
いただいていますが、採用の決め手はど
のような点だったのでしょうか。
山田：分散設置により集中型P C Sの

リスクを少しでも軽減できる製品を探し
ていたところ、われわれのニーズを捉え
たファーウェイの分散型PCSを薦められ
ました。分散型PCSはコンパクトで設置
が容易なうえ、故障時にも迅速に復旧で
きます。ファーウェイの製品は価格も手
ごろで、初期費用の低減にもつながって
います。昨年末からの導入以来、想定ど
おりのパフォーマンスに満足しています。
今年中に合計34台が稼働する予定で、
ファーウェイ製PCSから出力する総発電
力は約1MWになります。
　前職ではファーウェイに通信機器の
部品を提供する立場でしたが、当時は
ファーウェイがPCS市場にも進出してい
るとは知りませんでした。いまは製品を
購入する側となり、市場のニーズを見据
えてお客様が求める半歩先の製品を提
供するファーウェイの変わらぬ姿勢に感
銘を受けています。今後も、PCSの稼働
状況をより簡単にモニタリングできるソ
リューションなど、通信という専門分野
の強みを生かしたさらなる性能向上を期
待しています。

エネルギー革命で
地域の自立を目指す
会津電力株式会社
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編集部：まず、酒蔵と電力会社という意
外な結びつきについてお聞かせください。
佐藤：大和川酒造店は1790年に創業し
た長い歴史を持つ酒蔵で、私で9代目に
なります。地元の豊かな地下水や米と、
代々受け継いできた伝統技術でお酒を
造ってきました。ところが、創業211年目
を迎えた年に東日本大震災、そして福島
第一原子力発電所の事故が起きました。
幸いにも会津地方は放射性物質による
直接被害からは逃れられましたが、もし
もあの時この土地にも放射性物質が拡
散し、水や米が汚染されていたら、酒造
業は一巻の終わりだ、という恐怖感に襲
われました。同時に、日本は化石燃料や
ウランなど電力の“元”となるエネルギー
源のほとんどを外国に依存していたこと
に気づいたのです。燃料の調達にかかる

費用は、会津地方だけで年間100億円、
福島県で1,000億円、日本全国で22兆
円にものぼります。しかし、昔は里山から
取ってきた薪を炭にしたり、山からの清
水で水車を回したりして、足元にある資
源を100％エネルギーに変えていまし
た。原発事故をきっかけにもう一度こう
した原点に戻って、非常時でも孤立せ
ず、自然エネルギーを利用して平常どおり
の生活を継続できるようにならなければ

ならないと痛感しました。
　会津は千葉県ほどの面積ですが、太
陽光を含め、あらゆる自然エネルギーの
宝庫です。土地の75％を森林が占める
一方、猪苗代湖や五色沼などの湖沼、
阿賀川や只見川といった河川が豊富な
水源となっています。福島県の総消費電
力は150万KWと推定されますが、この土
地は水力だけで原発5基分相当の500万
KWの発電力を持っています。つまり、福
島県全域の使用電力を自然エネルギー
だけで十分にまかなえるはずなのです。
原発に依存しないエネルギーの地産地
消を実現すれば、地元の産業、観光、教
育などが発展する起爆剤にもなり、地域

の活性化も加速すると考えました。

編集部：自然エネルギーが豊富である
一方、冬は豪雪地域になる会津地方で、
なぜ太陽光発電を選ばれたのですか。
佐藤：きっかけは、立ち上げメンバーの1

人でもある常務の折笠哲也との出会い
にあります。彼もまた原発事故を受けて
次世代の子どもたちの将来を案じ、新た
な事業として家庭用太陽光発電設備の
EPC（設計・調達・施工）に取り組み始め
ていました。折笠が参画してくれて、太
陽光発電が技術的にそう難しくないこと
がわかってきたので、まずはここから着
手してみようと決めました。

山田：パネルの設置にあたっては実験を
重ね、豪雪が降っても発電に支障が出
ないよう高さを2.5mに、パネルの上に積
雪しないよう傾斜角度を30度にと、綿密
に設計しました。いまのところ真冬でも
満足のいくパフォーマンスが出ています
し、積雪後には太陽光が雪に乱反射し
てむしろ発電量が上がることもあります。

編集部：日本有数の穀倉地帯、日本酒の
生産量も全国トップクラスの会津で、そ
れを支える豊かな自然資源をさらにエネ
ルギーとしても活用し、持続可能な地域
経済圏を確立していくお考えなのですね。
佐藤：その通りです。コストや合理性、利
便性も大事ですが、われわれは地域の
資源を有効に循環させ、かつバランス
よく利用することで自立できる経済圏の

形成に注力すべきだと考えています。こ
のミッションを念頭に、大和川酒造の自
社田ではソーラーシェアリングも始めま
した。ソーラーシェアリングとは農業と
同時に太陽光発電を行うことで、農地
の上に太陽光パネル用の架台を組み立
て、土地所有者である農家は架台の支
柱分の面積だけを貸し出すか、自ら太陽
光発電所のオーナーとなり電力会社に売
電して、副収入を得ることができます。後
者の場合、会津電力では発電所の運営
ノウハウの伝授やメンテナンスの支援も
行います。
山田：福島県に限ったことではありません
が、地方では多くの農家が高齢化や後
継者不足で営農をやむなくあきらめてい
ます。太陽光を耕作と発電の両方に利用
するソーラーシェアリングの仕組みを取
り入れれば、農家の収益増、ひいては後
継者問題の解消にもつながるでしょう。
また、耕作放棄地の増加にも歯止めをか
けることができます。現存の農地を活用
するため、発電所の設置にあたって里山
の生態系を破壊する心配もありません。

編集部：設立メンバーには実務経験の豊
富な方々が揃っていらっしゃいますね。

佐藤：原発事故の後、何かしなければと
いう気持ちが日に日に強くなり、地元の
豊かな自然資源と、福島の人たちが持つ
力を結束させて電力を作り出そうと腹を
くくったころ、当時クアルコム･ジャパンの
会長を務めていた山田とある会合で出会
い、意気投合したのです。彼も福島出身
で、震災後のふるさとを心配していまし
た。山田は技術者でビジネスマン。企業
経営の経験が豊富で、キャッシュポイン
トを見極めるのもうまく、事業計画を
相談するうちに起業の仲間になってくれ
ました。
　僕と同じく喜多方市生まれの専務の
磯部英世は土木建築のプロで、折笠と
同様、その経験と技能が発電所の設計
と設置に生かされています。
　監査役である遠藤由美子は福島県教
育委員会委員長も務めていたお寺の娘
で、チャーミングでありながら芯の強い
女性です。われわれ男どもが道に迷い、
ことがなかなか決められないときに喝を
入れるゴッドマザーのような人です（笑）。
　1人を除いて全員が60歳を超えていま
すが、このメンバーならうまくいくと思い
ました。奇しくも全員が3月生まれで、
ポーカーゲームに喩えるとファイブカー
ドが出たようなものですね。
山田：人の次は資金集め。『会津ソーラー
市民ファンド』を立ち上げ、一般の方々

から2か月で1億円を募りました。環境省
の「地域低炭素投資促進ファンド（グ
リーンファンド）」からも5,000万円の出資
を得ました。市民ファンドを通じてわれわ
れの再生可能エネルギーによる福島復
興の思いが多くの市民に届き、さらに国
の支援を得られたという実績の後押しも
あって、銀行からの資金調達も順調に
いきました。最終的に2年間の準備期間
を経て会津電力が無事に産声を上げ、
設立4年目の今年度からはやっと株主配
当を出せるようになりました。
編集部：まさにソーシャルビジネスのモ
デルケースですね。
佐藤：私たちには正義の仕事をしている
という自負がありますが、とはいえボラン
ティアではありませんから、きちんとお金
がついてこなければなりません。事業を
継続させてこそ、地域の人たちや出資者
にも喜んでいただけます。事業拡大に向

ベンチャー魂は若者の特権にあらず
平均年齢60歳のドリームチーム
「このメンバーならうまくいく！」

水力・風力発電、
ワイナリーにも挑戦
市民とともに持続可能な
地域の発展を目指す

会津電力を生んだドリームチーム。左から監査役の
遠藤氏、山田氏、佐藤氏、専務取締役の磯部氏、常
務取締役の折笠氏

大和川酒造店の酒蔵に設置したソーラーパネル 地元の中学校など、さまざまな施設にもソーラーパネルの設置を進める

豪雪の冬でも効率的に発電できるようパネルの高さと角度にも一工夫

ソーラーシェアリングは再生可能エネルギーを作る
だけでなく、土地の利活用で農家にも新たな収入源
をもたらす

けてこの先も資金集めには苦労するかも
しれませんが、その大変さがかえってモ
チベーションにつながるのです。目標達
成までまだ先は長いから、みんなで楽し
くやってますよ。

編集部：今後の目標をお聞かせください。
山田：会社設立当時に設定した、10年
以内に福島県全域に電力を供給すると
いう目標はいまでも変わっていません。
とはいえ、県内全域に自前の発電所を
作るのは現実的ではないので、さまざま
な可能性を探っているところです。太陽
光発電に限らず、あらゆる自然エネル
ギーに取り組んでいくつもりで着々と準
備を進めています。まず、環境に負荷を
かけない小水力発電所を2018年までに
少なくとも1か所設置します。さらに、
2020年の稼働開始をめどに、中通り地
方に大規模な風力発電所の建設も検討
しています。
　われわれが目指すのは単に再生可能
エネルギーで発電することだけではあり

ません。発電した電力を利用してユニー
クかつ付加価値のある商品を生み出し、
地元に還元すべきという思いが設立当初
からありました。それを実現する一例が、
『喜多方ワイナリープロジェクト』です。
これは、土地を活用してブドウを植え、
ワイナリーを造り、最終的に醸造施設な
どの運営を自然エネルギーで自給自足
するという取り組みです。また、すでに
大和川酒造店の酒蔵の屋根にも発電容
量50KWを超えるソーラーパネルを設置
しています。蔵町の会津で酒蔵を再生
可能エネルギーで運営できれば、市民
にもその意義をより身近に感じてもらえ
るでしょう。
佐藤：持続的な発展が可能な社会を作る
というわれわれのミッションを実現するに
は、市民に再生可能エネルギーがもたら
す恩恵を理解してもらうことも重要な課
題です。そのためにいくつかの取り組みを
会社設立当時から行っています。当社が
会津地域初のメガソーラーとして設置し
た雄国太陽光発電所には再生可能エネ
ルギー体験学習施設を併設しており、地
域住民や子どもたちへの再生可能エネル
ギー利用の普及活動の拠点として展示
や実験を行ったり、定期的にイベントを
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開催したりしています。また、地元の小学
校に出向いて啓蒙活動を行うほか、パン
フレットやアニメ動画の制作、各地での
講演活動なども実施しています。
山田：こうした地道な活動が功を奏し、
「会津電力から電気を買いたい」という
お問い合わせも増え、県内だけでなく首
都圏の皆様にも関心を持っていただける
ようになりました。今年9月からは、原発
に頼らない安心・安全な電力供給への理
念を共有する生活クラブ生協グループ
の電力事業会社、生活クラブエナジーと
提携し、全国の生活クラブ生協の組合
員の方々に雄国で発電した電力をご利
用いただけることになりました。

編集部：会津電力では太陽光発電所の
多くでファーウェイのPCS製品をお使い
いただいていますが、採用の決め手はど
のような点だったのでしょうか。
山田：分散設置により集中型P C Sの

リスクを少しでも軽減できる製品を探し
ていたところ、われわれのニーズを捉え
たファーウェイの分散型PCSを薦められ
ました。分散型PCSはコンパクトで設置
が容易なうえ、故障時にも迅速に復旧で
きます。ファーウェイの製品は価格も手
ごろで、初期費用の低減にもつながって
います。昨年末からの導入以来、想定ど
おりのパフォーマンスに満足しています。
今年中に合計34台が稼働する予定で、
ファーウェイ製PCSから出力する総発電
力は約1MWになります。
　前職ではファーウェイに通信機器の
部品を提供する立場でしたが、当時は
ファーウェイがPCS市場にも進出してい
るとは知りませんでした。いまは製品を
購入する側となり、市場のニーズを見据
えてお客様が求める半歩先の製品を提
供するファーウェイの変わらぬ姿勢に感
銘を受けています。今後も、PCSの稼働
状況をより簡単にモニタリングできるソ
リューションなど、通信という専門分野
の強みを生かしたさらなる性能向上を期
待しています。
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ofoのスマートな
自転車シェアを支える
ファーウェイのNB-IoTソリューション

　新たなビジネスモデルによって世界中のさまざまな業
界で変革を起こしているシェアリングエコノミー。とりわけ
中国では市場の急速な拡大によって競争が激化し、差別
化されたユニークなサービスが顧客満足の向上につなが
る成熟期へと差しかかっている。ここ数年中国で一気に普
及が進んだ自転車シェアサービスは、2017年6月には
ユーザー数が1億を超え、アジア各国や欧米にも事業を
展開し始めるなど、めざましい成長を遂げてきた。
　ユーザー数の増加にともない、必要な時に、必要な場
所で、即座に自転車に乗りたいというサービスの質に対す
るユーザーの要望はますます高まっている。事業者はより

多くの自転車を効率よく配備し、開錠や支払いを手間なく
できるようにしなければならない。
　業界最大手のofo（オッフォ）は、オペレーションとマー
ケティングの最適化に注力し、世界最大級の自転車シェ
アプラットフォームとなった。だがその過程には、自転車
管理の不備、通信と電力消費のトレードオフ、データ取
得ポイントの不足といった課題が山積していた。より進ん
だユーザー体験を実現するため、ofoはファーウェイと
チャイナテレコム（中国電信）というパートナーを得て、
NB-IoTを活用した管理のスマート化に向けた協業を
開始した。

編集部：まず、酒蔵と電力会社という意
外な結びつきについてお聞かせください。
佐藤：大和川酒造店は1790年に創業し
た長い歴史を持つ酒蔵で、私で9代目に
なります。地元の豊かな地下水や米と、
代々受け継いできた伝統技術でお酒を
造ってきました。ところが、創業211年目
を迎えた年に東日本大震災、そして福島
第一原子力発電所の事故が起きました。
幸いにも会津地方は放射性物質による
直接被害からは逃れられましたが、もし
もあの時この土地にも放射性物質が拡
散し、水や米が汚染されていたら、酒造
業は一巻の終わりだ、という恐怖感に襲
われました。同時に、日本は化石燃料や
ウランなど電力の“元”となるエネルギー
源のほとんどを外国に依存していたこと
に気づいたのです。燃料の調達にかかる

費用は、会津地方だけで年間100億円、
福島県で1,000億円、日本全国で22兆
円にものぼります。しかし、昔は里山から
取ってきた薪を炭にしたり、山からの清
水で水車を回したりして、足元にある資
源を100％エネルギーに変えていまし
た。原発事故をきっかけにもう一度こう
した原点に戻って、非常時でも孤立せ
ず、自然エネルギーを利用して平常どおり
の生活を継続できるようにならなければ

ならないと痛感しました。
　会津は千葉県ほどの面積ですが、太
陽光を含め、あらゆる自然エネルギーの
宝庫です。土地の75％を森林が占める
一方、猪苗代湖や五色沼などの湖沼、
阿賀川や只見川といった河川が豊富な
水源となっています。福島県の総消費電
力は150万KWと推定されますが、この土
地は水力だけで原発5基分相当の500万
KWの発電力を持っています。つまり、福
島県全域の使用電力を自然エネルギー
だけで十分にまかなえるはずなのです。
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ていました。折笠が参画してくれて、太
陽光発電が技術的にそう難しくないこと
がわかってきたので、まずはここから着
手してみようと決めました。

山田：パネルの設置にあたっては実験を
重ね、豪雪が降っても発電に支障が出
ないよう高さを2.5mに、パネルの上に積
雪しないよう傾斜角度を30度にと、綿密
に設計しました。いまのところ真冬でも
満足のいくパフォーマンスが出ています
し、積雪後には太陽光が雪に乱反射し
てむしろ発電量が上がることもあります。
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佐藤：その通りです。コストや合理性、利
便性も大事ですが、われわれは地域の
資源を有効に循環させ、かつバランス
よく利用することで自立できる経済圏の

形成に注力すべきだと考えています。こ
のミッションを念頭に、大和川酒造の自
社田ではソーラーシェアリングも始めま
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て、土地所有者である農家は架台の支
柱分の面積だけを貸し出すか、自ら太陽
光発電所のオーナーとなり電力会社に売
電して、副収入を得ることができます。後
者の場合、会津電力では発電所の運営
ノウハウの伝授やメンテナンスの支援も
行います。
山田：福島県に限ったことではありません
が、地方では多くの農家が高齢化や後
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するため、発電所の設置にあたって里山
の生態系を破壊する心配もありません。
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富な方々が揃っていらっしゃいますね。
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いう気持ちが日に日に強くなり、地元の
豊かな自然資源と、福島の人たちが持つ
力を結束させて電力を作り出そうと腹を
くくったころ、当時クアルコム･ジャパンの
会長を務めていた山田とある会合で出会
い、意気投合したのです。彼も福島出身
で、震災後のふるさとを心配していまし
た。山田は技術者でビジネスマン。企業
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リーンファンド）」からも5,000万円の出資
を得ました。市民ファンドを通じてわれわ
れの再生可能エネルギーによる福島復
興の思いが多くの市民に届き、さらに国
の支援を得られたという実績の後押しも
あって、銀行からの資金調達も順調に
いきました。最終的に2年間の準備期間
を経て会津電力が無事に産声を上げ、
設立4年目の今年度からはやっと株主配
当を出せるようになりました。
編集部：まさにソーシャルビジネスのモ
デルケースですね。
佐藤：私たちには正義の仕事をしている
という自負がありますが、とはいえボラン
ティアではありませんから、きちんとお金
がついてこなければなりません。事業を
継続させてこそ、地域の人たちや出資者
にも喜んでいただけます。事業拡大に向

お客様の需要を見据えて
半歩先の製品を提供する
ファーウェイの変わらぬ姿勢

安全で持続的な発展が可能な社会の実現には、市
民の理解が不可欠。雄国太陽光発電所の学習施設
では再生可能エネルギー利用の意義を伝える啓蒙
活動を実施している

地元小学校で再生可能エネルギー体験学習教室
を開催

子どもにも大人にも理解しやすく再生エネルギー利
用の仕組みを解説する動画

けてこの先も資金集めには苦労するかも
しれませんが、その大変さがかえってモ
チベーションにつながるのです。目標達
成までまだ先は長いから、みんなで楽し
くやってますよ。

編集部：今後の目標をお聞かせください。
山田：会社設立当時に設定した、10年
以内に福島県全域に電力を供給すると
いう目標はいまでも変わっていません。
とはいえ、県内全域に自前の発電所を
作るのは現実的ではないので、さまざま
な可能性を探っているところです。太陽
光発電に限らず、あらゆる自然エネル
ギーに取り組んでいくつもりで着々と準
備を進めています。まず、環境に負荷を
かけない小水力発電所を2018年までに
少なくとも1か所設置します。さらに、
2020年の稼働開始をめどに、中通り地
方に大規模な風力発電所の建設も検討
しています。
　われわれが目指すのは単に再生可能
エネルギーで発電することだけではあり

ません。発電した電力を利用してユニー
クかつ付加価値のある商品を生み出し、
地元に還元すべきという思いが設立当初
からありました。それを実現する一例が、
『喜多方ワイナリープロジェクト』です。
これは、土地を活用してブドウを植え、
ワイナリーを造り、最終的に醸造施設な
どの運営を自然エネルギーで自給自足
するという取り組みです。また、すでに
大和川酒造店の酒蔵の屋根にも発電容
量50KWを超えるソーラーパネルを設置
しています。蔵町の会津で酒蔵を再生
可能エネルギーで運営できれば、市民
にもその意義をより身近に感じてもらえ
るでしょう。
佐藤：持続的な発展が可能な社会を作る
というわれわれのミッションを実現するに
は、市民に再生可能エネルギーがもたら
す恩恵を理解してもらうことも重要な課
題です。そのためにいくつかの取り組みを
会社設立当時から行っています。当社が
会津地域初のメガソーラーとして設置し
た雄国太陽光発電所には再生可能エネ
ルギー体験学習施設を併設しており、地
域住民や子どもたちへの再生可能エネル
ギー利用の普及活動の拠点として展示
や実験を行ったり、定期的にイベントを 初期費用・故障時リスクの 低 減 高効率発電 高信頼性+ +

会津電力のミッション実現を支える
ファーウェイの分散型パワーコンディショナ－
ファーウェイは通信機器分野で長年培ってきた経験と最先端のICTを生

かし、2010年よりPCS市場に参入しています。後発組でありながら、

2016年にはグローバルでの出荷量が20GWを超え、2016年・2017年と2

年連続で出荷量世界第1位（IHS Markit調べ）となり、多くのユーザーか

ら厚い信頼を得ています。高温・高湿・極寒・塩害などの耐性テストや、負

荷の高い耐震試験をクリアした製品は、0.4%以下の故障率、99.9%以上

の稼働率を誇る高品質を備えています。コンパクト設計かつ簡単設置で

事業者の初期投資を抑えられるうえ、マルチ回路MPPT（Maximum 

Power Point Tracking：最大動作点追尾機能）技術と自然放熱技術に

よって外部・内部環境が発電量に及ぼす影響を最小限に。分散型のため、

万一不具合が生じた場合も故障したPCSを交換するだけで復旧でき、発

電ロスも低減します。また、ストリングごとの運転状態をリアルタイムで監

視できるほか、オンラインでストリングの全数検査が可能なスマート診断

で故障原因を迅速に特定できます。 分散型PCSでは故障時の影響が小さく、迅速な復旧が可能

集中型

分散型

●故障の影響範囲が大きい　●復旧に時間を要する　●専門技術者による修理が必要

●故障機のみ影響　●短時間で復旧　●故障機の交換には専門技術が不要

PCS

PCS PCS PCS

停止

停止

影響あり

影響なし
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開催したりしています。また、地元の小学
校に出向いて啓蒙活動を行うほか、パン
フレットやアニメ動画の制作、各地での
講演活動なども実施しています。
山田：こうした地道な活動が功を奏し、
「会津電力から電気を買いたい」という
お問い合わせも増え、県内だけでなく首
都圏の皆様にも関心を持っていただける
ようになりました。今年9月からは、原発
に頼らない安心・安全な電力供給への理
念を共有する生活クラブ生協グループ
の電力事業会社、生活クラブエナジーと
提携し、全国の生活クラブ生協の組合
員の方々に雄国で発電した電力をご利
用いただけることになりました。

編集部：会津電力では太陽光発電所の
多くでファーウェイのPCS製品をお使い
いただいていますが、採用の決め手はど
のような点だったのでしょうか。
山田：分散設置により集中型P C Sの

リスクを少しでも軽減できる製品を探し
ていたところ、われわれのニーズを捉え
たファーウェイの分散型PCSを薦められ
ました。分散型PCSはコンパクトで設置
が容易なうえ、故障時にも迅速に復旧で
きます。ファーウェイの製品は価格も手
ごろで、初期費用の低減にもつながって
います。昨年末からの導入以来、想定ど
おりのパフォーマンスに満足しています。
今年中に合計34台が稼働する予定で、
ファーウェイ製PCSから出力する総発電
力は約1MWになります。
　前職ではファーウェイに通信機器の
部品を提供する立場でしたが、当時は
ファーウェイがPCS市場にも進出してい
るとは知りませんでした。いまは製品を
購入する側となり、市場のニーズを見据
えてお客様が求める半歩先の製品を提
供するファーウェイの変わらぬ姿勢に感
銘を受けています。今後も、PCSの稼働
状況をより簡単にモニタリングできるソ
リューションなど、通信という専門分野
の強みを生かしたさらなる性能向上を期
待しています。

左：SUN2000-33KTL-JP-33.3kW/40KTL-JP-40kW
右：SUN2000L-4.125KTL-JP-4.125kW/4.95KTL-JP-4.95kW
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ユーザー体験の向上で
競争力強化を目指す

わずか5秒で支払い完了
広いカバレッジで
提供エリアも拡大

パートナーと実現する
革新的なビジネス

WINNERS

ESO/C. Malin

/ OCT. 2017 15

　スペースや本、自動車など、シェアリン
グサービスはいまやあらゆる分野に存在
するが、いずれも「必要な時に使える」こ
とが重要だ。ビジネスの成功には、ユー
ザーのニーズをしっかりと理解し、適切
な技術を組み合わせて活用し、顧客満足
度を高めることが欠かせない。
　しかし、急速に普及が進んで市場が
飽和すると、既存のサービスはすぐに競
争力を失ってしまう。そのため、より付加
価値の高いサービスによってユーザーを
囲い込むことが重要になる。

　ofoがさらなる競争力を強化するにあ
たり、最優先事項となったのは、スマート
ロックの性能向上によってユーザー体験
を改善することだった。これまでにさまざ
まな特長を持つスマートロックが多数登
場しているが、ネットワークとの互換性、
バッテリーの持続時間、通信費、使い勝
手といった点でofoの要件を完全に満た
すものはなかなか見つからなかった。
　そこでofoは2017年2月、NB-IoTを活
用した新しいスマートロックの導入に向
けて、ファーウェイとチャイナテレコムの
2社とパートナーシップを締結した。
　自転車シェアにおいて必要となる主な
モバイルテクノロジーは、自転車の状態を

認識するセンサー、収集したデータを処
理・分析するためのネットワーク、スマー
ト管理を実現するアプリケーションだ。
今回の協業で、チャイナテレコムはネッ
トワーク接続を、ファーウェイはチップ
セットからIoTプラットフォームまでカ
バーするエンドツーエンドのNB-IoTソ
リューションを提供した。

　ofoの自転車を利用するには、自転車に
付されたQRコードをスマートフォンで読
み込み、表示された暗証番号をナンバー

キーに入力して開錠する。使用後に施錠
すると暗証番号がリセットされ、その間の
使用料金が微信支付（WeChat Pay）など
のオンライン決済で請求される仕組みだ。
　ofoではこれまでこうしたスマートロッ
クの通信に2G（GSM）ネットワークを使
用していた。そのためユーザーの多いエ
リアや利用ピーク時にはネットワークが
輻輳し、スマートロックが機能しなくなっ
てしまうことがあった。またバッテリーは
1～2か月しか持たず、頻繁な交換が必
要になるか、あるいは自転車に装着した
ソーラーパネルで発電しなければなら
ず、安定した運用が難しかった。
　LPWA（省電力広域ネットワーク）技
術の1つであるNB-IoTは、既存のLTE

ネットワークをベースに、2Gの100倍と
いう強い電波到達力を発揮し、超低消
費電力で多数の端末を接続できる。ofo

のスマートロックでは、NB-IoTチップを
搭載したセンサーで自転車の場所や状
態、ユーザー情報、運用状況などのデー
タを収集・送信する。これにより自転車管
理のスマート化が実現し、利用者の多い
エリアに集中的に配備できるようになる
ほか、迅速なメンテナンスと、ユーザーご
とにカスタマイズされた付加価値サービ
スの提供が可能になる。支払い手続きに
かかる時間はこれまでの25秒からわずか

5秒以下に短縮され、ユーザー体験が大
きく向上するうえ、バッテリー寿命も1～
2か月から2年以上となり、コストの削減
にもつながる。
　NB-IoTスマートロックは北京大学で
のトライアル期間を経て、2017年7月に
北京市内のofoの自転車に設置され、商
用化を開始した。これはNB-IoTをモバ
イルで利用した初めての商用化事例だ。
LTE基地局を活用できるカバレッジの広
さと、電波到達力の強さを生かし、今後
はこれまで電波が届かなかった地域や電
波状況の良くなかった地域でもofoの
サービスを提供できるようになる。同社
は北京に続いて中国全土でスマートロッ
クの設置を拡大する予定で、さらに海外
市場での展開も計画している。

　自転車シェアは都市に暮らす人々の
生活をより便利にしただけでなく、自転
車というグリーンな交通手段を復権させ
たことで、環境の改善にも貢献した。将
来的にofoはスマートロックをさらに発展
させ、人工知能を活用したよりスマート
な自転車管理を実現し、ユーザーの動
向やニーズをさらに詳細に把握しようと
している。

　NB-IoTスマートロックの導入にあ
たって、ofoのCEO戴威（ダイ・ウェイ）は
ファーウェイとチャイナテレコムとの協業
を「グローバル市場をリードする3企業に
よる相互に利益のある協同」と称した。
シェアリングエコノミーのような革新的
な産業においては、それぞれの強みを生
かしてイノベーションを実現するパート
ナーの存在が不可欠だ。
　ファーウェイは世界各国で通信事業
者とともにNB-IoTオープンラボを開設
し、さまざまな領域におけるNB-IoT活用
の可能性を探り、エコシステムの構築を
推進している。技術力とパートナーシッ
プで新たなビジネスモデルをしっかりと
支えることができれば、人々の生活を豊
かにし、持続可能な発展を実現するこれ
までにないサービスが今後も生まれてい
くだろう。

ofo

2014年、北京大学の学生がスタートした
プロジェクトを母体に起業。以後急速に成
長を遂げ、2017年7月現在、中国国内で
800万台以上の自転車を提供しており、1
日の利用取引は2,500万回を超える。海外
展開にも注力し、米国、英国、シンガポー
ル、カザフスタン、タイ、マレーシア、オー
ストリアなど世界各国の170都市に1億人
のユーザーを擁しており、日本でも今年9
月からソフトバンク コマース＆サービスと
の協業によりサービス提供を開始した。

自転車に付いているQRコードをスキャンして開錠するスマートロック 今後は大都市だけでなく観光地などにも展開を進める

今年2月に3社の協業を発表し、7月には北京で商用
化を開始した

ふく そう

電波到達力 支払い手続きに
かかる時間

バッテリー寿命

2～3年5秒100倍2Gの

NB-IoT技術で優れたユーザー体験を実現

HUAWAVE 27 ／ P14.15



17/ OCT. 2017/ OCT. 201716

Better Connected 
in

IoT先進国から見えてくる「より“つながった”未来」
Traff ic Denmark

　現在デンマークで進められているス
マート交通では、このように多様な方法
で多面的なデータが収集・分析され、街
の活性化や事故回避策などへの活用が
期待されている。もちろん課題はある。
2015年に『City Sense』 は個人情報保
護法に抵触するのではないかとメディア
から糾弾を受け、国民は個人情報やプラ
イバシーへの懸念を示した。この時は
『City Sense』がデータを匿名化・暗号化
していること、データを保存しないこと、
暗号鍵を頻繁に変更していることなどが
示され、ひとまず批判は沈静化したが、
今後活用が進むにつれてプライバシーや
セキュリティへの対策はますます求められ
ていくだろう。
　大気汚染や交通渋滞は多くの都市が
抱える課題であり、市民の関心も高い。
スマートシティの動きと相まって、欧州
ではEU指令により急ピッチで対策が進
められている。前述のリープクラフトは
すでにデンマーク国内のみならず、ロン
ドンなど欧州の主要都市や、さらにはメ
キシコにまでサービスを展開しているが、
アジアへの進出は未定だそうだ。今後、
住民目線の快適な都市生活の実現が注
目されていく中で、IoTがより良い街づく
りに貢献できることは、まだまだたくさん
ありそうだ。

港への積荷の発着に大きく左右される。
コンテナ船発着時には1,000台の大型ト
ラックが行き来するため、市全体の交通
量が1日1万台という同市において、輸送
トラックによる交通量の急増は都心部に
つながる国道が渋滞する最大の要因と
なる。2020年には市の東部に地域の基
幹病院となる大学病院が完成するため
交通量はさらに増加し、1日1万3,000台
ほどに達すると見込まれている。市は今
後の交通量の増加を見越し、高額なコ
ストをかけて新たに道路を敷設するので
はなく、『City Sense』を活用したスマー
ト交通による適切なルート指示や信号調
整を通じた混雑緩和を狙っている。

　センサーやWi-Fiシグナルに加え、最近
ではドローンによる空からのデータ収集も
検討されている。上述のCOWIがチェコの
RCEシステムズと開発を進めるソフトウェア
『DataFromSky』がその一例だ。2016年
の実験では、65mの上空から5時間にわ
たって撮影が行われ、強風の中でも分析
に問題ない画質の映像データが収集でき
た。映像データからは、道路や交差点の
交通量、速度、衝突などのニアミス、混雑
度、車間距離などの分析が可能で、今後
の利用にどうつながっていくか興味深い。

　ユトランド半島北部に位置するオール
ボー市における『City Sense』の活用例
を見てみよう。同市では2011年に『City 

Sense』を導入、2016年時点で市内の7

か所、オールボー港周辺の13か所に設
置し、交通量と都市経済活動に関する
データ分析による街の活性化施策の策
定に利用している。
　オールボー市と地域の産業組合が協
力し、2014年から4年計画で進めている
プロジェクトでは、繁華街の歩行者の通
行量、滞在時間、移動経路、移動速度
などを分析し、興味深い街の動きが抽出
されている。例えば、毎年6月に開催され
るレガッタイベントでは人出が通常時よ
り100%も増加し、クリスマス商戦時以
上だったことがわかった。人出のピーク
も通常は14～16時だがイベント期間中
は16～18時が最も多く、さらに18時以
降も減ることがなかった。トラフィック分
析を活用し、市はイベント評価やより効
率的・効果的な販売戦略の展開に向け
た投資につなげていくという。
　また、自動車の交通量調査も重要な用
途だ。市の産業の中心であるオールボー
港は1476年に開港した古い貿易港で、地
域の農作物やエネルギー関連資源の輸
出入の基幹を担う。港は24時間操業し、
港付近とオールボー市東部の交通量は

都市エリアに敷設する『City Sense』は、
携帯端末のWi-FiやBluetoothのシグナ
ルデータの分析をもとに交通管理を行う
システムだ。
　COWIの交通計画チーフスペシャリス
トのヨナス・オルセン（Jonas Olesen）氏
によると、分析結果に基づいて信号機の
プログラミングを調整することで、交通渋
滞を緩和できるうえ、事故渋滞の迅速な
解消も可能になるという。『City Sense』
は2014年時点ですでにコペンハーゲン
近郊の7市で100か所に設置されている
ほか、デンマーク第2の都市オーフスなど
でも自転車専用道路のスマート信号に導
入され、サイクリストは信号に足止めされ
ることなくスムーズに街を通行できるとい
う恩恵を受けている。

自動車交通量を上回ったことがニュース
になった。
　このような街の生態を見える化する仕
組みはコペンハーゲン市全体に広がる。
デジタルソリューションプロバイダーの
リープクラフト（Leapcraft）が提供する
『CPH Sense』（写真■■）は、大気汚
染や騒音の要因となる汚染物質や渋滞
の測定と分析をリアルタイムで可能にす
る、都市環境の可視化センシングプラッ
トフォームだ。市は最も交通量の多い基
幹道路をリビングラボとし、リープクラフ
トの協力のもと『CPH Sense』を設置。
センサーとWi-Fiを活用して都市の道路
環境の指標となるデータを収集し、道路
の環境汚染がいつ、どこで、どのように
発生しているのかを分析するとともに、
交通環境施策の評価を進めている。

　データはこのように街中に設置した
センサーのほか、携帯電話やスマート
フォン、タブレットから発信されるWi-Fiや
Bluetoothのシグナルをトラッキングする
方法でも収集される。建設コンサルティン
グ企業COWIが『BlipTrack』と呼ばれる
スキャナーを提供するブリップシステムズ
（BLIP Systems）と共同でデンマークの

　2009年、自転車利用を積極的に推進
するコペンハーゲンで自転車交通量の
見える化が始まった。交通量カウンター
（写真■）の数m前にセンサーラインが設
置され、そこを通る自転車がカウントされ
る仕組みだ。カウンターにはSIMカードが
内蔵されており、データはコペンハーゲン
市に自動的に送信される。2016年末時
点でコペンハーゲン市の境界と中心市
街の20か所にセンサーが設置されてい
る。2016年11月には、自転車交通量が

データの活用で快適な都市生活を実現する
デンマークのスマート交通
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、デンマークで急速に進む交通のスマート化についてお伝えします。
同国では、道路や街灯、信号機といった街のインフラにセンサーやネットワーク機器を埋め込むことで、

歩行者・自転車・自動車の快適な交通体験や街の活性化、ひいては快適な都市生活を実現する取り組みが進んでいます。

コペンハーゲンIT大学
アシスタント・プロフェッサー
北欧研究所主宰
京都大学大学院情報学研究科修士、東京
大学工学系先端学際工学専攻を経て、
2009年にコペンハーゲンIT大学博士取
得。専門分野は、情報システム、デザイン
アプローチ。異文化協調作業支援、創造
性支援、北欧におけるITシステムと参加型
デザインの研究を行っている。

コペンハーゲン市内に設置されている環境センサー
『CPH Sense』

『CPH Sense』によるスマート交通の仕組み。センサーやスキャナーで収集した交通や環境のデータをさまざまな
都市管理に活用する

安岡美佳
やすおか みか

センサーで街の生態を見える化

課題は個人情報保護

Wi-Fiトラッキングで交通量を把握
渋滞を緩和するスマート信号に活用

人出を分析してイベントを活性化
交通量の増加への対策にも

3

コペンハーゲン市内の自転車交通量カウンター。
「2050年までにエネルギー供給の100%を再生可能
エネルギーでまかなう」という政策目標を掲げるデン
マークでは、交通分野におけるエネルギー削減は重
要な課題であり、自転車利用の促進や渋滞の緩和は
有効な解決策となる

走行自動車センサー

空気の質 交通量 歩行者量

CPH
Sense

Bluetooth/
Wi-Fiスキャナー

モバイルアプリ

利用者

天気

外部データ

駐車 GIS 土地情報

パターン認識

トレンド・分析サービス

リアルタイムモニタリング
コンサルティングサービス

警報予測

管理計画

1

2

1

2 3
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『HUAWEI CONNECT 2017』
「Grow with the Cloud」――クラウドでの成長によって実現するデジタル変革

　開幕にあたって、ファーウェイ 輪番
CEO兼取締役副会長の郭平（グォ・ピン）
は「クラウドでの成長――インテリジェン
トな世界を実現する（Grow with the 

Cloud:  Enabl ing an Intel l igent  

World）」と題した基調講演に登壇し、
ファーウェイが中国国内で展開するパブ
リッククラウドと、各国でパートナーととも
に構築してきたクラウドサービスに引き続き

9月5日～7日、中国・上海で開催された世界のICT

業界に向けたファーウェイ最大規模のイベント
『HUAWEI CONNECT 2017』。2年目となった
今年は、上海新国際博覧中心（エキスポセン
ター）と市内2か所のホテルを会場に、200以上
の国・地域から3万3,000人以上が参加。ICT業
界のエキスパートやさまざまな産業でデジタル
化を牽引するリーダーたちが登壇した基調講演
のほか、200を超えるテーマ別セッションで、
ICTの進化の方向性を探り、クラウドによる新た
な成長への道筋を切り拓くべく活発な議論を行
いました。

　基調講演やセッションには、多岐にわ
たる業界でデジタル変革をリードする
ファーウェイのパートナーからもスピー
カーが登壇しました。
　モジュール型データセンターで空港の
運営効率を向上しているドバイ国際空
港のプログラム管理・技術・インフラ責
任者 ロブ・ニューマン（Rob Newman）
氏（写真■）、ビッグデータの活用を進め
る中国工商銀行のソフトウェア開発セン
ター フェロー 王暁平（ワン・シャオピン）
氏（写真■）、IoTで物流を進化させる
ドイツポストDHLサプライチェーンの最
高執行責任者兼最高情報責任者 マル
クス・フォス（Markus Voss）氏（写真

■）のほか、スマートビルディングを手
がけるハネウェル、コネクテッドカーの
実現を目指す東風プジョーシトロエン、

注力し、将来的に5つに集約されると予想
される世界のクラウドサービスの1つを目
指すと語りました（写真■）。

　会期中、ファーウェイはデジタル変革を
加速する新たなソリューションの数 を々発
表しました。ファーウェイ クラウド事業ユ
ニットおよびITプロダクトライン担当プレジ
デントの鄭葉来（チェン・イエライ）が発表
した（写真■）企業向けインテリジェンス

（Enterprise Intelligence、EI）ソリュー
ションは、企業が求める複雑なアプリケー
ションでAIを活用するためのクラウドサー
ビスです。AI、IoT、コンピューティング、
ストレージの機能を備え、よりインテリ
ジェントなクラウドを実現します。
　また、最新のヘテロジニアスサーバー
『FusionServer G』シリーズ（写真■）と、
これをベースとしたインテリジェントなク
ラウドハードウェアプラットフォーム
『Atlas』、ファーウェイの3,000以上の
ICT機能をパブリックAPI経由で開発者に
開放する新たなソフトウェア開発用クラウ
ド『DevCloud 2.0』なども発表しました。

スマートシティを推進する深圳市交通警
察局などの各企業・組織が、さまざまな
領域でファーウェイとともに進めるビジ
ネスのデジタル変革に向けた取り組みを
共有しました。

　こうした既存のパートナーシップに加
え、新たな協業についても発表しました。
　マイクロソフトと同社のアプリケー
ションをファーウェイのクラウドサービス
上でリリースする戦略提携に関する覚書
に署名したほか（写真■）、産業向けソ
リューションを提供するダッソー・システ
ムズとは3DEXPERIENCEプラットフォー
ムをファーウェイのクラウド上で稼働させ
るために連携を深めることを発表（写真

■）。そのほか、ソフトウェア分野におい
てもチャイナソフトインターナショナル（中
軟国際）をはじめとする6社をパートナー

としてエコシステムを構築していくことを
示しました。
　さらに、事業グループの垣根を超えた
包括的なパートナーシップを促進する総
合的パートナープログラムを実施し、
2017年内に2億5,000万米ドル（約273

億円※）を投資する計画や、産業向けIoT

活用を推進するIIC（インダストリアルイン
ターネットコンソーシアム）とともにIIC

ファーウェイオープンラボを開設すること
も発表しました。

　メイン会場の展示ホールでは、昨年
より30％広い2万㎡のフロアに60を超え
るスポンサー、10の業界団体、130の
共同ソリューションパートナーが出展
し、ファーウェイとともに最新のICTソ
リューションやアプリケーションを展示
しました。

「世界5大クラウドの1つを構築する」
ファーウェイのクラウド戦略

企業向けAIなど、デジタル変革を
加速する新ソリューションを発表

1 2 3

広大な展示ホールには
ICTエコシステムのメンバーが集結

さまざまな産業のパートナーが
デジタル変革の成功事例を共有

さらなる拡大・深化を続ける
多彩なパートナーシップ

※1米ドル=109.22円で換算（2017年9月6日現在）

4 5 6
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　2017年8月18日～19日、「第2回全国高校生SBP（ソーシャ
ルビジネスプロジェクト）交流フェア」が三重県伊勢市で開か
れた。ビジネスの手法で地域課題の解決に取り組む高校生約
230人が全国から集まり、プレゼンテーションや開発した商品
の販売などを行った。　
　ブースには、農業高校で生産した牛乳を使ったキャラメル、
女子高生向けの化粧水やリップクリーム、緑茶・山葵・陳皮が
入った松葉健浴料など、オリジナリティあふれる商品が並ぶ。
これらはすべて高校生自らが地域の課題を解決するために、地
域資源を見直し、自治体や地元企業の協力を得ながら開発し
たものだ。
　次世代育成に力を入れるファーウェイ・ジャパンは、「地域課
題の解決に取り組む若者を支援したい」という思いから、協力

企業としてSBP交流フェアを支援している。
　ファーウェイ賞に輝いた沖縄県西原町NS²BPは、12の高校
に通う西原町の高校生を中心とするチーム。大学や地元企業、
役場との連携のもと、地元産物活用の商品開発や観光モニ
ター、地元イベントの応援などを行い、同町の活性化と交流を
図るプロジェクトに取り組む。地域をつなぎ、異なった高校に
通うメンバーはSNSなどを活用してコラボレーションするという
“つながった”活動がファーウェイの目指す「より“つながった”世
界」の実現に通じるとして受賞の運びとなった。
　どうすれば地域が元気になるのか。持続可能な社会をどう
実現するのか。SDGsでは、こうした「正解のない」問題に対し、
自分で考え、解決につながる行動を起こす「持続可能な開発の
ための教育（ESD）」の重要性を強調している。社会課題が山
積するなかで、企業には事業で培った技術や知見を生かし、
ESDに寄与することを求めている。

　子どもたちの「理科離れ」が問題になるなかで、ファーウェイ・
ジャパンは理科教育の推進にも力を入れる。7月29日～30日に
科学技術館（東京・千代田）で開かれた「青少年のための科学
の祭典2017全国大会」は、科学技術への興味・関心を育てる
ことを目的に、1992年から開催されている。
　全国から学校教師、中学生・高校生、企業などが集まり、お
祭りの出店のように理科実験のブースを展開。会場には、「か
んたんガラス玉顕微鏡」や「お気に入りの貝殻で標本づくり」な
ど、科学の面白さを体験できる60以上のブースが並び、2日間
で1万6,937人が来場した。
　ファーウェイ・ジャパンは同大会に協賛したほか、企業ブー
スで子どもたちにもわかるように携帯電話の仕組みを説明し
た。ファーウェイ社員は、携帯電話のつながる仕組みについて
解説。電磁石の実験では、コイルに電流を流し、磁力を発生さ
せた。磁石にくっ付くコイルを見て、子どもたちは「あっ」と驚く。
携帯電話の最新機種を分解し、部品を一つずつ並べたアクリ
ルボードには、大人たちも精密さに見入っていた。
　携帯電話の仕組みを説明したファーウェイ社員は、「子ども
にもわかりやすいように伝え方を工夫した。今後さらに、すべて
のモノがつながるIoT化が進んでいくが、ICT（情報通信技術）
について学んでもらえる機会をつくっていきたい」と話した。

　ファーウェイ・ジャパンが2013年から支援を続けている「チャ
リティー・リレーマラソン東京」。中学生による東北・熊本復興
支援活動で、日本フィランソロピー協会（東京・千代田）が主催
している。5月から12月までの8か月間のプログラムで、マラソン
だけではなく、「熟議」と呼ばれる授業を通して、中学生の社会
貢献意識を育む。2017年は東北から4校、熊本から3校、東京
から7校、計約80人の中学生が参加した。中学生による募金活
動と企業からの協賛金などを合わせた寄付総額は9月5日時点
で339万7,785円に上った。
　ファーウェイ・ジャパンは寄付金を拠出したほか、7月15日の
募金活動、7月16日のマラソン当日にボランティア活動を行っ
た。ゴール付近で、交通誘導を行った社員は、「自分が動き、
人に伝えることで復興支援や防災に関して考えるきっかけにな
れば」と話す。中国出身で、伴走ボランティアとして2区間
（6km）走り切った社員は「少しでもチャリティーの力になりた
かった。暑かったが、中学生と楽しく走れた」と嬉しそうだ。
　世界170か国以上で、ICTソリューションを展開するファー
ウェイは、地域に根差した「グローカル」なCSRを各国で展開
している。ファーウェイ・ジャパン
副社長兼人事部本部長の李鵬
（リ・ポン）は「責任ある企業市民
として、ファーウェイ本社でICT

研修プログラム『Seeds for the 

Future』を実施し、人を起点と
した地域社会への貢献を進めて
いる。『科学技術映像祭』への特
別協賛など、科学技術への親し
み向上に向けた取り組みも進め
ていく」と述べている。

■ 地域の課題を解決する高校生が集結

■ 子どもにもわかる「携帯の仕組み」

■ 中学生に社会貢献教育を

ファーウェイ・ジャパン社員は「チャ
リティー・リレーマラソン東京」のボ
ランティアにも参加。一般歩道を
走るので交通誘導が欠かせない

実験を交えながら、子
どもたちに携帯電話の
仕組みを楽しく説明

全国の高校生たちは、地域の課題を解決する商品開発や地域活性化プロジェクトなどに力を注ぐ

　2015年9月に国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）では、企業を実施主体の1つ
に位置付け、2030年までに17目標・169ターゲットを達成するために寄与することを求めて
いる。なかでも、教育に関する目標4は、持続可能な社会づくりの担い手を育てる教育の重要性
を説いている。ファーウェイは、「つなげよう、未来に」をビジョンに掲げ、次世代育成に力を入
れてきた。日本法人であるファーウェイ・ジャパンもさまざまな教育の機会を提供している。

教育の機会を提供し、SDGsに貢献

ファーウェイ・ジャパン サステナビリティ・レター
― 私たちができること ―

　ファーウェイ・ジャパンは2013年より、サステナビリティの実現に向けたさまざ
まなCSR活動をご紹介する『サステナビリティ・レター』を刊行しています。
　2015年からは、ビジネスを通じた社会課題の解決を目指す雑誌『オルタナ』と
提携し、共同で記事制作・掲載を行っています。
　今号からはHuaWave誌上に場所を移し、引き続き同誌に掲載された記事を
『サステナビリティ・レター』としてご紹介していきます。

この記事は雑誌『オルタナ』50号（2017年9月29日発売）に掲載されたものです
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A. はい。中南米地域の事業を統括する
地域リソース・能力センター、域内の経
理業務を一括サポートする共有サービス
センターを設置しているほか、昨年は新
たに地域トレーニングセンターをオープン
しました。アルゼンチンにはイノベーティ
ブな人材が多いと言われており、中南米
最大のECサイトMercadoLibreなど多く
の新興企業が国内から誕生しています。
地域拠点を置くことでそうした人材を中
南米全域の事業展開に生かすと同時に、
雇用の創出にも寄与しています。

A. 中南米地域ではブラジルに続き2番目
に開設した、お客様やパートナーの皆様
にご利用いただける施設です。総床面積
は1,200㎡、年間500名のトレーニング
が可能で、最新の設備を備えたラボでの
ハンズオンの実習のほか、ネットワークオ
ペレーションセンターで実際の運用現場
のシミュレーションもできます。各国の成
功事例を詳しく紹介するカスタマーソ
リューションイノベーション統合センター
も併設しています。

A. 2001年に事業を開始して以来、国内
のすべての主要通信事業者と協業し、1

万サイトの無線基地局、4万kmに及ぶ光
ネットワークを構築してきました。ここ数
年のマイルストーンとしては、2015年にテ
レコムアルゼンチンが首都圏でモバイル
ネットワークを刷新するにあたり、2G、
3G、4Gのネットワークソリューションを提
供し、1,600万人の住民に快適なモバイル
接続体験を実現しました。また、国家光
ネットワークプロジェクトでもネットワーク

展開を支援しており、これまで通信環境
が十分に整っていなかった内陸部でのブ
ロードバンド接続を可能にしています。

A. アルゼンチンはスマートフォン普及率
が130％を超える先進市場です。ファー
ウェイは現在のところ市場シェア4位です
が、2015年の政権交替によって前政権
の保護主義的な政策が緩和されつつあ
り、海外企業のビジネス環境が変化して
きていることを踏まえると、今後も成長の
可能性が大きいと思います。中南米地域
ではこれまでローエンド機種に注力してき
ましたが、ここ数年はハイエンドブランド
としての認知を上げつつあります。

A. はい。ファーウェイはアルゼンチンが生
んだスター選手リオネル・メッシをブラン
ドアンバサダーに起用しており、国内で
ファーウェイの端末を取り扱う販売店に
は必ず彼の看板が立っています。また、
昨年にはアルゼンチンの2大サッカー
チーム、ボカ・ジュニアーズとリーベル・
プレートのスポンサーとなりました。アル
ゼンチンでは誰もがいずれかのチームの
熱狂的なファンなので、1チームだけの
スポンサーになると他チームのファンを
敵に回してしまうことになります。そのた
め、2チームとスポンサーシップを結んで

バランスを取ったというわけです。アル
ゼンチン国民にとってサッカーはそれほ
ど重要な文化の一部なのです。こうした
取り組みのおかげで、アルゼンチンでは
いまや多くの人たちがファーウェイと聞け
ばメッシやボカ・ジュニアーズ、リーベル・
プレートを連想するようになりました。

A. 市では近代化・イノベーション・技術省
を中心にICTの導入によるスマートシティ
化を目指してさまざまなプロジェクトを推
進しています。中でも行政手続きの電子
化は大幅に進みつつあり、教育や医療、
税金関係の手続きの多くがウェブベース
でできるようになってきました。今後はよ
り一元的でシームレスな電子政府の実現
が課題となるでしょう。ファーウェイは市
の政府向けにセーフシティなどスマートシ
ティソリューションのデモを実施し、協業
の可能性を模索しているところです。

A. 欧州やアジアなど世界各地から移民
を受け入れてきたアルゼンチンには、異
文化に対してオープンで寛容な国民性が
あります。多様な文化と共存し、習慣や
考え方の違いを認め合うことができる
のです。個人的な例を挙げると、真夏に

世界1 7 0か国以上で事業を展開する
ファーウェイ。このコーナーではその中か
ら毎回1つの国を取り上げ、各国の通信
事情や市場の動向、ファーウェイの事業
展開や社会貢献活動について、現地の
広報部員に聞きます。

中国人の同僚と現地のお客様と一緒に
食事した際、同僚が「水をお持ちしましょ
う」と、気を利かせてぬるま湯を持ってき
たことがありました。お客様は最初は驚
きましたが、これをきっかけに中国では
冷たいものを飲み食いして体を冷やすの
はよくないことだとされているという話題
で盛り上がりました。社内でもお客様と
のやりとりでも、違いを通じて互いの理
解を深められるようなコミュニケーション
を取ることを心がけています。

A. アルゼンチン最大の国立大学である
ブエノスアイレス大学をはじめ、国内の
9つの大学と共同ラボの設立などさまざ
まな形で協業を行っています。また、任
正非（レン・ジェンフェイ）CEOの発案で
地方の小学校にピアノを80台寄贈し、
情操教育の振興にも貢献しています。
　16年間にわたり積み重ねてきたお客様
やパートナーの皆様からの信頼を礎に、
サッカーを通じて向上したブランド認知を
大事にし、ファーウェイは今後もアルゼン
チンの人 を々つなぎ続けていきます。

Q. アルゼンチンはファーウェイに
とって中南米における重要な拠点と
なっていますね。

Q. 昨年開設した地域トレーニング
センターについて教えてください。

Q. アルゼンチン国内ではどのような
実績を重ねてきましたか。

Q. ブエノスアイレスでは今年9月に
初めてスマートシティエキスポが開
催されましたが、この分野の取り組
みはどのように進んでいますか。

Q. 社内外における異文化コミュニ
ケーションの課題にはどのように取
り組んできましたか。

Q. CSRではどのような取り組みを
行っていますか。

Q. スマートフォン市場ではどのような
位置づけとなっていますか。

Q. 国民的スポーツであるサッカーを
通じたブランディングにも力を入れて
いますね。

HUAWEI Global
Nodes & Links

世界の
ファーウェイから

設　　立
所 在 地
従業員数

2001年
ブエノスアイレス、コルドバ
約500名、うち70％が現地採用（2017年8月現在）

：
：
：

ファーウェイ・アルゼンチン

アルゼンチンの通信事情
固定電話加入者数・普及率 ： 994万人・23.4％
携帯電話加入者数・普及率 ： 6,403万人・150.7％
インターネット普及率（利用者ベース） ： 70.2％
固定ブロードバンド加入者数・普及率 ： 719万人・16.9％（ITU調べ、2016年現在）
主要通信事業者 ： テレフォニカ（Telefónica）、テレコムアルゼンチン（Telecom Argentina）、
　　　　　　　　クラロ（Claro）、ケーブルビジョン（Cablevision）

1 2 3

昨年9月にファーウェイの杭州研究所を訪問したマウ
リシオ・マクリ（Mauricio Macri）大統領（右）

ファーウェイ・アルゼンチン　渉外・広報本部 ディレクター
フアン・ボノーラ（Juan Bonora）

今回登場するのは…

ネットワークエンジニアとして通信業界でキャリアをスタートし、2006年
にワイヤレス製品のプロダクトマネージャーとしてファーウェイに入社。
2015年に法人向けICTソリューション部門のディレクターに就任、
昨秋から渉外・広報本部のディレクターも兼任する。ファーウェイがほ
ぼ無名だったころから10年間の飛躍的な発展をさまざまな立場で体
験すると同時に、中国人の妻と社内結婚して父親にもなり、仕事でも
プライベートでも会社とともに大きく成長してきたことを実感している。 ■地域トレーニングセンターのオープニングセレモニーにはアンドレス・イバーラ（Andrés Ibarra）近代化相（左から4人目）やオスカル・アグアッド（Oscar Aguad）通信相（左か

ら2人目）も列席　■2016年10月からは、かつてマラドーナも在籍した名門チーム、ボカ・ジュニアーズのスポンサーに。Wi-Fiを活用したスマートスタジアムプロジェクトでも協業
を行う　■今年5月にはブエノスアイレス市内にカスタマーサービスセンターをオープン。端末製品やアクセサリーの販売に加え、修理やサポートをその場で迅速に提供する

1

2

3

アルゼンチン

国民的スポーツを通じてブランド力を向上

ファーウェイ・
アルゼンチン
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　Leicaと共同開発したダブルレンズを初めて搭載した『HUAWEI 

P9』、同じくダブルレンズ搭載の最上位機種『HUAWEI Mate 9』、
フロントカメラにもLeicaレンズを搭載した『HUAWEI P10／P10 

Plus』。カメラメーカーとして100年以上の歴史を持つLeicaと、
革新的な技術でスマートフォンの進化をリードしてきたファーウェイ
がともに品質へのこだわりを追求して実現したカメラ機能で、人物
から風景までプロ並みの仕上がりに。

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。

Leicaのダブルレンズで
プロ並みの写真が撮れる上位機種

手ごろな価格でも充実のカメラ性能
『nova』『honor』シリーズ

　優れたカメラ機能が楽しめるのは上位機種だけではありません。
美顔セルフィーが売りの『HUAWEI nova／nova lite』は、セル
フィーだけでなく接写や夜間の花火撮影もばっちり！ ファー
ウェイが初めてダブルレンズを搭載した『honor 6 plus』とその
後継機『honor 8』も、2つのレンズで深みのある美しい写真が
撮れます。いずれも2～4万円台のエントリー機種とは思えぬ高
性能です。

デジタル家電の実売データを集計する「BCNランキング」に基づき、主要な
117のカテゴリーについて2017年上半期に最も販売数量が多かったメー
カーを発表する「上半期No.1メーカー」において、ファーウェイはSIMフ
リースマートフォンカテゴリーで第1位となりました。主要カテゴリーの中で
最大の伸び率となったSIMフリースマートフォン市場でファーウェイは前年
同期比約300％の販売台数を達成、シェア37.1％でトップを獲得しました。

デジカメはもう要らない?!
ファーウェイ製スマートフォンの高性能カメラで夏の思い出を撮影！
Leicaとの協業でこれまでにない高性能なカメラ機能を実現したファーウェイのスマートフォン。最新機種『P10／P10 Plus』
はもちろん、手ごろな価格の『nova』『honor』シリーズでも、スマートフォンとは思えないハイクオリティな写真が撮影できます。
この夏、ファーウェイ公式Twitterではファーウェイのスマートフォンで撮影した“夏の思い出”写真を募集しました。力作ぞろい
の応募作の中から、いくつかの作品をご紹介します。

2017年7月7日発売
市場想定売価
『HUAWEI MateBook E』：  92,800円～161,800円
『HUAWEI MateBook X』：144,800円～201,800円

ファーウェイ初の13インチウルトラスリムノートブックPC『HUAWEI MateBook X』は、ファン
レスでA4サイズよりもコンパクトな筐体に、PC として世界で初めてドルビーアトモスサウンド
システムを搭載。PCの長所にタブレットの気軽さを融合した2in1デバイス『HUAWEI 

MateBook E』は、スタイリッシュで軽量な設計と高精細12インチディスプレイで、ビジネスで
もプライベートでも活躍します。いずれもパワフルな第7世代インテル® CoreTM Uプロセッサー
を搭載し、OSはWindows 10 Home 64ビット。スマートフォンで定評のある指紋認証で高い
セキュリティとスピーディーな起動も実現しています。

『HUAWEI MateBook E』
『HUAWEI MateBook X』

2017年8月25日発売
市場想定売価
LTEモデル：29,800円　Wi-Fiモデル：24,980円
音のプロフェッショナルとして60年もの歴史を持つオーディオブランド・
ハーマンが施した音響チューニングと、ファーウェイの独自技術で、極上
の音を実現。1920×1200 2K IPS、コントラスト比 900：1の高精細で色
鮮やかな8インチ液晶ディスプレイで、エンターテインメントがもっと楽し
く、エキサイティングになるタブレットです。

『HUAWEI
MediaPad
M3 Lite』

2017年上半期SIMフリー
スマートフォンNo1.メーカーに
販売台数は前年同期比約300％

2017年9月8日発売
市場想定売価
『HUAWEI Band 2』：オープン価格
『HUAWEI Band 2 Pro』：9,980円
生活のサポートから健康管理やトレーニングのアドバイスまで便利な機
能が満載のスポーツリストバンド。装着したまま泳げる5気圧防水で、
『HUAWEI Band 2 Pro』にはランニングで便利なGPS機能も搭載。心拍
数や睡眠の深度・時間を精確に測定でき、“トレーニングの見える化”でさ
らにフィットネスが楽しくなります。

『HUAWEI Band 2 /
 Band 2 Pro』

1

5 6

2

1.『HUAWEI P10 Plus』で撮影（@yosi_da62w）、2.『HUAWEI P10』で撮影（@msa0083）、3.『honor 8』で撮影（@tuburemnj）、4.『honor 6 plus』で
撮影（@ajimu_ryouko）、5.『HUAWEI Mate 9』で撮影（@mayue）、6.『HUAWEI P9』で撮影（@syrah_z）、7.『HUAWEI nova』で撮影（@humihumii）、
8.『HUAWEI nova lite』で撮影（@sallyhamu）

3 4

7 8
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2017 . 8 . 25
ファーウェイ・ジャパン大手町オフィスにて
ファミリーデーを開催

2017 . 9 . 28 ～ 30
京都・けいはんなオープンイノベーションセン
ターで開催された『京都スマートシティエキ
スポ2017』にて、ファーウェイ 法人向け
ICTソリューション事業グループ チーフIoT
ソリューションコンサルタント ジム・モリッ
シュ（Jim Morrish）が「スマートシティにお
けるIoT活用の実践と展望」をテーマに講演

2017 . 10 . 10
2016年度版アニュアルレポート日本語版を
ウェブサイトとPDFで発行

2017 . 7 . 14
東京コンファレンスセンター・品川で開催さ
れた『ガートナー セキュリティ＆リスク・マネ
ジメント サミット2017』にて、ファーウェイ 
セキュリティC T O  トビアス・ゴンドロム
（Tobias Gondrom）が「ゲームチェンジ：急
速に進化する新たな脅威に対してグローバ
ルなITシステムを保護する次世代の戦略」を
テーマに講演

2017 . 7 . 25 ～ 26
ヒルトン東京お台場で開催されたアルテアエ
ンジニアリングのユーザー会『Altairテクノロ
ジーカンファレンス』に出展。Altair PBS 
Worksワークロード管理ソフトウェアと
HyperWorks CAEソフトウェアをファー
ウェイのHPCとVDIに統合したCollaborative 
R＆D Cloudソリューションを中心に、エンド
ツーエンドの製造ソリューションを紹介

2017 . 7 . 26 ～ 28
福島県郡山市で開催された『JANOG40
ミーティング』に協賛。100GE・25GE DCス
イッチ、高性能コンパクトルーターなど最新
のデータセンター向けネットワークソリュー
ションを紹介

　8月26日～9月11日、ファーウェイのグ
ローバルICT人材育成プログラム『HUAWEI 

Seeds for the Future』に日本の学生20

名が参加しました。2008年にスタートし
た同プログラムにはこれまで102か国から
3,000名以上の学生が参加しており、日
本からは今年で3度目となります。
　第1週は北京語言大学で語学研修や
水墨画などの文化体験を行い、その後深
圳のファーウェイ本社へ移動して、講義
や実習を通じ最新のICTについて学びま
した。同時期にニュージーランドから参加
していた学生たちとも親交を深め、グロー
バルな国際交流の機会となりました。
　今回は滞在中に各グループに1台
『HUAWEI P10』を貸し出し、Leicaのデュ
アルレンズカメラで研修中の風景を写
真に収めてもらいました。撮影した写真は

グローバルICT人材育成プログラム
『HUAWEI Seeds for the Future』に
日本から3度目の参加

その他の主なニュース

2017 . 7 . 11
オンライン送金で世界をリードする英FinTech
企業・ワールドレミット（WorldRemit）と提携、
1億以上の登録口座を持つファーウェイの
モバイルマネーサービスに、新たにワールド
レミットの国際送金サービスを追加

2017 . 7 . 12
ポルトガルのJANZ CE、スイスのユーブロッ
クス（u-blox）と協力し、ポルトガルの通信
事業者NOSの4.5Gネットワーク上で世界初
のNB-IoTスマート電力メーターのパイロッ
トプロジェクトを開始

2017 . 7 . 13
Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサーを
搭載した最新世代サーバーシリーズ『Fusion
Server V5』を発表

2017 . 7 . 31
サウジアラビアの首都リヤドに中東地域で
最大規模となるカスタマーソリューション
イノベーション＆インテグレーションセン
ターを開設

2017 . 8 . 9
『FusionServer 2288H V5』、サーバーの
電力効率を測定するベンチマーク「SPEC
power_ssj® 2008」においてスコア13,398
で世界最高記録を達成

2017 . 6 . 28
『Mobile World Congress（MWC）上海』に
て、チャイナモバイル（中国移動）、上海汽
車とともに 5Gを利用した遠隔運転のデモを
世界で初めて一般乗用車で実施

2017 . 6 . 29
無線アプリケーションシナリオを探究する
ファーウェイのワイヤレスXラボに、スマート
製造やAIなど先端技術分野のリーダーから
なる諮問委員会を設置

2017 . 6 . 29
2016年度サステナビリティレポートを発
行、持続可能な発展に向けた取り組みの
成果を報告

　7月27日、2017年度上半期業績（速
報値）を発表しました。売上高は対前年
同期比15％増となる2,831億人民元（約
4兆6,853億円※1）、営業利益率は11％と
なり、通信事業者向けネットワーク事業、
法人向けICTソリューション事業、コン
シューマー向け端末事業のすべてで堅
調な成長を達成しました。
　中でもコンシューマー向け端末事業は
売上高が前年同期比36.2％増の1,054

億人民元（約1兆7,444億円※1）、スマー
トフォンの出荷台数は前年同期比20.6％
増の7,301万台となり、今年度の世界の
スマートフォン出荷台数の伸びが3％と見
込まれる中（IDC調べ）、市場をリードす
る大幅な成長を実現しました。また、タブ
レット事業でも出荷台数が前年同期比で
約60％増と著しい伸びを見せました。
　こうした好調な業績を背景に、7月に
発表された今年度の『フォーチュン・グ
ローバル500』では昨年の129位から83

位に上昇し、世界トップ100入りを果たし
ました。グローバル企業の収益ランキン
グとして企業評価の重要な指標となって
いる『フォーチュン・グローバル500』に、
ファーウェイは2010年に初めてランクイン
して以来、毎年着実に順位を上げていま
す。今年のランキングの対象となった
2016年の業績の詳細については、国際
会計事務所KPMGの監査を受けた2016

2017年度上半期業績を発表
『フォーチュン・グローバル500』の
トップ100にランクイン

その他の主なニュース

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

※1 1人民元＝16.55円換算（2017年6月30日現在）
※2 1人民元＝15.46円換算（2016年6月30日現在）

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

年度アニュアルレポート（右ページ参照）
をご覧ください。

http://www.huawei.com/jp/about-huawei/
annual-report/2016

ファーウェイ・ジャパンのFacebookペー
ジに投稿されたほか、研修の最後にはグ
ループごとにスライドショーを制作し、人
気投票も実施。貴重な経験をあざやかな
写真に残すことができ、参加した学生た
ちからも好評を得ました。

2016年上半期 2017年上半期

■ 全体
■ コンシューマー向け端末事業部

2,455億人民元
（約3兆7,954億円※2）

2,831億人民元
（約4兆6,853億円※1）

1,054億人民元
（約1兆7,444億円※1）744億人民元

（約1兆1,966億円※2）
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　初めてファーウェイのことを知ったの
は2004年でした。当時シーメンスでマイ
クロ波製品を担当していた私は、カンボ
ジアでのプロジェクトでファーウェイに
製品を販売したのです。
　深圳本社を訪問する機会を得て、展
示ホールや工場を見学し、ファーウェイ
の歴史や業績について話を聞き、「これは
中国企業ではない」という印象を持ちま
した。少なくとも、当時の中国企業のイ
メージとはかけ離れていたと思います。
製造に携わる社員はごくわずかで、大多
数が研究開発に従事しており、長期的な

イノベーションにリソースが集中されてい
ました。当時はまだグローバル企業とし
ては小規模でしたが、上司への報告書に
「今後数年でファーウェイは大きく成長
するだろう」と書いたことを覚えています。
　このときは、まさか自分がファーウェイ
の一員になるとは思ってもみませんでし
た。しかしその3年後、ファーウェイのマ
イクロ波チームのメンバーから1本の電
話がありました。

　12月の寒い午後、のちに同僚となる
デニス・ハンと、開設間もない欧州研究
センターの所長だったアレックス・ツァイ
と、ミラノのカフェで面会し、ビジネスプ
ランについて議論しました。ツァイは、
ファーウェイのIPマイクロ波製品（屋外
ユニット）のコア要素はほとんどOEMサ
プライヤーに頼っており、この分野にお
いてファーウェイは競争力や人材が不
足していると率直に語ってくれました。
屋外ユニットの自社開発実現に向けて、
マイクロ波分野の動向を見定められる
専門家を探しているというのです。

　お客様志向のイノベーションに向けて研究開発に注力するファーウェイは、世界各地に1 5か所の
研究開発拠点を設置し、現地の人材や文化の特長を生かした専門領域の研究開発を進めています。

ファーウェイ・ピープル

ファーウェイとの初めての出会い
マイクロ波を研究するなら
専門家が集まるミラノしかない

ミラノ工科大学卒業後、シーメンスに入
社。マイクロ波技術セールス部門を統
括したのち、研究開発部門のトップを務
める。2006年より同社とノキアとの合弁
会社シーメンスネットワークで2社の統
合チームのメンバーに就任し、その後
マイクロ波事業部のプロダクトマネジ
メントの責任者に。2008年、ミラノ研究
センターの立ち上げのためファーウェイ
に入社。2011年には優れた業績を収め
た技術専門職の従業員に贈られる最
高位の称号「ファーウェイフェロー」を
授与された。

ファーウェイ
ミラノ研究センター　ディレクター

レナート・ロンバルディ 
（Renato Lombardi）

先進的なマイクロ波研究で知られるミラノに、ファーウェイ初の海外研究開発拠点を設立した経緯をご紹介します。

Theme

現地の強みを生かしたグローバルな研究開発

From Global Startup Showcase at CEATEC JAPAN 2017

あくなき探究でICTの可能性を切り拓く
世界の注目スタートアップ

10月3日～6日、幕張メッセで開催されるCPS／IoT総合展『CEATEC 

JAPAN 2017』。ファーウェイ・ジャパンは今年、「Global Startup 

Showcase」と題した特別展示エリアをサポートします。同エリアは、
日本への市場参入や日本企業との連携を目指す海外のスタートアッ
プ企業にスポットを当て、新たなイノベーションを生み出すグローバ
ルなパートナーシップの実現を支援するものです。業界や国、企業の

規模を問わずさまざまなパートナーとの幅広い協業を推進し、オー
プンなICTエコシステムの構築を目指すファーウェイは、世界各国で
革新的な製品・ソリューション開発に向けたあくなき挑戦を続け、
ICTの無限の可能性を切り拓くスタートアップ企業を応援していま
す。このコーナーでは、今回の展示に参加する5社のスタートアップ
企業をご紹介します。

Advanced Graphene Products
（アドバンストグラフェンプロダクツ）
https://advancedgrapheneproducts.com/

ウッチ技術大学の学生ベンチャーとして
2012年に設立。炭素原子がシート状に
結合した極薄・軽量・高強度の物質グラ
フェンを独自の技術で液体金属上に生
成し、強度と耐久性をさらに向上した
HSMG®（High Strength Metallurgical 

Graphene、高強度冶金グラフェン）を開
発。短期間の大量生産が可能となるた
め、グラフェンの本格的な産業利用の道
を切り拓く製品として期待されている。

ポーランド

オペラ歌手でもある創業者のルノー・ペリ
シエ（Renaud Pélissier）氏が、楽譜をき
れいにスキャンできるデバイスが見つから
なかったことから、手軽に持ち運べてどん
な画像でも美しくスキャンできる世界最
速のモバイルスキャナーを考案し、2016
年にパリで起業。クラウドファンディング
サイトindiegogoで100か国、3,500人以
上の支援者から資金を集め、同サイトで
最も資金を得たフランス企業となる。年内
の製品発売を目指して準備中。

MODE（モード）
http://www.tinkermode.com/

グーグルでグーグルマップの日本での立
ち上げに携わり、ツイッターでエンジニア
リング部門のディレクターを務めた上田学
氏と、ヤフーなどでエンジニアリングマネ
ジメントの責任者を務めたイーサン・カン
（Ethan Kan）氏が2014年にシリコンバレー
で設立。「世界のあらゆるセンサーをつな
ぐ」というビジョンのもと、自動車、製造など
さまざまな業界向けにIoTクラウドソリュー
ションを提供する。9月には日本法人も設
立し、日本市場の開拓にも力を入れている。

米国

上海を拠点にスマート交通ソリューションを開発するスタートアッ
プ。ファーウェイとはNB-IoTを活用したスマートパーキングソ
リューションで協業し、ワイヤレス車両センサーなどを提供。同社
のセンサーを使ったスマートパーキングは、上海市内をはじめ中国
各地ですでに商用化されている。

鴻海（ホンハイ）やASUSの技術部門で実績を積んだ台湾の黄森隆
（ロン・ファン）氏が2010年に設立。家電製品などの文字や数字の
表示板に使われるVFD（蛍光表示管）の薄型化・省電力化を実現
し、ecoVFDとしてスマートホーム向けデバイス、医療機器、製造装
置、スマートメーターなどの用途に提供している。

Pup Scan（パップスキャン）
フランス

https://www.pup-scan.com/

上海蘇通信息科技
（シャンハイスートンインフォメーションテクノロジー）

中国

http://www.sutonginfo.com/

Green Design（グリーンデザイン）

台湾

http://www.greendsn.com/
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　初めてファーウェイのことを知ったの
は2004年でした。当時シーメンスでマイ
クロ波製品を担当していた私は、カンボ
ジアでのプロジェクトでファーウェイに
製品を販売したのです。
　深圳本社を訪問する機会を得て、展
示ホールや工場を見学し、ファーウェイ
の歴史や業績について話を聞き、「これは
中国企業ではない」という印象を持ちま
した。少なくとも、当時の中国企業のイ
メージとはかけ離れていたと思います。
製造に携わる社員はごくわずかで、大多
数が研究開発に従事しており、長期的な

イノベーションにリソースが集中されてい
ました。当時はまだグローバル企業とし
ては小規模でしたが、上司への報告書に
「今後数年でファーウェイは大きく成長
するだろう」と書いたことを覚えています。
　このときは、まさか自分がファーウェイ
の一員になるとは思ってもみませんでし
た。しかしその3年後、ファーウェイのマ
イクロ波チームのメンバーから1本の電
話がありました。

　12月の寒い午後、のちに同僚となる
デニス・ハンと、開設間もない欧州研究
センターの所長だったアレックス・ツァイ
と、ミラノのカフェで面会し、ビジネスプ
ランについて議論しました。ツァイは、
ファーウェイのIPマイクロ波製品（屋外
ユニット）のコア要素はほとんどOEMサ
プライヤーに頼っており、この分野にお
いてファーウェイは競争力や人材が不
足していると率直に語ってくれました。
屋外ユニットの自社開発実現に向けて、
マイクロ波分野の動向を見定められる
専門家を探しているというのです。

　私たちは日が暮れるまで議論を続け、
ファーウェイはマイクロ波研究開発セン
ターを設立すべきだという結論に至りま
した。そのセンターを成功させるには、
優れた人材が豊富に揃う土地に作るこ
とが必須です。それはミラノしかない、と
全員の意見が一致しました。ミラノには
マイクロ波技術を扱う多くの著名な企
業が研究開発やセールスの拠点を置い
ており、専門家を輩出する教育機関も
多数あります。ここでなら、現地の人材
やエコシステムを十分に活用できると考
えたのです。
　さらに私たちは、研究開発センター
の立ち上げにあたってどれだけの人員
と資金をマイクロ波に投資すべきかと
いった具体的な計画まで話し合いまし
た。この議論はとりわけ印象深く、これ
によって私はファーウェイに入社する決
心をしました。

　現職と比べ待遇が下がることも、すべ
てを1からスタートするのは大変であろう
こともわかっていましたが、私には強い
熱意と、あらゆる新しいものを受け入れ
る覚悟がありました。ファーウェイで人
生の新たな幕開けを経験し、自分のチー
ムを作り上げて、新規事業の立ち上げに
携われるのです。こんなに魅力的なこと
はあるでしょうか？　これは一種の「再
生」です。ラテン語で「新たに生まれる」
を意味する「Renato」という名を持つ私
には、すばらしいチャンスに思えました。
　2008年の夏、私は4人のチームメン
バーと、ファーウェイのミラノオフィスにあ
るエアコンの効かない小さな部屋に集ま
り、「オフィスを借り、人材を採用して、研
究センターを1から立ち上げる」という未
来を描いていました。私はそれまでの人
脈を生かし、10～20年以上の経験を持
つマイクロ波の専門家たちに声をかけ、

すべてを1からスタート

屋外ユニットの自社開発を実現

2週間でテスト用ラボを完成

イタリア人も中国人も
プラグマティスト

お客様の要求に応える
中国とミラノの連携プレー

「どんなサポートが必要ですか？」

最初のマイクロ波専門コアチームを発
足させました。

　当時ファーウェイは、欧州の大手通
信事業者から契約を獲得し、数か月で
マイクロ波製品の概念実証（Proof Of 

Concept、PoC）を完了するという大き
なチャレンジに直面していました。私は
中国人の同僚とともにテスト環境の構
築に着手しましたが、問題はどこに作る
かです。
　ミラノの新しいオフィスには、きちん
としたラボ施設はまだありません。しか
し私はなんとかしてミラノでPoCを実施
し、マイクロ波専門チームの意気込み
と能力をお客様に見てほしいと考えて
いました。
　私は旧知の仲であるお客様の社員を
ランチに誘い、「来週のファーウェイとの
ミーティングで、ミラノでテストをやって
ほしいと話してもらえないか」と伝えまし
た。1週間後、営業チームが「レナート、
驚くだろうが、お客様はミラノでテストを
やってほしいそうだ」と言いにきました。
　これには喜んだものの、その時点でテ
ストの期日までわずか数週間。中国から
かけつけた十数名のサポートチームや
現地スタッフとともに、床のタイル貼りや
配線まで総出でやり、何もないところか
ら2週間ほどでラボを完成させました。

　それでも、期日までにテストは完了し
ませんでした。旧正月の時期にもかかわ
らず、西安と成都の中国人スタッフが
24時間体制でサポートしてくれ、チーム
一丸となって2週間後にはようやくお客
様の求めるレベルの結果を出すことがで
きました。
　数日後、当時固定ネットワークプロダ
クトラインのプレジデントだった丁耘（ラ
イアン・ディン）がミラノを訪れたとき、私
はなぜミラノでテストを行ったのかを説
明しましたが、お客様にお願いするとい
う裏技を使ったこともあり、やや気が引
けていました。しかし彼は「心配はいりま
せん。あなたがお客様に頼む前から、私
たちはあなたのいるミラノでテストをしよ
うと決めていたのです。結果的にはすば
らしい成功でした」と言ってくれました。
　これは最初の一歩にすぎませんでした
が、われわれにとっては大きな一歩でし
た。このテストでファーウェイは初めて
自社のマイクロ波技術をお客様に披露
することができました。ミラノオフィスは
単なるセールス拠点ではなく、お客様
の要求を理解し、それを満たすことの
できる研究開発とサービスデリバリー
の能力も十分に備えていると証明でき
たのです。

　これと並行して、チームは念願だった
屋外ユニットの自社開発にも着手してい
ました。私自身とチームメンバーの20年
以上の経験を頼りに、私たちは西安と成
都のR&Dチームにシングルボード設計
のソリューションを提案しました。これに
よって、製品性能と製造のしやすさの点
で競合製品をしのぐことができますが、
技術的な難易度は上がるため、R&D

チームには高い要求が課せられます。
　3か所に点在したチーム間でのメール
や電話、対面での長く激しい議論を経
て、最終的にこの試みは成功し、マイク
ロ波屋外ユニットを完全な自社製品とし
て発売することができました。XMCシリー
ズというこの製品の名称はExtreme 

Modulation Capacityの略ですが、私
にはこの共同イノベーションを生み出し
た「X i ’a n（西安）、M i l a n（ミラノ）、
Chengdu（成都）」の頭文字のように見
えてなりません。いまやファーウェイのマ
イクロ波屋外ユニットは業界をリードす
る製品となり、市場シェアも群を抜いて
1位となっています。

　ファーウェイに入社して以来、中国企
業で働く西洋人として文化の違いにどう
やって適応しているのか、と何度も尋ね
られてきましたが、何も特別なことをする
必要はないと思います。どんな企業であ
れ、会社の価値観、リーダーたちの働き
方やマネジメントのスタイルを理解し、
そこで自分にはどんな貢献ができるかを
考えればよいだけです。
　私が入社したころ、ファーウェイはまだ
子どものようでした。規模は大きいもの
の、プロセスやシステムなどいろいろな
点で成熟しているとは言えませんでした。

不平を漏らす同僚も多く、「なぜ君は文句
を言わないんだ？」と聞かれることもあり
ましたが、私はこう答えていました。「わ
れわれは問題を見つけ、提案をし、解決
するために雇われているんだ。どんな会
社も成長につれていろいろな問題にぶつ
かるが、ファーウェイも同じだ。問題がな
ければ、われわれがここにいる意味もな
いだろう？」と。
　背景にある文化や考え方を理解する
ことも重要です。私はチームの現地採用
メンバーには、中国人の同僚をよりよく
理解するために中国語の基礎を学ぶこ
と、中華料理を食べることを推奨してい
ます。言葉を流暢に話せる必要はありま
せん。それよりも、人を理解することが大
切です。
　イタリア人も中国人も、目標達成のた
めに、現実的で割り切った解決法を見つ
け出すプラグマティストという点では共
通していると思います。出自や文化の違
いに関係なく、必要とされていることを
成し遂げさえすれば、互いに受け入れあ
えるのです。

　本社の幹部は、これまで経験したことの
ないような多大なサポートをしてくれます。
ふつう上級幹部に会うときには報告を求
められるものですが、私は入社後初めて
の本社出張で上級幹部たちから「どんな
サポートが必要ですか？」と聞かれ、とて
も感銘を受けました。その2時間後には、
幹部に私のサポートを任された同僚たち
から電話が飛び込み始めたのです。その
後も本社へ行くたびに彼らは毎回私と話
す時間を作り、最後には「どんなサポー
トが必要ですか？」と聞いてくれます。
　いまでも私は自分がラッキーだと思っ
ています。こんなにすばらしいチームとと
もに、業界をリードする研究をし、新しい
アイデアを生み出して貢献できるという
のは、本当に幸運です。1から立ち上げ
て成長を続けているミラノ研究センター
は、まるで我が子、自分の一部のようで
す。これから先もたくさんのチャンスが待
ち受けていると思うと、いまもわくわくし
ています。

多国籍の同僚たちと議論

イタリアらしく、料理を通じてチームビルディング
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　日本へ赴任する前は深圳の本社勤務で
したが、海外への長期出張が頻繁にあり
ました。世界各国のお客様のニーズを理
解し、製品をいつどのように市場に出すか
を検討するという重要な業務で、技術や
マーケティングについて多くを学びました。
　日本では主に展示会やイベントを通じ
たB2B事業のブランディング活動を担当
しています。展示会では製品やソリュー
ションを技術的に紹介するだけでなく、魅
力的に見せる方法を考えなければなりま
せん。5GやIoTの未来のユースケースをリ
アルに体感してもらえるよう、AR・VRなど
最新のアプリケーションをどう活用するか
が今後の課題です。限られた準備期間で
さまざまな関係者とディスカッションしな
がら展示ブースを作り上げるのは大変な
仕事ですが、大勢のお客様にご来場いた
だき、成功裡にイベントを終えた後の達成
感は何物にも代えがたいと感じます。テク
ノロジーの進化とともに自分自身の知識
やスキルも向上させ続け、プロフェッショ
ナルとしてさらに成長していきたいです。唐山地震遺跡公園に残る倒壊した工場跡

鶏を丸ごと煮込んで焼いた焼鶏（左）、口どけのよい
花生酥糖（撮影：才子、韓茂民 提供：Microfotos）

多彩なメニュー
が選べる餓了么
のアプリ画面。餓
了么とは「おなか
すいた？」の意

李 鵬程（リー・ペンチェン）
インテグレーテッドマーケティングコミュニケーション部　マーケティングマネージャー
唐山市で生まれ育ち、湖北省武漢市の大学へ進学、ビジネスとコンピュー
ターを専攻。卒業後、チャイナモバイル（中国移動）深圳に入社し、法人営業
を担当する。より大きなチャレンジを求めて2008年にファーウェイに入社し、
マーケティングオペレーション部で無線分野のマーケティングの経験を積む。
2015年に来日。多忙な毎日で、2歳の娘とゆっくり過ごしたり、趣味の自転車
を楽しんだりする時間がなかなか取れないのが悩み。

漫遊中国

唐山市内の風景。復興後は高層ビルも建てられるようになった

　今号のSpecial Interviewでは、震災を機に
エネルギーの地産地消を目指す会津電力の取
り組みをご紹介しました。取材にうかがった8月
の福島は真っ青な空と緑の山々がとても美し
く、このすばらしい自然の恵みを地域の電力、
そして活力にしていきたいという佐藤氏や山田
氏の想いをひしひしと感じることができました。
　ICTがあらゆる分野で変革を起こすにつれ、
『HuaWave』で取り上げる話題も宅配便、太
陽光発電、自転車シェアと、ますますバラエティ
に富んだものとなってきました。今後もさまざま
な領域でモノや人を「つなげる」ファーウェイの
広報誌として、国内外の多彩なストーリーをお
届けしていきますので、ぜひご期待ください。

編集後記

HuaWave編集部（huawave@huawei.com）

大震災から復興を遂げた“不死鳥”の街

河北省唐山市
か       ほく      しょう      とう       ざん        し

こ    ほく  しょう  ぶ    かん   し

　唐山市と聞くと、中国では誰もが「大地
震」を連想します。1976年、唐山市を震
源としたマグニチュード7.5の直下型地震
が発生し、当時工業都市として発展を遂
げていた街はほぼ全壊、100～200km離
れた天津や北京にも被害が及び、死者
数は市内だけで十数万にのぼりました。
市内はこの地震以降に再建され、震災か
ら6年後に生まれた私が物心ついたとき
には、新しい街並みができあがっていま
した。いまでは再び中国有数の重工業地
帯となり、国内最大の鉄鋼会社である唐
山鋼鉄のほか、日本企業を含む鉱工業・
製造業の企業が多数集まっています。
　住民の多くは震災後に全国各地から
やってきた人たちですが、人々は地震の
被害を忘れず、いまも学校や職場で防
災教育や避難訓練を実施しています。

中国から赴任した同僚たちは日本で地
震が起きるたびにあわてふためきますが、
唐山出身の私は日本人と同じように子ど
ものころから訓練を受けているので、落ち
着いていられるのです。

　河北省の伝統食はいわゆる東北料理
で、独特なものはあまりないのですが、
全国的に知られているのが焼鶏（シャオ
ジー）、ローストチキンです。若鶏を丸ご
と1羽、頭の付いたまま形よく整え、長年
注ぎ足し続けてきたスープに数十種の
生薬を加えてじっくり煮込んでからロー
ストします。有名な地元ブランドがいくつ
かあり、それぞれ秘伝の味を守り続けて
います。
　また、唐山は栗の産地で、日本では天
津甘栗として知られる北京名物の甘栗
は、ほとんどが唐山産の栗を使っていま
す。そのほか、中国の将棋「象棋（シャン
チー）」の駒のような形をした餡入り焼き
まんじゅう棋子焼餅（チーズシャオビン）
や、薫りのよいピーナッツキャンディー花
生酥糖（ファーシャンスータン）なども、
なつかしい故郷の味です。

76％が利用経験あり
“出前”に変革をもたらした
外売シェアリングサービス

　Winnersのコーナーでもご紹介したと
おり、中国のシェアリングエコノミー型
サービスはさまざまな分野で成長を続け
ています。ofoのような自転車シェアや中
国版U b e r『滴滴出行（ディーディー
チューシン）』のような配車サービスと並
び、ここ数年で急成長を遂げているのが
外売（ワイマイ）＝フードデリバリーです。
　艾媒咨詢（iiMedia Research）が発表
した2017年上半期の外売市場調査によ
れば、外売アプリで注文したことがある人
は76％、週に4～6回利用している人は
34.2％で、食事はすべてデリバリーという
人も7.3％いるとか。ユーザーの多くは独
身の若者です。
　飲食店の出前は昔からありますが、
新たな外売シェアリングサービスでは飲
食店の店員が配達するのではなく、外
売サービスの登録配達員が複数の店舗
からの配達を請け負います。外売の2大

プラットフォームは、アリババが出資する
餓了么（アーラマ）と、テンセントが出資す
る美団外売（メイトゥアンワイマイ）。それ
ぞれに多彩な飲食業者が出店しており、
アプリ上からは「麺類」「お粥」「デザート」
「四川料理」「イタリアン」「ファーストフー
ド」など多岐にわたる分類から食べたいも
のを選べます。中には火鍋のような手の
込んだものも。最近では飲食店だけでな
くコンビニやスーパーなどで買った商品の
デリバリーも頼めるようになっています。
　外売の一番の魅力は、とにかく早いこと。
私もこの記事を書きながら昼食用に焼鶏
飯（ローストチキン丼）をオーダーしてみま
したが、アプリで注文してから玄関に到
着するまで、たったの10分！ これなら自分
で作るよりも早くて簡単ですし、天気の悪
い日も出かけることなく食事ができます。
社員食堂のあるファーウェイ本社ではあ
まり見かけませんが、会社にいながらラン
チを済ませられる外売は都市部の忙しい
オフィスワーカーに大人気で、ランチタイ
ムにみんなでわいわい食事に出かけると
いう光景も少なくなってきています。
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陝西省

上海上海
河南省

唐山市

貴州省貴州省貴州省貴州省

未曾有の震災を経て工業都市へ

甘栗の栗は唐山産

未来の通信技術を
魅力的に見せる

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

デジタルで変わる中国

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。

次の30年に向けた戦略を語ったこのスピーチで任は、これまでの成長を振り
返るとともに、惰性に流されてはいけないと戒めたうえで、不断の変革の重要
性を強調しました。
※黄河の流れが変わり、30年間東岸にあった村が次の30年には西岸に移動することから、「諸行無常」を表す故事成語

「三十年河東、三十年河西」※と言うが、
ファーウェイも創業から30年が経とうとしている。
これからも生き延びていくためには、自らを改革し、
組織を活性化して、血液の循環を促し、
若い活力を取り戻さなければならない。
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）

　この迅速なデリバリーを支えているの
が外売小哥（ワイマイシャオジー）、デリバ
リーのお兄さんたちです。食事時になる
と、餓了么や美団のロゴ付きジャンパーを
着て、ロゴ付きの保温ボックスを積んだ
電気自動車やスクーターに乗った大勢の
配達員が街中を走り回っています。配達
員はスマートフォン上で受注を確認する
と、店に出向いてできあがった注文の品を
受け取り、指定の時間までに配達を完了
します。時間に遅れると料金が差し引かれ
るうえ、ユーザーが配達員をレビューする
ため、評価が下がれば仕事も減ってしま
います。常に時間との闘いを強いられる大
変な仕事ですが、増え続けるオーダーを
さばくにはまだまだ増員が必要。宅配便
の配達員から転職する人も多く、Feature 

Storyで触れられていた宅配業界の人員
不足の要因にもなっているようです。
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