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HAPSモバイルとLendlease、 
オーストラリアでの成層圏通信プラットフォーム事業の

展開を検討する合弁会社を設立  
 
 

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）の子会社であるHAPSモバイル株式会社（以下「HAPSモ
バイル」）と、オーストラリア連邦に本社を置くLendlease Corporation（以下「レンドリース」）は、オ

ーストラリアでの成層圏通信プラットフォーム（High Altitude Platform Station、以下「HAPS」）事業

の展開について検討するための合弁会社「HAPSMobile Australia Pty Ltd」を、2022年4月29日にシドニ

ーで設立しました。 
 
オーストラリアは広大な国土を有していますが、その多くは人口が少なく、人が住んでいない地域も存在

します。そのため、過疎地や農村部での携帯電話の基地局の設置やネットワークの構築は多大な費用がか

かり、全土をカバーすることが困難です。一方、成層圏から柔軟にモバイルネットワークエリアを構築・

運用できるHAPSを活用することで、地上の基地局でカバーできないエリアにもLTEや5G（第5世代移動

通信システム）の高速通信ネットワークを提供することができます。 
 
レンドリースはアジア地域において、HAPSモバイルの親会社であるソフトバンクに、通信・データイン

フラ分野で20年以上にわたってサービスを提供してきました。今回の合弁会社は、オーストラリアでの

HAPS事業の可能性について検討するもので、ソフトバンクとレンドリースのこれまでの強固な関係を基

に実現しました。レンドリースは、オーストラリア市場における実績と深い知見を、HAPSモバイルとの

パートナーシップに生かしていきます。 
 
レンドリースの日本マネジング・ダイレクター 兼 アジア・テレコム＆データ・インフラストラクチャー

のヘッドであるアンドリュー・ガウチは、次のように述べています。 
「レンドリースとソフトバンクは、日本において2002年から長きにわたる関係を築いてきました。以来

、われわれは日本の地域にネットワークを提供することに貢献してきました。HAPSの技術は、人と人を

つなぐだけではなく、産業用IoTの分野など、どこでもあらゆるものがつながることを可能にし、オース

トラリアを真につなぐ可能性を秘めています。ソフトバンクの子会社であるHAPSモバイルと協業し、新

たな機会の創出を目指すことをうれしく思います」 
 
ソフトバンクの代表取締役 社長執行役員 兼 CEOで、HAPSモバイルの代表取締役社長 兼 CEOの宮川 
潤一（みやかわ・じゅんいち）は、次のように述べています。 
「このたび、オーストラリア市場における実績と深い知見を持つレンドリースと協業できることをうれし

く思います。オーストラリアは広大な国土を持つことから、モバイルネットワークのエリアが十分に整っ

ていない現状があります。われわれはHAPSを活用することで、人口が少ない地域にもインターネットを

提供できるようになる他、産業用IoTや緊急時のコミュニケーションなど、さまざまな分野における利便



性を高めていけると考えています。今後レンドリースと共に、オーストラリア市場におけるHAPSの可能

性について検討することを楽しみにしています」 
 

 
左：宮川 潤一（ソフトバンク 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO／HAPSモバイル 代表取締役社長 兼 
CEO） 
右：アンドリュー・ガウチ（レンドリース 日本マネジング・ダイレクター 兼 アジア・テレコム＆デー

タ・インフラストラクチャー ヘッド） 
（ソフトバンクの本社において、サイニングセレモニーを実施） 
 
HAPSモバイルについて 
HAPSモバイル株式会社は、世界の情報格差をなくすことを目指し、HAPS事業を企画・運営しています

。主にHAPS事業に向けたネットワーク機器の研究開発や、コアネットワークの構築、新規ビジネスの企

画、周波数利用に向けた活動などを行っています。2020年には、HAPSモバイルが独自に開発した無人

航空機「Sunglider（サングライダー）」の5度目のテストフライトで、成層圏飛行からのLTE通信に成功

しました。詳細はウェブサイトをご覧ください。 
 
レンドリースについて 
レンドリースは、国際的な不動産グループです。街づくりや結びつきの強い地域社会を創造するエキスパ

ートです。当社のパーパス（存在意義）は、「未来のために、持続可能な価値を生む場所を創造します」

です。オーストラリア・シドニーに本社を置き、オーストラリア証券取引所に上場しています。オースト

ラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカに拠点を置き、世界で約8,000人の社員を擁する企業です。 
当社の強みは、不動産開発、投資そして建設の事業セグメントに表れています。詳細については、ウェブ

サイトをご覧ください。www.lendlease.com  
 

● SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標で

す。 

https://www.hapsmobile.com/ja/news/
http://www.lendlease.com/


●HAPS モバイルおよび Sunglider の名称は、HAPS モバイル株式会社の登録商標または商標です。 

● その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。 
 

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】 
HAPS モバイル株式会社 広報担当（ソフトバンク株式会社 広報本部内） 
Tel：03-6889-2301 E-mail：sbpr@g.softbank.co.jp 
担当：マシュウ・ニコルソン（070-3295-2953）、田中 涼葉（080-7082-0258） 
 

レンドリース・ジャパン株式会社 
コーポレート・アフェア＆マーケティング 
E-mail：shizuka.aone@lendlease.com 
青根 静（080-3578-3971） 
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SoftBank Corp.’s HAPSMobile and Lendlease establish 
joint venture to explore HAPS deployment in Australia 

 
TOKYO —SoftBank Corp. (TOKYO: 9434, “SoftBank”) subsidiary HAPSMobile Inc. (“HAPSMobile”) 
and Lendlease Corporation (ASX: LLC) announced they formed a joint venture partnership to explore 
the deployment of HAPS (High Altitude Platform Station) in Australia. The joint venture, called 
HAPSMobile Australia Pty Ltd and based in Sydney, was established on April 29, 2022. 
 
The deployment of conventional terrestrial base stations in remote and rural areas in Australia has 
historically been challenging and cost prohibitive, in part due to Australia’s expansive land area 
consisting of sparsely populated or unpopulated areas. The flexibility of HAPS telecommunications 
systems based in the stratosphere can enable the provision of high-speed LTE and 5G connectivity to 
locations that have partial or no coverage from terrestrial base stations. HAPS-based connectivity 
solutions can act as a means of serving unconnected areas.  
 
Lendlease Asia has been providing telecommunications and data infrastructure services to SoftBank, 
HAPSMobile’s parent company, in Japan for more than 20 years.  
 
This joint venture partnership will explore the feasibility of HAPS deployment in Australia with 
Lendlease acting as facilitator, and adding value through its understanding of the Australian market, is 
further testament to the strong relationship between the two organisations.  
 
Quotes attributable to Andrew Gauci, Lendlease Managing Director of Japan and Head of 
Telecoms & Data Infrastructure Asia: 
 
“Since 2002, Lendlease has been working together with SoftBank, connecting and benefitting 
communities across Japan. HAPS technology has the potential to truly connect Australia, not only 
people but also enabling machine-to-machine connectivity anywhere. We are excited to be partnering 
with SoftBank’s subsidiary HAPSMobile to explore this opportunity further. ” 
 
Quotes attributable to Junichi Miyakawa, SoftBank Corp. President & CEO; and HAPSMobile 
President & CEO:  
 
“We’re excited to be collaborating with Lendlease, a company with a strong track record and 
extensive expertise in Australia. With its large landmass, much of Australia is still without mobile 
network coverage. That’s why we believe HAPS-based solutions could be optimal for industrial IoT, 
emergency communications and other applications in addition to providing broadband for rural 
communities. We look forward to studying the business potential of HAPS in the Australian market 
with Lendlease.” 
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Junichi Miyakawa (left, SoftBank Corp. President & CEO and HAPSMobile President & CEO) and Andrew Gauci (right, 

Lendlease Managing Director of Japan and Head of Telecoms & Data Infrastructure Asia) commemorate the joint venture at 

SoftBank Corp. headquarters in Tokyo 

 
 
About HAPSMobile 
HAPSMobile Inc. is a subsidiary of SoftBank Corp. that plans and operates a High Altitude Platform 
Station (HAPS) business with the aim of bridging the world’s digital divide. HAPSMobile is primarily 
engaged in network equipment research and development for the HAPS business, construction of 
core networks, new business planning and activities for spectrum usage. In 2020, HAPSMobile 
successfully conducted a stratospheric test flight that delivered LTE connectivity with “Sunglider,” its 
solar-powered unmanned aircraft designed for stratospheric telecommunications platform systems. 
For more information, please visit https://www.hapsmobile.com 
 
About Lendlease 
Lendlease is an international real estate group with core expertise in shaping cities and creating 
strong and connected communities.  
 
Our purpose is to create value through places where communities thrive.  
 
Headquartered in Sydney, Australia, and listed on the Australian Securities Exchange, Lendlease has 
operations in Australia, Asia, Europe and the Americas, with approximately 8,000 employees 

https://www.hapsmobile.com/
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internationally.  
 
Our core capabilities are reflected in our operating segments of Development, Investments and 
Construction. For more information, please visit: www.lendlease.com 
 
Media Contacts 
HAPSMobile 
Matthew Nicholson, Suzuha Tanaka 
HAPSMobile Promotion (within SoftBank Corp. Corporate Communications) 
+81-3-6889-2301 
sbpr@g.softbank.co.jp 
 
Lendlease 
Shizuka Aone 
Head of Corporate Affairs & Marketing, Japan 
+81-80-3578-3971 
shizuka.aone@lendlease.com 
Tessie Vanderwert 
General Manager External Affairs, Australia 
+61 428 483 8328  
tessie.vanderwert@lendlease.com 
 
 SoftBank, the SoftBank name and logo are registered trademarks or trademarks of SoftBank Group Corp. in Japan and other countries. 
 HAPSMobile and Sunglider are registered trademarks or trademarks of HAPSMobile Inc. 
 Other company, product and service names in this press release are registered trademarks or trademarks of the respective companies. 
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