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　この度創刊する運びとなった「サステナ

ビリティ・ブック」では私たちの社会的責任

（CSR）に関する取り組みをご紹介する一

方で、社会の課題について学び、私たち

にできることを考えるきっかけづくりを期

待しています。

　ファーウェイ・ジャパンでは「環境保全」

「地域社会への貢献」「グローバルICT人

材育成」「働きやすい職場環境」を日本で

の重要なテーマとして捉え、この冊子の

中でもご紹介している、CSRラウンドテー

ブルの継続的な開催や、社会貢献活動の

社内プロジェクトの始動など新たな挑戦を

始めています。その過程で、私自身も経営

をCSR視点で捉えることの重要性を強く

意識するとともに、CSRについて真剣に

議論する従業員たちの熱意を感じ、非常

に心強く思っています。今後は、一人ひと

りの従業員が自分たちを取り巻く地球環

境や社会課題についての感性を磨き、よ

り強いチームとしてさらに高い価値を社会

に提供するための原動力にしたいと考え

ています。

　この日本で事業を展開させていただく

企業として、私たちは日本の皆様ととも

に、より豊かで持続可能な日本の未来づ

くりに取り組んでいきます。「サステナビリ

ティ・ブック」を、ぜひご一読いただき、私

たちの取り組みについてのご感想やご要

望などをお寄せいただければ幸いです。

　いまや世界の人口は、70億人を超え、

2050年には90億人に達すると言われて

います。人々が豊かな社会を求める一方、

地球温暖化、水・食糧不足、生物多様性の

喪失、貧困・人権問題の深刻化など、あらゆ

る社会問題が噴出しています。この責任の

一端を担う私たち企業は、これらの課題に

向き合い、課題解決のためのイノベーショ

ンを創出し、持続可能な社会づくりに取り

組んでいく責任を有しています。

　ファーウェイもICT企業として、特に、デ

ジタルデバイドの解消、ICTイノベーション

による地球環境問題解決への貢献等を大

きな活動テーマとして、世界中で各地域の

課題に取り組んでいます。

　ファーウェイ・ジャパンとしては、2005年

の設立以来、日本社会の一員として、日中

文化・市民交流の促進や、地域社会との交

流など様々な取り組みを行ってきました。

また2011年の東日本大震災では寄付や

通信設備の復旧作業などを通じた支援を

行って参りました。

　この震災を機にファーウェイ・ジャパンで

は、自分たちの社会での役割とCSRにつ

いて真剣に考えたいという気運が高まりま

した。これを受けて社外のCSR有識者や、

NGOの皆様、経験豊富な他社の経営者の

方などにご意見を求め、対話をしながら、

自分たちのCSR活動をより発展させるた

めの取り組みを進めています。
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ファーウェイ・ジャパンのCSR
ファーウェイ・ジャパンは、これからCSR活動を本格始動します。これまでも、さまざまな取り組みを実施してきましたが、
「通信技術を通じて人々の生活を豊かにする」というファーウェイのビジョンの実現に向けて、
今後、以下4つの分野での取り組みを軸に進めていきます。
また、ファーウェイ・ジャパンの強みである従業員の多様性を生かし、人々の多様な生き方の実現を支援していきます。
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●大学と連携したICT人材育成の促進

グローバルICT人材育成

●職場におけるコミュニケーションと
　多様性の促進

働きやすい職場環境

●東北被災地復興支援
●デジタル・デバイドの解消
●日中相互理解の促進
●ダイバーシティの促進　

地域社会への貢献

●Green Communications※1、
　Green Huawei※2、
　Green World※3 の実践

環境保全

※1Green Communications：グリーンICTソリューションの提供
※2Green Huawei：省エネルギー、温室効果ガス削減、クリーンな生産の推進
※3Green World：地球環境保全への貢献

HUAWEI Japan CSR StrategyHUAWEI Global CSR Strategy

Our vision 通信技術を通じて
人々の生活を豊かにする

持続可能な環境
の促進

デジタル・デバイド
の解消

私たちが活動する
社会への貢献

教育による機会
の創出

CSR戦略



独自のCSR活動を実施するほか、本社に

働きかけて取り組みを主導していくことも考

えられるのではないか、と提案されました。

　また、「独自のCSR活動としては、寄付

やボランティアなどが実施しやすいのだろ

うが、それで十分か」との声に対しても有

馬氏は「十分とは言えないかもしれない

が、まずはそこからスタートして、日本社

会におけるネットワークを広げた上でさら

なる活動を展開していくこともできるので

は」とのアドバイスがありました。

　最後に、有馬氏からは「本日は富士ゼ

ロックスの事例を中心に話をさせていただ

いたが、参考になれば嬉しい。私も協力

するので、ぜひもっとCSR活動を積極的

に進めていっていただきたい」とのエール

が送られました。総括として、社長は「今

り組みを進めることの意義について多くの

参加者が認識を強めました。

　さらに終盤は、出席者の一人が投げか

けた、「富士ゼロックスのようなCSR活動

は、ファーウェイでいえば本社が中心となっ

て進めるものではないか。現地法人である

ファーウェイ・ジャパンは、どのようにCSR

活動を展開すればいいのか？」という疑問

の声をきっかけに、議論が広がりました。

　有馬氏によると「富士ゼロックスでも、

オーストラリアなど日本よりCSRに関して

先進的な地域があり、具体的な活動につ

いてはローカルのレベルに任せている。ま

た、他企業では、日本が環境、欧州が人権

など、それぞれ先進的な地域がイニシアチ

ブを取って活動を進めているケースもある」

とし、ファーウェイ・ジャパンの場合も、日本

挙げ、「ビジネスとは直結しない活動も、

従業員の意識を変えるという点で非常に

重要」だと強調しました。

　ファーウェイ・ジャパンにおいても、これ

から従業員の間でもよりCSRを浸透させ

推進していくためには、本業とかかわりの

ある活動だけでなく、そうしたビジネスか

ら離れた活動の双方向から一つひとつ取

　最初に有馬氏が提示したのは、CSRに

関するトップマネジメントの認識の変化に

ついて。かつては、法を遵守することやビ

ジネスで価値を創出することが重要である

と考えられていましたが、最近では、ビジネ

スプロセスにおいて人権や環境に配慮し、

ステークホルダーの期待に応える、つまり

は「ビジネスにCSRを根付かせる」という考

え方が一般的になりつつあるといいます。

　ビジネスで成果を上げることと、CSRを

実践するために、「経営トップおよびマネ

ジメントの認識とともに、従業員のマイン

ドセットが重要になる」と有馬氏は指摘し

ます。変革期にあるファーウェイ・ジャパン

では、どのように会社全体の意識を方向

付けていくかが重要です。富士ゼロックス

が事業変革期に行ってきた施策を伺った

ことで、経営層が企業の方向性を示し、

それを推進する体制作りを行う必要性を、

強く認識しました。

　一方で、紹介された富士ゼロックスの

具体的な取り組みが、直接的に同社のビ

ジネスと関連する内容であったことから、

「ビジネスと直接関係のないCSR活動に

ついてはどう考えるべきか」との声が上が

りました。有馬氏は、従業員のCSRマイ

ンドを醸成するためにそうした活動も重要

と指摘。有馬氏は富士ゼロックスの社会

貢献活動の仕組みや、東日本大震災の被

災地ボランティアへの従業員派遣を例に

富士ゼロックス株式会社 前社長
国連グローバル・コンパクト・ボードメンバー
グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク代表理事

ファーウェイ・ジャパンにとってのCSRとは
第一回CSRラウンドテーブルを開催

ファーウェイ・ジャパンでは、CSR推進のため、有識者と幹部層が対話を行うラウンドテーブルを実施しています。
今回は、CSR先進企業として知られる富士ゼロックス株式会社の前社長であり、
グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク代表理事でもある有馬利男氏をお招きし、示唆に富むお話をいただきました。

有馬 利男 氏

ビジネスに根付いたCSRと
周辺のCSRの重要性

後CSR活動を進めていく上で非常によい

兆候だと思う。本日、最も印象的だったの

は、CSR活動と事業を融合させることの

重要性について認識を深めることができ

たこと。また、現地法人としてCSRをどう

進めていくか、地域に根ざした活動にど

のように取り組むかを考えることが大切と

いうことだ。そのために今回、富士ゼロッ

クスというCSR先進企業の話を聞けたこ

とは、非常によいスタートになったのでは

ないか」と振り返りました。本日の議論を

受け、ファーウェイ・ジャパンとしては、日

本法人独自でできる活動を進めていくこと

の意義が明確になりました。
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CSRマネジメント
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ファーウェイ・ジャパンとして
独自のCSR活動を

今回の議論を受けて

加茂下 哲夫
人事部 本部長KDDI事業本部 本部長
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本日のCSRラウンドテーブルは、とても良い

内容だったと思います。経営イコールCSR、

つまり「ビジネスにCSRを根付かせる」という

考え方を皆で共有できた意義は大きく、これ

からの私たちのCSR活動の道筋が見えたよう

に思います。本社レベルですべきことと、現地

企業としてできることがそれぞれありますが、私たちの最大限の力を発揮

できる活動をしていきたいと思います。また、そこに向け皆で議論を重ねて、

納得できる結果を出すまでのプロセスも大切にしていきたいと思います。

ローカルだからこそできることを探っていきます。

今日のお話を伺って、これまで何か特別なも

のというイメージだったCSRが、ビジネスの一

部であるということがわかりました。ビジネス

を通じて社会に貢献することは当然のことで

すが、その「当然のこと」こそがCSRなのだと

思いました。また、マネジメント層だけではな

く会社全体に関わることなのだということも感じました。私たち従業員も、

仕事を通して社会と関わっている以上、一人ひとりが日々の業務の中でで

きることがきっとあるはずだと思います。

後CSR活動を進めていく上で非常によい

兆候だと思う。本日、最も印象的だったの

は、CSR活動と事業を融合させることの

重要性について認識を深めることができ

たこと。また、現地法人としてCSRをどう

進めていくか、地域に根ざした活動にど

のように取り組むかを考えることが大切と

いうことだ。そのために今回、富士ゼロッ

クスというCSR先進企業の話を聞けたこ

とは、非常によいスタートになったのでは

ないか」と振り返りました。本日の議論を

受け、ファーウェイ・ジャパンとしては、日

本法人独自でできる活動を進めていくこと

の意義が明確になりました。
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WEBサイトでは他にもさまざまな取り組みを紹介しています。
http://www.huawei.com/jp/about-huawei/corporate-citizenship/index.htm

WEB

これまでのCSR活動
経団連自然保護基金への寄付

環境保全の推進を目指して、2011年度、

2012年度にそれぞれ20万円、50万円の寄付

を経団連自然保護基金に対して行うとともに、

2012年11月に運営団体である経団連自然保

護協議会への加盟を行いました。経団連自然

保護基金は、日本とアジア太平洋地域を中心

に行われる自然環境保全プロジェクトを支援す

る公益信託です。

餃子教室を開催
2011年6月、駐在員住宅のある東京都葛飾区

のアーバンライフ東新小岩3丁目自治会と協働

で餃子教室を開催しました。日中文化交流と

地域貢献を目的として、およそ30名の地域の

方々と、20名近くの当社の従業員が参加し、

「東北餃子（水餃子）」や薬膳スープ「バクテー

（肉骨茶）」を楽しみました。

農山村再生事業への支援
2011年3月、京都府が行う「共に育む『命の

里』事業」に寄付を行いました。この事業は、

住宅環境の整備や雇用機会の創出などの施

策を通して、地域を再生する事業です。当社

は、ファーウェイ製端末のユーザーがキャン

ペーンサイトでクリックするたびに募金を行う

プロジェクト（1クリック1円）を実施。総額

1,003,000円を寄付しました。

「北京故宮博物院200選」への協賛
日中国交正常化40周年を記念して開催され

た特別展「北京故宮博物院200選」に協賛し

ました。特別展は、2012年1月から2月に、東

京国立博物館にて開催され、絵画、書跡、青

銅器、玉器、陶磁器、漆工、染織など多彩な

分野から厳選された名品約200点を鑑賞する

多くの来場者で連日にぎわいました。

Business Continuity Management（BCM）の強化

ファーウェイ・ジャパンでは、災害・事故による事業への影響を減らすととも

に、社会インフラを担う通信事業者としてサービス供給責任を確実に果た

すために、BCMを強化しさまざまな事態において事業を継続させる対策を

講じています。2012年6月には、緊急時に影響を軽減するために従業員の

行動原則などをまとめたIncident Management Planを策定。また同時

に、災害発生後、早期に復旧・回復を行うために、災害の程度ごとに対応シ

ナリオをまとめたBusiness Continuity Planを策定しました。

日中国民交流友好年実行委員会への協力
日中相互理解推進のため、日中国民交流友好

年実行委員会に協力しています。この委員会

は、2012年の日中国交正常化40周年に合わ

せ、日本の政府、経済界などの参加者により、

日中交流のために設立された委員会です。当

社は、社長の閻（エン）が委員の一人として参

加するとともに、2012年5月、300万円の寄

付を行いました。

ファーウェイ・ジャパンは、日本社会の一員として、
これまでも社会の発展に協力すべく多くの活動を行ってきました。

地域社会とのかかわり



ては、過疎化が進む地方の教育・医療現場

へのICT機器提供など、たくさんのアイデ

アが登場しました。

　いずれの活動も、単発で終わらせるので

はなく、継続的に実施していくことが重要

だとの意見も。また、本業を生かした活動

とそれ以外の活動という2つの方向性、ど

ちらも重要で意義があるのではないか、と

の声が上がりました。

　今後、会議を重ねる中で、集まったアイデ

アについて整理・検討するとともに、具体的

な取り組み内容を議論していく予定です。

　ファーウェイ・ジャパンが設立されたのは

2005年。日本で事業活動を展開し、日本

社会から信頼される企業となるため、個々

の従業員は必死に働いてきました。しかし、

その間、日中問題などの国際情勢に評価

が左右されることも多く、真に日本社会に

受け入れられるためにはどうすれば良いの

か…。そんな従業員たちの意識がより強

まったのが、2011年の東日本大震災です。

そこから1年後の2012年秋、従業員の

想いが溢れるかたちで立ち上がったのが、

参加型の社会貢献活動のプロジェクトで

す。これは、部署や職位、国籍を越えた有

志のプロジェクトメンバー十数名が、今後

のファーウェイ・ジャパンの社会貢献活動を

企画・立案するものです。メンバーの考え

や活動の方向性を共有し、活動候補を選

定する「ブレスト会議」、活動候補について

NPOなどにヒアリングを行う「ヒアリング」、

活動を検証する「スクリーニング」を経て、

実際に取り組む活動を決定していきます。

　2012年11月、「第１回ブレスト会議」が

開催され、どのような活動を進めていくべ

きかの意見交換を行いました。

　今回、取り組むべき社会的課題として挙

げられたのは、「東日本大震災」「日中関係」

「少子高齢化」「デジタル・デバイド」など。

それらを踏まえて、自分たちにできることと

して、東日本大震災については、子どもた

ちへの教育機会提供、少子高齢化につい

有志従業員が
主体のプロジェクト

日本社会のために
私たちができることは何か

社会貢献活動の
社内プロジェクト

環境やデジタル・デバイドなどの社会的課題に対し、ファーウェイ・ジャパンにも
できることがあるのではないかと、有志の従業員十数名を中心に、今後の社会
貢献活動を企画・立案するプロジェクトが動き始めました。より良い社会づくりに
向けて自分たちができることを考える活発な議論が交わされています。
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　今回の震災では、広い地域で大きな被

害を受けたと同時に、日本社会が抱えるさ

まざまな社会課題があらわになりました。

被災地では、過疎化、高齢化、少子化に

伴う多くの問題が、日本の縮図といわんば

かりに浮き彫りとなり、将来が見えない

人々の不安は募るばかりです。復興が進

んだとしても、もともとあったその地域の

問題点は残ったままですし、そういった現

地の方々の懸念を踏まえた復興の体制が

構築しきれていない点も大きな課題です。

外部からの意見を効果的にまとめられ、さ

まざまな人々が活動に参加しやすくなり、

復興活動が前進していくという好循環が

生まれるのです。

　そうした活動に民間企業が協力できるこ

とは、まだまだ多くあるように思われます。

復興プロジェクトを企画・運営する上で、現

地ではさまざまなコミュニケーション上の

問題が発生していますが、企業人が得意と

する体系的で効率的なものの考え方や、

組織内での対話力は、まさに求められるス

キルです。ICT企業としては、そうしたスキ

ルに加え、世代間のデジタル・デバイドや

組織内のコミュニケーションギャップを解消

するための役割も期待されているでしょう。

　復興に向けた取り組みは、すべてのス

テークホルダーの多様な意見を、いかに収

束させていくのかという途方もなく大きな

チャレンジです。日本社会の実力が試され

るともいえるでしょう。

　その一方で、前向きな動きもあります。

最も特徴的であるものの一つとして、被災

地の復旧・復興に関わる企業の奮闘が挙

げられます。阪神大震災の起こった1995

年は日本のボランティア元年といわれてい

ますが、その活動はあくまでも個人レベル

でした。今回の震災では、インフラの復旧

など各企業の本業分野での機動力ある対

応や、億単位にものぼる義援金の提供、

さまざまな生活物資や医療物資・機器の

提供、従業員ボランティアの派遣など、企

業の活動が目立っています。

　今回のような未曾有の災害から立ち直

り、さらに被災地が発展していくには、行

政、住民、企業など多くのステークホル

ダーの長期的な協力が必要です。これか

らさらに復興を加速させるには、最後まで

活動の行方を見届ける覚悟と我慢、そし

て胆力を持つ人材が必要という声を聞き

ます。そうした人がいることで地元の声、
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日本の社会課題の縮図と
企業の支援

日本社会の実力が試されるとき

求められる長期的な視点

東日本大震災の発生から、2013年3月で丸2年を迎えようとしています。
大震災をCSRの視点で振り返るとともに、いまファーウェイ・ジャパンに
求められる復興支援の役割について考えてみました。

東北の復興に向けて

東日本大震災被災地でいま求められること

日本経済団体連合会によると、経済界が今後
の復興支援において求められている支援活動
の中で、以下のものが重要とされている。

参考：一般社団法人日本経済団体連合会「東日本大震災における
経済界の被災者・被災地支援活動に関する報告書」

①支援継続の重要性
②被災地域ごとに変化するニーズへの
　対応と自治体やNPO/NGOとの連携

復興期における課題

特 集



　ファーウェイ・ジャパンは震災直後から、

寄付をはじめ幼児用オムツなどの救援物

資の提供のほか、通信基地局の復旧など

を通信事業者とともに実施してきました。

こうした緊急支援にとどまらず、社内のプ

ロジェクトチームでは、さらに復興支援に協

力しようと検討を進めています。その第一

弾が宮城県亘理町で行われている「わたり

グリーンベルトプロジェクト」への協力です。

　防潮林用の木を苗木から育てるために

は、10年近くの歳月を要します。継続的

に活動するためには多くの住民参加が求

た」と手ごたえ。プロジェクトを運営する一

般社団法人ふらっとーほく代表の松島宏

佑氏はこうした結果の中で、「ファーウェ

イ・ジャパン様のご支援で無事に開催する

ことができました。このイベントを通じ、町

の未来を担う子どもたちの沿岸部へのイ

メージが、『絶望』から『希望』に変わりま

した。ファーウェイ・ジャパン様にも今後と

もご協力いただき、こうした活動を継続し

ていきたい」と想いを新たにしていました。

　震災から2年が経とうとしている今も、

被災地は復興に向けてまだ道半ば。ファー

ウェイ･ジャパンは、こうした被災地が抱え

る問題を解決する力になりたいと考えてい

ます。そのためにもこうしたプロジェクト

に、積極的に協力していきます。

められますが、プロジェクトが始まったばか

りということもあり、地元の方々の参加は

まだ十分とは言えません。そのため、お祭

りを開催し、熱気球を上げて、多くの人に

プロジェクト予定地の現状を見てもらうと

ともに、これまでの経緯を報告することで、

プロジェクトへの認知と理解を住民に促す

「熱気球フェス＆シンポジウム」が2012年

12月22日に開催されました。

　シンポジウム当日は300人近くの子ど

もたちが気球に乗船するとともに、多くの

住民が集まり、活動を知ってもらう良い機

会に。参加住民は、「何もなくなってしまっ

たけれど、人が集まる町になってほしい」

と復興への想いを、絵馬に託していまし

た。プロジェクトのメンバーは「まだスター

ト地点だけど、シンポジウムを通してプロ

ジェクトの広がりへの希望を感じられまし
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「わたりグリーンベルト
プロジェクト」への協力

これからの復興支援

広がりを見せるプロジェクト

ファーウェイ・ジャパンは、さまざまな形で東北の復興を支援しています。
震災直後からの復旧支援に加え、継続的な復興支援を実施するために
社内のプロジェクトチームが検討を開始。
そのひとつが、「わたりグリーンベルトプロジェクト」への協力です。

ファーウェイ・ジャパンの東北復興支援

2012年12月22日に宮城県亘理町で開かれた熱気球フェス

熱気球フェスで苗木ポットづくりをする子供たち 住民参加のシンポジウム

わたりグリーンベルトプロジェクトは、宮城県亘理町
で、津波で流された防潮林の再生を通じて、周辺沿
岸地域の復興を目指す、地元住民や事業者、大学
生、行政が協力して行うまちづくりプロジェクトです。

ボランティア
ツーリズム

みんなで作る
復興まちづくり

プロジェクトの目的

亘理町の復興

復興のシンボルとしての
防潮林の復活



アフリカ
●インターネット設備の寄付（アンゴラ）

●学生のインターネット利用を支援（アンゴラ）

●学生によるICT利用のアイディア・コンテストを開催（ウガンダ）

●中国文化理解への交流会開催（チュニジア）

●ICTを学ぶ学生への奨学金提供（ナイジェリア）

●病院への資材の寄付（ザンビア）

●爆発事故被害者への物資支援（コンゴ）

●自然保護イベントへの寄付（ケニア）

　など

ヨーロッパ
●学生インターンシップの提供（イギリス）

●隔離地域でブロードバンドの運用開始（イギリス）

●ICT教育支援団体に機材の提供（ドイツ）

●医療系NGOへの寄付（スペイン）

●学生が行う社会課題解決への支援（ポーランド）

●高齢者の生活支援システムの開発（イタリア）

●最北端の町への通信施設の設置（ノルウェー）

●遠隔医療向け設備の寄付（ラトビア）

　など

WEBサイトでは他にもさまざまな取り組みを紹介しています。
http://www.huawei.com/jp/about-huawei/corporate-citizenship/index.htm

WEB

グローバルでの取り組み

2012年4月、ファーウェイはウガンダのマケレレ大学と”Telecom Seeds for the 

Future”プログラムの実施に向け合意しました。これは、デジタル・デバイドの解消と

ICT人材の育成を目的に、ICTを学ぶ優秀な学生に対してさまざまな機会を提供する

取り組みで、インドネシア、マレーシア、ケニア、モロッコなど世界中で実施しています。

ウガンダでは今後、数百人の学生が、インターンシップや奨学金、ウガンダ国内や中

国でのICTトレーニングの機会を得ます。ファーウェイは、今後もこのプログラムを世

界中に拡大していく予定です。

“Telecom Seeds for the Future”プログラムウガンダ
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世界に広がるファーウェイの取り組み
ファーウェイは140を超える国で活動しています。グローバル企業として、事業を展開する各国・地域において、
持続可能な経済・社会・環境の発展のため、さまざまな取り組みを行っています。
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※1 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）：第3世代の移動通信用の規格。
　　ヨーロッパでは標準規格として採用されている。
※2 LTE（Long Term Evolution）：UMTSの通信速度をより高速化した規格。
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アジア・パシフィック
●がん治療のための募金イベントの開催（オーストラリア）

●ICT教育への投資支援（マレーシア）

●環境保全のための植樹と啓発活動への参加（パキスタン）

●ICT研究所の設立の支援（シンガポール）

●学生に対する中国本部研究所視察の開催（インドネシア）

●災害犠牲者の支援（フィリピン）

●ICTを学ぶ学生に対するインターンシップの提供（UAE）

●洪水被害緩和のために政府への寄付（カンボジア）

　など

アメリカ
●ガンのチャリティーマラソンにボランティア参加（アメリカ）

●教師支援団体の支援（アメリカ）

●病院の環境保全のために寄付（アメリカ）

●スキーアスリートへ支援を行う団体へのスポンサー（アメリカ）

●子どものメンタルヘルス支援団体への協力（カナダ）

　など

ファーウェイでは、フランスをはじめ多くの国で、SingleRANと呼ばれるネットワーク

基地局の設備を提供しています。UMTS※1やLTE※2といったさまざまなネットワークの

規格をカバーするには、これまではそれぞれの規格に対応するための設備が必要でし

たが、SingleRANの利用により、それらの規格をすべて1つの設備でまかなうことが

できます。多くの機材や冷却システムが不要となり、従来品に比べおよそ50%のエネ

ルギー使用量の削減が可能です。ファーウェイでは、エネルギー効率の高い環境負荷

低減に貢献する製品とソリューションを追求しています。

環境負荷削減に貢献するネットワーク設備の提供フランス

ファーウェイでは、ファーウェイのサービス・製品づくりを支援していただくサプライヤー

に対して、労働環境、安全衛生、地球環境問題、ビジネス倫理の観点に配慮した活動

を求めています。新規で契約を結ぶサプライヤーに対しては、上記の点を考慮に入れ、

面談、書類審査、実地調査、第三者調査等を実施します。既存のサプライヤーに対し

ても定期的に監査を行い、求める基準に満たない場合は、改善を求めるとともにフォ

ローアップを行います。2011年は、新規サプライヤー55社への監査、比較的リスクの

高いサプライヤー87社への監査、195社へのフォローアップ監査を実施しました。

サプライヤー監査の実施

各国共通

※1 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）：第3世代の移動通信用の規格。
　　ヨーロッパでは標準規格として採用されている。
※2 LTE（Long Term Evolution）：UMTSの通信速度をより高速化した規格。
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トで行っていますので、併せてご覧いただけると幸いです。

社会の課題とファーウェイの取り組み
ファーウェイのCSR
世界でのCSR活動事例
CSR担当役員からのメッセージ
CSRマネジメント 表紙写真について：宮城県亘理町にて撮影

WEBサイトURL
http://www.huawei.com/jp/about-huawei/
corporate-citizenship/index.htm
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