


過酷な実地調査

2008 年 3 月、新規プロジェクトの実地調査のためにインドネシア

のボルネオ島に入ったファーウェイサプライチェーンの物流担当

者。道路事情が悪いため、泥にはまった車を渾身の力で押し出し

て脱出した。

    ファーウェイ社員 頼磊宇撮影



ファーウェイ社員 JhonJairo Monedero 撮影

熱帯雨林に通信を

2010 年 4 月、コロンビアの熱帯雨林に住む 2,759 人の住民のため

に通信用基地局を運び、設置したファーウェイ社員。舗装された

道路がなく、空輸もできない山の上に通信機器を担いだり、リヤ

カーで引っ張ったりして運び込み、通信環境を整えた。



エベレスト標高 6,500 メール地点の基地局設置場所にて撮影

標高 6,500 メートルでの約束

2007 年 8 月、エベレストの標高 5200 メートル地点と 6500 メートル

地点で通信用基地局の設置を行う社員たち。天気が急変するなど、

設置場所までの道は困難を極めた。設備などは分解して目的まで運

び、設置することを余儀なくされた。10 日間にわたる過酷な作業を

経て主要登山路とキャンプ地がようやく通信できるようになった。



ファーウェイ社員 陳勇 アルプス山脈の作業地点にて撮影

吹雪が吹き荒むクリス

マスの夜のネットワーク作業

2010 年のクリスマス、フランスのアルプス山脈にあるお客様の無

線基地局の交換作業を行うファーウェイ社員。数ヶ月に及んだ作

業期間の間、アルプス山脈は大雪に覆われ、酷寒の中、現地社員

とともに休暇を返上して納期に間に合わせた。



困難や挫折こそ、人をたくましくする試練

試練から英雄が生まれる

第二次世界大戦中で満身創痍になってもなお飛行を続け、地上に帰還

したオンボロ飛行機イリューシン IL-2
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任正非

海外メディア
ラウンドテーブル
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海外メディア（ラウンドテーブル）

概要

「過去 30 年来、ファーウェイは 170 ヵ国以上、30 億人

以上にサービスを提供し、良好なセキュリティ実績を持

っています。」

「私は絶対、他国の利益を損なうようなことはしませ

ん。」

「中国外務省も公式に発表しましたが、中国には企業に

バックドアの設置を要求する法律がありません。ファー

ウェイもわたし個人も如何なるこのような要求を受けた

ことがありません。」

「すでに明言したとおり、当社はお客様志向を理念に掲

げ、お客様の利益を損なうようことは絶対ありません。

アップル社が良いお手本を示してくれたと思います。我々

はアップル社に見習っています。お客様の利益が脅かさ

れる状況に直面した場合、我々は会社を閉めてでも利益

のためにお客様を不利にさせません。」

「今欧米ではファーウェイの設備が不正な働きをしてい



03

海外メディア（ラウンドテーブル）

ると考えている人がいますが、このような考え方は産業

革命時代に紡績機を打ち壊した人たちのことを思い出さ

せます。彼らは先進的な紡績機が世界を破壊するものだ

と考えていました。」

「ファーウェイは 5G のために大きな努力をしてきまし

た。現在 30 以上の 5G 契約を結び、25,000 基以上の 5G

基地局を世界各地に出荷し、2,570 件の 5G 特許を持って

います。」

「一部の国はファーウェイの製品を買わないことを決め

ましたが、それなら我々は購入してくれる国のためにし

っかりと製品を作り、優れたネットワークで当社は信頼

に値する会社であることを証明します。」

「技術を研究する科学者の夢と政治家の見識が人類社会

の未来を決めます。」

「5G 基地局と最も先進的なマイクロ波技術を融合でき

ているのは、世界でもファーウェイしかありません。」

「メディアを通じてアメリカに一言いうとしたら、協業

でウィンウィン関係を築くことです。」

「他国や企業を脅かし、横暴に人を拘束するようなこと

があれば、誰がアメリカに投資しますか？せっかく減税に

よって作られた優れた投資環境も役に立たなくなります。」
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「当社は 96,768 名の持ち株社員のものです。従業員以

外誰もファーウェイの株式を所有していませんし、外部

機関や政府の如何なる部門もファーウェイの株式を 1 ド

ルも持っていません。」

「わたし個人の政治的信念は、当社のビジネス行為と必

ずしも密接に関係しているわけではありません。」

「私はいまでも軍の階級を持っていない退役軍人です。」

「我々は上場企業ではありません。財務諸表をきれいに

見せるためではなく、人々のの夢を実現するために努力

し、戦っています。どんなに厳しい状況下でも、努力を

惜しみません。」
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『Mobile World Live』 Joseph Waring ：任さんの軍隊で

の経験は、ファーウェイの経営手法にどんな影響を与えて

いますか。今、世界各国のファーウェイを見る目が厳しく

なっていますが、ファーウェイと軍隊とのこうしたつなが

りは、ファーウェイの将来にどんな影響を与えることにな

りますか。

任正非：私が入隊した時は、ちょうど中国が文化大革命

の動乱の最中にあり、工業、農業の生産が完全に混乱に陥っ

ていました。国は極度の窮状に陥り、人々は衣食にも不自

由していました。1962 年ごろ、私たちが 1 年間で配給され

た生地は 30 センチぐらいしかなく、破れた服のつぎはぎ

にしかできません。だから、若いころ私はつぎはぎのない

服を着たことはほとんどありませんでした。

その当時、中央政府は国民全員に毎年新しい服を一着仕

立させるため、フランスのテクニップ（Technip）とスペ

イシム（SPEICHIM）から世界的先進的なポリエステル生

産設備を輸入し、大型の化学繊維工場を建設して国民に化

学繊維の服を着させようとしたのです。この工場は遼寧省

遼陽市の太子河岸にあり、たいへん生活環境が厳しい地域

でした。当時は、国全体が混乱状態に陥り、そのような過

酷な土地には誰も行きたがらないので、働き手を集めるこ

とができない政府はやむを得ず軍隊を工場建設に派遣する

しかありませんでした。

01
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当時は、軍隊の施工能力が低いため、私のような大学を

出たばかりの人を入隊させて工事現場に行かせました。工

事現場に到着した時、広大な現場には建物の一つもなく、

季節は 7 月か 8 月頃だったので、全員草むらで寝ていまし

た。その後、大量の土レンガの小屋を建てましたが、隙間

風が吹き、雨漏りもするという過酷な環境でした。それに

ひたすら耐えながら世界の先進技術を学んでいました。当

時フランスのこの工場は自動制御レベルが非常に高く、中

国にはこんなに先進的な工場がありませんでした。その時

初めて私は世界先進技術が何かを知り、辛抱強さも身につ

けました。レンガの家は保温性が悪く、隙間風が吹き荒れ

て、冬は最低気温が‐28℃になる時もありました。当時の

中国では人々の生活が困窮を極め、肉と油の配給が非常に

少なく、東北地方では一人あたりの１か月の食用油が 150

ｇしか配給されませんでした。新鮮な野菜もなく、秋に白

菜と大根をコンクリートで囲んだ池のようなものに入れて

塩漬けにし、半年間もそればかり食べていました。主食は

雑穀が混ざったコーリャンで、非常にまずかったのです。

不自由な暮らしをしながら世界最先端の技術を学んでいた

という極端な経験をさせてもらいました。

しかし、私にとっては楽しい時間でした。他のところで

は本を読むと批判されていましたが、この工場では現代的

な設備を扱うためにも、本を読むことが許されていました。

技術職だった私の努力が認められ、その後、20 数人の小
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さな建築研究所で副所長まで出世し、技術職階級は副団長

級でした。当時軍の人員削減が進められる中、私は中佐

の階級を持って退役するという夢を密かに抱いていました

が、実現できませんでした。だから私は今でも軍の階級を

持っていない退役軍人です。

 

『ファイナンシャル・タイムズ』Yuan Yang：記録によると、

1982 年に中国共産党の党大会に出席していますが、それ

以外の党大会には何故出席しなかったのですか。ファーウ

ェイと中国共産党はどんな関係ですか。

任正非： 中国で先進的な化学繊維工場を建設する時、

先進設備を検査する機器がなく、瀋陽自動化研究所のある

研究員が海外でその機器を見たことがあるから、その機器

の様子を教えてくれました。そこで私は数学的なアプロー

チでその機器の設計を導き出しました。自分の考え方に自

信がなかったので東北大学の李詩久教授に聞いたところ、

私の発想が正しいと教えくれました。彼に認められ、私は

その機器を発明しました。ちょうど中国では「四人組」が

打倒され、経済建設に力を入れ始めたところで、国では科

学技術の有用性を証明できる事例を探していた時期に重な

り、私のこの小さな発明は大発明のように報道され、新聞

や雑誌、映画などに大きく宣伝されました。広く宣伝され

た影響で、私は全国科学大会に選ばれ、全国科学大会に出

02
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席しました。

ご存知の通り、その時代は共産党員でなければ炊事班の

班長にもなれません。全国科学大会に出席するのに共産党

員でない、ということで上司が私の身分を疑い、結局共産

党組織からの助けを受け、私は共産党員になったのです。

当時共産党になれなかった原因は、私の仕事ができなかっ

たからではなく、出身が原因で、父が「資本主義派」とし

て「再教育」のための「牛舎」に入れられていました。ご

存知のように、革命に参加した知識人の背景は一般の労働

者や農民幹部よりはるかに複雑で、共産党の厳しい審査に

より、彼は十年間名誉が回復せず、私も共産党になれなかっ

たのです。1978 年に共産党に入党してから、当時国では幹

部の四化（若年化、専門化、知識化、革命化）を提唱し、ちょ

うど私もその条件に適合していたので、第十二回党大会の

代表に推薦され、選ばれました。残念ながらその時はまだ

若かったので、共産党がその節目の時代に行う改革につい

て何も理解できず、とても残念です。当時は単純に技術に

興味がある「技術屋」でした。私は永遠に自分の国を愛し、

共産党を支持しますが、私は絶対、世界中どの国に損害を

与えることもしません。

『AP 通信』Joe McDonald：ここ 2 週間あるいは最近の１、

2 か月以来、任さんが大きな試練に直面していることと思
03
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います。ですから今日のインタビューに応じて下さって大

変感謝します。セキュリティのことについてお伺いします。

最近アメリカ、オーストラリアを含む多くの国の政府がセ

キュリティに対する懸念を発表しましたが、彼らはファー

ウェイの技術の信頼性を疑っているわけではなく、ファー

ウェイ、強いてはすべての中国系の会社を心配しているよ

うに見えます。結局のところ、中国では、共産党が企業に

何かを要求した場合、企業はそれに従わなければならない

からです。そこで、ファーウェイは海外のお客様にどんな保

証を与え、どのようにお客様のサイバーセキュリティと情報

の機密性を保護するのでしょうか。また、中国の法律環境の

制約を考え、任さんの担保にはどのような制限があるのでし

ょうか。

任正非：まず、過去 30 年来、ファーウェイは 170 ヵ国

以上、30 億人以上にサービスを提供し、良好なセキュリ

ティ実績を持っています。次に、ファーウェイは独立した

企業として、サイバーセキュリティとプライバシー保護に

おいてはいつでもお客様側に立って、お客様の利益を優先

します。我々はどの国にも危害を与えず、どの人をも傷つ

けたりしません。それから、中国外務省も公式に発表しま

したが、中国には企業にバックドアの設置を要求する法律

がありません。ファーウェイもわたし個人も如何なるこの

ような要求を受けことがありません。

『AP 通信』Joe McDonald：この問題について論争を繰り
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広げたいわけではありませんが、アメリカ政府も、オース

トラリア政府もきっとこう言うでしょう。お客様はメーカ

ーを選ぶとき、そのメーカーを完全に信頼しなければなり

ません。それは国の通信ネットワーク運営の最も機密なデ

ータをその会社に託しているからです。もし中国の国家安

全部がファーウェイに何かをするように要求した場合、フ

ァーウェイはどんなことができますか。ファーウェイはど

うしますか。ファーウェイは何をもってお客様あるいはそ

の所在国にとって危険ではないことを保証しますか。

任正非：そんなことがあったら、会社をあなたに売ります。

『AP 通信』Joe McDonald：実はファーウェイのちょっと

した製品を買ったばかりですが。

任正非：あなたも会社を買ってくれなかったら、私はこ

の会社を畳むしかありません。ファーウェイはお客様志

向を掲げており、お客様の利益を損なうようなことはしま

せん。アップル社が我々にいい手本を示してくれたと思

います。我々はアップル社に見習っています。お客様の利

益を侵害する可能性がある場合、我々は会社を閉めてで

も絶対利益のためにお客様を不利にさせません。

 

『ウォールストリートジャーナル』Dan Strumpf：お嬢さ

んが１か月前にカナダで身柄を拘束されました。この事件
04
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について任さんの感想を聞きたいと思います。二つ目の質

問は、孟女士は任さんの家族だからこの事件のターゲット

にされたと思っていますか。

任正非：孟晩舟の事件は現在司法手続きに入り、ここで

はコメントしないことにします。孟晚舟の父親として、私

は彼女を非常に心配しています。この事件が発生してから

今日に至るまで、私は尊敬する William Ehrcke 裁判官の公

正さと、John Gibb Carsley 検察官及び Kerri Swift 検察官

に非常に感謝します。またカナダ・アルエット（Alouette）

女性刑務所の人道的な対応、及び受刑者たちが娘に親切に

してくれたことに感謝しています。そして中国政府が孟晩

舟の中国国民としての権益を保護し、彼女に領事保護を提

供したことに感謝します。カナダとアメリカの法律システ

ムが公平、公正であることを信じ、これから公正的な結論

を出してくれるものと信じます。事件の証拠が将来全部公

開されてから、この事件についてまた判断しましょう。

 

『ブルームバーグ』高原： 父親として、娘がこのように扱

われていることをどう考えますか。孟晩舟がご家族だから、

アメリカとカナダ政府がこのようなことをしたのでしょう

か。お考えはどうですか。 

任正非：アメリカ司法部とカナダ司法部の連絡メールを

私は見ていません。メールをすべて公開してからでないと、

05
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彼女が私の娘だからこのようなことになったと推測するこ

とが出来ません。だから、やはり今後裁判所がそのやり取

りの内容を公開してからでないと、私の娘だからこんなこ

とになったかどうかは分かりません。

 

『CNBC』Arjun Kharpal：先ほど AP 通信社の質問に答え

る時、アップルの例を挙げましたが、当時アメリカの関連

機関がアップルにデータ提供を要求し、アップルはその機

関を裁判所に告訴したが、この件を指しているのでしょう

か。つまり、中国政府がファーウェイにネットワークから

データを抽出するように要求した場合、ファーウェイも告

訴するのですか。二つ目の質問、アメリカの関連機関に連

絡してコミュニケーションしましたか。あるとしたら、ど

のような話し合いをしましたか。 

任正非：まず、我々にはアメリカ政府とコミュニケーショ

ンするパイプがありませんし、お互いに理解していません。

将来的には、サイバーセキュリティ面での問題が発生した

場合、先ほども申し上げたように、お客様の利益に損害を

与えることは絶対しません。 

 

『フォーチュン』Eamon Barrett：外国がファーウェイの

セキュリティを心配しているのは、一つは任さんの従軍経

06
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験のためで、もうひとつは中国政府が多かれ少なかれ、何

らかの形でファーウェイの株式を所有しているからだと思

います。ファーウェイは対外的には従業員が全ての株式を

所有していると宣伝していますが、対外的にも持ち株の構

造については秘密になっています。こうした情報の開示や

上場によってこのような懸念も大きく解消されると思いま

すが、ファーウェイの株主構造はなぜこんなにミステリア

スなのですか。

任正非：ご存知の通り、資本至上主義の会社が成功した

ケースは非常に少ないです。資本とは貪欲なもので、利益

があると素早く持っていかれ、夢を追いかける力がありま

せん。ファーウェイが私営企業だからこそ、われわれは夢

を追い続けているのです。最初数百人の時から一つの目標

を目指して、その後数千人、数万人、十数万人になっても

ずっと同じ目標を目指して突進しています。これには我々

は毎年 150-200 億ドルの研究開発費を投入し、将来 5 年間

の開発費総額は 1000 億ドルを超える予定になっています。

資本至上主義の会社は財務諸表の見栄えを最優先していま

すが、われわれは将来の産業構造を見据えたうえでの会社

運営となりますので、意思決定システムが異なります。我々

は人類の情報社会のために努力するという至ってシンプル

な理念を持っています。

もうひとつ申し上げますが、ファーウェイには 96,768 名

の持ち株従業員がいます。先日、つまり 1 月 12 日、世界
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170 ヵ国、416 の投票所で新しい持ち株従業員代表の選挙

が行われ、この選挙は一年かけて行われました。まず会社

のガバナンス体制を説明し、従業員に会社の組織構造を理

解してもらい、それから組織のレベルごとに候補者を推薦

し、各レベルの候補者は自己アピールして持ち株従業員に

なる為、他の持ち株従業員に認めてもらわないといけませ

ん。これでその人が当選するのではなく、ただノミネート

されたことになります。それからさらに上の組織に推薦さ

れ、もっと広く民意を聴取し、ある程度候補者を絞ります。

残った候補者リストを各級の上位組織が審査と協議を行

い、更に民意を聴取し、調査を経てさらに絞ります。最後に、

選挙委員会に報告し、最終的に候補者は約 200 人に絞られ、

情報プラットフォームに公開し、社員の意見を公開募集し

てから投票し、候補者のリストを確定します。

1 月 12 日、我々は全拠点の投票を終了し、ここ数日間は

メッセンジャーが投票用紙を持って帰ってきています。持

ち株従業員代表大会は会社の最高権力機関で、わが社の所

有権は 96,768 名の持ち株従業員にあります。彼らはファー

ウェイの従業員か、ファーウェイで長年仕事してから退職

した従業員で、従業員以外誰もファーウェイの株式を 1 ド

ルも所有できませんし、外部機関や政府の如何なる部門も

ファーウェイの株式を 1 ドルも持っていません。会社には

持ち株データを保存する倉庫があります。皆様の見学と抜

き取り検査を心から歓迎します。
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創業する時、私はお金がありませんでした。軍隊を退役

する時、私たち夫婦二人で人民元約 3000 元を退職金とし

てもらいました。当時深センで会社を登録するには最低 2

万人民元が必要で、私は資金募集の方式で 21000 元の資

金を集め、この会社を登録しました。今日まで、私個人の

ファーウェイ持ち株数は 1.14％で、ジョブスの持ち株比率

は 0.58％なので、まだまだ持ち株数を減らせます。ジョブ

スに見習わないといけません。

 

『ファイナンシャル・タイムズ』Yuan Yang：去年 AU（ア

フリカ連合）センターの通信がハッキングされました。AU

センターに関連設備を提供したのはファーウェイですが、

この件について何かコメントはありますか。もし中国人あ

るいは外国人が中国で犯罪してファーウェイの携帯になに

か手掛かりを残した場合、ファーウェイは中国司法機関に

協力しますか。さらに例えば、中国人または外国人にかか

わらず、海外で犯罪した場合、ファーウェイはどうしますか。

任正非：ファーウェイは中国籍従業員あるいは非中国籍

従業員にかかわらず、現地の法律に違反した場合、われわ

れは司法機関の調査に協力します。我々は従業員の法律に

違反する如何なる行為にも徹底的に反対します。会社内に

は非常に膨大な国内外コンプライアンスマネジメントシス

テムがあり、これらの事件の発生を予防しています。違反

08
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があった場合は、紀律部門が処理に当たります。これから

ファーウェイの規模はもっと大きくなるかもしれません。

クラウド時代のネットワーク社会は今よりも複雑で、自分

の行動を律しないと、われわれは責任の重さに潰されてし

まいます。

AU センターのネットワークハッキング事件は、ファー

ウェイとは関係ありません。

 

『フォーチュン』Eamon Barrett：先ほどおっしゃった紀

律処分の問題に続いて質問します。先週ファーウェイポー

ランド子会社の従業員がスパイ容疑で逮捕され、現在ファ

ーウェイはその従業員を解雇処分したと聞いています。何

の証拠あるいは裁判所の裁判も待たずに解雇処分している

そうですが、孟女士の件を振り返ってみると、12 月に身柄

を拘束されてからファーウェイが行ったいろんな努力を見

ると、孟女士が無罪であるということを前提にした動きだ

と思いますが、どうしてこの二つの事件の処理方法がこん

なに違うのでしょうか。なぜポーランドの件では直接解雇

処分し、カナダの件ではここまで争うのですか。

任正非：この二つの件についてはいずれも現在行われて

いる法的手続きにかかわっています。会社が正式に発表し

た内容以外、私個人としては何もコメントができません。

09
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 『ブルームバーグ』高原：ファーウェイの事業内容に戻り

ますが、最近一部の国でサイバーセキュリティを考え、フ

ァーウェイ設備の使用を停止していますが、ファーウェイ

の事業にどんな影響がありますか。ファーウェイはこれか

らどんな対応をされますか。あるいは、任さんはファーウ

ェイがどうすれば、これから欧州や米国など先進国、ファ

イブアイズ諸国で正常に業務を展開できると思いますか。

任正非：まず、ファーウェイを受け入れるお客様と、受

け入れないお客様がいます。今になって浮かび上がった問

題ではなく、これは昔からある問題です。ファーウェイを

受け入れないのは、少数の議員や政府役員の意見で、政府

の規定を代表するわけではないので、こちらから積極的に

コミュニケーションしなければなりません。もしこの問題

が政府の規定にエスカレーションされた場合、ファーウェ

イはその国で販売しません。

現在の争議点は 5G にあり、4G 以下についてはまだ議論

していません。論争がないエリアの製品は続けて販売しま

す。少数の国がこれからファーウェイの製品を買わないこ

とを決めましたが、それなら我々は当社製品を購入する国

のためにしっかりと設備を作り、優れたネットワークで当

社は信頼に値する会社であることを証明します。これは技

術に関する平和的な競争で、公平的なものだと思います。

10



18

海外メディア（ラウンドテーブル）

『AP 通信』Joe McDonald：少し前に中国政府が国家安全

面の原因からカナダ人を 2 人逮捕しました。昨日ニュース

で中国の裁判所が麻薬密輸の疑いのあるカナダ人に死刑の

判決を下したと報道しました。現在、逮捕された二人は中

国政府が実質捉えた人質で、カナダ政府がお嬢さんを拘束

したことへの対応であると示唆している人がいます。また

死刑の判決もこの事件の影響であるとみています。そのた

め、その人たちは、ファーウェイにしろ、任さん個人にしろ、

いずれも中国政府が人質を取ったり、あるいは政治を通じ

て麻薬密輸の案件を影響したりして、ファーウェイを助け

ていると暗示していますが、これについてどう考えますか。

任正非：この事件のいきさつについては私は知りません。

 

『ウォールストリートジャーナル』Dan Strumpf：ファー

ウェイ 5G の展開は新しい制限措置により制限され、これ

から制限範囲がさらに広がる可能性があります。先週ポー

ランドの政府関係者も NATO はファーウェイを対象に足並

みを揃えるべきだと話しています。ということで、これら

の考えられる制限措置により、ファーウェイは多くの市場

への参入ができなくなる可能性があります。ビジネスから

でも、会社の名誉からでも、これはファーウェイにとって

何を意味しますか。ファーウェイはこれからどのように対

応する考えですか。

11

12
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任正非：まず、ポーランドの提案が受け入れられるかど

うか、私にはわかりません。ポーランドは力が弱く、こん

なに大きな推進力があるかどうかが疑問です。ドイツ、フ

ランスなら影響が少し大きいと思います。ポーランドの企

業が何か役割を果たせるかどうか、今はまだわかりません。

ポーランドの考えを実現できたとしても、当社にとっては

重要ではありません。ファーウェイは上場企業ではないの

で、見栄えの良い財務諸表を作る必要がないです。これら

の国が我々の製品を買わないとしたら、ファーウェイは事

業の規模を縮小し、従業員を養うことさえできれば、会社

は将来的にも生き延びることが出来ます。

毎年ファーウェイは研究開発に 150 億から 200 億ドルを

投入し、世界で 5 位に入っています。現在、特許を 87,805

件所有し、アメリカにおけるコア技術特許は 11,152 件

あります。ファーウェイは 360 以上の標準化組織に参加

し、54,000 件以上の提案を出しました。通信分野において

ファーウェイの能力は世界最強です。そのため、ファーウェ

イを選択した国とファーウェイを選択しない国では、将来

的に大きな差が生まれると思います。ただ、我々はその選

択肢を制限することは出来ません。

ファーウェイは 5G のために大きな努力をしてきました。

我々は 30 以上の 5G 商用契約を結び、25,000 基以上の 5G

基地局を世界各地に出荷し、2,570 件の 5G 特許を持ってい

ます。我々は製品をしっかり作れば、必ず買ってくれる人
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がいて、製品が悪ければいくら宣伝しても誰も買わないと

信じています。我々にできることは、マネジメントの合理

化、製品づくりに集中し、サービスを向上させるのみです。

これこそが我々が変わり続ける世界に対応する不変な方法

です。

世界で 5G 技術を持っているメーカーは数社しかなく、

マイクロ波技術を持っている企業も少ない。5G 基地局と最

も先進的なマイクロ波技術を融合できているのは、世界で

もファーウェイしかありません。基地局は光ファイバーを

使わなくてもマイクロ波 UWB でバックホールの伝送がで

き、これは非常に経済的で、科学的な方法です。これは人

口が少ない田舎に適しています。田舎だから貧しいと思わ

ないで下さい。アメリカの多くの別荘地は都会から離れて

います。そこに光ファイバーがなかったら 8K テレビが見

れません。ファーウェイを使わなかったら、非常に高いコ

ストがかかります。その時が来たら、これらの国はファー

ウェイの 5G を禁止するのではなく、売ってくれとせがむ

かもしれません。当然、ファーウェイはいつでもお客様を

中心に据えているので、売るかもしれません。

 

『CNBC』Arjun Kharpal：先ほど、もし中国政府がネット

ワークデータの提供、あるいは設備にバックドアを設ける

ことを要求した場合、はっきり断り、このような要求に応

13
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じないとおっしゃいました。しかし、任さんが共産党員で

あることも周知の事実です。任さんはどのように政府ある

いは共産党の要求を拒否し、どんな方法でこのような要求

に立ち向かいますか。何によってお客様を安心させますか。

「そんなことがあったら、要求に従いません」というだけ

ですか。

任正非：ファーウェイは事業会社です。事業会社の価値

観はいつでもお客様を中心にしているので、われわれはビ

ジネスルールを守らなければなりません。私個人の政治的

志向は、われわれのビジネス行為と必ずしも密接に関係し

ているわけではありません。先ほどもはっきり言いました

が、そのようなことは絶対やりません。本日のインタビュー

を新聞などに掲載してから、将来 20 年か 30 年が経ってか

ら、私がまだ生きていれば、皆さんはぜひこの言葉で私の

行動を確かめてください。

『CNBC』Arjun Kharpal：もう一つ質問ですが、先ほどア

ップルの例を出しましたが、アップルは政府の要求に従わ

ないだけでなく、政府を裁判所に訴えました。中国にはフ

ァーウェイにこのような可能性を与える法律制度がありま

すか。

任正非：私が政府の要求を実行しなかった場合、私が

政府を訴えるのではなく、政府が私を訴えることになり

ます。ただ政府が私を訴えるかどうか、それは私にもわ

かりません。
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『Mobile World live』Joseph Waring：今、中米間は貿易

戦だけでなく、新しい冷戦の兆しが見えてきたという人が

います。そこで質問ですが、昔、無線通信技術は主に二つ

の陣営に分かれ、一つは GSM、一つは CDMA でした。任

さんからみて、これからの技術も二つに分かれる可能性は

ありますか？一つは中国が主導する技術陣営で、もう一つ

はアメリカが主導する技術陣営という風に。例えば、携帯

電話のプラットフォームが Android と IOS に分かれてい

るように。

任正非：世界は鉄道の建設において狭軌、標準軌、広軌

が共存する時代を経験しました。これは世界の運輸産業に

多くの問題をもたらしました。通信分野でも多基準の時代

があって、ネットワークの建設に多くのコストがかかりま

した。3G も 4G も同じ問題を抱えていました。通信ネット

ワークを統一させるために、皆で一緒に 5G では統一規格

を達成し、これは世界がスマート社会を迎えるための土台

を築きました。人為的にそれを二つの世界に分割した場合、

それは世界のスマート社会の進歩を妨害するものだと思い

ます。技術を研究する科学者の夢と政治家の見識が人類社

会の未来を決めます。わたし個人としては、世界中が一つ

の統一した標準を確立することに賛成します。

『ウォールストリートジャーナル』Josh Chin：カナダ人

が中国で拘束され、また死刑判決を受けた人もいます。先

14

15



23

海外メディア（ラウンドテーブル）

ほどそれはファーウェイとは無関係だとおっしゃいました

が、外から見ると、関係ないようには見えません。この事

件は孟女士の釈放に有益だと思いますか、それともネガテ

ィブな影響を与えることになると思いますか。そして、任

さんと孟女士の個人的な関係はどうですか。この関係はフ

ァーウェイの職場ではどのような形で表れていますか。

任正非：まず、私はこれらの事件の間の関係をよく知りま

せん。孟晩舟の事件について、われわれは法的な手段を通じ

て私たちの権利を守ります。

わたしたち親子の関係は、親しいながらも親しくないで

す。親しくない原因は、娘がまだ小さい時に私が入隊し、

毎年 11 か月は子供と離れていました。私が家に帰っても、

昼間彼女は学校に通い、家に帰ってきたら食事やら、宿題

やらと忙しかったので、彼女の子供時代、青年時代、私た

ちの関係はあまり親しくありませんでした。それから私は

創業の時代に入り、会社の生き残りのために戦っていまし

た。ほぼ毎日 16 時間をオフィスで過ごし、家族の面倒を

見る暇がありませんでした。だから三人の娘は誰も私とあ

まり親しくありません。父親として、私は彼女たちに申し

訳ないと思います。いつか彼女たちに「小さい時、パパが

毎日一緒にかくれんぼして遊んでくれたほうが良かった？

それとも今のようにいろんな可能性がある環境を作ってく

れた方が良かった？」と聞いたら、彼女たちは後者だと答

えてくれました。だから彼女たちは小さい時私が仕事のた
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めに一緒にかくれんぼして遊ぶ時間が無かったことを理解

してくれています。

仕事では、ファーウェイは業務プロセスによって運営さ

れる会社なので、そこに家族関係を持ち込むことはできま

せん。さらに、私は孟晩舟の担当業務を直接管轄している

わけではないので、コミュニケーションが希薄だったかも

しれません。将来退任してからなるべくそれを埋め合わせ

たいと考えています。

 

『ブルームバーグ』高原：先ほどの問題に続いて聞きま

す。任さんは今退任の考えはありますか。あと二つの質問

はアメリカに関する質問です。これまでアメリカ政府とコ

ミュニケーションするいいパイプはありますか。今日こん

なにたくさんの外国メディアがここに集まっていますが、

何かアメリカ政府に話したいことがあるとしたら、どんな

情報を伝えたいですか。そして、この前トランプ大統領は

Twitter に、孟晩舟事件に干渉することが中米貿易戦の交

渉に有利ならばそうすると発表しましたが、トランプにつ

いてどう思いますか。

任正非：一つ目の質問、退任はグーグルがいつ長生不

老の薬を発明するかによりますね、私はその薬を待って

いるんです。

16
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二つ目の質問、メディアを通じてアメリカに一言いうと

したら、「協力してウィンウィン関係を築く」ということ

ですね。ますますハイテク化している世界は、一国、一社

だけではなにかを成し遂げることが出来なくなります。工

業時代には、一つの国だけで紡績機械や船舶、列車などを

生産することが出来ましたが、情報社会ではお互いの依存

度が非常に高いため、人類社会のより速い進歩を促すこと

ができます。この情報社会は将来無限大に拡大され、一つ

の会社だけではなにかを実現することが難しくなります。

数多くの会社が共同で担わなければならないのです。

三つ目の質問、トランプ大統領が「孟晩舟事件に干渉す

る」と言ったことについて、私は待ってみるしかないですね。

いまはまだ何の判断も下すことが出来ません。トランプ大

統領については、個人的には彼は偉大な大統領だと思いま

す。税金を大幅に下げることは、アメリカの産業発展に有

利です。人工知能を産業と管理に幅広く活用することで、

以前よくあった組合の問題や福祉の問題、ストライキ……

などの問題が簡単に解決されます。減税は投資に有利で、

池を掘るのと同じで、水が流れ込みやすくなります。ただし、

他国や他国の企業に公平に接しないとみんなは積極的に投

資しません。投資が利益を生み、税収の減少を補います。

他国や企業を脅かし、横暴に人を拘束するようなことがあ

れば、誰がアメリカに投資しますか？せっかく減税によっ

て作られた優れた投資環境も役に立たなくなります 。
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『ファイナンシャル・タイムズ』Yuan Yang：多くの人は、

現在ファーウェイ 5G に対するアメリカの疑いは技術的な

問題だけでなく、政治的な問題もあるとみています。ファ

ーウェイは今、中米冷戦の代表になっているとみんなは考

えていますが、この問題についてどう思いますか。

任正非：まず、ファーウェイはそんなに偉くありません。

中米両国の対立に、ファーウェイのような小さい会社を巻

き込んで、われわれに何ができると思いますか？今まで我々

は中米貿易摩擦の影響をあまり受けていません。我々は

2019 年にも成長し続けると予測しています。ただ成長幅は

20% 以内になるとみています。

今欧米ではファーウェイの設備が不正な動きをしている

と考えている人がいますが、このような考え方は産業革命

時代に紡績機械を打ち壊した人たちのことを思い出させま

す。彼らは先進的な紡績機が世界を破壊するものだと考え

ていました。ファーウェイが売っているのはベアメタルの

設備で、この設備には思想が入っていません。この設備は

通信キャリアがオペレーションしていて、ファーウェイで

はありません。もう産業革命で紡績機械を破壊するような

時代に逆戻りしないでください。 

『フォーチュン』Eamon Barrett：二つの質問があります。

先ほど、電気通信産業の相互依存度が非常に高いとおっし

17
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ゃいました。昨年 ZTE はアメリカの輸出制裁により事業が

かなり長い間ほぼ停滞した状態にありました。アメリカが

ファーウェイを対象に輸出規制を実施した場合、ファーウ

ェイの事業も影響を受けるでしょうか。二つ目の質問は、

ずっと前に、ファーウェイが交換機を生産する時、任さん

は江沢民に面会したことがあり、電気通信交換機は国家の

安全保障に関係するとおっしゃたことがあると聞いていま

す。もう一度確認しますが、このような面会はあったので

しょうか、また電気通信産業はほんとうに国家の安全保障

と関係があるでしょうか。

任正非：まず、われわれは長年研究開発に力を入れ、多

くの努力をしてきました。この点でファーウェイと ZTE は

大きく違うので、ZTE のような状況はファーウェイには発

生しないと思います。ファーウェイの政策と基本的なビジ

ネスルールは、国連、アメリカ、EU に適用する輸出規制

に関する法律法規を含む、事業展開国に適用されるすべて

の法律法規を守ることです。また我々は徹底したコンプラ

イアンスシステムを構築することに力を入れてきました。

もし、本当におっしゃったような状況が発生したとして

も、ファーウェイに対する影響はあるものの、それほど大

きくないと思います。全世界の通信キャリアが我々を信頼

し続けるからです。例を上げますと、津波の影響で福島原

子力発電所に放射能漏れが発生した時、周辺住民が避難し

ていくなか、ファーウェイの従業員が震源地に向かってい
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きました。彼らは命の危険にもかかわらず、2 週間で 680

基の基地局を復帰させ、震災救助に大きく貢献しました。

孟晩舟もその時香港から日本にわたり、飛行機にはお客様

が二人しか乗っていませんでした。我々は災害を前に逃げ

るのではなく、人々の安全のために災害に立ち向かいま

す。インドネシアに大津波が発生した時、ファーウェイの

47 名の従業員は 13 時間以内に津波被災地の 668 基の基地

局を復旧させ、救援に大きく貢献しました。チリにマグニ

チュード 9.1 の大地震が発生した時、従業員 3 人は会社と

の連絡が取れなくなりました。会社で救援チームを派遣し

て救援することになり、私に意見を聞いてきました。地震

がまだ続いていたので、救援チームを派遣すると、さらに

多く人を危険にさらすことになると考え、彼らの情報を待

つしかないと判断しました。やっと連絡が取れた時、彼ら

の上司がある地区のマイクロ波基地局が故障していると伝

えると、彼ら三人はすぐ設備を背負ってその基地局に向か

いました。彼らの物語を、その後会社ではショートフィル

ムに撮りました。震災後、彼らを見舞いに行ったとき、ちょ

うどチリの大富豪からとてもおいしいワインをもらったの

で、彼らにプレゼントしました。ご存知の通り、アフリカ

は戦争だけでなく、疫病が頻繁に発生する地域でもありま

す。我々の従業員もマラリアにかかった人が大勢います。

彼らはこれらの疫病と貧困な地域を毎日忙しく行き来して
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います。写真が必要でしたら、広報部門に提供させます。

このような事件からも分かるように、われわれは上場企業

ではありません。財務諸表をきれいに見せるためではなく、

人々の夢を実現するために努力し、戦っています。いくら

条件が厳しくても、努力を惜しみません。

次に、わたし個人もネパールのエベレスト 5200 メート

ルのキャンプに行って、近くの村に設置された基地局を見

に行きました。「私が死を恐れていたら、どうして君たち

を勇敢に戦わせることができようか」と言ったことがあり

ます。もし、ファーウェイが資本至上主義の会社だったら、

こんな行動はとらなかったでしょう。過去 30 年間、ファー

ウェイは世界の辺鄙な地域と貧困地域のために多大な努力

をしてきました。そのために尊い命を捧げた従業員もいま

す。彼らを忘れないでください。ファーウェイが社会に貢

献してきたことを忘れないで下さい。特に我々が行ってき

た努力の事実を疑いの目で見ないで下さい。

三番目に、江総書記は我々の会社を視察したことがあ

ります。その当時は会社の規模もまだ小さく、コンクリー

トの床すらまだ完全に乾いていませんでした。江総書記は

我々に具体的な指示を出しませんでしたが、努力するよう

にと励ましてくれました。ジャーナリストの皆さんが言っ

た話は聞いたことがありません。
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 『ウォールストリートジャーナル』Josh Chin：二つの質

問があります。任さんが考えている会社の将来の CEO 後

継者は誰でしょうか。二つ目、ファーウェイ文化を形成す

る上で、任さんはどんな役割を担当していますか。ファー

ウェイの文化は攻撃的で、従業員に高い要求を課すること

有名で、よく「オオカミ文化」と言いますが、文化の形成

において、任さんはどんなことをやりましたか。なぜ会社

の文化はそれほど大事なのでしょうか。

任正非：ファーウェイが存在する唯一の理由はお客様に

サービスを提供するためです。権力は共同的な価値観を推

し進める動力と潤滑剤で、それを引き継ぐ人は、価値観を

推進する権力があり、動力と潤滑剤の役割を果たすことに

なります。しかし権力に制限がないと、この価値観を妨害

することになります。我々の企業ガバナンスは、「分権、

共同成長、抑制と均衡」を実現することで、権力の一極集

中ではなく、循環させることで合理的に交替することを目

指しています。

会社の運命を個人に託してはいけません。もしその人

に危険が生じたら、会社が運営できなくなります。将来の

不確実性を持った事業環境に対し、われわれは集団的リー

ダーシップを貫いてこそ、絶えず困難を乗り越え、企業を

存続させることができると考えています。そのため、今年

170 か国で 96,768 名の持ち株従業員選挙が完了し、これ

によって新しいガバナンス組織が生まれます。制度の交替

19
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を通じて「お客様志向、お客様に価値をもたらす」という

ファーウェイの共同価値観を確実に守り、長く継承してい

くことを確保します。

我々は複数のレベルのガバナンス組織に分けられ、各レ

ベルの責任が明確で、分権して相互に抑制しながら均衡を

保ち、過度の権力集中や権力の乱用を避けています。例え

ば、取締役会および監督委員会を退任したシニアリーダー

で構成される「エリートグループ」を作り、会社の長期的

な利益を保護し、リーダーの選抜を担います。この体制は

欧州の有名な管理科学者 Malik の考えを採用し、欧州と世

界各地の重要な 100 年企業のマネジメント経験を取り入

れました。取締役会は「賢人」を選抜し、経歴は重要視し

ません。彼らの責任は、食料をたくさん作って土壌の肥沃

度を変え、会社を引っ張って前進することです。監査委員

会は「誠実な人」を採用し、取締役および上級管理職が責

任を果たしているかどうかを監督することです。このよう

に、権力はこうした環境の中でローテーションし、ローテー

ションの中で合理的に交替するのです。

現在は輪番会長が 3 名で、6 か月で交代します。在任期間

中は会社の最高リーダーで、最高リーダーは法の管轄下にあ

り、この「法」とは会社のガバナンス規定で、集団的民主主

義の監督も受けます。例えば、在任中の輪番会長が提案し、

輪番会長 3 人で相談してから常務会に提出して議論するかど

うかを決めます。7 人からなる常務会が投票して可決した場
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合も提案を形成するのみで、最後には取締役会に提出して投

票を行います。取締役会の過半数投票で可決されてから正式

な書類になります。取締役会長は持ち株従業員代表大会を代

表し、常務会をルールに基づいて管理し、常務会と取締役会

の運営は会社のガバナンス規定を守らなければなりません。

監査委員会は取締役の行動を監督します。そのため、誰が後

継者になるかは知りません。それは交替する中で自然に生ま

れるもので、私が決めるものではありません。私はサウジア

ラビア王国の国王ではありませんから。

 

『CNBC』Arjun Kharpal：2019 年の業績見通しをお聞き

します。今エリクソンを含むファーウェイの一部競合他社

は、経営に苦しんでいますが、ファーウェイはこの機に事

業の多角化を一層進めるでしょうか。2019 年の売上目標

について、具体的な数字はありますか。 

任正非：2019 年は国際的な環境の影響で様々な困難に

直面するかもしれません。成長は 20% を超えない、約

1250 億ドルと見込んでいます。我々は人の窮地につけこ

んで、エリクソンやノキアの市場を占領したりしません。

現在の環境を見ると、彼らに非常に有利だと思います。

一部の国がファーウェイをブロックしていますが、彼ら

は制限されていないので、そちらのチャンスが我々より

多いと思います。

20
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『ファイナンシャル・タイムズ』Yuan Yang：一つ目は、

孫亜芳女士についてですが、彼女の国家安全部とファーウ

ェイにおける関係について説明していただけますか。二つ

目は、ファーウェイと中国解放軍のビジネス関係ですが、

軍または軍関連機関からどれだけの収入を得ていますか。

三番目は、ファーウェイと軍又は軍関連機関は研究開発の

面で提携協力していますか。

任正非：まず孫亜芳の経歴は会社のウェブサイトに公開さ

れています。二番目の問題、少量の民用製品が買われている

かもしれません。具体的な数字はよくわかりません。われわ

れの大口顧客ではありませんので。三番目は、ファーウェイ

と軍の研究開発機関は何の協力提携も行っていません。

 

『ウォールストリートジャーナル』Josh Chin：先ほどト

ランプ大統領及びアメリカの投資環境について話しました

が、お考えを聞きたいと思います。中米間の貿易戦は、一

部ではアメリカの会社が中国市場に進出あるいは公平競争

する機会が足りないからだと言われています。例えば、フ

ァーウェイもクラウドの分野に入っていますが、実際この

分野においてアメリカ企業に対する制限は多いです。任さ

んは、中国がアメリカに対し市場をさらに開放して、今の

ような貿易状況を緩和すべきだと思いますか。その場合、

中国のハイテク企業にどんな影響があると思いますか。

21
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任正非：私はいつも開放政策に賛成です。しかし私には

決定権がありません。

実際にあったことを話しましょう。2003 年、シスコと

我々は前代未聞の訴訟を始めました。その時ファーウェイ

はまだまだ小さい「毛虫」でした。我々はとてつもない訴

訟が起こされ、精神的プレッシャーはかなり大きかったの

です。今までそんな経験がなかったのですから。でも私は

国民感情やポピュリズムを煽って、シスコをボイコットす

るという手段で訴訟を解決しようとはしませんでした。数

年後、空港でチェンバーズと会談した時、彼は我々のシス

コに対する態度をはっきり理解しました。中国は開放・改

革してこそ希望がある、ファーウェイ一社の為に中国が開

放しなくなるのはいけない、ということを我々はよく知っ

ています。

また、アメリカが突然ファーウェイの携帯を買わなく

なった大事件が起きた時、中国の一部の国民はアップルを

ボイコットすると言い出しました。我々は、ファーウェイ

一社の為に国家の利益、国家の改革開放政策を犠牲にして

はならないという態度をはっきり示しました。最近西側で

つまずいていますが、それでも我々は中国がさらに開放し

ていくことを望みます。私は、中国はさらに開放的で、更

に改革を進めてこそ、もっと繁栄した中国に成長できると

信じています。
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今日は長い時間、私の話を聞いていただき、ありがとう

ございます。私の話は論理的でない点や、言葉足らずな点

も多々あるかと思いますが、一つの切り口からお互いを少

し知ることが出来ればと思います。今後も会う機会がある

と思いますが、その時にはまた問題を絞って深くコミュニ

ケーションできればと思います。今日はテーマが非常に広

く、私は答えやすかったです。皆さんが一つの問題につい

てとことん問い詰めることを恐れていました。今日は皆さ

んと知り合うことが出来ました。将来、チャンスがあれば、

一緒にコーヒーを飲みながら、もっと気軽な話をしましょ

う。ただ、私の話の中にとりとめのない話もあるかと思い

ます、それをニュースとして報道しないでほしいですね。

そうすれば、皆さんともっと腹を割ってお話が出来るよう

になると思います。本日はお忙しい中、ありがとうござい

ました。
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『財経雑誌』：ファーウェイが最近、困難な局面に置かれ

ています。ファーウェイとしては、これまで長年の研究開発

とイノベーションへの投資は、難局の打開につながるもの

なのか、社内で系統的にレビューしたことはありますか。

任正非：今日遭遇した困難は、十数年から予想はしてい

ました。これに向けて十数年、準備してきました。ファー

ウェイは何の準備もせずに、慌てふためいて今の場面に対

応しているのではありません。これらの困難は我々にとっ

て影響があります。しかし、それほど大きな影響ではなく、

重大な問題にもなりません。

記者：いまの状況の下で、自主イノベーションの中国企業

にとっての意義をどう考えていますか。

任正非：私は「自主イノベーション」という言葉を支持

したことは一度もありません。私が思うには、科学技術は

人類共通の財産で、先人の肩の上に立って前進しなければ

なりません。それができてこそ、世界をリードする位置へ

のプロセスを縮めることができます。何でも自力でやると

いうのは、農家の発想であり、農家以外の人はそう考える

べきではありません。自主イノベーションはもしある種の

精神を言っているなら、私は賛成します。言い換えれば、

ほかの人がすでにイノベーションした場合、我々は他人の

知的財産権を尊重し、許諾を取得し、対価を支払えばよい

です。もう一度同じことをやりたければ、同様に許諾を取

01
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得し、対価を支払う必要があります。これは法律の規定です。

いうまでもなく、研究者はみんな自主イノベーションをし

ています。前の話はファーウェイのような事業会社が行う

エンジニアリングイノベーションについてです。

『得到 APP』：引き続き私から質問します。ファーウェイ

は今回のアンチグローバリゼーションの高まりに対し、最

悪のシナリオについてどのような対策案を考えていますか。

任正非：外部の変化はファーウェイにとってそれほどの

影響はありません。我々には、自社製品はほかのどこの製

品よりも優れ、お客様に買う以外の選択肢がないという自

信があります。例えば、全世界で 5G 機器を製造できるメー

カーは非常に少なく、その中でファーウェイの製品が群を

抜いています。今、世界ではマイクロ波機器が作れるメー

カーも多くはなく、その中では、ファーウェイがもっとも

進んでいます。5G 基地局と最先端のマイクロ波技術を組

み合わせて一つの基地局に仕上げられるのはファーウェイ

しかありません。将来、我々の 5G 基地局はマイクロ波伝

送技術を利用し、光ファイバーに頼らずに、マイクロ波の

ウルトラブロードバンド（超広帯域化）で通信することが

できます。こういう技術は広大な農村部にしか適用しない

と言う人もいますが、5G、マイクロ波ともにウルトラブロー

ドバンドであり、西側諸国への展開に向いています。とい

02
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うのは、多くの西側諸国では別荘が散らばって分布してい

るため、8K テレビの番組を楽しんだり、高速データ通信

を利用したりする場合は、ファーウェイの設備が必須とな

ります。もちろん買わないという選択肢もありますが、そ

の場合は、高いコストで別途ネットワークを整備しなけれ

ばなりません。ファーウェイの技術的革新は、より多くの

市場チャンスを創出し、会社の存続を支える多くの糧をも

たらしています。そういうわけで、外部が想像したほどに

我々は心配していません。

『環球時報』：長い間、西側がファーウェイを含めた中国

企業に対して、最もよく見かける非難は、知的財産の窃盗

です。これに対してどう思いますか。

任正非：私は中国企業を代表できる立場になく、代表で

きるのはファーウェイだけです。ファーウェイはアメリカ

でいくつかの大型訴訟を経験し、いずれも良い結果を得て

います。今、ファーウェイが保有している 8 万 7,805 件に

上る特許のうち 1 万 1,152 件がコア特許であり、アメリカ

で登録されています。我々の技術や特許はアメリカの情報

化社会に役に立つものです。また、多くの西側の会社とク

ロスライセンスで合意しています。ファーウェイはほかの

企業を代表することができません。ただし、我々自身は他

人の知的財産権を絶対に尊重しています。

03
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新華社通信：なぜ中国にはクアルコムのような、知的財産

権のライセンス事業で成長する企業が現れないのですか。

深圳の一部企業には自前の知的財産権があるものの、知的

財産権の訴訟事件に巻き込まれた上、外国企業の封じ込め

も相まって、仕方がなく、産業チェーンの川下のほうへと

シフトせざるを得ません。そこで聞きます。中国の知的財

産権制度をどう見直せば宜しいですか。

任正非：もし知的財産権を物権としてみなすことができ

れば、中国の技術イノベーションはより恵まれた環境下で

進むかもしれません。知的財産権法が物権法の一部分になっ

ていれば、知的財産権に対する侵害は物権侵害になります。

このような環境は、独創的な発明に資すると思います。独創

的な発明がなければ、将来の「クアルコム」がどうして誕

生できますか。知的財産権の保護は国の長期的発展に利す

るもので、決して西側が中国を封じ込めるための口実では

ありません。そのために、国としてはまず模倣品やパクリを

支持せずに、オリジナリティを支持し、守っていくべきです。

その結果、経済成長のスピードは若干鈍化するかもしれま

せんが、クォリティは高まり、競争力のある会社も次から次

へと現れてくると思います。

新華社通信：世界は今、マッカーシズムの時代に後戻りし、

一部の企業や個人が共産主義のレッテルを付けられ、バッ

04
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シングされていると世の中は感じています。中国の「国家

情報法」の発布、とりわけその第 7 条の内容は、ファーウ

ェイの国際市場での事業展開がいくらかの障害をきたすと

気づいていますか。何らかの形で、法律の内容について合

理的説明を行う必要性は感じていますか。

任正非：まず、ファーウェイは法解釈の立場にありませ

ん。政府はすでに姿勢を表明しました。外交部は、中国では、

企業にバックドアの仕込みを強要する法律が一切存在しな

いと明確に説明しています。

次に、中国は、企業はいかなる国においても、当該国の

法令を遵守しなければならないことを強調しています。こ

れには国連、アメリカや EU（欧州連合）の輸出入規制や

制裁に関する法令も含まれています。

深圳衛星テレビ：こんにちは。深圳で報道の仕事に長年携

わってきているものですが、私の印象では、ファーウェイ

がこれまでの 30 年を見ても、今回ほど密集して、しかも

任 CEO が自ら先頭に立って、メディアと連日のように会う

ことは、大変珍しいように思います。外国メディアも同じ

く、今年任 CEO によるこれまでになかったメディア露出は、

ファーウェイが現在直面しているかつてない、きわめて困

難な状況に対する対応であると報じています。こうした評

価にご賛同ですか。このような行動は、どのようなメッセ

06
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ージを伝えようとしているのですか。一部の西側諸国によ

るファーウェイのサイバーセキュリティに対する非難は、

歴史的な偏見によるものか、それともファーウェイには確

かに強化すべき点があるか、どう思いますか。ファーウェ

イが西側諸国の懸念をどう払拭するつもりですか。

任正非：まず、メディアと会うのは、広報部に強請られ

たからです。彼らがいうには、ここのところ、18 万人の

従業員と幅広い層のお客様に我々の自信を伝えて、彼らに

ファーウェイのことをもっと理解し、信頼してもらうよう

にしなければなりません。と同時に、社会に安心感を与え

るために、それほど大きな困難に遭遇していないと発信す

る必要があります。ファーウェイの社内会議に参加すれば

分かりますが、毎回、会場は高揚したムードに包まれ、大

きな困難があるとは全く感じられません。しかし、そういっ

たところは世間に知られておらず、我々の自信を伝える必

要があり、私がお話すれば役に立つと言われています。で

すから、メディア露出は社会に我々の自信を伝えるためで

す。とはいうものの、今年、ファーウェイの売上の伸びは

いくぶん鈍化するかもしれません。20％を超えないだろう

と見込んでいます。

次に、サイバーセキュリティについてです。情報セキュ

リティとサイバーセキュリティは分けて考えるべきもので

すが、今は混同されています。ファーウェイが 30 年来、

170 の国で、30 億人あまりにネットワークサービスを提
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供してきました。セキュリティ上の問題を起こしていませ

ん。ただし、我々はまだ進歩を続けなければなりません。

今、ファーウェイはソフトウェアアーキテクチャの再構築

を行っている最中です。「ネットワークアーキテクチャの

簡素化、オンライン取引モデルの簡素化、サイバーセキュ

リティの確保、一般データ保護規則（GDPR）のプライバシー

保護で欧州基準への到達」という四つの目標を掲げていま

す。向こう 5 年、膨大な研究開発費を投じて、世界で最も

良いネットワークの構築を目指します。5 年後の年間売上

は現在の倍以上になるかもしれません。

『第一財経日報』：2014 年、初めて取材した時に、「フ

ァーウェイは何も神秘さがないよ。ベールを外せば、シワ

だらけだ」という任 CEO のお話が印象に残っています。あ

れから 5 年が過ぎました。今、ファーウェイのベールは真

の意味でめくられたと思っていますか。むしろ世界では疑

問視する声が前よりも増えているようですが…

任正非：しわの数が増えただけです。半径が大きければ

大きいほど、問題も多くなります。もし小さな点にぐっと

絞って、畑を耕す農民のように、ジャガイモぐらいの大き

さしかなければ、外部の目にははっきりと映ることができ

ます。そうなれば、誰も疑問視しません。半径が大きけれ

ば大きいほど、はっきりと見えなくなります。10 年、20

07
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年先を見据えた模索はもっと見づらくなるので。みなさん

からの疑問も多くなっていくでしょう。しかし、疑問視さ

れることは大きな問題があることとはイコール関係にあり

ません。また、疑問視されることはそれなりの価値があり

ます。研究者は生まれながらにして疑うことが好きなので

す。そうでもしなければ、新しい発見もありえせん。彼ら

は信じないことにより、新発見を手に入れるのです。です

から、疑問視すること自身も前進するプロセスの副産物だ

と言えます。

未来の情報化社会の発展は我々の想像を遥かに超えま

す。向こう 20 年ないし 30 年の間に、人類社会に巨大な革

命が起きて、ものづくりのあり方に天地をも覆すほどの変

化が起こるに違いありません。例えば、工業生産は AI の活

用により、生産性が大幅に高まります。皆さんにファーウェ

イの生産ラインを見学していただきましたが、あれはとて

も AI と言えるほどのものではなく、一部分でしか AI が搭

載されていません。それでも、ライン上では人間の姿がも

う多くありません。5 年後、この生産ラインは 5 ～ 6 人、

場合によっては 2 ～ 3 で足りるようになるかもしれません。

主としてメンテナンス担当です。ファーウェイの生産ライ

ン、とりわけ光チップのラインで働いているスタッフの多

くは普通の作業員ではなく、博士です。ただ現場での実践

力を持つ博士はまだ非常に少ないです。

今の時代では、国は教育の発展、それも基礎教育、とり
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わけ農村部の基礎教育に重点を置かなければなりません。

良好な基礎教育の土台がなければ、成果が実る基礎研究も

期待できません。農村部の教師の所得をもっと増やして、

優秀な人材が教師になりたい、優秀な子が師範学校に入っ

てみたいと思わせるようになってほしいです。先代の革命

家たちの毛沢東、粟裕、黄克誠、許光達、惲代英…など、

いずれも師範学校の出身です。もしそういったことができ

れば、「一番優秀な人材でもっと優秀な人材を育てる」こ

とが実現します。しかし、今はそうではありません。教師

の報酬が低く、知識を多く身につけていても、そんなにお

金にならないという現実を目の当たりにした子供たちもあ

まり勉強する気になりません。そういう状況が続けば、彼

らは 20 年先、30 年先の社会に適応できなくなります。社

会は分断されるかもしれません。完全に AI をベースにした

ものづくりは、西側諸国に戻っていくかもしれません。な

ぜなら、労働組合の問題もなければ、社会福祉やストライ

キの心配もないからです…一方、AI が完全に使えないもの

づくりは東南アジア、ラテンアメリカ、南欧など人件費の

低い国へと移っていくかもしれません。このような分断に

晒される恐れがあるため、中国は基礎教育を国の最重要課

題に位置づけ、将来の革命に備えておかなければなりませ

ん。全国民の文化的素養の向上は中国共産党と国の主な責

任であると同時に、一人ひとりの国民の義務でなければな

りません。今、街中に高層ビルがそびえ立っていますが、
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20 年、30 年後、これらの建物は老朽化します。しかし、

教育に投資しておけば、今や貧しい家庭の子供は博士に

なって、エンジン全開で頑張ってくれます。それによって、

国は益々栄えていくのです。

この重要な歴史的転換期において、ファーウェイができ

るのは他人のことに関与せず、自分自身のことをしっかり

とマネジメントしておくことのみです。そのために、我々

はおびただしい資金を投資して前に向かって突撃を続けて

います。さきほど CCTV の記者から「ファーウェイは稼ぎ

が少ないのに、なぜ技術開発にあれだけ投資できるのか」

と聞かれました。ここで答えます。例えば、今年、ファー

ウェイの利益は 90 億米ドルあまりですが、技術開発への

投資は 150 ～ 200 億米ドルにも達しています。実を言いま

すと、この 150 億米ドルというのは、ファーウェイの資本

支出ではなく、いずれもコストであり、本当のところ、お

客様が投資してくれたものです。お客様から頂いたお金は、

利益に反映せず、投資に回しています。

なぜ我々が先行しなければならないのかというと、新技

術実用化のリードタイムが短くなったからです。昔では、

科学者が提示した方程式は、その 50 ～ 60 年先になってよ

うやくその有用さが分かってきます。電磁理論が提起され

たあと、50 ～ 60 年も経ってから、無線に使えることが発

見されました。そして更に数十年経って…なんて、今日は

そういうことはありえません。実用化までのプロセスが極
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端に短縮されました。ミリ秒級とまで言えなくとも、極め

て短いものになっています。それでも昔と同じく、分業体

制に頼り、基礎研究をしないのでは、時代に取り残されて

しまうかもしれません。

人口大国の中国は人材大国になってこそ、より自信を

持って競争に臨むことができます。そのため、小学校教師

がもっとリスペクトされなければなりません。もちろん、

教師の待遇は昔よりはずいぶん改善されました。それを踏

まえた上で、教師を一番誇りが持てる職業にして初めて、

国の未来に希望が持て、世界的競争の中で成功を収めるこ

とができます。

今日、皆さんはファーウェイの数々の成功を目にしまし

た。実のところ、そうした成功への外国人研究者の貢献は

非常に大きいです。ファーウェイの給与は西側諸国の会社

よりも高いため、多くの研究者はファーウェイで働いてい

ます。ファーウェイには少なくとも 700 人の数学者、800

人あまりの物理学者、120 人あまりの化学学者、6,000 ～

7,000 人の基礎研究の専門家、6 万人以上の各種シニアエ

ンジニア、エンジニアがいます。このような組合せで前へ

進んでいます。中国は西側諸国と勝負したければ、まずは

地道に 50 ～ 60 年あるいは百年の時間をかけて、教育を振

興させなければなりません。

教育振興の鍵は建物ではなく、教師にあります。黄埔軍
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官学校 は二本のゲートル、抗日軍政大学 と言ったら背も

たれのない小さな腰掛しかありませんでした。抗大関連の

映画を見れば、砂埃が舞い上がる屋外、みんなが小さな腰

掛に座って、マイクもない毛沢東の話しに耳を傾けるシー

ンが目に焼きつきます。そのような状況の中、新中国が誕

生しました。黄埔軍官学校と抗日大学は世界の偉大な名門

大学ではないとでも言うのですか。とどのつまり、重要な

のはモノではなく、人材なのです。「人類の魂のエンジニ

ア という誉れがある教師が尊敬されて初めて、国は希望が

持てます。

記者：基礎教育を話題にしたのは、社会に対して鳴らした

警鐘ですか。

任正非：社会は「最も優秀な人でもっと優秀な人を育て

る」「いくら貧しくても教師を貧しくしてはならない」と

いうのをモットーにしなければならないと思います。

記者：何かこれに向けての取り組みを考えていますか。

任正非：我々はファーウェイをちゃんとした会社にする

ことができれば、それは皆さんにとっての手本になります。

ファーウェイには何がありますか。何もないのです。バッ

クグラウンドもなければ、リソースもありません。人間の

頭脳以外に何もないです。我々はただ、数多くの中国人と

一部の外国人の頭脳を結集させただけで、今日のような成

果を上げました。これはつまり、教育の偉大さが実証され
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たことを意味します。

『澎湃新聞』：4G の時代において、ファーウェイは多く

の競合との競争に勝ち、トップランナーとして存在感を示

しました。5G の時代になれば、のびのびと広い世界がフ

ァーウェイを抱きしめてくれるかと思っていました。しか

し、これまでのところ、外部から多くのバリアが設けられ

ています。さきほど、任 CEO もお話の中で、ファーウェイ

は遭遇する状況に対し、予想はしていたと言っていました。

これからは、ファーウェイは目下の難局をどう打破してい

こうと考えていますか。また、本日午前、ファーウェイの

ラボを二箇所見学しましたが、基礎研究にかなり注力して

いる印象を受けました。国のマクロ的環境を見ても、企業

あるいは大学による基礎研究が提唱されていますが、基礎

研究に対するお考えを聞かせてください。

任正非：世界が広いので、旅に出てみたいと言って、仕

事をやめた教師がいました。私が言いたいのは、世界が広

いので、まだまだ 5G を展開できる場所がたくさんあり、

むしろファーウェイが現段階そこまで手を広げられないこ

とです。少数地域からのボイコットは大多数の地域でもボ

イコットされることを意味しません。実は、5G の機能が

大げさに誇張され、それゆえ、ファーウェイのプレゼンス

はそれ以上に過大評価されています。ファーウェイの成長

08
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スピードがあまりにも速いため、社内の若者たちは興奮を

抑えきれずに、自慢げにしゃべり続けて、遂に大げさに受

け止められてしまいました。実は、今の人類社会は 5G に

対してそれほど切羽詰ったニーズはまだありません。人々

が今必要なものはブロードバンドなのです。しかし、5G

の主な機能はブロードバンドではありません。5G ができ

ることはたくさんありますが、こうした機能が現実になる

には、より多くのニーズの到来を待たなければなりません。

これには長い時間が必要です。5G を海の波だと思わない

でください。波に乗った形で富も訪れ、それを急いで掬い

上げないとチャンスが失ってしまう、ということではない

のです。5G の発展は緩やかなものです。日本と韓国はまだ

4G です。日本と韓国では 4G がうまく活用されており、需

要を十分に満たせています。中国では 4G がしっかり運用

できていません。私のスマートフォンの通信速度は 20 ～

30M しかありません。実のところ、ファーウェイが提供す

る 4G は 300 ～ 400M に達することができるもので、8K テ

レビの鑑賞にも対応していますが、今、中国のインターネッ

トは昼間に接続すればわずか 20 ～ 30M しかなく、4K テ

レビしか見られせん。8K はとても無理です。なぜなら、ネッ

トワーク構造が良くないからです。ネットワーク構造が優

れないとは一体どういうことか？実は通信事業者のネット

ワーク構造を研究する数学者はまだいません。ネットワー

クの構造的問題が解決されていない状況では、5G を導入
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しても、4G とそんなに変わりません。たとえて言うならば、

口が大きくても、のどが小さいのです。そのため、大きな

肉の塊を口に入れても、一口では飲み込めません。ですか

ら、5G の基地局になれば万事めでたしのではなく、皆さ

んもそんなにせっかちにならなくても良いです。5G はおそ

らく今後ミリ波（mmWave）通信になります。ミリ波だと、

倍の費用を払えば、帯域は 100 倍も増えます。1 秒間に数

十本のハイビジョン映像をダウンロードできます。こうし

たことは今、ラボでは完全に実現しています。5G の役割

はまだ十分に生かされていません。とにかく速いのです。

今回 CCTV は深圳で 5G による旧正月特別番組「春節の夕

べ」を実況中継しましたが、それもあくまでデモンストレー

ションに過ぎません。こうしたデモンストレーションはま

だ、大規模な商業応用活動に繋がっていません。

技術開発において、ファーウェイには「コーヒー 1 杯で

宇宙のエネルギーを吸収する」という言い方があります。

何をするかというと、グーグルに学ぶことです。グーグル

の親会社はお金を稼いだら、なかなか実現しにくいものの

研究に使います。不老不死の薬まで開発しているそうです。

そういったことで、人類社会に貢献し、未来への模索に富

を使っています。我々も同じです。「1 杯のコーヒーを飲

みながら宇宙全体のエネルギーを吸収する」という発想を

持つようになったのはグーグルに学んだためです。お金を

投入して、人類の未来を模索します。我々は大学教授の基
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礎研究を後押しします。彼らは灯台のようで、我々を明る

く照らしてくれるし、ほかの人も明るく照らしています。

ただ、我々はほかの人より理解が速いので、速く開発に成

功します。それだけのことです。

ファーウェイに在籍中の 1 万 5,000 人余りの基礎研究に

従事する研究者と専門家はお金を知識に変えていく人材で

す。このほか、6 万人余りの商品開発担当の応用型人材は

知識をお金に変えていきます。また、社外の研究者の模索

に対しても、適度なサポートをしています。

記者：もしそれでしたら、企業に基礎研究をやらせるのは

ふさわしくないようにも思いますが…

任正非：でも企業はやらなければ、時代をリードしたり、

時代の先を進んだりすることができません。また、超過利

益を稼げないし、先を見越した投資もできなくなり、結果

的に OEM 工場に陥ってしまいます。ファーウェイはなぜ

胸に成算があり、リードを続けることができたのか。電子

分野では、我々はすでに最先端の ARM CPU、AI チップの

開発に成功しており、光子の交換技術においても世界をリー

ドしています。量子分野では今キャッチアップしていると

ころです。少なくとも他所で量子コンピューターが開発さ

れた後、ファーウェイはどう使えばよいかについて、今は

研究を進めています。

電子、光子、量子の三者のうち、ファーウェイは二つの
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項目で先行し、量子コンピューティングに関しては追随し

ています。ですので、基礎研究をやって初めて、超過利益

を獲得して、戦略的投資の原資に使い、社会の進歩をリー

ドすることができます。ファーウェイは外部の研究者たち

に歓迎される理由は、我々が彼らを灯台とみなしているか

らです。ファーウェイは彼らのいかなる利益も侵害しませ

ん。アメリカには「バイドール法」という法律があり、大

学と非営利研究機関が連邦政府の助成を受けて行った発明

や創造でも、特許出願と登録の権利が大学と非営利研究機

関にあると規定しています。このような規定によって、研

究成果の事業化は大きく促されました。ファーウェイも「バ

イドール法」を遵守しています。私心なんてありません。

ただし、大学側と提携するというよりは、主として教授と

提携し、リーディング的な人材と提携しているのです。

『深圳商報』：ファーウェイの現在の基礎研究を評価すれ

ば、どのような技術レベルにあるとお考えですか。これに

関する、任 CEO 個人の目標設定は何ですか？ 2 年前に、

任 CEO が「国家科技大会」に出席した際、「ファーウェ

イは無人区に入った」と語っていたことを覚えています。

今も同じレベルだとお考えですか。

任正非：総じて言えば、ファーウェイの基礎研究は、ま

だ満足のできるものではないと考えています。なぜなら、

09
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これまでの 30 年、我々が真にブレークスルーできたのは、

数学でした。スマートフォン、システム用設備は数学が中

心ですが、物理学、化学、神経学、脳科学…などその他の

学科においては、ファーウェイはまだスタートしたばかり

で、遅れを取っています。将来の電子科学は、これらの学

科が融合したものになります。こういった分野では、ファー

ウェイで働きたい人がまだ少ないです。将来の情報化社会

を科学的に構築していくプロセスを考えると、ファーウェ

イはまだ力不足です。

無人区についてですが、当時は主として遅延の問題を念

頭に話していました。例えば、今、自動運転を含め、すべ

て遅延がネックになっています。この前、妻と一番下の娘

と一緒に欧州に行った時、ドイツで自動運転車に乗り、高

速道路で 2 時間余り猛スピードでの走行を体験しました。

欧州は、レベル 3 の自動運転が実用化しつつあります。自

動運転をめぐり、ファーウェイがアウディと提携している

ことは皆さんご存知だと思いますが、それもレベル 3 の段

階にあります。最高のレベル 5 になると、5G が生きてきま

すが、それでも遅延の問題があります。

ですから、真の無人区での模索は、遅延の縮小にありま

す。どんな電気回路でも必ずコンデンサや抵抗があるので、

必ず遅延が生じます。人類社会が望んでいるような遅延が

まったくない時代は存在しません。時代は飽和曲線の段階

に発展してきました。ファーウェイは丁度曲線の平らの頂
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上に位置し、新しい会社にたやすくキャッチアップされま

す。これこそ将来のリスクだと認識しています。今電子製

品はとても簡単に作れます。チップを何個か買ってきて組

み合わせれば出来上がります。我々の優位性は少しずつ衰

えます。この分野では、今までのスピードを維持できない

ことを懸念しています。

このほど、李克強総理はベルギー訪問の際、IMEC のデ

ザインプラットホームを視察しました。李総理はこのプ

ラットホームは、電子帯域幅を 1nm から 3nm にまで高め

ることができるところに注目をしていました。しかし、限

界に達したとして人類のニーズに応えられず、現段階グラ

フェンもまだシリコンに取って代わることができない状況

においてはどうすれば良いか。ファーウェイの解決策は、

チップを折りたたむことでした。しかし、最大のネック

は、この 2 枚のチップの間に溜まった熱を逃さなければな

りないことです。これも先端技術です。ですから、熱学は

電子産業にとって最先端の科学になります。この分野では、

ファーウェイの研究は先行しています。ただとても抽象的

です。今後の挑戦に対しては、我々も道を探し続けていま

す。しかし、緊張感がなく、のろのろと手探りして見つか

らない場合ですと、追撃する軍団にすぐに追いつかれてし

まいます。
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『人民日報』：この前に、ある経営者の方とお話した際、「毎

日戦々恐々としていて、薄氷を踏むが如き。追いつかれたり、

ユーザーに見捨てられたりしないのかと心配している」と

言われました。任 CEO にも似たような心配はありますか。

任正非：この「戦々恐々としていて、薄氷を踏むが如き」

という諺を我々も毎日のように口にしています。それはあ

くまでたとえ話であり、もし本当にそうでしたら、最初か

ら走れたりはしません。我々には成算があります。しかし、

話をする時はやはり本当に大変心配しているように大げさ

な言葉を選びます。どうかたとえ話の表現にあまりむきに

ならないでください。

『得到 APP』：では、「次に倒れる会社はファーウェイで

ある可能性」はありますか。

任正非：きっとそうでしょう。

『得到 APP』：けれども、必ずしも「次」であるとは限り

ません。

『財経雑誌』：ほかの会社は皆、百年企業を目指して、事

業を伝承していくと言っていますが…

任正非：百年企業になるのは極めて難しいです。その中

でも、何よりも慢心を取り除かなければなりません。以

前に、ファーウェイの体制を総括したいと言い出した指

導者がいました。私はその方に対して、「総括なんてしな

10
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いでください。なぜなら、前半の 20 年は前向きに進取す

る期間でしたが、直近の 10 年は後戻りしたからです。」

と申しました。その理由はというと、人が裕福になれば、

慢心してしまい、条件の厳しいところへは行きたがらな

いし、きつい仕事もしたくなくなるからです。どうすれば

慢心を取り除けるのか、これは我々にとってのチャレンジ

です。そのため、社内では自己反省を強調しています。言

い換えれば、自ら反省することで自分の中にある慢心を

取り除く努力をすることです。これはたやすいことではあ

りません。自分自身との戦いのほうが、人との戦いより遥

かに難しいと思います。

『中国企業家』：去年の「ファーウェイ人的資源セミナ -」

では、参加者から任 CEO に対してたくさん意見が出され、

「十の大罪」とまとめられました。これらの意見は納得で

きるものとお考えですか。指摘された内容について改善を

図ってきましたか。

任正非：「十の大罪」の内容は社内のオンラインフォー

ラム「本音コミュニティ」にアップしました。それを 18

万人の従業員の目にさらして、どう改善すれば良いか、皆

で議論してもらいたいからです。そのようにして企業文化

が出来上がります。こうした文化はファーウェイ社内の体

制を少しずつ変えることができます。私は「本音コミュニ

11
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ティ」を閲覧する時は、批判的な内容しか見ません。褒め

る内容はスキップします。現場や末端で何が起きたのか、

経営陣が正しいことをやっているかを知りたいからです。

何か見つかれば、個別にヒヤリングをさせ、指摘されたこ

とは本当にあったかを調査させます。

中央テレビ：基礎研究について縷縷お話がありましたが、

若い頃、研究者になろうと思ったことはありましたか。今

は、ご自分の人生は道を間違えたと思っていますか。そして、

二つ目の質問です。さきほど、ファーウェイは今、使い道

も分からないほど潤沢な資金があると語りました。ファー

ウェイの製品開発力は極めて強いです。この前、「ファー

ウェイは袁隆平氏と海水稲 の研究で提携する」という噂が

ありました。すぐにファーウェイからフェイクニュースだ

と声明が出されました。しかし、こうした噂の背後には、

もっと多くの、もっと良い製品をファーウェイに作ってほ

しいという人々の期待も込められていると思います。ファ

ーウェイには異業種に進出することを考えていますか。

任正非：まず、ファーウェイは社員数まだ数百人だった

頃に、一つの「突破口」をめがけて突撃をしてきました。

それが数千人、数万人、十数万人になっても、同じように

一つの「突破口」を狙っているのです。これに変化はあり

ません。しかも、毎年、我々はこの「突破口」に使う弾数

12
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は 150 ～ 200 億米ドルも超えています。この額は、研究開

発費のみです。ほかの部署も突撃をしていますので、足せ

ばこの金額を遥かに上回ります。一点集中してこそ、突破

ができて初めて、世の中に立脚できます。もしトレーラー、

馬車、人力車…などをたくさん連結しなければならない場

合、ファーウェイという高速列車はスピードが出なくなり

ます。

使い道も分からないほど潤沢な資金があるというのは、

一種のレトリックに過ぎません。我々がやっているのはす

べて未来への投資の拡大です。お金は使わなければなりま

せんが、きちんとした使い方ができるのは、たやすいこと

ではありません。資金を使用したい部署に対して、厳しい

予算審査を行います。例えば、ファーウェイは戦略費として、

36 億 8,000 万米ドルの予算を作りました。このお金をどの

ように使うかは、担当部署にプレッシャーがないことは考

えられません。また、「ファーウェイ大学」があり、受講

生の多くは博士、修士の学位を取得した人です。中には海

外で名門大学を卒業した後、数年間働いて、実績を上げた

従業員もいます。彼らはここで再教育を受けてから職場に

戻る、戻ってからまた再教育を受けに入学する…こういっ

た部分の費用は考えられないほど高額なものです。ファー

ウェイ大学はまだ内装工事が終わっていません。今度見学

に来てください。
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『財新週刊』：任 CEO、あなたは「これからの AI 世界に

は非常に多くのチャンスがあるかもしれない」と語りまし

た。チップからサーバー、クラウドまで、ファーウェイは

既に多くの分野に君臨し、全世界においてベンチマークと

なる企業はもうありません。ファーウェイは事業において

境界線がありますか。その境界線とはどこにありますか。

多くの提携先が、ファーウェイに仕事が奪われることを懸

念しているようですが…

任正非：実はファーウェイのビジネスは「パイプ」に過

ぎません。情報が流れるよう可能性を提供します。ファー

ウェイのサーバー・ストレージはあたかも「パイプ」の中

の「ため池」です。端末は「蛇口」になります。これらの

技術は一脈相通じています。なぜ、ファーウェイ端末の技

術が素早く進歩できたのかというと、パイプ技術での戦略

的備蓄が多いからです。使い切れないから、それらを端末

に編入して、研究者が端末のために働き、すぐに躍進しま

した。ですから、異業種への進出は、ファーウェイは永遠

にやりません。一昨日、西側の記者からは「ファーウェイ

は自動車を作るか」と聞かれました。私は「永遠に作るこ

とはない」と答えました。ファーウェイはコネクテッドカ

ーのモジュールに携わっており、自動車のエレクトロニク

スを支えるエッジコンピューティングが守備範囲です。こ

の分野では、ファーウェイが世界一かもしれません。ただ

し、これは車ではありません。車はファーウェイのモジュ

13
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ールで自動運転を実現しますが、ファーウェイは車を作り

ません。ですので、異業種への進出はしません。我々の事

業には境界線があります。情報を伝送する「パイプ」関連

を中心とする事業分野に特化し、これ以外のものは全部カ

ットします。

『財新週刊』：アメリカのシンクタンクのものを含め、最

近目にした多くの報告書や演説では、将来、技術の世界は

中米二大陣営に分裂する可能性があると指摘しています。

今後の技術業界のトレンドについて、どう考えていますか。

ファーウェイはこれまで特定の立場を取らないことに徹し

てきました。しかし、大国同士のパワーゲームの下で、フ

ァーウェイはこれからも独自路線を続けられますか。

任正非：もし将来、中米が対決する場面が起こるならば、

中国は今から教育を重視しなければなりません。ファーウ

ェイは海外に 4 万人余りの駐在員がいます。大部分の人は

帰国したくはないのです。なぜなら、子供の教育問題があ

るからです。帰国後の学級編入や、教育方法の違いなど一

連の問題があります。それがゆえに、従業員の流動化は実

現できません。帰国後子供の教育に困るからです。アフリ

カであっても、現地最高の学校に進学できるものの、深圳

に戻ると学校にも入学できません。ですから、教育は中国

にとって一番切羽詰まった問題であり、子供の教育を受け

14
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る権利は守られなければなりません。親御さんにとっては、

子供が一番です。モノづくりはもう人工知能（AI）に向か

いつつある中、人口ボーナスを盲目的に追求する考え方は

間違いだと思います。

東風汽車の竺会長とおしゃべりをした時に、私は「中国

の自動はトラクターから始めればよい」と話しました。西

側と同じ土俵で競争しないことです。トラクターを蚊も大

雨も高い山も恐れずに、24 時間田畑を耕し続けるものにで

きれば、農業生産の効率がおのずと高まるのではないかと

思います。

『界面新聞』：任 CEO は取材の中で、人工知能について

何度も言及しました。現在、AI を主要な目標にしている会

社はとても多く、何かにつけては AI を持ち出しています。

こういったトレンドは、AI をバブル化してしまうことを懸

念していませんか。

任正非：人工知能はバブルであるかもしれません。しか

し、このバブルが崩壊することを恐れないでください。失

敗してしまった研究者やエンジニアを、ファーウェイが採

用します。なぜなら、ファーウェイは自社の生産構造を変

え、全世界でのサービス構造を変える必要があるからです。

こういった人材はファーウェイにとって必要です。ではど

うして失敗した人が欲しいのか。失敗した人というのは、

15



63

中国メディア（ラウンドテーブル）

夢が大きすぎて、舞台が小さすぎて失敗します。しかし、

ファーウェイの舞台は十分に大きく、自由にダンスができ

るほどのスペースがあります。なぜ、人工知能がバブルに

なるのか。それは、同じものの提供者は世の中に一社しか

要らないからです。例えば、OS で言えば、マイクロソフト

に取って代わるものがありますか。真のロボットが誕生し

たら、90％のロボット会社が大変な状況に陥ってしまいま

す。ですので、AI にバブルがあるかどうかは、私にはうま

く説明できません。ファーウェイの設置工事の事例を紹介

します。新疆の高い山に基地局を設置する場合、JD（京東）

の若い配達員がバイクで山に登って、設備をマニュアル通

りに据え付けてくれた後に、ファーウェイのスタッフは西

安で調整・テスティングを行い、合格できれば検収されます。

その後報告書、レシートを発行するかわりに、代金を支払

ってもらいます。もし AI のやり方で生産性を高めていなけ

れば、ファーウェイは低コスト高収益を実現できません。

将来への戦略的投資を増やすことも不可能です。

『南方日報』：今、ファーウェイが直面している主な困難

はなんですか。

任正非：我々にとって、困難が山積しており、いたると

ころに困難があります。

16
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『財経雑誌』：海外ビジネスについてご紹介ください。こ

れから、ファーウェイは海外ビジネスの開拓において、ど

のような計画がありますか。

任正非：特に変化はありません。今までのやり方でやっ

ていきます。

記者：どういった分野を引き続き重点と捉えますか。

任正非：いまの方向を変えずに、分からない分野には入

らないということです。

『環球時報』：西側のメディアも質問したことですが、孟

さんのことについて知りたいです。父親としてお答えくだ

さい。どのような場面で娘さんがカナダで身柄を拘束され

た第一報を受けたのですか。今、彼女とはスムーズに連絡

がとれますか。孟さんの近況はどうですか。来年 1 月 29

日は、アメリカが身柄引き渡しを求める最終期限ですが、

いま何か困ったことがありますか。

任正非：孟晩舟と私は、もともと、同じ会議でアルゼン

チンに行く予定でした。しかも、彼女は会議の主な進行担

当でした。しかし、カナダで乗り継ぎの際に、不運にも拘

束されました。私はその二日後に出発し、ほかのところで

乗り継ぎをしました。ファーウェイは法的手続きにより問

題の解決に当たっていきます。孟晩舟の父としては、私は

17

18



65

中国メディア（ラウンドテーブル）

まず中国政府が、孟晩舟の中国国民としての権利を守り、

しかるべき保護をしてくれたことに感謝します。また、各

界の人々の孟晩舟への支持、関心と注目にも感謝します。

娘とは今、電話で連絡をとっています。電話の時は冗

談を飛ばしたりしているだけです。晩舟はしっかりして

います。

『財経雑誌』：任 CEO は閉鎖的な自主イノベーションに

は反対していると理解して宜しいですか。また、量子コン

ピューターを最初に発明するのは IBM かマイクロソフトに

決まっているとも語りました。

任正非：それは私個人の見解です。

記者：ファーウェイが最初ではないかもしれない、という

ことですね。

任正非：それは断言できることです。

記者：では、聞きます。片方、ファーウェイは毎年これだ

け多くの資金を研究とイノベーションに注ぎ込んでいます。

他方、先人の肩に立ちたいです。技術革新の共有と自社研

究に関して、両者の均衡点をどう取っていますか。

任正非：気持ち的において、私は自主イノベーションを

支持しています。すべての研究者のイノベーションは皆自
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主的なもので、一種のスプリットです。私は、先端的かつ

未知の分野において、自主イノベーションをより強調する

のは結構なことだと思っています。「嫦娥 4 号」がその一

例です。他人がくれたりしないものなので、自分でやるし

かありません。しかし、ローエンドの分野では自主イノベ

ーションを唱えてはならないように思います。ネジ一つも

自前で作るのですか。日本、ドイツの中小企業は偉いと思

います。日本には数十年、ネジだけに特化した会社があり

ます。彼らのネジの一番の特徴はいつまで経っても緩まな

いことです。高速鉄道、飛行機を含む世界各地の高速設備

は全部ここのネジを使っています。また、私はライカの工

場を訪れたことがあります。ど田舎です。その工場には、

35 年間、表面の塗装作業をし続けているおばあちゃんがい

ました。機械だと、彼女ほど丁寧に塗れないということで、

今でも代えることができないそうです。なので、今でも働

き続けています。じっくりと一つのことをやり遂げるのは

いいことです。しかし、人がすでにやったことでも、自ら

もう一度やって見せて初めて自分の凄さと偉さが証明でき

ると思わないほうがいいです。オープンな姿勢こそが、目

標の早期実現を可能にするものだと私は思います。

『財新週刊』：今回の一連のことはアメリカが発端でした。

この場でアメリカ政府やアメリカ社会にメッセージを発信

するなら、何を話したいと思いますか。

20
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任正非：私は、アメリカで（ファーウェイに対して）異論

を唱える人は少数の政治家かもしれないと思っています。別

にアメリカの国民を代表することができないし、アメリカの

産業界や企業、技術界を代表することもできないと思います。

アメリカの産業界と企業界は依然として、揺るぎなくファー

ウェイを支持し、協力を強めてくれています。ですので、少

数の政治家は大声で騒いではいますが、どれだけの作用が

あるかは、結果をみなければいけないと思います。

『得到 APP』：任 CEO はなぜトランプさんは偉大な大統

領だと言いましたか。この言い方は、かなり物議をかもし

たようですが…

任正非：トランプさんによる税率の大幅引き下げは産業

の発展に有利だからです。アメリカにとって、これで百年

も続く競争力を身につけたことになります。しかし、トラ

ンプさんがもし朝から晩まで、ほかの国と喧嘩したり脅し

たり、おまけに妄りに人を捕まえたりするのでは、みんな

が恐れて投資しに行かなくなります。そうなると、彼が減

税した分の穴埋めをする人がいなくなり、アメリカ経済も

大幅に下振れします。次期大統領は低い税率を変えないま

まで、関係改善のためにいろんな所を飛び回ると思います。

彼はきっと「どうぞ投資しに来てください。アメリカは良

い条件に恵まれており、税金は低いし、土地は安いし、何
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でも安いので」というでしょう。これで、アメリカが本当

に振興するかもしれません。税金の引き下げという一点だ

けで、彼を高く評価します。鄧小平氏さん「窪地」を掘り

ました。大量の水がそこに流れて、中国経済が台頭しまし

た。ですから、この点から彼を偉大な大統領だと評価した

わけです。しかし、もう一つの点で彼を批判しているので

はないですか。今はみんな怖くてアメリカへの投資を控え

ています。ですから、彼には二面性があります。

私はイギリスで、キャメロンさんとオズボーンさんに聞

いたことですが、税率は引き下げます。が、同時に福祉も

削減します。これならちょうど相殺して、経済全体のバラ

ンスが取れます。では、福祉はどう削減すれば良いのか。

生活保護を受ける前に、まずは就職したい申し込みをして

もらい、職についていない間は、身寄りがない老人の介護

や、家事手伝い、街の清掃などコミュニティー（地域社会）

での奉仕活動をしてもらいます。やらなければ、生活保護

は受けられません。イギリスは税金を下げ続けています。

今は 17％にまで下がりました。イギリスは再び、投資のタ

イミングを世界に提供していると思います。

新華社通信：先ほどのお話しでは、向こう 5 年、ファーウ

ェイは 1,000 億米ドルを投じてネットワークアーキテクチ

ャの再構築を進めるとのことでしたが、この再構築にはど
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のようなシステムの見直しが含まれますか？具体的なタイ

ムスケジュールはありますか？このような再構築は、市場

を取り巻く国際環境や国際世論への対応ではなく、未来の

チャンスに対する戦略的な判断も含まれたものかと思われ

ますが、世界の通信市場にはどのようなビッグチャンスが

あると考えていますか？

任正非：私達の言う計画とは、ネットワークの簡素化、

オンライン取引モデルの簡素化、サイバーセキュリティの

確保、一般データ保護規則（GDPR）のプライバシー保護

で欧州のプライバシー保護基準への到達を指しています。

この四点が実現できれば、ファーウェイは引き続き成長で

きます。

『第一財経日報』：将来の好機はどこにありますか？

任正非：ネットワークアーキテクチャの再構築に、画像に

対する未来の人類社会のニーズ、これらいずれも我々に大

きなポテンシャルをもたらしてくれます。皆さんは展示ホー

ルで見学した際は、8K のテレビ画面を見たかと思いますが、

見ればハマってしまいますよね。中国の北京、上海、広州、

深圳は経済的には既に条件が整っているから、ファーウェ

イがこういった技術の導入に向けて全力投球しています。

『財経雑誌』：ファーウェイの事業の先行きはこんなに明

るいのに、なぜこれから潰されるかもしれないと言うので

すか。
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任正非：いずれ潰れるという意味です。哲学のテーゼで、

現実的なテーゼではありません。

『得到 APP』：ファーウェイは世界でほぼ唯一の「BtoB」

ビジネスでも、消費者向け「BtoC」ビジネスでも成功を収

めた企業です。どうやってこれを実現しましたか。

任正非：ファーウェイはネットワークの技術力を移動体

通信にも応用したからです。例えば、ファーウェイのスマ

ートフォンの画像システムがとても優れている理由は、ネ

ットワーク用画像システムのために行った数学への研究を

ベースにしたからです。これから、ファーウェイのネット

ワークコネクション事業はもっと成功し、世界で最も良く、

インテリジェントレベルが最も高いコネクションになると

思います。これらの分野は実は互いに繋がっているのです。

『得到 APP』：消費者向けビジネスの成功は偶然ですか。

任正非：皆さんご存じのことですが、世界はインテリジ

ェント社会へと変わっていきます。インテリジェント社会

での感知はどうやって実現できるのかというと、それは端

末を頼りにしなければなりません。端末の感知はセンサー、

ディスプレイに頼っています。ですので、IoT 等を含め、今

後端末は大きなポテンシャルを秘めています。スマートフ
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ォンは端末の一つの分野に過ぎません。

『澎湃新聞』：先日、任 CEO は外国メディアの取材を受

けた際に、「プライバシー保護の面ではアップルに学ぶ必

要がある」と語りました。以前にファーウェイはビジネス

について、「エリクソンに学ぶ」と標榜したこともあります。

ファーウェイの足元の事業内容とスケールから、今は学ぶ

上での手本はまだありますか。あるいは、ファーウェイは

今どう行動すれば良いか、事業の大きな方向性についてど

ういうところに手を打つべきかを教えてください。

任正非：第一に、アマゾンの開発モデルはファーウェイ

にとって学ぶ必要があります。本を売っている書店が突如、

世界中の通信事業者の最大のライバルになりました。同時

に、世界中の通信設備メーカーにとっても最大のライバル

になりました。第二に、グーグルも凄い会社です。皆さん

も「グーグル軍団」の作戦ぶりを目にしているかと思いま

す。第三に、マイクロソフトもまた凄い会社です。なぜ学

ぶ手本がもうないと言えますか。至るところに師がいて、

いたる所から学ぶことができるのです。

『澎湃新聞』：今はアップルもイノベーションの苦境に陥

っています。業績も株式も下落していますが、これについ

てどう思いますか。
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任正非：アップルは偉大な会社です。アップルは移動体

通信の発展を推し進め、この社会に天地をも覆す構造的な

変化をもたらしました。

新華社通信：中国のネット利用者にファーウェイをどう見

てほしいと思いますか。また、海外においては、ファーウェ

イはどのようなイメージを確立してほしいとお考えですか。

任正非：私が思うには、ネット利用者の皆さんにもっと

寛容な心を持ってほしいです。みなさんも気づいているこ

とですが、一部の研究者は異なった見解を発表すると、ネ

ット利用者に罵倒されてしまいます。研究者はコペルニク

スのようです。同時地動説はでたらめとされていました。

人間はどうして神と闘えるか。神よりも偉大なのか。そう

いうこともあったので、今日の「コペルニクス」を寛容的

に見る必要があります。そうなって初めて、将来我々の国

に新しいものが生まれます。研究者からは多くの新しいも

のが出されます。訳の分からない不可思議なアイディアだ

ったりする場合もあるかもしれません。それでも寛容的な

目が必要なのです。

『環球時報』：任 CEO は軍隊の出身で、また共産党員で

もあると伺っています。大型多国籍企業のトップである任
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CEO にとって、こうしたバッググラウンドはプラスになっ

ていますか、それともマイナスになっていますか。

任正非：この両者には必然的な相関性がありません。ビ

ジネスモデルとイデオロギーを混同しないでほしいです。

例えば、西側の宗教は神を信じ、ゴッドを信じます。しかし、

列車は彼らに開発されました。石炭によって動かされてい

る列車です。私達は今、商業社会を迎えました。共産党員

だからといって、雷鋒のように滅私奉公をし、ビジネスの

モデル構築をしなくてよいということではありません。で

はなぜ市場経済を進めなければならないのかというと、経

済の法則をもって経済の法則に対処しなければならないか

らです。

『人民日報』：ファーウェイはサイバーセキュリティとプ

ライバシー保護を今年の最高綱領としていますが、なぜで

すか。

任正非：これは久しく変わらない要求で、今年だけのも

のではありません。その理由というと、昔はアナログ手段

による伝送と交換の時代でしたので、どんなウィルスにも

侵入されません。ですから、1980 年代の通信システムには

サイバーセキュリティの問題はありませんでした。後に IP

が現れました。IP は回りに回って、いくつかの裂け目がで

きるかもしれません。未来はクラウドの時代で、至る所に
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裂け目があります。ネットワークのセキュリティをしっか

り確保するベンダーに、お客様がついてきます。ファーウ

ェイはサイバーセキュリティをこのような高さにまで引き

上げて認識しているのは、未来では、クラウド時代を支え

なければならないからです。これは今年の課題ではなく、

永遠の課題です。
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2019 年 1 月 18 日、中国深セン

任正非

日本メディア
ラウンドテーブル
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司会 : ラウンドテーブル開始前に、皆様から共通のご質問

を頂いておりますので、司会から代表して質問をさせてい

ただきます。任さんは日本の歌謡曲「北国の春」がとても

お好きだと聞いています。そこで、まず任さんが初めて日

本を訪れたのはいつか、その時の印象、また、なぜ「北国

の春」がお好きなのかについて伺います。

任正非：日本を初めて訪れたのは 30 数年前のことにな

ります。私もとても若かった頃です。日本を訪れた時、と

ても深い感銘を受けました。日本も第二次世界大戦の後に、

非常に大きな苦しみがあったことと思いますが、中国がこ

れまでに経験してきた自然災害より遥かに困難な状況を乗

り越えて今日の繁栄を成し遂げました。これは日本の皆様

の多大な努力の賜物だと考えています。

一方で、私の「北国の春」への理解は浅いかもしれませ

んが、この歌は奮闘する人に向けた歌だと感じています。

歌詞自体は、ふるさとに残してきた恋人がいたが、結局、

出稼ぎに行ったきりで連絡が途切れ、数年後にふるさとに

戻ったもののすでにその恋人は結婚してしまっていたとい

う内容だったと思います。中国ではラブソングと解釈され

ていますが、私はこれは奮闘する人に向けた歌だと思いま

す。若者が故郷を離れ、家族と離れて奮闘している時、一

番心配するのは母親です。母親というのは子供がお腹を空

かせていないかと、いつも心配するものです。かつて日本

と中国は非常に貧しかった時代があったかと思います。例
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えば、兄弟全員を大学に送ることができないために、年長

者の兄や姉を働かせ、弟を大学に行かせるというようなこ

とがよくあったと思います。苦労した兄は父親と見間違え

るほど顔がしわだらけであったり、あるいはタバコやお酒

を手にため息ばかりをつくような姿がよくあったと思いま

す。「北国の春」はそういった勤勉な日本人の奮闘精神を

歌っていると思います。私たちも同じように貧しい暮らし

をしていたので、そうした気持ちがよく理解できるのです。

他方、日本は桜が非常に美しいですが、この桜が日本の

心を象徴しているというのは、どういうことなのでしょう

か。桜は淡いピンク色の花びら 1 枚だけではさして美しく

もありません。桜の花ひとつでも、桜の木 1 本でも、数本

集まっても、綺麗には見えないでしょう。しかし、それが

山全体がピンク色に染まる規模になると、桜はとても美し

い。山一面に咲き誇る桜の姿こそが日本人の心を表すもの

だと感じます。日本の皆様は非常に団結力が強いと思いま

すが、これは世界でも稀に見るものです。それこそが日本

の美なのです。

ご存知のとおり、中国ではこの 30 年、さまざまな変化

がありました。ただ、進歩といっても、まだ十分ではあり

ません。今後の 30 年はもっと長い時間をかけて、しっか

りと進歩を続けていく必要があります。異なる国々の人々

は、異なる優れた点を持っています。そういった点をお互

いに学び合うべきです。特に中国は日本人の仕事への真摯
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な態度、また品質にこだわったものづくりの心を学ぶべき

だと思います。

毎日新聞：松山湖キャンパスでブラックスワンを見てきま

した。ファーウェイはまさにいま、ブラックスワンに直面

している状況だと思います。任さんは今までほとんどメデ

ィアに登場しませんでしたが、欧米、中国、そして今日、

日本の報道機関の取材に応じるのも、おそらく強い危機感

があるからではないでしょうか。

任正非：松山湖キャンパスをご見学いただき、ありがと

うございました。松山湖キャンパスの近くにある三丫坡（サ

ンヤーポ）という場所にファーウェイ大学という研修拠点

を建設していますが、これは日本の日建設計によるものです。

松山湖キャンパスも非常に著名な建築家である岡本先生が

中心となり、設計していただきました。こうしたことも、日

本のすばらしい業績の一つだと思います。こうした芸術的な

デザインは、まさに日本が創り出したものなのです。

また、最近私が報道機関のインタビューに対応している

理由についてですが、これは渉外広報本部に強く促されて

いるからでもあります。このような時こそ、18 万人の当社

従業員にもっと自信を深めてもらい、今後も努力を続けて

ほしいという思いがあります。お客様や一般の皆様にもよ

りよく知っていただくと同時に、世界への情報発信を通じ

02
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て、協業を進めるうえでの自信を深めていきたいと考えて

おります。

朝日新聞：　昨日、独立サイバーセキュリティラボを見学

し、サイバーセキュリティにおいて強い取り組みをなさっ

ていることがよくわかりました。ただそれは技術レベルの

取り組みが多いと思われます。アメリカが抱いている疑問

の中心は、中国の企業が政府にコントロールされないよう

できるのかどうか、という点だと思います。任さんは中国

の報道機関との記者会見でビジネスモデルとイデオロギー

とを混同しないようにとしたうえで、これまでに中国当局

から不適切な情報を提出するように言われたことは一度も

ないと繰り返しておられました。グローバル企業であるフ

ァーウェイは、170 か国以上に進出して事業を展開してい

ます。ファーウェイが各国で得た機密情報の提出を中国政

府から求められた場合、中国国内法や中国政府の解釈に従

って適切なのであれば、そうした機密情報を提出するので

しょうか。

任正非：まず過去の実績が示すように、当社はこれまで

30 年間にわたって 170 か国以上で 30 億人の人々にサービ

スを提供してきましたが、セキュリティにおいては良好な

記録を残しています。一方で我々は「お客様志向」の理念

を掲げており、お客様の利益を守るという立場から、今後

03
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もお客様の利益に反することは行いません。「要求に従う

ことがあるか」と聞かれれば、答えはノーです。誰に言わ

れても従いませんし、我々は拒絶するでしょう。私個人と

しても、会社としても、そのような行為は決して行いません。

またもう 1 つは、我々はあくまで設備のベンダーである

ということです。通信ネットワークは通信事業者が運用・

管理するものであり、我々のものではありません。当社は

通信データを所有していないのです。

東洋経済：ファーウェイは民主的な企業で世界的に見ても

ユニークな企業運営をし、研究する価値があると思います。

一方で企業ガバナンスおいては、ファーウェイの情報公開

は一部欠落しています。つまり共産党委員会のことです。

我々の欧米や日本の価値観からしますと、そうした組織が

会社にあるのであれば、情報を公開すべきだと思います。

ファーウェイの党委員会の状況についてお話いただけます

か。党員としてご自身はどのような職務で、どんな役割を

発揮しているのでしょうか。

任正非：まず、ファーウェイの株はすべて 96,768 名の従

業員株主が保有しています。ファーウェイ社員でない人間

や外部の組織団体、あるいは政府が保有している株は一円

たりともありません。私個人が保有している株式の割合が

一番多く、1.14% です。スティーブ・ジョブス氏は 0.58%

04
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だったそうですので、私の持株比率はさらに下げても良い

と思います。

また、各部署から従業員株主の代表候補を推薦し、広く

意見を集めています。今回の代表選挙は昨年 1 年をかけ、

170 か国、地域の 416 の地点で投票を実施し、今年の 1 月

12 日にようやく新しい代表者会が発足しました。構成人数

は 115 名です。

次に、党委員会ですが、中国共産党の規約ではすべての

企業が党組織を設立するよう定めています。党委員会委員

は党員選挙によって選ばれることになっており、会社の運

営部門ではありません。会社が委員を任命することもあり

ません。また私はいかなる職務も担っていません。党委員

会は会社の意思決定や経営に関わることはありません。彼

らの仕事は、規律や法律、社内外のコンプライアンスを守

るようにしっかりと教育・指導を行うことです。

また社内には主に党委員会が運営する『心声社区』とい

うものがあります。これは対外的にも公開されている社内

イントラネットで、世界中からご覧いただくことが可能で

す。。

共同通信社：現状、日本をはじめ複数の国でファーウェイ

製品が排除される動きが広がっています。それにどのよう
05
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に対応するのか、また、一連のファーウェイへの疑念は基

本的にはファーウェイに向けたものというよりは、中国政

府への信頼感が原因ではないかと考えているのですが、任

さんはどう考えているのでしょうか。

任正非：こうした問題に対処する唯一の方法は、最も優

れた製品、最も優れたサービスを提供し、お客様により大

きな価値を提供することです。 そうして初めて、お客様に

受け入れていただくことができるのです。ですので、これ

についてはさほど心配していません。

週刊ダイヤモンド：ファーウェイ基本法の第一条では、世

界中の設備サプライヤーになる、とあり、永久に情報サー

ビス産業には参入しない、という風に言っていますけれど

も、これが未来永劫続くのかについてお聞きしたいです。

現在でも、ファーウェイは携帯が世界シェア 2 位で、通信

機器は 1 位で、AI およびクラウドサービスにおいても新し

い目標を掲げていますが、なぜこのような素晴らしい事業

環境にあって、情報サービス産業に参入しなのでしょうか。  

任正非：仮に我々が情報サービス産業に入っていくとい

うことになると、我々の製品を購入してくれるお客様のラ

イバルとなってしまい、我々の製品を買ってもらえなくな

り、我々はご飯が食べられなくなってしまいます。当社は

クラウドサービスには参入しましたが、手がけるのは「土
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地」の部分です。その上でトウモロコシ、大豆、高粱、さ

つまいも、ピーナッツといった種をまくのは我々ではあり

ません。これは情報サービスプロバイダーがやることです。

ファーウェイはあくまでプラットフォームとして「土地」

を提供するだけです。

週刊ダイヤモンド：おっしゃることはわかりました。しか

し、例えば経営が次の世代に世代交代しても、この方針は

変わらないと言い切れますか。

任正非：ファーウェイのコアバリューについては、すで

に会社のガバナンスで最も優先されるものとして規定され

ています。このルールは会社で憲法の役割を果たします。

マネジメント職の従業員は、こうしたコアバリューを徹底

的に身につけなければ一定レベル以上の管理職に就くこと

はできません。陰謀を持っているような人間が上がってく

る可能性はあるかというと、それはありえません。仮に誰

かが違反しようものなら、その人は恐らく周りから引きず

り下ろされるでしょう。ファーウェイは特定の人を神のよ

うに祭り上げることはしません。今後も共通の価値感に向

かって邁進していきますし、その目標に背くことはありま

せん。
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読売新聞：アメリカのみならず、日本政府までがファーウ

ェイの排除を検討しているという現状について、どう考え

ているのでしょうか。ファーウェイは日本の企業と大変関

係が良いと思いますが、そういうサプライチェーンへの影

響を心配していますか。

任正非：私は日本政府が当社を排除しているとはまっ

たく感じていません。私は中日両国は今後も長期にわたっ

て友好関係を結んでいくと信じています。中国と日本は相

互依存、相互補完の関係だからです。中国と日本が協力を

深めていけば、お互いの成長を促進できるでしょう。いま

日本での状況がそこまで冷え込んでいるとは思っていませ

ん。今後も、日本の社会に受け入れていただけるだろうと

考えています。

時事通信社：先月、御社の孟晩舟さんがカナダで逮捕され

ました。これを受けて、任さんの率直な感想を伺いたいの

と、ファーウェイとして、今後どのように問題解決に向け

て対処していくのかお聞かせください。

任正非：孟晩舟がカナダで逮捕されたと聞いたときは、

大変驚きました。実は、孟晩舟も私も、アルゼンチンで開

催する同じ会議に出席する予定だったのです。彼女はその

会議の主要な主催者の一人でした。私は彼女より 2 日後の

出発で、飛行機の乗り継ぎはカナダではなく別のところで

08

09



85

日本メディア（ラウンドテーブル）

した。会議自体はしっかりと成功に終わったので、彼女も

安心したでしょう。彼女はこの会議の準備に一年以上もか

けていたのですから。

孟晩舟の件については、すでに司法手続きに入っていま

すので、この場ではコメントは差し控えますが、日本の皆

様からいただいた孟晩舟への気遣いには大変感謝していま

す。ファーウェイは責任をしっかりと担う企業として、日

本においてもネットワークセキュリティで優れた記録を持

っており、またお客様のネットワークがあらゆる状況にお

いても安定して稼働することを保証するよう努めています。

東日本大震災で津波により福島の原子力発電所で事故が発

生したときにも、ファーウェイの社員たちは被災者が避難

する流れに逆らって被災地に向かい、2 週間の間に 668 の

基地局の復旧作業を完了させ、日本の災害復旧に向けて

サービスを提供しました。その際、孟晩舟はロンドンから

いったん香港に戻り、すぐに災害復旧のために日本に行き

ましたが、香港から東京に向かう飛行機の乗客は孟晩舟を

含めて 2 人しかいませんでした。今回彼女がカナダで逮捕

された後に日本の方からいただいた孟晩舟宛の手紙を読ん

で、私たち家族も涙を流しました。日本の皆さんがまだ我々

のことを覚えていてくださったからです。孟晩舟からも手

紙の返事を出させていただきました。中日友好はこのよう

に一人一人を結びつけて広げていくものであり、非常に長

く続いていくものでしょう。
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日本人の苦境に立ち向かう際の対応からは、我々も非常

に多くを学んでいます。例えば、日本を訪れたときに見たの

ですが、レストランでどのテーブルも必ず福島県産の料理を

1 つ注文するという形で被災地を支援していました。我々は

日本のこうした精神に学ばなければいけません。貧困地域

で生産された野菜や肉類をたくさん購入すれば、貧しい地

域が早く貧困から抜け出せるよう支援することができるで

しょう。ほかにも、中国の四川大地震の時には日本の災害対

応レスキュー隊が粘り強さと勇気を見せてくれました。

日経ビジネス：米中の貿易摩擦が激しさを増す中、御社製

品を排除する国はあるのでしょうか。いくつかの国がその

呼びかけに応えてファーウェイ製品の排除に動いてるとい

うことへの感想を聞かせてください。

任正非：これまでも一部のお客様が我々の製品を購入し

ないことがありました。しかし、それは世界中のすべての

お客様が我々を認めないということではありません。今回

は一部のお客様が当社の製品を買わないということになり

ましたが、しかし逆に、以前購入しなかったお客様が購入

してくれるケースもあります。我々にとっては、全体を見

ればバランスが取れています。今年も、我々は適度な成長

を維持すると思いますが、成長率はおそらく 20% を下回

る可能性があります。
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毎日新聞：今回、我々は日本メディアとして初めて任さん

に直接会い、尋ねたいのは、すでに任さんは高齢になって

おり、次の後継者が誰になるかということに我々は関心を

持っています。次のファーウェイを担うにはどんな人材が

ふさわしいのか、また、孟晩舟がその一人と考えてよいの

かを聞かせてください。

任正非：まず、孟晩舟は決して我々の後継者になること

はありません。孟晩舟は管理職として、社内の調整や運営

管理に長けています。一方で、我々の後継者は戦える人間

でなければなりません。市場洞察力や深い技術背景と市場

における豊富な実践経験を備え、哲学や社会学等において

も深く探究している人物である必要があります。リーダー

たる人間は毎日みんなと一緒にコツコツ体を動かしていれ

ばいいというわけではなく、最も重要な役割とスキルは方

向を見極めることです。

我が社の継承の制度は他社と少し違うところがありま

す。つまり誰か特定のリーダーが後継者を指名するわけで

はなく、会社の経営陣の主力メンバーが共同作業で候補者

を推薦し、従業員である株主代表が真剣に投票して、それ

を経て最高経営陣に加わることになります。その上、1 名

ではなく、7 名で取締役会常務委員会を構成しています。

7 名のうち、3 名は輪番で会議主催者になりますが、1 人 1

回につき 6 か月までと決められています。常務取締役会が

会議を開くとき、主催者は必ず最後に発言しなければなり
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ません。なぜなら、最初に発言すると、会議の意見をリー

ドする可能性があるからです。7 人で十分な議論を重ね、

場合によって言い争いをした末、採決に持ち込みます。4

票満たせば、常務委員会の意見として扱われます。しかし

この意見は決議ではなく、あくまでも提案として 17 名で

構成する取締役会で議論し、評決した後に決議となります。

すべての規則やプロセスは会長が率いる従業員株主代表

総会の監督を受けなければなりませんし、監査役会の監督

も受ける必要があります。会社の最高指導者は法のもとに

置かれていますが、この法というのは会社を管理する規定

です。会社の最高指導者も、民主的な意思決定システムに

置かれているのです。このようにシステムを回すと、経営

陣の世代交代が徐々に進みます。つまり、我が社の後継者

は 1 人ではなく、1 つのチームなのです。

週刊東洋経済：中国はちょうど今年で改革開放四十周年を

迎えます。鄧小平氏はかつて“中国は覇権主義を求めない”

と発言したことがあり、だからこそ、海外から大量の投資

が次々と中国に行き、日本企業も積極的にその一員となっ

て中国企業の発展に協力することになりました。しかし、

現在新たな問題に直面しています。情報セキュリティとサ

イバーセキュリティ、米中貿易摩擦などですが、これらの

本質はやはり覇権の争いだと思います。ファーウェイは偉

大な企業ですが、ここ数年では何でもやる、何でもできる

12
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ように見え、その上に発展スピードは非常に速いです。こ

れは日本企業にとって恐ろしい存在です。「経済覇権」に

ついてはどのようなお考えでしょうか。 

任正非：年代の日中友好は非常に喜ばしい出来事で、当

時日本の大規模な投資は中国経済の発展を促進しました。

近年、日中両国は少し回り道をしましたが、先の安倍首相

と習近平主席の会見により、日中政府間の友好関係も戻り

つつあります。また中国も自ら WTO に対するコミットを

修正しています。中国は今後さらに開放が進んでいくと思

います。そのため、世論に左右されず、しっかりとチャン

スを掴んで、さらなる発展を目指すべきです。

ファーウェイは今後も強くなっていくでしょう。まず、

ファーウェイは絶対に自動車を作りません。ファーウェイ

が作る製品は日本と大きな補完関係があり、我々は日本か

ら大量の部品、部材を調達しています。去年は日本企業か

ら 66 億米ドル（約 7,309 億円 ※1）の部材と部品を購買し、

今年は約 80 億米ドル（約 8,740 億円 ※2）に達する見込み

で、5 年後には毎年の購買規模は 200 億米ドル（約 2 兆 1,850

億円 ※2）を超えるでしょう。ゆえにファーウェイは何で

もやる横柄な企業ではなく、逆に買い手企業として、日本

メーカーの部品、部材産業の発展を後押ししているのです。

我々の日本企業への要望が高ければ高いほど、日本の産業

の発展を促進することになります。ファーウェイは日本メ

ーカーに長期的、持続的発展をもたらします。
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日経新聞：最近アメリカでは、中国の企業に対してアメリ

カの企業との取引を制限するような動きが広がっています。

去年、ZTE は半導体の提供を禁じられ、経営危機に陥りま

した。もしアメリカ企業との取引が禁じられた場合、ファ

ーウェイはどのような措置と対応で備えるのでしょうか。

任正非：その企業のような状況は起きないと思います。

我々にもある程度、影響はありますが、その影響は大きく

ないでしょう。もし本当にそうなった場合、我々はその代

替製品を作らなければなりません。これは逆にアメリカに

とって不利な状況になるはずです。

共同通信社：孟晩舟氏が米国の法律に違反していると疑わ

れたこと、ポーランドでも事件が発生したこと、米国で技

術を盗んだと疑われたことなど、ファーウェイ社に関する

一連の疑惑があります。ポーランドでの事件について、フ

ァーウェイは当該社員との労働契約関係を直ちに解除しま

したが、それは社内調査で容疑があると判断したのか、ま

たは不適切な行為をしたことを確認したのでしょうか。

任正非：ファーウェイと米 T モバイルに関する民事訴

訟については、すべての紛争は裁判所の手続きにより解決

され、双方いずれも損害はありませんでした。アメリカに

よる刑事訴訟については、実際に何かこちらに情報が届い

ているわけではなく、報道として伝わっているだけです。
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孟晩舟の件については司法手続き中なので、コメントでき

ません。ポーランドの件について、当社はこれまで何回も社

内文書で従業員に対して法律遵守や個人行動を制約するこ

とを求めています。彼が無実であると裁判所が判断した場合、

我々は彼を再雇用し損失を補償することができます。

週刊ダイヤモンド：ファーウェイは研究開発に多大な投資

をしてきましたが、日本の多くの企業家はファーウェイが

どのようにキャッシュフローを確保しているかについて興

味を持っています。政府や共産党から資金を受け取ってい

ないことを確認できるのでしょうか。今回、報道各社の

インタビューに応じ、ファーウェイのオープン性と透明性

を示しました。サイバーセキュリティの面ではファーウェ

イのオープン性を理解できましたが、財務の面ではグロー

バル企業としてファーウェイはさらにオープンかつ透明性

を推進すべきだと思います。

任正非：当社の財務諸表は米 KPMG の審査を受けたも

ので、長年にわたって当社ウェブサイトで公表しており、

社外の皆様にもご確認いただけるようになっています。

KPMG が事実を隠蔽することはありえません。

当社の科学研究への投資が莫大であることは誰もがわか

りますが、これらの科学研究への投資はコストに計上され

ており、営業利益の一部を研究開発に費やしています。当

15
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社は自らの利益を資本に変えることによって、現在の投資

を支えることができていますし、キャッシュフローで大き

な障害や困難は特にありません。

朝日新聞：去年、ファーウェイは創立 30 周年を迎えました。

任さんは文化大革命を経験し、深センに来た際にもハングリ

ー精神を持っていたと聞きました。今、ファーウェイの新入

社員は、時代が変わったこともあり、恐らくそのような飢餓

感は共有できないのではと思います。昨年、“アメリカにフ

ァーウェイが追いつくまで、50 年、60 年もかかる“と、い

うような発言をされました。このアメリカとの距離を短縮す

ることができるという確信をお持ちでしょうか？

任正非：私は中国とアメリカには 50 年、60 年の距離が

あると言ったのです。ファーウェイとアメリカとの距離で

はありません。

ファーウェイには富を手に入れた従業員がかなりいま

す。彼らはもし努力する気を失っても、退職後も会社の規

定により持ち株の一部を保有し続けることができ、持ち株

の配当利益で生活ができます。仕事をしないのに席を占め

続けているような状態になると、若者にはチャンスはあり

ません。ゆえにファーウェイとしては、新陳代謝を繰り返

して、我々のこうした戦力を保つ必要があります。

16
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実際のところ、今の若者は我々よりもっと努力をしたい

と思っています。それはハングリー精神ではなく、使命感

に駆られているということです。

確かに一部の若者はたるんでいて、暇に任せてインター

ネット上でさまざまな発言をしています。インターネット

は増幅器のようにそれを何倍にも大きくするので、結局、

今の若者は皆がまったく努力しなくなったと見られがちで

す。でも本当は頑張っている人は決して少なくありません。

5,000 年後の世界のリーダーは当然、5,000 年後の若者で

あるべきです。若い世代のこうした努力の精神は我々を上

回り、ますます優秀になっていき、決して劣っていくもの

ではないと確信しています。

本日は、日本の報道関係者の皆様にファーウェイにお越

しいただき、誠にありがとうございました。これをきっか

けに我々は知り合いになることができましたし、今後も交

流の機会がより多くあるでしょう。このように交流を増や

していくほどに、お互いにわかり合うことができると思い

ます。

ファーウェイは、記者の皆さまや社会に対して非常にオ

ープンであり続けていきます。改めて、お越しいただきま

してありがとうございました。

※1 1 米ドル＝ 110.74 円換算（2018 年 12 月 28 日現在）

※2 1 米ドル＝ 109.25 円換算（2019 年 1 月 18 日現在）
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任正非

英 BBC
インタビュー

2019 年 2 月 18 日、中国深セン
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BBC 記者 Karishma Vaswani：お話を伺うことができて、

大変嬉しく思います。現在ファーウェイに対して様々な誤

解がありますが、是非このチャンスを利用して任 CEO の

お考えを聞きたいと思います。世界中が関心を持っている

質問をニュートラルな立場から聞きます。改めて取材に応

じてくださったことに感謝します。

任正非：喜んでご質問に答えます。ファーウェイが世界

中の注目を集めていますが、ひとえにアメリカ政府のおか

げだと感謝したいです。ファーウェイはもともと小さな、

知名度の高くない会社でしたが、こんなに多くのアメリカ

高官が世界中で遊説し、「重要だが問題児のファーウェイ」

を取り上げるため、世の中が注目するようになりました。

そして、よく調べて見ると、どうもいい会社であることが

わかりました。端末の販売台数が平均毎月 50％成長する等、

当社の売上は急速に伸びています。あっちこっちで広告を

してくれるアメリカ政府に感謝しなければなりません。

Karishma Vaswani：世界中の人々のために質問している

ので、答えにくいものもあるかもしれません。これらの問

題に関する任 CEO のお考えを正しく理解するのは目的で

あり、どうか不愉快に思わないでください。

任正非：私も時には冗談や戯話を交えて答えたりしま

す。ざっくばらんに会話をしているから、私の冗談や戯

話を視聴者のみなさん、そしてあなたが理解してくださる

ことを願います。
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Karishma Vaswani：有難うございます。ファーウェイに

関する質問から始めたいと思います。創業から僅か 30 年

間で目を見張る大躍進を成し遂げました。創業当初、ファ

ーウェイはどのような試練に晒されましたか。

任正非：ファーウェイができたのは中国の改革開放と関

係があります。鄧小平氏は軍人の数が多すぎるとして、大

規模な兵力削減に踏み切りました。数十万、百万の軍人は

編成を丸ごとカットされ、各地に復員しました。当時、

中国は計画経済から市場経済へ移行しようとした最中でし

た。市場経済が何物かを知らなかったのは我々だけではな

く、中央政府の指導者もそうでした。鄧小平流に言えば、「石

橋を叩いて渡る」ということです。でも簡単に渡れるはず

がなく、下手すると落ちて溺れてしまいます。ファーウェ

イは市場に入ってきましたが、市場がなんなのか、どのよ

うに商売をすればいいのか全くわかりませんでした。生き

残ることすら困難な状況にありました。

私はわりとアグレッシブな性格なので、開放の最前線で、

ほかのどこよりも市場化が進んだここ深圳にやってきまし

た。それまで軍隊にいたころ、ひたすら命令に従えばよか

ったのですが、突然市場ルールで納品をするようになり、

不慣れから失敗したり、騙されたり、へこんだりしました。

でも女房や子供を養っていくために、なんとか立ち直らな

ければなりません。そうこうしていたうちに、起業して小

さな会社を作るのはどうかと思いつきました。資本金は凡

01
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そ 21,000 元ぐらい、2,000 ポンド相当でした。しかも自分

の退役給付金がそのうちの五分の一しかないため、全額を

拠出することができず、仲間からお金を募ってファーウェ

イを作りました。時代の流れに押されてこの道を選んだと

言えます。

我々が創業という道を選んだのは理想を求めるためでは

なく、ただ単に生き残るためです。当時生き残ることすら

難しい状況において、理想なんかあるはずがありません。

私が出した資本金は、今だと店員さんの半月分の給料にも

満たず、理想を語れる余裕がなかったのです。「生き残る」

ことはその時の至上命題でした。

Karishma Vaswani：ファーウェイ創業当初経験した非常

に大きな挑戦と困難について話してくださいました。では

どのようにして今日の世界テレコム市場のトッププレイヤ

ーに成長してきたのですか。

任正非：ファーウェイを作ってから、「市場経済とは何

か」ということを考えるようになりました。その過程で、

中国にはない欧米の本を含め、法律関係の書籍をたくさ

ん読みました。読んでいるうちに、目が覚め、市場経済の

本質が分かってきました。

市場経済の極意と言えば、顧客と商品、両者は法に基づ

02
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いて取引することです。お客様をコントロールできないの

で、商品をしっかりコントロール下に置かなければなりま

せん。私はもともと技術者出身であるということもあって、

商品開発に力を入れ、よい商品を作ってお客様に届けるこ

とにこだわりました。

Karishma Vaswani：昨今のファーウェイが非常に成功し

ていると思いますが、ファーウェイの次の目標を、任 CEO

はどのように考えていますか。

任正非：ファーウェイはまだ事業のスタートラインにあ

ります。過去 30 年間、通信業は数千年続いた人類の歴史

上のいかなる時代よりも大きな発展を遂げました。創業し

たころ電話は貴重な存在でした。電話を掛ける時、先の戦

争映画でよく見られるように、手回しハンドルを使って交

換手を呼び出していました。本当に遅れていました。ファ

ーウェイは農村の需要に合う簡単な設備から事業をはじ

め、稼いだ金を消費ではなく、再投資して、先進的かつ大

型な設備が作れるようになりました。設備の商売でも小さ

く生んで大きく育てることができました。当時はちょうど

通信産業の黎明期に当たり、大きな需要があったため、フ

ァーウェイが作っていたような時代遅れの商品が売れまし

たが、今の時代に創業したなら、果たして成功できるかど

うかわかりません。一歩一歩前へ進みながら、どうもうま

03
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くいきそうだという手応えがあるから、この分野に腰を据

えて取り組むことにしました。

人間は一つのことに専念すれば必ず成功すると思いま

す。私は当時たまたま通信業にフォーカスしましたが、豚

の飼育に専念していたら養豚の達人、ひたすら豆腐作りに

励んでいたら、豆腐の名手になったかもしれません。でも

不幸なことに通信業を選びました。通信業は本当に難しい

業界です。ハードルが高すぎます。エリクソンの CEO にか

つて、「中国の悪環境の中、こんな敷居の高い産業に目を

つけたのはなぜか」と聞かれたことがあります。私は「敷

居が高いことを知らずに入った。もはや後戻りできない。

撤退すれば一銭も戻らってこない。2 万元余りの資金は全

部これにかけた、やめたら元も子もない。乞食になるだけ

だ」と答えた。勇ましく一歩一歩前へ進むしかなかったの

です。

力が限られていることがよく分かっていましたので、タ

ーゲットを絞って集中攻撃する戦略を試みました。ピンポ

イントを狙って攻撃し、突破口から奥へ切り込むようにし

ました。試したてみたところ、うまくいき、成果が出ました。

このような針先圧入戦略は有効だということがわかり、こ

こに特化することにしました。30 年の間に、ファーウェ

イの従業員数は数百人から数千人、さらに数万人から 18

万人にまで増えましたが、情報伝送という「突破口」に向

かって突撃を続けて、しかも年間 150 から 200 億米ドルを
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この「突破口」攻略に投下しています。研究開発規模では、

ファーウェイが世界の 5 本の指に入ります。一つの突破口

に集中投資したがゆえに、成功したと思います。

なぜ、ファーウェイが成功したのに、ほかの会社はなか

なか成功しないでしょうか。上場会社の場合、財務諸表が

重要視されます。投資を増やした結果、利益が減少すれば、

株価は下落します。ファーウェイは理想に燃えて頑張って

います。肥料を与えられれば、土地が肥沃になります。そ

の土地は結局自分たちのものですから、今焦って肥料を分

けあう必要がないことは分かっています。ですから、ファ

ーウェイが投資を続け、しかも他社を上回る規模で投資を

しているから、人より先に成功するわけです。この点上場

企業とは異なります。上場していないから、財務諸表の変

動で一喜一憂する必要はありません。心配することはあり

ません。上場していれば、今の国際世論の大騒ぎで株価は

暴落し続けているに違いありません。上場していないから

こそ、特段影響を受けずに、引き続き前へ向かって進むこ

とができます。

ファーウェイは数十年間一つのことに専念してきまし

た。そのおかげで、成功できたと思います。

Karishma Vaswani：そのように成功したファーウェイは

今脅かされています。アメリカはファーウェイに対して一04
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連の攻撃を仕掛けています。例えば、アメリカの司法省は

ほかの企業の技術を盗んだ疑いでファーウェイを起訴しま

した。このような起訴は公平だと考えていますか。

任正非：まず今後 30 年、あるいはもっと長いスパンで

考える際に、ファーウェイの理想は何なのかというと、や

はり人類のために情報サービスを提供することです。今後

20 年から 30 年の間に、人間社会に必ず大きな革命が起き

ると思います。その革命とは技術革命であり、情報化社会

のインテリジェント化です。AI の登場により、世界のイン

テリジェント化は進んでいきます。クラウド化、インテリ

ジェント化に伴い、情報は爆発的に増え、津波のように押

し寄せてきます。その爆発を支えるために、最先端の接続

用設備と計算用設備は必要不可欠です。5G にしても、現在

使われている様々な伝送手段にしても、人類のニーズを満

たす究極の解決策ではないと同時に、人類にはまだ満たさ

れてないより深層的な需要が存在していると思います。今

日の人間社会は変革期の入り口に立っているに過ぎず、フ

ァーウェイもただ大変革のスタートラインに辿りついただ

けであり、まだまだ長い道のりが待っています。人々がも

っと早く、タイムリに的確かつ安価な情報サービスを享受

できることを目指して努力しなければなりません。

過去 30 年間、ファーウェイは 170 余りの国の 30 億人に

情報サービスを提供し、デジタルディバイトをなくしてき
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ました。情報を安価に入手できるようになったため、辺鄙

な山あいで暮らす多くの貧しい人は世界のことを知り、そ

の子供たちが視野を広げ、進歩し、将来の人間社会を担う

重要な力になります。人類によりよい未来をもたらす情報

化社会のためにファーウェイが役に立っています。

アメリカからのバッシングや起訴は法律で解決されるべ

きだと思います。アメリカが公開性と透明性を重んずる法

治国家であり、最終的には法律で解決されると信じていま

す。実はこのことを有り難く思う時もあります。世界一の

強国アメリカの首脳らは世界のどこに行っても、ファーウ

ェイのことを話題に取り上げています。地域によっては、

我々は広告をしておらず、地元の人々はファーウェイがど

この馬の骨か知らないです。しかし、彼らのおかげで、今

ファーウェイは世界中に知られるようになり、「ファーウ

ェイ」という文字が世論のキーワードになりました。こん

なタダ同然のコマーシャルはファーウェイにとって本当に

願ってもないことです。最終的にファーウェイがいい会社

だと分かってくれれば、それらの地域での市場開拓は楽に

なります。ファーウェイは現在難航していないし、将来国

際社会により理解してもらえるかもしれません。ですから、

私はアメリカの起訴にそれほど憤っていません。司法手続

きに入った以上、裁判所に解決を委ね、その判断を待つべ

きだと思います。



103

英 BBC（インタビュー）

Karishma Vaswani：有難うございます。私はアメリカの

司法省の起訴内容をつぶさに読みました。ファーウェイ中

国の従業員が複数回にわたって他社技術のプロットタイプ

の提供をファーウェイアメリカの従業員に求めたメールの

やり取り等有力な証拠も出しています。これについて、な

にかコメントありますか。

任正非：アメリカの司法省が起訴した以上、裁判所の判

決で白黒をつけましょう。

Karishma Vaswani：現在司法手続き中にあることを承知

していますが、世の中はやはり非常に知りたがっています。

シスコ、ノーテル、モトローラ社がファーウェイにアイデ

ィアもしくは技術を盗まれたと訴えたことから、アメリカ

技術の窃盗を繰り返すファーウェイが信頼できない会社だ

とアメリカが主張しています。これに対して、どうレスポ

ンスしますか。

任正非：5G 光スイッチング、光チップに限らず、西側諸

国の会社をはるかにリードする技術がファーウェイにたく

さんあります。数が多いだけではなく、大変複雑で難易度

の高い技術ばかりであることは同業者ならよく知っている

はずです。アメリカに指摘されたのは、ごく一部の周辺的

なものです。ファーウェイはアメリカの技術を窃盗するこ

とにより、今のように強くなったなんてありえません。フ

05
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ァーウェイが保有している多くの技術はアメリカにはあり

ません。どうやって盗みますか。先ず言っておきたいのは、

ファーウェイの問題点や欠点ばかりに目を向けるのではな

く、人類社会への貢献をも見てほしいことです。ファーウ

ェイは 8 万件以上の特許を保有します。情報化社会の基盤

作りに寄与してきました。情報化社会の土台の一部をファ

ーウェイが築き上げました。

そして、アメリカでも 11,000 件を超える特許を登録し、

その権利はアメリカの法律によって守られています。我々

は世の中に大変多くのサービスを提供し、しかもオープン

になりつつあります。標準化団体への 54,000 件以上の提案

を含め、ファーウェイは社会へ貢献し続けてきました。こ

のような貢献にも是非目を向けてほしいと思います。その

ほかの問題は裁判によって解決するしかありません。

Karishma Vaswani：ではなぜアメリカはファーウェイが

信頼できない会社だと主張しているのですか。

任正非：まず、ファーウェイの設備はアメリカで使われ

ていません。しかし、そのアメリカはサイバーセキュリテ

ィの問題を解決できましたか。もしファーウェイが入って

いないがゆえに、アメリカのサイバーセキュリティが確保

されているなら、他の国もそうすればいいと思います。世

の中のサイバーセキュリティのために、ファーウェイ一社

07
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が犠牲になっても惜しみません。しかし、アメリカはサイ

バーセキュリティの問題を解決していません。果たして他

国と共有できる経験がありますか。「ファーウェイの設備

を使っていない。が、依然として情報セキュリティの課題

を抱ええいる」のでは、欧州の皆さんは納得しますか。過

去 30 年余りの間、ファーウェイが 170 以上の国の 30 億人

にサービスを提供してきましたが、セキュリティ上の問題

を起こした記録はありません。アメリカの主張を裏付ける

根拠はどこにありますか。20 年、30 年の使用体験から、

何を選択するかはお客様自身が判断します。この問題はや

はり法的手段で解決し、裁判所が審理して結論を出すしか

ないと思います。

Karishma Vaswani：アメリカは現在、「ファーウェイの

設備を我々は使わないし、全世界も使うべきではない。使

えば、その設備を利用して中国政府がスパイ活動を行う恐

れがある」と同盟国に圧力をかけていますが、アメリカの

主張は事実ですか。

任正非：これまでの 30 年間、ファーウェイの設備を採

用していないお客様がたくさんいました。これは別に今に

なって起きた現象ではありません。一部の国がファーウェ

イの設備を採用しないのは別に問題ではありません。ファ

ーウェイの設備にはバックドアがあるのかという問題に関

08
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しては、この前、『ウォール・ストリート・ジャーナル』

の取材を受けた時に既に答えました。当社はバックドアを

仕込んだり、スパイ活動をしたりするようなことも絶対あ

りません。誰かの指示でバックドアを仕込むようなことも

絶対しません。そのようなことがあったら、私は即座に会

社を畳みます。

2 月 16 日、中国共産党中央政治局委員、中央外事工作委

員会弁公室主任の楊潔篪さんはミュンヘンで開催された安全

保障会議（MSC）で、「中国政府はいかなる企業にもバック

ドアを仕込ませることはしていない。国際法、国連の関連決

議および各国の法律を遵守し、進出先でコンプライアンスを

守るよう全ての企業に求めている」と述べました。このよう

に、企業にバックドアを仕込ませることがないと中国政府と

して表明しました。私個人もファーウェイもバックドアを仕

込んでいないことを約束しましたし、これまでの 30 年の歴

史もバックドアがないことを証明しています。

アメリカはどんな狙いがあるのかよく分かりませんが、

欧州がファーウェイの設備を採用すれば、アメリカは情報

が得られなくなります。なぜなら、入るすべがなく、欧州

も「情報データを域外へ移さない」ことを目指しているか

らです。ファーウェイの設備にバックドアがないため、彼

らは侵入しようと思っても、欧州の情報ネットワークに入

れません。
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Karishma Vaswani：ファーウェイも任 CEO 自身も設備

にバックドアを仕込むような指示を出したことは一度もな

く、そのように要請された場合、会社を閉鎖しても従わな

いというお話でしたが、18 万人もの従業員を擁するファー

ウェイにとって、情報が取得できるよう設備にアクセスす

る権限を中国政府に与えるか、会社が潰されるかと二者択

一を迫られた時は、どう決断しますか。

任正非：中国政府のハイレベルの指導者は明確に「企業

にバックドアを仕込ませない」と宣言していますし、我々

もバックドアを仕込んだりして、世界中のお客様と各国政

府に嫌われ、数千億米ドルのビジネスが立ち行かなくなる

ようなことはしません。ビジネスが立ち行かなくなると、

銀行からの借入金は返せなくなります。そのような危険を

犯すわけはないです。会社を畳むという表現は絶対バック

ドアを仕込まない、いかなる情報も他人に渡さないという

覚悟を表すために使いました。

Karishma Vaswani：ファーウェイに対する誤解あるいは

疑念は、任 CEO ご本人と中国の軍隊または共産党との関

係に起因している一面があると思います。任 CEO が政府の

公務員にしかない特別な待遇を受けていることや、ファー

ウェイが社内に共産党委員会を設立したことが取り沙汰さ

れ、ファーウェイに対する多くの疑問を招きました。ファ

09
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ーウェイと中国政府はどれだけ近いのか、なぜ共産党委員

会を設立したのか。共産党委員会の必要性と役割はなんな

のかといった疑問です。

任正非：ファーウェイは中国で登記した会社です。中国

政府との関係といえば、中国のすべての法律を遵守し、政

府に納税し、従業員の雇用を守り、環境への配慮を含める

社会的責任を果たすことです。ファーウェイが共産党組織

を設立したのは、モトローラ、IBM、コカコーラ中国支社

等の後です。ファーウェイより先に、それらの会社は設立

しました。そしてこれは中国の法令に求められていること

であり、遵法経営の一環です。ファーウェイにおいて、共

産党委員会の役割は従業員を束ね、国、国民そして自分自

身のために仕事に当たり、利益を出すように従業員を教育

することです。従業員が働くのは勿論自分のためです。し

かし、それは結果的に国や国民の利益になります。という

のも、働いて自らがお金を稼いだと同時に、国にも税金を

納めるからです。ファーウェイにある共産党委員会の役割

は社員の教育に限定され、いかなる経営上の意思決定にも

関与していません。

中国の法律は、自国企業も外資系企業も共産党組織を作

らなければならないと規定しています。法律である以上、

ファーウェイは守るしかありません。イギリス人がイギリ

スを愛しているのと同じように、中国人も中国を愛してい

ます。イギリス人も政権党を支持するでしょう。支持され
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ていなければ政権につくことができません。一票を入れた

のは支持していることです。中国の政権党は共産党です。

我々は共産党を支持しなければなりません。支持しないわ

けにはいきません。国民が国を愛し、政権党を支持して初

めて国は進歩します。海外の皆さんは自分の意見を述べる

権利があります。中国のネット上に様々な声があり、政府

は改革を絶えず推し進めていることから、そのうち理解さ

れると思います。

Karishma Vaswani：別に汚すつもりはまったくありませ

んが、イギリスと比べて、中国は異質の国です。歴史上、

たくさんの中国人はわけもなく逮捕され、消えてしまいま

した。中国共産党は裁判所を含むありとあらゆるものを統

制下に置いています。この番組の視聴者に対して、設備へ

のバックドアの仕込みや、設備から情報を取得する権限の

提供を共産党から要請された場合、ファーウェイがどう断

るか教えてください。

任正非：ご指摘のような状況があったかどうかは私には

わかりません。ファーウェイの従業員はわけもなく消えて

しまうようなこともありません。ファーウェイは一民間企

業であり、政治に全く関与していないし、すれすれのとこ

ろで政治を利用しようともしません。ひたすらコツコツと

一つ一つの仕事を成し遂げることを通して、お客様の信頼

11
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を獲得しています。ファーウェイは贈収賄等違法行為をし

たこともないし、今後もしません。「バックドアを仕込む

ことは絶対しない」と私が西側のメディアに明言したこと

を中国の政府系メディアも取り上げました。それで不利益

を被ることはありません。このことから、国も企業が「社

会の公器」として、世界のために役立つべきであり、グロ

ーバルスタンダードに背きながら海外進出することはあり

えないという理念を認めていると思います。

結論を言うと、ファーウェイではご指摘のようなことが

起きたことはなく、実体験がないので、答えられません。

Karishma Vaswani：でも西側の視点からだとやはり矛盾

点が存在していると思われます。任 CEO 御本人と軍隊の繋

がり、社内における共産党委員会の存在、更には一党支配

という中国全体のバックグランドを考えると、ファーウェ

イが共産党の影響も全く受けていないというお話はどうし

ても納得し難いです。

任正非：まず、共産党のリーダーシップのもとで、中国

は開放・改革を推し進めています。30 年前では、あなたと

このように会うことは非常に危険だったかもしれません。

今自由に取材に応じ、非常に鋭い質問にも正面から答えら

れるのは、中国の政治環境の開放性が高まっていることの

現れです。中国は今後ますます開放していくと思いますが、

12
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すでに大きな社会変化が起きています。

30 年、40 年前、友人の多くはアメリカ、カナダへ留学

したが、私は留学のチャンスに恵まれませんでした。軍人

出身で、ID カードを交付されておらず、留学する資格がな

かったからです。帰国した友人からスーパーマーケットの

ことを教わりましたが、どういうものなのかまったくわか

りませんでした。当時市場経済は本当に遠く離れた存在で

した。現在の中国は大きく変貌し、少なくとも経済制度に

関して西側に非常に近づいていると言えます。

二点目は軍歴ですが、当時私は下級士官に過ぎず、退役

後軍といかなる関わりも付き合いもありませんでした。ア

メリカ側に描かれているような上級将校ではなく、普通の

民間建設工事に携わる下っ端の士官でした。入隊当初はあ

る中隊の技術労働者でしたが、エンジニアに昇進した後に、

実績が評価され、副連隊長級に相当する 20 人余りの小規

模研究所の次長に抜擢されました。それは自分が務めた最

高のポストでした。軍隊にいたころ、中佐になれたらいい

なあと夢を見ていましたが、大規模な兵力削減の際、階級

を授けてもらえずに、退役しました。ですから、今は階級

のない普通の退役軍人であり、軍との関わりが全くありま

せん。

ファーウェイは後ろ盾があるからこんなに強くなったと

誤解しないでください。国が株式を 100% 保有している国
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有企業の中にはうまくいっていないところもあります。だ

れかが後ろについているからと言って成功するとは限りま

せん。成功の決め手はやはり自助努力です。西洋哲学の勉

強も努力の一環です。会社のあり方を考える中で、西洋の

哲学、文化、経営管理等をたくさん学びました。ファーウ

ェイに来てみると、中国の企業というよりも、西側の企業

に似ているという感じがすると思います。

Karishma Vaswani：さきほど中国軍と関係がないと語り

ましたが、我々が調べたところ、カナダで乗り継ぎの際に

身柄が拘束された娘さんが当時所持していた旅券は通常国

有企業の従業員または政府公務員にしか発給されないもの

だと報道されています。また、ファーウェイの孫亜芳前取

締役会長は国家安全部傘下の情報機関に勤務していたこと

も調査で分かりました。それでも軍とはなんの関わりもな

いと言い切るのはなぜですか。

任正非：まず孟晚舟の旅券について説明します。中国の

改革の道のりが大変長く、当初プライベート用の旅券がな

く、国民が所持したのは「普通公務旅券」でした。普通と

いう二文字がつくのは一般人用、つかない「公務旅券」は

公務員用というふうに使い分けていました。その後開放が

更に進み、いよいよプライベート用の旅券は誕生しました。

私達は頻繁に出入国するので、すぐにページ切れで旅券の

13
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更新を行う必要があります。旅券に出入国のスタンプがい

っぱいになるたびに更新するから、私の手元にある旅券の

数は彼女より多いかもしれません。孟晩舟が所持している

旅券の数に関する取り調べの手続きはわかりませんが、と

にかく私も何冊ものパスポートを持っています。ページ切

れした旅券自体が無効になりますが、発給されている他国

のビザがまだ有効であれば表紙の一角をカットして本人に

返されます。出入国時当該旅券と一角が切られた有効ビザ

が付いている失効旅券両方を利用しますが、旅券として有

効なのは一冊だけです。

孫亜芳さんの件ですが、彼女の履歴を前から会社のサイ

トに開示しています。開示内容のとおりです。18 万人に上

るファーウェイの従業員は様々なところから来ており、人

生経歴のまったくない「小学生」だけを採用しているわけ

ではありません。前の勤務先ではなく、実際何をしたのか

を採用の時に見ます。18 万人を選ぶために、これ以外のよ

い方法は分かりません。過去どこで何をしていたのかを憶

測するのではなく、公開情報を確認してもらいたいです。

例えば、アメリカ帰りの人はきっとアメリカ側のスパイだ

と言えますか。そうではないでしょう。因みにファーウェ

イはアメリカからの帰国留学生をたくさん採用しています。

Karishma Vaswani：続いて中国の法律について聞きたい

と思います。さきほど法律上、中国の企業にバックドアを14
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仕込ませる権限は中国政府が持っていないし、企業にもそ

うする義務がないと語りましたが、すべての個人や組織に

情報収集への協力を義務付けている法律が中国にあり、協

力を要請されたら、ファーウェイはどのように拒否します

か、そもそも拒否する選択肢がありますか。人々はこの点

について知りたいです。

任正非：中国の法律に関する質問は私には答えられず、

中国の司法部に聞いてください。お約束できるのは「ファ

ーウェイはそのようなことをやらない」ことです。過去や

ったことはないし、今もやっていません。そして今後も絶

対やりません。世界をリードするポジションに近づくにつ

れ、世の中を情報化社会に導く責任も大きくなり、音頭を

取って共通のルールや基準作りに取り組むことが求められ

ているファーウェイはそんなことをやるはずはないです。

私を含め、部下、後継者のいずれも絶対やりません。

ファーウェイを信用せず、採用しない国はあってかまいま

せん。世界は広く、ファーウェイを受け入れてくれる国はほ

かにもたくさんあります。ファーウェイは既に 5G 契約を 30

件締結し、3 万を超える基地局を納入しています。ファーウ

ェイ製品の先進性は認識されつつあり、評価されつつありま

す。憶測ではなく、事実にものを言わせるべきです。憶測は

法律とイコール関係にあらず、起訴内容も判決結果とイコー

ル関係にありません。
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Karishma Vaswani：今の話だと、一部の国はファーウェ

イのセキュリティ上の懸念を絶えず指摘すれば、そういう

国とのビジネスを諦め、当該市場に進出しないということ

ですか。

任正非：違います。彼らの懸念は分かります。そして彼

らが懸念を抱くしばらくの間は待ちます。懸念が払拭され

た後にアプローチすればいいです。それらの国の政府に迷

惑をかけてはいけません。

ファーウェイに対する懸念はイギリスにもありますが、

我々のイギリスへの投資は影響されません。最近光チップ

の製造工場を建てるためにケンブリッジで 500 エーカーの

土地を購入しました。ファーウェイの光チップ技術は世界

をリードしています。工場を建てるのは、将来製品を多く

の国に輸出するためです。我々のイギリス工場はイギリス

政府のモニタリングを受ける用意があります。中国からで

はなく、イギリス政府の監視下で製造されたチップを西側

諸国に販売するのはさすがに問題ないはずです。他方、光

チップは中国においても製造しますが、国内販売および中

国産チップを受け入れてくれる国向けに提供します。イギ

リスで大規模な投資をしています。「疑われれば、投資を

やめる」ということではありません。完全に違う事案とし

て対応します。マーケティング活動を見送りますが、戦略

に基づく適切な資源配置は粛々と行います。ファーウェイ

は誠実な会社だといずれみなが気づいてくれます。

15
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Karishma Vaswani：このほどイギリス政府もファーウェ

イの技術から発見したリスクが軽減もしくは回避できると

発言しています。しかし、だからといって現時点でファー

ウェイの 5G 設備を禁止する可能性が消えたわけではあり

ません。仮にイギリスはファーウェイの設備を全面禁止し

たら、ファーウェイはどう対応しますか。イギリスでの投

資の引き上げや雇用人数の削減に踏み切りますか。

任正非：イギリスはファーウェイにとって大変フレンド

リーな国です。ここ数年イギリス政府と非常によい協力関

係を築き、ファーウェイのセキュリティ認証センターをイ

ギリスに設置する等、自ら全ての情報をイギリス政府に開

示しています。もちろん、ファーウェイの過去 30 年間の

欠点もイギリス側が分かっていると思います。それは最初

にソフトウェアのアーキテクチャを組み立てた際、科学性

を欠き、コードの標準化が徹底されていなかったことです。

一部の古い型番の設備からこのようなソフトウェアの特定

・更新作業はまだできていませんが、作業完成後ネットワ

ークはより安全になります。イギリスの OB レポートは存

在している脆弱性を指摘しましたが、ファーウェイを全面

否定していません。我々は思い切った措置を取ることを決

心しました。イギリスの標準によりミートするよう、多く

のエンジニアはソフトウェアの手直し作業に取り組んでい

ます。

これからの 5 年間、ファーウェイは合計 1000 億米ドル

16
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超の研究開発費を注ぎ込んで、ネットワーク全体の再構築

を行います。ネットワークアーキテクチャの簡素化、基地

局の簡素化、取引モデルの簡素化、ネットワーク内部と外

部を含むサイバーセキュリティの確保、一般データ保護規

則（GDPR）のプライバシー保護で欧州のプライバシー保

護基準への到達等ネットワークを抜本的に作り直しなが

ら、前へ進みます。5 年後、ファーウェイの売上は 2500 億

米ドルを超える見込みです。アメリカの猜疑でファーウェ

イのマーケットは縮小するどころか、むしろ拡大し、成長

します。「あんな巨大国家にケンカ相手にされているぐら

いだから、ファーウェイの製品はきっといいはずだ」とお

客様が思ってくれます。そして少し高く売れるかもしれま

せん。ファーウェイ製品の購入をやめた国々に対して、ほ

かの国の製品は高く売れます。そしてそれらの国が戻って

きた時、当社は少し値上げすることもありえます。デパー

トで洋服を買うのと同じです。値引き交渉の末、一旦買わ

ずに離れた後、再び戻って買おうとすれば、店側に本気で

買いたいと見抜かれて、値段は下がるどころか、却って少

し張られることと同様です。ファーウェイは値上げした分

を配当に回すのではなく、サイバーセキュリティの向上に

使います。強調したいのは値上げ云々ではなく、よりよい

ネットワークにしたい我々の決意です。今後ネットワーク

がインテリジェントネットワークに進化するにつれ、世界

はクラウドドリブンワールドになります。スマートなクラ
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ウド社会において、ファーウェイは最も安全で最も信頼で

きる製品を提供します。それなれば、皆さんは当社製品を

買うしかありません。このような発想から今日の投資と技

術改造は今後のチャンスに繋がると認識しています。

イギリスから指摘された懸念は我々の進歩を促すもの

で、なにも悪いことではなく、いいことだと思います。課

題が見つかれば、なんとかアイディアを出して、改善を図

るべきです。ファーウェイがやっていることは全て正しい

とは言えず、改善が必要です。イギリスのネットワークの

高度化事業を担っているのは非常に優秀なチームです。こ

の仕事を完成すれば、彼らはネットワーク再構築の中堅に

成長し、より大きな責任を担います。

Karishma Vaswani：今のお話を聞いて、アメリカはパー

トナーを説得してファーウェイとのビジネスをやめさせる

ことができないという自信が伝わってきました。ではなぜ

ファーウェイ設備の禁止を同盟国に求めるアメリカのアプ

ローチが失敗すると自信をもって言えますか。

任正非：同盟国はアメリカの言い分を信用する可能性も

あれば、信用しない可能性もあります。アメリカの話を信

用する国なら、我々はしばらく待ちます。ファーウェイが

信用できると思う国とはスピードを上げます。世界は回り

きれないほど広いです。もし同時に世界中から製品を買い

17
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求められたら、十分な在庫もなく、生産も追いつかないか

ら、会社はパニック状態に陥ります。段階的に受け入れて

くれたほうが、ファーウェイの持続可能な成長に有利であ

ると思っています。

Karishma Vaswani：仮にアメリカは西側のパートナーの

説得に成功し、ファーウェイ設備を排除させたとすれば、

ファーウェイのビジネスにどれだけの影響がありますか。

任正非：日が西に沈んでは、東から昇る。北は夜でも、

南は昼間。アメリカは世界の全てではなく、一部の人を代

表しているのに過ぎません。

Karishma Vaswani：それにしてもアメリカはパワーフル

な国であり、東側諸国にも大きな影響力を誇っています。

ファーウェイを選ばないようアメリカがアジア太平洋地域

のファーウェイ顧客を説得できれば、西側に限らず、全世

界におけるファーウェイの 5G の野心は潰されるのではあ

りませんか。

任正非：ファーウェイは潰されたりしません。世界は

我々の先進技術を必要とします。仮にアメリカの働きかけ

で一時的にファーウェイ製品を採用しない国が増えたとし

ても、我々は規模を少し圧縮すればいいと思います。上場

18
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会社ではないので、見た目のよい財務諸表のために働いて

いません。規模を少し圧縮ことで、会社はより筋肉質にな

ります。そして、いざ解禁されれば、製品やサービスを持

ってお客様に喜んでもらえます。

同時に、アメリカの度重なる攻撃とあらさがしという外

圧によって、ファーウェイは製品やサービスの改善を余儀

なくされます。お客様の満足度を絶えず高めて初めて、様々

な困難を乗り越えて買ってもらえます。アメリカの攻撃ま

たは多くの国の懸念を恐れるのではなく、指摘された問題

点を精査し、改善すべきところ改善します。

Karishma Vaswani：ファーウェイまたは中国があまりに

もよくやっていることに対する妬みに起因する部分はどれ

ぐらいありますか。

任正非：心の広いアメリカがまさか草に過ぎないファー

ウェイを妬むとは思いません。過去数十年はアメリカ一強

の時代でした。今後の数十年間もアメリカは相対的な優位

を維持できると思います。ファーウェイは特定の分野の小

さな存在に過ぎず、まさかアメリカに妬まれるなんて考え

られません。高い技術力を誇り、明るい未来が約束されて

いるアメリカがファーウェイを嫉妬するはずはないです。

恐らくファーウェイのことを十分に分かっていないだけと

思います。分かっていれば、今のような懸念が生じません。

20
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アメリカの政府指導者もあなたのように、渓流背坡村を訪

れ、我々の研究内容や環境を自分の目で見てほしいです。

ファーウェイの研究者たちがこんなに素晴らしい先端研究

を行っていることを見れば、理解してもらえるかもしれま

せん。アメリカはもともとイノベーティブな国で、私なん

かよりずっとオープンマインドです。私ですら人を妬んだ

ことはありません。アメリカが我々を嫉妬することはあり

えません。

Karishma Vaswani：アメリカが中国を嫉妬していると思

いますか。

任正非：二つの政府または二つの国の関係はよくわかり

ません。民間企業として、政治にはほとんど興味がなく、

自身の発展に専念しています。私個人の立場からだと、中

国の更なる開放を主張します。私は中国国内でアメリカを

含む西側の企業に反対すると一度も言ったことはありませ

ん。西側の企業に不当に圧迫された時でも、中国政府が中

国における彼らの市場シェアを圧迫しないこと希望し、シ

ェアを奪わないよう従業員に指示さえしました。改革開放

は中国のためになるからです。5,000 年にわたって閉鎖し

続け結果、中国は貧しくて立ち遅れた国になり、豊かにな

れませんでした。鄧小平さんが開放・改革政策を掲げたこ

の 30 年、中国はようやく豊かになってきました。中国は

21
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開放・改革路線を堅持すべきであり、ファーウェイの件で

扉を閉ざしはいけません。同時にアメリカも閉鎖と孤立の

道を決して選ばないと信じています。アメリカ 250 年の歴

史はまさに開放の歴史であり、世界中から人材を取り込み、

文化を吸収し、人類史上最も素晴らしい偉業を成し遂げた

歴史であると言えます。そのアメリカは扉を閉ざすことは

ありません。そして発展途上の中国は扉を更に大きく開い

て、西側のすべての企業から学び、彼らの中国進出を歓迎

すべきです。13 億人からなる市場は極めて大きく、西側の

企業がこの市場を放棄するとは思わないし、放棄してもら

いたくもないです。

孟晚舟がカナダで逮捕された後も、中国人はカナダグー

スのダウンジャケットを爆買いしていました。これは中国

の人々がそんなに感情的になっておらず、ポピュリズムが

さほど蔓延していないことの現れであり、30 年間の社会変

化により人々のマインドが大きく変わった結果でもありま

す。既に開かれ、しかも更に大きく開かれつつある中国は

世界のためになると前向きに捉えてもらえば、対立が減り

ます。経済のグローバル化はメガトレンドです。産業革命

時代では、ミシンにしても、自転車にしても、自動車また

は電車、汽船は一つの国だけで作ろうと思えば可能でした。

しかし、情報化社会は一つの国で整備できるものではなく、

たくさんの国がともに標準を制定し、一緒に努力して初め

て出来上がります。ですから、このときに開放と協力はど
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の国にとっても非常にいいことです。中国は開放・改革し

て行かなければなりません。ファーウェイの件で開放政策

をやめることは全く望んでおらず、むしろもっと大きく扉

を開いてほしいです。そのうちに、中国がイギリスに似て

きたと人々が気づく日は訪れると思います。中国の社会は

着実に進歩しています。30 年前、痰唾を吐き散らす人は町

中に大勢いましたが、今はほとんど見られません。公共交

通機関に乗る時、昔は押し合いへし合いでしたが、今は静

かに並びます。これらはいずれも民度が高まった現れです。

こうした進歩は評価されるべきです。西側諸国は数百年の

時間をかけてやっとここまで進歩してきました。アクショ

ン映画でわかるように、西部開拓の時代に、アメリカも多

くの問題を抱えていました。しかし、今日のアメリカは非

常に発達しています。今後中国の開放と進歩の歩みは加速

し、世界は共通の文明に向かって発展していくことを信じ

ています。

Karishma Vaswani：今まで中国はどんな変化があり、ど

のように変化してきたかを中心にお話をしてくださいまし

た。他方、多くの中国企業は中国市場で不公正な競争を行

う優位性を持っていること、海外市場では政府の支持また

は政府との関係があって成功を収めたこと等、不公正な手

段でこのような変化を遂げたとアメリカは主張しています。

この点についてどう思いますか。

22



124

英 BBC（インタビュー）

任正非：私はあくまでファーウェイの代表であり、中国

企業の代表ではありません。ほかの会社を経営したことは

なく、調べたこともありません。他人に代わって発言でき

ませんが、一般論として、企業は海外進出する際、国際法

や進出先の国の法律を守らなければ、ひどい目に遭います。

そしてひどい目に遭った時は反省して、教訓から学ぶべき

です。

ファーウェイは海外進出に際して、西側の企業から経営

管理についてたくさん学びました。当社は財務報告書の監

査を KPMG に依頼します。監査は厳格に行われ、問題ある

たびに指摘され、それを受けて改善します。30 年かけてよ

うやくきちんとした会社になりました。ほかの会社も挫折

や失敗から教訓を学んでいると思います。ファーウェイは

政府の補助金をもらっていません。KPMG の監査報告書は

公開されています。KPMG がどのようにファーウェイを監

査し、ファーウェイがどんな会社なのか分かってもらうた

めに、監査報告書を一部提供します。中国社会は徐々に進

歩していますが、悪いことをする人がまだたくさんいて、

法に基づく社会統治は進行中です。悪い人が逮捕されたと

いうニュースは日々新聞に掲載されていることから、中国

は法治国家を目指しており、法整備を進めていることがわ

かります。

Karishma Vaswani：一部の国でアメリカからの圧力を受

けているため、圧力をかけられていない国への方向転換を23
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迫られますか。どういう市場が対象になりますか。

任正非：「顧客中心主義」はファーウェイの価値観です。

お客様に選んでもらえば、全身全霊サービスを提供します。

逆に選んでもらえなければ、サービスの提供を見送ります。

多くの国はまだファーウェイを選択するかどうか決めてい

ません。新聞等メディアに取り上げられている話は政府の

政策や法律を代表するものではありません。もし政府がフ

ァーウェイを禁止する法令で定めれば、我々は当該法律を

守り、その市場でのビジネスをやめます。官僚個人の発言

は国の法律でも政策でもありません。アメリカではファー

ウェイを禁止する法律はまだできていません。法律が作ら

れ、成立すれば、それに従いますが、現時点ではまだ成立

していません。

Karishma Vaswani：ファーウェイを正式に禁止した国はま

だいませんが、アメリカは同盟国を説得しようと働きかけて

います。アメリカが仕掛けた包囲網以外の国として、ファー

ウェイはどういう市場を重点的に注目していますか。

任正非：我々が注目しているのは国ではなく、お客様の

ことです。ファーウェイを選択してくれた客様のためにベ

ストを尽くすと同時に、選択してくれなかったお客様につ

いては、将来チャンスが来るのを待ちます。

24
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Karishma Vaswani：実はイギリスは現在依然としてファ

ーウェイ設備の採用を検討し、ファーウェイと協力して

発見された技術的リスクを回避しようと考えています。セ

キュリティ上の懸念についてイギリスの消費者にどう説明

し、ファーウェイが国のスパイ行為に協力しないことをど

う信用してもらいますか。

任正非：イギリスでのセキュリティ上の課題はソフト

ウェアの弱みにあります。会社が小さかったころに開発し

たソフトウェアは非常に脆弱という弱みです。バックドア

等セキュリティまたはプライバシー上の問題はありません

が、攻撃に弱く、攻撃されたらネットワークはダウンしや

すいです。そうとは言っても、20 年あまりの間、ダウンし

たことはありませんでした。これだけ大規模なネットワー

クを前へ、「自分の設備は鉄のように強く、絶対に信頼で

きる」と断言できる国や企業はありません。イギリス政府

は、「ファーウェイのネットワークはやや脆弱であり、攻

撃される際にダウンする恐れがある」と早期警告をしただ

けです。そして現在ファーウェイは改善を急いでおり、消

費者の皆さんへの影響はありません。

Karishma Vaswani：ファーウェイに対するイギリスの方

針はまだ決定されていませんが、ファーウェイの将来にと

って、イギリスでの投資や雇用チャンスの創出はどれだけ

25
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重要ですか。イギリスでの投資を引き上げず、雇用人数を

減らさないことを約束できますか。

任正非：ファーウェイはイギリスに 1500 人の従業員を

擁し、直接または間接的に 7500 人の雇用を作っています。

エディンバラ、ブリストウ、イプスウィッチで研究センタ

ーを設立し、近いうちにケンブリッジで光チップの製造拠

点を建設します。そしてバーミンガムで教育センターを作

りました。これらを撤退しないことをコミットメントしま

す。なぜなら、早かれ遅かれイギリスはファーウェイの設

備を買ってくれるからです。今商売できないから引き上げ

てはいけません。例え話しですが、あるデパートに気に入

った洋服がありましたが、すでにほかの人に予約されたた

め、売ってくれなかったことで、その店に二度と足を踏み

入れないことにはならないでしょう。少し間をおいてから、

在庫が補充されたかどうかを確認するためにまたその店を

訪れ、「今なら在庫あるよ、買うならお早めに」と言われ

るかもしれません。イギリスはいずれこのような「洋服」

をたくさん提供してくれます。イギリスという「デパート」

を訪れ続け、投資を引き上げるどころか、更に投資をします。

ファーウェイはイギリスを信用しており、そしてイギリス

が信用してくれれば、より大規模な投資をする用意があり

ます。アメリカが信用してくれなければ、その分投資をイ

ギリスにシフトします。イギリスでの意気込みは購入した

土地の大きさで想像してもらえると思います。気に入った
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「洋服」をすぐに売ってくれないから二度とイギリスとい

う店を訪れないようなことはしません。

ここ数年のイギリスの発展は私にとって非常に印象的で

す。イギリスで直面しているあらゆる困難は解決できると

思います。

Karishma Vaswani：イギリスの事例は欧州のほかの国を説得

するに役立つことを望んでいますか。

任正非：ある事例を使ってほかの国を説得しようと考え

ていません。今イギリス政府に尋ねていますが、正しいけ

結論を出し、ファーウェイを信用してくれれば、ファーウ

ェイはイギリスにより大規模な投資を行う可能性がありま

す。ファーウェイはドイツを始め多くの国に大規模な投資

をしています。欧州だとハンガリー、フランス、イタリア

等への投資規模も非常に大きいです。それでもイギリスは

ほかの国をリードしています。

皆さんご存知のように、CPU の大手 ARM 社はイギリス

にあります。アメリカが CPU を売ってくれなくなること

に備えて、ファーウェイは当時中小規模の ARM との連携

に力を入れてきました。その結果、ARM の一昨年の売上げ

は 320 億米ドルに達しました。こうしたお金を原資に ARM

は更に発展し、CPU 分野で欧州の存在を高めました。現在

27
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CPU と言えば、イギリスはアメリカと並んでいます。光チ

ップの分野では、欧州の電子・フォトニクス・量子の交換

技術は世界をリードしています。ファーウェイがイギリス

で建てようとしている工場は光チップを製造します。アメ

リカにないものです。ファーウェイは、イギリスを始めと

する欧州にアメリカと競うチャンスをたくさんもたらして

います。欧州は、「なぜ域内に IT 大手がなく、アメリカの

ソフトウェア企業だけが成功するのか」と悩んでいました

が、今後ファーウェイと連携すれば成功すると思います。

ファーウェイが関わったため、先ほどの二つの成功事例が

生まれ、欧州は対等に戦えるようになりました。ファーウ

ェイの欧州での取り組みを理解してほしいと思います。欧

州に根ざして母国と同様に価値創造を続けて、ローカルの

企業と同様に発展していくつもりです。イギリスから撤退

し、投資を引き上げることは心配無用です。なぜなら、撤

退するとこれまでの努力がすべてパーになってしまうから

です。

Karishma Vaswani：娘さんについて話を聞きたいです。

父親として今は大変な難しい時期にあると思います。娘さ

んがカナダで身柄が拘束され、アメリカへの引き渡しを求

められています。今はどんな心境でしょうか。娘さんが本

当に投獄されたら、どう対応しますか。

28
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任正非：アメリカのやり方に反対します。政治目的に基

づくやり方は許されるものではありません。なにか問題が

あるとして、ややもすれば別の国に制裁を課し、人を逮捕

するアメリカのやり方に反対です。ただ、こうなってしま

った以上、裁判所に解決を委ねるしかありません。

Karishma Vaswani：任 CEO は反対という言葉を使い、政

治目的だと言いました。折しも中国側も娘さんの釈放は中

米貿易戦争の交渉内容の一つになりうると言っています。

ご家族は、国家間の貿易交渉に巻き込まれたようです。こ

れについてどう思いますか。

任正非：中国政府はそう言ったかどうかわかりませんが、

トランプさんは確かに言いました。孟晚舟事件は中米貿易

交渉の内容になっていないと思います。両国政府の公式発

表や公式文書はいずれもこれに触れておらず、ただトラン

プさんは彼女の件を交渉の材料に使うようがあると言った

だけです。あくまでアメリカは交渉材料に使いたいだけで、

中国は交渉材料にしていません。我々のことで中国の開放

・改革のプロセスが影響されることを目にしたくありませ

ん。中国はアメリカ、イギリスを含む全世界に向けて開放

し、ともに発展し、ともに世界をよくしていくことを望ん

でいます。

29
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Karishma Vaswani：なぜ中米貿易戦争にファーウェイが

巻き込まれたと思いますか。

任正非：わかりません。中米貿易戦争と関係があるので

すか。中米両国が激しく喧嘩する中、ファーウェイの売上

は急速に増えています。中米貿易戦争の影響を全く受けて

いないと思います。

Karishma Vaswani：娘さんが大変な状況に置かれている

のを見て、父親としてどんな心境なのか教えてください。

任正非：試練を乗り越えなければ一人前へなれません。

歴史に名を残した偉人はみんな様々な苦難を耐え抜きまし

た。苦難も人生の宝物です。「来たせば安んず」というこ

とわざのように、こうなった以上、落ち着いてに法による

解決を図ります。

Karishma Vaswani：娘さんを後継者にすることを考えた

ことはありますか。いつか娘さんがファーウェイの CEO

になることを望んでいますか。娘さんが出社できないこと

により、ファーウェイの事業はどれだけのインパクトを受

けていますか。

任正非：彼女はいつまでたっても後継者になれません。

30
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技術のバックグラウンドがないからです。ファーウェイの

後継者になるには技術に対する洞察力、将来技術や顧客ニ

ーズを見据える能力が必要不可欠です。財務出身の彼女は、

管理職として優秀ですが、司令塔として舵を切るには物足

りなさがある。後継者ではないことは断言できます。

孟晚舟が自由を失ったことで、ファーウェイのいかなる

事業も影響を受けていません。それどころか、むしろより

スピードアップし、よりスムーズに発展しています。逮捕

は誤算だったかもしれません。逮捕されれば会社は潰れる

と踏んでいただろうが、結局潰されることなく、前へ邁進

しています。各種制度・プロセスが整備されたファーウェ

イは特定な個人に頼っていません。いつか私がいなくなっ

ても、前へ進むファーウェイの歩みは止まりません。

Karishma Vaswani：現在の世界は分裂に向かいつつある

ように見えます。片方は中国の技術と中国の会社（例えば

ファーウェイ）を歓迎する陣営で、もう一方は中国の技術

と中国の会社を歓迎しない陣営です。仮に世界は本当にそ

うなったら、ファーウェイの今後にどのような影響があり

ますか。

任正非：ファーウェイは世界でより多くの責任を担う覚

悟がまだできていないと思います。我々はアメリカが主導

権を握る技術の世界にあり、世界を主導する力がなく、た
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だこの世界の一員として、人類のために役立ちたいです。

市場シェアの更なる拡大を狙うのではなく、他社の発展を

妨害せず、ひたすら前へ進むだけです。前へ進むようにし

ているだけです。世界を主導するつもりはないし、そのよ

うな力もありません。

Karishma Vaswani：今のお話に込められたメッセージは

よくわかります。有難うございます。中国の会社経営はや

はり欧州、アメリカと異なると思いますが、中国の企業と

中国政府とはいったいどのような関係にあるのか教えてく

ださい。

任正非：私はファーウェイのことならわかりますが、ほ

かの企業のことは分かりません。政府との関係というと、

遵法経営と納税です。すこしでも税金逃れをしたら、当局

に目をつけられると思います。法令遵守、遵法経営に務め

る、それがファーウェイです。ほかの企業のことはわから

ないので、コメントできません。

Karishma Vaswani：現在の状況はファーウェイのレピュ

テーションを既に失墜させていると思いますか。

任正非：いいえ、むしろアメリカ政府が大きな広告をし

てくれたことに感謝します。ファーウェイという小さな会
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社が超大国アメリカと対決できるのは、光栄極まりないこ

とです。

Karishma Vaswani：中国の体制、そして中国の体制に基

づく運営手法に対する世界の認識により、中国企業は海外

で成功しにくくなっていると思いますか。

任正非：体制を含め、ほかの企業のことはわかりません。

ファーウェイの場合、中国では中国の法律を守り、海外

では進出国の法令、国連決議を含めて守っています。ほか

の企業のやり方には興味がありません。別にお金をもら

えるわけでもないから、なんでそこまでお節介をやくの

ですか。気になるのはファーウェイのことだけです。ファ

ーウェイはほかの考えがなく、永遠にお客様の利益を最

優先させます。

Karishma Vaswani：一民間企業はなぜ政治をこんなに注

目しているかよくわかります。中国政府の国政運営を見て

いる海外の人は中国では統制が強まる一方だという結論か

ら、本社を中国に置く企業として、海外進出した際に、ま

ったく中国政府の影響を受けないのはありうるかと疑問に

思わざるを得ません。この点に対してどうレスポンスしま

すか。
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任正非：海外進出したのは金儲けのためです。ファーウ

ェイの海外進出と中国政府となんの関係がありますか。殆

ど関係はありません。中国では中国の法律を守り、海外に

出たら進出国の法律を守ります。もし関係があるとすれば、

稼いだ外貨を中国に送金する時、外貨管理局の規制を受け

なければならず、少しプレッシャーがあります。また、海

外で稼いだ利益は中国政府に納税するとき、優遇税率を享

受できるかどうかわかりません。今言ったこと以外はなか

なか思い当たりません。もちろん海外進出したほかの中国

企業を代表できません。友人もいなければ付き合いもあり

ません。ファーウェイの経営一筋で、暇があれば本を読む

ぐらいです。ほかの企業がどのようにしているのかわから

ないから、答えられません。

中国においては、我々は経営に関係する法律だけを勉強

し、関係のない法律には触れません。政治家のように法律

についてコメントすること私には無理です。私は企業経営

者であり、「企業家」にはまだなれていません。

Karishma Vaswani：政治の角度からコメントすることは

ふさわしくないことは分かりました。一方、中国政府がス

トレートにファーウェイを擁護し、至るところで孟晚舟の

逮捕が間違っていると主張していることも見て取れます。

これは海外市場におけるファーウェイの立場をより難しく

しているのではありませんか。
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任正非：中国政府は自国民保護という政府の役割を果

たしています。もしアメリカが中国のトップレベルのハイ

テク人材を潰して競争優位を手に入れようと企てているな

ら、中国政府がハイテク企業が成長するよう育てるのは自

国経済の発展に寄与することであり、理解されるはずです。

孟晚舟の事件は既に法的手続きに入っているから、具体

的なコメントを控えたいと思います。アメリカとカナダの

法律のもとでは、開放性と透明性は最も重要であり、次に

重要なのは公平性と公正性です。まずアメリカがこれまで

のすべてのやり取りを開示して、初めて我々は一連の経緯

と理由がわかり、それを踏まえて法律上の判断と弁護を行

うことが可能になります。法的手続きを始めた以上、個人

的なコメントを差し控えます。

Karishma Vaswani：世界にこれだけは伝えておきたいこ

とは何ですか。

任正非：将来の情報化社会に向けて発展していくために

は、全世界が協力し合い、ウィンウィン関係を築き上げる

ことが求められます。今はインターネットの時代です。交通

が不便な時代であれば、知識と文化を地元のごく少数の人

のものとして秘匿化し、そのところでしか製品化させない

ことは可能でした。それゆえ、電車、船舶、自動車がなか

った時代では、農作物がよく取れるところは豊かになり、そ
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れ以外のところは貧乏でした。今は交通手段の発達に加え、

インターネット等の通信手段も非常に発達しています。それ

ぞれの地域で文明が進化し、これらをつなぎ合わせること

によって、将来のスマート社会とクラウド時代が訪れます。

新時代を切り開くには、ある一つの国や企業の力だけでは

とうてい足りず、全世界が一丸となって努力する必要があり

ます。ファーウェイはよりよい人類社会のための取り組みに

参画し、自分なりの貢献をしていきたいと思います。

Karishma Vaswani：西側がファーウェイのような中国企

業、中国のことを理解していないと思いますか。

任正非：ファーウェイのことについて、西側といっても、

政治家たちの理解が不十分であるだけで、企業関係者や研

究者たちはよく理解してくれていると思います。今日の午

前中も超大手の西側企業の CEO ととてもいい会談をしまし

た。彼や私のような人間はどの企業をも敵だと思ったりし

ません。同じ業界にあり、それぞれのレベルがよく分かっ

ているからです。「あんなに貧乏で遅れた地域でなぜこん

な進んだ会社が現れたのか」と不思議に思うのは我々のこ

とをよく知らない政治家だけです。ぜひファーウェイのこ

とを実際に見てもらいたいです。政治家たちの来訪を歓迎

します。私は皆さんとお会いし、何を聞かれても答えます。

今日あなたからの質問に対して、一切包み隠さずに、本
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音ベースで答えています。政治家たちに対しても同様です。

そのうちに分かってもらえると思います。

Karishma Vaswani：任 CEO のリーダーシップについて、

来る前へ関係書籍を読んだところ、キーワードが謙遜、パ

ッション、常に勉強だと思いますが、それで宜しいですか。

任正非：その通りです。

Karishma Vaswani：パッションに共通する部分があるこ

とから、任 CEO は「火」という元素がお気に入りだと言

われています。他方、火の制御も必要です。ファイアプレ

ースが好きなのはそのためですか。

任正非：ファイアプレースも火も私と関係ありません。

建物の内装アイテムとして取り付けられただけです。ファ

イアプレースの周りに腰掛けてみんなと世間話をすると、

雰囲気が盛り上がります。しかし、別にファイアプレース

が好きなわけではありません。好きなものはたくさんあり

ますが、一番は農村です。農家にならなかったことを一番

残念に思います。農業関係、農作物栽培関係の本と新聞を

沢山読んでいます。読んでいるものすら本業と無関係です。

火は私に関係しているとは限りません。
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今ご覧になっているのは公表されているアニュアルレポ

ートです。アメリカの監査法人が監査を行いました。読め

ばありのままのファーウェイの姿がわかります。

Karishma Vaswani：今までの取材で、CEO はビジネス一

筋の経営者であり、お客様に最高のサービス、世界に最高

の技術を提供し、研究開発への投資を絶えず強化していく

ことしか頭にないことがわかりました。しかし、現在ファ

ーウェイの置かれた環境を考えると、ファーウェイを巡る

議論や非難が高まる中、ただひたすらファーウェイ自身の

事業にフォーカスすることは困難になっていませんか。

任正非：私には子供三人いて、彼らのことを常に気にか

けています。しかし、子供はそれぞれ個性があり、私と常

に和気あいあいの関係にあるとは限りません。孟晚舟が子

供の時、私が入隊し、家から遠く離れていたため、彼女は

母親のもとで育ちました。1 年のうちの 11 ヶ月間は彼女と

会えず、やっと一緒に過ごせるその 1 ヶ月でも、昼間が学

校、夜は宿題を書き終われば寝る時間となります。一緒に

いた時間は本当に少なかったが、彼女は大変な頑張り屋で、

物事がわかり、人付き合いも上手でした。

確か華中理工大学で勉強した時、少し仕送りしてほしい

と彼女の母親から連絡が来て、1 万元を振り込みました。

卒業した時、9500 元を返してくれました。彼女は倹約家で、
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お金には非常に渋いです。初めてモスクワの見本市に行っ

た時、私は 5000 ドルぐらい渡したが、帰国後今度は 4000

ドル以上返してくれました。ほんのわずかしか使わなかっ

たのです。他方、勉強に関してはかなりの努力家です。フ

ァーウェイが IBM と協力して統合型財務サービス（IFS）を

導入した時、彼女はプロジェクトマネージャーを務め、懸

命に働きました。この事業に 10 年も 20 年も携わっていた

ため、プロジェクト管理に対する彼女の理解が非常に深く、

財務が得意です。財務に長ける人は、バランス、マネジメ

ント、効率を重視します。でも、ファーウェイのリーダー

に求められるのは横のバランス感覚ではなく、縦方向の突

破です。彼女が将来も CEO にも、取締役会長にもなれない

理由はここにあります。さきほどのご質問への補足です。

拘束されたことを聞いて、父親として胸が引き裂かれた

思いです。なぜ子供がこんな辛い思いをさせられるのです

か。でも、事件が起きた以上、法律手段で解決するしかな

いと思います。ファーウェイが犯罪行為をするはずはない

です。我々は自分に非常に厳しく、管理を徹底しているか

ら、犯罪なんかありえません。

逮捕要請に踏み切ったアメリカは、今後少しずつ証拠を

開示し、裁判所は最終的に判決を下します。彼女は今軟禁

状態ですが、意気消沈することなく、毎日八講座も e ラー

ニングで受講しています。会社の重要事項事はネットを介

して彼女と相談しています。



141

英 BBC（インタビュー）

子供との関係について、単に父親としての愛情にとらわ

れるのではなく、子供を自由に羽ばたかせることは大事だ

と思います。子供はそれぞれ個性がなくてはなりません。

うちの子はみんな強い個性の持ち主で、自分をよりよくし

たい努力家です。常に親のそばにいて、親と仲良く暮らす

なんて期待してはいけません。自分らしく成長していくこ

とは子供にとって非常に重要です。

今回の苦難は彼女にとってむしろ得難いチャンスだと思

います。このような大きな試練は今後の成長の糧になりま

す。心身両面を強くしてくれたアメリカ政府に感謝しなけ

ればなりません。彼女の将来の活躍を楽しみにしています。

Karishma Vaswani：任 CEO はメディアの取材を受ける

ようになるのに相当時間がかかったそうです。大変静かな

方で、今まで可能な限り報道陣の前へ姿を見せないよう

にしていました。ご本人もファーウェイもベールに包ま

れた存在であると言われていました。今ようやく世界に

向けてご自身、ファーウェイをオープンにしたのはなぜ

ですか。なぜこのような危機に晒されて初めてオープンに

したのですか。

任正非：実はファーウェイはかねてからよくメディアに

露出する会社です。余承東、徐直軍を始め、経営陣全員は

毎日のように外で喋っています。彼らはインフルエンサー
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になれず、私だけが世の中に注目されるのは不思議でしよ

うがないです。私は大の照れ屋で、見知らぬ大勢の人を前

に話をするのは苦手です。文書をこまめに吟味するほうが

私に向いています。

「あなた一体何が好きなの？」と家内に聞かれたことが

あります。「文章だ」と答えました。なぜなら、文章には

哲学やロジック等が詰まっており、書き上げた文章をみん

なに送ってから、3 年ないし 5 年経っても、何の効果もな

いように見えるが、30 年後になると、みんなが足並みを揃

えてここまでやってこられたのはやはり哲学、ロジックや

マネジメントのおかげです。ですから、外向けではなく、

内向けに注力するようにしてきました。私はわざと取締役

会長につきませんでした。取締役会長だと、工商登記上の

役割を果たさなければならず、あれこれの書類のサインに

忙殺されてしまい、雑用係で、清掃要員同然です。私のや

りたがる仕事ではありません。私の願いは、外の事に一切

煩わされずにただひたすらこの会社の管理に専念すること

です。これは私の性格です。

外部の人と話をする時、「どうしてこんな偉大な人にな

ったのですか？」と聞かれたりします。すると「リスでも

ないので、尻尾大きいはずがない」 と返します。そして「自

分が偉くないというのはご謙遜でしょう」と突っ込まれま

す。このようなことがあるから、メディアと会話するのは

おっくうです。自分が偉いと言えば自画自賛、逆に偉くな

いと言えば謙遜のふりをしていると思われていまいます。
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今ファーウェイが重大な局面にあるから、外向けに発信

してほしいと広報の人間に迫られました。「あなたの話は

注目される。ほかの役員の話はあなたほど注目されない」

と言われました。社会で大活躍している他社の CEO は喫

茶店でゆっくりコーヒーを楽しめますが、物静かで、外部

と接触しない私は町中でコーヒーすらのんびり飲めませ

ん。本当に不自由です。コーヒーショップに入ると、必ず

多くの人に写真を撮られ、「任 CEO はコーヒー１杯の倹

約三昧」と題してインターネットに投稿されます。コーヒ

ー１杯頼んだことで、倹約家と言われる理屈があるのです

か。食事をしても倹約と言われ、肉を食べ過ぎたので肉よ

り野菜を食べたくなっただけです。それでも偉いと過大評

価されます。

マスコミの報道は時には本当の私とかけ離れています。

わざわざ皆さんに説明するために時間を取る必要もないた

め、メディアとそんなに会っていません。でも全然ないわ

けではなく、例えばダボス会議の時も BBC の取材に応じ、

生中継で放送されました。回数はそう多くありませんが、

メディアとは会っています。

今、メディアは毎日のように詰めかけ、取材に応じるよ

う広報に圧力をかけています。対応に困った広報スタッフ

のねだりに負けた私は今度顔を出すしかありません。ただ、

メディア対応の訓練を受けていないだけでなく、率直に物

事を言うタイプですから、時には間違ったりします。どう

かお許しください。
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Karishma Vaswani：最後の質問をします。前へ西洋から

のヒント或いはインスピレーションは任 CEO のリーダー

シップの形成に大いに寄与したと言いましたが、欧州の歴

史のどの部分が一番参考になったのですか。なぜそれにハ

マったのですか。現在西側ではファーウェイに対する強い

反発を受けて、お考えは変わりましたか。

任正非：やはりイギリスの影響が大きいと思います。立

憲君主制はイギリスで生まれました。「王権も法の下にあ

る」、王様も法律の下に位置づけられ、法律は議会によっ

て作られるという制度です。王様は最高の権力者ではなく、

法律の制約を受け、議会の採決結果の制約を受けます。こ

のような制度設計でバランスの取れた社会になりました。

名誉革命からの 350 年の間に、内乱がなく、高度に発達し

た国に発展できた理由はここにあると非常に感銘を覚えて

います。

もう一つは清教徒がアメリカに渡った後の歴史です。イ

ギリスの法律を踏襲したのですが、急速に広い国土にまで

拡張し、特に西部開拓の時に大きな混乱が起きたため、き

め細かく法律を整備する余裕はありませんでした。イギリ

スの場合、細部に至るまで大変きめ細かく規定したがゆえ

に、イノベーションのモチベーションは若干抑えられます。

アメリカの場合、骨太の枠組みは体系的に整備されつつも、

末端レベルでは柔軟な対応ができるように工夫され、社会

の活性化に繋がっています。

45
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そこから示唆を得ました。ファーウェイも骨太の制度こ

そ強化しますが、現場レベルではそれぞれの創意工夫で成

長していくことを推奨します。その結果、秩序がありなが

らも自由民主なファーウェイは誕生し、そして、世間で奇

跡と呼ばれるようになりました。

ファーウェイは二つの文化から学びました。一つはイギ

リスの文化。根幹の部分を明確化、標準化させることです。

もう一つはアメリカの文化。現場に任せ、自由な競争をさ

せ、些細なことまで詳細に規定しないことです。西洋には

哲学をはじめ、奥深いものがたくさんあり、非常に勉強に

なりました。私も毎日文章を書きますが、真面目な内容を

冗句を交えた言葉で面白く書き綴っています。

私の文章をじっくりと吟味し、醍醐味が分かった人は中

堅に抜擢されるかもしれません。分からない人は引き続き

現場で活躍してもらいます。こうしてできあがったのは秩

序あるファーウェイ流の組織です。

Karishma Vaswani：質問は以上です。貴重なお時間有難

うございました。自分の気持ちとして、あと一日かけてゆ

っくりとお話をしたいぐらいです。正直に言って、現在置

かれている状況は相当難しいと個人的に思っています。
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任正非

米 C BS
イ ン タ ビ ュ ー

2019 年 2 月 19 日、中国深セン
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CBS 記者 BiannaGolodryga：本日はお時間を取ってい

ただき、どうもありがとうございます。任 CEO は普段、

メディアの取材をめったに受けないようですが、なぜ今、

インタビューや交流を深めるようになったのですか。

任正非：私は主として社内でスピーチをします。毎日の

ように色々なチームを相手に話します。私はコーポレート

ガバナンスに関心があるので、広報は私の仕事ではないと

思っていました。私よりも、輪番会長や具体的な業務に当

たる人の仕事だったと思っていました。自分はコーポレー

トガバナンスにより多く貢献できればと思って、社外との

接触は少なかったです。

今は特殊な状況にありますので、広報部が、私は他の人よ

りは影響力が大きいと見て、ファーウェイと社会、外部との

コミュニケーションに協力してほしいと求めてきたのです。

BiannaGolodryga：今、ファーウェイの社名はトップ記事

によく取り上げられています。ファーウェイを槍玉にあげ

た訴えも多数あります。特に娘さんの孟晩舟はイランへの

制裁協定に反したとして、今もカナダのバンクーバーで軟

禁されていますが、孟さんの近況はどうですか。

任正非：第一に、ファーウェイは昔無名の会社でした。

電気通信ネットワークの建設を業務としていたため、世界

01
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での取引相手は大手企業 300 社しかありませんでした。携

帯端末事業を始めてから、スマートフォンを販売している

と少しは名前が知られるようになりました。しかし、スマ

ートフォンの購入者の中には、ファーウェイが好きな人も

いれば、そうではない人もいます。好きでない人は、ファ

ーウェイに関心がありませんでした。今、アメリカはファ

ーウェイを相手取って訴訟を起こしています。アメリカは

国際社会におけるプレゼンスが高いので、そのお陰で、フ

ァーウェイは世界中の人々に知られるようになっています。

もちろん、このことにより、ファーウェイがいい会社か悪

い会社かはまだ世の中が判断できませんが、知名度は高ま

りました。ファーウェイの名前を世界中に知らしめてくれ

たアメリカ政府の宣伝には感謝します。

今、ファーウェイへの起訴に対してーー起訴は判決では

なく、訴訟の前段階のプロセスに過ぎませんがーー我々は

法的手続きを通してこれら問題の解決を図っていくと思い

ます。孟晩舟はカナダで身柄を拘束されたのは、政治目的

の事件だと私は見ています。孟晩舟はとても良い子で、勉

強も仕事も真面目です。彼女は音頭を取ってファーウェイ

の財務システムを作りました。このシステムは今でも世界

で一番進んでいます。孟晩舟はまた正義感と勇気に溢れた

人間です。東日本大震災の際、大津波で原子力発電所の放

射能漏れが起こり、災害救援が行われていたときに、彼女

は香港から東京へと向かいました。飛行機の中には二人し
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かいませんでしたが、そのうちの一人が孟晩舟でした。カ

ナダで身柄を拘束された後、日本の若い女性から感謝状が

届きました。その手紙は日本のメディアにより公開されま

した。彼女は今、軟禁状態ですが、インターネットでいく

つかの勉強を続けています。自分自身の知見を高め、時間

を無駄にしたくはなく、時間の無駄遣いがもったいないと

勉強を続けています。

私と晩舟はたまに電話で話しています。電話はプライバ

シーが確保されておらず、安全でないことは知っています

ので、冗談を言って聞かせたり、「元気か」と声をかけた

りしています。彼女は、今元気です。

BiannaGolodryga：先週、の 2 月 13 日は孟晩舟さんの誕

生日でしたが、娘さんの誕生祝いができないことが心苦し

かったのではないでしょうか。

任正非：今年の誕生日は、彼女の人生にとって大きな意

味があると私は思っています。古代中国には、「苦難を経

験しなければ立派な人間になれない」という言い回しがあ

ります。繰り返し傷をして初めて頑丈な体になります。今

回の試練は、彼女の人生においては、飛躍していく上での

ターニングポイントになると思います。彼女はもっと成熟

すると思います。

03
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孟晩舟は子供の時からずっと努力家でしたが、わりと順

風満帆で、大きな挫折を味わいませんでした。今回の挫折

は、彼女の人生に消すことのできない印を残し、成熟さを

増します。きっと彼女はもっと強くなると思います。今年

の誕生日はとても有意義だったと思います。

BiannaGolodryga：任 CEO は以前、孟晩舟さんへの嫌疑

は政治目的の行動だと表明しました。我々の知っている限

りでは、これらの嫌疑は非常に重いものです。もし罪名が

成立すれば、孟晩舟さんはアメリカで 30 年間の服役をす

る可能性さえあります。なぜ彼女への嫌疑は政治目的によ

るものだと思ったのですか。

任正非：今言えることは、アメリカとカナダの司法シス

テムは、なによりも開放性、次に公正性と公平性を重視し

ています。最終はすべての証拠と一連の経緯が開示されな

ければなりません。裁判所が判決を下して初めて、今の質

問に答えることができます。

BiannaGolodryga：アメリカの起訴状は、ファーウェイが

（HSBC を含む）4 つの大手銀行を欺き、Skycom 社（フ

ァーウェイの子会社）を通じてイランと取引をし、国際制

裁に違反したとしています。ファーウェイと Skycom とは

04
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どのような関係ですか？

任正非：これらのことは司法手続きに入ったため、裁判

所の判決を待ってから、答えます。

BiannaGolodryga：ファーウェイは対イラン国際制裁に違

反しましたか。

任正非：これも裁判所が判決で判断します。

BiannaGolodryga：以前、娘さんの今の苦境に対して申し

訳なく思っていると語ったことがありますが、なぜですか？

任正非：私は子供たちが小さかった頃から、十分にケア

できず、精力を仕事に費やしていましたので。

BiannaGolodryga：以前、父親としてはあなたは申し訳な

く、やましく思っていると語っていましたが、なぜそう言

ったのですか？

任正非：子供がまだとても小さかった頃、私は軍隊に入

りました。毎年、11 ヶ月ぐらい家には帰れませんでした。

家にいる一ヶ月は、子供たちが宿題をしたり、学校に行っ

たりしていました。子供と一緒に過ごす時間はとても少な

06
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かったです。子供の教育など、すべて彼らの母親任せでした。

私と子供との間には、そんなに打ち解けてはいませんでし

た。創業した後、会社の存続が非常に厳しかったので、私

は毎日 16 時間オフィスにいるか、現場にいました。子供

の教育や成長にあまり時間をかけられませんでした。こう

いった点では、彼らに申し訳なく思っています。

BiannaGolodryga：会社の CEO として、自社の CFO を失

う可能性があるということは、どれだけ大変なことなのか

は想像できます。また、父親として、娘さんは身柄の引渡

が求められており、懲役に服する可能性にさえ晒されてい

ます。CEO であると同時に父親でもあることから、二重に

辛さを感じていませんか。

任正非：そんなに辛く思ってはいません。なぜなら、法

律は事実を尊重し、証拠を尊重すると信じているからです。

裁判所は公開性、公正性、公平性の原則に基づくと思いま

すので、私は判決を待ちます。会社の事業は何の影響も受け

ていません。ファーウェイは既にプロセス化され、制度化

されているので、誰か一人のことで会社の運営にまで支障を

来すようなことはありません。そういう心配はないのです。

BiannaGolodryga：先ほど娘さんへの身柄拘束は政治目的

によるものだと語りましたが、今というタイミングについ

09
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て考えたことはありませんか。今はちょうど中米貿易交渉

の真っ最中で、貿易戦争が発生する可能性もあります。任

CEO の会社、娘さんは米中貿易交渉ひいては貿易戦争の道

具にされていると思っていませんか。

任正非：中、米両国はいずれもスケールの大きい国です。

二つの大きな「球（ボール）」がぶつかり合う中で、我々

のような小さな「トマト」が「球」の衝突を阻止すること

ができますか。不可能ですし、そのような価値もありませ

ん。孟晩舟にはそこまで大きな価値があるとも思いません。

だから、米中貿易戦争と孟晩舟の事件とは、それほど関係

がないはずだと思います。中、米両国が互いの関係を見直

さなければならない時は、政治、法律、制度に頼るしかあ

りません。我々のような個人は、この中で大した役割を果

たすことができないと思っています。

また、米中貿易戦争は熾烈化していますが、ファーウェ

イの業績は今年１月のほうが去年 1 月より遥かに良いです。

中米貿易戦がファーウェイにそれほど大きな影響を与えて

いないことの証明です。ファーウェイが米中貿易戦争に影

響を与えることはなおさらありえません。

BiannaGolodryga：トランプ大統領は以前、孟晩舟事件に

介入し、これを米中貿易交渉のディールの一部とするかも

しれないと発言しました。この話を耳にした時、どのよう

11
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な気持ちでしたか。

任正非：特になんとも思いませんでした。トランプさん

という人は、ツイッターで意見を述べるのが好きで、わり

とストレートな大統領です。しかし、孟晩舟事件はやはり、

法律によって解決を図るべきだと思っています。

トランプ大統領は偉大な大統領です。彼はアメリカの税

率を短期間に引き下げました。世界では、とりわけ民主主

義国家ではなかなか難しいことです。民主主義国家の最大

の特徴というのは、みんなでまず議論をすることで、議論

に長い時間をかけてようやく共通認識に達します。アメリ

カの税率はあれだけ高いレベルから引き下げられ、しかも

短期間で合意が得られ、法律まで成立しました。このこと

は、アメリカの向こう百年にわたる経済振興に寄与します。

税率が下がれば、税負担の軽減で、企業はスピーディーに

発展し、人類社会もより速く発展できると思います。トラ

ンプさんの減税はとても偉大なことだと思います。

私は中国政府にも減税を実施し、事業会社に息継ぎのチ

ャンスを与え、競争力を一層身につけてもらうようにしな

くてはと訴え続けてきました。しかし、中国では、減税の

スピードはまだ比較的遅いです。なぜなら、まだ比較的貧

しい地域が多いなど政府がやるべきことはたくさんあり、

国のほうは様々な取り組みに資金が必要だからです。その

ために、中国では減税のスピードが緩やかで、少しずつし
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か下がりません。トランプさんはこの点ではとても偉大で

す。しかし、私はトランプさんに対しては言いたいことも

あります。彼が今日この国を脅し、明日あの会社を脅かし、

別の日にみだりに人を捕まえたりしていては、人々は怖く

てアメリカ投資に行く勇気をなくしてしまいます。アメリ

カへの投資ができなければ、アメリカで削減された税収は

どこから穴埋めされますか。アメリカが減税に踏み切った

目的は、みんなに投資に来てもらうことです。新規設立の

会社から生み出された税収でもって、軽減された税収分と

相殺することができてこそ、アメリカは引き続き栄え、発

展を続けることができます。この点において、アメリカは

その政策をしっかりと見直さなければなりません。多くの

会社にフレンドリーに接する必要があります。フレンドリ

ーでなければ、敢えてそこまでリスクを取って投資に行く

人はいません。この問題をうまく処理できるかどうかは、

アメリカの世界でのイメージにも関わります。

BiannaGolodryga：トランプ大統領に娘さんの事件に介入

してほしいと思いますか。

任正非：これについて述べることはありません。トラン

プさんは知り合いでもなければ、接したこともありません。

ですので、このことについてはコメントを控えます。友達

になって初めて、彼のことが本当に分かると思います。今

12
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の私は、彼のことをツィッターでの書き込みや、発表した

スピーチからしか知ることができません。彼が最近行った

一般教書演説は素晴らしい内容だったと思います。全部読

み終わりました。とても良い内容だと思います。

BiannaGolodryga：しかし、トランプ大統領は大統領令の

形で、アメリカ国内において、ファーウェイのあらゆるビ

ジネス活動を禁止する可能性を示唆しています。彼を高く

評価する任 CEO のお話との整合性についてどう整理すれ

ば宜しいですか。

任正非：実は、ファーウェイは以前から、アメリカ国内

でそれほどの売上はありませんでした。しかし、だからと

いって、アメリカという国を諦めたわけではありません。

この国で努力を諦めないというのは、ファーウェイのアメ

リカへの尊重でもあります。今になって、「販売してはな

らない」と言われたら、販売をあきらめればよいように思

います。しかし、アメリカはそれでもファーウェイが「ア

メリカの安全保障を害した」と主張しています。今、ファ

ーウェイはアメリカで設備すら納入していません。それな

のに、どのようにしてアメリカの安全保障に危害を加えら

れるのですか。もし「ファーウェイの設備がアメリカで使

われていないからこそ、アメリカは安全なのです」と主張

できるならば、全世界を説得できると思います。しかし、

13
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今日のアメリカのサイバーセキュリティは確保されていま

すか。情報の安全は確保されていますか。ファーウェイが

使われていなくても、相変わらずセキュリティが確保され

ていないので、「ファーウェイが使われていないからこそ、

アメリカは安全なのだ」ということは証明できません。こ

れは特定の国や顧客の選択であり、市場経済の視点に立っ

て、ファーウェイはそのような選択を受け入れることがで

きます。ファーウェイは今、世界の多くの国で販売してい

ますが、買っていただいていない通信事業者も多いのです。

だからといって、それらの通信事業者に怒ることは全くあ

りません。買わない理由もまちまちです。ファーウェイは

全世界のシェアを独り占めするわけにはいかないし、仮に

至るところに市場を持つようになれば、それだけの製品を

供給することもできません。アメリカから禁止令が出され

ている以上、法律上、ファーウェイ製品の販売は認められ

ないことを意味します。それでしたら、販売に行かなけれ

ばいいのです。別に困りません。ほかの会社は行くかもし

れませんが、それは同様にアメリカ経済に資すると思いま

す。私は、減税は偉大な政策で、非常に難しいことをやり

遂げたと評価します。もっとも、これはどこの国にとって

も困難なことです。ただし、減税した後に、歳出の確保、

貧しい人たちへの救済の確保など、これらもバランス良く

考えなければなりません。アメリカは思い切って大幅な減

税に踏み切りました。偉大な国だと思います。　
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BiannaGolodryga：アメリカ政府や情報機関はファーウェ

イの設備にバックドアが仕込まれてあり、中国の情報機関

に利用されているとしています。このような指摘を真っ向

から否定できますか。

任正非：この点について、私は複数のメディアに対し、

「絶対にありえないことだ」と明言してきました。第一に、

ファーウェイはいかなるスパイ活動にも絶対に手を染め

ません。従業員にこのような行為があることを容認しま

せん。第二に、我々は絶対にバックドアを組み込んだり

はしません。

「中国の法律はバックドアの仕込みを求めているなら、

どう対応するか」と聞かれたことがあります。私は断固拒

否し、バックドアの仕込みに応じることはありえません。

中国共産党中央政治局の委員で、中央外事活動委員会弁公

室の楊潔篪主任は 2 月 16 日、ミュンヘンでの安全保障会

議で「第一に、中国政府は中国の全ての企業に対して、バ

ックドアの仕込みを容認しない。第二に、中国企業は世界

各国において、所在国の法律を遵守し、国連決議を遵守し

なければならない」と明言しました。国のほうは既に姿勢

を表明しました。国の姿勢表明と私個人の態度は一致して

います。ですから、バックドアなんてありません。

これまでの 30 年、ファーウェイは 170 ヶ国の 30 億人に

サービスを提供して来ました。この 30 年は、バックドア

14
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が仕込まれていないことが証明され、非常に優れたサイバ

ーセキュリティ記録となっています。これからの 30 年にも

バックドアなんてありえません。この点は、絶対にぶれな

い姿勢を私は明確に表明できます。誰から指示されること

もなければ、指示されたこともないことは既にはっきりと

世の中に説明しています。中国政府もミュンヘンでの安全

保障会議でこの考えを重ねて表明しました。

BiannaGolodryga：もし中国政府がファーウェイにそのよ

うに指示したら、任 CEO は断固として「No」と答えると

のことでした。が、それにより、ファーウェイの事業全体

に影響が出ませんか。どうして中国政府に「No」と言えま

すか。

任正非：中国共産党と国の指導者の一人である中央政治

局の楊潔篪委員はミュンヘン安全保障会議に出席したと

き、きっぱり「No」と言いました。私が「No」と言うのは、

国の指示を忠実に実行しているだけで、なぜ事業に影響が

出るのでしょうか。

BiannaGolodryga：ファーウェイの現会長は、「ファーウ

ェイが嘘をついたと訴えられ、外部から不公正に辱められ

ている」と話しました。任 CEO は、アメリカは今ファー

15
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ウェイいじめをしていると思いますか。

任正非：私としては、一つの国がある会社を訴えるのは

あり得ることだと思います。しかし、こうした訴えに対して、

ファーウェイはやはり法的手続きを通じ、アメリカの制度

によって、公正に証拠を開示することで、白か黒かをはっ

きりさせるしかないと思います。これまでの 30 年も、フ

ァーウェイはアメリカで多くの訴訟を経験してきました。

これらの訴訟にファーウェイは敗訴したことがありません

でした。これは、少なくともこの問題について、ファーウ

ェイはよく対応できていることを物語っています。今回の

件は引き続き裁判所の判決に任せるとすれば、うちの会長

の話が正しいことが証明されるかもしれないと思います。

やはり、裁判所の判決をもって是非を語らなければなりま

せん。アメリカは法治国家ですから。

BiannaGolodryga：アメリカが今ファーウェイ潰しを行っ

ていると思いますか。

任正非：それでファーウェイが潰れると思いますか。私

はないと思います。今ファーウェイはたいへん活気ある会

社です。アメリカからの圧力によって、これ以上に大きな

力が湧き、ファーウェイの底力が高まるかもしれません。

ある有名人の言葉ですが、堡塁は中から崩れやすいですが、

外部から圧力が加わると、もっと結束し、もっと密度が向

17
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上し、もっと戦闘力が高まります。潰れることなんかあり

ません。数多くのお客様とは既に 20 年余りの付き合いです。

彼らはファーウェイのことを一番良く理解してくれていま

す。消費者は自ら選択します。誰かが何かを言ったことで、

ある商品を使ったり、使わなかったりすることはないと思

います。ですから、我々は今後も元気で、生き延びていく

ことに自信があります。大きな影響を受けるどころか、む

しろ全く影響ないと思います。

BiannaGolodryga：なぜこの質問をしたかと言いますと、

アメリカのペンス副大統領とポンペオ国務長官は二人と

も、先週欧州に滞在していました。ペンス副大統領はミュ

ンヘンでの安全保障会議に出席する間に、アメリカの西側

の同盟国に 5G ネットワークでファーウェイの設備を採用

しないよう働きかけました。そして会議では、西側の安全

保障を東側に任せてはならないと発言しました。この点に

ついて、何か話したいことはありますか。

任正非：まず、お二人には感謝したいと思います。お二

人ともアメリカの偉大な人物です。公開されたペンスさん

の資産を見ましたが、個人預金は 1.5 万米ドルしかなく、

二人の子供のための教育預金も 1.5 万ドルしかありません。

政治家として、彼は政治と理想のために奮闘しています。

ただし、彼はアメリカの政治とアメリカの理想のために奮

18
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闘しているのです。彼は偉大な人物でもあります。ポンペ

オさんも偉大な人物で、ハーバード大学の政治学博士です。

この二人は世界中でファーウェイの 5G を PR してくれてい

ます。普通の人はもともと 5G とは何ものかは知らなかっ

たですが、この二人が PR してくれたおかげで、「こんな

偉い方が 5G を宣伝している。その存在を知った以上、開

いてみてみよう」と思って、開いてみたところ、世の中で

ファーウェイの 5G が一番優れていることがわかりました。

ファーウェイの 5G のみが、世界最高の 5G です。それで最

終的に、ファーウェイの影響力は拡大します。ファーウェ

イの契約案件数は増え続けており、減ってはいません。し

かも増えるスピードは速まっています。欧州での契約も増

えています。ですので、お二人がファーウェイを PR してく

れたことに感謝したいです。しかも広告費を支払う必要は

ありません。ぜひ伝えてください。お二人によるファーウ

ェイの宣伝に対して、私が大変感謝しているということを。

BiannaGolodryga：お話はどうも皮肉っぽく聞こえます

が…

任正非：いいえ、そんなつもりは毛頭ありません。ファ

ーウェイは一民間会社にして、アメリカのような強大な国

と指導者との間に、こうして対立が起きたために、我々の

知名度が上がりました。皮肉の意味は全くないのです。

19
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BiannaGolodryga：お二人もきっとこの番組を見てくれる

と思うので、彼ら自身に解釈してもらいましょう。今回、

欧州で示された懸念の一つは、ファーウェイの 5G 設備が

軍事技術に直結している点です。ファーウェイの 5G 設備

が欧州で使用されたら、アメリカは欧州の一部の国への軍

隊の派遣と駐屯を考えなおすとも言っています。これにつ

いて何か話したいことはありますか。

任正非：まず、彼らは 5G を軍備管理対象のレベルに当

たるとして問題を捉えています。5G は原子爆弾ではありま

せん。原子爆弾は人類を壊滅させ、安全保障に関わります。

5G は人類に幸せをもたらし、人々に情報の通路とパイプ

を提供してくれます。情報の通路とパイプは通信事業者の

手に握られ、所在国政府のコントロール下にあります。フ

ァーウェイが提供するのは裸の設備に過ぎず、水道管と蛇

口のようで、セキュリティにそれほどの危険を与えること

はありません。彼らはこのことを大げさに取り上げ、騒い

でいますが、最終的には、ファーウェイの設備が一体どん

なものなのか、みんな冷静に見つめてくれると思います。

ですから、我々の見る限りでは、欧州は独自に 5G を評価

すると思います。私は彼らを皮肉するつもりは毛頭ありま

せんし、報道などで彼らを批判することを発表することも

していません。彼らがいたるところで宣伝してくれている

ことはとても嬉しいです。実は、これまで多くの国はファ

20
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ーウェイの存在を無視し、「ファーウェイって何者だ？」

という目線で見ていました。しかし、今はファーウェイを

重視するようになりました。これは我々の市場影響力の拡

大に有利に働き、成約件数は速く伸びています。このほど

の一連の事件のために、１月の端末の販売伸び率は対前年

比 68％でした。ですから、ファーウェイにとって、危機で

はないし、さほど大きな影響もないと思います。

一方、西側は、ファーウェイが「西側にとっていくらか

脅威である」という主張を評価する前に、ファーウェイが

社会にどのような貢献をしたかを評価すべきだと思います。

これには、第一に、ファーウェイは 170 の国で、30 億人に

サービスを提供していること。一部の貧しい国に情報や教

育のチャンス等を提供することで、デジタルデバイドの解

消に、ファーウェイは大きく役立っています。中国のネッ

トワークの発展速度は世界の多くの国を上回っています。

中国では貧困人口が減少していますが、これは彼らが新し

い情報、新しい技術、新しい仕事や販売手法を入手したこ

とと関係があります。ファーウェイは人類に貢献しており、

脅威や危害を一切与えていません。

第二に、ファーウェイは社会に対して計 8 万件余りの特

許を提供しています。これらの特許は情報社会の土台の構

築に役立つもので、しかも、その寄与度はとても大きいです。

中には、ファーウェイが保有する 11，500 件あまりのコア
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特許は、アメリカ政府が登録し、権利付与してくれたもの

です。そういうわけで、ファーウェイはアメリカの情報産

業の発展に危害を与えているのではなく、貢献を果たして

きたのです。

バックドアの問題については、既に何度も説明してきた

通り、「ファーウェイは絶対にバックドアを仕込まない」

に尽きます。ファーウェイはそんな大きなリスクを犯して

まで、やってはいけないことをするわけがありません。

BiannaGolodryga：任 CEO はこれまで、いかなる形にせよ、

国内の顧客を含めた全ての顧客から情報を入手して中国政

府に提供したことはありますか。

任正非：これまでの 30 年では、一度もありませんでした。

これからの 30 年も一度も起こらないと私は信じています。

BiannaGolodryga：ファーウェイ設備の中には、任 CEO

も知らないようなバックドアが仕込まれている可能性はあ

りませんか。

任正非：そんな可能性は絶対にないと思います。なぜな

ら、トップから末端までの各レベルの教育の中では、こ

のようなものがあってはならないことがずっと強調されて
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いるからです。ファーウェイにはそんなものを仕込んだこ

とはありません。もしやってしまった場合、アメリカは強

い技術力をもってとっくに証拠を見つけ出しているはずで

す。バックドアはないです。

BiannaGolodryga：アメリカ側はファーウェイに対して

様々な警告を出しましたが、イギリスの情報当局は、ファ

ーウェイに関するリスクは回避、低減できるもので、イギ

リスで 5G を展開する際には、引き続きファーウェイの設

備を選択する可能性があるという見解を示しただけでな

く、ニュージーランドも以前に発表された、ファーウェイ

の 5G 設備に関する禁止措置を見直すことを示しています。

こうした動きは、アメリカによるファーウェイを標的にし

た非難に対する外部からの反対だと捉えていますか。

任正非：私はそう思いません。それよりも、アメリカは

このような問題があるかもしれないと注意喚起をしました

が、きちんと評価する必要があると思います。ファーウェ

イはイギリスにサイバーセキュリティ認証センターを設け

ており、そこで多くのソースコードを開示して、イギリス

政府に検査してもらっています。イギリスとこれまで 10 年

ぐらい協力してきた中では、セキュリティ問題が報告され

ていません。ファーウェイのこれまでのシステムの「壁」

は非常に安全に作られており、攻撃防止能力は世界最強で

23
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す。これは、Cigital というアメリカの会社の評価です。フ

ァーウェイのネットワークが攻撃に最も強いと評価されま

した。しかし、イギリス政府はファーウェイのカーネルを

チェックしたところ、コードが標準化されていないと指摘

しました。なぜそのような問題が出たかというと、30 年前

のファーウェイはまだ小さな会社で、その後の標準に合わ

ないコードを作成してしまったからです。イギリスからは、

同国のネットワーク上のコードを変えて、30 年先にも適応

できる新しいソフトウェアの標準でネットワークを再構築

するよう求められています。ですので、ファーウェイは今、

新たに 20 億米ドルを投資して、ネットワークにあるソー

スコードの更新をしています。イギリスは、ファーウェイ

の問題は制御可能だと考えています。イギリスでは 10 年

が経過し、今では制御可能になりました。そういうわけで、

「ファーウェイに問題があるかもしれない」と言われた時、

イギリスは「その問題は制御可能なものだ」という見解を

示しました。しかも、将来では、技術の発展はますます速

くなり、情報量がますます増え、設備容量がますます増え

ていくにつれ、我々懸念も増大します。以前は、10 万人の

利用者に対応する設備を収容するのに、建物のワンフロア

が必要であったかもしれませんが、今は、数百万人の使用

に供される設備でも、非常に小さなスペースで収容するこ

とができます。ネットワーク技術に起因するセキュリティ

問題や不具合も、我々は心配しています。なぜなら、小さ
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な不具合や問題は広域に影響を及ぼすからです。でもこの

ような技術的な問題は起きていません。

最近、いくつかの会社のネットワークが多くの国でダウ

ンしました。ファーウェイはこれらの会社に大きな罪や責

任があるとは思いません。でもこれらの会社は現実を直視

して、絶えず改善しなければなりません。ネットワークに

おいては、不敗の名将なんていません。ファーウェイもそ

うではありません。しかし、ファーウェイには故障対処シ

ステムがあり、これらの故障をうまく取り除くことを確保

しています。サイバーセキュリティと情報セキュリティは

別々の問題です。ファーウェイの製品はパイプで、他社に

売るのは設備だけです。その設備の中に何を入れるかは、

通信事業者が決めることで、我々ではないのです。

BiannaGolodryga：CIA のジーナ・ハスペル長官が安全性

と情報の視点からファーウェイの製品を決して使わないと

言い、NSA の長官も、ファーウェイの製品を永久に使わな

いと言っています。また、CIA のマイケル・ヘイデン元長

官も、「ファーウェイが中国政府のためにスパイ活動をし

ていることを裏付ける十分な証拠がある」と言っています。

このような発言に対して、任 CEO は何か言いたいことは

ありますか。セキュリティに関して、もう少し論理よく説

明していただけませんか。
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任正非：確かに、彼らはファーウェイの設備を使わない

かもしれません。しかし、アメリカ政府が毎年、IT 設備の

調達に 850 億米ドルを使っていますが、これら 850 億米ド

ルの調達品にはファーウェイの特許が数多く使われていま

す。ファーウェイは IT 開発に大きく貢献しており、IT 分野

では、ファーウェイは世界で最先端の会社の一つであるか

もしれません。5G は将来、色々なところに展開されていき

ますが、どの会社が提供する 5G にもファーウェイの貢献

が含まれています。

ですので、一部のお客様はファーウェイの製品を使わな

いと表明していますが、ファーウェイはそれが理解できる

ものと思っています。広大な世界では、全ての人にファー

ウェイを使ってもらうわけにはいきません。仮にそうなっ

ても、生産が追いつきません。人々が示したそれぞれの姿

勢を、ファーウェイはそれほど気にしません。まずは、で

きるところからベストを尽くしていき、できないところは

しばらく放っておいても構わないと思っています。

BiannaGolodryga：任 CEO は重ねて否定したことですが、

中国政府がファーウェイにバックドアを仕込むよう要請し

たり、情報アクセスの権限を与えるよう求めてきたりする

場合、ファーウェイはそれに「No」と言える、あるいは

中国政府に「No」というチャンスがあると非常に信じ難
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いと先ほど名前を挙げた人たちは思っています。

任正非：ミュンヘンでの安全保障会議で、中国の指導者

は明確に発言しました。国としての姿勢表明を信じてほし

いです。それと同時に、将来の仮説を証拠にし、犯罪を裏

付けてはなりません。それはあり得ないです。実際にあっ

たもの、現実にあるものこそ罪証になりえます。懸念を抱

いているから、使わないというのは当たり前です。お店で

服を買うとき、どれも好きになるとは限らないのと同じで

す。気に入らなければ、買わなくて良いのです。

BiannaGolodryga：同時にこういう事実も知られていま

す。トランプ大統領は米情報機関から提供された情報をい

つも信じているわけではありません。もしトランプ大統領

に、情報機関発の情報への反論として、ファーウェイにつ

いて情報提供ないし説明するチャンスがあれば、何を言い

ますか。

任正非：第一に、ファーウェイの会計監査は KPMG が担

当していることです。これまでの数十年、ずっと KPMG は

監査をしてくれました。これらの監査報告書はすべてウェ

ブサイト上で公開されています。これらにより、ファーウ

ェイの財務とマネジメントの状況が明らかになっています。

第二に、ファーウェイは世界 300 あまりの標準化団体に

26
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参加し、数万件の提案をしてきました。これらはファーウ

ェイがこれらの団体で何をし、どのような貢献を果たした

かを説明できます。トランプさんは別にわざわざ私に聞か

なくても結構です。アメリカの大手会社や科学者に聞けば

よいと思います。これらの科学者と大手企業は、ファーウ

ェイと何十年もの付き合いがあるので、アメリカの政治家

以上にファーウェイのことに詳しいです。そうすることで、

トランプ大統領はファーウェイを正しく判断する実例を見

つけ出すことができます。ファーウェイの競合を含め、関

係者をカフェにでも誘って、ファーウェイをどう見ている

のかについて聞いてみれば良いと思います。彼らのほうは

ファーウェイのことに詳しいです。そんなわけで、ファー

ウェイはこの世界において、一点の曇りもない会社です。

ここまでできるのも、たやすいことではありません。

BiannaGolodryga：しかし、ファーウェイの競争相手は、

ファーウェイに知的財産や技術を窃盗されたと主張してい

ます。最近、米司法省が T-Mobile 事件において、ファー

ウェイを追訴し、ファーウェイのスタッフが「Tappy（タ

ッピー）」という彼らのロボットアームを盗んだとしてい

ます。このほか、FBI はファーウェイ社内のメールのやり

取りの中から、外部から知的財産を盗んできた社員に対し

ては、会社が奨励する内容を確認したという報道もありま

す。これらについて、どうレスポンスしますか。

27
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任正非：第一に、我々の態度ははっきりしています。こ

のような悪しき行いをした従業員は奨励しないばかりか、

処罰します。T-Mobile とサンディエゴの訴訟は、裁判所が

既に審理を始めていますので、最後の判決結果を待ちたい

と思います。

BiannaGolodryga：確認させてください。任 CEO は競争

相手から知的財産を窃盗した社員を奨励する内部文書を承

認したことは一度もなかったのですね？

任正非：私はそうした従業員を必ず処罰します。このよ

うな悪しき行いをする従業員は誰であろうと、処罰しなけ

ればなりません。処罰しなければ、この大きな会社は世界

で生き残ることができなくなります。ファーウェイは 18

万人の従業員を擁し、1000 億米ドル余りの売上があります。

こうした状況を見過ごしてしまえば、今日我々がぶつかっ

たのは、1 件や 2 件ぐらいの訴訟ではなく、経営も持続で

きなくなるほど非常に多い問題を抱えてしまいます。です

から、我々がこうした行為を奨励することは絶対にありえ

ません。

しかも、当社は知的財産権を極めて尊重しており、中国

政府による知的財産保護事業を絶えず後押ししてきまし

た。知的財産の保護をどんどん強化し、真の意味で、知

的財産権を物権のように守って初めて、中国はイノベーシ
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ョンの国になれると思います。我々は知的財産を強力に保

護するアメリカを非常に尊重しています。それがあってこ

そ、アメリカは僅か 200 年余りで、世界最強の国となっ

たのです。この点を、我々はしっかりと学ばなければなり

ません。

BiannaGolodryga：先ほどの話にもありましたが、中国は

今世界第二位の経済大国として、急速に追いついてきてい

ます。ファーウェイのスケールとサイズに、我々は深い印

象を持ちました。世界 170 余りの国でビジネスを行ってい

るファーウェイは完全に個人に所有される民間企業です。

これまでのところ、ファーウェイは中国政府から補助金を

受けたことはありますか。

任正非：早期の科学研究に使われた極僅かの補助金以外

に、政府から補助金を受けていないのことは確かです。そ

れは KPMG が監査した報告書に完全に反映されています。

ファーウェイは国からの補助金を原則的に断っています

が、基礎研究や標準研究において、国も取り組みたいこと

があります。こうした内容は財務諸表にも反映されていま

す。ただ、金額は極僅かです。我々は欧州からの補助金も

受けています。こちらも基礎研究に当てています。
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BiannaGolodryga：現時点、不公正な競争を強いられたと

いう訴えもあります。つまり、ファーウェイは国内の 5G

市場において、少なくとも 1/3 以上のシェアが確保されて

いるのに、ライバルはこのような待遇を受けられません。

こうしたことは、ファーウェイの競争相手にとって公平だ

と思いますか。

任正非：誰も誰かのシェアを保証してくれたりはしませ

ん。どの会社にとっても、シェアは市場から勝ち取ってく

るものなのです。

BiannaGolodryga：なぜファーウェイと中興通信（ZTE）

を一緒にすることができないのですか。

任正非：最初から両者は全く違う会社です。ZTE のことは、

私もよく分かりません。なぜややもすれば、ファーウェイ

と中興を一緒にしようとするのですか。私は ZTE がどんな

会社なのかよくわかりません。それよりも、エリクソンや

ノキアとの付き合いのほうが多いです。シェアとは実力で

勝負することです。ファーウェイは海外シェアのほうが国

内を上回っており、外向け型の企業です。

BiannaGolodryga：今の中国市場では、ファーウェイの競

争相手にとって、公正かつ平等に競争するチャンスはまだ

あると思いますか。
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任正非：今は、主として製品そのもので勝負する時代で

す。歴史はこの点を証明してくれると思います。開放改革

初期の 1980 年代では、ほぼ 100％が外国企業の製品でした。

しかし、政府が調達を決める時代はもう終わりました。今、

すべての調達は市場経済の下、入札方式で公開、公正に決

まります。国内企業への特別な補助金問題は存在しないと

思います。そんなことはありません。

BiannaGolodryga：これは習近平国家主席の提唱した政策

だとお考えですか。

任正非：中国が提唱している政策、もっと開放すること

だと思います。輸入博覧会で、習近平主席は「金融分野で

の外資マジョリティ出資の承認、自動車産業が 5 年間をか

けて、関税を少しずつ引き下げていくこと、自動車分野で

の外資単独投資の承認」を打ち出しました。国はすべての

製造業を開放し、内外資無差別の政策を実施していきます。

輸入博は典型的な開放措置の現れと言えます。

12 月の改革開放 40 周年記念大会では、国は民間企業へ

の配慮をアピールしました。そのおかげで、民間企業もい

くらか公平な待遇を受けられるようになっています。実を

言いますと、これまでの 30 年は、外資は貴賓、国有企業
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は息子で、我々民間企業は外孫 のような存在でした。我々

は外資より身分がワンランク低く、外資企業ほどの身分と

地位を享受することができませんでした。もちろん、外資

重視政策のおかげで、中国は遅れた国から発展することが

できました。一方、外資の中国進出は中国の産業の進歩と

発展を促しました。外資の強さを目の当たりにした中国は

外資から多くのことを学びました。

開放して初めて国の未来があり、改革して初めて中国企

業の成長が可能となります。この点を固く信じているため、

私は一度も外資排除を主張したことはありません。たとえ、

ファーウェイが外資企業からひどく圧迫されていた時で

も、私は会社の中では、「外資企業を敵と見なしてはなら

ない」とぶれずに強調していました。我々は外資のことを

「友商」 と呼んでいます。悪事を働いてはなりません。こ

うした姿勢を貫いてきたので、お客様は「ファーウェイは

素敵な会社だ」というイメージで見てくれるようになりま

した。その結果、ファーウェイはより多くのシェアを手に

入れました。あまりにたくさん取った時、こんなに多く取

らずに、ほかの会社に少し残しておけば良いのに、と申し

訳なく思うこともありました。
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BiannaGolodryga：これは習主席とシェアしたい見解で

すか。

任正非 : 習主席に見解をシェアするチャンスにはまだ恵

まれていません。これは、中国で法に基づいた経営を続け

てきた中で実感したことです。このような体験を国の指導

者とシェアするなんてありません。あったとしても、この

ような意見に聞く耳を持ってもらえるとは限りません。

BiannaGolodryga：西側の一部の見方では、習主席は民族

主義的なやり方に偏っており、国有企業の独立した経営よ

りも、そのコントロールをより強調しています。こうした

方向性の下では、ファーウェイのようなブランドにダメー

ジが与えられることはありませんか。

任正非：この点については、習主席のスピーチそのもの

を見る必要があります。彼はボアオアジアフォーラムで多

くの開放政策を発表しました。その後、11 月の上海輸入博

覧会でも、西側諸国に対する開放する政策を多く発表しま

した。さらに、12 月の改革開放 40 周年記念大会において、

国有企業の改革強化を宣言しました。発言は中国がより閉

鎖的ではなく、より開かれた国になるという内容につき、

それ以外のものはないと思います。皆さんは外国人として

中国を見ていますので、実体験はないかと思いますが、我々

自身は中国で生まれ育ったため、この 30 年、自身を取り
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巻く環境が少しずつ変わってきていることをよく知ってい

ます。

開放したばかりの頃、ファーウェイは 1 万米ドル（当時

の為替では 8 万 RMB）を銀行から借り入れようとしたこ

とがあります。しかし、あらん限りの力を尽くしても 8 万

元を貸してもらえませんでした。でもその後、少しずつ状

況が改善し、銀行の融資を受けられるようになりました。

私は、中国は国営企業を中心に、国作りをしていくとは思

っていません。国営企業の一番の短所は効率が低く、経営

コストが高い点です。中国にはまだ資源税が導入されてい

ないので、彼らはいくつかの資源依存型産業の中で優位を

占めることができます。しかし、開かれた自由貿易の産業

においては、国有企業は大きなプレッシャーに晒されてい

ます。

BiannaGolodryga：多くのアメリカ人は最近になって、フ

ァーウェイのこと、任 CEO の名前を知りました。アメリ

カの一般市民に対して、ファーウェイのどういったことを

知ってもらいたいですか。そして、ファーウェイの 5G が

彼らに何をもたらすことができるかということについて知

ってほしいと思いますか。

任正非：まず、アメリカ政府に感謝したいです。アメリ

カ政府が鳴り物入りで宣伝してくれなければ、一般市民ま
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では「ファーウェイ」のことを知るきっかけもありません。

ファーウェイはアメリカ国内ではほとんど販売していませ

ん。身の回りに商品があって初めて、人々にも感じてもら

えるのですが、ファーウェイがそもそも販売していないか

ら、市民に我々の存在を知らないのは当たり前のことです。

私は、アメリカの一般市民に対しては、「協力ウィンウ

ィン」という考えがあることを伝えたいです。情報化社会

は工業社会とは異なります。工業社会では、一つの国が扉

を閉じても 1 台のミシンを自力で製造できます。ほかの国

にまったく頼らずに、ミシンを作り、トラクター、車、列車、

船舶を作ることができます。ところが、情報化社会の今で

は、みんなが力を合わせて一枚一枚のレンガを積み上げ、

グローバル・ネットワークを作り上げていく必要がありま

す。これには一国の努力だけでは足りません。全世界の国々

が共に努力して初めて、未来の社会を作り上げることがで

きます。ファーウェイはアメリカの人々にどう役立てるか

というと、今、ファーウェイは優れたネットワークを提供

できます。将来、そのネットワーク技術の一部がアメリカ

にフィットすれば、アメリカはそれを選択することができ

ます。もし暫く選んでもらえなければ、先にほかのところ

の仕事を終えてから、アメリカへの進出を考えます。遅か

れ早かれ、ファーウェイはアメリカの人々に役立つことが

できると思っています。
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BiannaGolodryga：時間を割いてくださり、有難うござい

ます。最後にもう二つ、御本人に関する質問があります。

任 CEO の自伝を拝読しました。中国で一番貧しい省に生

まれ、教師のご両親をお持ちでした。決して恵まれた家庭

環境ではなかったですが、どのようにして今日のように、

中国で最も金持ちの男になれたのですか。

任正非：私が生まれ育ったところは中国で最も貧しく、

立ち遅れた地域でした。漢民族と少数民族が入り混じって

住み、貴州の中でも辺鄙な地方です。私の父と母は二人と

も農村部で教職についていました。彼らは立ち遅れた地方

の子供に教育を提供して初めて、国が将来発展することが

できると思って、生涯を農村部に捧げました。

兄弟姉妹が多く、両親は経済的にゆとりがなかったので、

何もかまってくれることができませんでした。そのおかげ

で、いたずらする機会に恵まれ、伸び伸びと育ち、子供時

代を自由に過ごすことができました。今は一人っ子ばかり

です。親御さんたちはみんなお金を持っている上、子供を

立派に育てたいから、あれこれ子供に注文をつけます。我々

は子供の時、誰にも縛られることなく、天宮を荒らした孫

悟空のように、抑圧されることなく、個性を伸ばすことが

できました。知識や文化的素養は低かったのですが、束縛

されたことはありませんでした。

そんな我々ですが、成人した時に、この社会を生きるに
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は努力が大切さだということを知りました。努力して勉強

しないと良い環境には入れないので、勉強に集中していま

した。

私は毎晩夜中 1 時近くまで勉強する習慣を 50 年ほど続

けました。私は、みんなが思うほど勉強しない人間ではあ

りません。勉強せざるを得ないです。勉強しなければ、フ

ァーウェイの舵取りはできません。我々は時代に見捨てら

れた人間です。軍隊から社会に出た時には、この社会はも

うコンピューターの時代に入りました。当時、我々はコン

ピューターとは何ぞやを知るチャンスもなかったのです。

30 ～ 40 年前に、多くの友人はアメリカやカナダへ留学に

行きました。皆さん帰国した時に、色々な話を聞かせてく

れました。「スーパーマーケットとは何か」と教わりまし

たが、何のことを言っているか、さっぱり分かりませんで

した。「棚から商品を手に取ることができる」と彼らが言

いました。そんなこと、どうしてできるのか、聞いてもさ

っぱり分かりませんでした。何が「スーパー」なのかは、

理解できませんでした。

さらに遡っていきますと、なぜトイレを寝室の中に作る

のかも分かりませんでした。「匂うのにな」と不思議に思

っていました。あの時、「トイレ」とは何かが分かりませ

んでした。それが我々の青春時代でした。社会とは何か知

りませんでした。当時の中国社会はかなり閉鎖的で、人々

はアメリカがそんなに先進的な国だとは知りませんでした。
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では、私はいつからアメリカについて少し知るようにな

ったのかについてですが、文化大革命の時に、解放軍代表

団がウエストポイントにあるアメリカ陸軍士官学校を訪問

し、中国はウェストポイントの管理について系統的に報道

しました。それで私は初めて視野が開けました。アメリカ

の軍人は、このようにして管理されていたのかと初めて知

りました。アメリカの軍人はお坊ちゃんではなかったので

す。以前は、アメリカ兵は朝鮮戦争の戦場でもコーヒーを

飲む、甘やかされた兵隊とばかり思っていました。中国軍

は水さえ飲めなかったのに、彼らはなぜコーヒーが飲めた

のかと不思議に思っていました。我々の理解には結構ずれ

がありました。

この点から見れば、閉鎖的時代から開かれた時代に向か

うには、長い時間がかかりました。私は初めてアメリカに

行く前に、アメリカの物価はきっと我々が負担できないほ

ど高いものだと思っていました。クレジットカードもなか

ったため、何万ドルもの現金を持参してアメリカに入りま

した。実際に行ってみたら、お札があまり減らないことに

気づいたのです。どんなものでも安かったのです。とにか

く理解に苦しみました。市場経済が物価の低下を促したこ

とを理解できませんでした。アメリカでは新しいものを目

にし、新しい発明を目にしました。アメリカの今日の繁盛

は略奪によって入手したものではなく、創造によって作り

出されたものだと我々は思っています。アメリカが引きつ
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けた多くの優秀な人材によって作り出されたものです。世

界中の数多くの優秀な人材はアメリカに行って創造活動を

行い、富を作りました。

ファーウェイはアメリカに何を学べば良いのかという

と、私の家族がファーウェイで荒稼ぎできるようにするの

ではなく、胸襟を開いて、優秀な人材が働きたくなるよう

な環境を整えることだと思います。会社に利益が出る前に、

個人が稼げるなんてあってはいけないです。ですから、「ア

メリカに学ぼう」という精神を確立し、団結できるすべて

の人を団結して、ともに奮闘していく必要があります。団

結は力なり。ゆっくり歩くことを選んだので、今日まで歩

んでくることができました。

こうしたことは、私個人のライフスタイルが単調である

ことにも関係しています。実は私には趣味がありません。

家内からいつも「友達もいなければ、趣味もない」と叱ら

れるばかりです。私はその問いに対しては、「読書が好きで、

文書を書くのが好きだ。一番嬉しいことは文書を直すこと

だよ」と交わしています。何故文書直しが好きかといいま

すと、毎朝、私は 7 時 30 分に朝食を済ませて会社に出勤

します。8 時から 9 時までの間は、一番元気がよく、書類

の書き直しや承認を行います。9 時からは正式な出勤とな

り、午前中一杯は調子がいいから、会議に参加したり、報

告を聞いたりします。午後になると、疲れが少し出るため、

コーヒーを一杯飲んで、みんなと話し合ったり、何か批判
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的な意見がないのかと耳を傾けます。

社内ネットで私個人に対する批判も含めて、ファーウェ

イを批判する書き込みもたくさん閲覧します。指摘が正し

ければ、投稿者と会って、直接話を聞き、批判してもらう

チャンスがないのかと思うようになります。大変よい批判

をした人がいれば、人事部門に「彼は批判が上手ですが、

仕事も上手かどうか。もしこれまでの 3 年間、良い実績が

積まれていれば、批判の内容も大変よいことから、優秀な

人材であることが分かる。破格の昇進をさせたらどうか」

と言って、調べてもらいます。私が言っても、皆は聞いて

くれるとは限りません。しかし、私が提案すれば、その人

は多くの経営陣に注目されるように、優秀な人材なら少し

ずつ破格の成長ができると思います。

その中の一人は、アフリカの小さな国に駐在していまし

た。私と家内が訪れた時、彼は「ボス、僕は今年 3 階級特

進した」と報告してくれました。後で地域本部の総裁から

は「その数字は正しくはない。実は 4 階級昇給だ」と言わ

れました。なぜなら、「4 回目は 12 月に承認されたばかりで、

彼自身はまだ知らない」ということでした。この若者は 26

歳の若さで、一つの国を担当していました。ですので、フ

ァーウェイは人材登用においては、アメリカと同様、特定

のやり方にこだわりません。アメリカはこの点では偉大な

る国です。ブレジンスキー、キッシンジャー、オルブライト、

ソロス…皆東ヨーロッパの出身ですが、アメリカであれだ
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けの高いポストについて、アメリカという国にあれほど大

きな貢献を果たしました。これは開放がアメリカにもたら

した成果です。我々はアメリカに学んで扉を大きく開き、

会社を強くしていきたいです。我々はこういった考え方に

基づいてゆっくり取り組んでいます。

また、私は狭い分野にフォーカスする性格の持ち主であ

るがゆえに、会社の事業をも限定しています。何があっても、

不動産には手を出すのは禁物です。すぐに儲かるようなこ

とには手を出すのは禁物です。世界で一番難しく、一番儲

からない事業に取り組んでいきます。みんながやりたくな

いからです。一番難しくて、一番儲からない事業とは、通

信であり、5G なのです。ファーウェイはもはや 5G に止ま

らず、まもなく 6G に入ります。

今後アメリカに非常に向いている新設備をローンチさせ

ます。例えば、ファーウェイの 5G は世界で一番ですし、

マイクロ波分野でも、世界一です。ファーウェイのマイク

ロ波はミリ波で、アンテナはお皿ぐらいの大きさです。こ

の二つのデバイスを合体させれば、アメリカの別荘地に超

広帯域のサービスを提供できます。通信速度では、マイク

ロ波は 100G、5G 基地局は 10G ですので、両者が合わされば、

アメリカの別荘地に超広帯域のサービスを提供できます。

では、アメリカの別荘地は何故ブロードバンドサービス

が得られないのでしょうか。理由はアメリカの土地私有制
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にあります。各家庭に引きこまれる光ファイバーは地中を

通る時に、一軒ずつ交渉しなければなりません。この交渉

の過程がとても複雑なため、光ファイバーをなかなか通す

ことが難しく、全世帯にまで引き込むことはとてもできま

せん。そのため、多くのお金持ちは 8K テレビをエンジョ

イできません。中国は今 4K に移行しています。アメリカ

にはまだ 4K がありません。日本は既に 8K が出ています。

将来、ファーウェイの設備が導入されれば、鉄の棒 1 本を

立てれば、電波は数キロ方位の豪邸を全部カバーできます。

ファーウェイのこの設備は世界のほかの国ではまだ作れて

いませんし、ほかの会社でも作れていないと思います。し

かし、ファーウェイなら作れます。将来、アメリカはファ

ーウェイのことが好きになってくれば、アメリカに販売す

る用意があります。

アメリカはいずれファーウェイのことが好きになり、理

解してくれるようになると思います。「ケンカは仲良しの

始まり」という言い回しがあります。アメリカとケンカし

たので、ケンカすればするほど、アメリカは「ファーウェ

イって、こんなにも優れている」ことが分かり、友達には

なれると思った時に、手を握り合います。アメリカと仲が

良くなります。ファーウェイは世界への脅威だと心配しな

いでほしい。なぜファーウェイは世界を脅かす必要があり

ますか。世界が平和であって初めて人類の幸せがあり得ま

す。なぜファーウェイは悪いことに手を染める必要があり
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ますか。

中、米両国の間に根本的な利害の衝突がありません。庚

子賠款 から清華大学が発足し、アメリカは中国の人材育成

に力を尽くしてくれました。第二次世界大戦中、アメリカ

はファシズムの蔓延を阻止するために多くの犠牲を払いま

した。これらはいずれも人類への大きな貢献です。中、米

両国は鄧小平による開放・改革で交流を始め、その後、中

国は遅れた国から発展してきました。両国には根本的な利

害の衝突はありません。ファーウェイもアメリカと利害の

衝突がありません。たとえアメリカから「今日から市場を

開放する。ファーウェイさん、アメリカ市場に入ってきて

ください」と言われても、我々は対応できません。アメリ

カは先進的すぎて、広すぎるからです。たくさん注文され

ても、その分供給できません。実は、今も品不足の状況に

あります。ファーウェイの計画システムが遅れています。

端末を購入したいお客様から常に「商品がないじゃないか」

と怒られています。それで私のところにやってくる人も多

いですが、私は「私も入手できない」と答えます。なぜなら、

私も社内から商品を購入するすべがなく、ウェブサイトか

ら購入せざるを得ません。ウェブサイトは私が何者かは知

らないので、優先的に売ってくれたりはしません。

ですから、我々は一歩一歩発展していくことを選び、い

つかはアメリカにも貢献できると思います。
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BiannaGolodryga：最後の問題になりますが、中国とアメ

リカがサイバー空間をめぐり避けることのできない衝突と

対立があるという意見がありますが、任 CEO の見解を教

えてください。

任正非：私は、この世界が対立に向かう必要はないと思

います。国同士が平和的に付き合うことこそ、究極の目的

です。軍備競争に賛成できません。軍備に使うお金を減ら

せば、人々は幸せに暮らせます。

私は、皆がサイバー空間を争うことはないと思います。

ファーウェイは、知的財産権のライセンスをアップルに供

与し、クアルコムにも供与しています。機密保持契約を結

んでいるため、詳細の内容を紹介することはできません。

ファーウェイは多くのアメリカの会社と知的財産権のライ

センス契約を結び、平和的に付き合っています。互いの間

にいざこざはありません。おしなべて、これからの世界も

いざこざがあってはなりません。「あなたが敵だ」と想定

したり、逆に相手から敵だと想定されたりするのでは、そ

のうちに、本当の敵同士になってしまいます。「君は友達

だ」と想定して、今まで以上にもっとやさしく付き合い、

コーヒーをご馳走したり、ステーキをご馳走したりすると、

お互いに仲良しなれるのではないですか。今の世界におい

て、中、米両国は世界平和を擁護する責任を果たさなけれ

ばなりません。両国には重要な責任があります。しかし、

アメリカに比べて、中国のほうはまだだいぶ遅れています。

38
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中国が今作っているおびただしい数の商品の多くは低付加

価値のものです。これらの商品は（アメリカが残した）一

部の空白地域を埋めています。これに対して、アメリカ商

品の多くは高付加価値で、高技術です。実のところ、これ

らの商品はお互いに交換し合えるものです。アメリカは「チ

ップを中国に売らない」と言っていますが、私はそれがお

かしいと思いました。お金が稼げるのに、何故稼がないの

ですか。売ってやらなければ、相手を自力で作らざるをえ

ない道に追いやってしまうだけです。そうなれば、売りた

くても売れなくなります。

私は、世界は融和すべきと思います。インターネットは

戦場であってはいけません。なぜサイバー戦争が起こるの

ですか。私はあり得ないと思っています。そのようなこと

が起こるとも思わないし、起きたとしても、ファーウェイ

は決して関与しません。ファーウェイが世界に売ったもの

は、ただの「水道管」で、その中に流れているのは「水」

です。私が提供した商品に流れているのは情報です。5G 基

地局は「蛇口」のようで、「水」を流したり、情報を流し

たりすることができます。ファーウェイ自身はこのネット

ワーク設備をコントロール下に置きません。ネットワーク

設備は通信事業者によりコントロールされており、ファー

ウェイではないのです。ファーウェイの製品を購入した通

信事業者自らがコントロールしているのです。究極の権限

は所在国にあります。ファーウェイは今後このような争い
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が起こることを支持しません。他人にたくさんの金銭を支

払うのを嫌がるため、どこの国も多くの知的財産権を取得

し、多くの成果を収めようとします。アップルとクアルコ

ムとの訴訟沙汰の本質は、アップルが支払いを減らしたい

のに対して、クアルコムは取り分を上げたいというところ

にあります。これは実は商業的利益の争いであり、政治の

争いではありません。このような争いは社会にとって有利

であり、ゆっくり戦ってもらえばいいと思います。

ファーウェイの理想は人類の幸せのために役立つことで

す。そうでなければ、エベレストの 6500 メートルの高峰

に行って、基地局を設置したりはしません。考えてみてく

ださい。6500 メートルの高さですよ。設備をどうやって運

んでいきますか。大変なことなのです。私は海抜 5200 メ

ートルのエベレストのベースキャンプまで行き、基地局を

見たことがあります。みんなから「あなたが行ってはだめだ」

と言われました。私は「なぜ私が行ってはならないか。も

し私が死を恐れて行かなければ、誰が死を恐れずにいくだ

ろう」と答えました。戦争が起きている国でも、ファーウ

ェイの従業員は仕事を続けています。正常に稼働するネッ

トワークがなければ、死者は更に増えます。

アフリカでマラリアが流行ったときにも、ファーウェイ

の従業員はそこにいました。東日本大震災が発生し、原子

力発電所の放射能が漏れた時、みんなは放射線が怖く、私
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に電話をかけてきました。私は「放射能漏れはどのぐらい

恐ろしいのか。原爆試験を行った時、中国人は何が放射能

なのか知らずして、近くに駆け寄って大声を上げて祝った。

それでも何人も死んでいないじゃないか」と答えました。

そういうわけで、日本の被災者は外へと避難した時に、フ

ァーウェイの災害復旧チームは人の流れに逆らって被災地

に向かい、復旧作業にとりかかり、600 あまりの基地局を

回復させました。我々の行動を目にした日本政府から「フ

ァーウェイは日本の会社だ」と評価されました。その後、

ファーウェイが日本市場でわりと良い成績を上げたのも、

これが一つの理由でもあります。

インドネシアを襲った大津波は、一瞬にして数十万人を

飲み込みました。ファーウェイは同様に数十人のチームで

数日間かけて、被災地の復旧作業に取り組みました。ボリ

ビアの 4000 メートル余りの高原では、私と家内は従業員

を尋ねに行ったことがあります。彼らはそこで数千箇所の

基地局を設置しました。

本当のところ、貧しい国でのビジネスには、そんなに儲

けがありません。しかも、払ってもらった現地通貨はドル

に両替できなかったりして、コストの回収すらできないこ

ともます。例えば、スーダンから未払金は回収できていま

せん。ファーウェイに未払金があるのに、回収できない国
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はたくさんあります。しかし、我々は理想のために、人類

の理想のために役立ちたいです。もしファーウェイが上場

会社で、カネ目当て経営をしている会社ならば、お金が稼

げる国で事業をやるが、稼げない国では事業をやらないと

思います。そうすると、その国のネットワークのカバレッ

ジジは好ましいレベルになりません。しかし、我々はそう

いうふうに思っていません。人類が必要とするものは、我々

の奮闘の目標です。稼ぎが少なくても構いません。しかも

結果的にファーウェイの稼ぎも少なくありません。さっき、

あなたは私がお金持ちだと言いましたが、確かに自分が金

持ちだとは認めます。

任正非：あなたのインタビューに感謝します。このよう

にして、アメリカの人々に挨拶するチャンスを与えてくれ

ました。アメリカの皆さんは自分たちの頑張りにより、こ

れまでの数百年に、世界の人々に良い手本を示しました。

我々は皆さんのアントレプレナーシップを非常に賞賛し、

もっとしっかりと学んでいきたいと思っています。どうも

ありがとうございました。



193

米 CBS（インタビュー）

任正非

米 C N N
イ ン タ ビ ュ ー

2019 年 3 月 13 日、中国深セン
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ファーウェイ創業者の任正非（レン・ジェンフェイ）が米

CNN のインタビューに応じました。本インタビューの筆記録

は以下よりご覧ください（任の発言部分は、ファーウェイ側

のインタビュー記録から翻訳しました）。

任正非（レン・ジェンフェイ）：遠慮なくご質問ください。

厳しい質問にも率直に回答します。ご心配にはおよびませ

ん。私は、米国の皆さんのなんでも聞いてしまうその率直

さが好きです。私は若いころ、米国に憧れていましたし、

今も米国は偉大な国だと思っています。米国の先進的な制

度、柔軟なイノベーションのメカニズム、明確に定義され

た財産権、個人の権利の尊重や保護は、世界の優秀な人材

を魅了し、米国に投資を呼び込み、イノベーション起こし

ています。無数の人々がこのプロセスに参加しています。

米国にオープンな姿勢がなければ、わずか 200 年のうちに

世界で最も強力な国家にはなれなかったでしょう。

本日は CNN のインタビューに応じて頂き、ありがとうご

ざいます。取材対応という事実自体、興味深いと思います。

正直なところ、半年前であれば、このような機会は実現し

なかったでしょう。なぜ、メディアに登場する機会を増や

すことにしたのでしょうか。

任正非：実際の私はとてもオープンな人間ですが、外部

01
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広報よりも社内マネジメントに注力するほうが好きです。

私は、米国のカルチャーに本当に触発されました。ファー

ウェイのマネジメントシステムの多くも、米国の同様のシ

ステムからヒントを得ています。

最近の私たちは、メディアと関わる機会が多くあります。

広報担当部門は、ファーウェイにとって特に重要な時期で

あると感じており、私自身の個人的な影響力を活かして、

メディアとのコミュニケーションでより積極的な役割を果

たし、世界中の皆さんに多少なりともインパクトを与える

よう求めています。最近、メディア対応が増えているのは、

当然の成り行きです。

分かりました。ファーウェイの市場参入禁止と連邦政府で

のファーウェイ製品使用禁止を巡り、ファーウェイが米国

政府を提訴して以降、今回が初めてのインタビューになり

ます。米国が、ファーウェイ製品は国家安全保障上の脅威

であると明らかに感じている以上、米国には自国の利益を

保護する正当な権利があるのではないでしょうか。

任正非：ファーウェイは目立たないよう心掛け、常に「沈

黙する子羊」でいました。他からどう言われようと、常に

沈黙を守り、反論しませんでした。海外市場に参入したら、

共産主義者と言われ、中国に戻ったら資本主義者と言われ

ました。従業員に利益を分配し、従業員の多くが高所得で

02
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あったためです。私たちは、共産主義者か資本主義者なの

かはどうでもよいです。自分たちが何者であるか説明しよ

うと時間を無駄にせず、お客様の理解と支持を得られるよ

う、内部マネジメントの改善や、より優れた製品やサービ

スの提供に時間をかけてきました。

米国でファーウェイを非難する動きが始まったのは 10

年以上前で、今に始まったわけではありません。米国は、

ファーウェイに対し疑念を持っているためです。つい先程

触れたように、海外市場に進出し始めた当時、私たちは共

産主義者だと思われ、非難する動きが始まりましたが、私

たちは沈黙を守りました。ですが、最近は、攻撃手段とし

て法的措置が用いられています。反論しなければならない

という段階に来ていると思います。そうしなければ、私た

ちに対する誤解が広がるだけです。数か月前から準備を進

めています。私たちの声を聞いて欲しいと考えています。

米国は、ファーウェイが国家安全保障上の脅威だと言う

のであれば、証拠を示すべきです。サイバーセキュリティ

は全世界で議論されています。なぜ、ファーウェイだけが

標的にされるのでしょうか。スウェーデンのエリクソン、

米シスコシステムズ、フィンランドのノキアには、サイバ

ーセキュリティ上の問題はないのでしょうか。米国の通信

ネットワークにはファーウェイ機器は使われていません。

ということは、米国に安全保障上の問題はないのではあり

ませんか。このとおりであれば、米国は、ファーウェイ機
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器の使用を控えるよう、他国を説得できます。しかしなが

ら、ファーウェイを採用しなくても、米国のネットワーク

は依然として安全ではありません。それが真実です。私た

ちはこの問題をはっきりさせる時期が来たと感じたため、

米国政府を相手取り、米国の国防権限法の合憲性を問う訴

訟を提起しました。米国は三権分立の原則に従っています

が、審理を経ずに今回の禁止措置を講じました。米国は自

ら定めた法律に違反しています。勝訴できるかはともかく、

幅広い側面で米国政府に異議を唱える予定です。米国政府

に証拠があるのか、それとも私たちに問題があるのか。確

認しましょう。

なるほど。この件に関する意見は後でお伺いしたいと思い

ます。今回の訴訟に限るなら、なぜ今なのでしょうか。と

いうのは、ファーウェイは現在、米国で一連の法的措置に

直面しています。今回の提訴によって、孟晩舟（サブリナ

・メン）氏の解放に支障が出る恐れや複雑化の恐れはあり

ませんか。あるいは、米国での問題を現実に解決する機会

と立場を損う懸念はないのでしょうか。

任正非：今回のタイミングを選んだのは、法律が 8 月に

施行予定であるためです。今こそ事実を明確にするときで

す。一連の法的措置については、近年、ファーウェイに関

連する訴訟は実に多く提起されています。時々発生してい

03
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ます。現在の訴訟、米国の司法制度のオープン性と透明性が、

このような問題の解決につながると考えています。

では、米国政府との現在の関係から判断して、今回の訴訟

提起でこれ以上失うものはもうないと感じているのでしょ

うか。

任正非：いいえ。私たちは今も、米国の人々にサービスを

提供したいと考えています。米国は世界最先端の技術を擁し

ています。ですから、米国企業とより緊密に連携し、情報社

会と全人類にさらに貢献したいと考えています。ファーウェ

イが米国企業と協業する機会がないというのは、事実ではあ

りません。機会は多数存在すると、私は今も考えています。

ですが、紆余曲折はつきものです。とはいえ、ファーウェイ

が今後、米国市場を検討する際に、このような紆余曲折は影

響しません。

問題は、ひとつずつ解決しなければなりません。

ありがとうございます。今回の訴訟のタイミングについて

の主張は理解しましたが、全国人民代表大会の会期中に提

訴したのは、なぜでしょうか。中国政府にとっては非常に

重要な時期であると知っています。全国人民代表大会中、

注目が削がれることは好まれません。それにもかかわらず、

04
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ファーウェイが提訴を公表した後、政府高官は冷静だった

だけでなく、真っ先に支持を表明しました。今回の訴訟を

計画する際、中国政府と何らかの調整があったのか、教え

てください。

任正非：今回の訴訟とカナダでの裁判については、タイ

ミングは計画していませんでした。訴訟提起予定日を決定

した後、記者会見に中国系の報道機関を呼ばないことも

決めました。主に、メディアの関心が全国人民代表大会の

会議からそれないようにするためです。この会議は中国の

最重要行事であって、その重要性は私たちの提訴をはるか

に上回ります。政府高官が立場を表明したのは、海外メデ

ィアによる私たちの記者会見の報道が、中国系メディアで

大々的に再報道された後です。事前に把握しておらず、中

国政府とも事前に話し合っていません。私たちは米国政府

との問題を解決するため、法的措置を使用することを選択

しました。

ですが、疑われるのも分かるような気がしませんか。つまり、

共産党にとっては、1 年で最も重要な時期です。政府高官は、

訴訟提起の発表に冷静だっただけでなく、公的に支持を表

明しました。このタイミングの良さは異例のことと感じら

れます。

任正非：偶然の一致ではないでしょうか。中国での大々

06
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的な反応を望んでいなかったので、中国系の報道機関を記

者会見に呼びませんでした。中国での報道も望んでいませ

んでした。ですが、国外の報道が最終的に中国で報道され、

若干の影響がありました。中国政府が全国人民代表大会

の直近の会議中にいくつかの重要な決定を行っていること

は、把握しています。

中国政府はファーウェイを理解しはじめたと感じていま

す。私たちは欧米の各国に対して、バックドアや諜報を禁

止する合意書を締結できると説明しています。中国政府も、

このような合意書を締結できると表明しています。

最近開催されたミュンヘン安全保障会議で、中国共産党

（CPC）の政治局員であり、中央外事工領導弁公室主任を

務める楊潔篪（ヤン・チエチー）氏は、中国政府は常に中

国企業に対し、国際的ルールや事業を展開する国の法規を

遵守するよう求めていると述べています。また、企業にバ

ックドアを仕組んだり諜報をしたりするよう求める法律は

中国にはないとも、発言しています。これが、中国政府が

世界に向けて発信した公式な声明です。

これは、私たちが国の求めに応じて、バックドアや諜報

を禁止する合意書を締結できるという、中国政府の暗黙の

メッセージでもあります。ある国が、中国政府とこのよう

な合意書を締結することより、中国企業によるバックドア

や諜報を禁止したいと考える場合、このような合意書の締
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結を強く要求したいと考えています。世界に対してすでに

表明しているように、私たちは企業として、諜報を禁止す

る合意書を締結できますし、これまでと同様にバックドア

を仕掛けることは決してありません。

中国政府は、ファーウェイの難しい状況を徐々に理解し

ていると考えています。米国は私たちが共産主義者である

という理由で、常にファーウェイを疑い、データを盗まれ

るのでなないかと恐れています。私たちは過去 30 年間に

わたって、そのような行為を一度もしていません。

現在の特別な状況から判断して、中国政府は、企業に対

してこのような行為を決してさせないと明確に表明してい

ます。ですから、私たちは、バックドアを禁じる合意書を

締結できると、世界のあらゆる国に対して自信をもって表

明できます。疑念を持つ国の場合は、中国政府を締結式に

招き、バックドアを仕掛けないというファーウェイの立場

を支持してもらえます。

つい先程触れた、ミュンヘン安全保障会議で中国政府高

官の一人が行った公式な表明は、中国政府の姿勢を明確に

示しています。私たちはすでに、外国政府や海外企業に対

し、ファーウェイはこのような行為を決してしないと伝え

ています。ですが、バックドアの問題は現在、非常に深刻

化しています。私たちが自らの姿勢を伝えるだけで、中国

政府がその姿勢を明確化しないのであれば、海外企業は私
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たちを信用しません。中国政府がミュンヘン安全保障会議

でその姿勢を非常に明確化したため、ファーウェイは安全

な企業であると明確化することは、私たちにとって非常に

重要です。

ファーウェイが米国の司法制度を使って米国政府に反撃

し、つまり自らの正当性を主張しています。一方で、米グ

ーグルや米フェイスブックなど、いずれも中国本土で締め

出されている米国企業などは、中国への参入を求めて、同

じように中国の司法制度を活用して自らの正当性を主張で

きません。皮肉な事態です。これをどう思いますか。

任正非：個人的には、米グーグルや米アマゾンなどの企

業を中国市場に参入させるよう求めています。このような

企業の参入は中国にメリットがあると考えているためです。

ですが、あくまで、私の個人的な意見です。他者とこの件

について話す際は、常に中国市場への参入を支持していま

す。今述べたように、このような企業の参入は中国にメリ

ットがあると考えているためです。

中国のインターネットは混沌としており、インターネッ

トで話せること、話せないことについて、明確な線引きが

ありません。しかしながら、インターネットを運用する有

効なメカニズムが実施されている他の国々では、事情は異

07
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なります。このような企業が、中国と法的な側面で合意に

至れば、私はこのような企業の中国市場への参入を断固と

して支持します。

現在、中国の製造セクターは海外に門戸を開放していま

す。今後はおそらく、中国で外国資本のみの出資による企

業を設立する場合、中国政府の承認は不要になります。で

すが、中外合弁企業の場合は、政府の承認が今後も必要で

しょう。

かつては、中国で事業を展開したい海外企業は、中外合

弁企業を設立しなければなりませんでしたが、現在は、海

外企業は中国で単独事業を設立できます。

製造セクターと同様、中国政府がインターネットセクタ

ーも他国に門戸を開放するよう、私は望んでいます。私は、

この考え方を進んで受け入れ、全面的に支持します。しか

しながら、私は中国政府を代弁できる立場にはありません。

あくまでも、私の個人的な意見です。

そうですか、ありがとうございます。機会があったら、米

国に行き、裁判を支援しますか。それとも今は、米国に行

く気にはなれませんか。

任正非：私は法律の専門家ではないので、米国に行って

08
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も状況が大きく変化するとは考えていません。私たちの存

在感は、米国ではなきに等しいです。私の米国行きに価値

があるとは、考えていません。法律顧問に任せることが、

より適切です。

米国への渡航は心配でしょうか。米国行きが決まったら、

心配になりますか。

任正非：米国への渡航は考えたことがありませんので、

何も心配していません。

この話はここまでにして、トランプ大統領の話に移りたい

と思います。トランプ大統領は頻繁にツイッター投稿して

いますが、最近、今回の特殊な事例で、5G テクノロジー

についてツイートしています。トランプ大統領のツイート

の一部は、「現在のより高度なテクノロジーをブロックせ

ず、米国には競争に勝って欲しい」です。このツイートは、

ファーウェイを念頭に置いたものでしょうか。

任正非：トランプ大統領が誰に言及したのかは、分かり

ません。また、大統領がツイートで米国を先導するという

考え方が優れているのかも、分かりません。これが米国流

なのかもしれません。大統領は、自身の発言を慎重に考え

るべきですし、発言内容は何らかの組織のレビューを受け

09
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なければなりません。ですが、米国は自由な国ですし、米

国の大統領にも、他の市民と同様に言論の自由があります。

トランプ大統領の発言は、法秩序を体現したものでしょう

か。本当に信頼できるものでしょうか。このような疑問に

対する回答は、私は分かりかねます。

トランプ大統領は、5G 市場をより高度なテクノロジーに

開放すると話しています。世界には 5G を展開できる企業

が多数存在します。高度なテクノロジーとは、必ずしもフ

ァーウェイを意味しません。米国は、ファーウェイ製品を

必ず使用しなければならないわけではありません。米国が

5G 市場を実際に開放する場合、私たちは、入札費用や環

境上の障壁など、多数の要因も検討しなければなりません。

私ではなく、トランプ大統領がこの椅子に座っていて、5

分間話ができるとしたら、どのような話をしますか。

任正非：トランプ大統領は素晴らしいと伝えるでしょう。

これほどの短期間で減税を実施できた国は、世界にはあり

ません。軽減税率は投資を誘引、促進し、経済的な繁栄を

もたらし、より無駄のない政府を形成します。

トランプ大統領は中国政府に優れた前例を見せてくれま

した。中国政府も現在、税率を 3% 引き下げています。ト

ランプ大統領は減税措置の実施により、あらゆる政府に対
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して減税を促していると考えています。税収が減れば、政

府は規模を縮小せざるを得ず、結果として、公共財政の負

担が軽減され、経済発展がもたらされます。

また、国が法治に移行する際、官僚主義では対応できま

せん。公務員はそれほど必要ありません。多数の公務員は、

国民の重い負担でしかありません。こうした理由から、私

はトランプ大統領が優れた前例を作ったと述べたのです。

しかし、私は、米国も間違ったアプローチを採ることが

あると考えています。米国が他国や企業の恫喝や無差別の

拘留を継続するようなら、投資家は逃げ出します。その場

合、失われた税収をどう補うのでしょうか。

投資意欲を持つ者が存在せず、米国が減税を穴埋めでき

ない場合、米国政府は支出を削減せざるを得ないでしょう。

中国は、30 ～ 40 年前に減税を開始しています。当時、

法人所得税率は 55% でしたが、外資系企業の法人所得税

率はわずか 15% と、非常に低いものでした。外資系企業

には、他にも優遇政策が適用されていました。中国で事業

開始後 2 年間は免税であり、3 ～ 5 年目は税金が半減され

ました。

当初、外資系企業は、中国政府がこのような優遇政策を

実施するとは考えておらず、実施後に中国に殺到しました。
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これが現在の中国の繁栄に貢献しています。

ですから、私の考えでは、トランプ大統領はあらゆる企

業からの投資に対して偏見のない姿勢を保ち、世界に対し

てより寛大である必要があります。こうしたスタンスはさ

らに投資を促進し、米国に 100 年にわたる繁栄をもたらし

ます。

米国の次期大統領が減税を定めた法律を改正するとは、

私は考えていません。むしろ、次期大統領は、世界中のあ

らゆる国や企業と握手し、友好的な関係を結ぶかもしれま

せん。友好国は、米国は信頼できる国であると考えて米国

に投資し、これが米国に繁栄をもたらします。

米国には、しっかりした基盤があります。減税は、100

年を超える繁栄を米国にもたらす可能性が非常に高いです。

重税は産業の発展を促進しません。

少なくとも一定の観点では、トランプ大統領は素晴らしい

大統領とのことですが、米国政府はファーウェイを安全保

障上の脅威と明確にみなしています。ちょうど今週、米国

がドイツに対し、ファーウェイ製品を使用するなら、米国

は機密情報の共有を制限すると警告しました。これをどう

見ますか。どう対応しますか。

任正非：私は、個人的感情や会社の利害の観点から、コ

12
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メントしていませんでした。トランプ大統領の減税政策に

より米国に 100 年の繁栄がもたらされる可能性があるとい

う話をしたときは、会社の利害、個人的感情、家族の危機

を超えた見地に立っています。ですが、この繁栄は、トラ

ンプ政権の間は実現しないかもしれません。米国が他の国、

企業、個人を脅かすようであれば、敢えて投資する者はい

ません。米国への投資は、ここで行き詰まるためです。

どのような問題に遭遇し得るかは、他国に対する米国の

主張次第であるため、不透明です。それほど重要性はあり

ません。ある国がファーウェイの製品を購入しなくても、

他の国には販売できますし、事業規模を少し縮小するかも

しれません。ファーウェイは上場企業ではありませんから、

財務諸表を懸念していません。上場企業が財務諸表で損失

を計上して、株価が暴落しようものなら、存亡の危機に追

いやられる恐れがあります。ファーウェイは上場企業と違

い、人員削減や経費削減で乗り切れます。非上場のファー

ウェイならではのメリットです。

なるほど。ご意見は分かりました。ファーウェイが中国政

府にファーウェイ製品にアクセスさせているという米国の

主張を、一貫して否定していることも分かりました。です

が、明らかに、米国は納得していません。米国の副大統領

や国務長官が外遊した際、基本的には外遊先の国に対し、

13
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「ファーウェイと協業すれば、米国との関係は悪化する」

と伝えています。これが現在の状況です。米国がこの姿勢

を継続すれば、ファーウェイの存続は危うくならないので

しょうか。

任正非：私の個人的利害、家族の危機、会社の利害はこ

こでもさて置いて、私は常に、米国は偉大な国であると考

えています。米国には、先進的な組織、柔軟なイノベーシ

ョンのメカニズム、イノベーションの原動力があり、これ

らが国家としての米国の長期的な繁栄をもたらします。米

国は過去数十年にわたり、テクノロジーの不動のリーダー

であり、今後数十年もその座を維持します。米国から学ぶ

というファーウェイのコミットメントは、変化しません。

私個人が困難に遭遇しているという理由だけで、変わるこ

とはありません。

これは中国に起きると思われましたか。その可能性はあ

ると思います。5,000 年にわたる歴史のなかで、中国の最

大の弱点は鎖国政策でした。中国が 1980 年代まで本当の

繁栄を実現できなかった理由でもあります。鄧小平（デン

・シャオピン）氏が（1980 年代に）改革と開放政策を実施後、

中国の繁栄が始まりました。米国政府が鎖国するなら、米

国は取り残され、他に追い抜かれます。

私自身は、個人的利害を重視していません。私が、中国

と米国の関係性やファーウェイと米国の関係性を検討する
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際、実際は売上ではなく、私自身の志について考えています。

私にとって、お金が大切であるなら、ファーウェイの持株

比率が、なぜこれほど低いのでしょうか。私にとって、重

要なのはお金ではなく、人類に貢献するという自分の志で

す。どのようにでしょうか。ファーウェイが上場企業であ

れば、開発途上国や紛争国、マラリア流行地域やヒマラヤ

で事業などしません。このような地域で事業を展開しても、

採算はまったく取れません。ですが、私たちは今も事業を

展開しています。人類に貢献できる、私たちのやり方だか

らです。これが私たちの志です。米国が私たちと利害対立

するからというだけで、私たちは、反米感情を抱いたりは

しません。

誤解のないように明確化すると、ファーウェイの今後の財

務健全性や採算性について、懸念していないということで

しょうか。

任正非：ファーウェイの存続については、懸念していま

せん。2019 年の 1 月～ 2 月の売上は、前年同期比で 35.8%

増加しました。事実、今年も非常に好調であり、成長抑制

策を講じる必要さえあるかもしれないと考えています。

競合企業全員が生き残れるよう、価格設定を高くして、

米アップルに学ばなければなりません。値下げして市場を

圧迫しようとは考えていません。私たちは現在、圧力を受

14
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けながらも、高価格の製品やソリューションを販売して、

市場の秩序を維持しています。

企業としてのファーウェイの存続は、足下の懸念ではあ

りません。米国市場で拡大せずに、現在の私たちに成長を

遂げています。米国がある日、ファーウェイは友人である

と気付き、米国市場への参入を認めたら、さらに強大にな

るかもしれません。

ファーウェイの存続が脅かされているとは、考えていま

せん。米国が自国企業に対し、ファーウェイへの部品販売

を禁止したとしても、米国企業が傷を負うだけです。ファ

ーウェイは世界第 3 位の半導体チップ購入企業です。ファ

ーウェイと取引しなければ、多数の米国企業の決算報告は

悪化し、これを受けて株式市場も激しく変動します。です

が、これらの米国企業がファーウェイに部品を販売してい

ないとしても、ファーウェイには他の選択肢が残されてい

ます。ですから、ファーウェイの存続には影響しません。

ファーウェイは実際は、世界で最も貧しい技術系企業で

す。ですが、自らの理想を現実化し、より良い未来を創造

するために、他の企業を上回る再投資をしています。ファ

ーウェイは、R&D 投資で世界第 5 位にランクインしていま

す。これまでは、ファーウェイの R&D 投資は、工学技術の

イノベーションを重視しており、ファーウェイはこの分野

で現在トップです。現在は、理論的イノベーションに比重



212

米 CNN（インタビュー）

を置き、10 年後、さらには 20 年後により良い未来を創造

できるよう、大規模な戦略的投資を実施しています。数学、

物理学、化学、脳神経、脳科学などの多数の領域に投資し

ています。今後 10 ～ 20 年で、さらに競争力を高めます。

私たちは米国との協業を強化し、世界で成功を共有した

いと考えています。米国企業を押しのけようとはしていま

せん。たとえば、ファーウェイの ARM 系 CPU は、米イン

テルの x86 CPU より高度なものですが、x86 の市場シェア

を保証するため、オープンな市場で販売しないことにしま

した。米国企業を破綻させる気はありません。この ARM

系 CPU は主に、ファーウェイ機器に搭載されています。

ファーウェイは AI チップセットでも上位 3 位に入ってお

り、近々 2 位に食い込む可能性があります。ですが、AI チ

ップセットもオープンな市場では販売せず、ファーウェイ

機器にのみ搭載しています。この領域で米国企業と競合し

ていません。ファーウェイの存続は問題ではありません。

米国から中国へのテクノロジーの自然の流れが乱れるこ

とは、米国企業にとって損失に他なりません。米国企業が、

13 億の消費者を抱える中国市場を逃すなら、大きな痛手に

なり、すぐさま財務諸表に反映されるでしょう。ファーウ

ェイは自社の財務諸表をそれほど懸念していません。非上

場企業ですから。社外で何を言われようと気にする必要は

ありません。ファーウェイの財務諸表が良好に見えない時
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期があれば、従業員は、その理由が数年内に大きな実りに

つながる「土壌」に多大な投資中であると理解します。で

すから、従業員は、ファーウェイの財務諸表を懸念しません。

なるほど、よく分かりました。十分ですので、次に移りた

いと思います。中国政府から何らかの方法でセキュリティ

を侵害するよう言われたことはないそうですね。ですが、

中国政府が変節したらどうしますか。共産党がどれほど強

大であるか、私たちは知っています。今後、共産党がファ

ーウェイに対し、ファーウェイの携帯電話にバックドアを

仕掛けなければならないと言い出したら、実際にどう拒否

できるのでしょうか。

任正非：政府高官がミュンヘン安全保障会議で、中国政

府は企業に対しバックドアを仕掛けるよう求めていない

と、すでに述べています。私もまた、ファーウェイはバッ

クドアや諜報を禁止する合意書を締結できると説明してい

ます。中国政府を招き、締結式でその立場を表明してもら

えます。このような措置をすべて講じた後も、同様の要請

を受けるようであれば、ファーウェイを存続しないほうが

良いと思いますし、個人的にもファーウェイの存続を望み

ません。このような行為で利益を得たいとは思っていませ

ん。最も重要なのは、世界の平和と安定の維持であって、

揉め事を起こすことではありません。バックドアを仕掛け

15
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る要請は、決して受け入れません。

過去 30 年間にわたり、このような要請を受けたことは

ありません。今後もそのような要請は、断固として拒否し

ます。今ここで宣言できます。

ファーウェイを存続させないとのことですが、失礼ながら、

私が信じると思いますか。18 万人の従業員の生活が台無し

になります。個人的に、法律リスクにさらされる恐れもあ

ります。それでもなお、道徳的見地のためだけに、そのよ

うな行動をとるのでしょうか。

任正非：ファーウェイは、世界で数千億米ドル（数十兆

円 ※1）程度の売上があります。バックドアを仕掛けると

いったような、そもそも現在の売上を危険にさらす真似は

決してしません。170 以上の国や地域からの信頼を、失っ

てしまいます。このような命令を受け入れたら、事業を失

い、18 万人の従業員も生活できなくなります。ですから、

信じるか信じないかはともかく、信頼を失うと分かってい

るような行為は決してしないと、約束しています。お客様が、

ファーウェイの製品を買わなくなれば、ファーウェイも 18

万人の従業員も生きていけません。会社が信頼を失う行為

をしない限り、従業員も生活を維持できます。

私個人は、身の安全を心配していません。高齢で、多く

16
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の時間は残されていません。中国の法律は人道的ですし、

高官や幹部には十分な生活水準を保証しています。刑務所

に入ったとしても、その他の独房での生活水準ほど厳しく

はないでしょうし、食事も無料ですから、何も問題ではあ

りません。何も心配していません。

ありがとうございます。休憩の前に、2 つ質問があります。

安全保障上の脅威以外にも、米国は、ドイツの T- モバイル

などから知的財産を窃取したと、ファーウェイを糾弾して

います。ファーウェイは知的財産を窃取したことは決して

ないと、今ここできっぱり言い切れますか。

任正非：もちろんです。ファーウェイは知的財産に対し、

限りなく敬意を払っています。他から盗み出すなど、あり

得ません。現在の訴訟に関しては、司法を信じなければな

りませんが、公平な結論に至るものと考えています。私は

この件に関して、これ以上の話はできません。

ファーウェイは 9 万件以上の特許を保有し、世界のデジ

タルプラットフォームに多大に貢献しています。主要な特

許のうち、11,500 件以上は米国で取得したものですが、い

ずれも情報テクノロジーに不可欠な特許です。米国におけ

る私たちの権利は、米国法で保護されています。このよう

なテクノロジーに対し、多大な労力を割いてきましたし、

人類への貢献としても同様です。もちろん、それに伴い、

17
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対立や後退も経験しています。オープンで、公平かつ正当

な判決によりこのような問題が解決されると、期待してい

ます。司法の最終判断を尊重します。

米国政府がその可能性にオープンだった場合、米国への参

入拡大を求めて交渉しますか。米国政府と交渉する意欲が

ある場合、協議の対象やファーウェイ側の申し出はどのよ

うなものですか。

任正非：米国政府が話し合う意向を示した場合、それ自

体が進展の前向きなサインです。私たちは長い間、米国政

府との対話の糸口を求めて苦労してきました。米国の議会

や政府に多数のロビイストを送り込んでいる一部の企業と

は異なり、ファーウェイは、自身を証明するためには、自

らの行動に頼るよりありません。米国が対話にオープンで

ある場合、対話の申し出を喜んで受け入れます。しかしな

がら、私たちは、近い将来における米国市場への参入を検

討していません。

休憩に入る前の最後の質問です。ファーウェイは安全保障

上の脅威ではないそうですが、米国政府は、ファーウェイ

は安全保障上の脅威であり、ファーウェイは嘘をついてい

ると事実上主張しています。腹立たしくはなりませんか。

18
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任正非：いいえ、別に。米国政府は、熟考しなければな

りません。ファーウェイは多数の特許を保有しており、こ

のような特許は情報社会に多大な貢献を果たすだけでな

く、米国企業にも多大な価値を提供しています。米国の産

業は私たちの特許であるとも知らずに、そのような特許を

活用しています。法律でさらに権利が付与された場合、米

国での私たちの立場はさらに強くなります。私たちは、米

アップル、米クアルコム、スウェーデンのエリクソン、フ

ィンランドのノキア、韓国のサムスンとだけ、一定の範囲

で特許のクロスライセンス契約を締結しています。その他

の大企業は、私たちの知的財産を使用するライセンスを取

得していません。

追加の質疑応答：

インタビューを再開しますが、父親として、孟晩舟（サブ

リナ・メン）氏の件がうまく解決すると信じておられると

思いますが（04：25）……

任正非：娘の件は、本当にショックでした。なぜ、この

ような事態になったのでしょうか。ですが、私は平静を保

っています。彼女の状況を考えると、物事をあるがままに

受け取るしかありません。米国やカナダの司法制度がオー

01
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プンで透明であると、信じなければなりません。両国の司

法制度は、すべての事実や証拠を揃えなければなりません。

私たちが問題の有無を証明できる方法は、これしかありま

せん。彼女に大きな問題はないと考えていますから、あま

り心配していません。ですが、ひどい話です。彼女はプロ

フェッショナルなのに、長期間仕事に戻れません。古代よ

り、英雄は苦難のもとに生まれつくものです。傷やあざは、

彼女をたくましくします。受難の時期は、必ずしも悪いも

のではありません。結果的に、彼女はさらに強くなると考

えています。

分かりました。個人的には辛い時期には違いないでしょう

が、ご自身は大変な幼少期を送ったとのこと。若いころの

辛い体験と比べて、今はどうでしょうか。

任正非：人生とは常に困難の連続であると思っています。

物事がうまくいかないのは、当たり前です。若かったころ

は、貧しく、不利な政治的状況でした。仕事の機会を求め

て、必死に働かなくてはなりませんでした。仕事に打ち込み、

子どもたちの世話をする時間はありませんでした。後にな

って、チャンスが到来しましたが、自分が一生懸命働き続

けなければ、成果は何も得られなかったでしょう。ですか

ら、私には理想の子育てなど無理なのです。建前としては、

一番下の娘はより良い環境で育っていますが、それであっ

02
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ても、一緒に過ごした時間はそれほどなく、仲が良いとは

言えません。物事は常に困難です。若かったころは、困難

な状況でした。今もそうです。ですから、現在の状況が特

に困難であるとは考えていません。

ご自身の子ども時代の教訓は、何かありますか。家族の影

響が非常に強かったそうですが、家族から学んだ教訓はあ

りますか。

任正非：子どもに対する親の影響は確かにあります。育

った環境は素晴らしいとは言えませんが、私たちはできる

限り不言実行を心掛けてきました。妻と結婚後だいぶ経っ

てから、私と妻と、どちらのほうがおしゃべりかと訊かれ

たことがあります。妻は、妻のほうがよく話すと答えまし

た。妻は、私がおしゃべりだとは思っていません。私が、

これほどまでに自分の胸にしまっておくのは、なぜでしょ

うか。子どものころ、両親の困難をすべて見てきたからです。

学校では、読書に没入し、数学や物理学の問題を解いてい

ました。働き出したとき、さまざまな制度や管理モデルを

学ぶことに専念しました。社会的な問題や政治的な問題に

は、ほぼ関心がありませんでした。このようなことが私の

性格を形成しました。そして、こうした性格なものですか

ら、私は子どもたちと遊び、かくれんぼなどをするような

人間ではありませんでした。つい先日、妻に叱られました。

03
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妻によると、私の娘は子どものころ、こまを欲しがったそ

うです。2 ユーロ程度のものでしたが、私は買ってやらな

かったそうです。今は買ってあげられますが、娘はもう欲

しがりません。

前向きな姿勢に感銘します。大半の人々は、ご自身の現在

の状況を考えると、それほど幸せではないだろう、米国を

手放しで称賛していないのだろうと思うでしょうから。こ

のような前向きな態度を維持しつつ、ファーウェイが直面

している困難を切り離せるのは、なぜでしょうか。

任正非：私たちは、今後も大きく成長すると予想してい

ます。そのためには、あらゆる物事の一番良い点を学ばな

ければなりません。それができなければ、自らをどのよう

に向上させていけるでしょうか。米国には優れた点がたく

さんあり、これらの長所に敬意を払わなければなりません。

1992 年に米国に行った際、私は、米国の富や繁栄は略奪

によって実現されたのではないと述べました。米国は、高

度なテクノロジーで稼いでいました。公平な取引でした。

1992 年時点での私の見解はこのようなものでした。現在の

私の姿勢はネガティブではありません。米国がファーウェ

イと協業する意向であれば、人類に対してさらに多大な貢

献ができます。

米国は 6G の開発を望んでいるそうです。よいことです。

04
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優れた 6G のために、私たちは米国と協業できます。大丈

夫です。私は、わずかな損得に難癖をつけるような人間で

はありません。私が心の狭い人間だったら、現在のファー

ウェイはありません。ファーウェイをここまで導いた理念

は、実際、私が米国から学んだものでした。それは、いか

にオープンであるかという理念です。

ファーウェイの将来に関して、何が最もエキサイティング

ですか。現在進行形のあらゆる物事、5G やサーバー、あ

らゆるさまざまな物事のうち、最もエキサイティングと考

える将来は、どの側面ですか。

任正非：現在、私にとって最もエキサイティングなのは、

米国からの圧力です。30 年にわたる発展を経て、チームに

怠惰や意欲の減退傾向が見られます。ミドルマネージャー

やシニアマネージャーの多くは、十分な所得があるため、

これ以上一生懸命働きたくないと考えています。

ある有名な人物はかつて、要塞を突破する最も簡単な方

法は内部から攻撃することで、要塞を強化する最も簡単な

方法は外部から力をかけること、と言ったそうです。私た

ちの要塞は油断して、自己満足に陥りつつあります。しかし、

米国からの圧力を受け、私たちは結束し団結せざるをえま

せん。現在は一丸となり、よりよい製品を生み出そうと決

意しています。個人的には、重荷が軽くなりました。従業

05
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員は以前に比べて、一生懸命働いてくれるからです。私よ

り声が大きいですから、私は少しリラックスして、米国を

称賛する余裕が持てます。

私自身は、従業員が反米感情を持たないように望んでい

ます。どの従業員にも、米国に対して、ネガティブな感情

や偏狭な感情を持ってほしくはありません。ポピュリズム

にも反対します。最終的には、取り残されるだけですから。

米国の発展とオープンさに学ばなければなりません。私た

ちも進化できる方法です。

つまり、ファーウェイに今起きていることは、良いことだ

と言いたいのでしょうか。

任正非：そのとおりです。

※1　1 米ドル＝ 109.95 円で換算（2019 年 5 月 17 日現在）

06
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任正非

カナダ CTV 

「ナショナルニュース」

インタビュー

2019 年 3 月 13 日、中国深セン
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CTV 記者 Lisa LaFlamme：今日はいろいろとお話を伺っ

ていきたいと思いますが、まず我々が今いるこの場所から

始めたいと思います。とても素敵なところで、本当におめ

でとうございます。「顧客ウェルカムセンター」と呼ばれ

ているようですが、これは昔からの夢ですか。

任正非：実はこの扉を開くと、展示ホールになります。

ファーウェイのプロダクトやテクノロジーを展示しており

ます。見学が終わったら、お客様とコーヒーを飲みながら、

お話しする場所があったらいいなと思って設けました。お

客様が長くいてくれた分、交流の時間が増えます。これは

我々の狙いです。

Lisa LaFlamme：ご専門はきっと歴史学でしょう。昨日東

莞の松山湖にあるヨーロッパビレッジの見学に続いて、今

日こちらを一通り見せてもらったところ、任 CEO が深セ

ンで作り上げた歴史の数々が頭に浮かんできました。どん

なメッセージを発信したいですか。

任正非：これはすべて建築士のお陰で、私の手柄ではあ

りません。建築士の方は東莞で世の中の美しい建築を集め

たミュージアムを作るという思いから、世界各地の建築の

エッセンスを凝縮し、御覧頂いた東莞のお城を築き上げた

わけです。このビレッジは 2 万人以上の技術者を収容でき

ます。

01
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このような展示ホールは 3 つあり、こちらは通信事業者

向けの部屋で、今後 5G 関連の技術が全部ここで展示する

予定です。このほか、企業顧客向けで、これに似た展示ホ

ールのほかに、コンシューマー・プロダクト向けの展示ホ

ールがあります。各事業部門は自分の展示ホールを持って

います。

Lisa LaFlamme：つまり歴史の余韻が漂う建築物を通して、

5G の未来像を展望していますか。

任正非：常設の展示ホールを利用して、お客様に最高の

体験をお届けしたい。バルセロナのモバイルワールドコン

グレス (MWC) だと僅か 4 日間で撤収しなければなりません

が、こちらは幕の閉じない見本市であり、半年か一年ごと

に更新します。ここで最新のテクノロジーを体験していた

だければ、お客様のファーウェイへの信頼度が高まります。

Lisa LaFlamme：ここに来る前に、任 CEO が書いた文章

やエピソードを読みました。貧困家庭での貧しい暮らしを

含め、成長過程で幾多の困難を堪えてきたと綴られていま

した。今となって、こんな立派でゴージャスな建物の中を

歩きまわる時、小さい頃衣食に困る兄弟姉妹 7 人の辛さを

思い出すと、どんなお気持ちですか。
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任正非：私は忘れっぽい人間で、過去を全部水に流すタ

イプです。ファーウェイがこれまでの栄光にしがみつくの

ではなく、前へ、将来へ目を向けなければならないと思い

ます。ですから、過ぎ去ったことに一々こだわるようなこ

とはしません。若い頃嘗め尽くした辛さは過去のことであ

り、いつまでも気にする必要がありません。

開放・改革前の中国の政治や歴史はともかくとして、鄧

小平氏が開放・改革政策を掲げてから、中国は扉を開き、

新しい世界が目の前に現れました。我々は大胆にこの新世

界を迎えなければなりません。もし過去のしがらみに囚わ

れ、心のわだかまりを解消できなければ、この新世界にい

ち早く飛び込むことができません。

中国の開放・改革はどちらかというと西洋から哲学、歴

史、そして発展の経験を沢山学んだと思います。もちろん

中国は独自の文化があり、その文化が五千年の歴史があり

ます。しかし、長きにわたり閉鎖的であったゆえに、中国

は豊かになれませんでした。この 30 年間、中国のマイン

ドセットはだんだんとオープンになってきました。開放後、

僅か 30 年で目を見張る大変化を遂げました。中国は国の

将来と希望のために開放と改革が必要だと認識しており、

今後政策がより改善していくに違いありません。西側では

中国の現状を十分に理解していない方が一部いますが、こ

の時代に生きている我々中国人は日々の変化を実感してい

ます。中国の法制度は日々進化しており、法制化・市場化
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レベルが高まりつつあります。ですから、将来の発展に十

分自信を持っています。

Lisa LaFlamme：任 CEO の過去についてもう少し伺いた

いと思います。なにしろ裸一貫から身を起こした成功事例

ですから。今振り返ってみて、お父様からこんな話があって、

それに刺激され、よくもこんなに長い道のりを歩んできた

と思うことはありますか。

任正非：両親が非常に忙しかったことを覚えています。

当時家計が苦しく、両親は仕事で精一杯であり、子供の面

倒を見る余裕はありませんでした。ガキである我々はいた

ずらし放題し、親の躾でワンパターンに染まるのではなく、

自分の個性をそれぞれ持つようになりました。個性の発展

によって、些細なことでも自分なりに考える力を身につけ、

何かを作ってみる機会に恵まれ、ゆくゆく能力に繋がりま

した。今の子供達は両親に厳しく躾けられているため、自

由な発想がある程度束縛されます。将来、豊富な知識の持

ち主になれるものの、創造力が衰えるかもしれません。そ

の意味において、両親からの最大な恩恵は口出しすること

なく、思う存分にいたずらすることを許してくれたことだ

と思います。
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Lisa LaFlamme：とてもいいことですね。お子さんたちを

同じ理念で教育したのですか。

任正非：私は子供の世話をしたことが殆どなく、教育は

全部子供たちの母親に任せていました。若い頃に入隊し、

千キロ以上離れた家から通えるはずがないし、よほどのこ

とがない限り電話さえ掛けられませんでした。連絡手段と

して手紙しかなかったですが、仕事に夢中になっていただ

けに、手紙も頻繁に書けませんでした。なんとか実績を上

げないと出世できないとばかり考えていました。もちろん、

毎年少し帰省の休暇がありますが、子供は昼間は学校に通

い、夜は宿題と向かい、書き終わったら、もう寝る時間です。

ですから、子供とろくにコミュニケーションができておら

ず、全て子供たちの母が育てていました。世の中の共通現

象かもしれませんが、母親は子育てが上手、その分父親と

しての私の存在感が弱い。末っ子はバレーやスポーツが好

きで、勉強もよくできました。これはすべで彼女の母親が

20 年間子育てに頑張った結果であります。

本来なら、厳しい父親、優しい母親というのは一般的で

すが、我が家は真逆です。父は子供に優しくて、いたずら

したければいたずらしていいし、小説読みたければ読んで

いいし、勉強が嫌なら勉強しなくても、宿題書かなくても

構いません。「保護者のサインさえあれば、宿題しなくて

もいいよって、先生が言った」と子供に言われたら、「わ

かった。じゃ、サインしてあげる」とすぐ OK を出しました。

06
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このように、少し自由を与えることで、子供の個性が豊か

になります。それにしても、私の幼少期とはやはり異なり、

親の干渉が増えたと感じています。

Lisa LaFlamme：去年 12 月にバンクーバーで起きた事件

で、娘さんはいまカナダ中に知られるようになりました。

事件当日、娘さんがカナダで拘束されたという第一報を受

けて、どう受け止めましたか。

任正非：当時元々娘の孟晩舟と一緒にアルゼンチンで開

催される会議に出席する予定でした。弊社の事務所改革に

関する会議で、彼女は進行役を務めるはずでした。孟晩舟

が拘束されてから、私も 2 日間遅れて出発しました。カナ

ダ経由ではなく、ほかのところでトランジットして会場に

向かいました。その会議は成功裏に終わり、「君がいなく

てもうまく行ったよ」と彼女に伝えました。

孟晩舟は犯罪歴がなく、罪を犯していません。また、カ

ナダにおいても、犯罪行為がありません。この事件に関し

まして言えば、正直中国もカナダも被害国です。何故かと

言うと、第一に両国国民の感情が損なわれ、第二に両国関

係が傷つくからです。孟晩舟は既に提訴しています。これ

はあくまでも彼女個人のことですが、私としては提訴を支

持しています。開放性と透明性を重んじるアメリカとカナ

ダの法律のもとで、いずれ正しい判断が示されると信じて
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います。この件でファーウェイとカナダの関係に悪影響が

及ぶようなことはあってはならないし、カナダへの信頼を

失ってはいけません。カナダへの投資を減らすようなこと

はしません。アメリカが保護主義に走れば走るほど、カナ

ダの発展にプラスになります。例えば、研究者にアメリカ

がビザを発給しなければ、国際会議を成功裏に開催するた

めに、会場をカナダに移して行います。ここでいう研究者

は中国だけでなく、世界中の研究者たちです。

繰り返しになりますが、孟晩舟の件は個別事案で、彼女

自身の出来事であり、ファーウェイとカナダの関係に影を

落としたり、中国とカナダの関係に影響を及ぼしたりして

はいけません。ファーウェイのカナダへの投資は変わりま

せん。

Lisa LaFlamme：娘さんが逮捕されましたが、これは別に

ご自身に対する狙い撃ちだと思いませんか。

任正非：私の娘だから狙われたかどうかについて、西側

のほかのメディアにも説明しましたように、私にもわかり

ません。カナダとアメリカの司法当局間のやりとりを記し

たメールの内容が開示されて初めて、本件の標的は私なの

か、孟晩舟なのか、それともファーウェイなのかがわかり

ます。カナダの司法は開放性と透明性を確保しており、最

終的には法廷で事実が明らかになると信じています。
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Lisa LaFlamme：もしあの日同じフライトに乗ってカナダ

でトランジットしたら、同様に捕まっていたかもしれない

と思ったことはありますか。

任正非：そうなっていたかもしれません。でもそうすれ

ば、そばにいてあげることができて、彼女の孤独感が幾分

和らぐと思います。

Lisa LaFlamme：どれぐらいの頻度で娘さんと電話で話し

合いますか。

任正非：時々です。実は通常だと、年に電話一通あるか

ないかの程度で、祝祭日も殆ど互いに電話で挨拶をしませ

ん。それぞれ家庭のことで忙しいですから。今は数日おき

に電話をかけ、冗談を言ったり、エピソードを言ったり、

ネット上の人気話題を言ったりします。でもそう長くは喋

りません。カナダで起きた事件で、親子の仲がよりよくな

ったと思います。

Lisa LaFlamme：今のお話は非常に興味深いと思います。

現在置かれている状況、すなわち孟晩舟さんが逮捕され

たがゆえに、親子関係が前より改善したと仰っていたの

ですね。
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任正非：はい、そうです。カナダでの事件が起きる 1 ヶ

月前に、彼女はファーウェイを辞めてほかの会社に転職し

ようとしていました。私は報告を受け、残るように説得し

てほしいと頼まれました。当時彼女は会社に対して色々と

不満がありました。しかし、拘束されてから、彼女と会社

の関係が大きく改善しました。我々の苦労や、世間の厳し

さをやっと分かってくれたようです。今までずっと順風満

帆な人生を送ってきたため、ちょっと辛い思いをしただけ

で耐えられなくなります。今回このような辛いことを経験

して初めて、ファーウェイがどれだけ苦労をし、困難を乗

り越えてようやく今日までやって来られたかわかってくれ

ました。

Lisa LaFlamme：つまり、娘さんはこの事件により、更に

強くなったわけですね。見るからにも、孟晚舟さんはとて

も芯が強く、頭が賢いビジネスウーマンで、自覚を持って

仕事をしている方だと思います。今回彼女はアメリカの対

イラン制裁を逃れるためのファーウェイの取引に関与した

疑いで起訴されたのですが、どう思いますか。

任正非：起訴内容については今後証拠が開示され、法廷

が判断することになります。今日あれこれ言うつもりはあ

りません。既に司法手続きに入っている以上、司法手続き

に則って対処したいと思います。

12
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Lisa LaFlamme：トルドー首相はこの前、この事件に自分

がいっさい関与していないと明言しました。カナダはアメ

リカとの身柄引渡し条約に基づいて孟晩舟さんを拘束した

ということを踏まえ、トルドー首相のこの発言をどう思い

ますか。

任正非：本件は既に司法手続きに入っています。法律に

則って解決するしかありません。態度を表明しても役に立

ちません。法律を通して問題を解決しなければなりません。

Lisa LaFlamme：先程この事件によって、ファーウェイと

カナダのビジネス関係が影響されることはないと仰いまし

たが、どうして影響されずに済むのかお聞きしたいです。

何しろ、娘さんの事件と、ファーウェイとカナダのビジネ

ス関係、両者は簡単に切り離せるものですか。

任正非：ファーウェイにとって、個人の好き嫌いが会社

の重要決定に影響してはなりません。そして、カナダは市

場参入の面においてファーウェイを制限しているものの、

それ以外の分野への投資を別に制限していません。制限が

なければ、投資して成長し続けるのは当然のことです。当

局が明示的に制限するようになって初めて、我々は引き上

げます。制限がない限り投資を続けるつもりです。でもカ

ナダで 5G の事業を展開しないと思います。なぜならカナ

ダはアメリカのバックヤードであり、非常にセンシブルだ

からです。
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14



234

カナダ CTV 「ナショナルニュース」（インタビュー）

Lisa LaFlamme：しかし、中国政府の反応はどうも違うよ

うです。中国政府は「孟晩舟氏がカナダに拘束されたこと

に対して、報復する」と明言しています。実際のところ、

事件後何人かのカナダ人は中国で身柄を拘束されました。

ここでお伺いしたいですが、ファーウェイより激しい中国

政府の反発が却ってファーウェイの主張の説得力を少し弱

めたのではありませんか。

任正非：中国政府はどう対応するか政府マターであり、

我々は知りません。海外にいる中国国民の権利を守ること

も政府の果たすべき責務です。ただ、本件については、フ

ァーウェイはあくまで司法手続きを通じ、カナダとアメリ

カの法律で自身の利益を守っていく考えです。

Lisa LaFlamme：孟晩舟さんが逮捕された後、在カナダ中

国大使はカナダの「白人至上主義」を批判しました。これ

はカナダでトップニュースとなりました。このような感情

を煽るような発言について、どう思いますか。

任正非：あれは彼個人の意見だと思います。人間は言論

の自由があり、彼の発言は理解できます。

Lisa LaFlamme：トルドー首相のこの事件への対応につい

て、どのように評価しますか。非常に注目していると思い
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ますが。

任正非：いままで一度も会っていないから、トルドー首

相のことはわかりません。首相は若い方で、私のような年

寄りとは、ものの考え方に若干違いがあるかもしれません。

ですが、彼が行った一部の決断は十分に理解できます。し

かし、現在ファーウェイは司法の権利を使って我々の利益

を守る方針です。孟晩舟の個人の利益もそうです。彼女は

起訴することで自分の権利を守ります。

Lisa LaFlamme：孟晩舟さんの逮捕に関して、中国政府は

人権侵害だと主張しているのに対して、カナダ政府はオー

プン・透明・公平・公正な法的手続きによるものだと主張

しています。どちらの主張が事実だと思いますか。

任正非：やはり法廷で裁判が行われ、やり取りのメール

を含むすべての証拠が開示されて初めて、判明できると思

います。

Lisa LaFlamme：カナダで身柄を拘束された孟晩舟さんは

カナダ政府を訴えることができます。他方、娘さんの逮捕

後、何人かのカナダ人も中国で身柄を拘束されています。

彼たちにも同じ権利が与えられ、中国政府を訴えることが

できますか。もしできなければ、ダブルスタンダードにな
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ってしまうのではありませんか。カナダにはこのような疑

問を抱く人が沢山います。

任正非：これは政府間の問題です。私は政府の立場にな

いし、政府代表でもありませんので、正直よく分かりませ

ん。ただ、孟晩舟は罪を犯していないから、訴えるのは当

然です。

Lisa LaFlamme：つまり、任 CEO は政治と距離を置いて

いるわけですね。では、任 CEO の目から見て、政治の関

与は却って物事を複雑化させたと考えていますか。

任正非：中国では中国の法律やルールを守り、他所の国

に行けば、その国の法律とルールを守らなければなりませ

ん。そして国連の決議を遵守し、海外で過ちを犯すリスク

を最小限に抑えるべきだと思います。このような考えから、

ファーウェイが国内外でのコンプライアンス管理を厳しく

行っていると言えます。今回事件が起きましたが、真相の

全貌が究明されてから改めて評価し、結論を出したいを思

います。西側の非常に長い法的手続きを辛抱強く見守るつ

もりです。

Lisa LaFlamme：仮に孟晚舟さんは本当にアメリカに引き

渡され、有罪判決になれば、30 年の禁固刑を言い渡される
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可能性があります。このような結果は本当に心配をせざる

を得ません。一方、トランプ大統領は介入する用意がある

と言っています。このような発言は既に 2 回ありました。

任 CEO は彼の言葉を信用していますか。

任正非：孟晚舟が引き渡されるかどうかは最終的に司法

手続きを踏んで公正に判断されなければなりません。仮に

引き渡されるにしても、アメリカ、カナダの法律は開放性

と透明性を重んじ、証拠主義の国です。証拠がないのに、

懲役刑を言い渡すようなことはアメリカもカナダもしない

と信じています。何故かと言うと、アメリカもカナダも文

明国家、法治国家であり、法による支配を国の最重要原則

と位置づけているからです。法律に則り、事実と証拠をベ

ースに、開放性・透明性が確保される全ての手続きに基づ

いて裁判が行われなければなりません。これこそ今後のあ

るべき姿だと思います。

Lisa LaFlamme：トランプさんの発言についてですが、信

用していますか。

任正非：第一に、私はトランプさんとの接点がありませ

んでした。第二に、私は彼のことがよくわかりません。ト

ランプさんの発言が彼自身の意見にすぎず、コメントする

ことを控えたいと思います。
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Lisa LaFlamme：しかし、トランプさんの発言はファーウ

ェイについてですよ。アメリカのペンス副大統領と国務長

官が世界中を飛び回り、ファーウェイとビジネスしないよ

うに西側の同盟国に働きかけていると聞いています。トラ

ンプ政権の高官たちがファーウェイを脅かしていますが、

任 CEO はどう反応しましたか。

任正非：彼らに広告代を払うべきだと私は思います。な

ぜなら、ファーウェイの知名度はかつてないほど上昇し、

錚々たる地位にいるアメリカの方々が世界中で宣伝をして

くださったお蔭で、全世界の人々に知られるようになった

からです。最初の頃、人々はファーウェイがいい会社なの

か悪い会社なのかわかりませんが、話題になっているあの

ファーウェイだと先ず名前を覚え、そして会社のサイトに

アクセスして事実を調べたら、やっぱりいい会社だなとい

う認識を持つようになります。ゆえに、1 ～ 2 月期の売上

は前年同期比 35.8％増と予想を大幅に上回りました。通信

事業者と消費者はあの人たちの宣伝でファーウェイに対す

る理解を更に深めました。広告をしてくれたことに感謝し

たいと思います。

Lisa LaFlamme：実際のところ、カナダを含む一部の国は

現在、議会または密かにオフィスでアメリカのアドバイス

を受け入れ、アメリカと同様にファーウェイを締め出すべ
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きかどうか議論をしています。

任正非：ファーウェイは最初からアメリカにネットワー

クを持っていません。もしファーウェイを締め出せば、サ

イバーセキュリティが確保されるなら、世の中のサイバー

セキュリティのために、ファーウェイが犠牲になっても惜

しみません。しかし、聞きたいと思いますが、ファーウェ

イが展開していないアメリカではサイバーセキュリティが

確保されているのでしょうか、情報セキュリティが確保さ

れているのでしょうか。答えは No でしょう。この事実か

らわかるように、ファーウェイと関わりのないアメリカが

安全でない以上、ファーウェイを締め出せばカナダが安全

になるはずはないじゃないですか。しかも、アメリカはフ

ァーウェイだけが安全上の問題を抱えていると証拠を示し

て証明していません。ほかの会社は安全上の問題がないで

しょうか。技術は急速に発展しています。その過程で、問

題が発生することは当たり前です。そもそも人類社会の発

展そのものは課題ドリブン型です。問題が発生すれば、そ

の解決に向けて研究し、努力を重ねてきたからこそ、今日

の文明が築かれました。ペンスさんとポンペオさんの国際

舞台での宣伝が彼たちの予想に反して逆効果になったのは

やはりその主張に説得力がないためだと私は思います。

私はペンスさんもポンペオさんも偉大な政治家だと認め

ます。ペンスさんの個人預金は僅か 1 万 5,000 米ドルで、

二人の子供のための教育貯金も 1 万 5,000 米ドルしかあり
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ません。アメリカ合衆国の副大統領として、これぐらいの

財産しか持っていないことから、アメリカのためとは言え、

紛れもなく政治に全てを捧げた偉大な政治家であります。

これは別に皮肉ではありません。本当に尊敬しています。

彼らは自身の威信で世界にファーウェイの重要性を伝えて

くれました。正直ファーウェイはそんなに重要ではないし、

5G も大したことではありません。たかが一つの設備です

から。彼らが重要性を大げさに誇張したがゆえに、極普通

の 5G は人々に重要視されるようになりました。今こそ一

般市民も 5G を知っていますが、以前はなんとか G なんて

だれも知らなかったのですよ。ですから、私は彼らが世界

中で宣伝・遊説することを心配していません。各国は独自

の判断を行います。通信事業者はファーウェイと 20 年以

上付き合っており、30 億に上る利用者は 20 ～ 30 年間にわ

たり、ファーウェイを信頼し続けてきました。通信事業者

も利用者も独自の判断をしてくださいます。通信事業者と

利用者は判断する権利、選択する権利を持っています。我々

は別に心配していません。

Lisa LaFlamme：カナダ政府は今決断に向けた検討をして

いるところです。カナダ政府に伝えたいメッセージは何で

しょうか。ファーウェイのどのようなビジネスプラクティ

スをわかってもらいたいのですか。指摘された容疑につい

て何か言いたいことがありますか。

25
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任正非：カナダは資源、自然環境等に恵まれ、北米各国

の中で、アメリカと文化的に近いです。アメリカが閉鎖的

になり、外国資本を排除している時、カナダはより門戸を

開いて、外資をより多く呼び込み、経済の台頭に繋げるべ

きです。カナダがよりオープンになるという道を歩むべき

で、アメリカに追随して閉鎖的になってはいけないと思い

ます。閉鎖的になれば取り残されるだけです。

200 年前、アメリカは小さな国でした。この 200 年来、

門戸を開いたがゆえに、アメリカは非常に強くなり、世界

中の人材を引きつけることができました。みんながアメリ

カに来て創造活動を行い、アメリカがその発明成果の財産

権を守ってあげたからこそ、今日の強い国に発展してきた

と思います。この時点で、カナダはこのような開放精神を

継承し、世界の強国を目指すべきです。中国も開放と改革

を進めなければなりません。

Lisa LaFlamme：さきほど 5G はそんなに重要ではなく、

ただ人々が重要だと言っているだけだというお話がありま

したが、ファーウェイの将来はこれにかかっていると思い

ます。5G を作ったのはファーウェイです。現在起きている

ことでファーウェイ帝国がリスクに晒されることを心配し

ませんか。

任正非：心配していません。ファーウェイが更によくな

26
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ることはあっても、悪くなることはありません。なぜなら、

あの人達は相当大掛かりの PR をしてくれたからです。フ

ァーウェイはもともと大したことのない会社でしたが、強

いライバルが現れたため、この小さな会社も強く見えるよ

うになりました。ですから、お客様の購買意欲は今までよ

り高まりました。

Lisa LaFlamme：どうして 5G はクリプトナイトのような

存在になりましたか。スーパーマンしかクリプトナイトを

持っていないはずです。このことをどう思われますか。5G

を巡って新冷戦に入っているように見えますが、何故こう

いうことになったのですか。

任正非：私にはわかりません。5G はただ一つの技術に過

ぎず、情報の「蛇口」のような存在です。ほかの「蛇口」

と比べて若干太く、通せる「水」が多いだけです。この「蛇

口」が原子爆弾と見なされることはとても不本意です。一

体誰が最初に言い出したでしょう？

Lisa LaFlamme：現在全世界、とりわけアメリカがファー

ウェイを非常に恐れているように見えます。ファーウェイ

はきっとその理由についてよく分析していると思いますが、

いかがですか。

任正非：あははは。第一に、なぜ大国アメリカはファー

27
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ウェイという小さな会社を恐れるのか私も理解に苦しんで

います。第二に、世界一のイノベーション国家で、技術力

も人材も備わっているアメリカはファーウェイを恐れるな

んて到底考えられません。彼らはファーウェイをあまりに

も過大評価しているのではないでしょうか。ファーウェイ

は想像されるほど強くはありませんよ。

Lisa LaFlamme：ファーウェイが多かれ少なかれ中国政府

と繋がっているという仮設に基づいて、安全保障上のリス

クだと公言する人が一部いますが、どう思いますか。

任正非：まず、ファーウェイと中国政府の関係ですが、

中国の法律を守り、中国政府に納税する以外に関係があり

ません。軍とはなおさらです。私がかつて入隊していたこ

とについてアメリカ側が特に意に介す必要はありません。

私は階級の低い下級士官、地位のまったくない下級士官で

した。アメリカ政府がその間の経歴による私の人生への影

響をあまりにも過大評価することは本当に心外で、そこま

で想像を膨らませる必要は全くないと思います。

次に、皆さんは中国政府がバックドアの仕込みをファー

ウェイに求めることを心配していますが、中央政府のハイ

レベルの指導者は既にミュンヘンオ安全保障会議（MSC）

で「企業にバックドアを仕込ませることは絶対しない」と

宣言しました。当社も世界中の通信事業者と「バックドア

29
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防止協定」を締結することを約束しています。また、全て

の通信事業者と「スパイ防止協定書」を締結することにつ

いても中国政府の同意を取り付けました。政府の支持姿勢

を明確に示すために、中国政府の立ち会いのもとで調印式

を行うことも考えられます。指導者が既にミュンヘンオ安

全保障会議で宣言していることから、外国政府が中国政府

に「バックドア防止協定」の締結を求めた場合、中国政府

もそれに応じる用意があるかもしれません。現在持たれて

いる懸念の多くは余計だと思います。中国政府は他国の利

益を侵害する必要がありません。ここに明確に申し上げま

す。第一に、ファーウェイはそういうことを絶対しません。

第二に、私は中国政府のものの考え方がわかっており、中

国政府も企業にそのようなことをさせません。

Lisa LaFlamme：ファーウェイが中国政府と繋がっている

と思うがゆえに、ファーウェイを信用しない国がいます。

どのような妥協策でこれらの国の疑念を払拭するつもりで

すか。

任正非：当社がそういうことをやったことは全くありま

せん。なぜなら、全世界での売上が数千億米ドルに達しま

す。本当にバックドアを仕込んでいれば、一つの国で発覚

されたら、170 以上の国が買わなくなる局面に陥り、会社

は潰れ、従業員もどんどん辞めてしまい、自分で起業する

30
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ことになるからです。そうすれば、私一人で銀行からの借

入金を返さなければなりませんが、完全に無理ですよ。持

っている株式はそんなに多くないから、銀行の借金は返せ

ません。ですから、まずファーウェイ自身がリスクを犯し

てそんなことをする動機はありません。そして、国もやら

ないと明確に宣言しました。政府は約束を守ると信じてい

ます。

Lisa LaFlamme：結局のところ、これは信頼関係の問題だ

と思います。信頼という言葉をわざと使いました。なぜな

ら、ファーウェイが中国政府に No と言えないと思う人が

沢山いるからです。もし本当に No と言ったら、後はどう

なりますか。

任正非：本当にそういう状況になったら、ファーウェイ

は必ず「No」と言います。怖い結果なんかないと思います。

中国政府の指導者が国際会議の場で宣言しおり、我々はそ

の指示通りに行動し、「No」」と言ったのだから、不利益

なんてあり得ません。

Lisa LaFlamme：現在、ファーウェイも攻勢をかけ、アメ

リカ政府を提訴しました。この提訴は孟晚舟さんの事件に

マイナスな影響を及ぼすことを心配していませんか。
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任正非：そのような可能性はあります。しかし孟晚舟の

事件とファーウェイの事件がもともと異なる性質のもので

あると思います。孟晚舟の事件が一個人の問題であり、彼

女は訴えるべきです。両者の間にそもそも何の繋がりもあ

りません。ですから、それぞれ自分の権利を行使しています。

Lisa LaFlamme：しかし、最終的にはいずれもアメリカに

関わる事件です。アメリカらは孟晚舟さんの身柄を自国に

引き渡してもらおうとしています。ファーウェイがアメリ

カ政府を提訴したによって、アメリカ側が報復措置を取る

ことを心配していませんか。

任正非：この二つの事件になにか繋がりがありますか。

私はないと思います。

Lisa LaFlamme：心配していないことわかりました。今孟

晚舟さんはアメリカへの身柄引き渡しのための手続きを控

えており、ファーウェイもアメリカ政府を提訴しました。

しかし両者の間に関係性はないと思っているわけですね。

任正非：そうです。

Lisa LaFlamme：長年にわたり、任 CEO は将来に対する

先見性を持ち続けてきました。若い頃から努力を重ね、フ
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ァーウェイをサイズがこれだけ大きく、しかも大成功した

企業に導きました。自分の好奇心からお聞きしたいと思い

ますが、過去において、ファーウェイがいつか今のような

攻撃を受けることを予測していたことがありましたか。

任正非：この業界ではいずれアメリカ企業とバッティン

グします。しかし今携わっている 5G 事業だと、アメリカ

にない業界ですから、正面衝突はないはずです。アメリカ

にとって、ファーウェイが世界 3 番目に大きいチップ購入

企業になります。アメリカ政府がファーウェイへのチップ

販売禁止措置を取れば、多くの企業の業績が落ち込み、株

式市場に影響を与えます。他方、チップを販売してくれな

くても、ファーウェイの生産ラインは止まりません。アメ

リカのチップは我々より進んでいますが、それがなくても

製品は作れます。しかも作った製品は世界先進レベルのも

のです。ですから、協力こそウィンウィンに繋がり、対立

は双方にとってプラスになりません。

Lisa LaFlamme：これまでに起きた出来事はファーウェイ

のビジネスにダメージを与えていると思っていらっしゃら

ないということですか。

任正非：孟晚舟本人は仕事から離れました。向上心が強

く、努力派の彼女にとって、突然仕事との縁が切られたこ

とは影響があり、寂しい思いをすると思います。しかしフ
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ァーウェイにとってむしろプラスになります。この事件は

本当にいいことです。なぜなら、ファーウェイができてか

ら 30 年経ちました。今、社内では気の緩みや慢心が起き

ています。裕福になれば、一所懸命仕事をしようとする気

を無くし、厳しい職場に行きたがらなくなった人が沢山い

ます。これ以上気を緩めると、西側の一部の会社のように

潰れてしまいます。しかし、アメリカが圧力をかけてきた

お蔭で、ファーウェイは強まり、筋肉質になり、結束力が

高まっています。落伍者は進歩するか、淘汰されるかとい

う選択を迫られています。ですから、ファーウェイの戦闘

力は弱まったのではなく、強まっています。30 年で迎えた

転換期に外部から力が与られ、現状を変えていくための助

けとなりました。自助努力で解決できなかった問題、公式

文書をさんざん出しても解決できなかった問題の解決に繋

がった。突然かかってきた外圧により、影響を受けていま

す。アメリカとの出来事は会社にとって、プラスになります。

ただ、孟晚舟個人は少しつらい思いをします。

Lisa LaFlamme：さきほどカナダでの出来事は孟晩舟さん

を更に強くさせると仰っていましたね。私は前に任 CEO

が孟晚舟さんを後継者にしないと明言したという報道を読

んだことがあります。でも今の事件を経験して、彼女はよ

り成熟するのではないでしょうか。そしてこのことにより、

任 CEO は考えを変え、後継者の候補に再び彼女を入れる
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ことはありますか。

任正非：古くから英雄は様々な苦難に晒されます。繰り

返し傷をして初めて頑丈な体になります。今回の試練は彼

女にとって大きな鍛えになり、心身ともに強くなり、より

大きな成長に繋がります。経営学出身の彼女は横方向の管

理能力に長けています。しかしながら、リーダーに求めら

れるのは縦方向の突破力であり、10 年、20 年後を見通せ

る力です。技術出身の人間にしか将来を見通せる洞察力が

ありません。技術のバックグラウンドがなければ、10 年、

20 年先のことを見通せません。ですから、ファーウェイが

管理主導型の会社であれば、彼女は有望ですが、残念なが

らそうではありません。技術の背景がないゆえに、後継者

になりません。

Lisa LaFlamme：今の事件が起きたにもかかわらず、今ま

でのお考えは変わらず、彼女は後継者になれないというこ

とですか。

任正非：そのはずです。

Lisa LaFlamme：非常に先見性のある方として、現在技術

が急速に変化する中で、一番驚いていることはなんですか。

ファーウェイのキャンパスも、工場も見ました。効率が非

常に高いことはわかりました。任 CEO にとって、技術が日
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進月歩する中で、一番驚いているのはなんですか。

任正非：人類社会は向こう 20 ～ 30 年の間に目を見張る

大変化が起きると思います。想像もつかない大変化です。

20 ～ 30 年前に今日の情報社会を想像できなかったのと同

じように、今 20 ～ 30 年後の情報社会はどんな様子なのか

想像できません。

技術は急速に発展し、人類の歴史上かつてないスピード

で進んでいます。ファーウェイがこの流れに乗れるかどう

か疑問です。AI の歴史を振り返りますと、20 数年前、カナ

ダのある教授は AI のコンセプトを最初に提起しました。勿

論、70、80 年前英国のチューリング氏も AI のコンセプト

に言及しましたが、人類の共通認識にはなりませんでした。

しかし、コンピューターの進化、伝送技術の発展により、

今 AI が脚光を浴びるようになりました。カナダはこの分野

で非常に強いです。AI の生みの親と言われるお三方はいず

れもカナダにいます。将来は、少ない人で莫大な富を作り

出し、仕事にありつけない人が大多数を占める社会になる

かもしれません。職につけない人は人生を楽しめばいいで

す。必要なお金は給付されます。

当社の生産ラインをご覧になったかどうかわかりません

が、僅か 20 秒で高級スマートフォン 1 台作れます、ゼロ

からですよ。でもワーカーはあまりいません。今後更に減

り、5・6 人で操業するようになり、生産効率の向上におけ
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る AI の働きは益々大きくなります。そうすると、カナダ、

スイスのような国は工業大国に生まれ変わります。なぜな

ら、AI を活用するからです。1 人の人間が 10 人分の仕事を

すれば、カナダは人口 3 億人の工業大国、スイスは人口 8,000

万人の工業大国、ドイツは人口 8 億人の工業大国になりま

す。でも世の中にこんな沢山の工業製品に対する需要はそ

もそもありません。ですから、新時代に移行していく中で、

AI、新型コンピューターや新しい研究分野の急速な進展を

前に、ファーウェイが取り残されるかどうかは我々自身も

わかりません。

3 年後ファーウェイのあり方を聞かれたことがあります。

「破綻したかもしれない」と答えました。ファーウェイは

時間とのレースに挑み、人類社会の変化に付いていかなけ

ればなりません。一番恐れているのはアメリカからのバッ

シングではなく、人類社会の発展に遅れ、お客様のニーズ

に応えられないことです。現状では、ファーウェイがほん

の僅かリードしていますが、これは逆にマイナスに働く恐

れがあります。従業員はこの微々たる優位で自惚れになり、

継続努力を怠ってしまえば、人類社会に見放されるかもし

れません。皆さんがよく知っているように、140 年前の世

界の中心は鉄鋼の街ピッツバーグ、70 年前の世界の中心は

自動車の街デトロイトでした。しかし、昨今世界の中心は

どこですか。誰にもわかりません。漂流中です。よりよい

制度、よりオープンな政策を持っている国が台頭し、大き
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く成長します。人口の規模とは関係ありません。なぜなら、

今後の生産活動は人の関与が要らないか、もしくはほんの

少しの人でできるからです。ファーウェイは既にこのよう

な AI 中心の生産モデルを少しずつ実現しています。

一つの例を挙げましょう。アフリカの実験室に簡単な AI

を導入しました。完全な意味での AI ではありません。当初、

1 人のエンジニアはアフリカで 1 日あたり 4 箇所の基地局

しか設計できませんでしたが、AI の活用により、今は 1,200

箇所の設計が可能になりました。一昨年、ファーウェイは

エンジニアを 1 万人以上減らしました。そんなに必要でな

くなったからです。人類社会の将来像を考えるときに、教

育レベルが高く、ハイエンド人材の多い国はより恵まれま

す。人口の優位性は次第に失われます。AI が更に進化すれば、

西側諸国を悩ませている社会福祉、組合、ストライキ等の

問題は解決されます。例えば、今後作業しているのはロボ

ットですから、ストライキを起こしません。電源さえ入れ

ればいいです。本物の AI が実装されれば、量産業種は西側

に移転します。他方、AI と親和性のない業種はアセアンの

ような賃金の低い国に移っていくかもしれません。中国は

ちょうど板挟みという不都合な状況に置かれて、どこに向

かうのかという大きな問いを突きつけられています。中国

の将来の発展は人口ボーナスがあるからと言って、約束さ

れているわけではありません。板挟みの中でどう活路を見

出すか、我々自身もわかりません。
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Lisa LaFlamme：責任に関する質問をしたいと思います。

より少ない労働者、より高度化した自動化、同時に多くの

人が職を失うような未来社会の到来について責任を感じて

いますか。

任正非：それは阻まれない時代の流れです。一つの例を

挙げましょう。このスマートフォンに搭載されているマイ

クロソフトの AI ソフトウェアを見てください。2 人が会話

する時、話の内容はリアルタイムで 50 の言語に翻訳でき

るだけでなく、音声もテキストに変換できます。過去では

これを実現するために多くの労力が必要でしたが、今は要

りません。今後多くの生産活動は次第に AI を導入します。

例えば、我々のスマートフォンは益々高度化しています。

ハイスペック機種だと、10 マイクロミクロンの製造精度が

求められます。人間の手でとてもできず、マシンに頼るし

かありません。しかもマシンは通常のデジタル手段に加え、

画像認識の技術が必要です。このように、生産モデルは大

きく変わりつつあります。この点について、文化的基礎が

しっかりしているため、西側諸国に強みがあります。今まで、

社会福祉、組合、ストライキ等の問題が西側諸国の発展を

妨げる足かせとなっていましたが、これらの問題がなくな

り、足かせから解放された暁には、西側諸国は再び高度成

長期に入ります。向こう 20 ～ 30 年の間に目を見張る大変

化が起きると信じています。勝ち組と負け組は全く見通せ

ませんが、ファーウェイが生き残れることを望むだけです。

40
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Lisa LaFlamme：仰る通りです。我々は生き残れることを

望んでいます。ところで、技術はどの方向性にも向かう可

能性があると考えている人が多いですが、この点は心配し

ていますか。将来の社会の発展を支えるためにソフトウェ

アを開発している人がいると信じていますが、技術が人類

社会を正しい方向に導いてくれると信じていますか。

任正非：私が心配しようが、するまいが、人類社会の進

歩と発展は誰にも阻まれません。勿論、ファーウェイにや

らないという選択肢もありますが、でも他の会社がやれば、

ファーウェイが潰れます。潰れたくないがゆえに、ファー

ウェイも懸命に取り組むしかありません。今後このような

「抜きつ抜かれつ」のレースが続くと思います。

最終的に人類社会はどうすべきかいうと、軍備競争をや

めて、平和発展に方針転換すべきだと思います。各国はい

ずれも利益を追求します。鉄砲、大砲をもって、軍艦に乗

って他所の国に入るのは利益のためです。それより資源を

生産活動にシフトしてより多くの利益を作り出し、社会全

体に幸せをもたらしたほうがいいのではありませんか。例

えば、AI トラクターは 24 時間田んぼで働き、蚊も、寒さも、

嵐も問題になりません。24 時間操業に加え、作業のクォ

リティも向上します。人間が行きたがらない辺鄙な山間部

でも AI トラクターは嫌がらずに作業を行います。これで

人類の富が増えるのではありませんか。私は経営学と技術

の視点から、より高度な文明社会に発展していくことをポ
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ジティブに捉えております。AI に対して、社会学の視点か

らネガティブな指摘が出ていることも知っています。しか

し、AI が人間に取って代わるという心配は今後 20 ～ 30

年の間は杞憂だと思います。余計な心配をする必要はあり

ません。仮に将来本当に人間に取って代われるようになっ

たら、法律で禁止すればいいです。

Lisa LaFlamme：大変興味深く思っていることがあります。

任 CEO はファーウェイという世界最大のネットワーク技

術会社の創業者です。そしてこのファーウェイは中国で誕

生しました。しかし、中国では情報規制がかかっており、

ツイッターも、フェースブックも、グーグルもありません。

将来を展望する時、情報の流動に関してより開放的な政策

を取るよう中国政府に働きかけていく用意がありますか。

任正非：私はグーグル、フェースブック、アマゾン等が

中国に進出することを強く支持します。この態度は変わっ

たことはありません。ご存知のように、私はいつもアップ

ルのために声を挙げています。アップルとは競争関係にあ

るにもかかわらず、チャンスあるたびに、ファーウェイが

アップルを含む西側の会社のために声を挙げます。ファー

ウェイはオープンの姿勢を貫いてきました。開かれた競争

こそ企業を強くし、保護主義は企業を強くしません。国際

市場で西側の会社と競争しているから、ファーウェイは今
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日まで成長してきました。それゆえアメリカ政府に過大評

価されていますが、実際のところ彼たちが思うほど強くな

っていません。

Lisa LaFlamme：アップルについてのお話を伺って思いつ

いた質問ですが、ジョブスの名前は世界中に知られていま

す。しかし、今まで任 CEO は非常に神秘的な存在でした。

このほど表舞台に出てファーウェイのことを全世界に語る

ようになったのは何故ですか。

任正非：我が家は全員ジョブスさんのファンです。私を

除いて、家族はみんなジョブスさんが手がけた商品を使っ

ていました。ジョブスさんがなくなった時、一番下の娘は

家族全員を集めて追悼会を催し、1 分間の黙とうを捧げま

した。我が家はジョブスさんのことを高く評価しています。

モバイルインターネットを推進し、インターネットを一段

と高い次元へと発達させたジョブスさんは人類社会を変え

た偉大な方だと思います。

私が表舞台に出るようになったのは広報部に利用されて

いるかもしれません。外部のメディアに勝てないため、今

まで私は殆どメディア露出がなかったことから、「あなた

が出ればみんな興味を覚えますよ」と騙して、私を舞台に

あげました。初デビューはダボスでした。小規模でクロー

ズド会議であると騙されたが、そのクローズド会議はなん
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と全世界に生中継され、表舞台にとっさに立たされました。

今日あなたとの会話も全世界に放送されることは知ってい

ます。でも本音を言いたいと思います。世界中の人々は人

類の将来の幸せを望んでおり、そのためにみんなが協力し

あい、ウィンウィンを実現しなければなりません。情報社

会の責任は一社で担えません。ゆえに、ファーウェイは競

争相手を全面的に支持します。私は一度も競争相手を攻撃

したことはありません。

Lisa LaFlamme：現在世間に注目されている状況は好きで

すか。

任正非：もちろん好きではありません。自由の身でなく

なるからです。かつて 200 元を持ち歩いたことがあります。

使うところがないから、半月経ってもポケットに入ったま

までした。その後、どこかでコーヒーを飲む機会があり、「お

金を全部あげる。やっとお金を使った」と金を全て渡しま

した。あまりにも注目されているため、自由は全くありま

せん。空港に行っても、カフェーに行っても写真を撮られ、

インターネットに投稿されます。しかもどのように書かれ

るかはわかりません。ですから、私は「亀」のように、人

目に触れない暗い場所に隠れています。その場所は我が家

です。そんなに自由かつ幸せに暮らしているわけではあり

ません。公人であるから大衆への責任を果たす義務がある
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と言う人がいます。しかし、上場会社でもないファーウェ

イは何故大衆への責任を果たさなければならないでしょう

か。でもしようがない。私はインフルエンサーです。大き

な迷惑です。

Lisa LaFlamme：仰るように、任 CEO はインフルエンサ

ーになりました。番組を通じて、視聴者はこの「宮殿」の

様子をご覧いただけます。ファーウェイが既に扉を開いた

ので、多くの人はファーウェイを見るために深圳を訪れる

と信じています。

Lisa LaFlamme：ファーウェイ流の仕事のスタイルの歴史

から今日の話題にまで話を進めてきましたが、構内を回る

時、ブラックスワンを何羽も見かけました。その背後のス

トーリを知りたいです。

任正非：ブラックスワンは私と全く関係ありません。ブ

ラックスワンは好きではありません。花や草を喰いまくり、

植生を傷めているため、可能なら誰かにあげたいです。

Lisa LaFlamme：なるほど、外で聞いた話は全然違います。

すると、災いがいつでも訪れることを自分を含むファーウ

ェイの全従業員に警鐘を鳴らすために、任 CEO ご自身が

ブラックスワンを飼うようにしたという噂は完全に作り話
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だったのですね。

任正非：その通りです。作り話をする人は沢山います。

ネット上にある私に関する噂のうち、98％ぐらいは偽りか

誇張されています。ですから、本当のことを知りたければ、

やはりファーウェイの広報担当の人間に直接会ったほうが

いいです。彼らの説明は真実に近いと思います。

ファーウェイは完璧な会社ではありません。社内には「本

音コミュニティ」というフォーラムがありますが、ファー

ウェイの悪口を言う書き込みは沢山投稿されています。し

かもその多くは優秀社員からの投稿であり、彼らは会社の

マネジメント面の問題点について文句を言います。常に自

ら反省をし、改善しているからこそ、ファーウェイが今日

まで生き延びて来られました。現状に甘んじて改善を怠れ

ば、会社はすぐだめになってしまいます。ファーウェイが

上場会社ではないから、毎日のように自分の良さをアピー

ルして株価を上げる必要はないし、悪口を言っても責任を

問われることはありません。上場していないがゆえ、いつ

でも悪口が言えます。そのような社風が定着すれば、会社

は毎日のように欠点と間違いを直して行きます。

Lisa LaFlamme：つまり、ファーウェイは民間企業だから、

やりたいことが自由にやれる、中国政府を含め、誰にも借

りを作っていないという意味ですか。
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任正非：そうです。去年 200 億米ドルの税金を納めま

した。政府はファーウェイの税金面の貢献を非常に重視し

ているはずです。

Lisa LaFlamme：ブラックスワンの話はご存知ですか。『エ

コノミスト』『ニューヨークタイムズ』『タイム』のいず

れにも取り上げられていました。

任正非：ブラックスワンもグレイリノも知っています。

ただ会社にいるブラックスワンは私と関係ありません。

Lisa LaFlamme：現在、任 CEO のことは相当世の中に知

られています。それでもみんなの好奇心は衰えません。な

ぜなら、数十年前にゼロからスタートし、僅か 3,400 米ド

ルを元手にファーウェイを今日の規模にまで育てたからで

す。さて、毎日どのように過ごしていますか。

任正非：創業当初、営業免許が下りたその日に、お金は

底をつきました。「ファーウェイ」の漢字は閉口音であり、

名前として好ましくなく、社名変更しようと思う時があり

ました。しかし、お金は一銭もないから、いざ営業免許が

交付されると、もう変えようはないです。当時公共バスを

利用して貨物を運んでいましたが、従業員が少なく、ほか

に手伝ってもらえる人がいないので、私は自分で背負うし
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かありません。まず 20 メートルぐらい先まで貨物を運び、

そこに一旦下ろして、元の場所に戻り、貨物を運ぶ……こ

のように往復しながら少しずつ前へ移動させます。大事な

のは視線の届く範囲に仮置きすることです。でなければな

くなる恐れがあります。当時貨物の持ち込みを許してくれ

たバスの車掌さんたちは本当に親切でした。今のようにバ

スへの貨物の持ち込みが禁止されていたら、我々の創業活

動は失敗していたかもしれません。創業当初技術、後ろ盾、

資金一切なかったファーウェイは、信義を守る一点にこだ

わりながら、他人の機器を販売してコミッションを少しい

ただくことで、発展しました。そして、会社のビジネスが

うまくいったと思う矢先に、市場喪失を恐れた取引先は商

品の提供を打ち切りました。そうすると、自社で研究開発

するしかありません。その時から、資金をすこしずつ開発

に投入するようになりました。2000 年になっても、私は自

分の家を持っておらず、西向きで、夕日が当たる 30 平方く

らいの賃貸住宅に住んでいました。2000 年以降、初めて住

宅を買いました。すべての資金を研究開発につぎ込んだか

らです。投資しなければ、将来がないと思っていました。

実はいまでも私の個人財産はそう多くありません。しかも

それは会社の株式であり、紙一枚に等しいものです。会社

がなくなれば、株式はただの紙屑にすぎません。我々がお

金を会社に投資しているのは、会社に対する信頼、信仰の

現れです。会社の存続に自信があるからこそ、みんなは苦
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楽を共にし、今日まで歩んできました。勿論いろいろな紆

余曲折があります。でもこれらの紆余曲折はそんなに問題

にならず、いずれ解決されます。

Lisa LaFlamme：今のお話を興味深く聞き入っていました。

ではまた話を今日という日に戻します。普段はどのように

過ごしていますか。

任正非：正直にいいますと、多くの時間はのんびりし

ています。私は朝早く起きるタイプです。8 時から 9 時

までの間は一番元気がよく、会社に来て書類を直します。

9 時以降もまだ調子がいいから、会議に参加したりしま

す。午後は少し疲れが出るので、関係者を集めて懇談し、

みんなの意見を聞きます。晩御飯の後は散歩、お風呂、

メールのチェックと返信、それからネットサーフィン、

ニュースチェック、たまにはティックトック（TikTok、

中国のショットムビー共有サイト）。寝るのはだいたい

1 時ごろ。夜眠れない時もあり、眠れなければまたネッ

トサーフィンします。

Lisa LaFlamme：今もよくバンクーバーにいる娘さんに電

話なさいますか。

任正非：電話はしますが、そう頻繁ではなく、毎日のよ
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うに掛けているわけではありません。

Lisa LaFlamme：娘さんとの電話を楽しみにしていますか。

彼女の現状を知りたいですか。

任正非：いいえ、普通の挨拶程度です。奇跡なんかある

はずがないことはわかっていますから。

Lisa LaFlamme：孟晩舟さんのお子さんたちは母親の元に

いません。孟晩舟さんが拘束されている間、任 CEO はお

孫さんたちと時々会っていますか。

任正非：子供たちは今学校に通い、父方の祖父母が世話

をしています。学校が休みに入ると、彼らはバンクーバー

へお母さんと会いに行きます。孫たちとたまに会いますが、

回数はそう多くありません。

Lisa LaFlamme：バンクーバーを始めカナダに行ったこと

はありますか。

任正非：あります。カナダは非常に美しい国、バンクー

バーも素敵な街だと思います。特に、バンフからカムルー

プスまでの電車の車窓から見る積雪に覆われた山の景色が

とても素晴らしっかです。私は一日電車に乗っただけで、
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翌日飛行機でバンクーバーに移動しました。

Lisa LaFlamme：あそこは確かに美しいところです。ただ、

今後カナダへ行く時、逮捕されることを心配しませんか。

任正非：今回の教訓から、カナダ側は既に学んでいるは

ずです。私を逮捕して、また大事件を起こすような馬鹿な

ことはしないと思います。

Lisa LaFlamme：お嬢様もバンクーバーで今回のインタビュー

を見ることができると思います。番組を通じて伝えたいお話は

ありますか？

任正非：彼女は現在勉強に励んでいます。毎日 e ラーニ

ングで何科目を学べば、時間を無駄なく過ごせます。安心

して受講し、裁判所の手続きを待てばいいです。来たせば

安んずという言葉のように、腰を据えて対処しましょう。

Lisa LaFlamme：将来を予測する能力があれば、孟晩舟さ

んはいつ深センに戻れると思いますか。

任正非：私は予測できません。それより彼女にもちゃん

と体を鍛えてほしいです。いつも家に引きこもるのではな

く、外でジョギングとかして、体を鍛えることは一番重要

55
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57
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だと思います。

Lisa LaFlamme：今日はお時間をいただいて本当にありが

とうございました。任 CEO との会話がとても楽しかった

です。
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任正非

米ロサンゼルス・タイムズ
インタビュー

2019 年 3 月 14 日、中国深セン
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『ロサンゼルスタイムズ』編集長ノーマン・パールステ

ィーン（Norman Pearlstine）：今日は、お忙しい中、

インタビューに応じていただき、本当にありがとうござ

います。ここ 2 か月で、お会いになった記者の数は、お

そらく数十年の間に取材を受けた記者の総数よりも多い

のではないでしょうか。今日は、BBC など他の外国人記

者にお話しされた内容と重複しないように、別の質問を

しようと考えています。具体的には、将来に関わる問題、

ファーウェイが 1987 年の設立から今日までどのように成

長を遂げて来たのか、業界全体の将来の可能性などにつ

いてお聞きしたいと思います。

任正非：わかりました。一つ一つ質問にお答えしましょ

う。時間がたっぷりありますので、あなたが知りたいと思

っていることについて、ゆっくりとお話しましょう。午前

中だけでは時間が足りないのであれば、午後にも時間を作

って、お付き合いします。

（Norman Pearlstine）：ありがとうございます。そのお

気持ちを無駄にしないよう、私も最大限努力いたします。

任正非：厳しい質問でも構いません、すべて正直にお答

えします。誰もが知りたがっている鋭い質問をしてくださ

い、そうしなければ相互理解も深まりません。
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編集長：最初の質問は最近の出来事からです。ファーウェ

イはテキサス州連邦裁判所にアメリカ政府に対する訴訟を

起こすことを決定しました。CEO は、以前、事件については、

メディアで議論するのではなく、裁判に任せたいとおっし

ゃっていましたが、ファーウェイの訴訟の背後にある動機

を知りたいと思っています。裁判で勝てる見込みは薄いと

いう人もいます。この訴訟を提起したのは、世論の支持を

取り付けるためなのでしょうか、それともこの訴訟によっ

てファーウェイとアメリカ政府との理解をさらに深めるこ

とを期待しているのでしょうか。アメリカ政府は一貫して

ファーウェイに対する批判的な態度をとっていますが。

任正非：アメリカは十数年にわたってファーウェイを排

除してきましたが、些細なことでも躍起になって問題にし

ようと、政府部門がこぞって裏で動いているのです。でき

るだけ目をつぶるようにしていますが、我慢や沈黙は弱さ

の表れではありません。以前にもアメリカでさまざまな訴

訟を経験しましたが、アメリカ政府との訴訟ではなく、ア

メリカ企業との訴訟でした。

アメリカ政府は司法手続きを経ずに、ファーウェイを排

除する法案を通しました。8 月に法案が正式に発効すれば、

ファーウェイが制約を受けることになります。ここで訴訟

に踏み切る以外、方法がなかったのです。私たちの訴訟に

は充分な法的根拠があり、熟考した上での決定でした。こ

の訴訟に勝てば、アメリカの司法体系の偉大さが証明され

01
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るでしょうし、また全世界の人々もアメリカの公明正大さ

と偉大さに心から感服することでしょう。仮に私たちが負

けたとしても、アメリカ政府が弁論手続きに提出した証拠

が、当社に何ら問題がないことを証明してくれるでしょう。

アメリカは法案を修正できないかも知れませんが、今後、

ファーウェイに問題があるとは言えなくなり、この事案は

決着するはずです。

編集長：今後の予測についてですが、例えば一年後、また

は五年後に、ファーウェイはアメリカでビジネスを展開し

ていると思いますか。ファーウェイにとってアメリカでの

ビジネスは重要でしょうか。ファーウェイがアメリカでビ

ジネス展開をしていなくとも、今年の直近 2 か月の売り上

げは昨年同期と同等で、非常に良好だと思います。ファー

ウェイが本当にブラックリストに登録されてしまったとし

たら、アメリカ以外の他国の市場にも影響があると思いま

すか。

任正非：必ずしもアメリカ市場に参入する必要は感じて

いませんが、真実を明らかにする必要はあると考えていま

す。アメリカは強大な国ですし、多くの国がアメリカの言

うことを聞きます。私たちが真実を明らかにしなければ、

将来的にも「真実を捻じ曲げる」事態が出現するかも知れ

ません。

02
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編集長：ファーウェイはもっと以前にこれら事実の真相を

公の場で説明すべきだったと思いませんか。今回のアメリ

カ新政府が発足した後、アメリカの一部の政策や行動が以

前とは異なってしまう可能性がありました。7~8 年前より

も、声を上げる差し迫った必要性があると判断されたので

しょうか。

任正非：当社は忍耐強い会社です。アメリカのみならず、

中国でもそれは同じで、自社のアイデンティティを証明す

ることは簡単なことではありません。中国は現在も社会主

義国ですが、ファーウェイの組織形態は資本主義です。中

国では現在も人口の 2/3 を貧困層が占めており、大多数の

当社従業員の収入が高い水準にあるため、当社が中国で誇

らしげに自社のことを言ったら、決して良い結果は得られ

ません。そのため、私たちが顧客に満足してもらえるよう

誠心誠意仕事に励むことで、顧客は当社の物を買ってくれ

るのです。楽をして高い給料が欲しいという従業員は当社

に必要ありません。

当社が海外への進出を決めた時、海外の皆さんは当社が

中国という国の代表、つまり共産主義の企業だと色眼鏡で

見ているため、叩いてしまいます。中国に帰れば、資本主

義だと言われ、バッシングを受けてしまいます。このよう

な状況を生き抜くためには、過度の PR は禁物で、耐える

べきことには耐え、我慢の限界に達したときに、ようやく

声を上げるのです。そして、アメリカの『2019 国防権限法』

03
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が私たちに声を上げさせたのです。

「どうしてもっと早くに声をあげなかったのか？」「ど

うして今なのか？」という質問に対しては、「我慢の限界

に達した、声を上げるしかなかった」というのが答えです。

編集長：アメリカには、「人は時に優しさを弱さと勘違い

する」という言葉があります。私は 1970 年代にカリフォ

ルニアで仕事をしていた時からずっとファーウェイに興味

を持っていました。当時は Intel のようなハイテク企業が

成長し始めた頃でした。ランド研究所の 2005 年レポート

や、2012 年アメリカ議会委員会のファーウェイに関する

レポートを読みましたが、議会委員会のレポートにはラン

ド研究所のレポートの一部内容が引用されているようで、

2018 年にアメリカ政府が発表したファーウェイに対する

いくつかの見解については、基本的に現在のレポートの一

部内容が 14 年以前に読んだ内容とほぼ同じものとなって

います。アメリカはファーウェイが中国政府とつながって

いると認識しています。

しかし、ファーウェイと長年一緒にビジネスをして来た人

たちとの会話や、ファーウェイ創業の経緯からは、当時、

中国政府はファーウェイとそれほど仲がよくなかった、フ

ァーウェイが中国政府が多くの株式を保有する ZTE も含

め、中国国有企業との競争にさらされていたことがうかが

04
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えます。しかし今では状況が一変し、中国政府はもろ手を

挙げて、ファーウェイをリーディングカンパニーと公言し、

カナダ、アメリカを批判しています。中国政府のそのよう

な態度は、ファーウェイが現在の苦境を乗り切る上でプラ

スよりもマイナスの影響のほうが多いようにも思うのです

が、どう思われますか？ファーウェイは資本主義的な企業

ということですが、鄧小平が国家主席になった当初、当時

の企業に今日のファーウェイと同じような企業運営を行う

ことを推奨していました。

任正非：「沈黙することは弱さではなく、忍耐は愚鈍で

はない」。私たちは今回法的手段でみなさんの疑問をすべ

て明らかにしたいと思っています。もし中国政府とアメリ

カ政府の協議でファーウェイの問題も合意されるような結

果になれば、多くの懸案問題が残されてしまうでしょう。

2 年後に新たな議員が選出されれば、これまでの経緯を覆

し、ほじくり返そうとするでしょう。そうなれば、訴訟は

無限に続きます。ですから、私たちはここまでの経緯を完

全に明らかにし、アメリカの法庭が誰も覆せない結論を出

すことを強く願っています。

今後 20 か 30 年で当社が順調に成長するためには、アメ

リカとともに法律によってすべての経緯と問題を明らかに

しておく必要があるのです。中国政府が自国の国民の権利

の保護に基づき、相応の行動をとることは適切だと思いま

す。アメリカ政府のこのような「見せしめ行動」に対し、
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中国政府が声を上げましたが、私たちも中国政府のこの行

為が国際世論に悪影響を及ぼす可能性があることを充分に

理解しています。しかしながら、カナダであれアメリカで

あれ、私たちは一貫して法的手段により対応しています。

カナダとアメリカの法律が公正であることを信じています。

すべての証拠を法庭に提出し、メディアに公開すれば、事

実を明らかにできると考えています。中国政府は政府とし

ての行動をとり、私たちは法律的手段で対応するという道

を選んでおり、両者が干渉しあうことはありません。去年、

当社は中国政府に 905 億人民元を納税しています。もし法

に基づき納税する優良企業が不当な扱いを受けているにも

関わらず、中国政府が何ら見解を表明せず、措置も講じな

ければ、アメリカはさらに多くの企業を不当に扱うことが

でき、中国企業が根絶やしにされてしまう可能性すらあり

ます。アメリカは過去にアルストムや東芝を排除の対象と

したこともあったのではないでしょうか。こういうところ

ではアメリカ政府の評判は芳しいものではなく、中国政府

が声を上げるのは当然のことだと思います。

編集長：今、例に挙がった 2 つの事案については、恥ずか

しながら、あまり知識を持ち合わせていません。しかし、

私の記憶では、ここ数十年、アメリカ政府が一つの外資企

業を、ここまで執拗に攻撃したことは無かったと思います。

特に通信産業は国の利益と企業利益が衝突する場合がある

05
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ということは私にもわかります。現在、アメリカのとって

いる行動の本当の意図は、ファーウェイにダメージを与え

ることだと思いますか？それとも中国にダメージを与える

ことでしょうか。

任正非：最大の影響は当社の販売拡大、知名度向上を図

らずも支援したことだと思います。当社は、社会的な影響

が非常に小さな、一介の民間企業にすぎません。アメリカ

が全世界に向けて「ファーウェイ」「ファーウェイ」「フ

ァーウェイ」とがなり立てたため、多くの企業がウェブサ

イトでファーウェイを検索しています。結果的に当社の売

上が増えました。

編集長：逆境が良い結果を生んだということですか。

任正非：今私がお話したのは外部的なメリットです。超

大国アメリカが全世界に PR してくれた形となりました。

続けて内部的なメリットをお話しましょう。

編集長：それは興味深いですね。メリットがあるのなら、

なぜ訴訟を提起する必要があったのですか。

任正非：「要塞は内部から簡単に破壊でき、外部から簡

単に強化できる」と言う名言があります。説明しましょうか。

30 年にわたる努力の結果、ファーウェイの大多数の従業員

は裕福になり、困難を乗り越え奮闘するという精神は失わ

れていきました。経済的に余裕のある従業員は、アフリカ
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へは行きたがらないし、エベレストへの基地局の設置にも

行きたがりません。またエイズやエボラが蔓延する地域に

行って頑張るとも思わないでしょう。ファーウェイという

組織は求心力を失いつつあったのです。

編集長：規模が徐々に大きくなっていったからでしょうか。

任正非：違います、お金です。本社の高級幹部や高給取

りの従業員がどんどん増えていきました。当社の業務は既

にプロセス化されており、組織の中にそんなに多くの高級

幹部は必要ありませんでした。当社は長年にわたり合理化

を叫んでいましたが、まったく機能していませんでした。

ファーウェイは西側諸国の企業と同様、30 年の繁栄を経て

衰退へと向かっていたのです。

ところが、アメリカのこの大きな圧力を受け、当社の全

従業員が、組織を改革せず、合理化を進めなければ、将来

はないという危機感を強く覚えました。アメリカの圧力が、

社内の団結を後押しし、奮闘精神を取戻してくれたことで、

当社は溢れかえった幹部の削減を実現することができるの

です。一部の「将軍」には「連隊長」ではなく前線に出て「一

兵卒」からやってもらいます。長年一生懸命頑張ってよう

やく「連隊長」になった現地の者の「椅子」を本社の人間

は簡単に奪ってはなりません。

例えば、私たち 2 人が今からもう一度小学校、中学校、

高校に通うことになったらどうなりますか。あなたなら、
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10 分で小学一年生のカリキュラムを完了し、20 分で二年

生を終え、30 分で三年生を修了するでしょう。小学校を卒

業するまでに 1 日もかかりません。さらに 2 日で中学校を、

3 日で大学を卒業し、1 か月で博士号を取得するでしょう。

つまり、高給幹部を末端へと再配属させるのです。実力が

ある彼らは、任命によって「連隊長」の「椅子」を奪うの

ではなく、実力でチャンスを掴めます。こうすることでみ

んなが幸せになれるのです。

当社がこの改革を推進するには、3~5 年の時間が必要で

しょうが、組織の管理コストを数十億米ドル削減すること

ができ、5 年後の売上は 2600-3000 億米ドルに達している

ことでしょう。アメリカ政府がこの改革の触媒となってく

れました。ポンペオ氏とペンス氏に会うことがあれば、私

の代わりに心からの感謝をお伝えください。両氏が中国を

訪問され、北京で私との面会を希望されるならば、喜んで

お会いし、花束をお贈りしようと思います。

編集長：わかりました、お約束しましょう。

任正非：卵は内的な作用によって孵化し、ひよこになる

ことができます。しかし、今の私たちは卵ではありません、

殻は卵ほど弱々しくありません。外的な作用も受けたことで、

鋼鉄の強度は増し、合金となったと言えるでしょう。当社の

1-2 月の売上は前年同期比 35.8% の成長となりました。

では、なぜ私たちがアメリカ政府に対して訴訟を提起す
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る必要があるのか。それは、アメリカ政府が証拠を提示し、

全世界の国々に当社の本当の姿を明らかにしてほしいから

です。

当社が弱体化していくところに、このような「外圧」受

けると、それを逆手に当社の改革を進めることができると、

非常に興奮しています。

編集長：苦境は人をさらに強くすると言いますが、あなた

の進もうとする道には高いリスクがあり、潰されないよう

にしなければなりません。ファーウェイは大きな成功を手

に入れましたが、組織が弛緩し、一部の従業員が怠惰にな

ったために、引き締める必要があるということはよくわか

りました。しかし、あなたの言葉を聞いていると、文化大

革命へ逆戻りしたように感じてしまいます。4 人組を排除

して、再教育を受けさせるなどありましたね。もちろん私

の理解が間違っている可能性もありますので、もう一度、

整理していただけますか？

任正非：傷だらけにならなければ強くなれない、古来よ

り英雄には試練がつきまとう、と言います。これは文化大

革命などではありません。どんな企業でも向上心のない従

業員は切り捨てられます。当社と他の企業との違いは、一

定の条件を満たした従業員は当社の株を保有でき、一定の

生活が保障されるという点です。

06
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組織を合理化し、従業員を削減すること、従業員を主戦

場へ異動させることについては、従業員からも歓迎されて

いますし、米兵を 82 師団と 101 師団に異動させることと

同じようなものです。たとえば、去年、当社はソフトウエ

ア部門を閉鎖しました。この部門には 1 万人が在籍してお

り、100 億米ドル近くの研究開発費が費やされていました

が、ヒット商品が開発できなかったために、この部門の整

理を決定しました。当時、私たちは従業員が不満を抱くの

ではないかと憂慮し、従業員の給与を増額することを考え

ていましたが、結果的に私たちがまだ何もしていないうち

に、従業員たちは自発的に、端末、クラウドといった主戦

場のチームへ行きました。その年の端末が急激な成長を遂

げたのも彼らの努力があったからです。彼らは時代遅れと

なった部門を離れ、先端の部門に異動し、成長のチャンス

をものにしました。もちろん、彼らには様々な試練が待っ

ていました。今年 3 月に彼らを表彰することになっていま

す。1~2 万人のチームが不平不満をこぼさずに自分たちの

力で再出発できたからです。彼らは 3000 人を選出しレッ

ドカーペットを歩きたいと提案しました。とくに反対はし

ませんが、レッドカーペットの長さは心配ですね。

編集長：私たちの業界にも同じような問題があります。

かつては多くの人々が新聞を読んで育って来ました。新聞

を読むことが当時の学習手段だったからです。しかし、今

では Mate X など小さなスマホを通じて学習し、また情報
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を発信しなければなりません。同じシステムの下で成長し

てきた人に対して、再教育を施すことは極めて難しいと思

いますが、あなたはそれに成功しました。賞賛に値する偉

業です。

編集長：ファーウェイやあなた自身の今日の状況と、1987

年に小さなアパートで数人の仲間たちとファーウェイを起

業した時の状況は、いったい何が違うと思いますか。ここ

数日、私たちはキャンパスを見て回りましたが、多くの素

晴らしい建築や、多くの従業員が最新の技術を駆使してい

る光景を目の当たりにしてきました。あなたの経歴と人生

を振り返ってみてください。ファーウェイ創業時のあなた

は失業中の元軍人でした。ファーウェイは香港メーカーの

小型交換機を扱う代理店として創業されましたが、あなた

自身は建築を学んでいて、その分野の技術に通じていたわ

けではありません。起業時すでに 40 歳を過ぎていたのに、

なぜこんなにも大きな転身を図ったのですか。困難を極め

たのではないでしょうか。アメリカの実業界ではケーブル

テレビ会社コムキャスト（Comcast）の創業者であるラル

フ・J・ロバーツ（Ralph J. Roberts）くらいしか思い浮

かびません。当初はペット用のリードを製造していました

が、徐々に現在の企業へと変身を遂げました。現在の地位

を獲得するまでの経緯を教えてください。

07
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任正非：私は中国が大規模な軍縮を敢行した時に社会に

放り出されました。当時の中国は転換期にあり、計画経済

から市場経済への過渡期だったのです。

中国が今日までやってこれたのは、容易なことではあり

ません。北朝鮮のような国が、将来的にアメリカと同じ制

度に向かうと考えてみてください。その困難の度合いが想

像できるでしょう。そのような社会に放り出された私たち

は、現実的には時代に置き去りにされていたと言っても過

言ではありません。かつての低賃金固定給時代は終焉を迎

え、市場経済の何たるかも私たちは知らなかったのですか

ら。実際、当時の私はスーパーマーケットが何なのかも知

りませんでした。私にはアメリカやカナダに留学した友達

が数多くいて、帰国後、スーパーマーケットの素晴らしさ

をほめていましたが、私にはスーパーマーケットがどんな

ものなのか想像すらできませんでした。その後、深センに

スーパーマーケットができたことで、私もスーパーマーケ

ットを知りましたが、妻の甥が深センに遊びに来た時、ス

ーパーに並んでいる商品を、お金を払わずに好きなだけ持

ち出せると思ったというようなこともあります。

30 数年前の中国は市場経済に対する理解が非常に浅く、

今の話に何の誇張もありません。ですが、すでに市場経済

の大海原に放り出されていた私たちは、生き残る術はある

のか？と考えざるを得ませんでした。妻や子供も養わなけ

ればなりません。そのような状況だったため、創業当時に
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は筆舌に尽くしがたい苦労を経験しました。子供は蛋白質

を食べないと大きくなれないので、蛋白質を食べさせる必

要があり、市場では鮮度の落ちた魚やエビがとても安く売

られていたため、家族は夜に食材を買いに行ったものです。

その頃、鶏肉を食べる時には鶏肉を食べた後、骨を使って

もう一度スープを作ったものです。30 年前の中国人はそん

な生活が当たり前だったのです。晩舟もこのように育った

のです。

私たちが今日まで至ったのは、中国の開放改革の力が非

常に大きかったからと言えるでしょう。西側諸国から見れ

ば、中国の改革はまだ不充分だと思います。3、40 年前な

らば、こんなふうにあなたと一緒に座って話をすることな

どは論外で、握手しただけでも逮捕されていたかも知れま

せん。今ではここであなたとアメリカの問題のみならず、

私たちの問題についても長時間にわたって話をしています。

中国は政治制度の改革についても極めて大きな努力を払っ

ています。国民の文化教育水準が世界の先進国より立ち遅

れているため、その進展は緩やかですが、それは私たちも

理解しています。当社は忍耐強いので、法律にないことは

行わず、法律ができてから改めて行うことにしています。

編集長：さきほどは鶏肉、骨とスープの話がありました。

ファーウェイの創業当時、あなたが自らスープを作って従08
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業員に食べさせたという話も聞いたことがあるのですが、

それも本当の話なのですか。

任正非：それは少し脚色されていますね。従業員が旅行

に出るときに何か料理を作ってほしいと頼まれたのです。

私は煮込み料理の腕には自信があるので、従業員の旅行に

持たせるために料理をしました。これは事実ですが、スー

プを作ったというのは事実ではありません。

それから、トルクメニスタンに出張に行った時、トルク

メニスタンの現地事務所があまりに小規模なために、この

国に滞在した 1 日半の間中、手持ち無沙汰になると市場を

ぶらぶらしては豚の頭を買って来て、豚の頭を使った料理を

みんなにふるまったことがあります。買って来たのは老いた

メス豚の頭で、6 時間煮込みました。出来上がりを待ちなが

ら、従業員とあれこれおしゃべりを楽しんでいました。週

末には私が家で料理をするので、妻はよく私がお手伝いさ

んに食べさせるために料理をしていると言っています。

編集長：今、トルクメニスタンに行ったという話が出まし

たが、これまでにアメリカにも何度も来られていると思い

ます。アメリカで見聞きしたことから何か影響を受けまし

たか。マネジメントの理念や他に刺激を受けた部分を含め

てお答えください。

09
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任正非：若い頃から私は親米ですし、今も親米です。文

化大革命の最中であるにも関わらず、中国人民解放軍総参

謀部はウェストポイント陸軍士官学校の視察を計画してい

ました。解放軍新聞には視察団の多くの報道が残っていま

すが、報道は驚くほど正確で、後に私が見学したウェスト

ポイント陸軍士官学校そのものでした。当社はアメリカの

軍隊に学ぶ姿勢を貫いてきました。当社は「以考促訓」（評

価を行うことによって訓練を促す方式）を実践しています

が、これはアメリカの軍隊から取り入れました。

私たちはアメリカに真摯に学び、過去 2、30 年の間にア

メリカの 2、30 のコンサルティング会社を招請し、アメリ

カ企業の管理について教えを請い、100 億を超えるコンサ

ルティング費用を支払いました。当社の監査法人は KPMG

で、これは KPMG 監査法人の財務報告書です。

編集長：最新版ですか？

任正非：前年度のものです。最新版は 3 月 29 日に発行

の予定です。発行されたらお送りしましょう。

    

編集長：アメリカの問題について多くの時間を割いていた

だきましたが、次はカナダの問題について簡単にお話しで

きればと思います。私の妻はカナダ人なので、数年前にバ

ンクーバーでマンションを購入しました。ご息女（孟晩舟

10
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氏）の件も含め、カナダとアメリカでの状況を把握するた

め、3 月 22 日に私はカナダのバンクーバーに行き、可能で

あればファーウェイの弁護士と話をしたいと思っています。

私にとってご息女の件は極めて理解しがたい疑惑なのです。

貿易摩擦、制裁、罰金などはいずれも理解できるのですが、

現在のこのような状況、このようなタイプの事件に遭遇す

るのは初めてです。おそらくカナダの人たちも困惑してい

るはずで、状況を理解するためのチャンスをいただきたい

と思っています。

任正非：個人的にはカナダと中国の両国が被害者だと思

っています。「鷸蚌（いつぼう）の争い、漁夫の利」です。

アメリカは米中会談で多くの利益を得ましたが、カナダは

少なからず損失を被ったと思います。孟晩舟自身に犯罪記

録はなく、カナダでも罪を犯していないと思っていますし、

カナダのやり方はあまり利口なやり方ではないと思いま

す。孟晩舟は多くの国を通過して来ましたが、それらの国

はなぜ彼女を逮捕しなかったのでしょうか？この事件はす

でに司法の手に移りましたし、法律に則って解決するべき

です。

編集長：あなたの見解に敬意を表します。私に他意はなく、

弁護士に話を聞いて事実をはっきりさせたいだけです。

任正非：カナダで弁護士に会うことはできるでしょう。

編集長：かつて私は弁護士になろうと思ったこともあるの
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ですが、カナダの法律には詳しくはありませんので。

編集長：深センについてお聞かせください。深センはあな

たが転職後に移り住んだ都市で、深センの発展スピードは

ファーウェイの成長スピードにほとんど肩を並べています

が、深センのような新興都市は、ファーウェイやあなたに

とって、どのくらい重要なのでしょうか。

任正非：深センは移民都市で、当時は志のある若者が改

革開放の拠点である深センを目指していました。あたかも

メイフラワー号がアメリカを目指したようにです。清教徒

は船上で契約を作成しましたが、当時の深センに立法権は

ありませんでした。深センの最初の改革は国のいくつかの

制度の枠組みを越えたものでした。深センの最も初期の改

革はダンプカーで、ダンプカー 1 杯分の土砂に米ドル 1/5

セントに相当する人民元 2 分のボーナスが支払われ、効率

が大幅にアップしました。このことは中国全土で大きな騒

動を巻き起こし、人々は資本主義の産物を排除しろと声高

に叫んだのです。深センは旧体制から脱却する過程で成長

を遂げましたが、それには大きな苦痛が伴いました。当時、

功績のある多くの幹部たちは間違いを犯しましたが、彼ら

は歴史に刻まれました。歴史が動く時、代償はつきものな

のです。

11



286

米ロサンゼルス・タイムズ（インタビュー）

『ロサンゼルスタイムズ』東南アジア担当記者デイヴィッ

ド・ピアソン（David Pierson）：多くのアメリカ人は、フ

ァーウェイと中国政府、中国共産党の関係、ひいてはファ

ーウェイの業務運営における中国政府、共産党の役割を誤

解し、理解していません。ファーウェイと中国政府、共産

党の関係を明らかにしてください。企業内に共産党委員会

を設立することは一般的な行為なのでしょうか。ファーウ

ェイはどの政府組織の要求や規定を遵守しなければならな

いのでしょうか。また海外事業が要件を満たしていること

を確認するために定期的な意思疎通が必要なのでしょうか。

任正非：中国の法律では企業内に共産党の組織を設立す

ることが求められています。当社は、モトローラ、IBM、コ

カコーラなどの中国法人よりも後に共産党委員会を設置し

ましたが、共産党の組織は従業員が一生懸命働くことを奨

励しているため、多くの外資系企業に歓迎されているのが

実情です。当社の共産党委員会は経営戦略の決定に関与し

ていません。共産党委員会の最も重要な任務は従業員の倫

理と資質を管理することです。また共産党委員は外部から

派遣されて来る幹部ではなく、民主的な選挙で選ばれます。

当社と中国政府の関係は、まず、中国の法律を遵守する

こと。第二に、税金を納めること。第三に、長年にわたっ

て中国政府は一部の基礎研究のために投資をしており、当

社にも補助金が支給されていることです。EU からも同じよ

うに当社に補助金が支給されており、その総額は売上収入

12
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の 0.2% 以下です。これら研究開発費用は、すべての企業

が受給（外資企業を含め）し、技術研究ではなく基礎研究

を行っています。これら基礎研究は全世界に公開されてい

ます。これ以外に、中国政府とファーウェイの間に全く関

係はありません。

記者：記者として、アメリカを優先させるか、記者として

の職業を優先させるか、という命題があります。あなたは、

中国を優先させるのでしょうか。それとも会社を優先させ

ますか。

任正非：第一に、ファーウェイは EU に対して、スパイ

行為に関与しない契約を EU と交わすことが可能であると

の意思表示をしています。一企業がスパイ行為に関与しな

い契約を交わすだけでは信用できないとみなさんが感じて

いるのであれば、中国政府に対し、私たちのスパイ行為に

関与しない契約の締結に立ち会うよう要請することも可能

です。外国政府が対等の高級官僚を派遣し、中国政府と中

国企業がスパイ活動に関与せず、バックドアを設置しない

契約を締結する意向があるのならば、中国政府もこの契約

を締結することができるかもしれません。

中国政府は、ファーウェイと世界の国々がバックドアを

設置したかどうかの問題に巻き込まれていることを知って

おり、中国指導部の楊潔篪は、ミュンヘンでのセキュリテ

13
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ィ会議で中国企業がバックドアを設置することを絶対に許

可しないこと、国連法規を絶対的に遵守すること、世界各

国の法律を遵守することをすでに表明しています。

私たちは EU とスパイ活動に関与しない契約を締結する準

備を進めていますが、アメリカ企業はこの契約の締結を拒否

しているため、膠着状態です。ですから、中国と EU の調印

さえ行われれば、いずれかの国と中国政府が調印しさえすれ

ば、全世界に対して説得力を持ち、当社とアメリカの協力に

おける相互理解を深めることになるでしょう。

 

記者：現在、ファーウェイはアメリカ政府に対して訴訟を

提起する戦略を選択しました。それならば、Facebook が

中国に進出するために中国政府を訴えたり、アメリカの自

動車企業が一部の合弁企業から中国政府を撤退させるため

に訴えたり、他の技術系企業がその権益を守ることにも賛

同するのでしょうか。

任正非：第一に、私はアメリカの製造企業がまず中国

で 100% 外国資本で運営する権利を勝ち取ることに賛同

します。アメリカ企業もやってみれば承認されるかもしれ

ません。中国地方政府が自らの利益のために合弁企業の設

立を希望するのであれば、中央政府に対して「合弁ではな

く 100% 外国資本にしたい」と申し立てればよいのです。

当社も国外では合弁企業にしたくはありません。合弁企業

14
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の管理は非常に煩雑で、時間がかかります。アメリカ企業

はまず 100% 外国資本化の申請から始めてはどうでしょう

か？中国政府に合弁ではなく、100% 外国資本でなければ

ならないと申し立てるのです。こうすれば技術移転の問題

もなくなるでしょう。

第二に、アメリカのインターネット企業が中国に進出し

たければ、まず政治的色のない（アマゾンのような）企業

を選んで中国政府と交渉させ、先にそれらの企業を進出さ

せるのはどうでしょう。何事にも順序がありますから、そ

ういった企業を先に進出させれば良いのです。私は誰もが

平等な権利を享受すべきであると考えています。

編集長：合弁企業とは何か？と問われれば、「同床異夢」

ではないかと答えます。

任正非：同意します。やりたいことができないのが合弁

です。やりたいことを台無しにしたいなら合弁が良いでし

ょう。あなたの持ち分が 99%、私の持ち分が 1% で、あな

たとの合弁企業を心から立ち上げたいと思いますよ。私に

クレジットカードを渡すだけで良いのです。私はどこに行

ってもそのクレジットカードを目いっぱい使い、あなたの

持ち分の 99% を使い果たした後で、用済みのクレジット

カードをお返しすれば良いのですから。
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編集長：インテル CEO のアンドルー・グローブ（Andrew 

Grove）は『パラノイアだけが生き残る』という本を書い

ていますが、あなたの言葉を聞いて、アンドルー・グロー

ブを思い出しました。

任正非：彼の言葉に賛同します。私も彼のファンですし、

パラノイアでもあります。

編集長：あなたは私の知る限り最高のポストについている

と思います。それは拒否権があるからです。この拒否権を

後継者にも引き継ぐつもりですか？それともこの拒否権は

創業者のみに与えられた権限なのでしょうか。

任正非：拒否権については、以前から一定期間が経過す

れば、終了する準備を整えていました。あと 1、2 年すれ

ば拒否権を廃止するつもりでした。しかし、ブレグジット

（イギリスの欧州連合離脱）の影響で、民主的なプロセス

で当社の命運を完全に決定させてはいけないと認識するに

至り、拒否権を存続させることにしたのです。当社は規約

に「拒否権は継承が可能である」ことを採択し、拒否権は

創業者一族に継承するのではなく、民主的な選挙で選ばれ

た 7 人で構成されるエリート委員会に継承することになっ

ています。この委員会のメンバー全員で拒否権の行使を決

定します。7 人の精鋭の中に、創業者一族が入っていない
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可能性もあります。

編集長：これからお話することは個人的な感想ですので、

記録しないでください。

任正非：記録してもしなくてもかまいません。

編集長：先ほど初心に帰るという話をされていたのと同じ

く、企業内でのあなたのポジションについても考え続ける

必要があると思います。創業当初は小さな会社がどうやっ

て一歩一歩成長を遂げてきたのか。私が毎年各地を飛び回

り、報道し、常に自分を鼓舞するのも、初心を忘れないた

めです。若い記者、ジャーナリストがどれほど過酷である

かを常に忘れないようにしています。

任正非：私たちは二人とも若いではありませんか。一緒

にグーグルの「若返りの薬」の完成を待っているのです。

若返って 18 歳になったら、祝賀会を開きましょう。

編集長：楽しみです。

編集長：お互いにサポートし合えるよう、お嬢さんと話し

合える時間が多くとれると良いですね。

任正非：私と晩舟はしょっちゅう話をしています。カナ

17
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ダでは母親が晩舟に付き添っています。

編集長：今日見学した建築を含め、ファーウェイキャンパ

スの建築スタイルについてお尋ねします。昨日はミニ列車

に乗って「チェコスロバキア」から「フランス」、「ドイツ」

まで行きましたが、様々な珍しい建築物を考案する時には、

どのように発想するのでしょうか。

任正非：これは入札の結果によるものです。松山湖キャ

ンパスは日本の建築会社の岡本設計士が設計しました。審

査者たちは一目で気に入りました。岡本設計士には面白い

逸話がありましてね、彼はアメリカで学士号、修士号、博

士号を取得していますが、英語が話せないのです。まさし

く天才です！

編集長：私も日本で 3 年仕事をしましたが、日本語を話せ

ません。香港にも 3 年いましたが、広東語も話せません。

ですが私は天才でもありません。

任正非：いやいや、天才ですよ！岡本設計士は建築界の

天才ですし、あなたはマスメディア界の天才です。

編集長：以前に晩舟氏はバックグラウンドが財務管理だか

ら後継者にはなり得ないとおっしゃっていましたが、ファー
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ウェイの規模がこれだけ大きくなった今では、技術畑の人

材が会社を牽引していく必要があるという意味でしょうか。

任正非：そのとおりです。
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任正非：本日は皆さんにお会いできて嬉しく思います。

ご自由に質問してください。正直にお答えします。私には

思ったことをそのままストレートに口にする癖がありま

す。そのため言い間違いもありますのでご了承ください。

『経済週刊』編集長 Beat Balzil：任さんは企業が成功する

管理法には三つのリーダーシップ原則があるとおっしゃい

ました。それは謙虚、情熱、向上心ですが、この三つの原

則で最も重要なのは何でしょうか。

任正非：それは私が言ったものではありません。ネット

上で間違えて私の言葉として伝わったのです。企業の成功

で最も重要なのは目標だと思います、つまりお客様に価値

を創造する目標です。世界中には謙虚な人が多いし、努力

して勉強する人も多数いますが、必ずしも「富」を生み出

すとは限りません。「富」はお客様のポケットに入ってい

るからです。もし強制的に持ってきたらそれは強盗罪にな

ります。こっそり盗んできても犯罪で泥棒です。お客様が

喜んで「富」をくれるのは、お客様に価値を提供する場合

のみで、等価交換ですね。

編集長：トランプはファーウェイの“敵”ですが、最近任

さんは彼の経済政策を指してトランプを偉大な大統領と称

01
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えています。これはリーダーシップのどの原則にあたりま

すか。

任正非：現在企業の負担が重いです、その負担を減らし

てあげないと企業の活力が損なわれます。ドイツではイン

ダストリー 4.0 を推進していますが、それは単純な技術の

問題ではなく、高い給料や福祉厚生の負担を緩和して、ス

トライキを減少させることにも役立ちます。ドイツで全面

的に人工知能が展開され、一人が十人分の仕事をできると

すれば、8000 万ほどの人口を持つドイツは 8 億もの人口

を持つ産業大国になります。これを見ると世界への貢献は

非常に大きいです。トランプが米国という民主主義国でこ

んなに短期間で税率を下げることができたのは非常にすば

らしいことです。彼の目的は外資を引きつけることでしょ

う。しかしこの国を脅かしたり、あの企業を脅かしたりす

ると、みんな怖くて米国で投資しなくなります。その場合

今回の減税政策の効果も半減するでしょう。

しかしメルケルは素晴らしい働きをしていると思いま

す。インダストリー 4.0 を推進することで減税と同じ効果

が得られています。ドイツが中国をビジネスパートナーと

して見なせばより多くのビジネスチャンスが得られます。

中国の新しい外商投資法によれば、外資系企業は単独投

資ができるようになりました。つまりドイツ企業は中国

で機械や自動車製造工場を単独資本で建設できます。これ

によって巨大な市場を獲得できるだけでなく、ある程度コ
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スト削減することも可能になるでしょう。習近平主席と

李克強総理がヨーロッパを訪問する時もこのメッセージ、

つまり今後中国はさらに開放を拡大していくということ

を伝えました。

『経済新聞』編集長 Sven Afhueppe：任さんはトランプを

称賛していますが、現在彼はファーウェイにとって最大の

「敵」ではないですか。ドイツを含む同盟国にファーウェ

イの技術を使わないように、少なくともファーウェイの技

術にもっと厳しいセキュリティー検査をするように働きか

けています。トランプが見せるリーダーシップは何だと思

いますか。

任正非：私は会社の立場のみで世界を見たりしません。

中国政府もトランプの税制改革が正しい政策だということ

に気づいてほしいです。中国も高い税率を下げるべきだと

思います、それによって中国の企業もさらなる発展を目指

せます。中国の高い税収は低い人件費を基礎に形成されて

います。しかし現在人件費も非常に高く、高い税収が今後

も続くのであれば中国の発展を大きく妨げるでしょう。

編集長：米国のファーウェイへの締め付けはファーウェイ

の売上に影響を与えていますか？

03
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任正非：いいえ、今年第 1 四半期の売上は前年同期比

30.6% 伸び、利益は 35.4% 伸びました。米国の一部の政治

家のおかげです。彼らが世界中で我々を締め出すと言った

からです。「米国は世界中で誰も恐れないでしょう。誰も

恐れないのになぜファーウェイという「ウサギ」のような

存在を恐れているのでしょうか。この「ウサギ」が作った

製品がよいからでしょう」とみんなが考えているようです

ね。一部の国は我々の製品にテストもせずにそのまま購入

しています。そのため米国の思惑が裏切られる結果となり

ました。

米国が 5G を問題にする以前から、私は 5G の未来につ

いて非常に懸念していました。当時 5G の研究スピードが

速すぎて、世界ではまだ 5G に関する商業的ニーズが出て

いませんでしたが、我々の研究者は 5G に成功したという

誇りからすぐ宣伝しはじめ、お客様のニーズを時期尚早な

うちから引き出しました。一方米国は 5G を戦略武器とし

ていたために一気に 5G 産業を活性化させました。我々の

5G は基地局から光伝送、マイクロ波伝送、アクセスネット

ワークに至るまで全部透明です。コアネットワークでエッ

ジコンピューティングするまでデータパケットを開きませ

ん。つまり、5G は「蛇口」のようなもので、光伝送は「水

道管」ですね。4G の「蛇口」は比較的サイズが小さくて、

5G の「蛇口」は大きくなっています、それだけです。米国

はこの「蛇口」を「核兵器」のように見ていたために全世
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界が注目するようになり、みんなが 5G を口にするように

なりました。5G が広まったのは米国の「宣伝」のおかげです。

記者：米国がファーウェイに圧力をかける動機は政治的な

ものだと思いますか。

任正非：おそらくそうですね。米国はあらゆる産業で自

身を超える国の存在を許せないからです。この産業がそれ

ほど重要ではなくてもだめですね。そのため我々を排除し

ようとしています。しかし米国の締め出しは逆に 5G 産業

発展の活性剤となりました。

編集長：ファーウェイは米中貿易戦争の最大の被害者にな

っていますか。

任正非：いいえ、我々は米国でほとんどビジネスをして

いません。我々に唯一影響があるのは米国と友好的な西側

諸国の市場です。ヨーロッパでは自分たちの情報が中国に

渡るのも嫌ですし米国に渡るのも嫌ですね。メルケルがト

ランプと握手しなかった理由は彼女がヨーロッパの情報は

ヨーロッパに残すべきだと終始主張したからです。ドイツ

は米国の設備も使えば中国のも使い、ほかの国も設備も使

って、それを基にセキュリティの「壁」を築き上げたい、

この壁があれば自国の情報が守れると考えています。我々

はドイツを支持します。
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中央政治局委員、中央外務委員会主任の楊潔篪はミュン

ヘン安全保障会議で「中国政府は一貫して中国企業が国際

ルールと所在国の法律を守るように求めています。中国の

いずれの法律も企業にバックドアを仕掛けるとか、外国の

情報を収集するように要請していません」と、李克強総理

は全国人民代表大会後の記者会見で中国政府は企業に他国

情報の傍受を要求しないと述べました。先月我々はドイツ

内務省と会談を行い、ドイツ政府と「ネットワークノーバ

ックドア ･ ノースパイ」合意書で署名することが可能だと

申し上げました。中独政府間の「ノーバックドア協定」、

「GDPR プライバシー保護協定」なども推進していきたい

です。米国はファーウェイの設備を使っているヨーロッパ

地域から情報を引き出すことが出来なくなります。

編集長：先の貿易戦争の話に戻りますが、もっと大きい背

景から見ると現在新たな冷戦時期に入ったという人もいま

す。中国は急速な発展を通して現在超大国となって米国の

世界一の地位を揺るがしています。ファーウェイは自然に

米国が中国を叩き、抑え込むための格好の標的となります。

任正非：まったく同感です。私も同じ懸念があります。

欧米の一部の国ではどちらの陣営につくか、自分の立ち位

置を表明したがるのですね。もし中国とロシアもそのよう

にすると、新しい冷戦時代を迎えることになるでしょう。

06
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もし欧米諸国も冷戦時代に戻りたくないのであれば、ま

ず開放して他国の発展を許容する必要があります。

米国の挑発で起きた今回の貿易戦争は世界を二極化さ

せ、アンバランスへ向かわせる戦争です。この世界はすで

に成熟しています。情報社会は世界のバランスに大きな役

割を果たしています。我々も冷戦時代に戻るのを求めてい

ません、そのため中国がもっと開放することを望んでいま

すし、実際中国もそのようにしています。もしヨーロッパ

がもっと経済・貿易に力を入れて、1 兆ユーロ以上まで貿

易許容額を増加するように努力すれば、対立を減らせるだ

けでなく、その分もっと平和になるでしょう。その上にヨ

ーロッパ諸国はもっと豊かになり内部の問題も解決できる

ようになるでしょう。世界全体が経済発展の軌道に戻るこ

とこそ正しいことです。協業して平和的発展を目指すべき

だと思います。

編集長：もし世界が新たな冷戦時代に入ると、世界経済に

とっても悪いことです。ファーウェイ、ダイムラー、シー

メンスのような企業も影響を受けます。新たな保護主義が

台頭することを懸念していますか。

任正非：新たな保護主義は長く続かないと思います。（保

護主義を）懸念するのは我々ではなく、多くの欧米大企業

です。彼らは米国政府から「製品を中国に販売することを

07
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禁止する」という行政命令を下されるのが心配ですね。製

品が 13 億もの消費者がいる市場に販売できなくなると、

経営が悪化し、株価も下落して大きなショックを受けるで

しょう。一部の小規模なベンチャー企業はハイテクの製品

を製造していますが、もし米国がハイテク製品を中国に売

ってはいけないと判断したら、これらの小規模のベンチャ

ー企業はどうなるでしょう？中国かドイツに拠点を移すで

しょう。もし製品が売れなかったら会社はつぶれます。米

国が他国を制裁し、他国が衰えはじめる時、実は米国自身

も衰えています。

編集長：現在見えるものは典型的な冷戦の兆しです。米国

政府はファーウェイのネットワーク設備を使うと、ファー

ウェイは中国政府のために情報を盗み出すと訴えています。

今まで米国のその主張に関する証拠や書類などを確認した

ことはありますか。

任正非：以前、我々がいくら自分たちの潔白を証明して

も米国政府は信用してくれませんでした。現在、米国政府

は事実と証拠を通してファーウェイに対する訴えを証明す

る必要があります。

編集長：アメリカの訴えは作り話ということですか。

任正非：それはもちろんです。

08
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編集長：米国政府がファーウェイの排除に動いてから、世

界中はファーウェイ製設備の信頼性をめぐって議論をはじ

めました。ファーウェイは今後どんな方法を通してその信

頼を取り戻すのでしょうか。

任正非：信頼を取り戻す必要はありません。なぜならお

客様（欧米のお客様を含む）の我々に対する信頼は二、

三十年かかって積み重ねてきたものだからです。これは過

去の実績で証明されています。権威のある何人かの言葉で

この事実が抹殺されるものではありません。考え方を変え

ると社会がこの問題に注目する時は、ファーウェイが社会

になにをしてきたかが多くの人に広く知られる時でもあり

ます。

ファーウェイは世界に九万件ほどの特許を貢献し、この

九万件は比較的新しいものです。一部歴史のある会社は数

十万件の特許があるかもしれませんが、新しいネットワー

クインフラへの貢献は我々ほど大きくないです。米国が認

めようが認めまいが、米国の通信ネットワークは我々の特

許を使わないと成り立ちません。

第二、我々は 30 億もの人口の通信問題の解決に関わっ

ただけでなく、企業や金融など多くのネットワークの構築

を支えてきました。我々の企業がなくなると世界の大問題

となるでしょう。

第三、もし我々がどこかの国で悪意による事件を起こし

09
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たとすると、例えばバックドアを埋め込むなど、その場合

170 カ国のお客様はたちまち離れてしまいます。銀行から

借りた債務は返済できなくなります。社員がいなくなって

も私は会社に残らなければいけません。このような状況は

死んだほうがマシだと思いますね。だからそのようなこと

をするわけがないです。

編集長：データの安全性についてですが、米国テクノロジ

ー企業を信用していますか。たとえば Google、Amazon、

Facebook など。

任正非：誰をも警戒する情報ネットワークを構築するの

でしたら、コストは非常に高くなって、我々の製品は売れ

なくなります。我々が阻止する対象は不正競争と悪意によ

る攻撃者です。欧米諸国に悪意のある競争相手はいません、

そのため欧米諸国の会社を警戒していません。米国政府や、

ドイツ政府、中国政府などの各国政府も警戒していません。

彼らが情報を見たとしても競争相手に見せるわけではない

ので、見られてもかまいません。

編集長：ファーウェイ技術への不信感ですが、一部文化的

な理由もあると思います。例えばヨーロッパ人にとってデ

ータ保護は社会全体がデジタル化する過程で最も核心的な

10
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問題です。しかし中国ではデータ保護についてヨーロッパ

ほど重要視されていません。この面からヨーロッパの一般

市民及び政治家が懸念することを理解できますでしょうか。

任正非：理解できます。我々ファーウェイは一貫して

GDPR 原則を守ります。しかし我々は設備のみ提供して、

ネットワークは提供しません。ネットワークは通信事業

者とインターネットサービスプロバイダーが管理するもの

で、彼らが責任を持って取り扱っています。我々のような「蛇

口」を販売する会社をばかり責めるのは筋違いではないで

しょうか。

先ほどファーウェイとドイツ間には非常に深い関係がある

とおっしゃいましたね。メルケル首相がドイツのネットワ

ーク建設にファーウェイを排除しないと公表しましたが、

ファーウェイあるいは中国政府はこの件についてドイツ政

府と交渉したことはありますか。

任正非：中国政府がどう考えるかは知りません。私に教

えてくれたこともありません。

編集長：この件に関するドイツの対応にはご満足されたで

しょうか？

任正非：本来はこうあるべきです。ネットワークセキュ

リティーは市場の検証、技術的検証などを受けなければい

12
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けません。根拠もなく結論のみ下すのはいけません。ドイ

ツは自国の統一されたセキュリティー基準を決めるようで

すね。我々もその基準に従います。もちろん、世界中の企

業もバックドアを入れない、プライバシーを侵害しない

GDPR ルールを守らなければいけません。

編集長：ファーウェイ対策かもしれないと心配されましたか。

任正非：しませんでした。我々自身には問題がないから

監視されてもかまいません。監視されればされるほど我々

が正しいことが証明できるでしょう。監視されることを恐

れている人は他にいますね、誰かは言いませんが、わかり

ますよね。

編集長：ドイツで新しい投資計画がありますか。

任正非：あります。ドイツにはファーウェイの多くの研

究機関があるだけでなくヴァイルハイムで工場を建設し

て、そこで高性能製品の生産を行っています。今後も最先

端の製品の生産をヨーロッパに移転する予定です。例えば

最近イギリスのケンブリッジで 513 エーカーの土地を購入

しそこで光チップセットを生産しています。将来一部の 5G

基地局の生産もヨーロッパでする予定です、ドイツは最も

優先的に考える地域です。

ドイツで投資するだけでなく、中国で投資するにしても

13
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たくさんのドイツ技術と設備を使用しています。皆さんは

ファーウェイのスマート生産ラインをご覧になりました

ね。その中の多くの設備はドイツ製です。例えばソフトウ

ェアは主にシーメンスとボッシュのもので、フランスのダ

ッソーのものも使っています。ファーウェイの順調な発展

に伴い、ヨーロッパを二つ目の戦略基地として投資してい

きます。

ライカとの協業はドイツで成功した典型的事例です。ラ

イカの物理研究分野での強みと、我々の数学での強みを活

用して協業を進めることで相乗効果を得ようと考えていま

す。両社が協業する研究所はライカ本社がある村にありま

す。ファーウェイとのコラボレーションを通してライカの

業績も近年上昇しています。

編集長：ドイツとイギリスは特定の国の技術を排除すると

いう考え方に反対しています。しかしドイツとイギリスが

懸念していることもあります。それは中国がドイツのよう

な民主主義の国ではないことです。また中国の多くの企業

は政府と緊密な関係を持っていることは確かなようです。

ファーウェイと中国政府の関係はどれぐらい密接でしょう

か。いったいどんな関係でしょうか。

任正非：我々は中国の法律を遵守して中国政府に納税す

るだけです。

14
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編集長：任さんご本人も中国で最も経済界のリーダーの一

人です。一般的に中国の経済人は政府との間に複雑な関係

があります。前回習主席に会ったのはいつですか。

任正非：2015 年イギリスで会いました。習主席が我々の

イギリスオフィスへ視察に来た時同行しました。

編集長：ファーウェイが小さな会社からここまで大きな会

社にまで成長できて世間に注目されています。中国政府か

らの直接なまたは間接なサポートがなかったとしたら、こ

のような成功は起きえたでしょうか。

任正非：ファーウェイは創設当初から一つのことに専念

しています、つまり「お客様に価値を創造する」ことで、

その分野は通信業界のみです。起業した時はマルチメータ

ー二つとオシロスコープ一つしかありませんでした。当時

からお客様のためにサービスを提供することしか考えてい

ませんでした。数十人、数百人になった時も同じ目標に向

かって頑張ってきたし、数千人、数万人の規模になっても

その目標は変わっていません。現在 18 万人の従業員がいて

も同じ目標に向かって頑張っています。その上、毎年 200

億ドルの研究開発経費を投入しています。この成功は我々

が一つの分野に絞って絶えず努力してきた結果であり、様々

な困難を乗り越えて成し遂げられたものです。

15
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編集長：先ほどファーウェイは中国政府と特別な関係がな

いと語られました。実際の例を挙げさせていただきますと、

ニュージーランド政府がファーウェイの設備を禁止すると

発表した時、中国政府はニュージーランドに非常に大きな

圧力をかけましたね。これは一種の政治的関係ではないし

ょうか。

任正非：ニュージーランド、オーストラリアに関して、

我々は 5G を展開することはもうありません。中国政府は

我々の真意をわかっていません、無駄なことをしてしまい

ましたね。

編集長：中国政府はこれまでファーウェイに特別なことを

するように要求したことはありますか。

任正非：ありません。

編集長：中国企業には中国政府の情報工作に協力する必要

があると規定された法律はありますが。

任正非：中央政治局委員、中央外務委員会主任の楊潔篪

はミュンヘン安全保障会議で「中国政府は一貫して中国企

業が国際ルールと所在国の法律を守るように要求していま

す。中国のいずれの法律も企業にバックドアを仕込むなど、
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外国の情報を収集するように求めていません」と、李克強

総理は全国人民代表大会後の記者会見で（そのようなこと

はしませんと）発表しました。これは中国政府の態度では

ないでしょうか。 

編集長：米国がファーウェイを排除しとうと動いている最

中に、娘さんはカナダで拘束されましたね。この件に関し

てどう思っているかを教えてください。

任正非：米国は最終的に証拠を出さなければいけません。

もし将来米国が十分な証拠を見せられなければ、明らかに

孟晩舟は政治的な人質として拘束されたことになります。

裁判所は事実や証拠がすべてです。

編集長：どのくらいの頻度で娘さんと連絡していますか。

任正非：いつでもどこでも電話できます。アメリカはい

ま気を揉んでいる毎日でしょう。随時我々が電話して何か

言おうとするのを待っています。しかしそんなに頻繁に電

話をかけていないので、待っている彼らは大変ですね。

編集長：ファーウェイと米国の法的関係は非常に複雑です。

まず米国はファーウェイの設備を禁止していますし、一方

娘さんは拘束されています。現在ファーウェイは米国政府

20
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を訴えていますね。今回の件がどのように終結するかお考

えになったことはありますか。

任正非：我々と米国の間の訴訟については彼らが我々を

訴えてもよいし、我々が彼らを訴えてもいいんです。

編集長：ファーウェイが米国政府を訴える訴訟ですが、裁

判で勝つ可能性はありますか。

任正非：米国は三権分立であることを信じたいですね。

米国の司法は独立していて米国の法律制度も整っています。

我々は勝つと信じます。もし我々が本当に勝つのであれば、

米国の司法システムがきちんと機能していることを証明で

きますし、もし負けても米国が有力な証拠を出せなかった

場合、我々の潔白も証明できます。

編集長：現在ファーウェイは米国でイメージ改善のために

何か措置を採っていますか。

任正非：米国は現在我々にさまざまな圧力をかけてい

ます。そのため米国で大きな市場を持つことは計画してい

ません。選択する余地がないので訴訟を起こすしかあり

ません。

22
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編集長：数週間前に、ファーウェイは深センでイベントを

開き、記者に招待状を送りましたね。中国大使館も同じ招

待状を各国の記者に送りました。これは信用を取り戻す良

い方法ではないように思いますが。

陳黎芳：我々はメディアに招待状を公開しただけです。

大使館を通して招待状を送ったという情報はデマです。

任正非：我々はより多くの記者がファーウェイに来て真

実を理解していただきたいです。皆さんが深センで見たフ

ァーウェイは一部に過ぎません。北京、上海、杭州、南京、

蘇州、ミュンヘン、ボンなど世界中に我々の研究機関があ

ります。我々を理解するためにはこれらの拠点を一通り見

ていただく必要があります。

    

編集長：ファーウェイは、その製品でさまざまな領域をリ

ードするハイテク企業です。ファーウェイのスタイルは頑

張って仕事をして毎日持続的に改善することですね。ファ

ーウェイの次の大きなイノベーションは何ですか。

任正非：我々のイノベーションは引き続き社会にネット

ワーク接続を提供できるように努力することです。

編集長：未来の人工知能はファーウェイにとってどれぐら

い重要ですか。
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任正非：非常に重要です。AI はドイツにとってもっと重

要ですね。ドイツは生産工程ですでに自動化と情報化を展

開しています。そのためインダストリー 4.0 が実現しやす

くなりました。

編集長：ドイツ企業はもっと積極的に AI を進めたほうがよ

いでしょうか。

任正非：そうです。AI は必ずしもドイツ製に限られる

べきではないです。ドイツに富を創造するものであれば他

国製品も受け入れるべきです。現在はおそらく米国がもっ

とも強いでしょう。ドイツが工業を発展させるには労働力

不足の問題があります。そのためバスでトルコから数百万

人をドイツまで運びました。インダストリー 4.0 で AI を

使うと、ドイツは 8 億もの人口に相当する産業大国にな

ります。世界中の人々が使っても余るほどの大量生産が実

現できます。

編集長：個人的質問をしてもよろしいでしょうか。任さん

は今年ですでに 75 歳になりますが、ファーウェイという

会社を後何年経営する予定ですか。

任正非：それはグーグルがいつ不老不死の薬の発明に成

功するかによります。

27
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編集長：任さんの好みですが、なぜ欧州風の建築が好きで

すか。昨日ファーウェイのキャンパスでも見ました。

任正非：この建物のスタイルは私と関係がありません。

我々は公開入札を行い、専門家の審査で建築案を選びまし

た。最後に選出されたデザイナーは日本人です。彼はアメ

リカで学部、修士、博士を卒業しましたが英語は話せませ

ん。彼は天才です、建築の天才です。

編集長：先ほどグローバル政治、貿易戦争、中国とヨーロ

ッパの政治状況（冷戦を含む）の話が出ていましたが、政

治の話題になっても雄弁ですね。今後政界に進出すること

はありますか。

任正非：私は永遠に商人です。政治にかかわることは永

遠にありません。

『経済新聞』記者：先ほどファーウェイはお客様のとこ

ろからお金やものを盗んではいけないとおっしゃいました

ね。ファーウェイの従業員は以前取引先の米国企業から技

術を盗んだことがありますが、これはどうして起きたので

すか。

任正非：会社は一貫して自身の知的財産権を守っていま
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すし、他人の知的財産権も尊重しています。我々の管理制

度には従業員は他社の知的財産や商業機密を侵害してはな

らないという明確な規定があります。個別の事件は従業員

の個人の行為ですので、彼らが会社の規定を守っていなか

ったということですね。ファーウェイの技術レベルの高さ

からすればありえないことです。小さな技術を盗んだぐら

いでファーウェイのような成功を成し遂げられるわけがあ

りません。ファーウェイの成功については早い時期では数

学の強みが大きく寄与しましたが、現在は物理、化学、生

物などの幅広い分野に及んでいます。無線通信とは何かと

いいますと波のことです。波は方程式です。そのためこれ

らの事件はファーウェイのやり方を代表するものではあり

ません。

陳黎芳：会社には規定があります。従業員が規定を違反

すると会社からの処分も受けます。

記者：孔子の言葉には「君子の徳は風なり、小人の徳は草

なり」とあります。下の人は風によってなびくという意味

です。つまり従業員は上司に影響されます。ファーウェイ

は自己批判を非常に重視していますが、企業文化の中にま

だ以前の悪い癖が残っているからこのような現象が起きた

のでしょうか。

任正非：18 万人の従業員がいる会社で発展のスピードが

31
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速い上に多くの外国人従業員もいて、教育が間に合ってい

ない可能性があります。過ちのある従業員にはしかるべき

処分を行います。もしファーウェイがそのような雰囲気だ

としたら、ここまで発展できなかったでしょう。ファーウ

ェイは業界を僅かにリードしたのではなく、遥かに世界の

先を行っています。そのため米国からバッシングを受けて

います。今までの成果は我々が努力して得たものです。我々

の基礎研究がどれほど進んだかと言いますと、例えばスマ

ートフォン P30 はすでに 50 倍ズームを実現して星空や月

が撮影できます。暗所撮影機能もついています。これらを

通して科学者の考え方を少しでも理解することができるで

しょう。

記者：CCTV のインタビューを受ける際に、改革開放四十

周年記念大会にご参加にならなかったとおっしゃいまし

た。ほかにもっと重要なことがあったからでしょうか。

任正非：いいえ、ただ落ち着いて会社のことをやりたい

です。

記者：これもある種の特権ですか。

陳黎芳：皆さんの立場から見るとこれは特権かもしれま

せんが、我々の立場から見ればこれは中国政府の進歩です。

政府は任がこの大会に参加できないことを理解し受け入れ
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てくれました。なのでこれは特権などではないです、言い

換えれば皆さんが光栄に思うことを任はそのように思って

いません。

編集長：現在ファーウェイでは社員持ち株制となっていま

すが、今後上場する予定はありますか。

任正非：ありません、三千年後にあるかもしれません。

もし気長に待っていただけるなら三千年後にぜひファーウ

ェイの株を買ってください。

終わりに：

任正非：昨日史上初のブラックホールの写真が公開され

ました。これは人類が共同で努力した結果です。5G も全人

類が共同で努力しなければいけません。ファーウェイとい

う会社の特権や特許だと考えないでほしいです。我々は全

世界と共に協業していきます。数十年頑張ってきた天文科

学者のために乾杯！
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任正非：お会いできて大変嬉しいです。

『TIME』誌記者キャロライン・キャンベル：最近、多くの

取材で同様の質問を受けておられることと思いますが、や

はり人々の注目を集めている問題でもありますので、今回

はより有意義なお話をお伺いできればと考えています。

任正非：ストレートに、鋭く切り込んでください。私も

正直にお答えしますから。そうやってお互いに理解を深め

ましょう。実は、もうベールで覆い隠すものなど何もない

のですが、誰もこの健全な「身体」を信じてくれません。

でも、対話を続けていけば、必ず人々の理解を得られると

考えています。

キャロライン・キャンベル：実は先週、ファーウェイの

キャンパスを訪ね、社員の皆さんと話をしてきました。良

い機会を与えてくださってありがとうございます。

キャロライン・キャンベル：先日、ファーウェイの 2018

年年次報告が発表されました。2018 年の総収入は 1070 億

米ドルと、創立以来毎年増収を記録しています。ファーウ

ェイは将来的にどこまで大きくなると思われますか？ファ

ーウェイの将来について、どのような構想をお持ちですか。

任正非：ファーウェイの将来については、成長ではなく、

どうやって人々に優れたサービスを提供するかということ

01
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に注目しています。ただ、技術の進歩がゆっくりであるた

めに、人々のニーズの拡大についていけないのではと心配

しています。通信の世界は少しずつクラウド化が進んでい

ます。一つ一つのクラウドが世界各地に広がり、将来的に

は一つの巨大なクラウドとして繋がるでしょう。我々にと

っては、世界中にサービスを提供できるかどうかが極めて

重要な課題です。そのため、我々は多くの投資を未来の科

学研究に移し、新たな科学的発見や技術的発明を模索し、

将来のニーズにマッチする製品を作れるよう準備している

ところです。

ご存じのとおり、中国はこの 500 年間、科学技術の大き

な発明や発見を世界に送り出すという貢献を果たしてきま

せんでした。世界がクラウド化へと進んでいる今こそ、私

たちはできる限りの役割を果たしたいと思っています。そ

のため、我々は社内に多くの科学者を抱えているだけでな

く、未来を探究するために多くの大学教授や各国の科学者

たちをサポートしています。こうした貢献は人々のニーズ

に基づくものであり、立派な財務諸表を作れるかどうかに

基づくものではありません。我々は世界中の大学をサポー

トしていますが、それは研究成果を独占するためでなく、

アメリカのバイ・ドール法のような法律を利用して資金を

援助し、成果を広く普及させることを目的としています。

キャロライン・キャンベル：おっしゃるように、近代中国

は確かに技術面では欧米諸国に遅れをとっていたものの、02
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追いつこうと努力し続けてきました。現在、5G 分野では

中国が欧米諸国を追い越し、新しい技術分野の先駆者とな

ったようですが、技術面で中国が欧米諸国を抜くという状

況が当然になったと思われますか。

任正非：それはありません。中国はまず基礎教育、特に

初等中等、農村教育の面で欧米諸国に学び、追いつく必要

があります。大学では世界の科学者のように学術研究に専

念し、知見に富む優れた博士論文を書けるよう、基礎をし

っかり固めるべきです。そうして 50 ～ 60 年後、または

100 年後に、ようやくこの問題について議論できるように

なるでしょう。欧米諸国は初等教育であれ高等教育であれ、

創造的なメソッドを有しています。一方、中国には画一的

な試験方法しかなく、天才が生まれにくいのです。

このため、中国が短期間で総合的に欧米諸国の科学技術

レベルに追いつくことはありえません。我々も、国が教育

を重視し、過去の時代遅れで追随ばかりする状況から抜け

出し、子供たちが独立心を持ち、技術輸出の面で世界に貢

献してほしいと呼びかけています。5G は一つのツールであ

り、今はその価値や効果を世間が過大評価しているにすぎ

ません。人類や社会に対する 5G の貢献度は想像ほど大き

くはないと思います。

キャロライン・キャンベル：2018 年にファーウェイは特

許出願件数が第 1 位になりました。しかし現在、アメリカ03
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はファーウェイが知的財産権を侵害したと非難し、更には

知的財産権を盗んだ従業員に報奨金を支払う奨励システム

があると主張しています。ファーウェイはこれまでに知的

財産権を盗んだことはありますか。

任正非：まず、当社は知的財産権を非常に重視していま

す。知的財産権を尊重していなければ、我々の知的財産は

全て盗まれ、会社はとうに潰れているでしょう。次に、中

国の知的財産権の進歩を助ける上で、当社は非常に大きな

貢献を果たしています。

我々は科学研究に年間 150 ～ 200 億米ドル近く投資して

おり、世界中に科学研究能力センターを置き、研究開発ス

タッフは 8 万人に達しています。盗みなどしていては、今

日のトップの座は手に入りません。個人の違法行為につい

ては処罰を受けるべきですが、それは会社としての行為で

はありません。

キャロライン・キャンベル：現在、アメリカはファーウェ

イを非難していますが、これは政治的意図によるものだと

お考えですか？ファーウェイを中国政府との交渉の道具に

していると思いますか。

任正非：そうかもしれませんね。

キャロライン・キャンベル：ファーウェイが人質として利

04
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用されるとしたら、どう思われますか？不公平だと思いま

すか。

任正非：ファーウェイにそんな大きな価値があります

か？ありませんよ。ファーウェイは衝突する米中の間に挟

まれた小さなトマトのようなものです。そんな重要な役割

など果たせません。

キャロライン・キャンベル：現在、お嬢さんがカナダで拘

留され、アメリカが身柄の引渡しを要求しています。アメ

リカの告発理由は非常に厳しいものですが、彼女の身の安

全を心配していますか。

任正非：まずは事実、次に証拠が必要です。この 2 点に

基づき、裁判所は透明、公平、公正に裁判を行わなければ

なりません。そうすれば問題の有無を証明できます。皆が

全てを公開する勇気をもてば、何の問題もないと思います。

ですから、この件については、やはり裁判所を信じています。

 

キャロライン・キャンベル：孟晩舟氏に対する告訴には政

治的意図があると思いますか。

任正非：この事件を操る人物の意図は推し量りかねます

が、そうかもしれませんね。

05

06
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キャロライン・キャンベル：孟晩舟氏とはよく連絡を取

られているかと思いますが、彼女は現在どうされています

か？

任正非：とても忙しくしています。カナダで博士号を取

得するために、オンラインで 6 科目の授業を受けています。

今は彼女の母親が付き添っています。多忙だが精神的には

安定していると聞いていますよ。

キャロライン・キャンベル：孟晩舟氏のお子さん、つまり

あなたのお孫さんも現在辛い立場に置かれているわけです

が、現在の状況はいかがですか？

任正非：子供は社会の状況をそれほど深く理解している

わけではありませんが、彼らも母親の境遇は感じとってい

ます。ですから、休みになるとすぐ母親のもとへ駆けつけ

ます。

キャロライン・キャンベル：現在、アメリカ政府はネット

ワーク設備でファーウェイ製品を使用することを禁止して

います。なぜ、アメリカ政府はこのような措置をとったので

しょうか？その背景にはどんな動機があると思いますか。

任正非：アメリカの動機はよく分かりません。しばらく

アメリカ市場とは縁がなくなるでしょうが、我々はアメリカ

市場に参入できていませんので、大した影響はありません。

07
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キャロライン・キャンベル：最近、多くの米国メディアの

取材を受け、ファーウェイが安全で合法的な企業であると

説明しておられますが、やはりアメリカで事業を展開した

いとお考えですか？

任正非：アメリカ市場への参入、もしくはサービスの提

供を考えているわけではありません。アメリカが我々の存

在を非常に重視しているので、ベールをめくって、人々と

相互理解を深めたいと思っているのです。アメリカ市場へ

の参入の可否は、あまり重要ではありません。参入しなく

ても我々は世界トップですから。アメリカ市場が切実に必

要だという概念はありません。米国メディアと接触してい

るのは、誤解を解くためです。あなた方も、ファーウェイ

に来られる前と、今日こうして実際にお会いした後では、

我々に対する理解が異なるでしょう。機会があれば、ぜ

ひ当社の最先端ラボを見学してください。うちの科学者

がどれほど世界をリードしているか、お分かりになると

思います。

アメリカの企業家や科学者はファーウェイをよく理解し

ています。彼らとは現在も頻繁に連絡を取り合い、パート

ナーシップを深めています。アメリカの政治家はファーウ

ェイのことをあまり知らず、メディアの報道だけでイメー

ジを作り上げています。想像するだけで近づこうとしない

のでは、我々の真の姿を知ることはできません。実際、ア

メリカの政治家も同国の科学者や関連企業と話をすること
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は可能です。彼らは我々のことをよく知っていますので、

理解を深めることもできるはずです。

キャロライン・キャンベル：ファーウェイは既に世界ト

ップであり、アメリカがファーウェイの通信機器を使用し

なくても構わないとおっしゃいました。でも、世界で最先

端の技術であるファーウェイの 5G を使用しないことはア

メリカの経済や国民の利益にとって最善の策とは思えませ

ん。アメリカ政府の措置は米国民の利益を損なうものだと

思いませんか。

任正非：この世界はウィンウィンで協力し合わなければ

なりません。双方が助け合ってこそ互いに利益を得られる

のです。アメリカが小国から世界一の強国へと変貌したの

は、200 年余りの間、開放政策をとってきたからです。開

放政策は経済発展に寄与し、グローバル化はアメリカにと

って有益です。アメリカが何らかの政策をとり、この製品

はあの国に売らない、あの製品はこの国に売らないとやっ

ていれば、利益は減り、経済発展にも影響が出ます。つまり、

開放政策はアメリカにとって最適な政策なのです。中国は

アメリカを見習い、開放政策を進めるべきです。開放政策

を進めなければ中国の発展もあり得ません。

鄧小平氏があれほど偉大なのは、5000 年間門戸を閉じ

ていた中国を開放し、30 ～ 40 年で、中国の初歩的繁栄を

08
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実現したからです。我々の世代は中国の開放前の時代を経

験しています。当時はきれいな服を着るよりも、お腹いっぱ

いご飯を食べることだけが理想でした。今はご飯だけでな

く、肉を食べることもできます。ですから、中国の進歩を見

るべきなのです。中国は政治面でも非常に進歩しています。

30 ～ 40 年前には、現在のように向かい合ってインタビュー

をすることなど、全く不可能でした。もし街であなたを見か

けたら、私は逃げ出していたでしょう。接触すれば政治的な

リスクとなる可能性があったからです。今、私はあなたと向

かい合ってインタビューを受け、その前にも多くのメディア

から取材されました。メディアは私が話しすぎると、北京か

ら私にお咎めの電話が入るのではと心配していました。実

際には、この件について私をコントロールできる人間はいま

せん。つまり、中国は政治面でも進歩しているということで

す。皆、この進歩を認めるべきです。

米中両国は協力を深めてこそ、ウィンウィンの関係にな

れます。中国には人口 13 億の市場があり、アメリカには最

先端の科学技術があります。この両者が連携すれば、世界

経済の原動力となり、世界が苦境から抜け出す助けとなる

はずです。もし、国家元首に聞かれたら、私は「中国が更

に開放政策を強化するよう希望します」と答えるでしょう。

キャロライン・キャンベル：あなたが中国政府に電話をか

けて意見を述べるなら、政府は必ずその電話を受けるでし

ょう。
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任正非：電話番号を知りませんけどね。

キャロライン・キャンベル：アメリカ政府がもう一つ指摘

しているのは、ファーウェイ製品にバックドアが仕掛けら

れ、中国政府に利用される可能性があるということです。

あなたはユーザーを裏切るなら会社を解散したほうがよい

と言明していますが、中国政府からこのような要求をされ

たら、刑務所に入ることになっても要求には従いませんか。

任正非：前にもこの話はしましたが、考えは変わってい

ません。自分の考えを貫き通します。どこかの国でファー

ウェイのバックドアが発見されたら、170 以上の国で売上

が深刻な影響を受け、当社は大幅な減益となるでしょう。

従業員は技術や能力があるので、会社を辞めても別の場所

で働くことができますが、私だけは逃げられません。数

百億の債務を銀行に返済しなければならないとしたら、そ

れは死ぬより苦しいことです。債務に追われる苦痛より、

刑務所に入る方がむしろ良い選択だと思います。

当時、私がこうした態度を表明したとき、中国政府の声

はまだ届いていませんでした。ミュンヘン安保会議で、中

国共産党中央政治局委員、中央外事工作委員会弁公室の楊

潔篪主任はこう表明しました。「中国政府は中国企業に対

し、国際法を遵守し、所在国の法律法規に基づいて運営す

るよう一貫して求めている。中国には企業にバックドアを

09
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埋め込み、諸外国の情報を収集するよう要求するいかなる

法律もない」。その後、李克強総理は第四期全国人民代表

大会後、あなたの質問を受け、この問題について重ねて説

明しています。中国の指導者が話したということは、国の

姿勢を代弁したということです。近頃、李克強総理がドゥ

ブロヴニクで当社の「16+1」の展示ブースを視察した際に

も、バックドアを設置してはならないと念を押しています。

我々は現在も各国政府と「ファーウェイのネットワーク

にはバックドアも設置しないし、スパイ行為もしない」と

いう合意の締結を進め、全世界が規則や条約を統一すべき

だと提案しています。ネットワーク事業者であれ、ネット

ワーク設備会社であれ、バックドアを埋め込むことは許さ

れません。もちろん、全世界の企業と条約を締結できない

場合、中国政府と数カ国の政府によって「ファーウェイの

ネットワークにはバックドアも設置しないし、スパイ行為

もしない」という合意の締結を進めるつもりです。私の投

獄については心配無用です。私は投獄されません。

キャロライン・キャンベル：先月、ファーウェイの最高法務

責任者である宋柳平氏が、中国の法律は中国企業に犯罪撲滅

や反テロの活動に協力することを求めていると公の場で認め

ました。もし、中国政府からこうした要求を受けた場合、フ

ァーウェイは関連情報を提供しなければなりませんか。

10
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任正非：それは我々が提供するものではありません。公

安系のネットワークから提供されるものであって、我々と

は無関係です。

キャロライン・キャンベル：つまり、公安はファーウェイ

のシステムに入り、データを取得する権限があるというこ

とですか？

任正非：ファーウェイではなく、公安または電気通信事

業者のシステムです。どのような主権国家の政府も、自国

の管轄内では権力をもっていると私は思います。

キャロライン・キャンベル：これまで、中国政府がファー

ウェイに顧客の個人情報などを提供するよう要求してきた

ことはありますか。

任正非：一度もありません。ネットワークの主権は、所

在国と所在国の事業者にあります。ファーウェイは設備を

販売するだけで、何かをする権力も能力ももっていません。

ネットワーク設備が故障し、現地事業者のエンジニアがメ

ンテナンスできない場合は、当社にメンテナンスを依頼し

てきます。我々は現地事業者の承認を得なければ、ネット

ワークに入ることはできません。ファーウェイはこの任務

を終了した後、全てのデータを事業者に返却しなければな

りません。

11
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キャロライン・キャンベル：イギリス政府がファーウェイ

と提携し、システムの安全性評価を行うため、ファーウェ

イは全てのソースコードをイギリスに提供しました。結果、

イギリスはいかなるバックドアも設備には存在しないが、

システム内に様々な問題や BUG が存在していると発表し

ました。この件について心配はありますか。

任正非：どんな技術も、ゆっくりとしたプロセスを踏ん

で進歩します。我々は神様のように完璧な存在ではありま

せん。だから我々は絶えず進歩し、問題に気付いていくの

は正常なことです。私は当社の設備に問題がないとは言っ

ていません。当社の設備に悪意による問題は何もないと言

っているのです。

キャロライン・キャンベル：あなたは従軍経験がおありで

すが、この経験がファーウェイの管理精神にどのような影

響を与えていると思いますか。

任正非：軍では階級の低いエンジニアでしたし、軍隊を

管理したこともありません。技術者からエンジニアに昇格

しただけです。軍隊について多少知識があるとすれば、ネッ

トから入手したものです。その多くはウェストポイントの陸

軍士官学校やアメリカ将校の伝記で知りました。私はアメリ

カとソ連の将校を比較し、作戦過程における管理方法の違

いを見て、どのように管理法を学ぶべきかを決めます。

12

13
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私は軍での階級が低かったので、これといった経験はあ

りませんが、多少の専門用語を理解しているとすれば、そ

れはネットで知ったからです。私には特に趣味もありませ

ん。出社して書類を手直しする以外は、本を読むか、ネッ

トで何となく情報を見るか、ときどき TikTok を見ています。

キャロライン・キャンベル：ファーウェイは早くから中国

軍や中国政府と協力関係にありました。こうした関係はフ

ァーウェイ初期の成功にとって重要でしたか。

任正非：まず、我々は中国政府や中国軍とは協力関係に

ありません。我々が協力しているのは電気通信事業者であ

り、これは政府を代表するものではありません。当初、我々

の設備は非常に遅れていて、農村に販売する以外は、県政

府のある都市にさえ参入することができませんでした。十

数年の苦難を経て、ようやくベンダーの中でわずかな地位

を築くことができ、そこで県級の都市に参入することがで

きたのです。

キャロライン・キャンベル：今では、ファーウェイは世界

トップの地位を築いています。ファーウェイは中国政府や、

中国製造 2025 戦略の中でどのような役割を果たし、どの

ような影響を与えると思いますか。

14

15
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任正非：2025 計画では、それほど大きな役割は担いませ

ん。我々はやはり自身の道を歩み続けます。2025 計画は、

ドイツのインダストリー 4.0 と同様、中国の工業化プロセ

スを促進するものですが、そのプロセスはドイツと大きく

異なります。中国の大多数の工業は依然として手工業レベ

ルにあります。今後は労働力が集中する手工業から機械化

に歩みを進め、機械化の後は自動化、自動化の後は更に情

報化へと進まなければなりません。これを基礎として、よ

うやくインダストリー 4.0 の道に進むことができるのです。

現在、大多数の工業はまだ自動化に到達していません。

2025 はひとつのガイドラインであり、中国企業を変革する

一つの方向性に過ぎません。当社の生産ラインで使用して

いるのは大多数がドイツや日本の設備、シーメンスやボッ

シュ、ダッソーのソフトウエアです。多くのドクターやマ

スタークラスの人員が生産ラインで運行、改善、研究を担

い、基本的には半人工知能のスタイルが実現されています。

キャロライン・キャンベル：中国政府はファーウェイを非

常に重視しているようで、カナダで孟晩舟氏が逮捕された

後、カナダ人数人を中国国内で逮捕しました。更にはカナ

ダ産キャノーラの輸入も停止しています。一般的には、こ

れらの事件は密接に関係していると見られていますが、こ

うした見方を理解できますか。

16
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任正非：これらの事件にどのような関連性があるのか私

には分かりません。私が知っているのは、孟晩舟がカナダで

もアメリカでも罪を犯していないということだけです。孟晩

舟の逮捕は間違いです。ただし、中国政府が自国民に領事保

護を提供するのは正しいことだと思います。彼女は大企業の

幹部なのに、十分な検討もなしに逮捕されたのです。

キャロライン・キャンベル：カナダ人が司法手続きを経な

いまま中国で逮捕されるという事件は、ファーウェイのイ

メージにとってマイナスになりませんか。

任正非：私には国のやり方は全く分かりません。私はフ

ァーウェイのことしか分からないので、この問題について

は説明できません。しかし、アメリカは世界で最も科学技

術が発達した国であり、過去数十年間は絶対的優位にあり、

今後数十年も相対的優位を維持できるはずです。アメリカ

は自信をもつべきです。ファーウェイのような「子ウサギ」

に一産業の転覆を図ることは不可能ですし、ファーウェイ

との友好関係を強化し、公平に向き合うべきです。

若い頃、私は親米派でしたし、それは今も変わりません。

この数十年にわたる会社の指針書をしっかり読んでいただ

ければ、アメリカの精神にあふれていることが分かるはず

です。ですから、アメリカの政治家のやり方は間違ってい

ます。ファーウェイは社会主義国の企業ですが、成長の仕

方は実は従業員資本主義です。資本を全て従業員に分配し
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てきたのは、各方面の融合を促進する「潤滑剤」の役割を

果たし、対立を取り除くよう改善していくためでした。な

ぜ今、「潤滑剤」を力いっぱい棒で叩きのめすようなこと

をするのでしょうか？

キャロライン・キャンベル：ご自身は社会主義者だとお考

えですか。

任正非：社会主義や資本主義を政治制度として見るべき

ではありません。私は社会主義制度や資本主義制度はいず

れも一種の分配制度だとみなしています。社会主義制度で

は自己の労働に基づく貢献度で分配され、たくさん働けば

得るものも多くなります。一方、資本主義は自己資本の投

資額に基づいて分配されます。例えば、埠頭で麻袋を担ぐ

とします。私は 1 袋しか担げませんが、あなたは背が高い

ので 3 袋担げる。収入は私より 2 袋分多い、つまり 3 倍に

なります。資本主義なら、あなたの資本は 100 億米ドル、

私の資本は 50 万米ドルで、2 人の収益性はともに 10% だ

とすると、あなたの収益は 10 億ドルで、私は 5 万ドルです。

この差は資本に命がなく、資本蓄積が幾何学的な指標であ

るために生まれるもので、ここで貧富の差が開きます。

当社は貢献度が高ければ多くの報酬を得るべきだと考

え、段階的な分配曲線が存在します。ただ、差はあまり開

きすぎるべきではないと思っています。つまり、鄧小平氏

17
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の中国発展の目標である社会主義に市場経済を加えるとい

う考え方です。社会主義は公平を説き、市場経済は差を説

きます。「牽引車（先頭に立つ人）」はやはり多少多く得

るべきでしょう。両者のバランスの差は大きすぎてはいけ

ません。なぜ、過去の社会主義が成功しなかったのか？そ

れは公平を平均主義と理解していたからです。だから、鄧

小平氏は「我々は社会主義の初歩的段階」であると提起し

ました。では、何をもって初歩的段階と称するのでしょう

か？つまり、それは収入分配の差を認めることです。そこで、

鄧小平氏は「先に一部の人間がまず豊かになり、他の人間

が豊かになるのを助けよ」と唱えました。彼の話とキリス

ト教の文化には共通点があると思いませんか？カトリック

の文化は公平であることを求めますが、マルチン・ルター

の宗教改革は他者との差を許すことでした。つまりこうい

った考え方が、500 年もの間、欧米の繁栄を促してきたの

です。

キャロライン・キャンベル：中国政府はあなたを改革開放

40 年で表彰しようとしましたが、あなたは辞退されました

ね。どうしてですか。

任正非：有名になることは、私にとって意義があると思

いますか？私が名声を求める人間だと思いますか？私はむ

しろ仕事に没頭する人間です。表彰を受ければ、社会活動

18
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への参加に多くの時間が割かれます。国や各級政府が与え

る栄誉が増えれば、私には書類を手直しする時間がなくな

ってしまいます。私はやはりファーウェイをより良くする

ことが好きですし、それが私にとって最も大切で、現実的

なことです。栄誉という大輪の赤い花を別の人に譲っては

いけませんか？

ご存じだと思いますが、私はあまり過去を重視していま

せん。過去に幾つか賞をいただきましたが、どれもなくし

てしまって、記念品は何一つ残っていません。ですから、

私はひたすら前に進み、「レッテルを貼る」ような賞を

受け取ることで歩みを止めたくないのです。もし私が栄誉

を手にしたければ、とっくに多くの賞を頂いています。棚

いっぱいに埋め尽くされたメダルや勲章で、私の能力が証

明できますか？私が 5G を成功させたと証明してくれます

か？

キャロライン・キャンベル：あなたは共産党党員ですか。

任正非：そうです。

キャロライン・キャンベル：それは少し不思議な感じがし

ますね。あなたは政府と距離を置き、政府の表彰を辞退し

ているのに、なぜ現在も党員なのですか？

任正非：信ずる気持ちがあり、党の活動に参加すれば党

員です。必ずしも表彰を受けなければならないとは限りま
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せん。8000 万の党員全員に賞を授与していたら、いくら金

属があっても足りませんよ。

キャロライン・キャンベル：党と会社に対する忠誠心がど

れくらいの割合で配分されているのか、このことをファー

ウェイの海外顧客や諸外国が心配していると思うのですが。

任正非：忠誠を尽くすなら、お客さまに忠誠を尽くしま

す。共産党の忠誠は、人民への忠誠です。私はお客さまに

忠誠を尽くしますが、両者の間に矛盾はありません。

キャロライン・キャンベル：ファーウェイキャンパスは非

常に印象深い場所でした。趣のある建物がたくさんありま

したが、あなたご自身が計画されたのですか？あのような

設計に至った意図、考えをお聞かせください。

任正非：当社の建物は、全て国際入札を行い、著名な建

築家が入札に参加して、インフラ部が選定しました。例え

ば、松山湖キャンパスは日本人が設計したものです。彼は

アメリカで本科、修士、博士課程を修了しましたが、英語

が話せません。しかし、彼は素晴らしい絵を描く天才でし

たので、入札を勝ち取り、あのようなキャンパスが生まれ

ました。

19
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キャロライン・キャンベル：一人の日本人がアメリカで教

育を受け、ファーウェイ東莞キャンパスにヨーロッパの小

さな街を建築した。とても興味深いことですね。

任正非：そうですね。彼に会いたければご紹介しますよ。

今日は松山湖にいるはずですから、夕食をご一緒にいかが

ですか。

キャロライン・キャンベル：ご親切に感謝します。

キャロライン・キャンベル：現在のアメリカ大統領は、中

国に侵略的傾向があるといった話を頻繁にしています。例

えば、中国がアメリカの就業機会を奪ったというようなこ

とです。トランプ氏についてはどう思われますか。

任正非：トランプ氏のこういった話は、実は中国政府に

ヒントを与えてくれています。自身の事柄は上手く処理す

べきであり、上手く処理できなければ、叩きのめされると

いうことです。我々は自身を内側から成長できるよう注意

を払わなければなりません。

キャロライン・キャンベル：あなたの話はむしろトランプ

氏側の立場で、中国政府側の立場ではないように思えるの

ですが？

任正非：トランプ氏は中国政府の進歩を促しています。

21
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何かいけないところがありますか？

キャロライン・キャンベル：アメリカやオーストラリア、

日本等の国々はファーウェイの 5G 設備の不買を決定しま

した。しかし、一方では、その他の多くの国がファーウェ

イの設備を継続して使いたいとの意向を示しています。5G

の出現に伴い、今後は技術面で 2 大陣営に分かれ、両者間

では通信ができなくなると思いますか。

任正非：この世界は多くの紆余曲折を経てきました。最

初は汽車で、鉄道には広軌、標準軌、狭軌があったため、

世界貿易に大きな困難をもたらしました。ただ、まだスピ

ードが遅かったので、世界への影響はそれほど大きくあり

ませんでした。通信設備にも多種多様な標準が現れ、4G ま

では 3 つの標準が存在し、キャリアのコスト増の要因とな

り、消費者の支出も増えました。そのため、消費者により

良いサービスを提供できるよう、世界的に統一標準による

コストダウンとスピードアップが追求されるようになりま

した。5G は既に世界統一標準規格として承認されています。

政治家がラインを引いて 2 つのバージョンが現れたのでは

ありません。そうなればコストは大幅に高くなるでしょう。

しかも、5G は世界中の数十万の科学者、エンジニアが十

数年の努力を重ね、ようやく作りあげた標準であり、勝手

に覆すことは容易でないはずです。

22
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キャロライン・キャンベル：以前も、5G の影響が誇張さ

れていると話されていましたが、ファーウェイが 5G に投

じた資金や精力を考えると、不思議な気がします。

任正非：ファーウェイには使いきれないほど資金が潤沢

にあります。投資しなければ、従業員に分配するしかあり

ません。従業員が皆豊かになれば、機敏に動けなくなりま

す。だから、投資するしかなかったのです。価格を低く設

定し過ぎれば、世界市場を破壊し、欧米企業を潰すことに

なります。当社は価格設定をやや高くすることで、他社の

生存空間を残しました。そして我々は生み出した大きな利

益により、大学や科学者をサポートし、更には将来の探究、

研究を進めました。更に、大学と協力し、アメリカのバイ

・ドール法のような原則を採用して資金を援助し、その研

究によって得た成果を我々ではなく大学に返しています。

キャロライン・キャンベル：先程、TikTok について触れま

したが、人工知能は、社会全体を含め電気通信業界に大き

な影響を与えると思いますか。

任正非：人工知能は電気通信業界だけでなく、人類社会

にも大きな影響を与えます。また、生産プロセスも高度な

知能化を図ることで、効果や利益を大々的に高めることが

できます。もし、トラクターに人工知能制御を組み込めば、

休むことなく 24 時間土地を耕すことが可能です。劣悪な

23
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環境の中でも人工知能は作業が可能なのです。つまり、人

工知能は人類社会の物質的、精神的な富を増やすことがで

きます。このことを、世界各国が大変注目しています。現在、

アメリカは人工知能の技術分野においてトップレベルです。

キャロライン・キャンベル：多くの人々は、AI が人間の代

わりに仕事をするようになり、社会や政治に不安定な要素

をもたらすのではないかと心配しています。こうした懸念

はありますか？

任正非：それは人工知能を理解していない社会学者や政

治家、文学者が想像していることです。科学者たちは生産

効率を高め、人々の働き方を改善し、社会の精神的、物質

的文化がより豊かになるように力を注いでいます。当社の

生産ラインを見学したことはありますか？人工知能によっ

ては、将来的にわずか 5、6 人にまで従業員の数を減らす

ことが可能です。そうすれば効率を大幅に高めることがで

きるでしょう。

欧米諸国の高賃金、高福利、労働組合、ストライキなど

の社会問題は、欧米の過去 20 ～ 30 年にわたる工業の発展

プロセスに若干の挫折をもたらし、産業の拠点は労働者保

護があまり厳しくない国へと移行しました。今後の生産方

法は多くの労働力を必要としないので、欧米の優勢が再び

発揮できるようになるでしょう。将来的に 1 体の人工知能

搭載ロボットが 10 人の人間に代わって仕事をするように
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なれば、アメリカは人口 30 億の工業大国になります。

キャロライン・キャンベル：今後 50 年後、300 年後の社

会について展望はありますか？工場ではまだ人が働いてい

るでしょうか、それとも全て AI に代わっているでしょう

か？

任正非：もちろん、最終的にはやはり一部の人間が仕事

をする必要があります。こうした人材が担当する一部の仕

事は報酬が非常に高くなります。その他、一部の仕事をし

ない人間の生活も比較的幸福で、働かなくても良い生活を

送ることができます。ですから、まだ働きたければ努力し

て勉強するべきです。社会の風潮としてはむしろ進歩であ

り、後退ではありません。

キャロライン・キャンベル：つまり、税収システムも改革

が進み、仕事に行かない、もしくは行きたくない人間を保

護するということですか。

任正非：税法をどのように改革するかは国の仕事であり、

私にはよく分かりません。中国政府がファーウェイを重視

しているのは毎年 200 億米ドルも納税しているからで、こ

の納税に関しては基本的に孟晩舟が管理していました。ア

メリカは孟晩舟を逮捕すれば、我々が税金を払えなくなる

と考えていたようですが、我々は制度化、プロセス化され

25
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た会社であり、たとえ孟晩舟がいなくても正常に運営され

ます。

キャロライン・キャンベル：多額の税金を払っているので、

好きなように話しても、北京から電話がかかってこないの

ですね？

任正非：私の話は間違っていないのに、なぜ電話をかけ

てくるのですか？これまで話した内容に、何か間違いがあ

りましたか？

キャロライン・キャンベル：いいえ、ありません。

   

キャロライン・キャンベル：ファーウェイの従業員がポー

ランドで逮捕され、業務中にスパイ行為を働いたと告訴さ

れましたが、これについてはどのように対応されましたか。

任正非：従業員はいずれも所在国の法律に触れるような

ことをしてはなりません。もしそんなことがあれば、我々

も容認できません。

キャロライン・キャンベル：では、従業員が何らかの権力

に代わってスパイ行為をしたと認めますか？

任正非：私には分かりません。でも、所在国が法的権利

を行使することを我々は支持します。まず、我々は国内、

国外ともに法令を遵守し、社内では自己監督を実践してい

26
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ます。更には外部の監督を受けることも望んでいます。も

し、我々が自己流を通していれば、会社はとっくに消滅し

ています。
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任正非

CNBC 采访

任正非

米 CNBC
インタビュー

2019 年 4 月 13 日、中国深セン



347

米 CNBC（インタビュー）

CNBC 記者 Arjun Kharpal: 任 CEO は 30 年以上前に 5000

ドルでファーウェイを創立されましたが、当時どのように

お考えでしたか。会社の将来の発展についてどのような希望

をお持ちでしたか。

任正非：ファーウェイを設立した当時、私は中国がまさ

に改革開放の道を歩んでいることをあまり理解していませ

んでした。国は改革開放に向かっていましたが、実際私た

ちのようなごく普通の一般市民は党の重要な決定をあまり

わかっていませんでした。当時の中国人民解放軍は膨大な

数にふくれあがっていたので、党はずっと軍隊のリストラ

を進めていました。一般市民だけでなく、軍隊の高級幹部

ですら理解しておらず、雑軍を削減し正規軍を保持するも

のと思っていました。結局雑軍部隊として私たちが真っ先

に削減対象となりました。鉄道兵や基建工程兵（インフラ

建設兵）は非作戦部隊としてまずリストラされ、各地転属

先を割り当てられました。当時中国は少なくとも沿海地域

では市場経済が始まり、すでに過去の計画経済の時代では

ありませんでした。軍隊から市場経済へ開放された深セン

の最前線へ流れ着きましたが、私は全く馴染むことができ

ず、どうしていいかわかりませんでした。市場経済が全く

わからなかったので、私は国営企業での仕事で失敗をし、

職場を離れました。新たな活路を求めましたが、活路が一

体どこにあるのかわかりませんでした。

でも、通信業界は大発展する、市場も大きいし、通信業

01



348

米 CNBC（インタビュー）

界でチャンスを見つけられないだろうか？ そんなぼんやり

した感覚がありました。当時はこんな小商いは簡単だと思

っていました。通信とは送信機器から受信機器まで網羅し

た一つのネットワークで、世界とつながらなければならな

いという基本的知識もなく、しかも参入基準を満たさなけ

ればそこに入って商売することすらできないことも知りま

せんでした。実際、非常に過酷な道でした。基準は高いし

会社は小さい、資金もなければ技術もない。当時は困難を

極めました。

私の専門は建築で、電子技術は独学です。しかも学んだ

のはアナログ技術、アナログの自動制御でした。当時のア

ナログ制御は PID（比例―積分―微分）制御でしたが、軍

を離れ社会に出た頃はすでに 186、286、386 のコンピュー

ター時代に突入しており、時代に全く適応できませんでし

た。ですから退職した当時は仕事のチャンスを見つけなが

ら家庭を養わなければなりませんでした。通信業界は巨大

で金が稼げると甘く考え、参入してみて初めてこの業界の

厳しさに気づきましたが、全部で 2 万人民元余りしかなか

った資金は設立時に各種費用を納めて営業許可が取れた頃

にはもう残っておらず、私たちには退路はありませんでし

た。資金が全くないのに一から他の事業をするわけにもい

かず、ひたすら歯を食いしばって進んできました。
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Arjun Kharpal：人民解放軍に従軍されたことがあって、

大躍進後の大飢饉を含む中国が最も苦しかった時代も経験

されています。ファーウェイの初期の成長や会社経営の理

念の形成に、この時期のどのような経験が役立ちましたか。

任正非：まだ会社がヨチヨチ歩きをしていた頃、エリク

ソンはすでに大企業でした。それから 20 数年後、そのエ

リクソンの CEO に「こんなに高い敷居の事業に入ってくる

度胸は一体どこから来たんだい」と聞かれました。当時通

信業界は非常に敷居が高かったのです。私は、「敷居があ

るのを知らなかったので入ってこれたのです。入った後に

敷居が高いことに気づきましたが、もう抜けられませんで

した。」と答えました。

大飢饉の時代を経験しましたが、その後の経済復興の時

期も経験しましたし、中国がフランスから導入した大型プ

ロジェクトにも参加しました。そこから学んだことは「苦

労すること」です。たいへんな苦労したからこそ何事も苦

労と感じなくなりました。設立時の苦労もたいしたことは

ありませんでした。私たちが若い頃は何の夢もありません

でした。おしゃれをしたいとか良い学校に進みたいとかで

はなく、ただお腹を満たすことだけが夢でした。その後軍

隊時代に東北地方に遼陽化繊総廠を建設しましたが、フラ

ンスから世界でも先進的な設備を導入し、非常に高いレベ

ルの自動制御を実現しました。その時東北は零下 20 度以

下で、レンガ作りの粗末な宿舎は至る所にすきま風が入り

02
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込むので、夜は凍え死にしないようにみんなが順番に火の

見張りをしました。このような辛い日常生活を送りながら

現代的な高度な工場を建設するという両極端を経験する毎

日でしたが、私は興奮していました。技術も文化も知識も

軽視されていた文化大革命の時代に、知識と文化と技術が

なければ絶対に完成できないプロジェクトに出会えたので

す。極端に苦しい生活と極端に先進的な仕事が人生におけ

る大きな鍛錬になりました。

当時、中国では外国の設備を検収できず、検収用計器も

購入できなかったので、私はある計器を発明しました。今

見ればたいした技術ではありませんが、当時はちょっとし

た発明でした。ちょうど技術や人材、文化が重視され始め

た改革開放の時代になって、大きな成果として国に注目さ

れて昇進したのですが、その地位にあぐらをかく間もなく、

軍の大リストラ、集団配置転換に遭い、新たに市場経済の

道を進むことになったのです。

Arjun Kharpal：先程、エリクソンの CEO に「通信業界に

飛び込む度胸は一体どこから来たのか」聞かれたそうです

が、今日ファーウェイはすでに世界最大の通信設備メーカ

ーになりました。ファーウェイのこれまでの発展の原動力

は何ですか。

任正非：貧しい家庭に育ったので、小さい頃から特に趣

03
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味と呼べるものはありませんでしたが、読書や宿題をする

こと、新聞紙の隅で方程式を解くことが好きでした。その

おかげで文革時代に数学を応用して計測器を設計し、後日

国に高く評価されました。小さなプロジェクトに関わった

ので、個人的にテクノロジーに思い入れがあります。

通信事業に参入した当初は他社製品の代理店をやって小

銭を稼いでいました。その後、代理権がもらえなくなった

ので、それまでの経験を生かしてホテルや小企業に需要が

ある 40 ユーザーまでの交換機を作りました。こうして、2

台のマルチメーターと 1 台のオシロスコープから私たちの

歩みは始まりました。

その前は集団配置転換でリストラされ、市場経済を知ら

ず金を騙し盗られました。ファーウェイ設立後は、以前の

会社のために少なくない額の借金を返しました。訴えよう

にも弁護士も雇えず、私は大量の法律書を読んで、市場は

商品と顧客のふたつで構成されること、そして商品と顧客

の間の取引こそが法律であることを理解しました。顧客の

意志は左右できませんが、商品なら思うように作れます。

法律は理解する必要があります。独学で法律を理解し、そ

れから必死に商品について勉強して、研究開発を始めまし

た。自分で研究してこそ商品は生み出せるからです。　

Arjun Kharpal：管理のスタイルについてお聞かせくださ

い。社員に対しスピーチする時、戦闘的用語を含め、よく04
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軍事用語を使われていますが、会社経営は戦争だというこ

となのでしょうか。

任正非：私はプレッシャーをかけているのです。戦車は

柔らかい沼地も通り抜けられますが、硬い場所では針を刺

せます。会社の資金、技術、全てに限りがあり、手広く事

業をしていたら成功できるはずありません。針のように一

箇所に狙いをつければ、深いところまで突き刺すことがで

きます。この圧力の重要さをよく城壁の攻撃にたとえます。

数百人数千人、数万人、十数万人で城壁のひとつの「突破口」

に狙いをつけてここだけを攻撃するのです。毎年ここにか

ける研究開発費はすでに 150 ～ 200 億ドルに達しています。

当社では、アメリカの将軍が発明した「ヴァン・フリート

弾薬量」という言葉がよく使われています。私たちはこれ

というところに狙いを定めて爆撃し、限られた分野であり

ながら、徐々に西側をリードし始め、市場の基盤を築き、

資金を貯めてきました。資金が貯まった後も、狙いを分散

せず、この入口だけを集中して攻撃してきました。そこを

足がかりに徐々に市場をリードしたのです。

しかし実は全ての西側企業が同じやり方をしています。

Microsoft は Windows と Office だけ、Intel はチップだけ、

Amazon、Google も小さい領域で事業をしています。中国

企業はよく多くの子会社を作りますが、結局どれも大成し

ないことが多いです。一方、アメリカ企業は一つの主力事

業にフォーカスする企業が多いのです。実は私たちはアメ
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リカ企業に学んでいるのです。

軍事用語を使う理由は最も簡単でわかりやすいからです。

ビジネス上のアクションを説明するのに良い言葉が浮かば

ないので、こうした用語を使っています。

Arjun Kharpal：そのような軍隊式の話し方は社員をやる

気にさせますか。時には怯えさせてしまうのでは。

任正非：怯える人も多いでしょうね。これまでに累計 16

万人が離職しています。今、約 18 万人の社員がいますので、

ファーウェイの門を 30 万人から 40 万人がくぐったことに

なります。今みんなが受け入れる理由は、成果を生み出さ

なければ自分を養えない。養えない人は生存できないとい

う簡単な理屈がわかっているからです。ですからみんなこ

うした用語に慣れてしまい、怯えてしまうという問題も存

在しません。

Arjun Kharpal：話題を変えましょう。外部からのファー

ウェイに対して、「長年ファーウェイは他人の知財を盗む

ことによって会社を発展させてきた」という批判があり、

今日でもまだこのような意見を持っている人がいますが、

どのようにお考えですか。

05

06
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任正非：当社は一貫して知財を尊重しており、ほとんど

の会社との間で特許のクロスライセンス契約を交わしてい

ます。

まず、当社は毎年研究開発に多額の投資をしています。

当社には数学者 700 人以上、物理学者 800 人以上、化学者

120 人以上がいて、15,000 人が基礎研究に従事しています。

彼らは資金を知識へ変えてくれます。ここでの経費が大体

30 ～ 50 億ドルです。

第二に、当社は毎年約 150 億ドルを研究開発に投資し

ています。研究開発には 6 万人以上いて、彼らが知識を商

品に変えてくれることで資金が戻ってきます。このサイク

ルのなかで私たちは大量の投資をしています。何かをちょ

っと盗んだくらいでは世界をリードする企業にはなれませ

ん。「世界をリードする」ことはどこからも盗めないのです。

第三に私たちは毎年 200 億ドルの投資のなかで 34 億ド

ルを戦略費としており、その一部を大学教授の研究支援に

まわしていますが、私たちはアメリカのバイ・ドール法の

原則に則っています。アメリカでは政府が大学に資金を提

供しても、その成果物は大学のもので政府のものにはなり

ません。私たちも同じです。資金を出しても成果物は大学

のもので私たちのものではありません。もしその成果物を

得たいのであれば、ビジネス取引で獲得します。投資によ

っては獲得しません。そうすれば、私たちのリードがます
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ます大きくなるでしょう。もちろんアメリカ企業も世界各

国の大学に投資し支援しています。Google 等多くの企業が、

人材を採用する際は 6 倍の報酬を出して優秀な人材を引き

抜いています。私たちはなんと保守的だったことか。将来

は 5、6 倍の報酬を出して Google と優秀な人材の獲得合戦

をしなくてはなりません。

知財においては私たちは自ら創造しています。また中国

政府が知財をさらに重視し、国の法体系を整えるのを後押

しするという意味において私個人としては貢献していると

自負します。

当社に関連する事件もいくつかありましたが、それは法

規を守らない人間の個人的な行為に過ぎません。そうした

人たちに対し然るべき処分を行っています。

Arjun Kharpal：他の批判もあります。ファーウェイと中

国政府の関係を指摘する国々ですが、ファーウェイに対す

るある種の優遇は任 CEO の共産党員の経歴に関係してお

り、それがファーウェイの経営に対し何らかの意味を持っ

ていると指摘しています。またファーウェイが中国政府の

ためにスパイ活動に従事する可能性があるリスクについて

懸念する国もあります。非常に強烈な批判ですが、どのよ

うにお考えですか。

07
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任正非：当社は中国の一企業であり、まず中国の法律を

遵守し、さらに中国政府に納税しなければなりません。当

社と中国政府は主にこの二点において関係を持っています。

海外にも多くの子会社がありますが、同様にその国の法律

を守りその国に納税する、原則はこの 2 点です。子会社の

ある 170 カ国で納税せず法律を遵守しなければ、私たちは

その国々で事業を続けることは不可能です。原則は主にこ

の 2 点です。

私たちの財務諸表は KPMG が監査します。中国政府が当

社をサポートしてくれているかどうかは、KPMG が意図的

に隠すこともないので、財務諸表に反映されるでしょう。

私たちは自力で成長してきたのです。

Arjun Kharpal：先程、ファーウェイは他国では現地の法

律を遵守すると仰いましたが、中国では政府が要求するの

であれば、中国企業は強制的に国の情報工作に協力せざる

を得ない国家情報法があると批判する人がいます。もし中

国政府または他国の政府からインターネットのデータの提

供を要求された場合、どうされますか。

任正非：第一に、中央政治局委員で中央外事工作委員会

弁公室主任の楊潔篪氏がミュンヘン安全保障会議で「中国

政府は一貫して中国企業に国際規則と所在国の法律法規を

遵守するよう要求しており、企業に対しバックドアを仕掛

08
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け外国の情報を収集するよう要求する法律はない」と表明

しています。第二に、李克強首相は最近全人代の記者会見

で再度この問題について明確にしています。4 月 12 日、李

首相はクロアチアで「16 ＋ 1」の展示を見学された際も私

たちに「ネットワークにバックドアを設けてはならない」

と仰いました。これが国家のリーダーとしての姿勢といっ

ていいでしょう。だから私たちはそんなことはできません。

ファーウェイはバックドアを仕掛けろという指示を誰か

らも受けません。170 以上の国のどこか 1 か国でもバック

ドアのスキャンダルが出てしまったら、170 か国の事業が

縮小するでしょう。縮小したら大量の社員が辞職し、残さ

れた私は返却不可能な数百億の債務を背負う羽目になりま

す。日々借金取りに追われる生活が楽しいと思いますか。 

ですから、私は絶対に誰からもバックドアを仕込む指示は

聞きません。絶対にです。

Arjun Kharpal：もし政府から国家の安全保障の危機でど

うしてもファーウェイの協力が必要であるといわれても抵

抗しますか。

任正非：はい、絶対に協力しません。

Arjun Kharpal：お客様に対してはデータの安全性につい

てどのように保証できますか。

09

10



358

米 CNBC（インタビュー）

任正非：お客様との 30 年に及ぶ協力関係が我々の製品

が安全であることを証明しています。将来的にもお客様の

利益を犯すことは絶対しないと約束しています。またネッ

トワークはお客様のもので、私たちのものではありません。

そもそも私たちはただネットワークを構築する設備を提供

しているだけで、お客様の情報も持ちえません。よって私

たちが単独でそのように保証することはできないのです。

Arjun Kharpal：先程、ファーウェイと中国政府との間に

は距離があることについてたくさん語られましたが、今は

ご存知のとおり、政府の高官がファーウェイを代表して対

外的に発言されることもあります。それはファーウェイに

とって有益ですか。それとも実際にはファーウェイの注意

力を分散させていると思いますか。

任正非：1 国のリーダーが自国の優良企業について誇り

を持つことは理解できます。またファーウェイが今、アメ

リカに締め付けられ困難な局面にある中、アメリカ政府か

ら厳しい叱責を受けている一方で中国政府がファーウェイ

を庇い持ち上げてくれるのは構わないでしょう。これでバ

ランスがとれるわけですから。昔は私たちをかばってくれ

る人なんていませんでした。

今、中国政府がファーウェイをほめてくれても必ずしも

製品が売れるとは限りません。しかしアメリカ政府が私た

11
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ちの悪口を言うと、逆に全世界に私たちの素晴らしさが

伝わります。ここ 100 年間でアメリカには国家にせよ企業

にせよ、怖いものなど何もありませんでした。強大なアメ

リカが、小さい一企業を恐れていることで、「アメリカが

あんなに恐れるなんて、本当に良い製品なのでしょうね。

テストも不要です。すぐに購入しましょう」　あるお金持

ちの石油国家はそう言って大量の製品を購入してくれまし

た。アメリカが宣伝してくれたおかげです。ファーウェイ

の悪口をあちこちで言って大々的に宣伝してくれているの

です。非常に偉大な人物がウサギやネズミを恐れている、

ならばそのウサギやネズミは絶対に普通のウサギやネズミ

じゃありませんからね。

Arjun Kharpal：アメリカがファーウェイを恐れていると

いうことですか。

任正非：恐れていなければ、あちこちで「宣伝」してく

れないでしょう。

Arjun Kharpal：今のファーウェイは米中貿易戦争の争い

の種または米中関係の間の人質のように感じませんか。

任正非：アメリカの争いの発端が何か、一体どのように

貿易戦争を解決しようとしているのか私にはわかりません

が、ファーウェイは中米両国の争いを解決できません。2

12
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つの大きなボールがぶつかった時に、私たちはせいぜいス

イカみたいなもので当たれば砕け散り、対中米貿易の問題

に何の役にも立ちません。また、そもそも私たちはアメリ

カでたいした売上もなく、アメリカが「売るな」と言って

も実際は何の影響もありませんし、関税を上げても影響あ

りません。

もしアメリカがファーウェイをひとつの切り札と考えて

いるのであれば、選択を誤ったと言えるでしょう。中米貿

易戦争の争いを私たちは解決できませんが、それは私達が

何の売上もないためで、中米関係に何の影響もないのです。

中米両国の協議において、全ての協議、全てのニュースに

「ファーウェイ」の名前は出ていません。双方ともに話に

出していないのです。つまりファーウェイは重要ではない、

中米関係修復に重要ではないということです。私たちは自

力でアメリカとの関係を解決しなくてはなりません。

    

Arjun Kharpal：アメリカは今、欧州を含む同盟国に圧力

をかけています。ドイツやイギリスなどにもファーウェイ

製品使用禁止を要求していますが、当然考えの異なる国も

あります。今欧州はファーウェイに対しまだオープンな態

度だと思いますか。それとも一旦どこかが本当に禁止した

ら、EU は横並びとなってしまうでしょうか。

任正非：お客様との取引はすでに 30 年に及び、お客様

13
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は十分ファーウェイをご理解されていると思っています。

また、一般消費者にはご自身の選択基準があり、それは政

治家の呼びかけで変わるものではありません。ですから大

きな影響はないと思います。

欧州は短い間に挫折がありましたが、影響はありません。

今年の第１四半期の端末事業の売上は 70％以上の増加、通

信事業は 15％の増加です。つまりまだ成長しており、何の

影響も受けていないということです。

欧州諸国が良く考えたいと思うのは正しいことです。ド

イツは、バックドアを設けないという全世界共通の規約を

作って、全ての設備メーカーがスパイ活動禁止の協定に署

名をするという方法を提案しましたが、私はこれを絶対的

に支持します。バックドアは犯罪という全世界共通基準が

あるべきです。

ドイツ政府との協議の際、中国政府の考えや姿勢を知ら

なかったので、自分たちの良心に基づいて協議に臨みまし

た。楊潔篪（中国政府高官）主任のミュンヘン安全保障会

議上での発言、李克強首相の全人代での記者会見、さらに

クロアチアの展示会で自ら当社の社員にバックドアはダメ

だとお話されたこと。これらのことからドイツ政府との協

議について政府が支持しているとわかりました。私たちは

ドイツ政府と中国政府間のサイバーセキュリティ協定締結

も後押したいと思いますし、欧州のサイバーセキュリティ
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規定、GDPR の条件を遵守したいと思っています。

将来 5 年間、私たちの研究開発費は 1000 億ドルを超え

る見込みで、ネットワークの再構築を完成させます。ネッ

トワーク簡素化やサイバーセキュリティ、プライバシー保

護などの実現と同時に売上を今の 1000 億ドル強から 2500

億ドルへと引き上げるという目標を達成するつもりです。

このような努力が欧州にわかってもらえれば、きっと購

入してもらえるでしょう。わからなければ買わないでしょ

うね。その場合は他の国に売って、市場は少し縮小すると

いうだけです。

Arjun Kharpal：スパイ活動禁止の協定をアメリカ企業含

む全ての企業が締結すべきだと思いますか。将来に向けた

正しい方法だと思いますか。

任正非：私にはよその国やよその企業に協定を守るよう

要求する権力はありませんが、ドイツ政府の提案したこの

協定に賛成しますし、率先して遵守します。

Arjun Kharpal：アメリカは孟晩舟さんの引き渡しを要求

していますが、去年の 12 月に孟晩舟さんが拘束されてから、

どのように感じてらっしゃいますか。

14
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任正非：1 人の人間が有罪かどうか考える時、まず事実

があるか、次に証拠があるか、が最も重要です。それらの

事実と証拠が法廷のオープンな状況下で全てさらけ出され

た時に、公平公正な判決が下されます。これが問題解決の

根本的な方法だと思います。

個人的にはそんなに多くの証拠も事実もないだろうと思

っています。会社設立以来、私たちは「臆病者」でした。

他国の法律や技術を凌駕できるような立派なものを持って

いるとは思えなかったし、法律法規を遵守しなければ一日

たりとも生き残ってこれなかったでしょう。

今はすでに司法プロセスに入っていますが、司法がこの

問題を解決してくれると信じています。ましてやアメリカ

とカナダの法律はオープンで公正公平です。法廷の結論を

待とうと思います。

Arjun Kharpal：孟晩舟はご息女ですが、ご息女が拘束さ

れた時、父親としてどのようにお感じになりましたか。

任正非：子供たちはもう大人です。順風満帆に育ちすぎ

ましたので、少しくらい試練があったほうが良いでしょう。

苦難や挫折を経験して初めて強い人間になります。このよ

うな試練は彼女自身の大きな財産になります。試練は意志

をさらに強固にし、成長を促してくれます。

16
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Arjun Kharpal：最近孟晩舟と連絡をとりましたか。どの

ようなことを話しますか。

任正非：よく電話して日常的なことを話します。私たち

の会話が傍聴されていることは知っていますから、特別な

ことは話しません。

Arjun Kharpal：任 CEO から以前、孟晩舟は拘束される前

に会社を辞めたいと仰っていたと伺いました。私生活とキ

ャリアにおいて、孟晩舟は今後どのようなプランをお持ち

なのでしょうか。

任正非：知りません。ネット上ですでに彼女が離職した

いことが広まっているものと思い、何も考えずに言ってし

まったことですが、後で他の人からそれは彼女が私宛ての

手紙に書いたことだと聞きました。でも苦難に遭った今、

彼女は逆に会社に残りたくなったのです。会社の苦境を理

解し、ともにこの苦難を乗り越えたいと感じています。

今の彼女を第二次大戦中の 1 機の戦闘機に例えることが

できるのではないかと思います。大戦中、1 機のイリュー

シン Il-2 は地面と空の両方から攻撃を浴び、機体は穴だら

けのぼろぼろの状態になりましたが、それでも飛び続けま

した。まさに今の彼女が置かれている状況です。無事に引

き返せば英雄になる。彼女は将来英雄になると思います。

17
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Arjun Kharpal：今、孟晩舟は会社を辞めたくなくなった

のであれば、今後釈放されて戻られた後、会社でどのよう

な立場になりますか。

任正非：以前やっていた仕事を引き続き担当します。

Arjun Kharpal：米中貿易戦争の問題について再度お伺い

します。カナダはアメリカ政府を代表し孟晩舟を拘束しま

したが、孟晩舟はこの貿易戦争における人質にされたとお

思いになりませんか。

任正非：そうかもしれません。

Arjun Kharpal：以前、任 CEO はファーウェイは米中関係

のカードになるべきではないと仰っていました。トランプ

大統領は米中貿易交渉の一部として孟晩舟の件に介入する

可能性を示唆していましたが、このようなやり方を歓迎し

ますか。

任正非：どうでしょう。トランプ大統領は私にご自身の

考えを教えてくれませんので。

Arjun Kharpal：トランプ大統領と交流を持とうとしたこ

とは？

任正非：電話番号を知りません。

19
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Arjun Kharpal：孟晩舟さんが中米貿易戦争の人質かもし

れないのであれば、法律上、今の孟晩舟さんに対する叱責

は不当ということになりますね。

任正非：孟晩舟とファーウェイに対する非難の正当性に

ついては、アメリカ司法省がすでにファーウェイを起訴し

ており、私たちも法廷で応訴していますが、私たちは自ら

を無罪だと考えています。私たちもダラスでアメリカ政府

を訴えており、アメリカ政府はファーウェイを有罪とする

証拠を時間内に回答しなければなりません。

こうした問題はやはり法律で解決すべきで、（政府間の）

協議は我々と関係がありません。協議の概要を見るに、ア

メリカも中国もファーウェイについて触れていません。つ

まり法律に頼るしかないのです。アメリカの法律はオープ

ンで公平公正だと信じます。

Arjun Kharpal：先程トランプ大統領と交流したことはな

いと仰いましたが、トランプ大統領のリーダーシップや戦

略についてどう思いますか。

任正非：トランプ大統領については、ファーウェイの代

表としてではなく、ファーウェイとは離れた立場で一人の

理論学者としてコメントさせて下さい。

トランプ大統領は偉大な大統領です。民主国家において
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こんなに短期間に税収を大幅に下げたことは史上初めてで

す。減税後、企業は活気を取り戻し、国外に留保していた

大量の資金をアメリカに戻し、たった 12% という税率で

国に大幅な資金的ゆとりをもたらしました。去年アメリカ

企業は大規模な追徴課税で財務諸表はあまり見栄えが良く

なかったかもしれません。今年は納税を終え、7 月度の財

務諸表は軒並み大幅に改善されて、株式市場は急上昇し投

資や消費に積極的になる人が増加してアメリカ経済を好転

させるかもしれません。まずこの一点において、トランプ

大統領は偉大です。

不足している点もあります。あちこちで威嚇しては人を

捕まえていますが、そんなことで一体誰がアメリカに投資

しようと思うでしょうか。投資がなければ、アメリカの減

税分を誰が払うというんです？ これでは財政は立ち行かな

くなります。減税したのは皆に投資してほしかったからな

のに、これでは誰もが躊躇するでしょう。入った途端ドア

が閉まって袋叩きになったらどうします？ 例えばアメリカ

は通信事業者が自由に取引してもいい、何百億ドルでもフ

ァーウェイ製品を買ってもよいと言っても私は信じません

し、何十億ドルもアメリカに投資する気になれません。一

旦彼が態度を変えたら私たちはアメリカで商売できなくな

りますし、投資した数十億は水泡に帰します。耐えられな

いことです。

彼は減税後、皆と握手すべきでした。アメリカを良い投
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資先と思わせて、皆をアメリカに投資させればアメリカ経

済は急上昇するでしょう。アメリカには素晴らしいテクノ

ロジーや高い能力、経済的実力があり、十分世界征服でき

るのです。武力で征服する必要はない、軍艦は必要ないの

です。軍艦で一体誰を攻めるのですか？ 誰かを殴ってその

相手に噛まれたら自分だって痛いでしょうに。攻められる

側は「もともと何も持っていないから攻められても失うも

のはなにもない」と平気ですが、アメリカは裕福な国です

から、おいそれと失うわけにはいかないのです。

よってトランプは偉大な大統領だと思いますが、外国の

アメリカへの投資を引き出すことにおいて考えが足りませ

ん。これはファーウェイと無関係の、外野の立場からの評

価です。

Arjun Kharpal：トランプと中国の協議について、トランプ

は貿易協議において中国政府の譲歩を引き出すことに成功

したという人もいますが、今回の協議において中国政府は

大きな圧力を受けていると思いますか。

任正非：私は役人ではないので政府が何を協議している

のか知りません。私の関心は自社の成長のみにあり、政府

が何を話し何を譲歩しどんな利益を得たのか知りません

し、関心もありません。ただ、中国政府の政策がますます

成長に有利につながればとだけ願っています。実力があれ

24
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ば交渉は怖くありません。

Arjun Kharpal：トランプ大統領と交流はないと仰いまし

たが、仮にお二人が一室で過ごすとしたら、どのような情

報を伝えますか。

任正非：Win-Win の協力を呼びかけます。そのためには、

2 つの国、2 つの企業が協力しあってともに勝利を勝ち取

ります。アメリカには強大な経済力と良質な商品がたくさ

んあり、中国には 13 億人の市場がある。アメリカは中国

の市場が必要だし、中国はアメリカのテクノロジーを必要

としています。このふたつの車輪が同時に動き出せば、全

世界の経済は苦境から脱出できるでしょう。

中米間には Win-Win の協力しか道はない、これ以外に話

すことはありません。

Arjun Kharpal：アメリカはファーウェイの技術もソース

コードも見たことがないと任 CEO は以前に仰いましたが、

トランプ（およびトランプ政権）に深センでファーウェ

イの技術を見てもらい彼らの懸念を払拭したいと思いま

すか。

任正非：深圳にいらっしゃるのであれば歓迎します。

25
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Arjun Kharpal：ファーウェイはアメリカ市場の事業は長

年非常に小さい規模で、無視できるレベルかと思いますが、

現在ファーウェイはアメリカ政府を相手取り訴訟を起こし

ています。長期的に見て、ファーウェイはまだアメリカ市

場でビジネスしたいのでしょうか。それとも主に企業イメ

ージ回復のためですか。

任正非：私たちは主にアメリカが公平な政策を採ってく

れること、アメリカがファーウェイを差別しないことを希

望しています。アメリカでビジネスできるかどうかは、お

客様が我々の商品を買うかどうかによることで、トランプ

の話で決まることではありません。

Arjun Kharpal：ファーウェイのコンシューマ向け端末事

業はすでに数百億規模に成長しました。スマートフォンで

世界一になりたいと常にアップルを意識されてきました。

ジョブズとクックはアップルをハイエンド、ハイクオリテ

ィのブランドへ育て上げましたが、ファーウェイのコンシ

ューマ向け端末事業は現在このレベルまで到達したと思い

ますか。

任正非：ジョブズは世界の偉人です。ジョブズが亡くな

った日、私はある山奥で休暇を過ごしていましたが、私の

末娘がジョブズの崇拝者だったので、彼女の提案と指示の

もと、そこにいた全員が起立してジョブズに 1 分間の黙祷
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を捧げました。ジョブズの偉大さはアップルを設立したこ

とではなく、「モバイルインターネット時代」というひと

つの時代を切り開いたことです。彼の偉大さは簡単に評価

できるものではありません。

アップルも偉大な企業です。アップルの偉大さは市場を

縮小することなく常に拡大していることです。アップルと

いう「傘」のもと、製品の価格と性能を高く保ち、巨大な

市場を持ち、多くのメーカーを生存させています。一方で

ファーウェイは通信分野にあり、過去に間違いを犯しまし

た。コストから販売価格を決めていたことです。私たちの

コストは低いほうでした。技術の進歩が速かったので製品

のコストも低くなったこと、また西側の管理手法を取り入

れていたため経営コストも低かったためです。そのため私

たちの価格は低くなってしまい、それにより西側諸国で生

存できない企業を生んでしまいました。この点を反省して

います。

今私たちは商品の価格を上げており、ファーウェイは高

いと思われるようになってきました。他の企業へとマージ

ンを残しています。そこで多くの利益をとって社員や株主

に分け与えたいとは考えていません。多くの大学や科学者

に分配し、研究や未来の探索に使います。その未来とは私

たちに密接に関係があるかもしれないし、ないかもしれま

せん。
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私たちの基準とは、20 億光年離れた場所で 1 粒のゴマを、

2 万キロ離れた場所でリンゴを、数千キロ離れた場所でス

イカを、5 キロ離れた場所でヴァン・フリート弾薬量を投

げることです。そこを突破口にして垂直に発展し、水平に

拡張していけば、製品は世界をリードするでしょう。

簡単な例を挙げましょう。5G に使われる Polar 符号技術

はファーウェイではなくトルコの数学教授が発明したもの

です。エルダル・アリカン教授が 2008 年に発表した数学

の論文を、その 2 ヶ月後に当社の研究者が目にし、10 年の

時間をかけて今日の 5G 標準技術の一つにを作り上げたの

です。アメリカを感心させたこの標準はトルコの教授が書

いた数学論文から生まれたものです。

この分野への投資は将来も増加するでしょうから、余剰

利益分配の問題は解決するでしょう。社員を太らせると走

れなくなりますから社員には分配しません。株主も利益ば

かり気にするから、金持ちばかりを潤したくありません。

適切に分配することが重要です。私たちは未来へ最先端へ

投資します。

Arjun Kharpal：研究開発への投資について触れましたが、

例えば現在ファーウェイは自身の 5G のチップがあります

が、一般的に主に自社製品に使っています。特にチップな

どの知財を、例えばアップルなどの第三者へ販売すること

29
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を検討されたことはありますか。

任正非：アップルに対して私たちはオープンです。

Arjun Kharpal：ファーウェイはスマートフォン関連で多

数発明していますが、折りたためるスマートフォンを作れ

る数少ないメーカーの 1 社です。折りたたみスマホは将来

のスマートフォンの形態でしょうか、それとも一過性のも

のでしょうか。

任正非：ファーウェイは紆余曲折、手探りしながら前進

しています。消費者がどのような製品を好むか実験してお

り、この製品も実験の一環です。折りたたみスマホが消費

者に受け入れられるかどうか、市場で検証しないとわかり

ません。

Arjun Kharpal：先程アップルやジョブズについてお話さ

れましたが、任 CEO は中国、とりわけ技術業界において

先見の明に長けたビジネス界のリーダーとされています。

ジョブズは世界的にもっと大きな影響力を持ちますが、任

CEO の影響力が国際的にジョブズのレベルに達していない

のはなぜだと思いますか。

任正非：技術がわからないし、何の発明もしていないか

らです。
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Arjun Kharpal：でも世界最大の通信設備企業を作り上げ

ました。

任正非：私は技術も管理も財務もわかりません。ただ私

にはみんなをまとめることができる求心力があるかもしれ

ません。18 万人の社員を結集させるだけで、功績は 18 万

人の社員のものであり、私 1 人のものではありません。で

すからジョブズのように特別な栄誉を受けられるはずがあ

りません。国が私に栄誉を与えてくれる時は自分が恥ずか

しく思います。私は何もやっていないのに、なぜ私を表彰

するのか、と。

Arjun Kharpal：技術の話をしましょうか。ここ数年技術

の進歩のスピードは非常に速く、社会全体の発展にも大き

な影響を与えています。私たちは今、つながった世界の中

にいます。長年のご経験上、技術は良い結果をもたらすも

のだと思いますか。それとも悪い結果をもたらすものだと

思いますか。

任正非：未来の技術の進歩の速度は私たちの想像よりも

っと速いと思います。20 ～ 30 年後について聞かれること

がありますが、2 ～ 3 年後のことすら想像できません。フ

ァーウェイ創立当初、世界の通信は非常に遅れており、た

った 30 年で世界各国の村々にまでブロードバンドが行き

渡るとは想像もできませんでした。将来 20 ～ 30 年の発展

32
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はさらに速いでしょう。特に人工知能（AI）の出現は社会

を大きく進歩させました。

AI の出現には幾つかの基礎があります。まずスーパーコ

ンピューティングの出現、第二に UBB 接続の実現、さら

にマイクロデータセンターやエッジコンピューティングを

含む超大型ストレージシステムの実現です。社会は今日ま

で発展し、AI を実現できる基礎は整いました。AI の進歩の

速度は人の想像をはるかに超えて、生産性を大幅に向上さ

せるでしょう。例えばトラクターを AI 制御すると休憩なし

に 24 時間田植えができるようになります。給油するだけ

です。このように生産効率が大幅に向上し、物質的な富も

大幅に増え、精神面においてもいっそう豊かになっていく

でしょう。ですから良いものといえます。

遺伝子工学と電子技術が徐々に融合し、新しい人類が作

り出されると多くの科学者が提起していますが、単に科学

的な想像であり、必ず実現するとは限りません。たとえこ

の問題が起こったとしても 30 年後のことであり、30 年後

私たちはきっと科学的に解決できる方法を考えついている

はずです。今の AI は大幅に生産効率を向上させると思いま

すが、これは社会的に有益であり、社会の富を巨額に増加

させるものです。アメリカはテクノロジーの発達した国で

すが労働力が不足しています。AI を使って一人で十人分の

労働を代替できるようになれば、アメリカは 30 億人のテ
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クノロジー大国となり、多くの素晴らしい製品が全世界で

も使いきれるかわかりません。

このように AI は世界を良くするものです。もちろん発展

の過程でゆがみが出るかもしれませんが、私たちは法律や

規則で管理することができます。よってネット上で喧伝さ

れていることを憂慮しすぎる必要はありません。

Arjun Kharpal：しかし、技術の進歩がもたらす危険につ

いて警告する技術分野の権威もいます。例えばテスラのイ

ーロン・マスク氏は AI の発展が人類の仕事を奪うと常に

警告しています。確かに現在少なくない分野で AI が人より

も賢くなっており、将来は AI が全人類に置き換わるだろう

と言う人さえいます。

任正非： AI が人類と社会に及ぼす問題について最も早い

時期に警告したのはビル ･ ゲイツとホーキングでした。し

かしビル・ゲイツはその後、AI は社会に巨大な促進作用を

もたらすと考えを変えています。心配は理解できますが人

類は AI を使いこなし、有益なことに使う能力があります。

例えば電子翻訳ソフトはリアルタイムで 70 種類の言語を

翻訳することができますが、誰をも傷つけません。AI は人々

の仕事量を減らしてくれます。翻訳者や株式アナリストは

失業するかもしれませんが、他の仕事で能力を発揮できる

でしょう。マイナス面を心配しすぎてはいけません。過度

33
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な心配は科学の発展を抑制します。

Arjun Kharpal：AI のような強力な技術は最後は一部の大

手ハイテク企業に握られ、それらの企業が大きな権勢を振

るうようになるだろうと懸念する人もいます。将来的にフ

ァーウェイのような企業が大きな権力を持つあまり、監督

管理が必要になると思いますか。

任正非：将来、新しい技術の発展はひとり勝ちになるで

しょう。世界で Office、Windows でマイクロソフトに勝て

る会社が出てくると思いますか？マイクロソフトのひとり

勝ちです。新しい技術をいち早く掌握する会社が増えてい

ます。技術には命と違って終わりがなく、広範囲に応用で

きるからです。あなたが仰ったように自然な独占状態が形

成される場合、新技術を持つ会社に対し監督管理をするべ

きだと思います。私は透明性を持った管理監督に賛成です

し、私自身もすすんで監督を受けます。だからこそドイツ

政府の管理監督を受けることにすすんで同意したのです。

しかし、こうした技術的独占は社会を破壊するものではな

く、幸せにするものです。独占しているのは核弾頭でも武

器でもなく、例えば翻訳ソフトの動作が速すぎても、一体

どんな悪いことがあるというのでしょう？どうしても遅く

ないといけないのでしょうか。

AI はこの社会を幸せにするものであり、AI を怖がるあ

34
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まりその発展を阻害してはなりません。遺伝の法則はメン

デルがエンドウマメの交配実験で発見しましたが、当時は

何の役にも立ちませんでした。100 年余りたって後の科学

者が遺伝子、DNA の価値を発見したのです。中国ではメ

ンデル－モーガン学派の理論を否定しミチューリン学派を

受け入れたため何年も遅れをとることになりました。今遺

伝子組み換え、遺伝子操作というと、植物の遺伝子操作に

は誰も反対しないのに、なぜ人間の遺伝子操作はいけない

のでしょうか。 たとえば治療不可能な病気になって、遺伝

子操作で治るとします。もちろん治癒した後、何十年後か

に後遺症が出るかもしれませんし、想像しなかった病状が

現れるかもしれませんが、その時に死ぬよりはましでしょ

う。実践を続けていく中で、治療方法を見つけた症例もあ

ります。たとえば先天性の視覚障害や聴覚障害は遺伝子の

欠損が引き起こすもので、遺伝子を操作すればきっと治せ

ます。今 Google が感応神経方式を用いて視覚障害者の視

力代わりとする試みを行っていますが、もちろん人間の目

のようにはいきません。人類社会の技術は進歩を続けてお

り、特別優れた天才が遺伝子技術と電子技術を融合させれ

ば 20 ～ 30 年後には人造人間を作れると言い、これが皆さ

んが恐れる原因ですが、まだ作れていないのですから。

Arjun Kharpal：今日のインタビューも終わりに近づいて

きました。個人的な将来のプランについてお聞かせくださ35
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い。30 数年の月日をかけてファーウェイを今日の規模に育

て上げましたが、近々にリタイアするおつもりは。

任正非：私の精神力が持つかどうか、独立した思考を保

てるかどうか次第です。Google は不老長寿の薬を発明して

くれるでしょうが、たぶん私はそこまで待てないでしょう。

Arjun Kharpal：遅かれ早かれいつかはリタイアするでし

ょう。後継者への引継ぎについては決まっていらっしゃい

ますか。

任正非：お見せすることもできますが、会社のコーポレ

ートガバナンス規約に引継交代についてはっきりと規定が

あります。引継には決まりがあり、私が後継者を指定する

ことはありません。ファーウェイには後継者がいないとの

ご心配には及びません。後継者が多すぎるくらいですが、

ただ孟晩舟だけは違います。

Arjun Kharpal： 以 前、30 年 後 の フ ァ ー ウ ェ イ の ビ ジ

ョンを伺った人に対し、2 ～ 3 年後もわからないのに、

20 ～ 30 年後なんてわからないと当時お答えになっていま

すが、やはりお伺いしたい。将来数年間で業界にはどのよ

うな大きな技術の発展があると思いますか。

36
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任正非：最も大きな技術の進歩は AI の実験と実用だと思

います。会社の方向性は、ひとつは通信事業で世界一とな

ること、5G もここに含まれます。第二にエッジコンピュー

ティングでも世界一となること。スーパーコンピューティ

ングとミドルコンピューティングなどの大型コンピューテ

ィングはやりません。ただエッジコンピューティングのみ

です。また、ストレージ領域においても多くのメーカーと

協業しており、力を入れていきたい分野です。将来エッジ

コンピューティングでは、CPU をストレージ内に入れるの

ではなく、ストレージを CPU に入れたい。フォン ･ ノイマ

ン型構成を変えてストレージとコンピューティングを一体

にすればスピードアップになります。当然、大型設備には

コンピューティングやストレージなど分散構成とは切り離

せないものもあります。また、クラウド社会にも貢献した

いと思います。
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任正非

日本の有識者・メディア
ラウンドテーブル

2019 年 5 月 18 日、中国深セン
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任正非：はじめに、ご列席の皆様にお礼申し上げます。

ようこそお越しくださいました。皆様と交流できることを

大変嬉しく思います。ところで、このカフェに見覚えはあ

りませんか。ここは私の妻が目黒の雅叙園内の喫茶店を気

に入って、模した施設を作って日本からの友人をもてなし

たいと話したのがきっかけで作りました。我が家は娘も含

めて全員日本が大好きです。娘は第二外国語で日本語を学

びました。時間ができると日本に行って、ドラッグストア

でいろいろ買い物をしています。

有識者 A：本日は貴重な時間をいただきありがとうござい

ます。私がファーウェイを初めて訪れたのは 1997 年で、

当時まだ大学院生でした。その時はとても若い従業員が応

対してくださり、その方は「来週アフリカに赴任すること

になっており、中国での最後の仕事は工場で海外からの来

客対応をすることです」と話してくれました。私は現在、

大学の教授をしており、一昨年も私の学生と一緒にファー

ウェイを訪問しました。率直に言って、日本の学生はファ

ーウェイに対して少々恐れのイメージを抱いています。し

かし、ファーウェイの壮観なありさまや最先端のテクノロ

ジーを実際に見て、ファーウェイとはどのような企業なの

かを理解します。

外部環境は現在このような状態ですが、テクノロジーに焦

点を当てると、ファーウェイは世界をリードする企業です。

01
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今朝、黄衛偉先生が「ファーウェイ基本法」について話し

てくださいました。それによると、ファーウェイは一定の

利益を確保する前提のもと、成長の最大化を重視している

とのことでした。また、既存マーケットでナンバー 1 を追

求することが現在のファーウェイの成長の原動力となって

いるとも話されました。ファーウェイの次のステップとし

て、新たな市場やサービスでの新たな価値観や観点の創出

ということを考えてもよいのではないかと思います。優れ

た通信機器メーカーとして、未来の 5G でテクノロジーと

サービスを組み合わせて人々により良いサービスを提供す

る必要性を考えたとき、会社の現状に対して何らかの調整

を加える必要があるとお考えですか。例を挙げると、現在

個人情報の保護が非常に重視されています。ヨーロッパで

規定された GDPR の最も基本的な考え方は、個人情報を個

人に還元することです。しかし技術的にはまだそこまで成

熟していません。ファーウェイは将来どのような分野で新

しい価値を生み出すことができますか。具体的なアイデア

はありますか。

任正非：なぜ日本の経済はこれほど発展しているのでし

ょうか。顧客志向で、買わずにはいられないような優れた

物を作るからです。中国の人々は買い物をするために日本

に行きます。同じような物は中国にもありますが、なぜ中

国の物を買わずに日本の物を買うのでしょうか。たとえ物

はまったく同じで、価格は安いと言われてもです。人々は
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日本製を選択します。日本が人々に与える印象は「（高）

品質」です。顧客は品質を求めています。当社が追求して

いるのは成長速度でも既存ビジネスの管理でもなく、顧客

満足です。顧客満足を追求し、業界に対して責任を果たす

ことです。古い設備が買われた際も保守は必要です。今は

5G があるから、過去の 2G、3G、4G の設備は保守しない

というわけにはいきません。それでは新興国の人々の暮ら

しを損ねてしまいます。

日本は工業製品で「軽薄短小」を追求しています。また、

顧客体験や顧客満足を追求する日本の人々の姿勢から学ぶ

べきことが多くあります。当社の生産ライン全体の制度は

日本のトヨタなどの企業を退職した多くの専門家の方々に

来てもらい、設計を手助けしてもらいました。つまり日本

の品質管理システムを手本にしています。今日当社をご覧

になって、生産ラインの一つ一つに日本とドイツの製品が

数多く使用されていることにお気づきになりましたか。専

門家の方々のアドバイスによりこのようにしました。ご見

学された松山湖キャンパスは日本の著名な建築家である岡

本先生（日建設計）に設計してもらいました。

日本に学ぶという精神によって、5G 基地局を世界中で「買

わずにいられない製品」にすることができました。我々は

日本に倣って、大きな設備を小型化する方法を考えました。

5G 基地局の機能容量は 4G 基地局の 20 倍ですが、体積を

1/3 から 1/4 にし、重さをわずか 20kg に抑え、消費電力を
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10 倍減らしました。さらに、その小ささゆえ設置に鉄塔も

必要なくなりました。人口密度の高いヨーロッパの都市に

は古い建物が数多く残る所がありますが、あのような場所

に鉄塔を建てることは困難です。そこであらゆるポールや

壁面に取り付けられるようにしました。また日本に倣って

耐蝕性材料を研究し、20 年以上の耐蝕性を実現しました。

つまり 5G 基地局は下水道に設置することができます。こ

れは人々のニーズに非常に適しています。仮にあちこちに

鉄塔を建てるとなると経費がかさみます。しかも工事には

大型クレーンを使って、設備を吊り上げる必要があります。

ヨーロッパの場合、当社製品を使えば基地局あたりのエン

ジニアリング費用は 1 万ユーロほど節約できます。メンテ

ナンスも非常に簡単です。もちろん、アメリカは大国で経

済力もありますから、鉄塔をたくさん建てることができま

す。彼らがそうしようというのは理解できます。しかし、

日本は人口密度が高く、市街地は非常に密集しており、鉄

塔の建設に適していません。ですので、当社が日本に学び

ながら開発した、高機能かつ小型で、設置条件を選ばず、

北は北海道から南は沖縄までどこでも使用できる製品を、

皆さんはきっと気に入ってくださると思います。

家電製品で最も愛されているのは日本の製品です。品質

が良いだけでなく扱いやすいからです。どのような人も簡

単に操作できます。我々はこうした考えをものづくりに活

かして、多くのチャンスを掴むことができました。
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当社の成功の主なポイントは、お客様を最優先してきた

ことです。一部の人々は、顧客は資金があってこそ顧客だ

と考えていますが、私はそうではありません。例えばアフ

リカはまだ経済力が弱いですが、当社はアフリカの駐在員

に中国国内の 3 倍以上の給与を支給しています。アフリカ

で大きな売上をあげることはできませんが、中国よりも多

く支出しています。当社は上場していませんので、財務諸

表の見栄えを追求せず、人々への奉仕、人類の理想への奉

仕を追求しています。エベレストの南壁、北壁のすべての

基地局は基本的に我々が設置しました。エベレストに登る

人はそういません。よって利益は出ません。しかしネット

ワークがあれば登山家の命を救うことができるかもしれま

せん。

ネパールのエベレストで昼食をとったことがありますで

す。この昼食のためにネパール人の娘さんが 8 時間もかけ

て食糧を担ぎ、山を登ったとも知らずに。現地の方が言う

には、彼女は私の足では 3 日かけてもたどり着けないよう

な遠くから来てくれたとのことでした。私たちが提供する

サービスで、相手が喜び、感謝してくれます。これは日本

の精神に通じませんか。

我々は日本から実に多くのことを学んでいます。皆にも日

本について見聞きしたことを度々話して聞かせています。日

本人の精神は、将来の産業文明の中で最も重要な精神です。

もちろん、多方面で、特にプロセス管理において、ドイツか
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らも多くのことを学んでいます。つまり、我々は日本式の管

理とドイツ式の管理、そして日本人の精神とドイツ人の精

神をファーウェイの文化に融合させているのです。

有識者 B：約 25 年間中国経済を研究しています。主な研

究分野は中国の民間企業の発展です。私は、ファーウェイ

は中国の民間企業の中で最も優れた会社だと考えます。フ

ァーウェイはこれまで民間企業としての苦しみを経験した

ことはありますか。中国は民間企業にとって良い環境とは

言えない部分もありますが、中国の民間企業はなぜこのよ

うに成長できたのでしょうか。

任正非：そのご質問にお答えすることはできません。な

ぜなら苦しみしかなかったからです。苦しみを克服する方

法は法に従うことです。法律で認められていないことはや

りません。レッドラインに触れなければ安全です。その制

約の中でいかに利益を得るかです。私は、従業員がもっと

一生懸命働くことを望みます。苦労して、うんと働いて、

顧客に良いサービスを提供すれば、顧客に受け入れてもら

えます。

当社は創業期の民間企業が遭遇したすべての困難に遭遇

しました。最大の困難は融資を得られず、資金が底を尽き

かけたことです。どうやって凌いだかといいますと、2000

年以前、我々の個人所得をほぼすべて会社に投じました。

02
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2000 年当時は住む家もなく、妻が借りた 30 平米強の家で

暮らしました。西日が当たる、エアコンのない部屋でした。

我々を裕福だという人がいますが、当時はその富が何のた

めにあるのかさえわかりませんでした。私の弟と母は、「ど

んなにうだつのあがらない会社員でも住む家くらいあるの

に、兄さんは持ち家すらない」と話していました。私はす

べてのお金を未来を切り拓くためにつぎ込んでいました。

やっとの思いで受けることができた最初の融資は 8 万元で

した。

どの国も持続的な発展の過程をたどるように、中国も今

こうした状況の変革を進めています。総じて、環境はすで

に非常に良くなっています。外から見れば、例えば座標軸

の原点が日本にある方々からすれば、日本と比較して条件

はそれほど良くないと思われるでしょう。しかし我々の座

標軸の原点は 30 年前の中国です。それと比較すれば今は

劇的に良い環境です。そして、今後ますます良くなるだろ

うと考えています。特に今回の中米貿易戦争は中国国内の

経済改革を加速させ、刺激を与えるでしょう。環境はより

良い方向へ変わっていくと思います。

現在アメリカが国家権力を行使して当社を攻撃していま

すが、今日に至るまで証拠は出ていません。当社がなぜこ

こまで法令遵守を重んじるのかということですが、我々が

海外に進出したとき、諸外国から共産主義だとみなされまし

た。現地の法律を守らずして生き残ることは不可能でした。
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一方で、我々が中国に戻ると、今度は資本主義だとみなされ

ました。先ほどの、資金繰りが厳しかったのは 2000 年当時

であって、今ではありません。今では資本家とみなされるよ

うになってしまいました。このように両側で疑いを持たれて

いる場合、努力して自身の行動を律する必要があります。ど

ちらかのレッドラインを踏んでしまったら最後です。外国で

も中国でも法に抵触することは許されません。

有識者 C:20 年前からファーウェイについて私なりに研究

しています。その過程で知ったエピソードですが、会社に

まだ車が 1 台しかなかった頃に社長はその車をお客様送迎

用にし、自分は徒歩で通勤されていたそうですが、昨日松

山湖エリアを見学させていただき、ファーウェイのヨーロ

ッパのような広大な工場を目の当たりにして大変感動しま

した。

任正非：おっしゃったようなことは確かにありました。

あのころ自宅から会社まで 4.4 キロの距離があり、深セン

の夏は大変暑いため、会社に着いた時は全身汗まみれにな

っていました。会社にはもちろんシャワーなどなかったの

でそのままの格好で毎日仕事をしていました。今となって

はエピソードとなっています。もちろんあれは過去の話で、

このように今は上等なスーツを着られるようになりまし

た。それは妻のおかげです。妻からお客様と会う時はきち

03
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んとした身なりをしなさいとか、服を買いなさいといつも

注意されています。

有識者 C：日本のトヨタという会社にはアンドンシステム

という生産ラインシステムがあります。各地域の状況に応

じて工員がある程度生産ラインを調整できるようになって

いますが、基本的にはどこの工場でも同じシステムを使用

しています。トヨタはこのシステムを徹底していますが、

世界各地で工場を持つファーウェイの場合、トヨタのよう

な守らなければならない原則や規則はあるのでしょうか。

任正非：もちろん当社にもそのような遵守しなければ

ならない原則があります。当社の松山湖工場エリアをご案

内したと思いますが、工場の生産ラインで使用されている

設備はほぼ日本の製品です。当社は日本流の生産システム

を導入しています。今後このような製造ラインは数百から

１千ほどに増えることになるでしょう。製造ラインの長さ

は大体 120 メートルほどですが、そこで使われる設備は日

本から調達しています。これまで日本の設備を導入したこ

とで日本のベテランの技術者や顧問を招いて生産管理方法

や設備の使い方を教えていただきました。今後他の地域で

も工場を建設する計画がありますので、日本から学んだも

のを世界各地のファーウェイ工場にも伝えていきます。

ドイツ流の管理方法では生産を開始してからテストを行

04
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います。ドイツは自国の技術に自信を持っているからでし

ょう。しかし日本人は工程を一つ一つ丁寧に検査し、どん

な小さなことも見逃せない几帳面さがあります。当社は日

本流の品質管理を採用しています。

有識者 C：ファーウェイには「奮闘者」という理念が良く

知られていますが、今後もこの理念を貫いていくというふ

うに考えてもよろしいでしょうか。

任正非：はい、そのとおりです。当社は一生懸命仕事を

すればみんな「奮闘者」だというふうに考えています。例

えば音楽家の場合、毎日定時で出勤して定時で退社し、週

末はバカンスに行くというような働き方で本物の音楽家に

なれると思いますか。画家も同じです。勤務時間内だけ絵

を描いて、退社したら何もしないという人は立派な画家に

なれますか。同じように優れた製品を作る人は必ず他の人

より長く働いているのです。こうした人たちのことを「奮

闘者」と名づけました。奮闘者になるのか、普通の労働者

になるのかは社員の意志次第です。普通の労働者は所定の

勤務時間だけ働き、週末は休み、残業すれば残業代ももら

えるので、働いた分だけ報酬をもらって損することは何も

ありません。一方、「奮闘者」の道を選んだ人たちはこう

したことはいらないのです。だからと言って損するような

ことはありません。「奮闘者」になれば会社から自社株（フ

05



392

日本の有識者・メディア（ラウンドテーブル）

ァントムシェア）を購入する権利を与えられます。短期的

にはその年の貢献に対して賞与や報奨金が与えられます

が、会社の長期的な利益を共有することはできません。そ

こで、長期的なインセンティブとして、自社株を社員に譲

渡しています。定年退職後も「奮闘者」はそのまま株式を

所有することができ、それまでの貢献を長期にわたって享

受できるのです。「奮闘者」への株式割り当ては役職だけ

ではなく、貢献度と勤務年数も大きく関係しています。

有識者 D：国際経済法、特に WTO に関する関連法規の研

究をしています。個人的な考えになりますが、米中間の摩

擦は世界を分断する可能性があります。政府調達からファ

ーウェイ製品を排除するという方針を打ち出したアメリカ

は、つい数日前に今度はアメリカ企業に対してもファーウ

ェイの設備の輸入を禁止する法律措置をとり、輸出管理法

に基づくエンティティリストにファーウェイを追加すると

発表しました。これにはさすがに驚きましたが、二つ質問

させていただきます。

一つは、アメリカは中国と米国の経済関係を分断しようと

しています。このような政策はどのような影響を与えると

思いますか。

二つ目は、ファーウェイは今年の 3 月にアメリカの「NDAA

法」について提訴しましたが、今回の新たな法的措置につ

06
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いてどのように考えていますか。アメリカ国内で訴訟を起

こす方法、または WTO と中国政府の協力を受けることを

前提に訴訟を起こす方法があると思いますが、これらの方

法はアメリカと真っ向から対立することになります。もう

一つの方法は ZTE のようにアメリカまたは第三者機関の監

視を受ける方法、和解型とでもいうのでしょうか。ファー

ウェイはどちらを選びますか？

任正非：世界経済のグローバル化が進んでいます。従来

の経済形態では一つの国だけでミシンも機関車も船も作る

ことができたのですが、経済のグローバル化が進んだ中で

は、世界全体で協力して共存共栄の関係を図る必要があり

ます。ある国が自国の力だけで閉鎖的に何かを作ろうとす

れば、作れる量が限られるため、その部品を使う製品の価

格は非常に高くなり、社会のニーズに応えることができま

せん。経済のグローバル化の目的は、各国が自分の得意分

野をより大きくしていくことです。それが経済のグローバ

ル化の本質です。全世界の高速鉄道の設備は日本のネジメ

ーカーのネジを使っていると聞いています。仮に世界中の

国が日本のネジメーカーのような工場を作るとすれば、コ

ストが非常に高くなるでしょう。グローバル化に逆行して、

一つの産業だけを発展させるような流れがあれば、世界経

済はますます混乱してしまうでしょう。

特に日本はそうです。中国に最も近い存在の日本は、中

国という 13 億人の巨大市場を無視することはできないで



394

日本の有識者・メディア（ラウンドテーブル）

しょう。日本は高品質製品で中国市場を席巻しました。そ

の中国市場はまだまだ成長を続けています。これまで中国

では外資による投資への制約が多かったものの、新たな外

商投資法が可決され、要件が緩和されたことで商品を中国

でより早く流通させることができるようになります。

アメリカが中国市場を放棄することはアメリカ経済にとっ

て得策ではありません。米商務部がエンティティリストを発

表しました。発表されたばかりなので、対処方法についてこ

れから検討していかなければなりませんが、一つだけ言える

ことは、ZTE と同じ道を進むようなことは絶対にありません。

ファーウェイと ZTE はまったく違う企業です。同じ中国企業

だからという理由で一括りにしてはなりません。

そして第二に、WTO による国際仲裁の道を進むこともあ

りません。国際仲裁には国家権力を動かすことが必要です。

一民間企業が国にどれほどの影響を与えることができるで

しょう？。政府として他にやらなければならないことはた

くさんあるので、我々のような小さな一企業にまで気を配

ってもらうことはできないでしょう。

アメリカ国内で提訴するかどうかはこれから検討します。

記者 A：二つのことをお伺いします。まず、仮にファーウ

ェイが半導体の輸入を禁止された場合、ファーウェイのス07
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マートフォンの生産は継続できるのでしょうか。また世界

で見た場合、貿易にしても、インターネット社会にしても

分断が進んでいると思います。このような流れが変わるよ

うなことがあると思いますか。将来的に世界経済やインタ

ーネットは一体化されるのか、それとも分断されていくの

でしょうか。

任正非：一つ目の質問にお答えします。（スマートフ

ォン）生産にそれほど大きな影響はないと考えます。影響

がないわけではありませんが、限定的だということです。

成長率は皆さんが期待するほど高くならないでしょう。第

一四半期は 39% 増の売上成長を達成しましたが、4 月の成

長率は 25％に下がっています。年間を通して売上成長率は

20%を超えないという当初の予想は変わらないと思います。

二つ目の質問についてですが、世界の鉄道は地域が分断

されていた時代だったために、狭軌、標準軌、広軌といっ

た鉄道の規格が生まれたわけです。そのためモノの流れが

スムーズではありませんでした。これは経済に必ずしも良

い結果をもたらさないことは歴史的に証明されています。

したがって、世界がつながっていることが必要です。世界

で最も偉大な発明は「円」を発見したことです。「円」と

いう概念がなければ車輪も発明されませんでした。同じよ

うに馬車がなければ汽車も生まれませんし、船もなかった

はずです。馬車の時代では人々の活動範囲は限られていま

したが、汽車や船の時代は経済がゆっくり発展し、人類は
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長く貧しい生活が強いられてきました。しかし高速鉄道や、

飛行機が現れるようになったら世界は一変しました。ネッ

トワーク技術の進化により人間社会はさらなる進歩を遂げ

ることになるでしょう。　

世界は 3G、4G を経て進化してきました。4G だけでも

三つの仕様があり、コストも高かったのです。4G からよ

うやく世界共通の 5G という標準が生まれました。社会に

とって 5G が何を意味するのかというと、将来 1 人あたり

のビット単価は 10 分の１から 100 分の１まで下げること

ができます（科学者は 100 分の１、産業界は 10 分の 1 と

主張）。つまり 5G を導入すれば、帯域幅の価格は現在に

比べて 1/10 から 1/100 まで下がります。実現すれば貧し

い家の子どももインターネットで勉強できるようになり、

世界の窓が開かれることになります。これはきわめて大き

な一歩です。

私は貧しい山奥で育ちました。あの時代の中国の子ども

たちがよく歌う歌に「櫂を漕ごう」がありました。その歌

の歌詞には「緑の木々と赤い壁」という一節がありました。

私は後年、自分の子どもを連れて北京の北海公園でボード

を漕いだ時、天安門広場で赤い天安門と道路沿いの街路樹

を見て、子ども時代の歌が描いている情景が蘇り、これが

「緑の木々と赤い壁」なのだと初めてわかりました。しかし、

インターネットのおかげで、今は小さな子どもでも世界の

ことをわかるようになっています。人間の創造力が大きく
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刺激され、社会は空前の進化を遂げるようになるでしょう。

いつか世界が一つになるような日が来るかもしれないと考

えたことがありましたが、インターネットはそれを実現さ

せました。先日ある政治家と話す機会があり、次の世代の

ナショナリズムがどう変わるのかと聞かれました。私は新

しい世代はものを考えるとき、国境という概念がなくなる

かもしれないと答えました。私個人の話になりますが、娘

がどんな日常をしているかあまり詳しくない私に、ある米

国の記者が「お嬢さんには世界で何万人ものフォロワーが

いますよ」と教えてくれました。若者にとってはもはや国

境の意識もなく、それを超えた交流をしているのだと思い

ます。ですから、大きな流れとして世界は分断するのでは

なく、一つに向かっていくと思います。

5G は人間社会に幸せをもたらすだけのもので、社会を壊

すようなものではありません。通信ネットワークの整備が

必要です。ネットワークがつながっていないと、交流でき

ません。将来の世界の最大の資源は人口です。しかし世界

の 70％から 80％の人口は先進国ではなく、貧困地域に住

んでいます。もし先進国だけで閉鎖的なネットワークを作

れば、この巨大な市場を失ってしまいます。多くの人はこ

れをよく認識しており、分断の道へ進むことはしないでし

ょう。
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記者 B: 任 CEO は以前の取材の中でトランプ氏は偉大な大

統領であると話されていました。今日のこの状況の中で、

トランプ氏はどのような方だと思われますか？

任正非：トランプ氏が偉大な大統領であると話したのは、

彼が法人税を引き下げたからです。これは民主国家ではき

わめて難しいことです。ヨーロッパでは福祉社会が形成さ

れたのは税金が高いからです。懸命に努力して働いても大

部分を税金として納めなければならないのですから、それ

であれば少し仕事を減らして街でコーヒーを飲む方がいい

のです。どうして働く必要があるのでしょうか？減税は産

業の発展に有利なのです。ただ、トランプ氏は一つ誤った

ことをしました。今日はある国を脅し、明日には違う国を

脅す。今日は誰かをいわれなく捕まえ、明日はまた違う人

を捕まえる。これでは誰がアメリカに投資できるでしょう

か？

減税は 40 年前に鄧小平氏も行ったことです。鄧小平氏は

すべての外資企業の税率を 15% まで下げました。中国企業

の当時の法人税は 55％です。中国人は心の中で、どうして

外国人にはこんなに良くするのに自分の子どもには厳しく

当たるのかと考えていました。最初の内は外国の方も信用

せず、とりあえずやってみるというくらいのつもりだった

のでしょう。すると各地の地方政府は実績を残さないとい

けないため、中央政府の政策をよりよく使っていくのです。

外資企業はまず 3 年間は全額免除、その後 2 年は約半額で

08
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す。こうして外資企業に大きなメリットが生まれ、中国に

殺到するようになりました。30 数年前に海南島の亜龍湾に

行ったことがあります。亜龍湾はハワイと同じように美し

い場所です。あれほどのビーチを当時政府は 1 ムー（6.67

アール）あたり 0.5 元で霍英東氏 ※ に払い下げました。そ

の後地価は 1 ムーあたり 1,000 万元にまで上がり、霍英東

氏は後々ゴルフ場や一部のホテルを政府に寄贈しました。

※ ヘンリー・フォック（1923 年～ 2006 年）。中華人民

共和国全国政治協商会議副主席、香港中華総商会永久名誉

会長を歴任した香港の資本家、政治家。 

中国の税制優遇政策によって外資が中国に大挙して入る

こととなりました。鄧小平氏は外国人に対して非常に友好

的で、特に日本に対してそうでした。胡耀邦時代、中日間

で若者は相互に訪問交流を繰り返し、中国と日本は 80 年

代に友好のピークを迎えたのです。両国間で経済面の相互

補完性が発展しました。日本航空が上海に建設したオーク

ラガーデンホテルは今日になっても非常に美しいままです

し、そこから得られた収益はすでに建設投資をはるかに上

回るものとなっているでしょう。中国は外資に対して真摯

な態度で向き合っているのであって、トランプ氏のように

人を脅しては誰も投資ができなくなるでしょう。

一つに政策面で優遇された環境、そしてもう一つに信用

を守るということです。トランプ氏が偉大だと話したのは
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減税に関してです。トランプ氏の性格には二面性があり、

そのためこれほどの素晴らしい政策が世界から支持を得ら

れず、しかも米国株式市場を暴落させました。彼は政策を

うまく生かすことができなかったのです。仮にのちにその

因果を悟ったとしても、他人は彼の言葉を信用できないで

しょう。彼は偉大な大統領になる機会を逃してしまうのか

もしれません。ただ、彼は世界各国の政府に警鐘を鳴らし

ました。企業の負担を軽減し、企業の納税額を少し減らし

て新製品開発や設備改善に用いることで、国家は競争力を

取り戻すことができるのです。中国も 4％減税しました。

かつてトランプ氏が偉大な大統領であると話したのは減

税という点についてです。この観点は今日も変わりません

し、私に圧力をかけられたから、私の家族が苦境に置かれ

ているからといって見方を変えることはありません。私が

そのような心持ちでいなければ、今日のファーウェイはな

かったでしょう。

記者 C：まず一つ目の質問として、アメリカがファーウェ

イに対する輸出を禁止しましたが、ファーウェイは事前に

準備をしていたのか、それとも意外なことだったのでしょ

うか？仮に準備があったとすればそれはいつ頃からで、こ

うした製品の問題は社内の開発で解決するのか、それと

も他のチャンネルを通じて解決するのでしょうか？二つ目

09
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の質問は、アメリカが現在ファーウェイに対して行う制裁

はファーウェイという企業に向けて行われているものなの

か、それともファーウェイが中国企業であるからなのでし

ょうか？ファーウェイが中国企業であることは損なのでし

ょうか、得なのでしょうか？

任正非：一つ目の質問について、まず歴史を振り返って

みましょう。2002 年から 2003 年は我々の会社にとっても

転換点でした。ゆっくりと非常に高い山に登っていくとい

うことは認識していました。当然、その時はもしかしたら

山の北壁から登ったのかもしれません。北壁は斜面が急で、

より厳しく、我々はあまりお金がなかったからそれほどの

食糧を持てませんでした。もう一隊は南壁から登ったので

す。彼らは牛肉の缶詰やコーヒー、寝袋も持っていました。

両隊が山頂で相見えたとき、そこには矛盾が生じ、激しい

衝突が起こるかもしれません。その時、ファーウェイは負

けるだろうと判断し、2003 年に 100 億ドルでファーウェ

イをアメリカ企業に売却しようと考えました。すべての取

引を終え、すべての契約に調印し、双方のチームが美しく

着飾って、ビーチで競走をしたり、卓球をしたりして、こ

の偉大な取引の成立を祝福していました。しかしその週に

このアメリカ企業の取締役会に変化があり、代表取締役が

変わったのです。新しい代表取締役はこの取引を拒否しま

した。かなり経ってからエリクソンの CEO から伝えられた

のですが、そのアメリカ企業の No.2 の人物が彼に会った
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とき、この件を話しているうちに涙まで流していたそうで

す。素晴らしいチャンスを逃したと彼は思ったのでしょう。

高い山の上でアメリカと相見えることはわかっていました

から、アメリカの「カウボーイハット」を被り、「カウボ

ーイハット」の下では中国人が働くという形にすることで

アメリカとの厳しい衝突を避けようとしましたが、この件

は成功しませんでした。

のちに会社の経営陣が再度会社の売却を検討しました。

若い人たちは一致して売却に反対しました。その際に、「そ

うであれば 10 年後にアメリカと激しい衝突を迎えること

になるので、心の準備をしておく必要がある」と彼らに伝

えました。その時からプラン B が存在しています。数千の

従業員が秘密裏に取り組んできました。いつも恨み言を言

われたものです。会社は彼らを重視していない、他人にば

かり光が当たって彼らはまったく目立たないと。それは彼

らがプラン B の意図を理解していなかったからでもありま

す。そこで彼らに聞きました。「給与やボーナスに影響は

出ているか？」「影響は出ていません」であればいいだろ

うと。

アメリカとの争いを避けるため、十数年前には真剣に会

社を売却しようと考えていましたし、売却後の計画まで準

備できていました。一つは中国にある大小すべてのトラク

ター工場を買収することです。中国のトラクターの問題点

はオイル漏れをすることと、高温に耐えられないことでし
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た。IPD（統合製品開発）の方法を用いることで、この問

題は解決できます。当時、トラクターは一台あたり 1,000

ドルでしたので、品質を向上させて 2,000 ドルで売ろうと。

もしその道を進んでいたら、我々は世界で最大のトラクタ

ー王国を築き上げていたかもしれません。二つ目に考えた

のは旅行産業です。四川、チベット、雲南の境界が交わる

ゴールデントライアングル地帯をターゲットにしていまし

た。スイスのようなラック式登山鉄道を開発し、そこに観

光区を建設する。会社の経営陣にもこの「三角地帯」で少

しずつ土地を買うように促しました。鉄道が通るそばに高

級ホテルを建設し、土地が買えなかったら鉄道はそこを迂

回すればよいと。それは壮大な計画でした。当時の 100 億

ドルは非常に大きな金額でしたし、それをテコに資金を運

用することだってできるわけです。今日、中国の旅行業は

大変混雑しているため、実現していれば少しは人の流れを

分散させることもできたでしょう。結果的に二度目の売却

計画が否決されたため、一意専心で情報産業に打ち込むこ

とに決めたのです。

二つ目の質問について、これは地政学から議論すべき問

題だと思います。ネットワークが二つに分かれることはあ

るのでしょうか？他の国や市場に進出しないなら別です

が、現在は双方が必死に斜面を登っているところです。あ

る日、それぞれが山頂に到達するでしょう。その時、「刀

を向け合う」ことは決してありません。お互いに抱き合い、
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人類の通信サービスの成功をともに讃えるでしょう。私は

決してアメリカを恨みませんし、若い頃から親米です。

中国の会社であることが損か得か、これは永遠に結論が

出ないものでしょう。得をしようとも思いませんし、損を

してきたとも思いません。我々は前進を続け、人々にサー

ビスを提供するという使命を果たし続けています。すべて

の人が我々を嫌悪し、我々のサービス提供を拒むわけでは

ありません。我々によるサービスを望む地域に我々が赴く

ことも使命を果たすことにつながるのですから、それも良

いことでしょう。サービスの提供を拒む地域に無理やり押

し付けて何になるのでしょうか？

記者 D：任 CEO の経営哲学に関して非常に感銘を受けて

います。以前、商人として政治を語るべきではないという

話がありましたが、これはなにか過去の経験や教訓があっ

てのことでしょうか？また、書籍ではラビン氏（元イスラ

エル首相）の影響を受けたと書かれていましたが、いかが

でしょうか？

任正非：「銅鑼を鳴らすのも、飴玉を売るのも、どちら

かだけにした方がいい」ということだと思うのです。私は

商人ですから政治はわかりません。仮に政治に関与して結

果が間違っていた場合、それは国にとっても害をもたらし

ます。であれば、初めから政治に関与せず、得意なことを

10
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やればいいと思うのです。

ラビン氏の生徒であると以前話したことがありますし、

私はラビン氏をとても尊敬しています。彼は「土地と引き

換えに平和を手に入れる」という原則を守ったからです。

イスラエルの人口はあれほど少なく、周りには数億人のア

ラブ人がいます。アラブ人もとても賢いわけですから、100

年、200 年すればより強く発展しているかもしれません。

ラビン氏が国境を確定し、アラブ諸国と友好関係を結ぶこ

とで数十年後の災難を回避したのです。これは長期的な構

想を持った目標です。ラビン氏は非常に偉大であり、彼が

殺害されたことは人類にとっての損失でした。

私が受けた啓発とは、すべての競争相手に対して友好的

でなければならないということです。長年にわたりファー

ウェイは競争相手を攻撃することはしてきませんでしたし、

むしろ技術交流とコミュニケーションを深めています。一

部の標準化策定領域で指導的な立場となりましたが、競争

相手に対して不利益となる行為はしてきませんでした。ラ

ビン氏が「土地と引き換えに平和を手に入れた」ことから

学び、我々は「協力と引き換えに平和を手に入れる」のです。

これは我々にとっても大変刺激になる考え方です。

皆様も覚えていらっしゃるかもしれませんが、かつて EU

でアンチダンピングの言説が高まった時、最初にその意見

に異を唱えたのがスウェーデンとフィンランドでした。恐
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らくエリクソンとノキアが政府に対して様々な働きかけを

したのでしょう。もう一つ例を挙げれば、アメリカの現在

の政策はエリクソン、ノキア、クアルコムに有利なもので

あると思いますが、彼らの CEO の発言は非常に中立的で、

我々に対して非常に友好的です。我々を排斥しようという

意図はありません。もし各国でラビン氏の思想を持ち続け

ることができれば、世界の団結と平和は実現可能なのです。

人類社会では、最終的には労働によって富を生み出す必要

があります。ラビン氏の死去は私にとって痛ましいことで

ありました。同じくジョブズ氏の死も多くの人々にとって

痛ましいことでした。彼らがもう少し長生きすることがで

きれば、世界の情報産業にどれほど大きな変化が起こった

ことでしょう。

記者 E：孟晩舟会長に関する件ですが、新しい進展がない

ようです。これについてどのようなお考えでしょうか？

任正非：まず孟晩舟は法律に触れるようなことは一切し

ておりません。アメリカの告発は根拠のないもので、これ

はアメリカの裁判で明らかとなります。娘は心身ともに良

好な状態です。彼女は現在独学で 6 つの課程を勉強してお

り、これを機に博士課程を修了する予定です。このことか

らも彼女は自信を失っていないことがわかります。彼女は

以前から日本と交流を持ち、東日本大震災で福島原発事故

11
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が発生した時も（現地の通信の復旧状況を把握するために）

日本に赴き、行きの飛行機の中で乗客は彼女ともう 1 人の

日本人だけでした。今回の事件後、ある日本人市民から励

ましの手紙が届きました。

現在、彼女は落ち着いていて、辛抱強く裁判結果を待っ

ています。これは長い時間を要しますが、真相は明らかに

なるでしょう。

コラム作家：私は本日の出席者の中の唯一の中国人で、フ

ァーウェイとの関係は『ファーウェイ――冬は必ずやって

くる』の邦訳版の出版に関わったことがきっかけでした。

この関わりを通して、ファーウェイが常に危機感を持って

いることを感じました。任さんにお伺いしたいですが、ア

メリカからの圧力などの外部環境はさておき、ファーウェ

イ社内の最大のリスクは何だとお考えでしょうか。例えば

株式構造や、後継者問題、今後の戦略方向などがあると思

いますが。

任正非：会社内部にはそれほど多くの危機はありません。

晩舟事件が起きるまでは確かに危機がありました。社員が

裕福になったせいで怠惰になりました。今回の事件以来社

員たちの結束力が高まって、よりいっそう努力するように

なりました。努力できない人は出て行くでしょう、これは

問題にならないのです。

12
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第二に、株式構造の問題ですが、一定の条件を満たせば

株を所持したまま離職することは可能ですし、会社に譲渡

することも可能です、これもなんの問題もありません。

第三に、戦略的方向についてですが、この何十年は会社

は一丸となって「情報通信インフラの整備」を目標に絞っ

て取り組んできました。数十人、数百人の時から、数万人、

さらに 10 数万人に増えても同じことに注力しています。こ

れまでこの分野で 200 億ドルぐらい投資しています。世界

を見ても一つの事業にこれほど巨額の投資を行う会社は他

にありません。上場会社は財務諸表を重視するため保守的

になり、ここまで大胆な投資はできません。ファーウェイ

は非上場会社で、財務諸表より戦略目標を実現することを

重視しますので、この戦略は変わりません。

記者 F：最後にファーウェイと日本の関係についてですが、

日本企業はファーウェイに多くの部品を輸出しています。

今後は日本企業との関係をどのように築いていくとお考え

ですか。

任正非：素晴らしい質問ありがとうございます。まず、

ファーウェイと日本企業は非常に高い補完性を持っていま

す。日本には多くのノーベル賞受賞者がいて、日本の基礎

研究はとても先進的です。これは日本の科学研究システム、

基礎研究システムに良い影響を与えています。日本は素材

13
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産業研究分野ではおそらく世界で最強でしょう。アメリカ

も強いですが。

第二に、日本の部品製造産業も世界で最も強いです。将

来はインテリジェント社会に入りますが、インテリジェ

ント社会の最大の特徴は「感知」することですね。どの

ように「感知」を実現するかと言うと、つまりセンサーで

すね。センサーの基礎は材料です。またディスプレーも材

料科学ですね。5G 産業の展開によってグローバル的には

4,000 ～ 5,000 億ドルの産業をリードしますし、IoT 産業に

も数十億ドルの利益をもたらすでしょう。

そのために日本の「軽薄短小」製品は世界中で幅広く使

われています。ファーウェイと日本企業は補完的かつ友好

な関係にあり、競争関係ではありません。我々と日本は協

業によりウィンウィン関係を築き、ともに情報産業を盛り

上げ、インテリジェント社会のために貢献していくべきだ

と思います。

最近、麻生太郎財務大臣の話を聞いて感銘を受けました。

彼の公正で積極的な話に感謝します。大きな圧力のもとでこ

のように声を出せたのは素晴らしいことです。実はファー

ウェイはずっと慎重な姿勢をとってきました。アメリカに叩

かれて強くならざるを得ませんでした。アメリカのおかげで

我々は強くなったのです。民間には様々な声がありますが、

ナショナリズムとポピュリズムは国の発展方向を代表でき
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ません。今後、日中韓は必ず自由貿易地域を形成し、経済

上の連携を通じて相互に補完し、発展していくでしょう。日

中韓の工業的自由貿易地域に ASEAN も参加して工業製品を

購入し、農産品を販売しようとすると、EU もじっとしてい

られなくなるでしょう。「我々にも多くの良いものがあり

ます。人口が多く、市場も大きいそちらと連携したいです」

と言ってくるでしょう。それが実現してから、例えば機関車

は途中でエネルギーの補給が必要でしょう、中東や中央ア

ジアには大量のエネルギーがあるため、彼らも入ってきます。

それによって非常に大きい経済圏になります。この経済圏で

日本は大きな役割を果たすでしょう。日本は早い段階で産

業化を実現し、中国はそれに比べ遅れています。多くの制度

面では時間をかけて改善していかなければいけません。軍

事覇権ではなく、経済貿易・富の創造を中心にともに調和

社会へ向かっていきましょう。各国は軍費に多く投資してい

るのですが、その分節約すれば貧困は世界からなくなるで

しょう。

今後、皆さんもよくファーウェイにいらして、日中友好

の架け橋となってください。中国ではまだ日本について詳

しくない人がたくさんいますが、日本に一度行ってみると

すぐ好きになります。日本は旅行に良い国でもあります。

田舎もきれいですし、少なくとも一軒の美味しいラーメン

屋さんがあって、居酒屋があります。川も澄んでいて、川

べりには花が咲いていて、中には何匹かの鴨もいて、鴨の
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ヒナもいます。実は日本は調和社会のモデルであってアメ

リカが学ぶべきものも多いです。アメリカはたくさんのお

金を戦争に使ったため、社会インフラが遅れています。
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任正非

中国メディア
ラウンドテーブル

2019 年 5 月 21 日、中国深セン
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中国中央テレビ (CCTV)：まず最初の質問です。私は中継を

行うインタビュアーであり、任 CEO は軍人出身です。どち

らも時間の管理には厳しい職業です。時間が経つのは早い

もので、4 か月前にも今日と同じ場所で取材させていただ

きました。その当時、世間ではファーウェイの形勢はすで

に底を打っていると見られており、多くの関心を集めてい

ました。そして任 CEO も国内、海外から多くの取材を受

けることとなりました。予想外だったことは、4 か月後の

今日、ファーウェイが直面する情勢はより複雑に、ひいて

はより厳しいものとなったことです。先程も記者の中で「ボ

ロボロの飛行機」の写真が持ち出され、私もそれを受け取

りました。任 CEO もこの写真をとても気に入っていると聞

いています。傷だらけの写真です。

任正非：私は「悟空問答」というサイトでこの写真を見

つけました。会社の状況にとてもよく似ていると思い、皆

に送ったのです。キャリアネットワーク事業本部では自分

たちこそこの飛行機なのだと考え、自らの広報に活用しま

した。しかし改めて整理してみると、実はキャリアネット

ワーク事業本部にはそこまで大きな問題はなかったので

す。それは十数年間かけて十分な準備を行っていたからで

す。現状は、飛行機を帰還させるために、飛ばしながら直

しているという状態です。

記者：この飛行機が帰還できたのは、重要な部分、例えば

燃料タンクやエンジンには損傷がなかったからだと思いま

01
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す。翼など重要でない部分が損傷しただけでした。では、

飛行中に重要な部分が攻撃を受ける可能性はないのでしょ

うか。その時はどのように帰還するのでしょうか。

任正非：二つの話をご紹介します。第二次世界大戦のド

イツと日本です。ドイツは降伏しなかったために、何も残

らないほどに爆撃を受けました。ポツダムは会議の準備の

ために残りましたが、その他の場所はすべて焼け野原にな

りました。日本も強烈な爆撃を受け、降伏しなければ米軍

によって同じ目に遭っていたでしょう。日本は最終的に妥

協する道を選び、天皇制を保持する条件で降伏しました。

完全に破壊されることはありませんでしたが、工業インフ

ラの多くが破壊されました。この時代、「何もかもなくな

ったが、人さえいればまた威信を取り戻すことができる」

という有名なスローガンがありました。数年もしないうち

にドイツは復興し、すべての家がかつてと同じように修復

されました。日本経済も急速に復活しましたが、それは彼

らの人材、教育、基盤の賜物です。これはもっとも重要な

ことです。すべてを失ったとしても「人」を失ってはいけ

ないのです。人々の素養、スキル、自信は非常に重要です。

記者：昨日、アメリカはファーウェイに対して 90 日間の

猶予を与える禁輸延期令を発布しました。この 90 日の臨

時許可についてどう思いますか。90 日間で何ができるので

しょうか。報道通りなら 90 日後に禁輸されることになり

ますが、これについてどう見ますか。
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任正非：まず、我々はすでに準備を整えていますので、

90 日間の猶予にはあまり意味はありません。アメリカ政府

の決定を我々が動かすことはできませんので、最も重要な

のは我々がやるべきことをしっかりやるということです。

また、この場を借りてアメリカ企業への感謝の意を表した

いと思います。この 30 年間、アメリカ企業とともに成長し

てきました。多くの手助けをいただき、どう進むべきかを

教えられました。ご存知の通り、ファーウェイの顧問企業

の多くはアメリカ企業であり、IBM、アクセンチュアなど

数十社に上ります。

また、アメリカの多くの部品メーカーからも、長年ファ

ーウェイをご支援いただきました。特に近頃のこの危機的

な状態に際して、アメリカ企業の正義と良心が感じられま

す。一昨日の深夜 2 時頃、輪番会長の徐直軍（エリック・

シュー）から電話があり、アメリカのサプライヤーが部品

確保に努力をしているという報告を受けて涙が出ました。

「道義にかなえば助けは多く、道義に背けば助けは得られ

ない」ことを感じたのです。今日も、アメリカの関連企業

が販売申請についてアメリカ政府と話をしているようです。

我々はエンティティリストに追加され、アメリカ企業が

ファーウェイに製品を販売する際には承認を得る必要があ

ります。アメリカは法治国家ですので、アメリカ企業は法

律を遵守しなければなりませんし、実体経済は法律のもと

で成り立ちます。メディアには、あまりアメリカ企業のこ
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とを批判しないでいただきたいと思います。皆さんにはア

メリカ企業を擁護してほしいですし、もし批判するのであ

ればそれはアメリカの政治家に向けられるべきです。盲目

的に攻撃をしても、本質を外れてしまうことがあると思う

のです。アメリカ企業とファーウェイは運命共同体であり、

それぞれが市場経済の主体なのです。

アメリカ政府は、ファーウェイの力を低く見積もり過ぎ

ているかもしれません。ここでは多く語るのは控えましょ

う。何庭波（ハイシリコン社長）から従業員宛てに送られ

たメッセージにはっきりと書かれていますし、国内外の主

要メディアにも掲載されました。先ほど、ボロボロの飛行

機の話がありましたが、主力製品以外のものには「スペア

タイヤ」がないものもあります。これらの製品は遅かれ早

かれ市場から消えるはずだったものですが、そこには影響

があるでしょう。ただ、最先端分野においてはほぼ影響が

なく、少なくとも 5G に関しては影響はありません。影響

を受けないだけでなく、2、3 年の内は他の企業に追いつか

れることもないでしょう。

  

「人民日報」記者：チップセットに関する質問です。5 月

18 日に日本メディアの取材を受けた際、「ファーウェイは

アメリカのチップがなくても問題はない」との話がありま

した。また、ファーウェイの従業員に宛てたメッセージは

02
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広く拡散され、会社は十分な自信と準備を整えていると書

かれています。その自信の根拠と、どのような準備をして

いるのかお聞かせください。

任正非：ファーウェイはアメリカのチップセットをこれ

からも必要としています。アメリカ企業は企業責任を果た

すべく現在ワシントンに申請を提出しており、承認が下り

れば、引き続きアメリカ企業からの購入、または販売をす

ることになります。（買うだけではなく、売ることで、ア

メリカ企業をより発展させたいのです。）ファーウェイは

自社の成長のみを考えて、アメリカ企業を排除するような

ことはしません。ともに成長しなければなりません。ただ

仮に、本当に供給を受けられなくなったとしても、ファー

ウェイは問題ありません。ハイエンドのチップセットは、

全てファーウェイで自社製造できるからです。今までは「1

＋ 1」政策を採ってきました。半分はアメリカ企業から調

達し、残り半分はファーウェイ自社のものを使うというこ

とです。自社製チップのコストはかなり低いのですが、高

値でアメリカ企業からチップを購入し続けてきました。そ

れは世界から孤立するのではなく、世界に溶け込むべきだ

と考えているからです。アメリカ企業との協業関係は何十

年もかけて構築してきたものであり、たった 1 枚の紙で壊

すことはできません。ワシントンからの許可が下りるなら

ば、今後もアメリカから部品を大規模に調達することにな

ります。今は非常に忙しい時期ですし、すぐには承認され
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ないでしょうから、小休止があっても構わないと思います。

承認が下りれば、アメリカ企業との取引は今まで通りに行

う予定です。我々だけで情報社会を構築するのではなく、手

を携えてともに人類情報社会の構築に努めたいと思います。

日本メディアの報道は少し過激だったと思います。我々

がアメリカと同じ水準のチップセットを製造できるからと

いって、今後アメリカから購入しないということにはなり

ません。

新華社 記者：以前、ファーウェイは一匹狼にはなりたくな

い、協業が必要だとおっしゃっていました。一方で、現在

は両方面の準備をしているという話も上がっています。現

在、アメリカの保護主義は禁輸令という形で世界のサプラ

イチェーンを破壊し、市場に混乱を招いていると理解すべ

きでしょうか。第二に、これまでアメリカはファーウェイ

について、コーポレートガバナンスや財務問題等様々な問

題を疑ってきています。ファーウェイを批判する声は主に

ファーウェイのどの部分に向けられていて、そしてなぜフ

ァーウェイがターゲットになっているとお考えでしょうか。

任正非：政治家の考えは私には本当に分かりません。ア

メリカを凌駕しそうになったからといって叩かるのは許さ

れないことだと思います。なぜなら 5G は危ないものでは

なく、人類社会に幸せをもたらすものだからです。

03
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5G のキャパシティは 4G の 20 倍、2G の 1 万倍です。ビ

ット当たりの消費電力は 4G の 1/10、体積も 1/3 になり、

70% も小さくなっています。5G の基地局は書類を入れる

アタッシュケースほどの大きさで、20 キログラムしかない

ので、電柱に取り付けたり、壁に掛けたりすることができ

ます。鉄塔は必要ありません。耐食性素材を使用している

ので、数十年経っても腐食せず、下水道に取り付けること

もできるのです。これは古い街並みが多く、中国と違って

鉄塔をあまり建てられないヨーロッパでは特に便利なもの

です。当然中国の既存の鉄塔も無駄にはしません。5G の基

地局を設置することができます。今後新しく鉄塔を建てる

必要はありませんが。サイト建設にクレーン車などは不要

となり、ヨーロッパでの工事費は 1 万ユーロ削減されます。

今までは鉄塔建設のみならず基地局設置のためにもクレー

ン車が必要で、その度に道路を封鎖する必要がありました。

5G は人の手で取り付けることができるためとても簡単で

す。第二に、5G の帯域幅のエネルギーが非常に大きく、多

くの HD コンテンツをサポートできるので、8K のテレビコ

ンテンツも簡単に伝送することができます。宣伝ではコス

トは 10 分の 1 に下がったとしていますが、実際には 100

分の 1 まで下がります。これでより多くのユーザーがハイ

ビジョン TV に触れることができ、文化の進歩も一層加速

していきます。国家の発展にとって文化、哲学、教育が重

要な基盤になります。5G は一つの社会を変えるのです。さ
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らに、遅延が非常に小さいため、工業での様々な応用も可

能です。

董さん（1 問目の記者）がエンジンは撃ち落されていな

いかと気にされていました。周縁の翼には穴が開いている

かもしれませんが、重要な部分は完全に自社が中心となっ

ていますし、それは実際に世界をリードするものです。ハ

イエンドであればあるほど、「スペアタイヤ」が十分に用

意されているのです。

記者：国際市場の秩序がかき乱されているとお考えですか。

任正非：いいえ。ヨーロッパはその流れに追随しません

し、アメリカの大多数の企業はむしろ我々と密接にコンタ

クトしています。

「環球時報」記者：先程ファーウェイへの影響という話が

ありました。ハイシリコンのメッセージは世論をかき立て

るものだったと言えます。一方、チップセット業界では客

観的な立場から中国製チップセットや、国産の主要パーツ

とアメリカ、海外企業との間に存在する差を認識していま

す。ファーウェイの自社製品と研究開発はどのレベルまで

達成しているのでしょうか。メッセージにあったように、

今後も継続的な供給を保証できるものなのでしょうか。そ

れとも限界点がどこかにあるのでしょうか。

04
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任正非：「冷や水」を浴びせる必要があるかもしれませ

ん。最も重要なことは冷静沈着でいることだと思います。

たとえ熱意に満ちて、様々なスローガンを飛ばしていたと

しても、最後の決戦の時に結果が出なければどうしようも

ありません。最終的に勝利するものこそが本物なのです。

アメリカの科学技術における研究の深さ、範囲の広さを

まず認める必要があります。これは我々にとって学ぶに値

するものです。我々にはまだ多くの不足があり、特にアメ

リカの小さな企業の中には大変先進的な製品もあります。

我々はあくまでこの業界の中で、現在のリードする地位ま

でやってきたというだけであり、アメリカの国全体のレベ

ルとの比較はしていません。ファーウェイと他の企業を比

較すればあまり差はないように思いますが、中国とアメリ

カを比べるのであればまだ大きな差があります。これは近

年の経済バブルの膨張と大きな関係があります。P2P、イ

ンターネット、金融、不動産、偽物商品…などのバブルに

より、人々の学術的な思考までもが泡のようになってしま

いました。一つの基本理論を形成するためには数十年の時

間がかかります。もし真剣に理論に取り組まず、誰もがス

ローガンばかり叫んでいるようでは、数十年経っても成長

することができません。ですから、着実に学問をする必要

があるのです。
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「澎湃新聞」記者：チップセットに関する質問です。何庭

波氏の公開メッセージを見た後、とても励まされる思いが

しました。資料によればハイシリコンは 2004 年に設立さ

れ、長年の発展により多くの分野で自社のチップセットを

有しています。当時はどのような考えに基づいて、任 CEO

あるいはファーウェイとしてチップセットの内製を決めた

のでしょうか。また、何氏が「極限での生存」という仮定

に触れましたが、現時点、つまり数日前の取材で「アメリ

カのチップセットを必要としていない」という段階に至る

までの道程を説明いただけないでしょうか。当時の推測か

ら現在の結果に至るまで、これは当初の想定通りですか。

仮にアメリカのチップセットの供給が完全に途絶えた場

合、ユーザーにはどれだけの物を提供可能でしょうか。

任正非：実際には、個人、家庭、両親を犠牲にしてきま

した…それは世界の頂点に立つという理想のためです。今

日になって、いよいよ皆が抑えきれなくなり、「世界を争う」

「世界一」とスローガンを叫んでいますが、これまではそ

れを禁じてきました。この理想のためにはいずれアメリカ

と衝突することになるのです。2000 年初めの頃、我々とし

ても「カウボーイハット」を被れないのかと悩んでいたも

のです。かつて、100 億ドルでファーウェイをあるアメリ

カ企業に売却しようと準備をしていました。契約を結び、

すべての手続きを終え、あとは先方の取締役会での許可を

待つだけでした。すべての交渉参加者がホテルでおしゃれ

05
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して、ビーチで競走や卓球を楽しみながら許可を待ってい

ました。しかしこのタイミングでこのアメリカ企業の取締

役会は任期が満了し、新しい代表取締役は短期的な視点を

重視していたため、この買収を拒否し、買収は失敗に終わ

りました。当時は会社をアメリカ企業に売ることで、アメ

リカの「カウボーイハット」を被った中国人集団が世界で

活躍することになると考えたのです。この構想が失敗した

後、我々の管理層の中で会社を売るかどうか意見を尋ねた

ところ、若手は一致して「売らない」という意見でした。

それに背くことはできませんので、いずれアメリカと向き

合うことになる、と彼らに伝えました。アメリカと「山頂」

で一戦交えるための準備をしっかり整える必要があると。

その時から、アメリカとファーウェイが「山頂」で遭遇し

た時のために準備をしてきました。ただ、最終的には我々

は山頂でハグをして、一緒になって人類社会に貢献をして

いかなければなりません。

記者：ファーウェイの他の管理層からも「顧客のためのサ

ービス提供は継続可能である」との情報が発信されていま

すが、アメリカの事件によってこれまでの大口顧客やサー

ビスに影響は生じるのでしょうか。どのように対応すれば

よいのでしょうか。

任正非：確実に、お客様へのサービス提供を継続するこ

とができます。我々の量産能力は大きなものであり、アメ

リカのエンティティリストに掲載されたことによる影響は
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さほどありません。世界中での競争力はさらに発展してい

ます。成長速度は減速しますが、想像されているほど落ち

込むわけではありません。第 1 四半期の営業収入は前年同

期比 39% の成長でした。4 月には 25% に下がり、年末に

はもう少し下がると思いますが、会社としてマイナス成長

になったり、業界の発展を妨げることにはなりません。

「科技日報」記者：仮にアメリカからの供給が途絶えた場

合、この産業にどのような影響が生じますか。また、先日

方舟子（中国の著名なネット評論家）氏が Weibo 上で「ス

ペアタイヤが高性能なのであれば、どうしてタイヤがパン

クするまで取っておいたのか」と発言しましたが、この観

点についてはどう思いますか。

任正非：もしすべての場所で「スペアタイヤ」を使うの

であれば、それは皆さんが言うところの「自主イノベーシ

ョン」になります。自主イノベーションの目的は独立独歩

ということであり、一方で我々は世の中にたくさんの友人

を作りたいのです。ですから、彼の言うような「スペアタ

イヤが優れているならばなぜ使わないのか」という議論に

はなりません。彼は我々の戦略への考え方を知らないので

しょう。我々は友人を傷つけたくはありませんし、彼らの

財務諸表がより良いものとなるよう手助けしたいと思って

います。その結果我々が調整をすることとなったとしても、

06
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手助けをしなければなりません。

先程も話したように、我々はアメリカ企業に対して彼ら

の部品を使わないと表明したわけではなく、むしろアメリ

カ企業から引き続き供給いただき、一緒になって人々のた

めにサービスを提供したいと考えています。かつてはチッ

プセット開発の経験のみならず、研究成果さえも伝えてい

ました。自分では生産せず、先方に生産を任せてきました。

ですから、世界中のサプライヤーがとても良くしてくださ

るのです。「スペアタイヤが優れているならばなぜ使わな

いのか？」スペアタイヤはスペアタイヤであり、タイヤが

壊れていないのに使う必要はあるのでしょうか？

記者：では本当に供給が途絶えた場合、産業に対してどの

ような影響がありますか。

任正非：ファーウェイに関して言えば極端に供給が途絶

えることはありません。すでに準備を整えています。年初

時点で、こうした現象が発生するならば 2 年後だろうと考

えていました。というのも、アメリカからの攻撃は、アメ

リカとの間の訴訟の判決が下されてからになると考えてい

たからです。それがどのような結果だったとしても、アメ

リカからの攻撃を受けるでしょう。つまり、まだ 2 年間あ

るので準備には十分だということです。孟晩舟が逮捕され

たことでこの「導火線」の時間は少し早まりましたが。

ご存じの通り、我々は旧正月も仕事をしており、私もそ
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の時期には従業員を励ますために回っています。旧正月の

出勤期間には警備員や清掃員、食堂従業員など、中国国内

だけでも 5000 人のサービススタッフが我々の「戦士」を

サポートしています。彼らは給料が倍になりますし、会社

の食品の調達金額も倍になります。また、サービススタッ

フにはチップも出ます。多くのファーウェイ社員は旧正月

でも実家に帰らず、会社の床で寝ています。奮闘するため

には時間が惜しいのです。ゴールデンウィークも同じで、

家に戻らない人がたくさんいます。

「網易」記者：スペアタイヤ計画に関して、これまでの長

期間、スペアタイヤ計画にどれほどの投資がされてきたの

でしょうか。 仮にスペアタイヤ計画が実際には使われない

として、今後もスペアタイヤ計画への投資を続けるのでし

ょうか。

任正非：あまりに多いのではっきりとは分かりません。

「メインタイヤ」と「スペアタイヤ」の予算、人事配置は

セットで扱われています。これまでは「メインタイヤ」を

中心に予算を割り当てましたが、現在は「スペアタイヤ」

を中心としています。具体的な数字は私には分かりません。

毎回数ページにもわたる内容の詳細な報告があり、私から

すべての詳細について確認するのではなく、マクロな考え

方について確認しています。具体的な計画について、それ

07
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ぞれのパーツの中にどのようなキーポイントがあるのか、

これは様々なものの積み重ねなのです。ですから、研究開

発のエンジニアが 8 万人、9 万人にもなるのです。

「財新週刊」記者：アメリカでの規制以降、日本、ヨーロ

ッパ、台湾の企業がファーウェイをサポートする形になっ

ているかと思います。仮にアメリカ政府の規制効果が不十

分だった場合、次の動きとして台湾積体電路製造（TSMC）

のような企業に圧力をかけるということになるのでしょう

か。ファーウェイはチップセットメーカーではありますが、

産業チェーンすべての能力を有しているわけではないと思

います。

任正非：その動きに納得できない人が増えてくれば、そ

うした人を支える人はさらに多くなるというものです。で

すからあまりそうしたことを心配する必要はないと思いま

す。現に何も起こっていないのですから。

記者： Google に関して、ヨーロッパのユーザーは今後フ

ァーウェイのスマートフォンでは最新の Android システ

ムを利用できないのではないかと大きな懸念を抱いていま

す。この点についてはどう対応されますか。

任正非： Google は素晴らしい企業ですし、とても責任

感のある企業でもあります。彼らも問題の解消のためにア

08
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メリカ政府を説得している最中です。我々としても柔軟に

対応策を検討しており、エキスパートたちがこの件にあた

っていますが、今はまだお知らせすることはできません。

「騰訊網（Tencent）」記者：現在のこの厳しい情勢は何

年続くとお考えですか。これはファーウェイにとって転換

点になるのでしょうか。

任正非：それはトランプ氏に聞くべきで、私に聞くのは

間違っています。この件には二つの側面があると思ってい

て、我々が一部影響を受けるということと、もう一つは中

国が体系的かつ着実に電子工業を発展させることを促進さ

せるものであるということです。これまで、中国が工業を

発展させるためのやり方というのは、ただ多くの資金を投

入するというものでした。橋や道路、住宅の建築の経験か

ら、資金さえ投入すればどうにでもなると考えていたので

す。しかし、チップセットでは資金を投入してもうまくい

きません。数学者、物理学者、科学者を多く投入する必要

があるのです。果たして、真剣に勉強をしている人がどれ

だけいるのでしょうか？博士論文の中で本当に目を引くも

のがどれほどあるのでしょうか？このような現状で中国が

自主イノベーションを実現することは非常に困難です。で

あれば、どうして国際的なイノベーションを行わないので

しょうか？多くの国でイノベーション拠点を建設すること

09
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ができますし、優れた実力を持つ地域があれば、現地に研

究所を設立することができます。

もちろん、今は多くの人材が中国に戻ってきています。

これは重要なことです。しかし、中国の個人所得税は海外

よりもかなり高く、中国に来るとこれほど多くの税金を納

める必要がある、ということになると「雷鋒」のような

精神を保つことはできません。雷鋒氏はすべてを国、党に

捧げました。一方で、トップクラスのエキスパートたちは

海外から中国に戻ってきたのに、優遇措置もなければ、税

金も高くなるという状況です。グレーターベイエリアでは

15％まで下がるそうですが、実際にはどのように運用され

るのでしょうか？グレーターベイエリアで戸籍を持ってい

たり、職場がなければいけないのでしょうか？場所が変わ

ればだめになるというのでは、あまり意味のない政策にな

ってしまいます。というのも、科学者は元々流動性が高い

ものです。この場所で 8 時間だけ勤務します、というよう

な人は科学者と言えるのでしょうか？海外にいる科学者が

帰国を検討できるような道筋を創り出す必要があります。

世界初の人材大移動はソ連にいた 300 万人のユダヤ人

がイスラエルに移された時のことです。イスラエルは科学

技術の先進地区になりました。そして第二次人材大移動を

迎えています。アメリカが排他的になり、多くの人材が重

要な研究に参加できなくなっています。アメリカの有名な

メディアがアメリカに問いかけています。「中国ががんの
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治療薬を開発したら、それも国家安全の脅威になるのだろ

うか？」と。アメリカ国立がん研究所から 3 人の中国系科

学者が離職しましたが、中国人が発明したがんの治療薬も

国家安全を脅かすものなのでしょうか？という問いかけで

す。多くの科学者がアメリカで仕事を続ける自信を失った

今、彼らを招き入れない理由があるのでしょうか？彼ら

はこう言います。「子供は学校に通えないし、戸籍がなけ

れば車も買えない。そして税金も高い。」であれば、政策

を調整し、世界各地から受け入れるべきです。アメリカは

200 年前はまだ先住民による不毛の地でしたが、正しい政

策によって今日では世界のリーダーとなっています。中国

には 5000 年の文明があり、これほどよい基盤があるので

すから、政策を用意して世界各地の人材が中国で起業でき

るように迎え入れるべきです。

皆さんにも考えてみてほしいのですが、東欧の諸国には

貧しい国が多いにもかかわらず、アメリカのリーダー、科

学者、金融業界…多くの人が東欧系の人です。であれば、

どうして東欧の人々を大規模に中国に集めたり、あるいは

東欧に各種研究拠点を建設したりしないのでしょうか？中

国を中心に理論研究の拠点を建設し、アメリカの包囲網を

突破するべきなのですが、現時点での実現はまだ難しいと

言えます。それは中国の基礎理論がまだ足りないからです。

それでも近年は良くなってきました。かつて全国科学大会

で数学の重要性を話したことがあります。現在では数学専
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攻の卒業生であっても仕事が探しやすくなったと聞いてい

ます。数学を勉強したいという人はどれだけいるのでしょ

うか？以前、引退したらいい大学に入って数学を学びたい

と話したことがあります。校長先生から数学を勉強して何

をするのかと聞かれたので、熱力学第二法則を研究したい

と答えました。それを使って宇宙の起源を研究したいのだ

と。とても歓迎されましたが、現在でもまだ引退できない

ので、まだ研究することができていません。当時は工学の

学生で、高等数学、つまり最も浅い数学を学びました。中

国は数学、物理、化学、神経学、脳科学…こうした分野を

多方面から努力して着実に状況を変えていく必要がありま

す。そうすることで、この世界の中で頭角を現すことがで

きるようになるのです。

中国の過去の哲学体系は玄学であり、たとえ仏教の要素

があってもそれは梵語によるものでした。三蔵法師が中国

語に訳すべきだったのですが、それをしませんでした。西

洋で広まったのは形而上学と機械論的唯物論であり、物理

学、化学、数学、幾何学…など様々な学問を生み出しまし

た。そのために工業が発達し、工業社会が構築されて全世

界を支配したのです。玄学が現在では役に立たないという

つもりはありません。仮想世界を構築するところから、中

国のゲーム業界の成長ペースは非常に早いものがあります

し、人類社会の生産方式の多くも仮想化できるかもしれま

せん。AI 分野の科学者の内、50％ほどは中国系の人間で
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す。彼らが排除されるのであれば、中国に引き込むべきで

す。基盤となるプラットフォームからイノベーションを起

こし、我々に良い基本条件を提供してくれます。

優れた人材を本当に引き込むことができれば、それは

我々の改革にとって良いことだと思います。もしこれから

も自主イノベーションにこだわるのであれば、それは多く

の貴重な時間を無駄にすることになります。

「毎日経済新聞」記者：鴻蒙システム（Harmony OS）は

ファーウェイ内部で小規模に使用されていますか。

任正非：申し訳ないのですが今日はお答えできません。

オペレーティングシステムを我々が作るということはでき

ますが、それが他のものを置き換えるとは限りません。AI

やユビキタスネットワークにとって必要なものですが、具

体的にどこに使っているのか、今はっきりとは把握してい

ません。

記者：多くの文章ではファーウェイが世界を震撼させてい

るとも伝えられています。

任正非：社員は皆素直ですから、特に驚く様子もなくい

つも通りの状態だと思います。ネットに掲載される文章は

かなり誇張されることが多いのです。例えばインフィニオ

ンからの供給を受けられなくなったというような伝聞があ

10
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りましたが、そのような事実は存在しませんでした。誰か

が捏造したということです。ですから、ファーウェイの実

情を理解するためには、ぜひとも我々の「心声社区」（社

内コミュニティ）を見ていただきたいのです。心声社区で

は会社を批判するような内容であってもそれを削除するこ

とはありません。むしろ人事部がその批判を確認し、妥当

な内容であれば調査を開始します。加えて投稿者の直近三

年間の業績を確認し、業績も優れているということであれ

ば、会社の秘書課に異動させます。具体的な問題の処理に

携わってもらうことでトレーニングをしてもらいます。つ

まり、総参謀部に来てリフレッシュをしてもらうのです。

半年後にまた元の部門に戻しますが、こうした種はいずれ

リーダーとなる人材です。逆に、常に会社を称賛する人は

我々を鈍感にしてしまいます。中身がないからです。心声

社区での会社批判はとても具体的なものですから、その内

容について分析を行います。自己批判の精神がなければ今

日まで生き残れなかったでしょう。

「財経雑誌」記者：現在ファーウェイのスペアタイヤ計画

に注目が集まっています。任 CEO は 10 年も前から国際情

勢がファーウェイに影響するという危機意識について話さ

れていました。

任正非：スペアタイヤ計画に関する発言は、エグゼクテ

11
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ィブオフィスから全社通達で公開しています。いつから言

い始めたのかは覚えていませんが、繰り返し言ってきまし

た。今までは社会に注目されていなかっただけです。現在、

我々がアメリカに叩かれるようになり、この「スペアタイヤ」

という言葉が注目されるようになりました。

記者：任社長は長年にわたり危機意識を持ち、戦略の方向

や具体的な事業継続性、マクロレベルとミクロレベルの結

び付けを思索し、考え続けてきました。予測が現実に変わ

り、想定を上回る厳しい状況の中で新たな考え方はあるの

でしょうか。米中の貿易摩擦によるファーウェイへの影響

はすでに多く表出しています。正念場だと思いますが、新

しい考えはあるのでしょうか。

任正非：まず、事業継続性はスペアタイヤ計画と合致す

るものです。スペアタイヤとは、つまり車が故障してもタ

イヤを交換すればまた走れるようになります。継続性も一

歩ずつ実現されていくもので、実は多くの製品がすでに生

産を開始しています。生産を開始しても、他社製品を排除

するものではありません。半分は他社製品を注文していま

す。毎年少なくともクアルコムから 5,000 万セットのチッ

プを購入すると以前文章に書きました。我々は他社製品を

排除したり拒否したりしたことはありません。

世界最大のスペアタイヤは原子爆弾です。原子爆弾には

どのような役割があるのでしょうか？第二次世界大戦後一
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度も使われたことはありません。しかし、中国で昇進する

政府官員のほとんどは原子爆弾とミサイルに関わったこと

があります。この二つを扱えるということは実力があると

いうことであり、国家事業に対して忠実であるということ

です。すると大臣や省長（県知事）クラスになります。40

歳そこそこで省長になれるとは羨ましい限りです。我々は

40 歳になってもまだ仕事を探す身分です。「スペアタイヤ」

は新しい名詞となりましたが、会社にとっては通常の行為

です。何庭波も一躍有名になりましたね。アメリカからの

輸出禁止令が出たその日の夜、抑えきれなくなったのでし

ょう。ここ数年はとても辛かったと思います。長年にわた

ってやっているのに、それを表立って言うことができなか

ったのですから。

記者：スペアタイヤはずっと存在し続けるが、使うかど

うかはわからない、ということでしょうか。

任正非：スペアタイヤは必ず役に立ちます。それは我々

のソリューションに合わせて設計したものだからです。使

うタイミングになった時に、初めて導入されることになり

ます。

記者：現在、ファーウェイに対して二種類の感情が鮮明に

なってきています。一つは明らかな愛国主義で、ファーウ

ェイへの支援を愛国というレベルまで持ち上げています。

12
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もう一つは、ファーウェイと社会全体の愛国主義が結びつ

いたことであり、ファーウェイを支援しなければ愛国者で

はないという状態になっています。今この感情はますます

極端になってきました。

任正非：例えば私の子供がアップル製品を使うからと言

って、ファーウェイを愛していないと言えるのでしょうか？

そうだとは言えません。この話をよくするので余承東（リ

チャード・ユー、コンシューマー事業本部総裁）は気を悪

くします。私がいつも他の会社の宣伝をして自分の宣伝を

してくれないと。ただ私が話していることは事実であって、

ファーウェイ製品を使うから愛国者だとか、使わないから

愛国者ではないと決めつけることはできません。ファーウ

ェイの製品はあくまで商品に過ぎません。好きなら使う、

気に入らないなら使わないというだけのことであって、政

治と関連付けてはいけません。ファーウェイはあくまでビ

ジネスを行う企業であり、広告でも「国の誇りのために」

というような言葉を使ったこともありません。近頃の宣誓

式ではそのような言葉を話す人もいますが、理性的でない

スローガンを話さないようにすぐに通達を出しています。

祝賀会や表彰式をやることは構いませんし、食事の席で多

少行き過ぎた発言があっても咎めませんが、ナショナリズ

ムを扇動するようなことがあってはいけません。

私はよく例え話をしますが、それはファーウェイに冷や

水を浴びせるためのものなのです。ナショナリズムは国を
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傷つけるものですから、それはいけません。国家の未来の

行先は「開放」にあります。今回の中米会談の後、中央テ

レビは「改革、開放をしなければならない」と話していて、

とてもうれしく思いました。実際、我々の開放と改革は遅

れてしまっています。WTO ではコミットした内容があるの

ですから、恩恵を得たならば約束を果たす必要があります。

もし、より早く約束を果たし、貢献をすることができれば、

より多くの友人に恵まれるでしょう。中国の資金が多すぎ

るのであれば、アメリカだけに預けるのではなく、その一

部をヨーロッパ、ロシア、アフリカ…こうした国々に預け

てはいけないのでしょうか？返済しない恐れがあるといっ

ても、彼らは国の信用を担保にしているのです。今年返済

できなかったとしても、100 年後に返済するのは許されな

いことでしょうか？中国も切羽詰まって資金が必要という

わけではないのですから、このような形でリスクを分散さ

せればよいのです。農産品であれば一国だけから買うので

はなく、ウクライナの農産品を買うこともできるのです。

そうすればウクライナも苦境を抜け出すことができます。

「科技日報」記者：チップセットには資金を投入するだけ

ではうまくいかず、物理学者、数学者が必要だという話が

ありました。そして、ビジネスを行う企業として、ファー

ウェイあるいは任 CEO 個人からこれまで度々「基礎研究

と基礎教育」についての発言や広告がありました。基礎研

13
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究と基礎教育について、ファーウェイでは具体的にどのよ

うな活動を行っていて、これらがファーウェイの将来の発

展をどのようにサポートしていくのでしょうか。

任正非：世界各国に 26 の研究開発能力センターがあり、

700 人以上の数学者、800 人以上の物理学者、120 人以上

の科学者が在籍しています。さらに戦略研究院もあり、多

くの資金を管理して各国で名の知られた大学の著名な教授

への支援を行っています。この資金に対しては投資の収益

を考慮することはなく、アメリカの「バイドール法」の原

則に基づいています。つまり受益者は大学です。こうして、

我々と関わる科学者がさらに多くなっていきます。

今日では 5G の標準で規定された内容が人類社会にどれ

だけ大きな影響を与えるのかという話が盛んに出ています

が、驚くことに 5G 標準の起点は十数年前にトルコのアリ

カン (Erdal Arikan) 教授が発表した数学の論文にあるので

す。アリカン教授がこの論文を発表して 2 か月後に我々の

目に留まり、この論文を中心に各種特許を研究することと

なりました。少しずつ研究を進め、これまで数千人を投入

してきました。10 年間かけて、我々がこのトルコの教授の

数学論文を技術と標準規定に変換したのです。ファーウェ

イは世界の 5G 関連基本特許の内 27% を保有しており、こ

れは世界一の数字です。トルコの教授はファーウェイ社員

ではありませんが、彼の研究室への資金援助を行っており、

より多くの博士課程学生を募集できるように支援していま
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す。博士課程学生を支援しているのです。日本でも、ある

大学教授を支援しており、彼の 4 人の学生には皆さんファ

ーウェイで仕事をしてもらっています。研究室でそのまま

仕事をしてもらっています。それに加えて、教授はさらに

4 人の学生を集めることができるようになり、つまりは 8

人の博士課程学生が研究を手伝っているということになり

ます。そしてすべての論文の権利は教授に帰属し、ファー

ウェイに帰属するものではありません。もし我々がその成

果を必要とするのであれば、ビジネスとして取引が必要で

す。これはアメリカの「バイドール法」のルールです。こ

のような切り口からより多くの科学者を生み出しています。

先週、世界科学者大会を開催しました。私は現場には行

きませんでしたが、中継を通じて私の部屋で動画を見まし

た。その際、たくさんの若手科学者が来て技術の通訳をし

てくれました。皆さん博士で大変優秀な方です。これらの

論文が未来の人類社会にどのような意味を持つのか説明し

てくれました。我々にはこうしたグローバルな交流が常に

あり、我々はエネルギーを吸収し、彼らも我々からのニー

ズを吸収することで、情報が広がり続けることとなります。

欧米企業は人材争奪において我々よりも長期的な視点を

有しています。才能があると認められれば会社でのインタ

ーンに参加し、育成のために人を割り当てます。これは大

学を出てから就職活動をすることとは全く異なる概念で

す。アメリカ企業と人材を奪い合う機会が増えましたが、
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我々の実力はまだ足りません。世界各国の優秀な大学生に

対し、大学 2 年生からオファーを出すようにしています。

こうした子供たちはとても優秀で、例を挙げればノヴォシ

ビルスク大学では 6 年連続で世界コンピューター大会の金

賞、銀賞を獲得していますが、これまでは受賞者全員を 5、

6 倍の報酬で Google に採用されてしまっていました。今年

からは Google よりも高い報酬を提示して彼らを採用しよ

うと考えています。ロシアの地でイノベーションを起こし、

Google と人材を争うことになります。我々は科学者のイノ

ベーションを支援したいのです。科学者に成功は求めてい

ません。失敗もまた成功です。それは人材育成につながる

からです。このようにすることで、絶え間なく前進を続け

ていく可能性が出てきます。

「界面」記者：ファーウェイのラボを見学しましたが、防

食設備、熱伝導など多くの新しい発明がありました。実は

すべて高校化学の理論なのですが、実際に使うとなるとと

ても不思議なものに見えます。これこそが任 CEO の言う基

礎科学と基礎教育の一種なのでしょうか。こうした基礎科

学の蓄積は、今の重要な時期に会社をどれだけ支えられる

ものなのでしょうか。 

任正非：原子爆弾の核分裂連鎖反応式は実は中学生でも

学ぶものですが、原子爆弾を作り出すのは難しいことです。

14
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基礎科学も理屈は簡単ですが、いざやるとなると非常に難

しいのです。ですから、海外のとても小さな発明に見える

ものであっても、様々な発明を組み合わせることで、数千、

数万の特許が小さな部品になっていくのです。

「新浪」記者：現在、数学と基礎研究への投資を強化する

ことが議論されていますが、世界と比較したとき、ファー

ウェイの投資はどれほどのレベルにあるのでしょうか。ま

た、なにをきっかけとして基礎研究の重要性を認識したの

でしょうか。今後のこの分野への投資目標と期待値はどれ

ほどでしょうか。

任正非：一つの例を挙げれば、P30 スマホのカメラも数

学なのです。カメラの写真は撮るものではなく、アルゴリ

ズムで計算されたものになっています。人間の目は一億個

のレンズに相当しますが、カメラにはただ一つのレンズし

かありません。スマホは一つのレンズに入ってくる光を、

アルゴリズムによって数千万個のビジュアルレンズに分解

し、それを復元しています。社内の数学者は「人間の目よ

り優れたスマホを生み出そう」というスローガンを掲げて

います。私は社内のスピーチでそれを批判したこともあり

ます。その必要がないと思ったのです。しかし、彼らも譲

らないので仕方ありません。彼らは「スマホを使って月を

撮ると、1000 キロの距離でも撮れる」と言っています。こ

15
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れは本当かもしれません。数学なので、微弱な信号であっ

ても復元できる可能性はあります。

フランスのニース研究所で彼らに会った時にこのように

話したことがあります。「ニースの海は青い。空も青い。

では数学者の公式はなぜ青いのか？」以前の画像はブルー

の色味が強かったのです。現在は修正されたようですね。

スマホはここまで急速に進化しましたが、これは「スペア

・タイヤ」戦略によるものです。本来キャリアネットワー

クのために用意された「スペア・タイヤ」は端末部門に回

されました。端末部門は水を得た魚のごとく、3 か月ごと

に製品世代が入れ替えるようになりました。数学者の貢献

が大きかったと思います。もちろん、物理学者が作った光

の三色センサーも重要です。

ですから、電子工業が外部から購入した部品を組み合わ

せる段階に留まっていては不可能です。もちろん、彼らに

もアルゴリズムはありますが、それは他社のアルゴリズム

を使用しているだけです。パーツにその分のコストを上乗

せしてから彼らに販売しています。この分野では、我々は

世界をリードしていて、世界の最先端に立っています。

「環球網」記者：アメリカは自らファーウェイを叩くだけ

ではなく、ヨーロッパの同盟国も引き込んでファーウェイ

に対して圧力を加え、封じ込めようとしています。もしア

16
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メリカが今後もヨーロッパの同盟国に対し、ファーウェイ

への扉を閉ざすよう強硬に求めるのであれば、任 CEO 自

らイギリスのダウニング街 10 番地やフランスのエリゼ宮

などを訪問し、より直接的、効果的なやり方で閉ざされた

扉をこじ開けるということはあり得るのでしょうか。

任正非：かつてはよくダウニング街 10 番地にアフタヌ

ーンティーをしに行ったものです。世界との結びつきを学

ぶためにはどうすればよいのかと聞かれたので、アフタヌ

ーンティーと答えたのです。そこで、私を迎えるためにダ

ウニング街でアフタヌーンティーを用意していただきまし

た。我々は各国の指導者とも繋がりを持っています。各国

にはそれぞれの利益がありますし、すべての人を従わせる

ほどの強い力はアメリカにはありません。

「鳳凰網」記者：昨年はスマートフォンメーカーによるバ

リアフリーへの支援に注目していました。テクノロジーの

進歩は障害者に非常に役に立つものですし、ファーウェイ

は有望な企業だと思います。先週 5 月 16 日は世界アクセ

シビリティデー（Global Accessibility Awareness Day）

でした。先進的なハイテク企業として、バリアフリーにお

いてどのような貢献をしてきましたか。また、今後はどの

ような計画があるのでしょうか。

任正非：以前に日本で我々のスマートグラスを試したこ

17
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とがあります。数千キロ以上離れた従業員の操作を見るこ

とができ、リモートで彼らの操作を指導することもできま

した。スマートレンズをかけると、すべての図面情報がレ

ンズにあるため正しいところや間違ったところをすべて指

導することができます。これは既に実現しているものです

が、商用されたかどうかは分かりません。

障害者への支援は、今後実現することができますが、今

どこまで進んでいるかはまだ分かりません。彼らに電話で

確認させましょう。理論上、脳神経を刺激することで実現

できます。私がかけたのはワイヤレスのレンズなので、数

千キロ以上離れた社員の作業工程を見ることができます。

科学者が見せてくれたのはまだデモなので、商品化が決ま

ったわけではありませんし、現時点でまだお約束はできま

せんが。

    

「鳳凰網」記者：アップルは基礎教育を長年重視してきて

おり、とても良い結果を残しています。iPad、iPhone は

子供の学習にも活用されています。ファーウェイでは基礎

教育を高く重視していますが、基礎学科を含めてファーウ

ェイではどのような努力をされてきたのでしょうか。口先

だけではいけないと思います。ぜひ教育についての見方を

教えてください。

任正非：民族全体の文化的素養を向上させることは国の

18
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基本的な責任です。素養を向上させることへの責任を担う

ことができる企業は存在しません。教育の話をしたからと

言って、自分で教育に従事するのは間違っています。

中国が今後アメリカと競争をしていくためには、教育を

向上させる以外の道はありません。教育ツールの商品はま

た別の話であり、最も重要なことはやはり教師を重視する

ことだと思います。教師が尊重されるようになると、多く

の人が教師になりたいと思うようになります。深センの教

師が尊重されるようになると、給料が上がり、253 人が 1

つのポストを争うことになりました。ファーウェイでは清

華大学付属高校を支援して清瀾山学校を建設しました。校

長先生は、学費が高いので将来は中国一の学校になるだろ

うと言っています。この学校では 2000 人ほどしか募集を

していませんが、社会全体に開放されており、ファーウェ

イ社員もこぞって子供を通わせようとしています。入れな

かったからと言って私を頼る人もいますが、それはどうし

ようもないことです。

教師の政治的な立場が向上し、経済的待遇が良くなって

はじめて教育を大きく発展させることができるのだと思い

ます。どうしてこれほど思い入れが強いと思いますか？私

の両親は田舎の教師で、貴州省の最も辺鄙な場所にある少

数民族地区で農村教育に従事していました。生涯をかけて

教師を務めたその両親が子供に伝えた言葉は一言、「絶対

に教師になってはいけない」というものでした。教師でさ
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えも自分の子供を教師にさせないというのであれば、国全

体で後継者がいなくなってしまいます。彼らの政治的な立

場の低さ、他人から浴びる軽蔑、経済的な待遇の厳しさな

ど、その苦しみを私も自ら感じたのです。実際、彼らと暮

らす中でこの苦しみを体感したので、教師という道を選び

ませんでした。

「中国経営報」記者：二つ質問があります。まず会社の今

後の展開について、現在は業務領域別の規模はコンシュー

マー向け、通信事業者向け、法人向けの順に並んでいます。

任 CEO の予想として、5 年、10 年後にこの 3 つの業務領

域の売り上げにおける比率はどのようになると思います

か。また、ハイシリコンについて、現在の状況の中でハイ

シリコンは今後ファーウェイの中でどのように位置付けら

れるのでしょうか。

任正非：ハイシリコンはファーウェイのサポートチーム

として、ファーウェイという主力部隊とともに前進します。

戦車部隊の給油車、架橋機、担架隊のような役割を果たす

という位置付けです。3 つの業務領域の中でも、利益の大

きな部門の発言権が最も高いということではなく、ネット

ワークをつなげる部門がなければ世界に覇を唱えることは

できません。アメリカが攻撃するのはこの部門ですし、「ボ

ロボロの飛行機」が象徴するのもこの部門です。改めて整
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理したところ、この部門にはあまり問題がないということ

がわかりました。長い間準備をしてきたため、むしろほか

の部門が問題を抱えています。5G、光伝送、コアネットワ

ークなどの分野はダメージを受けることなく、長期間にわ

たって世界から何年もリードすることができます。

「第一財経日報」記者：近日ハイシリコンによる採用情報

が注目されています。世界各国から従業員を募集・採用し

ていますが、将来ハイシリコンはどのタイミングで独立す

るのでしょうか。

任正非：独立することは決してありません。ハイシリコ

ンは主力部隊の中にある「給油車」、「担架隊」、「架橋隊」

であり、主戦部隊ではないのです。独立することがあり得

るでしょうか？ネットワークをつなげる部門こそが主戦部

隊です。将来の売上高は必ずしも他の部門より高いとは限

りません。「エベレスト」はそこまでの量を提供できない

かもしれませんが、「エベレスト」が世界に対して持つ意

味は重要です。戦略高地です。アメリカはこの戦略高地を

手に入れるために、そして攻略ができないために行政的な

手段を使うのです。金銭だけを見てこの戦略高地を放棄す

ることはあり得ません。主従の関係が変わることはありま

せん。

20
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「第一財経日報」記者：ファーウェイは事業継続性マネジ

メントの準備をしていると言いますが、サーバーや基地局

などを構成する部品数は膨大なものになります。任 CEO の

楽観的な見方はどこから来るのでしょうか。  

任正非：問題を整理し、すべての問題をそれぞれ解決し

ていくということです。

「人民日報」記者：研究開発に関して、ファーウェイの研

究開発への投資は非常に大きなものですが、今後ファーウ

ェイでは特にどの分野の研究開発を重視していくのでしょ

うか。技術の蓄積にはどのようなものがありますか。

任正非：この 30 年、常に同じ「城壁の突破口」を目が

けて突撃してきました。数十人、数百人がこの「突破口」

を狙い、数万人、十数万人になってもこの「突破口」を攻

撃しています。いずれこの「突破口」は攻略できるでしょ

う。加えて、この「突破口」を砲撃する「弾薬量」は毎年

200 億ドルの研究開発費用です。世界中を見渡しても、我々

と同じように一つの「突破口」目がけてこれだけ多くの砲

撃を加えることができる上場企業は存在しません。

我々は「情報トラフィックの通信をスムーズにする」こ

とだけを目標に努力をしてきました。端末は「水道の蛇口」

であり、キャリアネットワーク事業本部は「水道管」です。

21
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こうすればするほど世界をリードできる可能性が高まり、

世界で一定程度のふさわしい地位を獲得しやすくなるので

す。しかも砲撃量は今後もますます多くなります。多少財

務上での挫折があったとしても、技術への投資に影響する

ことはありません。生活費はすでに十分あるので、社員は

そこまでお金に執着はしません。多くの研究者の奥様たち

は節約をしてしまうので、それに私は文句をつけています。

ファーウェイの誰こそが雷鋒なのかと聞かれたことがあり

ます。そこで、高価なお店に行き、いくつかバッグを買っ

て帰る人を見つけたらご主人の勤め先を聞いてみてくださ

いと言いました。もしファーウェイの人であればその人の

社員番号を検索すると雷鋒だというわけです。せっかく主

人がたくさん稼いでも、奥様が使わないのであればモチベ

ーションがなくなってしまいます。我々は今後も同じ分野

を進み続けます。転換することはありません。

ネット上では我々が自動車を生産するという話が伝えら

れていますが、それはしません。というのも、我々の扱う

コネクテッドカーの領域はあくまで世界の最大手自動車メ

ーカーのサプライヤーとしての立場です。車載コンピュー

ティング、車載電子機器がメインであり、その産業は大き

なものになるかもしれません。他社と協力してともに自動

無人運転を実現します。その際に車にファーウェイのロゴ

が付いたとしても、それはファーウェイが自動車を生産す

るということにはなりません。
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「捜狐」記者：任 CEO は基礎教育を大変重視されていま

すが、今後何らかの形で基礎教育に参入する可能性はあり

ますか。

任正非：基礎教育は国の責任であり、企業としては企業

のやるべきことを果たしていかなければなりません。我々

は主戦部隊であり、「戦車部隊」が前進する際に子供が何

人か紛れ込んでいたり、漢字ドリルを持っていては「上甘

嶺（朝鮮戦争の激戦地）」を奪取することができません。

人類のためにこれほどまでに膨大なネットワークを建設す

ること、これこそが我々の最大の社会責任です。世界中の

30 億人の人々を我々が接続しているのです。特にアフリカ

地域では収益にならないという理由で欧米諸国の企業が関

与しませんので、ファーウェイが接続を確立したのです。

もしファーウェイが消えてしまうと、それこそ世界に脅威

を与えるのではないでしょうか。

我々が直接教育業へ参入することはありません。なぜな

ら我々の主要部隊はさらに縮小され、重要性の低い組織は

削減されるからです。削減されて、民兵組織として私有化

されて我々とともに前進することになります。淮海戦役の

ように、農民工が一輪車を押して食料を届けるのです。ただ、

報酬を与える必要があります。今年の旧正月期間中に社員

が残業する間、5000 人ほどのスタッフがサービスを提供し

ました。それは民兵組織とも言えます。旧正月中は物価が

倍くらいになりますし、スタッフにもボーナスを支給し、

すぐに現金化します。
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「21 世紀経済報道」袁一泓：我々から見るとファーウェイ

の管理哲学、管理理念は任 CEO の管理哲学と管理理念で

すが、ファーウェイの管理哲学と管理理念の真髄は何だと

思われますか。これまで世界の管理哲学は長い間欧米諸国

が主導してきましたが、中国の管理哲学や管理理念を今か

ら世界へ発信すべきだとは思われますか。ファーウェイの

秘訣が書かれた書籍が市場に出回っていますが、ファーウ

ェイには本当に秘訣が存在するのでしょうか。そして、そ

れを他社にコピーされる可能性はありますか。

任正非：ファーウェイに哲学はありません。私も哲学を

学んだことはありませんし、哲学書を真剣に読んだことも

ありません。市販されている書籍を読んだこともありませ

ん。恐らく誰かが作り上げたのでしょう。外部で流布して

いるファーウェイ哲学とは、様々な人が適当に話している

だけなので特別なものではありません。ファーウェイに哲

学があるとすればそれはただ一つ、「お客様志向、お客様

のために価値を生み出す」ということです。お客様のポケ

ットからお金を取り出すには、3 つの方法があります。ま

ずは奪うこと。これは犯罪です。続いて盗むこと。これも

してはいけません。拘置所で数日拘束されます。3 番目は

お客様が喜んで購入すること。優れた商品とお客様が必要

とするサービスを提供することが必要です。これが唯一の

秘訣だと思います。

我々のキャンパスにあるカフェでさえも商売が繁盛して
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います。なぜでしょう？それは偽物を作らず、こつこつと

真剣に経営したからです。以前のカフェは 5、6 名の社員

が高い給料や株を受け取って経営しているにも関わらず、

ずっと赤字でした。それで彼らに起業するように私から持

ちかけました。それぞれが 1 店舗立ち上げると、大体 7、

80 万元儲かります。「以前は赤字だったのに、今は儲けて

いる。何をして儲けているのか？」と本社の人間が監査に

行きたがるので、私は監査をするならばその度に一人ずつ

リストラすると伝えました。それはなぜでしょう？その部

門の人数が多すぎて、無駄なことをしているということで

す。家賃や光熱費をしっかりと納め、衛生面で問題がない

のであれば、社員が気に入ったものにそれ以上干渉する必

要はないのです。ですので、我々はバックオフィス部門を

できる限り縮小します。世界 170 の国・地域に合計 18 万

人の従業員がいるにも関わらず、バックオフィスに所属す

る従業員は 703 名しかいません。

新華社記者：近日、任 CEO の持株従業員総会でのスピー

チを見ました。ファーウェイではガバナンス規定文書が採

択され、マイルストーンとなる進歩だと話されていました。

その際ファーウェイのガバナンス体系についての内容もあ

りましたが、ファーウェイのガバナンスの方向性をお聞か

せください。

25
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任正非：実際には、会社のガバナンス体制もガバナンス

関連規定もすべてネット上で公開しています。取締役会の

改選には 1 年以上の時間をかけ、9 万人以上が参加しまし

た。学習と対外普及を進めていますが、これまでメディア

があまり関心を持ってこなかっただけのことです。ご質問

に対してこの場で完璧な説明を申し上げることはできませ

ん。これは一つの体系なのです。

記者：ファーウェイは将来どのような企業に、あるいはど

のような方向性に発展していきたいと考えていますか。

任正非：資本を導入すること以外であれば、すべてのこ

とについて検討の余地があります。

中央テレビ 記者：とても印象的な点があり、それは任 CEO

がかなりの危機感を有しているということです。チップセ

ットは十数年前からスペアタイヤ計画があったといいます。

このような危機意識はどこから形成されたのでしょうか。

任正非：いつも叩かれているので危機感を覚えるのです。

「36Kr」記者：多くの質問が出ましたが、ファーウェイに

はスペアタイヤ計画があり、現状についても楽観的という

ことでした。では、現在最も心配されているのはどういう

26
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ことでしょうか。今回の事件はご家族にも影響が出ていま

すが、家族との日常のやり取りが任 CEO の考えに影響す

るということはあるのでしょうか。

任正非：私の家族を捕まえるということは、私の意思を

揺るがそうということですし、私の家族から受ける励ま

しも私の意思を鼓舞するものです。娘からの手紙には、長

期戦になることを想定しているのでその気持ちを整えるこ

と、また楽観的であることが書かれており、私もほっとし

ました。プレッシャーがかなり軽くなりました。個人や家

族、ファーウェイという観念を超えて、この世界の問題を

考えなければなりません。さもなければ私は客観性を失っ

てしまいます。

海外の記者と交流をすると、彼らもとても率直な意見を

持っています。渉外・広報本部が全文を本に仕立てたので、

本日皆様にお配りします。どうしてこれほど多くの交流を

重ねるのでしょうか？もし狭い視野に立てば、我々は欧米

メディアと争うことになります。もしかしたら皆さんとも

争うことになるかもしれません。ですから、自分自身の立

場を超えて交流を行うことで、平等に問題を検討したいと

思うのです。

ファーウェイの管理層のほとんどは自分自身の利益や企

業の利益から問題を扱うのではありません。グローバルな

観点に立っていますし、世界でも我々を受け入れ、応援し
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てくれる友人は非常に多く存在します。

中央テレビ 記者：私は自主知的財産権、自主イノベーショ

ンの問題に注目しています。自主知的財産権、自主イノベ

ーションこそが未来への活路だと考える人も多くいます。

任 CEO は先程ハイシリコンをスペアタイヤとして生存し続

けると話されましたが、それは自主イノベーションがベー

スにあるということです。一方で、「飛行機」の重要でな

い部分に関しては場合によっては放棄するべきで、時間や

労力を無駄にすべきではないともおっしゃっています。ど

うしてこれほど大きな違いがあるのでしょうか。

任正非：自主イノベーションは考え方としては奨励に値

しますが、人類の文明をベースとするイノベーションこそ

が正しいものです。すべての科学者は自主イノベーション

を行っていますが、それはなぜでしょうか？彼らは不思議

なテーマを扱っているので、誰にも理解できないのです。

しかしながら、テクノロジーのイノベーションのためには

先人の肩の上に立って前進する必要があることを理解しな

ければなりません。例えばハイシリコンも初めから自主イ

ノベーションを行っていたわけではなく、他の人にも多く

の知的財産権に関わる費用を納めています。クロスパテン

ト協定を結んだものもありますし、永久ライセンスという

形もあります。私の中にあなたがいて、あなたの中に私が

28
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いるという形です。他の人が作った内容をベースに、我々

のイノベーションを載せていくのです。

自主イノベーションを奨励することには同意しますが、

その定義を明確にする必要があります。同じものを作り出

したとしてもそれをそのまま使うことはできず、発明に費

用を支払う必要があります。これが法律であり、先に申請

した人間に権利が帰属します。無線通信を一番最初に発明

したのはアレクサンドル・ポポフですが、ロシアでは秘密

保持のためにこの発明を公表させませんでした。その後イ

タリアのマルコーニが先に申請を行ったため、無線通信の

発明権は「マルコーニ」のものとなりました。飛行機の発

明者もライト兄弟ではありません。彼らは飛行を行っただ

けであり、真の発明者はジューコフスキーなのです。ジュ

ーコフスキーの流体力学公式から翼をどのように押し上げ

るのかということが分かり、揚力流体力学の基礎が出来上

がりました。また、今日でも中国の航空機用ジェットエン

ジンはなかなか基準に達しませんが、ジェットエンジンを

発明したのは実は中国人なのです。鄧小平がスペイエンジ

ンを導入するためにイギリスを訪問した際、スペイからエ

ンジンを売ってもらえることになりました。鄧小平が軍用

のエンジンは売らないのかと聞いたところ、イギリス側か

ら同意を得ることができました。中国は民用エンジンを中

国民航機用の部品として導入する予定でしたが、イギリス

人が軍用エンジンも売るということになったのです。H-6
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型爆撃機に使われているエンジンです。鄧小平が立ち上が

ってイギリスの科学者に敬礼をすると、イギリスの科学者

は驚き、すぐに返礼をしながら「中国の科学者による素晴

らしい発明に感謝します」と言いました。帰国した鄧小平

が発明者を調べると、呉仲華という人物で、湖北省で養豚

をしていたのです。急いで北京に戻し、熱物理研究所の所

長としました。呉仲華の研究からさらに深めて、ジェット

エンジン理論でのブレイクスルーを果たすことはできない

のでしょうか？現在、航空機用エンジンの設計は実験科学

であり、理論科学ではありません。一方航空機そのものは

必ず理論科学なのです。ショイグの航空機に関するスピー

チを見てみてください。アメリカの飛行機はとても精密な

ものであり、飛行時間は 4000 から 5000 時間になります。

ロシアの飛行機はそこまで先進的ではなかったため、1000

時間しか飛ぶことができませんでした。ショイグの問いか

けは、戦時中に 1000 時間も飛べる飛行機があるのだろう

か？というものです。ほとんどは 1000 時間もしないうち

に撃墜されてしまうのだから、4000 から 5000 時間も飛ば

す必要がなく、しかもコストも高くなってしまうと。実戦

でのニーズが彼らの航空機デザインの原則を確定させたの

です。また、飛行機の飛行速度が遅く、金属の表面が滑ら

かに成形できないという指摘をしたため、ロシアでは翼に

何層にもコーティングをかけて、高速飛行時の空気の潤滑

作用の問題を解決しました。こうすることでロシアの航空
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機の飛行速度も飛躍的に高まったのです。F22 ステルス飛

行機のステルス原理も 1950 年代に旧ソ連の数学者が発明

したのです。数学者に言わせると、ダイヤモンドカットに

はステルス性があるというのですが、旧ソ連ではこれを長

年研究した結果意味がないものと判断しました。それは実

現不可能であり、意味がないと判断されたのです。そのた

め論文の公開が許可されたのですが、アメリカ人にとって

はまさに宝物となりました。20 年の時間をかけて F22 ステ

ルス機を作り出したのです。もちろん、現在となってはメ

ートル波レーダーによって F22 は再び見えるようになって

います。

中国も 1950 年代には多くの創造的な科学者がいたので

す。しかし今はとても粗雑でバブルのような学問の雰囲気

となっています。この雰囲気の中で、中国の基礎科学研究

の競争力の基盤を固めることが果たしてできるのでしょ

うか？ですから、やはり学問の雰囲気を改める必要があ

ります。

記者：お話の中でとても重要な内容がありました。自主イ

ノベーションの定義とはいったいなんでしょうか。任 CEO

が反対されているのは、封鎖的、反復的な自主イノベーシ

ョンでしょうか。

任正非：自主イノベーションが心がけであればそれは支

持しますし、実際の行動として行うのであれば反対します。
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記者：仮にそう定義するのであれば、ハイシリコンを反証

として皆さん持ち出すのではないでしょうか。

任正非：ハイシリコンもまた他の人の肩の上に立ったイ

ノベーションです。

朱広平：自主イノベーションとはすべてを自分でイノベ

ーションするということではありません。イノベーション

で最も重要なこととは体系の中で最も重要な部分を掴むと

いうことであり、すでに他の人が作り上げた「タイヤ」を

大量に複製するということではありません。そこには意味

がないのです。任 CEO は数学を強調していましたが、数学

の核心とは「必然の結果とその理屈」についての問題を解

決するということです。例えば、鍬を作ることは簡単ですが、

その鍬の背景にある原理をご存知でしょうか？どのような

形が最適なのでしょうか？このようなものはすべて実験を

行うことができますが、その背景にある原理とは一体何な

のでしょうか？実験と理論の間にどれほどの差があって、

その極限はどこにあるのか。これらはすべて理論によって

証明する必要があるのです。

記者：反論させてください。自動車製造業では李書福を自

動車業界の雄だと称賛する声があります。資金を投じてボ

ルボをも動かしたからです。一方で、エンジンを持ってい

ないために不安定な巨人だとも言われています。世界の大

多数の自動車企業はエンジンを作っていますが、我々は持
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っていないと。このような状況下で、自主イノベーション

はますます重要なのではないでしょうか。

任正非：李書福に反対するわけではありません。ただ、

ショックアブソーバーやタイヤは自主イノベーションなの

でしょうか？ドイツの自動車製造を見てみましょう。ドイ

ツのシュトゥットガルトに行った際、工学院の院長が、入

学してまだ数週間しか経たない一年生の授業を見学させて

くれました。一人に一つ鉄板と歯車の図面を配布し、全員

にやすりを使ってこの歯車を作らせるのです。作るだけで

はだめで、減速機に入れて実際に動かし、それをクリアし

て初めて評価されます。これがドイツ車の基礎になるので

す。ヨーロッパ車と中国車にどのような違いがあり、どう

してそれほど高く売っているのか？それは信頼性が高いと

いうことです。誰でも車を作ることはできますが、それが

最も良い車であるかは別の話です。自動車を生産するため

には、人類による多くのテクノロジー文明を活用する必要

があり、これは自主イノベーションとも異なるものです。

朱広平：自主イノベーションとはすべてを自分で複製する

ということではなく、自分の長所を見つけるということな

のです。よく短所を補うことが話題に上がりますが、本当

の問題とは長所がどこにあるのか、ということなのです。

任正非：短所の部分は他の人から買ってくれば良いので

す。自ら生産する必要があるのでしょうか？
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記者：仮に自分が持っていないもので、他の人のものを買

いたくても買えないという場合にはもうどうしようもない

のでしょうか。

任正非：我々のような極端な状態に陥ることはそうそう

あることではありません。多くの人はこのような道を通る

ことはないのですし、人類の文明の力を借りて前進するべ

きです。自主イノベーションというのであれば、鋼板の原

材料はどこから来るのでしょうか？それも他人のイノベー

ションであり、自分のものではないのです。

中央テレビ 記者：ファーウェイの現在の状況はあくまで個

別の一例なのでしょうか。それとも、将来中国企業が頻繁

に直面する事態なのでしょうか。

任正非：中国の具体的な社会問題を研究したことはあり

ません。今も渉外・広報本部に迫られて対外的に話をして

いるのです。つまり、私を「盾」として「銃弾」を防いで

いるのです。私も言われる通り戦場に上がりますし、年を

取りましたから、死んでしまってもそれは仕方がないでし

ょう。ですから、私は会社内部に存在する問題と世界中の

関連する分野の技術に主な関心を向けています。我々の戦

略の誤りを見つけるためです。自分の家族との関係もうま

く扱えていないのです。子供たちとの交流は少なすぎまし

たし、妻との交流も少ないのです。彼女からは「会社のこ

29
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とばかり気にかけていて、家族は気にも留めない」と言わ

れています。この上に社会へ注目をするのであれば私の家

がなくなってしまうかもしれません。ですから、私が社会

への評価をすることはできませんし、中国国内の他の企業

を研究する余力もありません。

「財経週刊」記者：アメリカ国防省から話が上がった周波

数への懸念について、これを解決する方法はありますか。

任正非：今解決している最中ですよ。

「虎嗅」記者：これまでの取材についてまとめた冊子を読

ませていただきました。その中で、外部からの質問には全

くもって理解しがたい質問も存在します。実際には国と国

の間の相互理解やイデオロギーに関わるものすらあります

が、これをどのように改善していくべきだと考えています

か。今後、ファーウェイの海外での姿勢や広報する内容を

変更することは検討していますか。

任正非：ファーウェイは広報ではなく、顧客に質の高い

サービスを提供することを通してイメージの問題を解決し

ていきます。製品はとても先進的ですから、顧客はファー

ウェイの製品を使用すればその良さが分かります。一つ例

を挙げれば、韓国 LG の会長から 300M の LTE を開通した

30
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いと頼まれ、私は当時それに反対しました。しかし彼は通

訳 2 人を連れて私を説得しにきたのです。私は 100M あれ

ば十分で 300M は必要ないと言いましたが、彼はあくまで

300M を主張したので、結局要求に応じて 300M の機器を

販売しました。その後、ローマ法王が韓国を訪問し、1.3

平方マイルの会場に 30 万人が集中して皆が携帯で 300M

の動画通信をすることになったのですが、ネットワーク

はパンクしませんでした。2 番目の例はハッジのサポート

です。これまではどの通信事業者もハッジの度に通信の中

断が発生していましたが、我々がサポートを行うようにな

って以降、一度も通信は中断していません。祈りの前には

400 ～ 500 万人のイスラム教徒が電話の電源を切り、その

後、ほぼ同時に電源を入れるためユーザー認証が一斉に発

生しますが、ネットワークに異常は起きませんでした。こ

れらはファーウェイが世界に見せつけるイメージであり、

メディアによる広報を通してイメージチェンジをすること

はありません。

例えば、イギリスでは光学チップ工場に投資しています。

将来的にはイギリスをこれらのチップの輸出センターにす

るためであり、ドイツと日本にもこのような工場を持って

います。あくまでもニーズが土台であり、イメージ作りの

ためではありません。我々がほしいのはイメージではなく

受注なのです。
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「観察者網」記者：昨日はファーウェイの株主構成に関す

る展示室を見学し、二つの感想と疑問が浮かびました。ま

ず、ファーウェイの株主構成は東アジアの主要ハイテク企

業とは全く異なる道を進んでいるということです。例えば

サムスンや TSMC であれば、海外団体や外国人が持株の

50％以上を占めており、欧米資本が東アジアの先端ハイテ

ク企業から資本による収益を手にすることになります。こ

の違い、および資本による収益というテーマについてどの

ようにお考えですか。また、ファーウェイの株主構成はフ

ァーウェイに最も適した形を探索した上でたどり着いた形

であり、これまで数年の間にもファーウェイと欧米メディ

アの間に交流があったかと思います。しかし、昨日の説明

を聞くと多くの欧米メディアには誤解があるように感じま

した。それは社員全員が株式を保有するわけではなく、あ

くまで社員全体に対するインセンティブ計画であると理解

しているようです。これは欧米の二面性を体現するもので

あり、欧米のハイテク企業は人材、技術を重視するという

尊敬すべき面がある一方で、自らと異なるモデルに対して

は大きな誤解が生じたり、理解しなかったりするというこ

とです。では、欧米による誤解の原因はどこにあるのでし

ょうか。

任正非：我々は資本に対する関心がありません。ですか

ら研究をしていないのです。欧米メディアが研究をするの

は構いませんが、いずれにしても外部資本を会社に導入す

32
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ることはありません。会社の現在の問題は利益が多すぎる

ことです。それは我々が価格を引き下げられないからです。

引き下げてしまうと、我々の下にいる会社がすべて押しつ

ぶされてしまい、我々は「項羽」と同じく最終的には滅び

てしまいます。ですから、産業の中でそのようなことはで

きないのです。アップルは模範であり、常に大きな「傘」

となることで下にいる企業が生存し続けられるようにして

います。仮にアップルが定価をより安く引き下げてしまえ

ば、この世界に他のスマートフォンは存在しなくなります。

我々も資金があるのでその一部を戦略に投資しますが、水

平方向に拡張するのではなく、大学と科学者を支援してい

きます。科学者大会を開催して、世界中からトップクラス

の科学者をこれほど多く集めることができたのも一つの奇

跡なのです。

ですから、我々は外部資本を必要とはしていません。資

本の強欲な本性は我々の理想の実現を崩してしまいます。

記者：欧米によるファーウェイの株主構成への誤解はどこ

から来るのでしょうか。

任正非：欧米の誤解は今日に始まったことではありませ

ん。数十年も中国を誤解しています。我々としては中国の

法規を順守する限り問題ありません。
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「財新週刊」記者：孟晩舟氏がカナダで逮捕された件も、

今回のアメリカによる輸出規制も、アメリカによる表向き

の理由は司法省によるイラン案件との関連とされています。

ファーウェイの苦境を解消するためにも、ファーウェイと

してアメリカ政府や商務省、司法省と交渉をするという考

えはありますか。

任正非：すでにアメリカ政府を提訴しています。弁護士

を通じて法廷での交渉を行いますし、先方も証拠を提示す

る必要があります。

記者：つまり、任 CEO が個人的に交渉をする予定はない

ということでしょうか。

任正非：そのようなパイプも持っていません。トランプ

氏の電話番号でもくれるのですか？

「網易」記者：少し気楽な質問をしたいと思います。昨年

にお嬢さんの姚安娜氏、妻の姚凌氏と家族写真を撮影され

たことは大きな驚きを呼びました。父親として、あるいは

夫としてでも構いませんが、自己採点するならば何点をつ

けますか。普段、家族に寄り添う時間はどれほどあるので

しょうか。お嬢さんはハーバード大学にて勉強をされてい

ますが、彼女には将来どのような仕事をしてほしいと思い

ますか。
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任正非：子供には申し訳ないなと思っています。すでに

大きくなった二人の子供たちも、彼らの幼いころから私が

軍人をしていた関係で、11 か月に一度しか家に帰れませ

んでした。家に帰ったとしても、昼間は学校、夜は宿題、

そして就寝して翌朝早くからまた学校に行くので、我々の

間にやり取りはほとんどなく、感情も芽生えなかったので

す。小さい方の娘も厳しい環境でした。その当時は会社が

極めて厳しい時期にあり、会社に十数時間いたり、あるい

は出張をして数か月間家に帰らない生活でした。当時は海

外市場を開拓するため、そして我々の中国での成功が不当

な手段によるものではないことを証明するため、一度海外

に行けば数か月も滞在することになり、子供たちとのやり

取りもほとんどありませんでした。とても申し訳ないなと

思いますし、子供たちは自らの努力で頑張ってきたのです。

自分への要求が高いのですね。

小さい方の娘が高校生の頃は毎週 15 時間ダンスのレッ

スンがあり、それを終えてから宿題をやるので、夜は 1 時

過ぎまで起きていました。大学に進学してからは夜 2 時ほ

どまで宿題をやるようになり、数学の勉強などは 4 時、5

時までということもありました。彼女は音楽やダンスに熱

中しており、あるときパーティーに招待を受けたので、出

席したいと私たちに相談してきました。私はそれに賛成し

ました。仮にここで否定してしまうと、今後の人生でつま

ずいた時に親が自分の道を閉ざしたと言う可能性がありま
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す。であれば、全力で彼女がやりたいように支援してあげ

るべきだと思いました。家族写真を撮りたいとも言い出し

たので、私は一番最初にそれを全力で支持すると伝え、家

族写真が公表されることになりました。妻は私が反対する

と思っていたようですが、私としては子供を支持する必要

があると思うのです。申し訳ないことをこれまでしてきた

のですから、今回こそ支援しなければなりません。しっか

りと勉強をして、自らの手でその人生を掴んでほしいと思

います。

記者：奥様についてもお話しいただけますでしょうか。

任正非：私はこれまで 2 度の結婚をし、3 人の子供がい

ます。前妻は非常に気概のある性格で、文化大革命の際に

は重慶の 30 万人の紅衛兵の政治委員を務めた、堂々とし

た人です。私は紅衛兵にも参加できないような地味な人間

でしたので、大学卒業時にも彼女がおらず、他の人が紹介

をしてくれたのです。どうして彼女に見初められたのか本

当に分かりません。彼女は空を飛ぶ「白鳥」であり、私は

地上の「カエル」でした。勉強ができたこと以外は、家庭

の経済事情も悪く、私の父親もまだ「牛舎」（文革中労働

改造と称して知識人を収容する場所）に拘留されていまし

た。どうして気に入られたのでしょうか？その後二十数年

間ともに歩み、別れることとなりました。現在の妻はとて

も温和で、とてもよくできる妻です。二十数年間かけて熱

心に子供を育て、素晴らしい成果がありました。私と姚凌
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の婚姻届のために前妻も協力してくれましたし、子供を戸

籍に登録する際にも助けてくれました。私の前妻と現在の

妻の関係も非常に良好です。

「人民日報」記者： Google との協力が停止されたことに

対してファーウェイからはすでに声明が発表されています

が、改めてコメントをいただきたいと思います。オペレー

ティングシステムに関してファーウェイにはどのような影

響が生じるのでしょうか。

任正非：影響はあると思います。Google はとても良い企

業であり、Google も我々も対策を考えています。救済措置

についての検討を行っています。

「環球時報」記者：ハイシリコンからは各種公式アカウン

トや Wechat などを通じて様々な人材募集の情報が発信さ

れ続けています。現在の中国企業には同じような問題があ

り、アリババ、テンセントなどもより多くのハイクラス人

材を必要としています。海外人材をイノベーティブな業界

に引き込むことも含めて、ファーウェイとしてはどのよう

なものを提示することで、より多くのハイクラス人材を招

聘することができるとお考えですか。報酬体系などに具体

的な基準はあるのでしょうか。

35
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任正非：使命感です。物質的な待遇にはもちろん具体的

な基準がありますが、重要なのは使命感を彼らに与えるこ

とです。何かを成し遂げる機会を提供し、科学者が自由に

発揮できるようにします。

記者：数か月前にヨーロッパ各地のファーウェイ支社を訪

問させていただきました。多くの外国籍従業員もファーウ

ェイの文化をよく理解していることが分かり、私自身もフ

ァーウェイに関する書籍を読む中で不思議に感じたので

す。どのようにすれば、これほど特徴的な中国の民間企業

を国際的に共通する企業文化を持つグローバル企業に発展

させることができるのでしょうか。

任正非：外でご覧になった書籍の多くは不正確なもの

です。なぜなら、それはネット上の資料を編集したもの

にすぎないからです。ただ、そのような行為に反対しよ

うとは思いません。彼らも生きていく必要があります。

皆さんはファーウェイの心声社区を見てみるといいでし

ょう。こちらの方がより真実を表しています。また、外国

籍の社員であっても我々と本質的な違いはありません。

外国籍の社員であっても、我々であってもお客様のために

サービスを提供するのですから、価値観が異なるはずが

あるのでしょうか？

記者：近日よく話に挙がる「996（長時間勤務）」など、

中国の企業文化には欧米の仕事の価値観と矛盾することが
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多くあるということで、現在海外からも注目が集まってい

ます。ファーウェイ社内ではどのように統一、協調を図っ

ているのでしょうか。

任正非：仕事の価値観に関しては、我々としてはもちろ

ん各国の労働法を守り、彼らに必要な時間を守ります。し

かし彼らには使命感があるのです。使命感がなければよい

結果を残せません。実はファーウェイの海外の科学者は中

国の科学者よりも懸命で、3、40 歳になっても結婚をして

いない科学者が多くいます。

「科技日報」記者：ファーウェイの主力部隊がますます力

をつけているとありましたが、企業としてリストラをどの

ように考えているのでしょうか。リストラの問題は中国市

場では敏感な話題ですが、実際 ICT 業界の多くの企業では、

現在従業員をリストラする準備をしているか、すでにリス

トラに入っています。しかし、1987 年の創業以来、ファー

ウェイでは大規模なリストラが起きていません。

任正非：実際には、退職したファーウェイの従業員は現

在在籍する従業員よりも多いのです。自らの意志で出てい

くことも退職です。業務がうまくいかないのは最高責任者

の責任であって、従業員の責任ではありません。従業員は

仕事を通して様々なスキルを身につけます。部門を削減す

るとき、従業員に別の道を作らなければなりません。例え

37
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ば、最近ではソフト部門を表彰しました。1 万人を「レッ

ドカーペット」で表彰したいと申し入れてきたので私はそ

れを承認し、最終的に数千人が表彰されました。その前の

2017 年には、上海戦略会議でテレコムソフトの業績が芳し

くないため、削減することを決定しましたが、心配になっ

たので、事前に少し賃金を上げるよう人事部に伝えました。

彼らは業績がなく、職務レベルも低いため、他の部門に行

っても待遇が悪くなると考えたのです。2 年後に視察した

とき、実際には多くの人が昇給を待たずに新しい部門に赴

任したことが分かりました。端末とクラウドの成功は、こ

の時削減された 1 万人以上の従業員と大きく関わっていた

のです。彼らは、新しい分野でチャンスを掴み、昇進し、

新たなチャンスを見つけました。2 年間に渡ってリストラ

を実施しましたが、外部からも、社内からも不満の声はあ

りませんでした。1 万人を超える人間の配置転換が滞るこ

となく完了したのです。現在でも多くの部門で減員を進め

ていますが、余剰人員の大部分を戦略的な主力部隊に移し

ています。一部のパフォーマンスの悪い社員だけ退職して

もらうことになります。このように従業員を削減するので

はなく、部門を削減するようにして、構造上の調整を行っ

ています。

「澎湃」記者：余承東氏は任 CEO がかつては iPhone、現

在はファーウェイのハイエンドスマートフォンを使用して38
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いると話されていました。今は P30 をお使いですか。

任正非：あれは先進的すぎるので、私は毎回型落ちのも

のを使っています。最先端のスマートフォンを使うために

は勉強をする必要がありますが、その時間がもったいない

ですし、新しい機能は私には必要ありません。

記者：任 CEO は長年にわたり、キャリアネットワーク事

業にこだわってきたのでしょうか。

任正非：いいえ。こだわる人に対してこそより厳しく叱

ります。愛していなければ叱ることもないでしょう。余承

東も相当に厳しく叱られてきています。

記者：コンシューマー向け業務の成長はどのように見れば

いいのでしょうか。

任正非：あくまでサポートとしての分野であり、目的は

収益そのものです。ここから資金を送り込むことで、キャ

リアネットワーク事業が世界を支配できるように支えてい

きます。キャリアネットワーク事業は資金さえ供給されれ

ば突撃を行い、「エベレスト」を支配しに行くのです。た

とえ実りがあまりなくとも、高山を抑えるのは正しい選択

です。これはこだわりではなく、ルールなのです。

記者：個人的には、余承東氏には大変優れた能力があると

思います。
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任正非：彼に実力がないとは言っていませんよ。メディ

アの皆さんが余承東を応援してくださっていますね。ここ

から彼に電話をかけてみてください。

記者：ここ数年のコンシューマー事業の発展に対するコメ

ントをいただけますでしょうか。

任正非：ある部門を肯定的に評価するとき、褒めるとい

う形ではいけません。誤った部分を正すことで、正しい道

に向かわせる必要があります。ファーウェイ社内の自己批

判は非常に強烈で、常設の取締役会内部ではけんかになる

こともあります。最終的に意見が一致するまで議論を尽く

します。

余承東：任 CEO からも支援をいただきたいです。時折話

されている内容が皆さんに誤解されて、それをもとに我々

に厳しくプレッシャーをかけてくるような人がいます。

任正非：余承東、今日は背筋がピンとしていないようで

すね。

記者：コンシューマー分野での 1500 億ドルという目標は

任 CEO が決めたのでしょうか？

任正非：彼らが自ら決めました。恐らく達成できないで

しょう。

記者：やはり任 CEO は彼らに強く期待しているのだと思

います。
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任正非：人々の需要が飽和曲線を描くようになり、彼ら

の成長もそれに従います。多くの努力をしてもなかなか後

から来る相手との差が開かなくなり、むしろ縮まっていき

ます。例えば、1 秒間に映画を 2 部ダウンロードするのは

非常に難しいことですが、1 秒間に 1 部と 2 部の違いはユ

ーザーにとってそこまで影響を与えるものではありません。

技術的に多くの投資をしているのに、差があまり開かない

となると、企業は損失を出しやすくなります。業界が直線

的に成長する限り、大きな差をつけることができますが、

飽和してくると一気に難しくなります。ですから、今後を

楽観視することはできません。

「財経雑誌」記者：株主構成に関して、かつてインタビュー

を行ったことがあります。その際にファーウェイ社員が気に

していることがありました。これまで長年ファーウェイの

株価は上昇し続けているため、大量の内部株式を購入するこ

とで大きな収益を手に入れたものの、将来への不確実性が増

す中で、仮に会社に問題が起こったとき、配当や収益に影響

が出るのではないかという点です。

任正非：それは当たり前のことです。自らの意思で内部

株式を購入しているのですから。自分の意思で売ることも

できます。オープンな仕組みですので、必須の要求ではあ

りません。ファーウェイ内部株の収益が下がることも当然

39
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あり得ます。社内の検討委員会からは、真っ先に会社に対

して「30 年連続で配当が 30％を超えているがいつまで配

当し続けるつもりなのか」と批判がありました。ですから、

毎年常務取締役会では利益の成長が大きすぎることを批判

しています。戦略への投資が足りないのです。昨年度につ

いての検討は私のデスクに置かれており、まだ見ていませ

ん。ただ、今年はトランプ氏が制裁を発動したため利益は

少し減るかもしれません。

記者：メリットを共有する以上、デメリットも共有しなけ

ればならないということでしょうか。

任正非：そうした一部の従業員の考え方は理解できます。

従業員にも自らに帰属するものを自ら所持する権利があり

ます。

記者：資本を導入すること以外、すべてのことについて検

討の余地があるという話がありました。資本に関するこの

問題もかなりセンシティブで、これまでも様々な伝聞が流

れています。

任正非：伝聞を信じることはやめていただきたいです。

資本が導入されることは永遠にありません。これは会社の

管理層全員に一致した意見です。我々は理想のために奮闘

するのであって、金銭のためではありません。
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「36Kr」記者：オペレーティングシステムに関して、具体

的にはどの部門が担当しているのでしょうか。今後オープ

ンソース化して開発者を集めるという可能性はあるのでし

ょうか。

任正非：どの部門が担当しているとははっきり申し上げ

られませんが、やってみようと思います。オペレーティン

グシステムを作る技術そのものは難しくありません。難し

いのはエコシステムを作ることです。どのようにしてエコ

システムを確立するのか、これは非常に大きなことであり、

少しずつ進めたいと思います。

「界面」記者：昨日、株主構成に関する展示室を見学して

大変驚きました。ファーウェイでは会社と従業員の利益が

かなり高い相関性を持っています。任 CEO は 1.4％しか保

有しておらず、一票の拒否権を持つだけです。多くの創業

者は株式の割り当てに応じた権利、さらにはそれ以上の権

力を求めますが、任 CEO がファーウェイでこれほどまで

の影響力を持つその核心はどこにあるのでしょうか。

任正非：今年初めに新しい代の持株従業員代表会が選挙

投票を通じて選出されました。これは 1 年以上の時間をか

け、一株一票の原則で投票された結果なのです。1 年以上

かかったにもかかわらずどうして社会には知られていない

のでしょうか？私としてもなぜ従業員がこれほどまでに秘

40
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密として守っているのかは分かりません。選出された持株従

業員代表は株主ではなく人を代表することになります。一人

一票で会社の意思決定を採択します。取締役会では人数によ

って意思決定の投票を行われ、常務取締役会では取締役会の

権限付与の下で日常的な運営を実行していきます。

「梨視頻」記者：任 CEO はこれまで拒否権を行使したこ

とはありませんが、これまでに実際に拒否権を行使しよう

としたこと、あるいは今後行使する可能性がある状況とい

うのは存在するのでしょうか。

任正非：「ブレクジット」です。元々私の拒否権には期

限があり、その時期を迎えたら廃止するつもりでした。し

かし新たな会社規定を採決する過程で、ちょうどイギリス

のブレクジット問題が発生しました。仮にブレクジットの

ように民主投票によって一つの企業を滅ぼすことになって

しまってはあまりに惜しいと考え、拒否権を維持すること

にしました。しばらくの間は自分で管理したいと思います。

今後一部のチームが離脱し、中核となる精鋭チームがより

小さなグループになったとき、私は個人の権力を放棄しよ

うと思います。そして 7 人からなる中核精鋭チームに権力

を譲渡しようと思います。重大な問題が起こった際に拒否

権が発動されるのであり、業務上の内容に関しては通常発

動することはありません。

42
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任正非

米ブルームバーグ TV
インタビュー

2019 年 5 月 24 日、中国深セン
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ブルームバーグ TV 記者 トム・マッケンジー：本日は

インタビューをお受けいただきありがとうございます。

先 日、 ト ラ ンプ 大 統 領 が、 安 全 面、 軍 事 面 か ら 見 て、

フ ァ ー ウ ェ イ は 危 険 な 企 業 で あ る と コ メ ン ト し ま し

た。これについて、あなたはどう思われますか。

任正非：なぜ危険だとみなしたのかよく分かりません。

我々は世界中で 30 億人のお客さまに情報通信サービスを

提供していますし、アフリカ等の貧困地区を援助し、その

他の地域とも情報を共有しています。苦難の末、人里離れ

た山奥にまで文化を伝えた「宣教師」のように、我々は敬

虔な精神で人々にサービスを提供しています。なぜ、我々

を危険な企業とみなすのでしょうか？ 5G は原子爆弾では

ありません。5G は単なる情報伝達のためのツールであり、

伝達する内容はツールと無関係です。いわばマイクのよう

なもので、声を伝えるマイク自体は危険視されません。何

らかの話と、その話をした本人が危険なのです。ツールが

なぜ危険なのでしょうか？

つまり、この点において彼の話は根拠に欠けています。

彼はこの言葉をきちんと吟味したうえで、信念をもって発

言したのでしょうか。

トム・マッケンジー：アメリカは最近ファーウェイを「ブ

ラックリスト」に加えました。これはファーウェイにとっ

01
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て死刑を意味するとアメリカ連邦議会は考えています。こ

れはファーウェイの生死を左右する決定だと思いますか。

任正非：まず、アメリカが我々の設備を買わないのは、

市場経済における自由な行動です。買い手が買わない、売

り手が売らない、それについては何の問題もありません。

アメリカは情報セキュリティが脅かされると主張していま

すが、我々の設備がないのに、どんな影響を受けるという

のでしょう？それに、今後も設備を買わないなら、アメリ

カのセキュリティ問題と我々に何の関係がありますか？全

く無関係ですよ。

アメリカは法治国家で、証拠という言葉をよく使います

が、セキュリティ問題を脅かすという証拠を何一つ提供し

ないまま、我々をリストに加えました。最近、記者がポン

ペオ氏に「証拠はありますか？」と質問すると、彼は「君

の質問は間違っている」と答えました。我々をエンティテ

ィリストに加えたのも間違いではないかと思います。

アメリカが慌てふためくようなことは何もありません。

アメリカは長い間、世界で絶対的優位にあった国です。た

とえ今後、アメリカに追いつく国があったとしても、アメ

リカが相対的優位であることに変わりはないのですから。

個々の問題を、個々の企業が克服して進展する。これは本

来喜ぶべきことです。我々はより良いサービスを人々に提

供しているのに、そのサービスがなぜ脅威とみなされるの
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でしょうか？ 

エンティティリストに加えられると、ファーウェイは命

を絶たれるでしょうか？死にはしませんが、我々の飛行機

は攻撃されてボロボロです。ファーウェイは今、この写真、

つまり第二次世界大戦で活躍したソ連の攻撃機イリューシ

ン Il-2 のような状態です。ただ、満身創痍でもまだ死にた

くありませんし、また飛びたいのです。我々は苦境にあり

ますが、死ぬことはありません。エンティティリストに加

えられたことで、当社は苦しい立場に置かれるでしょう。

でも、我々は飛行しながら穴を修復し、航路を調整して、

必ず復活します。少なくとも 5G 等の分野では、我々は世

界でトップレベルにあり、競合相手に 1、2 年で追いつか

れることもないはずです。

トム・マッケンジー：飛行機の理論は非常に興味深いお話

でした。クアルコム、インテル、グーグル等の数社は、フ

ァーウェイにモジュールやソフトウエアを提供しないよう

要求されています。彼らのモジュールやソフトウエアなし

に、ファーウェイはどれくらい存続できますか。

任正非：アメリカは世界の警察ではありませんし、全世

界を管理することはできません。世界の国々は自身のビジ

ネス上の利益や立場に基づいて、我々と取引するか否かを

決めます。我々と取引をしない企業が確定したら、すぐに

03
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その「穴」を埋めます。空を飛びつつブリキや紙で穴を補

修すれば、飛行機はまだ航行を続けられます。いつまで飛

べるか？これについてはまず飛んでみなければ。ボロボロ

の飛行機がどれくらい持つかなんて、私にも分かりません。

我々はヒマラヤ山脈の上まで飛びたい。理想はチョモラン

マの頂上ですが、アメリカも同じ山に登頂したがっていま

す。アメリカは牛肉の缶詰やコーヒーを背負って南側から

登り、我々は干飯を背負い、ミネラルウォーターもなく雪

解け水のみで、北側から登ります。

アメリカはファーウェイに対して極端な手段を使ってい

ます。何をそんなに恐れているのでしょうか？強大なアメ

リカが、小さな会社に過ぎないファーウェイを、なぜそれ

ほど重視するのでしょうか？こんなに重視され、世界中で

大々的に宣伝されて、私はむしろとても感激しています。

他人が我々のためにあんなすばらしい広告を打ってくれた

のです。ありがたいことですよ。

トム・マッケンジー：さきほどのチョモランマの話はどう

いう意味ですか？あなたにとってのチョモランマとは？チ

ョモランマ登頂後の最終目標は何ですか。

任正非：ファーウェイは技術面において、先進性を高め、

人々に最先端のサービスを提供するという目標のために努

力しています。もちろん、アメリカの企業も同様の目標を

04
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持っています。互いに協力してこの目標を達成し、共に人々

にサービスを提供することはできないでしょうか？

トム・マッケンジー：近頃、アメリカはファーウェイの行

動を狙い撃ちしていますが、これによって更に苦しむのは

ファーウェイでしょうか、それともアメリカのベンダーで

しょうか。

任正非：どちらにも辛いことです。

トム・マッケンジー：最近は、5G 技術に人々の関心が集

まっていますが、アメリカのベンダーなしで、5G 製品の品

質を保証できますか。

任正非：5G については問題ありません。我々は最先端の

製品についても自社で管理できます。

トム・マッケンジー：主力のネットワークサービスでは、

他社製品に代わるチップを開発できましたか。

任正非：はい。

トム・マッケンジー：大体どれくらいかかりそうですか？

自社開発のチップはいつ頃完成しますか？使用可能となる

時期は。

05
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任正非：実はずっと使っています。我々はこれまで「1+1」

政策を採用し、半分は自社製チップを使用し、もう半分は

アメリカ製チップを購入していました。そうすることでア

メリカ企業の利益を保証し、我々も実践的な検証を得るこ

とができます。アメリカが我々に多くの制限をかければ、

アメリカ製チップの購入を減らし、自社製チップの使用を

増やします。アメリカ企業がワシントンの承認を得て、我々

に販売できるようになれば、今後もアメリカ製チップを大

量に購入したいと思っています。こうした会社とは運命共

同体の関係にあり、自社でチップを製造できるようになっ

たからといって、パートナーを切り捨てることはできませ

ん。そんなことをすれば、我々と長期的に提携する会社は

なくなってしまいます。

我々がチップを製造する目的は、他社を排除して閉鎖的

な自社システムを構築するのでなく、自社の今後の技術に

対する理解力を高めることです。つまり、我々はアメリカ企

業のチップを全て自社製品で代用するつもりはなく、アメリ

カ企業と長期的に友好関係を維持したいと考えています。で

すから、自社製チップがいつ完成し、使用可能となるかで

はなく、ずっと自社開発のチップを使用しているのです。

トム・マッケンジー：ファーウェイの部品供給を確保する

ため、現在のサプライチェーンを変える計画はありますか。07
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任正非：今後もこれまでのサプライチェーンを維持し、

アメリカ企業にオーダーを出すつもりです。もし供給がス

トップすれば、自社製品の供給率を上げ、自社で賄うしか

ありません。

トム・マッケンジー：現在、ファーウェイは 5G 分野の覇

者です。アメリカのファーウェイに対する行動は、ノキア

やエリクソン等の競合相手にとって有利になるのでは。

任正非：それも良いと思いますよ。彼らの収益が多少増

えても、人々にサービスを提供することは同じです。ノキ

アもエリクソンも素晴らしい会社です。EU がファーウェ

イにアンチダンピング措置を採ったとき、最初に反対した

のがスウェーデンとフィンランドでした。おそらくエリク

ソンとノキアのおかげでしょう。我々はずっと友好関係に

あり、敵とみなしたことはありません。ですから、彼らの

マーケットシェアが多少増え、我々の代わりにサービスを

提供する責任を担っても問題ないと思いませんか？

    

トム・マッケンジー：5G で競合相手を抜いてトップに立

ってから約 2 年が過ぎましたが、この 2 年間で差は縮まり

ましたか。

任正非：もちろんですよ。我々は翼を撃たれて穴だらけ

08
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なのですから。我々が少しゆっくり飛び、他社が少し早く

飛べば、追いつかれて当然です。でも、我々もブリキで穴

を補修しているところなので、それが終わればもっと早く

飛べるでしょう。

トム・マッケンジー：現在のこうした状況は CBG 事業に

どれくらいの損害をもたらしますか？例えば、スマートフ

ォンやタブレット PC には、国外ベンダーがチップだけで

なく、ソフトウエアも提供しています。CBG への損害はど

れくらいになりますか。

任正非：ファーウェイは間違いなく影響を受けます。し

かし、影響の程度は各製品、各部門の自己評価によります。

代替案を見つけること、それが救済措置になります。我々

は着実に前進し、目標に届かなくても成長を続けます。ど

んな苦境にあっても成長を止めなければ、我々がどれほど

偉大であるか見えてくるはずです。私は今まで自画自賛を

したことがないのですが、一番辛い時ぐらい、自分で自分

を称えようと思います。

トム・マッケンジー：ファーウェイはアップルを抜き、世

界第 2 位の携帯電話ベンダーになりました。そして第一四

半期には携帯電話の販売額 50% 増を達成しましたが、こ

10
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れまで世界第 1 位の携帯電話メーカーになるという目標は

ありましたか。その後、目標は変わりましたか。

任正非：アップルは何といっても大企業です。2 年前、

我々はリンゴよりほんの少し大きい「モモ」になりました。

2 年が過ぎて我々はリンゴより少し小さい「スモモ」にな

りましたが、人々に食べてはもらえます。ただ、少し酸っ

ぱくて、苦みがありますが。

トム・マッケンジー：やはり携帯電話の分野でトップにな

りたいですか。

任正非：いいえ。規模の大小は気にしません。ファーウ

ェイは非上場企業なので、数字的な成長も利益も追求して

いません。生き残ることができればよいのです。

    

トム・マッケンジー：OS の問題についてお聞きします。

ファーウェイは、自社製 OS を研究開発しているとうかが

いましたが、それはどのようなものですか？いつ頃販売で

きますか。

任正非：OS は技術的にはそれほど難しくありません。

難しいのはエコシステムです。アップルやグーグルはエコ

システムの構築が非常に巧みです。我々はアップルやグー

グル、マイクロソフトのエコシステムを支持し、追随して

きました。もし、自社で製作するとすれば、モノのインタ

12
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ーネット等の新しいシステムも必要になってきます。もう

少しシンプルな OS を作ることができないか？今のところ、

必ずできるとはまだ言えませんが努力します。他の部品や

チップ、製品を製造するのと同様、努力していきます。

トム・マッケンジー：主な挑戦とはエコシステムを構築す

るということですね。アップルやグーグルは何年もかけて

エコシステムを構築しました。これがファーウェイにとっ

ての挑戦ですね。私の理解は合っていますか？

任正非：はい。

    

トム・マッケンジー：中国がアップルに対して報復行為に

出る可能性があるという見方があります。中国政府はこう

した措置に踏み切るべきだと思いますか。

任正非：絶対に踏み切るべきではありません。もしこう

した行動をとれば、私は真っ先に断固反対を唱えます。な

ぜ、アップルを規制する必要があるのでしょうか？アッ

プルは偉大な世界のリーダーです。アップルがなければ、

モバイルインターネットは存在していませんし、今の世界

もこれほど豊かで多彩ではなかったでしょう。アップルは

我々を導いてくれた師です。我々教え子が師に反抗するよ

うなことは絶対にありません。もし、そんなことが起こっ

たら、取材に来てください。私が真っ先に立ち上がり、ア

13
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ップル締め出しの決定に異を唱えます。

世の中には「ファーウェイが攻撃されたからアップルを

攻撃する」という人もいますが、私はずっと反対しています。

そういう考え方は間違っています。人類に偉大な貢献をし

たアップルを、なぜ使ってはいけないのでしょうか？私の

家族にもアップルユーザーがいます。もちろん、2 種類の

携帯を使っていますがね。

トム・マッケンジー：こうしたポピュリズムや民族主義を

心配していますか。

任正非：ポピュリズムや偏狭な民族主義には断固反対で

す。経済はグローバル化へと向かっており、協力し合って

ウィンウィンの関係を築くべきです。世界はこんなに広い

のに、たった一つの企業で何ができるのでしょう。私は賛

成しません。たとえ我々がトップになっても、我々だけで

はなく、皆と団結して、人々のためにサービスを提供した

いと思います。

トム・マッケンジー：トランプ大統領は米中貿易交渉の中

で、幾度となくファーウェイが一つの条件になると言及し

ていますが、その可能性はあると思いますか？あるとした

ら、どれくらいだと思いますか。

任正非：アメリカは既に我々を起訴し、我々もアメリカ

14
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政府を起訴しています。法的手続きに入った以上、何も話

すことはありません。やはり、裁判によって解決すべきです。

また、我々と米中貿易交渉は無関係です。アメリカは基本

的に我々の製品を買ったことがなく、たとえ今後購入しよ

うとしても、我々が売るとは限りません。やはり、裁判所

の判決に注目すべきでしょう。アメリカの司法システムは

公平で透明性が高いと信じています。

トム・マッケンジー：しかし、彼は大統領であり、ファー

ウェイは貿易交渉の一部分になると言っています。だから

こそ、お聞きしたいのですが。

任正非：もし、彼から電話がかかってきても私は多分出

ません。もちろん、彼だって私の電話番号を知らないでし

ょう。

        

トム・マッケンジー：トランプ大統領と話し合う可能性は

ありますか？トランプ大統領は交渉の名人と言われていま

すが、あなたも交渉に長けておられます。お二人の間でな

ら交渉がまとまるのでは。

任正非：アメリカは我々を起訴しているので、交渉はあ

りえません。法治国家なら裁判所の判決に従うべきです。

15
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トム・マッケンジー：あなたはトランプ大統領を偉大な大

統領だと考えていたようですが、現在もそう思っていますか。

任正非：トランプ氏は偉大な大統領です。彼は世界中に

「ファーウェイは偉大な会社であり、決して部品を売って

はならない」と言明しました。つまり、ファーウェイの素

晴らしさをアピールしてくれたのです。我々の契約は増加

し、さばききれないほど注文が入りました。彼は偉大な大

統領だと思いますよ。ファーウェイが偉大だと宣伝してく

れたのですから。

トム・マッケンジー：多くの人が ZTE（中興通訊）とファ

ーウェイを比べています。去年、ZTE は制裁事件が起き、

最終的に取締役会の入れ替えと罰金支払いに合意し、アメ

リカの査察を受け入れました。ファーウェイ禁止令を解除

するのに一定の条件が課せられる場合、そういった条件を

受け入れますか。

任正非：付き合いがありませんので ZTE のことは分かり

ません。アメリカはニューヨーク州東部地区連邦地方裁判

所でファーウェイを起訴しました。我々は裁判所で抗弁し

ますので、そこで会うことになるでしょう。

トム・マッケンジー：お嬢さんは現在カナダで軟禁され、

アメリカへの身柄引き渡しを要請されたうえ、銀行詐欺、

16
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対イラン制裁違反の容疑で起訴されようとしています。ト

ランプ大統領はお嬢さんを助けるため、この問題に介入し

てもよいと提案していますが、この話を受け入れますか。

任正非：カナダは法治国家です。カナダ政府は裁判所で法

に基づき違法問題を明らかにしてくれるでしょう。孟晩舟は

詐欺などしていません。この点について我々は既に裁判所で

陳述しており、今後双方が証拠を提示することになっていま

す。我々に証拠はあります。孟晩舟は恐らく政治的な理由か

ら罪を着せられたのです。政治を司るはずのトランプ氏が、

この問題をどうやって解決するつもりでしょうか？つまり、

中国に見返りを求めるということです。我々は罪を犯してい

ないのに、何を根拠に中国に見返りを求めるのでしょうか？ 

トム・マッケンジー：最近、孟晩舟氏と話をしましたか。

任正非：はい。

12、トム・マッケンジー：様子はいかがですか。

任正非：勉強しています。軟禁状態の中でも学問に励ん

でいます。

トム・マッケンジー：カナダとアメリカに対する法的行

為は御社にとってプラスとリスク、どちらになると思いま

すか？状況はますます激化し、緊張が高まりそうな気が

しますが。

19
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任正非：カナダとアメリカに起訴されたから、我々は反

訴したのです。彼らの行動を受けて対策を講じた我々が、

社会秩序を乱したといえるのでしょうか？仮に我々が社会

秩序を乱したとしても、なぜ起訴するのでしょうか？相手

に起訴されて、反訴してはいけませんか？アメリカは公平

で、オープンで、透明性の高い国です。我々を起訴する権

利があれば、我々が控訴する権利もあります。

トム・マッケンジー：アメリカが中国を狙う長期的戦略は

何だと思いますか？中国の台頭を制限するためだという人

もいますが。

任正非：政治のことはよく分かりません。私は政治家で

はないので、それは政治家であるトランプ氏に聞いてくだ

さい。

トム・マッケンジー：あなたは非常に豊富な経験や経歴を

お持ちであり、ファーウェイのような優れた会社を創設し

ました。様々な国を訪問していますし、国際的な問題につ

いても詳しいと思います。私たちは今、ある地点に到達し、

新たな冷戦が始まるだろうと主張する人がいます。こうし

た冷戦はリスクをもたらすと思いますか。

任正非：まず、私は自分に能力があるとは思っていませ

ん。あるとすれば会社の運営管理に精力をつぎ込むことで、

20
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ファーウェイ以外の問題には関心がありません。中国の問

題を含め、発言は避けたいと思っています。なぜなら、他

の中国企業のやり方をよく知らないからです。

外国に行くのは旅が目的で、おいしいコーヒーや美しい

観光地について質問されたら、延々と話すことができます。

ですが政治について聞かれても、私にはよく分かりません。

トム・マッケンジー：目の前の道を進めば、将来的には技

術的に 2 種類のエコシステムが出現すると言われています。

つまり、一つは中国主動によるもの、もう一つはアメリカ

主動によるものです。これについてどうお考えですか。

任正非：まず、世界は紆余曲折の道を歩んできました。

工業化時代には狭軌鉄道、標準軌鉄道、広軌鉄道があり、

世界貿易の流通に影響を及ぼしました。当時、工業社会の

流通速度は緩慢だったため、交通の障害はそれほど大きく

ありませんでした。交通システムと同様、通信標準体系も

多様化の道を進み、4G までは複数の標準体系が存在しま

した。結果、「コスト高」をもたらし、人々が気軽に使用

することはできませんでした。5G 以降、帯域幅のコストが

大幅に下がり、体積の大きな 4G 設備は体積の小さい設備

に置き代えられ、4G と比べて容量は 20 倍、2G と比べて

10,000 倍になりました。体積は非常に小さくても、エネル

ギー消費はわずか 1/10 です。

21
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貧しい人も、新しい時代では安価な帯域幅を利用でき、

文化的教育を受けやすくなります。将来、情報社会が普及

すれば、僻地の子供たちも様々な世界を見られるようにな

ります。進歩も加速し、より多くの穀物を植え、より多く

の富を創り出せるので、人々は貧困から抜け出すことがで

きます。これは社会にとって非常に有益なことです。

技術が 2 種類の標準システムに分かれるかどうかについ

ては、今は明確にお答えできません。今後標準が 2 つに分

かれ、それらが交わるとします。一方は南側から、もう一

方は北側から山頂を目指す。でも、頂上では決闘するので

はなく、情報化サービス提供の成功を祝うためにハグし合

おうと思います。成功を祝して乾杯したいところですが、

山頂には雪しかありませんから、雪をシャンパン代わりに

乾杯し、ようやく人々のための共同サービスが完成するの

です。標準が 1 つであれ、2 つであれ、更にはもっと多くても、

そんなことは重要ではありません。重要なのはサービスコ

ストを下げることです。

トム・マッケンジー：貿易戦争がいつまで続くか予測して

いただけますか？ 2035 年まで続くだろうと言った中国の

元政府高官がいましたが、馬雲氏はあと 20 年続くだろう

と言っています。あなたの予想はいかがですか。

任正非：私には予測できません。私は会社を経営してい
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るだけです。会社なら大きくも小さくもできます。ちょっ

と叩いてピンポン玉のように小さくすることも、バレーボ

ールやバスケットボールくらいまで大きくすることもでき

ます。会社の大きさなら、いつでも調整できます。

トム・マッケンジー：ファーウェイの今日の発展は、主に

知的財産権の侵害と政府の後押しによるものだと主張する

人もいます。どのようにお考えですか。

任正非：アメリカが完成していないものを、我々は完成

させたのです。アメリカにない技術を、我々がどうやって

盗むのですか？アメリカが今後も発明できないものを、ど

うやって盗むのですか？政府というバックグラウンドの有

無については、KPMG の監査がありますから、彼らの監査

報告を聞いてください。軽率な考えで正しい判断はできま

せん。もし、我々の技術がアメリカに劣っていたら、アメ

リカの政治家がこれほど執拗に攻撃するでしょうか？我々

がリードしているからこそ攻撃するのです。

トム・マッケンジー：これまで、シスコシステムズや、モ

トローラ、T- モバイル 等から数多くの法律訴訟を提起され

ていますが、こうした訴訟はファーウェイの文化に影響を

及ぼしましたか？ファーウェイはこうした訴訟の影響につ

23
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いて、どのような措置をとっていますか。

任正非：まず、こうした訴訟についてはアメリカの裁判

所で判決が下されるので、裁判所の結論を尊重しています。

会社は一貫して従業員が違法行為を犯さないよう厳格に管

理しています。当社の技術内容は非常に幅広いので、まず

は我々が人々にどんな貢献をしているか聞いていただけま

すか？我々は 9 万件以上の特許を取得しています。最近取

得した情報社会特許、デジタル社会の情報ベース等の主要

項目は大きな貢献を果たしています。9 万件中重要な特許

11,500 件は、アメリカで取得したもので、アメリカ政府か

ら特許権を授与されました。ファーウェイが人々のために

貢献していることを少しずつ理解してもらえば、誤解も少

しずつ溶けていくと思います。

トム・マッケンジー：ファーウェイはエリクソンやノキア

等の会社に立ち遅れていましたが、徐々に発展して 5G の

リーダーになりました。何が決め手だったと思いますか？

どんな措置をとられたのでしょうか？また、どのようにこ

の飛躍的発展を遂げたのですか。

任正非：まず、我々は他人がコーヒーを飲んでいるとき

も働いていました。総じていえば、我々は人よりたくさん

努力しています。次に、我々一人一人は皆あまりお金がな

く、会社の収益は全て分配しています。そうすれば、優秀
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な科学者や優秀な人材がチームに加わってくれます。私は

大富豪ではありませんが、小富豪くらいには入るかもしれ

ません。昔、私は貧乏でいいと言っていましたが、20 数年

経ち、私は金持ちと見られるようになりました。中国には

「財を散じれば人は集まる」という諺があります。財を分

け与えれば、世界中の科学者が我々との協力を希望し、仲

間に加わってくれます。我々の歩みが速いのは当然でしょ

う。アメリカンマネーの多くはウォール街が奪っていきま

した。科学者は手にした金銭がわずかだったので、我々の

ところに来たのかもしれません。

トム・マッケンジー：「私の国には、あなた方の助けが

必要です。ファーウェイのネットワークに入り、情報を

手に入れることが、国や政府、そして国民の利益になり

ます」。もし、国が危機に瀕し、あなたを訪ねてこう言

ったとしたら。

任正非：我々はバックドアを埋め込んではいません。絶

対にそんなことはしません。我々は人々のためにサービス

を提供しているのであって、情報のためではありません。

なぜバックドアを埋め込む必要があるのですか？

トム・マッケンジー：あなたは中国共産党に入り、誓いを

立てています。中国共産党の指導者が米中間の衝突解決を

図るようあなたに要請したら、それでも会社を守れます
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か？共産党から命令されても、あなたは承諾しませんか。

任正非：共産党の誓いの言葉は人民への忠誠であり、ア

メリカを敵とみなすと宣誓したわけではありません。誓い

の言葉の中にそんな文言はありませんでした。

トム・マッケンジー：実際の業務の中で、どうやって国の

要求を拒絶しますか。

任正非：今まで、そんなことはありませんでした。ドイ

ツの新聞は、ファーウェイのシステムにバックドアはなか

ったと報じました。イギリスは、ファーウェイが世界で最

も厳しい審査を受けたと言っています。だからこそ、我々

を信用し、ファーウェイの設備を使用し続けています。こ

れは過去に証明されたことです。今後も、我々はそういっ

たことはしません。

トム・マッケンジー：イギリスについて言及されましたが、

先日、イギリスの某ネットワークセキュリティセンターが

レポートを発表し、ファーウェイにネットワークセキュリ

ティの問題を提起したが、まだ解決に至っていないと懸念

していました。まだリスクの可能性が残っているのでしょ

うか。

任正非：レポートは非常に好意的な批評でした。ファー

ウェイも完全無欠ではありませんので、問題が見つかれば
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改善していきます。同様に、バックドアを埋め込んだかど

うかについては、他のアメリカ企業を取材していただけれ

ば、この問題について彼らが世界にどのように回答してい

るか、お分かりになるでしょう。

トム・マッケンジー：あなたと中国政府とはどのような関

係ですか。

任正非：税を納め、中国の法律を遵守しています。

トム・マッケンジー：ブラックストに加えられた後、中国

政府とコンタクトを取りましたか。

任正非：必要ありません。アメリカ政府と裁判所で会う

のに、なぜ中国政府と話をしなければならないのですか？

トム・マッケンジー：報道によれば、中国政府は財政・経

済面で御社をサポートする考えのようですが、どうお考え

ですか。

任正非：そんなことはありません。財務諸表を見ていた

だければ分かります。欧米銀行からの融資が減ったので、

中国銀行からの融資が増えただけです。これまで低金利の

欧米銀行から多額の融資を受けていましたが、彼らが融資

してくれないときは、金利が多少高くても、中国銀行から

借りる必要が出てきます。これはビジネス上の行為であっ
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て、政府とは関係ありません。

トム・マッケンジー：中国政府、もしくはその下部組織は、

ファーウェイの株式やその一部を所有していませんか。

任正非：0.01 元もありません。

トム・マッケンジー：一部の問題であれ、全ての問題であれ、

結局は信用上の問題であり、アメリカはファーウェイと中

国に不信感を抱いています。既に終わったことは別として、

その他の行為、例えば、会社の再編や、上場等の措置によ

って信頼を高められると思いませんか。

任正非：第一に、我々はお客さまと 30 年にわたって相

互理解を深め、30 億の人々と良好なコミュニケーションを

図ってきました。こうした信頼関係は誰が何を言おうと変

わりません。第二に、アメリカの信頼を得るために上場す

るということはしません。我々には元々問題などありませ

んから、誰に何を言われようと怖くありません。

トム・マッケンジー：現在、ヨーロッパで論争が巻き起こ

っていますが、ファーウェイは優勢ですか。

任正非：絶対的に劣勢ですね。アメリカは世論を動かす

能力に長けていますし、ファーウェイの声は極めて小さい。
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風にそよぐ草の音のように、大海の波の音にかき消されて

しまいます。それでも、我々は叫ぶしかありません。我々

は「沈黙は臆病を示さず、忍耐は愚鈍を示さず」という言

葉を信じ、ずっと耐えてきました。でも、誰も我々を認め

てくれないので、声をあげることにしました。我々の声は、

誰かの耳に届くでしょうか？大した効果はないでしょう。

アメリカの世論操作はやはり手強いですから。

    

トム・マッケンジー：事業が成功していますので、顧客層

と信頼関係が築かれているということは分かります。でも、

私がお聞きしているのは政府についてです。ファーウェイ

の CEO、創業者として、あなたご自身に何ができるのか。

また、それによって信頼を築き、信用を高めることができ

ますか。

任正非：実は、大多数の政府が依然としてファーウェイ

を信じています。どんな災害が発生したときも、最初に災

禍の前線に立つのは、大抵ファーウェイでした。日本で

「3.11」東日本大震災が発生し、放射性物質漏洩という危

機的状況に陥ったとき、他社が皆撤退する中、ファーウェ

イだけは被災者と現場に戻り、通信設備の復旧に尽力しま

した。これは原子力発電所の修復作業にも役立ちました。

当時、孟晩舟は飛行機で香港から東京に入りましたが、東

京行きの機内には、彼女と日本人のたった 2 人しか乗って
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いませんでした。

我々は人類の運命に責任を担っています。インドネシア

の津波では、まず多額の現金と設備を寄付し、その後、数

百人が海岸地区に赴いて通信設備の復旧に努め、緊急措置

をとり、被災者の救済を支援しました。

チリ地震の際には、ファーウェイのスタッフ 3 人が地震

に巻き込まれて、行方不明になりました。駐在員事務所か

らは、チームを派遣して捜索に行くべきかと電話が入りま

した。私は、余震が発生するかもしれないので今は行くべ

きではない。捜索に行った人間も地震に巻き込まれる恐れ

があるので、もう少し待つようにと話しました。数日後、

その 3 人から電話が入りました。現地の責任者は「生命第一」

という会社の決定を知らず、マイクロ波が壊れた場所があ

るので、彼らを修理に向かわせていたのです。救援や応急

措置のため、彼らはリュックを背負って被災地の真っただ

中に向かいました。この出来事を、本人主演で 3 分の短編

映画にしました。彼を訪ねてチリに行ったとき、チリ一番

の富豪が高級ワインを 1 箱贈ってくれました。ワインを全

て彼にプレゼントすると、彼は傍にいた高級官僚には 1 本

も分け与えることなく、大喜びで抱えて帰っていきました。

若者は素朴で、実にすばらしい。

それから、伝染病、エボラウイルス、エイズ、マラリア

等の病気が猛威を振るうアフリカ、こういった地域でもフ
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ァーウェイは戦っています。マラリアにかかった従業員も

多くいます。ファーウェイはアメリカ軍の「戦場では銃を

撃ち、傷を負う」という言葉に基づいて幹部を抜擢してい

ます。過酷な土地で働いたことのない者は高級幹部にはな

れません。

トム・マッケンジー：あなたの経歴を振り返って、視聴者

の皆さんにあなたがどういう人物か、どういう経緯でファ

ーウェイを創設することになったかを知っていただこうと

思います。あなたは昔、人民解放軍のエンジニアとして従

軍し、その後 1987 年にファーウェイを創設しました。当

時の経歴を紹介していただけますか。

任正非：実は、私の経歴は 2 つのステージに分けられ

ます。一つは、計画経済体制下での生活です。大規模な軍

縮が行われる前、私は軍務に服していました。つまり計画

経済体制の頃です。この体制の中で、私はサブチームのエ

ンジニアでした。しかし、突然の大規模軍縮で私たちは解

雇され、市場経済の大海に放り込まれました。その次が、

市場経済体制です。当時は、市場経済とは何かさえまった

く理解していませんでした。例えば、10 元で仕入れた商品

を、なぜ 12 元で売るのか。それは詐欺ではないのかと思

っていました。当時、我々の思想は制限されていて、大海

の中で一口ずつ水を飲むような状況でした。おまけに人を
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信用し、疑うこともなかったので、小さな会社で働いてい

たときにお金を騙し取られました。自分で取り立てに行こ

うとしたのですが、弁護士を雇うお金もないので法律を勉

強し、自分が弁護士の代わりをしようと世界中の法律書を

読みあさりました。そこで、私は一つの道理を悟りました。

市場経済は商品の供給源と顧客から成り立ち、両者の取引

こそが法律なのだと。私は永遠にお客さまを管理すること

はできません。管理できるのは商品の供給源であり、守れ

るのは法律です。これが、我々が研究開発をしようと思っ

た動機でした。つまり、自分で商品を研究し、合法的な取

引によってお客さまから金銭を受け取ろうと思ったのです。

こういうわけで、元の会社で働き続けることができず、

新しい仕事を探すしかなくなりました。ちょうど改革開放

後で、政府は知識青年が都市に戻ることを許しましたが、

彼らにお茶やまんじゅうを売る程度の就業機会しか与えま

せんでした。ただ、深センでは、一部の人間に科学技術関

連の会社を設立することを許可していました。そこで、私

もやってみようと思い、ファーウェイを設立することにし

ました。生活のために仕方なく設立したのです。その後、

この道を進み、商品の供給源を作り、合理的にお客さまに

商品を販売し、お客さまから金銭を受け取れるようになり

ました。これが経緯です。この会社を設立したから、今日

まで歩んでこられたのです。
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トム・マッケンジー：1987 年に会社を設立した目標は何

ですか。

任正非：あの頃は、食事さえまともにとることができず、

ただ日々を生き延びるだけでした。当時、子供は小さく、

妻は度々私にこう言っていました。午後 5 時に市場で傷ん

だ魚と海老を買ってきて、子供に食べさせたい。子供の成

長のためにはたんぱく質が必要だからと。私たちは底辺の

生活をするしかなかったのです。あの頃、私たちに目標を

もつことは不可能でした。生きていけるかさえ分かりませ

んでしたから。会社で一番知られていたスローガンは「生

き残れ、生き残れ、生き残れ」でした。現在、我々の「オ

ンボロ飛行機」のスローガンも、やはり「生き残れ」です。

これほど遠大な理想はありません。

トム・マッケンジー：今日のような地位につくことを想像

したことはありますか。

任正非：無欲の人は、かえって我慢強いものです。私は

欲もないし、たくさん儲けようとも思いません。少し株を

持っている程度です。2000 年頃は持ち家もなく、約 30 ㎡

の部屋を借りて妻と住んでいました。この会議室の半分位

の広さでしたが、西日が当たるのにエアコンさえありませ

んでした。退路はなく、後戻りすれば待つのは貧困。前に

進めばまだ幾らか希望があり、後戻りすれば希望さえない。
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だから、前に進み続けるしかありませんでした。でも、突

然太陽の光が差し込み、山頂が見えてきたのです。アメリ

カが我々を攻撃してこなければ、我々は世界での地位に気

づきませんでした。アメリカに攻撃されて初めて、自分に

それなりの地位があったことを知り、光栄に思いました。

たとえ今日ファーウェイが潰れても光栄です。トランプ氏

が他でもなく我々を攻撃したのですから。

トム・マッケンジー：軍隊での経歴はあなたの会社の気風

にどのような影響を与えていますか。

任正非：我々には退路がありません。一歩ずつ進めば、

「ロバが臼を引く」ようにでも前進できます。歩み続けれ

ば何らかの成果は出ます。成果が出れば、「小さなロバ」

もやる気が出て、歩いているうちに道が開けたのです。軍

隊の性格は、困難も危険も恐れず、一歩ずつ前進するとい

うものです。

トム・マッケンジー：2000 年にも苦しい時期があったと

お聞きしました。当時、シスコシステムズから知的財産権

侵害で提訴されたとか。当時と今を比較して、どちらが困

難といえますか？やはり最大の試練というのは当時の事件

でしょうか。

35

36



509

米ブルームバーグ TV（インタビュー）

任正非：苦しくない時期などありませんでした。いつで

も一番苦しいと思っていました。

    

トム・マッケンジー：報道によれば、2000 年にあなた方

は会社をモトローラに売却しようとしたが、結局は白紙に

戻ったと聞いています。こうした転機は、あなたにとって

楽しい出来事でしたか。

任正非：これについてはモトローラが愚かだったと思っ

ています。当時、ガルビンが退任した後、ゼンダーがトッ

プの座に就き、ナンバー 2 のマークが我々と売買契約の交

渉をし、全ての文書に署名しました。我々は綺麗な服を着

て砂浜を走ったり、卓球をしたりして承認を待っていまし

たが、結局、ゼンダーがこの審査を拒否しました。数年後、

エリクソンの CEO に会ったとき、マークが当時の経緯につ

いて、あんなに良い買収話をなぜ拒否したのかと涙ながら

に話していた、と聞きました。

当時、我々はアメリカが怖かった。会社が発展すればア

メリカとの戦いは避けられません。ですから身の程をわき

まえ、会社を売却して旅行業やトラクター開発に転換しよ

うと思っていました。でも、計画は失敗しました。我々は、

引き続きこの道を進むべきか、それともやはり会社を売却

するべきか、もう一度話し合いました。私は妥協派で、常

に妥協できることは妥協してきました。でも、若い人たち
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は続けたいと主張しました。彼らは技術畑出身でしたから、

専門外の旅行業に転身し、旗を持ってガイドをするよりも、

やはり技術に携わりたかったのです。私は、この道を進む

なら 10 年後、必ずアメリカと争うことになるから、自社

のレベルを高めなければならないと話し、皆の意見が一致

しました。今、我々は散々な目に合い、「飛行機」は穴だ

らけですが、分裂もせず、皆が歩調を合わせ、結束は更に

強まっています。これは当時の判断と関係しています。し

かし、生き残れるかどうかは、まだ分かりません。「エン

ジンや燃料タンクがやられたらどうするのか？」と聞く人

もいます。エンジンと燃料タンクどころか、ガソリンを売

ってくれる人もいなくて、飛行機はまだ飛べるのか？これ

は新たな問題ですが、問題に直面し、解決するには、状況

を見ながらゆっくりと方法を模索したいと思います。

「我々の飛行機が着陸できるか」という質問ですが、着

陸してみないと分かりません。現在、「オンボロ飛行機」

はまだ空の上で、強風に煽られることもあり、風に耐えら

れなければ墜落もあり得ます。

トム・マッケンジー：こういった出来事はファーウェイを

更に強くしますね。

任正非：どうでしょうか。一度洗礼を受ければ、我々の

考え方もすっかり変わるでしょう。
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トム・マッケンジー：将来的には、ファーウェイの最大の

チャンスはどこにあると思いますか。

任正非：今、生き残れるかという問題も解決していない

のに、将来について語れますか？アメリカが生存許可証を

出すか出さないかも分からないのに？まだ解決もしていな

いのに、将来のことなどあまりにも遠すぎて分かりません。

    

トム・マッケンジー：生き残ると言えば、ファーウェイは

研究開発に大きな投資をしていることで有名です。毎年収

入の 10% を研究開発に投じていますが、これもファーウ

ェイが 5G の最前線で、主な触媒としての役割を果たすた

めですか。現在、アメリカはファーウェイを攻撃していま

すが、そういった状況でも自社研究製品やモジュールに使

用するために、研究開発への投資を強化しますか。

任正非：昔はコストに基づいて販売価格を決めていまし

た。しかし価格を低く抑えれば、欧米企業で取り付け騒ぎ

が起こり、破産する会社も出て、私も後ろめたい思いをし

ました。現在、我々の価格は全体として高めに設定されて

います。エリクソン、ノキアに比べても高めなので、収益

も多くなります。社内の分配基準は欧米と比べてもかなり

条件が良い方ですが、従業員にもっと多くの給与を支払っ

たら、すぐに怠けてしまうでしょう。従業員を怠け者にし

ないためにも、多くの資金は科学研究や将来のために投資
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しています。これは土地をもっと肥沃にするための手段で

す。アップルは世界の中で最も偉大な企業です。彼らは大

きな「傘」をもち、販売価格は非常に高いので、下にある

安い価格設定の会社も生き残ることができます。我々もア

ップルに倣って「傘」を高く掲げたいと思っています。も

ちろん、若干低めにしますよ。実際には我々も結構高いの

ですが、他にもコストを抑える策は多くあります。収益が

上がれば、科学研究に投資し、未来に投資します。

食うに困らず、餓えることがなければ、投資を拡大し続

けます。最大の苦境に陥ったときでも、明日のために投資

するつもりです。そうしなければ未来に希望はありません。

損失を出して給与を支払えなくなったら、それはまた別の

話です。今はそんな問題はありません。可能な限りは節約

しますが、研究開発への投資は削りません。そうしなけれ

ば、将来生き残れませんから。

トム・マッケンジー：人材確保の問題についてお聞きします。

こういった状況の中、多くの中国人学生が米国ビザの発給

を拒否され、アメリカに滞在できなくなった研究者も増え

ています。ファーウェイにとって、これは人材確保の潜在

的好機といえませんか。

任正非：ファーウェイの各雇用部門は専門性の面からど

ういった人材が必要か判断しています。必要であれば、も
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ちろん確保します。

トム・マッケンジー：今後、最も重要となる技術変革は何

だと思いますか。

任正非：人工知能です。

トム・マッケンジー：会社とあなたご自身にとって、AI へ

の関心度は高まりましたか。

任正非：現在は、AI チップや AI システムの応用に大規

模な投資をしています。生産ライン、管理システムに AI を

活用しなければ、管理コストは高くなり、研究開発に回す

資金を捻出できません。そのほか、当社製品の中にも、人

工知能を用いた製品がたくさんあります。

    

トム・マッケンジー：CEO には、いつまで就任するご予定

ですか。

任正非：私にも分かりません。しばらくの間でしょうね。

12、トム・マッケンジー：後継者に譲る計画はありますか。

任正非：あります。一人ではなく、一つのチームに引き

継ぎます。チームの下には更にチームがあり、その一つ一

つがチームを抱えています。連鎖反応のようなものですが、
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これは非常に壮大な継承計画であり、個人的なものではあ

りません。そうでなければ、万一その一人が病気で倒れた

ときに困りますよね？いずれにしても、我々は「オンボロ

飛行機」ですから、後継者は一人ではなく、一つのチーム

になります。

トム・マッケンジー：供給問題に話を戻しますが、インテル、

クアルコム、グーグルのような主要ベンダーは、モジュー

ルだけでなく、ソフトウエアについてもファーウェイとの

取引を制限しています。この難関をどのように切り抜ける

おつもりですか？緊急時対応策について具体的に聞かせて

いただけますか。

任正非：アメリカの企業は自身の利益と環境を考慮して、

意思を決定すべきです。我々はベンダーの判断を支持しま

す。現在はメディアでよく報道されていますが、その多く

は明確なものとは言えません。

トム・マッケンジー：1 年前には緊急時対応策を開始した

と聞きました。つまり、そうした備えがあったわけですが、

当時、なぜこうした措置をとろうとしたのですか？どのよ

うに対処されたのか、お話しいただけますか。

任正非：これは緊急時への対応というより、業界を牽引

するための策でした。業界の技術が追いつかなければ、我々
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はもっと先進的なチップや部品を製造しなければなりませ

ん。しかし、我々が担うのはその一部です。数千、数万個

を製造しようとすれば、コストがかさみます。現在は、我々

の飛行機の核となる「エンジン」や「燃料タンク」を作る

準備をしていますが、「翼」の多くの部分はまだ準備がで

きていません。どこに問題があるのか整理し、修理する必

要があります。2 ～ 3 年後、また取材に来ていただければ、

我々が生き残っているかどうか分かるでしょう。

トム・マッケンジー：生き残るとおっしゃいましたが、フ

ァーウェイを殺すものとは何ですか。

任正非：未来を信じる心がなく、意志がなく、努力する

粘り強さもない。それが自分を死に追いやる最大の敵です。

トム・マッケンジー：こうした局面に陥ったのは、中国が

アメリカのトップレベルのテクニカル企業数社を規制した

からで、アメリカは中国のやり方に対抗して中国企業を規

制したという見方もあります。あなたはどう思われますか。

任正非：アメリカは我々のアメリカ参入を規制しただけ

でなく、世界中で我々を包囲攻撃しています。アメリカ市場

への参入を規制しただけなら、我々にとってはむしろ喜ばし

いことでした。元々参入する気はありませんでしたから。
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トム・マッケンジー：中国政府はトップレベルの米国ハイ

テク企業に対し、中国国内での運営を制限していると聞い

ています。そうであれば、アメリカが中国を規制するのは

公平ではないかと思うのですが。

任正非：今、彼らは我々のアメリカ参入を規制するだけ

なく、我々が部品を購入できないように規制すると世界中

で話しています。アメリカが法律制定という手段で我々を

規制するなら、我々の過ちを見つけなければなりません。

アメリカは三権分立の司法国家なので、立法機関は憲法に

違反して、投票による判決を下すことはできません。そん

なことになれば、我々は憲法違反だと告訴します。

    

トム・マッケンジー：あなたは中国に改革開放の歩みを加

速してほしかったと、中国メディアに話されていました。

もし、中国が改革開放の歩みを加速していたら、現在の局

面は違っていたでしょうか。

任正非：当社の問題と国家が改革開放を加速するかどう

かは別の問題です。混同してはなりません。私は一貫して

改革開放政策を支持してきました。なぜなら、改革開放に

よって中国は繁栄を成し遂げ、強国に変貌したからです。

中国は門戸を閉じてはなりません。中国が門戸を閉ざして

いた 5000 年は貧しい 5000 年でした。開放政策をとった

30 年は繁栄の 30 年であり、開放は中国にとって有益な政
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策なのです。これとファーウェイの運命は無関係であり、

中国が引き続き開放政策をとることを支持します。

しかし、開放にも秩序が必要であり、一歩一歩秩序立て

て進めなければなりません。アメリカのようにオープンな

国が、ファーウェイの参入を許可していません。アメリカ

が秩序をもって管理できるのであれば、中国も秩序的に管

理できるということを理解できるはずです。

トム・マッケンジー：5 年後、ファーウェイがどのような

姿になっているか想像できますか？ 5 年後のファーウェイ

のビジョンは何ですか？何を期待されますか。

任正非：5 年後のことなど想像もできません。まず、3 年

後のことをお話ししましょう。3 年後に、もう一度取材に

来て、ファーウェイが存在していなかったら、バラの花束

を墓前に捧げてください。ファーウェイが生き残っていた

ら、あなたに大きなケーキをプレゼントしましょう。3 年

後に、あなたがバラの花束を持ってくるのではなく、私が

大きなケーキを披露できるのが理想です。でも、今はどう

なるか、やはり未知数です。

12、トム・マッケンジー：やはり、生き残ることですか。

任正非：生きることが、永遠に一番の目標です。命がな

ければ発展できません。私は今まで空想や夢想をしたこと
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がありません。やはり現実的に問題を解決すべきです。

トム・マッケンジー：2003 年のシスコシステムズの事件

について触れましたが、当時から現在まで、CEO として

信頼への懸念を緩和するために何かできることはあります

か？または、ファーウェイの従業員が本当に他人の知的財

産を盗んだら、何ができますか。

任正非：シスコシステムズ事件の前も、我々は知的財産

権の管理を非常に重視していました。だから、あのよう

に大きな裁判で和解したのです。一方で、知的財産権の管

理をさらに強化すべきだと決意する契機にもなりました。

我々の知的財産権は人々のために大きな貢献を果たすもの

であり、内部管理に関する制約も多岐にわたっています。

トム・マッケンジー：ファーウェイには、従業員の進歩を

強く促し、勝ちを取りに行くなどの、「狼」の企業文化が

あると聞きました。こういった文化はある種の状況を導き

ませんか？例えば、T- モバイルの技術情報盗難事件などは、

こうした過激な企業文化が招いたものではありませんか。

任正非：個々の案件は司法手続きに入っていますので、

裁判所の判決に任せています。会社の全体的な管理はやは

り効果的だと思います。
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トム・マッケンジー：知的財産権を盗むといった行為に対

して報酬を与えるシステムを作ったことがありますか。

任正非：絶対にありません。

トム・マッケンジー：アメリカ司法省はファーウェイ内部

にこうした奨励システムがあると指摘しているようです

が、第三者の知的財産を盗んだ従業員に報酬を与えますか。

任正非：アメリカ司法省は既に訴訟を提起していますの

で、裁判所の判断に任せたいと思います。

トム・マッケンジー：あなたもこうした制度は容認しませ

んか。

任正非：絶対にしません。
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