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※文章中の人物の役職は実施当時のものです。
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つなげよう、未来に
ネットワークへの接続は、まるで空気や水のようにいたるところに浸透し、生活のそこかしこに入り込んでいます。 

「よりつながった世界」が形成されつつあるのです。このことはあらゆる個人、組織、そして産業に深い影響を及ぼ

します。ビジネス間で、人と人との間で、人とモノとの間で、モノとモノとの間で、さらには人々の感情のやりとり

にいたるまで、つながりは随所に見られます。接続性が強化されれば、これまで以上に個々人がチャンスを察知し、

つかむことが可能になり、世界はより良い方向へと向かうはずです。しかしながら、私たちの前途には数々の課題

が待ち構えています。世界的な人口増加、深刻な都市化問題、増え続ける資源消費量など、困難なジレンマが横たわっ

ているのです。サステナビリティを持ちながら、私たちは限りある社会でどのようにしてより多くのことを実現できる

のでしょうか？ ファーウェイは、ICT産業における中心的存在として、地球全体の持続可能性（サステナビリティ）

を確保し、「よりつながった世界」を構築するために、接続性に重点を置いたICT技術―クラウドコンピューティン

グ、5G（第5世代携帯電話技術）、モノのインターネット（loT）など―を活用します。私たちの革新的なICT技術

により、人々はどこにいようと、互いの距離を縮めることができ、離れた者同士でも再会を果たせるのです。それと

同時に、数多くのビジネスチャンスが生まれ、効率性が向上し、産業は発展していくのです。

サステナビリティにおけるファーウェイのビジョンは「つなげよう、未来に」です。私たちは将来的に、通信技術を用いた

デジタル・デバイドの解消、ネットワークの安定性・安全性のサポートという責任の履行、より環境に優しい世界に向けた

革新的なテクノロジーの提供、従業員に対する配慮への取り組みや福利の向上、調和のとれた地域社会の構築や夢の

実現、相互利益を達成するための業界主要企業との提携を目指します。

ファーウェイは、健全なビジネスエコシステムを確立し、「よりつながった世界」を構築するため、すべてのステー

クホルダーと協力していきます。
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ファーウェイ取締役会長からのメッセージ

私たちは「よりつながった世界」へと向かいつつあります。そ
こは人々、各種ビジネス、産業、そして国々が結びつき、オー
プンな形で協力し合う世の中です。

今日、人々は指先1つで、高品質な教育や医療、娯楽のサー
ビスを享受することができます。ビジネスではこれまで以上
に効率性が高まり、イノベーションに向けた計り知れない
チャンスが待ち受けています。さまざまな国や地域がデジ
タル経済を受け入れ、資源に基づく発展の障害を乗り越え
つつあります。クラウドコンピューティング、ビッグ・データ、
モビリティなどの先端技術が発達してより身近なものとなっ
たことで、IoT（モノのインターネット）が躍進し、経済部門に
おけるイノベーションの重要な推進力になりつつあります。
将来的には、膨大な数のデバイスがネットワークにつなが
れ、ユビキタスな接続性が実現することでしょう。接続性に
重点を置いたICT技術は、これまでにない可能性をもたら
し、世界的なデジタル化の動きを加速させています。

デジタル・デバイドの解消
高速化したロング・ターム・エボリューション（LTE）ネットワークは、世界各地

を密接につないでいます――私たちは、北極圏や「世界の屋根」にも基地局を

設置しました。しかし、地球上の多くの場所は未だにつながっていません。

ファーウェイは、ネットワークを介してより多くの人々を結びつける画期的な

ソリューションやモデルを常に探求しています。これにより、人々はさらなる

知識や教育資源、そして発展のチャンスにアクセスできるようになります。一例

として、ファーウェイは2014年、現地の通信事業者およびUNESCOと連携

し、3千名を超える南スーダンの学生に対して、ネットワークの豊かな世界に

接続するための支援を行いました。

ICT技術は、伝統産業におけるデジタル再構築を活発にし、そうした産業の質

を高めて発展を推進するなど、あらゆる産業に深く組み込まれつつあります。

ファーウェイのICT製品やソリューションは、通信部門だけでなく政府や運

輸、金融、エネルギー、医療部門においても効率性を引き上げ、価値を創出し

ています。たとえば、新疆（シンキョウ）のカラマイにおける私たちの遠隔医療

システムは、偏った医療資源の分配に対処するものであり、遠方の病院までの

旅費をなくし、医療サービスへアクセスしやすい環境を整えました。

安定性・安全性の高い
ネットワーク運用のサポート
安定性・安全性の高いネットワーク運用のサポートは、私たちが担う最も重要

な責任であり、「よりつながった世界」の構築に欠かせないことです。しかし、

ネットワークは発展を続け、終わりなき脅威に備えるサイバーセキュリティが

グローバルな課題となっています。これに対処するには団結しなければなりま

せん。サイバーセキュリティは常に私たちの中核戦略の鍵であり、これを当社

のDNAの一部とするために、事業プロセスにセキュリティ要件を組み込んで

きました。

私たちは、製品設計、ソリューション開発から納入にいたるまでの一貫した

プロセスにおける包括的なセキュリティシステムを開発してきました。また、顧

客のネットワークが危機に見舞われた際に速やかな復旧ができるよう、効果

的な緊急時対応システムも築いてきました。これによりユーザーは安定した通

信サービスへのアクセスが可能となり、生活や財産を保護することができるの

です。緊急時、たとえ周囲が避難をしても、その中心地にはファーウェイの従

業員の姿があるはずです。具体的には、福島の原子力災害、エボラ出血熱流

行地域、チリ地震の震源地、そして戦争で荒廃した数々の国や地域などが挙

げられます。これらすべては、私たちが社会的責任を決して回避しないこと

を示しています。2014年のはじめに、エボラウイルスがシエラレオネ、リベ

リアおよびその他の西アフリカ諸国を襲った際、大半の企業は社員を避難

させました。しかし、ファーウェイの従業員は顧客のために自ら留まることを

決めたのです。彼らは、ファーウェイの安定性・安全性の高いネットワーク

運用への取り組みを見事に実行しました。

低炭素社会構築のための
革新的テクノロジーの開発
ICTは、世界の持続可能な開発を促進するエンジンになりつつあります。幸運

にも私たちはICT産業の一員であり、効率性の向上、資源消費量の削減、環境

に優しい低炭素社会の構築に向けて、当社のICTのノウハウを活用する態勢

が整っています。ICTをフル活用するためには、持続的なイノベーションと投資

が必須です。私たちは世界各地に16の研究開発（R&D）センターを設立した

ほか、世界のパートナーとともに28の共同イノベーション・センターを開設し

ました。継続的に技術を革新し、環境に優しい製品やソリューションを開発す

ることができるよう、私たちは少なくとも年間総売上高の10％をR&Dに投資

しています。世界トップレベルの私たちの省エネ技術は、当社の光回線終端装

置（OLT）および光ネットワーク端末（ONT）に競合製品より20％以上優れた

性能を発揮させることができます。これは年間およそ2億KWhの電力削減に

相当します。現在、世界中の多くの都市で広く適用されている私たちのスマート

シティ・ソリューションは、効率的な低炭素の都市管理におけるベンチマーク

になりつつあります。

調和のとれた産業チェーンの
共同構築
ファーウェイは、関与するすべての組織に利益をもたらす調和のとれた産業

チェーンの構築に努めています。私たちは従業員の健康と安全に配慮し、包括

的な福利厚生プログラムを提供しています。昨年は全世界でおよそ74億人民

元を従業員の福利厚生に費やしました。環境に優しい低炭素のサプライ

チェーンを構築し、当社のサプライヤに価値を創出することを私たちは目指し

ているため、サステナビリティはいまや一貫したサプライチェーン管理プロ

セスの一部となっています。また、雇用創出、納税、チャリティ活動への取り

組みを通じて、地域社会にも貢献しています。30を超える国々で実施して

いる、未来を担う人材育成プログラム「Seeds for the future」では、ファー

ウェイ本社での最新の先端技術に触れる研修に、優秀な大学生を招待しまし

た。高い評価を受けている責任ある企業の一つとして、私たちは「国連グロー

バルコンパクトの10原則」に従い、誠実な姿勢でビジネスを遂行し、適用さ

れる法規を遵守しています。

当社利益の最大化のみが、長期戦略ではありません。継続的な企業の成長を

可能にするのは、サステナビリティだけです。これには急場しのぎではなく、長

期にわたる努力が必要です。私たちは引き続き革新的なテクノロジーを適用

し、当社の世界規模の資源を統合し、顧客やパートナーとオープンな形で協

力を行っていきます。「よりつながった世界」の構築を目指して、全員に利益を

もたらす、調和のとれた持続可能な産業チェーンを、力を合わせて作り上げて

いきます。

ファーウェイ

取締役会長

孫 亜芳 （スン・ヤーファン）



6 72015 サステナビリティ・ブックファーウェイ・ジャパン

華為技術日本株式会社 代表取締役社長からのメッセージ 
ファーウェイ・ジャパン

より持続可能な次の10年を目指して

2005年に設立したファーウェイ･ジャパンは本年で設立10周年という節目

を迎えることができました。設立当時は20名だった社員も現在では700名を

超え、事業規模も着実に拡大してまいりました。これもひとえに、日本のみなさ

まのご理解とご支援のおかげと心より感謝申し上げております。

日本では通信事業者向けネットワーク事業、コンシューマー向け端末事業、

法人向けICTソリューション事業を通して、ファーウェイのエンド・ツー・エンド 

ソリューションを提供させていただくと同時に、2013年にネットワークと端末

のR&D機能を統合して横浜に移設した日本研究所も現在は従業員数

約100名を数え、高い技術力を持つ日本のサプライヤー各社様との協業を

深めており、2014年の日本からの調達額は、前年比20%増の2千億円に

のぼります。

ファーウェイ・ジャパンは、安全性・安定性の高いネットワーク運用のサポー

ト、エネルギー効率のよい製品やソリューションの提供を目指しています。

また、創立以来組織の現地化にも力を注ぎ、2014年には現地採用率も75％

を達成しました。新卒定期採用も2012年から引き続き積極的に行っており

ます。こうした雇用創出にとどまらず、日本社会の中で持続的発展を目指して

企業市民としての責任を果たすべく、震災復興支援、グローバルICT人材育

成、自然保護を３つの柱に据えて地域コミュニティにも貢献しています。2014

年は、引き続き経団連自然保護基金を通して環境保全に貢献したほか、日本

フィランソロピー協会、セーブ・ザ・チルドレン等との協働で震災復興支援を

行ってまいりました。また、益々需要が高まるグローバルICT人材育成のため

に、文部科学省主催のサイエンス・インカレに協賛し、ファーウェイ賞を創設

するなどの、新しい取り組みも開始いたしました。さらに、上智大学とセーブ・

ザ・チルドレンから今までの取り組みに対しての感謝状をいただいたことは、

10周年という節目を迎えるにあたっての素晴らしい記念となりました。

ファーウェイ･ジャパンのサステナビリティ・ブック2015はGloba l 

Reporting Initiative (GRI) G4 Sustainability Reporting Guidelines の

「中核」に準拠して作成され、TÜVによって監査された本社のサステナビリ

ティ・レポートの抄訳に日本の事例を加え、ファーウェイのグローバルな姿と

ローカルな姿の両方をご理解いただけるよう努めました。

10年後には世界のネットワーク接続数は1,000億に達し、そのころにはネッ

トワークへの接続が空気や水のようにどこにでも存在するものとなっている

と予想されています。ファーウェイの「つなげよう、未来に」というサステナビリ

ティのビジョンの下、情報通信をリードする会社としてグローバルな経験を共

有しつつ、豊かな「より“つながった”世界」を日本で実現できるよう、これから

の10年もみなさまと歩み続けてまいります。

ファーウェイ・ジャパン
代表取締役社長

王 剣峰 （ジェフ・ワン）
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100%

30億人 1,500

TOP100

45 150

1万人以上

2014年度のファーウェイの
サステナビリティに関する取り組み

170以上の国や地域に製品やソリューションを導入
し、約30億人にサービスを提供

1,500を超えるお客様ネットワークの安定した運用を
サポート

『サイバー・セキュリティに対するファーウェイの視点
と取り組みーエンド･ツー･エンドのサイバー・セキュ
リティ保証のためにテクノロジー・ベンダーに確認す
べき100の質問』と題する提言レポートを発行

世界で45のトレーニング・センターを運営し、現地で
ICT人材を育成

世界で150の重大イベントや自然災害の際に安定した
ネットワーク運用をサポート

1万人以上の学生にICTトレーニングを提供

政府機関やエネルギー、運輸、金融などの産業にICT技
術を提供し

効率性を向上 「Cyber Security Organization 
of the Year（最も優秀なサイバー・セ
キュリティ組織）」 賞を受賞

4,300万 kWh

5万3千トン以上

2.37%

サプライヤーと連携して5万3,000トンを
超える二酸化炭素排出量を削減

管理面と技術面の取り組みにより4,300万kWh
の電力を節約

循環経済モデルにより、ごみの埋め立て
率を2.37％削減

世界初の「ウォーター・フット
プリント」認証付き携帯電話

73億人民元

75%

従業員の福利厚生に73億人民元（約1,406億円※）を
投資

中国国外の従業員の75％が現地採用

潜在リスクが中から高のサプライヤーに対して100％
の監査を実施

2014年12月31日現在、38,825件の特許を取得

※1人民元あたり19.26円換算
　（2014年12月31日現在）

38,825



10 112015 サステナビリティ・ブックファーウェイ・ジャパン

ファーウェイのサステナビリティ関係の2014年度受賞実績

受賞 授与者

「中国民間企業のCSR指標」第１位 中国社会科学院

「LinkedInの2014年最も働きたい企業トップ100」第95位
（唯一の中国企業）

リンクトイン（LinkedIn）

「年間最優秀サイバーセキュリティ組織賞」 サイバーセキュリティ・マレーシア

「ベスト・エネルギー・パートナー賞」
テレフォニカとその世界各地の子会社がコロンビアで共同
開催したグローバル・エネルギー・サミットにて受賞。

テレフォニカ（Telefonica）

国連グローバルコンパクト・ローカルネットワーク・チャイナ
「ベスト・プラクティス賞」
環境に優しいサプライチェーンの構築および環境保護のため
のファーウェイの新たな官民連携モデルに対する評価。

国連グローバルコンパクト・ローカルネットワーク・
チャイナ

サステナビリティ関係の受賞

受賞 授与者

「IPEグリーン・サプライチェーン・リスト 」
全世界のICT産業中第6位、全中国企業中第1位

公共環境問題研究所（IPE）

「ベスト・グリーン・ICTイノベーション・アワード 」
ファーウェイのマイクロDCに対する評価。

2014年香港ICTアワーズ 

「戦略的パートナー賞」
（アラブ世界において最も権威あるCSR関連の賞）

アラビアCSRアワーズ

「最優秀社会連携・社会貢献賞」／「人材開発支援・最優秀企
業賞」

ナイジェリア政府

「科学・テクノロジー分野優良教育賞」
（ウガンダのICT担当次官が、同国の社会経済成長、テクノロ
ジーの進展、教育および環境保護の促進におけるファーウェ
イの取り組みに対して表彰し、感謝の意を述べました。）

ウガンダ情報通信技術省

「技術革新賞」および「グリーン賞」
ファーウェイの無停電電源装置（UPS）に対する評価。

技術開発、UPSシステムの展望およびテクノロジーに関
する会議

CESA傘下社会的責任委員会の「2014年度優秀会員」 中国電子工業標準化技術協会（CESA）
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サステナビリティ管理
1.

1.1 会社概要
ファーウェイは、中国広東省の深圳（シンセン）を本拠地とする世界有数のICTソリューション・プロバイダーです。お客様主導のイノベーションとオープンなパート
ナーシップへの取り組みを通じて、エンドツーエンド型のICTソリューション・ポートフォリオを構築し、通信・企業ネットワーク、端末、クラウドコンピューティング
の分野において顧客の競争力を高めてきました。ファーウェイは、通信事業者、企業、消費者に、最大限の価値と最高の体験をもたらすことに全力で取り組んでい
ます。私たちの革新的なICTソリューション、製品、そしてサービスは、170を超える国や地域で利用されており、世界中で30億近くの人々の役に立っています。

ユビキタスなブロードバンド接続を実現すること、場所を問わない迅速かつ柔軟なイノベーションを可能にすること、そしてすべての人に手頃な価格で最高の経
験を提供すること。ファーウェイはこれらの目標に重点を置いてきました。今後も高度なICT技術とアイデアを味方に、業界のパートナーとの協力のもと、私たちは
社会の進歩を促進し、すべての人 と々すべてのモノとがつながる世界を構築することができるでしょう。
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より広帯域の接続が可能に

4Gモバイル・ウルトラブロードバンド・ネットワークの運用が
勢いづくなか、ファーウェイは、世界中で174のLTEネット
ワークおよび132の進化型パケットコア（EPC）ネットワーク
の商用展開を行いました。これらのネットワークにより、ブラジ
ルのリオデジャネイロ、インドのバンガロール、スウェーデンの
ストックホルムにおいて、ファーウェイはその存在感を強めま
した。中国ではすべての省都でビジネス基盤を築いています。
また、膨大なデータ通信量により生じた問題に対処する世界
中の顧客を支援するため、400Gコア・ルーターで強化された
商用ネットワークを世界の186か所に設置しました。

NFV/SDNの高度な商用利用

ファーウェイは、クラウドコンピューティングの概念と「ソフト
ウェア定義ネットワーク（SDN）」、「ネットワーク機能の仮想化

（NFV）」とを完全に統合することで、次世代型通信事業者ネッ
トワーク構築、SoftCOMを強化してきました。また、サービス、
運営、ネットワーク機能およびネットワーク構築の４分野におい
て、通信ネットワークを作り変えるソリューションを開発しまし
た。これは通信事業者が大幅な事業変革やネットワークの進化
に伴う課題に対処するうえで役立ちました。さらには、20を超
える通信事業者とともに、60以上のNFV/SDN関連の共同イノ
ベーション・プロジェクトを実施しました。

クラウド時代におけるサービス・イノベーションの推進

ファーウェイは、サービス志向の分散型クラウド・データセン
ター「SD-DC2」、業界初のコンバード・ストレージ・システム

「OceanStor」、IoT向けアジャイル・ゲートウェイ「AR511」、
クラウド・ファブリック・データセンター・ネットワーク、アジャイ
ル・ブランチ・ソリューションを公開しました。これらの一つひと
つが、クラウド時代のビジネス・イノベーションに向けた技術的
基盤の構築において、顧客の皆様をサポートしています。

スマートフォン分野で世界のリーダー企業のひとつに

高品質戦略の一環として、ファーウェイは、消費者事業分野に
おいてHuaweiとHonorの二つのシリーズを発表しました。
ファーウェイのスマートフォンは、多くの国々の市場でトップの
地位を築いています。当社のフラッグシップスマートフォンの
市場シェアは大幅に増加し、Ascend P7は100を超す国や地
域へ400万台以上出荷されました。Ascend Mate7は高級品
市場で話題となり、需要に供給が追いつかなかったほどです。
オナー・シリーズはオンラインでの販売により、初年度だけで
2千万台を超える売上を全世界で記録しました。

サービスにおいて秀でた強みを確立

ファーウェイは、ICT分野におけるサービスの競争力を築き、
ICT運用の方面で、迅速かつ柔軟な効率性の高い変革を実現し
てきました。ファーウェイのSmartCareR CEMソリューション、
高品質ブランドMBBサービス、そして各種管理サービスは、業
界を牽引してきました。また、ICTコンサルティングおよびシス
テム統合サービスが急速な発展を見せたことで、データセン
ターの統合、NFV/SDNの統合、運用サポートシステム（OSS）
の統合、IT管理サービスの分野において、大幅に躍進しました。
オープンな形での協力および産業エコシステムの共同開発を目
的として、ファーウェイはNFV/SDNオープン・ラボ、サービス・
プロバイダー管理（SPO）ラボを設立しました。

業界主要企業とともに5Gを定義

ファーウェイは、5G関連の投資を増加させ、5Gの規格を策定
するため、さまざまな産業、特にIoT時代において公共ネット
ワークを利用する可能性が高い分野と共同で取り組みを続け
てきました。これにはスペクトル効率のアップ、ピーク速度の向
上、膨大な量の接続処理、そして待ち時間1ミリ秒の実現が含
まれます。こうした行動により、ファーウェイはモバイル産業の
持続可能な開発を後押ししました。2014年の終わりには、5G
研究を促進すべく、業界のパートナーと協働で、英国において
世界初の5Gテストベッドを構築しました。

良好な業界環境の構築

開放性、協力、そして相互利益の精神から、ファーウェイは
SAP、アクセンチュア、インテル、インフォシスなど、世界トップク
ラスのベンダーと戦略的提携やグローバル・パートナーシップ
を築きました。こうしたパートナーシップを通じて、ファーウェイ
は質の高い資源と能力とを統合し、良好な業界環境の構築を
支援しました。

2014年の事業ハイライト
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2014年の事業概要
2014年、ファーウェイは世界中にバランスよく事業展開したことで、通信事
業者向けネットワーク事業、法人向けICTソリューション事業、コンシューマー
向け端末事業において安定した健全な成長を遂げました。

地域別売上高

コーポレート・ガバナンス
お客様志向と一意専心というコア・バリューに基づき、ファーウェイは、コーポレート・ガバナンス体制、組織、プロセス、評価システムを絶えず改善し、長期にわた
る効率的な成長を維持してきました。

ファーウェイのコーポレート・ガバナンス体制

株主

ファーウェイ・ホールディング株式会社（以下「会社」または「ファーウェイ」）
は従業員の全額出資による民間企業です。ファーウェイの株主はファーウェイ・
ホールディング株式会社組合（以下「組合」）と任正非（Ren Zhengfei）です。
会社は組合を通じて従業員持株制度（以下「制度」）を導入しており、2014年
12月31日現在82,471人の従業員が当制度を利用しています。この制度は、
従業員の貢献と会社の長期発展を効果的に結びつけ、ファーウェイの継続的
な成長を促進します。任正非は会社の個人株主であると同時に、当制度にも
加入しています。2014年12月31日現在、任正非の出資比率は総株式資本の
約1.4%となっています。

取締役会および委員会

取締役会は、会社の戦略と経営における意思決定機関です。また、事業運営
全体の指導と監督を行い、戦略上の重要問題について意思決定を下します。
取締役会は、その機能を補佐する人事委員会、財務委員会、戦略・開発委員
会、監査委員会を設けています。

監視委員会

ファーウェイは、中華人民共和国の企業法に従って、監視委員会を設置して
います。監視委員会の主な責務は、会社の財務実績と業績の調査、取締役
および上級管理職の職責遂行の監視、取締役会機能の標準化です。監視
委員会のメンバーはオブザーバーとして、取締役会に出席します。

ファーウェイのコーポレート・ガバナンスの詳細については、2014年度アニュ
アル・レポート（日本語版）の58～71ページのコーポレート・ガバナンス報告
をご覧ください。

288,197百万人民元
年間売上高は前年比20.6%増の
2,881億9,700万人民元（約5兆5,506億7,422万円※）でした。

年平均成長率：12% 年平均成長率：2% 年平均成長率：7%
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過去5年間の財務ハイライト

35.0% 37.8%

14.7%

10.7%

株主総会

外部監査人 監視委員会

人事委員会 財務委員会

CEO／輪番CEO

戦略・開発委員会 監査委員会

取締役会
執行委員会

通信事業者向け
ネットワーク
事業グループ

プロダクト＆
ソリューション

法人向け
ITCソリューション
事業グループ

コンシューマー向け
端末事業グループ

2012ラボ

ファーウェイ・
ユニバーシティ

ファーウェイ
内部サービス

最高サプライチェーン責任者
（サプライチェーン、購買、製造）

地域組織（地域および代表オフィス）

運営本部

JCR
（地域統括委員会） PR & GR 法務 内部監査 技術検査

人事 財務 事業開発 戦略マーケティング 品質・BP&lT サイバーセキュリティ
個人情報保護

倫理・コンプライアンス

※1人民元あたり19.26円換算（2014年12月31日現在）

欧州、中東、アフリカ（EMEA)
1,009億9,000万人民元
（約1兆9,450億6,740万円）

中国
1,088億8,100万人民元
（約2兆970億4,806万円）

アジア太平洋地域
424億2,400万人民元
（約8,170億8,624万円）

南北アメリカ
308億5,200万人民元
（約5,942億952万円）
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1.2 サステナビリティ戦略

ファーウェイのサステナビリティ戦略は、企業戦略と密接に結びついています。そこには、経済、環境、社会
の調和的で健全な長期発展の促進に取り組むファーウェイの姿勢が示されています。

ファーウェイのサステナビリティ戦略は以下の4つの柱から成り立っています。デジタル・デバイドの解消、安
定性・安全性の高いネットワーク運用のサポート、環境保護の推進および相互に利益のある発展の追求
です。サステナビリティは、ファーウェイの企業戦略における主要な配慮事項のひとつであり、会社の経営
プロセスに組み込まれています。責任ある企業の一つであるために、ファーウェイにとって不可欠なもので
す。

ファーウェイでは各年度のはじめに、内外の環境開発に沿った戦略の見直しや修正のため、サステナビリテ
ィ戦略会議を行います。これにより、将来を見据えた、業界を牽引する、未来のアクションに明確な方向性
を定めたサステナビリティ戦略を策定することができます。

優れた戦略を持つことは重要ですが、それ以上に重要なことは効果的な実行です。サステナビリティ戦略を
行動に移すために、ファーウェイは年次戦略分析会議を開催しています。会議では戦略を実施可能な業務
の優先順位と目標とに分類し、のちにそれらを各部署へ割り当てます。私たちは、この会議を通じて、戦略の
実行を監視し、評価することができます。

2014年、私たちは引き続きサステナビリティ戦略に重点を置きました。当社の社会的責任を徹底して果
たす一方、バリューチェーンの他の関係企業にも同様の行動を促し、サステナビリティにおけるリスクと機
会に積極的に対処しました。こうした行動を通じて、私たちはより調和のとれた健全なバリューチェーンに
向けて貢献することに努めています。

サステナビリティのリスクと機会
ファーウェイは、サステナビリティのリスクと機会を定期的に分析し、システム上の不明な潜在リスクの特定方法を開発してきました。サステナビリティのリスク
と機会を総合的に察知することは、戦略プランにおける重要な基準を示すことになります。これによりファーウェイは、サステナビリティ管理の最適化と事業価値
の創出に向けた有意義な目標を策定することができるのです。

2014年、私たちはサステナビリティのリスク（サプライチェーン管理、ネットワークの安定性・安全性など）と機会（環境保護、デジタル・デバイドの解消など）を、
さまざまな要素を踏まえたうえで定義しました。そこには、ステークホルダーからの要求事項と期待、サステナビリティの動向に関する調査や分析、業界のベンチ
マークなどの要素が含まれています。

サステナビリティのビジョン：
デジタル・デバイドを解消し、経済、環
境、社会の調和的で持続可能な発展
を促進すること。

サステナビリティのミッション：
優れたサステナビリティ管理システムを
構築すること。真摯な姿勢で、適用法規
に則った経営を行うこと。ステークホル
ダーとの交流を増やすこと。調和のとれ
た事業エコシステムを促進し、持続可
能な発展を保証すること。顧客の皆様
と社会に貢献すること。

ファーウェイのサステナビリティ戦略

デジタル・デバイドの
解消

■ 地球上のあらゆる地域で音声通信を簡単に利用できる環境を提供します。
■ すべての人にユビキタスなブロードバンド環境を約束します。グローバルな課題に取り組むために、

未来志向のICT技術を促進します。
■ 地域人材の育成、知識の移転、そして人々のデジタル社会との関わりを活発化するために、トレー

ニングセンターを設立し、合同教育戦略を開始します。
■ 経済的業績、生活の質、生産効率、競争力を向上させるために、個人、企業、地域のニーズに応じて

カスタマイズされた最適なICTアプリケーションやソリューションを提供します。

■ ネットワークの安定性と安全性のサポートは、危機的状況（地震や津波などの自然災害や緊急事態）にお
いては特に、当社の利益よりも優先する最重要事項であると私たちは考えています。

■ 当社製品の堅牢性と防御能力を強化するため、サービスの継続とネットワークのレジリエンスに関して十
分な検討を行い、たゆまぬイノベーションを実施します。また、外部機関による製品テスト、検証、認証
に対して協力を惜しまず、お客様のために国際的にも定評のあるセキュリティ保証への取り組みを実施し
ます。ステークホルダーとの積極的な交流と相互協力により、開放性と透明性を維持し、セキュリティ関
連の規格や法規を遵守します。

■ 製品の企画、設計、研究開発、製造、納入そしてサービスにいたるまでのプロセスに環境保護のコンセプ
トを導入しています。継続的な技術革新により、資源利用の効率性を高めることで、環境に優しくエネル
ギー効率に優れた、世界をリードする製品やソリューションをお客様にお届けします。

■ 廃棄物や温室効果ガスの排出量を最小限に抑え、環境に優しい事業活動のロールモデルとなるため、オフ
ィス、製造施設、物流センター、ラボにおける資源利用の効率性向上に注力しています。

■ 当社の製品が環境保護要件に適合していることを保証するとともに、パートナーに対して、環境関連の規
則に則った運営を求めています。また、事業活動の中で密接に関わり合うことで、サプライチェーンにお
けるエネルギー保全と排出削減を促進します。これにより、産業チェーンの中で総合的な競争力を高めて
いきます。

■ 環境負荷を軽減したICTソリューションを幅広いラインナップで展開し、業界のエネルギー保全と排出削
減に貢献します。省エネで環境に優しい低炭素社会を促進する、積極的な担い手となります。

■ 従業員一人ひとりが自分の価値を発揮できるよう、各自の特別な技能に基づくキャリアパスを用意
しています。

■ 事業を行う地域や国に対して積極的に貢献していきます。
■ 腐敗、ダンピング、市場独占の防止に努め、ビジネス倫理を固く守ります。誠実な姿勢で事業を運営

し、適用される法規を遵守します。
■ 事業活動やサービスのプロセスにおいて、サステナビリティに関わる危機管理を重視している当社

は、業界のみならず世界的にもサステナビリティにおけるリーダー的存在となっています。
■ サプライヤと緊密に協力し、標準やベンチマークを確立します。当社は危機管理から効率管理へと重

点を移しており、産業チェーンの中でサステナビリティのリーダー的存在となっています。

相互に利益のある
発展の追求

安定性・安全性の高い
ネットワーク運用の

サポート

環境保護の促進
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1.3 ステークホルダー・エンゲージメント

ファーウェイのサステナビリティ管理への取り組みの核にあるのは、ステークホルダーとのエンゲージメントです。ファーウェイは、さらなる価値創出に向けて、
「CSD（Corporate Sustainable Development：企業の持続可能な発展）ステークホルダー・エンゲージメント管理プロセス」を策定し、ステークホルダーと
のエンゲージメントを制度化して事業運営に導入しました。ステークホルダーとの対話により、私たちは当社のサステナビリティへの姿勢と取り組み、その結果と
してもたらされる業績を示すことが可能になります。さらに重要な点は、継続的な改善を推進するうえで、あらゆる声を聞き、さまざまな提案を日常管理に反映
できることです。

ステークホルダーとの円滑な対話は、サステナビリティのリスクを体系的に特定し、それらの管理を可能にします。ひいては、当社が持続的な発展を遂げ、戦略
目標を実現するための能力の向上につながるのです。以下の表は、ステークホルダーとのエンゲージメントに向けた私たちの主なアプローチと2014年に実施
した活動事例を示したものです。

ステークホルダー エンゲージメントの方法 事例

顧客／消費者

• 顧客満足度調査
• サステナビリティに関する顧客との直接

対話
• 業界の見本市やフォーラム
• 顧客リサーチ
• ファーウェイ・クラブ

• 顧客と意見交換を行うとともに、世界トップクラスのサステナ
ビリティのアイディアに触れるため、BTの「Better Future 
Supplier Forum（BFSF）」へ参加。

• 世界規模で顧客満足度調査を実施。その結果、顧客満足度
における安定的な向上が認められました。

従業員

• 従業員代表との対話
• 従業員のための福利厚生活動
• 組織風土調査
• 管理職との対話や提案箱

• 従業員のための居心地の良い、健全な職場環境づくりに向け
た「3+1」プログラムを導入。

• 従業員とその家族をファーウェイの構内に招く「ファミリー
・デイ」の活動を企画。

サプライヤ

• グローバル・サプライヤ・サステナビリティ
会議

• サプライヤ向けのトレーニングやワーク　
ショップ

• サプライヤの監査および評価

•   「つながる世界の構築 ―もっと環境に優しいチェーン、　
もっと強い競争力を」を議題に、第6回グローバル・サプライヤ
・サステナビリティ会議を開催。

政府
• サステナビリティの取り組みにおける協力
• ワークショップ
• 政策対話会合

• 深圳（シンセン）グリーン・サプライチェーン実験プロジェクト
において深圳（シンセン）市と協力。社会的責任を持った調達
者であるための取り組みを示すとともに、サプライヤ側に省エ
ネと二酸化炭素排出削減を奨励。

産業/規格団体
• 業界のフォーラムや活動
• 規格に関するワークショップ
• 研究成果の公表

• エレクトロニクス産業における国際的な環境保護会議
「Going Green-Care Innovation 2014」に参加。

• 米国電子回路協会（IPC）が打ち出した、サプライチェーンの
CSRに関するベスト・プラクティス指導基準、IPC-1401の
開発に参加。

• 中国電子工業標準化技術協会（CESA）のサプライ・チェーン
に関する作業部会に参加。

NGO
• サステナビリティ会議
• 共同事業プロジェクト
• ワークショップ

•  「持続可能な世界をともに築く」を議題に、ファーウェイ・サス
テナビリティ会議を開催。

• 国連グローバルコンパクト・ローカルネットワーク・チャイナ
が企画した活動への参加。

メディア
• サステナビリティ会議
• メディアのインタビュー

• 香港で国際メディア通信会合を開催し、2013年度サステナ
ビリティ・レポートを発表。

調査機関/学術研究機関

• ワークショップ
• サステナビリティ・レポート
• ICTのトレーニングおよび開発における　

協力

•  「国際投資・貿易の法的リスクおよび対策 ― 中国・アフリ
カの協力関係の観点から」と題した会議（主催：中国外務省
および中国法学会）に参加し、「アフリカ進出企業の業界規則
および社会的責任」というタイトルの基調スピーチを実施。

地域団体
• 定例会合
• 慈善寄付
• トレーニング

• 地域社会における教育を支援するため、「K to College」（非営
利団体）と協力して、サンディエゴのローランド・パーク小
学校の生徒への寄付を実施。

第1回　ファーウェイ・サステナビリティ会議
2014年4月24日、中国の深圳（シンセン）において、「持続可能な世界をとも
に築く」を議題にファーウェイ・サステナビリティ会議が開催されました。会議
には、通信事業者（ブリティッシュテレコム、ドイツテレコム、ボーダフォンなど）
と各種団体（国連グローバルコンタクトUNGC、CSRヨーロッパ、グローバ
ル・e-サステナビリティ・イニシアティブGeSI、CSRアジアなど）の代表者らを
含む、60名を超える参加者が集いました。

参加者たちは、ICT産業における動向やサステナビリティに関する注目の話
題について議論を交わしました。ブリティッシュテレコムのサステナビリティ主
任、ニアル・デューン氏は、通信事業者の成功体験を語り、ファーウェイCSD委
員会の委員長、アレックス・デンは、ファーウェイを代表してゲストの皆様に歓
迎の意を表しました。また、スピーチの中で、環境保護分野とサプライチェーン
管理分野におけるファーウェイのサステナビリティへの取り組みを紹介しまし
た。

さらには、企業のみならず世界全体における持続可能な発展の促進に対する
ファーウェイの献身的な姿勢を示しました。この会議はファーウェイにとって、
ステークホルダーとの交流を通して経験を共有する素晴らしい機会となりま
した。

「私たちは、持続可能な社会的・経済的成長につながるコミュニケーショ
ンの力を信じています。このサステナビリティ会議は、ICTがより良い未
来を築くうえで、どのようにして肝心な役割を果たせるのか、世界中の業
界リーダーやステークホルダーと議論を交わす素晴らしい機会となりま
した」

—ニアル・デューン
ブリティッシュテレコム サステナビリティ主任

開幕スピーチを行うファーウェイCSD委員会の委員長、アレックス・デン 通信事業者の管理に関する好事例を共有するブリティッシュ
テレコム サステナビリティ主任、ニアル・デューン
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国連グローバルコンタクト

グローバル・e-サステナビリティ・イニシアティブ
（GeSI）

国連デジタル開発のためのブロードバンド委員会

CSRヨーロッパ

クエストフォーラム

ビジネス・フォー・ソーシャル・レスポンシビリティ

上のチャートに示された17の重要課題は、本レポートの以下の章で説明されています。

 —P13-P27　サステナビリティ管理  —P43-P55　環境保護に向けたイノベーション
 —P29-P35　デジタル・デバイドの解消  —P57-P81　相互に利益のある発展の追求
 —P37-P41　安定性・安全性の高いネットワーク運用のサポート

重要課題
サステナビリティに関する重要課題に対処することで、ファーウェイはステークホルダーの関心事項を十分に理解し、それらを1番に考え、より包括的かつ透明性
の高い方法で応えることができます。さらには、改善すべき分野を効果的に特定して、サステナビリティ管理を最適化することが可能です。

ステークホルダーにとっての最重要課題を特定するため、2014年、ファーウェイは230を超えるステークホルダーに対して調査を実施しました。対象となった
のは、顧客、従業員、サプライヤ、消費者、政府、NGOなどです。調査は現場調査や電話、質問表を通じて行われました。これに対する回答率は98％で、ステーク
ホルダーから非常に高い反応がありました。

ファーウェイは、2つの側面から各課題の優先度を定義しました。1つはステークホルダーの関心度（縦軸）、もう1つはファーウェイへの影響（横軸）です。縦軸には、
ステークホルダー調査における総合ランキングに基づき、各課題の優先度を示しました。横軸には、サステナビリティ・リスク、管理システム、戦略目標に関する
社内専門家の分析を含めた評価結果を踏まえて、各課題の優先度を示しました。

サステナビリティ団体への加入

ファーウェイは業界全体でサステナビリティを向上させるため、パートナー、
顧客およびその他のステークホルダーと積極的に協力しています。私たちは
国連デジタル開発のためのブロードバンド委員会、国連グローバルコンタクト、
GeSI、クエストフォーラム、ビジネス・フォー・ソーシャル・レスポンシビリティ

（BSR）、CSRヨーロッパ、およびその他の国内外の団体の一員です。こう
した団体に加入することで、私たちは成功事例を共有したり、協力分野を
調査したり、規格を改善したりすることができます。

高

低 高ファーウェイへの影響

サステナビリティ管理システム

エネルギー効率と循環型経済

エネルギー消費と二酸化炭素排出削減

環境に優しい製品とサービス

誠実さと業務コンプライアンス

従業員の健康と安全

従業員のトレーニング＆能力開発

従業員の多様性

製品の安全性

サプライチェーンの
サステナビリティ管理

社会貢献と慈善活動

ネットワークの安定性

サイバーセキュリティ問題に
対する積極的な対応

ICT人材の育成

すべての人に通信環境を

ICTの適用

すべての人にブロードバンドを
利用可能に

クエストフォーラムは2014年、「サステナビリティ・イニシアティブ」
を立ち上げました。これには、TL9000（通信産業の品質管理シス
テムの国際規格）の中で、企業のサステナビリティ・プログラムの
有効性と成熟性の業界規格を定める測定区分を開発する狙いが
あります。現時点で、欧州、アジアそして米国から20を超える通信
企業が、この「サステナビリティ・イニシアティブ」に参加しています。

この測定区分により、参加企業間での同業者比較や成功事例の共
有が可能となります。クエストフォーラムは、サステナビリティを企
業運営に組み込むための包括的な枠組みを開発し、オンライン・
データ収集とそれに基づくベンチマークシステムを実現したの
です。パイロット企業の1つとしてファーウェイは、要求されたデータを
提供し、「サステナビリティ・イニシアティブ」にあるいくつかのサブ
プロジェクトを指揮するなど、同枠組みの構築に貢献しました。

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心
度
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• サステナビリティ管理シス
テムの成熟度を評価する。

• 企業の持続可能な発展の
プロセスを実行に移し、サ
ステナビリティに関するリ
スク管理体制を整備する。

• サステナビリティ関連の
研修を用意し、サステナビ
リティに関する能力の向
上を図る。

• サステナビリティ・リスク
管理ツールを適用・更新
する。

• サステナビリティ管理シス
テムを最適化する。

• サステナビリティ・リスク
管理ツールを世界的に普
及させ、一貫したプロセス
管理体制を確立する。

• 中国以外の主要地域にお
けるサステナビリティ管理
システムの設置を実現さ
せる。

• 顧客のニーズに基づいた
サステナビリティ管理シス
テムを世界規模で展開す
る。

• サステナビリティ管理プロ
セスを最適化する。

1.4 サステナビリティ管理

サステナビリティ管理システムの継続的な整備
ファーウェイは2013年、ISO26000に基づいたサステナビリティ管理シス
テムを設置しました。それ以降、政策やプロセス、基本方針などの管理方法や
ツールを開発し、発表してきました。2014年は、会社全体でそれらの効果的
な遂行ができるよう、引き続きサステナビリティ管理システムの整備を図りま
した。

私たちは当社の「企業の持続可能な発展実現のためのプロセス」をフル活用
して、サステナビリティの取り組みを体系的に計画、遂行し、監視や改善を
行いました。2014年の間に、このプロセスはすべての事業部門に導入されま
した。2015年は、運営の実際の結果に基づいたプロセスの最適化を予定して
おり、このことがより良い事業活動へとつながり、さらなる事業価値を創出
できるよう努めます。

私たちはサステナビリティ管理システムの戦略、リスク、管理、指標管理、
組織、緊急時対応など、11の要素について成熟度を評価するツールも開発
しました。このツールは、ビジネス・モジュールの成熟度をより分かりやすく
示して、私たちが改善すべき分野を特定し、継続的な発展を後押しするもの
です。

サステナビリティフォーラム 循環型経済フォーラム

サステナビリティに関する中長期的な目標
ファーウェイは、サステナビリティに関する将来的な取り組みの指針として、中長期的な目標を設定してきました。こうした目標は、時代に合ったものとなるよう、
会社の開発プランやステークホルダーからの要求事項と照らし合わせて毎年見直しが行われています。CSD（Corporate Sustainable Development：

企業の持続可能な発展）委員会

ファーウェイ は2010年にCSD委 員 会を設 置し ま し た。
CSD委員会は、ファーウェイのサステナビリティの取り組
みを管理する役割の専門委員会として、サステナビリティ
管理システムやプランの運営を調整するとともに、サステナ
ビリティ戦略を開発し、事業運営におけるその遂行状況を
監視しています。また、ファーウェイのサステナビリティの
取り組みを監督する責任を担っています。

CSD委 員 会は、 ファーウェイ の品 質、 ビ ジ ネ ス・ プ ロ セ
ス、IT管理部門の部長であり、監視委員会のメンバーでもあ
るアレックス・デンが委員長を務めています。同委員会は、
研究開発、製造、調達、人事、総務等の部署に所属する20
名以上のメンバーで構成されています。

2015 2016 2017 2018 2019

• デジタル・デバイド解消の
ための中核プログラムを
始動させる。

• 温室効果ガス（GHG） 
関連の調査を実施し、　
中長期的な排出削減目標
を設置する。

• リスク特定の結果に基づ
き、中～高リスクのサプラ
イヤに対する監査計画を
策定し、改善を後押しする。

• デジタル・デバイド解消の
ための中核プログラムを
継続し、段階的に目標を
達成する。

• エネルギー保全・排出削
減プロジェクトを継続的
に実施する。

• サプライヤと協働で合同
サステナビリティ改善プロ
ジェクトを実施し、主要サ
プライヤを対象に、独自の
サステナビリティ管理シス
テムを確立できるよう指
導する。

• 計画に沿って、デジタル・
デバイド解消のための中
核プログラムを強化・推進
する。

• 新たなテクノロジーやプロ
セスを継続的に導入する。

• サプライヤと協働で合同
サステナビリティ改善プロ
ジェクトを実施し、サプラ
イヤを対象に、独自のサス
テナビリティ管理システム
を確立できるよう指導す
る。また、サプライヤの能
力や効率性の引き上げに
力を入れる。

• デジタル・デバイド解消の
ための中核プログラムを
継続的に拡充し、最適化
を図る。

• GHG排出削減の目標を
達成する。

• 産業チェーンの中で、サス
テナビリティ管理に関する
連携を推進する。顧客と
ともに、産業チェーンの
サステナビリティに重点
を置いた協力を続ける。

サステナビリティの「黄金の種」をまく
「サステナビリティ黄金の種プログラム」は、サステナビリティ関連のトレーニング、認証、トップレベルの専門家による講演、フォーラムなどを提供します。この
プログラムには、すべての部署にサステナビリティの専門家を育成し、サステナビリティに対する全従業員の意識や能力を高め、サステナビリティ文化を醸
成する狙いがあります。

プログラム・チームは2014年、世界的に有名な専門家を招き、当社のサステナビリティや循環型経済に関するフォーラムや、社会的責任の指針である
ISO26000の特別研修において、彼らの見識を共有しました。研究開発、サプライチェーン、製造、人事などの部署から、参加者は500名を越えました。こう
した参加者たちは今、これまで以上にファーウェイ全体のサステナビリティ能力を高めていくことが可能です。

専門的な能力や資格は、サステナビリティの必要条件です。2015年、「サステナビリティ黄金の種プログラム」は、ファーウェイのサステナビリティ能力を
新たな次元に押し上げるべく、各部署の職種に応じた研修コースを用意します。

戦
略
の
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行

管
理
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1.5 誠実さと業務コンプライアンス

コンプライアンス管理
いかなる企業であれ、適用法規を遵守することは、その存続にとってきわめて重要です。ファーウェイはグローバル企業として、ビジネス倫理において高い基準
を守り、適用される国際的な慣例と国内の法律に従い、誠実な姿勢で事業を運営しています。また、調和のとれたビジネス環境を作り出すために、国際的に認め
られた規則に則って行動し、日常業務における貿易コンプライアンスを徹底させてきました。

あらゆる事業構想における業務コンプライアンスの徹底

ファーウェイの法務部は、輸出統制、サイバーセキュリティ、取引競争、人事
管理、贈収賄、腐敗防止などのコンプライアンスに関連した行為について、
法的な指針を提示します。また、問題の特定や評価を行い、遵守要件を確定
し、国内外の法的リスクに対して警告を発しています。さらには、他部署に対し
て、すべての業務で法令が遵守されるよう支援を行います。

腐敗防止および贈収賄防止
ファーウェイはビジネス倫理を守り、誠実な姿勢で事業を運営しており、贈収賄や腐敗を決して容認しません。2014年は引き続き、贈収賄や腐敗を防止、排除す
るための管理体制の強化を図り、全世界の従業員に対して、業務行動規範（ビジネス・コンダクト・ガイドライン、BCG）を遵守すること、毎年研修に参加すること
を義務付けました。また、すべてのパートナーとサプライヤに対して、「実直性および誠実性に関する合意書」への署名を求めました。

子会社におけるコンプライアンス・システムと組織の設置を重点的に

ファーウェイは2014年、中国以外の地域にある子会社にコンプライアンス・
システムを設置することに重点的に取り組みました。その一環として、海外子
会社における業務コンプライアンスを監視・管理する役割の監視組織を設置
しました。子会社の監視組織は、リアルタイムでの監視と子会社における業務
コンプライアンス管理を確かなものとするため、年間を通じて計195のコンプ
ライアンス・レポートを提出しました。

世界中で業務コンプライアンスを強化するため、私たちはコンプライアンスの管理・監視における責任と業務体制を定めたほか、中国以外の主要国においてコンプライア
ンス主任を任命しました。2014年は主要な国や地域のコンプライアンス主任を対象に、自身の役割について理解を深めてもらうため、４回にわたる研修を実施しました。

輸出管理
ファーウェイは、事業を行う国や地域の貿易に関する法規を守ります。政策、組織、プロセス、システム、
ツールを通じて、すべての機能部門の事業活動に法令遵守を浸透させてきました。また、一貫した内部
コンプライアンス・プログラム（ICP）を策定し、その内容は権威ある外部組織の審査・監査の際に高い
評価を受けました。私たちのICPは、事業分野ごとに直面する輸出入管理に関するリスクの軽減に大きな
役割を果たしています。ファーウェイは国際情勢の変化を注視し、法令順守事項に敏感な姿勢を維持する
とともに、主要な国や地域におけるコンプライアンス・リスクを迅速かつ効果的に特定します。また、引き
続き政府当局、業界団体、パートナーと円滑なコミュニケーションを図っています。こうした取り組みの
成果として、外部のコンプライアンスの点で私たちは好印象を残し、グローバルな事業展開を維持して
きました。

知的財産権
ファーウェイは、他者の知的財産権（IPR）を尊重し、国際的な知的財産に関する法律を守り、交渉、クロス
ライセンスおよび製品協力により、オープンで前向きな、なおかつ友好的な姿勢で、IPR問題を解決します。
当社IPRへの悪意ある侵害行為に対しては、その保護のために法的手段を講じます。

ファーウェイは2014年12月31日現在、38,825件の特許を取得しています。出願総数としては、中国国内
で48,719件、中国国外で23,917件となっています。また、2014年は、中国国内で最多、欧州で７番目、
米国で28番目に多い発明特許権を取得しました。

業務行動規範
業務行動規範（BCG）には、ファーウェイの全従業員が守るべき全般的な業務行動に
関する規則が含まれています。これは新規雇用契約書類の1つであり、新規雇用者はそ
の内容を把握したうえで、署名をする必要があります。

苦情申し立ての連絡先

      E-mail: BCGcomplain@huawei.com                 TEL: +86-(0)755-28562338

38,825 件

48,719 件

2014年12月31日現在、38,825件の
特許を取得

中国国内で48,719件、中国国外で
23,917件の特許を出願

99.42%
の従業員がBCGの内容を理解したうえ
で、署名をしました。

2014年は、 

WCO世界のAEO事業者会議においてファーウェイの
貿易法令順守の好事例を共有
ファーウェイは、企業利益よりも貿易・税関に関連する法令遵守を第一に考え
ています。円滑な国際貿易取引のために、世界貿易機関（WTO）により定めら
れたすべての規則と自由貿易協定を守っています。

2014年4月28日、世界税関機構（WCO）の認定事業者（AEO）会議がスペ
インのマドリッドで開催され、89の国や地域から1千名を超す税関職員が参
加しました。ファーウェイの上級専門家ジェームズ・ケネス・ロケットは、「視
点：共有すべきファーウェイの経験、貿易法令順守におけるファーウェイのベ
ストプラクティス」と題する基調スピーチを行いました。彼は製造業者の代表
として唯一人スピーチの依頼を受けました。 WCOの世界AEO事業者会議にてスピーチを行うファーウェイの上級専門

家ジェームズ・ケネス・ロケット

特許数 

特許出願数 
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デジタル・デバイドの解消
2.

概観
放送とテレビから、携帯電話とインターネットへと、技術の進歩は世界を変えました。多くの人々にとっては、容易で効率的な
ICTサービスがない生活など想像もつかないことです。ICTによりもたらされた無限の可能性と便利なサービスを私たちの多
くが享受しています。その一方で、何らかの理由により、情報社会から取り残されている人々が数十億人もいるのです。ICT
の進展は、つながっていない人々にとって、大きな情報格差を生み出しました。

「よりつながった世界」の構築に取り組むICTの主要企業として、ファーウェイはインターネットへのアクセスの実現とデジタル
・デバイドの解消に向けて、インフラ、設備、ソリューション、ノウハウを提供しています。私たちが目指すのは、つながって
いない人々をつなげ、新技術の活用に必要なICT人材の育成や技能習得を支援すること、そしてユーザーに価値を創出し、その
生活を豊かにするソリューションを提供することです。ICTは効率性や生産性を引き上げ、健康や教育を向上させる高い潜在
性を秘めています。ファーウェイはICTのこの潜在的な可能性を解き放ち、これまで以上に情報社会に貢献していきます。
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2.1 すべての人に通信環境を

世界における音声通信の広がりには、大きな進歩が見られています。それでもなお、世界中で4億5千万人もの人々が電話回線のない地域に暮らしています。
携帯電話の普及率は、途上国ではいまだ45％前後、後発開発途上国にいたっては30％程度に留まっています。このため、すべての人に通信環境を保証すること
は、ファーウェイのデジタル・デバイド解消に向けた戦略の中核となっています。

ファーウェイは、どんな場所にいる人々にも、より多くの支援をするように努めています。そのために170を超える国や地域で製品やサービスを展開し、全世界で
30億近くの人々の役に立っています。私たちは、すべての地域で人々が通信ネットワークに容易にアクセスできるよう尽力しています。携帯通信サービスは利用しや
すくなってきたことから、遠隔地の人々に基本的な音声通信を提供することを目指しており、人々が情報社会に加わり、よりよい暮らしを送るサポートをします。会
社としての取り組みを通じて、またステークホルダーとの提携のもと、私たちはすべての人に通信環境を提供するという大きな望みを実現するために全力で取り
組みます。

2.2 43億人につながる環境を

ITU（国際電気通信連合）によると、固定ブロードバンドの普及率は、先進国では既に十分なレベルに達しています。これに対して途上国ではわずか6％となってい
ます。成長率は、2011年は18％であったのが、2014年は6％へと落ち込みました。モバイルブロードバンド加入者数は26％前後の伸び率で、発展途上経済圏に
おいて急速に増加していますが、それでも全体の普及率は先進国の84％に対して21％と未だ低いレベルにあります。2014年までに、世界のインターネット利用
者は、人口の40.4%にあたる30億人に上りましたが、43億人もの人々はまだインターネットに接続していません。このうち90％が途上国の人々です。先進国では
4人中3人よりも多い人々がインターネットにアクセスできますが、途上国では3人中1人のみです。

大陸は海底光ケーブルでつながり、LTE基地局は北極圏や「世界の屋根」にも設置されましたが、世界の多くの場所は未だにつながっていません。ブロードバンドの
通信環境を保証することは、引き続きICT産業における主要な課題です。私たちファーウェイは、デジタル分野においてすべての人に平等な機会を提供することは、
公平な競争の場を作り上げるうえで極めて重要なことであると固く信じています。インターネットへのアクセスは、つながっていない人々にとって新たなスタート地
点となるでしょう。知識や教育資源、発展の機会への扉を開いて、人々の暮らしを変えるはずです。この実現に向けて、ファーウェイは接続問題に対する画期的な
ソリューションの探究に取り組みます。

容易で手頃な価格の接続を提供するブロードバンドネットワークは、大きな経済成長を促すとともに、最新の教育をもたらし、人々の暮らしを改善する潜在性を
有しています。このことを念頭にファーウェイは、ステークホルダーと緊密に協力し、さまざまな地域におけるブロードバンド構築プロジェクトに携わりました。私た
ちは、すべての人にユビキタスなブロードバンド環境を実現し、世界規模でブロードバンド格差を解消することに尽力しています。

ニュージーランドの農村地帯と世界のその他の地域を接続
雄大な広がりを見せる森林や農地は、農業と観光の二本柱でニュージーラン
ド経済を支えています。この二つの産業は、国のGDPおよび輸出収入にとって
極めて重要です。しかし、その複雑な地形は、同国の通信大手スパークニュー
ジーランドにとって大きな課題となっていました。どうすれば遠隔地や農村地
帯の広大な土地に高度なモバイル・インターネット技術を展開できるのか。ど
うすれば都市部と同じ円滑な通信を保証し、農業の生産性を押し上げてより
多くの利益を生むことができるのか。

農業と観光には、インターネット環境だけでなく、効率性の高い運営を維持す
る新しいアプリケーションや各種の高水準なサービスが求められます。農業
関連部門はニュージーランドで高い生産性を誇りますが、向上し続けていく
ためには、あらゆる種類の現代技術、とりわけネットワーク技術が必要です。
スパークニュージーランドは、生産性を引き上げるとともに、食品の流通に関
する評価や経路追跡を行うためにネットワークへの接続が必要ないくつかの
農場において、試験運用を開始しています。この新たなネットワークは人同士
をつなげているだけでなく、牛や農場にも接続しています。こうしたつながりは、

「モノのインターネット」の一部であり、将来に向けて極めて重要なものとなる
でしょう。

ファーウェイは、スパークニュージーランドと協働で、ニュージーランドの農
村地帯をつなげるため、LTE APT700商用ネットワークを展開しました。
700MHzの周波数レンジは、その他の周波数資源に比べてより広範囲な利用
可能地域をより低価格で提供することができ、複雑な地形であっても、これま
でより柔軟な展開が可能です。700MHz低周波スペクトルは、壁を通り抜けて
長い距離を進むことから、農村地と都市部の利用可能地域にとても適してい
ます。また、同スペクトルは初期段階におけるネットワークの構築費用を大幅
に抑えるとともに、導入までの時間を短縮します。このことは、スパークニュー
ジーランドが目標とするLTEの利用可能地域を速やかに実現するうえで役立
ちました。

「700MHz帯を使用できるようになり、私たちはとても満足しています。
このスペクトルの使用は当社のみならず当社の顧客や経済面にとっても
正しい選択であったと確信しています。従来、700MHz帯でなければ
サービスやスピードを提供できなかった地域については、特にそう感じ
ています」

— ディビッド・ハブクロフト
スパークニュージーランド最高執行責任者

LTE APT700ネットワークは現在、国内の繁華街から農村地
帯の遠隔地域にいたるまで、全土で4Gサービスを提供していま
す。今では、農村部の顧客およそ20万人（ビジネスおよび個
人の利用を含む）が都会の人々と同等のインターネット環境を
享受しています。

200,000

途上国と先進国との間には、産業、特に農業における効率性および生産性に関して、極端な格差があります。ニュージーランドの例のように、画期的な
ブロードバンド技術を導入することにより、途上国は自国の生産性を劇的に押し上げ、産業全体を急速に現代化し、農村部の収入を大幅に増やし、世
界の市場で競争力を強化することが可能です。しかし、私たちは、社会経済発展の促進を支援するために新たなテクノロジーの開発を続けていくのと
同時に、それらテクノロジーがすべての人に利益をもたらすことができるよう保証する必要があります。新たなテクノロジーは、デジタル・デバイドを
解消し、遅れを取った人々がより早く追いつくよう、また、そこからさらに遅れることがないよう、サポートする力にならなければなりません。

LTE APT700ネットワークは現在、国内の繁華街から農村地帯の遠隔
地域にいたるまで、全土で4Gサービスを提供しています。今では、農村
部の顧客およそ20万人（ビジネスおよび個人の利用を含む）が都会の
人々と同等のインターネット環境を享受しています。このことはデジタ
ル・デバイドを解消するだけでなく、社会的利益そのものであり、商業の
活性化につながります。消費者はテーブルのうえで、食品の原産地と輸
送記録を即時に確認することができます。旅行者は現代世界の喧騒から
どれだけ離れた場所にいようと、経験したばかりのことを即座に共有す
ることが可能です。ニュージーランドのGDPに18億5千米ドルを追加す
ると見られるこれらの新しいチャンスにより、今後さらに多くのことが実
現していくでしょう。



32 33

デ
ジ
タ
ル
・
デ
バ
イ
ド

の
解
消

2015 サステナビリティ・ブックファーウェイ・ジャパン

2.4 ICT－世界を変える力

ICTは、私たちの働き方、娯楽、そして消費の仕方を変化させ、暮らしをより良いものにしています。また、
ICTにより効率性が向上し、価値を創出しやすい柔軟な資源利用や管理ができるようになっています。
それは従来のビジネスモデルを覆し、新たな提案の導入や、ビジネスの新環境における競争力の維持を
可能にする強力なツールなのです。

ICTは支援システムから、活発に価値を生み出す生産システムへと移行してきました。インターネットへの
接続は、土地や労働、資本やテクノロジーと併せて、生産の新たな要素になってきています。

テクノロジーは劇的に変化しており、それらを開発して利用したり、価値を創出するために適用したりする
国や産業、そして個人に新たなチャンスを生んでいます。ファーウェイは2014年、「世界接続性指標：より
つながる世界の構築」と題する報告書を発表しました。本報告書では、こうしたテクノロジーを理解し、開
発、利用していくために、政府、産業、企業、消費者の能力における格差を特定しています。社会により貢献
することを目指して、ファーウェイは絶えずテクノロジーの革新を図り、それらの適用を推進していきます。

ファーウェイは、政府、公益事業、運輸やエネルギーなどの産業へのICT技術の適用を積極的に推し進め
てきました。私たちのテレメディスン（遠隔医療）、e-エデュケーション、HD（高画質）ビデオ会議技術は、
大幅に資源の利用効率を引き上げ、資源消費を削減しています。当社の製品やソリューションは、社会の
持続可能な発展を後押ししていくうえで、重要な役割を果たしています。

「2014年度世界接続性指標報告書」
（英語版）

インターネットへの接続は一般的なこと
となり、今後も増加し続けるでしょう。
ファーウェイは、2025年までに世界の
ネットワーク接続数は1,000億に達し、
スマートフォンの契約は80億に達すると
予測しています。

■講演活動
●SDN Conference 2014にて講演
２月１８日、東京ミッドタウンにて行われた『SDN Conference 2014』におい
て、ファーウェイのソリューション＆マーケティング部SDNチーフ・プラニング・
オフィサー田勇（Tian Yong）が、「SDNベスト・プラクティスから考察するネッ
トワーク再定義」と題する講演を行いました。ファーウェイのSDN戦略やアーキ
テクチャ、SDN分野における業界への貢献を紹介し、SDNの主要テクノロジー
とビジネス・バリューについて、サービス・チェーン、インターネット・データセン
ター、WAN、モバイル・バックホールなどにおけるSDNのベスト・プラクティス
に対する考察を交えながら解説し、多くの来場者の関心を集めました。

●『ワイヤレスジャパン2014』にて講演
５月２８日～３０日に、東京ビッグサイトで開催されたワイヤレスジャパン
２０１４において、基調講演とセミナーに参加しました。

２８日の基調講演では、ファーウェイ・ジャパン副社長兼ソリューション＆マーケ
ティング本部長の周明成（エドワード・ジョウ）が講演を行い、モバイル・ブロー
ドバンドの普及によって、日本市場がユーザー体験競争の時代になったこと
を示し、５Ｇ研究の進捗についても解説しました。

２９日のモバイル・インフラセッションでは、ファーウェイ・ジャパン ワイヤ
レス・マーケティング部担当部長の鹿島毅が「モバイルネットワークに起きて
いる変化とファーウェイの取り組み」について講演しました。データ・トラ
フィックの増加に合わせたＬＴＥ-Ａの導入と同時に、モバイル・ネットワーク
に起こっている変化と、ユーザー体験向上を目指すファーウェイの取り組みに
ついて紹介しました。

●STSフォーラムで講演
１０月５日、京都で開催された『STSフォーラム』第11回年次総会に、ファー
ウェイ副会長・輪番CEOの郭平（グオ・ピン）、ファーウェイ・ジャパン代表取
締役社長の閻力大（エン・リダ）が参加。データセンターソリューションCTO
のロナルド・ラッフェンスパーガー（Ronald Raffensperger）もスマート・
シティについて講演をしました。

●「CEATEC JAPAN 2014」にて講演
１０月８日に幕張メッセで開催された「CEATEC JAPAN 2014」において、
ファーウェイ・テクノロジーズ・カナダのDr. Wen Tong(Huawei Fellow、
IEEE Fellow)が、第５世代セルラーネットワークのためのミリ波通信技術に
ついて講演をしました。

2.3 デジタル・リテラシーの向上
クラウドコンピューティングは現在本格化しており、ビッグ・データの時代はもう到来しています。進展するITコンバージェンスと通信技術（CT）は、ICT産業を作
り変えようとしており、今後知識や技能の面で、ICT人材に求められる水準を引き上げることになるでしょう。ICTの専門家とは、時代の流れに即した知識と技能
を併せ持つ人を指すようになるのです。ICTリテラシーは、デジタル・デバイドの解消を助けるうえで重要な要素になりつつあります。ファーウェイは、デジタル・デ
バイド解消の戦略の一環として、ICTの知識と技能の移転や共有を積極的に促進し、ICTの専門家を育成しています。こうした努力を通じて、あらゆる立場にいる
人々のために、そして全員が情報技術を利用できるようにするために、情報へのアクセスしやすさの点からデジタル・デバイドの解消に努めています。

ファーウェイは2014年末までに、各地の専門家の育成と知識の移転を目的として、世界中に45のトレーニングセンターを設立しました。また、ICT教育の支援
や有能な人材の育成のために、現地の高等教育機関や他の機関との緊密な連携のもと、優秀な学生に対して奨学金やインターンシップの機会を提供しました。
CSRの中核プログラム「Seeds for the Future」では、35ヶ国の100以上の大学から1万人を超える学生を支援しました。

（本プログラムの詳細については「地域コミュニティの支援」の章をご覧ください。）

日本での事例
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●『CFI 2014』にて基調講演を実施
６月１９日、東京大学で開催された『CFI 2014（International Conference 
on Future Internet Technologies）』において、ファーウェイ・ジャパンの
副社長兼ソリューション＆マーケティング本部長 周明成（エドワード・ジョウ）
が基調講演を行いました。『CFI 2014』は東アジアの屈指の情報系大学が
中心となり運営する未来のインターネット技術研究に関する学会です。周は

「ICT産業の次の波」と題した講演で、新たな社会でのICTの役割と、ファー
ウェイのビジョンについて語りました。

●「MPLS Japan 2014」で講演
１１月６日、東京大学本郷キャンパスで開催された「MPLS Japan 2014」に
おいて弊社マーケティング＆ソリューションセールス本部マーケティング
ソリューション担当CTOの滝広眞利が講演を行いました。「100G超伝送の
技術開発トレンドと実用化への展望」と題し、100G超の伝送技術のポイント
やOTN(Optical Transport Network:光伝達網)の標準化動向、業界状況
などを解説しました。

●第五世代の無線についての講演
７月２日、「マルチメディア推進フォーラム」にて、ワイヤレス・マーケティング部
担当部長の鹿島毅が、「5G Wireless Goes Beyond Smartphones（第五
世代の無線はスマートフォンを越える）」と題した講演を行いました。次世代
の無線ネットワークにおいてもファーウェイは業界に貢献していきます。　

●『Interop Tokyo 2014』に出展
６月１０日～１３日に幕張メッセで開催されたInterop Tokyo 2014に、法
人向け製品を中心に出展を行いました。また、基調講演と出展各社が共同で
構築する会場内ネットワークShowNet、SDN関連技術のデモ展示を行う
SDI ShowCaseにも参加しました。

テーマごとに別れたエリアで、企業ICTを支える製品とソリューションを展示
し、ファーウェイの最新ソリューションを紹介しました。

１２日には、弊社ITプロダクトラインのクラウド・コンピューティング・ソリュー
ション本部クラウド・コンピューティング・ソリューション・チーフアーキテクト、
顧 炯炯（デニス・グウ）が「DC²:クラウド・プラットフォーム、SDN、管理自動化
の完全な連携」と題する基調講演を行い、会場でもDC²ソリューションの実演
を行いました。

また、会期中に発表された「Best of Show Award」では、『OceanStor 
UDS 大容量ストレージ・システム』と『S12700シリーズ・アジャイル・スイッ
チ』が、特別賞を受賞しました。

●固定とモバイルの最新技術を展示・講演で紹介
10月16～17日、NTT主催の『つくばフォーラム2014』に情報通信ネット
ワーク産業協会（CIAJ）の会員企業として初出展し、アクセス・ネットワーク領
域における最先端の技術とソリューションを紹介しました。会場では、次世代
SDN-OLTプラットフォーム、次世代のアクセス・ネットワークを構築する最先
端のNG-PON OLT 『MA5800』、 G.fast 、スマートホームとアクセス光技
術（ODN、AirPON、光モジュールとチップセット）の4つのソリューションを
展示し、デモを実施しました。

11月26日には、第14回『次世代ネットワーク＆サービスコンファレンス』にて
展示と講演を行いました。ソリューション＆マーケティング本部ソリューショ
ンセールスエキスパート桜井浩哲による「ネットワーク仮想化の現状と展望」
と題した講演では、ファーウェイのNFVソリューションとクラウドOSを紹介
し、NFV商用化に対する当社の取り組みと考え方を解説。ワイヤレス・マーケ
ティング部担当部長の鹿島毅は「4Gトレンドとその先への展開」をテーマ
に講演し、4Gの現状とファーウェイのソリューションに加え、ファーウェイ
が考える4Gから5Gへの技術ステップや、5Gに関するビジョンを紹介しまし
た。また、展示ブースにはファーウェイのNFVソリューションとクラウドOS

『FusionSphere』を出展しました。

■講演・展示活動

●上智大学から感謝状
ファーウェイ・ジャパンは、上智大学理工学部情報理工学科の高度移動通信
方式の研究に対して寄付を行っています。上智大学は２０１３年に創立１００
周年を迎えましたが、その節目にあたり、弊社の日頃の貢献に対して感謝状
を授与されました。上智大学は総合グローバル学部を新設するなど、創立
１００周年を機に、さらに国際的に評価されるような高等教育機関として発
展する計画を進めています。

■感謝・表彰

『つくばフォーラム2014』の展示ブース

学校法人上智学院 総務担当理事兼国際交流担当理事・神学博士・山岡
三治氏（左）と渉外・広報本部長の魏新举
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安定性・安全性の高い
ネットワーク運用のサポート

3.

概観
ICTは猛烈な勢いで進歩しています。デジタル変化の波を起こし、世界の経済成長を支える主要な原動力となっています。ユビキタス
な接続は、私たちの暮らしを一変させ、新しいデジタル化社会へと導きつつあります。こうした変化は、個々人に無限の可能性を示
し、今や日常生活や生産現場において欠かせないものであるネットワークの繁栄の時代をもたらしました。一方で、こうした発展は、
世界規模での２４時間体制の安定性・安全性の高いネットワーク運用の保証という、私たちの使命に対して課題を突きつけています。

お客様のネットワークの安定性をサポートすることは、ファーウェイの社会的責任への取り組みの中核を成すものです。そのため私たち
は、製品設計、ソリューション、デリバリーを含む総合保証システムを築いてきました。また、地震、津波、動乱、戦争およびサイバー
攻撃などの重大局面に際して、顧客のネットワークを速やかに復旧し、円滑な通信環境を確保する優れた緊急時即応体制も確立して
います。こうした対策により、私たちは人々の暮らしと財産を守るうえで必要な安定性の高い通信サービスを提供することができます。

ICT産業は急速に進化を続けており、前例のないリスクが相次いで発生しています。その1つがサイバーセキュリティに関するリスクで
あり、これに対処するにはすべてのステークホルダーの協力が欠かせません。ファーウェイは常に、サイバーセキュリティを会社の取り
組みの最重要事項に位置付け、それと同時に業界のすべての主要企業や政府に対してもこれを優先させるよう求めています。現在ネット
ワークの提供エリアは、かつてないほどの広がりを見せています。お客様は安全性の高い信頼のおけるネットワークだけでなく、安全性
の高いデータ・ストレージも求めています。このため、顧客の情報資産および利用者のプライバシーの保護は極めて重要なことです。
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ワールドカップの開催中、ネットワークの安定性をサポートするため
作業を行うファーウェイのチーム

世界でおよそ30億人の円
滑な通信環境を確保しまし
た。

170を超える国と地域で、
1,500以上のネットワークの
安定した運用をサポートしま
した。

150の大規模イベント、自然災
害（中国の魯甸地震など）およ
び特別イベント（ソチ冬季五
輪、ブラジルでのFIFAワール
ドカップ、イスラム教の大巡礼
「ハッジ」など）に際し、ネッ
トワークの可用性を確保しまし
た。

30 億人 170 150

ブラジルFIFAワールドカップでネットワーク中断ゼロの
運用を保証

2014年6月12日から7月13日の間、第20回FIFAワールドカップがブラジ
ルの12都市で開催され、330万人以上のスタジアム観戦者に加え、さらに数
百万人がサッカー場やバーなどで試合を観戦しました。観戦者は携帯電話、
ノートパソコン、タブレット、スマート・ウォッチなどさまざまなデバイスを使い、
ソーシャル・ネットワークのプラットフォームやアプリに接続したり、写真や
ビデオをアップロードしたりしたほか、音声通話で友達と特別な瞬間を分か
ち合った人たちもいました。また、100以上の国や地域の報道機関が世界中
の数億人に向けて試合を生中継しました。このように世界中の人々に優れた
ユーザー・エクスペリエンスを提供するためには、ネットワークの効率と安定性
が必要不可欠となります。

ワールドカップ開催中、ファーウェイのネットワーク保証チームはネットワーク
運用の監視、交換部品の確保、障害の復旧、潜在的な設備リスク解消のため、
24時間体制で働き続けました。このようなサポートにより、通信事業者は品
質の高い音声サービスとデータ・サービスをユーザーに提供し、世界の人々
に向けて優れたエクスペリエンスを実現しました。

ファーウェイは絶え間ない努力により、12都市で120試合が行われていた間、
ネットワーク中断やインシデントを一度も発生させることなく、ワールドカップの
成功の一端を担いました。

3.1 ネットワークの安定性へのサポート

すべての人が、いつでも、どこでも、確実に通信でき、データにアクセスし、情報を共有できるようにするため、ファーウェイはネットワークサポートへ多額の投資を
行っています。特に、組織構造、担当者、プロセス、ITツールなど、様々な要因を考慮した包括的な顧客ネットワークサポートシステムを確立しています。サポート
拠点として、３つのグローバル技術サポートセンター、９つの地域技術サポートセンター、９つのグローバル・スペア・パーツ・オペレーション・センター、５つの
グローバル・スペアパーツ・サプライ・センターを設けており、全世界で3,900人以上の当社エンジニアが24時間体制で技術援助サービスを提供しています。

2014年、ファーウェイは世界で30億近くの人に途切れのない通信を保証し、170を超える国と地域で600以上のお客様の1,500以上のネットワークに対して
安定した運用をサポートしました。また、150を超える大規模イベントや自然災害（中国・雲南省の魯甸（ろでん）地震など）、特別イベント（2014年ソチ冬季五輪、
ブラジルでのFIFAワールドカップ、メッカ巡礼など）に際し、ネットワークの可用性を保証しました。

■ 私たちは積極的に国際的なワークショップや業界内のアクションプロジェ
クト、シンクタンク主催のフォーラムに参加してきました。1月と2月には、米
国でのRSA会議、ミュンヘンでのセキュリティ会議、ETIS（欧州電気通信
標準化協会）の年次情報セキュリティ会議およびサイバーセキュリティ・
ワークショップへ出席し、透明性と可視性を特徴とする私たちのサイバー
セキュリティ方針や立場について発表しました。4月には、ロシアでの情報
セキュリティ・フォーラムで「オープン・イノベーション、サイバーセキュリティ・
ソリューションの必要性と地域発展」と題する講演を行いました。9月に
は、ブダベストでの第3回情報セキュリティ会議とワルシャワでの第19回欧
州シンポジウム・コンピュータ・セキュリティ分野研究に参加。私たちのサ
イバーセキュリティの展望や実践事項を紹介すると同時に、当社2012ラ
ボでの技術研究・協力プロジェクトにおける機会を探りました。11月下旬
には、第25回情報セキュリティ・フォーラム（ISF）年次世界会議におい
て、サイバーセキュリティのインシデント対応例を共有しました。世界モ
バイル・ブロードバンド・フォーラム2014では、初のサイバーセキュリティ
会議を開催し、MBBセキュリティ・ソリューションについて顧客と議論を交
わしました。

■ 当社のサイバーセキュリティに関する戦略や姿勢、一貫した保証システム
について、英国、フランス、ドイツ、カナダ、デンマーク、ニュージーランドと
いった国の政府、顧客、業界の主要企業とコミュニケーションを図ること
で、ステークホルダーからの信頼を一層高めました。11月中旬には、サイ
バーセキュリティ・マレーシアより、年間最優秀サイバーセキュリティ組織賞
を授与されました。

■ 12月には、ベルリンで東西研究所（EWI）が主催した「サイバースペースに
おける国際協力サミット」に参加し、提言レポート第３版「サイバーセキュ
リティに対するファーウェイの視点と取り組み：エンドツーエンドのサイ
バーセキュリティ保証のためにテクノロジー・ベンダーに確認すべき100の
質問」を発表しました。本レポートでは、当社の顧客からサイバーセキュリ
ティに関して寄せられる事柄の上位100項目を記載しています。レポート
の作成にあたり、技術バイヤーがベンダーのサイバーセキュリティ能力を体
系的に分析し、両者が連携してテクノロジー全体のセキュリティレベルを引
き上げていくうえで役立つよう、現在の法律上の要件および優良事例を研
究しました。EWIは、この上位100のコンセプトを取り入れ、今後、最適化を
図っていくうえで、この広範な知識とネットワークを活用していくことに同意
しました。

ファーウェイは、セキュリティ要件を社内のビジネス・プロセスに組み込むこ
とで、監査可能、持続可能かつ信頼性の高いサイバーセキュリティ保証シス
テムを築いてきました。当社では、ABCモデルと呼ばれるシステム「Assume 
nothing（先入観を持たず）、Believe nobody（誰も盲信せず）、Check 
everything（すべてを確認する）」を活用しています。この姿勢を当社のプロセ
スのあらゆる部分に適用し、その進捗状況や評過を見える化しています。

■ サイバーセキュリティへの意識喚起、BCG（Business Conduct Guidelines 
: 業務行動規範）、人事方針とそのプロセスなどを通じて、引き続き従業員
のサイバーセキュリティに対する意識や能力の向上を図ってきました。
また、セキュリティ管理に人的要素を組み込み、故意または過失による
危殆化に対するリスクを最小限に抑える安全対策を実施しました。

■ 製品やサービスの設計、開発を行う際の全員の業務にセキュリティが不
可欠なものとなるよう、サイバーセキュリティ活動を統合的製品開発（IPD）
プロセスに組み込みました。各プロセスで定められたセキュリティ活動に
基づき、私たちはR&Dに従事する従業員のセキュリティ能力向上と、脅威
モデルの作成およびセキュアコーディングを促進しています。こうした取り
組みには、製品のセキュリティ品質を高め、私たちのプロセスを通じてセキ
ュリティが「後付け」ではなく「ビルトイン」の製品を提供できるようにする
狙いがあります。

■ 私たちはリスク軽減のため、製品テストおよび評価の際に「多くの手と多く
の目」を用います。つまり、高レベルの検査を独立して実施するさまざまなテ
スト・チームを備えた多層構造のサイバーセキュリティ評価プロセスを構築
しているのです。これにはファーウェイの社内サイバーセキュリティ・ラボ、
英国に拠点を置くサイバーセキュリティ評価センター（UKCSEC）、テレフォ
ニカ社のような顧客による評価、そして第三者による監査・評価が含まれま
す。

■ 当社のサプライヤには、当社と同様のセキュリティ体制を設置することを求
めています。また、サプライヤ・セキュリティ契約と調達プロセスで定められ
た品質基準へのコンプライアンスを常に向上させること、ソフトウェアの脆
弱性に対して速やかにソリューションやパッチ（修正プログラム）、解決策を
講じることを要請しています。当社はサプライヤが提供する部品の安全性
向上のために、サプライヤとセキュリティ契約を締結している唯一のベン
ダーであると考えています。

■ 当社の生産および出荷活動における正当性を検証することで、私たちは供
給・製造におけるセキュリティ能力を継続的に強化してきました。こうした
改善により、セキュリティの欠陥を排除し、製品が見過ごされてラインを進
んでいくことを防止しています。また、ハードウエアおよびソフトウェアの
統合における安全保護のため、さまざまなコンポーネントを統合した
製品やサードパーティー製ソフトウェアパッケージに関する追跡管理の改
善を図り、ソフトウェア開発・製造分野で世界トップレベルのトレーサビリ
ティを備えています。

■ サービスデリバリーのプロセスにおけるサイバーセキュリティ活動のコンプ
ライアンスの水準とデリバリー品質を向上させるとともに、マネージドサー
ビスとグローバル・ネットワーク運用センター（GNOC）の再評価および強
化を行いました。また、すべてのデリバリー活動におけるセキュリティ確保の
ため、使用している全ツールの妥当性評価を実施し、顧客データ管理を改
善しました。

3.2 サイバーセキュリティ問題への先見的な対応

世界規模の一貫したサイバーセキュリティ保証システムを構築して実行することは、ファーウェイの重要な企業戦略です。脅威が完全になくなることはなく、サイ
バーセキュリティはグローバルな課題であること、つまり全員でともに立ち向かわなければならないものであることを、私たちは十分認識しています。ファーウェイ
では、サイバーセキュリティは最優先事項であり、当社の利益よりも重要な位置付けになっています。

ファーウェイはオープンかつ透明でありたいと考えています。私たちは、サイバーセキュリティ管理の実践事項を顧客、業界の主要企業、政府、そしてメディアを含
むすべてのステークホルダーと進んで共有しています。この実践事項には、一貫したサイバーセキュリティ保証システム、（サイバーセキュリティ要件をあらかじめ
組み込む）ビルトイン・プロセスに向けた当社の管理姿勢、そして「先入観を持たず、誰も盲信せず、すべてを確認する」という私たちの哲学が含まれています。また、
顧客にセキュリティ要件を満たしてもらうため、各社に対して文書や白書、メソッドを提供しています。ファーウェイは2014年、サイバーセキュリティに関する会社
の立場および考えを示すため、世界のさまざまなプラットフォームに関する強い見解を発表しました。
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2015 サステナビリティ・ブックファーウェイ・ジャパン

2014年12月、ファーウェイはEWI（EastWest Institute）がベルリンで開催
したグローバル・サイバー・セキュリティ・サミットに参加し、サイバー・セキュリ
ティ提言レポート第3版となる『サイバー・セキュリティに対するファーウェイの
視点と取り組み：エンド・ツー・エンドのサイバー・セキュリティ保証のためにテ
クノロジー・ベンダーに確認すべき100の質問』を発表しました。

この提言レポートは、サイバー・セキュリティに関してお客様から当社に寄せら
れる上位100の質問を文書化したものです。本提言レポートを執筆するにあ
たり、現行の法規制やベスト・プラクティスを研究することで、テクノロジーの
購入者がベンダーのサイバー・セキュリティに関する能力を体系的に分析し、
すべてのテクノロジーのセキュリティ水準をともに引き上げていく一助となる
ことを目指しました。EWIはこの100の質問というコンセプトを採用することに
合意し、その広範な知見と組織網を活用して、将来的にこれを最適化していき
ます。

エンド･ツー･エンドのグローバル・サイバー・セキュリティ保証システムを構
築・実行することは、ファーウェイの戦略的優先事項のひとつです。どれほど困
難であっても、ファーウェイは常にお客様ネットワークの安全な運用の実現に
最善を尽くしてきました。当社は責任ある企業市民として、各地の法律や規制
に準拠したユーザーのプライバシー保護の強化に対しあらゆる必要な方策を
取っています。

サミットでスピーチを行うファーウェイの最高サイバー・
セキュリティ責任者ジョン・サフォーク（John Suffolk）

■ セキュリティの脆弱性に対して迅速かつ効果的な対応を保証するため、
私たちは脆弱性管理プロセスを中核研究開発プロセスに緊密に結びつ
けました。また、製品セキュリティ事故対応チーム（PSIRT）を、多様な主要
顧客のコンピューター危機対応チーム（CERT）に連結し、平常時のコミュ
ニケーションと緊急時の対応チャネルを確立することで、安全性に関する
信頼関係の強化を図りました。

私たちが暮らすこの世界では、ICTの提供エリアが空前の規模で広がりつつあります。やがては全世界がネットワークによって完全につながることでしょう。お客様は
安全性の高い、信頼性の高いネットワークに加えて、すべてのネットワーク機器におけるあらゆる種類のデータのための安全なストレージを必要としています。同時
に利用者のプライバシー保護が、社会一般の人々、政府、お客様の間でより一層の懸案事項となっています。ファーウェイの取締役副会長、胡厚崑 （ケン・フー）が
委員長を務めるグローバル・サイバー・セキュリティ委員会は、利用者のデータプライバシーおよびデータ保護に一層の重点を置いており、ファーウェイの取り組み
が今日の複雑な社会でも最も厳格な審査に耐えうる水準を保つよう努めています。私たちはサイバーセキュリティへの対応と同様に、利用者のプライバシー保護に
ついても、社会一般の人々、政府、そしてお客様に対して、真摯に尽力していかなければなりません。責任ある企業の一つとして、私たちはこの責務を果たし、適用
法規を遵守しつつ、利用者のプライバシーを保護するためにあらゆる手段を駆使します。

テクノロジーは私たちの暮らしを根本からより良いものに変えて、世界をより身近なものにしています。将来の「よりつながった世界」において、私たちはサイバーセ
キュリティと利用者のプライバシー保護を会社の中核戦略として位置付け、サイバーセキュリティは当社のDNAとなっていることでしょう。また、すべての人の
ためにサイバーセキュリティと利用者のプライバシー保護の強化を目指し、サイバーセキュリティの国際統一基準を提唱し続け、開発、実施へとつなげていき
ます。ファーウェイは、未来のサイバーセキュリティを保証するうえで国際的な連携が有益であると信じています。力を合わせて、製品やサービスにおけるセキュリ
ティへの配慮を高めることで、ICTを用いたより良い暮らしに向けて協働でさらに多くのことを実現できるのです。

「サイバー・セキュリティに対するファーウ
ェイの視点と取り組み：エンド・ツーエン
ドのサイバー・セキュリティ保証のために
テクノロジー・ベンダーに確認すべき100
の質問」

●基地局・データセンター向け蓄電池集中管理ソリューションを展開
１０月２日、ファーウェイ･ジャパンは蓄電池集中管理ソリューション「バッテリー・インテリジェント・マネージメント・システム（BIMS）」を２０１４年１０月から
本格展開することを発表しました。通信事業者の携帯電話基地局やデータセンターなどの電源バックアップ用蓄電設備で使われる大量のバッテリーを一括監視
し、各事業者によるバッテリーの運用管理負荷を大幅に低減します。

EWIのサイバースペース・サミットでサイバー・セキュリティ提言レポートを発行

日本での事例

■ 内部監査チームは全事業分野の監査を行い、ファーウェイのサイバーセ
キュリティ方針、プロセス、基準が実施され、当社のサイバーセキュリティ
の実践事項に適合していることを確認し、セキュリティ保証を強化しまし
た。
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環境保護に向けた
イノベーション

4.

概観
成長著しいICT産業は、仕事の効率と生活の質を向上させています。同様に、資源の利用効率も引き上げ、廃棄物や排出物を
減少させました。クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、ビッグ・データ、ブロードバンドネットワーク
など、接続性に重点を置いたICT技術は、世界全体のサステナビリティを推進するエンジンです。ICTと各種産業との絶え間ない
統合は、デジタル経済への移行を加速させています。気候変動や汚染、資源不足などのさまざまな課題への取り組みにおいて、
必然的にICT産業は主要な役割を果たすことになるでしょう。そして、個々人、ビジネス、社会に対して確実に新たな価値を生み
出すはずです。

ファーウェイは、世界有数のICTソリューション・プロバイダーとして、「グリーンなパイプ、グリーンな活動、グリーンなパー
トナー、グリーンな世界」という戦略を実践しています。私たちは、製品のエネルギー利用効率と作業効率を最大化すると同時
に、二酸化炭素排出量と環境への悪影響を最小化する画期的な方法を探究しています。さらには、すべての産業、ひいては社会全
体が二酸化炭素の排出を削減できるような省エネ製品や環境に優しいICT技術を提供するため、画期的な環境への取り組みに投資
しています。
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4.1 環境に優しいICT

ファーウェイは、事業費や二酸化炭素排出の最小化を図るうえでお客様の助けとなる、環境に優しく効率性の高い省エネ製品やソリューションを提供することに
努めています。その実現のために、私たちは製品開発、製造からデリバリー、輸送にいたるまでの当社の一貫したプロセスに環境要件を組み込んできました。また、
製品の研究開発における革新と投資を絶えず続けています。こうした取り組みのおかげで、私たちがお届けするのは、適用法規や要件、そしてお客様のニーズを
満たす、あるいはそれを超える水準にあるものばかりです。

環境に優しいICTを牽引
ファーウェイは、製品のエネルギー効率の改善や新たなエネルギーの開発のための革新的な方法を絶えず探究しています。こうした努力が実を結び、お客様のエ
ネルギー効率の向上および二酸化炭素排出の削減を可能にする数多くの省エネ製品やソリューションを提供してきました。また、業界の主要企業や大学と積極
的に連携を図り、環境に優しい技術を導入したり、エネルギー効率の基準や技術仕様の作成を主導しています。私たちの積極的な関わりは、環境に優しいICTの
導入と発展を促進し、エネルギー保全および排出削減の点で、当社の競争力と影響力を向上させました。私たちは、2014年に国際電気通信連合電気通信標準
化部門（ITU-T）が正式に承認したG.fastブロードバンド規格の開発および適用に協力してきました。その過程において、省電力稼働モードやマルチ回線混信オフ
セット技術などを含む複合的なG.fastの中核技術に貢献したのです。この提携関係を通じて、ファーウェイはワイヤレス製品向けのエネルギー効率基準の策定お
よび最適化を推進しました。また、試験規格の精度や実現可能性を保証するため、欧州電気通信標準化機構（ETSI）と中国通信標準化協会（CCSA）の標準化プ
ロジェクトに対して多くの提案書を提出しました。これらのプロジェクトは、基地局、制御装置、ネットワーク向けのエネルギー効率の評価方法に重点を置いたも
のです。ファーウェイは、こうしたプロジェクトへの中心的な貢献者として、モバイル・ネットワークをよりエネルギー効率のよいものに変えたのです。

世界初のプロダクト・ウォーター・フットプリント認証付き
携帯電話

2014年、ファーウェイは業界標準に基づき、製品のウォーター・フットプリン
トを分析する能力を開発し、プロダクト・ウォーター・フットプリント評価プロセ
スを設定しました。このような取り組みを通して、製品の設計と製造の段階で
節水の要件を考慮し、水資源の利用効率を最大化するとともに、水質汚染を
最小限に抑えています。昨年は携帯電話2機種についてウォーター・フットプリ
ントを評価しました。ファーウェイのHonor 6 Plusは欧州に拠点を置く試験
認証機関テュフズード（TÜV SÜD）からプロダクト・ウォーター・フットプリン
ト認証を受けた世界初の携帯電話となりました。

ファーウェイは携帯電話のウォーター・フットプリントを評価した初の企業で
あり、節水を大変重視しています。当社の取り組みは、携帯電話産業において
環境保護を助長するものです。

ファーウェイは設計、R&D、製造、デリバリーを含む製品ライフサイクル全体
にグリーン構想を組み込んでいます。当社は技術イノベーションを続けること
で、製品のエネルギー効率と環境パフォーマンスを向上させてきました。ファー
ウェイがお客様に提供する世界有数の製品とソリューションは、高いエネル
ギー効率と環境への配慮により、お客様のOPEX（Operating Expense：運
用コスト）、リソース消費、二酸化炭素排出量を削減しています。

プロダクト・ウォーター・フットプリント認証を受けた世界初の
携帯電話

帯域幅需要の高まりと光ネットワークへの移行の加速により、光ア
クセス設備は、ネットワークエネルギーを多く消費しています。した
がって、このような設備のエネルギー消費を削減することは極めて
重要です。ファーウェイの光回線終端装置（OLT）と光ネットワーク
端末（ONT）は、競合製品よりもエネルギー消費が20％以上も少
なく、これは年間およそ2億ｋWhの電力削減および18万トン以上
の二酸化炭素排出削減に相当します。このことは、当社独自の省エ
ネチップの利用、システム構築と設備のエネルギー管理の最適化、
使用法に適したエネルギー保全対策、エネルギー保全に対する
一貫した体系的な取り組み、そして高度な消費削減技術の実施の
結果、達成されたのです。

23%

当社ワイヤレス製品のエネルギー効率は、
2012年と比べておよそ 

LCAに基づくエコデザイン
ICT業界において、ファーウェイは環境影響評価や標準化、特にICT機器のライフサイクルアセスメント（LCA）およびモバイル機器の環境格付における先進企業
の１つです。2014年にファーウェイはICT製品、ネットワーク、サービスの環境影響評価法および標準化に関するITU（国際電気通信連合）とETSI（欧州電気通
信標準化機構）との協力合意の形成にも貢献しました。また、ファーウェイは携帯電話業界の環境格付標準化の制定と推進に向けて重要な役割も担っています。

ファーウェイでは、数年前から製品デザインの環境に対する影響を評価するためのLCAの簡易評価手法を採用してきました。2014年にはこの手法を拡大し、主
要製品の環境指標と組み合わせて、製品のエコデザインと開発プロセスのガイドとなる手法「EcoSmarT」を開発しました。

長寿命バッテリーは、スマートフォンにとって極めて重要なものです。省電力の実現には、携帯電話にパワフルなチップが欠かせません。
ファーウェイは2014年、28nm技術採用、big.LITTLE仕様の最新オクタ-コアアーキテクチャーを誇るチップセットKirin920および925を発表し
ました。これらのチップセットは、電力消費を抑えながら、高いパフォーマンスを保証します。また、ファーウェイのスマート省エネ技術と組み合わせる
ことにより、スマートフォンのパフォーマンスやバッテリー寿命を向上させます。Kirin925チップセット装備のファーウェイのスマートフォン、Ascend 
Mate7は、通常使用で2日間以上の連続使用が可能です。

20%以上

OLTとONTは、競合製品よりも
エネルギー効率が

18万トン以上
2010

23
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7

2012 2014
5

10
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継続的なイノベーションを通じて、ファーウェイはLTEおよび
HetNet（ヘテロジニアス・ネットワーク）向けの新電力増幅器の
適用および新省エネ技術において飛躍的な進歩を遂げました。
2014年、私たちは当社ワイヤレス製品のエネルギー効率を、
2012年と比べておよそ23％向上させ、省エネ主力製品やソリュー
ションを世界中の多くの通信事業者へ販売しました。

向上

ワイヤレス製品のエネルギー効率が向上 
（J/Mbit）

も向上

の二酸化炭素排出削減
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環境に優しい新材料

環境に優しい材料は、環境に与える悪影響を最小化し数多くのメリットをもた
らします。環境に優しい材料を使用することにより、製品ライフサイクルの開始
時に、資源消費量と環境被害を間接的に軽減することができます。製品ライフ
サイクル終了時には、廃棄物を最小限に抑え、廃棄物処理に要するエネル
ギー量を削減できます。環境に優しい材料は、従来の材料と比べて、より柔軟
に大規模活用することが可能です。ファーウェイは環境負荷を最大限に減らす
ため、環境に優しい新材料を積極的に探し求め、活用しています。

バイオプラスチックの利用

ファーウェイは2013年から携帯電話にバイオプラスチックを使用しています。
バイオプラスチックは、枯渇性エネルギーである石油の代わりに植物抽出物か
ら作られているため、従来のプラスチックよりもはるかに環境に優しい材料と
いえます。このようにバイオプラスチックは、環境汚染や環境被害の大幅な減
少に役立ちます。2014年、バイオプラスチックはG730、P7、Mate7、Honor 
6 Plusといった携帯電話など、さらに多くのファーウェイ製品に使用される
ようになりました。いずれの製品のバイオプラスチックにも、ヒマシ油が10%
以上含まれています。

大豆インクで環境に優しい印刷を実現

大豆インクには、一定の割合の大豆油が含まれています。大豆インクは揮発性
有機化合物（VOCs）の含有量が少ないので、石油への依存度を軽減し、美し
い印刷を実現し、従来のインクよりも安全度を大幅に上げることが可能です。
大豆インクで印刷された製品は、インクを簡単に除去できるため、包装材のリ
サイクルが可能です。ファーウェイは2014年1月から、ほとんどのデバイス製
品の包装に大豆インクを使用しています。

ファーウェイMate7のバイオプラスチック製フロントシェル

Mobile Gateway E5180の包装ケースと

ユーザーマニュアルに大豆インクを使用

環境に優しいグリーン包装
ファーウェイでは、包装材の選択、製造から使用、廃棄にいたるまで、ライフサイクル全体を通じて、いかなる

ときも環境保護要件の遵守を最優先事項としています。 私たちは、環境に優しく安全で、再利用および再

生可能でサステナビリティ要件に適合した包装材を使用しています。環境に優しいグリーン包装に重点を

移すことで、資源消費量と二酸化炭素排出量を削減しています。

また、適切な（Right）包装、削減（Reduce）、返却可能性（Returnable）、再利用（Reuse）、リサイクル

（Recycle）、回収（Recovery）、分解可能（Degradable）から成る「6R1D」という環境に優しいグリー

ン包装の戦略を策定しています。 2014年には、計247,193ユニットの製品を環境に優しいグリーン包装

で出荷し、44,164㎥の森林破壊を防ぎ、二酸化炭素排出量19,130トンの削減に貢献しました。

環境に優しいグリーン包装での総
出荷数（ユニット）

森林の保護（m3）

93,185

19,863

2012

2012

2013

2013

2014

2014

214,882

45,717

247,193

44,164

環境に優しいロジスティックス
環境に優しいロジスティックスにより、事業費を削減し、エネルギー消費量と汚染を軽減しています。これはファーウェイのエンドツーエンドの環境戦略に欠かせ
ない柱です。

運送中の燃料消費と排ガスは、物流に起因する汚染の最大の発生源となっています。 環境に優しいロジスティックスを実現するため、ファーウェイは膨大なデータ
を分析し、物流ルートを短縮し、車両の積載効率を高めています。 二酸化炭素排出量を削減し、環境に優しいロジスティックスを達成するため、2014年に以下
の対策を導入しました。

多様な輸送ソリューション 軽量トレー コンテナの使用増

成果

二酸化炭素排出削減森林の保護

19,130 トン44,164 m3

輸送モデルを見直し、配送計
画が達成可能な場合、航空輸
送ではなく海上輸送で製品を
発送

総重量1,759トンの製品478
バッチを航空貨物ではなく船
舶で出荷しました。

輸送サイクルを短縮し、省エネに
つなげるため、ルートの最適化と
低コストの輸送ソリューションの
実施（例：船舶・航空、航空・道路、
鉄道・道路による複合一貫輸送）

総重量を減らすため、従来品よりも
70%軽量なトレーを使用

複合一貫輸送ソリューションに
従い、総重量1,345トンの製品

487バッチを輸送しました。

5万3千個の軽量トレーを使用

し、積載量を208トン削減しまし

た。

920トンの製品2,279バッチをコ

ンテナ輸送しました。

空輸から海上輸送へ

小口注文件数を減らして輸送計画
を柔軟に運用し、小口注文をまと
めて海上輸送し、コンテナ稼働率
を増加

成果 成果 成果
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4.2 社内のエネルギー消費量の最小化

この数世紀の社会の発展は、天然資源の消費に大きく依存していました。 将来的に地球は、人口増、都市の増大、消費の拡大を支え続けなければなりません。従来の
成長パターンは、深刻な問題に直面しており、現行の大量生産・大量消費の方式を変えていかなければ、サステナビリティ実現が不可能になってしまいます。

ファーウェイは、すべての人があらゆるものを共有しサステナビリティを拡大する、「よりつながった世界」を提唱しています。 社会の省エネに役立つICT技術を活
用するとともに、事業活動がもたらす直接的な環境影響を最小限に抑えるよう努力しています。 これは持続可能な成長の重要な指標となっています。 ファーウェ
イでは各種対策を実施し、エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を削減しました。 たとえば、エネルギー管理システムの導入、クリーンなエネルギー使用の推進、省
エネに向けた技術・管理アプローチの採用が挙げられます。

2014年、ファーウェイはエネルギー管理をより一層強化しました。 当社の
エネルギー消費量（標準炭換算）は14万8千トンに達しました。事業分野と
建築面積の継続的な拡大に伴い、エネルギー消費量削減の課題に直面して
います。 技術・管理アプローチにてこ入れすることにより、ユニット売上収益当
たりのエネルギー消費量を0.25%減少させることに成功しました。 ファーウェ
イの中国地域では、2014年に約4万トンの二酸化炭素排出削減に相当する
4,300万kWhの電力消費の抑制を実現しました。

事業活動のエネルギー消費量を削減するため、エネルギー管理システムを構
築し、省エネに向けた技術アプローチを促進し、研究所設備の管理を改善し
ました。

■ エネルギー管理の強化：省エネ目標値を設定・達成し、エネルギー統計
データを定期的に収集・分析するとともに、エネルギー管理や省エネに関
するトレーニングとコミュニケーションを推進して従業員の意識向上を
図っています。

■ 電力量計と管理システムの改善：電力管理システムを構築・連結し、さま
ざまな地点での電力使用をリアルタイムに監視・分析する全国的な施設
運営管理センターを設立し、管理の精密化を実現

■ 研究所での省エネ：管理の最適化：旧式の直流電力設備をエネルギー効
率の高い製品に置き換え、ITツールで設備稼働率を監視し、長期間使わ
れていない設備を判別し取り除き、空調装置の暖気／冷気排気口を囲う
ことにより、エネルギー消費量を大幅にカット。このような対策により、
約2万3千トンの二酸化炭素排出削減に相当する2,600万kWhの電力
を節減

ファーウェイの2011-2014年のエネルギー消費統計

エネルギー 単位 2011 2012 2013 2014

天然ガス 10,000 m3 630 450 423 490.64

ガソリン トン 1,474 1,543 1,668 390

ディーゼル トン 67 48 60 46

電力 10,000 kWh 71,793 86,885 94,158 113,235

建築面積 10,000 m2 268 349 369 407

4,300万 kWh

4 万トン

ファーウェイ中国地域では2014年に
4,300万kWhの電力節減

約4万トンの二酸化炭素排出削減に相当

■ 省エネプロジェクトに対する技術アプローチの推進：照明システム（エネ
ルギー効率の高いT5電球、LED電球、ライトコントロールシステムなど）
と空調装置（冷却ステーションのグループ別管理、コンデンサーの洗浄、
ビルディング・オートメーションシステムの最新化と連動など）を含む複
数のシステムをアップグレード

4.3 温室効果ガスの管理

温室効果ガス（GHG）の管理は、ファーウェイの事業活動に絶対不可欠です。私たちはISO14064に照らしてGHG排出量を明らかにし、省エネと排出削減のため
に具体的な対策を実施しています。

GHG排出量を定量化・分析し、今後5年間にユニット売上収益当たりのGHG排出量を10%削減するという目標を掲げました。さらにGHG管理パフォーマンスを
継続的に監視し、改善しています。カーボンフットプリントを減少させるため、エネルギー管理システムを構築し、省エネプロジェクトを立ち上げ、クリーンエネ
ルギーを導入しました。

注：
スコープ1は、定常燃焼排出、非定常燃焼排出、一時的排出を含む
スコープ2は、エネルギーからの間接的排出を含む

GHG排出リスト

GHGの種類 二酸化炭素
（CO2）

メタン
（CH4）

亜酸化窒素
（N2O）

ハイドロフル
オロカーボン 
（HFCs）

有機フッ
素化合物類
（PFCs）

六フッ化硫黄
（SF6）

総排出量
(単位: トン)

排出量

（二酸化炭素換算値）
1,051,431.58 5,938.10 44.85 14,418.00 0.00 0.00 1,071,832.53

割合 98.10% 0.55% 0.004% 1.35% 0.00% 0.00% 100.00%

温室効果ガスに対するファーウェイの方針

■ GHG排出削減についてさらに高い目標の設定、定期的な内部監査と管理見直しの実施、GHG管理の進捗状況の継続的な監視と改善
■ 設計段階でグリーン・コンセプトを導入して製品のエネルギー効率を最大化し、使用段階でGHG排出を削減
■ 安全性とグリーン・コンセプトを重視した調達戦略を策定し、GHG管理の観点からサプライヤに影響を及ぼすよう尽力
■ 資源消費を積極的に削減し、クリーンな生産方式を推進して事業活動のGHG排出量を減少

スコープ別のGHG排出比率:

2014年のGHG排出量は、計1,071,832トンに達し、2013年と比較して約
18.9%増加しました。

増加の理由として、2つの大きな要因が挙げられます。第一に、私たちの事業
が大幅に拡大し、前年比20.6%増となるグローバルな年間売上高2,882億
元を計上しました。第二に、さまざまな地域で建築面積が拡大されました。

一方、2014年のユニット売上収益当たりの二酸化炭素排出量は3.71gで、
2013年から1.6%減少しています。

3.71g
2014年のユニット売上収益当たりの二酸化炭素排出量

1.6%
2013年と比較して1.6%減

エネルギーからの
間接的排出

定常燃焼排出

非定常燃焼排出

一時的排出

97.19%

1.90%
0.80%

0.11%
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70,000 ㎥

4.4 資源効率の最大化

社会経済学的な進展と人口増大に伴い、天然資源は補充されるスピードよりも速く消費されています。この現状が続けば、絶対に持続可能な発展を達成すること
はできません。また資源のジレンマは、企業の大きな試練となっています。資源を効率的に利用しながら価値を最大化し、競争力を高め、運営コストを抑えなけれ
ばなりません。

ファーウェイ中国地域の2012-2014年の水消費量
（単位：1万㎥）

449

2012 2013

495

2014

548

北京キャンパスの洗浄と造園に再生水を
使用し、主な水使用量を7万㎥ 削減

水資源の管理
近年、2つの理由で水不足の問題が深刻化しています。第一に、水資源に対す
る需要が膨大であるにも関わらず、責任を持った使用がなされていません。第
二に、工業化の加速により、深刻な水質汚染が生じています。たとえば、化学、
印刷、染色、製紙、電気めっきなどの産業セクターでは、水を大量使用し、大量
排出しています。

ファーウェイは水資源の保存を重視しており、節水イニシアチブを立ち上げて
水管理を強化しています。水の種類別の比率を調整し、使用法を変えることに
より、利水を増強し、排水量を抑制しています。たとえば、雨水、廃水、再生水、
冷却水、復水をリサイクルし再利用する施設の建設を急速に進めています。さ
らに給水ネットワーク、給水施設、設備、装置の管理とメンテナンスの効率性
を上げ、漏水を防止しています。

事業活動で消費される水の大半は、造園、社員食堂、空調システムで使用され
ています。水の消費量を減らすため、ファーウェイはクリーンな生産技術を促
進するとともに、キャンパスの洗浄や造園のメンテナンスのために、雨水収集、
冷却水のリサイクル、再生水の購入など多様な対策を行っています。

2014年、ファーウェイは前年比53万㎥増の548万㎥の水を使用しました。使
用量の増加は、主に事業成長と建築面積の拡大によるものです。水消費量を建
築単位面積当たりで測定すると、2014年の消費量は2013年を若干下回っ
ています。

2014年の新規プロジェクトとして、再生水を利用し、水の利用効率を高めるた
め、雨水採取システムと水回収施設を建設しました。たとえば、北京キャン
パスの洗浄と造園に再生水を使用することで、主な水使用量を7万㎥削減す
ることに成功しました。ファーウェイの廃水のほとんどを生活排水が占めてい
ます。ファーウェイの全キャンパスからの生活排水は、市の廃水処理施設に
送られ、第三者の監視のもとで地域と国の規制を遵守して正しく処理され
ています。

廃棄物の埋め立て処分率の減少
ファーウェイは事業展開しているすべての国で、電気電子機器廃棄物（e-waste）に関する法規制を遵守しています。できるだけ多くの廃棄物のリサイクルと再
利用を推進することで、埋め立て率を減らしています。

2014年の当社の全世界的な廃棄物は8,089トンに達しましたが、そのうち97.63%がリサイクルまたは再利用され、埋め立て処分されたのは2.37%のみでした。
埋め立てプロセスは環境規制に適合しています。

2012年ー2014年の埋め立て処分率

3.40%

2012 2013

2.57%

2014

2.37%

97.63%

2.37%

97.63%の廃棄物をリサイクル／再利用

2.37%の廃棄物のみ埋め立て

循環型経済
伝統的な経済発展モデルは、資源不足、環境汚染など、多くの問題をはらんで
います。その結果、循環型経済モデルが注目を集めるようになっています。私た
ちは、体系的な資源管理に尽力しており、資源の利用効率を改善するさまざま
な画期的アプローチを取り入れています。また、製品ライフサイクルに循環型
経済の主要素を組み込み、「揺りかごから揺りかごまで」の循環型経済モデル
を実践することによって、持続可能な資源利用を実現します。

循環型経済に適合した製品設計

循環型経済のコンセプトを製品設計に組み込むことは、汚染を最小限に抑え、
製品価値を可能な限り高めるための必須条件です。ファーウェイは製品寿命
を延ばし、信頼性、保全性、環境への配慮を保証し、技術的進化やネットワー
ク展開を支援するため、プラットフォームまたはモジュールとして製品を設計
しています。このような設計コンセプトにより、製品価値を最大化することがで
きます。

循環型経済への道のり
ファーウェイは、回収したすべての材料を評価査定し、そのライフサイクル段階
と品質状態に応じて分類しています。再利用可能な材料は、R&D、製造、予備
部品、資産などの社内部門の再利用チャネルに割り当て、競争入札形式により
再利用または再販されます。再利用できない材料は、原材料リサイクルチャネ
ルに送られて、認定されたリサイクルサービス業者によって、分解と材料のリサ
イクルが行われます。こうした方法により、使用される材料の価値を最大限に
高めることができます。

循環型経済に適合した製品設計アプローチ
■ 製品のリサイクル可能性と再利用可能性を実現する高価値汎

用部品の設計（例：プリント基板の汎用チップ：PCB）
■ リサイクルのため回収するよりも、製品を再利用できるように

製品設計を最適化。たとえば、基板を破棄せずに再販できるよ
うにPCBにデータ削除プログラムを追加

■ 紙パッケージ、軽量のリサイクル可能パレット、接着剤不使用
の統合的バッファなど、環境に優しい材料の多用。埋め立てを
要する材料の回避

■ 製品の材料数をできるだけ少なくし、製品分解を容易にしてリ
サイクルコストを低減しリサイクルのメリットを強化
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4.5 よりグリーンな世界への貢献

私たちの環境は、汚染の悪化、資源の枯渇、気候変動によって、かつてないほどの問題に直面しています。ICT企業は、このような傾向に歯止めをかけ、今以上に
グリーンな世界を構築するために、とても重要な役割を果たすことが可能です。ファーウェイは、エネルギーを節減し二酸化炭素排出量を抑制できるよう、各産業
にグリーンITソリューションを提供しており、省エネ型の環境に優しい低炭素社会の実現に寄与しています。

グリーンな世界の実現
当社の研究結果によると、モバイルインターネット速度が上昇するにつれ、
収入の増加を上回るスピードで通信事業者のエネルギー消費量が増大する
ことが分かっています。この傾向が続けば、利益が損なわれてしまいます。
通信事業者は省エネソリューションを導入することで、大きな利益を得ること
ができます。

ファーウェイは、機器とインフラの2つの方向からコミュニケーションネット
ワークのエネルギー効率を管理しています。この管理アプローチにより、的を
絞った省エネ対策を設計することが可能となります。さらに、「Top Nエネ
ルギー効率管理方式」を提案しています。この定量的アプローチは、通信事業
者のネットワークエネルギー効率と利益を最大化するものです。

ファーウェイによる最先端の電力管理ソリューションと最適温度管理アプ
ローチを利用すれば、通信事業者の電力システムと温度管理システムのエネ
ルギー消費量を40-80%削減することが可能です。

トラフィック
100%増

エネルギー
消費量12%増

収益7%増

ボイスネットワーク 高速ネットワーク トリプルプレイネットワーク マルチキャストネットワーク

出典：ファーウェイ40-80%
通信事業者の電力システムと温度管理システムのエネ
ルギー消費量を40-80%削減することが可能

スマート換気 屋外基地局

40-80%
（温度管理システムのエネルギー消費量）

40-80%
（温度管理システムのエネルギー消費量）

空調装置  換気システム 個別温度管理

業界最先端の電力供給システムによりエネルギー損失を80%以上抑制

ファーウェイの製品とソリューション利用により、企業や産業は少ないエネルギー量で効率良く操業することができます。これからも、今以上にグリーンな低炭素
社会の構築に尽力していきます。
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メルボルン大学の建物群のエネルギー効率化ソリューション

ZigBeeメッシュ
ネットワーク

照明

照明センサー

プリンター

スマート
ソケット

温湿度
センサー

エアコン

赤外線
リピーター

フェーズ2：他の建物の　　　　　　
インターネットアクセス

UMS 

GPRS/3Gネットワーク 

 
 

データ交換 

 

 
 

フェーズ1

EDM  

 
 

データ交換

GPRS/3G

2G/3G

エネルギー効率
管理ソフト

モノのインターネット（IoT）を可能にするビル建設
各国で、省エネと二酸化炭素排出削減の重要性が認識されています。その結果、二酸化炭素排出を大幅に減少させるグリーン
ビルディングが増加しています。しかし、老朽化した建物の高圧・低圧電流システムの再設計をはじめ、既存ビルの多くは、
それらの再計画がほぼ不可能な状況です。

DTZ社は世界をリードするプロパティサービス会社です。顧客の一つであるメルボルン大学は、オーストラリア政府が推進す
るグリーン・スター認証プログラムを導入しており、学内の建物群のエネルギー消費量に厳格な要件を掲げています。DTZと
同大は、築100年未満とはいえゆうに築数十年を経た建物については、5つ星基準に適合させるための近代化が困難であると
判断しました。すなわち、もっとスマートでグリーンな建物が必要だったのです。

メルボルン大学は、ファーウェイとDTZの支援を得て、学内のすべての建物内部の照明システムと空調設備をインテリジェント
制御するエネルギー効率管理化ソリューションを導入しました。またファーウェイは、ソフトウェアサービスにより大学のネット
ワーク容量を拡大しました。さらに、全建物群を中央管理方式とし、新しい柔軟なアクセスシステムで連結しました。これら
の対策のおかげで、同大はグリーン・スター認証プログラムの5つ星に認定され、エネルギーコストを30%も削減することに
成功しました。

IoTは、エネルギー消費量を減らすだけではありません。インターネットに接続された建物では、誰もが状況認識サービスを利用
することができます。IoTが新しいビジネスチャンスとサービスを引き寄せてくれることでしょう。

●震災の復興を祈って樹を植える
東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県宮古市のキャンプ場が、5月24日

「震災メモリアルパーク中の浜」と名前を変えて、3年ぶりにオープンしました。
公園の植樹に尽力したのは、ファーウェイ・ジャパンが会員となっている経団連
自然保護協議会です。オープンニング・セレモニーでは、ファーウェイ社員を含
む協議会会員と、地元の子どもたちによって、400本あまりの苗木の記念植樹
が行われました。
また、9月20日に行われた整備作業にも、弊社社員がボランティアとして参加し
ました。当日は、５月に植樹した苗の成長を記録するとともに、その成長のため
に除草作業を行いました。経団連加盟企業の社員のほか、地元の住民なども参
加し、作業終了後は中の浜の整備・利活用に関して活発な意見交換も行われま
した。
被災地の復興支援は、弊社の主要なCSR活動のひとつです。震災の記憶を伝
える公園が、緑豊かな憩いの地になるよう、心よりお祈りし、今後も支援活動を
通じて復興に貢献してまいります。

よりグリーンな世界の実現は、1企業の力だけでは成し得ないため、企業間の相互協力が不可欠です。ファーウェイはグリーン基準の設定に積極的な役割を果た
しており、環境保護団体やグリーンフォーラムに参加しています。これからも緊密な連携とスムーズなコミュニケーションを通じて環境に好影響を及ぼし、グリー
ンな世界に貢献します。

日本での事例

●ファーウェイ・ジャパン特製
　「木の紙カレンダー２０１５」ができました
元気で豊かな森づくりのためには、太陽光を森の奥や地表まで届かせるた
めの間伐作業が欠かせません。お客様向けの弊社特製「木の紙カレンダー
２０１５」は、東北の杉や赤松の間伐材を薄くスライスして和紙と張り合わせ
ました。木の温もりや香りを感じていただく一方で、復興に向けて歩み続けて
いる東北のことを忘れずに過ごしてほしいという願いが込められています。
カレンダーの毎月の写真は、世界各地のファーウェイ社員によって撮影され
た社内写真コンテストの入賞作品で、世界各国の美しい瞬間を毎月楽しむこ
とができます。
木の紙カレンダーは2013年から作成しており、ファーウェイと社会をつなぐ
大切なツールのひとつです。
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相互に利益のある
発展の追求

5.

概観
世界経済の集積が進み、社会意識が向上するにつれ、世界中の企業が新たな問題に直面しています。企業の成長と利益の追求だけでな
く、これまで以上の社会的責任と環境責任を果たすことが期待されています。事業活動における誠実さや法令遵守に関して、最低限対応
すればいいだけでなく、企業は、従業員の健康と人材育成を優先するとともに、地域社会に貢献し、サプライチェーン全体に対して社会
的責任を果たすよう促し、産業チェーン全体におけるサステナビリティを促進しなければなりません。

当社では、従業員17万人全員が、お客様中心の業務を行っています。コア・バリュー、管理義務、社会的責任を日常業務に組み入れるこ
とにより、健全な長期的成長を目指しています。上流から下流まですべての産業プレーヤーとの緊密な協力によって、全プレーヤーが共
同でリスク管理しながら資源・利益・価値を共有できる強固なビジネスエコシステムが実現できると考えています。全てのプレーヤー
が産業チェーンのもとで成功するとともに、産業全体を通じた独自の競争力を作り出せるようになるのです。
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5.1 従業員への配慮

従業員はファーウェイのサステナビリティ推進の中心であり、競争力と業界リーダーとしての地位を維持するための鍵を握っています。従業員への配慮とは、従業
員を第一に考え、一人ひとりの帰属感を高めることにほかなりません。そうすることで初めて、ダイナミックで力強い企業成長が実現するのです。

ファーウェイは常に従業員の福利を最優先しています。そのため、安全で健康的な職場環境を創出しています。また、献身的な従業員を時宜を得た適切な報酬で
評価するため、金銭的なインセンティブと非金銭的なインセンティブを同等に重視する奨励方針を採用しています。会社が成長するにつれ、従業員のキャリア開
発に重点を置き、多様な人材に適した働き方を提供し、従業員の個人的価値の実現を支援しています。

人材の多様化
ファーウェイは世界170以上の国と地域で事業展開しており、グローバルな顧客に適時に効率的なサービスを提供するため、多様な人材から成るチームの重要
性を痛感しています。人材の多様性は、会社の競争力と革新力にも欠かせません。当社は国籍、性別、年齢、人種、宗教などの面で、さまざまな多様化への取り組み
を開発・実施しています。

ファーウェイはICT産業で事業展開しており、大半の従業員が技術者としての経歴を有しているため、女
性従業員数が比較的少ない状況です。この問題を解消する努力の一環として、雇用の男女平等を保証し、
職業上の差別を防止すべく、適用されるすべての国際協定および地域の法規制を厳格に遵守しています。
その結果、過去3年間に女性従業員の比率が横ばいで推移しています。さらに、女性の管理職登用を優先
しており、男性従業員と同等の能力を有する場合、女性従業員を優先的に昇進させる女性管理職育成計
画を策定しました。2014年には、管理職の8.8%を女性が占めています。取締役17名のうち、4名が女性
です。

グローバル企業として、私たちは人材のローカリゼーションを加速化させるため、全世界から積極的に
スタッフを募集しています。従業員を現地採用することにより、事業展開している地域独自の文化を十分
理解し、地域の雇用と経済成長を押し上げることができます。2014年、ファーウェイは3万5千人以上の
従業員を中国以外の国々から雇用し、現地採用率は管理職以外の従業員が75%、中間管理職と上級管
理職では18.7%にのぼっています。

 研究開発      営業      サービス    
 マーケティング&ソリューション    
 製造&配送     
 その他

献身的な従業員が会社の基盤
従業員一人ひとりがもたらす価値は、ファーウェイの全社的価値に寄与して
います。献身的な従業員は会社の基盤であるという信念のもと、ファーウェイ
は従業員の専門知識の獲得を奨励し、個人的価値の実現を助けています。
それと同時に、従業員の福利を推進するため、金銭的なインセンティブと非金
銭的なインセンティブの両方を提供しています。

従業員への配慮は、ファーウェイの責任の重要な部分を占めており、企業の
事業活動に組み込まれています。多種多様な取り組みを通じて、従業員にと
って仕事と人生の両方が充実するようサポートしています。たとえば、水準以
上の給与を支払い、幅広い研修プログラムを提供し、快適な職場環境を創出
し、社会保険や企業保険に加入し、尊敬と信頼に満ちた前向きな雰囲気を醸
成するように努めています。

2014年12月31日現在、ファーウェイの全事業分野の従業員数は17万
名に達しました。全従業員の45%がR&Dに従事しています。

  成長と発展          　
 職

場
環

境
            ヘルスケアと福利    

    
 水

準
以

上
の

給
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12.1%

1.5%

7.3%

21.2%

4.0%

10.6% 44.8%
全事業分野の従業員数は17万名

45%がR&Dに従事

170,000

45%

さまざまな国、人種、民族のファーウェイの17万人の従業員は、
多様性の高い1つの家族を形成しています。従業員は世界162の
国と地域から雇用されています。中国だけでも、36の民族がファー
ウェイの一員となっています。

2014年の従業員の年齢構成 従業員の男女比（2012～2014年）

79.1%

20.9% 21.1% 20.7%

2012 2013

78.9%

2014

79.3%

61.6%

36.9%

 30歳未満       30–50歳      50歳以上   男性      女性

8.8%

75%

2014年の管理職の女性の比率は8.8%

現地採用率は管理職以外の従業員が75%
超、中間管理職と上級管理職では18.7%
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従業員の夢をかなえるために
研修は、従業員のスキルを磨くだけではありません。各人の価値を開発・実現し、会社の事業成長に貢献
するために役立ちます。研修を実施することで、会社と従業員、従業員と管理職のコミュニケーションが
促進され、優れた企業文化の醸成に欠かせない団結力を生み出すことができます。

従業員の成長と各自の価値を実現するため、幅広い研修と平等な昇進機会を設けています。ファーウェイ・
ユニバーシティや地域トレーニングセンター、各部門のトレーニングルームでは、毎日さまざまな研修
コースが開催されています。たとえば、一般的なスキルと知識に関する研修や、専門能力を磨くコースなど
があります。2014年の研修参加者は172万人に達し、従業員1人当たりの研修参加時間は平均28.16
時間でした。

当社は個人の成長を尊重します。おのおのが自分の能力と興味に応じて、自身でキャリアコースを決定するよう奨励し、管理コースと専門コースの2つのキャリア
育成パスを用意しています。2014年、全従業員が業績考査とキャリア開発評価を受けました。人材への需要と企業方針に沿って、ファーウェイは優れた従業員に
は昇進を促し、各人のキャリアアップ実現をサポートしています。

従業員を適時に適切な報奨で評価
ファーウェイは事業成長による利益を全員で共有する報奨制度を実施しています。当社の人事管理部は、ヘイグループ、マーサー、エーオンヒューイットなどのコン
サル企業と長期パートナーシップを締結しています。定期的に報奨データを調査し、調査結果に基づき、会社と個人の業績を勘案しながら、従業員に対する報奨
をタイムリーに修正しています。報奨基準を設定する際、性差別がないよう留意しています。

ファーウェイは従業員への賞与額を会社・部門・個人の業績と連動させる「貢献と共有 (Contribute and Share)」に基づく賞与分配制度を採用しています。会
社の報奨方針に照らして、報奨分配計画を毎年見直し、必要に応じて修正しています。

長期的な奨励メカニズムのもと、ファーウェイは世界中の従業員と利益を分かち合い、従業員とともに成長しています。長期奨励メカニズムは、従業員個人の貢
献と会社の長期成長を連動させるものです。その結果、従業員の長期的な献身および会社との利益共有が促進されます。

ファーウェイは、従業員を保護する「傘」となるため、適切に設計された従業員
福利制度を設けています。事業展開している各地での強制加入保険制度に加
えて、全従業員を対象にグローバルな傷害保険、重病保険、生命保険、医療
保険、出張保険、その他の各種企業保険に加入しています。さらに、特殊な状
況下で従業員を守る医療扶助制度を取り入れています。

2014年のグローバルな従業員福利への投資額は、73.9億元に達していま
す。

快適で効率的な職場環境の創出
ファーウェイは従業員が仕事と人生をともに楽しむことができる職場環境の創出が大切だと考えています。効率的でリラックスでき、お互いを思いやる職場環境を
創ることで、従業員に大きな幸せをもたらし、仕事と人生の適切なバランスを見出すことができるようになります。毎年、「ファミリーデー」や「3+1」といったアクティ
ビティを企画し、従業員の参加を呼びかけています。このようなアクティビティを通じて、従業員が効率良く働くことができ、仕事とプライベートライフの両方を大
切にできるように配慮しています。

グローバルな従業員福利投資額の推移 （2012～2014年）

5.81

2012 2013

6.3

2014

7.39

2014年のグローバルな従業員福利投資額

73.9 億元

172 万人
2014年の研修参加者は172万人に達し、
従業員1人当たりの研修参加時間は平均
28.16時間 

5.2  健康と安全第一

従業員の健康と安全は、会社にとっての優先事項です。当社はOHSAS 18001
認証を取得し、事業展開しているすべての国と地域で、安全管理要件を遵守し
ています。安全に対する説明責任を果たすという企業文化を形成し、従業員、下
請業者、その他の関係者のリスクを最小化し、健康と安全を確保しています。

従業員の健康と安全
2014年に従業員の健康重視を強化し、前年比200%増となる1億元を健康
診断に支出しました。健康診断を受ける従業員に有給休暇を与え、検査項目
を増やし、職位別に調整しました。2014年の健康診断の受診者数は10万人
を超えました。

また健康情報をイントラネットに掲載し、特定の病気に関する専門的な健康
知識を広めています。健康に対する従業員の意識を高めるため、分かりやすい
情報ビデオを製作しました。

ファーウェイは健康安全担当役員を任命し、労働安全衛生委員会とリーダー
シップ・チームを設置しました。労働組合および従業員の代表者と定例会議
を開き、健康や安全に関する問題の解決を図っています。

「オフィスのエアコンを最新製品に交換したり、社員食堂で安全な食品を提
供できるよう調達チャネルを確認したりするなど、従業員が健康でいられ
るように一層の努力をしています。構内を公園のように造成し、従業員がリ
ラックスして談笑できるスタッフプラザカフェを設置しました。「Xinsheng 
Community」（中国語では『心声社区』）に健康プラットフォームを設立し、専
門家が健康相談に応じています。この1年間に、健康診断の基準を厳格化し、
健診を受ける従業員に有給休暇を与えています。いずれの取り組みも、スタッフ
を大切にする会社の姿勢を反映しています」

— ファーウェイ健康安全担当役員

2014年の健康診断受診者数は

10 万人超

労働関係法令の遵守の徹底
ファーウェイは、従業員の募集、昇進、報酬決定に際し、人種、性別、国籍、年
齢、妊娠の有無、障がいを理由にした差別を絶対に行いません。また強制労
働、債務労働、契約労働を禁止しています。募集、雇用、退職を含む労使関係
のあらゆる段階において、詳細かつ公平な規則を制定しています。その結果、
ファーウェイの社史において強制労働の事例は一度も発生していません。

児童労働を固く禁じており、子供の就労および労働力利用を防止する有効な
対策を講じています。またサプライヤにも同様の規則の徹底を求めており、定
期的な監査を通じてその遵守を確認しています。

全社的な苦情チャネル
従業員は、倫理遵守委員会（CEC）、企業行動基準（BCG）違反
ホットライン、HRサービス苦情／示唆ホットライン、人事考課に関
する不満メールボックス、調達に関する苦情／内部告発メールボッ
クス、技術検査に関する苦情／内部告発メールボックスの各チャ
ネルを通じて苦情を申し立てることができます。

LinkedInの「2014年世界で最も需要のある雇用主ベスト100」に選出
世界最大級のビジネス特化型SNSであるLinkedInは、2014年10月22日に開かれたタレント・コネクト会議の場で、「2014年世界で最も需要の
ある雇用主ベスト100」を発表しました。ファーウェイはランクインした唯一の中国企業となり、95位に選ばれました。

LinkedInのグローバルバイスプレジデント兼中国担当社長のデレック・シェン（Derek Shen）氏は、「ファーウェイはどの中国企業よりもグローバル
化に成功しており、中国で最も競争力の高いテクノロジー企業の1つに数えられます。ランクインしたことを称えたい」と述べています。

（10億元）
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製造部門の安全： 安全文化を構築することは、安全な製造の基盤となり
ます。当社は、安全生産月間や火災予防週間などの取り組みを通じて、全従
業員の安全意識を向上させています。2014年には、レベル3の安全性トレー
ニングを143回行い、計11,239人が受講しました。安全管理には、管理職の
積極的関与が欠かせません。管理職には、4回の安全スキルトレーニングを
実施し、製造現場での安全に関するリーダーシップを強化しました。

ファーウェイは製造現場で高度な安全性の実現を徹底しており、2014年に
は製造ラインで主要な事故は発生しませんでした。2014年の製造部門の
1時間における従業員100万人当たりの傷害発生率は0.06で、2013年と
比べて34%減少しました。

室内空気と飲料水の質の改善

2014年、北京、廊坊、上海、成都、南京、杭州の各キャンパスで
空気清浄システムと外気供給システムを改修しました。その結果、
室内のPM2.5が35 μg/m3 未満まで減少しました。さらに深川、
東莞、杭州の各キャンパスの水道設備を改善し、2015年にはさら
に6か所のキャンパスでも改善を進める予定です。

エボラ出血熱流行地域の従業員の健康と安全の確保
2014年2月、ギニア共和国でエボラ出血熱が発生し、シエラレオネとリベリア
へと伝播し、まもなくナイジェリア、マリ、セネガルでも多数の死亡例が報告さ
れました。2014年末までに、西アフリカ全土でエボラ感染者が2万人を超え、
死亡率は実に40%に達しています。流行地域の人々の健康福祉が深刻なリス
クにさらされました。

ファーウェイは従業員の健康を守るため迅速に対応し、複数の部門で予防策
と治療策を開始しました。本社に緊急対応チームを立ち上げ、現地スタッフを
支援しています。「エボラ流行に対する緊急計画」を策定し、毎日の連絡・応答
システムを整え、エボラ熱の治療と予防に関するトレーニングプログラムを開
始し、フライト欠航の状況でも現地に医療品を輸送しました。

エボラ熱の流行がもたらす苦痛と不安をさらに緩和するため、ファーウェイは
社外リソースに助力を求め、専門医療機関に依頼し、支援組織と協力して日
常的な医療サービスを提供しました。

現地スタッフの体温測定

職場環境の安全：従業員の一人ひとりのニーズに合った安全で健康な職場環
境を維持するよう努めています。2014年には室内空気、飲料水、食堂、娯楽
施設、運動施設、緑化施設の質を一層改善しました。また、キャンパス全体で、
標準化された安全な建築基準を施行し、施設内のあらゆる潜在リスクを取り
除きました。

これらの努力が功を奏し、流行地域の従業員から感染者は発生せず、
すべての事業活動が通常通り行われました。

2014年の製造部門の1時間
における従業員100万人当
たりの傷害発生率は

0.06 34%減

2013年比

防火安全対策：2014年は火災安全責任システムとハードウェアシステムの
管理に重点を置きました。この1年間に、非常勤の防災責任者を682人に増
員し、95回の消防訓練を行い、113,861人が避難訓練に参加しました。研究
室の安全点検やガス保安点検など、定期的な火災安全点検とその他の集中
点検を行い、結果として発見された火災原因の94.24%に相当する10,398
か所から、火災原因を除去しました。さらに、世界各地で防火訓練を実施し、
11万人以上の従業員が火災安全試験に合格しました。

道路交通安全：車両安全管理システムの導入、画期的な管理ツールの開発、道
路交通安全に関する文化の醸成を含め、道路交通安全を管理する一連の取
り組みを行っています。

■ 車両安全管理システムの導入：コンピテンスセンターとして、ファーウェ
イ本社はグローバル車両安全管理規制と車両サービスに関するサー
ビスレベル合意書（SLA）を策定しました。また、車両とドライバーの
エントリー基準を定義し、車両の定期点検を実施し、ドライバーを対
象に道路交通安全訓練を行い、安全運転特別賞を設けました。

■ 画期的な車両管理ツールの開発：昨年、中国国外の60か所の地域拠
点オフィスと国内の40オフィスで、4,321台の車両（全体の79%）に
自己故障診断（OBD）システムを搭載しました。OBDシステムを使用
してドライバーの行動を監視し、スピード違反、ドライバーの疲労、突
然のUターンといったリスク管理を強化しています。

■ 道路交通安全に関する文化の醸成：昨年「交通安全のために道を譲
ろう」をテーマに、交通安全週間をスタートさせました。この取り組み
では、避難訓練、交通安全キャンペーン、安全運転キャンペーン、車両
安全講習、交通安全知識コンテストが開催されました。

の火災原因を除去

94.24%
防火システムに適した建築設計についての研究を進め、効果の高い防火メカ
ニズムを確立しています。外部評価者に依頼し、全キャンパスの安全性評価を
行いました。さらに、説明責任制度を設け、防火管理を改善するため新たな
業務慣例に着手しました。たとえば、バーチャル予備部品倉庫の設定、防火
ネットワークとアクセス管理システムの接続、防火ネットワークと主要局の
接続が挙げられます。

食品安全性：2014年に世界各地のファーウェイ地域拠点オフィスは、食品安
全性を監視し、161か所の社員食堂での原材料調達を管理するため、スタッ
フ生活管理委員会を設立しました。従業員に豊富な種類の安全で栄養価が
高い健康的な食品を提供するよう努めています。食事メニューの幅を広げる
ため、2014年に中国全土で27件のプロジェクトを立ち上げ、15か所の食堂
施設を改修しました。毎日30%以上の従業員が豊富なメニューから食べたい
ものを選択しています。指定されたブランドとチャネルから原材料を購入する
よう食品納入業者に指示しています。食品安全リスクをさらに下げるため、主
な原材料は当社が直接購入しています。
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EHSリーダーシップの実践と、EHSを推進する文化と環境の確立

EHSリーダーシップの確立は、効果的な技術安全管理の鍵となります。配送部門の責任者は、定期的に安全パトロールを行い、従業員に健康と安全の重要性を
説くことで、EHSを重視する文化形成を積極的に促進しています。またファーウェイは、EHS文化の創造、能力開発、EHS管理へのリソース配分など、顧客と緊密
に協力しながらEHS管理を実践しています。

エンジニアリング・デリバリーに関するEHS知識を広めるため、2014年に26件のキャンペーンを展開しました。キャンペーンのテーマは、EHSリーダーシップ、
下請業者の管理、安全運転、安全建設、応急手当などです。エンジニアリング・デリバリーに対するEHS管理を一層強化し、顧客のEHS要件に迅速に対応する
ため、「配送管理のEHS要件強化宣言」、「現場巡回管理強化の要件」、「落下の早期警告とセルフチェックの通知」といった文書を作成し、実践しています。これら
の文書のおかげで、EHSに対するグローバル配送責任者の意識が著しく向上し、EHS管理能力が強化されました。

下請業者にEHS実施を要求

2014年に当社は、紹介、契約締結、現場管理からパフォーマンス管理、契約
完了にいたるまで、下請業者管理ライフサイクルの全段階に企業のCSRと
EHSを組み込んだ「エンジニアリング・サプライヤCSRプロセス管理書」を発
表しました。さらに、EHSシステムの見直しと再チェック、建設現場の視察、資
格が不十分な下請業者との取引停止など、一連の対策をスタートさせまし
た。これらの対策により、下請業者のEHS能力が劇的に改善しました。

EHS最低基準の適用とEHS絶対ルールの遵守

当社は安全管理の最低基準を設けており、リスクや安全性を脅かす事件を最
低限に抑えるべく、安全要求事項を定義しています。運送、高所作業、動力機
械の操作、その他の危険性の高い作業については、配送に関与する全従業員
が必ず守らなければならないEHS管理の絶対ルールを定めています。

安全なエンジニアリングの遂行
EHS（Environment, Health, and Safety : 環境・健康・安全)管理は、
プロジェクト管理の最重要項目であり、デリバリー・プロジェクトの全過
程に組み込まれています。ファーウェイは専任プロジェクト管理保証部門

（Project Management Assurance Department）を運営しています。
部門内にEHS管理グループが立ち上げられ、エンジニアリング・デリバリー
のEHS管理責任を負っています。同グループは、プロジェクト実施に関与
する従業員の健康と安全を確保します。

デリバリー・プロジェクトのEHS管理戦略
1. EHSリーダーシップ を実 践し、EHSを推 進す る

文化と環境を確立
2. 下請業者にEHS実施を要求
3. EHS最低基準の適用とEHS絶対ルールの遵守
4. 事前に事故に対する警告を行い、違反事例を報告

し、違反者に説明責任を問う

事故 0 ケガ 0 汚染 0

デリバリー・プロジェクトのEHS管理目標

EHS絶対ルール

最低基準

運転中の
シートベルト着用

飲酒・服薬後の
作業厳禁

高所作業の落下保護 運転中のスピード
違反厳禁

電気工事は資格者のみ 運転中の携帯電話の
使用厳禁

留意事項

施設構造 操作者の資格

車両 認定個人用保護具（PPE） 健康

禁止事項

2014年にオーストラリアオフィス、テレノールミャンマープロジェクトチーム、ボーダフォンエジプトGUプロジェクトチーム、ファーウェイボーダフォンEHS共同作
業チームの4チームが最高EHS管理チーム賞を授与されました。

製品の安全性
製品の安全性は、消費者を含む顧客の健康と安全に直接影響を及ぼすため、
常に世間の関心を集めています。ファーウェイは製品の安全性確保に尽力し
ており、厳格な基準を適用してきました。製品安全の分野において、その躍進
や技術革新を追求しており、お客様に安全で信頼できる製品とサービスをお
届けできるよう最善を尽くしています。

人間工学に基づいた技術

人間工学に基づいた技術により、健康・安全基準に対する製品適合性が保証
されます。当社は人間工学専門設計チームを擁しており、エンド・ツー・エンド
の研究開発プロセスの全段階（製品企画、設計、開発、試験など）を通して、実
際のユーザーシナリオに基づき、製品安全設計コンセプトを適用しています。
このアプローチにより、製品をユーザーの技術的な習性とスキル要件に合わ
せるとともに、製品に起因する健康リスクを最小化することができます。

2014年末までに、欧州、北米、中南米、アフリカ、アジアの21ヶ国で、主要通
信事業者のユーザーシナリオを分析しました。ユーザーシナリオに基づく画
期的な設計を採用することで、インストールや操作が容易な製品開発が可能
となります。ユーザーシナリオと人間工学に即して設計された当社製品は、
ユーザーの技術的な習性やスキル要件にもうまく対応します。

最高EHS管理チーム賞の受賞者

ファーウェイが分析したグローバルな
ユーザーシナリオ件数

ユーザーシナリオが分析された国の数

71

18

2012

2012

2013

2013

95

19

2014

105

2014

21
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5.3 持続可能なサプライチェーン

2014年にファーウェイは、サプライチェーンのサステナビリティを目指して、
顧客満足度の要求事項の達成、顧客の期待の実現、継続的改善の実践、ビジ
ネス成功の推進、業界ベンチマークの設定という目標を掲げました。これらの
目標と平行して、リスク防止のシステム化、積極的管理、顧客、サプライヤ、産
業パートナーといった社内外との効率的連携、継続的改善からなる戦略を策
定しました。また、サステナビリティ要件をエンド・ツー・エンドの調達プロセス

（サプライヤの資格認定、選定、評価、パフォーマンス管理、調達達成、契約完
了）に組み込みました。

消極的なサステナビリティはコストがかかりますが、積極的なサステナビリテ
ィは利益を生み出すことが分かっています。サステナビリティのレベルを上げ
るには、顧客、サプライヤをはじめ、バリューチェーン全体の協力が欠かせませ
ん。相互協力を通じて、サステナビリティ管理の効率的なモデルを構築し、目
標を達成することができます。2014年には以下のサプライチェーン管理努力
に重点を置きました。

■ 相互協力のもと、サステナビリティに対する顧客の要求事項と期待を十
分理解し、これらの要素をファーウェイの調達、サプライチェーン管理、サ
プライヤのライフサイクル管理プロセスに組み込む

■ サプライヤと協力し、顧客の要求事項をサプライヤに明確に伝え、サプラ
イヤのビジネスプロセスと日常業務の一環とする

■ サプライヤのサステナビリティ評価を強化し、バリューチェーン全体に浸
透するまで、サプライヤに継続的改善を促し、サステナビリティ要件をベ
ンダーに通達させる

■ サプライヤと協力し、エンドユーザーや公共の利益のためにプロセス改善
に取り組む。ファーウェイのサステナビリティ基準と要件をプロセスとIT
システムに組み込み、効率を最大化する

■ 業界団体に加盟し、業界全体の協力とサプライヤとの対話を推進し、サス
テナビリティ基準と要件を共同で追求することにより、業界全体のサステ
ナビリティ管理を改善する

■ エンジニアの協力のもと、循環型経済に適した製品設計を徹底する

騒音低減

ファーウェイは、製品の騒音源を特定する技術に継続的に投資しています。既存の騒音源特定技術を利用し、音響強度試験を実施して騒音源を把握する研究に
着手しました。さらに、非常に小型で熱を分散する外付け騒音抑制装置を追加することにより、騒音発生機器の設計を改善しました。

騒音低減に対する最新技術を取り入れるため、騒音試験・管理に関する多数の国際会議に参加しています。さらに、世界中の大学や研究機関と協力し、騒音管理
研究を進めています。

当社の環境音響研究所は、試験・研究所認可を行う米国試験所認定協会（A2LA）からA2LA認証を、中国合格評定国家認可委員会（CNAS）からISO/IEC 
17025認可を受けています。また同研究所は、米国保険業者安全試験所（UL）、METラボラトリーズ、ナショナル・テクニカル・システムズ（NTS）社などの国際的
な試験実施機関から認定されています。環境音響研究所は最新の音響試験・分析装置を備えており、騒音管理技術に関する試験を強力にサポートします。

電磁波放射

当社は製品から放射される電磁波に対し、厳格な安全管理基準を適用しており、製品が関連法と基準を遵守するように研究と技術革新を重ねています。

2014年、中国の複数の産業分野の専門家と共同で、基地局からの電磁波放射に対する安全試験基準の草案を作成し、ケーススタディを実施しました。新基準
は、司法当局や規制当局が企業と消費者の双方の利益を守る判断を行う際に使用されます。ファーウェイが提唱するITUグリーン基準週間には、世界中から参加
した専門家とともに、電磁波放射に関する最新の研究結果や経験について討論、共有し、グリーンで持続可能なスマートシティの開発モデルを推進しました。
基地局が軽量化・小型化し、従来よりも低地に設置されるようになったため、通信の容易性と安全性を両立させるべく、電磁波放射の遮蔽機能に関する設計と
試験について研究を進めています。

基地局だけでなく、当社の端末と消費者、一般家庭、小規模ビジネス向けの小型専用機器も、関連基準の放射制限値を完全に満たしています。電磁波保護の研
究と改善を推進することにより、製品の品質を改善し、新製品の迅速な研究開発、製造、販売をさらにサポートすることが可能となっています。

サプライヤ・サステナビリティ同意書
電子業界行動規範（EICC）に従い、ファーウェイは「サプライヤ・サステナビリ
ティ同意書」を作成しました。サプライヤ資格認定の重要なステップとして、す
べてのサプライヤに「サプライヤ・サステナビリティ同意書」に署名を求めてい
ます。同意書の遵守が、サプライヤに対する監査とパフォーマンス評価における
重要な指標となっています。

当社はサプライヤに対し、「サプライヤ・サステナビリティ同意書」をはじめ、適
用法・規制、国際基準の遵守を求めています。さらに、サプライヤがビジネス上の
意思決定と日常業務に、サステナビリティ要件を組み込み、サプライチェーン
全体に要件を浸透させるよう求めるようにしています。

新規サプライヤの資格認定
ファーウェイは、すべての新規サプライヤについて包括的な資格認定プロセス
を実施しています。このプロセスでは、サプライヤの能力、適用法・規制および

「サプライヤ・サステナビリティ同意書」に対する遵守レベルが評価されます。

■ スクリーニング段階：サステナビリティ要件は、サプライヤ候補が守らな
ければならない最低条件であり、違反者は選定前に除外される

■ 資格認定段階：サステナビリティ合意書に明記された規準を満たしてい
るか否かを評価するため、現地監査を実施。監査では、管理者への聞き
取り、従業員への聞き取り、文書見直し、現場査察、第三者による情報検
索などを実施

■ 評価段階：専門委員会がサプライヤ監査結果を審議。サステナビリティ
要件の遵守を合格の絶対条件とする。要件の違反者は不適格とみなす

資格認定されたサプライヤには、「サプライヤ・サステナビリティ同意書」に
従い、継続的改善に向けた計画の策定を求めています。さらに、ファーウェイ
のサステナビリティ要件の継続的遵守とビジネスの継続的改善を図るため、
定期的な内部監査の実施を求めています。

表1：新規サプライヤの資格認定

年度 新規サプライヤ数
資格認定された

新規サプライヤ数

2011 55 55

2012 48 48

2013 38 38

2014 56 56

サプライヤの監査
サステナビリティ要件の継続的遵守を徹底するため、サプライヤを3つのカテゴリに分類しています。毎年、調達バリューの90%以上に相当するサプライヤの監査
を実施し、高、中、低の3つの優先度のいずれかを割り当てています。その結果、特に注意すべきサプライヤが明らかになります。監査項目は、サプライヤが拠点と
する国、製品・材料の種類、潜在リスクの高い製造プロセス、ビジネス取引量と関係、サステナビリティ能力、環境リスク、リスク管理システムです。

表2：2011～2014年のサプライヤ監査結果

年度
監査対象となった

サプライヤ数
優先度高の

サプライヤ数
優先度中の

サプライヤ数
優先度低の

サプライヤ数

2011 633 19 144 470

2012 686 45 56 585

2013 735 28 146 561

2014 753 20 67 666

当社は毎年監査を実施することで、優先度「高」のサプライヤと優先度「中」のサプライヤの管理に比重を置いています。監査を実施する前に、「サプライヤ・サステ
ナビリティ同意書」の条項に従ってサプライヤに自己評価させ、自社の長所と弱点を把握し、修正計画を策定させます。現地監査では、各サプライヤのサステナビ
リティ管理能力を評価し、潜在的な問題、特にリスクの高い問題と管理システムや能力の問題を明らかにします。

監査で問題が発見された場合、サプライヤに原因の分析、解決法の特定、点検・原因発見・修正・防止・評価（CRCPE）手法に基づく的を絞ったアクションの実施
を求めます。

発見されたすべての問題は、サプライヤ是正措置要求（SCAR）システムに記録され、解決するまで追跡されます。

電子業界行動規範（EICC）
EICCは、労働、健康・安全、環境、ビジネス倫理、管理シ
ステムの5つの分野を網羅しています。企業には事業活
動をしている国と地域の法規制の遵守が求められるとと
もに、国際基準を採用し、社会的責任と環境責任を果た
し、高度なビジネス倫理を維持することが奨励されます。
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表3：2011～2014年のサプライヤ現地監査結果

年度 監査された優先度高のサプライヤ数 監査された優先度中のサプライヤ数

2011 19 68

2012 45 56

2013 28 57

2014 20 67

注：
2014年に児童労働または強制労働に
関する深刻な事件は認められませんでし
た。典型的な問題は、主に正式な方針の
未決定や正式な改善方針の不十分な実
施に起因するものでした。たとえ重大な
違反が観察された場合でも、ファーウェ
イはサプライヤとの関係をただちに打ち
切りません。当該サプライヤと協力しなが
ら、改善を進めていきます。サプライヤに
遵守の意向または能力がない場合は、取
引を停止します。新規サプライヤ候補に
重大な問題が見付かった場合、問題が修
正されるまで取引を開始しません。

2014年のサプライヤ監査で発見された典型的問題

サプライヤのパフォーマンス管理
ファーウェイは、現地監査結果と改善の成果に基づき、毎年サプライヤのサステナビリティ・パフォーマンス考査
を実施しています。パフォーマンス考査は、労働、健康・安全、環境、ビジネス倫理、管理システムなどの最低管理要
件と要因を含む15の指標を取り上げます。サプライヤはサステナビリティ・パフォーマンスに基づき、降順に4段階

（A、B、C、D）に分類されます。

各サプライヤのサステナビリティ・パフォーマンスは社内で発表され、調達責任者がサプライヤの責任者に伝達
し、継続的改善を促します。サプライヤとの取引レベルは、各サプライヤのサステナビリティ・パフォーマンスを勘案
して決定され、入札、サプライヤ選定、ポートフォリオ管理、その他のプロセスでもこの点が考慮されます。優秀な
サプライヤについては、調達割当量とビジネス機会を増やし、パフォーマンスの劣るサプライヤは割当などを減ら
します。状況に応じて、成績の低いサプライヤに具体的期限を設けて既存の問題修正を指示し、パフォーマンスが
著しく劣るサプライヤについては取引停止もありえます。

サステナビリティ・パフォーマンスに基づき、2014年にサプライヤ2社の入札権を制限し、これらのサプライヤから
の調達額を8千万米ドル削減しました。

サステナビリティ・パフォーマン
スに基づき2014年にサプライヤ
2社の入札権を制限し、調達額を
8千万米ドル削減

8千万米ドル
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環境に優しいサプライチェーンの構築
グリーン・パートナー認定

ファーウェイ・グリーン・パートナー（HW GP）プログラムの狙いは、法規で禁じられた化学物質や顧客が
使用を制限している化学物質が、製品や部品に含まれないようにすることです。プログラムでは、環境関連の
法規や提言、基準、要件の完全な遵守を求めています。またプログラムではサプライヤに対して、グリーンな
デザインからグリーンな製造まで製品のライフサイクルを通じて環境保護の取り組みを推進し、グリーン・
イニシアチブに従うように働きかけます。制限物質の利用を初期段階から管理することで、ファーウェイは
環境に優しいサプライチェーンに貢献します。2014年には47社のサプライヤが、グリーン・パートナーの
認定を受けました。

年 認定サプライヤ数

2011 27

2012 23

2013 34

2014 47

環境に優しい調達

2011年からファーウェイは、NGOの公衆環境研究センター（Institute of Public and Environmental 
Affairs: IPE）が設立したグリーン・チョイス・アライアンス（GCA／緑色選択連盟）のメンバーになってい
ます。IPEは、企業の環境パフォーマンスに関する全国的なデータベースを管理しています。このデータベー
スは、サプライヤがサステナビリティ管理に利用できるものです。2014年にファーウェイは、IPEのフェレッ
ト・ソフトウェアの使用を開始してサプライヤの環境パフォーマンスを定期的に調査するとともに、サプラ
イヤに管理の向上を働きかけています。

また2014年には、ファーウェイと深圳（シンセン）市の自治政府が深圳（シンセン）・グリーン・サプライ
チェーン・パイロットプロジェクトを立ち上げました。これは環境ガバナンスにおけるパブリック・プライ
ベート・パートナーシップ（PPP）モデルの新しい試みであり、自治体のリーダーシップにより大手企業の購
買力を用いて、中小企業に環境に優しい業務を行うよう促しています。プロジェクトでは、大手企業が
サプライヤに求める環境保護の要件を定めるとともに、企業が相互に学びコミュニケーションを取るため
のプラットフォームを構築しています。このプラットフォームは、サプライチェーンでさまざまなつながりを
持つ企業が環境保護で協力し合うのに役立ちます。大手企業各社に対しては、環境保護で最も優れた実
績を持つサプライヤから調達するよう奨励するとともに、環境規制に違反するサプライヤとの取引を制限
するよう促します。このプロジェクトにより、各社は省エネや排出量削減で事例を共有し、自主的な管理を
促進することで、サプライチェーンの競争力を強化します。このグリーン・サプライチェーンのインセンティ
ブのメカニズムを分析した上で、企業が環境に優しいサプライチェーンを構築する方法をガイドに策定し
ます。また、プロジェクト推進のために、この確立したプラットフォームを基にグリーン・サプライチェーン協会
を設ける予定です。

グリーン・サプライチェーンの構築と環境保護の新しいPPPモデルの功績
が認め ら れ て、 ファーウェイ は2014年に国 連グ ローバ ル・ コ ン パ ク ト

（UNGC）・ローカルネットワーク・チャイナからベストプラクティス賞を受賞
しました。またCSRサプライチェーン・マネジメント・プラクティスでの業績
と取り組みが認められ、ファーウェイは3年連続でUNGCから同様の賞を受賞
しました。

サプライチェーンでのカーボンフットプリントの削減

ファーウェイのサプライチェーンは広範囲に及ぶため、サプライチェーンの二酸化炭素排出量を削減する
ことが、ファーウェイと顧客の双方のカーボンフットプリントを減らす上で重要な一歩となります。サプライヤ
のエネルギー消費量と二酸化炭素排出量を削減するため、ファーウェイは主要サプライヤのエネルギー
監査を実施しています。また、サプライヤの資格と監査のプロセスに排出量削減の要件も組み込んでいます。
ファーウェイはサプライヤと協力し、エネルギー利用を削減して環境に優しいサプライチェーンを構築する
ため、画期的な方法を絶えず模索しています。

2012年には、省エネと排出量削減のパイロットプログラムを開始しました。これまでに24社のサプライ
ヤがこのプログラムに参加し、それぞれ独自のプロジェクトを立ち上げ、目ざましい成果を上げました。
2014年には、20社のサプライヤがファーウェイの省エネと排出量削減のプログラムに参加し、二酸化
炭素排出量を5万3,652トン削減しました。2015年には、さらに10社のサプライヤの参加を目指して
います。

年 サプライヤ数 二酸化炭素排出量の削減量（トン ）

2013 4 23,839

2014 20 53,652

深圳（シンセン）・グリーン・サプライチェーン
協定を深圳（シンセン）市の自治政府と締結

2014年に47社のサプライヤがグリーン
・パートナーに認定されました。

2014年に20社のサプラ
イヤがファーウェイの省
エネと排出量削減のプロ
グラムに参加し、二酸化
炭素排出量を5万3,652
トン削減しました。2015
年にはさらに10社の参
加を目指しています。

47社

53,652トン
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紛争鉱物使用の禁止
コンゴ民主共和国と周辺国など紛争地域で産出されるスズ、タンタル、タン
グステン、金などの鉱石は、その販売利益がこの地域で続く武力紛争の資金
源となっており、「紛争鉱物」として知られています。エレクトロニクス業界など
では紛争鉱物問題に注意を払っています。アメリカ合衆国政府もこの問題の
解決の助けとなる法律を制定しました。紛争鉱物問題は複雑で、企業、政府、
NGO間の深い協力と一致団結した関与がなければ解決できない問題です。 

ファーウェイでは紛争鉱物問題をきわめて重く受け止め、こうした鉱物を使用
してしまうリスクを低減するために取り組みを継続しています。2002年以降、
ファーウェイはお客様とともにサプライチェーンにおける紛争鉱物の使用に
ついて調査しています。また、「紛争鉱物に関するファーウェイの声明」を公開
し、紛争鉱物であることを知りながら決して使用を支援したり、調達したりし
ないことを誓っています。さらに、全てのサプライヤに紛争鉱物を使用しないよ
うに求め、下請け業者にも同様の対応を取るよう求めています。 

グローバル・サプライヤ・サステナビリティ会議

サプライチェーンのサステナビリティの実現には、サプライチェーン
を形成するすべてのプレーヤーの集団的な自覚と行動が必要
です。プレイヤー同士のコミュニケーションと情報共有により、
コミュニティ全体が共通見解を持ち、相乗効果を得ることができ
るようになります。

2014年9月、ファーウェイは「Bui ld ing a Connected 
World –a Greener Supply Chain and Greater 
Competitiveness （より“つながった”世界の構築―より
グリーンなサプライチェーンで競争力を強化）」をテーマに、中
国・深圳で第6回グローバル・サプライヤ・サステナビリティ会議
を主催しました。このイベントにはお客様、サプライヤ各社、政府
機関、非政府組織の代表者を含む220名が参加しました。

会議に出席したファーウェイの輪番CEO徐直軍（エリック・シュー）
は、イノベーションの機会の発見、新製品の開発、新市場の開拓、
新たなビジネス・モデルの探求、事業効率の向上に向けて、サプラ
イヤからのより緊密な協力を呼びかけました。こうした活動すべて
において協業することで、産業チェーン全体のサステナビリティを
促進していく大きな力となります。

第6回グローバル・サプライヤ・サステナビリティ会議

2014年、ファーウエイはConflict-Free Sourcing initiative（CFSI）が発
行する最新の紛争鉱物報告書テンプレートを用いてサプライヤの調査を実施
し、結果をお客様と共有しました。ファーウェイはサプライヤに対し、紛争鉱物
不使用の認定製錬業者であるコンフリクト・フリー・スメルター(CFS）を選ぶ
よう要請し、認定を受けていない製錬・精製業者には認定取得を促すよう要
請しています。 

ファーウェイはグローバル・eサステナビリティ・イニシアチブ（Global 
e-Sustainability Initiative＝（GeSI）、IPC（エレクトロニクス業界をつなぐ
協会）、CFSIといった業界団体によるプログラムにおいて積極的な役割を果
たし続けていきます。これからもファーウェイはお客様およびサプライヤととも
に、紛争鉱物問題の持続的な解決策を積極的に追求していきます。

業界内での協力
サプライチェーンのサステナビリティを向上するには、業界各社との協力が大きな要因となります。ファー
ウェイは業界各社とともにサステナビリティの機会や課題に注力し、垣根を越えた議論を交わすとともに、
業界団体とも協力しています。共通理解を持ちつつ協調した行動を取り、資源を共有することが、各社の
強みを活かし、こうした問題にも大きな成果を上げることにつながります。そして、最終的には業界の競争
力を高めることができます。

現在、サプライチェーン・マネジメントで直面している課題の一つは、全ての企業がファーウェイと同じよう
にサステナビリティを重視しているわけではないという点です。各社のサステナビリティの基準に対する理
解には違いがあり、各社が異なる取り組みを行っています。サプライヤは、各社で食い違う要件に対応する
のが難しいと感じており、資源を組織全体の向上よりもコンプライアンスのチェックだけに費やすことが多
くなります。このためファーウェイは、業界内で積極的に協力して業界基準案を策定し、業界内のリーダー
企業と自社を比較評価し、サプライヤがサステナビリティを改善するのに役立つように協調した行動を推
進しています。

国連グローバル・コンパクト
（UNGC）

ファーウェイはグローバル・コンパクトの10原則を全て実施し、10原則をサプライヤのサステナビリティ要件
の一部にするとともに、サプライヤのサステナビリティに関する事例を共有しています。

グローバル・ｅサステナビリティ・
イニシアチブ（GeSI）

業界内のリーダー企業とともに、サステナビリティに関する機会と課題を調べ、業界内の重要な課題を解決す
るために協調した行動を取ります。

共同監査コーポレーション
（JAC）

ファーウェイは、顧客各社が結成した共同監査を受け、基準や方法論の統一に貢献しています。監査の重複に
よる無駄を回避して監査プロセスの効率を高めるため、共同監査報告書の共有を推奨しています。

中国電子工業標準化技術協会
－社会貢献委員会（CESA-CS）

ファーウェイは、エレクトロニクス業界向けのCSR規格の策定に参加し、業界のサステナビリティに関する国
際的な意見交換や協力を支援しています。2014年には、CESA-CSRアウトスタンディング・メンバー・アワー
ドを受賞しました。

米電子回路協会（IPC） ファーウェイはIPCを積極的に支援し、エレクトロニクス業界のサステナビリティ規格案の策定をサポートするととも
に、サプライチェーンのサステナビリティ管理で当社の経験を他社と共有しています。

5.4 地域コミュニティの支援

IPCはエレクトロニクス業界の国際的な標準化団体です。50年以上前に設立され、225件の業界規格を策定していますが、このうち7件はCSR
とサステナビリティの規格です。

2014年にIPCはファーウェイとフレクトロニクスに対し、サプライチェーンのサステナビリティの規格であるIPC-1401の策定を共同で主導するよう
依頼しました。この規格は、エレクトロニクス業界のサプライチェーンのメンバー企業に共通する要求事項や成功事例に基づいて、専門家のボラン
ティアがまとめます。この規格は従来の監査をベースにしたモデルにとらわれず、CSRを商慣行や事業ライフサイクル、調達プロセスに組み込む予定
です。サプライチェーンに沿った協力を促進するとともに、サプライチェーン・マネジメントシステム向けの明確なガイドラインを各社に提供します。

ファーウェイは、事業を展開するコミ
ュニティに貢献しています。長期にわ
たり環境や経済、社会に利益をもたら
す調和のとれたビジネス・エコシステ
ムの構築を目指しています。

IPCのサステナビリティ基準を協議する
ファーウェイの専門家たち

170を超える国・地域で事業を展開する国際企業であるファーウェイは、責任ある民間企業の一つであ
り、信頼されるパートナーです。ファーウェイはトレーニングや教育の機会を提供し、地域におけるインフ
ラ構築支援、環境改善、社会プログラム支援をすることで、地域コミュニティの発展を促進しています。

ICTには社会的・経済的・地理的な垣根を超えていく力があると、ファーウェイは考えています。ICTを適用
して、デジタル・デバイドの解消を図ることにより、世界中でICT専門家を育成し、情報アクセスを向上させ
てきました。

さらにファーウェイは、ドイツや日本、オーストラリア、米国の一流大学の著名な学者と緊密に協力し、事例研究や講演会を通じて成功事例を共有しています。
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日本：
■ チャリティ・リレー・マラソンに協賛し、東北地方の被災地復興の

取り組みを促進。
■ 東新小岩の「納涼盆踊り大会」を支援し、従業員と地域社会の交流

を促進。
■ 文部科学省が主催する科学自主研究の祭典「サイエンス・インカレ」

に協賛しファーウェイ賞を設立。

中国：
■ EUと共同で「2014年InnoAppsハッカソン・コンテスト」を開始し、

中国トーナメントを立ち上げ。

バングラデシュ・クウェート・パキスタン：
■ 国立コンピューター・新生科学大学（NUCES）をファーウェイ認可

ラーニング・パートナー（HALP）として認可し、パキスタンでのトレー
ニングと認定のプログラムを促進するため、同大学と覚書を締結。

アラブ首長国連邦（UAE）：
■ 身体障害児の学校にコンピューター完備の教室を寄贈。UAE自治

省の副大臣がファーウェイの支援を称賛。
サウジアラビア：
■ サウジアラビアの一流大学、キング・ファハド石油・鉱物大学にICT

設備を寄贈。ファーウェイと同大学は1,200人を超える学生のため
に、共同研究室を設立した。

カンボジア：
■ カンボジア赤十字社に、貧困救済と教育を支援するために寄付。

カンボジア赤十字社の総裁は、ファーウェイの取り組みに感謝の
意を示すとともにファーウェイを称賛。

マレーシア：
■ ペトロナス工科大学にファーウェイ大学教育研究所を設置。

世界でのチャリティ活動の概要

「Seeds for the Future」プログラムを実施した国

英国・スウェーデン・デンマーク・ポルトガル：
■ ファーウェイのZhang Peng副社長とポルトガル通商・投資新興

庁の長官が「Seeds for the Future」プログラムで5年間の覚書   
（MoU）を締結。この締結には、中国の習近平国家主席とポルトガ
ルのアニーバル・カヴァコ・シルヴァ大統領が列席。

スペイン：
■ ICTの責任ある利用を促進するためRed.esを支援。
■ 学生にファーウェイでのインターンシップとトレーニングの機会を提

供するため、「LTE時代をリードする」プログラムを実施。
■ LTEの知識移転を促進するため、マドリード工科大学と協定を締結

。

フランス：
■ 中国とフランスの中等教育学校で数学コンテストを実施するため、

Ardianと提携。仏外相はファーウェイに感謝の意を示し、ファーウェイ
について社会的責任を持った企業と評した。

ドイツ：
■ ドイツとのデジタル教育・文化交流を促進するため、ノルトライン=

ヴェストファーレン州政府と「中国2.0」CSRプロジェクトを実施。
オランダ：
■ オランダ・アジア・オナーズ・サマースクールと提携し、中国でのトレー

ニングとインターンシップに100人の学生を選抜。
ベルギー：
■ 非営利団体の欧州ヤング・イノベーターズ・フォーラムと共同で、「

2014年EU中国InnoAppsハッカソン・コンテスト」を開催。

米国：
■ テキサス州プラーノのコミュニティーズ・イン・スクールズとボウマン

中等学校に対し、教育と地域コミュニティの発展を支援するために
寄付。

■ K・トゥー・カレッジと提携し、カリフォルニア州ストックトンの学生に
教育支援を提供。

メキシコ：
■ メキシコ国立自治大学とオンラインコースの寄付契約を締結。
コスタリカ：
■ コスタリカの遠隔地域での教育開発支援を目指して、カルタゴ州の

オロシ(Orosi)小学校にノートパソコンを寄贈。
パナマ：
■ 高度危険地域にある子供の保護と教育のイニシアチブを支援。
アルゼンチン：
■ 教育の支援、および数百台のピアノの寄贈。

モロッコ：
■ 「2014年ICT各大学向けGENI フォーラム」の開会式を開催。高

等教育・科学研究相が開会式に出席し、ファーウェイの取り組みを
称賛。

チュニジア・ハンガリー・ポーランド・ガーナ：
■ CSR報告書を発行し、ファーウェイの2009年から2013年までの

地域コミュニティに対する貢献を明示。
ナイジェリア：
■ 最優秀社会協力・貢献賞と人材開発支援の最優秀企業賞を受賞。
■ 首都アブジャで開かれていたアフリカ世界経済フォーラムの閉会

式で、「Seeds for the Future」プログラムの一環として1万人の
ICT専門家を訓練する計画を発表。

南スーダン：
■ Zain（地元の通信会社）と協力し、各学校における3,000人の子供

たちの初めてのインターネットへのアクセスを実現。
ウガンダ：
■ 31人の学生に3カ月間のインターンシップ＆トレーニングのプログ

ラムを提供し、学生には最終的にファーウェイ本社で認定を授与。
ケニア：
■ ボーダフォン財団と協力し、ケニアの難民キャンプにタブレット端末

を寄贈し、インスタント・ネットワーク・スクールを建設。
■ St. Gabriel’s Gwassi中等女学校に教育施設を建設するため寄付

を提供。
ザンビア：
■ ムルングシ(Mulungushi)大学にコンピューター完備の教室設置

のため、40台のコンピューターと机・椅子を寄贈。
ボツワナ：
■ ボツワナ大統領府と協力し、「デジタル・デバイドの解消」をテーマと

するコンピューター・ラボラトリーの寄贈式典を開催。
ベラルーシ：
■ チェルノブイリ原発事故で破壊された地域出身の10代の若者が参

加する「中国旅行」作文・写真コンテストに単独で資金を支援。

インドネシア：オーストラリア：
■ 共同イノベーション・プログラムに関する協力機会を提供するため、

グリフィス大学と覚書を締結。
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教育による機会創出
ファーウェイは、事業を展開する各国においてサステナブルで偏りのない発展を支援するきっかけ作りには、教育を受ける機会が重要と考えています。ICTを使っ
て教育施設を改善するとともに、若者に教育を受ける機会を提供しています。ファーウェイはパートナーとともにICTの知識と技術の普及を進め、地域人材を育
成し、人々のデジタル社会への参加を拡大しています。

これは、2014年に、未来を担う人材育成プログラム「Seeds for the 
Future」に参加した英国の学生からのフィードバックです。レオのように多く
の学生が、このプログラムで最先端の通信技術を学び、ファーウェイの国際的
な事業展開に触れ、大学生活を豊かにし、キャリアの方向性を明確にすること
で自信をつけました。

ICTは、あらゆる産業の成長にとって重要な原動力です。ファーウェイはICTの
リーダー企業として、事業を展開する国や地域でICT産業を発展させるとともに、
環境や経済、社会の長期にわたるサステナブルな発展を促進してきました。
特にファーウェイは、事業を展開する各国においてサステナブルで偏りのない
発展を支援するきっかけ作りには、教育を受ける機会が重要と考えています。
このため、教育に関する世界的なCSRプログラムへの投資を重視しています。

「Seeds for the Future」は2008年にタイで開始して以来、ファーウェイの
最も重要なCSRプログラムとなっています。これまでに世界35ヶ国でプログ
ラムを実施し、100以上の大学で1万人を超える学生を支援しました。この
プログラムにより、ファーウェイはICTの専門知識と革新的な技術を地域コミュ
ニティとさまざまな方法で分かち合うことができます。またファーウェイは、
地域コミュニティを支援して効率性の高い教育システムを開発し、ICT産業を
推進するICT専門家を育成してきました。

このプログラムのユニークな点は、自分の目で見て学べる機会を提供すること
です。参加者はファーウェイのスタッフと交流し、ファーウェイの研究所を訪問
し、そこで実践的に学んでICTの最新技術に触れることができます。

各プログラムの開始にあたってファーウェイは、地元の政府やNGO、高等教
育機関、大学に連絡を取り、学力テストや作文コンテストにより優秀な学生を
選抜します。これまでに全世界から1,000人近い学生がファーウェイの本社
を訪問し、学んでいます。こうした学生で特に優秀な人は、すでにファーウェイ
や他のICT企業に勤めてICT産業の強化に貢献しています。

ファーウェイは、地元の政府や大学と覚書を交わして、地元のICT産業を発展
させ、若者を教育し、機会を創出することを約束しています。これにより事業を
展開する各地で、環境や経済、社会の長期にわたるサステナブルな発展に
取り組んでいます。この取り組みは、英国やドイツ、フランス、オランダ、マレー

シア、タイ、インドネシア、シンガポール、ナイジェリア、ロシアなどさまざまな
国の政府に幅広く認められています。各国政府は、こうしたプログラムを共有
することで知識格差の解消を支援し、地元の産業発展を促進させるとともに、
ファーウェイを長期的に支援することで合意しています。

「Seeds for the Future」の参加者が中国で最初に立ち寄ったのは中国の
首都、北京でした。

北京での1週間で、学生たちは中国の伝統文化を学び体験する機会を得ました。
北京語や書道、中国伝統絵画を学ぶことで、学生たちは中国の数千年の文化
遺産に対する理解を深めることができました。万里の長城や紫禁城の訪問で
は、中国の建築美とともに中国人の勤勉さと英知に感銘を受けました。7日間
で学生たちは中国に対する関心を深め、中国文化の多様性を体験しました。

中国到着から1週間後に、学生たちは古代文化の都である北京から中国で最
もモダンでダイナミックな都市で、ファーウェイの本社がある深圳（シンセン）
に移りました。ここではファーウェイの沿革や企業文化、わずか30年足らずで
世界における業界リーダーとなった背景を学びました。ファーウェイは専門家
との研修も提供し、学生たちは研究所で最先端のICT技術を学び、実践する
体験を得ました。ICT産業のトレンドやクラウドコンピューティング、5G技術な
どさまざまなコースにより、学生たちは現代の通信技術がどのように社会の
発展を推進し、生活のあらゆる面を変えているかを教わりました。研究所では
ファーウェイの専門家が、たとえば音声サービスの実施方法やデータの送信
方法、バーチャルネットワークの設定方法などを実際に示しました。

その後、学生たちは、実際の通信エンジニアのように、学んだ理論を実践しま
した。先端技術の展示ホールでは、ファーウェイが業界でリーダーとなってい
る総合的ソリューション、および未来の技術を学生たちに紹介しました。ICT
を専攻していない学生には、社内の各部門でのインターンシップを用意しまし
た。学生たちは、異文化が混ざる国際企業で働くとはどういうものかを体験す
るとともに、働くために必要な資質がどのようなものかを理解しました。週末
には深圳（シンセン）市内で、高齢者独居世帯や身体障害児を訪問してい
ます。学生たちは、助けが必要な人々の世話をすることで自分が社会的責任
を果たす意味について認識を深めたのです。

最も重要なCSRプログラム： 
「Seeds for the Future」

「中国の人々や中国文化、中国の歴史と発展など、「Seeds for the 
Future」により私が体験にしたことを一言で言い表すのは難しいこ
とです。ファーウェイ本社でのインターンシップの間に現場の専門家
と一緒に学び過ごした時間のおかげで、ICT産業のトレンドに関する
理解が深まり、自分の経歴が増えて視野が広がりました。このような
学習の機会を与えてくれたファーウェイに深く感謝しています。」

— オックスフォード大学学生、レオ・ゲビー（Leo Gebbie）

学生たちは2週間の中国滞在で、中国文化の魅力とファーウェイの従業員の仕事に対する献身的な姿勢を体験しました。卒業式には学生たちの本国政府
の代表者やファーウェイの経営陣が出席し、学生たちは自信がついたことや将来への希望を述べました。「Seeds for the Future」は、人材育成と知識の
伝達を促進し、有意義な役割を果たしています。

「Seeds for the Future」のプログラムは、学生たちが将来のキャリアの中で突出した存在になるとともに、「よりつながった世界」の構築やICT開発へ
の貢献に関わる意欲を刺激するのに役立っていると、ファーウェイは考えています。

「Seeds for the Future」の選抜に参加したベトナムの大学生たち

オランダでの「Seeds for the Future」の開会式

中国の書道を学ぶベルギー人学生

伝統的な京劇の仮面の絵付けをするクウェート人学生

研究所でファーウェイの専門家が機器の操作方法をデンマーク人
学生に実演

高齢者独居世帯を訪問したルーマニア人学生
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ファーウェイが事業を展開する地域コミュニティへの貢献
事業を展開するコミュニティに及ぼす影響を十分に考慮し、こうした影響に対する効果的な対応策に積極的に取り組めば、コミュニティからは支持と敬意を得ら
れます。責任ある民間企業の一つとしてファーウェイは、地域コミュニティと協力して災害救助や医療、社会福祉のイニシアチブなどチャリティ活動を行っていま
す。ファーウェイは地域コミュニティと一体となって、より良い世界を作るために取り組んでいます。

ファーウェイのチャリティ活動の概要

■ 2014年8月12日にファーウェイ・ボツワナは地元の通信会社と共同で、世界電気通信・情報社会デーに関連したCSR活動を実施しました。地域の教
育の向上を促進しボツワナのデジタル・デバイド解消を支援する取り組みの一環として、地元の3か所の学校に90台のMediaPadを寄贈しました。ボ
ツワナの通信相は、「ファーウェイはチャリティ活動に力を注ぎ、ボツワナのICTの発展を支援している。その多大なる貢献に感謝する」と語っています。

■ 2014年9月21日にファーウェイ・コスタリカは、「2014年書籍寄贈イベント」に参加し、国内の1万人を超える16歳未満の若年者に書籍を寄贈しました。
コスタリカの文化副大臣は、このイベントおよびファーウェイの同国の教育に対する貢献に対して感謝の意を示しました。同年7月30日にファーウェ
イ・コスタリカは、遠隔地域における教育と基本的なITリテラシー向上を支援するため、カルタゴ州のオロシ（Orosi）小学校に57台のノートブック
型コンピューターを寄贈しました。

■ 2014年9月30日にファーウェイ・ドイツとノルトライン=ヴェストファーレン州政府は共同で、「中国2.0」CSRプロジェクトを実施しました。これはデ
ジタル技術を使って中等学校の生徒に北京語を教え、ドイツのデジタル教育と文化交流を促進することを目指すものです。

■ 2014年10月2日にファーウェイ・パナマは、高度危険地域で暮らす子供たちを保護し支援するためのプログラムを立ち上げることで、ニュー・ジェネレーシ
ョン・ムーブメント（NGM）と契約を結びました。ファーウェイは、Barrazaのインテグラル・アテンション・センターの生徒10人に1年間の奨学金を提
供します。

■ 2014年10月にファーウェイ・メキシコは、メキシコ国立自治大学（UNAM）と包括契約を締結し、最初のプロジェクトを実施しました。UNAMの教授
12人と学生150人がファーウェイのハイテク・トレーニングに参加し、認定を受けました。UNAMの教授陣および運営部門は、ファーウェイが知識を分
かち合い研究者たちと協力する機会を提供したことに感謝の意を示しました。

■ 2014年にファーウェイ・ブラジルは、ブラジル政府に2セットのクラウドコンピューティング設備を寄贈し、技術省と共同で北東部にある低開発地域
の2都市、マナウスとレシフェに設備を設置しました。設備の設置によりブラジル政府は、北東部で教育や医療、科学技術の発展を推進してブラジル国
内の格差是正に力を注いでいるということを国民に印象付けることができました。2014年10月30日には、レシフェで開かれたファーウェイ・ブラジルの
クラウドコンピューティング寄贈プログラムの発足イベントで、ブラジル技術相は、ファーウェイがブラジルのイノベーションに貢献し、世界最高水準
の技術と資源をブラジルに共有したことに感謝の意を示しました。

■ 2014年12月11日にファーウェイ・フィリピンとマプア工科大学は、「Seeds for the Future」のトレーニング&インターンシップ・プログラムに関す
る覚書を交わしました。ファーウェイはマプア工科大学の学生にOJTを提供することを計画しました。これには、優秀な学生5人を中国に2週間派遣し
てICT技術のトレーニングを受けることなどがあげられています。

■企業との協働
●オーライソフトウェアと合同セミナーを開催
３月７日、ファーウェイ・ジャパン法人ビジネス事業本部は、ビデオ会議シス
テム領域のパートナーであるオーライソフトウェア株式会社と共同で『One 
Teamセミナー』を開催しました。このセミナーは両社がパートナーシップを
深化させ、目標を共有するひとつのチームとしてともに市場を開拓していくこ
とを確認するものです。セミナーではビデオ会議システムの市場動向に関して
情報交換し、今後の販売戦略を明確化しました。

●日中経済協会に加盟
４月１日、一般財団法人『日中経済協会』に中国企業初の会員として加盟しま
した。日中経済協会は、経済団体連合会をはじめとする産業界・経済界を
中心に、日中の経済交流の促進を図る活動を活発に行う歴史ある団体です。
これまでは日本企業だけで構成されていましたが、ファーウェイ・ジャパンは
グローバル・ビジネスの時代における日中の新しい関係構築に寄与するべく、
今後の協会活動に積極的に参加していきます。

●深圳本社にて主要パートナー交流会を開催
4月17～18日、ファーウェイ・ジャパンのデリバリー業務に関する主要パー
トナー12社より、取締役、本部長クラスの23名の方々を深圳の本社にお招
きしました。深圳では松山湖エリアにある生産ラインと本社キャンパス内の
展示ホールをご見学いただいたほか、本社のグローバル・テクニカル・サー
ビス部門、エンタープライズ部門との交流会を開催。交流会ではファーウェ
イ・ジャパンおよび本社各部門の責任者がファーウェイのデリバリー業務
体制や協業方針などについてプレゼンテーションを行い、参加されたパー
トナーの皆様と情報を共有しました。ファーウェイの技術や製品、今後の戦
略に加え、パートナーとWin-Winの関係構築を目指す姿勢について理解を
深めていただくよい機会となりました。

●第4回パートナーデリバリー交流会
11月21日にデリバリー＆サービス本部が第4回パートナー交流会を開催。
24社のパートナー企業から64名の方々にご参加いただき、ファーウェイの
デリバリー＆サービスと購買の戦略を紹介したほか、貢献度の高いパート
ナー企業にアワードを贈呈しました。

日本での事例
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■非営利団体・地域団体との協働
●東京を駆け抜ける中学生たちを応援
７月２０日、猛暑の東京で、公益社団法人日本フィランソロピー協会が主催
する『チャリティー・リレーマラソン東京２０１４』が開催されました。
このプログラムは、東北と東京の中学生約90名が、東京都内を、タスキをつな
ぎながら走るリレーマラソンです。マラソン当日に先立ち、東京の中学生に
よる募金活動も行われました。募金の使い道を東北の中学生が自分たちで
考えることで、自立精神やリーダーシップを養うことを目的としています。
ファーウェイ・ジャパンは昨年に引き続き、このイベントに協賛した他、伴走バ
ス用のWi-fiルータ、熱中症対策のうちわや手ぬぐいなどを提供しました。社
員は募金に協力したほか、当日はボランティアとして、ゴール地点の準備をし
て駆け込んでくる生徒を応援しマラソンを盛り上げました。

●日本の高校生が本社を訪問
2014年７月２９日に、日本から18名の高校生が、深圳（シンセン）のファーウェイ
本社と東莞（トウカン）の端末工場を訪れました。
この18名は慶応義塾大学総合政策学部の竹中平蔵教授がグローバル人材
を育成するために直接指導する「世界塾」の「世界を知るサマースクール」の
参加者です。
見学を終えた高校生から、「ファーウェイが世界中のインターネット構築を
支える会社であるとともに、従業員の現地採用にも力をいれて地域経済を支
えていることがよくわかった」「社員のみなさんがとても礼儀正しく、しかもフレ
ンドリーで、すれちがうだけの私たちにも、素敵な笑顔を向けてくださったの
がとても印象的だった」等の感想が寄せられました。

●地域イベントへの参加で相互理解を
ファーウェイ・ジャパンは従業員寮として、東京都葛飾区新小岩にある大規
模な団地の一角を社員寮としています。
長い歴史を持つ同団地では、50年以上にわたって自治会による盆踊り大会
が開催されています。
ファーウェイ・ジャパンは自治会活動に対する協力として、毎年、運営寄付金
と、お祝いの酒樽、子どもに配る駄菓子セット、うちわなどを寄贈して、大会を
後援しています。
7月26日の盆踊り当日は、好天に恵まれ、多くの社員とその家族が盆踊りや金
魚すくいを楽しみました。地域のお祭りは、日頃はあまり接点のないご近所の
方と接する良い機会です。
世界中から人材が集まるファーウェイ・ジャパンでは、社員の家族のすべてが
日本語に堪能と言うわけではありません。そのため日本での生活について地
域の方とコミュニケーションをとりたくても、なかなか難しいのが現状です。
そこで、盆踊りのような機会を通じて、日頃からお世話になっている地元住民
の方に感謝の意を表すこと、また日本の伝統行事を一緒に体験することで交
流をはかることには大きな意義があります。
当日は、かたことの言葉で挨拶しあう姿がそこかしこに見られました。
ファーウェイ・ジャパンは今後も、積極的に地域活動に参加することで、相互
理解を深めていきたいと考えています。

.

●『中国映画週間』に協賛
ファーウェイ・ジャパンは２０１３年に引き続き、「２０１４東京・中国映画週間」

（１０月１９日～２４日）に協賛しました。「日本映画を中国で、中国映画を
日本で」それぞれ上映して両国の文化交流に貢献していきたいという、NPO
法人「日中映画祭実行委員会」の活動の趣旨に賛同したものです。
２００６年から始まった日中映画祭は、映画を通じて日中両国の相互理解や
交流、信頼関係の構築に貢献しています。

●日本語を学ぶ子どもたちを応援したい
現在、日本に滞在している外国人は約208万人で日本の総人口の1.63％に
なります（平成23年末外国人登録者数より）。
それに伴い、日本語の学習を必要とする外国にルーツのある子どもたちが
3万人以上いるという文部科学省のデータもあります。高校進学を目指す
外国にルーツを持つ子どもたちは、母国とは違う入試制度や日本語能力が
十分でないことによる多くの困難を抱えています。
東京都荒川区にある認定NPO法人「多文化共生センター東京」は、進学を望
んでがんばる子どもたちのために、日本語や教科の学習支援を行っている団
体です。ファーウェイ・ジャパンには、外国で暮らす難しさを理解できる社員が
大勢います。ファーウェイ・ジャパンとして「多文化共生センター東京」の活動
に協賛させていただくほかに社員有志のボランティアによって学習サポートな
どが行われています。
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■社内の親睦

●家族のためのファミリー・デイ
ファーウェイは「よく働き、よく遊ぶ」をモットーにしています。仕事ばかりでな
くプライベートも充実させて、ワーク・ライフ・バランスを実現することが従業
員の生産性を高めることにつながるからです。
3月28日、ファーウェイ・ジャパンは第1回ファミリー・デイとして、従業員の家
族を職場に招待するイベントを行いました。23家族で53人が集まり、ファー
ウェイと言う「大家族」の一員としての喜びを味わいました。
当日のイベントとして、家族写真の撮影、世界各地のファーウェイ・オフィスと
のビデオ会議、特製名刺交換、最新端末製品の体験、社長室見学、ラボ見学
などが行われ、好評を博しました。参加された従業員の家族からは、次のよう
な感謝のコメントが寄せられています。

「息子はずっとパパの職場に行ってみたいと言っていたので、このような機会
があって良かったです」

「家族のファーウェイへの理解が深まりました。親にとっても、子どもたちに
とってもとってもいい思い出になりました」
ファミリー・デイはファーウェイの伝統行事の一つです。ファーウェイ・ジャパ
ンでは今年が初めての開催ですが、今後も毎年継続して行っていく予定です。

●社内の語学教室が人気
ファーウェイ・ジャパンでは、社内の翻訳センターの主催で日本語教室と中国
語教室を開催しています。言語の習得だけでなく、両国の文化を紹介するの
が特長で、お互いに理解を深め合うことでコミュニケーションをより促進する
のが狙いです。両国の異文化見学のイベントなどもあり、受講生の人気が高ま
っています。

●深圳へのファミリーツアーを実施
ファーウェイ・ジャパンでは毎年、日本で採用した社員を何名か選抜して、
その家族と一緒に深圳の本社キャンパスへのファミリーツアーに招待して
います。
今年も4月13日からの5日間、14名の従業員とその家族が、本社見学、工
場見学、深圳一日観光旅行を体験しました。
本社ファミリーツアーには、優秀な社員をたたえると同時に、日本で採用し
た社員にファーウェイ本社の雰囲気を感じてもらう目的があります。
ファーウェイ・ジャパンは7割近くの社員を日本で採用しています。かならず
しも全員が深圳本社に行く機会があるわけではありません。
しかし、深圳本社はファーウェイの戦略や情報の中心地であるとともに、企
業文化を色濃く伝える地でもあります。本社の環境を体験することで、社員
の意識や仕事レベルをもう一段向上させることが期待できます。
また、現地採用社員とファーウェイ本社社員との交流の機会を提供するこ
とは、グローバル・カンパニーとして、大切な役目であるとも考えています。

●カートレースで親睦を深める
社内のコミュニケーション活性化や親睦を促進するICC（Interna l 
Communication Committee）の主催で、2014年10月30日、第1回カート
レースコンテストが開催されました。社内の各部門から33名が参加。競技
だけでなく、華やかな応援で、社員同士が交流とチームワークを深め、有意義
かつ熱い夕べとなりました。

●公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ）
から感謝状

SCJは東日本大震災の直後から、岩手県・宮城県3地域の子どもたちが地域
の復興に向けて参加するための支援を開始しました。弊社は2013年に3地
域の子どもたちが活動を記録・共有するためのファーウェイ製タブレットの寄
贈を行いました。また、協賛も2013年から継続して行っています。このたび、こ
うした支援に対して感謝状を授与されました。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの専務理事・事務局長 千賀邦夫氏は「タブ
レット端末は子どもたちが社会参加するためのツールになり、スキルの向上も
促す。今後もよりよい社会を作るために世界的企業のファーウェイと協力して
行きたい」と述べました。

●横浜女性ネットワーク会議に協賛

ファーウェイ・ジャパンは「横浜女性ネットワーク会議」に2013年に引き続い
て2014年も協賛しました。同会議は、働く女性のネットワークづくりの場とし
て2011年から横浜市で行われています。
2014年は9月15日にパシフィコ横浜で開催され、林文子・横浜市長のご挨
拶、在日米国大使館広報・文化交流担当公使のメッセージ、厚生労働事務次
官の村木厚子氏の基調講演のほか、分科会・交流会が行われました。参加者
は約400人に上り、意欲や関心の高さが感じられました。
弊社からは人事本部長の李軍軍が出席し、林市長をはじめ、多くの女性リー
ダーと交流を深めました。

●日の出町 少年サッカー大会に協賛

１０月１８日、１９日の２日間にわたり、「日の出町少年サッカー大会」（主催：
日の出町サッカー協会）が日の出町（東京都西多摩郡）で開催されました。
東日本大震災の被災地の少年たちを支援する活動の一環として、仙台中田
スポーツ少年団サッカー部の小学生約３０人を東京に招待し、日の出町の
３つの少年サッカーチームと親善試合を行いました。ファーウェイ・ジャパン
はこの主旨に賛同して協賛しました。

林文子・横浜市長（右）と人事部本部長の李軍軍
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2014年のサステナビリティの目標と成果

項目 2014年の目標 2014年の成果

デジタル・デバイド
の解消

「Broader Way Forum」を2回
主催

2014年2月のバルセロナ・モバイル・ワールド・コングレスで、「次期産業
革命を可能にする」をテーマにBroader Way Forumを主催しました。
2014年6月にアイルランドで、同国のブロードバンドの発展を推進するた
め、業界のパートナーとBroader Way Forumを共同主催しました。

通信会社やユネスコと協力し、南
スーダンの1,000人を超える学生
がインターネットにアクセスでき
るよう支援

通信会社とユネスコ、ファーウェイによる共同の取り組みにより、2014
年の第1段階プロジェクトで4か所の学校の3,000人を超える児童が初
めてインターネットにアクセスできました。

ミャンマーで1,000人のICT専門
家の育成を支援

ミャンマーで1,500人を超えるICT専門家のトレーニング支援を達成。
今後3年間でさらに5,000人をトレーニングする計画です。

「よりつながる世界の構築」に関
する白書の発行

「よりつながる世界の構築」に関する白書を発行し、ICT産業の健全な発
展を促進して「よりつながる世界」を構築するため、あらゆるステークホル
ダーが共同で取り組むよう呼び掛けました。

項目 2014年の目標 2014年の成果

安定性・安全性の
高い

ネットワーク運用の
サポート

世界中の災害や主要イベントの際
に迅速で効果的なネットワークの
サポートを提供

150件を超える大規模イベント（ソチ冬季五輪、ブラジルのFIFAワールド
カップ、メッカ巡礼など）や自然災害（中国雲南省の地震など）、その他の
特別な機会におけるネットワークの可能性を保証しました。

ブラジルのワールドカップでネッ
トワークの中断ゼロを保証

ブラジルのワールドカップで24時間体制のサポートを提供し、12都市で
の全120試合で継続的なネットワークの確保を達成しました。

サイバーセキュリティ白書の第3版
を発行

2014年12月にベルリンで開かれたイーストウエスト研究所のグローバ
ル・サイバースペース協力サミットで、ファーウェイ・サイバーセキュリティ
白書の第3版を公開しました。

項目 2014年の目標 2014年の成果

環境保護に向けた
イノベーション

ワイヤレス製品のエネルギー効率
を2012年比で20%向上

2014年にワイヤレス製品のエネルギー消費量を7J/Mbitに減らし、
2012年比で23%の改善を達成しました。

携帯電話のウォーターフットプリ
ントを評価

ファーウェイの携帯電話2機種のウォーターフットプリントの評価を完了
しました。ファーウェイのHonor 6 Plusは、世界初の製品ウォーターフッ
トプリント検証付きの携帯電話となりました。

バイオプラスチックを3製品以上
に使用

バイオプラスチックをファーウェイの携帯電話4機種（G730、P7、Mate7、
Honor 6 Plus）に使用しました。

環境に優しい大豆インクを10製
品超のパッケージに使用

携帯電話30機種とその他29製品のパッケージに大豆インクを使用しま
した。

2013年比10%増の22万ユニット
をグリーン包装で出荷

2014年のグリーン包装での製品出荷は計24万7,193ユニットとなり、
4万4,164 ㎥分の森林伐採を減らしました。

業務での電力使用量を4,000万
kWh削減

省エネに対する管理面の取り組みや技術的な取り組みにより、4,300万
kWh分の電力使用量の節減を達成しました。

項目 2014年の目標 2014年の成果

環境保護に向けた
イノベーション

15MW以上の太陽光発電パネル
を設置

19MWの太陽光発電施設を建設し、およそ2,000万kWh/年の発電を
達成しました。

埋め立て廃棄物の割合を全体の
2.5%未満に

循環型経済モデルを採用することで、廃棄物の埋め立て処分比率を
2.37%に削減。

グリーン・リサイクル・プログラ
ムの開始、5ヶ国以上での先行運
用

ファーウェイ・グリーン・リサイクル・プログラムの一環として、中国やサウジ
アラビア、タイなど8ヶ国で190か所を超えるリサイクル基地を設置しまし
た。

40社のサプライヤにファーウェイ
・グリーン・パートナー（HW GP）
の認定を授与

2014年には47社のサプライヤをグリーン・パートナーに認定しまし
た。

項目 2014年の目標 2014年の成果

相互に利益のある
発展の追求

中国国外での現地従業員比率を
75%に引き上げ

中国国外で3万5,000人以上を採用し、このうち75%は現地の人材を採
用しました。

女性管理職の割合を8.5%に引き
上げ 女性管理職の割合を8.8%としました。

「3+1」プログラムをR&D部門
から他部門にも広げ、10万人以上
の従業員を対象に

「3+1」プログラム（「友人作り」「スポーツ活動への参加」「趣味を楽しむ」
「啓蒙書の読書」）をファーウェイの各部門で展開し、対象となる従業員
は11万5,000人に達しました。

非金銭的インセンティブの枠組み
作り

ファーウェイの非金銭的インセンティブの枠組みを最大限に利用し、
従業員の健康や能力開発、人間関係を重視しました。

製造での100万延べ労働時間当た
りの災害度数率を30%低減

100万延べ労働時間当たりの災害度数率を0.06まで減らし、2013年比
で34%の低下を達成しました。

新規サプライヤとの「サプライヤ
・サステナビリティ契約」の契約
率を100%に

新規サプライヤとの「サプライヤ・サステナビリティ契約」の契約率100%
を達成しました。

全サプライヤの現場での監査を実
施 優先度が中程度から高程度の全サプライの現場で監査を実施しました。

サプライヤ20社に対する温室効
果ガスの調査を実施し、二酸化炭
素排出量を5万トン削減

サプライヤ20社に対する温室効果ガスの調査実施を達成し、サプライヤ
を支援して5万3,652トンの二酸化炭素排出量を削減しました。

従業員の99%超が確実に業務行
動規範（BCG）に署名 従業員の99.42%がBCGを学び署名しました。

「Seeds for the Future」のプロ
グラムを30ヶ国で展開

「Seeds for the Future」のプログラムを展開するため、35ヶ国の100
大学以上との協力を達成しました。


