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第1章

問題提起と研究視座

華為（Huawei、以下「ファーウェイ」）は、中国の代表的なハイテク企業であり、5G
通信分野において世界的なリーディング企業である。2018 ～ 2021 年の「Fortune Global
500」ではそれぞれ 71 位、61 位、49 位、44 位とランキングアップされ、また 2019 年の
「Interbrandʼs Top 100 Best Global Brands」においては 74 位と、2018 年の 68 位より 6 位ほ
どダウンしたものの、米国商務省の「エンティティー・リスト（Entity List）」に掲載され
た悪影響のもとで、世界ブランドランキング・ベスト 100 社に残された唯一の中国企業に
なったということは、大きな意味を持つものである。
ファーウェイは、「中国に立地するアメリカ型企業」と呼ばれる如く、ある特定分野の
R&D に特化することにより、持続した競争優位を構築し、業界におけるスタンダード確
立のイニシアチブを取ろうと狙ってきた。自社の R&D 成果の活用を中心にした企業成長
こそが R&D 企業の基本的特徴であるがゆえに、ファーウェイをめぐる研究が多々あるに
もかかわらず、あえて当該研究課題を取り上げたものである。
本稿は、総合的にファーウェイを論じるものではなく、R&D を軸に、その戦略の生成、
特徴、とくにキャッチアップ型 R&D 企業として成功できた要因を明らかにすることに目
的を定めている。
なお、筆者の研究シリーズ・中国企業のキャッチアップと海外経営資源活用に焦点を合
わせると、その技術的ソースから概ね４つのタイプに分けられる（2018）
。①「請進来型」

− 238 −

桜美林大学研究紀要.社会科学研究

第 2 号（2021 年度）

（Out-In 型）、外資導入による海外経営資源活用モデル。家電産業や自動車産業のなかでそ
の代表企業が多い。②「走出去型」
（In-Out 型）、M&A を活かした海外経営資源獲得モデル。
連想集団（レノボ）、吉利汽車によって象徴される。③プラットフォーマー型。BAT と称
す百度（BAIDU）、アリババ（Alibaba）、テンセント（Tencent）が代表企業。④自主開発型、
R&D モデルともいう。その代表企業にはファーウェイのほかに、大疆（DJI）などが挙げ
られる。本稿はあくまでも当該研究シリーズの一環として位置付けるものと拘っておく。

第２章

R&D 成果を活かしたキャッチアップと企業成長

ファーウェイは ICT 企業であり、通信設備、スマホなど通信端末、法人向けソリュー
ションがそのビジネスの 3 本柱となる。通信インフラ業界をベースに考察すれば、当該業
界におけるファーウェイのポジショニングは、2G、3G 電子通信時代において追随者であ
ったが、4G 時代ではサムスン、エリクソン、ノキアなどといった列強に仲間入りを果たし、
さらに 5G 時代の幕開けとともに技術的リーダーとして変身を遂げている。このように、
ファーウェイは、R&D の成果を段階的に高めることによってキャッチアップを図り、キ
ャッチアップ型企業から業界のリーディング企業へとステップアップしたものである。
1．「原始蓄積」と国内市場向けの製品開発
ファーウェイは 1987 年に任正非が数人の友人との共同出資で創設した華為株式有限会
社に由来する。時は地球規模の ICT 革命とグローバリゼーションが同時進行の勢いを見
せはじめており、中国国内では家電製品や固定電話を中心にした第 1 次消費革命が次から
次へとブームの様相を呈していた（劉敬文「1997」127～172 頁）。こうした時代の流れの
中で、任正非は夢を膨らませるほど現実性と未来性を有する通信インフラ整備を最初の事
業分野として選択した。さかのぼってみれば、この事業を中心に商品と市場の開発を行う
ことによって今日のファーウェイを成就させたのである。
1980 年代後半の中国通信設備分野において、ドイツのシーメンス、日本の NEC や富士通、
フィンランドのノキア、スウェーデンのエリクソンなどといった外資系企業の進出が後を
絶たない。これに対抗するために、中国郵電部と軍の研究所が共同プロジェクトを立ち上
げ、HJD04 型電子交換機を開発するとともに、これらの技術を国有企業９社に移転した（今
井理之［2004］19 頁）。
外資系企業と国有企業の 2 極がひしめくなかで、香港系企業の HAX 交換機の代理販売
で「原始蓄積」を終えたファーウェイは、自主開発を根幹とする経営戦略への転換に踏み
切った。その最初の製品は電話局用の半デジタル・半機械型の JK1000 機であったが、
1992 年から R&D 部門を拡充し、全デジタル型交換機を開発した。これをきっかけに、
1993 年では 2,000 台容量の C&C08 型機、そして 10,000 台容量の大型交換機の開発を相次
いで成功させた（丸川・中川［2008］78～79 頁）。
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ファーウェイは、これらの大型全デジタル交換機を武器に、外資系企業と国有企業が激
戦を展開する都市部を避け、先に農村部に投入した。そして、ある程度実績を積み、認知
度を高めたうえで都市部の競争に参入する。「農村包囲城市（農村から都市を包囲する）」
というファーウェイのこの中国国内市場戦略は見事に奏功し、1998 年の売上高は 89 憶元、
同市場占有率は 30.1％（今井理之「2004」19 頁）に至り、国内市場においてファーウェイ・
ブランドを確立したのである。
2．R&D 戦略の形成とグローバル企業への変貌
しかし、国内市場をターゲットに自主開発製品の投下でプレゼンスを強化し続けた
1990 年代中期に入ると、任正非は中国通信設備市場の飽和を意識するとともに、R&D や
ブランドの重要性を新たに認識した（余勝海［2013］90 頁）。とはいえ、グローバル通信
インフラ・設備市場はすでにシーメンス、シスコシステム、アルカテルなどによって占め
られており、技術や知名度においてもファーウェイの比べられるものではなかった。ファ
ーウェイの強みは価格優位のみである。企業経営は大きな節目を迎えた 1990 年代後半に、
ファーウェイの発展を左右する出来事が２つほどあった。その 1 つは、任正非は 1997 年
末にアメリカの IBM 社、ヒューズ社、ベル社、HP 社を歴訪することで、自社の管理シス
テムの限界を感じさせられたことである。これをきっかけに、「穿 IBM 的鞋，走国際化的
道路（IBM の靴を履いて国際化の道を歩む）
」４をキャッチフレーズにした、IBM をモデ
ルにし国際競争に耐えうる統合製品開発（IPD）と統合サプライチェーン（ISC）の導入
など 8 項目の改革を実施し始めた。もう 1 つは、1995 年に考案され、1996 年の「企業管
理綱要」の段階を経て、1998 年に公表された「華為基本法」
（以下「基本法」）5 である。「基
本法」は、当該改革の内容はともかく、事業ドメインを定めたほか、R&D のポジショニ
ング、R&D への傾斜的投資、R&D プロジェクト選択の原則などを示し、R&D 戦略の確
立を裏付けている。
ファーウェイは 1996 年から発展途上国への進出を試みたが、1997 年のアジア通貨危機
の影響でうまく進まなかった。経済回復に伴って電気通信産業の急成長を始めた 1998 年
に、ファーウェイの製品が ASEAN をはじめ、インド、ロシア、ブラジルなど太平洋地域
やアフリカおよび南米など発展途上国入りを果たし、グローバル化へ確実な一歩を踏み入
れた。
これをステップに、21 世紀の幕開けからヨーロッパの先進国への参入を図り、2014 年
に初めてチェコテレコムから通信設備の受注を獲得するまでに、４年間の努力を要した。
その後、2005 年にイギリス最大手通信企業・BT（British Telecom）の 21 世紀通信網のサ
プライヤーに選ばれ、2006 年にドイツの QSC 社の NGN 構築、オランダの KPN テレコム
の移動通信網の構築、テレコム・イタリアの光通信設備などといったように、2005 年か
らアメリカから制裁を受けた 2018 年までの 14 年間、海外事業の売上高が急速に伸びるに
もかかわらず、海外売上のシェアがいずれも 50％を占めており、76％を占める年（2008 年）
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もあった（図 1）。

出所：「華為年報」各年度をもとに筆者作成。

図1

売上高に占める国内外別シェアの推移

3．「成長ベクトル」に基づく分析
ファーウェイは 2005 ～ 2020 年の 16 年間において年間売上高が 59.9 億ドルへと 22.8 倍
増、年間純利益が 6.8 億ドルから 99.2 億ドルへと 14.6 倍増という実績を達成した（表 1）
。
また、1990 年代から ICT、とくに通信インフラ・設備分野に傾斜的な経営資源を投下す
ることにより着実にローカル企業らグローバル企業へ成長してきた（図 1）。
アンゾフの「成長ベクトル」に基づいて成長戦略を既成市場の浸透、新規市場の開発、
新製品の開発、多角化に分解して分析すると、その成長戦略の特徴は「2+2+α方程式」に
まとめられる（図 2）。また、任正非の言葉で表現すれば「農村包囲城市」× 2 というこ
とにもなる 6。この戦略は、国内で一通り市場の浸透・開発を行ってから海外へと市場を
拡大していくということを軸に、国内市場では先に農村部、後に都市部という 2 つのステ
ップが踏まれた。そのうえ、海外市場でも同じように入りやすい発展途上国市場、新興市
場国へ進出し、経験とノウハウを蓄積したのちに先進国市場へ食い込むという 2 つの段取
りが見られる。そして、経営環境の変化に応じて柔軟に市場戦略の調整を行う。たとえば
米中貿易摩擦などの不可抗力に遭遇した 2019 年 5 月以来、足場としての国内市場を固め
ながらアメリカ市場からの撤退、ロシアなど 5G 市場の先取り、アメリカと同調する国々
の市場への働きかけなどといった取り組みは市場戦略の柔軟性 “ α ” を示している。
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表 1 ファーウェイの主要経営指標の推移
（2005～2020 年／単位：億ドル）

注：売上高の伸び率は人民元ベースで算出。
出所：『華為年報』各年度をもとに筆者作成。

一方、通信設備を中心にした製品開発およびその川下製品の輩出が既成市場の浸透や新
市場の開拓を可能にならしめ、企業の急成長のベースを築き上げた。ファーウェイは、香
港ブランドの代理販売を通じて「原始蓄積」を成し遂げてから自主開発による大型固定電
話の交換機を国内市場に投入し、外資系と国有系の 2 極競争に加えて第 3 極としての地位
を獲得した。その後、ICT 革命の進化とともに、ドメスティックとグローバル R&D ネッ
トワークの構築やその統廃合を行いながら 2G、3G、4G の技術を追跡し、後発企業とし
てのキャッチアップを図ってきた。さらに 5G 時代の幕開けの立役者として頭角を現した
のである。

図2

ファーウェイの「2+2+a」のイメージ図
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これに加え、ファーウェイは、R&D の蓄積と能力の向上をベースに、電子通信分野の
川下製品の開発に力を入れてきた。スマートフォンをはじめ、タブレットや PC、スマー
トウォッチ、e メガネ、e テレビなどの製品を次々と市場に投下し、ファーウェイ・ブラ
ンドをコンセプトにしたプロダクト・クラスターを形成している。この戦略的取り組みは
「1+8+N」と名付けられるが（「華為年報」2018）、5G 端末とそれにリンクする PC、TV な
ど 8 種類の人工知能化製品を含めるもので、移動オフィス、デジタルライフ、運動・健康、
映像・娯楽、空間的移動の人工知能化を目指すものとされる。

第3章

グローバル R&D 戦略の政策構造と現実的展開

本章の 1 は「基本法」をベースにポジショニング、戦略的目標およびそれを達成するた
めの政策指向からファーウェイの R&D 戦略のフレームワークを検証する。そのうえ、2
～ 4 において当該戦略を実施する過程から生み出したファーウェイの R&D 戦略の特徴を
探り、ファーウェイが R&D 型企業として後発国・中国で立脚できる構造的要素の一端を
明らかにする。
1．「基本法」から見る R&D のポジショニングと政策
（1）事業ドメインにおける R&D のポジショニングと戦略目標
「基本法」は、第１条の冒頭で「ICT 分野において顧客の夢を実現させる」ことを追求し、
「世界一流の設備サプライヤーを目指すからには情報サービス産業には永久に参入しない」
（第 1 条）と宣言し、ICT、とくに通信インフラ・設備のサプライヤーを事業ドメインと
して定めた。市場、製品、技術が事業ドメインを構成する 3 大要素という意味において
R&D は事業ドメインと直結するコンセプトであるとともに、「世界一流の設備サプライヤ
ーをめざす」からには、頼らざるを得ない唯一の筋道となる。キャッチアップの段階はと
もかく、アフター・キャッチアップの段階において R&D の重要性がなおさら際立つ。
「基本法」は企業戦略における R&D のポジショニングを提示したうえで、「世界の ICT
領域の最新研究成果を広範に吸収し」、「独立自主のうえで先端的コア技術体系を開放かつ
協力的に発展させ、卓越した製品により世界通信産業列強に仲間入りを果たす」（第３条）
ということを目指し、「自主的知的所有権を有し、世界的にリードする ICT のサポートシ
ステムを発展させる」（第 10 条）ということをコア技術開発の目標として掲げている。
（2）R&D の戦略的目標を達成するための政策指向
「基本法」において R&D の戦略的目標を達成するための政策を渉猟する部分が多々あ
るが、その要をピックアップすると 4 つに集約される。
① 「以人為本」（人を以て本となす）
「機会、人材、技術、製品」の間に「相互作用が存在する」。「これら 4 つの牽引力を強
化し、その相互間の良性循環を促進すれば会社成長のスピードアップが図られる」
（第 13
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条）。人材と技術を融合させる R&D が成長の主要的牽引力をなすため、「財務的価値の増
値目標より人的資本の増値目標を優先させる」と強調する（第 9 条）。
②

製品開発と基礎研究の並行進行

「顧客の価値観の変化傾向はわれわれの製品開発の方向を導く」（第 26 条、以下同）と
したうえ、「R&D プロジェクトの選択において、敢えて在り来りの慣行を打破し」、「未知
の分野の研究を突破する」と唱える。また「基礎技術の研究を R&D メンバーの循環プロ
セスの一環として組み込む」とし、「基礎研究の深化がなければ高い水準の系統的統合は
なく、市場と系統的統合の牽引がなければ基礎技術の研究は向かうべき方向性を失いかね
ない」と説明する。
③

R&D システムとグローバルネットワークの構築
R&D システムを「製品発展戦略企画研究」「製品研究開発」「製品中間実験」という３

つに分け、新製品開発のシステムを設立し、
「企業の発展に伴い人材と資源において優位
を持つ国内外の地域に R&D 機関を新設する」（第 27 条、以下同）と、R&D システムの
設立とグローバル R&D ネットワーク構築の政策指向を示している。
④

R&D 分野への傾斜的投資

「われわれは売上高 10％の比率で R&D の経費に充てつけ、必要かつ可能な場合におい
てはこの比率を増大するものと保証する」（第 26 条）と明文化し、R&D が具体的な投資
枠を提示された唯一の機能部門となる。
その他、
「奮闘者奨励」「圧強原則」7 など関係する政策も多々ある。「基本法」で明文化
されたこれらの規定は、事業ドメインに焦点を合わせた R&D システムの機能化と効率化
を保証し、ファーウェイを R&D 型企業として持続した成長のための技術的ソースを提供
してきた。これによって、「基本法」の規定をめぐる取り組みプロセスの中で、ファーウ
ェイならではの特色を形成している。
2．海外人的資源活用を狙った R&D 拠点構築型 OFDI

8

企業の国際化の形態が多岐にわたる。その本源的理由を追求すると、市場を求めること
と、比較優位の根源となる資源を求めることにほかならない。その他の理由はあくまでも
本源的な理由から派生されたものである（伊藤・加護野「2005」149 頁）。この意味にお
いてファーウェイも例外ではない。ただし、同じく後発型企業の海外経営資源の活用を狙
った「経営資源獲得型 OFDI」と「海外拠点構築型 OFDI」とはアプローチにおいて根本
的に異なる。連想集団（レノボ）の IBM のパソコン分野の買収、吉利汽車のボルボ買収
事例で象徴されるように、前者が既成の海外経営資源という「果実」の獲得を狙い目とし
たのに対し、ファーウェイによって代表される後者は、海外人的資源の活用に主眼を置い
たものである。「世界一流の ICT、とくに通信設備サプライヤーを目指す」と定められた
以上、既成の「果実」より将来向けの「未知の分野の研究の突破」を図らなければならな
い。「R&D 拠点構築型 OFDI」はこうした流れから生み出され、後発国・中国企業におけ

− 244 −

桜美林大学研究紀要.社会科学研究

第 2 号（2021 年度）

るファーウェイ独自の対外直接投資パターンとして定着されている。
（1）グローバル R&D ネットワークの構築
グローバル R&D ネットワークの構築は、国内と国外の２段階に分けて進められた。本
社所在地深圳にある R&D 本部のほかに、1996 年に北京（バケット CN、GW、端末）と
上海（RAN、端末、ASIC チップセット）で R&D センターを設立したことを皮切りに、
1997 に南京（OSS）、そして西安、成都、武漢、杭州などの都市に R&D センターを次々
と開設した。1996 ～ 1998 年の僅か 3 年の間に、中国国内における機能別 R&D ネットワ
ークを整備し、ICT 事業のグローバル化のための技術力のステップアップを図ってきた。
技術開発能力の蓄積によって、1998 年から ASEAN 諸国と BRICS など新興市場国の電気
通信市場へ進出しはじめ、さらに先進国の通信機市場への参入を果たした。この意味にお
いて、ドメスティック R&D ネットワークの形成は、ファーウェイが R&D 型企業として
本格的にスタートしたことを裏付けるものでもあった。
中国国内における R&D ネットワークの整備が一通り終わると、ファーウェイは 1999
年から海外 R&D ネットワークの構築に R&D 戦略の中心をシフトした。同年にはアメリ
カのダラスとインドのバンガロールに、2000 年にスウェーデンのストックホルムとロシ
アのモスクワに、2001 年にアメリカのシカコ、シリコンバレー、サンディアゴ、ニュー
ジャージーの 4 つの地域に、2003 年にフランスのパリに、2005 年に日本の東京に、2008
年にイタリアのミラノに、2009 年にトルコに、それぞれ R&D 拠点を開設した（劉敬文
[2018]）。このように、2010 年までに先進国だけではなく、インド、トルコを網羅する海
外 R&D ネットワークが整備された。その後、アメリカの制裁を受けたため撤退を余儀な
くされたケースもあったものの、全体的には増加傾向を示した。イギリスなどで R&D 拠
点を新設するほか、2019 年までにフランスでの R&D ラボは 6 か所増 9、日本では 4 か所
増（ファーウェイ・ジャパン［2020］）などといったように、設置済みの国々において新
しい機能を持つラボの増加が多かった。
（2）ローカル・フォー・グローバル型イノベーション 10
グローバル R&D ネットワークの構築に力を入れるとともに、応用研究と基礎研究の同
時進行、マトリックスをベースにしたマネジメント・システム、権限移譲、現地化などを
通じて、グローバル範囲の R&D 活動を活発化させ、ローカル・フォー・グローバル型イ
ノベーションのサイクルを引き起こした。
グローバル人材的資源活用に視点を据えれば、その取組の特徴は下記の諸点となる。①
海外 R&D 拠点の所在国・地域の特性によって役目が付与されること。アメリカでは ICT
技術や第 3 世代移動通信の CDMA 分野で最先端の技術を有するため、これらの分野の
R&D を中心に役割が付与される。同じような理由からスウェーデンとフランスでは通信
技術が特化され、ロシアにおいては数学や宇宙通信技術に焦点が当てられ、インドはグロ
ーバルソフトウェアの開発センターとして活用される。②与えられた役目をどのように遂
行するかについてはユニットごとの決定事項とされること。③現地化による人的資源と地
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域特有の人的ネットワークの活用。海外 R&D 拠点において所長を含めた研究員は殆んど
現地採用の現地人によって賄われ、現地の人的資源を活かした R&D 成果は現地よりグロ
ーバルでの活用率がはるかに高い。インドのバンガロールに立地する R&D センターを例
にすると、開設 3 年目の 2001 年において現地人の割合が 90％の 900 人、2015 年時点では
この比率はさらに 98％の 2,646 人に達する。また 2015 年までの間に次世代ネットワーク
ソリューションの中核ソフト SoftX3000 をはじめ多くの開発成果を出し（金哲敏［2017］）、
ファーウェイのグローバル・イノベーションに貢献してきた。
3．R&D への傾斜的資源投下と「圧強原則」
1998 年に統合的製品開発（IPD）など 8 つのシステムを導入することによりファーウェ
イのグローバル化は本格的にスタートした。グローバル R&D ネットワークの構築を筆頭
に、ハイインプット・ハイリターンという展開がなされてきた。
（1）R&D への傾斜的資源投下
「基本法」で売上高 10% の比率で R&D 費用に充て付けると規定されて以来、人民元ベ
ースの R&D 投資額はいずれの年でもこの水準を上回る。2009 ～ 2020 年の実績では、初
年度の 143 憶元から 1419 憶元へと右肩上がりの 10 倍増を呈する（図 3）。また、売上高
に占める割合では 2015 ～ 2020 年の間にそれぞれ 15.1％、14.6％、14.9％、14.1％、15.3％、
15.9％というように、金額だけではなく、割合でも増加傾向を示す。そして、総従業員に
占める R&D メンバーの割合はいずれの年でも 45％を下回らず、2019 と 2020 年の当該割
合がさらに 49％の 9.6 万人と 53.4％の 10.5 万人に、アメリカの制裁を受けたあと、R&D
への資源投下を強めた傾向を端的に示している。
（2）「圧強原則」で特徴づけられるコア技術のブレークスルー
「圧強原則」とは、競争の激しい R&D プロジェクトにおいてライバルより大規模な経
営資源の集中的投下によってコア技術の突破を狙おうとするものである。この原則を活か
した成功事例の中で、5G に用いる Polar 符号の応用化開発プロジェクトが代表的である。
ファーウェイは 2009 年から 5G のソリューションに関する研究を取り始めた。2010 年
にトルコのビルケント大学のアルダル・アリカン（Erdal Arikan）教授が 2008 年に発表し
た Polar 符号に関する論文に接し、チャネル符号化技術を最適化する Polar 符号の可能性
に気づいた。「行程技術の見地からみれば、Polar 符号は成熟したものではなく、われわれ
にとってハイリスクの分野としか言いようがない。しかしその裏を返せば、ハイリターン
の可能性も高い」。「当時において Polar 符号は理論的に実用可能性と分かっただけだ」と、
ファーウェイ 5G 関係の主席科学者童文博士は Polar 符号実用化プロジェクト立ち上げの
背景を吐露する 11。ファーウェイは Polar 符号の実用化技術に社運を賭け、8 年間にわた
ってグローバル R&D ネットワークの研究員を総動員し、数十億ドルを投下して、学術的
研究の段階にあった同技術を実用化した。
ファーウェイはこうした先駆的な取り組みにより、国際電気通信連合（ITU）で定めら
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れたビジョン「IMT − 2020」のすべての段階における 5G 技術の試験を世界で最初に完了
した企業となり、2016 年には移動体通信に関する国際的な標準化団体である 3GPP により、
5G New Radio（NR）のコントロールチャネルに用いる正式な符号化スキームとして採用
された 12。ニュー・ナレッジエコノミの時代において、イノベーションシーズが必ずしも
典型的な先進国にあるとは限らないことと、基礎研究と応用研究を兼ねることの重要性を
裏付け、R&D のブレークスルーに「圧強原則」を適用する事例として示唆に富むもので
あった。

出所：『華為年報』各年度をもとに筆者作成。

図3

2009 ～ 2020 年の R&D 経費額の推移

（3）高い投資・高い収益による周期サイクル
R&D への傾斜的経営資源の投下は高い収穫で報われ、ファーウェイの IPD（統合的製
品開発）において、高い投資・高い収穫という周期サイクルを形成した。授権済み有効特
許件数では、2020 年末までの累計は 10 万件超、そのうち 90％超が発明型特許、50％超が
海外で取得したものである。特許の国際出願件数では、2009 ～ 2020 年に１位から４位ま
での間でランキングされるものの、2014 ～ 2020 年には 1 位か２位に定着している 13。また、
授権済み有効特許伸び率では、2015 ～ 2020 年の 6 年間、5 万件超から 10 万件超までの倍
増に達する。5G 通信標準に関わる必要特許取得件数に限ってみると、2018 年までの累計
が 1970 件で、ノキア、LG、エリクソン、サムスン、クアルコム、Intel などを圧して、1
位とランクインされる（図 4）。
一方、「専利交叉使用」14 という特許政策のもと、特許所有企業間で特許使用権の相互
授与が行われることで、ファーウェイの知的ソースをより豊富にし、IPD（統合的製品開発）
の機能化、効率化を促進してきた。5G 通信標準化技術製品や、アップルやサムスンとの
首位争いに漕ぎつけていた通信端末などよく知られる製品はともかく。2018 年から 5G 技
術のさらなる進化や未来向けの 6G コンセプト・標準化技術を始め、自動運転、クラウド
コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ な ど AI 分 野、 麒 麟 900 な ど 半 導 体 チ ッ プ セ ッ ト、HarmonyOS、
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RTOS、GaussDB 、EulerOS、HuaweiJDK など基礎的ソフトウェアといったソフトウェア
分野の製品を次々と開発した。アメリカの制裁を受けた後、ボトルネックとなる技術のブ
レークスルーを図ることによって生き残りと今後の発展を求めるという戦略的意図が見ら
れる。
このうち、HarmonyOS は IoT 向けのコンセプトで開発されたが、スマートフォンでの
使用はコンセプトの一環として位置付けられるため、話題を呼んでいる。2021 年 6 月 3
日に HarmonyOS2.0 バージョンがスマートフォンへ正式採用されると発表されると 15、8
月に基礎ユーザーのアクセス数が１億、9 月に 1.5 億を突破し、年末までに 3 億を突破す
るものと見込まれる。AppleOS、AndroidOS に次ぐ第 3 極のスマートフォン OS の形成に
期待を膨らませている。

4 「奮闘意識」を培うインセンティブシステム
ファーウェイは、「奮闘者を根幹とする」企業文化を根付かせ、従業員全員の力を結集
して、戦略目標の達成に向かわせようとしてきた。ファーウェイのインセンティブシステ
ムは、こうした企業文化を伝承することを目的に、1998 年の「基本法」の規定による基
本概念、政策、制度の提示と、2010 年の「奮闘者協議」制度の導入による実施という 2
段階に分けられる。
「基本法」の規定では、①「奮闘意識」の共有、②「労働に応じる分配」を中心にその
他の要素を加味する分配制度を提示し、「奮闘者に損させない」ことを原則に業務評価シ
ステムを定める。それに③従業員持株制度を進化させ、「奮闘者」とくに R&D 従業員へ
傾斜すると提起する。ここでインセンティブシステムの３本柱が整う。上記の①は「奮闘
者意識」「奮闘者を根幹とする」企業文化の伝承と直結する概念として、インセンティブ
の目標を示す。②は年齢・職位を問わず、働いただけ報われることを意味し、インセンテ
ィブシステムの基礎要素を成すものである。また、従業員の年間平均所得において先進国
の同業他社に比べても遜色せず、高い場合も多々あるという現実的な展開もあり、誘因と
しての機能性を高めたものと否めない。しかしだからと言って従業員が能動的に会社のた
めに貢献しようとは限らない。「奮闘者」にはより多く報いる仕組みとして機能されてこ
そ①と繋がる。この意味では、②は一般従業員が「奮闘者」へ進化するスタートラインで
あり、「奮闘者」の貢献に報いる段階的結果である。③は企業への帰属意識、忠誠心を培
うことにより「奮闘者意識」を引き出し、「奮闘者を根幹とする」企業文化の継承との接
点が発生する。
こうした制度的構築により 2010 年の「奮闘者協議」の導入をきっかけに実施された。
奮闘者になった否か、どのランクの奮闘者になったかについては、「奮闘者申請書」によ
る書面申請、「奮闘者協議」の締結、業績管理システムの識別からなるプロセスを通じて
決定される。ここで求められるのは、①「自らの意思」「自ら望んで」による奮闘者「申
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請書」の提出と「協議書」でのサイン、②公平・公開・公正の業績評価という２点で、②
が全体の鍵となる。そのための制度整備として、従業員の自己評価、上司による初期評価、
グループ・顧客による評価、結果公示という４段階の授業員の業績評価プロセスを導入し、
評価システムの健全化と識別の客観性をキープしている。
ファーウェイの業務管理システムの雛形はもともと 1998 年に導入した IBM モデルに自
社の特色を加え入れたものである。2009 年に再度 IBM コンサルティングチームを招いて
実行段階の盲点などを中心に改善したうえで現行制度としてバージョンアップされた。そ
の特徴たる点は、①組織業績管理と管理者の個人業績管理との分離、②従業員の個人業績
評価において目標設定、業績コーチング、業績評価、業績フィードバックという 4 点によ
る総合評価、③その結果と給与および昇進・昇格、株券授与との連動、④持続的な最適化
調整ということでまとめられる 16。このように、業務管理と人事管理の結合、全社目標と
個人目標の結合、短期目標と長期目標の結合によって創業者を含めた全従業員が企業の戦
略目標を達成するために各自の職域で「奮闘」しているか否か、どれだけ「奮闘」してい
るか、職域を超える「奮闘」の有無と度合をチェックする。その結果により A. 傑出貢献者、
B+. 優秀貢献者、B. 堅実貢献者、C. 低貢献者、D. 業績を認めず、という５段階で相対評価
を行う。A・B+ の被評価者には昇給、昇格・昇進、社内株式配分などの機会が与えられるが、
C・D はこのような機会がなく、特別研修の義務や退職の可能性が生じることもある 17。
しかし、奮闘者申請制度が実施された 2010 年、申請者はそもそもマイカー・マイホー
ムもある安定した生活があり、年次有給休暇も残業代も享受したことがほとんどなかった
ベテラン従業員に集中していた。2018 年の時点ではほぼ 7 割の従業員が「自らの意思で」
「奮
闘者協議」にサインし、残りの 3 割はほぼ新入社員と低等級の従業員である（全洪霞
［2019］）。ここから奮闘者奨励制度の実施により「奮闘者意識」を高揚させ、それまでに
培った「奮闘者を根幹とする」企業文化を先輩から後輩へと伝承してきた軌跡が明らかに

出所：ETSI、中信建設証券研究発展部より引用。
https://xueqiu.com/4511018444/149876385

図4

2018 年末までの 5G 標準必要特許取得件数
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見られる。また、奮闘から貢献へと結実することで奮闘者の努力が報われることの「幸福
感」を生み出し 18、「奮闘」からさらなる「奮闘」への「奮闘意識」を高揚させる」とい
う連鎖効果が起こり、従業員の「奮闘」を企業目標に向かわせ、個人目標と企業目標と結
合がなされているものである。

第４章

本稿の結論と今後の課題

本稿では、R&D 戦略を中心にファーウェイの R&D と企業発展の関係、R&D 戦略と政
策の枠組み、そしてグローバル展開の取り組みと特徴を探ってきた。ここでは、上記の諸
内容に沿ってファーウェイの R&D 戦略成功と結びつけた内在諸要因をまとめ、結論を引
き出していく。そのうえ、ファーウェイの R&D 戦略を成功に導いた他の要素を渉猟し、
今後の課題を提示することでもって、本稿のおわりにする。
（1）本稿の結論
第１に、ファーウェイは「農村包囲城市」戦略と当該戦略のグローバルバージョン、つ
まり先に低開発国・新興国、そして先進国という経路を通じてローカル企業からグローバ
ル企業への急成長が成し遂げられた企業である。「成長ベクトル」の基本概念を用いれば、
ファーウェイの成長パターンは「2+2+α方程式」にまとめられ、自主的 R&D 成果を活か
した企業成長で特徴づけられる。
第 2 に、「基本法」では、ファーウェイの事業ドメインを ICT、とくに通信インフラ・
設備のサプライヤーとして定め、R&D に関する方向性や政策指向、全社戦略でのポジシ
ョニング、制度構築の枠組みを明文化した。企業の戦略目標を達成するには、自主的
R&D 成果を基礎とし、競争優位の構築はブランド力、ひいては業界のスタンダートの高
次元のものでなければならないものと求められた（図 5）。これらの規定は、ファーウェ
イのグローバル R&D 戦略を成功に導き、ファーウェイを名だたる R&D 型企業に仕上げ
させるための制度的保証を提供したものと位置付けられる。

出所：筆者作成。
3 つの競争要素にブランド、スタンダードを加え入れたもの。

図5

競争優位構築の 2 つのレベル
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第３に、「基本法」の規定と現実的展開から生み出されたファーウェイの R&D 戦略の
特徴たるものは、その裏を返せば、ファーウェイの R&D 戦略を成功させた要因とも捉え
られる。この意味においてファーウェイのグローバル R&D 戦略の成功要因は、前述の「基
本法」の規定を含めるとすれば、①全社戦略における R&D のポジショニングと制度的枠
組み、②海外人的資源活用を狙った R&D 拠点構築型 OFDI、③ R&D への傾斜的資源投下
と「圧強原則」、④「奮闘者」を得させるインセンティブシステムという４点に集約される。
①「基本法」に盛り込んだ IBM をモデルにした制度構築の枠組みと、②海外人的資源活
用という 2 点がとくに注目されたい。
（2）結論に関する補足
本稿で渉猟されなかった R&D 戦略の成功要因について、下記の諸点を補足する。まず、
内在的要因の側面において組織構造に由来する特徴が挙げられる。ファーウェイは非上場
の民営会社企業で、創設者・任正非のリーダーシップによって急成長を達成したものであ
る。「基本法」の策定、IBM をモデルにする制度的構築をはじめ、企業の意思決定に関し
ては、輪番 CEO を中心に構成する取締役会の多数で可決するとされつつも、任氏が一票
否決権を有するものと規定される。既成の R&D 戦略および政策指向は任氏の意思を反映
する半面、戦略の実施に組織的保証を提供している。ポスト・任の課題は残るが、議論の
対象外にしたい。
次に、プラットフォーム・カントリーと関連する外部要因では、「３つのボーナス」に
象徴される中国国内の経営環境の変化である。消えつつある「人口ボーナス」に代わって
経済発展とともに拡大する「市場ボーナス」、先端技術産業に焦点を当てた「政策ボーナス」、
理工系卒業生の増加を伴う「エンジニアボーナス」からなる「３つのボーナス」が顕在化
されている。ファーウェイにとってみれば、より広い国内市場の成長、より優れる政策環
境の享受、より豊富な人材の提供を可能に成らしめることを意味する。米国の制裁に遭遇
し、海外市場が変容するなかで、プラットフォーム・カントリー要素の重みが増してくる
ものと指摘されるまでもない。
（3）今後の課題
グローバル R&D 戦略を支える要素として本稿で取り上げたもののほかに、①組織的保
証、②リスクマネジメントシステムの構築という２点が挙げられる。しかし字数や論文構
造などに制限されているため、①については、上記の (2) 結論に関する補足で渉猟する程
度に止まっている。②に関しては、すこし触れるのみで、それ以上の展開はなかった。ち
なみに、ファーウェイの①と②に関係する制度構築と現実的展開において頗るユニークな
取組を見せており、それぞれ論文や著書にまとめるに充分な資料源を有するものといって
も過言ではない。それゆえ、この 2 つの分野を深耕しなかったことは、本稿の限界である
としか言いようがない。今後の研究でその真相を明らかにするものとしたい。

− 251 −

桜美林大学研究紀要.社会科学研究

第 2 号（2021 年度）

注
1

「FORTUNE GIOBAL 500 SUMMIT」各年度。https//www, fortune-com 500。

2

「Interbrand's Top 100 Best Global Brands」HP, 2018−2019 年を参照。

3

2019.5.16 に米国商務省のエンティティー・リスト（Entity List）にリストアップされて以来制裁
の度合が米国企業の部品やソフトが 25％以上を含めることから全面禁止にまでエスカレートし
てきた。

4

任正非から発した言葉。IBM をモデルにした改革は IBM から経営コンサルタント 50 名を招い
て行われ、その講義と指導費用は時間当たり 300 ～ 680 ドル、総費用 10 憶元に。余「2013」8
～ 11 頁を参照。

5

「華為基本法」は会社理念、経営政策、組織政策、人的資本政策、ガバナンス政策、継承者と基
本法の修正という 6 章、103 条からなる。中国人民大学の教授たちのアドバイスを受けたものだ
が、基本的に任正非氏の経営哲学と経営価値観を系統的に具現化させたもの。しかも今日に至
って修正したことはない。

6

「農村部から都市部を包囲する」と直訳。入りやすいところから先に入り、力を蓄えてから攻め
にくいところに攻勢をかけるという意味で使われる。ファーウェイの創設者・任正非が好んで
使う言葉だが、毛沢東が策定した中国全土奪還のための中国革命戦争時代の戦略用語として広
く知られる。

7

「強者を圧する原則」と直訳される。1996 年に任正非から発した言葉。1998 年に製品開発の原
則として「基本法」に盛り込んだ。

8

OFDI（outward foreign direct investment）＝対外直接投資

9

新浪網［2020.10.9］「ファーウェイはフランスで 6 番目の R&D を開設、数学と計算に関する基
礎研究に焦点を」。

10 現地での R&D 成果をグローバル規模で活用するモデル。バートレットとゴシャールのインター
ナショナル・モデルに似ているが、どちらかと言えば、むしろグローバル・フォー・グローバル・
モデルへの初期段階と位置付けるべき。というのは、本社から海外子会社へナレッジや能力が
遠心的に流れることを前提にするのに対し、各ユニットがそれぞれ差別化された能力や資源・
ナレッジを以て多国籍企業全社へ貢献することをグローバル・フォー・グローバル・モデルの
基本だからである（Bartlett、C. & S. Ghoshal、［1989］、浅川［2003］を参照）。
11 「ファーウェイ、Polar 符号の父 エルダル・アリカン博士の長年にわたる基礎研究と探究を称える」
［2018.07.30］。 https://www.huawei.com/jp/news/jp/2018/HWJP20180730E
12

上記 10 と同じ。

13

WIPO PCD『Yearly Review』関係年度。

14

クロスライセンスのこと。技術・特許政策として「基本法」に盛り込まれた規定。「 」の中の内
容は特に注を付けたものを除いて、何れも「基本法」の規定から抜粋したものとし、特に注を
付けないことにする。

15

2021 年６月３日に行われたファーウェイのグローバルでの発表会で、HarmonyOS がスマートフ
ォンに正式採用されることが発表。搭載されるのは、6 月 18 日に発売予定の Mate40 Pro、Mate
X2、Mate40E、nova8 Pro の 4 製品。また既存のおよそ 100 機種についても同 OS が配信されるこ
とが発表された。

16
17

従業員の個人業績評価に関する内容を抜粋したもの。全洪霞［2019］を参照。
金洪霞が 2018 年に実施した 4 カ回の聞き取り調査の結果よりまとめたもの。関係資料は金洪霞
［2019］より引用。上記で渉猟した部分のほか、金氏の当該調査で段階ごとの比率として A.10−
15%、B+・B.70−85%、C・D.5−15% に振り分けることが明らかになった。

18

上記 16 の調査で「幸福指数が高い」と回答した被調査従業員が大多数を占めるものと明かした。
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