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■以前からインパクトがあった国、中国 

 

10 年ほど前、仕事で頻繁に中国を訪れる機

会があり、特に上海では目からウロコが落ちる

ことや、これまでの概念を変える出来事が多数

あった。BMA のイブニングセッションで、11

月 11 日たった 1 日で 2 兆

円売上げる EC の話や、フ

ィンテックにおいては、も

はや、シリコンバレーも中

国の後追いしている、とい

う事実を知り、そんな時、

深センツアーがあると聞

いたので、即刻、申し込み

を入れた。そして、訪問し

てみて、予想以上、期待以

上に、中国、深センは私を

揺さぶってくれた。 

 

 

■深センはとにかく驚き 

の連続 

 

深センとその成長の概

要について、JETRO 広州事

務所で天野所長にお話を

伺った。 

 

＜深センの概要＞ 

面積は 1997 平方キロ、

東京都とほぼ同じ。常住人

口は 1,191 万人。平均年齢

は約 32 歳。天野氏いわく

「1,000 万人の渋谷・秋葉

原」のイメージ。「深セン

のこの変化は信じがたい

ものがある。」と天野氏はいう。中国の「改革

開放政策」実施以前は、人口 3 万人の漁村。そ

れが、政府の戦略特区にもなり、急速に発展す

ることになる。1997 年から 2016 年の間に、深

センの経済規模は、なんと 13 倍以上になって

いる。とんでもない成長ぶりであると言える。

GDP は広州を追い抜き、香港に肉迫し、2038
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年には、上海を追い抜くという予想もある。戦

略特区は他にもあるが、なぜ、深センだけがこ

こまで発展したのか？ 

深センに拠点をおく企業は多い。スマホの発

展 と と も に 成 長 し た 通 信 関 係 の 企 業 

「HUAWEI（華為技術）」「ZTE」「OPPO」。世界

の 電 子 機 器 で 40 ％ 以 上 の シ ェ ア を も つ

「FOXCONN」。電気自動車で有名な「BYD」。

ウィーチャットペイを運営する「Tencent」。ド

ローン世界シェア 70％以上の「DJI」。 

中国の国際特許出願は世界第 2 位だが、その

うち、約半分は深センでの出願である。香港、

広州に近いという地の利もあり、またゼロから

の開発でやりやすかった点もあるようだ。だが、

それだけではない。 

そして、まだまだ成長は続いている。 

 

（関連情報） 

・世界の国別 特許出願件数 

https://www.globalnote.jp/post-5380.html 

 

 

■町に出てみての驚き 

 

深センの町は、きれいで、洗練されていて、

とにかく活気がある、田舎からもチャイナドリ

ームを求めて集まってくるという。店舗はすべ

て「ウィーチャットペイ」というスマホ決済で、

現金やクレジットカードは使わない。これはク

レジットカードのような手数料もなく、C2C と

いうスマホだけで広がっていく決済スタイル

である。現在、アリペイとあわせて約 320 兆円

が流通しており、この 4 年間で 20 倍も増加し

ている。日本のクレジットカード市場は 2020

年の予想でも最大 73 兆円なので、これは圧巻

の数字である。 

 
 

 

（関連情報） 

・2016 年 Alipay と WeChat pay の取引額は約 320 兆円 

2017 年 4 月 21 日ユネスコ傘下の機構の Better Than 

Cash Alliance のレポートによる 

https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/39852 

・日本のクレジットカード決済市場が 58 兆円（2017 年）から

2020 年には最大 73 兆円 

2017 年 8 月 株式会社 電子決済研究所のレポートに

よる 

http://epayments.jp/wp-

content/uploads/2017/08/20170821_ePayments_PressR

elease.pdf 

 

 

■華為とその素晴らしい発展 

 

華為は深センの象徴的存在であり、町の活気

とエネルギーは共通している。  

 

＜華為の概要＞ 

華為本社ではバスで敷地を見学。「風水」を

考慮して作ったという人工の美しい池が広が

る。それを眺めながらの、おしゃれなカフェも

ある（次頁写真）。皇居と同じくらいの広さと

いう、この敷地内で、約 5 万人が衣食住をとも

に働いており、平均年齢は 33 歳。この環境な

ら、働くモチベーションになるだろう。元モト

ローラ、広報の有田さんの説明によると、「華

為は足腰の強い会社」という。ちょっと驚いた

のは、サーバ出荷台数でも、世界第 3 位だそう

だ。EC と思っていた Amazon がいつのまにか

AWS というクラウド NO.1 企業になったのに

少し似ている気がする。 

 華為は今年、創業 31 年目。2017 年の売上は

10 兆円を超えるともいわれ、パナソニックを

超えている。世界のスマホランキングで 2017

年は Apple を抜いて第 2 位。 

華為は、どうやって、ここまで発展したの

か？なぜ、こんなに強いのか。 

 

https://www.globalnote.jp/post-5380.html
https://ecclab.empowershop.co.jp/archives/39852
http://epayments.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170821_ePayments_PressRelease.pdf
http://epayments.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170821_ePayments_PressRelease.pdf
http://epayments.jp/wp-content/uploads/2017/08/20170821_ePayments_PressRelease.pdf
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（関連情報） 

・すでにサーバは世界第 3 位の Huawei（2017 年） 

https://japan.zdnet.com/article/35105783/ 

・華為技術、 17 年の売上高は 10 兆円超の見通し 

2018/01/05 

https://www.nna.jp/news/show/1708152 

・華為 スマホランキング 

http://eetimes.jp/ee/articles/1709/13/news027.html 

 

 

■発展の鍵（１） 

「人」に焦点をあてた評価、育成。企業と社員

が対等の緊張感 

 まず、感銘を受けたのは、華為での働き方で

ある。華為が求める人材とは、「Yes I do」と応

え、「72 時間働ける人」である。現地で「経営

管理の言葉」として、次のような紹介があった。

「勝てば共に祝杯をあげ、負ければ命をかけて

助ける。日本企業は家族的であるが、終身雇用

で辞めないので老化する。これに対して、華為

では、日本的家族的に部署の課題を一丸となっ

て課題解決する反面、タオルを絞るように最後

の一滴まで力を出し切る努力もする」。老化を

防止するためにも、終身雇用は廃止しているそ

うである。 

グローバル企業としての華為には多国籍の人

が働く。中国、日本、欧米、独自の言語や文化

があるが、マネジメント方法を聞くと、「『ひと』

を相手にすれば解決する。どの国の人であって

も『どれだけ奮闘、努力しているか』だけを見

る」とのこと。 

華為でも過分な福利厚生はしていない。しか

し、顧客視点と同様、社員個々に焦点をあて、

お互い緊張感をもった関係を築いているよう

だ。 

 30 年先を見据えて、地に足付けて奮闘して

いる華為という会社、まだまだ老化には遠いよ

うだ。 

 

華為にはぶれないポリシーがある。 

■発展の鍵（２）ぶれない軸： 

 

人工の美しい池に面するおしゃれなカフェ 
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１．「通信機器屋」に徹する  

２．徹底した顧客至上主義  

３．「奮闘」と「謙虚」  

 

１．通信機器メーカーに徹する：「ただ、ひ

とつのことだけやっていこう」華為は 2000 年

代当初にそう決めた。多角化をせず、「通信機

器メーカー」としてぶれずにやっていく。現地

でも何度も言及していた。 

２．顧客至上主義：「目は顧客に、上司には

尻をむけろ。」華為の創業者 任正非のことば

である。 

株主至上主義にならないためにも上場せず、

見せかけの成功を追わない。「成功の源泉は資

本でも技術でもなく、顧客である。投資家では

なく、顧客と親しむ企業文化を育まねばならな

い」。彼らはそういっている。理屈ではわかっ

ていても、できている企業は少ない。 

３．奮闘と謙虚：「奮闘」は華為で、よく出

てくる言葉である。そのまま聞くと、ただのモ

ーレツスタイルのように受け取ってしまいが

ちだが、実は少し違う。彼らにとって、成功と

は生き延びることであり、そのためには奮闘し

続けるしかない、と自ら体感しているのだ。「謙

虚」ということばも、何度も出てきた。常に謙

虚になり、一流に学び、一流を採用するのだと

いう。 

 

■本物のグローバル企業 

発展の鍵（３）ビジネス：中国企業でも欧米

企業でもないオープンな「グローバル企業」 

 

華為はグローバル市場のニッチなニーズを

コツコツと開拓し、成功事例を地域、業界に横

展開してきた。ショウルームでは、ソリューシ

ョンを提示するが、SI はせず、あくまで通信機

器屋に徹する、いわば裏方だ。そのうえで、一

流に学び、一流を採用する謙虚な姿勢と中国に

閉じないオープン性で、欧米企業でもない、中

国企業でもない、それでいて洗練された強いグ

ローバル企業－華為が生まれているのだ。 

華為と日本の関係は深い。一流を採用する華

為で日本の技術は高く評価されている。日本か

らの輸入購買額は、2016-2017 年で 1 兆 2,336

億円、対中国輸出の３％にも上る。携帯電話は

日本で終了したが、日本の携帯電話の技術は、

ここ、華為で生きている。NTT ドコモ出身の私

には少し複雑で切ない思いもあるが、素晴らし

いことである。 

 

■深センと華為が教えてくれたこと 

 

深センを訪問し、これまでの中国の概念が全

く変わった。欧米を追いかけている中国はどこ

にもなく、強く洗練された尊敬すべき隣国の姿

に、感じ入るものが多かった。これまでの中国

の概念はリセットしなければならない。そして

中国の背中をみて、日本も謙虚に、日本独自の

成長を考えたいと思った。 

 人も企業も成長し、年齢を重ねると、どうし

ても守りになってしまう。華為は、終身雇用や

年功序列を許さない。世界的な大企業になって

も、顧客だけをしっかり見据えて、謙虚に奮闘

を続けている。それが生き延びるための唯一の

ことであり、成功とは生き延びること、と創業

者の任氏はいう。任氏の言葉は、「華為の鉄の

トライアングル」とは「顧客を中心に、奮闘者

を根幹とし、苦しい奮闘を長期に渡って続ける」

とある。これが華為の力強い成長の根幹になる

もののようだ。 

深センや華為を突き動かしているのは、誰か

による指示ではなく、誰かに追いつきたいので

もなく、個人の、よく生きたいという、生き延
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びるための生物学的、根源的なエネルギーであ

る気がする。このエネルギーが、華為や深セン

を通して、自身のスキル向上や経済的豊かさと

して具現化されているのである。 

華為と社員は、たがいに対等な立場で、緊張

感をもち、共に成長している。華為は、常に、

顧客と社員の「個」に焦点をあてている。この

姿勢は、とてもわかりやすく、社員は安心して

奮闘することができるのではないか。「安心し

て奮闘できること」、これほど効率よく、生産

性が上がる働き方があるだろうか。 

日本はどうだろう。市場が飽和しているとか、

超高齢化で先の希望が見えない等と言われて

いるが、本当にそうだろうか。もちろん、高度

成長期のような倍々ゲームはないかもしれな

い。ただ、個人がもっとよくなりたいと思うエ

ネルギーは普遍的にあるはずである。日本にも

軸はいくつもあるはずだ。華為は、成長した今

も、30 年先まで生き延びることを考えている。

生き延びることこそ重要なのだ。50 年先、100

年先も日本が日本として生き延びることを目

指して、個人が奮闘できることはまだたくさん

ある。深センと華為の背中をみながら奮闘でき

ることを見つけていきたいと思う。 

 

（関連情報） 

＊現地で説明いただいた方々： 

JETRO広州事務所所長・天野真也氏「中国・深センの現状」

2018 年 2月 6 日   

（華為本社 現地での説明） 

華為技術日本株式会社 渉外・広報本部本部長林哨氏 

華為技術日本株式会社 渉外・広報本部 渉外・CSR 部 

部長有田俊雄氏 

＊参考書籍： 

「最強の未公開企業 ファーウエイ 冬は必ずやってくる」

田涛/呉春波共著  
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