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華為創業者任正非の経営哲学について
経営管理研究科准教授
細沼 藹芳

【摘要】
華為技術社は深センに拠点をおく中国を代表する巨大企業の一つである。華為の主力事業は通
信事業者向け機器・設備の製造で、その製品やサービスは 170 か国以上に提供され、世界人口
の 3 分の 1 にもおよぶ人々の ICT ソリューションのニーズに応えている。華為の成功を生んだ
のは創業者の任正非である。任正非が最も強く強調してきたことは「生き延びるため、顧客を中
心に、奮闘者を根幹とし、苦しい奮闘を続ける」という核心的価値観である。それを実践するた
めに、任正非は顧客至上主義などをビジネス戦略に加え、白黒にこだわらず中間の「灰色」を受
け入れる考え方、従業員持株制度を活用して組織を活性化させる試みを行った。さらに、中国的
思考法をうまくアレンジして組織経営に生かしている。これらの試みを真剣にひたすらやり続け
てきたことが華為の真の強みと考えられる。
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はじめに

華為技術社 (HUAWEI Technologies Co. 正式名称は深圳華為技術有限公司。本論では以下、華
為と略記 ) は深センに拠点をおく中国を代表する巨大企業の一つであり、通信機器の先端企業と
して、売上高が年率 40％増という急成長の道を歩んでいることから「中国のシスコ（Cisco）1」
と呼ばれている 2。
1987 年に元人民解放軍の軍人であった任正非氏（ﾆﾝｾｲﾋ）が、その友人と共同出資によって
創業した従業員持株制による零細な民営企業であった。設立時の資本金は僅か 2400 元（当時の
レートで、日本円で約 93,240 円）
、従業員は７～８人であったが、2014 年末までに、従業員数
15 万人を擁する巨大企業に成長している。華為の主力事業は通信事業者向け機器・設備の製造で、
その製品やサービスは 170 か国以上に提供され、世界人口の 3 分の 1 にもおよぶ人々の ICT ソ
リューションのニーズに応えている 3。グローバルの舞台における華為の存在が日々大きくなっ
ていることが明らかである。
華為の成功を生んだのは創業者の任正非である。任正非とハイアール（海尔集団（Haier
Group）の創業者である張瑞敏、レノボ（聯想集団（Lenovo Corporation））の創業者である柳
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伝志の三人は中国人企業家として最も世界で注目され、中国企業家の模範と呼ばれている 4 。彼
らは自分自身の経営哲学をもち、彼らが作った企業には明確な価値観、企業文化があり、さらに
その価値観と企業文化を従業員やお客様に浸透させている。
ゆえに華為の成功は、任正非の卓越した経営哲学と、彼の勤勉さ、リーダーシップにあると言
われている。本研究は華為の企業家・経営者、任正非の経営哲学を明らかにしょうとするもので
ある。

Ⅱ

任正非の人物像

華為の経営者は任正非（ﾆﾝｾｲﾋ）総裁である。彼は 1944 年に中国貴州省鎮寧県の小さい村に
生まれ、両親は教員であった。1978 年までは中国人民解放軍に所属した。軍隊から退役後、元
の軍隊仲間 6 人と華為を設立した。2014 年末までに、任正非は華為を従業員数 15 万人の巨大
企業として育て上げた。ここでは任正非の人物像を捉えたい。

１．忍耐力の強い「貴州人」
日本には、地域別にその地方出身の人物を取り上げ、日本各国の人情・気質を風土と関連づけ
て記述した『人国記』という書物がある。一方、中国の場合は、各地の民俗、気質を記述した『中
国民俗志』という書物があり、各地域の民風が記載され、人の出身地とその人の気質、性格を関
連づけて研究されていた。
文献によれば 5 、
任正非は 1944 年に貴州省鎮寧県という山中の小さな町で生まれた。貴州省は、
中国西南地域に属し、動植物や鉱物資源が豊富な地域である。この地域は、
「三日と晴れる日が
なく、三尺と平地がなく、太陽が出ると犬が吠える」と言われるほど平地が少なく、雨が多い場
所である。貴州省元の住民は苗族（ﾐｬｵ）という少数民族で、働き者の女、嫁が家庭を切り盛り
する伝統はここから生まれた。また、中国の長い歴史において、この地域は流れ者、ヤクザ、貧
しい移民などが多い特徴がある。山奥に暮らしている貴州人は、厳しい地理天候は当たり前、貧
困にも耐えなければいけない。このような厳しい環境で育った貴州人は頼もしい、何事にもとて
も熱心で、勤勉で、忍耐力が強い性格の持ち主と言われている。
貴州で生まれた任正非は、7 人兄弟の長男で、任正非の父任摩遜（ﾆﾝﾓｳｽﾝ）は専門学校の校長
を務めていた。母は中学校の教師であった。当時の中国では教師の給料はとても低いため、任正
非が幼い頃、両親の安い給料で一家 9 人は貧しい生活を送っていた 6。当時の生活について、任
正非はこのように語った。
「我が家では当時、毎回の食事を家族一人一人に厳格に分け与えていた。
全員が生きていくことを保障するためだ。もしそうしていなかったら、弟妹のうち一人か二人は生
き延びていけなかっただろう。私は
「生き抜く」
という言葉の意味を本当に理解することができた」7。
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２．知識を重んじる
幼い任正非は知識人である父の影響を受け、勉学に励んでいた。この時期は毛沢東が進めた農
工業の「大躍進政策」の失敗のせいで、中国全土で数千万人が餓死したと言われている。この
ような苦しい時期でも任正非の両親は任正非を学校に通わせた。大学受験前の3ケ月となった時
に、任正非は空腹で勉強に集中できなかった。任正非の母親は自分の食糧を削って、時々トウモ
ロコシの粉を捏ねった薄焼きを食べさせてあげた。ようやく飢餓と困難を乗り越え、1964年、
任正非は重慶建築工程学院(現：重慶大学)に合格した8。
しかし、大学2年生の時に、「文化大革命」が始まり、知識人の父が迫害をうけ、強制労働を
させられるようになった9。これを知った任正非は大学から帰宅した。当時、任正非の父親は彼
にこう言い聞かせ、彼を大学に戻らせた。「覚えておけ、知識は力だ。他人は勉強する必要がな
くても、おまえはしなければならない。大勢に同調してはならない10。」父の言葉を胸に刻んだ
任正非は、勉学に励んで、独自で数学、哲学、外国語などの知識を習得した。
1968年大学卒業後、家計を支えるため、任正非は人民解放軍に入隊した。入隊後、彼は軍事
技術の研究開発に従事し、さらに勉学に励んでいた。1978年任正非は33歳の若さで中国の全国
科学大会に軍代表として出場した。6000人の代表の中で35歳以下は150人しかいなかった11。
しかし、任正非は父親の身分のせいで、軍隊の出世コースから外された。

３．孤高な指導者
生れた自然環境、社会環境や青少年時代の遭遇は任正非の性格に大きな影響を与えたと考えられる。
厳しい環境で育てられた任正非は自身のことを「金銭欲と名誉欲が希薄で、執着も薄い・・・」
と語った 12。任正非は、
「もし子供のころの環境がああでなければ、華為をここまでにできなかっ
ただろう」と述べている 13。中国では彼を控え目で神秘的な経営者と呼んでいる 14。近年におい
ては、具体的には以下のようなことが指摘されている。
（１）孤独を耐える
中国の企業家たちは人脈作りに熱中している特徴があると思われているが、任正非はその正反
対であり、熱心に交友しない、経営者同士のサークル、コミュニティーにも殆ど所属していない。
これは任正非のスタイルと言われている。任正非自身は、このように語ったことがある。
「私は
いかなる政府の役人とも私的な交友がない。親密な事業パートナーもいない。中国の企業家たち
とも付き合いは、過去 20 年間にレノボの柳伝志や万科の王石と数回交流したことがある程度だ。
（中略）自分の私生活は辛く、とても寂しい。一緒に遊ぶ友人もおらず、現場の従業員との距離
はさらに遠い。しかし会社の均衡関係を保つためには、私はこの寂しさに耐え、孤独を受け入れ
なければならないのだ」15。
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（２）メディアの取材を受けない
任正非は 2012 年まで、国内外のメディアのインタビューを一度も受けたことなく、長年メディ
アの取材を拒んできた 16。2013 年 5 月にニュージーランドで複数のメディアによるインタビュー
に応じ、この時が任正非のメディアへの「初露出」である。また、2015 年 1 月にダボス（WEF）
会議では、オープンセッションに出席し、対話形式で BBC のインタビューを受けた。任正非は
極めてメディアの露出が少ない経営者と言える。
「なぜ私はメディアに顔を出さないのか、それ
はメディアに向けて発言する時、うまく話そうとすれば誇大になりかねないし、うまく話せなけ
れば信じてもらえず、最悪の場合ウソだと思われる恐れがあるからだ。ならばいっそメディアに
出ないほうがいい 17」
。そう考えているからこそ、任正非はメディアの取材を拒んできたと考え
られる。2005 年、任正非は米タイム誌の「世界で影響力のある 100 人」に選ばれた。彼は従
業員にこのように語った。
「メディアや世間がいろいろなことをいっているが、皆それを気にす
る必要はない。しっかり仕事に励んでさえいればよいのだ。私も会社の未来のため、引き続き仕
事に打ち込むつもりだ」18。
（３）政治的な肩書きを求めず
中国の歴史や文化の影響を受けている中国の企業家たちは、政治的な肩書きが欲しい者が多い
と言われている。なぜならば、長い歴史において、中国人は商人という職業に対して安心感が欠
如していると思われる。現代社会も同じである。多くの企業家はビジネスを成功した後、より高
い社会地位を求めている。たとえば、2012 年 3 月の全国人民代表大会（全国人民代表大会は国
会に相当する組織である）では 2987 名人民代表（議員に相当する）のうち、上場企業のトップ
が 156 名だった。さらに、一部代表的な企業の経営者たちは、議員以外に様々な共産党組織の
役職を兼任しているケースがよく見られる。一方、任正非は経営者になってから一度も議員など
政治的な肩書きを引き受けたことがなかった。任正非はこのように語った。
「中国では国から目
の敵にされるほど富を築いてはならない。ビジネスの夢をかなえたいなら、社会との関わりを自
制し、
目立たないようにすることだ」
。なぜならば、中国では「肥えた豚は年の瀬に殺されやすい」
という諺がある。中国では、
「目立たないようにすること」が賢いやり方であると彼は信じてい
る 19。

Ⅲ

任正非の経営哲学

これまでの考察を含めて、任正非の経営哲学の特徴は以下の諸点にあると考えられる。
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１．経営目的～生き延びること
任正非の基本的な経営理念は「企業が生き延びること」である 20。企業は、永久に経営が持続
するわけではなく、寿命があり、やがて消滅していく。企業が厳しい競争に勝ち残って、できる
だけ寿命を永らえることは華為の経営目的である。ライバルよりも長く生き延びることができれ
ば、企業が成功したと言えると任正非は述べた 21。華為の「生き延びること」は 2 段階にわけ
てみることができる。
第一段階は創業初期である。任正非はゼロからスタートし、華為を設立した。
当時の企業の目的はまず強くなって、生き延びることである。当時有名なスローガンは「前進す
るために背水の陣の勇気が必要だ」
「オオカミのように強く賢くなり、生き延びよう」などであ
る 22。お客様のことについての論述はほとんどなかった。第 2 段階は創業 7 年後の 1994 年以
後のことである。当時、華為は自社開発した C&C08 型デジタル交換器の初期器を江蘇省の地方
郵便局に納入し、稼働に成功した。これを境に、華為は「自社製品も技術もない」時代と告別し
た。華為の「生き延びる」文化は本能的な「狼性的文化」からお客様を中心とした「人性的文化」
へと転換された。
このように生き延びることができたからこそ、従業員や社会が豊かになれる。
「企業が生き延
びること」は当時から任正非と従業員の共通した経営の目的である 23。

２．顧客に最高の価値を提供する
1994 年以後、
「華為はお客様のために生き延びる。
」というスローガンを打ち出した 24。任正
非は、常に質の高いサービスを提供することで、長期的な価値を創造し続けようとしている。華
為の HP によれば、インターネットによって情報の発信と収集がより便利になってきたことから、
華為は、いつでもどこでもどんなデバイスからでもネットワークに接続したいという顧客のニー
ズに応えようと努力している。その一つの方法として、通信事業者がネットワーク容量を拡大し、
ネットワーク管理を最適化し、インターネット・ベースのネットワーク運用を実現するためにサ
ポートし、新たなアーキテクチャ（SoftCom など）
、Single プラットフォームなど、新たな技術
を生み出し続けているという。新技術が誕生することによって、顧客はより多くのコンテンツや
アプリケーションにアクセスできるようになり、モバイル・オフィスを活用した新しい働き方も
生まれてきたことが HP を通して公表されている 25。「お客様のビジネスの成功が、華為（ファー
ウェイ）の成功」というのは華為のコア・バリューである 26。

３．繁栄中の危機
「“繁栄”の背後に危機が潜んでいる。危機の原因は“繁栄”自身ではなく、“繁栄”に包まれてい
る人間たちの意識というものである」。企業が生き延びるため、危機管理は常識であると任正非
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は語った27。
千昌夫氏が唄う歌、「北国の春」には中国語のカバー曲があり、中国でも大人気で、任正非も
ファンの１人である。彼は2001年、日本に訪問した後、この歌の題名から取った「北国之春」
というタイトルの文章を発表し、企業の将来に対する強い危機感を表明している。彼は何百回も
「北国の春」を聞いて、「この歌は日本人の頑張る姿の縮小図だ」と語った28。当時、日本経済
はバブル崩壊後であり、日本企業はなんとか不況から抜け出そうとしている時期である。一方、
当時の華為は急成長の真最中であった。任正非は日本の企業を視察し、日本企業の状況を「冬の
時代」と例え、その問題点を指摘した。一方、自社に関して、「華為はまだ冬を迎えていないが、
晩秋から初冬の時期である。他人から真摯に学べば、冬の準備をすることができる」と強調した29。
この文章を通じて、「冬の時代」を迎えようとしている華為は、日本企業の経験や教訓から学び、
危機に備えなければいけないと任正非が従業員に訴え、従業員と一緒に危機感を共有した。
さらに、その後は社内報で「華為の冬」という文章を発表した。文章の冒頭で、「従業員の皆
さんは考えたことがあるだろうか。いつか会社の業績が落ち込み、利益が減り、または倒産の淵
に追い込まれたら、我々はどうすればよいのか」と問い掛けた。「我々の会社は太平の時代が長
すぎ、平和の時代で昇進した幹部が多すぎる。それは我々にとって災難かもしれない。（中略）
多くの社員は自信過剰になり、将来を盲目的に楽観している。（中略）創業以来、私は毎日失敗
についてばかり考えている。成功は見てもみなかったことにし、栄誉や誇りも感じず、むしろ危
機感を抱いて。だから華為は10年間も生存できたかもしれない。そして、どうすれば生き残る
かを皆で一緒に考えれば、もう少し長く生き延びることができるかもしれない。（中略）」30 こ
のように、任正非は全従業員を巻き込んで危機に関する議論を展開した。
1987年創業以来、急成長を続けてきた。2001年当時の売上高が前年比16％増であった。し
かし、それがピークであり、2002年には減収に陥っていた。原因は中国国内の電話網整備が一
段落したことと世界的IT産業のバブル崩壊と考えられた。その議論は華為の様々な組織改革とイ
ノベーションのきっかけとなったと言われ、経営の成長に大きく貢献したと考えられる。
2002年の危機を乗り越えた華為は再び急成長を遂げたにもかかわらず、2004年と2008年、
世界金融危機の影響で、打撃を受けていた。任正非は再度「冬」への警戒感を示した。「われわ
れは他社より競争の厳しさを少し早く意識しただけで、生き残れたのだ」と強調した31。 任正非
は従業員に常に事業の内外環境に対してはっきりとした認識を持たせ、従業員と危機感を共感す
ることを重視していると思われる。

４．全従業員が株主＆経営者
任正非は文章「華為の冬」の中に、危機感を全面に押し出し、従業員に強く意思改革を求め、
「意思改革の中で重要なのは利益分配の見直しだ」と述べた 32。創業 3 年後の 1990 年、任正非
は従業員持株制度を導入した。華為の従業員持株制度はストックオプションに似たような制度で
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ある。華為の株を直接保有するのは従業員持株会であり、従業員には「仮想株」とよばれる一種
の受益権が配分される。
「仮想株」は業績に応じた配当がうけられるが、自由な売買はできない
。2010 年末選挙権を持つ 6 万 4278 人の従業員株主が投票が行い、51 人の代表役員を選任した。

33

2011 年 1 月、代表役員により 13 人の取締役と監視委員会 34 のメンバー 5 人が選出された 35。
任正非は従業員持株制度を通じた利益の共有により、従業員を団結させようと考える。「当時、
私はまだストッオプションク制度を知らず、欧米企業に様々なインセンティブの仕組みがあるこ
とも知らなかった。ただ、私はこれまでの人生で味わった挫折の経験から、従業員と責任を分担
し、利益を分かち合うことの必要性を感じた」と任正非は語った 36。

５．包容力で人材を育てる
中国では「水に落ちた犬を打つ」
（原語：打落水狗）という言葉があり、既に打ち負かされた
がまだ降参していない悪人を更に追い打ちをかけてやっつけるという意味である。元の言葉は「水
に落ちた犬は打つな（原語：不打落水狗）
」という諺であり、近代文学者の魯迅がひっくり返し
て作った言葉である。近代からの中国はこの言葉が如く、過ちを犯した人や企業を厳しく批判し、
二度と立ち上がれないほど追い込む風潮が蔓延していると指摘されている。中国では、急成長し
た企業が多いが、破産していく企業も多い。その原因の一つは経営者や管理職の視野が狭く、他
人のミスや欠点を容認できないことであると言われている。任正非はミスや失敗を許さない文化
は人々の創造力を奪い、卓越した人材を窒息させる恐れがあると指摘した。また、経営者に包容
力がなければ人材が育つことができないし、イノベーションも起こせないと彼は強調した 37。

６．グレー哲学（原語：灰色哲学）～グレー管理の導入
世の中に完璧な人間は存在しない。人間の個性は複雑かつ多様であり、大勢な人間で構成され
た組織は当然複雑である。任正非はこの複雑さと多様性を「灰色」と呼んでいる。要するに、す
べてのことに白と黒をつけることが不可能なので、いっそその灰色～グレーさを認め、受け入れ、
前向きに取り組むべきだという考え方である。任正非はこの考え方をグレー哲学と定義した 38。
創業早期の華為は、欧米の管理方法をそのまま持ち込んできた。企業が成長するにつれ、創業
者の任正非氏はグレー哲学に基づいた「グレー管理」を導入し始めた 39。白と黒の間を取る管理
という意味であり、
「中道」
管理とも呼ばれている 40。彼は「管理は白黒の判断をすることではない。
極端な思考は往々にして行き過ぎであるためだ。管理に必要なのは灰色の考え方である。灰色は
白と黒の間で平衡点を見出すことであり、このバランスをとるという行為は、グレー管理、中道
のマネジメント手法である」と述べた 41。ここでいう「中道」とは偏見をなくした中立的な立場
に立って物事を見ることである。そして、中道のマネジメント手法とは、自然規則に従って、一
種の現実的な解決案である。また、中道のマネジメントは「妥協」という意味ではなく、企業理
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念や規則、コンプライアンスといった重要な要素を守ることを前提に、それぞれのステークホル
ダーのニーズを受け入れ最善案を出していくことである。現在、企業が成長してきて、また企業
理念が中間管理職に浸透していることにつれて、段階的にこの中道のマネジメントが導入され
た 42。

Ⅳ

おわりに

華為が創業以来、任正非が最も多く強調してきたことはただ一つである。それは「生き延びる
ため、顧客を中心に、奮闘者を根幹とし、苦しい奮闘を続ける」という核心的価値観である 43。
この経営理念はもし中身が伴わなければただのスローガンになってしまう。また、それを実践す
るための具体的な戦略やシステムの設計が必要である。さらに、きちんと実行できるような従業
員の教育が成功の鍵となっていると考えられる。
中国古代の哲学者である老子の「道生之、徳畜之、物形之、勢成之、是以万物莫不尊道而貴徳。
道之尊、徳之貴、夫莫之命常自然」44 という言葉がある。道（タオ）は万物を生み出す働きであ
り、徳はそれらを養い、物はそれらを形作り、勢いはこれらを成立させる。だから万物はみな道
を尊び、その偉大な徳を貴ぶという意味である。
任正非は顧客至上主義などをビジネス戦略に加え、白黒にこだわらず中間の「灰色」を受け入
れる考え方、従業員持株制度を活用して組織を活性化させる試みなど、中国的思考法をうまくア
レンジして組織経営に生かしているという。また、それを真剣にひたすらやり続けてきたことが
華為の真の強みと考えられる。
一方、任正非の経営哲学の源はいかなるもので、それはどのように形成されたのかについて、
今後の研究課題にしたいと考えている。

1

シスコシステムズ合同会社（英文表記 Cisco Systems G.K.）を指す。概要は以下の通りである。
設立：1992 年、資本金：4 億 5,000 万円 、従業員数：1,194 名（2014 年 12 月）、事業内容：
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☆ 華為のビジネス・モデルに関しては細沼藹芳「華為に見るビジネス・モデルの変革―企業文
化と人材戦略を取り組む」がある。
（平野文彦編著『経営者育成の経営学―脈打つグッドウィ
ルを基盤としたダイナミズムー』櫻門書房 2015 年 3 月、p.87-96。）
なお、本研究は実践経営学会第 58 回全国大会（2015 年 8 月）の研究発表の一部である。
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