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サービス提供

100%従業員が出資する民間企業

創業者任正非の出資比率0.84%

取得特許数110,000件以上

独立監査法人KPMGによる会計監査を受け、監査報告書は毎年公表

従業員数合計195,000人

うちR&D従業員数

107,000人

Fortune Global 500  

44位

（2021年）

5,216
3,950

6,036
7,212

8,588 8,914

6,368

15 16 17 18 19 20 21

（単位：億人民元）

2021年の売上

≒11.3兆円

注：2021年12月31日レートを適用

地域別売上事業別売上

38.2%
コンシューマー

64.9%
中国

44.2%
キャリア

20.6%
ヨーロッパ

中東 アフリカ

16.1%
法人

アジア
太平洋

8.4%
アメリカ
大陸

4.6%

369 371
475

593 627 646

1,137

15 16 17 18 19 20 21

（単位：億人民元）2021年の純利益

≒2兆円

世界30億人に「つながる喜び」を提供

内部統治構造
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297 316
408

596

764

897
1,015

1,317
1,4191,427

22.4%

15.9%
14.1%14.6%13.2%

20212012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

研究開発への持続的な投資が
テクノロジーのブレークスルーを後押し

主な事業内容

直近10年の研究開発費合計15兆円超
（注：2021年12月31日レートを適用）

• 年間の研究開発費が売上に占める割合は10％超、2021年は22.4％に

• 2021年EU産業研究開発投資スコアボードでTOP2にランクイン

• 2021年末までに世界の4.5万以上パテントファミリーで11万件を超える 

有効特許を保有しました

• 2021年の特許取得件数では、中国と欧州で1位、米国では5位となっています。

ファーウェイはオープンな研究と革新に取り組んでいます。世界のバリューチェーン全体にわたる高度テクノロ
ジーとの統合を歓迎し、お客様のニーズに応える最高の品質とパフォーマンスを備えた製品、およびサービ
スをすみやかに提供するためのインフラを備えています。

自社の知的財産を積極的に保護します。研究開発への継続的な投資により、世界最大規模の特許
権者となりました。自社の特許および技術のライセンスを世界中で供与することで、業界の発展を推進
します。

他社の知的財産に最大の敬意を払います。知的財産の管理と保護に関する国際的な規則および規範を
遵守し、IP紛争があればクロスライセンスやパートナーシップ等を通じて、友好的に解決するよう努めます。

●通信事業者向け
ICTインフラ事業は安定して成長し、新事業も急速に伸
びています。世界各地で構築している5Gネットワークは高
く評価されています。

●法人向け
ビジネスモデルやエコシステムの構築に取り組んでいます。
スマートハイウェイ、税関、港湾などのチームが効率的に 
サービスを提供しています。

●ファーウェイクラウド
世界各地で220以上のクラウドサービスと210以上の 
ソリューションを提供し、サービスプロバイダーとして急成長
しています。

●コンシューマー向け
HarmonyOSを搭載したファーウェイ端末は2億2000万
を超え、月間アクティブユーザーは7億3000万を超えるな
ど、急速に成長しています。

●デジタルパワー
クリーン発電やエネルギーのデジタル化などでイノベーション
を重ね、持続可能な開発や脱炭素に貢献できるよう努
力しています。

●スマートカーソリューション
自動車メーカーや部品サプライヤーなど300以上のパート
ナーと協力して、30以上の部品を発売し、スマート化を推
進しています。

（単位：億人民元）

売上に対する研究費の比率

2021年の研究開発費用

≒2.5兆円
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日本に根ざし、お客様の成功と社会の
継続的な発展に貢献するファーウェイ・ジャパン

法人事業

製品

製品

製品

ネットワークコンピューティング ストレージ エッジコンピューティング ICT関連製品

ソリューション

ソリューション

クラウドデータセンター

スマートソーラー

キャンパス

データセンター
ファシリティ

拠点支援

mPower
ソリューション

組込み電源
ソリューション

バックボーン  

基地局電源インフラ

リチウム蓄電池 整流器電源 UPS/空調 急速充電
モジュール

パワーコンディショナー

通信キャリア事業

無線ネットワーク 光・IPネットワーク クラウドコアネットワーク エネルギーインフラ

ソリューション

クラウドインフラデータセンターインフラ遠隔業務支援 ネットワークの最適化

業界をリードするネットワーク設備とソリューションにより、高性能で安全なクラウドインフラの構築と迅速な商用展開を

実現。通信事業者のビジネス領域の拡大とイノベーションを通じた新たな成長を支援します。

世界が認める製品・ソリューションを現地化し、さまざまな企業のICT戦略をサポートしてデジタル変革の実現を支援 

します。

コンシューマー事業 デジタルパワー事業
グルーバル市場での競争力を強みに日本市場のニーズに寄り添い、優れたユーザー体験をもたらす製品を幅広く展開

しています。

パワーエレクトロニクスとデジタル技術の融合を通して、電源エネルギー産業のデジタルトランスフォーメーションを促進、

カーボンニュートラル社会の早期実現を目指します。

オーディオ スマートフォンモバイルブロードバンド

ノートパソコン タブレット モニター ウェアラブル
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日本の強みとなる技術分野に合わせた

様々な形式の協業によりウィンウィンを実現

日本企業との共存共栄を目指す

緊密なパートナーシップ

2010年に日本における研究開発をスタート。2013年に横浜市に研究所を拡張移転、2016年から品川と大阪に

新たな研究所を設立、千葉県船橋市に製造技術センター船橋ラボを開設しました。優れた技術力や研究開発力を

持つ企業や大学とのパートナーシップを強化し、市場ニーズの先を見据えたイノベーションを推進しています。

日本の優れた科学技術基盤、豊富かつ優秀な人材、およびオープンなビジネス環境はファーウェイのイノベーションを

後押しする重要な要素となっています。 

革新
Innovation

協業
Partnership

現地化
Localization

革新
Innovation

協業
Partnership

現地化
Localization

継続的なイノベーションには、高い技術力を持つ日本のサプライヤーの部品やモジュールが重要な役割を果たして

います。日本のパートナー企業から調達した優れた技術や部品、モジュールを採用した製品を世界に展開すること

で、Win-Winの関係を構築し、日本企業の事業拡大や業界の発展に貢献しています。

研究開発および研修

約400人のスタッフを研究開発要員

として雇用しています。

2021年、のべ650人以上の従業員が

25の社内研修プログラムのいずれかを受けました。

2020年ファーウェイによる日本のGDPへの貢献額は8,930億だった。

これは2014年の3.5倍に相当。

130億円 6,200億円 2,600億円

56,100人の雇用を後押し。これは、2014年より40,700多い。

雇用数1,000 雇用数35,500 雇用数19,500

70億円 1,680億円 710億円

税収面で2,460億円の貢献を果たし、

これは、51,100人近くの高校教師の

給与に相当。

経済効果 直接 サプライチェーン 賃金支出
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現地に根ざした着実なローカル事業展開 日本の未来づくりに向けたCSR活動

現地人材を活用
東京・大阪・横浜など国内に9つの事業所を開設。

977名の従業員のうち86％を現地で採用し、2012年以降は新卒採用も実施するなど、現地人材を生かしたローカラ

イズされた事業展開を行っています。

主な加盟団体
2011年に経団連に初の中国企業として加盟し、2014年に日中経済協会、2019年に関経連、2020年に九経連に

も加盟しました。日本国内のさまざまな業界団体、標準化団体、NPO団体にも積極的に参加し、日本のICT業界の

一員として貢献を続けています。

復興支援活動
東北震災の復興支援として、震災直後の通信復旧や寄付にとどまらず、震災から10年を経た現在も復興に向けて

歩みを続ける被災地をサポートしています。

東日本大震災後のネットワーク
復旧や物資救援活動

新型コロナウイルス対策の支援として、遠隔通信設備と
医療用物資を寄付

• 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）

• 情報通信技術委員会（TTC）

• 第5世代モバイル推進フォーラム（5GMF）

• 電波産業協会（ARIB）

• 日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）

• 日本ディープラーニング協会

• 日本Data Center協会（JDCC）

• 日本NPOセンター

• 日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）

• 日本ケーブルラボ

• ITS Japan

• 無線LANビジネス推進連絡会

• 経団連自然保護協議会

• 日本科学技術振興財団・科学技術館

• 日本フィランソロピー協会

• 太陽光発電協会（JPEA）

• 日本電機工業会（JEMA）

• Japan Data storage Forum（JDSF）

• ソフトウェア協会（CSAJ）

基地局の復旧作業を行うファーウェイ社員たち 寄付先よりいただいた感謝状

植樹などのボランティア活動に参加

ファーウェイ社員を含むプロジェクトに参加した経団連自然保護
協議会のメンバーたち

環境保全
環境に優しい製品やソリューションの提供、社内の資源

利用効率の改善により二酸化炭素排出の削減と省エ

ネルギー化に努めるほか、経団連自然保護協議会の

一員としての活動にも積極的に参加しています。

グローバルICT人材育成
世界各国で実施しているICT人材育成の経験をもと

に、日本のみならず世界での活躍を視野に入れて、

通信の未来を担う人材育成を産業界に貢献支援して

います。

「Seeds for the Future」ICT研修プログラムに
参加した学生たち

グローバルICT研修プログラム

「Seeds for the Future」を実施

革新
Innovation

協業
Partnership

現地化
Localization

革新
Innovation

協業
Partnership

現地化
Localization
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2005
2006

2007

2009

2010

2011
2012

2013

2014
2015

2016

2017
2018

2019
2020

2021

ファーウェイ・
ジャパン設立 端末R&Dセンターを

設立

中国企業として初めて
日本経済団体連合会に加盟

日本研究所設立

大阪オフィス設立

日本研究所を
横浜へ拡張移転

日中経済協会に加盟

スマートソーラー事業本部設立、
太陽光発電向けPCS発売

スマートソーラー事業本部を
「デジタルパワー事業本部」
に改名

新卒定期採用を開始

法人向けICTソリューション
事業部門設置

東京研究所設立

開発・製造で協業する日本の
パートナー企業を招いた
『ファーウェイ・ジャパン
パートナーコンベンション』を開催

大阪研究所設立

外資系ICT企業として初めて
「ISO9001」の認証を取得

文部科学省主催「サイエンス・インカレ」に
協賛、ファーウェイ賞を授与

WIDEプロジェクトの研究用
バックボーン・ネットワーク刷新を支援

世界初のMassive MIMO
商用サービスを支える
通信インフラを提供

日本市場向けに
5G AAU製品を提供

NTTドコモと5G中核技術の
共同実験を開始

銀座にカスタマーサービス
センターをオープン

秋葉原・新宿にファーウェイ・
ショップをオープン

全国7都市に
認定修理店を展開

Interop Tokyo 2015
Best of Show Awardで
グランプリを受賞

Interop Tokyo 2016
Best of Show Award 
3部門と
Best of ShowNet Awardで
グランプリを受賞

関西経済連合会に加盟

九州経済団体連合会に
加盟

中高生向け
「未来の種ジャパン」発足

『ファーウェイ日本経済への貢献』
の発表

Interop Tokyo 2019で 
Most Value Contributor
等9つの賞を受賞

Interop Tokyo 2020で
IoT部門グランプリ等
8つの賞を受賞

Interop Tokyo 2021
サーバーストレージ分野で
グランプリなど6つ製品が受賞

住宅向け太陽光蓄電池
システム発売、
SII ZEH支援事業 
蓄電システム登録済

高校生のSDGsアイデア
コンテスト「みらい甲子園
首都圏大会」に特別協賛
全国校駅伝競走大会に
協賛

MateBook X Pro含む
3製品が
Good Design Award受賞

スマートソーラー事業本部
日本市場PCSメーカー別年間
出荷量第１位に

Interop Tokyo 2018
Best of Show Awardで
グランプリを含む5つの賞を受賞

東京スカイツリーで
5G実験無線基地局を構築

大阪駅前にカスタマー
サービスセンター
梅田店をオープン

SIMフリースマートフォン
メーカー別年間販売台数
第1位に（BCN調べ）

Interop Tokyo 2017
Best of Show Award
2部門でグランプリを、
Best of ShowNet Awardで
特別賞を受賞

自社ブランドのスマートフォンを
日本市場に投入

日本市場向けに
分散型基地局を提供

USB型データ通信カード
『D01HW』
（イー・モバイル）発売

コーポレート キャリア事業 コンシューマー事業 法人事業

モバイルWi-Fiルーター
『Pocket WiFi D25HW』
（イー・アクセス）発売

会社概要

正式名称

設立

資本金

代表取締役会長

代表取締役社長

従業員

華為技術日本株式会社

（ファーウェイ・ジャパン）

2005年11月

45億6,421万5,000円

王　剣峰（ジェフ・ワン）

侯　涛（ホウ・タオ）

977人（2021年12月現在）

86％以上が現地採用スタッフ

代表取締役社長

代表取締役会長

サイバーセキュリティ＆プライバシー オフィサー

財務管理部 アジアパシフィック研究院

渉外・広報本部

人事部

キャリアビジネス
事業本部

法人ビジネス
事業本部

グラウド＆AI
事業本部

デジタルパワー
事業本部

コンシューマー
ビジネス

事業本部

製造技術
センター

船橋ラボ 
購買認証
センター

大阪研究室横浜研究室東京研究室
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