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１、技術支配を確立したクアルコム社 

クアルコムという会社を知っている人は少ないかもしれな

い。 

同社が著名なのは、携帯電話の通信技術特に第 3 世代以

降の携帯電話では、同社の存在を語らずして他の話題は

ない。第 2世代つまり NTT DoCoMoの PDCの時代に、世

界の技術的覇権を握っていた企業はフィンランドのノキア

(GSM)だった。この時代には、通信規約を国別に定めてい

たが、第 3世代以降は国際標準を決めるという国際通信連

盟（ITU: International Telecommunication Union）で各国の

合意を得て、世界標準を決めることとなった。 

国際標準というのは、利用者の立場からは手持ちの携帯

電話で、どの国でも通信できることを技術的に保証すること

とを意味する(課金管理の調和も不可欠となる)。その国際

通信技術の標準を決める交渉は難産でもあったが、その経

緯には触れないが、いずれにしても標準技術の栄光に預

かったのが、米国カルフォルニア州サンディエゴに本社を

置くベンチャー企業のクアルコムであった。同社は特許群

のライセンスと自社技術を詰め込んだ無線通信の半導体を

携帯電話会社に販売することで、世界を制覇している。 

その独占的地位は、少なくとも今日までは変わることはな

い。つまり世界中の携帯電話会社はクアルコムより特許権

の使用許諾を得て、通信半導体を専らクアルコムから供給

を受け、製品化してきている。丁度、一頃の Wintel（Intel と

マイクロソフトのWindows）が PCで確立した標準（準公式標

準 : de-facto standard）と類似の支配構造 (公的標準 : 

de-jour standard)を携帯電話に於いて確立したのであっ

た。 

 

２、優位な技術による技術独占 

新たな新製品を開発した場合、他社に先駆けて市場へ

新製品を投入し、市場支配を狙うのはコンピュータでは

IBM であり、普通紙複写機では XEROX が有名である。要

するに開発技術を基盤にして事業独占を図ることは技術者

にとってだけでなく、当該企業の経営者にとっても夢であ

る。 

若し自社の技術だけで全ての事業を独占できなければ、

同業者や関連する他の業態の企業との間で技術ライセン

スの相互交換契約を締結するとか、場合によれば共同事

業体を設立し、数社の技術優位性のある企業群は、連携し

て事業支配を図ることになる。著名な例はビデオ・テープの

時代の JVC がそれに当たる。一般的に事業独占は容易で

はないし、競争技術が存在することが多いので、所謂。技 

 

術間競争が繰り広げられることになる。 

一般の製品は、特許権が期限を過ぎており、法的管理

開発を要さないものもある。しかし、大概は、幾つかの特許

権との間で摩擦を生じているから、使用許諾契約を結び、

何らかの特許料を支払うケースが多い。当然、他社の特許

に拘らず、それを回避する開発努力をすることが通例であ

る。一方、真似されたくない肝心な技術は権利化しないと

いう方策もあるし、また公開して権利化を阻止するケースも

ある。つまりは法的に独占禁止法の適用除外で、優位な技

術を、法的な権利を確立して、独占的使用権を手に入れる

か、あるいは競争企業の保有する別の特許とクロスライセン

スして、何らかの競争優位性を確立することが多い。権利

化された技術は「排他権」であり、属地主義であっても、当

該国での競争企業はその許諾契約がなければ、技術を使

用することはできない。 

（注）知的財産の権利行使に関わる諸代替案は、機関紙

第 6号に記載しているので参照されたい。 

つまり、技術力の優位性は特許権で権利化し、その使用

許諾の権利を得ることで競争上優位な地位を得ることがで

きる。言い方を変えれば、「どのような競争状況にするかは

経営的判断の対象」であって、「5 forces という如く競争に

如何に対応するか」という競争戦略的課題の前に、検討す

べき重要な経営課題であると見做すべきである。 

 

３、技術に特化し事業モデルへの変更―クアルコムの選択 

さてこのクアルコムは ITU に於いて国際標準としての地

位を得てから、携帯電話事業を自ら生産し販売することを

止め、専ら自社保有の特許群の諸権利（法的には独占禁

止法の適用除外）を携帯電話関連事業者（通信インフラ、

基地局、ケイタイ端末などの企業）へ使用許諾する、という

事業モデルを構築した。 

経営的課題として重要なことは、特許、つまり知的財産

権（IPR: Intellectual Property Right）に特化した事業モデ

ルを選択した背景と経営的判断であろう。一般に技術的に

先行し、しかも独占的地位を築けたと判断した場合、どのよ

うな事業展開（事業モデル）を推し進めるべきかという課題

である。 

 

・代替案１ 

技術に特化した企業とは言っても、技術だけではなく、

基地局もケイタイ端末器も生産し、実験までしていた経

緯から、他社以上に技術の応用市場にも知見があると想
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定される。世界市場で大企業になれる可能性を持ってい   

るのだから、事業面で覇権を握ろうとする。その好例は

無線通信の第2世代技術（GSM）で先行したフィンラン

ドのノキアのような事業モデルである。 

  

・代替案２ 

ケイタイ端末の事業では、流通面で多大な販売網構

築の為の投資が避けられないから、ケイタイ端末機器

には手を出さず、各地域での通信会社との接続で重

要な機能である基地局は自社で事業化する。勿論

ITU-Rでの規約上、他社への論理的対価での権利譲

渡は避けられないので、基地局でも世界市場を独占

することは出来ない。それは今日、基地局市場で大き

なシェアを保持している中国のファーウエイ(Huawei: 

華為技術)のような事業モデルである。 

 ・代替案３： 

第 3 次ケイタイ技術は画像データなど送信情報量が

大きい場合に利用されるから、敢えて ITU-Rで優れた

技術であると認定されたのだから。画像データを送信

する先進国での市場に特化した事業モデルを採り、

ITU-Rでの標準化を拒否する。 

などなどの戦略的代替案があったと推察している。 

ではどのようは考えで、技術をコアにした事業モデルを 

採用したのであろうか。特に、技術的優位性を保持するに

はR&Dへの投資とその成果が期待される。技術を競争上、

保持し続けるには特許権の権利保護期間があるために、

事業の長期的保護には、当然ながらから、限界がある。 

クアルコムのケースでは、技術の世代間交代が起き、そ

の時々で技術間競争に直面するから、その都度、技術標

準の立場を維持することが求められている。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注記) 我が国の携帯電話会社は、上図の「事業」に位置した

事業モデルを採っている。その SCM 上の川下の関係者

は NTTDoCoMo などのケイタイ通信会社であるが、類似

の事業モデルであると見做される Samsung は Google の

Android の共同開発社の地位を得ているから、「キー部

品」の主導者の地位を得て、それに「事業」とを加えた事

業モデルになっている点で我が国企業とは異質である。

また仮にクアルコムが部品事業を持たず、「技術特化型

の事業モデル」だったら、どうなったであろうか。その場合

は、部品や事業に関わる技術力や事業力で競争状況が

決まってきていたはずだと推察される。 

 

第 4 世代へ向けてケイタイ電話の技術の高度化に直面

している同社は如何にして技術支配構造を維持できるか否

か、という課題に直面している。勿論、通例として 1 つの製

品には数多くの特許群が必要で、その中には世代間交代

とは関係のない、基盤的技術も数多いだろうから、延命策

を巧妙にマネージできれば、全ての技術的優位性が一気

に失われることにはならない。 

 

４、技術間競争に於ける標準化戦略の表と裏 

さて、技術間競争に曝されている事業領域では、自社技

術の優秀性を第 3者機関から担保して貰うという欲求が高

い。それを標準機関で認証されたという意見を聞くが、それ

は誤解であると思う。全面的に認証機関の機能を否定して

いる訳ではないが、大半の機関は代替技術も同時に標準

として認定していることも多いし、認定したからと言って履行

義務を伴っていることも、必ずしも多くはない。 

以前の事例だが、5.25 インチのフロッピーディスクからミ

ニフロッピーへ世代交代のタイミングで、それこそ数多くの

仕様が提案され、どの仕様が標準になるのか、それに関心

が高かった時期を思い出す。代替技術の全てがマイクロ・

モーターを利用するので、その生産を担う日本において多

用な技術間競争の戦列にある全ての仕様は、日本の部品

メーカで、仕様の相違や競争の全貌を垣間見ることもでき

た。結果、事実上 3 インチφの仕様で決まっていた、その

矢先にソニーでは後出しジャンケンで直径 3.5 インチの仕

様を標準にのし上げたいと挑戦した。他のフローッピーの

利用場面が確定しない段階で、ソニーはそれこそ PC戦争

の仕掛け人的スタンスでAppleのMackintoshへの売り込み

に成功、と同時に ANSI(American National Standard 

Institute)へ規格の認定を求めた。この事業的売り込みと米

国標準機関での認証に成功した 3.5 インチマイクロ・フロー

ッピーは、その後 3 インチを駆逐し、その領域で支配モデ

ルとなった。 

その種の事例から、標準化に関する業界の関心は高ま

った。勿論、通信と同様にマイクロ・フロッピーは、3.5インチ

φを最後に、それこそ USB メモリーや HDD（Hard Disc 

Drive）へ移行し、製品自体の寿命は尽きた。 

標準化の限界と課題そして利便性は、これ以上説明す

る必要もない。敢えて言えば、通信仕様で世界を抑えてク

アルコムは、こと第 3世代に関しては世界中のプレーヤー

からロイヤルティーを取ることに成功を収めた。しかし 3.5 イ

ンチφのマイクロ・フロッピーで制覇したソニーは、その技

術間競争の過程で、安価な固定ロイヤルティーしか獲得で

きず、標準化には成功したものの、クアルコムのような特許

収入を獲得することは出来なかった。それが標準化を巡り

同業界で起きた帰結であった。 

そうしたことを考えれば、標準化戦略の特性と長所そして、

その限界は各種の周辺状況の総体として多面的に評価す

る必要がある。 

 

５、技術間競争に挑戦し敗者となった企業の戦略 

さて、第 3世代ケイタイ通信（無線通信）のケースでは、

ITU-Rでクアルコムの仕様が決まり、後述するような驚くべ

き技術特化型事業モデルの構築に成功を収めたのだが、

クアルコム以外の、競争技術開発企業は、どう標準化作業

 

技術 部品 事業 サービス 

当初の事業モデル 

最終的事業モデル 

 

               

技術主体型事業モデルへの特化 

市場は顧客⇒ケイタイ事業者へ 

（ＩＰＲと通信 CHIP 事業） 
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に対峙すべきであったのか。特に第 3次ケイタイ電話の基

本技術はスペクトル拡散で、これは IPRではなく科学である。

従って ITU-Rで標準化を巡って技術基盤を争ったクアルコ

ムのCDMA2000もWCDMAも科学的には同じCDMAであ

った。問題は通信帯域を含む周辺特許群の問題である  

WCDMA陣営はスエーデンのエリクソンに交渉権を委ね

た。我が国の NTT DoCoMoをはじめとする開発開始時期

はクアルコムに後れを取っていたというものの、通信機器会

社を加え、それなりの開発をしていたと伝えられている。 

いずれにしろ IPRの質と量で、交渉はクアルコムが勝利

した。そして日本企業を含むその他の技術はクアルコムの

特許群に包含され、同社から世界中のケイタイ関連企業に

適正な価格で使用権が与えられ、これらの企業群はケイタ

イ電話事業を伸ばした。正に ITUの意図するように標準化

技術は世界の通信事業基盤を支えることに貢献した。 

しかし、自らケイタイ通信事業を中止したクアルコムを含

め、エリクソンも我が国企業も、そのすべてが、難題を抱え

ることとなった。つまりクアルコムから IPの実施権の許諾と、

その技術を集積した半導体チップとの購入で、技術的には

凡そ先進国企業と競争できるだけの技術力がない多くの新

規参入企業が台頭。これらの価格中心の市場戦略と相ま

って、WCDMA陣営の略全ての企業は、主にアジア勢との

競争に敗退し、事業撤退の余儀なしという最悪事態に陥っ

た。この事実をどう捉えるべきであろうか。 

 

・特許権は排他権であるから、例えばノイズキャンセル機能

だけでもクアルコムの技術を出し抜き、その優位性を市場

に求めさせられるなど、以前 XEROXが保持していた PPC 

(普通紙複写)で CANONは独自の技術群をベースとして

PPC市場に事業参入をしたが、その先例にマナ具手がな

かったのか？ 

・第 2世代のケイタイ電話で事実上の標準（de-facto 

standard）を獲得したフィンランドのNOKIAが取った代替

的戦略を採ることは出来なかったのだろうか。NOKIAは

欧州の大手通信機器会社と GSM と呼ぶ２G(第 2世代)

で覇権を獲得した。知的財産権（IPR）は共有であったが、

ETSI(欧州通信標準機関)で、その技術群を標準化する

ことに成功した。では何故、クアルコムにだけライセンス

権を与え、その差配で技術がない後発メーカの参入を

許容したのか。疑問である。 

・また第 2世代の技術支配権を握った NOKIAが、第 3世

代（３G）でクアルコムに派遣を譲ったのか。世代間交代

を見据えた長期技術開発の余地はなかったのだろうか。 

・通信プロトコルではなく OSに焦点を当て、Googleの

ANDROIDの仕様決定権を基礎にして事業優位性を獲

得している Samsungをどう評価すべきであろうか。 

などなど、多様な選択肢があったはずである。 

しかし日欧のクアルコム対抗の協調的戦略の実行なく、

個々の企業単位での携帯電話事業に邁進して、結果的に

後進国の安価な３Gケイタイの敗れたのは納得できない。 

確かにクアルコムの技術を基盤にして、ケイタイ事業から撤

退し、３Gで技術を核とした素晴らしい事業モデルを評価し

ないわけにはいかないが、事業的に覇権を握った NOKIA

の凋落と対して、クアルコムの事業モデルの欠点は何なの

か。それにも関心がある。同社の日本法人で長年、会長と

社長を兼務してこられた山田純様のお話をお伺いしたい。 

                          （許斐 義信） 
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１、はじめに 

クアルコム・ジャパン株式会社の山田です。私は 1978年に大

学を卒業し、当時の松下電器の子会社である松下通信工業に 

入社。38歳まで主として無線通信（携帯電話も含めて）の端末や

システムの開発設計に従事したエンジニアである。たまたま、同

社の最後の 5年間に米国で新たな事業を立ち上げるプロジェク

トに参画する機会を得て、米国と日本を往復しながら、米国市場

向けに導入するある無線通信の開発に携わった。          

当時、日本では、通信機器、通信システム、無線機器のシス

テム・アーキテクチャーは電電公社（現在のＮＴＴ）が郵政省（現

在の総務省）といっしょに仕切っており、そのフレームワークに

乗らない新しい提案は商用化できる見通しがなかった。ところが

米国では、当時のパナソニック・松下は通信のシステムをやれる

ような会社として認知されていないにも拘わらず、システムや 

製品の提案が的を得ていれば、大手の電話会社は皆話を聞い

てくれて、トライアルの機会を与えてくれる。うまくいけば標準化

の後押しもしてもらえる。ことほどさように事業や商品の導入に

関するアプローチが 180度違うことを体験した。米国式の方が、

より早く良いものを自分で発案すればオポチュニティ（機会）が

あるし、仮にできなくても誰かのものを組み合せればチャンスが

あるということで、これから通信の世界は米国であると信じて、後

先を考えず 1995年会社を退職した。 

そして、シアトルのとあるベンチャー企業に入ってその技術を日

本に導入しようとした。結果、その企業、その技術はうまくいかな

くて潰れた。私自身も想定外の出来事で失業者になってしまっ

た。そしてハローワークに通うことになって面白い経験もした。

特に、今も覚えているのは、失業手当をもらうためにハローワー

クの担当者と面談すると、必ず「山田さん。あなたは何ができる

のですか」と聞かれる。何ができるという質問はある種究極の質

問であって「うっ、・・」と困るわけである。              

「東京大学を卒業してパナソニックに勤務した人が、ハローワー

クに来て仕事を探すこと自体がめったにないことだから、あなた

はよほど変なんでしょう」という眼で見るわけである。そこでたじ

ろいでいれば、ますます変った人だと思われてしまいそうで、何

か答えなければならない。「何ができる」との問いに答えられる 

 

 

ものもなく、無理やりに絞り出した答が、「私は、たぶん英語がで

きると思う」と言った。すると、「あなたは英語ができるんです。 

では、仕事があります」とファイルをたくさん貰えるわけである。 

英語塾の先生とか家庭教師とかさまざまある。つらつら眺めると、

まあまあ食べてはいけそうだ、それを目のあたりにしてよかった

なと思った。英語ができることは飯の種か、目から鱗というか、新

たに目を開かされる経験をした。 

 その後 1998 年に縁があって、たまたま米国のクアルコム社が

日本に進出して、ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）と

いう技術をプロモーションするということで入社することになった。

そこから今日までクアルコム社で働く機会を得た。 

今日の話の主題はひとつは、「今後ともクアルコム社が隆々と

発展し続けることができるか。先ほど話題になったソニーや日

本の多くのデジタル家電メーカーのように失速するのか分水嶺

にあると思うし、会社としても危機感を持っている。それを踏まえ

て、今後どのようにしようとしているか」ということである。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、講演録 

技術開発会社という生き方 

―クアルコムの苦悩と挑戦－ 
 

クアルコムジャパン株式会社 

特別顧問（元代表取締役会長兼社長）   山田 純 

 
 

【プロローグ】 

クアルコム社は「技術をベースにして、技術は製品である」と思い知らされた事業モデルである。事業は国際的な

プラットフォーム・標準化を基盤に経営基盤を構築しているのであるが、携帯電話の全技術プラットフォームを握っ

ている。 

過去、2回にわたりご講義をいただいているが、そのたびに新しい技術・戦略、新たな発見があり、強く印象に残っ

ている。技術立脚経営のひとつのモデルとして非常に関心があるところである。 
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２、クアルコム  1985年7月設立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        （講義ｐｐｔより掲載） 

 

創業は、ＭＩＴからＵＣＳＤ《カリフォルニア大学サンジエゴ校》

に転任してきたＤｒ．Irwin Ｊａｃｏｂｓを中心にした大学の先生7人

が会社を創った。これといったプロダクツを創ろうとしていたわ

けではなく、当時から既に軍用の受託開発は手掛けていたが、

それに加えて何か新しいことをやりたいということであった。 

その会社がＣＤＭＡという新しい携帯電話の通信方式を発案

するに至り、約10年の歳月を経てその通信方式が米国の業界

団体ＴＩＡに認められた。1985年設立から1995年までの10年間

はもっぱら研究・技術開発の期間であった。その間は衛星を介

して、全米を動き回るトラックに通信機器をつけて、事業主とトラ

ックの間の通信サービスを提供するという特定業務用途のサー

ビスを行っていた。では、今日のクアルコム社はどのようである

か。 

2013年９月期の決算では、売上高 ＄24.87Ｂ（約2兆5千億

円）、営業利益＄7.23Ｂ（約7千億円）、営業キャッシュフロー

＄8.78Ｂ（約9千億円）となっている。 

事業分野別では、売上の 2／3がＱＣＴ（チップセット部門・半

導体事業）、1／3がＱＴＬ（知財ライセンス事業）である。これが

営業利益になると、ＱＣＴは1／3、ＱＴＬが2／3となる。パテント

等の IPライセンスビジネスがクアルコムの肝であることが浮き彫

りになってくる。 

エレクトロニクス・電気業界において、われわれをユニークた

らしめているところであり、同時に極めて疎まれているところでも

ある。これほど IPのロイヤリティ収入で成り立っている企業は電

気業界にはないと思う。なぜかと言えばプロダクツを造っている

企業同士がクロスライセンスをするので、知財ライセンスから 2

／3もの利益を上げる事業体はほとんどなかったと思う。ところ

が、クアルコムのみがそのようになったということに対して、業界

のプレーヤーからは怨嗟の眼で見られている実態がある。 

営業キャッシュフローを地域別に見ると、その 1／2は中国で

ある。1／3が韓国、20％が台湾、数％が米国、日本はその他に

含まれてしまう。これは何を示しているかというと、我々のチップ

セットや技術を買って、最終商品を造っているお客様の半分が

中国の会社になったということである。華為技術 （Huawei）、聯

想 (Lenovo)、中興通訊 （ZTE）など中国の携帯電話メーカーは

ほとんど我々のお客様である。韓国は三星（Ｓａｍｓｕｎｇ）とＬＧ。

台湾はＯＤＭと呼ばれる受託開発で携帯端末を造っているたく

さんの企業。米国はアップルである。 

私が入社した 1998年から 2000年の前半くらいまでは、日本

の比率が、約1／3～10％くらいはあったがもはやそれはなくな

ってしまった。唯一、日本の大口のお客様はソニーである。会社

のコア事業としてスマートフォンを位置づけて必死に事業開発

を行っている。それでもシェアは全体のマーケットシェアは数％

で、その他の群に入ってしまう。我々の収入の約70％はアジア

から得られていることになる。 

 

３、昨日の友は明日の敵 

本日の話のポイントは、このタイトルにある。今日、７０％の売

上・キャッシュをアジア地域の多くの携帯端末メーカーからいた

だいている。中国・韓国・台湾等々、それらのメーカーはクアル

コムの技術・半導体を使えば、非常に効率的にスマートフォンが

できるということで購入していただいている。 

しかし、この構造がこれからも続くのかということが大きなポイ

ントである。どうも続きそうにない。 

なぜならば、我々の売上げの半分を占める中国企業の中で

も重要なお客様である華為技術 （Huawei）。約２年前まではす

べてのスマートフォンにクアルコムの半導体を使っていた。同社

は今伸び盛りでアップル、三星に次ぐ地位に登りつめようと急成

長している携帯電話業界の雄である。今日まで我々と手を携え

てきたのだが、最近明確に戦略を転換した。 

「クアルコムさん、今までありがとう。我社も十分力をつけたの

で、必要最低限のロイヤリティは払います。しかし、スマートフォ

ンの心臓部であるチップ・半導体については、無線通信の部分

であろうとアプリケーションのプロセッサーの部分であろうと、す

べて自社製品に置換えます」と宣言して、その見通しを立てた。 

今の時点ではスマートフォンのすべては自社製チップに置換っ

ているわけではないが、ハイエンド、ローエンドのどちらも、一

部の機種にはすでに自社製のチップを使用し始めている。 

 韓国の三星も同じことを始めている。彼らも、スマートフォンの

中の半導体をクアルコムの半導体から自社製に徐々に置換え

つつある。 

 台湾にはたくさんのＯＤＭ（受託を請けてブランドオーナーに

対して端末を造って提供する会社）がある。それらの会社にスマ

ートフォン用のチップを提供し始めている会社が、Ｍｅｄｉａ Ｔｅｋ

（メディアテック）である。非常に速い速度で台湾のＯＤＭや中

国の新興会社にチップを提供し始めている。  

 いずれも、クアルコムが最も得意とし、かつ競争優位性の源泉

としていた複雑な通信プロトコルを自社でマスターして半導体化

しつつあるということである。それに加えて、グラフィックスや数

多くの信号処理を必要とするアプリケーションのプロセッサーも

ほぼ自社開発できたというステージ入っているのである。 

3年後に今回と同様のセミナーがあれば、どのようにクアルコ

ムが取り上げられるか興味深いものがある。このような状況にあ

りながらも、クアルコムが生き延びてまだまだ隆々としているか。

あるいは残念ながら、2014年2月に私が話した時がピークだっ

たねと理解されてしまうのか。今はその瀬戸際にいるということ

である。 

まとめると、スマートフォンの世界で今起こっていることは、

我々が 10数年の歳月をかけて築きあげてきた技術が成熟化し

て、それを実装しているチップもコモディティ－化しつつあると

いうことに尽きる。同じようなことは、スマートフォンの前にもたく

さん起こっており、日本のほとんどの電気メーカーが経験してい

る。例えばメモリーのDRAM、かつて日本の企業は非常に高い

市場占有率を持っていたが、それがコモディティ－化した後に

は、ほんの１０年くらいの内に 10％を切る占有率になってしまっ

 クアルコム：1985年7月設立 

・Ｄｒ. Irwin Jacobsを中心にした 7名が米国カリフォ 

ルニア州サンディエゴに設立 

・社名の由来：QUALity COMMunications 

・創業当初、具体的な製品は何もなかった 

・ビジョン：デジタル無線通信分野での技術革新 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%8E%E3%83%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%88%88%E9%80%9A%E8%A8%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4
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た。液晶パネル・DVDプレーヤー・カーナビ、皆同じようなカー

ブをとることは証明されているわけである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（講義ｐｐｔより掲載） 

 

歴史は繰り返すという言葉の通りであるとすれば、クアルコム

製半導体のスマートフォン市場における占有率は数年で大幅に

下がるはずである。なぜかというと、中国や韓国・台湾といった

新興国の企業にシェアを取られてしまうということ。液晶パネル・

DVDプレーヤー・カーナビの人たちだけが能力が足りなかった

のであって、クアルコムはそんなことにはならないと考える方が

ナイーブではないか。我々は今そのような状態にあると危機感

を募らせている。 

 

４、クアルコムが今日に至った道程 

 今日の状態は、３、で述べたとおりであるが、今までのクアルコ

ムの事業の流れをおさらいする中から、今後、クアルコムがどの

ように考えていくのか、その片鱗が伺われるので、歴史、流れを

振り返ってみたい。 

 クアルコムは、CDMAの技術開発に成功した１９９５年頃、、携

帯電話（端末）事業も行っていた。中でもの‘pdQ’というスマート

フォン。これはPalmOSとCDMAの携帯電話を合体させ、タッチ

パネルもついており、メールもWebブラウザもできる。今見ても

遜色ないスマートフォンを造ったのは 1998年のことである。しか

し、あまり売れなかった。 

なぜか、その原因は後々社内でも分析されたが、理由は二

つであった。1つは、7人の大学の先生が創り立ち上げた会社

であるから、大衆消費財のようなものを安定した品質で大量に

造ることは不得手であった。品質を含めた製造力全体から見れ

ば、モトローラやノキアには及ばなかった。ソニーとの合弁会社

まで設立したが、十分な手立てができたとは言えず、製造業とし

ては稚拙であった。 

2つは、1998年代のデータ通信料金が非常に高かったことで

ある。データ通信にどういう値付けをすればよいか、通信事業者

に経験がなかった。したがって、今から考えれば漫画的な話で

あるが、電話と全く同じ通信体系を適用された事例もある。つま

り、ブラウザやメールをやっている時間を、電話をしている時間

とみなして課金するのである。当然のことながら、メールやブラ

ウザを使ったあかつきには、1か月後の通信料金の請求がとん

でもない金額になってしまい、翌月からは誰も使わないことにな

る。 

「これはパケット代という通信料金体系にしてもらわなければな

らないのに、どうして電話会社はしてくれないのか」ということで、

今から考えればユーザーが使えるような料金体系になっていな

かった。我々がコントロールができない要因もあり、このスマート

フォンの事業はうまくいかなかった。 

  そうした経緯があって、クアルコムは 1999年にビジネスモデ

ルを転換することになり、技術開発と半導体事業に特化する決

断をしている。その年は、第3世代（３G）の携帯電話の基本技術

がCDMA（名称は IMT2000）に決定した時期と同じ時である。 

今、皆さんの使っている携帯電話は、これ以降の技術である。さ

らに同時期に、基地局部門をエリクソンに売却、翌 2000 年には

携帯電話部門を京セラに売却している。 

そして、世界最初の第3世代（３G）のサービスが 2000年に韓国

で、2001年にNTTドコモで開始された。 

 

◆「第 3 世代（３G）の登場とクアルコムの事業モデル転換の時

期がいっしょなのは偶然ではない」 

1990年代の後半、第3世代の携帯電話の技術をどのようにす

べきか議論が活発化した。なぜかといえば、第１世代のアナロ

グ方式や第 2 世代（GSM・PDC）の時分割多重方式の通信技術

では、これから爆発的に伸びるであろう携帯電話のデータ通信

の需要やユーザーの数に応えられない。したがって、新しい通

信技術を導入することが世界的なコンセンサスであった。クアル

コムも、10 数年かけて開発した CDMA 技術は非常に周波数利

用効率が良いので是非これを使いましょう、という提案をした。

数年間の議論を経て、ではCDMAで行こうかということになった。

クアルコムもほっとして、で基盤が確立できると思った。 

その矢先の 1998年に「いや、待たれよ。WCDMAにしよう」と

いう人たちが現れた。WCDMAとはWideband CDMAである。ク

アルコムのCDMAは1つの通信回線の幅を、1.25MHｚ単位にし

て複数束ねていきましょうという提案であった。これに対して

WCDMA は 1.25MHｚでなくて通信の単位を 5MHｚにしようもの

であった。それを強力に推進したのが、欧州のエリクソンやノキ

ア、日本のドコモやそのドコモに機器を供給する企業群であっ

た。第３世代携帯電話の通信方式をめぐって CDMA 対

WCDMA という紛争が勃発してしまった。これは我々にとっては

想定外であった。 

ほとんどがアンチ・クアルコム側につき、米国の企業でさえク

アルコムの仲間になったところは少なかった。クアルコムとして

は、日本・欧州対米国の戦いに持ち込んで米国の支持を取り付

けたかったが、モトローラもルーセントも「分るけれど、我々は

WCDMA でもいいよ」ということであった。米国勢はニュートラル、

の立場、日本・欧州はWCDMAがほとんどということになった。 

クアルコムへの攻撃のポイントは、「第3世代はWCDMAでや

りましょう。WのないCDMAは時代遅れだ。WCDMAはCDMA

よりも優れている。WCDMA はクアルコムの IP(Intellectual 

Property=知財)を使っていない」という戦争を仕掛けられた。 

特に、大きいのは「クアルコムの IP（知財）を使っていない」
ということであった。当時、通信業界においては一社が圧倒的に

強い IP を持つ方式を採用する習慣がなかった。従来は、業界

団体の中でコンセンサスが得られた方式をお互いにクロスラ

イセンスしながら使うやりかたで動いていた。もし CDMA が

第3世代のベースになってしまうと、クアルコムにパテントのロイ

ヤリティを一方的に支払わなければならなくなる可能性が高い

ことに皆が気付いた。したがって、CDMA ではあるのだが、クア

ルコムの CDMA とは違うWCDMAを開発し、それによってクア

ルコムの IP の軛
くびき

から逃れる、つまり、クアルコムだけを仲間外

れにすればよいという作戦に出たわけである。 

 

日本の電機メーカで起こったこと 
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◆“FRAND宣言” 

ここで国際標準における IPR(Intellectual  Property  Right)

のルールについて解説したい。それは“FRAND宣言”という言

葉に集約される。FRANDとは、Fair、Reasonable、And 

Non-Discriminatoryということで、 公正で合理的かつ無差別に

その技術をライセンスすることを宣言しなければ、その技術が標

準に認められることはない。すべての IPホルダー（パテントを持

つ人、もしくは IPを持つと思う人）が、ある技術を国際標準にしよ

うと思ったら、FRANDの宣言をしてください、ということが通信業

界のルールであり、これは今でも続いている。 

しかしながら、FRAND宣言をしないという権利を IPホルダー

は持っている。「私は、公正、合理的、無差別にライセンスする

のは嫌で、不公正に誰かに対してのみライセンスしたい」とか、

あるいは「誰にもライセンスしたくない」とか言える権利は持って

いる。 

  ところが、それをしてしまうと、第3世代携帯電話のその技術

を使った国際標準はできないことになる。 

 

◆クアルコム “FRAND宣言” を拒否 

 1998年末にクアルコムは、FRAND宣言をすることはできない

ことを明言して ITU（国際電気通信連合）に「拒否する旨」を伝え

た。拒否するとどういうことになるか。10数年かけて造ってきた

CDMAという技術が国際標準にはならないということである。も

ちろん、国際標準にならなくても、勝手に商売をするというやり

方はある。 

しかし、第3世代携帯電話のように、グローバルに間違いなく

大きくなる市場を目の前にして、国際標準はいらないという選択

肢を採るとは、クアルコム以外の会社の人は思っていなかった。

したがって、クアルコムを取り囲んで圧力をかければ、クアルコ

ムは仕方なくＦＲＡＮＤ宣言をしてＷＣＤＭＡに乗り換えるだろう

と思っていた。しかし、ＷＣDＭＡにもクアルコムの技術はたくさ

ん使っているので、クアルコムがFRAND宣言をしないとなると、

WCDMAも国際標準にならない。言ってみれば、自爆テロのよ

うなものである。自分もだめだけど、あなた方もだめであると言

ってFRAND宣言することを拒否したのである。 

1998 年にクアルコムに入社して、最初の仕事はこの「ＦＲＡＮ

Ｄ宣言拒否」の書類を日本のアライブという標準化団体に持参

することであった。世界中の標準化団体にその書類を提出する

のである。「この書類は何ですか」と聞かれて「ＦＲＡＮＤ宣言の

拒否である」と回答した。拒否してしまったら、もはや標準になら

ないわけで、「第三世代携帯電話で商売ができないことではな

いか？今後どうして商売するの？」「それはこれから考える」。 

かなりびっくりする話であった。 

  結論から話すと、それから半年後の 1999年に最終的には決

着をみた。その決着はクアルコムとエリクソンとの間の決着から

スタートする。クアルコムはエリクソンと次の合意をした。 

 “お互いに第三世代携帯電話に関する技術は、有償でクロス

ライセンスしましょう” “前言を撤回し、クアルコムはＦＲＡＮＤ宣

言を改めて行う” “規格としては複数のモードを有する単一の

規格にしましょう。クアルコムのＣＤＭＡもエリクソンのＷＣＤＭＡ

もそれぞれをモードとして位置付け、それら複数のモードがある

規格にしましょう”という玉虫色の決着であり、実は技術的には何

もしていない。それぞれは“別々の規格であるが、それをモード

と呼び、覆い隠すＩＭＴ2000 第 3 世代のスタンダードを創り、Ｃ

ＤＭＡ2000 モードもあればＷＣＤＭＡモードもあるという状態に

しましょう”。 

最後に、“エリクソンにクアルコムの基地局事業の買収をしてもら

う”という形に落ち着いた。有償よるクロスライセンスが肝であり、

クアルコムのＩＰをエリクソンが有償でライセンスすることになった。

さらに、エリクソンは赤字を垂れ流しているクアルコムの基地局

事業を買収することになった。 

 これが 10 数年前に小生自らが実感したＩＰの力である。このエ

リクソンとのディールによって、ＣＤＭＡが第3世代の必須ＩＰとし

て認められた。 

 これはサクセスストーリーではあるが、不思議にも思える。当時、

エリクソンを筆頭にほとんどの大手携帯電話メーカはアンチ・ク

アルコムであった。当時のクアルコムは携帯電話をやっても基

地局をやっても赤字、売上も小さい。そんな会社がひとりでごね

ていても、「皆で無視しよう。我々はクアルコムのＩＰを使ってい

ないのだから。ＦＲＡＮＤ宣言を拒否したって放っておけばいい。

我々で第3世代の標準をＷＣＤＭＡで創って、押し通してしまえ

ばいい」ということになぜならなかったのだろうか。それが、わた

しから皆さんのディスカッションへの質問である。 

「皆さんがエリクソンであったなら、なぜクアルコムに対してそ

うしなかったのか。それで押し通せば、１０数年前にクアルコム

の息の根を止めることだって可能であった。なぜそれはできな

かったのだろうか」 

それを後程、皆さんと意見交換・ディスカッションしてみたい。 

 

 
                           （講義ｐｐｔより掲載）                     

 

実は、クアルコム社内でもこの時に、侃々諤々の議論があっ

た。「周りは勝手に我々が死んでいくのを見ているだけだ。こん

なことをやっても勝ち残れないのではないか」と心配した社員も

多かった。「弱小の我々が、いかにＩＰのポジションがいいと言っ

ても、戦う相手が悪すぎる。正面突破しても勝てないだろう」と。   

私も個人的にはそうかなと思っていた。日本でアライブや総

務省に、ＦＲＡＮＤ宣言の書類を持っていっても、白々とした眼

で見られるだけで「お好きにしなさい。我々は業界で仲良くやる

ことを決めているのだから、書類だけ置いていって下さい」くら

いの感じで、一言もコメントはなかった。 

それが 6 か月後には、エリクソンと先のディールになり、それ

がきっかけで CDMAが第 3世代携帯電話の必須ＩＰになって、

今日のクアルコムの事業のベースになった。ＩＰのどんな力によ

ってそれが可能になったのか、非常に面白いテーマであると思

う。 

 

Ｑ）クアルコムのCDMAはそもそも何が特許になっているのでし

ょうか？ 

山田） ＣＤＭＡのベースになっているのは周波数拡散技術で

ある。周波数拡散技術は、とうの昔に発案されていて、それをク
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アルコムが特許にしたわけではない。周波数拡散技術をモバイ

ル通信に利用して、基地局と端末の間で使いこなすためにはた

くさんのトリックが必要である。そのトリックがうまく動かないと携

帯電話として通信ができない。その部分をＩＰとしてパテント化し

て戦いに使ったわけである。これがうまく機能したことがクアルコ

ムの今日を築いている。 

 

５、現在のビジネスモデル  イネーブラー（Ｅｎａｂｌｅｒ） 

 クアルコムはビジネスモデルを転換した。基地局や携帯電話

の端末事業を売却して、自らはワイヤレス通信やモバイル端末

に特化した研究開発会社になり、その研究開発の成果を、ライ

センスと半導体の形で業界に幅広く提供する会社になった。そ

して、自社では最終製品の提供はしない、という方針を貫いて

いる。最終製品は創らないので、最終製品に関わるＩＰのクロス

ライセンスやパテントの紛争に巻き込まれることのないポジショ

ンをとっている。 

 アップルや三星はお互いに死ぬほどの喧嘩をしているが、あ

の手の戦争に巻き込まれることのないポジションになった。2000

年前後には、クアルコム自身があれに近い戦争に巻き込まれて、

クアルコムのＩＰを使っていないＷＣＤＭＡが存在しているとか、

クアルコムの技術よりもよい技術があるとか、さんざん数年間も

みくちゃにされた。それを乗越えた今日、ライセンスと半導体を

粛々と誰にでも売って、ライセンスと半導体の両方から収益を得

ている。 

 我々のポジションを一言で述べると「スマートフォン時代のプ

ラットフォームを提供している」ということができる。３Ｇ（第 3 世

代）・４Ｇ（第 4 世代）、新しい通信技術を含め、世界中のネットワ

ークと必ずつながる半導体、および世界中のネットワークに必

ず使われているＩＰを我々が提供する。特に半導体では、アンド

ロイドでもＩＯＳでもウインドウズでもブラックベリーOS でも、これ

から出てくると言われるファイヤーフォックス、タイゼンなどなん

でも動かせるパッケージを提供している。 

 モバイルＯＳは悩ましい問題を我々に突き付けている。すべ

てのコンテンツやアプリケーション・サービスは、モバイルＯＳの

上で成り立つ。アップル・グーグル・アマゾン・フェイスブック・・・

世界の主たるＩＴ業界のプレーヤーは、モバイルＯＳを牛耳って

いるか、そのＯＳの上でサービスや収入を隆々と拡大させてい

る。 

 彼らからすると、チップや通信のためのＩＰなどは、最も下位レ

イヤーのコモディティに早く持っていきたい。クアルコムのチッ

プのようなものはコモディティになって、メディアテックでもなん

でもいいからどんどん出てきてほしいと彼らは思っている。 

 クアルコムは。そのあたりの事情は分かっていたので我々自

身がモバイルＯＳを提供して、ネットワークの接続技術とモバイ

ルＯＳの双方を握りたいと思った。2000年から５～6年かけてトラ

イをした。クアルコム自身のＯＳとして、ＢＲＥＷ（＊）のようなもの

をやった。残念ながらそれは頓挫し、アップルのＩＯＳ、グーグル

のアンドロイドと、今後どうなるか分らないがマイクロソフトのウイ

ンドウズフォン等に集約されてしまった。クアルコムにとって望ま

しい形になったのかといえば、そうでもないと思っている。 

 注）ＢＲＥＷ  Ｂｉｎａｒｙ Runtime  Environment  for Wireless 

しかし、今となってはどうしようもない。我々の今の戦略は、ク

アルコムのチップであればどのＯＳも乗りますという形を誰よりも

早く実現させることである。それによってＯＳ間での戦争を促す

という戦略である。今、ＯＳはアンドロイドとＩＯＳの 2 人勝の状態

にある。我々からすると、マイクロソフトのＷｉｎｄｏｗｓはもっと頑張

ってほしい。あるいは別のＯＳにももっと頑張ってもらいたい。本

当はその中にクアルコム製のＯＳを入れたかったのであるが、

今となってはもう遅い。 

スマートフォン市場はまだまだ伸びるので、スマートフォン用

半導体の競争は日に日に激しくなっている。 

クアルコムは世界の半導体市場の中で、3 番目の売上げを上げ

るまでになった。これはもっぱらスマートフォンで成功している

からということに尽きる。クアルコムのように年次の成長率が

31％という半導体会社は少ないが、台湾のメディアテックも 32％

の成長率をあげていて、半導体の世界ランキングで一気に 18

位から 14 位に躍進している。メディアテックもスマートフォンの

世界で大いに躍進している。 

 クアルコムは名実ともに世界の半導体におけるトッププレーヤ

ーになったが、我々の本質は一般的な半導体企業ではない。

先ほど申し上げたように、売り上げの3分の2は半導体であるが、

利益の 3分の 2はＩＰである。そのＩＰもモバイルの分野のみと言

ってよい。インテル、TIや三星の半導体部門のように、半導体企

業として隆々とやってきた会社と比べると我々の位置付けは異

なる。もしかしたら、そこが我々の生き延びるポイントかもしれな

い。 

 

６、二の舞を踏まない対応策は 

 先ほど、今クアルコムはメディアテックなどのアジアの新興プ

レーヤーに追いかけられて、かつて日本の電気メーカーで起こ

ったことの二の舞を踏みそうであることを話した。我々はそれに

対してどのような対応策をとっているのかというと、対応策は大き

く 2つある。 

 ひとつは、途上国向けの市場開拓において「半完成品キット」 

を提供するというアプローチ。 

  これはクアルコムの専売特許ではなくて、メディアテックが、

第 2 世代のＧＳＭで中国で大成功を収めたやり方である。彼ら

はプリント基板にどう半導体や部品を載せたらよいか、どういうソ

フトを載せたらよいかという情報を丸ごと提供する。場合によっ

てはプリント基板に全部部品を載せてボードとしてメーカーに出

荷する。出荷先はメーカーではなく販売店であることもあった。

それら販売店はプラスチックケースだけ造って、メディアテック

から提供されたボードを箱詰めにして、ＧＳＭ携帯電話を中国

で売りまくった。これによって欧米の半導体企業は GSM 携帯電

話の市場からはじき飛ばされた。 

 メディアテックはまだ LTE（４Ｇ）に力が及んでいない。しかし、

彼らも準備は万端整って今年後半から来年にかけて戦列に加

わる。 

 

 では我々はどうするかという議論を社内で侃々諤々行ってき

たが、攻撃は最大の防御であると考え、我々自身も半完成品キ

ットの提供を行うことにした。そして、このパッケージを HUAWEI、

ZTE、lenovo などの大手企業だけではなく、名前も聞いたことが

ないような新興のスマートフォンメーカーに提供して、「このパッ

ケージをこのまま使ってスマートフォンを造って下さい」というビ

ジネスを始めている。 

 果たしてこれで勝てるのか、皆さんはどう思いますか？ 

これはどう見ても、相手と同じプレーグランドで戦う状況に追い

込まれた姿に過ぎない。もちろん相手は、若干我々よりも技術

開発が遅れているので、我々のパッケージソリューションはそ

れなりに支持を得ている。しかし、同じことをメディアテックや他

の新興企業がやってきた時に、我々が勝てる要素はどこにある

のか？ 

 勝てる要素は、世界中のどの通信ネットワークトにもつながる
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ことである。さらに、どのＯＳも載る使い勝手の良さである。 

ところがそれもメディアテックができないかと言えばそんなこと

はない。我々の先行優位性があと何年あるかは楽観できない。 

しかし、やらなければ一瞬の内に中国の市場を奪われてしま

う。我々は、競争相手がやってくるであろう戦略に先手を打って

早くやっている。対応策の二つ目については以下説明する。 

 

７、クアルコムの成長戦略 

クアルコムの成長戦略について話して締めくくりたい。クアル

コムが行っているのは、通信方式や端末のアーキテクチャーを

『発案』して、それを『標準化』し、チップという『製品化』すること。

すなわち『先行開発』と『プラットフォーム化』である。最終商品を

造る『商用化』は我々のパートナーであるお客様が行っている。 

『製品化』と『標準化』の部分は、技術の進歩が止まるとどんど

ん浸蝕されてくる。技術の進歩が止まれば、新しい標準化は不

要となり、半導体を作ることは時間の問題で誰にでもできること

だからである。 

したがって、われわれが成長し続けるためには、皆さんに使

ってもらえるような価値あるアイデアを出して、それを標準化ま

で持っていく、そして、その部分をブラックボックス化することを

継続できるかにかかっている。 

すなわち、先行開発をきちんと行い、アイデアを出し、それを

誰もが使えるように標準化することである。クアルコムは、アイデ

アの創造である『発案』とプラットフォーム化である『標準化』は死

守するということである。そのために、研究開発投資は右肩上が

りである。売上げが 30％伸びれば研究開発投資も 30％伸ばす

ので、売上げに占める研究開発投資比率は約 20％をキープし

続けている。こんなにお金を使っても本当に『発案』『標準化』部

分を取り続けることができるのか、ギャンブルである。かつて

BREW をやったけれども頓挫したとか、他にもプラットフォーム

を取るべくトライをしたが断念したプロジェクトは多い。しかし、

我々は、やり続けるしかないと覚悟を決めている。 

21
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                           （講義ｐｐｔより掲載） 

 

幸いにも、モバイルはまだまだ未開の大地である。スマートフォ

ンやタブレットははコモディティ化・成熟化してきているが、スマ

ートフォンやタブレットが広く普及すればするほど、超大容量の

通信需要に応えなければならないというネットワーク側の負担は

どんどん大きくなっていく。世界中にスマートフォンとタブレット

は年間数十億台のオーダーでばらまかれる。そんなに大量の

端末がばらまかれてしまったら、使いものになるのかという問題

が早晩発生してくる。クアルコムはそこに目をつけていて、その

時代がきても端末をサクサクと動くようにする方策に注目してい

る。 

 具体的な取組みとして、超小型基地局（スモールセル）がある。

これは10円玉を何枚か並べた程度の超小型の基地局を開発に

し、これをそこかしこにばらまくというモデルである。皆さんのス

マートフォンンの使い勝手を上げようと思えば、物理的な法則で、

どうしても基地局が目前になければならなくなる。極端に言えば、

スマートフォン 1 台の目前に専用の基地局があれば、ほとんど

有線でつながっているのと同じ使い勝手を提供することができ

る。皆さんが座っている机に 1 台の小型基地局があり、光ファイ

バーでネットワークに繋がっているような状況である。 

 それを実現させるにはどうしたらよいか？当然、机ひとつひと

つに基地局を載せてしまうと、その基地局同士が干渉したり妨

害を与えあったりして、思っている性能が出なくなる。今までは、

基地局は通信事業者が、どこに配置して、どれだけのカバレッ

ジを取るかなど、事前にコーディネートして配置している。基地

局をを勝手にばらまいてインフラになれと言っても、それは無理

と考えられている。しかしそれは今のアーキテクチャーであるか

ら無理なのであって、それを覆し可能にする方法はないか、ク

アルコムは今一所懸命トライしている。 

 超小型基地局が自動的に周囲にある超小型基地局の状況を

察知して、しかも大型の基地局の様子・状況も観ながら、必要最

小限の送信出力で最大限の通信能力をユーザーに提供するア

ルゴリズムは可能かという課題である。 

  これがうまくいけば、我々のビジネスの新たな軸足として、超

小型基地局のビジネスを追加することが可能になるかもしれな

い。なぜならば、この部屋（研修室）だけでも超小型基地局10台

くらいの需要が見込めるかもしれないからである。今後、このビ

ルの屋上にある1台の携帯電話基地局では、皆さん全員の通信

需要を賄うことはできないはずであり、超小型基地局は１部屋に

1 台になり、そして１机に 1 台になってくる。果たして、その様な

世界をクアルコムがリードできるかどうかという話である。 

我々はファブレスであるので、チップを造る部分を切り離して

も、もし「先行開発」と「プラットフォーム化」の強みを維持できれ

ば十分生き残れる可能性はある。先ほどの超小型基地局も、極

端なことをいうと、超小型基地局の中に使われる半導体は他社

製でもいいのかもしれない。。 

 もうひとつ、取り組んでいるのがディスプレーである。今、スマ

ートフォンやタブレットのディスプレーは液晶か有機ELである。

クアルコムは、液晶でもなく有機ELでもない、新しい方式のディ

スプレーの技術開発をここ数年行っている。シャープと組んで、

商用化に向けて最後の仕上げに入っている。我々のビジョンと

しては、第１世代、第2世代の携帯電話を全く新しい通信方式に

切り替えたように、新しいディスプレー技術で、モバイル向けデ

ィスプレーの分野を塗り替えたいと思って取り組んでいる。  

超小型基地局にしても、新しいディスプレーにしても当たれ

ばよいのだが・・・。注目に値するのではないだろうか。3 年後に

クアルコムがどのような姿でいるのか、私自身も楽しみにしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 

 

 

 

 （山田講師からの課題提示） 

では、先ず私が、冒頭提示させていただいた疑問に戻って

みたいと思う。それは「クアルコムが1998年～99年に、WCDMA

対 CDMA で非常に苦しい状況に追い込まれたとき、唯一戦い

に使える武器が IPであった。それを使った。それが結果的に道

を拓いた」というストーリーを申し上げた。「IP とはそのように使え

る価値があるものなのか？」ということを課題提起してみたい。

当時クアルコムのパテントは、少なくとも数百件登録されていた

ので簡単に無視できない物量のIPを蓄積していたことは間違い

ない。 

しかしながら、事業規模や業界におけるポジションがあまりに

も違いかつ弱いクアルコムに対して、エリクソンや世界中の名だ

たる大企業が戦いに苦慮しなければならなかったのはなぜだ

ろうか。これをどなたか、きっとこうことだろうと解説できる方がい

たら持って帰りたいと思っているがいがだろうか。 

 

許斐) 入り口でプリミティヴな回答案であるが、標準化をする時

にインテルのようにディファクトスタンダード（事実上の標準）とい

うものもあるが、先ほどからの話にあったように ITUR（国際電気

通信連合 無線通信部門 International Telecommunication 

Union Radio-communications Sector) が、国際論議の名のも

とに統一しようと決めたことが大きく影響している。デェジ

ュールスタンダード（公的標準）の中で議論しようとしたが

ロックアップというか規制を受けて、その中でしか議論でき

なかった。第 2 世代移動通信システムの PDC (Personal 

Digital Cellular) や GSM のやり方は地域標準であった

が、第3世代はそれを世界標準に適用しようとしたが簡単に

はできなかったことが大きいのではないかと思っている。ク

アルコムには運が良かった。 

 

山田） もし、私がエリクソンであったとして、クアルコムが最後の

砦とする IPを無視してWCDMAで一点突破を図ることをしただ

ろうか。それをできると思うのか、やはりそれは無理なのか。 

 クアルコムから訴訟をされたとしても、圧倒的に強いマーケット

の力があり、エリクソンをはじめ業界は皆仲間であるとなれば、

クアルコムはパテントトロールであるというネガティブキャンペー

ンを張れば訴訟になっても怖くないのではないか。そこはどの

ように考えるか。 

 

許斐） クアルコムの特許がどれだけあるかは定かではないが、

あるデータによると世界の３G（第3世代）CDMAの 4割くらいを

持っているとしている。これは余りにも大きく、無視できない。 

LTEへという世代間交代もあったが、それでもクアルコムが IP

ビジネスを継続できるということは、技術の世代交代に関わらな

い必須特許をいくつか持っているのではないか。世代間交代に

特化していない基盤の技術やノウハウがあってそれで延命して

IPビジネスを続けてできているということではないか。 

 

山田） 今、３G（第3世代）から４G（第4世代LTE）に代わる時は

どうなのかという話があったが、少し解説してシェアしてみたい。 

 やはり、世代が代われば、たとえば TDMA（時分割多元接続）

から CDMA（符号分割多元接続）に代わった時には大幅に方式

が違うので、その間をまたがって機能する共通する IP というの

はほとんどなかった。では３G(第3世代)から４G（第4世代）LTE

になった場合にはどうかということであるが、やはりそれもかなり

違うので第3世代のパテントの大半が適用できないものになる。 

 クアルコムはどうしているかというと、自社開発・買収の双方で

現在の LTE、さらには LTE の将来系の技術にも対処できるよう

に IPを必死でかき集めたり開発したりして、ロイヤリティを払って

もらえるような説得力あるポートフォーリオを創っている。実は３

G（第3世代）から４G（第4世代LTE）への移行が取りざたされた

2000 年後半、2006 年以降は極めて深刻なディスカッションを社

内で行っていた。いよいよ CDMA ではなくて OFDMA という

LTEの議論がきそうである。その時にCDMAで禄を食んでいる

会社でありながら、社内では OFDMA をやっている開発チーム

をキープして永年にわたる開発をさせていたということと、もうひ

とつ、OFDMA の技術を開発したフラリオンという会社を買収す

ること、この 2 つを実施していた。それがなければ、世の中が

LTE になって世代が代わった時にクアルコムの IP はもはや不

要になっていて、ロイヤリティを払わない運動が急速に高まって

いったと思う。 

 ところが、現在にあっても利益の3分の2を IPのロイヤリティを

稼いでいるように、第4世代LTEになっても、クアルコムの IPか

ら逃れることができないという状況を 10 年以上かけて創ってい

る。  

一方、クアルコムは早々にLTE専用の端末からのロイヤリティ

ーのレートを下げることは宣言している。やはり世代が代わり、

技術が変われば、当然その前の世代で生きていた人たちは苦

しくなるのは事実であり、我々の IPのビジネスでも同じである。 

 

Q) モバイルフォンを含むメーカーはクアルコムにロイヤリティを

払うのだが、特許はクアルコム以外にもある。すると、クアルコム

ににロイヤリティを払うと、他の企業のロイヤリティもクアルコムが

すべて面倒を見てくれるから後は払わなくもよいのか。 

山田） 我々のお客様が我々ライセンス契約をしていただける時

に、そのメーカーが持っている IPを我々にクロスライセンスして

いただく。それを我々のお客様にサブライセンスする権利を下

さいということをお願いしている。我々がパテントプールのハブ

のようになって、クアルコムにロイヤリティを払っておけば、クア

ルコムとライセンスしている他のメーカーの IPも自動的に含まれ

るという IPのビジネスをやっている。ただし、我々とライセンス契

約する相手メーカーは必ずしも我々にサブライセンスの機能を

与えなくてもよいとしている。 

 

Q) 第 2世代の方式は日本では PDC、世界では GSMだった。

PDCやGSMからCDMAに置換える、つまり通信会社が旧世代

から新世代の基地局に置き換えるための投資で 1社当たり 2兆

円くらいかかった。同様の投資を世界中でどの国もができるの

かは疑問もある。 

結局、通信会社に消費者が払わなければ投資できないことに

なる。世代間交代は先進国でお金の余裕があればできるが、世

代が変わると今まで使えたものが使えなくなる不都合も発生す

る。世代がどんどん進化する競争が本当に消費者のためなの

か、どう考えたらよいのか。 

山田） 確かに世代が変わると当然それに対応する端末や基地

局等も変えなければならない。通新事業者のインフラ設備は多

額の投資が発生するので簡単にはいかないことは確かである。

GSMから３G・CDMAに換るのに約 20年間かかっている。これ

から第4世代のLTEの換るのにも10年以上かかるだろうと言わ

れている。 

質 疑 応 答 
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しかしそのスピードは年々早くなっているのと、端末側でバッ

クワードコンパティビリティを取るためのマルチモードの対応が

どんどん安くなる。したがって、これからはよい方式が生み出さ

れれば、その方式に向けて世代が変わるのは、かなり早いかも

しれない。特に、発展途上国の方が、最先端の技術を安いイン

フラで入れてくるということになる。もしかすると先進国の方が過

去のレガシーを引きずり最先端の技術は入らないが、アフリカ

の各国の方がよほど早く最先端の LTE で埋め尽くされて、皆サ

クサクとタブレットを使っている状態にもなりかねない。インフラ

のコストも、端末のコストがコモディティ化してどんどん下がって

いる。先ほど申し上げた弁当箱のような超小型基地局の開発が

成功すれば、インフラビジネスもそのあり方を変えなければなら

ないし、コストの概念も大きく変化する。 

あと 10年もすれば技術の世代間交代に長い時間がかかる状

況も変わるであろう。 

 

（クアルコムが CDMA で発展する前からクアルコムを観て関わ

っていた辻様からコメントを含めてお願いします） 

 

辻） 私は約 40年間 IT関連の商社マンであり、実は、山田様が

クアルコムに関わられる前の時代のクアルコムからお付き合い

をさせていただいている。そこから考えると、見事に変身したな

と思っている。 

  アーウィン・ジェイコブズとアンドリュー・ビタビ。この 2 人が

1968 年にリンカビットという会社をつくり大成功している。事業と

しては映像に暗号をかけて通信することで成功し、その他いく

つかの会社を経営しており 1985 年にクアルコムを設立創業し

た。 

 当時、私は米国にいて、1986～87 年にクアルコムに行ってい

る。衛星を介してトラックと事務所間の通信をするオムニトラック

スをクアルコムが最初に事業化した。その時には、ニューヨーク

いたのだが、紹介を受けて会ってみると、「投資をしてくれ」とい

う内容であった。その話は私が単独で握りつぶした。なぜなら

ば、携帯の話が全く出なかったからである。衛星通信には興味

はあったが、投資をしてまでする事業ではないと思った。この時

仮に 100 万ドルでも投資していたら、巨万の富を得ることになっ

て・・・・ほんとに大きな魚を逃がしたと反省することしきりである。 

1985年～2000年までの15年間オムニトラックスの事業は継続し

て、2013 年に売却している。20 数年間続けてきたことも立派で

あるが、これほど劇的にビジネスモデルを転換した会社も珍し

いと思う。その衛星通信のオムニトラックスから、途中携帯電話

の端末までやっている。実は山田様が入社する前、携帯電話の

端末事業をやっている時に、クアルコムに2～3年前までいて20

数年付き合っていた人から「助けてくれ」と言われた。その時の

クアルコムには資金がなく、スプリントに端末を納入する大きな

商談でベンダーファイナンスを要求されているので、その援助

をしてほしいとのことであった。1993～94 年のことであった。結

果的に当時の日商岩井（株）は 2 億ドルのファイナンスを実行し

た。資金を貸す先はクアルコムのお客様つまりスプリントであり、

スプリントには光通信ネットワーク事業を構築する時にベンダー

ファイナンスを行った経験があったからである。その時にも、ま

さかクアルコムが IP をコアにしてライセンスビジネス、半導体、

そして最近で言えばスナップドラゴン、システムオンチップまで

やって、このように大きな企業になろうとは夢にも思わなかっ

た。 

最初の15年間といえば、オムニトラックス、携帯端末で苦労を

したが、その後の15年間の流れは、あと5年間くらい続くのだろ

う。そしてさらに15年先にどのような形で反映するのか非常に興

味のあるところである。 

 と言うことで、今のクアルコムになる前にもう少し踏み込んでお

けば・・・というのが反省である。 

 

Ｑ） 通信のビジネスではメディアテックとかファーウエイとかが

追いついてきたとの話であった。そうした脅威に対してさまざま

な手を打っているとのことである。今、会社の通信部門に属して

いて瀕死状態にある。それでも今まで事業をやってきた人たち

は、今までやってきたことを止めて次に行くということはなかなか

できなくて、部では新しいことをやりなさいと言われているのだ

が、全体から見れば弱小の部隊である。クアルコムの場合には、

新しいことを実行している部隊は全体の中でどのくらいのリソー

スをかけているのでしょうか。 

山田） もっともな質問である。我々の企業も大きくなったし、特

に半導体部門は世界のトップ３に入るまでになった。半導体部

門のオペレーションの中で何か突拍子もないことをしようと言うこ

とはありえない。それは日本の会社もアメリカの会社もどこでも

同じで、会社の事業ドメインの中でメジャーとなったところはそ

れをやるしかない。私の前職がパナソニック、松下であったので

そこと比べてみると、クアルコムにはそれなりの数の新規事業を

小さくとも数年間はやらせ続ける土壌はある。それに尽きると思

う。 

 言うは易し行うは難し、であると思う。屋台骨である半導体部門

の多忙な技術者から見ると、新規開発グループは「何を穀つぶ

しみたいなことをやってるんだ」ということになる。本業で稼いだ

貴重な利益を使って彼らは遊んでいるように見えるわけである。

それでもやっているプロジェクトがかなりある。会社にはそれを

やる余裕がある程度あると言ってしまえばそれまでであるが、会

社の業容が好転する以前から常にずっとそうなのである。ＣＤＭ

Ａで事業を発展させる一方で、やはりこれからは OFDMA をや

っておいた方がよいのではないかというグループが必ずキープ

されているし、アンドロイド等に対抗すべく自分たちもＯＳの開

発をやるべきだとするグループの存在は許されている。そのト

ータルのマネジメントがうまいと言える。 

結局創業したメンバーが元々何を考えているかと言えば、面

白いことをやりたいわけであり、それで会社を創っているので、

常に何か新しいものを生み出しているかということに注目が行く

ような雰囲気がある。だから、穀つぶしと称されるグループも、

会社の中でトップから認められてしばらくやっていてもいいよと

言われれば、それは誇りでもある。メインの業務をやっているグ

ループと新規事業をやっているグループの間にはコンフリクト

はあるもののとにかくやらせている。 

 

Ｑ） 今の話に関連するのだが、BREW とかＯＳのようにうまくい

かなかった場合にその分野はやめてしまうのか。また手を変え

てまたやるのか。どちらだろうか。 

山田） どうにもならないという時には、比較的躊躇なくやめる。

ただエンジニアの処遇はどうかと言えば２つに分かれる。エンジ

ニア自身が他社に行ってもっとやり続けたいと、自ら辞めるケー

ス。会社としてはこの分野では失敗したけれども何か次があるだ

ろうと社内でキープして既存の事業部のエンジニアとして再配

置するケースである。社内での再配置は積極的に行う。 

しかし、それに乗る人とそうでない人がいて、やめる人も結構

多い。そこは日本の電気メーカーより米国の方が流動性は圧倒

的に高い。 
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Ｑ）FRAND 宣言を拒否したというところに興味を持った。それを

どのように意思決定したのかいうことと、先ほどの話の中で、そ

の時「面白いことをしたい」ということにそのヒントはあるのだろと

感じたがいかがでしょう。 

山田）経営者の価値判断として、長いものに巻かれても事業の

規模を維持したいということよりも、やはり自分たちの技術で自

分たちのやりたいこと、面白いことをやりたいという考えをベース

に物事を観ていると思う。「大戦争と言う以前に、相手のＷＣＤＡ

Ｍの方がスジが悪い。だって、我々の模倣ではないか。そんな

のにすり寄って、そこで延命させてもらわなければならないの

か私には理解できない」と当時、経営者は言っていた。 

 

Ｑ） 半導体事業会社ではなくて、モバイル通信分野の技術開発

にアイデンティティであるとの話であった。ディスプレーの開発

はモバイル通信分野としてのアイデンティティもしくはドメインな

のか。それとは関係なく、技術開発でこの辺を掘ると革命的に面

白いことができそうだなという感じなのか。どちらの方が強いの

だろうか。 

山田） 技術開発会社といっても、やはりなんでもよいとは思って

いなくて、モバイルに関連する分野に領域は絞っている。ディス

プレーは関係があるのかとの質問であるが、これはおおありで

ある。皆さんのスマートフォンの電力の半分以上はディスプレー

で消費されている。スマートフォンを長期間にわたって使えるよ

うにするにはディスプレーの消費電力を下げなければならない。 

モバイル端末を「常時」使ってもらおうと思うと、無線通信や半導

体のチップでいくら頑張ってみたところで、蓋を開けてみたらデ

ィスプレーが大きく電力を喰ってしまっている。ここを解消しない

と最終的な使い勝手の向上にはならない。ゆえにディスプレー

にも力を入れるのである。 

 

Ｑ） 創業からの 30年間を振り返ると、非常に巧くビジネスのポ

ートフォーリオの転換をしてきたと思う。転換のその時々の経営

判断は何をもとにしていたのだろうか。市場を観る目でマーケテ

ィングが優れていたのか、もしくは会社が大きくなっても創業時

代のメンバーが常にベンチャーの思想や考え方を堅持してきた

のか、どちらでしょうか。 

山田） それは難しい質問である。例えば今日のビジネスモデル、

すなわちＩＰと半導体の事業に転換した2000年の時点振り返りな

がら考えると、洞察力がよかったとか、先を観ていたということも

あるが、止むを得なくそうなっている面もある。 

携帯電話や基地局ビジネスの収益力は弱く、エリクソンとも何

らかの関わりを持たなければ生き残れない。従来の事業構造を

維持することはできなかったわけである。 

 その時点で最善・最適と思われる判断をしただけである。 

 

Ｑ） 少し話は変わるが、プラットフォーム化、半完成品キットの

話で、これは昔インテルがパソコンでやってきたことが携帯電話

でも起こっている。もはやそういう世界に入っているということで

あると思う。こうした動きが進んでいくと、力のあるメーカー以外

はスマートフォンを根本的に差別化することができなくなって、

どんどん端末機器メーカーが淘汰されていくことになる。もっと

コモディティが進んで価格が下落する。あまり望ましくない方向

に行く可能性があるのではないだろうか。 

山田） 好ましいか否かは別にしてもそのようになっていくと思う。

コモディティになっても世界の 70億人が持つ、もしくはひとり何

台も保有するようになる。コモディティ化することが会社のビジョ

ンに照らして望ましくないとは一概には言えない。その中で生き

残る方法、もしくはビジネスとして収益を上げ続けることができる

方法を見つけられればコモディティ化も悪いことではないと思っ

ている。 

 

Ｑ） そこまでいくと自ら端末メーカーとしてスマートフォンを出

すということもあるのではないか。例えばマイクロソフト自身がタ

ブレットを出したようなことも戦略としてありうるのではないだろう

か。 

山田） 我々自身がスマートフォンという最終完成製品を造って、

市場に打ち出すことはないだろう。端末がコモディティ化しても

ネットワークのコアのところだけは握るようにしたい。その上でビ

ジネスチャンスを模索していくことになるが、最終商品を作ること

は想定していない。 

 

Ｑ） の売り上げ 20％程度を研究開発に投資している会社はそ

んなに多くはないと思う。その意味で、次あるいはその次にどこ

を狙っているか非常に興味深いところ。資料にはヘルスケアと

かスマートコミュニティとかが載っているが、そのようなテーマを

見つけ出す仕組み等を聞かせていただきたい。 

山田） 何が当たるか分らないが、何かをやり続けなければなら

ない、そのやり続けるテーマをどうやって選ぶのかという質問は

時々受ける。そのための経営企画室という組織はない。ボトムア

ップが主たるものである。先ほども言ったように、そこそこのリソ

ースの研究開発部門は社内に用意してあるので、常に何かを提

案してきなさいということでアイデアのジェネレーションが行わ

れている。そしてトップも、元々技術者上がりの経営者であるか

ら常に目を輝かせて新しい技術や商品開発のテーマについて

は侃々諤々と議論をする。その中から、これとこれは数年間か

けて開発投資をしようかというものが自然と決まってくる。 

 逆に言いうと、その提案者は社内のロビー活動に大変である。

仲間をつくってトップマネジメントを説得して、トップが社内で「こ

んなことを言っている人がいるがそれは筋がよいのか？」と聞か

れた時に、「あれはよい」と言ってもらえるように、社内で根回し

することにかなりの労力を使っている。それに耐えて残った提案

がテーマとして認められる。とはいうものの、落とされたテーマ

であっても、最後はトップの「私はよいと思うからやってみたら」と

いうものいくつかある。 

 

Ｑ） 先ほど基地局の小型化のアイデアを伺ったが、例えばその

ような話であれば国を挙げてという類の話にもなる。欧州ではや

っていたり、ライバル会社の動向とか進度とかはどのように考え

ているか。 

山田）欧州も日本も、特に韓国や中国は国策として次世代のモ

バイル通信やそれに使われる技術を開発しようと、すごいリソー

スをかけて取り組もうとしている。ただ、クアルコムの場合は元々

国の支援を受けて今日まで来たというわけではないし、今のとこ

ろ基本的には唯我独尊でわが道を行くというやり方しかやって

いない。 

 経営者が大学の先生であったこともあって大学とのコラボレー

ションは結構やっている。その中からヒントを得ているようなこと

は熱心に行っているように見える。 
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司会）長時間にわたりクアルコムの真髄に関わるお話をいただ

き、理解も深まったと思いますし、皆さまの自社の事業のあり方

に貴重なご示唆をいただけたと思います。 

山田様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

                                 （了） 

 

（文責  特定非営利活動法人技術立脚型経営研究会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ＭＯＴセミナー・研究会・機関紙・会員入会 のお問い合わせ 

 

特定非営利活動法人 技術立脚型経営研究会 

〒221－0835 横浜市神奈川区鶴屋町二丁目１７番１号 相鉄・岩崎学園ビル 

TEL  045-313-4833    FAX  045-313-4899 

URL  http://www.jctm.jp 
 

                                     

http://www.jctm.jp/

