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1．	知財戦略成功で世界第3位の	
半導体メーカーに

クアルコム（米）は、インテル（米）、サムスン
電子（韓国）に次ぐ世界第 3 位の半導体メーカー
である（図表 1）。マイクロソフト（米）とのウィ
ンテル連合で一時代を築いたインテル、メモリで
名をはせたサムスン電子に比べると知名度が低い
黒子的半導体メーカーだが、2013 年、世界の半導
体市場が伸び悩む中、半導体売上高を前年比 31％
増と大きく伸ばした。開発・設計に特化し、生産
は TSMC（台湾）、サムスン電子等他社に委託す

るファブレス（自社工場を持たない企業）である。
クアルコムの高成長を支えているのは、第 3 世

クアルコムの知財戦略
—3G 携帯端末の知財を押さえて急成長、目下の懸念材料は中国との泥仕合—

Point
❶  インテル（米）、サムスン電子（韓国）に次ぐ世界第 3 位の半導体メーカーであるクアルコム（米）

は、2013 年、世界の半導体市場が伸び悩む中、半導体売上高を前年比 31％増と大きく伸ばした。
❷  クアルコムの高成長を支えているのは、第3世代携帯端末関連の知財群である。「スマホのインテル」

の異名を持ち、スマートフォンの心臓部、アプリケーションプロセッサーで世界シェアの過半を占
めている。

❸  鵜飼の鵜匠よろしく、世界の端末メーカー、半導体メーカーが稼いだ金を吸い上げているクアルコ
ムだが、難敵が現れた。中国である。同社の CDMA（符号分割多元接続方式）関連技術を使用し
た企業からライセンスフィーやロイヤリティーを徴収しようとするクアルコムに、中国の国家発展
改革委員会が、独占禁止法に抵触する可能性があるとして調査を開始した。

❹  クアルコムは、CDMA という画期的技術を基盤に業容を拡大したこともあり、日本では技術志向
の企業と見られることが多いが、同社の本質は「何が売れるか」を最優先で考えるマーケティング・
カンパニーである。

❺  日本メーカーが、稼ぐ仕組みづくりに長けた同社から学ぶべき点は多い。
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図表 1　2013 年・半導体メーカー売上高ランキング

出所：ガートナー

順位 社名 売上高（百万ドル） 前年比伸び率（％）
1 インテル 48,590 ▲ 1.0
2 サムスン電子 30,636 7.0
3 クアルコム 17,211 30.6
4 SKハイニックス 12,625 40.8
5 マイクロン・テクノロジー 11,918 72.3
6 東芝 11,277 6.3
7 テキサス・インスツルメンツ 10,591 ▲ 4.7
8 ブロードコム 8,199 4.4
9 STマイクロエレクトロニクス 8,082 ▲ 4.0
10 ルネサスエレクトロニクス 7,979 ▲ 12.8
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代（以下 3G）携帯端末関連をがっちりと押さえ
た知財群である。「スマホのインテル」の異名を持
ち、スマートフォン（以下スマホ）の心臓部、ア
プリケーションプロセッサー（以下 AP）で世界
シェアの過半を占めている（図表 2）。

携帯端末は第 1 世代（以下 1G。アナログ）か
ら第 2 世代（以下 2G。デジタル）、3G（高速デジ
タル）へ進化を遂げてきた。現在、世界の主流は
2G だが、スマホ普及に伴うデータ量の爆発的増
加で、大量・高速データ通信が可能な 3G に移行
中である。携帯端末接続数で 3G が占める比率は、
2013 年の 3 割から、2016 年ごろには第 2 世代を
抜いて 5 割弱となる見通しである（図表 3）。

クアルコムを世界第 3 位の半導体メーカーに押
し上げたのは、CDMA（符号分割多元接続方式）

という通信技術である。1985 年設立のクアルコム
の出発点は軍事用通信技術開発のコンサルタント
業であり、CDMA も元は軍事技術だった。CDMA
は少ない基地局、多数の端末接続という環境下で
も安定した通信が可能で、大量のデータも処理で
きる画期的な技術だが、開発当時は大型高速コン
ピュータが必要で、携帯端末への搭載は不可能と
考えられていた。

1999 年、国際標準化機関 3GPP は、データ通
信に優れた CDMA 方式をベースとする 3G 規格採
用を勧告した。半導体の小型化により、携帯端末
への搭載も可能になった。3G 時代の到来を見越し
たクアルコムは、自社 CDMA 技術に加えて、ス
マホに欠かせない Wi-Fi 関連技術（インターネッ
ト接続技術の一種）とその知財を持つ企業買収等
により、スマホ関連の技術を完璧に押さえた。3G
には W-CDMA と CDMA2000 があるが、どちら
の技術が使われてもクアルコムが潤う。

クアルコムは、スマホやタブレット向けを主力
とする半導体事業（2013 年度売上高構成比 67％）
とライセンス事業（同 30％）から成る。

クアルコムの看板商品・モバイル端末向け半導
体「Snapdragon」は AP、無線通信を行うベース
バンド、GPS などの機能を満載、高性能・省スペー
スが求められるハイエンド・スマホで圧倒的支持
を得ている。連結売上高は 2013 年度までの 4 年
間で 2.4 倍、純利益は 4.3 倍に拡大している（図表
4）。2014 年 4 〜 6 月期連結決算も、前年同期比

図表 2　 スマートフォンのアプリケーション 
プロセッサーのメーカー別世界シェア
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（注）2014 年 1 〜 3 月期
出所：米ストラテジー・アナリティクス

図表 4　クアルコムの業績推移
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図表 3　 世界の 2G・3G・LTE ／ 4G のモバイル
デバイスとモバイル接続数構成比

2013 2016 2018 （年）

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（％）

68

29

3

44
48

8

26

59

15

2G 3G LTE/4G

出所：シスコ「Visual Networking Index（VNI）」（2014）
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9％増収、42％増益（純利益ベース）と好調である。
ライセンス事業も年々収益が拡大している。第 3

世代携帯端末関連の知財をクアルコムが押さえて
いるため、アップル（米）やサムスン電子など他
メーカーは、スマホやタブレットを製造・販売する
際、（契約により形態は異なるが）クアルコムにラ
イセンスフィー（ライセンス契約時に支払う）やロ
イヤリティー（携帯端末の製造・販売量に応じて
支払う）を支払わなければならない。スマホやタ
ブレットが売れるたび、クアルコムにお金が入る。

ファブレスの強みを活かしたスピード経営もク
アルコムの強みである。スマホ用 AP で、メディ
アテック（台湾）が低価格を武器にプレゼンスを
高めているが、クアルコムも低価格帯を投入して
対抗している。

クアルコムは第 3.9 世代とも呼ばれる LTE、4G
の OFDMA のコア技術や知財も企業買収等により
手中にして、携帯端末が売れれば儲かるというビジ
ネスモデルを盤石にしようとしている。低価格帯の
広がりは利益の下押し要因になるが、3G/4G はス
マホの普及とともに順調に拡大する見通しで、中長
期的にはクアルコムの業績のプラス要因になる。

2．最大市場・中国での泥仕合
鵜飼の鵜匠よろしく、世界の端末メーカー、半

導体メーカーが稼いだ金を吸い上げているクアル
コムだが、難敵が現れた。中国である。

中国は世界最大のスマホ市場であり、クアルコ
ムも売上高の 49％（2013 年度）を中国で稼いで
いる（図表 5）。

中国での問題点は以下のとおりである。
ライセンス事業に関しては、①ライセンシーが

販売台数を過少申告しているのではないかという
疑惑、②ライセンスフィーを支払わないで勝手に
販売しているメーカーの存在があり、中国でのラ
イセンス事業が一筋縄ではいかないことが明らか

になっている。
半導体事業については、中国のアップルともい

われる急成長中のスマホメーカー小米科技から受
注したことなど明るい材料もある。その一方で、
中国の国家発展改革委員会が、クアルコムに関し
て独占禁止法に抵触する可能性があるとして調査
を開始したことが先行きに影を落としている。

独禁法調査については「事実上の価格交渉（値
下げ要請）」「国内産業育成のため 1」など諸説あ
る。図表 5 のとおり、クアルコムの売上高は 3G
携帯端末メーカー、半導体メーカーが集中してい
る東アジアに偏っている 2。調査に入った時点で、
中国の端末メーカーがクアルコムとの取引に及び
腰になることも予想されるため、短期的には業績
のマイナス要因となるだろう。

3．本質はマーケティング・カンパニー
クアルコムは、CDMA という画期的技術を基盤

に業容を拡大したこともあり、日本では技術志向
の企業と見られることが多いが、単純にそう考え
ると本質を見誤る。

クアルコムは、売上高研究開発費比率 20％の企
業ではあるが、見ているのは技術だけではない。
政治・経済・社会全体を見渡して、「次に何が売れ

1  中国ではスプレッドトラム社など、スマホ向け AP のファブレス企業が台頭している。
2   売上高が一部の地域・国、メーカーに偏っていることはクアルコムも認めている。メーカー別では、サムスン電子（売上高構成

比 10％超、2013 年度）、アップル（ホンハイ等を経由して。同 10％超）など。

図表 5　 クアルコムの国・地域別売上高構成比
（2013 年度）
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出所：クアルコム

クアルコムの知財戦略
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るか」を最優先で考える、経営学の教科書のよう
な企業である。技術は自前にこだわらず、企業買
収、提携、技術者のヘッドハンティングなど何で
もありで、Wi-Fi、OFDMA といった 3G/4G の知
財掌握に必要で自社にはなかった技術は買収で獲
得している。基幹技術を時代のニーズに合わせて
磨き、足りない技術は買収等で周囲を固めて儲け
に結び付けるという仕組みづくりが非常にうまい。

芸術的ともいえるビジネスモデルを築いたクア
ルコムだが、クアルコムの主要ターゲットである
中高価格帯携帯端末は先行き市場縮小が予想され
る。クアルコムは「Internet of Things（IoT）」な
らぬ「Internet of Everything」と称して自動車、
スマートホーム、スマートシティ、スマート
ウォッチへの進出を図っている。自動車では、携
帯端末で培った無線技術を応用できる電気自動車
への無線給電等に取り組んでいる。自動車はクア
ルコムにとって未踏の分野だが、仕組みづくりの
うまさを武器に主導権を握る可能性はある。

4．日本企業への示唆
自社工場も自社最終製品も持たないファブレス

企業・クアルコムはどうしてここまで成長できた
のだろうか。

クアルコムも、2G 時代には、CDMA 技術普及
（？）のため、携帯端末や無線基地局部門を持って
いた。だが、いかんせん、クアルコムは時代の先
を行き過ぎていた。2G 時代の欧州は GSM 方式、
日本は PDC 方式が主流で、CDMA 方式を使用し
ていたのは一部北米、韓国、香港くらいであった。

クアルコムの 2G 携帯端末、無線基地局はいず
れもうまくいかず、携帯端末は京セラに、無線基
地局はエリクソン（スウェーデン）に売却された。
以降、クアルコムは 3G 携帯端末半導体の開発・
設計に総力を挙げることになる。「3G 携帯端末半
導体で儲ける」という目標を定め、関連知財を完
璧に押さえ、携帯端末メーカーや半導体メーカー
から利益を吸い上げるという方向に舵

かじ

を切ったの
である。

対する日本メーカーはどうなのか。日本メー
カーはともすれば技術至上主義に陥り、技術者も
自社が開発した技術を手元に囲い込みがちで、大
局観に立って時代のニーズに合ったビジネスモデ
ルを築いて儲けるという発想に乏しい。他社に汗
をかかせて利益を吸収するクアルコムの手法は日
本人から見ると異質かもしれないが、技術はある
のに儲からないと嘆いている日本メーカーが学ぶ
べき点は多い。

クアルコムのアニュアルレポート（2013 年度）
には競合企業についての言及がある。ブロードコ
ム（米）、エリクソン、ハイシリコン・テクノロジー
ズ（中国・華為技術の傘下企業）、インテル、メディ
アテック、サムスン電子等、具体的な競合企業を
挙げているが、日本企業は 1 社もない。

現在、半導体分野で世界トップクラスに位置す
る日本企業といえば、NAND 型フラッシュメモ
リーでサムスン電子と首位争いを繰り広げている
東芝である。だが、スマホ用 AP で競争力のある
日本企業はない。

自社製品向け半導体開発から出発した日本企業
は、マーケティングの視点に乏しく、クアルコム
のような設計・開発型にも、TSMC のような受託
生産企業にも、（東芝を除き）サムスン電子のよう
な垂直統合型企業にもなれなかった。クアルコム
の比較対象になる企業が 1 社もないという事実
が、今の日本の半導体産業が抱える問題の根深さ
を表している。
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