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【お願い】 

本ケーススタディーは、弊社主催の「国際標準化と事業戦略勉強会」にて、2012年から 2015年にかけて行った

事例研究の成果です。本ケーススタディーに記載された内容は 2015年に確認したものである点を、ご了承くだ

さい。 

 

【事前課題】 

レポートは A4で 1枚とし、事前提出でお願いします。レポートでは、以下の設問にストレートに答えてください。

レポート作成に当たり、関連書籍や文献を参照することを、推奨し、歓迎します。三つの問いを、相互に何度も

見直し、レポート作成にあたってください。 

 

✓問１）ズバリ、この二つの事例から、学べることは何でしょうか。あなたが、グローバル売上１兆円規模のメー

カーの CTOであるとして、本質と思われる部分について、できるだけ具体的に記述してください。 

 

✓問２）以下の下線部を、自身の言葉で埋めてください。 

知的財産権は、技術を                       ためのツールであり、標準化は技術を                           ためのツー

ルである。この二つを組み合わせることで、経営者は                                ことが

できる。 

 

✓問３）本ケースに関する質問や疑問など、本講義で明らかにしたい点を、必ず”三点”明記してください。 

 

※参考 

なお、論じるにあたって、必要があれば、適宜以下の視点を参照してください。講義は、以下を参照しながら、皆

さんのレポートと質問事項に沿って、全て討議形式で行います。 

 

・この二事例に共通する要素 

・知的財産権の観点 

・標準化と知的財産権の関係 

・部品とシステムの関係、強みと弱み 

・垂直統合と水平分業の違い、強みと弱み 

・独占／寡占市場と完全競争市場の違い 

・技術と事業と知財の関係 

・デジタル技術／ソフトウェアが事業と知財に及ぼす影響 

・新規事業開発において、考慮すべき要素とその順序 

・ほかの類似事例との比較（共通点、差異） 

・Qualcommが用いている「特許権の本質」は何か 

・現在の IBMの戦略 

・現在の Nokia、Ericssonの戦略 

・MediaTek社の戦略 

・Samsung と Appleは何を争っているのか 

・Appleは、なぜ初代 iPhoneを２G（GSM）で投入したのか 

・Canon と Qualcomm、いずれも知財戦略で有名であるが、ズバリ何が違うのか 

・事業化（収益化）しない技術開発／技術入手／M&Aの重要性 

・フィリップス、マイクロソフトの知財／標準化を活用した事業戦略 

 

 

【講義中の討議内容（予定）】 

１）講義前半は、事前課題結果と各自の討議希望に基づいた、全体討議とします。 

２）講義後半は、前半講義の討議内容に基づいて、以下 2つの問いに答えを出すグループ討議を行います。 

✓Q1：知財戦略について、「ビジネスモデルとは、収益構造のデザインであり、それこそが経営である」という視

点で論理を構成し、２００－５００字を目安に、まとめてください。 

以下キーワード参照 

（キーワード：利益、数量、投資、差別化、仲間づくり、垂直寡占、安定成長、水平、イネーブラー、無力化、Sカ

ーブ、巨額投資、加速／早期回収、巻き取る） 

✓Q2：本ケースおよびここまでの討議で、技術経営の本質は知財戦略であるとの、私の考えを伝えました。私

がそう考える理由／論理を、２００－５００文字を目安にまとめてください。

http://www.techno-producer.com/


1 

 

 

◆構成 

技術革新によって新たな S 字カーブが立ち上がる時期に（勃興期に）、イネーブラーが、既存の垂直統合型企業の

付加価値を無力化することで、業界構造を変革させる。この仕組みを段階的に理解する。 

＜目次＞ 

０．はじめに 

１．業界構造の変革 

１－１．垂直統合型トップ数社による少数寡占状況から、多数競合状況へと変化 

１－２．パーソナルコンピュータの業界変遷 

１－２－１．背景 

１－２－２．32 ビット CPU（Intel 80386）採用の見送り 

１－２－３．業界構造の転換 

１－３．携帯電話業界の変遷 

１－３－１．背景 

１－３－２．3G システムへの CDMA 方式の採用と Qualcomm の戦略転換 

１－３－３．業界構造の転換 

２．構造変革の首謀者 

２－１．技術進化のけん引者が、勃興期に垂直統合型企業の付加価値領域を収奪 

２－２．技術の標準化とレシピの公開によって、成長期に市場の支配権を得る 

２－３．S 字カーブ（成長期～衰退期）の先読みと、技術進化の先手（新たな勃興期） 

２－４．イネーブラーの勝ち筋 

３．既存トップ企業の勝ち目 

３－１．イネーブラーの許可なくして完成品を作れない 

３－２．市場けん引力の奪還 

３－２－１．コアコンポーネントの自社開発 

３－２－２．最新技術の先行採用 

３－２－３．インターフェースの独占 

３－２－４．M&A 

３－３．イネーブラーが参入した場合、勝ち目はあるか？ 
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０．はじめに 

技術進化が継続する中で、ある時点での技術進化が業界構造を大きく変化させることがある。1980 年代のパーソナ

ルコンピュータ（以下、PC）業界の事例が有名であるが、最近においても携帯電話業界で世界的に業界構造が大き

く変化した。業界構造が大変革する技術の変化点では、過去の自社ビジネスの延長上で技術・経営戦略を考えるの

ではなく、技術の変化が業界全体にどう影響を与え得るのかを考え、オープン・クローズド設計をすることが重要である。 

技術の変化点においては、PC での Intel、そして携帯電話での Qualcomm がそうであったように、コアコンポーネント

を支配するイネーブラー1は、業界構造を意図する方向に変化させる。一方で、IBM や Nokia のように、業界を圧倒

的にリードしてきた企業であっても、垂直統合型企業2は急速にけん引力を失う。 

なぜなら、イネーブラーはコア事業へ投資を集中することで、技術進化の先手を打ち続けられる。さらに、コア技術をクロ

ーズド化しながら、そのインターフェースを積極的にオープン標準化することで、垂直統合型企業の付加価値領域を無

力化させる。周辺技術の無力化は更に PC 業界での Compaq をはじめとする互換機メーカーや、スマートフォン業界

での Samsung、LG、Apple のような完成品メーカーの新規参入を促す。イネーブラーは意図的に新規参入を促し

ながら、ライセンスによって自社技術の普及を促進する。 

これまで少数寡占で業界をリードしてきた垂直統合型企業は、付加価値を収奪されることにより、多数競合の業界構

造に巻き込まれてしまう。さらに、製品のコア技術を握られている完成品メーカーは、イネーブラーの許可（ライセンス

等）なくして製品を作れない環境に陥ってしまうのである。すなわち、技術革新は必ず起こることを前提とすると、イネー

ブラーの存在によって、垂直統合型企業が少数寡占状態を維持することはできないことを意味する。 

本研究では、IBM と Intel を中心とした PC 業界の変遷と、Nokia と Qualcomm を中心とした携帯電話業界の

事例との共通点を見いだすことで、技術の変化点における戦略がどうあるべきかを考察する。 

 

１．業界構造の変革 

１－１．垂直統合型トップ数社による少数寡占状況から、多数競合状況へと変化 

PC 業界においては、Intel が 36 ビット CPU の80386 を発表した 1985 年頃を境に、それまでトップを走っていた

IBM に代わり、Compaq やその他互換機メーカーが急速にシェアを伸ばしている。 

また、携帯電話業界においても、GSM から CDMA に切り替わる時期を境に、それまでシェアトップだった Nokia に代

わり、Samsung や LG、更には Apple といった企業が急速にシェアを拡大している。 

IT 業界は変化が激しいとよく言われるが、このような少数寡占から多数競合へという業界構造の変化は、偶発的に起

こっているのであろうか。それとも必然性が潜んでいるのか。この疑問を PC 業界と携帯電話業界の事例からひも解くこ

とで、技術の変化点における技術戦略・事業戦略を示唆することが本稿の目的である。より具体的には、1980 年代

の IBM と Intel を中心とした PC 業界の変遷を分析するとともに、スマートフォン業界においても Nokia と

Qualcomm を中心とした変遷を分析し、業界構造変革の要因とメカニズムを明らかにする。 

 

 

1 Intelや Qualcommのように、技術革新を先行し、自らは最終製品を提供せず、研究開発活動の成果を、部品、

ライセンス、サービス・アプリケーションプラットフォームを通じてパートナーに提供することで、市場の拡大と発展を可

能にする企業をイネーブラーと呼ぶこととする。 

2 赤門マネジメント・レビュー（2009年 2月 25日発行） 

「製品アーキテクチャのダイナミズムと日本型イノベーションシステム―プロダクト・イノベーションからビジネス・モデ

ル・イノベーションへ」小川紘一 著 P.43-44 

「ノキアとシスコの事例は、一見して典型的な水平分業型に見える。しかしながら、オープン環境でスペクトル分散する

他のバリュー・チェーン全域とノキアが握る擦り合わせブラック・ボックス領域が、基幹ネットワーク・システムの中で非

常に強い相互依存性を持つ技術体系で結ばれている。この意味で、従来のクローズド環境に見る伝統的な垂直統合

モデルではないものの、21 世紀のオープン・ネットワーク環境で作る垂直統合型のモデルと位置取りされる。」 

http://www.techno-producer.com/
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１－２．パーソナルコンピュータの業界変遷 

１－２－１．背景 

PC の出荷台数と価格 

[出典] Bayus, B. L., & Putsis, J. W. P. (1999). Product Proliferation: An Empirical Analysis of Product 

Line Determinants and Market Outcomes. 

1974 年、8 ビットコンピュータ ”Altair 8800” の登場により PC 市場が生まれ、1981 年に IBM PC が登場する

までは、Apple や Commodore、Tandy などの企業によって PC 市場が拡大していくも、寡占状態が続いていた。 

IBM は、それまでメインフレームを中心としたコンピュータ事業で圧倒的な力を誇っていたが、PC 事業においては後発

参入であり、小型コンピュータ 5100 シリーズも振るわなかった。また IBM は、13 年間にわたる反トラスト訴訟によりコ

ンピュータ事業のシェアが落ち込み、メインフレーム以外の新しいビジネスを生み出すことが必須の情勢であった。この停

滞をばん回するため、IBM は、IBU という社員の独自性を尊重した独立事業単位の構想を立ち上げた。そして、業

界に多大な影響をもたらす PC 事業もここから生まれた。 

IBM は、5100 シリーズという小型コンピュータ事業での失敗経験から、オープンアーキテクチャ（回路図や BIOS のソ

ースコードといった技術情報をマニュアルで公開）を採用し、部品のすべてを外部から調達するという方針に切り替え

た。このオープンアーキテクチャによって、豊富なソフトウェアを生み出す環境と、低価格なコンピュータの提供が可能にな

り、IBM PC や IBM PC/AT の爆発的ヒットが生まれ、IBM は業界リーダーとしての地位を得ていく。一方で、技術

情報を公開することにより、Compaq といった互換機メーカーの参入も許すこととなった。当時 IBM は、自ら主導して

1980 年に策定されたコンピュータソフトウェア著作権法によって、ソースコードのコピーを防ぐことが出来ると考えていた。

しかし、BIOS のソースコードは著作権では守りきれなかった。Compaq は、多額の資金を投じたクリーンルーム設計に

よって BIOS のクローンを合法的に開発し、著作権による保護を突破したのであった。 

しかしながら、Compaq といった互換機メーカーが台頭していくものの、1980 年代前半の IBM は業界リーダーとして

PC 市場をけん引し、順調に売り上げを伸ばしていった。そして IBM は、シェアを拡大していく一方で、互換機メーカー

を打ち負かすために更なる手を打っていた。それは、PC におけるコアコンポーネントである CPU を、Intel に依存するの

ではなく、自社で押さえようとする動きである。 
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１－２－２．32 ビット CPU（Intel 80386）採用の見送り 

IBM はそれまで Intel から CPU の供給を受けていたが、製品価値の重要な部分を担う CPU の独自開発を試みて

いた。メインフレームの場合、組み込まれる技術はすべて IBM のものだったが、PC の場合はすべて他社製品を外部調

達しており、競争相手も簡単に入手できるため、自分たちが競争に直面していることに気づき始めたのである。この時

IBM は、Intel から CPU の改版権を得ていたため、自社で PC 市場をけん引できる大きなチャンスであった。しかしな

がら、IBM は結局 CPU の自社開発を成功させることができなかった。さらに、Intel から発表された 80386 の採用を

見送り、Compaq に先んじられることで、急速に市場のけん引力を失っていった。 

１－２－３．業界構造の転換 

Intel 80386 をいち早く採用した Compaq は、Deskpro のヒットによりさらにシェアを拡大していく。一方 80386

採用に１年以上出遅れた IBM は、Compaq をはじめとする互換機メーカーとの競争に打ち勝つ術を失ってしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出典] いずれも Langlois, R. N. (1992). External Economies and Economic Progress: The Case of the 

Microcomputer Industry. The Business History Review, 66(1) ,p.35  Table1 のデータを元に作成 

 

さらに、その後 Intel は、部品メーカーでありながらその周辺領域であるバス・アーキテクチャを自ら提唱し、オープン標

準化する。これによって、Compaq など既存の完成品メーカーの付加価値領域を無力化し、完成品メーカーの新規

参入を容易にした。また、自社技術の詰まった MPU の付加価値を保護した上で、DRAM など周辺アーキテクチャのオ

ープン化・モジュール化と、PC の大量普及を促進した。これらの戦略により、Intel は自社の付加価値領域を守りなが

ら市場を拡大させ、PC 業界のリーダーへと成長する。 
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１－３．携帯電話業界の変遷 

１－３－１．背景 

1990 年代から 2000 年代にかけて世界で最も普及した欧州の GSM 方式は、1982 年に開催された欧州郵便電

気通信主管庁会議を起点に標準化が始まった。1988 年には ETSI（European Telecommunications 

Standards Institute：欧州電気通信標準化協会）が設立され、ETSI が標準化を主導して 1992 年から商

業化が始まった。その後、GSM 方式は欧州のみならず世界中に普及し、必須特許の取得と規格標準化の双方を主

導した Nokia は、1998 年以降に携帯電話端末のシェアにおいても世界最大のメーカーとなった。 

GSM における必須特許のシェア（1998 年 ETSI より出版のリストがベース） 

[出典] Bekkers, R., Duysters, G., & Verspagen, B.(1999). Intellectual property rights, strategic 

technology agreements and market structure. Research Policy, 31(7), 1141–1161 

[出典] Funk, J. L. (2001). Global Competition Between and Within Standards: The Case of Mobile 

Phones. Springer. 
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一方で、1988 年に、米国の標準化団体である CTIA は、通信のアナログ方式からデジタル方式への早期転換の必

要性から、デジタル方式に求められる基本方針を発表した。1985 年に創業された Qualcomm は、CDMA がこの

要求に応えることができる唯一の技術であると考え、積極的な研究開発を行った。しかし、米国の TIA

（Telecommunications Industry Association）は 1989 年に米国独自の TDMA 方式を「IS-54」として

標準に採択し、CDMA が標準規格として採択されるまでには多くの時間がかかった。さらに、1993 年に CDMA が標

準規格として認められた後も、基地局を含めたネットワークの構築とサービスエリアの整備、そしてユーザーへの携帯電

話端末の提供という複数の大きな課題が残っていた。 

ネットワークインフラの構築は初期投資が必要となり、ネットワーク機器メーカーにとっては商機がすぐに見えるのに対し、

携帯電話メーカーは、ネットワーク構築後にユーザーが満足できるサービスが開始されない限りは商機が訪れない。その

ため携帯電話メーカーは、CDMA の採用に慎重になってしまう。このジレンマを解消するために Qualcomm は自ら携

帯電話メーカーとなり、通信業者へ商品を納め、さらにネットワークシステムの開発と製造も行うことを決めた。そこで、

1994 年にソニーとクアルコム・パーソナル・エレクトロニクスという携帯電話企業を合弁で設立するなど、1998 年まで

は技術開発、半導体と携帯電話端末の製造、基地局の構築を全て自社で行った。 

１－３－２．3G システムへの CDMA 方式の採用と Qualcomm の戦略転換 

しかし、1999 年に CDMA 方式が 3G 基本技術に採用されることが決まり、Qualcomm は経営方針を大きく転換

する。技術開発と半導体事業に特化し、1999 年に基地局部門をエリクソンに、2000 年に携帯電話端末製造部

門を京セラに売却した。CDMA の市場がアジアや米国で立ち上がり、多くのメーカーが基地局や携帯電     話端末を

提供する状況になったため、自社で全てを行う必要がなくなったのである。 

生産設備を自ら持たなくなった Qualcomm は、自社の強みである技術開発と半導体チップに集中し、急激に売り上

げと利益を伸ばしていく。最終製品を提供せず、開発成果をライセンス供与などでパートナーに提供しながら、継続的

に研究開発に再投資する Qualcomm の戦略は、「循環型ビジネスモデル」と呼ばれる。 

１－３－３．業界構造の転換 

研究開発に資源を集中した Qualcomm は、2.5G とも呼ばれる「cdmaOne」やその後の第 3 世代移動通信シス

テム「W-CDMA」「CDMA2000」の標準化において、技術革新を先行していく。また、完成品メーカーとの競合なく、

幅広くライセンス供与、チップセットやソフトウェアの供給などを進めることで、新規メーカーの市場参入を容易にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信規格ごとの携帯電話端末販売シェアの比較 （CDMA 規格で新規メーカーのシェアが相対的に多い） 

[出典] Qualcomm Spring2006 Analyst Meeting (May 4, 2006)  p62 
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Qualcomm により携帯電話事業への参入障壁が下がったことで、Samsung や LG といった企業が携帯電話事業

に参入し、さらには Apple が iPhone で参入した。Apple は、2G から 3G へ技術が変化することを見越して、高速

通信が可能にする新たな付加価値を生み出した。一方、Nokia は、TI や ST 社と携帯電話用モデムのチップセット

開発に取り組むも、Qualcomm に打ち勝つことはできなかった。また、独自開発した OS の Symbian も、

iOS/Android の普及によりシェアが低下し、Windows Phone への移行のタイミングで、Nokia は Symbian ベ

ースのスマートフォンの出荷を停止している。こうして Nokia は、携帯電話向けチップセットや Symbian といったコアコ

ンピタンスを失ってしまった。 

 

２．構造変革の首謀者 

２－１．技術進化のけん引者が、勃興期に垂直統合型企業の付加価値領域を収奪 

PC や携帯電話において、業界構造が変化したタイミングは、共に製品アーキテクチャの一部コンポーネントでの技術革

新が起きた時期であった。すなわち新たな技術進化の S 字カーブが立ち上がる勃興期である。PC や携帯電話といった

モジュール化が進んだ製品においては、コンポーネントごとに技術進化のサイクルは異なる。しかしながら、その中でも

CPU やチップセットといった一部コンポーネントの技術革新は、業界全体に多大な影響力を及ぼしうる。 

Intel は、これまで 16 ビットだった CPU を 32 ビットに拡張した 80386 について、当時最も影響力のあった IBM か

ら採用を見送られていた。このとき、業界リーダーに従って 32 ビット CPU を積極的に販売せず、従来の 16 ビット

CPU で収益を確保するという選択肢もあったと考えられるが、Intel は IBM に先んじて Compaq に 80836 を提供

することを決めている。このような決断の背景には、（1）Intel は 1983 年以降の IBM からの出資によって財務的

な余力を持てるようになったこと、（2）その結果として、1985 年にセカンドソースを廃止するほど自社製造能力が高

まっていたこと、（3）一方で、1985 年に Intel はメモリ事業からの撤退も決定していたこと、（4）かつ、AT 世代プ

ロセッサからの収益が低下傾向にあったため、IBM の心証を損ねるリスクを負ってでも、次世代プロセッサをいち早く他

社に使ってもらわなければならなかったこと、が挙げられる。皮肉なことに IBM は、PC 市場において自分たちの影響力

が失われる原因を作った Intel を、自らの出資によって育ててしまっていた。これを境に、IBM の PC の付加価値は失

われ、Intel の最新 CPU を搭載した Compaq などの PC が、業界をけん引する構造へと変化する。 

携帯電話においては、GSM に代表される第 2 世代移動通信システムの規格は Nokia や Motorola が主導してい

たが、第 3 世代移動通信システムとして CDMA 方式が採用されると、Qualcomm が急速に影響力を高めていっ

た。なお W-CDMA に関しては、Qualcomm の特許を侵害しているか否かについて、エリクソンや Nokia との論争が

起こったが、最終的には両者ともに Qualcomm へ特許使用料を支払うという形で和解した。 

２－２．技術の標準化とレシピの公開によって、成長期に市場の支配権を得る  

1980 年代後半まで、PC のバス・アーキテクチャは、IBM の MCA や Compaq の EISA など、完成品メーカーが標

準化を主導しており、PC 業界の支配力はまだ完成品メーカー側に残っていた。しかし、ムーアの法則に従い急速に独

自進化を続ける Intel にとって、既存のバス・アーキテクチャは、自社製品の能力を最大限に活用することが出来ない

ものになっていた。そこで Intel は、社内に IAL（インテル・アーキテクチャ研究所）を設立し、自らバス・アーキテクチャ

を策定することで、この状況を打破した。具体的には、高速 PCI バスのオープン標準化と、North Bridge－South 

Bridge という２つのブリッジ構成の提唱である。Intel は、CPU と North Bridge をつなぐインターフェースはブラック

ボックス化しながらも、メモリやグラフィックなど高速処理が要求される機器への接続は North Bridge を、HDD や

DVD などの周辺機器は South Bridge を介して、オープン標準化されたインターフェースで接続可能なバス・アーキ

テクチャを提案した。これによって、Intel の CPU は、他の周辺機器に影響されることなく独自に処理速度を向上させ

ることが出来るようになり、周辺機器側も Intel の CPU への影響を考えることなく独自進化することが可能になった。 

そして Intel は、自社に有利となるこのモデルを普及させるために、台湾企業へ製造レシピ（マザーボードの配置・配

線規格）を公開した。このレシピは規格だけでなく設計・製造・検査のレシピまでも含んでおり、多くの台湾企業がマザ

ーボード市場に参入できるようになった。これにより Intel は、完成品メーカーに残っていたチップセット付きマザーボード

の付加価値までも収奪し、支配権を確固たるものにしたのである。 

一方、2000 年代前半において、携帯電話市場は Nokia や Motorola などの企業による寡占状態が続いていた。

しかし、CDMA 方式が 3G 規格のベース技術として採用されてからは、CDMA 方式の必須特許を大量に保有する

Qualcomm の影響力が急速に強まってゆく。携帯電話端末などの完成品の事業をてがけない Qualcomm は、半

導体チップセットの開発と特許網の構築に集中し、Qualcomm の許可なく 3G 規格の携帯電話端末を販売できな

い状況を作ってゆく。 

http://www.techno-producer.com/


8 

無断配布、複写、転載、改変を禁ず 

TechnoProducer株式会社 http://www.techno-producer.com/ 

 

さらに、チップ販売とライセンス供与により、Qualcomm の許可があれば 3G 端末の市場に容易に参入できる仕組み

を構築した。 

また、Qualcomm は、中国をはじめとする新興国に自社チップセットを普及させるため、QRD（クアルコム・リファレン

ス・デザイン）というプログラムを 2011 年から始めた。Qualcomm は先進国におけるスマートフォン市場では圧倒的

なシェアを誇っていたが、新興国においては、ローコストで攻める MediaTek 社に対して苦戦を強いられてきた。そこで

Qualcomm は、チップセットと部品間のインターフェース、及び製造実装技術などを、新興国の携帯電話端末開発メ

ーカーに公開することで、自社チップセットが載った低コストな携帯電話端末の大量普及を図っている。QRD では、製

造のためのツールだけでなく、BOM、試験方法、ソフトウェアに至るまで手厚いサポート体制が取られている。これによ

り、新興企業であっても、資金さえあれば誰でも携帯電話端末が作れるようになった。多数の中国企業はこのプラットフ

ォームへの参加を表明しており、Qualcomm は MediaTek 社のシェアを奪うとともに、チップセットの早期大量普及

を促そうとしている。 

２－３．S 字カーブ（成長期～衰退期）の先読みと、技術進化の先手（新たな勃興期） 

Intel も Qualcomm も、競争力を維持し続けるため、積極的に研究開発へ投資をしている。3彼らは、成長期に既

存技術からできるだけ多くを回収すると同時に、次世代技術の開発を積極的かつスピーディーに行っている。すなわち、

既存領域と新しい領域の両方を並行して進めていることになる。これによって彼らは、既存技術の S 字カーブが衰退期

に入り収益を確保できなくなる前に、新たな S 字カーブを自ら立ち上げ、技術進化をリードして業界を支配し続けてい

る。 

２－４．イネーブラーの勝ち筋 

PC における CPU や携帯電話における通信方式に見られるように、技術の変化点においては、モジュールメーカーと完

成品メーカーとで、コアコンポーネント獲得の綱引きが生まれる。モジュール化が進む製品においては、部品間の設計の

独立性が高まるため、独自進化のスピードが速まる。技術の変化は常にモジュールの中に含まれるため、完成品メーカ

ーはモジュールメーカーに対して不利な立場におかれてしまう。このような産業の力学に支配されるために、コアコンポー

ネント獲得の綱引きは、モジュールメーカーが圧倒的な強さを誇るのである。 

モジュールメーカー（イネーブラー）にとっては、自社の技術革新によって市場をけん引するために、すり合わせ要素を排

除したモジュラー化を進め、自社技術の進化速度を速めながら、他社との技術競争優位を確保し続けるという戦略が

有効となる。イネーブラーの基本戦略は以下にまとめられる。 

・イネーブラーは、積極的な研究開発によって自社技術の進化を促進し、クローズ領域設計によって自社の付加価値

領域を確保する。 

・技術の変化点においては、新技術の標準化を主導し、積極的に他社へ技術提供することで、完成品メーカーの付

加価値を無力化する。 

・さらに、技術供与によって企業（低コスト部品/完成品メーカー）の新規参入を促し、市場拡大を実現する。 

 

３．既存トップ企業の勝ち目 

３－１．イネーブラーの許可なくして完成品を作れない 

いちどコアコンポーネントをイネーブラーに奪われると、それを取り返すのは困難になる。その理由は上述したとおり、研究

開発のスピードで勝る彼らに打ち勝つ資源配分が、垂直統合型企業にとっては難しくなるためである。しかしながら、イ

ネーブラーがけん引する業界構造において何ら手を打たなければ、IBM が最終的に PC 事業をレノボに手放し、

Nokia がスマートフォンで急速にシェアを落としたように、ジリ貧になることは避けられない。既に業界は、イネーブラーの

許可無くして製品を作れない環境になってしまっているからである。 

 

 

3 http://www.sanosemi.com/biztech/data/operating_margin2012.pdf  

（アクセス日：2019年 9月 16日） 
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３－２．市場けん引力の奪還 

それでは、垂直統合型企業が、技術進化の起こる時期にコアコンポーネントを支配されないためにはどうすべきであろう

か。打ち手として考えられるポイントを IBM の事例から抽出し、なぜ成功に至らなかったかを考察する。各年代におけ

る主要な PC モデルと内部構成を整理するため、以下に比較図を提示する。 

 

３－２－１．コアコンポーネントの自社開発 

1980 年代前半、IBM はコアコンポーネント獲得のため、AT のインテルプロセッサを特別仕様化し、独自チップを開発

しようと試みていた。この特別仕様化に対しては、２つのモード切り替えに関する課題を解決する方法をとった。IBM の

技術者はこの課題に対して、ピンを増やすという、インテルから借用したアイデアを用いたが、結局このアイデアではユー

ザーの要求を満たすことは出来なかった。古いアプリケーションを使っているユーザーは、速度の遅いまま使うことを強いら

れたからである。さらには、マイクロソフトのプログラマ（ゴードン・レトウィン）が、AT チップの問題をソフトウェア側で解決

する方法を考えだし、もはや IBM の特殊なハードウェアは必要なくなってしまった。 

３－２－２．最新技術の先行採用 

IBM の PC 部門リーダーであったドン・エストリッジは、1984 年後半から 85 年前半にかけて、いち早く 80386 をベー

スとした製品ラインを出そうと考えていた。しかし彼の上司たちは、この 80386 採用計画を潰してしまった。80836 の

初期バージョンの価格は一個数百ドルと、IBM の PC 製造コストに占める割合がメインフレーム・ビジネスと比較して大

きく、彼らは、利幅の面で 80836 の採用は受け入れがたいと判断した。 

また、IBM の上級管理職たちは、自社のメインフレームやミニコンピュータ事業の収益が PC に侵食されることを恐れて

いた。さらには PC の標準は自分たちが握っていると過信し、80386 をベースにした製品を IBM より先に出す競合メ

ーカーが現れるなどとは考えてもいなかった。結果、彼らは最新技術を製品に取り入れるタイミングを逃し、1986 年に

Compaq らの先行を許すことになった。 

３－２－３．インターフェースの独占 

1980 年代後半、IBM は新たなバス・アーキテクチャを提唱し、業界をコントロールしようと試みる。IBM が提唱したバ

ス・アーキテクチャは MCA（Micro Channel Architecture）と呼ばれ、32 ビット CPU の登場により要求が高ま

った、データ転送速度の高速化を実現するものだった。しかし、IBM は（後に ISA として標準化される）AT バスとは

異なり、積極的に特許を取得し、互換機メーカーへ高額なライセンスフィーを要求した。IBM は、特許料を高額に設

定しても AT バスを採用してくれたのと同じように、新たな規格を受け入れてくれると強気な姿勢をとっていたが、多くの

互換機メーカーがこれに反発した。その筆頭となったのが Compaq であり、Compaq は他の互換機メーカーと結束

し、IBM とは異なる新たなバス・アーキテクチャ EISA を提唱する。 
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これまで市場をけん引してきた IBM に代わり、Compaq が 80386 の採用、EISA バスの策定という重要な変化をリ

ードしたことは、業界構造を大きく塗り替える出来事となった。そして、この業界の構図を変えるキッカケは、CPU という

PC のコアコンポーネントを担う Intel によってつくられた。 

３－２－４．M&A 

IBM が CPU というコンポーネントを自社確保するには、Intel の買収という戦略もありえた。しかし IBM は、独占禁

止法の適用を恐れて買収をためらい、1980 年代後半にはそれまで保有していた Intel の株も手放してしまった。当

時の IBM は、メインフレーム事業において、包括レンタル方式による契約形態などでアメリカ司法省から提訴された反

トラスト法（独占禁止法）に、10 年以上悩まされていた。さらに、1970 年代から始まった反トラスト訴訟の結果、

AT&T が 1982 年に解体されるのを横目で見ていたため、IBM 経営陣は、Intel だけでなく Microsoft などの買収

にも非常に消極的になっていた。 

３－３．イネーブラーが参入した場合、勝ち目はあるか？ 

これまでの事例を見ると、Intel や Qualcomm のようなイネーブラーに対して、完成品メーカーは自社の収益を確保

し続けることが可能か、彼らが参入してきた場合に勝ち筋はあるのか、という疑問が当然生まれてくる。ここでは、IBM

や Nokia の事例を反面教師に、技術の変化点における事業戦略について、どうすべきであったか、あるいはなかったか

を考察する。 

市場の立ち上がり、すなわち新技術の勃興期（技術の変化点）においては、先発企業が市場を開拓しなければなら

ないため、垂直統合型企業でなければ成長期へ促すことは出来ない。勃興期においては、垂直統合型企業が圧倒的

に力を持っている。しかしながら、本稿の事例が示唆するように、市場が成長期に入ると、イネーブラーの方が業界構造

の変革を容易に仕掛けられる。垂直統合型企業がイネーブラーに打ち勝つためには、コンポーネントの技術進化のタイ

ミングを把握していることが重要になる。 

さらには、イネーブラーがあるレイヤーで付加価値の収奪を図ってきた場合、どのレイヤーで戦うかということも重要にな

る。IBM は、CPU というコンポーネントで Intel との競争を試みたが、組織の意思決定や開発スピードの遅さなどによ

り、打ち勝つことは出来なかった。Nokia も、Qualcomm との開発競争に打ち勝つことはできず、2007 年にモバイル

チップセットの開発を中止し、ST 社へ設計部隊を移籍させた。この２つの事例から、垂直統合型企業がイネーブラーと

同じレイヤーで戦うことが、いかに強大な企業であっても容易でないことがうかがえる。 

そこで、成長期において垂直統合型企業の取りうる他の手立てとして、イネーブラーと別のレイヤーを支配し、競争力を

維持することが考えられる。別のレイヤーで戦うということは、イネーブラーのレイヤーにおいては共存を認めるということに

なる。OS やバス・アーキテクチャなど、完成品を構成するコンポーネントにおいては、他にも高付加価値レイヤーが存在

する。さらに、製品単体ではなく、製品が発揮する価値やサービスまで含めたブランドやサプライチェーンもレイヤーとして

捉えれば、選びうるレイヤーは多様である。どのレイヤーであってもイネーブラーの影響から逃れることは困難なため、当

該レイヤーにおける新たなニーズの先読みと、知的財産権の取得による交渉材料の確保が重要となる。 
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