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Qualcomm Agrees to $975 Million Fine and 
Conduct Remedies to Resolve Chinese 
Standard Essential Patent Licensing 
Investigation 

標準必須特許の実施許諾に係る中国当局の調査

を受けて、クアルコムが 9 億 7,500 万ドルの課徴

金の支払いと問題解消措置の実施に合意 

By Bradley S. Lui, Sean P. Gates, and 
Joshua A. Hartman 

執筆者：ブラッドリー S. ルイ、ショーン P. ゲイツ、

ジョシュア A. ハートマン

The assertion of standard essential patents (SEPs) by 
patent-holders has raised patent, contract, and 
competition issues in jurisdictions around the world. One 
SEP holder, Qualcomm, has faced particular scrutiny 
with respect to its licensing practices, which are under 
investigation by enforcement agencies in the U.S., 
Europe, and Asia. On February 9, 2015, China’s 
National Development and Reform Commission (NDRC) 
announced that it had concluded its investigation into 
Qualcomm’s patent licensing practices, with Qualcomm 
agreeing to pay a $975 million fine and to several 
remedial commitments affecting its patent licensing 
practices in China. 

標準必須特許（SEP）の特許権者による特許権の主張が、

世界各国で特許、契約及び競争を巡る様々な問題を引き起

こしている。SEP の特許権者の一つであるクアルコムは、同

社による特許権の実施許諾の実務慣行について厳しい調

査を受けた。同社による特許権の実施許諾に対しては、現

在も米国、欧州、アジアの当局による調査が進められてい

る。2015 年 2 月 9 日、中国の国家発展改革委員会

（NDRC）は、クアルコムによる特許権の実施許諾の実務慣

行についての調査を終了し、クアルコムが 9 億 7,500 万ド

ルの課徴金を支払い、中国における同社の特許権の実施

許諾について複数の問題解消措置を講じることに合意した

と発表した。

BACKGROUND OF THE NDRC’S INVESTIGATION NDRC による調査の背景 

The NDRC commenced its investigation of Qualcomm in 
November 2013, focusing on whether Qualcomm’s 
patent licensing practices constituted abuse of 
dominance prohibited under China’s Anti-Monopoly Law 
(AML). According to its published statement, the NDRC 
received information from dozens of Chinese and 
international mobile phone and baseband chip 
manufacturers. The NDRC also discussed its 
investigation with Qualcomm. 

NDRC は 2013 年 11 月にクアルコムに対する調査を開始

し、特に同社による特許権の実施許諾が中国の独占禁止法

（AML）が禁じる優越的地位の濫用に当たるかに重点を置

いて調査を進めてきた。公表された報告書によれば、NDRC
は、中国を始めする世界各国の数多くの携帯電話及びベー

スバンドチップの製造業者から情報を集めたとされる。

NDRC は、また、当該調査についてクアルコムとも協議を行

った。

THE NDRC’S FINDINGS OF ABUSE OF DOMINANCE NDRC は優越的地位の濫用があったと判断 

The NDRC concluded that Qualcomm’s patent licensing 
practices violated the AML. It found Qualcomm to be 

NDRC は、クアルコムによる特許権の実施許諾における実

務慣行が AML に違反するものであったと判断した。同委員
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dominant in the markets for CDMA/WCDMA/LTE 
wireless communication SEPs and for baseband chips. 
It then found that Qualcomm had abused its dominant 
position through several practices. 

会は、クアルコムが CDMA、WCDMA 及び LTE 無線通信

規格の SEP 市場、及びベースバンドチップ市場において支

配的な地位にあると認定し、その上で、クアルコムが特許権

の実施許諾に関する複数の実務慣行によってかかる優越

的地位を濫用したと判断した。

First, the NDRC concluded that Qualcomm charged 
unfairly high patent royalties by: 

第一に、NDRC は、クアルコムが、以下の行為により、不当

に高額なロイヤルティを徴収していたと認定した。

• refusing to provide to Chinese licensees a list of
the patents for which they were charged
royalties;

• 中国のライセンシーに対して、ロイヤルティ徴収の

対象となる特許の一覧を提供することを拒否する行

為

• charging royalties for certain expired patents; • 存続期間が満了した特許についてロイヤルティを徴

収する行為

• demanding Chinese licensees provide royalty-
free grant-back licenses under their relevant
patents, with no offsets to their royalty payments
to Qualcomm; and

• 中国のライセンシーに対して、クアルコムへのロイ

ヤルティの支払いを相殺することなく、かかるライセ

ンシーの特許についての実施権を無償で許諾する

こと（グラントバック）を求める行為、及び

• requiring royalties to be based on the selling
price of mobile phone handsets.

• 携帯電話端末の販売価格を基準にロイヤルティを

要求する行為。

Second, the NDRC concluded that Qualcomm tied 
licenses to wireless communication SEPs without 
justification to licenses to non-SEPs by refusing to 
license separately SEPs and non-SEPs. The NDRC 
found that this practice forced some Chinese companies 
to license non-SEPs from Qualcomm. 

第二に、NDRC は、クアルコムが、正当な理由がないのに、

SEP と SEP 以外の特許とを別々に実施許諾することを拒

否することによって、無線通信の SEP と SEP 以外の特許と

を抱き合わせて実施許諾していたと認定した。NDRC は、こ

うした実務慣行により、複数の中国企業が、クアルコムから

SEP 以外の特許の実施許諾を受けることを余儀なくされて

いたと判断した。

Third, the NDRC concluded that Qualcomm unfairly 
conditioned supplies of Qualcomm chipsets on 
agreements not to challenge Qualcomm’s patents. 
Specifically, the NDRC found that Qualcomm required 
its baseband chip customers to enter into patent license 
agreements that included a no-challenge clause in order 
to receive Qualcomm baseband chipsets. Moreover, the 
NDRC found that Qualcomm refused to supply chipsets 
to companies that disputed the inclusion of a no-
challenge clause in their license agreement or otherwise 
litigated over patent licensing. 

第三に、NDRC は、クアルコムが、同社のチップセットの供

給者に対して、クアルコムの特許権について争わないと合意

させることにより、かかる供給者を不当に拘束する条件をつ

けて取引していたと判断した。具体的には、NDRC は、クア

ルコムが、同社のベースバンドチップの顧客に対して、同社

のベースバンド･チップセットの供給を受けるために、非係争

条項を含む特許権実施許諾契約を締結することを求めてい

たと判断した。NDRC は、また、クアルコムが、非係争条項

を特許権実施許諾契約に含めることについて争った、又は

特許権実施許諾について訴訟を提起した企業に対して、チ

ップセットを供給することを拒否したと判断した。

QUALCOMM’S FINE AND PROPOSED 
“RECTIFICATION PLAN” 

クアルコムに課された課徴金と「業務改善計画」案

Qualcomm agreed to resolve the NDRC’s investigation 
by paying a fine of $975 million, which equaled 8% of 
Qualcomm’s sales in China in 2013. Qualcomm also 
proposed a “rectification plan” in which it committed to 
terms including: 

クアルコムは、NDRC の調査を決着させるため、9 億 7,500
万ドルの課徴金を支払うことに合意した。これは、同社が

2013 年に中国で記録した売上高の 8％に相当する金額で

ある。同社はまた、「業務改善計画」を提案し、その中で以下

を含む事項を確約した。
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• for licenses of 3G and 4G Chinese SEPs for
branded handsets sold for use in China,
Qualcomm will charge royalties of 5% for 3G
handsets and 3.5% for 4G handsets that do not
implement CDMA or WCDMA, basing these
royalties on 65% of the handset’s wholesale net
selling price;

• 中国で販売されているメーカー製端末に係る中国

の 3G 及び 4G の SEP について実施許諾するにあ

たり、CDMA 又は WCDMA を実施していない端末

については、ロイヤルティの算定ベースを同端末の

正味卸売価格の 65％とし、徴収するロイヤルティ

の料率を 3G 端末については 5％、4G 端末につい

ては 3.5％とすること

• when licensing to Chinese companies,
Qualcomm will license 3G and 4G Chinese
SEPs separately from Qualcomm’s other
patents; and

• 中国企業に特許権を実施許諾する際に、中国の

3G 及び 4G の SEP について同社の他の特許とは

切り離して実施許諾すること、並びに

• Qualcomm will provide Chinese companies a
patent list during license negotiations.

• 実施許諾を交渉する際に、中国企業に対して特許

権の一覧を提供すること。

In addition, under its proposed rectification plan, 
Qualcomm committed to cease requiring that Chinese 
licensees: 

クアルコムは、また、同社が提案した業務改善計画におい

て、今後は中国のライセンシーに対して以下の行為を行わ

ないことを確約した。

• provide royalty-free grant-back licenses under
their patents;

• ライセンシーの特許について、実施権の無償許諾

（グラントバック）を要求すること

• pay royalties on expired patents; and • 存続期間が満了した特許についてロイヤルティの

支払いを求めること、及び

• agree not to challenge Qualcomm’s patents as a
condition to Qualcomm’s supply of baseband
chips.

• 同社からベースバンドチップの供給を受けるための

条件として、同社の特許を争わないとの同意を要求

すること。

The NDRC approved Qualcomm’s rectification plan, 
stating that Qualcomm’s proposed remedies satisfied its 
requirements. 

NDRC は、クアルコムが提案した問題解消措置が NDRC
の求める要件を満たしたとして、同社の業務改善計画を承

認した。

KEY TAKEAWAYS 主な注目点

There are several important takeaways from the 
resolution of the NDRC’s Qualcomm investigation. 

今般決着したクアルコムに対する NDRC の調査について

は、特に次の点が注目される。

First, the NDRC did not specify particular conduct 
remedies. Instead, the NDRC approved the 
commitments proposed by Qualcomm in its rectification 
plan as sufficient to satisfy the NDRC’s requirements. 
Thus, the extent to which private litigants may be able to 
use these commitments in a damages action or 
otherwise remains unclear. 

第一に、NDRC は、クアルコムが実施すべき問題解消措置

を具体的に命じることはせずに、同社が業務改善計画案の

中で実施することを約束した内容が NDRC の求める要件を

満たしたとして、同社の業務改善計画案を承認した点であ

る。これにより、民事訴訟の提起等を検討する者にとって

は、損害賠償請求等において同案の確約事項をどの程度

利用することができるのかが不透明なまま残ることとなる。

Second, Qualcomm’s commitments in its rectification 
plan are limited to its activities in China. The 
commitments apply only to Qualcomm’s licensing of 
Chinese companies and of Chinese SEPs, and the 
royalty commitments apply only to sales of handsets for 
use in China. To the extent Chinese companies sell 
handsets for use outside of China, the commitments do 

第二に、クアルコムが業務改善計画案の中で確約した行為

は、同社の中国での事業活動に限定されるという点である。

同社が確約した事項は、同社が中国の SEP について中国

企業に実施許諾する場合にのみ適用されるものであり、ま

た、ロイヤルティの支払いに関する確約事項も中国で使用さ

れる端末を販売する場合にのみ適用される。したがって、中

国企業が中国国外で使用する端末を販売する場合には、ク
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not prevent Qualcomm from charging royalties in excess 
of the agreed rates and to assess those royalties based 
on the full wholesale net selling price of such handsets. 

アルコムは、かかる確約事項があっても、合意された料率を

越えるロイヤルティを徴収し、また、ロイヤルティの算定ベー

スを対象端末の正味卸売価格の全額とすることを妨げられ

ないのである。

Third, although Qualcomm agreed to cease basing 
royalties on the full wholesale net selling price of 
handsets, it committed only to reduce the royalty base to 
65% of the wholesale net selling price. Qualcomm did 
not agree to base royalties on the smallest saleable 
patent-practicing unit, which is the trend in recent U.S. 
case law.[1] 

第三に、クアルコムは、ロイヤルティの算定ベースを端末の

正味卸売価格の全額としないことに合意したとはいえ、同社

はロイヤルティの算定ベースを正味卸売価格の 65％に引き

下げることを確約したに過ぎない。すなわち、クアルコムは、

ロイヤルティの算定ベースを、米国では近年主流となってい

る最小販売可能特許実施ユニット（smallest saleable 
patent-practicing unit）とすることには合意していないので

ある
[1]
。 

Finally, Qualcomm also committed to growing its 
investments in China. It is unclear what this commitment 
entails, although Qualcomm noted recent examples of 
its investments in China, including providing engineering 
support to China’s mobile operators in rolling out 4G 
LTE networks in China, working closely with Chinese 
handset manufacturers to build their businesses inside 
and outside of China, expanding its relationship with a 
Chinese semiconductor foundry, and creating a China-
specific investment fund to support the development in 
China of mobile and semiconductor technologies.[2] 

最後に、クアルコムは中国への投資を今後も拡大することに

ついても確約した。クアルコムは、中国の 4G LTE ネットワ

ークの普及において中国の携帯事業者に技術支援を提供し

ていること、中国内外での事業構築のために中国の端末メ

ーカーとの協力を強化していること、中国の半導体ファウン

ドリとの関係を強化していること、並びに中国における携帯

及び半導体技術の開発を支援するため中国だけを対象とす

る投資ファンドを設立していること等、同社が近年中国で行

っている投資の実例を示しはしたものの、今回の確約が具

体的にどのような内容を含むものであるかは明らかではな

い
[2]
。 
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FOOTNOTES 脚注

[1]  See, e.g., VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc. 767 F.3d 
1308, 1326-1328 (Fed. Cir. 2014). 

[1]  例えば、VirnetX, Inc. 対 Cisco Sys., Inc. 767 F.3d 
1308, 1326-1328 （2014 年、連邦巡回区裁判所)を参照。 

[2]  Press Release, Qualcomm Inc., Qualcomm and 
China’s National Development and Reform Commission 
Reach Resolution – NDRC Accepts Qualcomm’s 
Rectification Plan – Qualcomm Raises Midpoints of 
Discal 2015 Revenue and Non-GAAP EPS Guidance 
(Feb. 9, 2015), available at 
http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/3864235
320x0x808060/382E59E5-B9AA-4D59-ABFF-
BDFB9AB8F1E9/Qualcomm_and_China_NDRC_Resol

[2]  Qualcomm Inc.のプレスリリース「Qualcomm and 
China’s National Development and Reform Commission 
Reach Resolution – NDRC Accepts Qualcomm’s 
Rectification Plan – Qualcomm Raises Midpoints of 
Discal 2015 Revenue and Non-GAAP EPS Guidance 
（2015 年 2 月 9 日）、

http://files.shareholder.com/downloads/QCOM/3864235
320x0x808060/382E59E5-B9AA-4D59-ABFF-
BDFB9AB8F1E9/Qualcomm_and_China_NDRC_Resol
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About Morrison & Foerster: 

We are Morrison & Foerster—a global firm of 
exceptional credentials. Our clients include some of the 
largest financial institutions, investment banks, Fortune 
100, technology and life science companies. We’ve 
been included on The American Lawyer’s A-List for 11 
straight years, and Fortune named us one of the “100 
Best Companies to Work For.” Our lawyers are 
committed to achieving innovative and business-minded 
results for our clients, while preserving the differences 
that make us stronger. This is MoFo. Visit us at 
www.mofo.com. 

モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に
過去 11 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の

結果が今後も同様に当てはまることが保証されているもの

ではありません。 
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