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JFTC Wields Antitrust Law to Enforce 

FRAND Obligations of Standard Essential 

Patents 

公取委、標準規格必須特許の FRAND義務違反

につき独禁法を適用へ 

By Louise C. Stoupe and Chihiro Tomioka 執筆者：ルイーズ C. ストゥープ、トミオカ チヒロ 

On January 21, 2016, the Japan Fair Trade Commission 

(“JFTC”) published revisions to its guidelines for the 

Antimonopoly Act (“AMA”).  The new guidelines make it a 

fair trade practice violation for holders of a standard 

essential patent (“SEP”) with fair, reasonable, and non-

discriminatory (“FRAND”) obligations to refuse to license 

or bring an injunctive action against a willing licensee of 

their SEP. 

公正取引委員会（「公取委」）は、2016年 1月 21日、知的

財産の利用に関する独占禁止法（「独禁法」）上の指針の一

部改正を発表した。新しい指針では、公正、妥当かつ非差別

的な（fair, reasonable, and non-discriminatory）

（「FRAND」）条件でライセンスを供与する義務を負う標準規

格必須特許（「SEP」）の保有者が、その SEPについて

FRAND条件でライセンスを受ける意思を有する者に対し、

ライセンスを拒絶し、又は差止請求訴訟を提起した場合、

SEP保有者による公正な取引の違反に該当するとしてい

る。 

Typically, FRAND obligations arise when a patent owner 

participates in a standard setting organization (“SSO”) 

that sets the technical requirements for a particular 

procedure or technology.  The SSO then requires 

holders of patents that are essential to the standard to 

license their patents on fair and reasonable terms.  This 

prevents the patent holders from wielding control over 

essential technology and potentially restricting 

competition, development, and research related to the 

standard.  The holders of SEPs also stand to benefit from 

the royalties they gain from cooperating with the SSO, as 

the organization will exclude technologies from the 

standard when a patent holder does not agree to FRAND 

terms.  Many countries, including Japan, have turned to 

antitrust provisions to enforce these FRAND terms.    

通常、FRAND義務は、特許権者が特定の手法又は技術に

係る規格を策定する標準化機関（「SSO」）に参加した際に

生じる。SSOは、標準規格に必須の特許を保有する者に対

し、その特許を公正かつ妥当な条件でライセンス供与するこ

とを義務付けるが、これは、特許権者が必須技術の支配権

を振りかざし、標準規格に関する競争、開発及び研究を制

約するのを妨げることが目的である。SSOは特許権者が

FRAND条件に同意しない場合にはその技術を標準規格か

ら除外するため、SEP保有者もまた、SSOに協力すること

でロイヤルティを得るという恩恵を享受できる。日本を含む

多くの国は、FRAND条件の強制にあたり反トラスト法上の

規定に依拠し始めている。 

Qualcomm and the JFTC クアルコムと公取委 

The original 2007 guidelines for the AMA did not directly 

address whether violations of FRAND obligations also 

violated antitrust law.  The ambiguity resulted in many 

legal battles.  For example, on September 28, 2009, the 

2007年に施行された独禁法上の指針は、FRAND義務の

違反が独禁法の違反となるか否かについて直接には手当て

していなかったため、この曖昧さが多くの訴訟の原因となっ

た。例えば、2009年 9月 28日に、公取委は FRAND義務
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JFTC issued a cease and desist order against 

Qualcomm for violation of its FRAND obligations.  

Qualcomm holds several SEPs with FRAND obligations 

related to CDMA technology.  It nevertheless required 

licensees to license their patents at no royalty to 

Qualcomm in order to use Qualcomm’s SEPs.  

Qualcomm has since appealed the JFTC order holding 

that Qualcomm's practices violated unfair trade practices 

under Article 19 of the AMA.  The appeal is still pending.  

JFTC, Cease and Desist Order Against Qualcomm 

Incorporated, at 1 (Sept. 30, 2009). 

の違反について、クアルコム社に対し排除措置命令を行っ

た。クアルコムは CDMAテクノロジーに関する FRAND義

務を負う SEPをいくつか保有していた。にも拘らず、同社

は、自社の SEPの実施権を許諾するにあたり、ライセンシ

ーに対し、そのライセンシーが保有する特許の実施権を自ら

に無償で許諾させる契約の締結を余儀なくさせた。クアルコ

ムは、その後、独禁法第 19条の不公正な取引方法の規定

に違反したとする公取委の命令につき審判請求を行ってお

り、この事件は現在も係属中である。公取委「クアルコム・イ

ンコーポレイテッドに対する排除措置命令について」1頁

（2009年 9月 30日）。 

The Guidelines 指針 

Although the JFTC has not yet issued a decision on 

Qualcomm’s appeal, the amended guidelines to the AMA 

now state that holders of an SEP with FRAND 

obligations risk violating fair trade practices if they refuse 

to license their patents to a willing licensee or bring an 

injunction against an alleged infringer.  This will make it 

more difficult for holders of an SEP with FRAND 

obligations to enforce their patent rights and could also 

lead to disputes over what constitutes a willing licensee. 

公取委はクアルコムの審判請求について未だ審判を下して

いないが、改正後の独禁法上の指針では、FRAND義務を

負う SEP保有者が、ライセンスを受ける意思を有する者に

対し、ライセンスを拒絶し、又は権利侵害を主張して差止請

求訴訟を提起した場合には、不公正な取引方法に該当する

危険があるとしている。このことにより、FRAND義務を負う

SEP保有者がその特許権を行使することがさらに難しくな

り、ライセンスを受ける意思を有する者であるか否かの判断

に係る紛争が生じる可能性がある。 

The new guidelines present a broad definition of a willing 

licensee.  Even a party that intends to dispute the 

validity, essentiality, or infringement of the SEP can be 

considered a willing licensee if the party “undertakes 

licensing negotiations in good faith in light of the normal 

business practices.”  JFTC, Guidelines for the Use of 

Intellectual Property under the Antimonopoly Act, at 11 

(Jan. 21, 2016).  It remains to be seen how these 

guidelines will affect decisions surrounding the licensing 

of SEPs. 

この新しい指針では、ライセンスを受ける意思を有する者に

ついて幅広い定義を定めている。SEPの有効性、必須性又

は侵害の有無を争う意思を有する者でさえ、「商習慣に照ら

して誠実にライセンス交渉を行っている限り」は、ライセンス

を受ける意思を有する者とみなされ得る（公取委の 2016年

1月 21日付け「知的財産の利用に関する独占禁止法上の

指針」10頁）。この指針の改正が SEPのライセンス供与に

関する今後の判断にどのような影響を及ぼすかは未知であ

る。 

Conclusion おわりに 

The JFTC’s recent amendment to the guidelines for the 

AMA illustrates the global trend of using antitrust 

principles to enforce FRAND obligations.  There have 

been many cases in Europe illustrating this trend, 

including the Court of Justice of the European Union's 

(“CJEU”) decision in 2015 that the holder of an SEP must 

take several steps (such as alerting the alleged infringer 

and offering a license on FRAND terms), before it can 

bring an injunction against the alleged infringer to avoid 

violating EU competition law.  Case C-170/13, Huawei 

Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp. 

公取委が最近行った独禁法上の指針の一部改正は、

FRAND義務の履行を強制するにあたり反トラスト法上の原

則を用いるという世界的な傾向を物語っている。ヨーロッパ

でも、欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the 

European Union（「CJEU」））が 2015年の判断において、

「SEP保有者は、権利を侵害していると考える者に対する差

止請求訴訟の提起にあたり、先ず、欧州連合の競争法の違

反を回避するためのいくつかの措置（権利を侵害していると

考える者に対する警告や FRAND条件によるライセンスの

申出など）を講じなければならない」（Case C-170/13, 

Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.）とするなど、

多くのケースでこの傾向が見られる。 
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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 12 

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 12 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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