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博士論文の要旨 

 

 パナマからの留学生ESPINOSA ATENCIO Jose Guillermoの博士学位請求論文「Standard  

Settings, Patent Disputes and Licensing - Antitrust Intervention」（「標準設定、パテント紛

争および使用許諾－反トラスト介入」）（以下、「本論文」という。）は、次のように９章から構

成された、本文１６０ページにわたる英語で著された論文である。 

 

Chapter 1: IP, Competition Law and SEP: An Introduction 

 （第１章 知的財産、競争法および標準不可欠特許－はじめに） 

Chapter 2: Antitrust and Intellectual Property Interface 

 （第２章 反トラストと知的財産のインターフェイス） 

Chapter 3: Standards and Standard Setting Organizations 
 （第３章 標準および標準設定機関） 

Chapter 4: Opportunism and Antitrust Intervention 

 （第４章 機会主義と反トラスト介入） 

Chapter 5: Patent Ambush 

 （第５章 特許の待ち伏せ） 

Chapter 6: Strategic Licensing Conducts 
 （第６章 戦略的使用許諾行為） 

Chapter 7: Antitrust Remedies and Intervention in the SEP Context 



 

 

 （第７章 反トラスト救済と標準不可欠特許の局面における介入） 

Chapter 8: Preventing Disputes in the SEP Context 

 （第８章 標準不可欠特許の局面における紛争回避） 

Chapter 9: Conclusions 

 （第９章 結論） 

 

 競争法と知的財産権の間の調整は、発展途上国にとっても先進国においても、経済的ダイナミズ

ムを維持、促進する上で根幹にかかわる問題である。なぜなら、前者は自由かつ公正な競争が行わ

れる開かれた市場を維持することを直接の目的とするのに対して、後者は技術革新、技術移転を推

進するために排他権として構成され、したがって市場の閉鎖をもたらすからである。本論文は、米

国法、欧州連合法および日本法を包括的に対比して分析することにより、この未解決の問題分野の

解決に向けた示唆を探り、論じる労作である。 

 本論文は、まず第１章においてこの問題分野において焦点となる局面は標準不可欠特許 

（Standards Essential Patents. 以下、「ＳＥＰ」という）、標準化プロセス（標準設定機関 

［Standard Setting Organizations. 以下、「ＳＳＯ」という］の手続）、「公正、合理的かつ無

差別許諾（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Licensing［以下「ＦＲＡＮＤ」という］）

の原則」、および反トラスト介入（競争法の適用）にあると特定し、技術開発者の利益と標準設定

の目的のバランス、換言すれば知的財産権と産業上の革新の間のバランスはいかにあるべきかを論

究し、ＳＥＰ保有者の機会主義的行動に対する競争法上の対処のあるべき形を論ずることに焦点を

あてると明確に提示する。 

 第２章は、知的財産権と競争法上の一方的行為による強制の理論的枠組みについて論ずる。特許

権の中核は（潜在）競争者の排除であるから、通常は特許権の行使は競争法違反ではない。しか 

し、標準設定においてＳＥＰがＳＳＯを誤認させて標準として設定させると、競争価格をはるかに

上回る使用料が要求される可能性がある。かかる状況に対しては、ＥＵ法および日本法は米国法と

比して競争法を優先させている。米国反トラスト法においては、独占化または独占化の企図の要件

の充足性の判断において、市場支配力の形成または維持の方法に焦点があてられる（シャーマン法

２条）。いかに高価な使用料が設定されても、反トラスト法違反を構成しない。他方、欧州競争法

では市場支配的地位の濫用は規制対象であり、とくに高価な使用料の設定は搾取的濫用を構成する

（ＴＦＥＵ１０２条）。日本法においては、市場支配力の濫用そのものを規制する規定はないもの

の、独占禁止法２条５項の「競争の実質的制限」の要件により、市場構造が規制に組み入れられて

いると分析する。米国内でも、判例の市場支配力に対するアプローチは統一していない。すなわ 

ち、特定技術の採用は特許保有者にとっての外部市場力と同等ではないとする判例もあれば、特許

権の標準への組み入れは関連市場の範囲を当該特許の範囲と同じとする判例もあるとする。 

 第３章は今日のグローバル・エコノミーにおいて重要な役割を演ずる標準につき、それを設定す 



 

るＳＳＯについて論ずる。ＳＳＯは、管轄分野と産業により多様に存在する。各産業において、競

合企業が共同して柔軟な標準を設定して迅速な対応をしているという。これが技術革新市場の顕著

な特徴であるという。同時に、かかるネットワークは双方的および一方的行為による競争法上の問

題を内包するという。 

 ＷＴＯの貿易の技術的障害に関する協定（Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT  
Agreement）等は、技術革新と消費者の厚生の推進のための標準化手続を保証する標準化原則を立

てている。これに基づき、各ＳＳＯは、不可欠特許を公開し使用許諾するルールと手続を示す方針

と原則を立てているという。そこにある規制の中心点は、財産権の宣言とＦＲＡＮＤ条件に基づく

使用許諾の許容であるという。 

 典型的なＦＲＡＮＤ宣言は、①実施者にとっての特許技術への容易なアクセス、および②アクセ

スに対する合理的な価格という、２つの鍵となる要素を含むという。ＳＳＯは、何が公正または合

理的な手段であるか、また、特定の条件が「差別的」であるか否かを判断する方法を示していない

という。さらに、クロス・ライセンシングや、複数の特許が複数の標準に錯綜するようなＩＣＴ産

業（Information and Communication Technologies Industries）の特徴を考慮していないとい

う。それに加え、ＦＲＡＮＤは特許の内容、価値に応じた知的財産権者の公正な価格形成を保証し

ていないし、ＦＲＡＮＤの強制が契約に基づくのか、特許法ないし財産法に基づくのかについて、

合意が形成されていないという問題を指摘する。 

 第４章は機会主義について論ずる。とくに、特許によるホールドアップ（patent hold-up）につ

いて、それは一般的に契約当事者に経済的不効率をもたらすため、裁判所はこれを回避させる判断

をすることが多いことを指摘する。ホールドアップ行為の効果に関しては直接間接の経験的証拠が

ないため、状況証拠が用いられることが明らかにされる。 

 第５章は特許の待ち伏せ（Patent Ambush）について論ずる。ＳＥＰ保有者の特許秘匿行為につ

いては、米国反トラスト法では独占化の企図として禁止される（シャーマン法２条）が、ＥＵ競争

法では排除行為としてだけではなく、搾取的濫用行為としても禁止される（ＴＦＥＵ１０２条）。

また、日本の独占禁止法においては私的独占の禁止（独禁法３条前段）に違反する可能性があるこ

とが明らかにされ、それぞれについて詳細な判例分析がなされる。さらに、不当な取引拒絶や排他

条件付取引として不公正な取引方法（独禁法１９条）に反する可能性があることが公正取引委員会

のガイドラインで示されていることが明らかにされ、それに対しても詳細な分析が加えられる。 

 第６章は、特許の使用許諾をめぐって立てられる戦略について論ずる。かかる戦略としてまず、

使用許諾拒否がある。米国においては、ＳＥＰ保有者の使用許諾拒否に対しては、米国反トラスト

法は比較的寛容であるという。ＥＵにおいても、ＳＥＰ保有者には許諾するか否か、また誰に許諾

するかを決定する権利が認められているという。日本においても、公取委の知的財産権の使用に関

するガイドラインは知的財産権者はその使用許諾を一方的に拒絶できるとされている。本論文にお

いて、米国とＥＵについて、豊富な判例の詳細な分析からこの結論が論証される。ただし、日本に

おいてはガイドラインはあるものの、判例はまだ存在していないので、判例分析は行うことができ

ないとする。 

 



 第２に、過剰使用料の徴収である。この点については、米国とＥＵの態度は異なるという。すな

わち、ＥＵでは過剰使用料を含む過剰価格の設定はＥＵ競争法違反を構成し得るのに対し、米国で

は反トラスト法違反とはならないという。この違いは、米国では自由市場は経済資源の最適配分を

もたらすとの強い推定が働くのに対して、ＥＵでは配分的正義により重きが置かれる結果であると

いう。この点についても、米国連邦取引委員会（ＦＴＣ）の決定およびＥＵの欧州司法裁判所（Ｅ

ＣＪ）の判例の詳細な分析によって裏付けられる。グラントバック条項を含む条件付使用許諾につ

いて競争法違反に問われることがあるが、米、欧、日ともに競争当局はケースバイケースで判断せ

ざるを得ないとしているという。 

 第３に、差止命令の請求である。ＳＥＰについて使用差止命令の請求が認められるべきか否かに

ついては議論がある。差止命令が行われるとすると、その請求はホールドアップを意味し、競争法

違反を構成するか否かについては、米国の判例法においては決着を見ていないことが多くの判例の

分析から明らかにしている。ＥＵにおいては、この問題はまず構成国国内裁判所によって判断され

るが、差止命令については指令（Directive 2004/48）があるので欧州委員会が介入することがある

という。 

 第７章は、標準不可欠特許に対する救済と和解について論ずる。アクセス救済は許諾条件のフォ

ローアップを必要とする点で、困難を伴う。従って、競争当局は禁止救済を主に行っているとい 

う。禁止救済は正当に行われないと市場に悪影響を及ぼすとはいえ、詐欺的行為が問題となるケー

スにおいては反競争効果しか認められず、競争促進効果はないので、救済を行うについて問題はな

いという。一方、戦略的使用許諾に対して安易に禁止救済を行うと、反競争効果のない使用許諾も

禁止されることとなり、市場への悪影響が大きいとする。和解については、競争法上の議論を和解

によって解決すれば、競争当局は事案を迅速に解決する必要はなくなるとはいえ、和解のメカニズ

ムは悪しき結果をもたらす場合がある。すなわち、和解による解決は競争法の正確な適用範囲につ

いて一定レベルの不確実性をもたらし、かつ、市場における当該行為の効果の詳細な分析がなされ

ないために競争促進的訴訟を停止することにつながり得る。従って、これは常に最善の解決策とは

いえないとする。 

 第８章は、ＳＥＰをめぐる紛争の防止策について論ずる。ＳＥＰの機会主義的行為に対しては競

争法の限界があるため、競争法以外のメカニズムによる補完が必要であるとする。その実践とし 

て、ＳＳＯは標準設定において濫用行為と競争促進行為を明確に区分する定款を定めるべきである

という。そもそもＥＵは、欧州委員会2001年水平的合意ガイドラインを改正した2011年ガイドライン

において、誠実なディスクロージャーと使用許諾を定める定款を勧奨している。ただし、これには

法的拘束力はないという。米国においても競争当局はＳＳＯの定款に口出しをすることには消極的

であるという。ただし米国反トラスト協会（American Antitrust Institute）は、連邦司法省（ＤＯ

Ｊ）と連邦取引委員会（ＦＴＣ）にＳＳＯに対してより厳格なガイドラインを定めることを提唱し 

た。ただし、現政権はこれに対応していないという。日本においてはこのようなガイドラインは存

在していないが、一部の専門家からの提言があるという。 

 最後に結論（第９章）として、現状を改善するための筆者独自の提言が提示される。第１に、Ｓ 

 

 



ＳＯガイドラインは公開原則を定めるべきであるという。ＳＳＯ参加者は、標準の実行において不

可欠のまたは不可欠となり得べき特許を公開すべきことが求められるべきであるという。公開義務

に実効性を持たせるために、標準に組み込まれた非公開の特許は使用料無料で使用許諾されるべき

であるという。第２に、ＦＲＡＮＤには実体がないとの批判があるにせよ、無意味ではない。これ

に実効性を持たせるため、標準に組み込まれた特許を特許権者はＦＲＡＮＤ基準で使用許諾するこ

とが求められるべきであるという。第３に、使用料の上限の設定である。ＦＲＡＮＤ許諾条項をめ

ぐる事後的な紛争を回避するため、ＳＳＯは標準設定過程の特定の時点で、特許権保有者に使用料

の上限と非価格条件の上限を公表することを求めるべきであるという。第４に、差止め命令につい

て、ＳＳＯはＳＥＰ保有者に対して、標準を使用する事業者に対する差止命令を求めることを禁止

すべきであるという。ＳＳＯは、この制限をその特許方針に明記すべきであるという。第５に、Ｓ

ＥＰの特許権移転にあたっては、第三者たるＳＥＰの譲受人はＦＲＡＮＤその他の条件の変更を申

し出ることができないものと明記すべきであるという。さもなければ、ＦＲＡＮＤその他の事前の

条件が容易に潜脱できることとなるという。第６に、特許権者は個別のＳＥＰを使用許諾するに当

たっては、現金ベースでのみ取引できることとすべきであるという。この原則により、ＳＥＰ保有

者が非ＳＥＰ特許のクロスライセンシングを強制的な手段で要求することを防ぐことができるだ

ろうという。第７に、ＳＳＯはＦＲＡＮＤをめぐる紛争を解決するため、迅速かつ安価な裁判外紛

争処理手続を整備すべきであるという。ＦＲＡＮＤ使用料その他の許諾条件が不明確であることに

より、許諾者と被許諾者が誠実に行動していたとしても両者間で紛争が生ずる可能性が高い。かる

状況に対応するため、裁判外紛争解決手続、とりわけ仲裁の手続を整備すべきであるという。ただ

し事情によっては、裁判所や行政機関に解決を求めてより良い結論を得ることができる途を確保す

べきであるという。 
 
 審査結果の要旨 
 
 本論文は、技術的標準をめぐる特許権者、使用者および標準設定組織をめぐる法的問題をそれら

の行動、現状を縦軸に、競争法の対応を横軸として包括的かつ極めて詳細に論じた意欲的な論攷で

ある。ESPINOSA ATENCIO Jose Guillermoは修士論文「Music Industry, Competition Law 
and Copyright: Merger, Acquisitions and Licensing in the Digital Media」において音楽産

業における競争法の適用と音楽著作権保護の交錯を解明し、その解決方法を探ることを試みた。本

論文のテーマはこれを遙かに超える範囲を対象としており、また極めて現代的であり、かつ、ＩＴ

産業全体、ひいては個人の日常経済生活にも直結する問題である。 
 本論文で扱われた諸問題は特定の国にのみ関係するものではなく、ＩＴ産業が存在する全ての 
国、地域に影響が及ぶ。とくに不可欠特許が標準に設定されれば、それを使用しなければ当該の特

許を利用した技術が成立しえなくなる。それだけに、特許権者としてはその特許が標準に採用され

るように努力し、また、一旦標準に採用されればそれを濫用することが多い。本論文は、かかる問

題の全てを網羅しており、また、論証において多数の判例、決定例、競争当局のガイドライン等を

つぶさに検討している。とりわけ、米国のUnocal（Union Oil Company of California）事件、



クアルコム事件（Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.）、Rambus事件、デルコンピューター事 
件、Samsung事件、Robert Bosch GmbH事件、Motorola Mobility LLC and Google Inc.事 
件、ＥＵのAstra Zeneca事件、Rambus事件、Huawei v ZTE事件といった米国連邦最高裁、欧

州司法裁判所の判例を含む事案は、特許技術、ＩＴ技術に関する広く高度な知識と理解がなければ

読み込むことが困難であるところ、これらを十分に取り込んでいるとともに、実証性を確保してい

る。 

 本論文の比較法の対象は米国、ＥＵおよび日本である。米国反トラスト法、ＥＵ競争法および日

本の独占禁止法は世界３大競争法と呼ばれていること、および、不可欠特許をめぐる紛争が生ずる

のはこれら２国１地域にほぼ限られることから、比較の対象としての選定は適切である。研究の結

果として得られた知見に基づいて「Chapter 9: Conclusions」において提示される独自の提言も

また、説得力に富み、読者を納得させる。本論文のテーマは今後さらに加速すると考えられるＩＴ

技術の進歩に直面したときに、各競争当局の将来に向けた政策立案、さらに立法にも寄与すると考

えられ、極めて時宜を得ている。 

 ただし、本論文には抽象的な論述が散見されるため、理解に困難を感ずるところがある。また、

日本に関する論述が比較的少ない。しかし、本論文の意義と学術上の価値はそれによって減じられ

るものではない。本論文のテーマに関するかかる包括的かつ実証的な研究は他に例を見ず、高い学

術上の価値がある。日本に関する論述が少ないのは、日本には本論文のターゲットとなる判例、決

定例がなく、また、ガイドラインが必ずしも十分には整備されていないからである。 

 以上の審査の結果、本審査委員会は全員一致で、本論文が博士の学位を授与するにふさわしいと

判断するとともに、本論文は標準設定と競争法の関係を分析して特許権と競争法の調整を図るため

の政策提言を行うという法律学に特化した研究であることから、博士（法学）の学位を授与するこ

とが適切であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


