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抄 録

人材育成・各種研修

一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員　　福岡 裕貴

平成29年度特技懇セミナー
〜「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた

制度の在り方に関する調査研究」の紹介〜

1. はじめに

　近 年、ICT（Information and Communication 

Technology）の発達により、第四次産業革命が進ん

でいると言われています。この第四次産業革命を推

し進めている技術の一つとして、IoT（Internet of 

Things）が注目されています。IoTによって、身近

な様々なモノがいつでもどこでもネットワークに接

続される時代となり、産業構造が大きく変わろうと

しているのみならず、一般社会へも様々な影響を及

ぼし始めています。

　このような変化の中、特許を巡ってどのような問

題が生じているのでしょうか。本調査研究では、社

会的な影響が大きい、もしくは影響が懸念される、

標準必須特許とパテント・トロールの問題に焦点を

当てています。

　両者の前提として、広範なビジネスに関わる特許

が増えているとともに、特許のライセンスにより収

益をあげようとする傾向が高まっているという背景

をイメージすると理解しやすいと思います。

2. 本調査研究の目的及び概要

　近年、ライセンス料や高額な和解金を得ることを

目的として、特許権の権利行使をビジネスとして行

う者（いわゆるパテント・トロール）による活動が、

米国に限らず、欧州やアジアにも広がっているので

はないかという懸念があります。そこで、本調査研

究の第一の目的は、パテント・トロールの実態及び

制度上での対応の可能性について検討を行うことと

しています。

　また、IoTの普及は、標準技術を使用する際に不

可欠な標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化

をもたらしています。そこで、本調査研究の第二の

目的は、標準必須特許のライセンス交渉の進め方や

ロイヤルティの算定方法についての基本的な考え方

を整理し、ガイドライン（手引き 3））の策定に向け

た検討を行うこととしています。なお、本調査研究

は、手引きの策定のための検討を行うものであり、

手引きの作成には直接関わっていませんので、ご留

意下さい。

　昨年度、特許庁産業財産権制度問題調査研究「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた
制度の在り方に関する調査研究」を一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所が受託
し、調査研究を行いました。その調査結果 1）を、本年3月19日の特技懇セミナーにおいて、特
技懇庁内正会員の皆さまへご報告しました 2）。本稿では、当日発表した内容をもとに本調査研
究の主なテーマである標準必須特許とパテント・トロールに関する議論及び検討結果について
解説します。

1）�平成29年度「標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けた制度の在り方に関する調査研究報告書」（平成30年3月）（以下「本調査研究報
告書」という）としてまとめられています。

2）�当研究所より、橋本英司主任研究員及び亀井秀和研究員（ともに発表当時）と福岡の3名で報告を行いました。本稿は、報告した3名を
代表して福岡が執筆を担当します。

3）�特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」。本調査研究の検討段階では、「ガイドライン」と呼んでいましたが、その後「手
引き」として公表されました。本稿では、混乱を避けるため、「手引き」と呼びます。「手引き（案）」は平成30年3月9日に公表され、パ
ブリックコメントを経て、その正式版が平成30年6月5日に公表されました。
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きい差止めが問題とされる例 7）があります。

3.1 パテント・トロールとは

　それでは、パテント・トロールとは、一体どのよう

な者をいうのでしょうか。本委員会では、文献等の情

報をもとに一般的な定義について検討を行いました。

　文献を調査したところ、「パテント・トロール」と

いう用語は、多くの文献等で定義されているもの

の、未だ明確な定義は存在していません。

　1991年にIntel社の顧問弁護士Peter Detkin氏に

より初めて使われた造語と言われており、当時は

「発明を実施しておらず、実施する意思もなく、そ

して多くの場合、決して実施することのない特許を

使って、多額の利益を得ようとする者」と定義され

ました 8）。

　ま た、2016年 の 米 国FTCの 報 告 書 で は、PAE

　本調査研究は、公開情報調査などをベースとしつ

つ、委員会による検討をメインとして実施されまし

た。委員会の議事内容及び委員会の構成は、図1の

通りです。

3. パテント・トロールに関する議論

　パテント・トロールの背景として、1980年代に

遡りますが、当時、米国では産業の活性化を図るた

めアンチパテントからプロパテントへ方針を転換し

ました。これにより、産業競争力を回復できたもの

の、パテント・トロールの温床を作り出したと言わ

れており、 実際に 1990年代終盤以降にはパテン

ト・トロールが台頭するようになりました 5）。

　問題とされる例として、中小企業や末端のユー

ザーまで含めた広範な実施者に対して権利行使を行

う例 6）や、非常に高額な賠償金と社会的に影響の大

4）各委員の組織名及び肩書は平成30年3月当時のもの。

5）�一色太郎「米国特許権保護の現状〜パテント・トロール対策およびその影響〜」第17回特許制度小委員会�配付資料（2016年12月20日）
3頁

6）�一色太郎「米国特許権保護の現状─特許権の制限とパテント・トロールへの影響─」知財管理66巻9号（2016年9月）1115頁。Innovatio�
IP�Venturesは、2011年以降、市販の無線LANルーターの使用が標準必須特許の侵害にあたるとして、ホテル、コンビニ、カフェなど
一般ユーザーを含む実施者に対して13,000通を超える警告状を送付し、それぞれ数千ドル相当のライセンス料を請求しました。

7）�大熊靖夫他「米国、日本、台湾、欧州におけるパテントトロール（要約）仮訳」特技懇244号（2007年1月）89頁。MercExchange社が
eBay社を訴えた事件では、陪審員がeBay社に3500万ドルの賠償金を評決し、差止請求については、地裁では差止請求が否認されたも
のの、CAFCではその地裁の判断に誤りがあるとしました。

8）大熊靖夫他・前掲注（7）91頁

図1　各委員会の議事内容及び委員会名簿 4）

■議事内容
第１回　パテント・トロールに関する論点確認と議論
第２回　標準必須特許の適切なライセンス交渉及び合理的なロイヤルティの考え方
　　　　についての論点確認と議論Ⅰ
第３回　標準必須特許の適切なライセンス交渉及び合理的なロイヤルティの考え方
　　　　についての論点確認と議論Ⅱ
第４回　標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン案についての意見
第５回　報告書案の検討

■委員会名簿
委員長 平塚  三好 東京理科大学専門職大学院 イノベーション研究科 教授
委 　員 泉  　克幸 京都女子大学法学部 教授
 一色  太郎 一色外国法事務弁護士事務所 代表
 太田  昌孝 日本弁理士会 執行理事
 金子  敏哉 明治大学法学部 准教授
 佐藤  裕介 日本製薬工業協会 知的財産委員会 専門委員
 設樂  隆一 日本弁護士連合会 推薦
 鈴木  草平 一般社団法人日本知的財産協会 常務理事
 高橋  弘史 一般社団法人電子情報技術産業協会 特許専門委員会 委員
 竹市  博美 一般社団法人日本自動車工業会 知的財産委員会 委員
 鶴原  稔也 株式会社サイバー創研 知的財産事業部門 主幹コンサルタント
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阻害する者を意味するのではないか」との意見が多

く得られました。ただし、気に入らない特許権者を

パテント・トロールと呼んでいるケースもあり、丁

寧な議論や整理が必要であるとの指摘もありました。

3.2 パテント・トロールの実態と今後の予測

（1）米国における実態と今後の予測

①米国政府及び裁判所の対応
　図2及び図3は、米国でパテント・トロールの活

動が活発化した背景と、その対策を示しています。

（Patent Assertion Entity：特許主張主体）につい

て、「製造販売を行わずに第三者から特許を取得し、

被疑侵害者に対してライセンス交渉や侵害訴訟によ

り権利を主張することで収益を上げる企業」である

と記載されています 9）。

　さらに、本委員会の委員でもある一色先生の文献10）

によると、「パテント・トロール」とは、「特許権を濫

用し、イノベーションを阻害するもの」とも定義さ

れています。

　本委員会においては、パテント・トロールとは、

一様な定義は困難であるものの、上記文献と同様、

「一般的には、特許権を濫用し、イノベーションを

��9）Federal�Trade�Commission「Patent�Assertion�Entity�Activity:�An�FTC�Study」（2016年10月）1頁

10）一色太郎・前掲注（5）3頁

図2　米国におけるパテント・トロールに対する政府等の対策

図3　米国におけるパテント・トロールに関連する裁判例
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件数が大幅に減少しています 14）。また、NPEによる

特許権侵害訴訟を通じた被害額も減少しています。

③今後の活動の予測
　委員会では、近年の制度改正や裁判所の判例の影

響により、米国におけるパテント・トロールによる訴

訟は減少傾向にあることが確認されました。一方、

米国では特許の価値が低下しすぎたとも指摘されて

おり、揺り戻しが起こる可能性もあることから、米

国におけるパテント・トロールを取り巻く情勢を今後

も注視する必要があるという認識が共有されました。

（2）欧州における実態

①欧州
　欧州におけるNPEのデータを見ますと、米国とは

対照的に訴訟が増加しています。欧州において確認

された NPEによる特許権侵害訴訟は、2010年は 8

件でしたが、2015年には52件となっています 15）。

②ドイツ
　ドイツにおけるPAEのデータを見ますと、ドイツ

では、2004年から 2008年にかけて PAEによる特

許権侵害訴訟が大幅に増加しており、その後も増加

している可能性が高いと言われています 16）。また、

2013〜2017年において、欧州各国の NPEの特許

権侵害訴訟の割合は、ドイツが最も高いとうい報告

もあります 17）。

③今後の活動の予測
　委員会でも、欧州の中では、特にドイツにおいて

パテント・トロールによる紛争が増加する可能性が

　図2及び 3に示すように、パテント・トロールが

活発化したことによって、米国の特許制度及び訴訟

制度の課題が浮き彫りとなり、米国政府や裁判所

は、それまでの方針を転換しています。

　米国政府は、プロパテント政策を見直して、米国

特許改正法（AIA：America Invents Act）を成立さ

せました 11）。例えば、AIAによって、特許無効化制

度が全面的に見直されて、当事者系再審査が廃止さ

れ、代わりに当事者系レビュー（IPR：Inter Partes 

Review）及び付与後レビュー（PGR：Post Grant 

Review）手続が導入されました。IPRは使い勝手も

良いことから、利用者が増加しており、特許が無効

となる確率も高いという傾向が続いています。

　判例では、Alice事件 12）において、ソフトウェア

特許の特許適格性の基準が見直され、厳しい判断が

なされました。その後、ソフトウェア特許が無効と

なったり、拒絶されたりするケースが急増し、実務

的に混乱が続いています。

　また、TC Heartland事件 13）では、訴訟を提起す

る裁判地の制限が強化され、被告が法人登録してい

る州の裁判所等に制限されました。その後、原告の

勝訴率が高いことから訴訟が集中していたテキサス

州東部地区の訴訟数が減少しています。

②訴訟件数
　パテント・トロールが 1990年代終盤以降に台頭

して以来、その被害は増加傾向にありましたが、上

述した政府や裁判所の対策により、近年、その被害

は減りつつあります。

　NPE（Non Practicing Entity：不実施主体）のデー

タですが、特許権侵害訴訟の提訴数は2015年まで

増加傾向にあるものの、その後は連邦地裁への提起

11）�2005年に改正案が上程され、パテント・トロールの被害が顕著なIT業界とプロパテント政策支持の製薬業界との対立を経て、2011年
に成立しました。

12）Alice�Corporation�Pty�Ltd.�v.�CLS�Bank�International�et�al.,�134�S.�Ct.�2347（2014）

13）TC�Heartland�LLC�v.�Kraft�Foods�Group�Brands�LLC,�137�S.�Ct.�1514（2017）

14）�Unified�Patents�“2017�Patent�Dispute� Report:� Year� in� Review”,�NPEによる連邦地裁への訴訟提起件数：2014年� 3083件,� 2015年
3909件,�2016年2630件,�2017年�2099件

15）�ClearViewIP�“NEW�FRONTIERS�FOR�NPES”,�欧州におけるNPEによる特許権侵害訴訟数：2010年�8件,�2011年�10件,�2012年�12
件,�2013年�16件,�2014年�24件,�2015年�52件

16）�Brian�Love,� Christian�Helmers,� Fabian�Gaessler,�Max�Ernicke,�“Patent�Assertion�Entities� in� Europe”�Europe”（Santa�Clara�
University�School�of�Law,�2015年11月12日）6頁,�ドイツにおけるPAEによる特許権侵害訴訟数：2004年�10件,2005年�43件,�2006
年�71件,�2007年�138件,�2008年�102件

17）�Darts-ip�“NPE�Litigation�in�the�European�Union:�Facts�and�Figures”（2018年2月）6頁,�欧州各国におけるNPEによる訴訟の割合：フ
ランス�4％,�ドイツ�19.5％,�イタリア�6％,�オランダ�5.5％,�イギリス�4.2％
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3.3  日本におけるパテント・トロールへの現行制
度上の対応

　委員会では、上記パテント・トロールの実態及び

今後の活動の予測も踏まえて、日本におけるパテン

ト・トロールへの制度上の対応として、競争法 20）に

よる制限と権利の濫用の抗弁について検討しました。

（1）競争法による制限

　特許法は、特許権者に特許発明の実施の専有を認

めるのに対し（特許法68条）、独占禁止法 21）は、私

的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁

止します（独禁法1条）。両法の適用が交錯する場

合があるため、独占禁止法21条は、「この法律の規

定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は

商標法による権利の行使と認められる行為にはこれ

を適用しない」と規定しています。

　しかしながら、外形上権利の行使とみられる全て

の行為が適用除外となるわけではありません。公正

取引委員会の「知的財産ガイドライン 22）」によると、

実質的に権利の行使とは評価できない場合、すなわ

ち、「権利の行使とみられる行為であっても、行為

の目的、態様、競争に与える影響の大きさも勘案し

た上で、事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用

を図るという、知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は

同制度の目的に反すると認められる場合は、上記第

21条に規定される『権利の行使と認められる行為』

とは評価できず、独占禁止法が適用」されます。

　したがいまして、パテント・トロールの行為が、

実質的に権利の行使とは評価できない場合、独占禁

止法が適用され権利行使が制限される可能性があり

ます。

　公正取引委員会は、平成28年1月21日に知的財

産ガイドラインを一部改正し、標準規格必須特許を

有する者による差止請求訴訟の提起等に係る独占禁

あるという認識が共有されました。その理由とし

て、ドイツの裁判制度では、特許権侵害訴訟と特許

有効性の審理とが分離されており、特許有効性の審

理結果を待たずに特許権侵害による差止判決が下さ

れる可能性があることから、濫用的な権利行使が発

生しやすい状況にあることが指摘されました。

（3）日本における実態
①過去のアンケート調査結果
　2016年に行われたアンケート調査では、日本企

業が、パテント・トロールから提訴・警告を受けた

国に関して、過去10年において 31者中20者が米

国において提訴・警告を受けており、次いで、31

者中7者が日本において提訴・警告を受けたと回答

しています 18）。

　また、同時に行われたアンケート調査では、「米

国と比べ日本での活動は活発ではなく、問題になる

とも感じていない」と回答した日本企業が 70％あ

る一方で、「米国に比べ日本での活動は活発ではな

いが、看過できるものではない」と回答した日本企

業も22％ありました 19）。

②今後の活動の予測
　上記のように、現時点において、日本ではパテン

ト・トロールの活動が活発化している具体的な脅威

は少ないものの、一方で、日本においてパテント・

トロールからの提訴・警告を受けたことがあるとす

る企業が2割強も確認されており、将来的な対応を

視野に入れつつパテント・トロールの動向を注視し

ていく必要があることが報告されています。

　本委員会においても、これまで通信業界との関わ

りが浅かった業界を中心に、将来的なパテント・ト

ロールの活動への懸念が示されました。ただし、日

本においては、パテント・トロールの活動が今後活

発になる兆候は今のところ見られないという認識が

共有されました。

18）�エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所「IoT等による産業構造の変化に伴い企業等が直面する知財制度上の新たな課題とNPEの動向に
関する調査研究報告書」（2016年12月）80頁

19）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所・前掲注（18）82頁

20）�日本の「独占禁止法」のように市場における公正で自由な競争の実現を目指す法律を一般に「競争法（Competition�Law）」と呼んでいま
す。公正取引委員会HP,�https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/index.html

21）「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号）

22）公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（改正：平成28年1月21日）
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（3）小括

　委員会では、現行制度では特許法に基づく差止行

為に対して独占禁止法による制限や民法上の権利濫

用法理が適用される可能性があることが確認されま

したが、一方で、日本においては、実際にこれらが

パテント・トロールに適用された例は確認できてい

ないという認識が共有されました。

　この背景として、日本は、以下の点で、パテン

ト・トロールにとって魅力的ではない環境となって

いると指摘されました。

・ 適切な特許審査により特許権の権利範囲が明確で

ある。

・ 特許庁や裁判所で特許の無効手続が適切に運用さ

れていることから、権利有効性に疑義のある特許

権の行使が認められにくい。

・ 裁判で認められる損害賠償額や裁判手続に要する

費用が、パテント・トロールの活動が活発な米国

と比べ相対的に低額である。

　委員会の結論としましては、特許制度がバランス

よく機能している日本では、今後もパテント・ト

止法上の考え方を追加しています。図4に、知的財

産ガイドラインで規制される行為の概要を示します。

（2）権利の濫用の抗弁

　差止請求などの権利行使が、裁判所で権利の濫

用 24）と判断されると、その権利行使が制限される

場合があります。キルビー事件 25）では、「当該特許

に無効理由が存在することが明らかであるときは、

その特許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求

は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許

されない」とされました 26）。

　無効理由以外で、権利濫用と判断された事件とし

ては、アップル対サムスン事件 27）があります。この

事件では、差止請求権の行使については、権利者が

FRAND宣言をし、かつ、相手方がFRAND条件によ

るライセンスを受ける意思を有する者である場合、

権利の濫用に当たり許されない、とされました 28）。

　したがいまして、パテント・トロールの行為が、

権利の濫用と判断された場合、権利行使が制限され

る可能性があります。

23）公正取引委員会・前掲注（22）をもとに作成。
24）�権利の濫用（民法1条3項）とは、外見上権利の行使のようにみえるが、具体的な状況を考慮すると、権利の社会性に反しており、権
利の行使として是認できない行為を意味します。我妻栄『新訂�民法総則』（岩波書店、1965年）35頁。

25）最三小判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁・平成10年（オ）第364号
26）その後、平成16年改正で特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限）が設けられています。
27）�知財高決平成26年5月16日判時2224号89頁・平成25年（ラ）第10007号、知財高決平成26年5月16日判タ1413号16頁・平成25年（ラ）
第10008号。

28）�損害賠償については、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが、ライセンス料相当額の範囲内で
は権利の濫用に当たるものではないと判断されています。知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁・平成25年（ネ）第10043号。

図4　知的財産ガイドラインの概要 23）

〈私的独占〉
 ①技術を利用させないようにする行為
・パテントプールを形成している事業者が、新規参入者や
　特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく
　拒絶することにより当該技術を使わせないようにする。
・FRAND宣言をした標準規格必須特許を有する者が、
　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する。
②技術の利用範囲を制限する行為
・技術を利用できる範囲を指示し守らせることにより、 
　ライセンシーの事業活動を支配する。 
③技術の利用に条件を付す行為
・ある技術に権利を有する者が、当該技術を他の事業者に
　ライセンスをする際に条件を付すことにより、ライセン
　シーの事業活動を支配する又は他の事業者の事業活動を
　排除する。

〈不当な取引制限〉
・事業者が他の事業者と共同して、相互にその事業活動
　を拘束し又は遂行する。
・競争者間で行われるパテントプールやクロスライセン
　ス、多数の競争者が同一の技術のライセンシーとなる
　マルティプルライセンスなどにおける制限行為につい
　ては、不当な取引制限の観点から検討が必要となる。

〈不公正な取引方法〉
・技術の利用に係る制限行為が、公正競争阻害性がある
　か否かが問題となる。
・行為者の競争者等の取引機会を排除し、又は当該競争
　者等の競争機能を直接的に低下させるおそれがあるか
　否か、価格、顧客獲得等の競争そのものを減殺するお
　それがあるか否かにより判断される。
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す 32）。ホールドアウトとは、特許権者の権利が過度

に抑えられることによって、実施料が低額に抑えら

れたり、実施者がロイヤルティを支払わずに必須特

許を利用し続けたりするという問題です。

（2）ロイヤルティ・スタッキングとFRAND

　ロイヤルティ・スタッキングとは、一つの標準（あ

るいは製品）において、非常に多くの標準必須特許

が関与しているために、個々の権利のライセンス料

がかなり低い料率であっても、積み重なることに

よって高額化するという問題です 33）。

　標準化団体（SSO：standard setting organization）

は、このようなロイヤルティ・スタッキングやホー

ルドアップなどの問題を防ぎ、標準の利用促進を図

るため、IPRポリシーを策定しています。IPRポリ

シーに従うと、標準の策定段階において、権利者が

自 身 の 標 準 必 須 特 許 に つ い て FRAND（fair, 

reasonable and non-discriminatory：公平・合理

的・非差別的）条件でライセンスすることを宣言し

た場合、標準技術の利用者は、公平、合理的かつ非

差別的なライセンス料を支払えばよいことになりま

す。しかしながら、この FRAND条件とは、実際に

どの程度の条件であるのかということが問題となり

ます。

（3）紛争当事者とライセンス交渉の態様の変化

　また、図5に示すように、IoT時代となって、標

準必須特許における紛争当事者とライセンス交渉の

態様が変化しています。

　従来、情報通信技術のライセンスを行う場合、同

じ情報通信業界で同じように特許を有する企業同士

で交渉が行われていたため、クロスライセンスで解

決するケースが多く、また、ライセンス料率の相場

観も共通であったため、標準必須特許を巡って大き

ロールは問題になりにくく、現行制度において十分

対応できているのではないか、との意見が多数を占

めました。

4. 手引きに関する議論

　標準とは、「様々な技術・産業分野において、技術

の仕様を定めることで互換性を保ち、ユーザーに利

便性を与えるために決められた仕様」のことをいい

ます 29）。手引きの背景となっているのは、IoTで利

用される 3Gや 4G、無線LANなどの情報通信技術

分野の標準です。また、標準必須特許とは、「標準

技術を実施する際に必ず実施せざるを得ない不可避

的な特許」のことをいいます 30）。例えば、スマート

フォンが基地局と通信を行うために必要となる通信

方式の特許などです。

　以下、手引きの背景として、このような標準必須

特許を巡って生じている問題について説明した上

で、委員会で議論された論点を紹介します。なお、

手引きに関する議論では、各委員からいろいろな意

見を出し合うことを目的としましたので、論点につ

いて一つの結論を出すということは行っていません。

4.1 標準必須特許を巡る諸問題

（1）ホールドアップとホールドアウト

　ホールドアップとは、標準が策定されて広く浸透

し、その標準技術を利用せざるをえない状況におい

て、権利者が実施者に対して差止めを行使しようと

したり、高額な実施料を要求したりするという問題

です 31）。

　これまでは、権利者側の行為としてホールドアッ

プが問題視されてきましたが、近年、実施者側の行

為としてホールドアウト（リバース・ホールドアッ

プともいいます）が問題であるという指摘もありま

29）�知的財産研究教育財団「主要国における標準必須特許の権利行使の在り方に関する調査研究報告書」（平成29年3月）7頁。標準には、
公的機関が認定したデジュール標準、複数の企業等から構成される団体・組織によって定められるフォーラム標準、事実上の標準と
なったデファクト標準があります。

30）�知的財産研究教育財団・前掲注（29）9頁。標準必須特許には、技術的に回避できない技術的必須特許と、技術的には代替手段があるが
当該代替手段が商業的に代替手段になり得ない商業的必須特許とがあります。

31）田村善之「標準化と特許権─RAND条項による対策の法的課題─」知的財産法政策学研究�43巻（2013年12月）92-93頁

32）鈴木將文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」（独立行政法人経済産業研究所、2015年12月）5頁

33）田村善之・前掲注（31）93頁
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（1）ライセンス交渉の進め方

①誠実性
　ライセンス交渉の進め方に関しては、まず、誠実

な交渉とは何かという点が論点となります。誠実な

交渉か否かによって差止請求の制限に影響がありま

す 35）。特許権者が誠実に交渉しないと、差止請求の

行使が制限される場合があり、逆に、実施者が誠実

に交渉をしないと、差止請求の行使が認められる場

合があり得ます。

　委員会では、欧州の競争法の事件ではあります

が、標準必須特許のライセンス交渉のフレームワー

クを示したHuawei v. ZTE事件 36）をベースに議論が

行われました。

　Huawei v. ZTE事件では、図6に示すように判断

基準が示されています 37）。権利者側がこの基準を満

たさない場合、差止請求が制限される方向に働き、

実施者側がこの基準を満たさない場合、差止請求が

認められる方向に働きます。

な紛争となるケースはあまり見られませんでした。

　しかしながら、IoTが浸透する時代になると、通

信業界と自動車業界等のように、異業種の企業間で

交渉が行われるようになるため、クロスライセンス

による解決が困難になり、また、ライセンス料率の

相場観が乖離するなることになり、標準必須特許を

巡るライセンス交渉や紛争を、従来のように解決す

ることができないという問題が生じつつあります。

4.2 手引きの策定に向けた論点

　委員会では、上記のような問題の解決に資するべ

く、手引きの策定に向けて議論が行われました。

　標準必須特許のライセンス交渉に関する論点の大

項目としては、適切なライセンス交渉とはどのよう

に行われるべきかという「ライセンス交渉の進め方」

と、合理的なロイヤルティとはどのように求めるべ

きかという「ロイヤルティの算定方法」の 2つとし

ました。

34）第23回特許制度小委員会（2017年11月27日）資料1,3頁
35）�差止が制限されるための要件は国によって異なります。例えば、欧州では、競争法による規制が積極的であり、欧州競争法における市
場支配的地位の濫用とみなされた場合に制限されます。潮海久雄「標準必須特許の権利行使—競争法からの基礎づけ」,小泉直樹・田村
善之編『中山信弘先生古稀記念論文集　はばたき—21世紀の知的財産法』（弘文堂,�2015年）410-439頁

36）Huawei�Technologies�Co.�Ltd�v.�ZTE�Corp.,�ZTE�Deutschland�GmbH.,�CJEU,�Case�C-170/13,�16�July�2015
37）本調査研究報告書299-300頁

図5　標準必須特許のライセンス交渉の変化 34）

従来 IoT時代

紛争当事者
の変化

■通信業界の企業同士

■自ら事業を実施する企業同士

■通信業界の企業（標準必須特許権者）と
　最終製品メーカー（そのサプライヤーも含む）

■事業を実施せず権利行使で収益確保を図る者
　(PAE：Patent Assertion Entity)が紛争当事者となる
　ケースも

ライセンス
交渉の態様
の変化

■クロスライセンスによる解決が可能
　⇒事業開始後に必要に応じてライセ
　　ンス交渉を行う慣行が定着

■互いの特許技術の権利範囲（必須性）
　や価値の判断が容易
　⇒当事者間でライセンス料率の相場
　　観が概ね一致

■クロスライセンスによる解決が困難
■業種が異なり、必須性や価値の判断が困難
　⇒当事者間のライセンス料率の相場観が乖離
　（権利者・実施者の主張額が2桁異なるケースも）

■製品のライフサイクルの短期化や、製品当たりの
　権利数の増加により、事業開始前に権利関係を
　全て整理することが困難

通信業界
vs

通信業界

通信業界
vs

他業界
 （自動車、サービス等）

サプライヤー
特許補償契約

例）ライセンス料率の算定方法の主張の差異
 ・Ａ業界 ：最終製品全体の価格をベースにした算定を主張
 ・Ｂ業界 ：個々の設備・部品の価格をベースにした算定を主張
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38）�第22回特許制度小委員会�配付資料1�電子情報技術産業協会プレゼンテーション資料（2017年9月29日）7頁等をもとに作成。判例では、
差止の基準ではなく、欧州競争法における市場支配的地位の濫用の判断基準となります。

・ 警告書を被疑侵害者に送る場合と取引相手に送る

場合とでは、同じ実施者であっても分けて考えた

方がよい。

（ⅱ）  実施者がライセンスを受ける意思を表明する

までの段階

・ 実際のライセンス交渉では技術的な議論が必要で

あるため、特許数が少ない場合であっても、意思

の表明までに経験上数ヶ月〜数年かかることもあ

る。

・ 適切な交渉期間については、業界や文化、製品ラ

イフサイクルの違いを考慮する必要がある。ま

た、製品のサイクルや業界の実情、特許の数（特

に対応特許の数）、どの程度の標準必須特許であ

るか否かを正しく整理して提案してきているか等

を総合判断する必要がある。

・ 実施者が、権利有効性を争うことは誠実な交渉と

の関係では問題にならない。知財高裁のアップル

対サムスン事件では、アップルが無効の抗弁をし

たが、交渉は続けていたことからwilling licensee

と認定されている。公正取引委員会「知的財産の

利用に関する独占禁止法上の指針」では、特許の

有効性を争うこと自体は、ライセンスを受ける意

思があることを否定する根拠とならないとされて

いる。

②効率性
　誠実な交渉の議論と多少重なる部分もあります

が、ライセンス交渉の進め方としては、どのように

効率よく交渉を進めるかという点も論点となりま

す。ここでは、効率性に関して、交渉の主体と提供

する情報について紹介します。

（a）交渉の主体
　ライセンス交渉の主体は、もちろん権利者と実施

者ですが、実施者側ではサプライチェーンの中の複

数の企業のうちどの企業が交渉の主体となるべきか

が問題となります。具体的には、権利者は「最終製

品メーカー」と「サプライヤー」のどちらを相手に

交渉すべきでしょうか。例えば、サプライヤーによ

り製造された半導体チップなどの部品が特許権を侵

害しており、最終製品メーカーがその部品を使って

　Huawei v. ZTE事件の基準によると、まず、①標

準必須特許権者は、訴訟手続に先立って、実施者（被

疑侵害者）に対して侵害されている標準必須特許を

指定し、その侵害の態様を特定することによって警

告を行うべきとされています。

　続いて、②実施者が FRAND条件によるライセン

ス契約を締結する意思がある旨を表明した場合、③

標準必須特許権者は、FRAND条件に基づく具体的

な書面でのライセンスのオファー（申出）を、実施

料の額及びその算定方法を特定しつつ、実施者に提

示しなければなりません。

　また、標準必須特許権者のオファーに対して、実

施者は、商慣行に従い誠実に対応する必要がありま

す。④実施者は、そのオファーを受け入れない場合、

標準必須特許権者に対して速やかに書面で FRAND

条件に対応する具体的なカウンターオファー（対案）

を提示しなければなりません。

　さらに、⑤標準必須特許権者がそのカウンターオ

ファーを拒絶した場合、⑥実施者は、当該分野で広

く認められた商慣行に基づいて適切な担保を提供す

る必要があります。

　委員会では、上記Huawei v. ZTE事件のフレーム

ワークの段階ごとに議論が行われました。以下、委

員会で出された主な意見を紹介します。

（ⅰ） 特許権者がライセンス交渉のオファーをする

段階

・ クレームチャートには機密情報が含まれることも

あるため、交渉に際しては秘密保持契約を結ぶこ

とが一般的である。

図6　�Huawei�v.�ZTE事件のライセンス交渉のフレー
ムワーク 38）

標準必須特許権者 実施者

①侵害警告

③ライセンスオファー

⑤カウンターオファー
拒否

②ライセンス締結
意思表明

④カウンター
オファー

⑥十分な担保

差止が認められない
方向に働く

差止が認められる
方向に働く
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意見が出されました。

・ 標準必須特許は製品に対応する特許数が多いの

で、全部の特許についてクレームチャートを出す

かどうかは当事者間の合意に基づくと考えられ

る。必ずしも合意に基づくものではなく、特許権

者の意思によるところもあるのではないか。

・ 企業秘密が含まれる場合には、 秘密保持契約

（NDA）を結ぶ必要があるが、クレームチャート

自身がNDAの対象となるかどうかは事案による。

（2）ロイヤルティの算定方法

　FRAND条件を満たすロイヤルティは、どのよう

に求めるべきでしょうか。基本的には、①ロイヤル

ティベース（算定の基礎）×②ロイヤルティレート

（料率）により求め、③その他の考慮要素等を考慮

して決定することになります。

①ロイヤルティベース（算定の基礎）
　算定の基礎の考え方には、EMV（Entire Market 

Value：市場全体価値）とSSPPU（Smallest Salable 

Patent-Practicing Unit：最小販売可能特許実施ユ

ニット）があります。

　EMVでは、例えばスマートフォンなど「製品全体

の価値（売上高合計）」をベースに考えます。この「製

品全体の価値」のうち、「標準に準拠していることが

貢献した部分」の割合を算定し、さらにこの「標準

に準拠していることが貢献した部分」のうち、「本件

特許が貢献した部分」の割合を算定して、ロイヤル

ティを求めます 41）。

　一方、SSPPUでは、例えばスマートフォンに組

み込まれた半導体チップなど「部品（最小ユニット）

の価値」をベースに考えます。ロイヤルティの求め

方は、基本的に EMVと同様ですが、「部品の価値」

のうち、「標準に準拠していることが貢献した部分」

の割合を算定し、さらにこの「標準に準拠している

ことが貢献した部分」のうち、「本件特許が貢献した

製品を製造・販売等した場合に、どちらが交渉を行

い、どちらが責任を負うべきでしょうか 39）。当然、

置かれている立場によって考え方が異なることにな

ると思われます。委員会でも、以下の通り意見が分

かれました。

・ 法律上は権利者が交渉相手を自由に選ぶことが可

能。

・ 権利の消尽や実施製品・最終製品の把握の容易さ

などが基準となり得る。

・ 交渉レベルは立場によって意見が異なり、議論を

まとめるのは困難。例えば、特許の性質によって

交渉の対象を決めるのであれば、端末に閉じた特

許であれば端末メーカー、基地局を含むサービス

の特許であれば通信業者とした方がよいと考えら

れる。

・ 最終製品メーカーではサプライヤーの特許の有効

性や価値判断は難しいため、サプライヤーが交渉

した方が効率的な場合もあると考えられる。

・ 最終製品メーカーが訴えられたときに、サプライ

ヤーに交渉を完全に任せることは非効率的である

し、不誠実であるとも考えられる。

・ サプライヤーが交渉するメリットとして、交渉の

効率化や特許補償等もあるが、技術に詳しいこと

から合理的な結論に導かれることも期待できる。

・ サプライチェーンとしては、例えば、通信分野であ

ればオペレーターやユーザーまで含む場合もある。

（b）提供する情報
　効率性の観点からは、権利者及び実施者は相手に

どのような情報を提供すべきでしょうか。例えば、

両者の間でクレームチャートと呼ばれる書面が提示

される場合があります。権利者は、特許のクレーム

と標準規格との対応を示すため、あるいは、特許の

クレームと実施製品（被疑侵害製品）との対応を示

すためにクレームチャートを提示します 40）。これに

より、必須性あるいは侵害性の根拠を提示し、両者

で確認することができます。

　委員会では、クレームチャートに関して、以下の

39）�サプライヤー側で補償するという特許補償契約を結ぶ場合もありますが、その場合でも、サプライヤーがどこまで補償するのかが問題
となり得ます。

40）�特許庁審判部「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」（平成30年3月）17頁に判定請求書の記載例ですが、クレームチャー
トの一例があります。

41）�本調査研究報告書290頁。例えば、アップル対サムスン事件では、EMVを採用してスマートフォン全体をベースにロイヤルティを求
めています。
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部分」の割合を算定します 42）。

　製品全体の価格をベースにする場合と、半導体

チップの価格をベースにする場合とでは、ロイヤル

ティが大きく変わる可能性があります。このため、

権利者側と実施者側でどちらを採用するか意見が対

立します。委員会では、以下の意見が出されました。

・ 単機能の製品では EMVを適用すべきであるが、

多機能の製品では EMVを適用すべきではないと

考えている。この論点は製品が単機能から多機能

に変化していることが背景にある。

・ 理論上は両者で最終的な差はないかもしれない

が、実際には同じような料率とはならないケース

もあり、正しく理解する必要がある。

・ SSPPUと EMVの議論は、結論が出ているわけで

はなく、現在も議論がされているところであるた

め、いずれを採用すべきかに関して、どちらかに

方向付けすべきではない。

・ 特許の価値の考え方に関して、一つの側面だけで

なく、考えられる他の側面も紹介して、バランス

を考慮した方がよい。

②ロイヤルティレート（料率）
　ロイヤルティレートの算定方法として、ボトム

アップ型（比較アプローチ）とトップダウン型（トッ

プダウンアプローチ）があります。

　ボトムアップ型では、まず、比較可能なロイヤル

ティレートを参照します。例えば、本件特許を含む

パテントプールのロイヤルティレートや、既に他者

へライセンスしている場合にそのロイヤルティレー

ト等が参照されます。参照されたロイヤルティレー

トをもとに、標準必須特許の保有比率や、パテント

プールに参加する価値等を考慮してロイヤルティを

求めます 43）。

　一方、トップダウン型では、まず、ロイヤルティ

レートの上限を設定します。例えば、業界慣行を参

考にした標準の累積ライセンス料率等を上限としま

す。設定した上限をもとに、標準の貢献割合や、標

準必須特許の保有比率等を考慮してロイヤルティを

求めます 44）。

　このような算定方法に関して、委員会では、以下

の意見が出されました。

・ ロイヤルティ算出方法には、ボトムアップ型と

トップダウン型のみではなく、従来からGeorgia-

Pacific-Factorsなどの考え方もある。

・ ドイツでの訴訟や米国のITC訴訟では差止めの脅

威が大きいことから、過去のライセンスを比較可

能なライセンスと扱わない方がよい場合もある。

③その他の考慮要素・観点
　ここでは、その他の考慮要素・観点として、意見

の多かった（a）Georgia-Pacific factorsと（b）使途

が異なる場合のロイヤルティを紹介します。

（a）Georgia-Pacific factors
　米国の損害賠償訴訟では、合理的ロイヤルティを

算定する際に、Georgia-Pacific factorsという15の

要素が考慮されます 45）。例えば、要素1では、特許

ライセンスに対して確立されたロイヤルティを考慮

し、要素15では、合理的、自主的に交渉を行った

場合、侵害開始時に合意したであろうロイヤルティ

を考慮すべきとしています。

　Microsoft v. Motorola事件では、合理的なロイヤ

ルティの算定に際し、FRANDの観点から Georgia-

Pacific factorsは修正されなければならないとしま

した 46）。例えば、修正された要素1では、確立され

たロイヤルティは FRAND義務または同等の条件下

で交渉されたものとし、修正された要素15では、

ホールドアップとロイヤルティ・スタッキングを回

避して標準規格を広範に普及させる FRAND宣言の

目的に従った上で、交渉し合意したであろうロイヤ

ルティとすべきとしています。

　一見、米国の判例におけるとてもハイレベルな要

素のリストのようにも感じますが、一つ一つの要素

42）�本調査研究報告書319頁。例えば、Innovatio�v.�Cisco事件では、SSPPUを採用して無線LANチップをベースにロイヤルティを求めて
います。

43）�本調査研究報告書,�322頁。例えば、CSIRO�v.�Cisco事件では、CSIROが他社に既にライセンスしていたため、そのレートをもとにロ
イヤルティを求めています。

44）�例えば、アップル対サムスン事件・前掲注（41）やInnovatio�v.�Cisco事件・前掲注（42）が該当します。
45）�国際第1委員会「標準必須特許の損害賠償額算定方法に関する調査研究」知財管理Vol.� 65� ,� No.7（2015年）899頁。仮想交渉における
ロイヤルティを算定するにあたり、各要素が各事案に沿って考慮されます。

46）�本調査研究報告書,�312頁
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を見てみるとそれほど複雑ではないかもしれませ

ん。委員会では、次のような意見が挙げられました。

・ 国際的な手法が多数ある訳ではないので、外国企

業と交渉するとき等には、参考になる。単に並べ

ただけでは使い方が分からないため、実務家がど

のように使って理論を構築していくか等を明確に

する必要がある。

・ 要素が多すぎるため、日本では使いにくいと考え

ている。米国の判例でもこの要素を使用している

場合としていない場合がある。

・ この要素はどのような数字もサポートし得るの

で、異業種や不慣れな者が使用することは難しい

と考えている。

・ 実際には使いたい要素だけ取り出して使うものだ

が、交渉相手への説明に使用する場合には分かり

やすいと考えている。

（b）使途が異なる場合のロイヤルティ
　特許の使途に応じてロイヤルティを設定しようと

する考え方があります 47）。例えば、IoTでは、多様

な機器に通信機能が設けられます。高機能・高速な

スマートフォンや低機能・低速なセンサーなどでも、

同じ規格の通信機能が実装され得ます。この場合に、

スマートフォンでは高いロイヤルティ、センサーで

は低いロイヤルティにしようとする考え方です。

　これは、使途に応じてより多くのロイヤルティを

得ようとする権利者側と、使途にかかわらずロイヤ

ルティを抑えたい実施者側で意見が対立します。

　委員会では、以下のような意見が挙げられました。

・ 発明の実施による利益が多い場合には、ロイヤル

ティもそれに応じて多額であるべきと考えられ

る。ただし、特定の主体であることを理由にロイ

ヤルティが差別的に取り扱われてはならない。

FRANDの非差別性については、類似した状況で

あれば、差別的とはならないと考えられる。

・ 規格の利益を享受できる程度の料率とすべきと考

えられる。販売価格や台数、利益率等は製品ごと

に違うため、全てを同じロイヤルティとすべきで

はく、製品や事実を見て判断する必要がある。コ

ンテンツ配信事業のように製品を製造販売しない

事業では、製品単位のライセンス料とならない

ケースもあるので留意する必要がある。

・ ライセンスを業としてやっている者の例をもっ

て、一般的なライセンスの例として表現するのは

適切ではない。

・ MPEGではデコーダとエンコーダ、コンテンツ配

信でロイヤルティを分けている。光ディスクでは

プレーヤ、レコーダ、ディスクタイプでロイヤル

ティを分けている。理由はプレーヤやディスクで

は単位が違い、規格の部分や貢献、メイン／サブ

等の違いがあるためである。

5. おわりに

　本調査研究では、パテント・トロールに関して現

状や今後の予測等についてとりまとめ、標準必須特

許のライセンス交渉に関する手引きの策定に向けた

委員会の意見を整理しました。

　いずれにしても、時代の変化とともに知的財産の

役割や社会的な影響力が大きく変わっていると言え

るのではないでしょうか。パテント・トロールについ

ても、標準必須特許についても、世界的な状況が日々

変化しており、今後も注視していく必要があるでしょ

う。特に、IoTにおけるプラットフォームビジネスは

これまでの規模をはるかに超えた世界的なビジネス

となり得るため、業種も地域もクロスオーバーする

ことによる新たな課題が生じる可能性もあります。

　最後になりますが、本調査研究の委員会や報告書

等において、貴重なご意見及びご指導いただいた皆

様に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。
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