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SEPライセンシングのパテントプールおよびライセンシングプラットフォーム 

1.概要 

 最近、パテントプールによる標準必須特許（SEP：Standard-Essential Patent）のライセンシングが注目を集

めています。 

 本方針説明書には、パテントプールによるSEPライセンシングに関する一連の推奨事項と所見がまとめられています。

本書は、SEPパテントプールのライセンシングに関する方針を検討する規制当局、当局と関連のあるパテントプールと

企業、SEPを潜在的に利用する製品やサービスを市場に導入する採用者、およびSEPに関連するクレームを扱う法

人や実務家および一般の方々など、幅広い読者を対象としています。 

 競争法の順守はパテントプールにとって最重要事項です。本書は、パテントプールの競争法順守に関して世界の競

争当局が定めた原則を繰り返して述べるものではありません。但し、ライセンシングエージェント（プール等）を介してラ

イセンスを取得するため、SEP所有者により提供されるSEPの場合、ライセンシーとそれぞれのSEP所有者は、相互の

合意に基づき両者間でライセンスを自由に取り引きできるものでなければなりません。したがって、当事者のプールへの

不参加またはプールによるライセンスの取得の拒否は、SEPライセンシングを付与または取得する意思がないと見なす

べきではありません。プールではなく特許所有者と直接ライセンスを交渉することを選択すると決めたライセンシーは、適

切な時期にその決定をプールに通知すべきです。 

 さらに、代替、有効期限切れ、または無効な特許のライセンス料を要求されないようにするため、パテントプールは独

立して必須判定を行う機能を備えているべきであり、さらにライセンサー/特許所有者に有効性を判定させる権利を許

可すべきです。そのため、ライセンスの判定には有効性の問題をうまく考慮にいれる必要があります。 

This document is an unofficial translation of the FSA Position Paper  

“Patent Pools and Licensing Platforms in SEP Licensing” 

(in English) available here. 

file:///C:/Users/egb06601/AppData/Local/Temp/Temp1_21852147_191106_FSA_Position_Patent_Pools.zip/メールアドレス:information@fair-standards.org
file:///C:/Users/egb06601/AppData/Local/Temp/Temp1_21852147_191106_FSA_Position_Patent_Pools.zip/メールアドレス:information@fair-standards.org
http://www.fair-standards.org/
http://www.fair-standards.org/
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2019/11/191104_FSA_Position_Patent_Pools.pdf
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2019/11/191104_FSA_Position_Patent_Pools.pdf
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 パテントプールは、公正、合理的かつ非差別的な（FRAND）ライセンシングの基本原則にも準拠すべきであり、こ

れには以下が含まれます。 

O  プールライセンスは、標準規格に則りライセンスを求めるサプライチェーン内のすべての当事者が利用できなけ

ればなりません 

O  パテントプールにより請求されるロイヤリティ率では、何よりもSEPが関わる標準規格全体から見たSEPの価値

を考慮しなければなりません。 

O パテントプールが提供するロイヤリティ率は、プールに含まれる特許発明の価値を反映すべきであり、SEPがカバ

ーしない標準規格や革新および機能の付加価値を反映するものではありません。 

O パテントプールは、ライセンスに関して透明性を維持し、関連するSEPおよび提案されたライセンシング条件に

関する情報をタイムリーに公開しなければなりません。 

 特定の標準規格に複数のパテントプールが存在すると、一つの標準規格に対してロイヤリティが重複して要求され、

結果としてロイヤリティが高額になる可能性があります。代わりに、特定の標準規格に関連するSEPのライセンスを数

多く取得することができれば、パテントプールの成功につながり、その標準規格のパテントプール総数を最小限に抑える

のに役立つ場合があります。SEPの係る臨界量は、プールのロイヤリティ率がFRANDを基にしている場合にのみ、合

理的なライセンス料のベンチマークとして他のパテントプールおよび個々のSEPライセンサーに参考にしてもらえる可能

性があります。 

 さらに、パテントプールの形成とその条件を早期に公開することで、ライセンシーに早期かつタイムリーに停滞の緩和に

一役買ってくれる可能性のある情報を提供できます。 

2.イントロダクション 

 パテントプールによるSEPライセンシングは、SEP保有者とSEPライセンシーの両者にとって取引コストの削減につなが

る可能性がありますが、一方で重大な問題を引き起こす可能性もあります。例えば、SEPを集約することにより、パテ

ントプールは不公平なSEPライセンシング慣行を活用してしまう恐れがあります。 

 COM（2017）712の最終版、「Setting out the EU approach to Standard Essential Patents」（2

017年11月29日付）と題する欧州委員会（EC）の通達には、以下のように記載されています。 

「特許と標準規格の相互作用は、革新と成長に重要である。標準規格は、相互運用が可能で安全な技術

が企業や消費者の間で広く普及することを保証する。特許は、研究開発にインセンティブを提供し、革新的

な企業が投資に対して十分な収益を得られるようする。」 

 さらに、ECは、パテントプールをSEPのライセンスを取得する潜在的な手段として言及しています。 

「EU競争法に則り、パテントプールまたはその他のライセンシングプラットフォームの設定を奨励しなければなら

ない。パテントプールその他のライセンシングプラットフォームは、より効果的な本質審査、総ライセンス料の明確

化、ワンストップショップソリューションを提供することでSEPライセンシングに関する課題の多くに対処することが

できる。SEPライセンシング係争に新たにさらされたIoT業界、特にSMEの場合、パテントプールまたはその他の

ライセンシングプラットフォームにより、特定セクターのSEP保有者のライセンス条件がより明確になる。」 

「SDO {標準規格開発組織}によるプール管理サービスや技術支援の促進など、標準化された主要技術の

分野においてプールの設立を奨励すべきである。これらの取り組みがIoTセクターで効果がない場合、欧州委

員会はさらなる措置を検討する。」 

 ECはまた、その通達で次のように述べています。 

「最後に、ロイヤリティスタッキングを避ける目的でFRAND価値を定義する場合、各SEPを独自に考慮しては

ならない。当事者は、技術の全体的な付加価値を審査するために、標準規格の合理的な累積料率を考慮

しなければならない。SEPの透明性に関する方策を実施することで、この目標に向けた支援を行うことができる。

また、EU競争法に則り業界のライセンシングプラットフォームとパテントプールを構築することで、あるいは合理的
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に想定・予想される最大累積料率に関する標準規格参加者の指示に基づくことで、さらに対処することができ

る。」 

 2019年6月12日に発行され、FSAおよび55の他企業および業界団体により承認された「Core Principles and 

Approaches for SEP Licensing」1（CWA）と題された「CEN Workshop Agreement 95000」は、6つの

コア原則を促進するとともに、特許所有者と将来のライセンシー間の双務交渉、およびパテントプールまたはライセンシ

ングプラットフォームでの交渉の両方について、FRANDライセンス慣行に関するガイダンスを提供しています。FSAは、

2015年11月12日付の「FAIR STANDARDS ALLIANCE - AN INTRODUCTION」と題する方針説明書2の

主要原則に従い、SEPのライセンスもサポートしています。本書は、パテントプールに関連するこれらの原則に基づいて

おり、パテントプールによるSEPライセンシングの一連の推奨事項とベストプラクティスを提供し、SEPライセンシングの潜

在的な力学と効果（メリットとデメリット）について述べて行きます。本書はSEPパテントプールライセンシングについて

説明しますが、SEP保有者がパテントプールに参加すべきである、または潜在的なSEPライセンシーがパテントプールに

よるライセンスを取得すべきであることを示唆するものでも、そのように解釈されるべきものでもありません。 

3.パテントプールとは何か 

 多くの業界標準規格で、SEPのライセンスを取得するためのパテントプールが創設されています。例えば、パテントプー

ルを運営するパテントプールエージェントは、複数のライセンサーが所有する特定のSEPにサブライセンスを付与したり

（主ライセンスの条件に従う）、または各SEP所有者に代わりライセンシーに直接ライセンスを付与する場合がありま

す。パテントプールエージェントは、多様な標準規格に応じてさまざまなライセンスプログラムを提供する場合があり、個

別の事例に合わせて適切な取り決めを保証しなければなりません。 

 パテントプールは、後述するとおり、特定の基本要件とライセンシング原則に従わなければなりません。 

3.1.パテントプールに関する競争、契約、特許法の制約にはどのようなものがあるか 

 競合他社間のパテントプールの取り決めは競争法に抵触する可能性を秘めているため、パテントプール契約の諸条

件には関連するすべての州、国、および地域の競争法を順守することが非常に重要です。したがって、パテントプール

およびその条件を策定する場合、SEP保有者とパテントプールエージェントは、関連する市場への影響を慎重に検討

する必要があります。パテントプールは競争効果においてメリットをもたらす可能性がありますが（例えば、妥当な条件

で標準規格に不可欠な多数のライセンス済み特許へのアクセスを容易にする）、デメリットをもたらす可能性もありま

す（例えば、ライセンシーの代替標準規格の使用を制限することによりライセンサーのメンバーが潜在的なライセンシー

と個別に交渉することを拒否したり、不合理な条件を要求したりできる）。競争法により、パテントプール同士の相互

活動も制限されます。例えば、ライセンシーを獲得するために、または一定のライセンス料金を設定するために、パテン

トプールが互いに共謀してはなりません。 

 パテントプールを設定する際、特許に関連するすべてのコミットメントを順守する必要があります。例えば、特許所有

者が標準化の過程で公正で合理的、かつ非差別的な（FRAND）条件下でライセンスされた特許を提供することを

約束した場合、（FRANDのコミットメントが、現在のライセンサーにより直接行われたか、または以前の所有者により

行われたかに関わらず）プールはFRAND条件に則りライセンスされた特許を提供しなければなりません。プールメンバ

ーは、プールがライセンシーの一部カテゴリーのライセンスを許可することを拒否するなど、メンバー自身のFRAND義務

を順守する能力をプールが制限してはなりません。 

 FRANDライセンス（単一のSEPでもポートフォリオでも）は、パテントプールを通じてSEP所有者により提供される場

合がありますが、パテントプールのみを通じてSEPライセンシングを提供することは大半の国で競争法に抵触します。む

しろ、SEP保有者がパテントプールを通じてFRANDライセンスを提供する場合、係るライセンスを要求する潜在的なラ

イセンシーに二者間FRANDライセンスの交渉をさせる必要があります。したがって、SEP保有者がパテントプールへの

                                           
1 2019年6月12日に発行された「Core Principles and Approaches for SEP Licensing」（CWA）と題された

「CEN Workshop Agreement 95000」は以下でご確認いただけます。 

ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2019/CWA SEP/CWA95000.pdf 
22015年11月12日付の方針説明書「FAIR STANDARDS ALLIANCE - AN INTRODUCTION」は、以下

でご確認いただけます。https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2016/08/FSA-PQSITIQN-

PAPER-June2016.pdf 

ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2019/CWA_SEP/CWA95000.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/WS/2019/CWA_SEP/CWA95000.pdf
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2016/08/FSA-POSITION-PAPER-June2016.pdf
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2016/08/FSA-POSITION-PAPER-June2016.pdf
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2016/08/FSA-POSITION-PAPER-June2016.pdf
https://fair-standards.org/wp-content/uploads/2016/08/FSA-POSITION-PAPER-June2016.pdf
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参加を拒否したり、ライセンシーがパテントプールを通じたライセンスの取得を拒否したりしても、SEPライセンシングを付

与または取得する意思がないとみなすべきではありません。プールではなく特許所有者と直接ライセンスを交渉すること

を選択すると決めたライセンシーは、適切な時期にその決定をプールに通知すべきです。 

 パテントプールにより設定されたロイヤリティ率も、競争法に抵触する可能性があります。すべてのSEPのパテントプー

ルの累積ロイヤリティ率はFRANDでなければなりません。さまざまなライセンサーのSEPを集約したパテントプールによる

実質的な市場力を考慮すると、ロイヤリティ率はライセンス製品の市場に重大な影響を与える可能性があるため、パ

テントプールはこのFRAND要件への準拠について競争法当局の精査を受ける必要があります。リクエストに応じて、

パテントプールエージェントは、ロイヤリティ構造が公正、合理的かつ非差別的であると考えられる理由、および料率の

計算方法について明確な説明を提供すべきです。 

3.2.パテントプールは、取引コストを削減し、累積ライセンス料率の透明性を高めるか。 

 パテントプールは、取引コストを削減し、累積ライセンス料率の透明性を高める可能性がありますが、標準規格に対

して複数のパテントプールが存在する場合、またはパテントプールが長期にわたりクリティカル・マスを欠く場合は、目標

が達成される可能性は低くなります。パテントプールによるライセンスは、SEP保有者とSEPライセンシーの両者にとって、

とりわけ多くの個別の交渉を必要とする複雑な標準規格の場合、有益な取り決めをもたらす可能性があります。SEP

保有者にとって、プールエージェントは通常、ライセンス交渉および潜在的ライセンシーとの契約、ロイヤリティの徴収、

およびライセンスされたSEPの本質審査を処理するため、パテントプールによるライセンシングが効果的な場合がありま

す。 

 パテントプールによるライセンシングはSEPライセンシーにもメリットをもたらす可能性があります。なぜなら、プールの複

数のSEP所有者に対して個別に契約交渉をするのではなく、一つのライセンス契約で済むからです。同様に、ライセン

サーとライセンシーの両者にとって、複数の二者間ライセンスと比べて、パテントプールライセンシングによって報告、会計、

および支払プロセスの取引コストが削減される場合があります（但し、常にそうなるとは限らない）。 

 一つの標準規格に対して複数のパテントプールが存在する場合、潜在的なライセンシーは、異なる料率で、その標

準規格の各機能指向部品に関わる複数の当事者に対処しなければなりません。また一つの標準規格に複数のパテ

ントプールが存在すると、複数のパテントプール（または個々のライセンサーから既にライセンスされている特許）の二

重取りが起きる可能性があり、それを回避する対策を講じても、標準規格の累積料率が透明にならないことがありま

す。 

 プールを設定する場合、標準の設定に続いて、タイムリーにプールを発表すると効果が上がります。早期にプールを発

表するなら、ライセンス交渉の回数を減らしたり、新たに標準化された技術が広く採用される前に、見込まれるライセン

ス費用をより確実に把握できます。潜在的ライセンシーは、この標準規格に投資したりそれを展開したりするための十

分な早期保証を受けられます。もちろん、取引費用、確実性、および透明性による利益は、プールがFRANDのライ

センス慣行および条件に則っていない場合の被害を相殺するものではありません。 

4.SEPパテントプール推奨事項の詳細 

 パテントプールには、FRANDの義務に基づいてSEPを個別にライセンスするSEPライセンサーと同様の基本要件が存

在すべきです。FSAは、2015年11月12日付の「FAIR STANDARDS ALLIANCE - AN INTRODUCTION」

と題する方針説明書の主要原則に従い、SEPのライセンスもサポートしています。パテントプールが多くのライセンサー

のSEPを集約するためには、プールがFRAND義務を順守することが特に重要です。順守しない場合、FRANDに基

づかない慣行の効果が増加する可能性があります。 

 パテントプールはFRANDに準拠し、設定時およびプログラムの有効期間中に適切に運用されるべきです。パテントプ

ールを設定または管理する場合、SEPライセンサーは少なくとも次の点を順守してください。 

4.1. 誰もが利用できるSEPライセンシング：プールライセンスは、標準規格に則りライセンスを求めるサプライチェ

ーン内のすべての当事者が利用できるべきです。 

4.2. 発明の審査：FRANDプールのロイヤリティ価値を評価する場合、個々の特許ライセンスロイヤリティに関す

る原則がすべて適用されます。例えば、 
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4.2.1. FRANDロイヤリティは、特許発明の価値だけを常に反映する必要があります。したがって、パテント

プールのFRAND料率は、プールされた特許の品質を、その有効性の可能性を含めて反映すべき

です。 

4.2.2. FRANDのロイヤリティでは、特許範囲外の革新や機能に対して料金を徴収しようとしてはなりませ

ん。パテントプールの料率は、プールの特許がカバーしていない用途や組み合わせではなく、プール

の特許が発明したと主張する実際の機能に焦点を当てるべきです。 

4.2.3. FRANDロイヤリティには、標準規格の付加価値を含めるべきではありません。 

4.3. 差別：ライセンシーまたは潜在的ライセンシーに対する差別が存在してはなりません。 

4.4. 差止請求：パテントプールのメンバーを含む、FRANDが妨げられたSEPの所有者は、限られた状況を除き、

そのSEPに関連する差止請求またはその他の排他的救済を求めたり、執行したりすることはできません。3 

4.5. SDOの役割：SDOは、作成した規格のプールを迅速に育成して積極的な役割を果たすことができます。 

4.6. 本質および妥当性のチェック：内部および外部のポリシー管理も役立つかもしれませんが、パテントプール

では、以下で説明するように、独立した外部審査者による必須判定を行った方がよい結果を生むことがあり

ます。さらに、ライセンサー/特許所有者の間で妥当性チェックを行うことを許可すべきです。係るチェックは、

競争法上の義務を順守する上で重要ですが、プール内の特許に関して発生する恐れのある訴訟に対する

従来の立証責任を変更することはなく、プールのライセンシーを拘束するものでもありません。さらに、透明性

を促進するために、これらのチェックを潜在的ライセンシーに開示すべきです。 

4.6.1. 内部ポリシー管理：パテントプールのメンバーは、他のメンバーの特許のSEPステータスに異議を申

し立てることができます。自己の利益について教えられたメンバーは、他のメンバーのシェアを減らした

いという動機付けを持つようになり、結果として受け取るロイヤリティの割合を増やすことになるかもし

れません。すべての参加者（ライセンシーと潜在的ライセンシーを含む）にとって、係る内部ポリシー

管理により、標準規格に必須ではなかったり無効であったりするが、標準規格開発機関（SDO）

やパテントプールを通して必須であると宣言された「宣言過剰な」特許のインシデントを減らすことが

できます。 

4.6.2. 外部ポリシー管理：メンバーが保持しているSEP特許を（パテントプールのウェブサイトなどで）公

開することにより、潜在的ライセンシー（および非プールSEP所有者）は、本質性や有効性を個

別または集合的に審査できます。パテントプールは、プール内の特許を開示し、検証を容易にする

ために、関連する標準規格セクションとSEP特許クレームを引用する必要があります（クレームチャ

ートを公開する等）。 

4.6.3. 外部の必須審査：外部の第三者にSEPの本質性を審査してもらうのは、自己審査や他のプール

メンバーによる内部活動に依存するよりも望ましい方法です。審査者は、真に独立し、然るべき適

材でなければなりません。また、パテントプールは、審査者が誰であるか、またプールが審査者と関わ

りがあるかについて透明性を維持していなければなりません。 

4.7. 拘束なし：SEPの所有者およびパテントプールは、標準規格のSEPを、その標準規格のSEPでない特許ま

たはライセンシーが使用できない他の標準規格と強制的に拘束することを提案してはなりません。 

4.8. ロイヤリティススタッキング：パテントプールのメンバーとプールのエージェントは、全体のロイヤリティが妥当で

あることについて内部で一致していなければなりません。したがって、標準規格に関連するSEPの全体像を考

慮に入れる必要があります。つまり、パテントプールが請求するロイヤリティ料率は、標準規格に関連するSEP

ランドスケープ全体を考慮したFRAND率の合計に比例していなければなりません例えば、パテントプールのポ

ートフォリオがその標準のすべてのSEPの代表的な面である場合、FRAND累積ロイヤリティ率の比例配分は

                                           
3 「INJUNCTION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF EQUITY AND PROPORTIONALITY」とい

う題のFSA方針説明書もご確認ください。 https://fair-standards.org/fsa-injunction-position-paper-23-ja

nuary-2/ 

https://fair-standards.org/fsa-injunction-position-paper-23-january-2/
https://fair-standards.org/fsa-injunction-position-paper-23-january-2/
https://fair-standards.org/fsa-injunction-position-paper-23-january-2/
https://fair-standards.org/fsa-injunction-position-paper-23-january-2/
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妥当である可能性があります。累積ロイヤリティは、標準規格への単なる組み込み（実装者が使用しなけ

ればならない）とは別に、SEPの価値、および標準規格に関連するすべてのSEPに対してパテントプールがラ

イセンスしたSEPの実際のシェアを反映していなければなりません。 

4.9. 特許カウント：パテントプールでは、同様の基本発明を主張する個別の特許数を増加させる慣行を阻害す

る規則（継続的慣行またはその他）を採用することが推奨されています。他のプールメンバーは、比例配分

を減少させないことで利益を得るため、ライセンシーは過剰な特許数に直面する可能性が低くなります。例え

ば、重み係数は、パテントファミリーの数と個々の特許の数を指す場合があります。また、実質的な特許審査

が行われない管轄区域は割り引くことができます。 

4.10. ライセンス製品：ライセンス製品は、パテントプールによりライセンスされたSEPを使用する製品に限定すべき

です。ライセンスは、係るライセンス製品のサプライチェーン内のすべての当事者が利用できるようにしてください。

可能であれば、プールは、提供されたライセンスが完全であるか、使用分野が制限されているかどうかも開示

してください。 

4.11. 補助的なライセンシー/ライセンサー契約の便宜：当事者は、さまざまな理由により、相互ライセンスや訴

訟和解など、パテントプール構造の外部にあるライセンスを取り入れることができます。同じ特許のロイヤリティ

支払いの重複（「ダブルディッピング」とも呼ばれます）を避けるため、SEP所有者は、（i）マルチコンポーネ

ント製品のサプライチェーン内のコンポーネントのサプライヤに付与したライセンスについて透明性を維持するか、

それらのサプライヤがすでにライセンスを取得していることをライセンシーに確認できるようにする、および （ii）

既に1つ以上のプールライセンサーから直接ライセンスを取得しているライセンシーと連携するようにしてください。

既存のライセンスの直接または間接的な補償には、プールのライセンスレートをこの補償の値だけ引き下げる

（ネッティング前）、またはプールのライセンシーにこの補償の価値を払い戻す（ネッティング後）のいずれか

の方法を用いてください。ライセンシーは通常、両当事者の機密義務により、ライセンサーとライセンシーのコン

ポーネントサプライヤとの間で締結されるライセンス契約の詳細情報を欠いているため、ネッティング前よりもネ

ッティング後の方がより適切と言えます。 

4.12. 利益相反：パテントプールエージェントは、利益相反を避けるため、SEP保有者から完全に独立しているべ

きです。パテントプールのエージェントまたは管理者がパテントプールの一部として自分の特許のライセンスを取

得すると、利益相反が生じる可能性があります。係る場合、管理者がパテントプール内の特許のシェア、およ

び特許の「重要性」を過大審査しないように、細心の注意を払う必要があります。さらに、パテントプールエー

ジェントまたは管理者が既得権を有している場合、自身の特許の有効性または本質性に関する懸念または

事実を開示しないことがあります。 

利益相反は、プールに参加する必須特許が、標準規格とその技術の詳細な知識を持つ独立した審査者に

より審査されることを保証することで回避すべきです。特許の必須審査に携わる企業と審査者は、SEPの所

有者またはパテントプールエージェントに関与していたり、その影響を受けていたりしてはなりません。望ましい

のは、必須審査が、アドホックベースで選択される独立した複数の審査会社（パネル）により進められること

です。パテントプールエージェントは、プールのメンバーにライセンスを求めない等、プールメンバーのライセンシー

を差別してはいけません。各パテントプールは、価格設定やライセンス条件を他のプールと議論すべきではあり

ません。 

4.13. パテントプールの構成：パテントプールのライセンサーメンバーシップの構成は、パテントプールの願望に（ロ

イヤリティの観点で）影響を与える可能性があります。例えば、特許アサーションエンティティ（標準規格プロ

セスに関与することなく、事後にSEPを取得した当事者を含む）は、元のSEP設定者とはロイヤリティに関し

て異なる見解を持つ場合があります。実装者（ライセンシー）でもあるパテントプール内のSEP所有者（ラ

イセンサー）は、さらに別の見解を持つ可能性があります。ライセンシーとライセンサーの両者の観点からバラ

ンスのとれた見解を持つことで、FRANDロイヤリティ条件を設定しやすくなります。パテントプールのSEP保有

者のかなりの割合はパテントプールの実装者およびライセンシーでもあります。彼らは、強力なSEPポートフォリ

オを持っていない企業（通常、中小企業SME等）を含む、誰に対しても、有益なFRANDロイヤルティ要

求に基づいてバランスの取れた評価を作成するのを支援できる場合があります。上記にかかわらず、パテント

プールの構成またはバランスのとれた審査を達成するために講じられた追加の措置が何であれ、ロイヤリティの

要求は常にFRANDでなければなりません。 
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4.14. パテントプールのダイナミックな性質：パテントプールは、標準規格の価値に影響を与える代替技術が登

場するにつれて、パテントプール内の特許の価値がダイナミックに変化する可能性があることを認識すべきです。

技術的な変更がないと仮定しても、特許が失効し、特許権者（したがって、含まれるまたは削除された特

許ポートフォリオ）が変わるなどの事態が起きると、パテントプールにより請求される料金も変わる可能性があ

ります。パテントプールは、無効、法的強制力がない、または期限切れになった特許を速やかに削除すべきで

す。 

パテントプール料金は、プール内のライセンスに利用可能な特許の有効期限を考慮しなければなりません。

また、特許のかなりの割合が期限切れ、無効または法的強制力がないと判断された場合、パテントプールは

料金を見直さなければなりません。料金の変更は、既存のライセンシーに提供される更新条件、および新し

いライセンシーとの契約に反映してください。 

4.15.透明性：ライセンシングの集約により、FRANDの透明性に関するすべての原則は、パテントプールにとって非常

に重要なものとなりました。SEPの透明性は、ビジネスの確実性にとって最も重要であり、新技術のバリューチ

ェーンに関与するすべの人にとって投資を意味します。透明性の欠如、例えばSEPの主張を保留し、ロイヤリ

ティ条件の宣言を遅らせることは、標準規格への信頼を損なう行為です。潜在的な実装者には、SEPに対

してなされた必須の主張と、提案された条件とビジネスモデルが適合しているかを審査する時間が必要です。

SEP保有者がタイムリーに宣言を行わない場合、標準規格が不採用となる恐れがあり、したがってSEPに対

するFRAND補償の達成を危険にさらす可能性があります。 

CWA「Core Principles and Approaches for SEP Licensing」で詳細に説明されているように、パテ

ントプールは、本質性を評価するために必要なすべての情報と、提案されたライセンスの条件がFRANDであ

るかどうかを、将来のライセンシーに提供する（開示前にNDAを設置することを要求するなどの機密要件な

しで）意思がなければなりません。以下に例を示します。 

- ライセンス供与が提案されている特許のリスト最近のリストで、可能な限りポートフォリオ全体を代表する

もの 

- 標準規格の各SEPが実践導入されている対応セクションの識別 

- クレームチャートなど、必須と侵害の申し立ての詳細 

- 標準規格の実装者が提供された条件がFRANDかどうかを審査するのに役立つライセンシング条件の

詳細 

- パテントプールによる最初のロイヤリティオファー 

- FRANDオファー（ロイヤリティ料率を含む）の計算の基礎および方法論の詳細 

- 過去の料金とライセンス情報（おそらく、正当な第三者の機密性の問題を保護するために匿名化また

は他の方法で制限されており、適用可能な「サイドアグリーメント」、「キャップ」または「リベート」を含む） 

- 主張された特許に関連して進行中の訴訟またはその他の手続きの詳細 

- 潜在的ライセンシーが、製品のいずれかがすでにライセンスされているかどうかを判断するため（および潜

在的な二重支払いを回避するため）の、潜在的ライセンシーのサプライヤまたは顧客（または潜在的

サプライヤまたは顧客）への以前のライセンスに関する情報。 

- パテントプール内のSEP保有者リスト 

- 現在までのライセンスプログラムのライセンシーの識別情報 

- 各SEP保有者が、プールの存在に関係なく、SEP保有者が保有するSEPに直接ライセンスを提供する

意思があることの確認。 

- エージェントが特許権者に代わって交渉に入ることを許可する（およびエージェントの権限に対する制限

を指定する）特許権者の書面による承認。 

5.FRANDロイヤリティ 

 パテントプールが、標準に関連するすべてのSEPの合理的な集約したロイヤリティスタックを実証的に反映す

る、公正で合理的かつ非差別的なロイヤリティ料率を設定する場合、この料率は他のSEPパテントプールま

たは個々のSEP所有者にとってサンプルとなり、合理的なロイヤルティ交渉を促進するベンチマークとしての役

割を果たすことが可能です。ライセンシーの広範な採用は、プールのロイヤリティ料率が許容範囲内にあること
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を示している可能性があります。そうでない場合、ライセンシーはSEP保有者と個別に交渉することを好むこと

が多いためです。ただし、特許に疑わしい本質性、有効性、強制力、または特許適格性があることがパテン

トプール（またはそれぞれのライセンサー）に知られている場合でも、たとえば、潜在的ライセンシーに特許を

SEPとして提示することにより、無効、非必須、または法的強制力のない特許を含めたり隠したりしたことが、

他の潜在的ライセンシーとの交渉で明らかになった可能性があります。係る特許がかなりの割合である場合、

パテントプールがFRANDではないプールロイヤリティを求めている可能性があります。 

6.結論 

 本書では、パテントプールは本質的に有益でも有害でもないと結論付けています。但し、パテントプールの基本的な

重要な要因は次のとおりです。 

- パテントプールによるFRANDライセンスオファーは、標準規格を基にSEP特許全体を適切に考慮する。 

- SEPライセンシングは、バリューチェーンのすべての企業が利用できなければならない。 

- 各パテントプールのロイヤリティ料率は、標準規格に関連するすべてのSEPのFRANDロイヤリティの合計に準

拠する。 

- パテントプールは、すべてのライセンシーとライセンサーに対して、事実上可能な限りタイムリー、透明、かつ公

正に対応する。 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

注意：本書に記載されている見解と声明は、必ずしも各メンバー企業の立ち位置を詳細に反映しているわけではあ

りません。 


