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講演内容 

１. 総括  

２．欧州裁判所による 2015年 Huawei vs ZTE事件判決による FRAND danceルールとは 

（１）特許権保護の要請と欧州競争法による公正な市場確保の要請との調和 

（２）欧州域内国際ルールに基づく判決内容の理解には比較法的視座と地政学とが必要 

（３）Due process of law （手続保障）的なルール 

  ～適正なライセンス条件の決定を第一義的に当事者の自律に委ねる 

３．ドイツ連邦最高裁 BGHによる 2020年 5月 Sisvel vs Haier事件判決の意味 

（１）Common lawと Civil lawの止揚による国際的なルール（その規範性の盤石さ） 

（２）「より努力した者の保護を厚くする」ドイツ特許訴訟実務による英国流ルールの解釈 

（３）ドイツ国内の裁判長同士の鬩ぎ合いと論点 

（４）ルール自体を批判し争う方向性への評価 

（５）ドイツ FRAND訴訟の行方 

４．Nokia対 Daimler事件とは何が争われたのか。 

（１）Daimler・Continental等の implementer側の戦略は 

（２）Nokia側の戦略は。SHARPの戦略との対比 

（３）フェアネスの競争では「悪手」を打った方が負け 

（４）Nokia・Daimlerの間の和解の評価 

   時期（差止請求権制限立法不発の議決直前） 

   Daimler代理人弁護士の変更（FRAND遵守主唱の防御側の優秀な代理人に変更） 

   和解後の Continentalの事後対応策の乏しさ 

   Continental知財ヘッドの衝撃を隠せない表情 

（５）Continentalこそが敗者 

   “Implementers”として、OEMとサプライヤーを包括するのは Daimlerの競争法戦術 

   OEMとサプライヤーには大きな利害対立関係が潜在 

   ～Daimlerは Continentalに求償 

   Game changerたらんとしてグローバルに打った戦術が不奏功に留まらぬ「悪手」 

   情報収集解析能力の弱さと社内政治（欧州情勢≒地政学） 
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   外部カウンセル（代理人弁護士）の著名さに頼ってその言うなりになる背景 

   「ババを抜いた」 ”the Old Maid card game’s loser” 一発逆転を狙った賭け 

５． FRAND ルールのまとめ。 

  ルールを知ろう。ルールを使おう。戦わずに「よりましな結果」を。 

６．これからの日本の指針。 

        情報源の確保と解析手法 

  欧州知財の構成 

   Düsseldorfがドイツ・欧州特許訴訟の中心、 

   Munichは出願の都だが訴訟系は乏しく、請け売りが多い。 

   競争法は Brussels 

   ロンドンはそれらすべてを含みながら欧州と米国・Globalの解析に不可欠 

              （世界の主流、国際私法の既存ルールに多い Common lawの母国） 

   欧州諸国には自国が生き延びるための創意工夫が積極消極に存在する 
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１．総括 

～Daimler敗退に見るグローバル性のあるルール遵守の必要性と FRAND ルールの性格の本質的

な理解のために 

自動車王国ドイツの中でも筆頭と目される Daimlerの敗退は、標準必須特許をめぐる通信業界

との主導権争いにおいて、自動車業界にとって歓迎されざる雲行きである。これは、日米自動

車産業界にとっても全く他人事ではない。他方で、ドイツという国において、自動車工業界

は、国の産業の屋台骨であり、中でも Daimlerの地位は極めて高い。その Daimlerが通信業界の

雄ノキアにドイツの裁判所で連敗するという事態は、ドイツという国、ドイツ人にとっても只

事ではない。 

ドイツは製造業の国である。しかし、それは安い労働力に依存した「安さこそが競争力」式と

は対極である。技術開発に勤しむドイツ産業は、優れた技術を開発し、それを以て品質と性能

で図抜けた製品を国の内外で一般的な製品よりも高額な価格で販売し、大きな利益を上げる。

Made in Germanyは、高品質の証であり、高価であっても世界中の消費者に愛され、尊敬を集め

てきた。 

そしてドイツは、欧州最大の特許王国である。重要な技術を特許出願し、技術内容の一部を公

開する代わりに、その独占を図る。特許制度を生んだこの国では、優れた研究開発を行う企

業、研究所が特許を多く出願し権利化するばかりではない。技術を公開するというリスクをと

る以上、その権利を競合他社や海賊版製品に躊躇なく行使し、存分に特許権の効力を活かす。

日本の１０倍の特許侵害訴訟の数を誇るドイツは、特許王国、それも特許侵害訴訟王国なので

ある。それは、権利者優位の実務を徹底するからである。ドイツの憲法であるボン基本法に

は、「特許」という言葉があり、ドイツの最高裁（ドイツ語表記では Der Bundesgerichtshof, 

BGH）、英語表記では The Federal Court of Justice, FCJ）には、特許専門部が存在し、特許侵害

訴訟を実質的に審理する。特許判事たちは、特許部に配属されることを誇りとし、10年間もの

長き養成期間を経る。欧州の特許侵害訴訟のメッカは、デュッセルドルフ Düsseldorfであり、

欧州全体の特許侵害訴訟の半数以上はこのさほど大きくはない町の地裁に係属する。欧州の特

許出願の都ミュンヘンMünchenと並び、欧州全体の特許実務をリードしてきた。 

権利者優位の実務は、技術立国ドイツの産業を支える屋台骨として、ドイツの司法を挙げて守

り育んできたものである。研究開発をする企業や研究所は、その結果である新しい技術を積極

的に出願し、その権利化を熱心に行うと共に、競合他社等の侵害に対して訴訟を中心にした権

利行使により厳しい対応を行う。競合社に対する技術的優位を確保する上で最も重要な手段

は、特許をはじめとする知財権侵害訴訟を積極的に打つことであり、特許裁判官は、さしずめ

優れた技術とそれを用いた製品市場のシェアを守る守護神 Guardianなのである。 

しかし、ドイツ産業の虎の子の技術を守ってきたこの特許権者優位の実務が、今はドイツ産業

の王者自動車工業界を苦しめているように見える。自身が技術的優位を持たない分野において

は、磨きに磨いてきたその剣は、自らを突き刺す大変厄介なものとなる。あらゆる分野で技術

的優位を築いてきた製造業の王国ドイツに、この 20年間ほどで、アキレス腱というべき弱点が

顕著になってきた。急速な進歩を遂げているデジタル技術、情報通信技術、電気自動車の技術
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的中核となる蓄電技術などは、北欧諸国、米国、東アジア諸国の後塵を拝することになってい

る。自国産業が世界より優れた水準にあるという大きな仮説の下に成立していた特許王国の高

度なインフラである特許裁判所が、他国の技術を守るために使われている。そして、その守護

神の剣がドイツ製造業の高貴な王者 Daimlerに突き付けられるというのは、この王国の王と民

には想定がなかった。守護神たちは、この危機を前にして、法律理論を戦わせていたが、やが

てそれは誰の目にも明らかな対立となっていった。あたかも三十年戦争の諸侯の如く軍勢を束

ねて戦う企業の王に手を差し伸べた、デュッセルドルフ高裁裁判長の特許訴訟の泰斗の守護神

もおられる。差し伸べられたその手は、しかし、禁じ手そのものであり、オウンゴールのよう

な残念な結果に終わった。守護神であろうとも、否、法により民を護る守護神であればこそ、

守るべき法と秩序があり、その趣旨に悖ることがあるとすると、もはや神ではなくただの人で

ある。他の産業ではドイツ企業と雖も平等に裁かれる。ドイツ国内の特許訴訟の最終審を預か

るカールスルーエの最高裁 BGHの特許部裁判長は、この原理原則を貫く。 

では、この原理原則は、特許侵害訴訟王国ドイツの権利者優位のルールそのままなのだろう

か。2015年 Huawei判決で欧州裁判所の定めた FRAND ルールは、ドイツ流のルールと同じ文

脈で理解できるものだろうか。 

大陸法流ドイツ法制度及び実務そのままにこれを理解しようとすると、大きな間違いを犯す。

競争法と特許権利行使の調整を図る欧州裁判所の定めたルールは、欧州諸国が従う国際法とし

て、Common law的なルールを策定している。ライセンス条件を裁判所が決定する大陸法系の

かっちりした規範としてではなく、当事者こそがそのルールを決めていく主役であり、そのた

めの環境を FRAND ルールが定めている。これはすなわち、主役である当事者が、定められた

交渉ステップを如何にフェアに踏んで交渉をまとめていくことが求められるという行為規範と

して機能することである。フェアであればより保護されるということを通じて、交渉と訴訟の

透明性と公正性が確保されるのである。そして、その交渉がうまくいかない場合に、当事者が

訴訟に持ち込めば、まずその交渉上求められたステップを当事者がきちんと踏んだのか、フェ

アな当事者として交渉に臨んだのかという評価規範として FRAND ルールは機能する。こうし

た比較法的な理解が不可欠なのである。そうであれば、具体的な事例が積み重なってルールが

醸成されるということの意味も分かってくる。 

ドイツ特許侵害訴訟の伝統的系譜と、このような柔軟なアングロサクソン流のルールとは、実

は馴染みがよくない。しかし、ここでもう一つ理解しておくべき事情は、Daimlerのようなドイ

ツ産業の看板となるような偉大な企業にあってもこのルールに服さなければならない、それに

よってドイツの主要産業に大きな影響が生じるという「国難」に遭遇した時、或いは、「欧

州」と「ドイツ」が対峙した時、ドイツの指導層、特に司法の頂点の町カールスルーエの裁判

長たちは、現代ドイツのアイデンティティである「欧州の中の自律的存在としてのドイツ」に

立ち戻るという地政学的事情、就中は、その歴史背景と欧州の哲学的潮流である。これは、ワ

イマール憲法が民主主義的な手続きによってナチズムを生み、それが欧州にもたらした災禍を

克服するためのボン基本法は、ドイツという国家に、ドイツ人に、厳しい自律を求めているこ

とである。たとえ絶対多数の国民が賛成していても、緊急事態という言い訳があっても、尚、

そうでない、そうあってはならないことがある。多勢、権力者が向かう方向に対して Noと言

わなければならない。この自律は、カールスルーエの裁判長たちによって、欧州連合のしばし
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ば現実離れした「理想主義」に対しても、コロナ禍における欧州中央銀行の金融緩和に対して

も、極右的ナショナリズムに対しても、如何なく発揮されてきた。この現代ドイツが支柱とす

る自律性と、FRAND ルールに示される当事者主義による当事者の自律というのは、根の思想

は異なるのであるが、欧州の統一ルールとして、この自律性を止揚“Aufheben“しているのが、

2020年ドイツ最高裁の Sisvel vs Haier事件判決だったのである。 

手続保障重視の Commonlaw的なルールが、ドイツ流伝統的な特許侵害訴訟の思想と止揚した

ドイツ最高裁の判断は、「実施者は、特許権を実施している以上、速やかに自らの実施に適法

な根拠を得なければならない。そのためには、自ら率先してライセンス交渉を主導せよ。」で

あり、「より努力した者をより保護する。よりフェアに努力した者をよりフェアに扱う。」で

あり、それ故に、FRAND Danceの実施者側の最初のステップが非常に重視される。そこでは、

「自ら率先してライセンスを受けるための努力をするべきであるのにしなかった」当事者には

保護は与えられない。「交渉にフェアに臨むということは、最初のステップで、速やかに、真

摯に回答するべき」であるのに、「交渉に向き合わず、ルールを無視し、他国の司法機関に依

拠して裁判手続きを忌避するのは、最もアンフェアであり」、保護に値しないという厳しい判

断になる。 

こうして、世界で最も国際的に確立したルールが大陸法系の規範と融合・止揚した結果のルー

ルは、単にドイツ国内にとどまらず、欧州全域、さらにはグローバルな規範性を帯びる。その

柔軟性と強さは、欧州統一特許裁判所の出現を待つことなく、すでによりグローバルな国際的

規範として意味を持つ。このようなルールの遵守を拒否しても、自らその結果は見えていたの

であるが、これを伝えることが今回の講演の目的である。   
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２．欧州裁判所による 2015年 Huawei vs ZTE事件判決による FRAND danceルールとは 

 

（１）特許権保護の要請と欧州競争法による公正な市場確保の要請との調和 

 欧州裁判所の２０１５年判決以前のドイツにおける特許法による独占と健全な競争市場の形

成との調和は、特許権行使に大きく振った形で図られていた。2009年のドイツ最高裁の「オレ

ンジブック判決」は、ドイツ伝統の権利者優位の実務そのままに、特許権利行使において、競

争法がその制限的な場面をもたらすのは、実施者において無条件にライセンスを受けたい旨の

意思表示をしていたような極端な場合だけであるとした。 

 その後の数年、標準必須特許訴訟が急速に増加してきたが、最も大きな訴訟が頻発していた

のは通信系企業間の打ち合いであった。この標準必須特許のライセンスにおいては、その市場

で事業をなすための必須な技術に関する特許ということで、ライセンサーたる特許権者による

権利行使が、市場を歪めかねないリスクを孕む。この点から、特許法による権利行使に対する

競争法による歯止めの必要性が説かれた。しかし、上記のオレンジブック判決に従うと、標準

必須特許のライセンス問題のように競争制限的な場面が露骨に出てくる場面では調整弁として

機能できないということで、2015年の欧州裁判所の判決につながっていく。法的な形式として

は、欧州競争法の最終的な解釈権者は欧州裁判所であることから、ドイツの裁判所が、特定の

欧州競争法の解釈問題（あくまで法規範解釈）について、係属中のドイツの訴訟の審理を止め

て、当該規範解釈を欧州裁判所に付託 referralし、その判断を待って、欧州裁判所の判断が出た

ら、審理を再開して、その規範解釈を援用して訴訟を続行するということである。 

 （２）欧州域内国際ルールに基づく判決内容 

   ～その正確な意味の理解には比較法的理解と地政学の視座が必要 

 ドイツの特許訴訟は、専門的知見を以て技術的、客観的な証拠を判断し、真実性を論証する

演繹主義的なアプローチをとる。ドイツの法制度は、Civil law大陸法系であり、実体法と訴訟

法については制定法主義ではあるが、訴訟手続の実務においては、裁判所の裁量が大きい。よ

り職権主義的であるし、粗っぽいイメージとしては、「糾問主義的」である。手続保障よりも

真実発見こそが優先し、そこでの職権性、専門性が強い。この方式は、科学的・技術的である

が故に「客観的」であるべき特許侵害訴訟に、実に適合性が高い。手続きの公正性は、専門技

術的な検証が客観証拠に対してなされることを通じ、科学的な真実性を以て担保される。 

 これに対して、経験主義的な Common law英米法系は、帰納主義的アプローチによる判例法

主義であり、当事者主義である。如何に専門技術的な領域であっても、専門家も人間である

し、客観的なはずの証拠や専門技術的知見に基づく判断であっても、そこには人間の主観が入

る。証拠の収集にも恣意が入ることを排除しきれず、一方に有利な証拠ばかり集められる恐れ

はある。そして、専門技術的な判断とは言え、そこには人間の主観的判断が排除されるわけで

はない。ゆえに、何よりも裁判の公正は手続きの適正性、当事者に対する手続保障の担保が対

等になされなければならない。その裁判の対象となる取引におけるルールも、当事者自身の自

律的な手続きの尊重によってこそ、その結果を正当化できる。 
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 国際ルールが問題になる場合、既存の国際ルールの多くが英米法系である。その理由は、英

連邦国家同士の間での判例法主義に基づく国際法源があるということは当然であるが、もう一

つ、実際に争われた事案ベースに具体的な規範が醸成されるという柔軟さと、当事者主義的

に、当事者が如何に行為すればより有利になるかという形での公正性、透明性を図る柔軟さ

が、未知の事態に対応できる柔軟な規範性を根拠づけるからである。 

 （３）Due process of law （手続保障）的な英国流のルール 

  ～適正なライセンス条件の決定を第一義的に当事者の自律に委ねる 

 2015年の欧州裁判所による Huawei vs ZTE判決は、上記のうちの Common law的なアプロー

チを取っている。SEP訴訟における適正なライセンス条件を決めるのは、裁判所ではなく、あ

くまで当事者のフェアな交渉によるのを第一義とする。そのフェアな交渉の在り方を、FRAND 

danceなる決められたステップを踏むこと、それをしっかりと行いさえすれば、自ら当事者自身

で適正なライセンス条件を見出すことを期待したのである。標準必須特許のライセンス条件を

決する技術内容やその市場は、それらを知っている当事者こそが最もよく理解しているはずで

あり、その交渉がフェアに行われることこそが解決のために最重要である。この交渉を保障す

るために、裁判所は事後的にその Dance stepをチェックするということなのである。 

 ドイツ大陸法式の理解を以てこのルールを解釈し、数多ある判決を追いかけるだけでは、何

をするべきかが分からないのは、けだし当然である。そういう性質のルールではないからであ

る。ルールが不明確だと感じてしまうのは、このルールの性質をよく理解していないからであ

る恐れがある。ドイツ大陸法系であれば、むしろルールを細かく事前に設定して、条件を決め

ていくという方向性もあったであろう。しかし、このような大陸法、制定法主義的なアプロー

チでは、どうしてもルールを事前に細かくせざるを得ない。それでは流動的な市場性、技術が

日進月歩の世界での標準必須技術のライセンス条件を決めていくに重要な対応の柔軟性が損な

われやすい。そこで、交渉ステップだけは事前に確定しておくという形で、ルール自体を実に

シンプルにし、当事者間の交渉により、技術の内容や市場の情勢の変動性にも適合性を高めて

もらうことができるというコンセプトで、自律性とフェアな交渉を当事者双方に要求する柔軟

なルールを、欧州における国際ルールとして欧州裁判所は選択したのである。そして、当事者

が自律的によりフェアに振舞うことで交渉を結実させる努力をするべきであり、当事者双方

は、相手を攻撃するのではなく、自身の行動をよりフェアに高めることを以て、実施者側には

FRAND 抗弁に結実させ、権利者側には差止請求の可能性をも含めた早期の決着でリスクヘッ

ジをする。このようにして、交渉上の公正性、透明性を確保したのである。 

 たしかに、事前にどのような流動的な要素があるかは必ずしも分からない。そして相手の技

量によっては、対応が難しい局面も出てくる。しかし、そのような場合にこそ、FRAND ルー

ルが求めているフェアな態度で、よりフェアな対応をして行くことが求められるのである。 

 これは明らかに、通常の特許侵害訴訟の態様ではない。この規範性について、ドイツの著名

な特許訴訟専門実務家の少なからずの人数が、理解できていなかったので、欧州裁判所のこの

判決以降数年間は、混迷期にあったのもやむを得ない。  
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３．ドイツ連邦最高裁 BGHによる 2020年 5月 Sisvel vs Haier事件判決の意味 

（１）Common lawと Civil lawを止揚したその規範性の盤石さとグローバルルールの性格 

 2020年 5月のドイツ最高裁 BGHの判決は、欧州裁判所の上記 Common law的なルールを遵

守する。欧州競争法の最終解釈権者が欧州裁判所ということから、法的にはその通りである

が、2015年の欧州裁判所の判決後、わずか 5年経過に過ぎない現状で、既に判決した内容の規

範の問題を再度規定し直す方向での判決は、法的に、また、先述したドイツの置かれている地

政学的立場からくる要請から、非常に困難という外ない。憲法に定めのある財政規律を理由と

した憲法裁判所の違憲判断のように「欧州」に対して自律性を発揮するのは、戦後ドイツの出

発点となるべき自律性に深く関わる場面であり、そうでなければ、カールスルーエの裁判長た

ちは、基本的に「欧州」規範を尊重する。 

 そして、欧州諸国の国際ルールとしての Common law的な FRAND ルールを大陸法系、しか

も権利者優位ドイツ流に解釈したドイツ最高裁のこの判決は、世界の二つの法体系である

Common law的なルールを Civil law流な解釈とで止揚したもので、規範性として盤石なもので

ある。欧州裁判所の判断後、５年後で初めての FRAND ルールに関する最高裁 BGHの判決とい

うだけに、欧州裁判所の判断、ドイツ最高裁 BGHの判断のいずれに対しても、批判はできて

も、法規範性が現に生じている領域の欧州裁判所が示した規範に対して疑義を呈してその規範

性を争うのは困難である。それでも敢えてその規範性の問題を挙げるとすれば、欧州裁判所の

2015年判決がカバーしていない領域について特定しその部分についてであろうが、それをする

ためには、既存の FRAND ルールを尊重することが前提である。 

  

（２）「より努力した者に保護を厚くする」ドイツ特許訴訟実務による英国流ルールの解釈 

 ドイツ最高裁 BGHは、欧州裁判所の FRAND ルール判決に、ドイツ流の権利者優位の思想を

しっかりと絡み付けて、厳しい判断を示した。「より努力した者をより保護する」とし、実施

者側はルールを遵守する上で当然のことながらルールを理解するべきであるのにそれをよく理

解していない結果の様々な作為不作為を、最初のステップであるライセンスを受けたい旨の真

摯な意思表示の不存在 unwillingness或いは遅延戦術 delaying tacticsとして捉え、非常に早期の

段階で FRAND 抗弁の喪失と差止請求の成立可能性を肯定した。 

 

（３）ドイツ国内の裁判長同士の鬩ぎ合いと論点 

 ここに至るまで、特に 2017年から 2020年にかけて、ドイツ特許侵害訴訟のメッカであるデ

ュッセルドルフの同高裁裁判長であるドイツ最高の権威者トーマス・キューネン判事と、ドイ

ツ最高裁 BGHとの間で、激しい鍔迫り合いが行われてきた。 

 Nokia対 Daimler事件は、ドイツの特許訴訟の大きな論点すべてに関連する大事件であった。 

 その論点の多くは、最高裁 BGH側に軍配が上がって、ひとまず結着がついているように見

える。 
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BGHピーター・マイヤーベック裁判長 

Mannheim地裁キルヒャー裁判長 

Munich 地裁ツィーガン裁判長 

Karlsruhe高裁フォス裁判長 

Düsseldorfの一部（ex. Voßフォス裁判長@同地裁） 

トーマス・キューネン率いる Düsseldorf派  

 

権利行使優位 

一審判決執行の調整弁は保証金の扱いで対応可能。 

特許法改正は最小限にするべき。中国企業などによ

る侵害行為には、差止請求権は依然重要。 

 

欧州裁判所の 2015年の枠組み堅持（FRAND Dance) 

 

 

実施者側の FRAND 抗弁の成立のためにはライセン

ス契約を受けるための serious willが必須。 

 

実施者である以上、自ら積極的に違法状態を解消す

るべく交渉せよ。 

Delaying tacticsとみなす範囲は広い。 

但し、SEP権利者がラクに勝てるというわけでは決

してない。厳しい審査がある。 

 

 

Brexit後の UPCにはもはや懐疑的。英国人、ドイツ

人を中心にした判事はもはや不可能で、精密な審理

は期待できないし、現在の BGHのような特許訴訟実

質審理は CJEUには不可能で、実質的には三審制も

失われる。 

 

現に係属している訴訟手続を停止するよう裁判所に

要求する行政庁（連邦カルテル庁）によるレター送

付や、法的根拠なき他の裁判所への牽制は違法乃至

不当。 

 

権利行使において、「特許権者」以上の限定をして

いない。 

 

権利行使優位であるが、差止請求制限論にも

一定の理解 

一審判決執行の制限立法 

 

 

欧州裁判所への付託は他の裁判所も従うべき 

欧州裁判所 2015年の枠組みの見直し 

 

FRAND問題は、欧州競争法の最終審理権者

CJEUが判断すべき。 

 

FRAND抗弁以前に、SEP権利者のオファーの

FRAND要件充足性について厳格に審査すべき 

 

 

 

 

 

UPCには、Düsseldorf派の裁判長を並べて、ド

イツの裁判所のやり方を EUに拡大するべき 

 

 

 

 

 

連邦カルテル庁の名でMannheim地裁、

Munich地裁宛に手続き停止を求めるレター送

付 

 
 

SEP権利者は、以前のライセンス契約の内容

を裁判所に開示せよ。以前のライセンス契約

の内容が不明の場合、事実上、権利行使させ

ない。 

 

 

（４）ルール自体を批判し争う方向性への評価 

 このポイントで警鐘を鳴らす必要があるのは、ルールを尊重しないといけない局面でそのル

ールを批判して、ルール遵守を最初から否定してかかると、その批判的な行動の作為不作為

が、unwillingnessとして認定される要素となり得ることである。 

 欧州裁判所の FRAND ルールを尊重しなければならない訴訟当事者ではないのであれば、無

論のこと、そのルールを批判するのは自由であるし、不利益を被ることはない。しかし、SEP
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権利者側から提訴される可能性がある実施者側で、日頃そうしたルールを批判する発言を公に

繰り返していると、実施者側の FRAND Danceステップをフェアにこなしているかどうかの見

極めにおいて、不利な扱いを受けかねない。そのことは留意しておくべきであろう。 

 

（５）ドイツ FRAND訴訟の行方 

  ドイツ国内では、既に、マンハイム地裁とミュンヘン地裁が Nokia対 Daimler事件判決及

び SHARP対 Daimler事件判決において、この最高裁 BGHの判決に則って判決している。 

  これらの判決は、SHARP対 Daimler事件に関するものは 2020年中に、Nokia対 Daimler事

件に関するものは、2021年のそれぞれ和解による取り下げで、いずれも遡及的に存在しなかっ

たことになった。そして、デュッセルドルフ地裁による Nokia対 Daimler事件に関する欧州裁

判所への付託宣言も、遡及的に存在しなかった扱いになる。 

  しかし、今後、SEP権利者側は、マンハイム地裁、ミュンヘン地裁を中心に侵害訴訟の提

起をしてくるであろう。デュッセルドルフ地裁は、未だに欧州裁判所への付託宣言は適切な判

断であったという構えを崩しておらず、それを知っている SEP権利者側はデュッセルドルフ地

裁への提訴について慎重に判断するであろう。マンハイム地裁、ミュンヘン地裁への提訴は従

前どおりに行われるはずである。また、連邦議会における勝訴判決の執行についての制限立法

は、ほぼ不発に終わっており、FRAND 訴訟においても、局面によっては、差止請求が認容と

なることがあり得る。 

  これらの事情を念頭に、ドイツは FRAND 訴訟に適した裁判地として SEP権利者側に選ば

れるであろう。 
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４．Nokia対 Daimler事件とは何が争われたのか。 

 （１）Nokia・Daimlerの間の和解の評価  

 Nokia対 Daimler事件の和解は、FRAND問題に通暁する実務家の間では、合理的な判断に基

づいてなされたものとして受け止められている。意外に早く決着したという声もあるが、

Daimleはグローバルに戦線を拡大したにもかかわらず、打つ手打つ手収穫に乏しいばかりか、

ドイツ国内では、マンハイム地裁、ミュンヘン地裁で連敗し、辛うじてデュッセルドルフ地裁

では同年 11月に欧州裁判所への重要な論点の付託宣言を得ることはできたものの、対 Nokia訴

訟に限らず、対 SHARP訴訟においても連敗を喫し、最終的な敗色は濃厚であった。 

 欧州裁判所の判断は 2年以上先になるであろうこと、その判断が Daimlerに有利なものとな

るかどうかは微妙であることに鑑みると、戦局を打開できないまま徒に時間だけが経っていく

状況であり、競合他社、例えば BMWは早々にノキアとのライセンス契約を締結し、最終的に

ドイツ自動車セクターとして徹底抗戦を唱えていた自動車 OEM企業は Daimlerだけであったこ

とからも、何らかの方針転換が示されると予測されていたところ、果たしてその通りとなっ

た。 

 派手に戦線拡大を続けた訴訟代理人弁護士を更迭し、FRAND ルールを遵守して出血を最小

限にする作戦を主唱する代理人弁護士に変更したこと、時期的に、差止請求権制限立法不発の

議決になることが判明した後でのことだったこと、Daimlerが和解というニュースを受けたサプ

ライヤーの Continentalの知財責任者の対応がそのニュースを受け止めきれないで動揺していた

状況などに鑑み、和解内容が公にならない中でも、敗北を前提とした和解による解決を図った

ものという理解がなされている。 

 （２）Daimler・Continental等の実施者側 implementersの戦略は 

 Daimlerは、欧州裁判所の FRAND Danceルールを無視し、SEP権利者からの新外国地に対し

て、ライセンスを受けたい旨の真摯な意思表示をせず、「サプライヤーと交渉せよ」と応答

し、ドイツの裁判所における特許訴訟の場で FRAND 訴訟を戦うことを避ける戦略であった。 

 Daimler自身には、Nokia側からの侵害告知があったので、欧州競争法の場で、Nokia側のラ

イセンス拒絶的な交渉を争うことはできない。そこで、Nokiaからのライセンス交渉を持ち込

まれることがないサプライヤーたちを抱き込んで “Implementers”「実施者」として包摂し、

Nokiaには、「実施者側に対するライセンス交渉拒絶的な交渉態度があった」という主張にま

とめて、ドイツの特許訴訟法廷における法廷闘争が始まる前に、欧州競争法当局（欧州委員

会）に Nokiaを欧州競争法違反として告発するように求めた。 

 又、Nokiaのライセンスオファーには、「非差別的」non discriminativeという FRAND 要件の

充足に問題のあるライセンス条件があるとして、米国やドイツの証拠収集手続きを用いてそう

した証拠を見つけようとした（米国ではディスカバリー手続、ドイツではインスペクション手

続）。 

 さらに又、Continentalの戦術は、反訴訟仮処分 Anti-Suit Injunctionを米国の裁判所に発令して

もらい、ドイツの訴訟手続を停止させようと目論んだ。 
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 こうした場外乱闘的な手法による戦術は、法技術的にはあり得たかも知れないが、いずれも

不発に終わった。例えば、米国の裁判所におけるディスカバリー手続によって証拠を収集しよ

うとする試みは、たとえうまくいったとしても、そこで得られた証拠を米国外の裁判手続きで

使用できるかには、高いハードルが米国の判例法で設けられている上、ドイツの特許侵害訴訟

の法廷に出すタイミングには少なくとも第一審の手続には間に合わないものであった。むし

ろ、ドイツの特許訴訟の場での法廷闘争を避けたという事実だけが残ってしまった。戦略とし

てのみならず、Daimlerの戦略を実現する戦術として、よく練られたものであったかは大変微妙

という外はない。  

 （３）Nokia側の戦略は。SHARPの戦略との対比 

 Nokiaの戦略では、FRAND 交渉は、直接の交渉相手を OEMに絞り、自動車のパーツに特許

技術が実施されているということで、OEMから有利なライセンス条件を引き出す戦略であっ

た。OEMとそのサプライヤーとの間のサプライヤー契約には、知財求償条項があり、OEMは

いずれサプライヤーにその特許ライセンス料負担を転嫁するということを前提にしていた。つ

まり、OEMに対するライセンス交渉は、すなわちサプライヤーに対する交渉窓口としての意味

も包摂しているのだ、という法的な構成を主張していた。 

 これに対し、SHARPは、サプライヤーに対しても交渉窓口を開けておいた。欧州競争法上、

ライセンス交渉拒絶ととられるリスクをヘッジしたのである。 

 この問題について、2020年 8月のマンハイム地裁のキルヒャー裁判長は、SEP権利者側にお

いて、こうした OEMとサプライヤーの関係に鑑み、SEP権利者側で、誰を相手にするかを決

めてよいのだという判断を示し、ライセンス交渉拒絶とされないものとした。OEMが現に実施

している以上、SEP権利者側で、どのサプライヤーが実施品を製造していたかなどを調査する

べき義務はなく、確実に SEP特許を実施している OEMを相手に交渉するのであれば、交渉拒

絶の問題はないという判断であった。  

 （４）フェアネスの競争では「悪手」を打った方が負け 

 欧州裁判所の 2015年判決は、フェアな交渉を SEP権利者側・実施者側とで、FRAND Dance

として定められたステップを確実に踏んで行うことを求め、同判決を受けてこれをドイツ国内

最高裁レベルで初めて判断した 2020年 5月の Sisvel vs. Haier事件のドイツ最高裁 BGHの判決

は、これにドイツ流の権利者優位の実務的規範解釈した。そこでは、当事者は、双方、自らが

よりフェアであることを交渉の経過において FRAND Danceステップを踏む態様においてしっ

かり示し、いわばフェアであることの競争をしてもらうということである。 

 その結果、実施者側は、すでに自社が SEP権利を実施している以上、客観的にはライセンス

がない状況では侵害行為になってしまうのであるから、自ら交渉を主導するくらいに交渉を積

極的に「ドライブする」ことが要求されるし、その見地から、「そのライセンス交渉はサプラ

イヤーとせよ、ウチとではない。」と交渉に対応しない返答をしたり、「貴社の侵害告知は不

明確である。以上。」というような紋切り型の通常の侵害訴訟対応をしたりすれば、それらは 

“unwillingness” ライセンスを受けたい旨の真摯な意思表示の不存在、或いは“delaying tactics”遅

延戦術とみなされる「悪手」である。 
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 そして、侵害告知を受けてから、ライセンスを受けたい旨の真摯な意思表示をするまでの時

間は、権利者側の告知の態様によって長くもなり短くもなる。それは、フェアであることの競

争をしてもらうというこのルールからは、相手の態様次第で変わりうるのである。また、たと

え欧州裁判所の判決がクレームチャートを要求していないとしても、権利者側はそれを添付し

て告知してくるようになってきており、それはよりフェアであることを示すことで、交渉を有

利に進めるという意味である。 

 「ルールを知らない、理解できない」というのは抗弁にならない。ルールを遵守するという

ことの意味は、「ルールを知り、よく理解する」ということを当然に含んでいる。ルール批判

自体は、もちろん自由であるが、多くの場合、その批判は、本稿に示すようなルールの本質を

理解しておらず、いくつかの裁判例の部分的な引用やつなぎ合わせによって構成されている。

ルールの曲解による批判は、ルールの遵守の対極にあるものであり、そうしたルールの本質的

な意味を違えた批判は、「悪手」の一つとされ得る。ルール批判や、他の裁判地での法的措置

を通じてドイツ国内の特許侵害訴訟の進行を止めようというような態様は、unwillingnessと認

定される典型的な「悪手」とみなされる。 

 実施している技術内容を正確に把握しておくことが求められるし、ここにおけるフェアネス

は、高いハードルを実施者側に課していることを理解しておかなければならない。 

 

 （５）Continentalこそが敗者 

 Daimlerが Nokiaと和解して紛争の主役の地位を降りた後、その求償請求の矢面に立つ

Continentalの状況は大変厳しい。Continentalの対 Nokia戦略は、Daimler以上に反・Nokia、反

FRAND ルールであり、反ドイツ特許侵害訴訟ですらあった。 

 Nokiaの戦略上、Continentalは、Nokiaの FRAND交渉の対象からは外されており、Nokia対

Daimler訴訟においても、訴訟告知を受けて訴訟参加しただけの存在であり、訴訟当事者ではな

かった。今更のことではあるが、もし Continentalが、FRAND ルールを遵守することで FRAND 

抗弁を主張できるサプライヤーとしての地位を享受できていれば、Daimlerからの求償請求に対

して、FRAND 抗弁を交えて求償請求の減額主張を行うこともあり得たのではないかと思われ

る。しかし、既述のとおり、率先して反 FRAND ルールの法的措置をグローバルに大々的に展

開し、しかもそれらは不奏功に終わっており、独自に Nokiaの戦略に対抗する手段は極めて限

られてしまっている。FRAND 違反、unwillingnessが認められる悪手を打ち続けている立場で欧

州委員会（欧州競争法を所掌する当局）に Nokiaのライセンス拒絶主張を軸に掛け合っても、

欧州裁判所のルールに背を向けてきた態様が影響しないとは言い難い。Game changerたらんと

してグローバルに打った戦術が不奏功に留まらぬ「悪手」となり、いわば一発逆転を狙ってす

べてを失う「ババを抜いた」 ”the Old Maid card game’s loser”となってしまった。 

 ドイツ企業だからといって、ドイツの特許侵害訴訟の情報収集と解析が十分にできていると

は限らない。Continentalの場合、実は Siemens社の車載電機部門をタイヤメーカーである

Continentalが部門買収して自社事業とした経緯がある。その中で、情報収集解析能力の弱さと

社内政治上の厳しい地位があったとしても、何ら不思議ではない（欧州情勢≒地政学）。これ

は、外部カウンセル（代理人弁護士）の著名さに頼ってその言うなりになる背景でもある。 
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 さらに、ドイツは連邦国家であり、ロケーションによって、ビジネスセクターによって、或

いは専門領域によって、そのコミュニティの感受性が大きく異なる。デュッセルドルフはベネ

ルクス（欧州裁判所はルクセンブルク、欧州委員会はベルギーのブリュッセル、ハーグを擁す

るオランダは特許訴訟のレベルも比較的高い）やフランスに近く、ビジネスセクターやリーガ

ルプロフェッショナルの普段の交渉対象には英国やフランス、ベネルクス諸国があり、街には

そうした国々からのプレートを付けた車が数多走っている。米国との接点も多い。他方で、ミ

ュンヘンは、内陸部に位置し、バイエルン州はかつてバイエルン公国、そしてバイエルン王国

としてドイツの主流からは独立していた。特許人脈は出願系に偏っており、FRAND ルールが

Due process of lawの感性を持った Common law的なルールだなどと言われても理解できずにい

る弁理士、弁護士が多くを占める。 

 他国での法的措置をとるにしても、肌身の感覚で、米国のディスカバリー手続がどれくらい

の時間を必要とし、そこで得られた証拠を他国の法廷で提出することができるのか、そもそも

その目的でディスカバリー手続を使えるのか、そのための要件は何か、そのハードルは高いの

かどうか、そうしたことは、普段から国際案件を担当しているデュッセルドルフの経験豊富な

訴訟弁護士であれば、肌身の感覚で厳しそうだなとわかるものであるが、そこがただ「情報」

として得ただけの「学校の成績が優秀な」弁護士とは全く違う。FRAND ルールに則っていれ

ば享受できたはずの防御線を自ら掘り崩してしまい、多大なコスト負担をした上、巨額の求償

請求を受けるという Continentalの置かれた厳しい状況は、自ら招いたとは言え、不合理な偏り

があるのは否定できない。 
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５． FRAND ルールのまとめ。 

 ～ルールを知ろう。ルールを使おう。戦わずに「よりましな結果」を。 

 Nokia対 Daimler事件和解によるすべての訴訟案件は取下げで遡及的に存在しなかった判決と

して扱われるが、Mannheim地裁が示した FRAND問題に関する解釈は、今後の指針となる。 

 その判決内容が示すのは以下のようなポイントである。 

・条件付きのライセンスを受けたい旨の意思表示では、真摯な意思表示とは認められない 

・実施者が、カウンターオファーを改善しないと述べた場合は真摯な意思表示とは認められな

い 

・OEMがライセンスを取得するべきサプライヤーの責任に言及した場合は真摯な意思表示とは

認められない 

・サプライヤーに知財権についての紛争等の責任を負わせる自動車 OEM流の交渉に対して、

それでは FRAND抗弁は立たないとした 

・OEMに行くか、サプライヤーに行くか、その選択権は SEP権利者にある  

・サプライヤーは販売可能な最終製品を基礎としてライセンス料のカウンターオファーとする

意思がなかったため、サプライヤーによる FRAND抗弁の申立はすでに認められない。販売可

能な最終製品の生産者が原則として上流のサプライチェーンから派生した FRAND異議申し立

てを受ける資格があるかどうかを判断する必要なし。 

・SEP権利者は、潜在的なサプライヤーを事前に調査し、侵害について通知する必要はない。

サプライヤーの特定の遅れ=ホールドアウト戦略 

・サプライヤーのマージンが低すぎて最終製品に基づいてロイヤルティを支払うことができな

い場合だとしても、抗弁が立たないことに変わりない（SEP権利者が影響を及ぼさないサプラ

イヤーと OEM間の契約状況のみの問題） 

・技術保護の見地からは最終製品に反映される経済的利益が基準 
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６．FRAND 訴訟これからの日本の指針 

   （１） 情報源の確保と解析手法 

  FRAND 訴訟に限らず、諸国の法制度実務、特に、権利行使の局面をよく研究しておかな

いと、防御戦略も立てにくい。権利行使の局面での実態は、活字にはならないものである。イ

ンターネット上の情報も、繊細な配慮を要求される公開しにくい情報には言及していない。現

地の専門家で、経験が豊富にある者を複数確保して、日頃から情報の取得を心掛けるべきであ

る。日本企業においては、情報収集力の強化と、分析力の涵養が必要である。現地の専門家の

情報を頼りながら、それらの人たちに仕事は出さず、ただ質問だけし続けるというのは、信頼

関係が得られるわけがなく、信頼できない相手にまともな情報を渡さなくなるのは自明であ

る。「我々はバイサイドだから」と殿様商売していると、そこへつけ込んでくる不埒な者もい

る。 

  又、情報解析や、そのための地政学や比較法というのは、日本の法曹関係者が非常に弱い

領域である。日本国内が絶対座標軸になっている。そして、海外といえばアメリカ絶対主義

で、ドイツ人や英国人の優れた専門家に対して、背伸びをして問うのが「アメリカではこうだ

云々」であるが、欧州人にその角度から入っていくと、まともに扱われない傾向がある。日本

の法律は、実体法は大陸法、訴訟法は大陸法と英米法の両方の要素があり、民事は大陸法系、

刑事は英米法系なのだが、そうした自国の法律の考え方、感じ方の相違を自覚せず、日本流、

せいぜいアメリカ流で比較思考がないのが非常に残念である。暗記物ではなく、肌身の感覚の

情勢が必須である。 

  ライセンス交渉では、英語力だけでなく、交渉力、胆力も必要であり、経験を積んでいく

べきであるし、改善努力をしないと同じレベルでぐるぐる回っている印象がある。 

（２）欧州知財の構成 

   欧州はロケーションによって、人間の感受性、論理性、指向性が大きく異なる。特許訴

訟で言えば、デュッセルドルフ Düsseldorfがドイツ・欧州特許訴訟の中心、ミュンヘンMunich

は出願の都だが訴訟系は乏しく、請け売りが多い。カールスルーエは高位の裁判長たちが胸襟

を開いて話し合う場であるが、そこに一般人が入っていけるわけではない。 

   欧州競争法はベルギーのブリュッセル Brussels、ドイツ競争法はボンである。欧州裁判

所はルクセンブルクに所在するが、欧州裁判所のために同国内に人を置くよりも、ドイツやベ

ルギー、英国に人を置き、ネットワークを形成することが必要である。Brexitの後と言えど、

ロンドンはこれらすべてを含みながら欧州全体と米国・Globalの解析に不可欠な場所である

し、世界の主流、国際私法の既存ルールに多い Common lawの母国である。英国人の教養層は

より優秀で、欧州人の尊敬を勝ち得ているという実感がある。また、欧州諸国には自国が生き

延びるための創意工夫が積極消極に存在する。例えば、地政学的にはドイツとドイツ人への警

戒を隠さないポーランドであっても、ドイツの特許訴訟への信頼は厚い。その特許侵害認定判

断を見た後で、ポーランドの裁判所に欧州特許で根を同じくする同国特許に基づく特許仮処分

申立を行うと、極めて短期間（2週間以内もあり得る）で命令を得ることができる。これを最

初から同国で申し立てると、まったく機能しない。法律に書いてあることがそのまま使えるわ

けではない。こうした風向きは、ドイツ人弁護士も実はあまりよく知らないことが多い。 
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さらに、有名なところでは、イタリアのトルピード戦略というのがある。 

イタリアの訴訟はとても時間がかかる。それを逆手にとって、実施者側が、債務不存在確認請

求訴訟をイタリアで特許権者相手に提起し、欧州域内で訴訟物を同じくする訴訟の提起を二重

起訴禁止の法理で無効とする戦術である。ドイツの裁判所はこれを非常に嫌うのだが、イタリ

アのみならず、ベルギーの裁判所でもこれと同じものがある。但し、これは FRAND 訴訟での

防御には使えるか慎重に考える必要がある。「SEP権利の実施をしていない」（非侵害の主

張）と主張する訴訟をドイツ以外で行う形でイタリアの裁判所に提訴してしまうと、FRAND 

訴訟がドイツに係属が認められた場合、イタリアの裁判所に出訴した内容が「非実施」の主張

であると、これが unwillingnessと認定されるリスクがある。「FRAND要件に違反していな

い」という形での債務不存在確認請求の形式でイタリアの裁判所に提訴することが少なくとも

必要であろう。それでも、ドイツの裁判所がトルピード戦略を否定し、ドイツでの訴訟を開始

するという判断をする可能性の方が大きい。基本的には、外国の裁判所を使ってドイツの

FRAND 訴訟を回避しようという手は今まで失敗に終わっている。 

諸国で、こうした不便さ、弱さを逆手に取った戦術はせっせと開発されており、ドイツの裁判

所を悩ませている。しかし、そのドイツでも、似たような領域がある。ドイツにおける特許権

の無効訴訟は、進行がのろく、しばしば不条理に長引いている。日本同様、侵害訴訟を提起さ

れた場合の被告の防御戦術として一般的なのだが、何しろ進行が遅くて、その間に侵害訴訟が

どんどん進むことになる。これを奇貨として、侵害訴訟の判決をとって、執行可能な状況にし

て、原告有利な和解を成立させるのがよくみられるドイツの特許訴訟の実態なのだが、これも

また、ドイツの特許無効訴訟の進行の遅さという事情を逆手に取った戦略と言うこともでき

る。 

 

（３）なぜかを問う姿勢で 

  ドイツにいるドイツ人実務家でも、FRAND 訴訟の議論には理解が及んでいない人が少な

からずいる。むしろ多数ではないかとすら思われる。その理由の一つには、ドイツ特許侵害訴

訟の権威者トーマス・キューネン デュッセルドルフ高裁裁判長が、ドイツ最高裁 BGHと対

峙して多くの重要論点で論争を巻き起こし、その中での彼の主張が、本来の彼の見解から離れ

ているように見えることがある。彼の著書「特許侵害訴訟ハンドブック」は、ドイツ実務家の

必携の本であり、しばしば大胆なドイツの標準的な実務を支えている。その泰斗の FRAND 訴

訟に関する対応は、すぐには理解できないものが多い。欧州の知識人は、しっかりと構成した

前提（仮説）から、どうすべきかを論理的に説くが、そうした仮説から帰結されるべき内容に

なっていない場合、「何かがある」。その場合、何か見えていない事情が背景にあって、それ

が分かりにくい渦をなす。その何かは、地政学や個人的な事情が関わるのであるが、そうした

情報はまず外には出ない。少なくとも、理解困難な部分を自覚して、その部分にあり得る仮定

的な筋道のパッチを当てておく。常にそうした表には出ないものがあり得るので、情報を収集

し解析する上で、「片手は空けておく」必要がある。こうした「見えない」事情がしばしば決

定的になるのだが、その未知の事情が惹起する事態に対応するには、フルに頭に詰め込み、両

手が塞がっていては覚束ないからである。 

以 上 


