
「Beyond 5G時代に向けた新ビジネス戦略セミナー」シリーズ第３回

ドイツにおけるSEP訴訟の実態
～ノキア・ダイムラー訴訟から学ぶこと～

令和3年6月30日



＜前半＞
講演➀ 「Beyond 5G時代のライセンス交渉術」

井戸 大治 パナソニックIPマネジメント株式会社 グローバルポートフォリオ開発部 弁理士
講演② 「ドイツ訴訟判決から学ぶグローバルルールの最前線」

入野田 泰彦 弁護士（ドイツ在住）

＜後半＞
座談会
・ファシリテーター
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター IPエグゼクティブエキスパート 弁理士

・パネリスト
入野田 泰彦 弁護士（ドイツ在住）
井戸 大治 パナソニックIPマネジメント株式会社 グローバルポートフォリオ開発部 弁理士
松永 章吾 ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 パートナー 弁護士・弁理士

註）本日の内容・発言は、所属する組織・団体の意見ではなく、個人的な見解です。

本日の内容



註）本日の内容・発言は、所属する組織・団体の意見ではなく、個人的な見解です。

本セミナーの背景

１．5G時代においてIoTの普及により、様々の産業分野がネットワークにつながる

２．標準規格と標準必須特許(SEP:Standard Essential Patent)

FRAND宣言(Fair, Reasonable, And Non-discriminatory)：
「標準規格または技術仕様に関連する必須の特許を保有する場合、標準化機関は、公正、合理的、非差別的な
（「FRAND」）条件でライセンスを付与する準備ができている(is prepared to grant)ことを書面で宣言をするよ
う、その所有者に要求する。」

３．2015年欧州司法裁判所(ECJ：European Court of Justice)が
FRANDに関するルールを形成

■2015年以降、このルールを牽引しているのがドイツの裁判所(デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヒェン)
■SEP権利者及び実施者の双方に誠実交渉義務(Good-faith negotiation)を課す。



１．ルールの理解

２．ルールを使いこなす

３．ルールに即して振舞うことで、リスクマネジメント

註）SEP権利者の主張と、実施者との主張の議論をするものではなく、その議論の土台となるfactに焦点を当てる。

本日のセミナー骨子



１．ルールの理解
・裁判所が職権で適正なライセンス料を決定するというものではなく、当事者間の交渉で決めるのを第一義とする。
・その当事者間の交渉には、欧州裁判所が定めた交渉ステップを必ず踏むことが求められる。
・誠実に（fairに）行動する者を救済する。誠実性の最初の一歩はルールの理解と尊重、ルールを司る裁判所への
respect、相手方への誠実性。相手の不誠実を批判しても救済されない。ルール批判、裁判所無視はリスク高。
・柔軟性があるルール。より努力した者により多くを報いる。よりフェアに行動することでより厚い保護。
・なぜ欧州ルールか。米国では、代理人費用が高額・損害額にFRANDの縛りがかかるため、コストが合わない。

２．ルールを使いこなす
・FRAND交渉と訴訟に通暁した現地代理人を確保。（コンフリクトも多く、実は難しい）
・代理人との間にも緊張関係があることに留意。

３．ルールに即して振舞うことで、リスクマネジメント
・2015以降の欧州実務は、i)ドイツ判例は全てが公開される訳ではない、ii)ドイツ語、iii)訴訟に強いデュッセルドル
フ事務所の弁護士は日本には来ない。出願系の弁理士が頻繁に訪日するが、多くは専門外。正確な情報が不足。
・日本の情報は、Non-SEPの経験や、SEPに関しては2010年代前半の米国情報に依ることが多くなる。
・簡単に見えるが、実際には非常に難しい。分かりにくいルールというより、プレーヤーの技量の差が大きい。
・一般的に説明すると平易に感じるが、対応してみると難しい。そのギャップが大きい。
・ルールを理解しないまま通常の訴訟と同じ対応をする、ルール自体を批判する振舞いをする等、不誠実と評価され
る方向に働き、差止めリスクを極めて早期段階で高めてしまう点に留意。

註）SEP権利者の主張と、実施者との主張の議論をするものではなく、その議論の土台となるfactに焦点を当てる。

本日のセミナー骨子(座談会)



2015 欧州裁判所 Huawei vs. ZTE  事件判決
“FRAND-Dance” 
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侵害告知
ライセンスを受けたい旨の

真摯な意思表示

FRAND ライセンスオファー
ライセンスオファー受諾か、

カウンターオファー

カウンターオファー受諾か、拒絶 ライセンスフィー相当の
保証金を積む

Third party’s
determination?
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“FRAND Dance” は、どのようなルールなのか。
➀流動的な製品市場、当該技術の価値を客観的に裁判所が定めるのは難しい。

SEPの適性なライセンス条件は、当該技術分野と市場に通じた交渉当事者こそが見出せる。
↓

②ECJ（欧州裁判所）は、 SEPを巡るSEP権利者と実施者との間の交渉について
・当事者間の交渉を通じた最適なライセンス条件を見出すことを第一義とする
・そのために、FRAND Danceステップは交渉の過程をルール化し、交渉の適正化を担保するという
英国コモンロー的な（Due process of law的な）アプローチをとった。
・ドイツ流であれば、裁判所が職権で技術内容や市場に関するデータに基づいてライセンス条件を決める
ところ、 当事者の自律的な交渉による最適解を期待する。

↓
交渉上のフェアネス、及び、それをアピールすることにより有利な立場になる

↓
取引の透明性、公正性を実現
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➀「型」が決まっているFRANDライセンス交渉
スラロームのゲート（FRAND danceステップ）を必ず通過する
⇔ 型にとらわれない自由な交渉

②FRANDに則った侵害告知を受けたら、ライセンスを受けたい旨の真摯な意思をしないと遅延戦略と看
做され、不利益を受ける。
⇔ 侵害告知を受けたら、非侵害或いは権利無効の主張

③当事者双方は、フェアな交渉態度とそのアピールでより利益を得る。
⇔ 相手方当事者の違法性・不法性を主張立証して利益を得る。

“FRAND Dance” ~ ECJ 2015 Huawei vs. ZTE
SEPのライセンス交渉や訴訟は通常のライセンス交渉や侵害訴訟とどのように異なるのか
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2020 Sisvel vs. Haier 事件判決
“FRAND-Dance” のドイツ最高裁による解釈
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侵害告知
ライセンスを受けたい旨の

真摯な意思表示
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ライセンスオファー受諾か、
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・ECJ2015年判決の枠組みを堅持しながらドイツ流の権利者優位の実務の思想が反映。
↓

英国コモンロー流×ドイツ大陸法流
グローバルなルールとしての性格

・実施者は、権利を実施している以上、それを速やかに合法的にする義務がある。
・実施者は、権利者からの権利行使を待たず、自ら交渉を求め、主導するべきである。
・実施者は、侵害告知を受けたら、速やかにライセンスを受けたい旨の真摯な意思表示をしな

いと、遅延戦略と看做される。遅延戦略と看做される領域は広く、早め早めの対応が必須。
・交渉の早い段階で、実施者にFRANDルール違反と看做されるリスクが発生する。
・権利者のオファーの内容にかかわらず、実施者は、自身のFRANDオファーを行う必要がある。
権利者のオファーがFRAND要件充足しないとのみ反論して交渉を進めないとFRAND抗弁
による防御ができなくなる可能性がある。

実施者のFRAND抗弁の成立の要求水準を引き上げ

欧州裁判所FRANDルールの判決（2015年）後、初めてのドイツ連邦最高裁判決
2020年5月(KZR 36/17)(KZR 35/17 and 36/17)
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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

最高裁ピーター・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）

• ECJ2015年のFRAND Danceルールの枠組み堅持
• 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。

トーマス・キューネンDüsseldorf高裁裁判長

• 一審判決執行の制限立法
• ECJ2015年判決FRANDルールの枠組みの見直し
• FRAND問題は、欧州競争法の解釈問題
• 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
• 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。
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裁判長たちの見解の対立は、ひとまず最高裁ピーター・マイヤーベック裁判長に軍配

vs



最後に：
FRAND問題の今後の指針としてのNokia対Daimler事件
Mannheim地裁判決の内容

3/11/2022 12

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。

① 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
② 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
③ 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
④ 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

⑤ 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
⑥ 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。

⑦ 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

⑧ 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）

⑨ 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
©Yasuhiko Irinoda Allrights reserved



一般的な侵害訴訟(差止)と無効訴訟の進行

ドイツでは、侵害訴訟は判決ま
で約1年と言われている。一方、
特許無効手続は、その結論まで
約2年と言われている。この1年
の時期的なズレを、
“injunction gap”と言う。



SEPの場合：交渉と訴訟の流れ
SEPの場合、FRAND論が論点に加
わるため、通常のドイツ侵害訴訟と大
きく異なる

“injunction gap”が効かない

FRANDを少しでも満たさな
い場合は、差止判決が得られ
ず、修正により長期化するため、
無効訴訟を勝ち抜く強い特許
である必要がある。
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