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FRAND条件でのライセンス料相当額の判断 

債務不存在確認請求控訴事件 

知財高裁・平成25年（ネ）第10043号　平成 

26年5月16日判決言渡 

鶉畠∴∵欝霧翰犠襲

被控訴人（第1番原告）が、被控訴人による本件製品
1－4の生産、譲渡、輸入等の行為は、控訴人（第1審
被告）が有する特許第4642898号「移動通信システムにお

ける予め設定された長さインジケータを用いてパケット
データを送受信する方法及び装置」（本件特許権）の侵害

行為に当たらないなどと主張し、控訴人が被控訴人の上
記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠
償請求権を有しないことの確認を求めた（原審）。
原判決は、本件製品1及び3は本件特許に係る発明の

技術的範囲に属しない、本件製品2及び4は本件特許に
係る発明の技術的範囲に属するが、控訴人による本件特
許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たる
と判断し、被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は、
これを不服として本件控訴を提起した。

窮乏　暮雑務舞蕊

①本件各製品についての本件発明1の技術的範囲の属
否、②本件発明2に係る本件特許権の間接侵害の成否、
③特許法104条の3第1項の規定による本件各発明に係る
本件特許権の権利行使の制限の成否、④本件各製品に係
る本件特許権の消尽の有無、⑤控訴人の本件FRAND宣

言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセ
ンス契約の成否、⑥控訴人による本件特許権に基づく損

害賠償請求権の行使の権利濫用の成否、⑦損害額。
（注）本解説では、主としてFRAND宣言を伴った特許権
の効力について焦点を絞って、解説する。

籍幾　騎擬喜怒議案襲統灘譲

（1）本件各製品は、第3世代移動通信システムないし第
3世代携帯電話システム（3G）の普及促進と付随する
仕様の世界標準化を目的とする民間団体である3GPPが策
定した通信規格であるUMTS規格に準拠した製品である。

（2）3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI（欧
州電気通信標準化機構）は、知的財産権（IPR）の取扱
いに関する方針として「IPRポリシー」を定めている。

（3）控訴人（第1審被告）は、ETSIのIPRポリシーに従っ
て、2007年（平成19年）8月7日、ETSIに対し、本件特

許を含むIPRが、UMTS規格に関連して必須IPRであるか、

又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに、「公正、
合理的かつ非差別的な条件」（FRAND条件）で、取消不
能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件
FRAND宣言）をした。

籠錬　恭翻藻鍔襟裳

（1）本件各製品が本件発明1の技術的範囲に届するか
本件製品1及び3については本件発明1の技術的範囲

には属しないが、本件製品2及び4は本件発明1の技術
的範囲に属する。
（2）本件特許に無効事由があるか
被控訴人が主張した本件特許権についての5つの無効

事由をいずれも排斥。
（3）本件各製品に係る本件特許権が肖尽したか
本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提にお

いて失当であると判断し、被控訴人の主張を排斥

（4）本件FRAND宣言によってライセンス契約が成立したか

本件FRAND宣言は、契約の申込みとは認められないと

判断し、本件FRAND宣言によって本件特許権のライセンス

契約が成立するものではないとして被控訴人の主張を排斥

（A）ETSIのIPRポリシーには、「このポリシーは、フラ
ンス法に準拠する」との規定がある。従って、フランス

法が準拠法となることについては、当事者間に争いがな
い。フランス法においては、契約が成立するためには、

ライセンス契約の申し込みと承諾が必要とされるところ、
FRAND宣言については、ライセンス契約の申込みであ

ると解することはできない。

（B）本件FRAND宣言は、本来ライセンス契約において
定まっているべき条件を欠き、これをライセンス契約の
申込みであるとすると、成立するライセンス契約の内容
を定めることができない。

（C）ETSIにおいても、本件FRAND宣言を含めて、その
IPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が直ちにライ

センス契約の成立を導くものではないことを前提として
いると解される。

（5）本件特許権の行使が権利濫用に当たるか
控訴人による損害賠償請求は、FRAND条件でのライ

センス料相当額を越える部分では権利の濫用に当たるが、

FRAND条件での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。

（A）FRAND宣言の目的、趣旨に照らし、同宣言をした
特許権者は、FRAND条件のよるライセンス契約を締結
する意思のあるものに対しては差止請求権を行使するこ
とができない 約 受けるべきである。
（B）標準規格に準拠した製品を製造、販売しようとする
者は、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内で
損害賠償金の支払いを請求する限りにおいては、当該賠
償金の支払いは、標準規格に準拠した製品を製造、販売
する者の予測に反するものではない。
（C）本件FRAND宣言をした控訴人を含めて、FRAND宣

言をしている者による損害賠償請求については、

①FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠
償請求を認めることは、特段の事情（特許権者が、相手
方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有し
ない等の特段の事情が存在することについて立証した場
合）がない限り許されない。

②FRAND条件でのライセンス相当額の範囲内での損害
賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、
特段の事情（諸般事情を総合した結果、当該損害賠償請
求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有す
ることを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の

損害賠償請求を許すことが著しく不公正と認められる特段
に事情が存する）のない限り、制限されるべきではない。

籠紫∴諾嶺

携帯電話技術を巡る三星電子（株）とアップルジャパン
との特許紛争である。

本件は、巨大企業同士の大型特許訴訟として世
争われている訴訟で、そのうちの一つの日本版と言えよう。

本件は知財高裁で5人の裁判官による大合議で行われた
ことでも注目を集めた事件であった。また、FRAND宣言

を伴う特許権の効力についての判断が求められ、注目され
た事件である。FRAND宣言「標準規格に不可欠な特許と

して標準化団体に認めて貰う代わりに、他社にも公正に差

別なく許可すると宣言したもの」（サムスン）を伴った特
許権に関する判断である。そこでサムスンが損害賠償請
求できるかが争われた事件である。これに関して国内で初
めて、裁判所が一般から意見を公募したことで注目が集ま

り、8ヶ国から計58件が集まった点でも話題になった。

実務の参考になる部分があるので紹介した。なお、原
審・東京地裁平成23年（ワ）第38969号事件（平成25年2

月28日判決言渡）について昨年の10月号（2013年10月10日）

で紹介している。

以上

制
ゝ

「

ノ

」ヽ、Vlと を

で中界



（7月号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

－∴ 展示会での落とし穴 

知財の流失にご用心 
崎ミふ近畿経済産業局がガイドブック「 

展示会や商談会は、海外ビジネスの手始めと

して、よく使われる手段の一つだ。販路開拓に

非常に有効な手段の1つではあるが、不用意な

出展が知財流出や模倣被害のきっかけとなって

しまうケースが少なくない。

また、展示会への出展には、ブースづくりや

渡航準備など対応すべきことが多々あり知財対

策が後回しになったり、知財保護やノウハウ管

理等がおろそかになるという実態もある。展示

会はビジネスを拡大するチャンスではあるが、

当然のことながら会場には競合相手も多数来場

しており、競合相手にとっても他社の情報収集

ができる絶好のチャンスの場であるということ

も忘れてはならない。

こうした現状を踏まえ、近畿経済産業局は、

展示会での注意点などをまとめたガイドブック

「展示会の落とし穴一知的財産の流出リスクと

その対策」を発行した。

○パンフレットから丸ごと模倣○

ガイドブックでは、「会社のパンフレットで、

社名、ロゴマーク、商品を丸ごと模倣される」「商

品サンプルから材質や構造が判明」「営業トー

クで売り込みのつもりが、うっかり新しい開発

までも話してしまう」などの事例を紹介し、注

意点と対策なども紹介している。

展示会では新製品を出展するケースが多いこ

とから、特許、意匠等の出願前の段階で出展を

検討することがある。営業担当者あるいは社長

自らが売り込みに熱心なあまり、不用意に関連

資料や試作品を渡してしまうこともある。これ

らの行為は発明の新規性喪失や意図せぬ情報流

失につながりかねない。

このため出展前に経営陣や営業担当者におい

ては意図せぬ情報流失を起こさないために十分

な事前準備は必須といえる。

○権利の買い取り要求も○

知的財産権は、各国ごとに出願・登録する必

要がある。第三者が模倣して海外で先に登録し、

本来の権利の持ち主に高額での買い取りを要求

するケースもあるので要注意だ。特許庁による

と、平成24年度の日本企業の模倣被害総額は、

約1千億円にのぼると推計されている。特許庁

では海外ビジネスの展開に向け、出展の検討・

準備において具体的な対策にガイドブックを役

立ててもらいたいとしている。

ガイドブックは近畿経済産業局のHPでダウ

ンロードができる。

http：〃www．kansai．meti．go．jp／2kokuji／chizai

2013／tenzikainootoshiana＿guide2014．pdf

●展示会での主なチェックポイント● 

（D社名・ロゴマークに注意　　　　　　　　　　⑥商品サンプルから判明するリスク 

→知的財産に関する権利は国ごとに独立し　　→商品サンプルから材質や構造が判明する 

ている。その国で出願・登録していなけ　　　ケースがある。海外で先に権利を出願・ 

れば権利はない。　　　　　　　　　　　　　　登録されるリスクもある。 

（D製品・商品の現物を展示するリスク　　　　⑦名刺や営業卜“クにも注意 
→外観から模倣被害に注意。出展前の商標　　→名刺に記載された製品情報や営業トーク 

調査が必要、侵害リスクを避ける。　　　　　から意図せぬ情報流失が起こることもある。 

③会社パンフレットからわかることも　　　　③ノウハウがもれるリスク 
→製品だけでなく、会社パンフレットやカ　　→展示会からノウハウが流失するリスクを 

タログから丸ごと模倣されるリスクがあ　　　しっかり認識する。ブースの事前チェッ 

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クや事前研修は必須。 

④製品カタログの詳細説明に注意　　　　　　⑨図面は安易に渡さない 
→製品カタログの詳細な説明により、外観　　→図面の流失は模倣被害に直結する。図面 

からはわからない技術情報が流失するl）　　管理は細心の注意が必要。 

スクがある。　　　　　　　　　　　　　　　⑯肩書きや親切な人に気をつける 

⑤プロモーション映像に注意　　　　　　　　→人物の見極めや評判の確認副真重に。契 
→プロモーション映像の中に現場ノウハウ　　　約は翻訳を精査して細部にいたるまで 

等の映り込みがないか事前にチェック。　　　チェックを。 

表紙写真：富良野の丘に咲くラベンダー
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商標「ナチュラルワイドストロング」は、指定商品「床板」につ
いて全体で一軽の造語を表したものであるから、需要者が何人か

の業務に係る商品であることを認識できないものとは言えない、と

判断された事例（不服2013－11232、平成25年12月26日審決、

審決公報第170号）

1本願商標
本願商標は「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文

字で表してなり、第19類「木材」を指定商品として、平成24年
7月25日に登録出願されたものである（その後、「床板」に補正）。
2　原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『天然・幅広・丈夫』稗の意味合い
を容易に認識させるに止まる『ナチュラルワイドストロング』

の文字を標準文字により表してなるから、これを本願指定商品
に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの商品と認
識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品かを認識す
ることができない。従って、本願商標は商標法第3条第1項第
6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3　当審の判断

本願商標は、「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準
文字で表してなる処、構成中「ナチュラル」の文字が「自然・
天然のままであるさま」の意味を、「ワイド」の文字が「幅の

広いさま」の憲味を、「ストロング」の文字が「強いこと、丈

夫なこと」の意味を有するとしても、全ての文字が同書同大
で一体的に表された本願商標の構成、態様からすると、これ
に接する需要者、取引者が原審説示のように、殊更に3つの
語に分断してそれぞれの個別の愚昧を理解するとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「ナチュラルワ
イドストロング」一体の語が、本願商標の指定商品の分野にお
いて、原審説示のような商品であることを理解させるものとし

て、一般に使用、認識されているというに足る事実も見出せない。

してみれば、本願商標はその構成文字全体をもって特定の
意味を有しない一種の造語を表したものであるから、需要者
が何人かの業務に係る商品であることを認識することができ
ないものとは言えない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する
として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

商標「Ragazza」は、「少女、若い女性」を意味するイダノア語

であるとしても、指定商品「被服、履物」について商品の品質を

表示するものではないから、自他商品の識別機能を有し、かつ、
商品の品質の誤認を生じさせる虞もない、と判断された事例（不

服2013－11254、平成25年12月16日審決、審決公報第170号）

1　本願商標

本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなり、

第25類「被服、履物」を指定商品として、平成24年5月18日に
登録出願されたものである。
2　原査定の拒絶の理由（要点）

原査定は、「本願商標は、『Ragazza』の文字を標準文字で表

してなり、該文字は『少女、若い女性』の憲味を有するイタリ
ア語であり、本願の指定商品を取扱う業界では、イタリアは
ファッション流行の発信地として親しまれ、イタリア語のブラ
ンド名も多数存在し、また、イタリア語は本願の指定商品を取

扱う業界において、商品の特性や属性を表示するものとしても
普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定高
畠に使用しても、これに接する取引者・需要者は『女性用の商品』
程の憲昧合いを認識・理解するに止まり、単に商品の品質を表
示するに過ぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、
前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生
じさせる虞があるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」

旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3　当審の判断

本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなる。

そして、たとえ「Ragazza」の文字が「少女、若い女性」を

意味するイタリア語であるとしても、当審における調査によっ
ては、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の

晶質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見で
きず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品
の品質を表したものと認識すべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標はこれをその指定商品に使用する
は、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく

他商品の識別機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生
せる虞はないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法
第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定
は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

お　　　し　　　ら　　　せ

◎商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期 間に入る商標権 凵怩ｱの手続期間は、商標権の存続期間満了前6ケ月から期間 

満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日か 
昭和29年 ク39年 〟49年 ケ59年 平成6年 平成16年 傅IUy6���cCScS3Hﾘh���cCSss��ﾘb�5��ccS涛ドﾘh���ccc3C�(ﾘb�5��c��都塔�ﾘh���c����c滴ﾘb�5��c�s33C#�ﾘh���c�s3ゴ度ﾘb�x��c#s��c��ﾘh���c#s�#3��ﾘb�9h艀ｮﾘﾙH��ｭ8����ら10年間ごとになります。 

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書 
を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添 
付します。（尚、存続期間経過後6ケ月は登録申請できます）。 

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、 

平成16年 凾ｲ注意下さい。更新登録申請について疑問点などがござい 

各年の12新譜二最凋来由までに義経登録された商標纏i 凾ﾜしたならば、お知らせ下さい。 

（明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい） 

◎特許出願の審査請求期限につし
特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を

ければ特許庁審査官
ん。審査請求可能な
間に審査請求
みなされます

年8
必要

されな
〇

月
な

に

期
か

よ ことがで
です

中の特許出願については速やかにチェッ
ものは7月中に審査請求されるようお勧

めします。
審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納

付します。ご不明の点がございましたならばお聞合せください。

◎特許料等の減免制度
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、

審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付に
ついて、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けら
れます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以
下の特許庁HPでご確認ください。
http：／／www．jpo．go．jp／cd／link．cgi？url＝／tetuzukVryoukin／genmensochihtm

◎特許、商標の出願状況（推定）

1 1 �<���ｹb�商　標 26年3月分 �40，099 ����3Scr�

前‾年　比 �99％ ���(�2�

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http：／／www．JpO．gO．jp／shiryou／toukei／syutugan＿tOukeLSOkuho．htm

き

白

き

と

　

．

じ

て＼

32

　

ヽ

成
れ

平
さク

間
つ

る
3
取

け
ら
は

受
か
願

を
日
出

査
願
許

審
出
特

る
は
た

年

り ギ
ノ印
○
た

な
せ
期
と

わ
ま
の
の

行
き
こ
も


