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 2022 年 6 月号（Vol.13） 

特許出願の非公開に関する制度の導入について 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 制度の概要 

Ⅰ. はじめに 

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（経済安

全保障推進法）が令和 4 年 5 月 11 日に可決・成立し、同月 18 日に公布されました。

同法では、第 5 章において、特許出願の非公開に関する制度が新たに導入されています。

同制度の施行日は公布後 2 年以内です。 

1．制度の趣旨

特許制度は、本来、発明者又は権利の承継人が特許出願によって発明を秘匿するこ

となく公開する代わりに国家がこれらの者に一定期間独占的権利を与えることによ

り、発明公開のインセンティブを与え産業の発展を促すことを狙いとするものです。

特許出願の非公開制度は、かかる大原則に例外を設けるものです。既に、アメリカ、

イギリス、フランスなどでは類似の制度が存在しますが、日本では初めて導入される

ものです。特許出願を非公開とする趣旨は、以下のように説明されています（内閣官

房経済安全保障法制準備室「特許出願の非公開に関する制度の概要」）。 

⚫ 公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発

明が記載されている特許出願につき、出願公開等の手続を留保するとともに、そ

の間に必要な情報保全措置を講じることで、特許手続を通じた機微な（執筆者注：

センシティブな）技術の公開や情報流出を防止する。

⚫ これまで安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法

上の権利を受ける途を開く。

2．対象となる発明 

出願非公開制度の対象となる発明について、有識者会議による提言では、核兵器の

開発につながる技術及び武器のみに用いられるシングルユース技術のうち我が国の

安全保障上極めて機微な発明を基本として選定するべきであると指摘されています。
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他方、同提言では、民生利用も可能ないわゆるデュアルユース技術については、これ

らの技術を広く対象とした場合、我が国の産業界の経済活動や当該技術の研究開発を

阻害し、かえって我が国の経済力や技術的優位性を損ないかねないおそれがあること、

また、発展が期待されるいわゆる新興技術を対象に取り込むことは、諸外国でも慎重

な扱いがなされていると考えられ、国際的な研究協力にも支障を生じかねないことか

ら、デュアルユース技術を対象とする場合には、技術分野を絞るとともに、例えば、

国費による委託事業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは

出願人自身が了解している場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定するべきで

あると指摘されています。（以上につき、令和 4 年 2 月 1 日経済安全保障法制に関す

る有識者会議「経済安全保障法制に関する提言」47 頁） 

 

Ⅱ. 制度の概要 

 

今回導入される特許出願の非公開制度では、個々の特許出願について、特許庁が技術

分野等に着目した第一次審査を行い、そこで公開によるリスクが大きい技術分野に属す

ると判断された発明について、内閣総理大臣が第二次審査を行い、その結果、「保全対

象発明」と指定（保全指定）されたものについて、発明非公開の措置が取られます。 

 

1．特許出願の非公開に関する基本指針の策定 

 

政府は、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を

損なう事態が生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置（特

許出願の非公開）に関する基本方針（特許出願非公開基本指針）を定めます（経済安

全保障推進法 65 条 1 項）。特許出願非公開基本指針は、内閣総理大臣が案を作成し、

閣議決定され（同条 3 項）、その後公表されます（同条 5 項）。 

 

2．技術分野等によるスクリーニング 

 

第一次審査として、特許庁が、技術分野等によるスクリーニングを行います。特許

庁長官は、特許出願を受けた場合において、公にすることにより外部から行われる行

為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ

得る技術分野として国際特許分類又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定

めるもの（特定技術分野）に属する発明が「明細書等」に記載されているときは、当

該特許出願に係る書類を、内閣総理大臣に送付します（同法 66 条 1 項）。ここで条文

上「特許請求の範囲」ではなく「明細書等」（明細書、特許請求の範囲又は図面を総

称するものとして定義される。同法 65 条 1 項）と記載されていることからすると、

出願人が願書に添付した書類のうち特許請求の範囲（請求項）に記載されず、明細書

や図面に記載されたに過ぎない発明についても、同条項の対象となり得ると解されま



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

3 
 

す。「特定技術分野」は、核技術、先端武器技術等の中から、国民及び国民の安全を

損なう事態を生ずるおそれの程度、発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影

響の観点を踏まえて、絞り込むとされており（前掲「特許出願の非公開に関する制度

の概要」）、追って制定される政令の内容が注目されます。特許出願人が保全審査に付

すことを求める申し出をすることもできます（同条 2 項）。なお、第一次審査及び後

述する第二次審査及び保全指定中は、出願公開、特許査定、拒絶査定はしないことと

されています（同条 7 項）。 

 

3．保全審査 

 

次に、第二次審査として、特許庁から上記の書類を受け取った内閣総理大臣が、発

明の情報を保全することが適当と認められるかの審査（＝保全審査）を行います（同

法 67 条 1 項）。審査に当たっては、 

⚫ 国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度 

⚫ 発明を非公開とした場合に産業の発達に影響を及ぼす影響 

等の事情を考慮することとされています。内閣総理大臣は、審査に当たり、国の機関

や外部の専門家に対して情報提供その他必要な協力を求めることができます（同条 3

項、4 項）。 

 

内閣総理大臣は、保全指定をする前に、特許出願人に対し、特許出願を維持するか

否かの意思確認を実施し、出願人が特許出願を維持する場合には、当該発明に係る情

報管理状況や、出願人以外に情報の取扱いを認めた事業者がいる場合にはその事業者

等について記載した必要書類の提出を出願人に求めます（同条 9 項）。このように、

保全指定前の通知を受けた出願人は、特許出願を維持するか、取り下げるかを判断す

ることができるとされています。 

 

4．保全指定 

 

内閣総理大臣は、上記の保全審査の結果、「明細書等」に記載された発明に係る情

報の保全をすることが適当と認めた場合は、その発明を「保全対象発明」として指定

し、特許出願人及び特許庁長官に通知します（同法 70 条 1 項）。条文の文言上、出願

人が願書に添付した書類のうち特許請求の範囲（請求項）には記載されず、明細書や

図面に記載されたに過ぎない発明について保全指定がされることもあり得ると解さ

れます。保全指定の期間は、指定の日から 1 年を超えない範囲内で内閣総理大臣が定

め（同条 2 項）、以後、延長の必要性があれば、1 年を超えない範囲で指定期間を延

長できます（同条 3 項、再延長も可能）。内閣総理大臣は、保全指定を継続する必要

がないと認め、保全指定を解除したとき、又は保全指定の期間が満了したときは、出

願人及び特許庁長官に通知します（同法 77 条 1 項、2 項）。 
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保全指定の効果は、大きく以下の 6 つです。 

項目 概要 違反の場合 

① 出願の放

棄・取下げ

禁止 

⮚ 保全指定解除通知を受けるまでの間、

出願人は、特許出願の放棄又は取下げ

ができない（72 条 1 項）。 

- 

② 発明実施の

許可制 

⮚ 出願人、出願人から保全対象発明の内

容を示された者、及びその他保全対象

発明の内容を職務上知りえた者で

あって当該発明について保全指定が

されたことを知る者は、発明の実施

（特許法 2 条 3 項の実施）をしてはな

らない（73 条 1 項本文）。 

⮚ ただし、特許出願人が当該実施につい

て内閣総理大臣の許可を受けた場合

は、例外的に実施できる（同条 1 項但

書）。 

⮚ 実施許可にあたっては、保全対象発明

に係る情報の漏洩の防止のために必

要な条件を設定できる（同条 4 項）。 

⮚ 出願人が実施制限又は許可

の際の条件に違反し、特許

出願が却下されるのが相当

と認めるときには、内閣総

理大臣は、出願人に対し、

弁明等の機会を与えた上、

特許出願却下通知を特許庁

長官及び出願人に対して行

い、特許庁長官は、内閣総

理大臣からの保全指定解除

通知を待って、特許出願を

却下する（73 条 6 項〜8

項）。 

⮚ 出願人が下記④の適正管理

措置を十分に講じていな

かった結果、出願人以外の

者が違反した場合も、同様

とする（同条 6 項）。 

⮚ 2 年以下の懲役／100 万円

以下の罰金、又はこれらの

併科の対象となる（92 条 1

項 4 号）。 

③ 発明の開示

の原則禁止 

⮚ 出願人、出願人から保全発明の内容を

示された者、及びその他保全対象発明

の内容を職務上知りえた者であって

当該発明について保全指定がされた

ことを知る者は、正当な理由がある場

合を除き、保全対象発明の内容を開示

してはならない（74 条 1 項）。 

⮚ 上記②と同様、特許出願が

却下されることが相当と認

めるときは、内閣総理大臣

が出願人に弁明の機会を付

与の上、特許出願却下を特

許庁長官及び出願人に通

知。特許庁長官は保全指定

解除通知を待ち、特許出願

を却下（74 条 2 項、3 項）。 

⮚ 出願人が④の適正管理措置



 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

MHM INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

を十分に講じていなかった

結果、出願人以外の者が違

反した場合も同様（同条 2

項）。 

⮚ 2 年以下の懲役／100 万円

以下の罰金、又はこれらの

併科の対象となる（92 条 1

項 6 号）。 

④ 発明情報の

適正管理義

務 

⮚ 出願人は、保全対象発明に係る情報を

取り扱う者を適正に管理することそ

の他保全対象発明に係る情報の漏え

いの防止のために必要かつ適切な措

置を講じ、また、当該発明に係る情報

の取り扱いが認められた事業者（保全

指定の前に届け出た事業者及び下記

⑤で承認を得た発明共有事業者）に講

じさせる（75 条 1 項、2 項）。 

⮚ 保全対象発明に係る情報の

漏洩を防ぐため必要がある

と認めるときは、内閣総理

大臣は、当該措置をとるべ

く勧告でき、正当な理由な

く勧告に従わない場合に

は、命令できる（83 条 1 項、

2 項）。 

⮚ 漏洩のおそれが切迫してい

るときは、勧告なしで命令

できる（同条 3 項）。 

⑤ 他の事業者

との発明の

共有の承認

制 

⮚ 出願人は、保全指定前の特許維持の意

思確認（67 条 9 項）時に届け出た事

業者以外の者に当該発明に係る情報

の取扱いを認めるときには、内閣総理

大臣の承認を得なければならない（76

条 1 項）。 

⮚ 偽り又は不正の手段により

承認を得たときは、2 年以

下の懲役／100 万円以下の

罰金、又はこれらの併科の

対象となる（92 条 1 項 7

号）。 

⑥ 外国への出

願の禁止 

⮚ 日本でした特定技術分野に属する発

明については、以下の例外を除き、外

国で出願してはならない（78 条）。 

例外 

✧ 上記発明について、外国出願をしよう

とする者は、特許庁に対し、上記発明

に該当するかどうかを事前に相談可

能であるところ（79 条 1 項）、特許庁

から、「公にすることにより外部から

行われる行為によって国家及び国民

の安全に影響を及ぼすものでないこ

とが明らかである」旨の回答を得た場

合 

⮚ 1 年以下の懲役／50 万円以

下の罰金、又はこれらの併

科の対象となる（94 条 1

項）。 
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✧ 当該発明について、日本国内で特許出

願をした場合であって、特許出願から

一定期間を経過した場合（保全指定を

受けている場合は除く）、特許庁長官

から一定期間までに保全審査のため

に特許出願に係る書類を内閣総理大

臣に送付した旨の通知が発せられな

い場合、特許庁長官から保全審査に進

まない旨の通知を受けた場合、内閣総

理大臣から保全指定をする必要がな

い旨の通知を受けた場合、内閣総理大

臣から保全指定を解除する旨の通知

を受けた場合 

 

5．補償 

 

上述のとおり、保全対象発明に該当することにより、出願人その他の者は、当該発

明の実施による収益を十分に受けることができなくなる可能性があります。このため、

国は、当該実施の許可を受けられなかったこと、その許可に条件が付されたことその

他保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償

することとされています（同法 80 条 1 項）。補償を受けようとする者は、内閣総理大

臣にこれを請求し（同条 2 項）、内閣総理大臣は、補償すべき金額を決定し、当該請

求者に通知します（同条 3 項）。その決定に不服がある者は、通知を受けた日から 6

か月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができます（同条 5

項）。なお、上述のとおり、出願人が願書に添付した書類のうち特許請求の範囲（請

求項）には記載されず、明細書や図面に記載されたに過ぎない発明について保全指定

がされることもあり得ますが、その場合も条文上「保全指定を受けたことにより損失

を受けた者」は上記の補償請求ができると解されます。 

 

（弁護士 飯塚 卓也、弁護士 桑原 秀明） 
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標準必須特許（SEP）に関する FRAND ライセンス交渉の留意点 

 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. 標準必須特許のライセンスに関する 

誠実交渉指針の概要 

Ⅲ. 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 

Ⅳ.  FRAND ライセンス交渉の実務上の留意点 

 

 

Ⅰ．はじめに  

 

技術の高度化・複雑化、技術標準の適用される製品分野の拡大等によって、「標準必

須特許」（SEP：Standard Essential Patent、以下「SEP」といいます。）に関する紛争

が世界中で増加しています。これまでSEPと関わり合いの少なかった業種においても、

データ通信の利用等が進み（例えば自動車の自動運転のための通信技術の利用）、異業

種間でのSEPのライセンスも増加しています。このような異業種間のライセンスでは、

SEP を保有する当事者とあまり保有していない当事者の立場の違いも鮮明になってい

ます。 

一般に SEP の権利者は、標準を設定する機関（Standard Setting Organization）に対

して、 SEP を合理的・非差別的な条件（ FRAND ： Fair, Reasonable and 

Non-Discriminatory、以下「FRAND 条件」といいます。）で第三者にライセンスするこ

とを宣言しています（一般に FRAND 宣言といわれます。）。そこで SEP に関する係争

は、通常、特許権者及び被疑侵害者との間で FRAND 条件での合意に向けたライセンス

交渉が行われ、当該交渉において合意に至らなかった場合に、特許権者が、被疑侵害者

が SEP に基づき実施の差止め、損害賠償を求める（あるいは被疑侵害者が侵害の不存

在やFRAND条件でのライセンス権の確認訴訟を提起する）によって顕在化します。SEP

に基づく差止め請求の可否、FRAND 条件の内容、両当事者間のライセンス交渉の経緯

が FRAND 条件に適合しているか等が主要な争点になっています。 

このような紛争について、我が国リーディングケースとしてアップルサムソン事件

（知財高判平成 26 年 5 月 16 日1）が著名ですが、2010 年代後半以降、諸外国、特に

米国、ドイツ、イギリス、中国、インド等では、多くの判決が為され、また多くの法令・

ガイドラインが定められており、実務の状況は日々刻々と変化しています。また外国で

の禁訴令（ASI: Anti-Suit Injunction、外国の判決を執行した場合に自国で高額の罰金の

支払いを命ずる命令、その結果外国での権利行使を抑制する効果がある、以下「ASI」

といいます。）、さらにその対抗策として AASI（Anti-Anti-Suit Injunction、以下「AASI」

といいます。）が発令される事案も多く現れ、フォーラムショッピング、どの国の裁判

 
1 https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html 
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所がグローバルな FRAND 条件を決定できるかを巡る国際的な争いが激化しています。 

我が国でも、令和 3 年 3 月に経済産業省に「標準必須特許のライセンスを巡る取引

環境の在り方に関する研究会」（以下「本研究会」といいます。）が設置され、その成果

も踏まえ、本年 3 月 31 日に経済産業省が、SEP のライセンス交渉の予見可能性・透明

性の向上を通じて適正な取引環境を実現するため「標準必須特許のライセンスに関する

誠実交渉指針」（以下「交渉指針」といいます。）2が策定されました。また特許庁も、

近年の外国での裁判例の蓄積や異業種間紛争の表面化を受け、令和 3 年度に「標準必須

特許と消尽に関する調査研究」を実施し3、本年 5 月 9 日、「標準必須特許のライセンス

交渉に関する手引き」の改訂案（意見募集稿、以下「手引き改訂案」といいます。）を

公表したところです。 

本稿では、本指針及び手引き改訂案について簡単に紹介した上で、SEP の FRAND ラ

イセンスの交渉について実務上の留意点についてご紹介します。 

 

Ⅱ．標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針の概要 

 

SEP のライセンス交渉に関する各国裁判所の判決や法令・ガイドライン等では、多く

の論点について判断が分かれており、グローバルなルールは存在しないことから、実務

上少なからぬ混乱がみられます。このような状況の中、本指針は、我が国として、グロー

バルな SEP のライセンス交渉に携わる権利者及び実施者が則るべき誠実交渉の規範を

示すものとされています。法的拘束力を持つものではありません。 

本指針の具体的な内容ですが、FRAND ライセンス交渉を主要な 4 つのステップ（下

図参照）に分け、各ステップ毎において取るべき対応を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本指針 3 頁から引用） 

 
2 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlice
nses-ja.pdf 
3 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0502.pdf 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlicenses-ja.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/good-faith-negotiation-guidelines-for-SEPlicenses-ja.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0502.pdf
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本指針では、各ステップにおいて、特許権者及び実施者は、以下のような対応を取る

べきものと規定しています。 

 

ステップ 1：ライセンスオファー（権利者） 

権利者は、SEP に関するライセンスオファーを行う際、自ら又は実施者からの求

めに応じて、実施者に対し、ライセンスの対象となる特許（以下「対象特許」とい

う。）について、以下の事項を提示すべきである。 

⚫ 特許番号のリスト 

⚫ 特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート（対象特

許の件数が多い場合には代表的な特許に関するもの） 

⚫ 実施者の製品が対応する規格に準拠していることを示す情報 

⚫ FRAND 宣言がなされていることを示す情報及び対応する規格書の番号 

なお、権利者が特許請求項と規格を構成要件単位で対応させたクレームチャート

を提供する際に、実施者が求める場合には、権利者は当該クレームチャートを秘密

保持契約（Non-Disclosure Agreement、以下「NDA」という。）の対象に含めずに提

供することが望ましい。 

 

ステップ 2：FRAND 条件での契約締結の意思表明（実施者） 

実施者は、権利者からステップ 1（ライセンスオファー）に規定された対応を受

けた場合は、権利者に対し、対象特許について、FRAND 条件でライセンスを受ける

意思を有する旨を表明すべきである。実施者が本意思表明を行う際に、必要に応じ

て、ライセンス交渉の過程で対象特許の必須性・有効性・侵害該当性を争うことを

留保することは、FRAND 条件で誠実にライセンスを受ける意思を有する実施者であ

ることを否定することにはならない。 

なお、実施者が本意思表明を行った後も、実施者が自らライセンス交渉を進める

上でサプライヤや弁護士・弁理士等の知見を必要とする場合に、実施者がライセン

ス交渉の過程で権利者から提示された情報をこれらの者に対して開示することを、

権利者は妨げるべきではない。 

 

ステップ 3：具体的なライセンス条件の提示（権利者） 

権利者は、実施者からステップ 2（FRAND 条件での契約締結の意思表明）に規定

された対応を受けた場合は、実施者に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセ

ンス条件を提示すべきである。その際、権利者は、ロイヤルティの算出方法に加え

て、第三者ライセンスに関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な

情報を用いて、当該ライセンス条件が FRAND であることを客観的に理解できるよ

うに説明すべきである。 
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ステップ 4：対案の提示 （ステップ 3 のライセンス条件を受け入れない場合）（実施者） 

実施者は、権利者からステップ 3（具体的なライセンス条件の提示）に規定され

た対応を受けた場合に、提示されたライセンス条件を受け入れないときは、権利者

に対して、ロイヤルティを含む具体的なライセンス条件を対案として提示すべきで

ある。その際、実施者は、ロイヤルティの算出方法に加えて、第三者ライセンスに

関する情報、パテントプールの料率、裁判例等から適切な情報を用いて、当該ライ

センス条件が FRAND であることを客観的に理解できるように説明すべきである。 

 

本指針の内容は、各国の判例や法令・ガイドラインの内容をよく踏まえた、概ねスタ

ンダードなものですが、ステップ 1 において、実施者が求める場合には、権利者はクレー

ムチャートを NDA を締結することなく提供することが望ましいとしている点が、2020

年にドイツ連邦最高裁判所が、Sisvel 対 Haier 事件において、特許権者がライセンス交

渉の申込みをする段階において、クレームチャートの提供は特許権者が提供する情報と

して十分なものであると認めつつ、少なくとも当該事件においては義務的なものでない

と判示していたこととの関係で特に注目されています。 

両者の乖離については、後記Ⅳの実務上の留意点で触れることにします。 

 

Ⅲ．標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 

 

交渉手引きは、2018 年に制定されたものですが、今回の改訂案における主な変更点

は以下のとおりです4。 

 

① SEP を巡る近時の動向と改訂に至る経緯 

② 「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」（経済産業省、2022 年）への

言及 

③ 不誠実と評価される方向に働く可能性がある行為とクレームチャートの提供との関

係（クレームチャートの提供が一般的である旨の記載は維持） 

④ サプライチェーンにおける交渉の主体 

⑤ 国際裁判管轄 

 

 このうち②及び③は、前項でも触れたクレームチャートの提供に関するものになりま

す。交渉の手引き改定案では、改訂前からの「特許権者は、交渉当初の段階で、SEP

の請求項の内容が標準規格や実施者の製品に対応することを実施者が理解できるよう

に資料を提供します。その際、特許権者は、実際に製造されている製品と特許の請求項

との対応関係をクレームチャートで示すことが一般的です。」との記載を維持し、クレー

ムチャートを示すメリットとして、「特許権者にとっては、クレームチャートを提示す

ることによって誠実に情報を提供していることを示せることがあります。」と指摘して

 
4 https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220509_hyojun-hissu.html 

https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/220509_hyojun-hissu.html
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います（手引き改訂案 11 頁）。一方、上記のドイツ最高裁等にも配慮し、「SEP につい

ては、特許の請求項が標準規格に整合し、かつ、実施者がその製品が標準規格に準拠し

ていることを宣伝しているような場合など、特許の請求項と標準規格との対応関係を示

すことで足りることがあります。このように、特許の請求項と製品との対応関係は必ず

しも必要ではないこともあります。」等の記載を追加し（手引き改訂案 12 頁）、特許や

技術標準の内容に応じて判断すべきと留保しています。このように手引き改訂案では、

クレームチャートの提供についての判断を当事者に委ねています。 

 また⑤の国際裁判管轄については、近時諸外国の裁判所において ASI 及び AASI を発

令する事例が増加していることを踏まえ、「参考」情報として、「ある国の特許権の有効

性や侵害についてはその国の裁判所によって判断されなければならないとされている

ことがある一方、SEP ポートフォリオのライセンス料について、ポートフォリオに外国

の特許が含まれていても、ある一つの国の裁判所が決定できると判断されることがあり

ます。一方、外国の裁判の結果や判決の執行がある国での訴訟に影響を及ぼすと認めら

れた場合などに、その外国における訴訟の開始や継続、判決の執行を禁止する命令が下

されることがあります。しかし、その外国において ASI を更に禁止する命令が下された

り、ASI を主張することで、裁判で不誠実と判断されたりする場合があります。国際裁

判管轄について、ASI は特許権者による権利行使を規制し、また、正当な貿易の障害を

生じさせるものであるという意見があり、早期の解決が望まれます。」と記載されてお

り、ASI 及び AASI の問題点について端的に指摘しています（手引き改定案 33～34 頁）。 

この点についても、後記Ⅳの実務上の留意点で触れることにします。 

 

Ⅳ．FRAND ライセンス交渉の実務上の留意点 

 

FRAND ライセンス交渉を行うにあたって、当事者がまず最初に意識すべきことは、

仮に交渉が合意に至らず、将来紛争となった場合において、自らの交渉態度や提示した

ライセンス条件が FRAND 条件に反していると認められた場合には、権利者側において

は権利行使が認められず、実施者側においては差止め請求が認容され、侵害行為があっ

たことを前提とする高額の賠償（懲罰的賠償を含む。）が命じられるといった不利な判

決を受ける重大なリスクがあることです。そして、FRAND 条件に適合しているか否か

は当該紛争が争われる国の裁判所によって判断されることになります。したがって、紛

争が現実に争われるであろう国を予測し、その国の法令・ガイドライン及び判例に則し

て FRAND 条件に適合する行動を取ることが重要となります。 

この点、当事者が、少しでも自らが有利になると思われる裁判所を選んで提訴するこ

とは当然のことです。例えば、4G・LTE の通信規格について、欧米の権利者が中国の

実施者を提訴するという典型的な事例では、権利者側は、主に米国の特許権者に比較的

有利な連邦裁判所、ドイツのデュッセルドルフやマンハイムといった地方裁判所を選択

し、これに対して、実施者側は、反対に中国の裁判所に侵害の不存在確認や FRAND 条

件の確認を求める訴訟を提起する例が多く見られます。米欧は、かつては権利者に有利
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な判断をする傾向にあったとの分析もありますが、冒頭に述べたとおり現在は異業種の

有力な実施者も多く、近時は、これらの実施者にも配慮する傾向にあります。一方、中

国の裁判所では、実施者側に有利な判断が為され、また ASI も発令される傾向にありま

す。現に権利行使を受けた中国企業が中国の裁判所に対して FRAND 条件を確認する自

己に有利な判決を得て、また中国の裁判所が命じた ASI によって外国の裁判所の敗訴判

決の執行を抑止することによって、最終的に有利な和解を勝ち取ったと思われる事例も

現れています5。適否は別として、各国の裁判所が、自国の当事者に有利な判断を示す

傾向にあることは事実であり、またこのような傾向は時代と共に刻々と変化していま

す 6。一方、我が国の裁判所において、アップルサムソン事件の大合議判決以来、SEP

や FRAND 条件についての重要な判断は示されておらず、SEP 関連訴訟における日本の

訴訟の重要性は高くないのが現状です。また、日本の現行法上 ASI や AASI が発令され

ることも考えにくい状況です。以上から、ライセンス交渉において FRAND 条件に適合

した行動を行うためには主要な外国の判例、法令・ガイドラインに精通し、これらの最

大公約数が何かを常に意識して交渉を進めることが重要となります。我が国の本指針や

手引き改定案は、これらを適切に踏まえた内容となっており、検討の出発点として積極

的に参照・活用されるべきものといえますが、現実の紛争では、残念ながらこれらに従っ

たとしても直ちにFRAND条件に適合したことにはならないケースがほとんどであると

思われます。やはり外国の判例、法令・ガイドラインについて常時最新の状況を確認す

ることが欠かせません。 

クレームチャートの提供の当否については、私見ですが、実施者が NDA の締結に応

じない場合でも、本指針にもあるとおり提供することが得策である場合が多いと考えま

す。クレームチャートといってもその内容や詳しさは様々であり、手引き改定案が指摘

するように必ずしもクレームチャートを示すことが必要と思われないケースもありま

すが、このような事例においても、少なくとも特許の請求項と技術標準の該当箇所を対

したクレームチャートを作成して、これらを提示することにより侵害性を明らかにして

おいた方が無難といえるでしょう7。 

国際裁判管轄については、手引き改訂案の「国際裁判管轄について、ASI は特許権者

による権利行使を規制し、また、正当な貿易の障害を生じさせるものであるという意見

があり、早期の解決が望まれます。」との指摘はその通りなのですが、その本質は、国

 
5 中国の ASI に関するリーディングケースである最高人民法院 2020 年 8 月 28 日の判決（華為 v. 
Conversant）は、2020 年 8 月 27 日、デュッセルドルフ地裁が Conversant の一部の訴えを認めて下し

た華為とそのドイツ関連会社に対してモバイル端末の輸入、販売等を禁止する、仮執行宣言付きの判決

につき、ASI を発令しました。本事例ではデュッセルドルフ地裁が認めたマルチモード 2G/3G/4G モバ

イル端末製品についてのライセンス料率と、本件の原審である江蘇省南京市中級人民法院が認めたライ

センス料率の間には、約 18.3 倍の開きがありました。その後、両当事者は、ライセンス契約を締結し、

和解しており、その内容は公開されていませんが、中国の裁判所のライセンス料の認定及び ASI が少な

からぬ影響を及ぼしたものと推察されます。 
6 例えば、携帯端末の通信について言えば、4G･LTE までは欧米の権利者が中国と比較して圧倒的に強

い状況にありましたが、5G では中国の特許シェアが最大となると予想されており、上記の傾向は変化

するものと予想されます。 
7 このようなクレームチャートの提示で足りるか後日議論になり得ますが、多くの訴訟において権利者

は、少なくとも提訴段階では特許の請求項と技術標準の記載の対比のみから侵害を主張することになり

ますので、それより前の交渉段階では十分な情報提供であると認められる場合が多いと認識しています。 
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家間の産業の覇権争いにあり、少なくとも当面の間は有効な解決策は見いだせないもの

と考えられます。このような状況の中、日本の実施者にとって、ASI や AASI をいかに

自己に有利に活用するか、すなわち実施者がフレンドリーな傾向にある中国やインドの

裁判所をいかに活用するかは悩ましい問題ですが、韓国企業であるサムソンが中国の裁

判所で ASI の発令を受け、欧米企業からの権利行使に対抗した例もあり8、積極的な活

用も検討されるべき時期に来ています。 

いずれにしても FRAND 交渉にあたっては、欧米だけでなく中国、インド等の判例、

法令・ガイドラインにも精通した専門家のアドバイスを受けることが強く推奨されます。 

 

（弁護士 小野寺 良文） 

 

 
8 武漢中級法院 2021 年 3 月 10 日判決（サムソン v.エリクソン事件）は、初めて外国企業が申し立てた

ASI の発令を認めた事例であり、中国以外の企業であっても、権利者から中国以外の外国で提起された

FRAND 関連特訴訟の防御のために中国で ASI を取得する可能性を示した点で注目される。 
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セミナー情報 

➢ セミナー  『アドテクノロジーの導入及び第三者提供を中心とした個人データ

の利活用規制対応の実務～最新改正と近時の解釈動向を踏まえて

～』 

開催日時  2022 年 7 月 7 日（木）13:30～16:30 

講師    田中 浩之 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『2022 年度 日本ライセンス協会 大津年次大会 「知財で切り拓

く！持続的に発展する未来」』 

開催日時  2022 年 7 月 9 日（土）10:00～11:30 

講師    齋藤 浩貴 

主催    日本ライセンス協会 

 

➢ セミナー  『NFT:Non-Fungible Token における法的留意点』 

開催日時  2022 年 7 月 21 日（木）13:00～16:00 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社情報機構 

 

 

文献情報 

➢ 論文    「ビジネス用アプリケーションにおけるカテゴリー名の選択、配列

の編集著作物性」 

掲載誌   知的財産法政策学研究 61 号 

著者    松井 佑樹 

 

➢ 論文    「知財判例速報 応用美術の著作物性――タコの滑り台事件 東京

地判令和 3 年 4 月 28 日」 

掲載誌   ジュリスト No.1563 

著者    田中 浩之 

 

➢ 本     『プラットフォームビジネスの法務〔第 2 版〕』 

出版社   株式会社商事法務 

著者    岡田 淳、高宮 雄介、中野 玲也、羽深 宏樹、古市 啓、岡野 智、

宇賀神 崇、中野 進一郎、秋田 顕精、松本 亮孝、上田 優介、竹

内 星七、速水 悠、逸見 優香、小林 花梨、佐野 剛史、徐 由、柴 

巍、根橋 弘之、藤江 正礎 
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➢ 論文    「＜Robotics 法律相談室第 79 回＞仮想空間（メタバース）にはど

のような法的課題があるか」 

掲載誌   日経 Robotics 2022 年 3 月号 

著者    岡田 淳、福澤 寛人 

 

➢ 論文    「著作権法における法定損害賠償制度の再検討～追加的損害賠償の

可能性を中心に～」 

掲載誌   月刊パテント 第 75 巻第 2 号 

著者    鄭 鈺璇 

 

➢ 論文    「Patent Litigation in Japan: Overview」 

掲載誌   Practical Law 2022 年 5 月 

著者    岡田 淳 

 

NEWS 

➢ Chambers Global 2022 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2022 で、当事務所は日本における Intellectual Property: 

Domestic の分野で上位グループにランキングされ、以下の弁護士が高い評価を

得ました。 

 

JAPAN 

Intellectual Property: Domestic 

三好 豊、岡田 淳 

Intellectual Property: Foreign expert for China 

小野寺 良文 

 

CHINA 

Intellectual Property（International Firms）: Foreign Expertise based abroad in 

Japan 

小野寺 良文 

 

➢ The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて高い評価を得ました 

The Legal 500 Asia Pacific 2022 にて、当事務所は Intellectual Property の分野で

上位グループにランキングされ、三好 豊、小野寺 良文、岡田 淳が Leading 

Individuals に選ばれました。 

 

➢ IP STARS 2022 において高い評価を得ました 

Managing Intellectual Property が発行する IP STARS 2022 において、当事務所及
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び当事務所の弁護士が以下の分野において高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

・Trade mark contentious - domestic firms 

 

弁護士 

JAPAN 

・Patent star: 三好 豊、小野寺 良文 

・Trade mark star: 小野寺 良文 

 

➢ ALB IP Rankings 2022 にて高い評価を得ました 

Asian Legal Business（ALB）2022 年 5 月号の ASIA IP Rankings 2022 において、

当事務所は Japan Domestic の Patents 部門および Copyright/Trademarks 部門に

おいて高い評価（Tier 1）を得ました。 

 

➢ Benchmark Litigation Asia-Pacific 2022 において高い評価を得ました 

Euromoney が発行する Benchmark Litigation Asia-Pacific 2022 年版において、当

事務所は Intellectual Property の分野で高い評価を受け、三好 豊が Litigation Star

に選ばれました。 

 

➢ The 13th edition of The Best Lawyers in Japan™及び Best Lawyers: Ones to 

Watch in Japan™にて高い評価を得ました 

Best Lawyers ®による、The 13th Edition of The Best Lawyers in Japan™におい

て、Intellectual Property Law の分野で飯塚 卓也、齋藤 浩貴、横山 経通、三好 豊、

小野寺 良文、岡田 淳及び上村 哲史が選ばれ、Technology Law の分野で田中 浩

之が The Best Lawyers in Japan™に選ばれました。また、Intellectual Property 

Law（Non-Patent）の分野で羽深 宏樹、伊佐次 文佳、平田 憲人、渡邉 峻が

Best Lawyers: Ones to Watch in Japan™に選ばれました。 

 

➢ 小野寺 良文 弁護士と岡田 淳 弁護士が Asia IP Top 50 IP Experts of Japan 

2022 に選ばれました 

Asia IP（Apex Asia Media Group）による Top 50 IP Experts of Japan 2022 に、

当事務所の小野寺 良文 弁護士と岡田 淳 弁護士が選ばれました。 

 

➢ World Trademark Review 1000 - The World’s Leading Trademark Professionals 

2022 にて高い評価を得ました 

Law Business Research が発行する World Trademark Review 1000 - The World’
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s Leading Trademark Professionals 2022 において、当事務所は日本を代表する

法律事務所（silver）として選ばれました。また、当事務所の以下の弁護士・弁

理士も各分野で高い評価を受けました。 

 

Individuals: enforcement and litigation（Silver） 

三好 豊 

Individuals: enforcement and litigation（Bronze） 

小野寺 良文 

Individuals: prosecution and strategy（Silver） 

田中 尚文 

 

➢ パートナーおよびカウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 11 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】 

倉持 喜史、石川 大輝、増田 雅史、宮岡 邦生、堀尾 貴将、中野 玲也、朽網 友

章、鈴木 信彦、中野 恵太、チョン・チア・チー、デイビット・ベックステッド 

 

また、同日付で 10 名の弁護士および 1 名の弁理士がカウンセルに就任いたしま

した。 

 

【カウンセル】 

野間 裕亘、若林 功晃、上田 雅大、黒田 大介、竹腰 沙織、松村 謙太郎、立石 

光宏、チョティウット・スックプラダップ、タワチャイ・ブーンマヤパン、ラッ

タイ・カモンワーリン 

【カウンセル弁理士】 

田中 尚文 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


