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１． まえがき 

標準に含まれる知的財産、とりわけ特許に関して解決

するべき問題として、標準の制定後に予期せぬ権利者が

現れ、合理的な範囲を超える実施料を請求する問題があ

る。これは、アウトサイダー（第三者）が所有する特許

に関わるホールドアップの問題と考えることができる。

また、同様の問題はパテントプールやオープンソースに

ついても生じる可能性がある。 

本稿では、この問題に関する最近の検討動向を整理し、

抜本的な解決に向けた提言を行う。 

2 ．標準に含まれる特許の問題 

2.1 標準化活動の種類 

近年、技術開発の加速化を反映し、標準化活動は次の

ように多様化している。 

(1) 国際標準化活動 

ITU、ISO、IEC といった国際標準化組織における標準化

活動を意味する。過去にはすべての標準化は国際標準化

組織において行われてきた。先進国だけではなく、途上

国も参加する。 

(2) フォーラム・コンソーシアム活動 

先進国の民間企業が主体的に進める標準化活動であり、

特定の技術分野について設立され、初期の市場を獲得す

ることが主たる目的となる。その後、国際標準を獲得す

るために完成度の高い標準草案を国際標準化組織に提案

し国際標準化する場合が多い。 

(3) デファクト標準化活動 

一企業が単独でしかける標準化活動である。圧倒的な

魅力のある製品は、世界市場の大半を獲得する場合があ

る。このような場合、事実上の標準化が行われたとみる

ことができる。 

 

2.2 標準に含まれる必須特許に関わる取り決め：IPR ポリ

シー 

3 つの国際標準化組織では共通特許ポリシー・ガイドラ

インが制定されており、標準に含まれる必須特許の問題

を統一的に取り決めている(1)。つまり、必須特許を所有す

ると考える特許所有者が特許宣誓書により、無償(RF: 

Royalty Free) も し く は 非 差 別 的 合 理 的 条 件 (RAND: 

Reasonable and Non-Discriminatory Conditions)による許諾意

思の有無を表明する。もし、許諾意思がない場合、標準

化プロセスは停止し、その特許を標準から除外する検討

が行われる。特許宣誓書はデータベースに登録され公開

される。必須特許の実施許諾を希望するライセンシーは

特許所有者であるライセンサーと直接交渉する。 

最近の検討では、さらに次の改訂が進められている。 

(1) 特許宣誓書の取り消し不能 

一度提出した特許宣誓書を出し直す場合、以前の宣誓

内容より、ライセンシーにとって同じかより好ましい内

容（例、RAND から RAND、あるいは RF への変更）のみ

許容され、逆方向への変更は許容されないこととした

(Irrevocability)。 

(2) 必須特許が譲渡される場合 

過去に提出した特許宣誓書の必須特許が他社に譲渡さ

れる場合、元の所有者は譲渡先に対して、特許宣誓書の

内容が譲受人によって維持されるよう最善の努力をする

べきことが規定された(2)。 

これらの検討が行われている理由は、標準に含まれる

特許のアウトサイダーによるホールドアップ問題を軽減

するためである。 

 

2.3 現状の IPRポリシーの問題点 

前節に述べた IPRポリシー・ガイドラインの取り決めと

改訂の検討にもかかわらず、依然としてアウトサイダー

によるホールドアップの問題は残る(3)。アウトサイダーの

場合、標準化活動に関与していないため、これらの規定

に従う義務はなく、特許権を行使する権限を有すると考

えられる。米国で起こった事例においては、標準化活動

に関与していたか、一時的に関与して脱退した後に、必

須特許の権利行使を行った企業に対して、FTC が訴追し

たが、そもそも全く関与していない企業が標準の制定後

に権利行使することは正当な特許権の行使と見なされる

と思われる。近年、米国などにおいて新手の特許ライセ

ンスビジネスも現れているため、このリスクは小さくな

いと考えられる。 

また、標準化活動に関与したメンバーが RAND による

許諾の意思を表明した場合であっても、RAND が明確に定

義されておらず、必ずしも同一条件でなくとも良いと考

えられているため、ライセンシーからみて RAND とは認

識できない場合も生ずる可能性がある。このような場合、

訴訟に発展する例も出ている。 

 

2.4 パテントプールに内在するホールドアップ問題 

通常、ある標準に含まれる必須特許のライセンサー、

あるいは、ライセンシーが多い場合、パテントプールが

形成され、必須特許のライセンスを円滑化する試みが行

われる(3)。しかし、独占禁止法との関係から必須特許所有

者がパテントプールに参加することを強制することはで

きず、また、すべての特許所有者をもれなく捜し当てら

れる保証もない。そのため、パテントプールにおいても

アウトサイダーによるホールドアップ問題が生じる可能
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性がある。さらに、必須特許の数が多いことから累積ロ

イヤルティが増加し、結果的にホールドアップになる可

能性もある。 

 

2.5 オープンソースに含まれる特許問題 

標準化には直接関連がないが、近年、重要性が高まる

オープンソースの中にもソフトウェア特許が含まれる可

能性があり、過去にいくつかの訴訟も起きている。GPL3 

(GNU General Public License Version 3) や MPL (Mozilla 

Public License)においては、寄与した企業の特許が含まれ

る場合、無償で許諾することが契約の形で定められてい

る。しかし、この場合もアウトサイダーが所有する特許

については無償許諾が保証されておらず、ホールドアッ

プの可能性がある。 

3．ホールドアップ問題の解決に向けた提言 

3.1 標準化と特許のバランスの重要性 

標準化も特許もその目的は産業の発展である。標準化

の場合、技術を普及することにより、市場を拡大する効

果がある。また、特許の場合、特許所有者に出願から 20

年間の独占権を与えることにより、これが事業のインセ

ンティブになると同時に、出願から 18 ヶ月後に公開する

ことにより競争者の発明を誘起することにより、競争を

促進する効果がある。米国では 1985 年のヤングレポート

以来、いわゆるプロパテント政策が実施されたが、2004

年のパルミサーノレポート(4)では、特許(IP)システムと標

準化の最適化、特に、標準化やパテントプールを用いた

特許の活用が強調されるようになった。また、2007 年の

DOJ/FTC 共同報告書(5) においては、特許システムの改善、

とくに、特許の品質の向上に向けた提言をしている他。

標準化プロセスの途中で必須特許のライセンス条件を権

利者が自発的に開示することは競争法上許容されるとの

見解を示し、Ex Ante 宣言の可能性を示唆した。さらに、

FTC は DELL や RAMBUS の訴追によりホールドアップを

回避しようとした。RAMBUS のケースでは FTC は敗訴し

たが、その後もホールドアップ問題について検討を進め

ている。これらより、特許を尊重することは引き続き重

要であるものの、標準化やパテントプールを用いた特許

活用を確実に進めることが、より重要になりつつあると

言える。ただし、現状の法制ではこのような政策を確実

に実現できる環境が整っていない。 

 

3.2 標準化活動およびパテントプールにおけるホールド

アップの回避策 

標準化活動のうち、2.1 節に述べたデファクト標準化、

およびフォーラム・コンソーシアム標準化の一部は市場

獲得競争をしている段階と考えられる。このような場合、

特許権を何らかの形で制限することは、事業拡大インセ

ンティブを阻害するため望ましくない。しかし、IPR ポリ

シーの中で RAND を規定する標準化組織については、特

許権の活用を重視する観点から特許権に対して何らかの

制限を加えることは妥当と考えられる。この場合、RAND

の意味をより明確に規定する必要がある。例えば、パテ

ントプールの場合と同様、ライセンシーによってロイヤ

ルティに差をつけないこと、アウトサイダー特許が後か

ら出てきた場合も、この RAND に従って許諾するように

誘導し、差し止めを認めないことが考えられる。差し止

めに関するこの規定は、米国の eBay 連邦最高裁判決とも

整合する。 

 

3.3 オープンソースのホールドアップ回避策 

オープンソースは多くの技術者による無償の貢献が積

み重ねられて開発される。この意味から、アウトサイダ

ーによるホールドアップにより、従来の大きな努力が無

駄になりかねない。従って、標準化活動やパテントプー

ルと同様、アウトサイダーが所有する特許に対しても、

無償で許諾するような政策をとることが必要と考えられ

る。ただし、BSD (Berkeley Software Distribution License)の

ように改変部分のオープンソース化の義務や、特許の無

償ライセンス規定がない場合には対象外とすることが妥

当と思われる。 

 

以上、標準化活動、パテントプール、オープンソース

の場合を横断的に考えると、特許活用を重視する観点か

ら、次のような政策を反映した法制化が妥当と考えられ

る。 

(1) 技術の普及と、それによる市場拡大を促進する観

点から、特許権の RANDまたは RF または無償による不特

定多数のライセンシーを対象とした許諾を一方的に宣言

している状況では、アウトサイダーによるホールドアッ

プを禁止し、同等の条件による許諾を義務づける。 

(2) ただし、標準やオープンソースに代替え案があり、

それと市場の競争している状況において、ライセンシー

の範囲を限定している場合には、アウトサイダー所有特

許の権利行使を許容する。 

4．まとめ 

本稿では、標準やオープンソースに含まれるアウトサ

イダー特許によるホールドアップが生ずることにより、

本来の特許の目的である産業の発展が停滞してしまう状

況をいかに回避できるかについて検討し、不特定多数の

ライセンシーを対象として特許の許諾が明示されている

場合にアウトサイダーが所有する特許の権利行使を制限

する提言を行った。本提言は米国の最近の判例と整合し

ていると考えられるが、日本のような大陸法の法体系の

中でどのように具体化するかについては今後の課題であ

る。 
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