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Standards Patent Licensing: Always 
Apportionment, Sometimes Stacking 

標準必須特許のライセンス： 常に配分、時にスタ

ッキング 

By Jason R. Bartlett 執筆者：ジェイソン R. バートレット 

 

What is a Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory 
(FRAND) royalty for a few patents essential to practicing 
a technical standard like WiFi and how should the jury in 
such a case be instructed on damages? The Federal 
Circuit addressed these questions in Ericsson, Inc. et al. 
v. D-Link Systems, Inc. et al. (Fed. Cir. Dec. 4, 2014). 
The answer is that the jury should be instructed to base 
royalties on the contribution of the patents-in-suit to the 
standard-practicing component and the contribution of 
that component to the accused product as a whole. The 
jury should not, however, be instructed to consider 
whether the aggregate royalty “stack” for the standard 
as a whole would be reasonable if all standard patent 
owners charged similar royalties – unless there is 
evidence that royalties are already in fact starting to 
stack up. 

 

WiFi などの技術標準を実装するために必須の若干の特許

に対する公平、合理的かつ非差別的な(fair, reasonable, 
and non-discriminatory；FRAND)ロイヤルティとは何か、こ

れが問題となる訴訟で、陪審は損害賠償金についてどのよ

うな説示を受けるべきか、米連邦巡回控訴裁判所（CAFC）

は、Ericsson, Inc. et al. v. D-Link Systems, Inc. et al. 
(Fed. Cir. Dec. 4, 2014)においてこれらの問題に取り組ん

だ。その答えは、陪審は、訴訟の目的となった当該特許の

標準規格を実装する部品に対する寄与度、及び、当該部品

の侵害製品全体に対する寄与度に基づきロイヤルティを算

定するよう説示を受けるべきだが、ロイヤルティが実際に既

にスタッキングし始めているとの証拠がない限り、陪審は、

標準規格特許の全保有者が同様のロイヤルティを課してい

るとした場合に、標準規格特許のロイヤルティの「スタッキン

グ」総額が全体として合理的か否かという点を考慮するよう

な説示は受けるべきでない、というものであった。 

Patent owner Ericsson sued D-Link Systems and other 
implementers for infringing three patents relating to the 
WiFi standard. The jury found that D-Link infringed and 
awarded a royalty of fifteen cents per unit. The district 
court upheld the jury’s decision. The Federal Circuit 
affirmed most of the liability findings but vacated the 
damages award and remanded. 

特許権者である Ericsson は WiFi 規格に関する 3 件の特

許を侵害したとして D-Link Systems その他の実装者を提

訴した。陪審は、D-Link が特許を侵害したと認定し、1 台に

つき 15 セントのロイヤルティを支払うよう裁定を下した。地

裁は陪審の評決を支持した。CAFC は、法的責任に関する

一審判断についてほぼ全てを支持したが、損害賠償金の裁

定部分については無効として差し戻した。 

The principal basis for remand was the lower court’s 
failure to properly instruct the jury on royalty 
apportionment. The Federal Circuit held that royalties 
must always “reflect the value attributable to the 
infringing features of the product, and no more.” 
Accordingly, the district court must instruct the jury that 

差戻しの主たる理由は、下級審がロイヤルティの割当てに

ついて陪審に適切に説示していなかったことにあった。

CAFC は、ロイヤルティは常に「当該製品の侵害部分に帰

せられる価値を反映しなければならず、それより多くあって

はならない」と判示した。したがって、地裁は陪審に対し、合

理的なロイヤルティの支払いの裁定は、「標準規格全体とし
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the reasonable royalty award must be based on the 
“incremental value of the invention, not the value of the 
standard as a whole or any increased value the 
patented feature gains from its inclusion in the 
standard.” The accused products were end-user 
products that incorporated chip components that 
implement the WiFi standard. To properly apportion 
damages, the jury should have been instructed to 
consider both the standard-implementing component’s 
contribution to the accused product as a whole, and the 
asserted patents’ contribution to that component. “Just 
as we apportion damages for a patent that covers a 
small part of a device, we must also apportion damages 
for [Standards Essential Patents] that cover only a small 
part of a standard.” 

ての価値又は特許対象部分が標準規格に含められたことに

より得られた増加した価値でなく、発明の増分価値」に基づ

かなくてはならないとの説示を与える必要がある。本件侵害

製品は WiFi 標準規格を実装するチップ部品を組み込んだ

エンドユーザー向けの製品である。適切に損害賠償金を配

分するために、陪審は、標準規格を実装する部品の侵害製

品全体への寄与度と原告特許の当該部品への寄与度との

双方を検討するよう説示を受けるべきであった。「ある装置

のごく一部を対象とする特許に係る損害賠償金を配分する

のと同じように、標準規格のごく一部のみを対象とする［標

準必須特許］に係る損害賠償金も配分しなければならな

い。」 

The opinion also addressed the issues of “holdup” and 
“royalty stacking” – both hot topics in the standards-
essential patent realm. “Holdup” occurs when the owner 
of an SEP demands excessive royalties after 
implementers are “locked into using a standard.” 
“Royalty stacking” occurs when implementers are forced 
to pay excessive aggregate royalties to all SEP owners. 
Several well-publicized recent district court cases have 
addressed the issues of holdup and royalty stacking by 
setting a theoretical aggregate royalty limit and then 
apportioning some of that aggregate royalty to the 
patents-in-suit. In the trial below, D-Link requested and 
was denied special instructions that the jury should 
consider holdup and royalty stacking when awarding 
royalty damages. 

判決理由では「ホールドアップ」や「ロイヤルティ・スタッキン

グ」（いずれも標準必須特許（SEP）の領域ではホットな話題

である）も取り上げた。「ホールドアップ」は、特許を実施して

いる者が「標準規格の使用にロックインされた」後で、SEP
の保有者が法外なロイヤルティを要求するときに生じる。「ロ

イヤルティ・スタッキング」は、特許を実施する者が SEP の

保有者全員に対し、総額にして過大なロイヤルティを支払う

ことを余儀なくされるときに生じる。広く報じられた近時の連

邦地裁事件の中には、ロイヤルティ総額の理論的上限額を

設定し、その後訴訟の目的たる特許についてロイヤルティ総

額の一部を配分することでホールドアップ及びロイヤルティ・

スタッキングの問題に対処した例がいくつかある。以下の審

理にみるように、D-Link は、ロイヤルティ相当の損害賠償金

の裁定の際には、ホールドアップとロイヤルティ・スタッキン

グを陪審が考慮するべきとの特別の説示を出すよう求め、こ

れを却下された。 

The Court of Appeals in Ericsson “express[ed] no 
opinion” on the recent district court opinions, but 
generally rejected the notion that juries in standards-
essential patent cases should always be instructed on 
holdup and royalty stacking. No evidence was adduced 
to show that D-Link and other defendants were in fact 
already paying excessive aggregate royalties or that 
Ericsson had held them up for additional royalties after 
standardization. The Court reasoned that “[t]he mere 
fact that thousands of patents are declared to be 
essential to a standard does not mean that a standard-
compliant company will necessarily have to pay a royalty 
to each SEP holder.” 

Ericsson 事件の控訴裁判所は、近時の地裁の判決理由に

ついて「何ら意見を表明しなかった」が、標準必須特許事件

における陪審が常にホールドアップ及びロイヤルティ・スタッ

キングについて説示を受けるべきという考えについては、広

く却下した。D-Link や他の被告が実際に既に過大なロイヤ

ルティを総額として支払っていたこと、又は Ericsson が標準

化後に追加的なロイヤルティによって被告らをホールドアッ

プしていたことを証明する事実が証拠として挙げられること

はなかった。裁判所は、「何千もの特許について、ある標準

規格に必須である旨の宣言がなされたという事実だけでは、

標準規格に準拠する企業は必然的に各 SEP 保有者にロイ

ヤルティを支払わなければならないということを意味するわ

けでなはない」と判断した。 

Thus, although the Ericsson opinion does not directly 
address the FRAND royalty-setting methodologies 

このように、Ericsson 事件の判決理由は、各地裁が示した

FRAND といえるロイヤルティの定め方について直接触れた
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coming up through the district courts, it does call parts of 
them into question. Appellants and amici emphasized 
that if every WiFi standards patent owner were awarded 
royalties comparable to those that Ericsson was 
awarded in this case, WiFi chips that now cost a dollar 
or two would have to cost more than $150. The Federal 
Circuit’s view appears to be that so long as the jury is 
properly instructed on apportionment, it need not be 
instructed to consider what its damages assessment 
would imply for the aggregate royalty of the standard as 
a whole (at least until there is evidence that the 
aggregate royalty actually starts to become excessive). 

わけではないが、その一部を疑問視している。控訴人及び

法廷助言者（amici）は、WiFi 標準必須特許の保有者全員

が Ericsson が本件において得る額と同等のロイヤルティを

得たとすると、現在 1 ドルないし 2 ドルとなった WiFi チップ

が 150 ドル超となってしまうことを強調した。CAFC の見解

は、陪審が損害賠償金の配分について適切な説示を受けて

いる限り、（少なくともロイヤルティ総額が現実に過大なもの

となり始めたという証拠があるまでは）損害賠償金の算定が

標準規格全体のロイヤルティ総額について持つ意味を考慮

することについてまで説示を受ける必要はない、というもの

のようだ。 

The opinion is also notable for its commentary on the 
long-established Georgia-Pacific royalty factors. It 
cautions that the Federal Circuit has “never described 
the Georgia-Pacific factors as a talisman for royalty rate 
calculations . . .” Citing WhitServe, LLC v. Computer 
Packages, Inc. (Fed. Cir. 2012), the Court criticized 
expert testimony and jury instructions that merely 
“parrot” the fifteen Georgia-Pacific factors and leave the 
jury to sort them out. In the case of SEPs encumbered 
by a FRAND licensing commitment, many of the 
Georgia-Pacific factors are “simply not relevant” and 
even “contrary to [F]RAND principles.” On remand, the 
district court will be required to consider carefully the 
damages evidence presented in the case and craft 
instructions that address only the relevant factors. 

この判決理由では、長年確立されている Georgia-Pacific
事件におけるロイヤルティ判断の各要件についての解釈も

注目すべきところである。CAFC は、「ロイヤルティ料率計算

のためのお守りとしての Georgia-Pacific 事件の要件を説

明して」こなかったと警告している。裁判所は、WhitServe, 
LLC v. Computer Packages, Inc. (Fed. Cir. 2012)を引用

して、専門家証人及び陪審に対する説示が、Georgia-
Pacific 事件の 15 個の要件を「鸚鵡返しにしている」に過ぎ

ず、陪審にそれらの選別を委ねたと批判した。FRAND 条件

によるライセンスの誓約を負う SEP の場合、Georgia-
Pacific 事件の要件の多くは「単に関連性がない」ばかりでな

く、「[F]RAND 原則に反する」ものでさえある。差戻審におい

て、地裁は、本件で提出された損害賠償金の証拠を緻密に

考察するとともに、関連性のある要件のみ説示することが求

められている。 
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that make us stronger. Visit us at www.mofo.com. ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 
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