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SEP研究会 2020年度 ワークショップ

「SEPの動向と将来への展望～日本企業とSEP」

後援：経済産業省、特許庁、AIPPI 
JAPAN

Welcome!

19時～22時10分
丸の内よりZOOMオンライン中

継



2
皆さまへのお願い

◼ このワークショップはWebinarではありませんので、
以下の3点、ご協力をお願いいたします

1. ビデオ、音声を「オフ」にしていただきますよう、
お願いいたします

2.参加者として表示される氏名についてご留意ください

 匿名を希望される場合、「参加者」ボタン→
ご自身のお名前→「詳細」→「名前の変更」

3.接続トラブルへは各自でご対応をお願いいたします

 幹事が別回線で接続を確認しており、登壇者側の
接続問題にはすぐに対応しております

2020 SEP研究会ワークショップ
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全体スケジュール

時間 演題 登壇者（敬称略）

19:00 開会 司会：池田・染谷法律事務所 代表弁護士 池田 毅

挨拶 SEP研究会座長 二又 俊文

挨拶 特許庁総務部企画調査課 課長 小松 竜一 様

第1部：各地域編 最近のSEP判例、業界動向（120分）

19:05 第1部 欧州の動向 Christof Augensteinドイツ弁護士

19:35 第2部 中国の動向 遠藤 誠 弁護士

20:05 第3部 韓国の動向 崔 世煥 韓国 弁理士

20:20 第4部 インドの動向 Pravin Anand 弁護士

20:35 第5部 米国の動向 David Cohen 米国弁護士

21:05 第2部：パネルディスカッション「短期的視点と長期的視点から考えるSEP戦略〜事業戦

略とSEP〜」（60分）

22:05 閉会

2020 SEP研究会ワークショップ
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ご挨拶

SEP研究会 座長 二又 俊文

2020 SEP研究会ワークショップ
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ご挨拶

特許庁総務部企画調査課 課長 小松 竜一 様

2020 SEP研究会ワークショップ
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パネルディスカッション
「短期的視点と長期的視点から考えるSEP戦略～
事業戦略とSEP～」（60分）」

モデータ
◼ 二又 俊文

東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員
パネリスト
◼ 松村 光章

日本IBM株式会社 ライセンス渉外(APAC及びEMEA) 部長
◼ 高橋 弘史

パナソニック株式会社
知的財産センターPエグゼクティブエキスパート

◼松永 章吾
ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 弁護士

2020 SEP研究会ワークショップ



SEP UPDATE GERMANY

Dr. Christof Augenstein
SEP Research Group Workshop 2021
March 18th, 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Starting point: The CJEU’s Huawei ./. ZTE steps

Sisvel v. Haier – Interpretation by the German FCJ 

Nokia v. Daimler – Who to license – new guidance from the CJEU?

InterDigital v. Xiaomi – Munich battles anti-suit injunctions

The relevant German decisions including English translations are available at 

https://www.katheraugenstein.com/en/frand-3/

OVERVIEW

SEP Research Group Workshop 2021

Dynamic case law development in 2020/2021

https://www.katheraugenstein.com/en/frand-3/


Kather·Augenstein Rechtsanwälte

THE EUROPEAN BASIS
HUAWEI v. ZTE

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Referral for preliminary ruling by RC Düsseldorf

“Ping-pong” negotiation proceedings

CJEU – LEGAL FRAMEWORK FOR SEP ASSERTION

CJEU, 16th July 2015, C-130/15 - Huawei v. ZTE

SEP Research Group Workshop 2021

Notification

FRAND 
offer

Declaration of 
willingness

FRAND counter-offer

Provide security and 
render account



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

FEDERAL COURT OF JUSTICE
SISVEL v. HAIER

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Haier offered a GPRS phone on a trade fair in 2014

Patent expired during pending litigation

FCJ INTERPRETS CJEU’S TEST: SISVEL v. HAIER

FCJ – 5th May 2020, KZR 36/17 – Sisvel v. Haier I
FCJ – 24th November 2020, KZR 35/17 – Sisvel v. Haier II

SEP Research Group Workshop 2021

Notification

FRAND 
offer

Declaration of 
willingness

FRAND-Defence NOT successful
Haier filed Constitutional Complaint against first decision



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Royalties cannot be determined objectively, the licensee must cooperate to determine FRAND 

terms

Licensee might delay contract negotiations, continuing unlicensed use which is particularly 

attractive if patent in suit expires soon, whereas portfolio is in question

Purpose of party cooperation is to reach reasonable conditions

Willingness must be expressed clearly and unambiguously

Targeted participation and willingness to accept “whatever terms are in fact FRAND” (FCJ cites 

UK High Court)

DECLARE WILLINGNESS – WHATEVER FRAND MAY BE

FCJ – 5th May 2020, KZR 36/17 – Sisvel v. Haier I

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Some guidance on initial FRAND offer: 

• Global portfolio licence is FRAND

• SEP owner must explain how FRAND rate is justified

• Political pressure in some countries can justify lower rates

ONLY SOME GUIDANCE FOR THE FRAND OFFER

FCJ – 5th May 2020, KZR 36/17 – Sisvel v. Haier I

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

FRAND licence offer can only be the outcome of good-faith negotiations, initial offer does not have 

to be 100% FRAND

Abuse only if access to licensed technology is refused or only under unreasonable conditions

Both parties must cooperate constructively at all times (confirms general test of conduct)

Confirming “safe harbour” of other European jurisdictions

• Huawei steps allow SEP holder to definitely avoid abuse of dominant position

• Circumstances of individual case are decisive

No referral of proceedings to CJEU necessary, interpretation in line with Huawei v. ZTE.

Also: patent ambush by former SEP proprietor irrelevant

SAFE HARBOUR

FCJ – 24th November 2020, KZR 35/17 – Sisvel v. Haier II

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

REGIONAL COURT DÜSSELDORF
NOKIA v. DAIMLER

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Referral questions on “license-to-all”:

• May SEP holder refuse to license suppliers?

• If yes, are there any requirements on where to grant licences within a supply chain?

• Must a supplier-level licence cover all types of uses (so that OEM does not need licence)?

Referral Questions on general Huawei criteria:

• Can Huawei steps still be fulfilled during ongoing court proceedings?

• Can willingness to take a licence be denied, if infringer is silent for several months, even 

though he/she verbally declare to be willing? 

• Can one conclude from a counter-offer that an infringer is not willing?

• If yes, what conditions of the counter-offer could result in unwillingness?

QUESTIONS TO THE CJEU

RC Düsseldorf – 26th November 2020, 4c O 17/19

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Regional Courts Mannheim and Munich: “access-to-all”

• Patent holder may freely choose who to license, OEM or supplier

Regional Court Düsseldorf: “license-to-all”

• Only genuine licence allows for marketing the technology freely (=independent of OEM) and 

developments beyond a specific market

• No restrictions for licensees, thus (worldwide) exhaustion and sub-licenses for method claims

• Supplier in a better position to assess value of the technology they are familiar with

• Licensing OEM not more efficient

• Additional transaction costs and the risk of double payment could be addressed in the contract

“LICENSE TO ALL” VS “ACCESS TO ALL”

RC Düsseldorf – 26th November 2020, 4c O 17/19

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

The question did not arise at RC Mannheim and RC Munich because the offer is already FRAND 

only at the last stage (RC Mannheim expressly, the decisive factor is the end product).

Even RC Düsseldorf holds that the SEP holder is to participate in the profit generated with the 

end product, irrespective of the licensing level.

Licensing at the level of the supplier should not lead to the exclusion of the SEP holder from the 

value creation of the final stage.

AMOUNT OF ROYALTY RATE IS THE SAME

Supplier does NOT pay less than OEM

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Mannheim and Munich (and FCJ): Review of infringer’s behaviour, including counteroffer

Düsseldorf: simple declaration enough, triggers SEP holder’s obligation to issue FRAND offer

• Distinction between “general” willingness and “specific” willingness

• Consequence: court must determine initial offer as FRAND before reviewing counteroffer

• Circumstances under which the FRAND offer may not be examined

Result: Differing case law among German courts requires referral to CJEU

Subsequent decision HRC Karlsruhe, 9 Dec 2020, 6 U 103/19 – Sisvel v. Wiko; (Still) no referral

STRICT ORDER OF STEPS OR GENERAL TEST

The content of the declaration of willingness

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

REGIONAL COURT MUNICH
INTERDIGITAL v. XIAOMI

SEP Research Group Workshop 2021



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

Wuhan: ASI to prohibit InterDigital globally from filing 3G/4G lawsuits against Xiaomi, also 

AAASI to protect ASI

Munich: Xiaomi barred from enforcing both ASI and AAASI (=AAAASI), as both limit the legally 

acquired patent rights and are against German ordre public

ASI’s impact on infringer’s FRAND defence

• If the infringer pursues ASI, he/she is not willing to take a licence 

• German court would (“in all likelihood”) not even review remaining Huawei ./. ZTE criteria

• Result: ASI precludes FRAND defence

INTERDIGITAL v. XIAOMI – FROM ASI TO AAAASI

Regional Court Munich – 28th January 2021, 7 O 14276/20



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

QUESTIONS?

FCJ – Sisvel ./. Haier



Kather·Augenstein Rechtsanwälte

CONTACT
Kather Augenstein Rechtsanwälte
Dr. Christof Augenstein
Bahnstraße 16
40212 Düsseldorf
P: +49 211 5135360
E-Mail: augenstein@katheraugenstein.com



ＢＬＪ法律事務所
弁護士・博士（法学） 遠藤 誠

endo@bizlawjapan.com
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2021年3月18日（木） SEP研究会・2020年度ワークショップ

中国における標準必須特許
(SEP)の最新動向



標準必須特許（SEP）は、中国では３
つの法分野に関わる
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中国におけるSEP関連の最近の主な動き

Ⅰ 「特許法」の2020年改正

Ⅱ 独占禁止委員会による「知的財産権分野の独占禁止に関す
る指南」の公布

Ⅲ 「中国標準２０３５」の策定に向けた動き

Ⅳ 「Anti-suit Injunction」（禁訴令）に関する紛争事件が続出

①華為（ファーウェイ）とConversantの紛争事件

②小米（シャオミ）とInter Digitalの紛争事件

③サムスンと Ericssonの紛争事件

Ⅴ 商務部による「外国の法律及び措置の不当な域外適用への
遮断に関する弁法」の公布

27

※ 細かいことは他にもありますが、時間の関係上、省略します。



「特許法」の2020年改正（その１）

• 「特許法」の2020年改正は、2020年10月17日公布、2021年6月1日施行

• 今後、改正「特許法実施細則」等が公布される予定

• 2015年12月の「特許法改正草案（送審稿）」85条：

「国家標準の制定に参加した特許権者が、標準制定の過程においてその保
有する標準必須特許を開示しない場合は、それが当該標準の実施者にその特
許技術の使用を許諾したものとみなす。ライセンスロイヤルティは双方により協
議される。双方が協議の合意に達することができない場合は、国務院特許行政
部門に裁決を請求することができる。当事者は裁決を不服とする場合は、通知
を受領した日から15日以内に人民法院に提訴することができる。」 →その後の
改正草案で削除された。 コメント：議論の多い論点は改正案から除外し、大
方の賛成を得られそうな部分のみで改正し、米国の批判をかわす狙い

• 2020年改正では、SEPの明文規定は無いが、SEPに多少関連する規定はある：

①信義誠実の原則と特許権濫用の禁止（20条1項）、「特許権を濫用し、競争を
排除又は制限して独占禁止行為を構成する場合、中華人民共和国独占禁止法
に基づき処理する。」（20条2項） コメント：特許法に明文規定を置いただけであ
り、あまり意味はない
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「特許法」の2020年改正（その２）

②開放許諾制度の導入（50～52条）

特許権者が書面にて国務院特許行政部門に対し、いかなる単位又は個人に
もその特許を実施許諾する意思があると声明し、且つ許諾使用料の支払方式・
基準を明確にした場合、国務院特許行政部門がそれを公告する。この場合、い
かなる単位又は個人も、開放許諾を実施する意思がある場合には、書面にて
特許権者に通知し、且つ公告された許諾使用料の支払方式・基準に従って許
諾使用料を支払った後は、特許の通常実施許諾を受けたものとされる。開放許
諾の実施期間は、特許年金の減免が受けられる。 コメント：SEPのFRANDとは
似て非なるもの

③特許権侵害に係る行政処理（行政処罰）の強化と行政当局の権限強化

特許業務管理部門は、特許権侵害紛争を処理するとき、①関係する当事者
に質問し、違法の疑いのある行為に関連する状況を調査すること、②違法の疑
いのある行為の場所について実地検査を行うこと、及び④違法の疑いのある行
為に関連する製品を検査することができる（69条2項）。 2021年1月22日に「行
政処罰法」が改正され（2021年7月15日施行）、行政処罰の種類の増加、外国
人・外国組織への適用等が規定された。 コメント：今後は、SEPの侵害事案でも
、行政処理が適用される可能性あり
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中国における特許侵害訴訟及び行政処理の
件数の推移（2006～2019年）

2014年から2015年に

かけて、行政処理件
数が訴訟件数を追い

越した！

その後も
急増中！



「特許法」の2020年改正（その３）
④特許権侵害の賠償金額の引き上げ

従来、特許法によると、特許権侵害の賠償額算定にあたっては、①権利者の
損失、②権利侵害者の得た利益、③特許の使用許諾料の倍数、の順で確定す
るものとされてきた。

2020年改正は、「権利者の損失」と「権利侵害者の得た利益」の優劣関係を無
くし、どちらでも自由に選択できることを規定し（71条1項前段）、また、上記①乃
至③の確定がいずれも難しい場合に人民法院が裁量により賠償額を確定でき
る範囲を、「3万元以上500万元以下」に引き上げた（71条2項）。 コメント：実務
上、法院の裁量による賠償額算定が約９５％を占める。上限を超える巨額の賠
償を命じる判決も出ており、日本企業にとっては脅威

また、懲罰賠償制度を導入：「故意に特許権を侵害し、情況が重大である場合
、上述した方法に基づき確定した金額の1倍以上5倍以下の賠償額を確定する
ことができる。」という規定を追加した（71条1項後段）。最高人民法院による「知
的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰賠償の適用に関する解釈」（
2021年3月3日公布・施行）は、「故意」や「情況が重大」の認定、懲罰賠償額の
算出方法等を明確化。 コメント：懲罰賠償制度は、既に、商標法、不正競争防
止法、著作権法等において導入済み。懲罰賠償が命じられた判決はまだ多くは
ないが、今後、法院は懲罰賠償を積極的に適用しようとする傾向にある
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「知的財産権分野の独占禁止に関する指南」（その１）

• 独占禁止委員会により、2020年9月18日公布 コメント：2019年1月4日に成立
した本指南が、なぜ、1年8か月以上も経過した2020年9月18日になって公布さ
れたのか、その理由は不明

• 国家工商行政管理総局による「知的財産権の濫用による競争排除・制限行為
の禁止に関する規定」 （2015年4月7日公布、2015年8月1日施行）も、法体系
上、本指南の上位規定として有効。 コメント：本指南は、「独占禁止法」・「知
的財産権の濫用による競争排除・制限行為の禁止に関する規定」等の下位
に位置付けられるものであり、従来の判断枠組を大きく変えるものではない

• 本指南は、SEPに関しては、①SEPの権利者の市場支配的地位についての認
定、及び②差止判決・決定等の競争に対する排除・制限の影響についての分
析、という２つの問題を主に規定。 これは、実務上、市場支配的地位を有す
るSEPの権利者が、知的財産権の使用を禁止する判決・決定等を下すよう法
院又は関連部門に申し立てることを通じ、不公平な許諾料又はその他の不合
理なライセンス条件を受け入れるようライセンシーに迫ることが生じており、こ
のような場合、競争が排除・制限されるおそれがあるという問題意識に基づく

• 上記２つの問題を分析する際の具体的な考慮要素は、次頁の表を参照。
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「知的財産権分野の独占禁止に関する指南」（その２）
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「中国標準２０３５」の策定に向けた動き

• 2018年3月1日、国家標準化委員会による「中国標準２０３５」策定に向けたプ
ロジェクトが正式に開始。「標準化戦略の位置づけと目標に関する研究」、「中
国の標準化システム、方法、評価に関する研究」、「質の高い開発のための標
準化システムを支える戦略研究」、「標準化された民間軍事統合開発戦略の
研究」というテーマで研究が進められている。

• 「中国標準２０３５」は、まだ策定・公布されておらず、その具体的な内容は公
表されていない。

• 「中国標準２０３５」の内容を事前に推測する上で重要といわれているのは、
2020年3月10日に国家標準化委員会が発布した「2020年全国標準化工作要
点」である。これは、主に、2020年における各分野の標準化関連業務の計画、
目標等について規定するものである。ブロックチェーン、IoT、クラウドコンピュ
ーティング、ビッグデータ、5G、次世代人工知能、スマートシティ、地理情報等
の重点分野における標準体系の構築を推進し、関連ガイドラインを制定し公
布するものとされている。しかし、SEPについては言及されていない。

コメント：米中技術覇権競争という文脈の中では、「中国製造２０２５」や「一帯一
路」よりも、「中国標準２０３５」の方が重要な問題となる可能性がある。引き続き
、「中国標準２０３５」の策定に向けた動きを注視する必要あり
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中国における「Anti-suit Injunction」（禁訴令）の概要（その１）

• 「Anti-suit Injunction」（中国語では「禁訴令」）とは、実質的に同一の紛争が複数の国の裁
判所に係属する並行訴訟において、一方当事者による外国裁判所での提訴等の司法的
救済を禁止するという差止命令をいう。また、一国の裁判所が下した「Anti-suit Injunction
」への対抗手段として、「Anti-suit Injunction」を受けた当事者が、さらに他国の裁判所でそ
れを差し止めるために、「Anti-anti-suit Injunction」を求めることがある。

• 中国における「禁訴令」は、行為保全措置の一種であり、法律上の根拠は、主に民事訴
訟法100条、101条である。民事訴訟法100条の定める措置は「訴訟保全」と呼ばれ、主に
判決の執行不能又は当事者におけるその他の損害を予防するための保全措置である。
これに対して、民事訴訟法101条の定める措置は「訴訟前保全」と呼ばれ、緊急状況によ
って利害関係者が回復不能な損害を受けることを予防するための保全措置である。
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中国における「Anti-suit Injunction」（禁訴令）の概要（その２）

• 最高人民法院による「知的財産権紛争の行為保全事件の審査における法律適用の若
干問題に関する規定」（2019年1月1日施行）７条：法院が行為保全申立を審査する場
合、次に掲げる要素を総合的に考慮するものとする。 ①申立人の請求に事実基礎及
び法的根拠があるか否か、②行為保全措置を講じなければ、申立人の合法的権益が
補うことができないほどの損害を受ける、又は事件裁決の執行が困難になるほどの損
害をもたらすか否か、③行為保全措置を講じないことによって申立人の受ける損害が
、行為保全措置を講じることによって被申立人の受ける損害を超過するか否か、④行
為保全措置を講じることによって、社会公共利益に損害を与えるか否か、⑤その他の
考慮すべき要素。

• 禁訴令の効果

禁訴令は行為保全措置の一種であるため、禁訴令を受けた者は、禁訴令に従い、訴
訟提起、執行申立等の訴訟行為をしてはならない。

禁訴令に従わない者は、過料を課される可能性があり（個人の場合は10万元以下、法
人の場合は5万元～100万元）、また、主管者又は直接責任者が拘留される可能性があ
る（民事訴訟法111条、115条）。情状が重い場合、主管者又は直接責任者に対し、さら
に刑事罰（7年以下の有期懲役、拘留、罰金）が科される可能性もある（刑法313条）。

コメント：上述のとおり、中国における禁訴令には、法令上の根拠があり、要件・効果等
が規定されている。後で紹介するように、中国でも禁訴令に関する紛争事件が続出して
いるが、中国は判例法主義の国ではないことに留意が必要である。
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華為（ファーウェイ）とConversantの紛争事件（その１）
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華為（ファーウェイ）とConversantの紛争事件（その２）
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華為（ファーウェイ）とConversantの紛争事件（その３）

• 最高人民法院の裁定（（2019）最高法知民終732、733、734号の1）の結論

①Conversantは、最高人民法院が上訴事件につき終審判決を下す前に、2020年8月27
日にドイツのデュッセルドルフ地方裁判所の下した差止の一審判決につき執行を申請し
てはならない。 ②本裁定に違反した場合、違反した日から1日あたり100万人民元の過
料（法定の上限額）に処し、日数で積算する。

• 最高人民法院の上記裁定の理由

外国裁判所による判決の執行申立を禁止する行為保全措置の申立については、①被
申立人が外国裁判所による判決の執行を申し立てることの中国における訴訟に与える
影響、②行為保全措置を採ることが確かに必要であるか否か、③行為保全措置を採ら
ないことにより申立人が被る損害が、行為保全措置を採ることにより被申立人が被る損
害を超えるか否か、④行為保全措置を採ることは公共の利益を害するか否か、及び⑤
行為保全措置を採ることが国際礼譲の原則に合致するか否か、という５つの点を考慮し
て総合的に判断する。

本件では、デュッセルドルフ地方裁判所の下した差止の一審判決につきConversantに
よる執行申請を認めると、華為は、ドイツ市場からの撤退、又は高額の許諾料を受け入
れるしかなく、華為の事後的な救済は不可能となる。また、本件では、中国での提訴の
受理の方がドイツよりも早かった等の事情もある。
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小米（シャオミ）とInter Digitalの紛争事件（その１）
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小米（シャオミ）とInter Digitalの紛争事件（その２）
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小米（シャオミ）とInter Digitalの紛争事件（その３）

• 武漢市中級人民法院の裁定（（2020）鄂01知民初169号の1）の結論

① Inter Digitalはデリー高等裁判所での暫定的差止命令・永久的差止命令の申立てを取り下げよ。
②本件結審まで、Inter Digitalは、いかなる国・地域の裁判所でも本件に係る3G・4G標準必須特許に関
連する暫定的差止命令・永久的差止命令及び関連命令の執行を申請してはならない。③本件結審ま
で、Inter Digitalは、いかなる国・地域の裁判所でも本件に係る3G・4G標準必須特許に関連するライセ
ンス料紛争につき訴訟を提起してはならない。④本裁定に違反した場合、違反した日から1日あたり
100万人民元の過料（法定の上限額）に処し、日数で積算する。

• 武漢市中級人民法院の上記裁定の理由

①Inter Digitalは、小米による本件訴訟が武漢市中級人民法院に受理されたことを知った後、本件訴
訟の審理を尊重せず、インドの裁判所で仮差止及び差止請求の手続を行った。このことは、本件審理
の手続に干渉と妨害をもたらすものであり、Inter Digitalに主観的故意がある。

②Inter Digitalがインドの裁判所で差止請求の手続を行うことは、本件訴訟と異なる判断が下される事
態を招く可能性がある。これは、小米とInter Digitalとの間で既に展開しているライセンス交渉の達成に
影響するのみならず、本件訴訟の執行にも困難をきたす。

③Inter Digitalがインドの裁判所で仮差止及び差止請求の手続を行うことは、必然的に小米及びその
関連会社のインドでの運営に影響し、小米の利益を極めて大きく損なうこととなり、且つその損害も修
復し難くなる。

④Inter Digitalは特許不実施主体（NPE）であり、ライセンス交渉と訴訟を通じて利益を獲得しようとする
ものであり、標準必須特許の製品の製造を行っていない。本法院が「Anti-suit Injunction」命令を下す
ことは、Inter Digitalの救済に遅延をきたす以外に、Inter Digitalの有する標準必須特許自体には何ら
実質的な損害をもたらすことがなく、且つ社会公共の利益を害することもない。

42



サムスンと Ericssonの紛争事件（その１）
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サムスンと Ericssonの紛争事件（その２）
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サムスンと Ericssonの紛争事件（その３）

• 武漢市中級人民法院の裁定（（2020）鄂01知民初743号）の結論

①本件結審まで、Ericssonは、いかなる国・地域の裁判所、税関、行政機関、又はその他
のルートで本件に係る4G・5G標準必須特許に関連する暫定的差止命令・永久的差止命
令又は行政措置を求めてはならず、既に提起された関連請求を取り下げよ。

②本件結審まで、Ericssonは、いかなる国・地域の裁判所、税関、行政機関、又はその他
のルートで、本件に係る4G・5G標準必須特許に関連する暫定的差止命令・永久的差止
命令又は行政措置の執行を申請してはならない。

③本件結審まで、Ericssonは、いかなる国・地域の裁判所で、本件に係る4G・5G標準必須
特許に関連するライセンス料率紛争につき提訴してはならず、既に提起された関連請求
を取り下げよ。

④本件結審まで、Ericssonは、いかなる国・地域の裁判所で、サムソンによる本保全申立
の取り下げ又はサムソンによる本保全裁定の執行申立ての差し止めを請求してはならな
い。

⑤本裁定に違反した場合、民事訴訟法第10章（「民事訴訟の妨害に対する強制措置」）
の関連規定に従い処罰する。
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サムスンと Ericssonの紛争事件（その４）

• 武漢市中級人民法院の上記裁定の理由

①被申立人の行為により判決が執行困難となる状況が存在するか否かについて

仮に被申立人がイセンス条件又はライセンス料に関する裁定の申立て等の関連行為
を行えば、先に受理された本件と後に受理される訴訟との間に、審理の範囲及び判決
の結果に重複又は衝突が生じ、本件判決の執行が阻害されてしまうこととなる。

②行為保全措置を講じなければ、申立人の合法的な権益に回復しがたい損害をもたら
すことになるか否かについて

本件における技術分野は通信分野であるため、製品の周期が比較的短く、技術のアッ
プグレードが比較的早い。差止措置の執行は、申立人による製品の販売を阻み、その
市場シェアを不可逆的に縮小させ、その利益に回復しがたい損害をもたらす。

③行為保全措置を講じないことによる申立人への損害が、行為保全措置を講じたことに
よる被申立人への損害を超えるか否かについて

申立人は、行為保全措置を講じなければ、生産・販売活動は不利な影響を被ることと
なり、中止を迫られる可能性もある。一方、被申立人にとって、行為保全措置はその特
許権の行使に一定の制限を受けることとなるが、その権利の根本的な喪失を導くことは
ない。したがって、行為保全措置を講じないことによる申立人への影響のほうが大きいと
いえる。
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サムスンと Ericssonの紛争事件（その５）

④行為保全措置を講じることが、社会公共の利益及び国際民事訴訟秩序に損害を与える
ことになるか否かについて

行為保全措置は社会公共の利益に損害を与えることはない。消費者は申立人が生産・
販売する通信製品を持続的に取得することができ、製品の販売禁止や売り切れ等の状況
に遭うことはない。行為保全措置を講じなければ、申立人の生産・販売が禁止されるリスク
を生じ、かえってその市場競争に関与する力が損なわれ、消費者の利益に不利な影響を
与えてしまうこととなる。 また、行為保全措置は国際民事訴訟秩序に損害を与えることも
ない。本法院は申立人及び被申立人との間の標準必須特許ライセンス料に関する紛争を
最初に受理した法院として、申立人から進んで裁決を求められる場合、行為保全措置を講
じることは双方の紛争の一回的解決に資し、また、申立人及び被申立人が異なる国家・地
域における提訴による訴訟トラブル及び管轄権の競合を最大限解消することができる。

⑤申立人が行為保全申請のために有効な担保を提供したか否かについて

申立人は、本法院に5000万元の預金証明書を提出し、それを行為保全の担保のために
法院により凍結されることに同意し、また、法院の要求があれば、それに従い担保の金額
を高めることができると説明した。当該預金担保は、行為保全措置が被申立人に与え得る
初歩的な損失をカバーすることができ、また、申立人の説明はその真摯な意図を表明した
ものといえる。さらに、このようなやり方は双方に制約を課し、双方が速やかに紛争解決の
実質的なプロセスに入るよう促し、紛争の早期解決を図ることができる。したがって、本法
院は、申立人が行為保全のために提供した担保を認める。
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「外国の法律及び措置の不当な域外適用への遮断に関する弁法」
（その１）

• 商務部は、2021年1月9日、「外国の法律及び措置の不当な域外適用への遮
断に関する弁法」を公布・施行。

• 目的：外国の法律及び措置の不当な域外適用による中国への影響を遮断し、
国家の主権・安全・発展利益を維持・保護し、中国の公民・法人等の合法的な
権益を保護すること

• 適用範囲：外国の法律及び措置の域外適用が、国際法及び国際関係の基本
準則に違反し、中国の公民・法人等、並びに第三国・地域及びその公民・法人
等による正常な貿易及び関連活動を不当に禁止・制限する場合

• 不当な域外適用の状況が存在するか否かの判断方法：①国際法及び国際関
係の基本準則に違反するか否か、②国家の主権・安全・発展利益に及ぼし得
る影響、③中国の公民・法人等の合法的な権益に及ぼし得る影響、④その他
の考慮すべき要素を総合的に考慮して、評価・確認を行う

• 商務主管部門による禁止命令：国務院商務主管部門は、不当な域外適用の
状況を確認した場合、その外国の法律及び措置を承認・執行・遵守してはなら
ないとの禁止命令を発布する。
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「外国の法律及び措置の不当な域外適用への遮断に関する弁法」
（その２）

• 損害を受けた当事者の権利：当事者が禁止命令に含まれる外国の法律及び
措置を遵守したことにより、中国の公民・法人等の合法的な権益を侵害した場
合、中国の公民・法人等は、法院に訴訟を提起し、当該当事者に対し、損害
賠償請求することができる。また、禁止命令に含まれる外国の法律に基づき
下された判決・裁定により中国の公民・法人等が損害を受けた場合、中国の
公民・法人等は、法院に訴訟を提起し、当該判決により利益を得た当事者に
対し、損害賠償請求することができる。当該当事者が法院による発効済みの
判決・裁定の履行を拒否した場合、中国の公民・法人等は、法院に強制執行
を申し立てることができる

• 政府による支援及び報復措置：中国の公民・法人等が禁止命令に従い、関連
する外国の法律及び措置を遵守せず、かつそれにより重大な損失を受けた
場合、政府の関連部門は、具体的な状況に応じて、必要な支援を与える。中
国政府は、外国の法律及び措置の不当な域外適用に対して、実際の状況及
び必要に応じて、必要な報復措置を講じることができる。

• 罰則：中国の公民・法人等が、関連状況をありのままに報告しなかった場合、
又は禁止命令を遵守しなかった場合、国務院商務主管部門は、それを警告し
、期限内の是正を命じ、かつ状況の重大さに応じて過料を課すことができる
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「外国の法律及び措置の不当な域外適用への遮断に関する弁法」
（その３）

• 中国は本弁法を策定する際に、1990年代以降の諸外国・地域の立法経験を
参考にした。例えば、①1985年に制定されたカナダの「外国域外措置法」（
Foreign Extraterritorial Measures Act (R.S.C., 1985, c. F-29)）、②1996年に制定
され、2018年に改正されたEUの「第三国により採択された法律の域外適用及
びそれに伴う行動・結果による影響からの保護に関する理事会規則」（Council
Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of extra-territorial
application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon
or resulting therefrom）等。

コメント：本弁法は、本来、米中貿易紛争を背景として、主に米国の輸出管理規
制に対抗するために制定されたものである。しかし、SEPに関連して、外国法に
基づき下された外国の裁判所による判決や外国の行政機関による処分・措置
等が、中国の公民・法人等にも域外適用され、損害を生じさせることがあり得る
（例えば、米国の独禁法の域外適用）。そうだとすると、SEPに関する紛争事件に
本弁法が適用され、中国政府又は中国の公民・法人等により何らかの対抗手
段が講じられたり、 「Anti-suit Injunction」をめぐる議論に影響を及ぼすことがあ
るかもしれない。
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51

遠藤誠著

・『中国における技術標準と特許を

めぐる最新動向と日本企業の戦略』

（2018年3月発行）

・『中国の特許権侵害紛争における

権利保護範囲の解釈と侵害判断』

（2019年3月発行）

・『中国の特許権侵害紛争における

行政処理の利用マニュアル』

（2021年3月発行予定）

購入申込は日本機械輸出組合へ。

TEL:03-3431-9348

http://jmcti.org/index.htm
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遠藤誠・孫彦著

『最新 中国ビジネス法務の基本と

実務がわかる本』

（秀和システム、2019年刊）

購入は一般書店、Amazon.com等へ。



ご清聴ありがとうございました。
ご連絡は下記まで。
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SEPに関する最近の韓国の動向

2021. 3.
Sehwan CHOI, Ph.D.
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サムスン関連ニュース

サムスン・ファーウェイ・クアルコム、次世

代映像符号化規格を発表

Samsung、Huawei、Qualcommが協力した次世

代ビデオコーディング標準がリリースされる。

MP3G-5 EVCは、新しいビデオコーディング標準で

あり、VR（バーチャルリアリティ）、AR（拡張現

実）コンテンツなどをより簡単に体験することがで

きるものと予想される。

[2020.5.11. 韓国ニュース]

米国テキサス東部地裁「中国の判決は、我々

とは別個」

テキサス東部地裁は2021年1月11日、サムスンと

エリクソン間の特許訴訟と関連し、「サムスンが中

国の裁判所の判決を米国の裁判所に強制することは

できない」という決定を下した。

これで、中国の裁判所を介して有利な判決を受けよ

うとしたサムスンの試みは失敗した。

[2021.1.12. 韓国ニュース]

サムスンとノキア、動画標準にかかるライセン

ス契約を締結

ノキアは2021年3月12日、サムスンと動画関連の標

準特許ライセンス契約を締結したと発表した。契約に

基づいてSamsungは、Nokiaにロイヤリティを支払

うことになり、両社は、契約の詳細条件は、公開しな

いことに合意した。

[2021.3.12. 韓国ニュース]

米国ITC「サムスンによるエリクソンの特許

侵害の疑いへの調査」

ITCは2021年2月16日、サムスンによるエリクソン

の通信インフラの特許侵害の疑いについて調査する

と明らかにしたロイター通信が伝えた。

エリクソン側が去る1月15日、4Gと5Gのネットワ

ーク装置にかかる特許を侵害したとしてITCに提訴

したことによるものである。

[2021.2.17. 韓国ニュース]
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韓国特許庁の動き

「デジタル新産業分野における特許付与基準」制定

KIPOは、デジタル新産業分野の企業が高品質の特許を取得して、将来の
成長エンジンを創出することができるようサポートするために、「デジタ
ル新産業分野における特許付与基準」を制定したと明らかにした。

デジタル新産業分野の特許付与基準が収録された審査実務ガイドラインは
、AI、IoT、種子、バイオ、医薬の5大核心分野について、融合技術を中
心とした特許性、記載要件に関する様々な事例などが含まれている。

企業の市場参入を奨励しICT融合・複合技術の従来の製造業の基盤特許付
与の基準を適用する不合理を脱皮するために、発明の分野別の特性と効果
を十分に考慮するように基準を整備した。

【2021年1月18日 特許庁のニュースリリース]
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特許法院第6回国際カンファレンス

8カ国の業界でオンライン・オフライン参加
SEPに関する最近の争点をすべてカバー

韓国特許法院の動き
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SEP関連特許出願動向

WLAN分野特許動向

次世代無線ネットワークに関する出願人別の

特許出願現況

IP5/PCTの公開/登録特許対象

[SEP Inside Vol.29 (2021.3.)]
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SEPライセンスとFRAND宣言を巡る争い

クアルコム v. 韓国公取委（KFTC）

2021. 3.
Sehwan CHOI, Ph.D.
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Source：KFTCの議
決書

1.（1）クアルコムの市場支配的地位

モデムチップにおける市場占有率の推移（2008-2015）
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1.（2）IP5各国でのクアルコム紛争

20/8 控訴審判決 19/12 ②高等法院判決

Fair, Reasonable and 
Non-discriminatory 
(FRAND) License? 

Source:
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2. 事件の経過：（1）KFTC

調査に積極的に協力し
、
内部資料を提出

全員会議でクアルコムの
主張に反論する旨証言

2015. 2.

クアルコムの独禁法違反に
関する調査に着手

KFTCの審査報告書に対
する意見書の提出

米国の裁判所へKFTC
の資料の閲覧を請求

韓国公取委での手続き

2016. 5. 2016. 7.

2016. 7. ~ 12.

計7回の全員会議を
開催

2017. 1.

クアルコムに是正命令
及び課徴金賦課

Fair Trade 

Commission
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2. 事件の経過：（2）裁判所

6個社、高裁で、
KFTC側に補助参加

2019. 5.2017. 2.

2017. 9. & 12.

クアルコムの是正命令効
力停止申請を棄却

米国の裁判所から、他企
業の政府機関への協力を
妨害しない旨命令

高等裁判所にKFTCの
処分への取消訴訟及
び効力停止申請

2019. 12.

ソウル高裁、KFTC勝訴
の旨判決を言渡

2019. 12.

最高裁に上告とともに、
高裁判決文の公開を
制限する旨申請

2020. 1. & 5.

クアルコムの公開制限
申請を棄却

ソウル高等裁判所 韓国最高裁判所

2個社、クアルコムと
和解、参加を脱退

4個社、最高裁で、
KFTC側に補助参加

1個社、
参加を脱退
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3. 移動通信市場のサプライチェーン

標準必須特許（SEP）保有者（ライセンス事業）
Qualcomm Technology Licensing (QTL)

モデムチップメーカー
Qualcomm CDMA 
Technologies (QCT)

端末レベルのライセンスモデムチップレベルのライセンス

競合 モデムチップメーカー
Samsung, Huawei, 
MediaTek and Intel

顧客 スマートフォンメーカー
Samsung, Huawei, Apple and LG 

モデムチップの供給
First-sale Doctrine

モデムチップの供給
特許権の消尽
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競合 モデムチップメーカー
Samsung, Huawei, 
MediaTek and Intel

標準必須特許（SEP）保有者（ライセンス事業）
Qualcomm Technology Licensing (QTL)

顧客 スマートフォンメーカー
Samsung, Huawei, Apple and LG 

モデムチップメーカー
Qualcomm CDMA 
Technologies (QCT)

端末レベルのライセンスモデムチップレベルのライセンス

モデムチップの供給
First-sale Doctrine

モデムチップの供給
特許権の消尽

4. Qualcommのビジネスモデル

3. Handset Level Royalty Rate
& Royalty-free Cross-licensing

「高い利益」を獲得

＆クアルコム中心の「特許の傘」
を作ってライバルを排除

1. Refusal to License

代わりに、不争契約を締結し、
特許権の消尽を遮断 2. No License, No Chip

ライセンスという武器を持ち、
モデムチップの供給を
いつでも拒絶・中断可能

After 2008
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競合 モデムチップメーカー
Samsung, Huawei, 
MediaTek and Intel

標準必須特許（SEP）保有者（ライセンス事業）
Qualcomm Technology Licensing (QTL)

顧客 スマートフォンメーカー
Samsung, Huawei, Apple and LG 

モデムチップメーカー
Qualcomm CDMA 
Technologies (QCT)

端末レベルのライセンスモデムチップレベルのライセンス

モデムチップの供給
First-sale Doctrine

モデムチップの供給
特許権の消尽

3. Handset Level Royalty Rate
& Royalty-free Cross-licensing

1. Refusal to License

2. No License, No Chip

ライセンスという武器を持ち、
モデムチップの供給を
いつでも拒絶・中断可能

「高い利益」を獲得

＆クアルコム中心の「特許の傘」
を作ってライバルを排除

代わりに、不争契約を締結し、
特許権の消尽を遮断

5. 韓国公取委（KFTC）の処分

＊クアルコムの３つの違法行為への是正命令
＊約1兆ウォン（1千億円）の課徴金

モデムチップ市場の独占強化

SEP技術市場の独占強
化

FRAND義務に違反
=>端末メーカーに対して
不当な条件を強制

端末メーカーへの不利益強制＆
ライバルのモデムチップメーカー
への競争制限

FRAND義務に違反
=>ライバルメーカー対して
モデムチップの製造・販売を妨害

Fair Trade 

Commission
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競合 モデムチップメーカー
Samsung, Huawei, 
MediaTek and Intel

標準必須特許（SEP）保有者（ライセンス事業）
Qualcomm Technology Licensing (QTL)

顧客 スマートフォンメーカー
Samsung, Huawei, Apple and LG 

モデムチップメーカー
Qualcomm CDMA 
Technologies (QCT)

端末レベルのライセンスモデムチップレベルのライセンス

モデムチップの供給
特許権の消尽

3. Handset Level Royalty Rate
& Royalty-free Cross-licensing

1. Refusal to License

2. No License, No Chip

ライセンスという武器を持ち、
モデムチップの供給を
いつでも拒絶・中断可能

「高い利益」を獲得

＆クアルコム中心の「特許の傘」
を作ってライバルを排除

代わりに、不争契約を締結し、
特許権の消尽を遮断

3. Handset Level Royalty Rate
& Royalty-free Cross-licensing

1. Refusal to License

2. No License, No Chip

ライセンスという武器を持ち、
モデムチップの供給をいつで
も拒絶・中断可能

「高い利益」を獲得

＆クアルコム中心の「特許の傘」
を作ってライバルを排除

代わりに、不争契約を締結し、
特許権の消尽を遮断

6. ソウル高等裁判所の判決

＊クアルコムの３つの違法行為への是正命令
＊約1兆ウォン（1千億円）の課徴金

モデムチップ市場の独占強化

SEP技術市場の独占強
化

FRAND義務に違反
=>端末メーカーに対して
不当な条件を強制

端末メーカーへの不利益強制＆
ライバルのモデムチップメーカー
への競争制限

FRAND義務に違反
=>ライバルメーカー対して
モデムチップの製造・販売を妨害

SEPの保有者が一方的な判断

でモデムチップの供給の中断
を決めることは、裁判所の差
し止め命令よりも強力

2つの行為による結果であり、端

末レベルのロイヤルティーの算定
や無償のクロスライセンス自体は
違法ではない

非消尽的契約だけでは、端末に
対してクアルコムが特許権を行
使できる不安定な状態

＊KFTCの是正命令は一部妥当、一部不当
＊課徴金賦課は全額妥当
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ありがとうございました。



Pravin Anand
Anand and Anand

SEP UPDATE - INDIA
March 18, 2021



▪ Should an injunction be granted in case of unwilling licensee, or patent hold-out? Eg
- Sisvel v Haier, Germany

▪ Can an injunction be granted beyond the territory of India?

▪ Types of injunctions:

• Ex parte temporary 

• Ad interim & Interim temporary 

• Permanent 

Some Issues in SEP disputes - Injunctions



▪ If not an injunction, then

• Pro tem arrangement; or 

• an interim arrangement for deposit of money or bank guarantee; or 

• a direction to secure a certain sum in the bank - Can it safeguard Plaintiff’s 
interest? 

▪ How should this sum be determined?

▪ Does Court go into validity, essentiality and FRAND issues for computing the sum? 

Some Issues in SEP disputes - Interim 
arrangements



▪ A declaration that Plaintiffs’ rates are FRAND

▪ Determination of FRAND rate by Court

• Comparable licenses; or

• Opinion of independent economic experts ; or

• Top-Down Analysis 

▪ Damages 

• Compensatory; and

• Punitive - Philips v Bhagirathi (2018); or

• Aggravated

▪ If no license agreed to, then permanent injunction 

Some Issues in SEP disputes - Final relief 



▪ Anti-suit-injunctions (ASI)

• ASI recognised by Supreme Court in 2003 (Modi Entertainment v WSG
Cricket PTE)

• First patent claim for ASI denied by Delhi High Court in 2008
(Moserbaer v Philips)

▪ Anti-anti-suit-injunction (AASI)

• First AASI ad interim order in India in 2020 by Delhi HC (InterDigital v
Xiaomi)

• Principles for ASI and AASI are the same

• No separate suit for AASI needed. AASI claim can be filed with patent
infringement suit.

• Confirmation of the AASI awaited (judgment reserved)

Anti-anti-suit-injunction orders in India



▪ First phase of confidentiality club orders in SEP matters (Ericsson and
Dolby) - Parties excluded; Lawyers and external experts only included

▪ Two orders (trade secrets and pharma regulatory related) - Departed
from above:

• Defendants must see confidential documents for fair adjudication

▪ InterDigital v Xiaomi - Two tiered order sought. Inner tier to exclude
party representatives relating to highly confidential patent license
agreements.

• Request denied on grounds of natural justice

▪ Appeal pending before Supreme Court - May 04, 2021

• Several interveners including Nokia, Dolby, Philips, Ericsson.

Confidentiality Club - Composition



▪ Royalty computed on whole device, not on smallest saleable patent practising unit
(SSPPU) - Philips v Bhagirathi (2018)

▪ Anti-trust and unfair competition issues to be left to Competition Commission of
India. Cannot cloud the infringement suit.

▪ Exhaustion - Onus lies on infringer to prove that overseas supplier was patentee’s
licensee.

Some other Issues in SEP disputes 



▪ Approx 35 SEP cases so far. Only 2 decreed after trial.  

▪ Several pre-litigation mediations. Highly successful 

▪ Jurisprudence still evolving 

▪ Common SSO (eg ETSI, ITU). Hence, cases like Unwired Planet v Huawei ; Sisvel v 
Haier; Nokia v Daimler have profound effect 

CONCLUSION



Kidon IP Corp. | David L. Cohen, P.C.
The SEP Expert Group

The Avanci BRL as a Prism for US-Focused SEP 
Developments 2020 & 2021

18 March 2021

Intellectual Property Strategy Management, Litigation, and Licensing Services



Outline
• My Perspective: US trained lawyer with extensive experience with SEPs primarily from 

the owner’s perspective but I also have much experience (and clients) on the implementer 

side.  My, more famous experiences include Nokia (managing the Qualcomm and Nokia 

litigations), and Vringo (ZTE litigations).  Kidon IP is a consultancy that focuses on IP 

monetization including assisting SEP owners in maximizing the value of their assets 

through licensing, litigation or other deal-making. 

• Kidon IP Blog: Many of the topics raised in this presentation are discussed in depth on my 

blog (subscribe here).

• Summary:  My talk will focus on the Business Review Letter issued by the US Department 

of Justice in July 2020 about Avanci’s business practices; first reviewing background and 

context, and then discussing the BRL itself.  The letter, in addition to citing my work on 

negative letters of assurance, is a useful prism through which to discuss the changing SEP 

landscape in the US.  The letter addresses, among other items:

• Patent counting and essentiality reviews; the efficiency of patent pools; royalty rate 

calculations; confidential information in licensing; end-product licensing; have made 

rights; exhaustion; litigation remedies; and standard development organization (SDO)  

governance.

© David L. Cohen, P.C.  This brochure may comprise attorney advertising   www.kidonip.com

https://www.kidonip.com/news/subscribe-to-kidon-ips-sep-related-blog-by-email/
http://www.kidonip.com/


Avanci BRL as a Prism (1/4)
• What:  Counsel for Avanci asked the US Department of Justice to issue a business review letter 

(BRL) regarding its proposed 5G connected car patent pool.  Avanci’s members account for between 

50% to 2/3 of all LTE and 75% of 3G SEPs.  At the request of the car manufacturers Avanci was 

created 2016 to offer a simple, one stop license for wireless SEPs.  Avanci’s rates are premised on a 

flat fee ($15/car), by standard, to be assessed against the end-product.  Avanci requested a BRL in 

light of implementer advocacy like that at the IEEE, lobbying for compulsory component level 

licensing.

• The Context:  In 2014 IEEE-SA (IEEE’s standard association), flagship standard IEEE 802.11 (a/k/a Wi-Fi), 
proposed the following changes to its patent policies:

• must offer to license those patents to all applicants requesting licenses, and cannot pick and choose 
among licensees,

• may not seek, or threaten to seek, injunctions against potential licensees who are willing to negotiate for 
licenses,

• may insist that licensees offer them reciprocal licenses under their own patents,
• may arbitrate disputes over FRAND terms,
• may charge a reasonable royalty that is based, among other things, on the value that the patented 

technology contributes to the smallest salable component of the overall product, and
• should ensure that subsequent purchasers of these patents agree to abide by the same commitments.

© David L. Cohen, P.C.  This brochure may comprise attorney advertising   www.kidonip.com

https://www.justice.gov/atr/what-business-review
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Avanci BRL as a Prism (2/4)
• The Fallout: Immediately concerns were raised by major stakeholders about the proposed rule 

changes:
• In a Novembers 2014 resolution, IEEE-USA expressed detailed written concerns about the proposed new 

policy.  Other wrote letters expressing “serious concerns” about the new policy discussed here in more 
detail.  One major concern noted that the the new policy’s encouragement of China’s industrial policy 
efforts to help its less-innovative industries against more innovative U.S. and European ones.

• From January 2016 to the end of June 2019, 77% (!) of Wi-Fi Letters of Asurance have been negative 
(including eight recent negative LoA from Huawei).

• After the change, the IEEE began conducting many policy meetings behind closed doors and in a way to 
stifle dissent (discussed here) as well as engaging in aggressive advocacy of for new policy overseas, 
especially in Asian jurisdictions, alleging US Government support for the new IEEE-SA policy and 
encouraging enforcement against U.S. patent holders.  A May 2016 press release and picture by China’s 
National Development and Reform Commission (NDRC), depicts IEEE-SA officials “explaining” U.S. 
antitrust and DOJ positions to NDRC officials. 

• SEPs Polluted by Politics: The debate and lobbying efforts associated with the IEEE policy changes 

show how much of the decision was political and how much money is being thrown at lobbying 

regulators (lobbying discussed at length here; politics here).
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Avanci BRL as a Prism (3/4)
Renewed DoJ Scrutiny: The changes to the IEEE policy occurred in the waning days of the Obama administration. 
In the Trump administration (2018) the IEEE came under DoJ scrutiny. In September 2020, the DoJ took the 
extraordinary step and issued a supplemental BRL to IEEE noting that changes have:

• “dampened enthusiasm for the IEEE process”, 
• Resulted in a significant increase in negative Letters of Assurance (LoAs) 
• Resulted in ANSI declining to approve IEEE-802.11ah and 802.11ai as American National Standards (ANSs) (see 

page 9).

Potential Threat: The BRL noted that IEEE was actively misrepresenting what the 2015 DoJ letter said.  Finally, the 
BRL closed with a veiled threat to investigate, at least under civil (as opposed to criminal) law, claims that 
implementers were colluding to impose in an SDO “anti-competitive policies or rules that favor their interests to 
the detriment of others” (p11)

Where will Biden’s DoJ and FTC Go? Hard to say, the focus now seems to have shifted from SEPs to Big Tech’s 
market dominance and merger practices; Amazon’s monopsony; and privacy issues.  Recall,  Apple and Google 
are strongest advocates for the implementer position.  Biden has even nominated a fierce opponent of Big Tech 
to a key DoJ position.

© David L. Cohen, P.C.  This brochure may comprise attorney advertising   www.kidonip.com
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Avanci BRL as a Prism (4/4)
• Continued Resistance? Despite the risks, or perhaps because of anticipated reversion under Biden, it appears 

that the IEEE staff is still tying to conceal negative LOAs from ANSI’s accreditation and approval body.  
• In 4Q20 in ANSI’s weekly publication announced ANSI’s decision to reaccredit IEEE under its revised 

policies that include a questionable March 2020 IEEE Annex containing Procedural Requirements for the 
Submittal of IEEE Standards to ANSI for Approval as ANSs (page 34).  

• This Annex is nowhere to be found on the ANSI or IEEE websites, but I got my hands on a copy of it. In 
seeking ANS approval, IEEE would only need to submit negative LOAs to ANSI if the specific patents listed 
on it are “explicitly stated in the proposed [IEEE standard]”  This never occurs since technical standards 
never recite SEP numbers. 

• This hidden agreement that allows IEEE (and IEEE alone) to conceal from ANSI (a) disclosure of patent(s) 
that may be essential for the standard and (b) the fact that the patent owner expressly declines to 
provide a F/RAND assurance under the IEEE patent policy, and thus obtain ANS approval for IEEE 
standards that fail to meet the ANSI Essential Requirements. A far cry from IEEE’s 2006 and 2015 letters 
to DOJ supposedly seeking to increase “clarity.”

• Possible Change? The  IEEE disclosed that its Board of Governors directed the IEEE SA to review and 
consider “removal or revision” of both of the he non-mandatory factors in the definition of “reasonable 
rate” and provisions pertaining in prohibitive orders from the 2015 revisions to its patent policy.
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The Contents of the Avanci BRL (1/4)
• General Observations:  First, it is very practical in nature and generally avoids the temptation of a purist 

approach that prevents the market from functioning, despite advocacy from strategic infringers who wanted it 
to do just that. (Economists are not always practical, e.g., a dynamic royalty rates.)

• Middle Path: It speaks about both hold-up and hold-out; it makes a reference to the theoretical problem of 
royalty stacking; and weighs the interests of both licensors and licensees.  For example, it notes the high value 
of aggregation of SEP (into pools) to vehicle manufacturers (p9) and at the same time notes the benefits of a 
“one stop shop” to both licensee and licensors (p18).

• It is worth noting that the BRL has the benefit of recent evidence on royalty load, including testimony 
from Apple:

Implementer Advocacy Implementer Testimony under Oath

© David L. Cohen, P.C.  This brochure may comprise attorney advertising   www.kidonip.com

Ann Armstrong (Intel), Joseph J. Mueller, and Timothy D. 
Syrett (WilmerHale, outside Counsel to Intel & Apple), THE
SMARTPHONE ROYALTY STACK: SURVEYING ROYALTY DEMANDS
FOR THE COMPONENTS WITHIN MODERN SMARTPHONES (2014)

Authors with “years of experience studying such costs” 
estimate patent royalties “stack” on a $400 ASP 
smartphone at $120-150 (= 30% -37.5%)

* “Stack” estimate for more expensive phone not 
provided

FTC v. Qualcomm (N. Dist. of Cal.) (May 21, 2019) 

Jeff Williams (Apple COO) testified: Apple negotiated a royalty 
rate with Qualcomm of $7.50 per handset (p. 85) which is “more 
than everybody else put together” (p. 174)

→ The patent royalties “stack” on a > $700 ASP* Apple 
smartphone is less than $15 ( = approximately 2%)

→ Less than a tenth (!) than the stack described in Apple 
advocacy

* See IDC Worldwide Mobile Phone Tracker

https://www.kidonip.com/wp-content/uploads/2018/10/Is-there-an-SEP-royalty-Crisis-FINAL.pdf
http://www.kidonip.com/


The Contents of the Avanci BRL (2/4)
• Essentiality Logistics: The BRL recognizes the impracticality of Avanci commissioning essentiality checks on all 

patents that are part of the program which amount to more than 30,000 patents. (p15)  It is worth contrasting 
this with recent EC efforts to develop processes (through AI and other means) to perform essentiality studies 
for all patents and pass the cost to the SEP owners.

• Context: Unwired Planet technical expert spent 7 hrs/patent for 5G (3/2021) & 11 hrs/patent for 4G
(12/2019) evaluating essentiality while others (e.g., TCL v. Ericsson) used <1 hour/patent.

• The question of essential patents, patent counting, and over-declaration SEPs even mentioned as a 
reason for the US’ lag behind China in National Security Commission on Artificial Intelligence Final Report.  

• Comparable Licenses Preferred: In addition to the typical 3d party evaluation of essentiality, the BRL 
advocated the use of comparable licenses and willingness/ability of licensors to enforce (p6,10). FN 71 states 
that “Market-based evidence of prior licenses to the patent ‘may be the most effective method of estimating 
the asserted patent’s value.’” 

• Context: The debate between the “top down” (proportionate essentiality analysis) vs. “bottom up” 
(comparable licenses) method of calculating F/RAND royalties has been ongoing for 10+ years.   Judge 
Birss in Unwired Planet argued for bottom up as the base and using top down for a “sanity check” and 
Judge Selna in TCL argued for the opposite approach. The DoJ seems to favor Birss, showing emerging 
trans-Atlantic convergence on the approach to F/RAND licensing.
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3752684
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470197
https://www.nscai.gov/2021-final-report/
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/supersize-this-unwired-planet-american-style.pdf?la=en
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The Contents of the Avanci BRL (3/4)
• Royalty Base Up to Parties: No requirement for end-device or component level licensing; up to the parties’ 

commercial interests: “It will be up to individual licensors to decide whether they will bilaterally license 
automotive manufacturers or component suppliers outside the Platform.”   (p17)

• Context: Implementers argued strongly for the smallest saleable patent practicing unit (SSPPU) doctrine 
for 10+ years despite pushback from the courts. The BRL Relegates SSPPU to the footnotes (129 and 136) 
and cites well respected critics of the doctrine in the SEP context.

• Field of Use: BRl acknowledged limiting a pool license’s field of use is not uncommon, and has been cleared by 
prior BRLs (that similarly considered efficiencies), e.g. the 3G BRL

• Context: Europe’s DG COMP and the Japan FTC similarly cleared the 3G Pool with its end device field of 
use – see COMP Letter and JFTC Letter.  U.S.,DoJ & FTC Antitrust Guidelines for the Licensing of 
Intellectual Property (4.1.2) permit a non-exclusive IP license that does not contain any restraints on the 
competitive conduct of the licensor or the licensee generally does not present antitrust concerns, even if 
the parties to the license are in a horizontal relationship

• Clarifying the Record:  The BRL makes it clear that its position has strong precedential justification going back 
to at least 20 years and cites the 3GPP BRL (pages 17, 19-20) that has been cleared by the DOJ in the 1990s.  
Moreover, the BRL notes the many procompetitive benefits of end device license (page 20). That data also 
demonstrates the consistency of the current Antitrust Division’s jurisprudence with decades of Antitrust 
Division jurisprudence.
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https://www.kidonip.com/standard-essential-patents/ssppu-is-not-a-frand-requirement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_02_1651
http://www.ffii.fr/Japanese-Competition-Authority-Approves-the-3G-Patent-Platform
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf
https://www.justice.gov/atr/response-3g-patent-platform-partnerships-request-business-review-letter
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The Contents of the Avanci BRL (4/4)
• “Have Made” Rights: The BRL addresses a major talking point of SSPPU advocates that claim component 

manufacturers are petrified of SEP licensors, noting that “’Have Made’ rights give component suppliers 
freedom to supply a licensee” (page 19).  Noting, as well (FN131) that “Even without explicit ‘have made’ 
clauses, courts are unlikely to allow an injunction against upstream component makers supplying licensed 
entities.”

• Patent Exhaustion is Real: The BRL (FN136), citing several economists notes that “patent holders cannot 
“extract ‘the value’ of being able to use its patented technology at multiple different levels in the value chain” 
due to patent exhaustion, and thus, the “second-best approach (in terms of capturing a significant fraction of 
the overall value of being able to use its technology for the patent holder) is to look as far ‘down’ the value 
chain as possible” (citations omitted).

• Context:  The question of patent exhaustion as it relates to components and global portfolios level has 
been around for a while and its implication for SEPs was noted in the FTC v. Qualcomm (p14) where the 
court of appeals in August 2020 overturned a decision that would have required exhaustion at the 
component level.
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http://www.fosspatents.com/2013/05/itc-judge-throws-out-google-and-htcs.html
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/19-16122/19-16122-2020-08-11.html
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Final Report of the National Security Commission on Artificial Intelligence (1/2)

⚫ Commission chaired by Eric Schmidt (former CEO of Google), with commissioners
comprising senior executives from Oracle, Microsoft, Amazon, Google, academia and 
government, was charged to investigate the US’ national security preparedness with respect 
to AI.  Report concludes that the US is unprepared, and China is a major risk. 

⚫ Chapter 12, focusing on IP, on laments how weak IP protection has hindered the 
development of AI; specifically, the courts’ limited protections available for computer 
implemented IP and how China has increased the quality of its IP ecosystem.  
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https://www.nscai.gov/commissioners/
https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf
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• The report identifies six IP issues hindering US innovation in AI:  

1. US courts have hampered the protections for software arts; 

2. China has a policy goal of increasing the quality of its IP and not just its quantity; 

3. China’s vast volume of IP creates prior art concerns for US patentees; 

4. Chinese companies over declaring patents as essential;  

5. the lack of US policies or protection for data and data ownership; 

6. China views IP as essential to economic development and continues to engage IP theft through 

hacking and the like.

Interesting that an AI report focuses on the supposed over-declaration by Huawei and ZTE of SEPs 

as a factor in the US being behind in AI development – seems to be part of a US trend to “copy” 

China and make SEP licensing a matter of National Security.
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Final Report of the National Security Commission on Artificial Intelligence (2/2)

https://www.kidonip.com/news/chinas-anti-monopoly-law-as-a-weapon-against-foreigners/
http://www.kidonip.com/


Final Observations
• The DoJ seems more interested in letting licensors and licensees determine the best terms for licensing and less 

interested in SDOs forcing specific positions

• The DoJ has renewed concerns about SDO governance and threatened civil/criminal investigations.

• Many of the big questions about SEP licensing have remained the same since 2006 including: global vs. per patent 
licensing; what law governs; top-down/bottom-up royalties; end device or component licensing/exhaustion; patent 
counting/over-declaration/late declaration; good faith negotiation; allowable remedies; when can a party sue / who is 
an unwilling licensee or licensor.

• Recently senior courts and regulators have been giving detailed answers on these topics, including Huawei v. ZTE (ECJ); 
Unwired Planet (UK); Sisvel v. Haier (DE).

• In 2020 the US started also addressing these questions (e.g., 2020 IEEE and Avanci BRLs and the FTC v. Qualcomm 
appellate decision) and the US and EC positions seem to be converging on many areas including component level 
licensing and comparable licenses/bottom-up royalty.

• Based on current trends and the positions of most large SEP holders early stage 5G (rev. 15) licensing will follow similar 
arguments as prior SEP licensing; for later stages (rev. 16+) it is anyone’s guess.
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About Us: David L Cohen

• David L. Cohen was admitted to the bar in New York State in 1999 and later in New Jersey, Washington, DC and 
before the USPTO. David’s hand-on experience includes strategic litigation planning; global project 
management; patent monetization; FRAND licensing; building and managing legal and IP teams; patent licensing 
and negotiations; global anti-trust; strategic IP portfolio development and acquisition; IP strategy and opinion 
work; patent and trade secret assessments; and IT needs, strategy, & design.

• David L. Cohen, P.C. offers legal representation in all the above by David and/or his of-counsel collaborators, as 
required.  David L. Cohen, P.C.’s sister company, Kidon IP Corporation, is a vehicle both for IP deal-making 
(including sales and brokering) and to allow David L. Cohen, P.C., when providing legal advice, to tap into the 
deep business and technical experiences of David’s many non-lawyer collaborators.

• Prior to founding David L. Cohen, P.C. and Kidon IP Corporation, David was the Chief Legal and IP Officer of 
Vringo Inc. where he created a world class in-house team that spearheaded an effective global monetization 
program and brought in over 40MUSD in licensing revenue while pioneering numerous cutting edge, global 
monetization, enforcement and structured innovation techniques.+

• Prior to FORM, David was senior in-house counsel at Nokia Corporation, where he participated in or managed 
projects that generated over 1BUSD in revenue.+ David worked at the law firms of Lerner David and Skadden 
Arps before joining Nokia. David also clerked for Chief Judge Carman of the Court of International Trade.

• David has a BA and M. Phil in the History and Philosophy of Science, an MA in History and an MA in Legal and 
Political Theory. He received his juris doctorate from Northwestern University School of Law in 1998, cum laude, 
where he was on law review. David has multiple publications to his credit and is a frequent speaker at 
conferences.
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Key Contact Information

David L. Cohen, Esq.

Website www.kidonip.com

Telephone:  +1 917 596 1974

Email: dlc@davidlcohenpc.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davidlevycohen/
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mailto:dlc@davidlcohenpc.com
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パネルディスカッション
「短期的視点と長期的視点から考えるSEP戦略～
事業戦略とSEP～」（60分）」

モデータ
◼ 二又 俊文

東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員
パネリスト
◼ 松村 光章

日本IBM株式会社 ライセンス渉外(APAC及びEMEA) 部長
◼ 高橋 弘史

パナソニック株式会社
知的財産センターPエグゼクティブエキスパート

◼松永 章吾
ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所 弁護士

2020 SEP研究会ワークショップ
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ご参加ありがとうございました。

Thank you!


