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特許侵害の損害賠償額の算定において２５％ルールを否定した 

ＣＡＦＣ判決とその影響 

2011 年 1 月 28 日 

２０１１年１月４日、ＣＡＦＣ（米国連邦巡回区控訴裁判所）は、Uniloc USA, Inc. v. Microsoft 

Corporation 事件で、特許侵害の損害賠償額を合理的実施料（reasonable royalty）で算定する

場合に実務上しばしば用いられてきた「２５％ルール」（製品の利益の２５％を一応合理的実施

料とするもの）を明確に否定し、また、侵害部分が製品の一部でしかない場合に製品全体の価

格に基づき合理的実施料額を算定することに歯止めをかける立場を鮮明にした。判決が米国

特許訴訟の損害賠償実務に与える影響が注目されている。 

 

他社の特許権に対していくら支払えばよいのか。この問題は、訴訟の場においてだけでなく、ビジネ

ス（ライセンス交渉）の場においても、他社特許権の利用が必要な製品を導入する場合に生じる。訴

訟においては，裁判所は，特許侵害による損害賠償額を、「合理的実施料」(reasonable royalty)に基

づいて算定することが多いが、いずれの場合も，何が公平であり「合理的」であるかについては，ビ

ジネス上の諸要素を幅広く考慮しなければ決まらない。ただし、ライセンス交渉をする企業が、現実

の交渉において、これらの諸要素を考慮するのに対し、裁判所は、権利者と侵害者との間の「仮想

的」ライセンス交渉を想定し、その中で、上記の諸要素を考慮する。 

 

４０年以上前、連邦下級裁判所は、ジョージア・パシフィック事件（Georgia-Pacific Corp. v. United 

States Plywood Corp.ニューヨーク南部地区地裁判決）で、侵害品の売上げに適用されるべき合理

的実施料の算定において考慮すべき要素を列挙した。これらの考慮要素は、特許侵害による損害

賠償額の算定だけでなく，現実のライセンス交渉でも広く受け入れられてきた。その中には、特許発

明実施品の非侵害代替品に対する市場での優位性や、実現可能な利益のうち特許発明の特徴が

寄与した部分、市場における競合品の有無、その他多くの要素が含まれる。 

 

もっとも、具体的な状況において種々の考慮要素を評価するという困難かつ不確かな作業を避ける

ために、単純に利益の一定割合を実施料とするという簡便法が採用されることも多く、裁判所もこれ

を許容してきた。「２５％ルール」あるいは提唱者の名にちなんで「ゴールドシャイダールール」とも呼

ばれるこの方法は、特許品の製造者は，製品の利益の２５％を，発明により得られた利益として特

許権者に支払うことに合意するだろう，という仮定に基づく算定方法である。侵害者の利益率を推定

し、その２５％を切り出せば、実施料率が算出される。非常に簡単である。 

 

しかし、これは簡単すぎる，と判断したのが Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corporation 事件ＣＡＦＣ判

決である。その適切性について争われることがなく、これまで「消極的に許容されてきた」２５％ルー

ルであったが、今回、ＣＡＦＣは、「仮想的交渉における実施料率決定するための方法として根本的

な欠点がある」として、これを明確に拒否した。判決は，２５％ルールは、「合理的な実施料を，事案

の具体的な事情に基づいて算定するものではないため」、侵害による損害額の算定において考慮さ

れるべきでないと判示している。これにより、少なくとも，訴訟の場において、上記のような簡便法を

用いることはできなくなった。 

 

Uniloc 事件では，特許権者は２５％ルールに依拠することにより、マイクロソフト社に対する３億８８０

０万米ドルという陪審評決を得ることができた。しかし、実際に特許権に抵触するのは、製品の中の

主要でない特徴だけであった。それにもかかわらず、陪審がこのように大きな損害賠償額を算定した

ことにＣＡＦＣは懸念を示した。判決は、２５％ルールを否定しただけでなく、実施料に基づく損害賠償

額の算定において，陪審が侵害製品全体の価格（entire market value）を考慮することにも制限を加

え、製品全体の市場価値を考慮に入れてもよいのは，侵害製品に対する需要が特許発明の特徴に
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よって生じている場合だけであると判示した。さらに，判決は，一審のトライアルにおける専門家証人

の証言に関連して、「侵害製品によって１９０億ドルもの収益があったという事実が明らかにされると、

特許発明の収益に対する貢献度合いに拘わらず、損害賠償額についての陪審員の視野を歪めるこ

とになりかねない。」と指摘したうえ、実施料率が十分に低いという理由では製品全体の市場価値を

考慮することを正当化できないとした。 

  

このＣＡＦＣ判決は，特許訴訟の当事者だけでなく，ライセンス交渉に関わる企業にとっても指針とな

る。特許訴訟に関わる多くの弁護士は，判決を，特許発明により製品の価値が現実に増加したこと

と陪審員によって認定される損害額との間に明確な関連性（陪審の認定する損害額は侵害製品の

売上高が大きい場合には非常に高額になる場合がある）を要求する近時の一連の判断の一つの到

達点と位置づけている。 

 

他方で、ライセンス交渉をする企業が２５％ルールを完全に捨て去ることはないかもしれない。特に、

特許が製品全体もしくは製品を差別化する特徴部分をカバーしている場合，２５％ルールは、長い間、

交渉の出発点として重宝されてきた。２５％ルールの考え方を用いれば、交渉の際に、ライセンシー

にとっての特許権の価値を決定する基本的なビジネス要素（たとえば特許発明の商業化にどれだけ

の費用・労力がかかるか，非侵害代替品があるかなど）に精力を集中することができるからである。 

 

また，「製品全体の市場価値ルール」（Entire Market Value Rule）は、陪審員をミスリードすることもあ

るが、ビジネスの場においては，製品中の特許部分に製品全体とは別の独立した市場がないときに

は不可欠なルールである。たとえば、特許の対象が車のフロントガラスに付属しているワイパーであ

る場合を考えてみよう。車全体の価額を基礎とし、適度に小さな実施料率を用いて実施料を算定で

きればよいが、これができないとすると、実施料率を適用すべき「部分」の価額を決定めなければな

らない。しかし、この決定は恣意的なものとならざるをえないであろう。 

 

Uniloc 事件ＣＡＦＣ判決は、訴訟の場において、製品全体の利益率や製品全体の価額のみを基礎と

して合理的実施料を算定することに制限を加えた。しかし、これらの方法は、法廷の外では、広く用

いられ続けられることになるであろう。 

以上 
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