
2020年1月1日以降に発行された
標準案段階の仕様を対象とした

FIDO IPRサマリー
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2020年1月1日

2020年1月に実施された
FIDO IPRポリシーの変更点について

FIDOアライアンスは2020.1.1にMembership Agreementを改訂しました。主な変更点は、IPR ポリシーで本文書は
FIDO IPR Summaryの抄訳で、IPRポリシーの変更について解説しています。
本抄訳は、あくまでも参考のためであり、正式な文書はMembership Agreement（原文）となります。



FIDO IPRポリシーの概要
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FIDOアライアンスのIPRポリシーは、オープンで制約のない仕様の提供をサポートす
ることを目的としています

• IPの所有権
– IPの所有権は引き続きメンバー企業によって保持され続けます

• 特許の無償許諾義務（ロイヤリティフリー（RF）ライセンス）
– 技術作業部会メンバーと貢献メンバーは、特定の条件において、世界中の誰もを対象に（提案

された各社の）保有する特許についてRFライセンスを付与することを義務とします
– 技術作業部会のメンバーまたは貢献メンバーでない場合、上記の無償許諾義務はありません

• 完全な実装
– 商業的販売および流通の権利は、仕様の完全な実装を条件とします

• RFライセンスからの除外条件
– 90日の除外期間中（完全な文書化後）
– 技術作業部会を脱会した場合（初期段階の仕様の場合のみ）
– RFライセンスから派生した貢献ついては除外対象外
– 特許諮問委員会(PAG)を発足させて対応



IPRプロセス概要:仕様

第1フェーズ:メンバーからの
貢献

第2フェーズ:技術作業部会
内の仕様策定と権利

第3フェーズ:すべてのメンバー
および非メンバーへの権利の拡
大

メンバーによる貢献

TWGメン
バーの90日
間の除外期

間第6.3.1節

TWGメンバー

が除外を提出

PAGプロセス
第6.5節

標準案

企業機密

技術作業部会

FIDO アライアンス入会
同意書の秘密保持条項により、

すべてのメンバーは、FIDO
アライアンスの目標を推進す

るという目的であればどんな

場合にも、資料を使用するこ

とができます

開示は不可

第5.5節

座長は文書を受け取り、

資料の使用に関する投

票のスケジュール調整

を行う

技術作業部会および

FIDOアライアンス・ボード
標準案段階の仕様にする準

備ができていることの両者によ

る共同決定

はい

いいえ

TWGメンバー
が除外を提出

第6.3.3節

技術作業部会

作業部会メンバーは以下を提供または受領：

作業部会におけるライセンス

（RF）
第6.2.1.5節

実装は可

販売・流通は不可

確認草稿の旧バージョンの
みにコミット第6.3.2節

技術作業部会メンバー

および貢献メンバー

標準案段階の仕様に添付す

る世界へのRFライセンス
供与の誓約

第6.2.1.1節および RFライセ
ンス要件に関する定義

RFライセン
ス供与の誓約
という貢献

第6.2.1.3節

標準案へ進
む準備はで
きているか

完全特別多数決- FIDO
アライアンス取締役会第4.4.2.5節

FIDOアライアンス・メンバー

技術文書

確認草稿

90日

TWGメンバーが
TWGから脱会

メンバーが
TWGに入会

事前草稿

社内意思決定プロセス - FIDOアライアンス・メンバー

作業草稿

承諾 -単純過半数

投票 -作業部会 –

第4. 4.2.3節

特別過半数投票-
作業部会第4.4.2.4節

FIDOアライアンス・セクレタリーがアライ

アンス・メンバー全員に文書を配布

第4.4.2.4節

TWGメンバーは当該
確認草稿にコミット

1) TWG座長によるFIDO取締役会への推薦
2)取締役会は45日以内に投票しなければならない



IPR –仕様 –第1フェーズ
メンバーからの貢献

第2フェーズ

メンバーによる貢献

技術作業部会

FIDO アライアンス入会
同意書の秘密保持条項によ

り、すべてのメンバーは、

FIDOアライアンスの目標
を推進するという目的であ

ればどんな場合にも、資料

を使用することができます

開示は不可

第5.5節

座長は文書を受け取り、

資料の使用に関する投

票のスケジュール調整

を行う

RFライセン
ス供与の誓約
という貢献

第6.2.1.3節

技術文書

事前草稿

社内意思決定プロセス - FIDOアライアンス・メンバー

承諾-単純過半数

投票-作業部会 –

第4. 4.2.3節



IPR –仕様

第2フェーズ

技術作業部会における仕様の策定と権利
• 貢献: 部会で議論された全ての事項は下記規

約に従う

• 作業部会ライセンス
• 入会同意書の秘密保持条項

• 公開:ボードは、以下の条件でFIDOアライア
ンスの成果物の公開または非メンバーとの共有
を承認できる

• ボードの特別過半数投票が必要
• FIDOアライアンスのウェブサイトに掲載された

文書は、最終レビュー（peer review）の
対象となる

メンバー
による貢献

RFライセンス供与の
誓約という貢献

第6.2.1.3節

TWGメンバ
ーの90日間
の除外期間

第6.3.1節

TWGメンバー

が除外を提出

PAGプロセス
第6.5節

TWGメンバー
が除外を提出

第6.3.3節

技術作業部会

作業部会メンバーは以下を提供または受領：

作業部会におけるライセンス

（RF）
第6.2.1.5節

実装は可

販売・流通は不可

確認草稿の旧バージョンの
みにコミット第6.3.2節

確認草稿

90日

TWGメンバーが
TWGから脱会

メンバーが
TWGに入会

作業草稿

特別過半数投票-
作業部会第4.4.2.4節

FIDOアライアンス・セクレタリーがアライア

ンス・メンバー全員に文書を配布

第4.4.2.4節

TWGメンバーは当該確
認草稿にコミット

1. TWG座長によるFIDO取締役会への推薦
2. 取締役会は45日以内に投票しなければならない

第3フェーズ



IPR – 仕様 – 第3フェーズ
すべてのメンバーおよび非メンバーへの権利の拡大

標準仕様(PS)へ
進む準備はでき
ているか

完全特別過半数投票- FIDO ア
ライアンスボード第4.4.2.5節

技術作業部会および

FIDOアライアンス・ボード
標準仕様（PS）に進む準備がで

きていることの両者による共同決定

はい

い
い
え

技術作業部会メンバー

および貢献メンバー

標準仕様（PS)に含まれる自己知
財の世界RFライセンス供与を

コミットする

第6.2.1.1節および RFライセンス
要件に関する定義

標準仕様（PS）



作業部会ライセンス 第6.2.1.5節

• 目的:策定された仕様が実際に正しく動作することを確認するために必要なテス
ト実施を可能にすること

• 課題:第6.2.1.1節に記載の特許無償許諾の誓約は、仕様が標準案となるまで効力
が生じません。しかし、標準仕様(PS)として公開された時点で仕様に不備があってはなら
ないため、事前にテスト実施が必要となります。

• 解決方法:作業部会ライセンスにより、技術作業部会(TWG)メンバーを対象として
作業草稿または確認草稿の各仕様に特許無償許諾の誓約が適用されます

– これにより、仕様の各種動作確認テストの実施を可能とする特許無償許諾の誓約が成立します

• 制限事項:作業部会ライセンスは、開発及び使用に限定されます。ただし、
輸入、販売および販売のための勧誘行為は対象外となります。

– これらの制限事項は、たとえロイヤリティフリーまたは無償であっても、実装したものを公に配布できないこと
を意味します。配布は、標準仕様(PS)および第6.2.1.1節の誓約がなければ実施できません。



必須クレーム除外手続きの概要

• 対象:技術作業部会(TWG)メンバーのみ
– RFライセンスから派生した貢献は必須クレームの除外対象にはできません

• 期間:90日間
• 除外手続きの発動条件:セクレタリーが確認草稿の仕様をアライアンスメンバーに

周知し、除外申立ての受付を開始します
• ドキュメント提出の要否

– 技術作業部会に残留する場合: 開示規則に従い、該当特許の必須クレームを開示しなければ
なりません

– 技術作業部会を脱会する場合:ドキュメントの提出は必要ありません。ただし、90日以内に脱会
した場合にその確認草稿のみを対象とした除外が成立します。

• 技術作業部会に参加する時:90日の除外申立て期間以外では、技術作業部
会に参加する際に除外申立てを行う必要があります

• 特許諮問委員会:特許に関する問題解決を目的として、除外申立てを受理した
場合に設置されます。



特許無償許諾義務の継続

• 特許無償許諾義務は、作業部会またはアライアンス自体から脱会・退会した
後も継続します

• 特許無償許諾義務はその特許が存続する限り継続します
• 特許無償許諾義務はその特許に付随する制限事項となります

– 特許の所有者が代わった場合、後の所有者も該当特許について特許無償許諾の誓約をした
ものとみなされます



メンバー Ver. 1.2 Ver. 1.3

A 旧

B 旧、新 新

C 旧、新 新

D 新 新

• 2019年12月31日時点で標準案段階の仕様は、その時点でのFIDOアライアンスの管理
下にあり、旧義務はその時のFIDOアライアンスのすべてのメンバーによって提供されています

• これらの仕様が改定された場合、どのIPRポリシーが適用されるのでしょうか?

実例:

• A、B、Cは2019年12月31日時点
でのFIDOメンバー

• Dは2020年1月1日以降FIDOに入会
• B、C、DはVer.1.3における技術
作業部会メンバー

• 仕様バージョン1.2は2019年12
月31日時点の標準案

• バージョン1.3は、2020年1月1
日以降の標準案

• バージョン1.3の仕様はバージョン
1.2を含む

結果:
• 右上の表に各メンバーに適用される義

務のバージョンを示します

「旧」とは、2020年1月1日以前のFIDOの条項に基づき、FIDO
アライアンスのすべてのメンバーが相互に訴訟を起こさないという合
意を意味します。
「新」とは、2020年1月1日以降の条項に基づき、すべてのTWGメン
バーによる特許無償許諾の同意を意味します。

2019年12月31日時点で存在する
仕様の改訂


