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モノのインターネット（IoT）は、データインサイト
（データ分析により得られる価値）とオートメーショ
ン（自動化、機械化）の恩恵を享受する商業用不動産
、ヘルスケア、製造、自動車などの幅広い業界で、既
に爆発的な成長を遂げています。無線通信接続により
、スマートメーターやコネクテッドカーからテレロボ
ティクス（遠隔制御ロボティクス）や遠隔手術機器ま
で、何十億もの製品がIoTに加わるようになるでしょ
う。このユニークなエコシステムを実現し、各既存製
品が接続性を拡大することで従来機能を強化できるよ
うに、Avanciは、極めて重要な標準必須無線通信技術
のライセンスを取得できる、公正で透明性のある価格
設定を重視した、初のIoTメーカー向けマーケットプ
レイス（取引市場）を創設致しました。IoT開発者が
ダイナミックな市場機会を充分に活用できるように、
Avanciの価格モデルでは、ライセンス供与を合理化し
、予測可能な価格を可能にする定額ロイヤリティ方式
を採用しています。 

 
 
 

無線通信技術の特許権者

無線通信技術の特許権者

無線通信技術の特許権者
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モノのインターネット

には 
特許ライセンスにお

けるソリューションが
必要です 

AVANCI：IoTコネクティビティの加速に向けて 
2025年までに410億台を超えるデバイスがIoTプラットフォー
ムに接続されると予想 される中、モノのインターネットは、
これまでにない全く新しい進化した製品の出現を後押しして
います。今はまだ想像上に過ぎないこの爆発的な成長は、IoT
メーカーにとってはブランドや製品をより良いものにするた
めの、また消費者にとってはコネクティビティが発展した世
界の利便性を享受するための扉を開くことにつながります。
このようなモノのインターネットの将来展望を完全に実現す
るためには、このエコシステムに接続する新たな製品の製造
メーカーが最新の無線通信技術にアクセスできる、オープン
で合理化された方法が不可欠です。 

 

この差し迫った業界ニーズに応えるため、Avanciはモノのイ
ンターネットにおける、特許の権利化がなされ、標準化され
た無線通信技術をライセンス供与する、世界初のマーケット
プレイスを構築しました。Avanciのマーケットプレイス 
により、これまで知的財産（IP）のライセンス契約に煩 
わされていた業界や製品開発者が、世界最高のアイデアに簡
単にアクセスできるようになっています。このシンプルで透
明性の高いライセンス方法により、製造メーカーは本来の業
務である消費者に利益をもたらす革新的な新製品の開発に集
中できます。 
Avanciの効率的で成長マーケットプレイスの目標はシンプル
です。今日存在する標準必須無線通信特許の内の大部分への
アクセスを提供し、企業の皆様がより迅速にイノベーション
を起こすことが可能となるよう支援することです。 
これは、IoT製品メーカーが公正で合理的かつ差別のない（
FRAND）ライセンス条件を用いて、ひとつの場所とひとつ
のライセンスで通信技術を利用できるようにすることで達成
されます。 
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Avanciの価格
設定は、IoT向
け特許ライセン

スを 
簡素化します 

AvanciはIoTエコシステムに対し、、確立されたFRAND
条件下でのライセンス原則を用いた、標準必須無線通信
技術を対象とする特許ライセンスを提供する価格モデル
を構築しました。現在2G、3G、4Gテクノロジーにも対
応したこの価格モデルは、製品開発者が必要な特許権を
確実に利用できるようにすると同時に、無線通信技術の
特許権者には技術投資に対する収益をもたらします。IoT
市場に参入する企業の皆様にとっては、知的財産権（IPR
）のコストが長期的に予測可能となり、競合他社と同等
の公正な価格を確実に享受できるというメリットがあり
ます。また特許権者の皆様にとっては、横断的に、多く
のIoT関連産業で不可欠な技術を簡単に普及できるという
メリットがあります。そして誰もが取引コストを削減で
きます。これらすべての可能性を説明するために、この
ホワイトペーパーでは、Avanciの価格モデルが提供する4
つのメリット - 透明性、定額ロイヤリティ方式、価格の
予測可能性、そして用途ごとに異なる特許技術の価値に
基づいた競争力のある独自の価格設定 - について詳しく
ご紹介致します。 

 
 
 
 
 

 
無線通信技術の特許権者 ひとつの共同ライセンスAVANCI ワンストップ

ライセンス マーケットプレイス
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Avanciは特許
ライセンス供与
に透明性をもた
らします 

特許ライセンスの世界では、一般的に秘密裏に条件交
渉が行われます。例えば、企業が事業計画の公開を避
け、ライセンスの存在を競合他社に知られないように
するために、秘密保持は一般的となっています。しか
し、このような意味では納得できても、これらの秘密
保持規定は新規市場参入者にとって、IoTデバイスや製
品のライセンスおよびロイヤリティ条件を理解し、提
案された条件が公正で他社が支払っているものと一致
しているかどうかを評価することを難しくしてしまい
ます。さらに秘密保持義務により、すべての必須特許
権者に支払われるロイヤリティの総額（ロイヤリティ
スタック）を把握することが困難になります。 

 
透明性があり、自社が平等な条件での取引が確約され
ていると各製品メーカーが安心できることも魅力の一
つのAvanciの様々なアプローチは、IoT分野にとって非
常にメリットがあります。透明性の高いAvanciの価格
モデルは、自社ウェブサイトに公開しているロイヤリ
ティ料率を採用しており、業界の誰もが目にすること
ができるようになっています。これにより、Avanciは
競合し合う全ての会社に対し、主要な特許権者の特許
ポートフォリオを集約したライセンスを同一価格で提
供することができます。 

 
この一貫した透明性のあるアプローチは、IoT企業の取
引コストを削減し、最終的にはライセンス契約のプロ
セス簡素化を促します。よって、IoT分野の企業の皆様
は、弁護士と技術者のチームを結成して、可能な限り
有利な条件で標準必須無線通信特許を確保するといっ
たようなことではなく、無線通信技術を強力な基盤と
した革新的な新製品やアプリケーションの開発など自
社の得意分野に焦点を当てていただけます。 
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Avanciのライセン
スはすべて定額ロ
イヤリティ方式を
採用しています 

IoTのエコシステムは急速に拡大しており、また非常に
ダイナミックです。新規市場参入者は、適切なニーズに
適切なタイミングで対処することで業界を（いい意味で
）引っ掻き回すことができます。また市場へ参入済みの
テクノロジー関連企業は、既存資産を活用して垂直方向
にカスタマイズされた製品を提供することができます。
IoT製品のダイナミックな性質を考慮すると、従来のロ
イヤリティ方式には大きな欠点があります。例えば、将
来の売上予測に基づく一括払いで構成されたライセンス
は、結局予測は予測でしかないため、製品が失敗した場
合に特許権者へ過剰な収入を与えたり、また逆に大ヒッ
トを生み出した場合は、ライセンシーに予期せぬ大きな
利益をもたらしたりする可能性があります。他の可能性
として、販売価格に対するロイヤリティの割合を計算す
るには多大な報告が必要であり、多くのIoT製品はコネ
クティビティと関連しない主要な用途があるため、ライ
センスされた無線通信技術の価値をデバイスの販売価格
から算出することは困難です。 
たとえば、無線通信技術におけるライセンスの価値は、
75,000ドルの高級スポーツカーや2,000ドルのステンレス
製冷蔵庫の価格自体とは、ほとんど関係がありません。 

 
そのためAvanciは、従来とは異なる方法 - 生産または販
売されたユニットごとに固定価格が支払われる定額ロイ
ヤルティ方式を採用しています。当社では、この方法が
標準必須特許をIoT機器メーカーにライセンス提供する最
もシンプルで公平な仕組みであると考えています。その
理由は次の通りです。 

• すべての競合社が、同じ技術を使用する際に同
一のロイヤリティを支払うことになります。 

• 定額ロイヤリティは、信頼性が低かったり時代遅れ
であったりする予測に基づくものではなく、実際の
ユニット数に直接関連して変動します。 

• 収益および製品価格など機密性の高い情報を報告す
る必要がないため、取引コストを削減できます。 
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Avanciのライセ
ンスは<br/>コス
ト予測可能で価値
が上がり続けます 

              
公平性を確保 

するためAvanci 
では用途ごとに 

ロイヤリティ率を
設定しています 

マーケットプレイスのユニークな性質により、Avanciのライセ
ンスは、次のような要素から、時間の経過と共に価値が増大し
ます。 

• マーケットプレイスの既存ライセンサーは新たな特
許査定を受けるが、それらの新しい特許も自動的に
ライセンスに含まれる 

• 既存ライセンサーは（購入等により）特許を獲得す
るが、そのような特許もライセンスに自動的に含ま
れる 

• 標準必須特許を持つ新しいライセンサーがAvanciに加わると、
それらの特許も自動的にライセンスに含まれる 
なお、これら3つの成長要因により時間と共にAvanciのライセン
ス範囲が拡大しても、その価格は変わりません。Avanciは長期
ライセンスを提供しているため、ライセンシーは、ソリューシ
ョンの有効期間中は固定ライセンス価格を当てにできます。さ
らに、同じデバイスまたは新しいコンポーネントサプライヤー
に複数の通信モジュールを追加するといったサプライチェーン
または製品設計の変更は、Avanciライセンスの有用性または価
格に影響を与えません。 

技術を評価する際は、コンテキスト（状況や環境）がすべてで
す。灼熱の太陽が照りつけるテキサス州ダラスのオフィスに設
置されたエアコンと、北極圏の北に位置するオフィスのエアコ
ンの価格を比較してみましょう。ダラスでは事業をする上で不
可欠な価値が、北極では無価値になるのは明らかです。要する
に、どんな技術も「コンテキストのない状態では固有の価値が
ない」ということです。 
標準必須2G、3G、4G技術の場合、その技術が実装されるアプ
リケーションがこのコンテキストを決定します。この現実に
対処するため、Avanciは、セルラー接続が特定の用途にもたら
す価値を反映した価格で、マーケットプレイスを立ち上げま
した。明確な計算式はありませんが、特定の用途に対するラ
イセンス価値を決定する際の考慮点は、次の通りです。 

1) 広域的な接続性とモビリティの必要性 
2) 使用量  
3) 必要な帯域幅  
次に、これらの要素について詳しく説明します。 
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広域的な接続性とモビリティ 
IoTの導入には、モバイル性の高いドローンから産業用セ
ンサーなどの固定された（モバイル性の低い）ソリューシ
ョンまで、必要とするものは多岐にわたります。ドローン
の場合、継続的なモビリティが不可欠なため、無線通信接
続は非常に大きな価値をもたらします。しかし、固定セン
サーの場合、モビリティを伴わない代替の通信技術が利用
できる可能性があります。また、セルラー規格の全範囲、
ひいてはそれに対応した標準必須特許の全範囲が使用され
ない、または必要でない可能性があるため、無線通信接続
の価値は低くなります。したがって、モビリティが高いほ
ど、それを可能にするライセンスの公正価値も高くなりま
す。 

 
 

利
用

頻
度

広域的な接続性とモビリティ
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利用頻度 
IoTの展開は、コネクティビティの使用頻度によっても
大きく異なります。POS端末は小売店での取引を一日
中実行していますが、公共の道にあるスマートゴミ箱
は容量に達したときにのみメッセージを送信するので
、セルラー通信を頻繁に使用することはありません。
一つの要因として、POS端末が頻繁にセルラー通信を
使用することは、その用途においてコネクティビティ
の価値がスマートゴミ箱のそれよりも高いことを示し
ています。これは、通常使用されれば使用されるほど
その価値が高くなるという常識的な原則を広範囲に適
用したものです。 

 
必要な帯域幅 
必要な帯域幅も、IoTアプリケーション間で大きく異な
ります。例えば、ワイヤレス監視カメラは、動画スト
リーミングをサポートするために、広い帯域幅を利用
する必要があります。つまり、規格のより多くの側面
を使用し、より広範囲な標準必須特許ポートフォリオ
を必要とします。一方で、ワイヤレスの電力メーター
は、各伝送において非常に少ない情報しか送信しない
場合もあります。したがって、標準規格の機能の一部
しか必要としません。また標準必須特許の数も少ない
ため、結果、ライセンスの価値は下がります。 

つまりAvanciは、コネクティビティが特定の用途にも
たらす価値に合わせた価格設定を提供することで、標
準必須技術の発明者にとって公正なライセンス条件、
広い技術普及、合理的な投資収益を確保します。 
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終わりに Avanciは、IoT分野の成長に対応し、その成長を可能
にするために、標準必須の無線通信技術に対してカス
タマイズされた透明性の高い一律料金を提供するとい
う強い信念を反映した、ワンストップライセンス・マ
ーケットプレイスを創設しました。Avanciは、IoT開
発者が必要とするテクノロジーのライセンスを、ライ
センス供与の典型を変える方法で提供致します。これ
により、IoT分野に属する企業の皆様は、複雑な法的
問題に対処する代わりに、市場の需要に対応した革新
的な技術開発に専念し、IoTソリューションにおける
消費者の新たな選択肢を提供できるようになります。
Avanciの目標は、IoT分野に利便性、予測可能性、支
払い可能な価格をもたらすワンストップソリューショ
ンの提供を通じて、接続された世界（コネクテッド・
ワールド）の進化スピードを促すことです。Avanciの
企業概要、価格体系、および標準必須無線通信技術特
許ライセンス提供へのアクセス等（特許許諾やライセ
ンス取得）の詳細につきましては、Avanci.comをご覧
ください。 

https://www.avanci.com/
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