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まずは、韓国の企業情報データベースなどをもとに、ライセンス相手の候補群を

発掘します（第２編参照）。 

次に、これら複数の韓国企業の中から、自社の事業を韓国で実施させるに好まし

い企業を選定します。候補となった韓国企業が、移転対象の特許技術を韓国で実施

し、且つ十分な品質を確保できるだけの技術力、生産力、品質管理能力があるか否

かは当然検討すべき要素ですから、その韓国企業の既存の製品や生産状況を調査し

て判断することになります。しかし、こうした技術的要素にとどまらず、その韓国

企業の財務能力、韓国内でのマーケティング能力なども重要な検討要素です。 

こうした評価は、自社の事前調査や技術マーケティングの段階で把握した情報を

元に行うか、あるいは、韓国の技術取引専門機関などにコンサルティングを依頼し

て得ることができます。 

 

選定基準概要 詳細選定基準 

相 手 企 業 の 技 術 実

施、使用の能力 

  財務能力 

  設備能力 

  生産及び技術能力 

  品質管理能力 

  マーケティング能力 

  事後サービスシステム 

  技術の改良能力 

協力的関係の構築、

維持に関する頼性 

  協力的企業文化 

  経営意思決定の柔軟性 

  コミュニケーションの効率性 

  協力の持続可能性 

  技術協力の経験 

  提携管理者の指定可否 

 

 

 

 

 

 

特許ライセンスの相手企業は、どのように選べばよいですか？ 
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ライセンス交渉を行う前には、以下のような項目（主要な契約条件）について、

ライセンスを行う目的や、韓国での事業計画、相手企業の特性に応じた検討をあら

かじめ行って、ライセンス戦略を適切に確立しておくことが肝要です。（第３編参

照） 

 

１．知的財産の提供の範囲 

① 特許のみかあるいは特許とノウハウ、特許と商標を一緒にライセンスするか 

② 技術資料などの提供や技術指導(派遣指導）の要否とその範囲 

 

２．ライセンスの範囲 

① 独占的ライセンス（専用実施権など）か、非独占（通常実施権など）か 

② 再実施権（Sub License）の許諾可否 

③ 市場（地域）の制限、対象製品の制限 

④ ライセンス期間 

 

３．対価（ロイヤルティ） 

① ロイヤルティの額 

② 対価の支払い方法（一時金か経常ロイヤルティか）、最低技術料 

③ 租税の取り扱い、監査権 

 

そのほかに、契約書の作成にあたって必要な事項として以下のような事項もあり

ますので、ライセンス交渉前、あるいは、主要な条件について交渉がまとまった後

に、これらの事項についても両者で協議をする必要があります。 

 

① 改良技術の取り扱い 

② 技術保証 

③ 部品、原材料、製造設備などの提供 

④ 競争製品の取り扱い制限 

 

 

 

 

 

ライセンス戦略で検討すべき「条件」として、どのようなものがありますか？ 
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ライセンス交渉にあたって特に留意したほうが良い点は以下の通りです。 

 

１．交渉相手の把握および対処 

• 交渉相手の把握（権限、性格、態度、方針、能力、スタイルなど） 

- 対応能力を備えるよう交渉チームをライセンス契約に利害関係を有するす

べての部署（財務、法律、エンジニアリング、マーケティング）の代表者

から構成し、相手の要求に対する徹底的な準備とともに技術と市場に対す

る十分な理解に基づいて交渉を進める 

• 状況に応じて、技術者、弁護士・弁理士などの交渉参加の検討 

• 韓国固有の文化やライセンス関連法・支援プログラムの熟知 

- ライセンス先の組職文化は交渉に多くの影響を及ぼすので、韓国企業の交

渉文化や交渉能力について理解したうえで交渉に臨む。 

 

２．技術流出への対処 

• 交渉時に公開(開示)する範囲の決定 

- 予め交渉中に話せる内容とそうでない内容等を決めておく 

• 交渉前における秘密保持契約の締結 

• オプション契約の有無ならびに範囲の決定 

 

３． 時間と空間の活用 

• 相手方に時間的な制約・拘束がある場合は、最大限それを利用する 

• 交渉場所はできるだけ有利な場所(例:自社会議室等)で行う 

• 自由な雰囲気で相手方担当者と歓談する機会をもつ 

 

４．先に提案する 

• 提案ベースで交渉が進展する可能性が高い 

• 先に提案するための事前調査を徹底する 

 

５．会議録やＭＯＵ 

• 交渉段階別にその結果を会議録として整理 

• 会議録における相手の確認署名 

• 以後、紛争発生時、重大な証拠資料として活用可能 

 

交渉中に「特に注意すべき点」として、どのようなものがありますか？ 
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韓国企業とのライセンス契約書の作成時に特に留意しなければならない事項には

次のようなものがあります。 

 

• 契約当事者や下請負の許容可否など 

 

• 契約地域(輸出国家の指定）や輸出の許可・禁止 

 

• 実施許諾条項など 

 

• 商標の使用と製造物責任及び製造物責任の免責 

 

 

 

  

更に、韓国の公正取引法上の不公正取引行為に該当有無についての検討やロイヤ

ルティの租税等も確認して下さい。 

又、一般的なチェック事項は次ページの［表１］のようになります。より詳細な

内容は‘第６編のライセンス契約の作成’などをご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約書の言語 

 裁判管轄と準拠法 

 実施権者の不争義務 

 実施権者の範囲特定 

 契約地域 

 実施権の種類 

 製造物責任 

ライセンス契約書の作成時における留意点はどのようなものがありますか？ 
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［表１］技術移転契約チェックリスト 

                                            
1 技術料は技術の購買ないし使用に対する対価をいい、より広義である‘ロイヤルティ’は技術以外の権利(例えば商

標権)に対する使用対価の意味としても使われる。技術に対する使用対価という点を強調するためにはロイヤルティよ

りは技術料という用語がより適当な場合もあるので、本マニュアルでは技術料とロイヤルティという用語を混用するも

のとする。 
2 韓国の民法では、契約の‘解除’と‘解止’を区別して定義している。契約が‘解除’されれば、各当事者はその相

手方に対して原状回復の義務があり(韓国民法第５４８条)、契約が‘解止’されれば、該当の契約は将来に対してその

効力を喪失する(韓国民法第５５０条)。つまり、契約の‘解除’は該当の契約自体がはじめからなかったことにする行

為であり、契約の‘解止’は、解約時点までの契約は有効とするが、以降の残り期間の契約を取り消す行為である。 

テーマ 内容 確認 

契 約 当 事 者 
契約当事者の名称と本店所在地（登記簿謄本、事業者登録

証）の確認 
 

 

契約技術の定義 契約技術を明確に明記する。(技術名／特許番号など）  
 

技術移転の支援 

契約後に進行される技術移転支援および諮問内容の具体化

(無償支援期間、諮問回数、研究者を派遣する場合の人

員・期間・経費処理など） 

 
 

技術移転の方式 
譲渡／専用実施権／通常実施権／期間／地域又は製品限定

など 
 

 

技術料 1
技術料の納付方法(一括払い又は前払技術料＋経常技術料) 

の納付 
経常技術料の計算方法及び納付時期と会計資料の検査方法 

 
 

改 良 技 術 
改良発明に対する公知／共同所有の有無／実施権許諾の有

無等 
 

 

秘 密 保 持 
相手方の秘密情報取得による保安措置（期間／損害賠償形

態） 
 

 

紛争解決方法 紛争解決の手続きと方法（管轄裁判所／仲裁方法、等）  
 

契約の 解止 2
契約解止に該当する事由規定（猶予期間および書面通知可

否） 
  

 

協 議 契約に規定していない事項の協議方法  
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ライセンスに関する知っておきたい法規   

 

 

知的財産権に係わる法令としては、 

 特許法 

 実用新案法 

 デザイン保護法（日本の「意匠法」に相当） 

 商標法 

 著作権法 

 不正競争防止および営業秘密不正競争防止 

 オンラインデジタルコンテンツ産業発展法(デジタルコンテンツの保護目的) 

 半導体集積回路の配置設計に関する法律(半導体配置設計権の保護を目的） 

などがあります（第１編第２章を参照）。 

 

更に、外国企業の韓国企業への不当な技術提供を防止し、国家核心技術の外国への

流出防止や不公正な取引を禁止するために 

 産業技術の流出防止および保護に関する法律 

 独占規制および公正取引に関する法律 

 国際契約上の不公正取引行為などの類型および基準 

などを設けています。 

 

一方、技術開発促進法は所定の要件に該当する新技術に対する認証および支援する

ため 

 外国人投資促進法 

 技術開発促進法 

 技術移転および事業化促進に関する法律 

などを規定しています。具体的な内容は第３編の第４章から第６章を参照して下さ

い。 

 

ライセンスに関連する韓国の法制度は、以上のとおりです。各法律、指針等につい

ては、本書で詳細に解説しておりますので、詳しくは本書の対応ページをご覧くださ

い。 

韓国において知的財産権の技術移転に係る法令はどのようなものがありますか？ 
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ライセンスの対価算定及び管理   

 

 

売上高を基準にしたロイヤルティは、対象物の販売価格に料率を掛けて算定しま

す。その算定方式を要約すれば次のようになります。 

売上高（販売額）ロイヤルティ＝対象製品の売上高×料率 

この際、対象製品の売上高は総売上高にするのか純売上高にするのかを決定しな

ければなりません。総販売価格（総売上高）を実施料算定の基礎とすれば、許諾特

許の実施効果と無関係な諸経費に対しても実施料を賦課するという問題があります

が、諸経費をわざわざ計算する手間が省けます。一方、純販売価格（純売上高）を

実施料算定の基礎とする場合にはその逆です。 

一般的に売上高から一定部門を除いた純売上高を基準にする場合が多いのです

が、この際、除かれる部分に対する項目を控除項目と言い、この控除項目をどの範

囲にまでするかは、当事者によって慎重に合意しなければならない部分です（控除

項目などに対しては第３編の第２章を参照）。 

 

 

 

 

 

韓国の公正取引法は、国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準を告示し

ていて、ライセンス契約の中でロイヤルティ条項を決める場合には、いくつか留意

すべき点があります。例えば、過度に高額なロイヤルティを賦課する行為は、韓国

の民法上、公序良俗に反し、ロイヤルティ差別行為（ロイヤルティ率の差別的割

引、差別的ロイヤルティ上限制）、特許権消滅後のロイヤルティ支給、ロイヤルテ

ィディスカウント行為、技術料算定方式が契約書に明示されずに提供者が技術料算

定方式を一方的に決める場合、契約製品以外の製品に対して技術料を賦課する場合

などが代表的な事例です。最近、韓国と外国企業間のロイヤルティ条項に関して不

公正課徴金が下されたケースとして最も有名な事例は、２００９年に韓国の公正取

引委員会がクアルコム社に対して不公正取引の疑いで韓国史上最大規模となる２,６

００億ウォンもの課徴金を賦課したケースであり、ロイヤルティ差別行為、特許期

間満了済みの特許に対するロイヤルティ賦課行為などを含んでいます。 

 

売上高を基準にしたロイヤルティ算定の際、注意する点は何でしょうか？ 

 

ロイヤルティ契約時に韓国の公正取引法上の留意事項は何ですか？ 
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商標権及び著作権ライセンス    

 

 

韓国商標法によれば商標に関する専用使用権（日本では独占使用権）を締結する場

合、韓国特許庁に登録をしなければその効力が発生しないので、紛争の防止のために

登録をするようにし、登録手続きに関して契約書に明示することが望ましいです。更

に、専用使用権を許可すると言っても第三者による並行輸入は許容されますから、こ

れに対する十分な説明及び必要ならば契約書に明示するようにします。また、商標は

出所を示す表示なのでライセンシーが使用する商品などの品質を統制する品質管理条

項が具体的に契約書に明示されなければならず、契約終了時の在庫品処理についても

商標の名声保持及びロイヤルティ確保と直接的な関連があるので具体的に明示されな

ければなりません。より具体的な内容は第５編第１章を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国商標法によれば、商標使用権者は商品の品質誤認や出所の混同を起こさないよ

うに、使用する商標の正当使用義務及び使用権者の氏名表示義務を持つようになり、

商標権者は使用権者の商標使用に関する管理、監督義務、及び商標権の放棄の際に使

用権者の同意を得る義務などを持つようになって、これに違反する場合、商標登録ま

たは商標使用権が取り消されるおそれもあります。この義務条項は契約書に記載され

ていなくても守らなければならないので、紛争を防止するために契約書に明示するよ

うにします。より具体的な情報と説明は第５編第１章を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

韓国において商標権ライセンス契約を締結するとき 

特に留意しなければならない事項は何ですか？ 

 

韓国で商標権ライセンス契約を締結するとき 

両当事者の義務にはどのようなものがありますか？ 
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韓国では著作物、特にキャラクターに対する関心が日増しに増加しており、キャラ

クターの導入と活用が普遍化されています。韓国の企業も自社イメージの改善や製品

広報のためにキャラクターを積極的に活用しており、三星生命、現代証券など多様な

分野の多くの企業が関連するキャラクターを導入・運用しています。メトライフ生保

会社は世界的によく知られたキャラクターであるスヌーピーにより企業の官僚的なイ

メージから脱しており、インターネットのショッピングモールである三星モールはク

レイメーション映画のキャラクターであるウォレスとグルミットを広告人物として使

用し、親近感をもたらしています。また売上げ向上効果を享受する事例も色々登場し

ており、東洋製菓はアメリカのワーナーブラザース映画社のマンガ映画キャラクター

を採用して以降、１０％以上の販売増加をもたらしました。ロッテ製菓もＴＶアニメ

ーションのキャラクターを製品名にしたキャラクターガムを販売し２０億ウォン余り

の月間販売額を達成した事例があります。より具体的な情報と説明は第５編第２章を

参照して下さい。 

 

 

 

 

ソハブランドネットワークス社のブランド［カッパ（ＫＡＰＰＡ）］が最近の代表

的な例になります。［カッパ］は１９１６年にその起源を遡ることのできるイタリア

ンスタイリッシュスポーツカジュアルブランドで２００８年６月イタリアのカッパ本

社であるベーシックネット（Basic net）と新しくライセンス契約を結んだＥＸＲコリ

アの子会社であるソハブランドネットワークス社が発売、展開しています。 

ソハブランドネットワークス社は、イメージメーキングをしっかりと伝達し、長期

的なブランド強化のために中国及びアジア圏の国家で不法に生産・流通し韓国内に搬

入されるにせ物に対して厳格且つ迅速な取り締まりが必要だという判断により、専用

使用権の登録により商標権者に準ずる権限を受け、偽造商品の取り締まりを強化して

います。 

 

 

 

 

韓国で著作権ライセンスに対する事例はどのようなものがありますか？ 

 

韓国内において商標権者からライセンスを受けて 

使用権者の地位として商標権を行使している代表的な事例がありますか？ 
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韓国企業のライセンスに対する意識 

 

 

下の［表２］及び［表３］は、韓国企業が外国企業に技術を輸出したり外国企業

から技術を導入する際、どのような形態の技術移転方式が選択されたのかを示す統

計です。このような結果は、韓国企業だけの好みによると言うよりは韓国企業と外

国企業間の国際的技術移転に関する相互理解の折衝から始まっていると言えます。

より具体的な内容は第１編第３章‘３．国際技術移転の形態’を参照して下さい。 

 

 

［表２］韓国企業の技術輸出時における技術移転形態の統計     (単位：社、％) 

 
［表３］韓国企業の技術導入時における技術移転形態の統計      (単位：社、％) 

 

 

韓国の企業が外国企業との技術移転で特に好む技術移転方式とは？ 
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下の［表４］から分かるように、韓国の企業が外国から技術導入を推進する最大の

理由は競合技術の確保にあります。更に、下の［表５］から分かるように、韓国の企

業が外国から技術を導入する決定的な要因は、該当技術の技術性（４３．７％）、技

術料（２２．３％）、技術提供会社の技術力（１８．８％）、技術の寿命（１５．

２％）の順に示されています。大企業・中小企業を問わず、該当技術の技術性を重要

な要因として捉えています。一方、大企業は技術導入を決める際、技術提供会社の技

術力（１２．０％）よりは技術料（２４．９％）をより重視していることが示される

一方、中小企業は技術導入を決める際、技術提供会社の技術力（２１．３％）と技術

料（２０．８％）を同等の水準で考慮していることが示されています。より具体的な

内容は第３編第２章を参照して下さい。 

 

［表４］韓国企業における技術導入の推進理由            (単位：社、％) 

 

［表５］韓国企業における技術導入の決定要因             (単位：社、％) 

 

韓国企業が外国から技術を導入しようとする主な理由 

韓国企業が外国から技術を導入する際に、主に考慮される事項 

 

韓国企業が外国から技術を導入しようとする主な理由とは？ 

韓国企業が外国から技術を導入する際に、主に考慮される事項は何ですか？ 
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一般的な理論によれば、技術の成長期において技術移転に対する可能性が現れ始

め、技術の成熟期で技術移転が活発になっています。韓国の場合においても、同様な

様相を呈しています。下の［表６］及び［表７］は技術の寿命周期による韓国企業の

国際技術移転動向を示す統計資料です。成長期と成熟期の技術が技術移転対象として

圧倒的な比重を占めていることが分かります。特に韓国の中小企業は大企業に比べ初

期技術に対する技術移転が多いことが示されています。より具体的な内容は第１編第

３章を参照して下さい。 

 

［表６］技術寿命周期による韓国企業の国際技術移転動向(技術輸出）(単位：社、％) 

 

［表７］技術寿命周期による韓国企業の国際技術移転動向(技術導入）(単位：社、％) 

 

 

韓国企業が外国の企業などと技術提携を推進する際に、 

技術の成熟度の側面からどのような位置の技術が主に選択されているか？ 
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韓国でよくあるトラブルへの対策 

 

 

＜出願を優先する＞ 

特許、実用新案など産業財産権として出願されていない技術を公開してしまうと、

他人がその技術の内容を知ってこれを悪用して盗用したり、または、その技術を応用

した改良技術や類似技術について出願、登録を行うことができるようになったりする

ので、博覧会や展示会に出展するより先に特許、実用新案など産業財産権として出願

した後で公開をすることが重要です。 

また、出展した後に、特許などの出願を行っても、既に公開された技術については

特許を受けられないという特許制度の原則により、出願が拒絶されることになりま

す。なお、この点について、出願人が自ら公開した場合には一定の救済措置がありま

すが（韓国特許法第３０条）、韓国以外の国にも出願を行う場合には問題が発生する

おそれがあるので、やはり、やむを得ない場合を除いて、博覧会や展示会に出展する

前に、出願を済ませておくべきです。 

 

＜商標についても出願を済ませておく＞ 

商標については、特許などと異なり、韓国の展示会などで先に公開したことを理由

として商標出願が拒絶されることはありません。 

しかし、展示会の出展を見た者が、当該商品の韓国進出が計画されていることを知

り、先にその商標を韓国で出願してしまうおそれがあります。商標の場合、日本にそ

の商標の商品があったとしても、韓国でそれが周知または著名でなければ、先に韓国

で出願した者に権利が与えられるのが原則です。 

このような事態を避けるためにも、出展する前に（韓国への進出を検討する段階

で）商標についても出願を済ませておくべきです。 

 

＜なるべく重要な技術は露出しない＞ 

更に、特許、実用新案として出願または登録を確保した状態であっても核心技術が

そのまま露出してしまいますと、第三者がその内容を簡単に把握し、これを利用して

改良発明をして特許や実用新案を確保し、逆にライセンスを要求してくることも考え

られるので、核心技術が流出しないように気を付けなければなりません。ノウハウな

どの秘密情報について、流出しないようにすることはもちろんです。 

 

 

韓国で博覧会や展示会に出展する場合、特に留意しなければならない事項は？ 
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＜商談する場合は、秘密保持契約の締結も＞ 

商談となって、相手方から技術の内容や、原材料や製造方法、各種データなどの情

報を求められた場合には、その情報が秘密情報であれば「秘密保持契約」の締結も必

要となってきます。 

より具体的な情報と説明は第６編第１章を参照して下さい。 

 

 

 

相手方企業が秘密保持の意志と能力があるかどうかを把握する必要があります。そ

して本格的な技術移転交渉に先立ち秘密保持契約書（Non－Disclosure Agreement）を

必ず作成して下さい。この際、公開される技術情報の範囲を明確にしなければなりま

せん。相手方企業の最高経営者から秘密保持義務の確認を受けるのみならず、その他

必要な従業員に対しても個別的に秘密保持契約を締結することが場合によっては必要

です。相手方企業が適切な秘密保持管理システムを保有しているかどうかもチェック

しておく必要があります。更に、技術移転の形態による技術流出防止戦略のチェック

ポイントを詳細に作成し各段階別に秘密漏洩防止戦略を立てておかなければなりませ

ん。一方、技術資料のより安全な保管と提供のために技術資料寄託制度を活用するこ

とも良いでしょう。（より具体的な内容は第４編“第１章 技術移転交渉時の技術情報

の公開範囲及び保護方法”を参照） 

 

 

 

韓国での技術移転手続きは、一般的な技術移転手続きと全く異なっていると考える

必要はありません（詳細な韓国での技術移転手続きに対しては第４編を参照）。 

ただ、技術移転に係わり韓国には多様な法令が存在していますので、この法令に抵

触しないよう契約を進めることが望ましいでしょう（具体的な法令の内容は第３編第

４章から第６章を参照）。更に、交渉をうまく進めるためには韓国の交渉文化及び交

渉能力を理解することも重要です。韓国人は調和、関係の形成、形式などを重視し、

トップダウン式の意思決定に慣れている傾向があります。更に、韓国企業は最近、ラ

イセンス交渉の経験を豊富に積んでおり、特に防御的な立場から先行技術を発掘する

能力に卓越していますので、特にこのような点に留意しなければならないでしょう

（具体的な内容は第４編第２章“韓国企業の文化”参照）。 

一方、韓国企業等から技術移転を受ける場合には、該当技術が韓国政府の指定した

国家核心技術に当たるかどうかを予め把握しておく必要があります（第３編第６章参

照）。 

韓国企業などへの技術提供時、技術流出が心配です。適切な措置はありますか？ 

 

韓国での技術移転手続きで特に留意しなければならない事項はありますか？ 
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ライセンス契約時、特許権などを使用する対価として支払われるロイヤルティに対

しても一般的には税金がかかります。例えば、韓国内に事業所がない日本企業が自ら

の特許権に対して韓国企業からロイヤルティを支給される場合に、韓国税法で定める

ところにより関連税が源泉徴収されます。ロイヤルティ契約ではこのような税金を誰

の負担とするかをロイヤルティ契約条項で明確にしておくことが重要で、日韓両国の

税法をよく熟知し、発生し得る税金を予め詳細に確認しておくことが必要です。 

一方、日韓間には１９７０年代に日韓租税条約が締結されており、上記の場合に

は、韓国の技術導入者が納めた税金領収証を受け取り、韓国税務署に提出すれば、こ

の金額分だけ税金減免が受けられ、国際的な二重課税の免除を受けることができま

す。更に、この時、賦課される租税範囲は使用料総額の１０％を超過することができ

ないようにする制限税率の適用を受けます（第３編第２章参照）。 

 また、契約時、ライセンス料の課税に対する特別な明記がない場合は、ライセンシ

ー側が課税を負担しなければならない可能性が高くなりますので、ライセンシー側に

は注意が必要です。 

 

 

 

一般的に定額ロイヤルティの場合は、契約初期に支払いが成立するので未払いによ

る問題が少ない方ですが、経常ロイヤルティの場合、ロイヤルティ未払いによる問題

が起こる余地が多く含まれています。 

一般的に経常ロイヤルティを適用する場合には、技術移転の事後管理のために定期

的に実態報告書を提出するようにしたり、技術提供者が実施権者企業に現場実査がで

きるよう契約書上に明示することが好ましいです。更に、実施権者が故意に売上高を

不正に低く報告したりした場合に、技術提供者の実査費用や遅延利子などを、実施権

者が支給しなければならない義務条項などを明示することも好ましいです。 

更に、技術提供者も実施権者が売上げによる経常ロイヤルティをきちんと納めてい

るかどうかを積極的に確認することが必要です。例えば、経常ロイヤルティが売上高

を基準に計算される場合、移転技術に係わる製品カタログ、広報記事などの実施権者

の売上げ関連情報を持続的にモニタリングすることが良いでしょう。一方、技術料が

きっちり回収されず、実施権者である企業を現場実査する場合には、できるだけ、技

術開発者、契約担当者、弁理士、公認会計士などがチームを編成して実施することが

好ましいでしょう。 

日韓間の技術移転によるロイヤルティ支払いについて課税はどうなりますか？ 

 

ロイヤルティの効果的な回収方法はありますか？ 
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特別な約定がない場合は、不当利得返還有無が問題となる可能性があります。従っ

て、ライセンサーとしては、“ライセンシーの支払ったロイヤルティはいかなる場合

においても返還されない。”のような契約条項を必ず設ける必要があります。このよ

うな実施料不返還特約は無効と見なすことができないという韓国法院（裁判所)の判例

もあります。より具体的な内容は第１編第２章１－４の“（３） 特許などの無効とラ

イセンス”及び第６編第１章１２－４の“（２）許諾特許権の有効性保証”を参照し

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国の製造物責任法第３条によれば、製造メーカーは製造物の欠陷によって生命、

身体または財産に損害（当該製造物に対してのみ発生した損害を除く）を被った者に

その損害を賠償しなければなりません。従って、一般的なライセンスの場合ならば該

当製品を直接製造・販売していないライセンサーには製造物責任がないと言えるでし

ょう。ただ、判例によれば、“製品に製造メーカーや輸入業者と誤認を生じさせる一

連の表示をした者”も業者に属することになりますので、ライセンシーに対する商標

使用許諾時には、ライセンス製品に対する品質チェックなどの活動を保証し、ライセ

ンサーに製造物責任がないことを契約書に明示するなどの措置が必要です。より具体

的な内容は第６編第１章“１１－２商標の使用と製造物責任”を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

ライセンス契約期間中に特許が無効になってしまえばその間に支払われたロイヤ

ルティはライセンシーに返還しなければなりませんか？ 

 

韓国企業に特定製品の製造と販売でライセンス供与しましたが、販売製品の欠陥

のため消費者が被害を被った場合、ライセンサーの責任はどうなりますか？ 
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ライセンスの基本用語 

 

 

特許権、デザイン権（日本における意匠権）、商標権、著作権などの権利（知的財産

権）は、一般に独占権といわれているように、他人がその特許技術を実施したり、他人

がその登録商標を使用したりすることを排除する権利を有しています。 

特許権者などは第三者に対して、このような独占的な権利の実施（使用）許諾をする

ことができます。‘実施権’とは、特許権者以外の者が特許発明などを業として実施す

ることができる権利を意味し、通常、特許権者と実施権者との間の契約によって発生し

ます。 

特許権者などの知的財産権を相手方に実施（使用）許諾する者をライセンサーあるいは

実施許諾者などと呼び、そのような許諾を得て実施権を持つ者をライセンシーあるいは

実施権者などと呼びます。 

また、実施権は許諾の内容及び性質などによって専用実施権と通常実施権とに分けら

れます。専用実施権及び通常実施権という用語は日本の特許法で使用されているものと

同様で、その意義や効果についてもほとんど同じです。専用実施権は独占的ながら排他

的な物権的権利で（従って、特許権者も専用実施権の範囲ではその実施権限が排除され

る）、通常実施権は独占的でも排他的でもない債権的権利です（従って、同一の範囲の

実施権を多数の者に設定することもできます）。専用実施権は特許庁への設定登録によ

ってのみその効力が発生する点に気を付けなければなりません。通常実施権の設定登録

は、第三者に対する対抗要件です。特に、英文にて契約書を作成する際には、専用実施

権を“ Exclusive and sole license”と明確に表現しなければなりません。

“Exclusive license”という表現は独占的通常実施権を意味することもあるからで

す。より具体的な内容は第１編第５章及び第６編第１章“５－１．実施権の選択”を参

照して下さい。 
 

［表８］専用実施権と通常実施権の比較 

区分 専用実施権 通常実施権 

許諾者 特許権者 特許権者（又は専用実施権者） 

設定登録 効力発生要件 第三者対抗要件 

許諾者の自己実施権留保 不可 可能 

他の実施権の存在 可能(但し、許諾範囲が異なる) 可能 

再実施権設定 特許権者の承諾が必要 特権者又は専用実施権者）の承諾が

要 
 

 

「実施権」とは？／韓国における専用実施権と通常実施権の区分は？ 
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技術は無形の「資産」であるので、技術情報を他人に移転し、当該技術を使用させ

るときには、それに相応する対価の支払いという概念が生じます。このような技術取

引に対する対価をロイヤルティ（royalty、使用料又は実施料)といいます。 

「経常ロイヤルティ」とは、予め算定基準を設け、一定期間その算定基準によって

ロイヤルティを定期的に計算して支給する方式であり、一般的に生産量、販売量など

技術が使われる水準に比例して決まります。経常ロイヤルティは、ｉ）製造原価に連

動したロイヤルティ、ⅱ）節減金額に連動したロイヤルティ、ⅲ）純利益に連動した

ロイヤルティ、ⅳ）（純)売上高に連動したロイヤルティ、ｖ）契約製品単位に連動し

たロイヤルティなどに分類され、これらの内、ｉ）～ⅳ）を料率実施料（percentage 

royalty、従価実施料とも言う）と言い、ⅴ）を対物実施料（ per－ quantity 

royalty、従量実施料ともいう）と言います。 

この内、製造原価、節減金額または純利益に連動するロイヤルティの場合には、実

施権者の重要な機密事項の公開が必要になる問題があり、好まれない傾向があるの

で、一般的には契約製品の売上高または販売量などに連動する方式が採択される場合

が多くなります。これらの方法は確認と計算が簡単で、機密事項公開のおそれが比較

的少ない点等の長所があり実務上多く利用されています。その他、最近多く採用され

ている方式としてマイルストーン方式がありますが、主にバイオ分野において多く使

用されており、技術移転料を技術開発段階別に支給する方式です。バイオ分野では前

臨床、臨床、許可申請、製品生産など技術の開発段階を容易に区分することができ、

その段階別で技術の事業化及び市場価値が大きく変わるので、このようなロイヤルテ

ィ算定方式が多く採用されています。（詳細は第３編第２章を参照) 

「定額ロイヤルティ」とは、技術対価を使用実績と関係なく定められた定額金額と

して表示し支給する方式で、前払金、固定技術料、総額技術料などがあります。この

内、前払金は一般的に技術取引の初期段階で支給するものであり、内容的には該当技

術移転の最小経費等に対する補償と考えられ、一般的に経常ロイヤルティと併用され

るようになります。 

一方、固定ロイヤルティは、実施許諾のすべての対価を定額で支払うことであり、

技術移転全体に対して一括払いにするか、四半期別に固定支払いの場合があります。

この内、一括払いの方式は特に韓国の大学で多く採用されている傾向があります（具

体的には第３編第２章２－２．の“ロイヤルティの支給形態による分類”を参照）。 

実際には、定額ロイヤルティよりは経常ロイヤルティがより多く採用されています

が、経常ロイヤルティは技術提供者の立場では経常ロイヤルティの算定に対する売上

高などの販売状況を正確に確認しづらく、実施権者も経常ロイヤルティに対して技術

提供者から実査の要請がある場合、資料準備などの負担を抱えるようになり、内部資

料閲覧に係わり多くの摩擦をもたらす場合が多いため、韓国の多くの大学と一部の大

企業では定額ロイヤルティ方式が好まれています。 

「ロイヤルティ」とは？ ／ 経常ロイヤルティと定額ロイヤルティの違い 
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