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 ロイヤルティ監査の意義としては、適切なロイヤルティ支払の検証、契約内容遵守の

確認、ライセンシー側の契約対象活動に関する情報を入手するといった意義があると

考えている。 

 

７． 韓国 

 

（１） ライセンス契約 

 

（ⅰ） 契約の意義と私法救済 

 

 韓国における「法」を理解し、諸外国のそれと比較を行うためには、韓国がいわゆる大

陸法主義を採用しており、成文法が中心的な役割を果たしていること確認しておく必要が

ある。 

韓国は日本やドイツと同様、議会により制定された法律が一義的な法源として機能して

おり、法令の解釈において判例が事実上の拘束力を発揮している。このような法制度が採

用されている背景には日本統治時代に近代的司法制度の整備が行われたという事情が存在

しており、従って現在でも韓国の法制度は日本のそれと類似している点が多い。 

 韓国における契約の基本原理は、民法典によって定められており、契約条項の解釈やそ

の効果については民法典が重要な意義を有している。 

 韓国民法典において契約の定義規定は見当たらないが、基本的には他の国々と同様に、

当事者間の義務の履行とその違反が生じた場合における救済が要件となっていると考えら

れる。また、前述の通り日本法を継受していることから、アメリカやイギリスとは対照的

に、債務不履行責任の基本構造につき過失責任に基礎を置く考え方が支配的であり、事前

に将来起こり得る事象を広く想定し、具体的なリスク配分を契約書上明記しておくインセ

ンティブに乏しいと指摘することができる。 

 なお、契約違反が発生した場合の救済手段についても日本と同様に、債務不履行が生じ

た場合には履行を強制する方法での救済が重要視され、直ちに契約関係を解消するのでは

なく契約関係を維持することが優先される傾向が強いと考えられる。 

 

（ⅱ） ライセンス契約の実際 

 

 法律事務所に対するヒアリングによれば、韓国企業が締結している平均的なライセンス

契約において、ロイヤルティの管理及びロイヤルティ監査に関連する条項として一般的に

明記されていると言えるものは以下の通りとなっている。 
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【ロイヤルティ管理及びロイヤルティ監査に関連するライセンス契約条項の例】 

 

 ロイヤルティに係る報告義務 

 実施報告の頻度 

 ロイヤルティ支払基礎となる関係書類の保管義務とその範囲 

 調査・監査権の明記 

 調査・監査に関わる費用負担の明記 

 

上記からも分かるように、韓国における一般的なライセンス契約においては、実施報告

書の記載項目の他、実施報告書の支払基礎となる関係書類の指定や保管状態についてまで

明記することは少ない可能性が伺える。また調査・監査権は明記されていることが一般的

であるものの、例えば調査・監査を実施できる期間や調査・監査を行う者が明記されてい

ないことが多いなど、具体的な条項までは盛り込まれていないことが一般的となっている

可能性がある74。 

ライセンス契約上、ロイヤルティ支払に係る違約があった場合のペナルティについても

明記されていないことが一般的であり75、違約金などについても明記されていないことが

多いものと考えられる。 

一般論としては、ライセンス契約に不履行があった場合にライセンサーはライセンシー

に対して損害賠償責任を問うことができる。例えばライセンス契約で定めた範囲を逸脱し

てライセンス対象の特許権を利用した製品を販売した場合には、①契約の違反という理由
76又は、②知的財産権の侵害による不法行為77という理由に基づき、損害賠償責任を追求す

ることが考えられる。 

 

（ⅲ） ロイヤルティの管理 

 

 ライセンスを管理する部門は、本社又は事業部の知的財産部や法務部が所管している例

が多い78。しかしこの点については、各企業の文化や組織によって大きく異なるものであ

                         
74
 法律事務所に対するヒアリングによる。 

75
 法律事務所に対するヒアリングによる。 

76
 民法典第 390 条。 

77
 民法典第 750 条。 

78
 法律事務所に対するヒアリングによる。当該法律事務所によれば、ライセンス契約を担当している人員は会社の規模

にもよるが、3名～20 名程度が多いとのことである。 
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り、実際に企業などに対するヒアリングの中では、担当事業部がライセンスの管理を担当

していると回答した企業も見られる。 

 

 ライセンスを管理している部門は法務部であり、当該管理部門のスタッフ数は2名（こ

のうち、ライセンス契約に従事するスタッフ数も 2名）である。（企業 A） 

 ライセンスを管理している部門は法務部である。法務部のスタッフ数は 16 名であり、

このうち、ライセンス契約に従事するスタッフ数は 2名である。（企業 B） 

 ライセンスを管理している部門は、知的財産マネジメントチーム及び技術移転マネジ

メントチーム（知的財産部）である。当該管理部門のスタッフ数はそれぞれ 11 名、7

名であり、このうち、ライセンス契約に従事するスタッフ数は 5名である。（研究所 C） 

 ライセンスについては知的財産部及び法務部（事業本部内）が所管している。スタッ

フ数字は 108 名であり、内 30 名がライセンス契約に従事している。（企業 D） 

 ライセンスを管理している部門は技術事業部門の技術マーケティングチームである。

同チームのスタッフ数は 4名で、内 2名がライセンス契約に従事している。（企業 E） 

 

  ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制については、法律事務所への

ヒアリングによれば、ライセンス管理担当部門の責任関係が明確になっていなこともある

が特段問題視はされていないようである。企業に対するヒアリングの中でも責任関係が明

確になっていないという声も聞かれたが、4 社については担当部門の責任関係が明確にな

っているとのことであり、運用としては責任の所在を明確にしている企業も少なくないも

のと考えられる。 

 

 ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある（当該管

理体制或いは仕組みの主管部署は経理部である）。もっとも、責任関係は明確になっ

ていない。（企業 A） 

 ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管

理体制或いは仕組みの主管部署は業務管理部である。また、責任関係は明確になって

いる。（企業 B） 

 ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管

理体制或いは仕組みの主管部署は知的財産部である。また責任関係は明確になってい

る。（研究所 C） 

 ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管

理体制或いは仕組みの主管部署は知財部である。責任関係も明確になっている。（企
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業 D） 

 ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはあり、当該管

理体制或いは仕組みの主管部署は技術マネジメントチームとなっている（責任関係が

明確になっている）（企業 E） 

 

 法律事務所に対するヒアリングによれば、ライセンシーから提出される「実施報告書」

についての形式的なチェック以上に調査を行う場合であっても、その対象はあくまで一部

であることが通常であり、ロイヤルティが多額であることやライセンシーの支払遅延歴な

どがあって、外部からの情報により疑義が生じることも調査のきっかけとなっているよう

である。もっとも企業に対するヒアリングにおいては、一部のライセンス契約を抽出した

上で管理を行っていると回答した企業は 1社で、残りの 4社においては全数又はほぼ全数

が管理の対象となっている。 

 

 ライセンス契約におけるランニングロイヤルティに関する管理は、全数、又はほぼ全

数を対象に実施している。（企業 A、企業 B、企業 C、企業 E） 

 ライセンス契約におけるランニングロイヤルティに関する管理については、一部を抽

出し実施している。抽出の際に考慮しているのは、ライセンシー企業の素振り（支払

遅延歴の有無など）やライセンシー企業の所在国である。（企業 D） 

 

韓国においてもライセンスに係る能動的な管理（調査など）を実際に行っている企業は

それほど多くなく、全体の 3割～半数程度にとどまっているとの指摘がある79。 

 

 ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理は、全て自社スタッフが行う。必要

に応じて、自社スタッフによる書類などの調査を実施している。（企業 A） 

 ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施頻度は必要な場合にのみ監査

人による監査を行う他、自社スタッフによる書類などの調査の実施が四半期ごとと

なっている。（企業 B） 

 ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理は、全て自社スタッフが行っている。

ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施頻度は、監査人による監査の

実施については訴訟時のような特別な場合のみ、自社検査部門による立入調査の実

施は潜在的なロイヤルティが見込まれる場合のみ行っている。なお自社スタッフに

よる書類などの調査の実施では１事業年度ごととなっている。（研究所 C） 

                         
79
 法律事務所に対するヒアリングによる。 
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 ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施主体は自社スタッフであるが、

監査人による監査は、契約期間中に 低 1回は実施している。（企業 D） 

 

（２） ロイヤルティ監査の実態 

 

 韓国においてもロイヤルティ監査を実施する際、外部の監査人を依頼するのは会計事務

所であることが多く、実際にロイヤルティ監査を実施している企業においては事業年度毎

程度の頻度でこれを実施していることが多いようである80。 

 今回ヒアリングを行った 5 社においては、4 社においてロイヤルティ監査を実施するこ

とがあるようであり、韓国においてはロイヤルティ監査を行う企業も増えてきているもの

と考えられる。ロイヤルティ監査に係る期間は長くても 1 週間程度のようであり、定期的

にロイヤルティ監査を実施している企業においては、必要以上のコストを掛けないような

範囲の監査を実施している可能性もある。 

 

 ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 1 週間、 低で 1 日、平均

で 2日程度である。ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、

過少支払い又は未払いが発見される事がある（能動的管理を行ったうちの 33％程度）。

過少支払い又は未払いが発見された場合に、その未払いのロイヤルティの回収率は

99％である。また、過去に回収された未払いのロイヤルティの額は 高で 1億ウォン、

低で 100 万ウォン、平均で 5,000 万ウォン程度である。ロイヤルティ監査を行う意

義は、適切なロイヤルティ支払の検証のため、契約内容遵守の確認のため、将来のロ

イヤルティ支払に対する適正化のためである。（企業 B） 

 ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 7日、 低で半日、平均で 1

日程度である。ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、過

少支払い又は未払いが発見される事があり、16％程度である。過少支払い又は未払い

が発見された場合に、その未払いのロイヤルティの回収率は 100％である。ロイヤルテ

ィ監査を行う意義は、適切なロイヤルティ支払の検証のため、契約内容遵守の確認の

ため、将来のロイヤルティ支払に対する適正化のためである。（研究所 C） 

 １件あたりの外部監査委託費用について、 高で 10 万ドル程度、 低で 2万ドル程度、

平均で 5 万ドル程度である。監査費用の負担者は、未払ロイヤルティ発見の有無によ

って異なる。ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 10 日、 低で

2日、平均で 3日程度である。ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施に

                         
80
 法律事務所に対するヒアリングによる。 
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よる成果として、ロイヤルティ算定基準の適正化やライセンス実施規定の見直しがな

された。（企業 D） 

 ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、過少支払い又は未

払いが発見される事がある。過小支払い又は未払いとなっているケースは能動的管理

を行ったうちの 10～15％程度である。ロイヤルティ監査を行う意義として捉えている

のは、適切なロイヤルティ支払の検証のため、契約内容遵守の確認のため、将来のロ

イヤルティ支払に対する適正化のためといった点である。（企業 E） 

 

Ⅲ． 日本におけるロイヤルティ管理と監査の実態 

 

１． アンケート調査結果に見る実態 

 

（１） 国内アンケート調査の概要 

 

（ⅰ） アンケート調査の目的 

 

 我が国における企業・大学など及び上場企業の監査を行っている監査法人、コンサルテ

ィング会社などに対して、アンケート調査を実施し、我が国におけるロイヤルティ監査の

現状や課題、契約内容、ロイヤルティ監査の成果、ライセンス契約を締結する企業の国内・

海外別の対応の違いなどを明らかにする目的でアンケート調査を実施した。 

 

（ⅱ） アンケート調査対象の選定 

 

① 企業・大学など 

 

 本調査は、知的財産のライセンス契約に係わるロイヤルティについてのアンケートであ

ることから、知的財産を有し、その保護や活用について高い関心を持っている企業に送付

することが望ましい。また、本アンケートでは、我が国全体の傾向を把握することよりも、

ライセンス契約を締結している企業における現状や課題などを把握することがより重要で

あると考え、ランダムに企業を選定するのではなく、特定の企業群に絞ってアンケートを

実施することが有効であると判断した。そこで、企業向けアンケートについては、日本知

的財産協会の正会員企業(903 社)に対して実施することとした。 

 一方で、大学向けアンケートについては、国内の承認・認定 TLO（50 機関）に対して実

施することとした。 
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（７） 韓国 

 

○ ライセンス契約を管理している部門は法務部であり、当該管理部門のスタッフ数は 2

名（うち、ライセンス契約に従事するスタッフ数も 2名）である。（企業 A） 

○ ライセンス契約を管理している部門は法務部である。法務部のスタッフ数は 16 名であ

り、うち、ライセンス契約に従事するスタッフ数は 2名である。（企業 B） 

○ ライセンス契約を管理している部門は、知的財産マネジメントチーム及び技術移転マネ

ジメントチーム（知的財産部）である。当該管理部門のスタッフ数はそれぞれ 11 名、7

名であり、うち、ライセンス契約に従事するスタッフ数は 5名である。（研究所 C） 

○ ライセンス契約については知的財産部及び法務部（事業本部内）が所管している。スタ

ッフ数字は 108 名であり、内 30 名がライセンス契約に従事している。（企業 D） 

○ ライセンス契約を管理している部門は技術事業部門の技術マーケティングチームであ

る。同チームのスタッフ数は 4名で、内 2名がライセンス契約に従事している。（企業

E） 

○ ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある（当該管理

体制或いは仕組みの主管部署は経理部である）。もっとも、責任関係は明確になってい

ない。（企業 A） 

○ ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管理

体制或いは仕組みの主管部署は業務管理部である。また、責任関係は明確になっている。

（企業 B） 

○ ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管理

体制或いは仕組みの主管部署は知的財産部である。また責任関係は明確になっている。

（研究所 C） 

○ ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはある。当該管理

体制或いは仕組みの主管部署は知財部である。責任関係も明確になっている。（企業 D） 

○ ロイヤルティを適正に回収するための社内的な管理体制或いは仕組みはあり、当該管理

体制或いは仕組みの主管部署は技術マネジメントチームとなっている（責任関係が明確

になっている）（企業 E） 

○ ライセンス契約におけるランニングロイヤルティに関する管理は、全数、又はほぼ全数

を対象に実施している。（企業 A、企業 B、企業 C、企業 E） 

○ ライセンス契約におけるランニングロイヤルティに関する管理については、一部を抽出

し実施している。抽出の際に考慮しているのは、ライセンシー企業の素振り（支払遅延

歴の有無など）やライセンシー企業の所在国である。（企業 D） 

○ ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理は、全て自社スタッフが行う。必要に応

じて、自社スタッフによる書類などの調査を実施している。（企業 A） 
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○ ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施頻度は必要な場合にのみ監査人に

よる監査を行う他、自社スタッフによる書類などの調査の実施が四半期ごととなってい

る。（企業 B） 

○ ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理は、全て自社スタッフが行っている。ラ

イセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施頻度は、監査人による監査の実施に

ついては訴訟時のような特別な場合のみ、自社検査部門による立入調査の実施は潜在的

なロイヤルティが見込まれる場合のみ行っている。なお自社スタッフによる書類などの

調査の実施では１事業年度ごととなっている。（研究所 C） 

○ ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理の実施主体は自社スタッフであるが、監

査人による監査は、契約期間中に 低 1回は実施している。（企業 D） 

○ ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 1週間、 低で 1日、平均で

2日程度である。ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、過

少支払い又は未払いが発見される事がある（能動的管理を行ったうちの 33％程度）。過

少支払い又は未払いが発見された場合に、その未払いのロイヤルティの回収率は 99％

である。また、過去に回収された未払いのロイヤルティの額は 高で 1億ウォン、 低

で 100 万ウォン、平均で 5,000 万ウォン程度である。（企業 B） 

○ ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 7日、 低で半日、平均で 1

日程度である。ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、過少

支払い又は未払いが発見される事があり、16％程度である。過少支払い又は未払いが発

見された場合に、その未払いのロイヤルティの回収率は 100％である。（研究所 C） 

○ １件あたりの外部監査委託費用について、 高で 10 万ドル程度、 低で 2万ドル程度、

平均で 5万ドル程度である。監査費用の負担者は、未払ロイヤルティ発見の有無によっ

て異なる。ライセンシーに対して監査を行う場合、監査期間は 高で 10 日、 低で 2

日、平均で 3日程度である。（企業 D） 

○ ライセンス・ロイヤルティに関する能動的管理による成果として、過少支払い又は未払

いが発見される事がある。過小支払い又は未払いとなっているケースは能動的管理を行

ったうちの 10～15％程度である。（企業 E） 
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