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第２章 ロイヤルティ（対価） 

 

 

１．技術対価の概要 
 

技術は無形の資産であり、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る。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)と言う。 

技術提供ライセンス

ロイヤルティ

技術提供者 技術導入者

 

 

コラム：ロイヤルティの源泉徴収について 

 

韓国法人税法第９３条第８号には 外国法人が韓国国税庁に法人税を納付しなければ

ならない国内源泉所得の種類のうち、使用料(royalty)に関する所得を次の通り定義し

ている。 

 

“８．次の各項目のいずれか一つに該当する権利・資産または情報（以下、この号

から“権利等”という)を国内で使用するか、その対価を国内で支給する場合、その対

価及びその権利等を譲渡することにより発生する所得。ただし、所得に関する二重課

税防止協約において使用地を基準にしてその所得の国内源泉所得の該当有無を規定し

ている場合には、国外で使用された権利等に対する対価は、国内支給の有無にかかわ

らず国内源泉所得とみなさない。この場合、特許権、実用新案権、商標権、デザイン

権などの権利の行使に登録が必要な権利（以下この号から“特許権等”という）は、

該当特許権等が国外で登録され、国内で製造販売などに使用された場合には国内登録

有無にかかわらず国内で使用されたものとみなす。 

イ．学術または芸術上の著作物（映画フィルムを含む)の著作権、特許権、商標

権、デザイン、模型、図面や秘密の公式または工程、ラジオ・テレビ放送用フ

ィルム及びテープその他のこれに類似の資産や権利 

ロ．産業上・商業上・科学上の知識・経験に関する情報またはノウハウ  
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このようなロイヤルティを、技術提供者（ライセンサー)と技術導入者（ライセンシ

ー)の各自の立場によって、より詳細に見ると、次のように異なる意味を持つようにな

る。 

 

[表３－２]ライセンサー及びライセンシーの立場でロイヤルティの意味 

ライセンサーの立場 ライセンシーの立場 

① ライセンシーに提供した便益に対す

る補償 

② ライセンサーがその権利のために投

資した金額に対する投資利益 

③ ライセンサーが喪失あるいは放棄し

た利益に対する補償 

④ ライセンシーがおさめた成功の分配 

① 代替技術の開発によるライセンシーの

リスク負担を最小化することに対する

反対給付 

② ライセンサーの権利の侵害に対する罰

則 

③ ライセンサーが定立した権利対象（技

術など)の使用対価 

④ ライセンサーが開拓した市場に進出す

ることに対する入場料 

 

２．技術対価の支給方法 
 

ロイヤルティの支給方法は契約当事者によって定まるので、その技術取引の形態な

どによってロイヤルティの支給方法の形態も多様となる。一般的に特許権などの知的

財産権の売買（譲渡）の場合には、一括払いまたは分割払いの形態で成立するが、実

施許諾による技術ライセンス契約の場合にはより多様な形態として現われ、特に、経

常ロイヤルティをどのように算出するのかが重要な課題となる。 

以下では、特許権など知的財産権の売買（譲渡）の場合の対価支払い方法及び実施

許諾による技術ライセンスの場合のロイヤルティ支給方法について説明する。 

 

２－１．売買（譲渡）時の対価支給方法 
 

特許などの譲渡による技術取引の場合、その対価の支給方法のうち最も簡単なもの

は、一定の時期までに一括払いで対価を支払う方法である。一般的な契約書の条文は

次のようになる。 

 

[例文] 

第○条 （対価と支払い方法）‘乙’は本件特許の譲渡対価として特許権１件につきそ

れぞれ金○○○ウォンを○○年○○月○○日までに、‘甲’が指定する下記の銀行口

座に振り込む。 
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一方、譲渡契約が特許権設定登録以前に成立した場合には、対価を先に支払い、設

定登録時に追加で支給する方式を選ぶこともできる。 

 

[例文] 

第○条 （対価と支払い方法）‘乙’は本件特許を受けることができる権利を譲り受け

る対価として下記に定めた対価をそれぞれ‘甲’に支払う。 

本件契約締結時 （基本対価）金○○○ウォン 

特許権設定登録時 金○○○ウォン 

 

対価額が高額である場合、分割支給にすることもできる。 

 

[例文] 

第○条 （対価と支払い方法）‘乙’は下記に定めた対価を○○銀行○○支店口座番号

○○○○○に入金する。 

本契約締結後 ３０日以内に金○○○ウォン 

本契約締結後、１年以内に金○○○ウォン 

本契約締結後、２年以内に金○○○ウォン 

 

２－２．ロイヤルティの支給形態による分類 
 

技術移転の最も普遍的な形態は、実施許諾による技術ライセンス契約である（第６

編第１章参照）。技術ライセンス契約においてロイヤルティの支給形態は大きく、

（１）支払期日に予め定めた金額を支払う「定額ロイヤルティ」方式、（２）支払期

日に予め定めた算定基準に沿って計算した額を支払う「経常ロイヤルティ」方式、及

び、（３）定額と経常ロイヤルティの混合方式とに分けられる。 

以下の表では、定額ロイヤルティのうち固定ロイヤルティと、経常ロイヤルティの

長所と短所及び選択基準を比べてみる。 
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[表３－３]定額ロイヤルティと経常ロイヤルティの長所と短所及び選択基準 

 定額ロイヤルティ 経常ロイヤルティ 

長所 

• 技術価格の事前認知が可能 

• 対価支払い期間及び製品生産量な

どの考慮事項が含まれておらず業

務量が軽減 

• ライセンシーの現金流動資金負担の

軽減 

• 市場状況や時間経過に応じて異なる

よう賦課することが可能 

短所 

• 計画より売上げが減少した場合で

もライセンシーは定額の支払いを

余儀なくされ、逆に売上げが増加

した場合でも、ライセンサーのロ

イヤルティ収入は増加しない（実

質的なロイヤルティ収入の減少） 

• 予め全契約期間の間に必要となる支

払い金額（受け取ることができる収

入金額）を算出することが困難 

選択基準 

• 売上げ資料を確認できない場合 

• 相手に対する信頼や技術の事業化

成功可能性などが不確実な場合 

• 技術取引期間が短期間の場合 

• 市場状況が不安定な場合 

• 今後の売上げ増加への確信がない

場合 

• 技術契約が長期の場合 

• ライセンシーの売上資料確認が可能

な場合 

• 技術寿命周期が長期の場合 

• 関連市場の成長可能性が大きい場合 

問題点 

及び 

解決案 

• 売上げ増大が確実視されているか

その可能性が大きい場合、前払ロ

イヤルティと経常ロイヤルティの

二つの方法を併用 

• 売上げの誠実な申告、売上高の監査

等に対する制度的な仕組みが不十分

な場合、問題が発生するので、予め

準備が必要 

 

（１）定額ロイヤルティ 
ロイヤルティの支給額が一定の金額で表示される方式で、前払金、固定ロイヤルテ

ィ、総額ロイヤルティなどがある。このような方式は、ライセンシーが該当技術を使

用した実績と関係なく一定の金額で支払われることが特徴である。 

 

①前払金（initial payment) 

技術取引の初期段階に定額を支給するロイヤルティであって、内容的には、技術移

転に最低必要な経費及び当該技術のＲ＆Ｄ費用未回収分に対する補償とみなすことが

でき、一般的には、経常ロイヤルティと併用される。 

 

②固定ロイヤルティ（fixed royalty) 

実施許諾の対価を定額で表示した実施料であり、契約期間全体に対して定める場合
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もあり、その分割された各期間ごとに定める場合もある。支給方式により一括払い

（lump－sum payment)と固定払い（fixed payment)が可能だが、一括払いは技術移転

全体に対する総額ロイヤルティであって、契約時に固定金額を一括払いにし、その後

は対価を支払わない方式で、韓国の大学で最も多く採用される方式である。固定払い

は年度別または一定期間の間、支払う方式である。 

 

（２）経常ロイヤルティ（running royalty） 

経常ロイヤルティは、予め算定基準を決めておき、一定期間の間その算定基準に応

じてロイヤルティを定期的に計算し支給する方式である。ロイヤルティの性格からす

るとき、定額金額方式よりも一層相応しいと考えることが出来る。このようなロイヤ

ルティは一般的に生産量、販売量など技術が使用される度合いに比例して決められる

ので、経常ロイヤルティ（running royalty)と呼ぶ。 

 経常ロイヤルティは、どのような基準に対してロイヤルティ水準を比例、連動させ

るかによって ①製造原価に連動したロイヤルティ、②節減金額に連動したロイヤルテ

ィ、③純利益に連動したロイヤルティ、④（純）売上高に連動したロイヤルティ、⑤

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、①～④を料率

実施料（percentage royalty、従価実施料とも言う)と言い、⑤を対物実施料（per-

quantity royalty、従量実施料とも言う)に区分する。 

 

経常ロイヤルティ

の区分 

料率実施料 

① 製造原価に連動したロイヤルティ 

② 節減金額に連動したロイヤルティ 

③ 純利益に連動したロイヤルティ 

④ (純)売上高に連動したロイヤルティ 

対物実施料 ⑤ 契約製品単位に連動したロイヤルティ 

 

①製造原価に連動したロイヤルティ 

契約製品の製造原価に対し合意された一定比率を乗じてロイヤルティを算出する方

式である。 

しかし、製造原価の種類が多様で、当事者が考える製造原価の算出方式及び構成要

素が異なるので、予め当事者間で詳細な約定が必要であるが、一般的に製造原価は実

施権者の重要な極秘事項なので実務上この方式はほとんど採られない。 

 

②節減額に連動したロイヤルティ 

該当技術の使用で節減される原価金額または生産性向上額などに対し合意された一

定比率を乗じてロイヤルティを算出する方式である。即ち、対象技術を使用する以前

の製造原価に比べて技術の使用で節減された原価額を算出した結果に対し、合意した
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一定比率を乗じて、それをロイヤルティとして決める方式である。この方式も製造原

価実施料のような問題点を持っており、実務上あまり採用されない。 

 

③純利益に連動したロイヤルティ 

該当技術の使用及び実施によって得られる税引前純利益を推定した後、一定比率を

ロイヤルティとして支給するよう合意する方法である。しかし、この方法も上記の二

つの方式と同様に純利益推定の不確実性とライセンシーの企業秘密の流出などに拘束

される。この方法は会計の透明性が保証されるか相互信頼性が確保された企業間にお

いて採用されている。 

 

④(純)売上高に連動したロイヤルティ 

契約製品の総売上高または純売上高に一定の割合を乗じてロイヤルティを算出する

方式であって、実務上使用頻度が高い。この方法は、ライセンシーの販売に対する利

益とは関係なくロイヤルティが支給されるので、ライセンシーの立場においてはロイ

ヤルティの水準を決める際にライセンシーがロイヤルティを支給してからもある程度

の利益が出るよう留意する必要がある。 

この方式は、販売数量と価格が製造原価などに比べてその確認と計算が非常に簡単

な点、販売数量、販売価格の公開が製造原価などに比べて実施権者(licensee)に実質

的な被害が少ない点、販売価格、物価などの変動に応じて実施料額が変更される点等

の長所があり、実務上広く利用されている。 

 

⑤契約製品単位に連動したロイヤルティ 

契約製品の個数、体積、重量または契約製品に使われる部品、原資材、エネルギー

など技術の使用頻度と比例関係にある特定基準単位に一定金額を乗じてロイヤルティ

を算出する方式であって（例えば、実施製品１個当り５万ウォンなど)、上記④の売上

高に連動する方式が有する長所を持つ。 

しかし、この方式は契約製品価格の下落、物価変動に対して硬直性があるので、こ

のような点は、ライセンシーの立場においては、市場価格が高いか引き上げの可能性

がある場合に、製品価格の上昇によるロイヤルティ支給負担を減らすことができると

いう長所が、更に、ライセンサーの立場においては、逆に長期的な製品価格の下落に

よりもたらされるロイヤルティ受取額の減少リスクを避ける長所として作用し得る。

このような硬直性は、契約締結時に実施製品の販売価格を定め、その価格変動に比例

して製品１台当たりの固定額も変動させることで、多少緩和できる。 

この方式は算出が簡便で、算出結果に対する検証が容易であり使用頻度が増加する

傾向にある。 
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（３）定額ロイヤルティと経常ロイヤルティとを混合した方式（最低ロイヤルティ、

最高ロイヤルティ） 
 

定額ロイヤルティと経常ロイヤルティの両者を混合する方式として代表的な例が、

最低ロイヤルティ及び最高ロイヤルティを採用する方式である。これらはそれぞれ需

要者と供給者の要求条件と経常ロイヤルティの範囲に関連がある。 

 

①最低ロイヤルティ（minimum royalty) 

経常ロイヤルティを採用した場合に、各期間に算定基準を用いて実際に算出された

結果が一定ロイヤルティの基準に至っていない場合には、その算出結果を適用せず、

予め設定した定額ロイヤルティ（最低ロイヤルティ）を支給するようにする方式であ

る。ライセンサーが、実施権者に対して独占的に実施権を与える場合に多く採用され

るロイヤルティの確保戦略の一つである。つまり、独占的に実施権を与えた韓国企業

が、その実施に積極的でなく、韓国での特許製品の製造・販売が進捗しない事態とな

った場合に、売り上げ等に比例する経常ロイヤルティでは韓国企業に何も負担が発生

しないが、最低ロイヤルティを採用しておけば、このような事態でもロイヤルティが

発生するため、韓国企業による製品の製造・販売を後押しすることができる。このよ

うな事態を考えれば、最低ロイヤルティの採用に合意できない場合には、独占的実施

権の設定は避け、状況により他の韓国企業にも並行して実施権を設定できる非独占的

な実施権とすることを、契約に明記しておくべきであろう。 

 

②最高ロイヤルティ（maximum royalty) 

ライセンシーの立場から一定基準を超えるロイヤルティについては当該超過分は支

給しないことで合意したロイヤルティを意味する。一定基準値に及ばなかった場合に

は、算定基準に基づいた実際の算出結果を支給する（経常ロイヤルティ）。 

一般的にライセンサーは最低ロイヤルティの概念を導入しようとするはずで、ライ

センシーは最高ロイヤルティの概念を主張するであろう。よって、経常ロイヤルティ

を適正に算定し、その幅を設定するにおいて最低ロイヤルティと最高ロイヤルティの

概念を同時に適用すれば、どちらか一方に偏らない合理的な技術料を算定することが

でき、双方のリスクが分担され得るであろう。 

 

（４）その他、マイルストーン（Milestone）方式 
最近、多く採用されている方式であって、マイルストーン（Milestone)は、‘道し

るべ’と言う意味の企業経営管理技法の一つである。即ち、プロジェクトの最終プロ

ダクトを作るための中間目標を設定し、その中間目標を重要な下位目標に細分化しそ

れぞれの下位目標に締切期限を割り当てたものである。最近、バイオ分野の技術移転
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時に多く利用されており、ロイヤルティを技術開発段階別に支給する方式と言うこと

ができる。バイオ分野においては前臨床、臨床、許可申請、製品生産など技術の開発

段階を容易に区別することができる。更に、技術の事業化及び市場価値は、同じ技術

といえども技術開発段階別に大きく変わってしまうため、それがマイルストーン方式

を使う理由である。 

 

 [マイルストーンロイヤルティ事例] 

クリスタルジノミックス、ボシュロムと戦略的提携 

 

新薬開発専門バイオベンチャーであるクリスタルジノミックスが世界的な製薬会社

のボシュロム（Bausch&Lomb）と戦略的提携を結んだことを２９日に明らかにした。ボ

シュロムはコンタクトレンズで有名な眼科専門の製薬会社である。 

 

今回の提携はクリスタルジノミックスにおいて現在、韓国化学研究院と共同で研究

中である肥満治療剤物質が眼科炎症治療にも効果があることが明らかになったことを

受け、眼炎症疾患治療に対する新しい新薬を探していたボシュロム社と二度にわたる

交渉を通じて合意したものである。 

 

クリスタルジノミックスは、眼科炎症疾患の治療新薬候補物質の発掘を、ボシュロ

ム社は薬物評価、雛形、前臨床及び臨床開発を担当し、眼科疾患新薬を開発すること

を目標としている。この契約を通じてクリスタルジノミックスは既存の肥満治療剤の

権利は全て維持したまま眼科疾患に対する権利のみをボシュロムに移転し、契約金と

開発段階によってマイルストーンそして商品化された時のロイヤルティを受けること

になる。 

 

クリスタルジノミックスのジョ・ジュンミョン代表取締役は “多様な海外先進製薬

及びバイオ社との共同研究、開発提携は各社の長所を活かしつつお互いに相生できる

良い機会”であるとし“このたび契約する候補物質が眼科疾患新薬として開発された

場合、開発の各段階別に２０００万ドルのマイルストーン（段階別成功報酬料）と商

品化時には特許満了期間までロイヤルティ収益を受けることになる”ことを明らかに

した。 

 

（新聞記事．２００８．０１．２９付ファイナンシャルニュース） 
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（５）韓国における技術対価支給方式の現状 
 

２００７年教育科学技術部の調査によれば、韓国ではロイヤルティの受取方式とし

て、技術輸出の場合には経常ロイヤルティの形態が最も高い比重（６２．４％）を占

める一方、技術導入の場合には定額ロイヤルティの形態が最も高い比重（２９．

２％）を示した。 

 

[表３－４]韓国でのロイヤルティ支給方式に関する統計（２００７年）7

（単位：百万ドル、％） 

  

区分 

技術輸出 技術導入 技術貿易収支 

金額 
前年比 

増減率 

構成

比 
金額 

前年
比 

増減
率 

構成

比 
金額 

前年比 

増減率 
構成比 

定額ロイヤルテ

ィ8

281.9 

 

－9.6 12.9 1,490.3 2.7 29.2 －

1,208.4 

－69.8 41.3 

経常ロイヤルテ

ィ9

1,360.1 

 

13.2 62.4 490.0 4.8 9.6 870.1 136.5 －29.7 

前払・着手金10 32.7  －

20.1 

1.5 193.8 35.8 3.8 －161.1 －59.4 5.5 

その他11 503.6  46.9 23.1 2,929.3 5.5 57.4 －

2,425.7 

8.5 82.9 

全体 2,178.3 14.9 100.0 5,103.4 5.5 100.0 －

2,925.1 

15.9 100.0 

 

３．ロイヤルティ金額の算定方法 
 

３－１．ロイヤルティ率の算定に関する各種の手法 
 

（１）商取引慣行方法（Rules of thumb） 
 

①意義 

                                            
7 ２００８技術貿易統計調査報告書、韓国教育科学技術部 
8 上記報告書では、“技術料を一括払いまたは一定の回数に分けて支給する方式”と定義する。 
9 上記報告書では、“売上または利益などに対する一定比率を技術導入対価として支給”と定義する。 
10 上記報告書では、“契約時前払または着手金として支給する金額”と定義する。 
11 上記報告書には、上記“その他”の項目の例として、非金銭的対価に該当するクロスライセンス(特許実施契約当事

者が自らが所有する特許権などに関して相互間の実施権付与)、Product Buy-Back(製品買い戻しとも言い、導入あるい

は輸出した技術で生産される製品を輸入する条件)、及びロイヤルティ資本化(技術導入/輸出に対する対価を支給しな

いで相手企業に株式などで提供)を記載している。 
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商取引慣行方法は、技術取引のみならず全ての取引において一般的に使われる。例

えば、ロイヤルティの設定及び決定方式において２５％方式が慣行的に使われる。こ

れは、該当技術を使用して得ることができる期待利益の２５％をロイヤルティに設定

する方法で、言い換えれば、利益に対して実施権者に７５％、特許権者に２５％程度

の配分が適切とすることである。 

 

[２５％の適用例] 

例）１００ウォンの商品に２０％マージン（税引前）がある場合 

２５％法則によって２０％マージンには５ウォンのロイヤルティが含まれるものと

推定され、貸し出しなど他の要素がなければ、１００ウォンの商品には５ウォンのロ

イヤルティが含まれていることになる。 

従って、５ウォン／１００ウォン＝５％になり、ロイヤルティ率は５％になる。 

 

②長所・短所及び利用現状 

この方式は、非常に簡単で事業初期に概略的な価値推定が必要なときには有用だが、

正確度が落ちるという短所がある。しかし、このような問題にもかかわらず、技術使

用に対する対価の概念に忠実且つ論理的で、使用上の便利さのため実務的には多く使

われている。 

 

③その他 

ロイヤルティの設定に使用することができる商取引慣行は２５％方法のみならず、

当該業界または各技術類型でよく使用されたり、繰り返された結果から算出された慣

行的規則があれば、それも当然、商取引慣行になりえるだろう。例えば、国公立研究

機関が保有技術を企業にライセンスする場合、純売上高の２％を提示しこれによって

契約を行い、このような規則が少なくとも国公立研究機関と一般企業とのライセンス

契約において繰り返し使われ、広く認められたら、純売上高概念の曖昧性などいくつ

かの問題があってもこれは類似する技術ライセンス取引の商取引慣行になるわけであ

る。 

 

（２）業界標準方法（Industry norms） 
 

①意義 

この方法は、市場調査を通じて取引事例を収集し算出した業種別平均ロイヤルティ

率に基づいた算定方式である。市場接近方法とも言う。 

 

②長所・短所及び利用現状 
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この方式を利用するためには類似の市場が必ず存在しなければならないが、新しい

技術の場合など、基準となりそうな過去の資料がなければ適用が難しい。このような

業界標準方法も商取引慣行法と同様に問題点が少なくない。一般的に技術取引の主要

条項が露出しないため風説に依るところが大きく、個別技術に対する純利益、市場性

などのロイヤルティの決定要因が考慮されないため直接適用するには無理がある。 

しかし、該当業界のロイヤルティ資料と情報を充分に手に入れることができれば該

当技術のロイヤルティを定めるのに有効であり、このような便利性及び補完性のため

に設定されたロイヤルティを検証または確信するのに実務的によく使われる。 

 

③業種別ロイヤルティ率資料 

業界標準実施料率に関する出版物には  les Nouvelles（ Published by the 

Licensing Executive Society)、 The Journal of the Association of University 

Technology Managers などがある。 

 以下、韓国内の業種別平均ロイヤルティ率の資料を紹介すれば次のようになる。下

の表は、２００７年韓国産業資源部にて発刊された“未活用特許の有償移転ガイドラ

インマニュアル”を作成するための調査結果から得られたものである。 

 

[表３－５]韓国の業種別平均ロイヤルティ率（１） 

業種別平均ロイヤルティ率 - 通常実施権 業種別平均ロイヤルティ率 - 専用実施権 

  

 

区分 ロイヤルティ率（売上高基準) 

業種 平均値 中央値 最高 最低 

化学 1.73 1.50 4.50 0.50 

金属 1 88 1.45 6.00 0.88 

機械 1.33 1.50 3.25 0.50 

自動車 1.76 1.50 5.00 0.75 

電気電子 1.53 1.50 2.94 0.25 

情報処理 1.24 1.00 2.50 0.45 

その他 1.55 1.50 2.75 0.50 
 

区分 ロイヤルティ率（売上高基準） 

業種 平均値 中央値 最高 最低 

化学 3.45 3 9 1 

金属 3.76 2.9 12 1.75 

機械 2.65 3 6.5 1 

自動車 3.52 3 10 1.5 

電気電子 3.05 3 5.88 0.5 

情報処理 2.4 2 5 0.9 

その他 3.10 3 5.5 1 

単位：％ 単位：％ 

 

その他、業種別ロイヤルティ率に対する他の資料では次のようになる。 
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[表３－６]韓国の業種別平均ロイヤルティ率（２） 

区分業種 
ロイヤルティ率の範囲 

0～2% 2～5% 5～10% 10～15% 15～20% 20～25% 25% 

航空  40.0% 55.0% 5.0%    

自動車 35.0% 45.0% 20.0%     

化学 18.0% 57.4% 23.9% 0.5%   0.1% 

コンピューター 42.5% 57.5%      

エレクトロニックス  50.0% 45.0% 5.0%    

エネルギー  50.0% 15.0% 10.0%  25.0%  

食品／消費 12.5% 62.5% 25.0%     

製造業一般 21.3% 51.5% 20.3% 2.65% 0.8% 0.8% 2.6% 

政府／大学 7.9% 38.9% 36.4% 16.2% 0.4% 0.6%  

ヘルスケアー機器 10.0% 10.0% 80.0%     

医薬品 1.3% 20.7% 67.0% 8.7% 1.3% 0.7% 0.3% 

通信    100.0%    

その他 11.2% 41.2% 28.7% 16.2% 0.9% 0.9% 0.9% 

 

④業界標準方法による実施料算定手続き 

(ⅰ)基本額の決定 

ロイヤルティ率対象の基準となる基本額を定める。一般的に売上高が基本額となる。 

(ⅱ)ロイヤルティ率の基準率を決定 

一般的に平均ロイヤルティ率を評価対象特許の基準率とする。上記の資料などを利

用することができる。 

(ⅲ)特許権の利用率算定 

特許権が対象製品にどのくらい利用されているかを調査し、ロイヤルティ率の算定

に反映させる。例えば、販売額が分かる対象製品は‘自動車’であるがライセンスさ

れた特許は‘自動車のエンジン’に関するもので、自動車のエンジンに関するこの特

許が該当自動車の販売額に寄与する程度が７０％ならば、利用率は７０％と算定され

る。ただし、特許が対象製品の一部に利用されている場合でも、対象製品全体に及ぼ

すその特許の効果が絶対的ならば利用率が１００％になり得るだろう。 

(ⅳ)増減率の反映 

評価対象特許の個別特性を反映するためのものである。基準率である業種平均ロイ

ヤルティ率に個別特許が持つ特性を反映して基準率を調整する必要がある。調整は実

施価値に影響を及ぼす主要評価項目を選定した後、評点評価法を使用する。例えば下

の[表３－７]では、５つの評価項目各々に対して１～３の間の加重値を割り当て各評
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価項目に対して１～５の間の評価点数を付与し、加重値と点数を乗じたものを加重値

として決定し最終的に１．１７（１１７％）という増減率が導き出された。このとき

平均点数３６はすべての項目の評価点数を３点（平均点）とした時の加重値の合計で

ある。 

 

[表３－７]評点評価項目の適用事例 

評価項目 加重値（１～３） 点数（１～５） 加重値 

１．市場規模 ２ ４ ８ 

２．製品利益率 ３ ５ １５ 

３．ＩＰ幅12 ３ （Breadth） ３ ９ 

４．開発段階 ３ ２ ６ 

５．市場環境 １ ４ ４ 

合計   ４２ 

比率 ４２／３６（平均点数）＝ １．１７（四捨五入） 

 

(ⅴ)評価対象特許のロイヤルティ率の算定 

ロイヤルティ率 ＝ 業種平均ロイヤルティ率（%）× 利用率（%）× 増減率（%）＝ % 

 

（３）開発費用に基いた方法（費用接近法） 
 

①意義 

この方法は、該当技術の開発に投入した費用に基いてロイヤルティを設定するもの

であって、技術の価値に関係なく開発に投入された費用で対価の大きさを決めること

から「費用接近法」とも言う。開発に投入した費用には、Ｒ＆Ｄにかかった費用、着

想の具体化にかかった費用、特許出願と登録過程において発生した費用などが含まれ

る。 

 

②長所・短所及び利用現状 

この方法は、特許の価値を簡単に評価することができる長所があるが、特許技術の

価値と特許取得費用とはあまり係わり合いがないという問題がある。 

ただ、ライセンサー（技術提供者）の立場において交渉のために設定するロイヤリ

ティの最低水準を判断するのに有効で、ライセンシー（技術導入者）の立場において

も交渉戦略樹立の次元でライセンスや購入の代りに当該技術を自主的に開発すること

が有利なのかなどを決定するのに役立つであろう。しかし、技術の開発費用が技術取

                                            
12 対象技術が、知的財産権(Intellectual Property)によって保護されていたり、この権利を回避できる可能性が低い、

又はある１つの技術に多数の特許権等が存在する場合、これを反映させるための評価項目の内の１つ。 
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引時のライセンサーの観点においては、最低販売価格（a floor on the seller's 

sales price）に設定できる一方、技術導入者の立場においては最大購入価格（a 

ceiling on the buyer's purchase price）となる場合がよく発生する。言い換えれば、

技術の陳腐化の要因によって技術購買者は開発費用を上回る価格で購買しない傾向が

ある。 

この方法は、公共研究機関、大学など非営利団体が技術を民間企業に移転する際、

開発費用の収益者負担の観点からよく適用される。 

 

（４）収益接近法 
市場と売上げに対する正確な分析を基にその収益の一定比率を基準としてロイヤル

ティを算定する方式である。ライセンス契約期間の間の該当技術の未来価値を推定し、

現在の価値に換算するために割引キャッシュフロー法（ＤＣＦ）が代表的に利用され

る。  

該当技術の換算された現在価値を推定できるならば、契約期間中にどのような方式

でロイヤルティを徴収することがライセンサーに有利なのかを決めることができる。

例えば、契約期間が１０年で該当技術の換算された現在価値が１００万ドルと推定さ

れたが、ライセンシーが要求する毎年純利益の２％の経常ロイヤリティでは契約期間

が１０年の間に合計９０万ドルのロイヤリティ収入しかないという結論であれば、ラ

イセンサーとしてはロイヤルティ率を３％以上に調整するなどの措置を取ることがで

きるようになる。 

ただし、収益接近法を利用するためには、該当技術の未来価値を推定するための市

場環境と将来の収益構造などに対する正確な情報がなければならないが、これに対す

る両当事者間の合意が容易ではないという問題点がある。 

 

３－２．ロイヤリティ算定交渉 
 

ロイヤリティ算定交渉では、その技術が実施、使用されることによってもたらされ

るであろう利益（「期待利益」）の程度にあうように、交渉可能な領域の範囲を推定

し設定した後、様々な主要要素を考慮して決定していくことが一般的である。高い利

益をもたらすと期待、予測される技術は、ライセンサーが当然高い価格を提示するは

ずで、又、ライセンシーも高い利益に比例し相応するロイヤリティを支払う意思を持

つことになる。一方で、当該技術が別段利益をもたらさないと予想されれば、両当事

者のいずれも価格提示領域または交渉可能領域を下方修正するであろう。 

このように、ロイヤルティは、期待利益を主要なファクターとして決定されるので、

期待利益の推定や評価に影響を与え得る要素は結局、ロイヤルティの決定に重要な要

素となる。 
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期待利益の額を算定することはとても難しいが、これは契約製品の市場状況、販売

予想のみならず、それ以外の多くの不確定要素（例えば、許諾特許が基本特許なのか

改良特許なのか、許諾特許の完成度、許諾特許に将来の改良技術を含むか否か、許諾

実施権が独占権なのか非独占権なのか、契約期間、類似技術の存否など）を考慮しな

ければならないためである。 

従って、ロイヤルティは、このような多くの不確定要素を評価しながら予想利益額

を定め、これを多様な実施料方式に適用させ、実施料率を算出した後、最後に算出さ

れた料率と業種別、技術別または機種別にそれぞれ確立されている従来の料率を基準

にして当事者間の交渉によって決めることが通常である。 

 

[表３－８]期待利益額の推定時に考慮される要素 

基本的要素 
① 契約製品の市場状況 

② 契約製品の販売予想 

不確定要素 

① 許諾特許が基本特許なのか、応用または改良特許なのか 

② 許諾特許の完成度 

③ 許諾特許が将来の改良技術も含んでいるのか 

④ ライセンスが独占的なのか、非独占的なのか 

⑤ 許諾地域の範囲 

⑥ 契約期間 

⑦ 類似技術の存否あるいは出現可能性 

 

更に、期待利益の推定時に考慮すべき事項をライセンサーとライセンシーの立場か

らそれぞれ示すと次の通りである。 

 

[表３－９]当事者の立場による考慮すべき事項 

技術提供者の立場 技術導入者の立場 

●研究開発に要した費用の考慮 

●産業財産権のコストを反映 

－産業財産権登録、権利維持、防御な

どに必要な各種費用 

●ライセンス費用の勘案 

－ライセンシー探索費用、ライセンス

取引推進に必要な各種費用 

●その他、間接的影響及び機会費用 

●推定売上高 

－契約製品の市場性、展望など考慮 

●期待利益の推定 

－寿命周期、市場規模、競合関係、原

価構造などを考慮 

●自社研究開発との比較 

－自社で研究開発した場合の費用、市

場参入に要する時間などを考慮 

●その他、間接的な影響要因 

 



 

 

136 

 

３－３．売上高連動経常ロイヤルティの算定 
 

以下では、経常ロイヤルティの算定において最も多く使用される、売上高によって

連動するロイヤルティ（以下、‘売上高ロイヤルティ’という）について詳しく説明

する。 

 

（１）算定方法 

売上高ロイヤルティは、対象物の売上高に料率を乗じたものである。乗じたもの、

即ち、“対象物の販売価格”をロイヤルティ算定の基礎とする。 

 

売上高（販売額）ロイヤルティ = 対象物の売上高 × 料率 

 

一方、純売上高（net sales price: NSP）の概念は、当事者が合意するところによ

る。純売上高を決定及び算出するためには売上げ総額から控除項目の金額を引く形式

を取る。 

 

純売上高（NSP）= 総売上高 － 控除項目金額 

 

控除項目は主に、技術使用の価値と直接的関連性のない販売管理費、及び実施許諾

者からの部品購買などである。控除項目は当事者が合意して定める。控除項目は製品

の種類、業界の慣行、当事者の政策などによって異なるが、一般的に、包装費、輸送

費、保険料、倉庫保管料、代理店手数料、物品税、関税、現金割引、設置料などがあ

る。 

 

国内技術導入申告受理指針によれば、純売上高算出時に適用できる控除項目は、①

販売割引（ sales discount)、②販売戻入（ sales returned)、③販売間接税 

（indirect taxes on sales)、④販売関連保険料（insurance premiums on sales)、

⑤包装費（packing expenses on sales)、⑥運搬費（transport expenses on sales)、

⑦販売手数料（sales commissions)、⑧広告宣伝費 （advertisement expenses)、⑨

設置費（installation expenses)、⑩技術提供者から購買する部品、原資材などの購

入価格及び付帯費用（CIF Price、customs duties and other import expenses of 

parts、components and materials purchased from licensor）などから構成される。 

 

総販売価格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

ついても実施料を賦課するようになる問題はあるが、諸経費をいちいち計算する手間

が省かれる。一方、純販売価格を実施料算定の基礎とすれば、その反対となる。従っ
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て、これを折衝するために、実務上としては、正札価格、総販売価格などの８０%の相

当額を実施料算定の基礎とする場合がある。 

 

（２）対象物 

ロイヤルティ支払いの対象物は“契約製品”である。対象物は、容易に把握するこ

とができる物を選択することが計算上便利である。合理的な理由なく許諾特許と全く

無関係な物や、または許諾特許が部品に関するものである場合、当該部品を含む製品

（組立品）を対象物として選択することは妥当ではない。それは、許諾特許を使わな

い製品または製品部分についても実施料を課すことになるためである。特に、特許製

品の競争品も対象物に含ませる場合があるが、この場合は、韓国の公正取引法（正式

名称：独占規制および公正取引に関する法律）（第３編第４章を参照）上の不公正取

引行為に該当するおそれがあるので注意しなければならない。 

 

（３）販売価格 

販売価格には正札価格、総販売価格、請求書価格、工場引渡価格、小売価格、卸値価

格、純販売価格などがある。ここで純販売価格とは総販売価格から一定の経費を控除した

残額を言う。 

 

（４）実施料の算定基礎の決定に影響を与える要素 

次のような場合には、実施料の算定基礎を決める際、これを考慮する。 

① 実施権者が、実施権許諾者または実施権許諾者が指定する者から購入した原材料、

部品などを使用して契約製品を製造した場合には、当該原材料などを使って製造し

た契約製品に対する実施料の支払いを免除したり当該契約製品の販売価格から原材

料などの購入価格を控除した残額を実施料算定の基礎にする場合がある。これは、

ライセンサーが原材料などの供給によって既に販売利益を取得しているためである。 

② 実施権者が契約製品を試験用、パイロットプラント用または市場開発用に使う場合

には、このような契約製品に対して実施料を免除または軽減する場合がある。 

③ 実施権者がその子会社、関係会社などに契約製品を販売する場合には、子会社など

については、市価より低い価格で販売することができるので、これを実施料算定の

基礎とすればライセンサーにとって不利である。よって、このような場合には、

(ⅰ)子会社などの再販売価格、(ⅱ)実施権者と無関係な第三者に販売した価格、

(ⅲ)実施権許諾者が指定した価格、(ⅳ)当事者が合意した価格、などの中から一つ

を実施料算定の基礎とする場合が多い。 

④ 実施権者が契約製品を自らが使ったりまたは第三者に無償譲渡、無償貸与した場合

には、このような契約製品に対して、(ⅰ)子会社などの再販売価格、(ⅱ)実施権者

と無関係な第三者に販売した価格または(ⅲ)公正市場価格（契約製品と同等な製品
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について成立する通常の市場価格）、のいずれか一つを実施料算定の基礎として選

択する場合が多い。 

⑤ 既に実施料を支払った契約製品に対して売買契約が解約された場合には、実施権者

は当該契約製品に対して既に支払った実施料額を後で支払わなければならない実施

料額から控除することができることを規定する場合が多い。 

 

（５）実施料の発生時期 

実施料の発生時期について明確に規定することが望ましい。販売額実施料の発生時

期は各当事者の利害得失、点検事項、関連規定の内容によって異なるが、①製品の販

売契約締結日、②製品の所有権移転日、③製品の引渡日、④製品の検収日、⑤製品の

設置完了日、⑥代金の請求日、⑦代金の受領日、の中から選択される。 

実施料の発生時期に対して何らの規定もない場合には、製品の引渡日または設置完

了日を実施料の発生時期と解釈することが妥当である。これは、製品の販売契約締結

日を実施料発生時期と解釈すれば、実施権者が顧客の発注に応じて契約製品を製造し

た場合に、いまだ当該製品の製造が完了していないにもかかわらず、既に実施料が発

生することになってしまい、更に製品の所有権移転日、検収日、代金請求日、代金受

領日などを実施料の発生時期として解釈すれば、実施権者またはその顧客の意思によ

って実施料発生時期が左右されることになり衡平の観念に反するためである。 

併せて、輸出の場合には港から製品を本船に引き渡す日、自己使用の場合には製品

の使用を実際に開始した日、無償譲渡の場合には上記の列挙した日（但し、代金請求

日、代金受領日は除く）の中から一つを実施料の発生時期とすることが一般的である。 

 

[関連韓国新聞記事１] 

ＬＧ生命科学、米ＧｅｎｅＳｏｆｔにキノロン系抗生剤の特許技術移転契約 

 

ＬＧ生命科学は、米ＧｅｎｅＳｏｆｔ社に対しキノロン系抗生剤（Factive）の関連

特許及び技術情報を移転する事にしたと２２日明らかにした。ＬＧ生命科学は技術輸

出料として総４千５０万ドルとＧｅｎｅＳｏｆｔ株式４５８万６千８６８株（１

４％）と純売上規模に対する１６～３０％のロイヤルティを受ける事にした。契約期

間は、特許満了時点である２０１８年までである。同社は、米国及びヨーロッパ市場

におけるキノロン系抗生剤の商品化による技術料及びロイヤルティ収入のためのもの

だと説明した。キノロン系抗生剤‘Factive’はＬＧ生命科学が独自技術として開発に

成功した。 

 

（新聞記事、韓経ドットコム ２００２．１０．２２) 
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[関連韓国新聞記事２] 

オンラインＲＰＧ 'ラグナロク'、日本市場に進出 

 

ゲーム会社であるグラビティ（代表ジョン・ビョンゴン）は、日本のガンホーオン

ラインエンターテイメントと自社オンラインゲームである 'ラグナロク'の日本内での

サービス提供と関連契約を締結したと７日発表した。このたびの契約締結でグラビテ

ィは、韓国において運営中の日本語サーバーを日本に移転する。ガンホーオンライン

エンターテイメントは、１２日からの日本国内デモサービスに続き、１０月に商用サ

ービスを提供する計画である。グラビティは商用サービス以後２年間の純売上の４

０％をロイヤルティとして受けることになる。 

 

（新聞記事、アイニュース、２００２．０８．０７) 

 

４．ロイヤルティと技術保証範囲の交渉目標 
 

４－１．経常ロイヤルティの交渉目標値の設定 
   

ライセンサーの立場から様々な方法で適正な経常ロイヤルティを予め推定した後に、

若干の余裕を加えて交渉の目標値を決める。また、一般的に技術価値評価の中で費用

接近法による算出額は他の方法で算出された金額に比べて低いために、費用接近法に

よって算出された金額を交渉の最小目標値とし、残りの方法によるロイヤルティの算

定においても、算定に必要な各種パラメーターを調節しながら適切なロイヤルティを

様々な角度から推定してみることも良いだろう。 

ライセンサーは、自らが調査、分析及び設定した経常ロイヤリティの方式と、適用

料率をライセンシーに先に提示することによって、自社が先に提供した条件の枠組み

の中で交渉を進めることが有利である。 

例えば、純利益配分方式（契約期間の間の純利益を技術の寄与度によって配分する

方式。利益接近法など）の場合なら、次の[表３－１０]のような方式で自己シミュレ

ーションを行い経常ロイヤリティを算定しておき、ライセンス交渉では、こうした算

定根拠を示して相手方との検討を進めることもできる。 
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[表３－１０]経常ロイヤリティの算定シミュレーション例（千ＵＳ＄） 

順番 設定手続き概要 資料入手及び加工方法 シミュレーション例 

１ 契約地域の契約期

間全体の市場規模

を把握する 

 自社調査または外部専門機関を

活用して市場規模を推定する 

100,000 

２ ライセンシーの契

約期間中のマーケ

ットシェアを予測

する 

 ライセンシーから基礎資料を受

けて分析、加工する 

 価格競争力、マーケティング能

力などを勘案して契約期間の間

の平均マーケットシェアを推定

する 

20% 

３ ライセンシーの契

約期間中の予想売

上高を推定する 

 契約地域の市場規模にマーケッ

トシェアを乗じて求める 

20,000 

４ ライセンシーの契

約製品税引き前純

利益を推定する 

 ライセンシーの損益構造把握 

 ライセンシーの立場で推定損益

計算書作成（ライセンシーのサ

ポート必要） 

 税引き前純利益規模の推定 

2,000 

５ 税引き前純利益を

純利益創出寄与度

によって配分する 

 技術の純利益への寄与度を推定

する（当該純利益を創出するの

に技術という経営資源が貢献し

た割合を推定する） 

 一般的に３分法、４分法を適用

する（３分法：技術の寄与度が

３分の１という意味） 

500(4分法を適用した

場合) 

６ 予定している経常

ロイヤリティ算出

方式に合わせて経

常ロイヤリティを

設定する 

 総売上高方式 2.5%(500/20,000*100) 

 純売上高方式 （純売上高方式によっ

て異なる）(2.5+α)% 

 単位当たりの定額方式 25US$/EA（契約製品単

価をUS$1,000と仮定） 
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４－２．技術保証範囲に対する交渉目標値の設定 
 

ライセンシーとしては導入する技術が第三者の特許などを侵害しないという点の保

証を受けたいところだが、このような要求にライセンサーが全面的に応じることは非

常に不利である。従って、ライセンサーとしては、“契約技術が第三者所有の特許を

侵害しないことを保証しない”といった上限目標値から、“契約技術が第三者所有の

特許を侵害しないことを保証するが、当該保証の責任限度は侵害問題が実際に発生し

た場合、防御のための技術的支援に限定され一切の金銭的損害賠償などは全面的にラ

イセンシーが責任を負う”といった中間目標値、そして“第三者の特許侵害による金

銭的賠償はその時まで支払われたロイヤリティの５０％に制限する”といった下限目

標値などを明確にしておいて交渉に臨むことが望ましい。 

 

４－３．ライセンサーとライセンシーの一般的な立場 
 

ライセンサーとライセンシーの立場がまったく反対の立場であるため、どのような

交渉戦略を立てて交渉テーブルでイニシアチブを持って交渉に臨むのかが重要である。 

ライセンサーの立場においては 

 

 技術の価値すなわち相手が技術導入によってどのような恩恵を受けることが

できるのかという点 

 提示するロイヤリティまたは料率が該当技術の価値に符合するよう合理的に

決定されたものなのかという点 

 

などを強調しなければならず、ライセンシーの立場においては 

 

 該当技術に対する知的財産権の権利が確保されているか 

 競合企業の技術と差別化されているか 

 即商品化が可能な技術か 

 

などについて調査しその結果を移転条件の交渉に活用しなければならない。 

 

移転対象技術に対する検討のためには、ある程度技術を露出しなければならないの

で、必ず予め秘密保持契約を締結して技術説明資料を提供しなければならない。 

 

移転条件の交渉は重要な条件を優先的に進行させるが、容易にアクセスできること

から合意を導き出すことが良い。ただ、重要な条件についてはロイヤリティと連携さ
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せて相互間の比較分析を遂行する必要がある。韓国企業は、ロイヤリティを減額する

ことに非常に執着するあまり、残りの他の移転条件についてライセンサーの要求に簡

単に同意する傾向がある。しかし、ライセンシーの立場においてはロイヤリティ（前

払金または料率）をどれくらい減額するのかよりも、より重大な損失をもたらす可能

性のある条件、例えば、紛争処理方法などを軽く取り扱ってはいけないことに留意し

なければならない。ライセンサーであれライセンシー側であれロイヤリティの増減と

そのほかの条件を連携して調整することができる交渉力を育てなければならない。 

 

４－４．ロイヤルティ決定のための交渉要領 
 

ロイヤルティの決定は、ライセンス契約の実務において最も複雑であり当事者双方

に重要な意味を持つ。 

ロイヤルティは、契約自由の原則によって交渉過程における当事者の合意で決定す

る。このような交渉過程においてライセンサーとライセンシーとは、各自の立場にお

いて有利なロイヤルティを得るために多様な根拠をあげるであろう。例えば、ロイヤ

ルティ率を決めるとき、ライセンサーは、該当特許などの知的財産を得るまでにどれ

だけ多くの投資が必要であったのかを根拠としてロイヤルティ率を高めるはずであり、

ライセンシーはそのような種類の投資は“埋没費用”であると反駁し、リスクを甘受

して収益が生ずる前に投資しなければならないという点を根拠としてロイヤルティ率

を低めにしようとするはずである。 

ロイヤルティ交渉の要領または手続きをおおよそ整理すれば次のようになる。 

 

[表３－１１]ロイヤルティの交渉要領 

① 交渉可能な上限線と下限線を予め決める。 

② 他の項目に先立ち優先的に交渉するかまたは最後にするのかを予め決める。 

③ 算出公式を変えてみる。 

④ 算出対象を調整してみる（契約製品の対象と範囲など)。 

⑤ 最低ロイヤルティ、最高ロイヤルティなどの条件を提示して見る。 

⑥ 説得可能な資料を最大限動員する（自主開発費及び推定利益に基づく適性ロイヤ

ルティ提案資料、その他各種信頼性のある資料)。 

⑦ 営業と技術を分離してみる（交渉相手の技術陣と営業部門を分離する戦略)。 

⑧ 分配対象である利益の大きさを調整してみる（付随的な取引条件）。 

⑨ 契約期間を弾力的に調整してみる。 

⑩ 前払金（Initial fee）と経常ロイヤルティ間の分配割合を修正提示してみる。 

⑪ ライセンス条件を調整して提示してみる（独占または非独占、契約地域、再実施

権など)。 
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⑫ 特許、ノウハウなどの存続期間、無効可能性及び第三者所有の産業財産権の侵害

可能性をロイヤルティ水準と連携させてみる。 

⑬ 契約期間の経過または技術の陳腐化に合わせてロイヤルティ率を調節する案を提

示してみる。 

⑭ 改良技術の相互交換及びクロスライセンスなどとの連携戦略を検討してみる。 

⑮ その他のライセンス条件を譲歩してロイヤルティ水準を貫いてみる。 
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第３章 ロイヤルティと税金の問題 

 

 

１．概要 
 

国際ライセンス契約の締結時、ライセンシーがライセンサーに納付するロイヤルテ

ィは税金を含まない額をいう。これは租税制度が各国家で違うためであり、ライセン

シーの国家の税法により該当ロイヤルティに対する税金が定まることになる。 

一般的に、特許、技術などの使用対価による所得が事業者登録を有する事業者間で

取り引きされる場合は、総合課税対象者どうしの取り引きなので一般的な物や用役の

取り引きと同様に税金計算書をやりとりして取り引きを行い、ロイヤルティを支給す

るライセンシー側では契約上の金額をそのままを支給すれば何の問題もない。 

しかし、事業者登録がないため総合課税をしないで個別分離課税をすることになる

一般個人や、韓国内に税籍のない日本企業などがロイヤルティ所得を得た場合には、

ライセンシー（例えば韓国企業）がロイヤルティを支払う際、韓国税法の定めるとこ

ろにより関連する税金が源泉徴収（withholding tax）される。このような税金を誰の

負担とするのかによって、実質的なロイヤルティの金額が変わることになる。 

一方、国家間の二重租税防止条約が締結されている場合には、韓国の技術導入者が

納付した税金領収書を受け、韓国税務署に提出すればこの金額分だけ税金減免恩恵を

受ける。韓国と日本は１９７０年代にすでに日韓租税条約が締結されており、このよ

うな恩恵が可能である。 

日韓間の技術移転にともなうロイヤルティの課税問題に影響を与える関連法として

は、“日韓租税条約”、韓国の“租税特例制限法第１２１条の６”、“国際租税調整

に関する法律第２９条”等がある。以下においては、これら関連法について説明する。 

 

２．日韓租税条約（Tax Treaty） 
 

（１）租税条約の概念 

租税条約とは通常、“所得および資本に対する国際的二重課税を防止するために国

家間に文書によって締結された明示的な合意”を意味する。その公式名称としては一

般的に“所得および資本に関する租税の二重課税回避および脱税防止のための協約

（ Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of 

fiscal evasion with respect to taxes on income and capital)”という名称が多く

使われているが、実務上では租税条約（tax treaty）、租税協約（tax convention）

等と使われている。ただし、韓国は資本に関する租税を持っていないので、大部分の
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租税条約上の条約名称および内容から資本が除かれる。 

租税条約は２つの国家間で締結され（二国間条約、bilateral treaty）、書面の形

式になっている。 

 

（２）租税条約の適用対象 

①人的範囲 

租税条約は“両締約国の居住者”に対し適用される。即ち、租税条約は国籍に関係

なく一方の締約国の居住者または両締約国の居住者に適用される。ここで居住者とは、

個人と法人を含む概念で、各締約国の課税目的上の居住者または内国法人として取り

扱われる者をいう。 

租税条約は、両国間の条約なので第三国の居住者には適用されない。例えば、英国

法人の日本支店が韓国法人から受ける配当所得に対しては日韓租税条約は適用されず、

韓英租税条約が適用される。英国法人の日本支店は日韓租税条約上、第三国（英国）

の居住者なので日韓租税条約は適用されない。 

 

②適用対象の租税 

租税条約は“所得に関する租税”の二重課税回避のためのものであるので、租税条

約の適用対象租税は“法人税、所得税、住民税所得割など所得に対する租税”であり、

付加価値税、特別消費税などの間接税は租税条約の適用対象租税ではない。 

 

（３）主要規定 

[日韓租税条約第２条] 

１．この協約の適用対象になる租税は以下の通りである。 

イ．大韓民国の場合 

（１）所得税 

（２）法人税 

（３）所得税または法人税を課税標準とし、直接または間接的に付加される農漁村

特別税および 

（４）住民税（以下“韓国の租税”という) 

ロ. 日本の場合 

（１）所得税 

（２）法人税および 

（３）住民税（以下“日本の租税”という) 

２．この協約は更にこの協約の署名日以後、国税であれ地方税であれ本条第１項にお

いて言及した租税に追加または代替して賦課される同一か実質的に類似の租税に対

しても適用する。両締約国の権限のある当局は自国税法の実質的な改正事項をその
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ような改正後、適当な期間内に相互に通報する。 

 

[日韓租税条約第１２条] 

１．一方の締約国において発生し他方の締約国の居住者に支給される使用料に対して

は同他方の締約国において課税することができる。 

２．しかし、そのような使用料は使用料が発生する締約国においても同締約国の法に

よって課税することができる。ただし、使用料の収益的所有者が他方の締約国の

居住者の場合、そのように賦課される租税は使用料総額の１０パーセントを超過

することはできない。 

３．本条において使用される“使用料”とは、ソフトウェア・映画フィルムおよびラ

ジオとテレビ放送用フィルムやテープを含む文学的・芸術的または学術的作品に

関する著作権・特許権・商標権・意匠・新案・図面・秘密公式や工程の使用また

は使用権、産業的・商業的または学術的装備の使用または使用権、産業的・商業

的または学術的経験に関する情報の対価として受けるすべての種類の支給金およ

び船舶または航空機の裸用船の対価をいう。 

４．使用料はその支給人が一方の締約国自体や一方の締約国の地方自治体または一方

の締約国の居住者の場合、その一方の締約国において発生したものと見なされる。

しかし、使用料の支給人が一方の締約国の居住者なのかどうかに関係なく、同人

が一方の締約国内で使用料を支給する義務の発生と関連する固定事業場または固

定施設を持っていて、更に、該使用料がそのような固定事業場または固定施設に

よって負担される場合、そのような使用料は同固定事業場または固定施設が所在

する締約国において発生したものと見なされる。 

５．第１項、第２項および第４項の規定はソフトウェア、映画フィルムまたはラジオ

とテレビ放送用フィルムやテープを含む文学的・芸術的または学術的作品に対す

る著作権、特許権、商標権、意匠、新案、図面、秘密公式や工程の譲渡から発生

する収入に適用する。ただし、第１３条第３項の規定がそのような収入から取得

される利益に適用される場合は除く。 

６．第１項、第２項および第５項の規定は一方の締約国の居住者である使用料または

収入の収益的所有者が、該使用料または収入の発生する他方の締約国に所在する

固定事業場を通じてそちらで事業を遂行したり、または同他方締約国に所在する

固定施設を通じてそちらで独立的人的用役を遂行し、また同使用料または収入の

支給原因になる権利または財産が、そのような固定事業場または固定施設と実質

的に関連する場合には適用しない。そのような場合には事案によって第７条また

は第１４条の規定を適用する。 

７．支給人と収益的所有者間またはその両者とその他の人との特殊関係によって使用

料または収入の支給額が、その支給の原因になる使用、権利または情報と関連し
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てそのような特殊関係がなかったならば支給人と収益的所有者間で合意した金額

を超過する場合、この条の規定はその合意されたはずの金額に対してのみ適用す

る。そのような場合、その支給額の超過部分については、この協約の他の規定を

適切に考慮して各締約国の法によって課税する。 

 

（４）韓国国内税法との関係 

課税対象の所得該当可否の決定、制限税率の適用などにおいて租税条約が韓国内税

法に優先して適用されるが、課税方法、課税手続きなどは韓国国内税法が優先的に適

用される。大部分の租税条約は利子所得、配当所得、使用料所得に対し源泉地国家に

おいて一定税率（普通１０～１５％）を超過して課税できないように規定している

（日韓租税条約の場合には１０％）。韓国国内税法の税率が租税条約の制限税率より

低いときには韓国国内法上の税率をそのまま適用すれば良いが、韓国国内税法の税率

が租税条約の制限税率より高いときにはその制限税率まで課税することができるよう

に明示されている。（韓国の国際租税調整に関する法律第２９条）。したがって、ロ

イヤルティに対する税金問題に対しては必ず公認会計士などの専門家の意見を聞き、

今後発生する問題を未然に防止することが必要である。 

 

３．税金負担額決定の事例 
 

（１）ライセンシーが税金を負担するように合意した場合の事例 

韓国のＡ社が日本のＢ社に１００万ウォンの経常ロイヤルティを支給すると仮定し

た場合、これによる源泉徴収税額を全てＡ社が負担することに合意したとすると、Ａ

社の追加負担ロイヤルティは次のようになる。 

 

（計算例) 

当該ロイヤルティ課税標準（Ｔ) T-(0.1×T)=100万ウォン､T=111万ウォン 

源泉徴収税額 111万ウォン×0.1(10%)=11万ウォン 

日本Ｂ社に支給する金額 100万ウォン 

Ａ社の総負担金 
日本Ｂ社に支給する金額+税金負担額 

100万ウォン+11万ウォン=111万ウォン 

Ａ社の追加負担ロイヤルティ 11万ウォン 
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（２）ライセンサーが税金を負担するように合意した場合の事例 

上の事例でＡ社がＢ社に支給する経常ロイヤルティ１００万ウォンに対する源泉徴

収税額をライセンサーであると同時にロイヤルティの受領者であるＢ社が負担するこ

とに合意したのなら、Ａ社がＢ社に支給するロイヤルティの金額は次の通りである。 

 

（計算例) 

ロイヤルティ課税標準 100万ウォン 

適用税率 10%(日韓租税条約上の制限税率) 

支給するロイヤルティ 

= ロイヤルティ ― 源泉徴収税額 

= 100万ウォン ― (100万ウォン×0.1) 

= 100万ウォン ― 10万ウォン 

= 90万ウォン 

 

４．その他ロイヤルティと関連した租税規定 
 

（１）租税減免になる技術 

韓国国内産業の国際競争力強化に緊要な高度の技術は租税減免の対象になる。最初

に紹介されてから４年を越える技術は高度技術ではない。租税減免申告は技術導入契

約申告13

 

と同時に行われなければならない。このとき、租税減免は最初の対価支給時期

から５年間にのみ成立するので、技術導入契約が５年以上の場合には留意しなければ

ならない。  

（２）関連韓国法規の内容 

[韓国租税特例制限法第１２１条の６ “技術導入対価に対する租税免除”] 

第１２１条の６（技術導入対価に対する租税免除） 

① 国内産業の国際競争力強化に緊要な高度の技術を導入する契約であって、大統領令

で定める基準に該当する契約を締結した場合、当該契約の内容により技術を提供す

る者が受け取る技術導入対価に対する法人税または所得税は、当該契約において最

初にその対価を支給することにした日（２００９年１２月３１日以前の場合に限

る）から５年の間これを免除する。＜改正２００６．１２．３０＞ 

② 技術導入契約により技術を提供する者が第１項の規定によって租税の免除を受けよ

うとする場合には、企画財政部令で定めるところにより企画財政部長官に免除申請

を行なければならない。＜改正２００８．２．２９＞ 

③ 技術導入契約によって技術を提供する者が第２項の規定による租税免除の申請期限

                                            
13 韓国で企業や個人が海外の商標権など工業所有権や技術導入時などに外国人投資促進法によりこれを韓国主務官庁に

申告する制度である。（第３編第１章‘４．技術導入契約の申告’を参照） 
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の経過後に免除申請を行い、第１項および第２項の規定によって免除の確認を受け

た場合には、その免除を申請した課税年度とその後の残存免除期間に限り、第１項

の規定を適用する。この場合、技術導入契約によって技術を提供する者が第１項お

よび第２項の規定により免除の確認を受ける前にすでに納付した税額がある場合に

は、当該税額はこれを払い戻ししない。 

 

５．税金と関連した契約文句作成の例 
 

（例)ライセンサーは本契約の支払金に課せられるすべての税金を納付しなければな

らない。ただし、関連法によって要求されるならばライセンシーは本契約によりライ

センシーが履行する支払金に賦課される税金を源泉徴収しなければならず、関連税務

当局に源泉徴収金額を直ちに納付しなければならず、ライセンシーにより支払われた

源泉徴収税金に対しライセンサーの税金控除請求を支援するに充分足りるものとして、

関連税務当局により発行された公式税金領収書またはその他証拠を税務当局の発行日

から３０日内にライセンサーに提出しなければならない。 
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