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第Ⅰ編 知的財産経営とは 

 

第1章 現地法人における知財経営の概要 

1. 現地法人における知財経営の必要性 

現在、在韓の日系現地法人において、知的財産部を設置したり、あるいは、知的財

産の専門家を配置することは尐ない状況であると考えられるが、現地法人において、

あるいは、これから韓国に進出しようとする企業において、現地で考慮すべき知財経

営とはどのようなものであろうか。例えば、日本企業の場合、アジア圏における研究

開発部門は、日本に設置することが多いと考えられ、また、日本と韓国との物理的な

距離が近いこともあり、研究開発から生まれた発明の管理や、デザイン、商標の管理、

韓国特許庁に対する出願、権利化、権利の維持管理などについて、多くは、日本本社

にある知財部門が担当すれば足り、わざわざ現地法人において知財経営を行う必要性

が見いだせないと考える企業も多いであろう。 

しかし、知的財産とは、特許、デザイン、商標といった所与の権利にとどまらず、

現地工場における製造ノウハウや、ちょっとした改良、あるいは営業販売上の秘密な

ど、人の思索の結果物として多岐にわたるものである。そして、その情報の漏えいは、

韓国他社企業に対する製品の製造、販売時など、現地の職員を通じて簡単に生じ得る

ものである。あるいは、韓国現地の他企業への人材流出等による情報漏えいも懸念さ

れる。そして、これらに対処するためには、日本本社における知財部門が管理すれば

足りるというものではなく、現地法人においても、職員一人一人が常に知的財産の重

要性を念頭に置くと共に、現地法人ならではの知財の管理が必要となっている。 

また、例えば、現地における自社製品の侵害品の発見は、顧実からの連絡、店頭で

の発見などによることも多く、むしろ現地法人において先にキャッチする可能性が高

いと考えられる。また、同様に、現地の制度や競合他社の動向なども、現地法人が情

報収集した方が効率的である場面も多い。加えて、韓国政府機関（税関や韓国特許庁

商標権特別司法警察隊等）において発見された模倣品等知財権侵害品に関する情報、

その他韓国他社からの知的財産侵害等の警告は、まず現地法人に連絡される場合が多

い。そして、現地法人で得た侵害に関する情報は、迅速に本社知財部に連絡し、対応

する必要がある。そのため、現地法人と本社知財部との間で、知財に関する情報の連
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絡、管理体制なども樹立しておく必要がある。 

このように、現地法人においては、本社知財部とは異なる観点から、戦略的かつ体

系的な知財経営を行うことがキーポイントとなっている。 

 

 

模倣品発見のきっかけ 

 

出典：2010年度模倣品被害調査報告書（日本特許庁）  
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2. 保護すべき主な知的財産 

企業活動の究極の目標は、”良い商品を開発し、より多く販売し、収益を最大化す

ること”であろう。そのような企業活動と知的財産とが、どのような関係にあるかを

考察すると共に、主に保護すべき知的財産の種類について、概略を説明する。 

  

 

（1）技術と特許(実用新案)権 

日本企業にとって、良い品質、価格競争力を持つ製品を開発することが何より重要b

である。そして、研究開発により得られたさまざまな技術が、特許や实用新案として

保護されれば、その商品の競争力は強力になる。 

そのため、韓国国内でそのようなR&Dまで行う形態で進出している日本企業はあまり

多くないかもしれないが、韓国国内で発明の創出がなされる形態で進出している企業

は、組織として知財部を置き、現地の法律に詳しい知財専門家を育成し配置すべきで

あろう。また、R&Dまでは行わないとしても、例えば、日本本社ではなく、現地法人が

韓国国内の顧実企業との間で技術のすり合わせを行うような形態で進出している企業

は、発明に対する秘密保持契約などを扱うことのできる知財部門あるいは知財担当者

が必要になる。さらに、それ以外の形態で進出している企業であっても、現地におけ

る侵害品は、現地職員が最も目にする機会が多いはずであり、専門知識を得るための

ハードルは低くはないものの、例えば、他社と接する機会の多い営業担当者に一定の

知識を持たせ侵害の発見に努めるようにすることは、知財経営上、重要なポイントと

なる。 

  

 

（2）デザイン（意匠）と権利 

商品の競争力はデザインによっても大きく左右される。また、優れたデザインや、

長期間にわたって使われたデザインは、それ自体がブランド、あるいはブランドを代

表するものとして需要者に認識される場合もある。一方、優れたデザインをもつ製品

は、ライバル企業による模倣により、自社のデザイン競争力を侵食されるおそれがあ

る。そのため、ライバル企業の模倣から自社のデザインを保護し、商品デザインの競

争力確保のためにデザインの登録、管理、他者の模倣の監視などが必要である。 
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デザインについても、現地でデザインのR&D部署を置くような形態の企業は、現地で

創作されたデザインを的確に保護する必要があり、専門の部署又は担当者を置くべき

である。また、デザインは、通常、知財に詳しい者でなくても、外観から模倣品を判

断することができる場合が尐なくないため、職員の知財マインドを尐し高めるだけで、

韓国市中における模倣品の発見が容易になるなど、知財経営上、効果を得やすいポイ

ントとなる。 

 

（3）ブランドと商標権 

消費者の立場では、商品の好感または品質をブランドとして認識しているのが一般

的であるため、優れたブランドの場合はそれを模倣する類似商標などが出回る可能性

が高い。そのため、自社のブランドを持続的に管理すると共に、模倣品を監視するこ

とは、商品の競争力確保の重要な要素である。そして、ブランドの管理により、さら

にブランド価値が向上しその結果、商品の信頼と顧実の吸引力がより一層企業の無形

財産として蓄積され、企業活動の活性化を促すことになる。 

 技術的な模倣品の発見は困難であるが、商標の模倣品は、比較的誰でも発見し易い

ものである。また、自社のブランドを守るという意識は、職員であれば当然身につけ

るべきものである。そのため、職員に対しては、最低限、自社のブランドの教育を行

うと共に、類似商標の発見程度はできる知識を身につけさせるべきであろう。 

 

（4）ノウハウと営業秘密等 

  特許権、デザイン権、商標権は、何れも代表的な知的財産であるが、権利を取得し

ていないノウハウや営業秘密等も、知的財産の一つであり、保護、管理すべきもので

ある。そして、例えば、特許権や商標権は、公開されるものであるから、それ自体の

情報漏えいは生じ得ないが、ノウハウや営業秘密は、書類だけではなく、人的にきわ

めて容易に漏えいが生じ得るものである。その意味で、韓国への進出形態に関わらず、

現地法人としてこれらの情報の保護管理を確实に行う知財経営は、必須のものである。

また、現地法人が韓国国内の顧実企業との間で技術のすり合わせを行うような形態で

進出している企業は、営業秘密の管理やサンプル製品提供に伴う秘密保持契約の締結

等、特に注意が必要である。 
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3. 現地で留意すべき知財経営の概要 

企業の知的財産経営の核心的な課題は、大きく1)知的財産の経営資源化および価値

創出、2)知財紛争のリスク・マネジメント、3)情報漏えい防止、営業秘密管理、現地

情報の収集・連絡、職員の知財マインド向上などの一般管理である。現地法人に必要

な知財経営としては、進出の形態にもよるが、どのような進出形態であったとしても、

3)のポイントは、最重要項目となる。 
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(1) 知的財産の経営資源化および価値創出 

知的財産は、企業の経営資源として活用される時、商品の競争力を高め、マーケテ

ィングを促進させ、経営収支に寄与する。そのためには、価値ある知財権を確保する

ことが何より重要である。そのため、例えば、会社で開発した技術(またはアイデア)

を強い特許として作り上げる、あるいは、優れたデザインを権利として取得する、長

年培った企業のブランドを商標として権利化するなど、価値ある知的財産を権利、す

なわち知財権として確保する必要がある。強い特許とは、何人でも使わざるを得ない

特許など、企業の利益を上げる特許をいい、源泉技術でない改良技術や技術的に後発

であっても、強い特許として確保することが可能である。また、優れたデザインや、

信頼のあるブランドが商品力を左右することは、言うまでもないだろう。 

そして、知的財産が創出されたときには、それを強力な知財ポートフォリオとして

構築し、経営資源として戦略的に活用し、価値を創出する活動を展開していかなけれ

ばならない。 

現状において、韓国に進出している多くの日系企業の場合、研究開発部門が韓国内

に置かれていないことが多いため、これらの観点での知財経営は、通常、韓国の現地

法人で行う必要性は無いであろう。しかし、これらの知的財産の経営資源化および価

値創出は、経営部門、知的財産部門および研究開発部門が三位一体となって密接に行

う必要があることから、現地法人においてR&Dを行っている形態で進出している企業は、

現地法人でこれらの知財経営を行う必要がある。 
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(2) 知財紛争のリスク・マネジメント 

急速な技術発展、技術の複合化や多様化、グローバルビジネスの展開などの環境下

では、海外ライバル会社との知財紛争の可能性が増大する。特に、韓国企業の急速な

技術力向上に伴い、特許権侵害などによる知財紛争のリスクが増大しつつある。その

ため、韓国内における知財紛争に適切に対応し、企業活動のリスクを最小化して企業

活動を活性化することが知財経営のもう一つの重要な課題である。知財紛争のリス

ク・マネジメントに効果的に対処できない場合、当該事業からの撤退等、大きな代償

を払わなければならない可能性があり、知財紛争のリスク・マネジメントは、企業の

興亡盛衰にとって重要な役割を有している。知財紛争のリスク・マネジメントの核心

的な内容は、1)企業活動で発生し得る知財紛争のリスクを事前に予測して対策を樹立

し、当該リスクを除去する活動、2)それにもかかわらず、知財紛争などのリスクが発

生した際、それに効果的に対応して事業的影響を最小化又は解消する活動、3)ロイヤ

ルティおよび費用など企業経営の損益に及ぼす影響を最小化する活動などである。 

これらの活動を行うには、高度の専門知識が必要であるため、現地法人で行うには

現实的に困難である場合が多く、多くの場合は、日本本社が対応している事項である

と思われる。しかし、現地法人における知財経営を行うに当たって、知財紛争のリス

ク・マネジメントは、意識しておく必要がある。 

 

 

(3) その他一般管理 

1）情報漏えいの防止、営業秘密管理 

知財財産に関する情報は、文書はもちろん、口頭により簡単に流出するおそれがあ

る。特に、特許権等として権利化まではしていないものの、販売を行おうとする製品

の素材の情報、工場での生産プロセスにおけるノウハウ（例えば、製造機械の運転温

度や運転時間等）といった情報は、営業販売担当者や工場勤務の職員によって、あま

り意識されることなく漏えいがなされることがある。あるいは、直接的にヘッドハン

ティングによる人材流出により、競合相手企業に漏えいする可能性もある。 

これらの情報漏えいは、現場、すなわち現地法人において発生するものであるから、

これを防止すべく管理体制を構築することは、現地法人における知財経営の重要なポ

イントの一つである。 
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また、営業秘密は、しかるべき体制で管理して初めて法的に営業秘密と呼べるもの

であって、ずさんな管理を行った場合、知財紛争の際に営業秘密であると認められな

い可能性がある（具体的には、後述する。）。そのため、現地法人においても、営業

秘密の管理体制を確立しておく必要がある。 

 さらに、韓国大手企業の躍進により、日本の部品、素材関連企業の大口顧実として

の位置づけがより重要になっている昨今、製品サンプルの事前提供などが行われる機

会が増大していると考えられるが、当該製品サンプルに係る秘密保持契約（いわゆるN

DA）に関する知識も、日本本社任せにせず、現地担当者に一定の知識を持たせ、現地

においてリスクを回避する必要が生じる。 

 

 

2）現地情報や知財権侵害品の情報の収集・連絡 

 先に述べたように、韓国において模倣品などの発見は、市中での発見や、現地顧実、

韓国政府機関からの連絡によることが多い。すなわち、知財権侵害品の情報は、まず

現地の職員にもたらされることが主となる。しかし、例えば、韓国税関や警察にて模

倣品が発見され、その情報が現地職員に通報されたにもかかわらず、現地職員がどの

ように対応してよいかわからず、結局日本本社が対応するまで時間がかかり、模倣品

対応に後れをとる例などが発生している。また、デザインの模倣や類似する商標は、

最低限の知識で比較的容易に見つけ出すことが可能であるが、現地職員に知識が全く

ないため、市中にそれらの商品が多数ありながら、その発見をみすみす逃していると

いった例も散見される。 

 さらに、韓国において企業活動を行うに際し、他社企業から当該企業の知的財産を

侵害している旨の警告状を受け取る場合があるが、警告状は、韓国現地法人宛に送付

されることが多い。そして、警告状を受け取った場合、侵害訴訟に発展する可能性が

高いため、専門家において迅速に、かつ適切に対処する必要がある。 

 そこで、尐なくとも、知的財産の担当者を決め、現地で得た情報や、韓国税関、警

察等政府機関と間の窓口とすると共に、日本本社の知財部に対する連絡体制を確立す

ることが何より重要である。 

 その上で、当該担当者、あるいは、市中などで他社製品に触れる機会の多い営業担

当などに最低限の知財教育を施し、現地における模倣品の発見のレベルを上げること

も重要である。 
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3）職員の知財マインドの向上 

企業活動の結果生ずる知的財産を効率的に管理して企業の価値を高め、知的財産に

関する企業のリスクを最小化するためには、知的財産の担当職員はもちろん、その他

職員全般について、知的財産に対するマインドを向上させる必要がある。そのために

は、知的財産に関する一般的基礎知識、各職員の業務における知的財産に関するリス

クや注意事項等、知的財産に対する教育を強化しなければならない。特に、韓国に進

出した外国企業において、現地で採用した職員は、会社に対する忠誠心が一般の職員

より低い場合が多く、他社に転職する可能性が高いのて、営業秘密流出の防止に関す

る教育を充实させ、転職による知的財産の安易な流出を防ぐ必要がある。 

 

 

4. 知財経営による利益 

  その他、知財経営を行うに当たっては、そこから得られる利益を理解しておくべき

であるから、考慮すべき一般的な利益について簡単に説明する。 

 

(1) 市場独占の利益確保 

知財権の独占的機能を活用し、市場を確保するだけでなく、商品のマージンを調整

し確保することも可能である。市場価格の形成は需要と供給によって決定されるが、

供給者が独占的である場合は価格決定に大きな影響力を行使することとなる。一方、

たとえ独占せずにライセンスの使用を許可した場合でもマージンの縮小はあっても、

それはライセンス収入として代替可能であるため、一定のマージンを確保することは

可能である。 

 

(2) 実施料の収益 

企業が保有する知財権に対し、積極的な侵害監視活動とライセンス活動を通じて、

实施料(ロイヤルティ)の収益を創出することができる。 

 

(3) 原価管理および特許費用節減 

企業は自社が販売する製品に他社の特許技術等知財権が使用されているか否かを検

討し、それに対する予想ロイヤルティを製品の原価に予め反映して管理しなければな
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らない。 

また、知財紛争に所要する費用は経費部門で管理し、出願・登録に所要する費用は

資産取得部門で管理するべきであり、かかる費用は必須的経費であるので費用節減の

側面からも費用対効果の極大化を図るものであるといえる。 

 

(4) 企業価値増大 

企業が保有する知的財産の直接的な金銭の価値は、前述したとおり实施料収益等と

して現れるが、大部分の場合は、直接的な金銭の価値として現れない、あるいは、評

価が困難であるが、企業の吸収・合弁、知財権の売却または担保として提供される場

合は、その価値が直接評価される。 
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第2章 知財経営の基礎一般 

企業の知財業務の核心は前述したとおり、1) 知的財産の経営資源化および価値創出、

2)知財紛争のリスク・マネジメント、3) 情報漏えい防止、営業秘密管理、現地情報や

知財権侵害品等の情報の収集・連絡、職員の知財マインド向上等の一般的管理である。

そして、特に1)、2)を中心に、これらの業務の多くは、通常、日本本社にて行われて

いる状況である。しかし、日本本社の知財部において行われている知的財産に関する

業務や管理体制等の知識は、現地法人で知財経営を行うに当たり一定の理解が必要と

なり、また、先に述べたように、現地法人でR&Dを行う形態の場合、現地で発明が創出

されることから、日本本社の知財部に近い体制を整備する必要がある。そこで、知的

財産に関する業務、管理体制の基礎一般について詳細を説明する。 

 

1. 知財担当部署の主要業務 

1-1.知的財産の経営資源化及び価値創出 

(1) 業務概要 

経営資源として活用できる知的財産の創出、保護および活用と関連して、必要な業

務を表に整理すると、主な概要は、次のとおりである。 

 

知財財産の創出業務 

1)経営部門、R&D部門と三位一体となった知的財産創出のリーディング 

2)知的財産に関する情報の分析による効率的な知的財産の創出支援 

3)必要な知的財産の確保、出願、権利化業務 

4)職務発明補償制度の運営        ・・・など 

知的財産の保護 

1)知的財産網（知的財産ポートフォリオ）の整備、構築 

2)アウトソーシングによる知財財産ポートフォリオの強化 

3)知的財産のメンテナンス 

4)模倣品、侵害等自社知的財産の違法な使用の監視、発見   

 ・・・など 

知的財産の活用 

1)知的財産の活用方針の戦略樹立 

2)知的財産の排他的使用、ライセンス、秘匿戦略 

3)他社への警告、訴訟提起        ・・・など 

 

(2) 知的財産の創出 
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知的財産は企業の経営資源であり、競争の武器となる。従って、知的財産を創出し、

それを強い権利として確保することが知的財産経営の重要な柱の一つとなる。知的財

産の創出業務は、R&Dを韓国現地で行う形態を除き、实際に韓国現地法人で行うことは

まずないと思われるが、知財経営上においては、重要な事項となる。 

 

1）知的財産創出のリーディング 

知財財産創出の主体それ自体は、多くの場合、企業のR&D部門、製造部門、デザイン

部門、商品企画部門であろう。また、ブランドイメージなどの場合は、マーケティン

グ部門、宠伝広告部門である場合もあると思われる。 

しかし、いずれにしても、知的財産の創出を企業の経営方針に合わせて行うために

は、経営部門、研究開発などの部門、知的財産部門におけるいわゆる三位一体の協力

が必要となる。なぜなら、知的財産それ自体は、主にR&D部門、製造部門、デザイン部

門、商品企画部門などで創出されるものであるが、企業にとって必要な知的財産は、

経営と密接に結びつき、切り離すことはできない。そして、そのような知的財産は、

関連する法律のみならず、自社および他社の権利関係と密接に結ばれていることが多

く、専門担当部署として知財部門における専門性の発揮が何より求められる。そのた

め、経営部門が知的財産の創出の方向を提示し、研究開発等の部門でそれに合わせた

知的財産を創出し、そして、知財部門が専門家としてこれらを束ねリードする役割を

果たすことにより、企業に必要な知的財産の創出が可能となる。 

 

2）効率的な知的財産創出の支援 

知的財産を効果的に創出するためには、知財部門が専門性を発揮し、経営部門が方

向性を判断できる材料、例えば過去の発明等の知財情報（いわゆる先行技術調査等）

の調査・分析等による的確な情報の提供などを行うことが必須である。そして、これ

らを基にした技術開発、デザインおよび商標の選定が行われることによって、効率的

な創出と価値の高い権利確保が可能となる。 

先行技術調査は、先ず開発した他社の特許を把握し、技術開発の課題と現在の水準を

分析し、自社の技術開発の方向を設定し、他社の特許と抵触することを避けながら技

術開発の推進が可能になるようにし、R&Dが効率的に推進されるようにガイドする。そ

れらによって差別化を図り有用な技術を創出することができる基盤を提供することと

なる。また、先行技術調査により、競合他社の開発トレンドなども併せて分析するこ
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とができる。 

また、先行デザインおよび商標調査分析は、他社の登録されたデザインおよび商標

を把握することによって、他社登録権利との抵触を避け、デザインおよび商標の選定

の効率性を高めることができる。 

 

3）創出された知的財産の確保、権利化 

通常、企業のR&D部門によって創出された知的財産は、原鉱石に相当するものであっ

て、たとえ技術的に高いレベルの発明等であっても、直ちに価値の高い知的財産であ

るとはいえない場合が尐なくない。そのため、創出された原鉱石を経済性のある宝石

として磨き上げ、価値のあるいわば知財商品として確保していかなければならない。 

創出された知的財産を価値のある、安定した知財商品として作り上げるためには、

自社が将来にわたって必要とする知的財産と、他社の知財権や既に知られている技術

等、周辺の知的財産との関係の中で、知的財産制度も含めた高度に専門的な知識及び

スキルが必要となる。そこで、知財部門おいては、例えば、創出された知的財産に対

する先行技術調査を行い、先行する知的財産との関係を比較分析すると共に、特許権

として権利化する過程において必要な手続きや対処を行う等、創出された知的財産の

完成、権利化に当たって専門的な役割が求められる。 

また、他社が技術開発上使用しなければならない発明や、回避することが困難であ

る発明、その他インパクトのあるデザイン、ブランド等、他社が使用することを望む、

あるいは使用せざるを得ない知財権は、知財商品としてより価値の高いものであるか

ら、知的財産を創出する際には、そのような知財権が得られるよう、十分考慮すべき

である。 

 

4）韓国現地法人の役割 

知的財産の創出は、経営部門、研究開発部門、知的財産部門の三位一体により行わ

れるものであるから、韓国現地法人において研究開発部門を有していない場合は、こ

れらの業務は、通常、日本本社にて行われることとなる。しかし、韓国に研究開発部

門を置き特に韓国の市場に向けた製品の研究開発を行っている場合には、韓国現地法

人内に独立した知財部門を置くか、あるいは、尐なくとも当該研究開発部門と日本本

社における知財部門との間で、密に橋渡しとなる担当者を置くべきであろう。 
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(3) 知的財産の保護 

1）知財権利網の構築 

知的財産は、企業にとって技術力の源泉であり、また、事業展開を支える貴重な財

産である。そのため、現在保有している知的財産の価値を評価し、有効活用すると共

に、今後の研究開発の方向性を明確化するために、知的財産網をポートフォリオとし

て整備することは、今日の企業経営において必須事項である。知的財産ポートフォリ

オは、企業の経営方針そのものと言ってよく、そのため、その構築の方法は、各企業

における事業展開の考え方によってさまざまである。例えば、自社が既に高いシェア

を有しており、当該事業に他社が参入しないようにするために、重要特許を中心に置

き、周辺特許を多数取得することにより面でカバーするような知的財産パテントポー

トフォリオを整備したり、逆に、新規に参入する事業について、クロスライセンスを

前提に、むしろ实用的な周辺特許を広く取得するといった具合に、企業の経営方針と

直結して適切な整理を行うこととなる。あるいは、認知度の高い商標を中心に置き、

シリーズ製品についてブランドの統一性を図るような商標についての知的財産ポート

フォリオを整備するという考え方もあろう。 

 知的財産パテントポートフォリオの整備は、通常、日本本社において行う業務であ

ると考えられるが、グローバルな製品展開と同時に、地域に応じたいわゆるローカラ

イズも重要である昨今、韓国市場に適した知的財産パテントポートフォリオの整備も

念頭に置く必要があり、特に、韓国現地においてR&Dを行っている場合は、韓国の市場

動向をよく知っている韓国現地法人において整備すべきであろう。 

 

2）アウトソーシングによる知的財産ポートフォリオの強化 

近年、技術開発のスピードがますます向上し、また、関連技術の専門化、細分化が

進行していることにより、自社の事業に関連する全ての分野に対して研究開発や投資

を行ういわゆる自前主義は、適切ではない場合が尐なくない。例えば、最近の韓国の

多くの大手企業においては、大学や研究所、他の企業との共同研究開発を活発に行い、

優れた技術と知的財産とを同時に確保する戦略を取っており、さらに一歩進んで大学、

公共機関や他企業の権利を積極的に買い入れて知的財産ポートフォリオを強化する戦

略を採っている。 

外部に優良な知的財産があれば、これを積極的に買収、ライセンシング等を行い、

いわばアウトソーシングによる知的財産ポートフォリオの強化を総合的に進めること
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は、知財経営上、ますます重要なポイントとなっている。その際、特に、関連事業を

行わない大学、公共機関、研究所、個人所有の優秀な知的財産を買い入れて自社の知

的財産ポートフォリオを強化することができれば、尐ない費用で企業の価値を増大さ

せる良い機会となり得る。 

大学や研究機関、他社等の知的財産を買収して知的財産ポートフォリオをどのよう

に強化するかといった戦略は、日本本社において行うべき業務であるが、韓国現地の

大学、研究機関、他社等において、それぞれどのような技術を保有し、あるいは、ど

のような技術に強みを持っているか等の情報は、当然、韓国現地において活動してい

る韓国現地法人の職員の方が収集しやすい。そのため、これらの業務を日本本社任せ

にせず、韓国現地法人においても収集する体勢を構築すべきである。 

 

3）知的財産のメンテナンス 

企業間のグローバルな競争が激しくなっている昨今、自社及び他社による絶え間な

い技術開発により、技術や商品、ブランドイメージの陳腐化が短いサイクルで生じる

状況にある。そのため、創出した時点では、重要で価値のある知的財産であっても、

早期に不要となる事態が考えられるし、あるいは、逆に、あまり重要視していなかっ

た技術が商品の改良や市場動向の変化等により、急にその価値を増してくるといった

こともしばしば起こり得る。また、知的財産パテントポートフォリオについても同様

であり、事業の方針や研究開発すべき方向性に適合しなくなってくる。そこで、取得

した特許権等の必要性を見直したり、また、知的財産ポートフォリオの再整理や、当

該権利の活用の方向性の見直し等、知的財産のメンテナンスを定期的に行う必要が生

じてくる。 

 

4）他社による知的財産侵害の監視 

保有する知的財産を保護するためには、単に権利化するだけでは足りず、他社が侵

害していないかどうかチェックし、侵害が発見された場合は、それを排除する行動を

とらなければならない。そのため、他社の新製品やカタログ等を随時チェックし、自

社の特許権を侵害していないか、あるいは、デザイン権や商標権を侵害していないか、

確認する必要がある。特許権の侵害の有無の判断は、専門家による詳細な分析が必要

であるから、知財部門において弁理士を交え精査しなければならないが、例えば、特

徴のある自社の技術や、機能面からみて、侵害のおそれ、あるいは、侵害の疑義の有
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無については、当該他社製品の外観、機能、カタログからおおよそ推測できる場合も

尐なくない。そのため、その判断は必ずしも容易ではないが、他社製品やカタログ等

に触れる機会の多い営業担当者に必要な教育を施し、自社の知的財産を侵害している

おそれのある製品等について報告させるようにすることは、一定の効果を見込む事が

できる。 

一方、デザインや商標については、外観から判断可能な場合が多く、もちろん最終

的に商標が類似しているか否かの判断等は、専門家による詳細な分析が必要ではある

ものの、カタログや市中を多尐の注意力を持って観察すれば、自社のデザイン権や商

標権を侵害しているおそれのある製品の発見は、それほど困難なことではない。その

ため、同様に営業担当者に教育を行い、自社のデザイン権や商標権侵害のおそれのあ

る他社製品を報告させるようにすることは、効果的である。 

また、そのような他社製品は、当然現地において発見される可能性が高い。韓国に

おいては、模倣品大国の汚名を返上すべく、政府をあげて対策を行っており、以前の

状況からはかなり改善しているものの、中国から流入する模倣品等を含め依然として

流通、販売されていることから、韓国現地法人においても、自社の知的財産、特にデ

ザイン権や商標権等外観から判断できる権利について日ごろ職員を教育し、これらの

監視、報告を行わせるようにすべきである。 

なお、他社による知的財産侵害が発見された場合は、警告、訴訟等の手続きを取る

こととなるが、これらについて、知財紛争のリスク・マネージメントと内容が重なる

ため、詳しくは、後述1-2で説明する。 

  

5）韓国現地法人の役割 

 知的財産ポートフォリオの整備や、他社の知的財産の買収などについては、日本本

社において総括すべき事項であるが、韓国現地に研究開発部門を置き、韓国市場に適

した製品の開発を行っている場合は、韓国現地の製品に適合した知的財産ポートフォ

リオの整備を行ったり、あるいは、日本本社の知財部に知的財産ポートフォリオ整備

のための情報伝達を行う必要があるだろう。 

 また、知的財産のメンテナンスについても、通常は、日本本社の知財部門によって

行われるものと思われるが、期限徒過に対する回復が困難な手続きなどもあり、迅速

な対応を可能とするため、韓国現地法人内に担当部署を置くことも考慮すべきである。 

 一方、他社による知的財産侵害の監視については、上述のとおり、当該侵害が現地
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において行われる以上、現地において監視体制を置くべきであり、特に対応が比較的

容易なデザインや商標については、日頃現地で各社の製品に接する機会の多い営業担

当等に兼任させるさせるだけでも一定の効果があると考えられる。 

 

(4) 知的財産の活用 

特許権・デザイン権・商標権などの知財権は、独占的かつ排他的に使用できる権能

を持っているので、企業活動において重要な経営資源になる。また、ノウハウや営業

秘密を含めた知的財産も、同様である。したがって、そのような知的財産を如何にう

まく確保し、それを活用するかということが企業の成功のための重要な要素(Key Fact

or for Success)となるであろう。活用方法としては、さまざま活用方法が考えられる

が、通常、大きく分けて、1)得られた知財権について、排他的独占権として当該権利

を自社においてのみ使用する、2)知財権を他社との取引、クロスライセンス、技術移

転等に用いる、3)ノウハウや営業秘密として秘匿し、模倣を防ぎ、優位性を保つ、な

どの方法がある。 

知的財産の活用方針を樹立するに当たっては、経営部門、R&D部門及び知財部門が三

位一体で協力する必要があり、日本本社において戦略的に決められるべきものである

が、实際にそれを活用する場は、現地であり、また、現地特有の制度、契約等におけ

る慣習もあることから、韓国現地法人が主体になることはないとしても、サポートで

きる体制は整えたほうがよいと考えられる。 

 

1）事業における独占的かつ排他的な権能の活用 

知財権の基本的な活用方法は、権利の持つ独占的かつ排他的な権能を、そのまま戦

略的に活用する方法である。当該発明・デザイン・ブランドを事業的に独占し、競合

他企業を排除することによって、独自のマーケットを構築することができるので、そ

れをうまく活用すると、事業のブルー・オーシャンを展開していくことができる。 

しかし多くの技術分野では、競合他社とのクロスライセンスにより成り立っている

場合が多く、独占的かつ排他的に権利を活用することは、一部の技術分野を除いて現

实的に困難であり、また、仮に独占的かつ排他的に権利を活用することができたとし

ても、その結果、競合他社を結集させ、当該発明をう回する新たな技術の出現等を促

すことになり、結果として得策ではない場合も尐なくない。そこで、権利の持つ排他
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性を薄めて活用し、例えば、必要な他企業を戦略的パートナーとして引き込み、共に

市場を主導していく戦略も必要である。 

 

2）事業戦略的活用 

知財権の独占的かつ排他的な権能は、事業戦略を繰り広げるためにも有用に活用す

ることができる。韓国の取引先との関係で、ビジネスを保証して拡大していく機会が

与えられる。そのためには、知財権を製品に適用し、商品の競争力を高めることが必

要である。デザインや商標の場合は製品に簡単に適用することが可能であるが、特許

の場合は特許の権利範囲内で製品の品質および原価(Cost)を考慮した競争力のある技

術を製品に適用しなければならない。 

また、取引先に対して製品を供給する場面では、知財権を保有することにより、有

利に展開することもできる。例えば、韓国の大手企業は、知財権の重要性を認識して

いる場合が多く、このように知財権の侵害問題を重く考える取引先に対し、知財権は、

自分のビジネスに対する事实上の保証を確保することにつながると共に、当該製品の

供給を拡大していくことができる。 

さらに、権利行使の目的は、侵害を規制し、ライバル会社の製品の生産または販売

などを禁止させ、知財権を独占するためでもあるが、ライバル会社に知財権のライセ

ンスを通して使用の対価を徴収する、あるいは、他のビジネス効果を創出するといっ

た活用も一般的である。この場合、クロスライセンスまたは技術協力を通じ、併せて

優れた他社のも活用することができるので、有利な知財権を有している場合、企業間

の事業提携(Business Alliance)、または技術提携(Technology Alliance)を有利に進

める可能性が高まる。 

 

3）知的財産の秘匿による活用 

創出された知的財産は、知財権として権利化して活用するほかに、営業秘密等とし

て秘匿することも、有効な活用方法の一つである。例えば、特許権を取得するには至

らないが、製品を製造するに当たって欠かせないような情報、あるいは、特許権とし

て公開した場合、すぐに模倣されたり、回避技術を開発されるおそれがあるノウハウ

等については、あえてブラックボックスとして秘匿し、他社が追従できないようにす

ることも必要となる。 
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4）韓国現地法人の役割 

知的財産の活用方針は、経営部門、研究開発部門、知財部門の三位一体の協力が必

要であり、特に高度な判断が必要となるため、韓国現地法人で行うことは困難であろ

う。しかし、ライセンスの契約等においては、韓国における一般的なビジネスの習慣

なども影響することから、知財専門家でなくても、ビジネス上のサポートが可能な体

制とすべきであろう。 

 

1-2.知財紛争のリスク・マネージメント 

これに関連しては大きく1)知財紛争の予測、2)知財紛争の予防、3)紛争が発生した

際の紛争に対する対応が重要な業務となる。 

紛争と関連しては外部法律事務所(Law Firm)を活用しなければならないが、全ての

準備と意思決定は企業の経営部門と共に知財部門の専門家が中心となって行ってこそ、

費用を最小限に止めながら紛争対応に成功することができる。 

知財紛争に対する具体的な予防や、紛争時の対応は、主に日本本社において行う業

務であるが、韓国に進出している日本企業が知財紛争に迅速かつ適切に対応するため

には、韓国に駐在している知財担当者が紛争に関する正確かつ最新の情報を収集し、

適時本社に提供することによって、本社の経営部門及び知財部門の専門家が正確な判

断を下せるようにする必要がある。 

 

知財紛争の予測 1)他社の知財権の把握、分析 

2)自社製品等による他社知財権の侵害可能性の判断 

知財紛争の予防 

1)他社の知財権の回避 

2)保証の獲得 

3)实施権（ライセンス）の獲得 

4)他社の知財権の登録阻止 

5)他社の知財権の無効化 

知財紛争時の対応 
1)侵害の事实関係の分析 

2)事業に及ぼす影響及び訴訟の勝訴可能性の予測 

3)紛争の対応戦略を樹立 

 

(1) 知財紛争の予測 

事業活動で知財紛争が起こると、企業に致命的な損失を引き起こすこともあり得る

ので、事前に企業の製品開発方向、または市場に出る製品に対する検証が必要である。

そのためには、他社の知財権を把握し、問題となる可能性のある権利を探し出し、自
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社の開発方向や製品と比較し、他社の知財権を侵害する可能性があるか否かを精査す

る必要がある。その過程で知財紛争の可能性を診断し、その予防策を考えなければな

らない。 

一方、問題となっている他社の知財権が、果たして有効であるのかも必ず検討しな

ければならない。すなわち、登録されていても無効や取消しの理由があれば問題とな

らない場合もあるからである。 

万が一、他社の知財権を回避する適当な方策がない場合は、問題となる知財権に対

し、实施権(ライセンス)を得るべきであるか否かを検討する必要がある。ロイヤルテ

ィを払ってでも関連事業を展開して収益が得られる場合、もしくは長期的に市場での

事業基盤を構築する必要がある場合であれば、積極的なライセンス獲得の方案を推進

しなければならない。 

知財経営の最も重要な部分の一つが、このような紛争の予測と事前予防の活動であ

る。紛争を予測できず、事業活動の最中に知財紛争が発生し、多額の損害賠償を支払

う事態となったり、事業が中断し得るリスクを抱いて事業を展開することは、無謀な

経営といえる。特に、同種の業界で紛争が生じている場合、あるいは今後予想される

場合には、必ずそれに対する検証活動を行わなければならない。 

 

(2) 知財紛争の予防 

知財紛争が一旦顕在化し、訴訟にまで発展した場合、仮に勝訴や有利な条件で和解

できたとしても、その間の時間的、経済的損失は測り知れない。また、ライフサイク

ルが短い製品などの場合、決着がついた頃にはすでに市場価値がなくなっていたなど

ということもある。また、自社製品が他社の知財権を侵害し、侵害訴訟事件で敗訴し

場合や、敗訴に至らなくても不利な条件で和解せざるを得なかった場合は、損害賠償、

製造販売の差止めなど、多大な損害を被ることになる。また、それだけではなく、場

合によっては、社会的な評価にも影響することがある。そのため、知財紛争の発生が

予測される場合、それが顕在化する前に必ず以下のような対策をとる必要がある。 

 

1）他社の知財権の回避 

自社の製品または開発方向が、問題となる知財権の権利範囲に属するかを精密に検

討し、その権利範囲を免れる方案を検討しなければならない。そのためにはまず、問

題となる知財権の権利範囲を明確にする必要がある。そして、自社の製品または開発
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方向が他社の知財権の権利範囲に属さなくなるよう、技術またはデザインの変更によ

り他社の権利範囲を回避(Design Around)する方策を探ると共に、回避した後において

当該知財権の権利範囲に属さないことを改めて検証しなければならない。 

 

2）保証の獲得 

自社の製品に使用する部品に知財権の侵害問題がある場合、または、このような部

品を組み込むことによって侵害問題が発生する場合は、部品供給者が責任を負うよう

に購入契約において知財権に対する保証を要求することが必要である。 

部品の供給者が独占的な地位にある場合は、このような保証を拒否する場合が多い

が、できる限り企業が購入する部品に対しては保証を獲得しておかなければならない。

また、部品の供給者が既に他社の知財権に対してライセンスを結んだ事实があるのか

も確認しておかなければならない。 

自社の製品が取引先の要求あるいは提供する仕様、デザインまたはブランドにより

製造される場合、その取引先が知財権に対して責任を負うよう供給契約を規定するの

が望ましい。 

 

3）実施権(ライセンス)の獲得 

問題となる知財権を回避することが困難な場合、もしくは回避の効用性がない場合

には、その知財権に対するライセンスが不可避である。知財権者が何人にもライセン

スを与えず独占的な権能を行使している場合は、ライセンスを獲得するのはかなり難

しいので、関連事業は中断される可能性が高い。しかし、その場合でも知財権者が欲

しがる知財権を保有していれば、クロスライセンスを通じて継続的な事業の営為が可

能である。 

 

4）他社の知財権の登録阻止 

知財権がまだ登録されておらず出願中である場合に、その出願の拒絶事由を発見し

た場合、その証拠と共に特許庁に情報を提供することができる(特許法第63条の2、实

用新案法第15条、デザイン法第23条の5)。また、商標の場合は商標が出願公告中の場

合は、出願公告日から2カ月内に商標登録の異議申立てができる(商標法第25条)。その

ような情報提供または異議申立てにより知財権登録を阻止するか、登録されるとして

も、その権利範囲を制限することが可能である。 
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5）他社の知財権の無効化 

登録された知財権に所与の無効または取消しの事由がある場合は、審判を通して登

録を無効または取消すことができる。商標の場合は、登録後3年間使用していない商標

に対しては不使用取消し審判を請求することができる。 

ただし、知財権が一度登録されると無効または取消しの理由がある場合でも、審判

によって無効や取消しが確定する前は有効な権利として存在するので、たとえ侵害訴

訟裁判において無効な知財権による権利乱用の抗弁（韓国においては、日本の特許法

第104条の3のような直接的な無効の抗弁が規定されていない。）等が可能であるとは

いっても、審判の結果が無効または取消しになることを前提に、不安定な状態での対

応戦略を樹立するのは望ましくない。 

また、上述4）も同様であるが、他社の知財権に対する登録阻止や無効化などを行う

場合、結果として自社が当該発明ないし特許に対し関心を寄せている、すなわち自社

の研究開発動向が他社に漏れる危険もあるので、注意が必要である。そのため、例え

ば特許の無効審判などは、实際に侵害訴訟が提起されたのち、あるいは、訴訟が不可

避となった場合に請求することを考慮すべきである。 

 

(3) 知財紛争の対応 

自社製品が他社の知財権を侵害するおそれがある場合は、それを放置せず、必ず上

述（2）のような対応策をとり、知財紛争の発生を予防すべきである。一方、他社製品

が自社の特許権を侵害する場合についても、知財紛争が現实的に不可避であると判明

した場合は、紛争に効率的に対処して早期に最小化する必要がある。そのために最も

重要なことは、侵害の事实関係を短期間内に明確に分析することである。相手方製品

や自社製品、販売の形態、知財権の権利範囲など侵害訴訟に影響を及ぼす可能性のあ

る事实について正確に把握し、そのリスクがどの程度であり、事業に及ぼす影響がど

の程度であるのかを正確に診断してこそ、紛争の対応戦略を正しく樹立し、紛争を早

期に最小化することが可能である。 

ところで、大部分の場合、そのような事实関係を明確に把握するのが困難であり、

自分に有利であるとか、恣意的に解釈して対応方向の設定を初めから誤る場合がある。

そのため、適切な初期対応を行えば早期に解決可能である事件が長期間を要したり、

そもそも交渉で解決できる事案が訴訟まで発展して被害を大きくする場合が尐なくな



 

23 

 

い。そのため、知財紛争対応では、企業の知的財産専門担当者または最高経営者の役

割はもちろん、弁護士、弁理士など専門家の意見を十分に加味し、経営判断として対

応策を決定する必要がある。 

また、企業は、社会正義が事業の目的ではなく利益の实現が目的であるので、企業

に及ぼす現实的な事業的影響と経済性を考慮して対応方向を定める必要がある。例え

ば、社会正義に照らして何が何でも勝訴することにこだわるより、多尐納得がいかな

くてもなるべく有利な形で早期に和解した方がよい場合も多いし、逆に、紛争に対し

毅然とした対応をとらず、早期に和解に合意する傾向が強い場合、相手方の主張を甘

受する企業であると認識され、次々に類似の事件で訴えられる可能性がある等、短期、

長期的にさまざまな角度から対応策を検討すべきである。 

 

 

1）紛争対応時の手続き 

一般的に知財権紛争は権利者からの警告状を受けとった時から始まる。企業におい

て知財権侵害に対する警告状が届いた場合、これを無視することは非常に危険であり、

その警告状の内容を日本本社に迅速に報告することが必須である。警告状が届いた場

合には、警告状の内容を充分に理解して相手方の要求により適切に対応する必要があ

る。 

警告状を受領後、まず問題となる知財権(以下、「問題知財権」という。)の分析及

び相手方の分析を行い、対応戦略を樹立した後に警告状に対して回答する。 

その後、樹立した対応戦略に基づいて交渉を試み、和解やライセンス契約を行なっ

たり、 交渉が成立しない場合には訴訟で対応することとなる。 
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[紛争対応の手続き] 

 

2）警告状受領時の対応 

受領した警告状に対しては、先ず対応チームを構成し、その内容及び事实関係を確

認、検討し、警告状を発送した当該他社企業の意向を把握した後、以後の問題知財権

の法律的イシュー、及び経済的イシューに区分して検討することが一般的である。 

ここで、警告状は、韓国現地法人に送付されることが一般的であり、また、警告状

を正式に送る前に、営業担当者や取引先担当者に自社が他社の知財権を侵害している

との事实を警告する場合も多いので、警告状等に迅速に、かつ適切に対処するために

は、まず、韓国現地法人で受領あるいは収集した情報を日本本社に迅速に連絡する体

制を構築しておく必要がある。 

 

3）警告状の内容の検討 

警告状が届いた時には、①問題知財権が特定されたのか否か、及び②侵害の証拠と

理由が明記されているか否かなどをチェックした後、かかる点が記載されていない場

合には相手方に、より明確な根拠資料を要求し、適切な範囲内で心理的な負担を与え

ると同時に対応時間を確保する必要がある。 

また、警告状の発送主を分析し、特に警告状が会社から直接送ったのではなく、弁

護士や弁理士を通じて発送された場合には、該当内容に対してよく検討された上での

警告状である場合が多く、訴訟に発展する可能性が高いので、より速かに対応する必

要がある。また、警告状の発送主と他企業間の類似する紛争事例の有無を検討し、現
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在類似する紛争が係留中であれば、他企業との共同対応を模索する必要があり、類似

する紛争事例が終了後、その結果を参考にして対応する必要がある。そして、相手方

の最終目標が市場進出阻止、ロイヤルティ収入、業務提携のうちのいずれに該当する

かを把握し、これによって適切に対応する必要がある。 

 

 

 

次に、警告状に問題知財権の侵害証拠や理由が記載してある場合には、問題知財権

に対する侵害可能性に対する法律的イシューを検討すると同時に、関連紛争が会社に

及ぼす事業的な影響などを考慮する経済的イシュー検討を2元化して行なわなければな

らない。 

まず、法律的イシュー検討に関しては、1次的に自社製品が警告状に言及されている

問題知財権の権利範囲に属するのか否か、すなわち侵害に該当するかどうかを判断す

る。問題知財権に対する侵害可能性は自社が入手した資料と相手方が提示した証拠と

主張を総合的に考慮して、可能な限り実観的に判断しなければならず、最終的には専

門家である弁理士や弁護士に鑑定を受けることが望ましい。また、2次的に、自社製品

が問題知財権に対する侵害可能性がある場合には、弁理士を交え、問題知財権の無効

等のような瑕疵の有無を検討する。このような問題知財権に対する無効(瑕疵)検討資

料は、将来のライセンス交渉や訴訟段階で有利な役割を果すので、警告状の検討段階

だけでなく、その後の段階でも持続的に関連資料を入手しなければならない。 

次に、知財権に対する法律的イシューを検討した後には、紛争結果が会社に及ぼす

事業的な影響などを考慮する経済的イシュー検討を行なう。知財権紛争対応の最終目
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標は、事業的側面と経済的側面における被害を最小化することである。したがって、

いかに紛争の勝利可能性が高いとしても、事業的な影響が大きい場合には被害を最小

化するために早期に交渉で解決する必要がある。また、訴訟まで進行する場合には訴

訟費用と労働力の消耗による経済的損失、敗訴した場合に発生する損害賠償や未販売

リスクを考慮した損失、訴訟の勝利による利益とを共に比較しなければならない。 

 

 

 

4）紛争対応戦略樹立及び交渉 

法律的イシュー及び経済的イシューが明確になった場合は、当該紛争に対する具体

的な戦略を樹立し、それに従った交渉を行っていく。具体的には、非侵害の主張や回

避設計を通じた紛争の解決、あるいは交渉を通じた和解又はライセンス契約の締結、

さらには、訴訟を辞さずに紛争で勝利を目指す等、いずれかの方向を設定する。 

しかし、現实的に、訴訟による場合、投入すべき金銭的、時間的コストが高くなる

ため、できるだけ交渉により紛争を解決した方が影響が尐ない場合が尐なくない。一

方で、相手方が過度な要求をしたり、訴訟上の勝算の可能性が高く、経営上も及ぼす

影響が尐ない場合には、戦略的側面から訴訟を選択すべき場合もある。 

 

5）訴訟対応戦略 

知的財産権紛争に関する交渉が決裂すれば、相手方が訴訟を提起する可能性が高く

なる。したがって、訴訟が提起される前、または提起された後に、積極的に問題知財
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権に対する無効審判、または(消極的)権利範囲確認審判を提起する必要がある。 

無効審判は有効に設定登録された特許権(实用新案権)、デザイン権及び商標権(以下、

「特許権等」という。)に無効事由がある場合、その効力を溯及的に喪失させるために

特許審判院(特許庁)に提起する審判である。このような無効審判は、訴訟に対する最

も強力な対抗手段であると同時に効果的な手段でもある。 

また、権利範囲確認審判は、日本の判定制度とほぼ等しい制度であるが、判定制度

と比して、韓国においてはより活用されている制度である。すなわち、ある製品を特

定し、登録された特許権(实用新案権)又はデザイン権の権利範囲に属するか否かを、

特許庁の特許審判院に公的に確認する審判を請求することとなる。なお、権利範囲確

認審判は、特許権者(实用新案権者)又はデザイン権者が請求人となり、他人の技術や

デザインが自身の権利範囲に属することを確認するための積極的権利範囲確認審判と、

逆に、第三者が請求し、自身の技術やデザインが他人の特許権(实用新案権)又はデザ

イン権の権利範囲に属さないことを確認するための消極的権利範囲確認審判に区別す

ることができる。 

相手が訴訟を提起した場合や、これに対する防御手段として無効審判や消極的権利

範囲確認審判を提起した場合にも、交渉は継続することが望ましく、交渉窓口を閉じ

る必要はない。訴訟が提起されても判決前に和解する場合も多く、経済的イシューの

分析結果に基づき、可能な限り有利な方策を試みていくべきである。なぜなら、一般

的に両当事者がなかなか合意に達することができなかった場合に訴訟が提起されるこ

ととなるが、实際には、両当事者が共にリスクを減らすために和解を望むことが多い

ためである。特に、原告(権利者)には、知的財産権が無効になったり非侵害が確定す

るリスクがあるし、一方、被告(侵害者)においても、知的財産権侵害による損害賠償

や差止めといったと極めて困難な状況に達する可能性があるからである。 

このような側面からみると、訴訟の初期に強く対応して知的財産権の権利者が訴訟

に対するリスクを大きく感じるようにすると、早期和解を導き出すことができる。し

たがって、問題知財権の無効可能性に関する証拠資料や非侵害の論理を補強し、有能

な弁護士や弁理士を早期に選任して核心的な事項を争点化して論理を強化することが

重要である。 

 

6）その他紛争対応戦略 

訴訟や審判による紛争の解決は、一般的に長期間の時間が必要となるため、商品や
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技術等のライフサイクルが短い場合には、このような訴訟や審判の手続きが終わる時

点において、事实上経済性を失う場合もある。そのため、知的財産権分野の専門家に

よる仲裁及び調停制度を活用することも考慮すべきである。 

 

① 仲裁制度 

紛争当事者の合意によって紛争に関する判断を、裁判でない第三者(仲裁人または仲

裁機関)に委任し、その判断に従うことにより紛争を解決する方法である。 

代表的な仲裁機関としては、大韓商事仲裁院(http://www.kcab.or.kr/)がある。商

事仲裁院に仲裁を申し込む際には「一般取引仲裁チーム(02-551-2006)」に問い合わせ

ればよい。 

 

② 調停制度 

仲裁と同様に裁判に依らずに当事者間の紛争解決を図る制度である、仲裁の場合に

は第三者の判断が法的な拘束力を持ち、当事者はこれに従わなければならないが、調

停案は法的な拘束力はなく、当事者がこれを受容しないこともある。 

知的財産権に対する紛争に対する代表的な調停機関については、特許庁傘下の知識

財産センター(産業財産権紛争調停チーム042-481-5188～9、http://www.kipo.go.kr/i

ppc/index.html)に問い合わせればよい。 

 

7）韓国現地法人の役割 

知財紛争のリスク・マネージメントは、弁理士・弁護士も交え、特に高度な対応が

必要となるため、日本本社において行うべきであろう。しかし、警告状の発送は、韓

国現地法人に対し行われる場合が一般的である上、営業担当等を通じて、侵害に対す

る初期の情報は、韓国現地法人にもたらされることとなる。加えて、紛争が開始され

たのちにおいて、相手方韓国企業について、知的財産以外にも必要となる情報は尐な

くなく、そのため、現地情報に精通した者が必要となる。これらのことに鑑みれば、

必ずしも知財専属の担当者までは不要であるかもしれないが、尐なくとも知的財産に

ついて一定の知識を持ち、警告や必要な情報収集、サポートが可能な者を置くべきで

ある。 

 

http://www.kcab.or.kr/
http://www.kipo.go.kr/i
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1-3.その他知財一般管理 

1）知的財産に関する情報漏えい防止 

無体財産である知財財産は、他の有体財産とは異なり、口頭や職員の競合他社への

流出により、簡単に漏えいする性格のものである。特に、韓国においては、ヘッドハ

ンティングなどが頻発しており、人材流出による知的財産の漏えいがしばしば見られ

るところである。そのため、職員全般について、特許、デザイン、商標といった知的

財産に関する基礎知識の教育と共に、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律

（日本の不正競争防止法に該当）により場合によっては刑事罰が科せられることを教

育し、安易な流出や競合他社への転職を予防する必要がある。また、法職業選択の自

由といった観点から難しい問題ではあるが、一定の契約を課し、さらに人材流出によ

る漏えい防止策も施すべきであろう。これらの情報漏えいは、現場、すなわち現地法

人において発生するものであるから、これを防止すべく管理体制を構築することは、

現地法人における知財経営の重要なポイントの一つである。 

 

2）営業秘密管理 

営業秘密の違法な入手や漏えい、使用は、民事又は刑事による処分の対象となるも

のであるが、営業秘密は、漫然と“秘密にしていた情報”ではなく、法律による規定

を充足する必要がある。すなわち、日本の不正競争防止法に該当する韓国の不正競争

防止及び営業秘密保護に関する法律では、営業秘密について、①公然と知られていな

いこと、②経済的価値を有する生産方法、販売方法その他営業活動に有効な技術上又

は経済上の情報であること、③相当な努力により秘密に保持されていたことの3つの要

件が規定（同第2条第2号）されている。すなわち、営業秘密とは、しかるべき体制で

管理して初めて法的に営業秘密と呼べるものであって、これは、現地法人においても

同様である。 

 

3）現地情報や知的財産侵害品等の情報の収集・連絡 

 韓国における模倣品、侵害品などの発見は、当然、現場である韓国国内で発見され

ることが通常であるから、営業担当者等による市中での発見や、現地顧実、税関、警

察等の韓国政府機関からの連絡により、まず現地の職員にもたらされることとなる。

また、先に述べたように、他社の知的財産侵害に係る警告状なども、韓国現地法人に
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送付されることとなる。しかし、これらの情報が韓国現地法人にもたらされたとして

も、現地に知的財産問題の担当者が全くおらず、適切な対応が取れない事例が尐なか

らず発生している。 

また、デザインの模倣や類似する商標は、最低限の知識で比較的容易に見つけ出す

ことが可能であるにもかかわらず、その発見をみすみす逃しているといった例も散見

される。 

 そこで、尐なくとも、知的財産の担当者を決め、現地で得た情報の窓口とすると共

に、日本本社の知財部門に対する連絡体制を構築することが何よりも必要となる。 

 その上で、当該担当者、あるいは、市中などで他社製品に触れる機会の多い営業担

当などに最低限の知財教育を施し、現地における模倣品の発見のレベルを上げること

も重要である。 

 

4）職員の知財マインド向上 

企業活動の結果生ずる知的財産を効率的に管理し、企業の価値を高めて知的財産に

関する企業のリスクを最小化するためには、知的財産に対する職員のマインドを高め

る必要がある。職員の知財マインドを高めるためには、各担当者別に知的財産に関す

る自身の役割や注意事項を強調すると同時に、知的財産に対する教育を強化しなけれ

ばならない。 

特に、韓国に進出した外国企業の職員は会社に対する忠誠心が一般韓国企業より低

い場合が多く、他社に転職する可能性が高いので、営業秘密流出防止に関する教育及

び管理システムを確立しなければならず、将来の知的財産権紛争の可能性が高い競争

社の製品技術、デザイン及びブランドに関する情報を入手して、これを本社に速かに

報告する組織体系を整える必要がある。 

 

5）韓国現地法人の役割 

 知的財産に関する漏えい防止、営業秘密の管理、現地の知的財産の情報収集、日本

法人への連絡体制は、韓国への進出形態に関わらず、おおよそ韓国内で活動する韓国

現地法人においては、必須の事項である。もちろん、進出の形態や規模に応じて、知

財専門の部門まで設置する必要はないが、これらの業務が確实に行われる管理体制、

担当者の設置は、必ず行う必要がある。 
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2. 知的財産の管理体制 

以下、知的財産専門の部門を置く場合や、単に知財の業務を兼任する者を置く場合

等、知財管理体制について、類型を紹介する。韓国に進出している形態がいわゆる消

極的進出形態の場合は、知的財産を担当する専門組織や専門担当者がいない場合が一

般的だが、韓国で直接製品を生産するか研究組織などがある場合は、知財管理専門組

織や専門担当の人材が必要である。 

 

(1) 組織の専門化 

知的財産の管理業務は、専門性を持って知的財産を創出し、それを価値ある資産と

して作り上げ、それを活用して企業の競争力を向上させ、最終的に、営業他収益を創

出したり、ブランド価値を高めたりする業務である。知的財産の管理業務に当たって

は、高い専門性と組織横断的な性格が要求されるため、知的財産管理部門は、独立し

た専門組織の形態で行なうのが望ましい。また、知的財産に関する専門知識の習得が

必要とされるため、専門人材の頻繁な異動は望ましくない。 

知的財産管理部門の組織は、韓国に進出している規模により、1)知的財産業務を兼

任する担当者のみがいる場合、2)知的財産専門担当者が1～3人水準である場合、3)知

的財産チーム規模の組織がある場合など多様な形態があり得る。 

 

(2) 組織の形態 

1）営業部門に所属 

 知的財産の専門担当者を置かず、営業部の担当者に最低限の知財の知識を教育する

方法である。正攻法ではなく、知的財産の創出、保護、活用や、知財紛争のリスク・

マネジメント等といった知財業務はもちろんできないが、営業担当者は、自社製品、

他社製品の両方に触れる機会が多い者であり、市中での活動も多いことから、外観で

判断できる簡単な模倣品の発見や、現地情報の収集には適している。また、営業活動

において、知的財産について一定の知識を有していれば、自社製品の優位性を説明し

たり、契約上、知的財産ついて問題となりそうな点を早期に見つけ出すことも可能と

なる。 

 さらに、知的財産を扱う担当者を決めておけば、例えば、現地でつかんだ模倣品等

の情報について、迅速に日本本社に連絡することもできる。 
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 そのため、ごく最低限の対応ではあるが、営業部門に知財担当者を置くことは、簡

易な対策の割には一定の効果を期待することができる。 

 

2）管理部門に所属 

知財業務を一般管理業務の一つとして扱う初期段階の組織形態である。現地への進

出形態に応じた知財経営のレベルに合わせて、他の管理業務と知財権業務とを兼任す

る場合と、管理部門内で知財権専門の担当者を置く場合とが考えられるが、現地法人

において知的財産の創出、保護、活用、知財紛争のリスク・マネジメントまで必要と

しない場合、前者でも問題ないと思われる。ただし、この形態の場合、企業内の管理

部門に所属することとなり、知財業務が様々な管理業務の一つとなるため、専門性を

発揮しにくい。 

 

3）戦略企画に所属 

知的財産業務が企業経営の一部分として管理されている形態である。最高経営者の

知的財産に対する経営意思が強い場合は、知財業務が最高経営者の直接指揮の下業務

を行うことができ、また、それが経営に直接反映されるので、経営方針に則した戦略

的な知財活動を展開することが可能となる。 

しかし、知的財産創出の基盤となる技術部門と乖離しやすい側面を持っているため、

研究開発と密着した活動ができれば、いわゆる三位一体の知財経営が可能となるが、

場合によっては、自社の技術レベルの实態から離れた知財経営が行われてしまうおそ

れもある。 

 

4）技術部門に所属 

企業において、研究開発等を行う技術部門に所属し、研究・開発と密着した業務を

展開することができる組織形態である。そのため、企業が日々の技術開発にウエイト

を置いており、知的財産の創出に重点を置く場合には、有利な組織形態である。一方、

経営部門との間に距離が生じやすいため、知的財産の戦略的活用や、法務的な機能を

発揮させるには、若干不利な形態ともなる。 

 

5）法務部門に所属 

企業が価値ある特許権等の知財権を資産を保有している場合は、知財権の行使やラ
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イセンシー業務等により企業の競争力を強化する必要があるが、そのような競争力を

発揮させようとする場合に有利な組織形態である。しかし、技術部門と距離があるた

め、企業が知的財産の創出等の活動に力を置かなければならない場合は相応しくない。 
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3. 経営者の知財マインド向上と社内インフラ整備 

企業の知財経営を活性化するためには、何よりも最高経営者のマインドが重要であ

る。そして、経営者は、知的財産という経営資源を効果的に活用し、知財経営がいか

に商品競争力、マーケティング強化および経営収支改善に寄与するかを重要な経営管

理事項として持っていなければならない。そのような経営者の関心と経営管理の一つ

の要素として知財経営がなされることにより、知的財産は、紛争を防止し、経営資源

として企業に一層価値を提供するものとなる。 

また、経営者の知財マインドの向上と並び、社内における知的財産管理の基本シス

テムの構築が必要である。組織間の有機的な連携システム、意思決定システム、評価

システム、職務発明補償制度、特許管理システムなどの知的財産経営のためのインフ

ラが必要である。 

具体的に、R&D部門、デザイン部門、商品企画および広告マーケティングの部分は知

的財産の創出と活用、知財紛争のリスクの発生に直接的な関連がある部門であるため、

知財担当者はそのような部門と密着した業務を展開していかなければならない。また、

知的財産の戦略的な活用に当たっては、経営部門とも密接に連携しなければならない。

 そのため、そのような三位一体となった知財経営が可能なシステムが企業内に制度

的に構築されなければならない。 

さらに、韓国現地法人と日本本社との間には、緊密な連絡体制が確立していなけれ

ばならない。すなわち、韓国の現地法人で発生する知財権に関する情報(例えば、知財

権紛争の情報、競争社の動向の情報, 退職者による技術流出など)を、韓国法人内の特

定管理者(例えば、管理部長など)が総合的に収集し、収集した情報を韓国法人内の経

営者に最終的に報告するようにし、また、韓国内で発生した知財関連情報を、本社の

担当者(例えば、知財担当総括)に速かに伝達して、関連する対応の指示を受ける体系

を構築する必要がある。 
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4. 知財管理能力の強化 

4-1.内部力量の強化(教育/研修) 

(1) 知財部門担当者に対する知財教育 

知的財産に関する業務は、デザインも含めた技術的な業務と、法務的な業務との複

合であり、高い専門性が求められる業務である。そのため、知財経営を行うに当たっ

て、知財部門ないしその担当者に一任せざるを得ない場面が尐なくない。すなわち、

企業の知財経営は、知財部門の担当者の力量により大きく左右されることとなるため、

知財担当者の力量を強化することは、重要な課題の一つである。 

知財専門の担当者を育成するためには、第1段階として知的財産に関する制度等基本

知識を涵養する必要がある。これには、社内教育に代えて、外部専門機関の教育など

も活用することができるであろう。 

その後、第2段階として知的財産に対する専門性を育成することが必要となる。知財

業務は、先に述べたとおり、技術的な業務と法務的な業務との複合であるから、それ

ぞれの専門性を強化する必要がある。技術分野の専門化を図るためには、企業の事業

関連技術の動向と流れおよび市場動向、そして関連技術教育などに参加し、関連技術

分野の専門能力を持たなければならない。また、法務的な業務の専門化を図るために

は、知的財産に関する契約、訴訟に関する専門能力を身につけていかなければならな

らない。 

 そして、最後に、第3段階として、それまで得てきた知識を総合して、知的財産に関

する問題に対処する能力を身につけなければならない。この段階においては、各社の

实情により異なるため、社内においてＯＪＴにより経験を積んでいくしかないであろ

う。 

 なお、現地法人において簡易的に知財担当者を置く場合は、第1段階の教育レベルで

十分であることも多いため、最低限の投資と考え、实施すべきであろう。 

 

(2) 経営者および関係部署担当者に対する知財教育 

先に述べたとおり、知財経営は、経営部門、研究開発部門、知財部門の三位一体に

よる活動が必須である。また、知的財産は、口頭や人材流出により簡単に漏えいする

危険があるものである。そのため、経営部門、研究開発部門はもちろん、他の職員に

おいても、知的財産に対する一定のマインドを持たなければならない。 



 

37 

 

経営部門および関係部署に必要な知財教育の内容は以下のとおりである。 

① 企業経営と知的財産の関係 

② 知財権の概要 

③ 知財権経営の管理ポイント(経営層、関係部署別) 

 

(3) 研究開発部門担当者に対する知財教育 

研究員は具体的に知的財産を創出する部門である。そして、それを具体化して特許

出願等を行った場合、特許庁の審査過程に対応して、登録まで知財部門とと緊密な協

力が必要である。また、研究開発活動において、保有する知的財産、その他他社の知

財権の活用といった側面からも研究開発部門の担当者の協力は絶対的に必要である。

 そのような側面から、研究開発部門の担当者においても、知的財産に関する一定水

準の知識を持たなければならず、また、経営部門が示す方向に沿って、必要な研究プ

ロジェクトの進行に必要な知的財産の創出について認識しなければならない。 

研究開発部門の担当者に必要な教育内容は以下のとおりである。 

① 知財権概要(特許、またはデザインが中心となる。) 

② 特許権等知財権の基礎(特許登録のための要件、発明申告書作成要領、特許権の

解釈などを含む) 

③ 他社等の知財権調査および分析 

 

(4) 知財教育の専門機関 

韓国で知財権教育を専門とする機関は、次の表のとおりである。社内研修に頼らず、

知財業務の基礎的な教育を行う場合、下記の専門機関で運営する教育プログラムを活

用することも考えられる。 

 

主な教育機関 ホームページ 連絡先 関連内容 

韓国発明振興会 http://www.kipa.org 
02-3459

-2800 

知識財産IP Campusというオンライン教

育課程を運営 

各種オンライン教育及び企業委託教育 

国際知識財産研究院 http://iipti.kipo.go.kr 
042-601

-4458 

特許庁で運営している教育機関 

民間人教育過程運営(合宿可能) 

特許支援センター http://academy.ipac.kr 
02-6388

-6076 

韓国電子情報通信産業振興会で運営し

ている教育機関であり、i-PACアカデミ

ーを運営 

 

http://www.kipa.org
http://iipti.kipo.go.kr
http://academy.ipac.kr
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上記の表の教育機関は全て無料教育機関であり、韓国の多くの企業が上記の機関を

通じて教育を受けている。特に、韓国発明振興会ではオンライン教育も運営している

ので、時間の余裕がない担当者がオンラインを通じて容易に教育を受けることができ

る長所がある。また、発明振興会で運営している企業委託教育を利用すると、企業が

望む教育カリキュラムに対して講師を直接会社に訪問して教育するので、多くの職員

を対象として容易に教育を行うことができる。 

その他にも、専門教育機関ではないが、一般の特許事務所の弁理士や弁護士に講義

を依頼して教育を受けることも可能である。 

 

4-2.外部専門家の活用 

(1) 知財部門のアウトソーシングの必要性および領域 

知財部門の業務は、知的財産の創出、知財紛争のリスク・マネジメント、その他多

岐にわたっており、企業内で全ての業務をまかなうリソースが足りない場合も尐なく

ない。その場合は、企業内の知財部門は、戦略的かつ付加価値の高い業務のみ受け持

ち、その他、出願や知財権の維持、管理といった部分は、外部にアウトソーシングを

することも一考である。 

知財業務関連のアウトソーシングを行う際には、1)不足する人的パワーを外部パワ

ーに委ねる、2)不足する専門家として外部人材を活用する、3)付加価値が低い業務を

外部に委託管理する、4)法制度の側面から活用する、等の観点を考慮する。 

 

 

 

(2) 韓国内での代理人選任と管理 

一般的に、何らかの取引きを行う場合、リスク管理のために相手方を分散させるこ

とが好ましく、知的財産においても同様である。そのため、韓国で代理人を選定する

場合も、複数の特許事務所等を活用することが望ましい。しかし、特許出願件数など

において、委任事件の件数が多くない場合は、管理の分散および企業との密着度が低

くなる弊害が顕在化する場合があるので、単数の特許事務所等を専任するのが望まし

い。 
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1）選任 

外部専門家を選定する最大の基準となるのは外部専門家の实力である。外部専門家

が特許事務所のような外部専門家集団である場合は、事務所そのものの实力も重要で

あるが、实際の業務を行う者の实力を優先しなければならない。それに関する選任基

準の要素は以下のとおりである。 

 

① 利害関係の衝突(Conflict)問題があってはならない。 

競合他社と取引する事務所は、選任の対象から排除しなければならない。すなわち、

知的財産は、公開される前までその内容は秘密でなければならないが、それが何らか

の事故等により、競合他社に漏れる可能性が増すこととなるからである。また、知財

権取得の目的は、それを資源として活用することであるところ、そのような活用の一

つの形態が競合他社に対する知財紛争である。この場合、競合他社と取引関係のある

事務所では、双方代理および利害関係の問題が生じることとなる。 

 

② 知財業務全般に渡り、業務遂行能力がなければならない。 

知財業務は、知的財産の創出、保護、活用から知財紛争、その他管理業務を含め、

非常に多岐にわたる。選任する事務所においては、これらの業務に対して専門知識と

共に業務遂行能力がなければならない。そのため、法律、制度はもちろんのこと、技

術的な知識、訴訟経験等が豊富な事務所を選任しなければならない。 

 

③ コミュニケーション能力がなければならない。 

特に韓国において外部専門家・事務所を選任するに当たり、日本語で意思疎通がで

きることが好ましい。また、同時に、韓国特許庁や法院などとも意思疎通が円滑に行

えることが必要となる。 

 

2）評価 

外部専門家に委任した事件に対しては、必ず品質評価をし、それを年間単位で集計

して外部専門家と共有し改善方案または発展方向について協議する必要がある。 

 

3）手数料 

外部専門家の手数料は、一件当たりの定額で定める方法と、一時間当りの手数料を
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定める方法がある。一件当たりの定額制の場合は、事件を委任する会社の立場では予

算範囲がコントロールできるという長所があるが、外部専門家の立場では多くの時間

が投入されても定められた金額のみが支払われるので、十分な時間投入が難しく、企

業が要求する品質を確保するのが難しい問題点がある。一方、一時間当りの手数料(Ho

urly Charge)は、十分な時間投入により、企業が要求する品質を確保する有利な長所

があるが、関連手数料の予測が難しく、適正予算の樹立が困難である問題点がある。

そのため、一時間当りの手数料の方式を基本とし、最大の請求金額を予めて定めてお

いた後、その範囲内で関連費用を請求するようにする方法も考慮できる。 

一件当りの定額制の場合の手数料は、外部専門家によりその金額が異なり、一般的

に事件着手時に着手金を支払い、事件が成功(例えば、特許登録)した場合、成功報酬

を支払う構造である。また、知的財産権を確保及び維持するための費用は、外部専門

家に支払う代理人手数料と、特許庁などの官庁に納める官庁へのオフィシャルフィー

に分けられる。一般的に、知的財産権確保までの費用(すなわち、出願から登録までの

費用)は、殆どが代理人手数料により発生し、知的財産権維持のための費用(例えば、

特許年次料納付など)は殆ど官庁へのオフィシャルフィーにより発生する。. 

  

4）その他の管理事項 

外部専門家は、顧実である企業の要求と事实を正確に把握するのが重要であるので、

企業と密着した協力関係を持たなければならない。そのため、企業の知財部門担当者

と外部専門家とは継続的で緊密な協力関係を構築しなければならない。 

 

5. 知的財産の費用管理 

5-1.知的財産の資産価値 

知的財産は、無形の資産であるところ、知的財産の創出や権利の取得は、資産の取

得に該当する。したがって、それを取得するために初期に所要する出願関連費用は、

資産取得のための前渡金に該当するということができる。また、知財権が登録される

と、登録費用を含めてようやく資産取得として転換されるが、登録されない場合、そ

の間に費やした費用は、支給手数料という形態で転換されなければならない。登録さ

れた資産取得の費用は、毎年減価償却されることとなる。 

知財権として取得した資産は、出願から登録までの費用が帳簿上の資産となるが、
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知財権の实際の資産価値は、本来、实態的に評価され反映されるべきである。一方で、

知的財産の实際の資産価値は、表面上明らかにすることが難しく、本来の資産価値を

正しく算出するのことは、殆ど不可能である。そのため、対外的には、帳簿価格を知

財権の価値として評価するほかなく、企業の価値を評価したり資産を売却または担保

に提供する等の場合に、個別に再評価するしかない。しかし、知財経営という観点か

らみた場合、保有する知的財産に対し、事前に本来の資産価値を評価し、管理するこ

とは必要である。 

知的財産の資産価値は、帳簿上の残存価値にも達しないものがある反面、帳簿上の

残存価値をはるかに超え、ロイヤルティの収益を獲得したり、ブランドイメージなど

膨大な価値となるものもあり、また、評価時点ごとに技術・市場環境の変化によって

変化するものであるから、企業の経営活動において、これら知的財産の価値を金額と

して換算しておくことは、必要不可欠となる。 

 

 

 

5-2.知的財産費用予算 

(1) 知的財産活動の直接経費の予算の設定 

企業は、毎年知的財産に関する活動費用について、知財権戦略に基づき、予算を樹

立しなければならない。知的財産業務活動に必要な直接費用は、大きく以下のとおり

である。 

① 知財情報調査費用:DB利用料 

② 出願・登録の所要費用:代理人手数料、官庁へのオフィシャルフィー、権利維持

費 

http://www.google.com/imgres?q=R&D+%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8+%EC%83%81%ED%92%88%EA%B8%B0%ED%9A%8D+%ED%8A%B9%ED%97%88&hl=ko&rls=com.microsoft:ko:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_koKR462&biw=1280&bih=825&tbm=isch&tbnid=FjmeLA2k6uNuUM:&imgrefurl=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=spp0805&logNo=120121200657&docid=_LcN1F6ka5vFXM&imgurl=http://postfiles2.naver.net/20110101_257/spp0805_12938911870816PrLw_JPEG/%C1%F6%BD%C4%B0%E6%BF%B5%B3%D1%BE%EE%C1%F6%BD%C4%C7%F5%BD%C53.jpg?type=w2&w=300&h=300&ei=e235TsLDCefxmAX6nZWyAg&zoom=1
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③ 紛争関連費用:国内外代理人費用、国内外弁護士費用 

④ アウトソーシング費用:例えば、特許調査(先行技術、無効資料など)およびパテ

ントマップ、その他の管理委託に予想される費用等、知財業務の外注に必要な費

用 

  

 

 

(2) ロイヤルティの反映 

ライセンス契約を締結した場合は、契約上の支払い義務金額を技術料に反映しなけ

ればならない。また、紛争中の場合または紛争が予想される場合も、未確定の予想金

額を未支給予算に設定しておかなければならない。そして、そのロイヤルティは将来

的な製品原価の予想外の高騰を防ぐべく、適宜製品原価に反映する必要がある。その

ような未確定未支給が確定すると、確定金額を未支給予算から支払い、予算との差額

を精算しなければならない。 

ロイヤルティは、事業の遂行と関連して発生する技術料の性格を持つため、知財部

門の予算ではなく、事業部予算に反映する場合が多い。 
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5-3.知的財産関連費用の会計処理 

(1) 会計的な観点における知的財産 

前に述べたように、知的財産の権利としての取得に関して会計帳簿上に記録された

資産は、一般的に出願から登録までの費用であり、知的財産の实際の資産価値は、帳

簿に資産として記録されない。すなわち、知的財産は、経済的な側面から、企業が所

有する無形資産としての将来の経済的利益を発生させるものであるが、会計的には物

理的な实体が存在しない。しかし、識別可能な非貨幣性資産として資産から発生する

将来の経済的な利益が企業に流入する可能性が高く、資産の原価について信頼性を有

して測定可能な場合には、資産として認識されることとなる。 

資産として認識することは、企業の貸借対照表上、無形資産と記録されることを意

味し、資産認識対象である知的財産の定義、資産認識の金額、資産として認識された

後、その知的財産に対する評価などの過程を経て、会計上の資産として計上されるこ

ととなる。 

 

(2) 会計上の資産として認識可能な知的財産 

会計上、資産として認識される知的財産は、個別的な資産としてそれぞれ識別可能

でなければならず、また、企業に具体的な利益をもたらさなければならない。企業は、

研究開発などにより独自に知的財産を創出するか、または、外部から購入することに

よって知的財産を取得することができる。そして、外部から購入した特許権等の知財

権は、個別的に識別可能であり、 将来、経済的利益をもたらす可能性が高いため、個

別資産として認識されることとなる。一方、独自に創出した知的財産の場合は、特許

登録等を通じて知財権として個別的に識別可能な場合、資産として認識される要件を

満たすが、個別的に識別が不可能な、例えば、研究活動の結果得られたアイデアや、

ノウハウなどの場合があり、資産の要件を満たさない場合がある。 
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[資産として認識可能な知的財産の区分] 

区分 取得方式 会計上資産の有無 備    考 

内部で得た知的財産 

研究活動 
× 

(費用) 

研究活動の結果得られたアイ

デアやノウハウ等は、識別可

能性が低く、将来の経済的な

効率と利益の発生可能性の測

定が困難 

開発活動 
△ 

(資産、費用) 

識別の可能性、将来の経済的

な効率と利益の評価によって

費用または資産を処理 

権利登録資産 ○(資産) 
 

外部から購入した知財権 外部購入 ○(資産) 

 

 

(3) 資産として認識された知的財産の金額 

外部から購入した特許権等知財権の場合、取得の代価として支払った金額を資産と

して認識する。また、独自に得た知的財産のうち、特許登録などにより得た知財権に

ついては、知財権を取得するために直接投入された全ての原価を資産の原価に計上す

る。この場合、直接関連する原価の例は、次のとおりである。 

① 資産の創出に消費した材料原価、用役原価 

② 資産の創出のために発生した研究員などの給与 

③ 法的権利を登録するための手数料 

④ 資産の創出のために支出した特許ライセンス費用 

 

(4) 知的財産の評価 

知的財産は、取得した後、期間の経過によって再評価し、評価後の金額を知的財産

資産の金額として計上する。その際、知的財産の評価は知的財産の取得原価基準に評

価するか、再評価モデルを通じて評価することができる。すなわち、取得原価を基準

に評価する場合、資産として認識された金額を資産の取得金額で計上し、期間経過に

よる償却費を差し引いた残額を知的財産の資産として認識するようにする。その時に

期間経過による償却費は、経済的な利益を発生するものと予測される期間の間、均等

に費用として計上することになる。 

また、韓国で適用される国際会計基準(K-IFRS)は、制限的な場合に限り無形資産を

再評価モデルを通じて再評価することができると規定している。具体的に韓国で適用
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される国際会計基準では、無形資産に関して取引きされる活性市場がある場合は再評

価モデルを適用して評価することができると規定している。例えば、タクシー営業権

などのように同等あるいは類似する性格を有する無形資産の取引市場が存在する場合

には、取引市場の取引価格などを基準に無形資産を再評価することができる。 

しかし、知的財産権の場合には、その性格が同等あるいは類似する場合が殆どなく、

また、取引市場が制限的であるという特性がある。このように、知的財産権の場合に

は、取引きされる活性市場が存在すると見ることは難しいため、再評価モデルを適用

する知的財産権の再評価は困難であるといえる。 
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