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第１章 ライセンスする範囲や条件の検討 

 

 

ライセンスの相手となる候補企業が発掘できたら（第２編）、各候補企業との間で

「何を」「どのように」ライセンスするかを検討する。 

技術提供者の場合なら、自社の特許技術だけを提供するのか商標権も一緒にライセ

ンスするのか（「何を」）、独占か非独占か、どのような条件で実施権を設定するの

か（「どのように」）など、ライセンスの範囲や主要な条件について戦略を検討する。

このライセンス戦略の構築は、先に明確化した韓国での事業戦略に従って、相手候補

企業の状況や、競合企業との関係、韓国の市場の状況などを考慮して決定する。 

一方、技術導入者の場合には、韓国から導入する技術が、韓国の法規制により外国

への持ち出しが禁止されている技術、具体的には‘国家革新技術’や‘戦略技術’に

あたらないか注意する必要がある。 

 

１．ライセンス対象の範囲と方法 

 

自社が保有する知的財産について、どの範囲までを韓国企業に提供するのか検討す

る。韓国において韓国企業が商品の生産や事業を進めるために必要となる技術の範囲

については、相手方となる韓国企業に自社特許の実施許諾を行い、更に、ノウハウの

技術指導を行うことが必要である。また、その技術や商品とともに、日本のブランド

を韓国内にも展開するのであれば、商標権の使用権を設定することになる。 

しかし、秘密の技術情報が韓国で漏洩する危険性を減らす目的として、重要な部品

や素材の製造ノウハウについては技術提供せずに、日本で製造した部品や素材を提供

することも一つの戦略である。日本のブランドとともにライセンスする場合には、ブ

ランドイメージが低下しないよう、品質管理に関するノウハウを提供し、韓国企業内

での管理を徹底させるライセンス契約とすることが重要である。 

 

①特許のみのライセンスで行わなければならない場合 

実際のライセンス契約では特許に限ったライセンスの場合は殆どない。なぜなら、

特許明細書にも特許発明の容易な再現のために多種にわたって具体的な実施例が記載

されているが、製品化の過程ではそれ以外に技術ノウハウが必要な場合が大部分であ

るためである。ただし、次のような場合には特許に限定したライセンス・アウトを考

慮してみる必要がある。 
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(ⅰ)特許発明の忠実な再現のための技術ノウハウを幾つかの企業で既に保有している

場合 

例えば、先駆的な特許（例：基本特許)の場合には、その特許発明の忠実な再現に必

要な技術ノウハウを保有する企業が登場するが、この時、その企業は特許侵害の回避

を目的に特許だけのライセンスを必要とする。 

 

(ⅱ)別途の技術ノウハウがなくても特許明細書の記載のみで関連製品や製造工程を忠

実に再現できる場合 

例えば、該当特許発明が新たな技術の適用に関したものではなく、従来技術を新し

いアイデアに適用したものである場合 

 

(ⅲ)販売されるのは完成品で特許技術は部品に関するものである場合 

この場合は、部品製造に関する技術ノウハウがあっても、それをあえて完成品の製

造メーカーに移転する必要はないので部品は自社から供給するよう契約を締結するこ

とができる。 

 

(ⅳ)逆設計などの方法でも技術ノウハウが露出する可能性が非常に低い場合 

逆設計などの方法で技術ノウハウが明らかになった場合、それ以上営業秘密として

法的な保護を受けることはできないが、逆設計によっても技術ノウハウが露出する可

能性が非常に低い場合は、技術ノウハウの移転にさらに注意を要する。したがって、

こういう場合にはできるだけ技術ノウハウの移転を禁止したり、移転しても最低限の

移転範囲にとどめる努力が必要である。 

 

②特許と技術ノウハウを一緒にライセンス・アウトしなければならない場合 

先述した特許のみのライセンスにしなければならない場合を除けば現実的に大部分

の技術ライセンスには技術ノウハウの移転が含まれる。特に、韓国企業が日本企業か

ら技術ライセンスを受けようとする理由は、該当日本企業の技術ノウハウの移転目的

が大部分であるため、韓国企業へのライセンス・アウト時には基本的に技術ノウハウ

の移転が含まれると考えなければならない。従って、韓国企業に対するライセンス・

アウト時には技術ノウハウの流出防止対策が確立されていなければならない（‘第４

編第１章ライセンスによる技術流出の防止’ 参照)。 

一方、技術ノウハウを共に移転すれば、自社の生産製品と同じ品質の製品生産が保

証され結果的に製品販売の向上及びそれによるロイヤルティ収入の向上を期待でき、

また、技術ノウハウはその寿命が定まっていないので、特許期間満了以降にもロイヤ

ルティを継続的に受け取ることができるという長所がある。 
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③商標使用権のライセンス可否 

商標も一緒にライセンスするのか否かは、‘第１編第２章１－３．商標を含めたラ

イセンス’を参考にして決定する。但し、商標ライセンスの場合には、商標のイメー

ジが落ちることを防止するため、ライセンシーが製造、販売する製品の品質管理を徹

底しなければならない。品質管理に関するライセンサーの監督と統制の具体的な実施

については第５編にて述べる。 

 

２．韓国から導入する技術に対する規制 

 

２－１．導入対象技術が韓国の国家革新技術である場合 

 

韓国企業などから技術を導入しようとする場合、まず該当技術が韓国の産業技術保

護法上の国家核心技術に該当しないかを確認する。国家核心技術に該当する技術は韓

国政府の承認などを受けなければ外国への輸出、すなわち日本での技術導入ができな

い。従って、導入技術が輸出不可の国家核心技術に該当することが契約後に判明する

と、契約自体が無意味になってしまうので、導入しようとする技術が国家核心技術に

あたるかどうかを初期に確認しなければならない。 

 産業技術保護法および国家革新技術について、さらに詳細な内容は、第３編第６章

で解説する。 

 

（１）国家核心技術に該当しない場合 

別途の承認や申告手続きなしに技術導入を進行する。このとき、万が一のために、

“導入技術は産業技術保護法上の国家核心技術にあたらない点を保証する。”のよう

な保証条項を契約書に挿入することを韓国の企業などに要請することができるであろ

う。 

 

（２）国家核心技術にあたる場合 

①国家から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術の場合 

導入しようとする技術が国家から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術

の場合には、知識経済部長官からその導入技術の輸出承認を得なければならない。従

って、韓国企業にそういう承認手続き等を取るよう要請する。国家核心技術の輸出承

認可否は承認申請日から４５日以内に決定されるようになっている（ただし、技術審

査が別途に必要な場合、その分期間が延びることもある）。承認申請書には国家核心

技術の提供条件と方法が含まれなければならず（産業技術保護法施行令第１５条第１

項）、これは承認可否を決定する根拠となるから、韓国企業などと予め協議して契約

書（または臨時契約書）にその内容を規定しておかなければならない。更に、承認後
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に提供条件と方法を変更する場合、再承認を受けなければならないか、最初に承認さ

れた契約書の効力について争いが生ずる可能性があるので、承認申請前に充分に熟考

して協議しその提供条件と方法を決めなければならない。 

 

②一般の国家核心技術の場合 

国家から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術以外の国家核心技術の場

合には、知識経済部長官に事前に‘申告’しなければならない。知識経済部長官は申

告受付日から１５日以内に該当国家核心技術の輸出が国家安保に深刻な影響を与え得

るかどうかを検討し、その結果を申告人に書面で知らせ、深刻な影響を与える可能性

があると判断される場合には、通報日から３０日以内に関係中央行政機関の長と協議

した後、産業技術保護委員会（産業技術保護法第７条）の審議を経て国家核心技術の

輸出中止・輸出禁止・現状回復などの措置を該当の申告人に命ずることができる（産

業技術保護法施行令第１６条）。 

 

２－２．導入対象技術が韓国の戦略技術である場合 

 

 対外貿易法第１９条及び同法施行令により、国際平和及び安全維持、国家安保のた

めに必要であると認められ、知識経済部長官が定めて告示する物品（「戦略物資」）

を輸出しようとする場合、知識経済部長官はこれに対する制限をすることができる。

輸出許可を受けず、戦略物資を輸出したり、虚偽その他、不正な方法で戦略物資輸出

の許可を受けた者は５年以下の懲役、又は輸出する物品の３倍に相当する金額以下の

罰金刑の刑事処罰に処する（対外貿易法第５３条２項２、３号）。行為者以外に法人

も罰金刑に処罰するものの、法人がその違反行為を防止するために該当業務に関して

相当な注意と監督を怠らない場合には、この限りではない。（対外貿易法第５７条）。 

 また、技術開発促進法第１３条及び同法施行令に基づき戦略技術（国際平和及び安

全維持を害する憂慮があると認められる物資及び技術の輸出統制に関する事項を協

議・調停する国際的な協議体、又はこれと類似した機構が戦略物資の開発・製造・使

用及び保存などに利用されると認められる二重用途技術であって、知識経済部長官が

定める技術）を輸出しようとする者は輸出をする前に知識経済部長官の承認を得なけ

ればならず、承認を得た事項を変更しようとする時も変更承認を受けなければならな

い（技術開発促進法第１３条１項）。承認、又は変更承認を受けず戦略技術を輸出し

た者は、３年以下の懲役、又は１千万ウォン以下の罰金に処する。行為者以外に法人

も罰金刑に処罰するものの、法人がその違反行為を防止するために該当業務に関して

相当な注意と監督を怠らない場合は、この限りではない（技術開発促進法第１７条、

第１８条）。 

従って、戦略物資の輸出又は戦略技術の輸出に関しては、契約を締結するに先立ち
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輸出の対象になる物資又は技術が上記の法律及び付属施行令、告示が規定している戦

略物資又は戦略技術に該当するかどうかを管轄部署である知識経済部と協議して事前

確認する手続が必要であると言える。 

 

３．主要なライセンス条件 

 

 ライセンスにおいて最も重要で関心のある条件は、ライセンスの対価（ロイヤルテ

ィ）であるが、ロイヤルティ（対価）に関しては次章（第２章）で解説することとし、

ここではロイヤルティの決定においても重要な条件となる他のライセンス条件のうち、

初期段階におけるライセンス戦略の樹立に必要となる主要な項目について解説する。 

 

３－１．独占的ライセンスの可否 

 

  技術提供者なら特別な理由がない限り、非独占的ライセンス（通常実施権）を検討

すべきである。非独占的ライセンスの場合、ライセンサーはライセンシー１人の成功

に全面依存する必要がなく、ライセンシーは高い技術料（前払金及び経常ロイヤルテ

ィ)を支払う必要がないので、両当事者のリスクが最も低減されるという長所がある。

その他にも、複数のライセンシーにお互いに異なる市場と製品で非独占的ライセンス

を許容すればそれだけ技術改良の可能性が高くなり、当該技術の価値を更に高めるこ

とができる。更に、非独占的ライセンスの場合には、関連市場や製品に対する統制権

をライセンサーが依然として持っているため、単一の独占的ライセンシーが意図的に

技術を商業化させないようにすることでライセンサーが市場から追い出されることを

防ぐことができる。 

独占的ライセンス（専用実施権）の適否を決める場合には、次のようないくつかの

点を検討しなければならない。 

第一に、ライセンス対象である技術が適用された製品が韓国市場で相当程度の市場

支配力を確保することができるのかを検討しなければならない。独占的ライセンスは

単一のライセンシーの成功に全面的に依存する為、それだけ技術の優位性及び市場支

配力が重要である。従って、ライセンシーの選定においてもある程度の大規模な市場

支配力を既に確保していたり、そのような市場支配力を確保する位の規模と能力を備

えている韓国内企業の選定を考慮しなければならない。 

第二に、独占性の程度を考慮しなければならない。独占性を長期的に保証するのか、

それとも短期的に保証するかを検討しなければならない。例えば、まだ検証されてい

ない技術ならばそれによる初期技術導入者のリスクを償うため、初期技術導入者には

一定期間、独占的ライセンスの付与を考慮することができる。 

第三に、独占性とハイレートのロイヤルティを連動させて検討しなければならない。
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ライセンサーとしては１人のライセンシーの成功に全面的に依存する為、そのような

リスクはハイレートのロイヤルティとして見返りがなければならない。従って、最小

ロイヤルティ条項を契約書に必ず設けなければならない（このとき、最小ロイヤルテ

ィは適正なロイヤルティの半分以上にしなければならない）。 

独占的ライセンスを許諾することに決めた場合、ライセンサーはそれによって高い

ロイヤルティをライセンシーに要求しなければならず、特に現行の韓国の実務上、独

占的ライセンスの場合には競合製品などに対する実施料の取り立ても許容される点を

ライセンシーとの契約に活用しなければならない。 

 

３－２．市場（地域）や対象製品の制限 

 

 製品が販売される市場や地域を制限するライセンスも可能なため、ライセンサーと

してはこの点を充分に活用しなければならない。 

また、さまざまな製品に適用可能な技術の場合、各製品において競争力のある複数

の韓国企業に対しライセンスを行うことがロイヤルティの確保の側面から有利である

ので、これに対する検討がなされなければならない。例えば、‘機械的騷音を低減さ

せる技術’が①自動車エンジン、②掘削機、③真空清掃器に適用できる場合に、ライ

センサーは各製品の製造メーカー（３社）それぞれに、実施許諾の範囲を各製品に制

限した制限的なライセンスをすることにより、市場や対象製品を区分することを考慮

できる。 

 

３－３．ライセンス期間  

 

特許技術の場合、ライセンス期間は該当特許権の満了時まで制限され（特許権満了

以降のロイヤルティの受け取りは韓国で不公正取引行為として規制されている)、ノウ

ハウや商標の場合にはライセンス期間に制限がないという点を考慮しなければならな

い。 

  ライセンス期間の決定は技術の成熟度に関係する。技術がまだ商用化されていない

場合には、ライセンサーとしてはなるべくライセンス期間を長期間に設定した方が良

い。もし、技術が充分に商用化されている場合なら長期間のライセンス契約は避け短

期間の契約にしたりして協議により契約期間の延長が可能となるようにする方が良い。 

該当技術が適用された製品の寿命周期（Life Cycle)が概して短い場合にはライセン

サーとしては長期間のライセンス契約を結ぶことが有利である。その反対の場合には

最初のライセンス期間を短くして、場合によっては再協議する方式で契約を締結する

のがライセンサーに有利である。 

契約期間は技術分野によっても相違がみられ、韓国企業に対するライセンス・アウ
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トを考慮する際にも以下の表が参考となるであろう。 

 

[表３－１]韓国の業種別技術導入契約期間 

業種（件数) ２年以下 ２～３年 ３～４年 ４～５年 ５～８年 ８～１０年 １０年超過 その他 計 

精油化学 （27) 3.7 7.4 3.7 14.8 11.1 25.9 18.5 14.9 100.0 

電気電子 （320) 37.2 16.6 1.3 16.6 4.4 6.6 3.1 14.2 100.0 

機    械 （158) 29.1 6.3 5.7 16.5 17.7 14.6 7.0 3.1 100.0 

通    信 （22) 45.6 4.5 0.0 9.1 0.0 22.7 0.0 18.1 100.0 

そ の 他 （37) 16.2 10.8 5.4 24.3 5.4 13.5 16.2 8.2 100.0 

大 企 業 （187) 38.5 18.7 1.6 16.0 6.4 5.9 2.1 10.8 100.0 

中小企業 （377) 29.2 9.3 3.4 17.0 9.3 13.3 7.4 11.1 100.0 

合    計 （564) 32.3 12.4 2.8 16.7 8.3 10.8 5.7 11.0 100.0 

 

３－４．再実施権（Sub License)の許諾可否 

 

一般的に再実施権の許諾は、ライセンス活動に対するライセンサーの統制権喪失の

おそれがあるため特別な理由がない限り行われない。ただし、次の場合には再実施権

の許諾を考慮できる。 

 ライセンシーが許諾特許を実施する技術力や設備を備えていない場合（例えば、

そのような会社が、もっぱら再実施権確保のためにライセンス契約を締結しよ

うとする場合) 

 特許製品の性質やその他のライセンサーによる地域的販売体制の確立などの理

由からライセンシーが許諾地域を何箇所かに分割し各地域別に再実施権を許諾

する必要がある場合 

☞ この際、ライセンシーをマスターライセンシー（Master Licensee)にして多数

のサブライセンシーに対する統制権及びそれによる義務を一任できる。 

 例えば、方法特許を実施する者が多数存在する場合、方法に用いられる物質の

製造販売業者に該当方法特許の実施権及び再実施権の許諾権限を与え、その製

造販売業者は方法特許を直接実施する業者に再実施権を許諾する場合 

☞ 方法特許を実施する多数の業者をいちいち捜すよりは上記の製造販売業者はそ

のような方法特許の直接実施者をよく知っているので、ライセンサーとしては

上記の製造販売業者に対する再実施権許諾が効果的な戦略であるといえる。 
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