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第１章 ライセンスによる技術流出の防止 

 

 

１．ライセンス交渉時の技術情報の開示範囲と保護方法 
 

ライセンス交渉において、交渉相手には一定の水準の技術情報を提供せざるを得な

い。このとき、どのような水準の情報をだれに提供しなければならないのかという問

題に直面する。相手企業の最終意思決定者及び技術を適用するエンジニアである技術

責任者にも技術の内容を提供しなければならないためである。更に、技術導入者が技

術に関してある程度の情報を取得した後、契約締結が立ち消えとなる場合もあるので、

提供する技術情報の公開範囲と保護方法を交渉前にあらかじめ講じておく。 

 

[表４－１]技術移転の交渉時の留意事項 

留意事項 内容 

交渉相手の選択および把握 
交渉相手の選択 

交渉相手の把握（権限、性格、態度、方針など） 

公開範囲と秘密保護 

公開範囲の検討 

秘密保持契約の締結 

技術の秘密性保持 

交渉会議録の体系的管理 

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 

 

秘密保持契約は円滑な交渉のために技術説明を受ける人にのみ限るのではなく、契

約相手の最高経営者が秘密保持契約書や覚書きを提出するように誘導することが望ま

しい。特に技術流出は企業の従業員によって行われる場合が多いので契約相手に対し

て、従業員の秘密保持義務がどのような状態であるのかを必ず確認しなければならな

い。また、取引協力社、下請企業、合弁会社などによって秘密が漏洩することもある

ので、契約当事者が外部の者と締結している取引関連書類及び契約書に秘密保持条項

が含まれているかどうかを確認しなければならない。 

 

秘密保持契約書には次のような事項が必ず含まれるようにしなければならない。

（契約書のサンプルについては、‘付録’を参照） 
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 秘密保持の主体（代表者、役職員、株主など） 

 秘密保持の対象になる技術の範囲 

 提供される技術情報の使用禁止の確約 

 秘密保持不履行の場合の損害賠償責任 

 

２．技術流出防止指針（日本経済産業省、２００３年発行） 
 

日本の経済産業省が２００３年に発行した‘技術流出防止指針’には、日本企業が

海外市場に進出し意図しない技術流出に出合った事例を紹介し、このような技術流出

を防止す る た めの対 策 を 詳 細に紹介している。（技術流出防止指針：

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30314b03j.pdf) 

技術流出防止指針によれば、意図しない技術流出の防止のためには‘方針などの策

定（plan）’、‘具体的な対策の実施（do）’、‘対策の実施状況や管理状況の監督

（check）’、‘監査を踏まえた方針などの見直し（act）’の一連の流れに沿って対

策を行うことが重要である。このような考え方に従って技術流出防止指針は７種の主

要事項を提示している。 

その７種の主要事項は、１）技術流出防止基本方針の策定、２）技術流出防止管理

マニュアルの策定、３）社内技術流出防止のための組職体制の整備、４）事業活動上

における具体的対策の強化、５）関連情報の収集、提供及び社内教育の実施、６）徹

底したフォロー、７）組職の最高責任者による再検討である。 

技術流出防止指針は、この７種のそれぞれの主要事項に対してポイントと目的、そ

して対策の実施のために‘必要な作業例’及び対策の具体的な内容として想定される

‘事項例’などを更に提供している。 

このように日本経済産業省が発刊した技術流出防止指針は、韓国企業などへの技術

移転を念頭に置いた日本企業に実質的なサポートを提供するものとして期待される。 

 

３．韓国企業への技術移転過程における技術流出防止策 
 

３－１．韓国での営業秘密（技術ノウハウ）保護の傾向 
 

２００３年に韓国の国家情報院は、韓国の携帯電話と半導体技術が海外競争国に流

出する事例が相次いでいることから当時の大統領の指示で‘産業機密保護センター’

を設立し、韓国の企業体と研究所などが保有している先端技術と経営上の情報などが

海外に不法流出することを阻むための予防活動と産業スパイ捜索任務を遂行している。 

更に、２００４年には営業秘密保護法を改正して営業秘密侵害犯に対する処罰条項

を強化し、２００６年には産業技術保護法を制定して国家機関や研究所などを通じた
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技術流出を防止しようとする努力を韓国政府の次元で持続的に払っている現状である。 

韓国企業も自社の技術が流出することを防止するために技術流出防止対策を作って

厳格に遂行しており、技術流出犯に対しては刑事告訴及び損害賠償請求などの方法で

徹底的に対処する姿勢である。マスコミにおいても技術流出に関する事件については

詳細に報道しようとする努力を続けている。 

このように、技術流出の害悪やその防止の必要性に対しては韓国内の一般的な認識

が拡がっている状況であり、従って、研究者や技術者の技術流出に対する注意度も高

くなっている状況である。 

しかし、一方で、韓国産業技術保護協会が２００８年７月に実施した産業技術保護

実態調査結果によれば、産業技術を保有している企業の技術保護水準は５点満点で平

均３．３点にとどまり、産業技術保護に対する社会的な認識は高まってはいるが韓国

企業の技術保護水準は相変らず改善の余地があることを示していた。また、韓国企業

の中でもグローバル企業、大企業であれば技術流出の防止対策も十分に行われている

が、中企業、小企業になるほどその対策に改善が必要な状況である。 

従って、韓国企業などに技術移転を考慮している日本企業は、なによりも相手先の

韓国企業が技術保護ないし営業秘密保護のためにどの程度、徹底的且つ体系的な管理

システムを持っているのか、そして技術保護に関する意志はどれくらい強固としたも

のなのかなどを必ず確認しなければならない。そして、技術移転の進行過程において、

日本経済産業省が発刊した‘技術流出防止指針’を参考することに加え、技術移転の

類型によって次のような技術流出防止対策を考慮する必要がある。 

 

３－２．技術ライセンス時の技術流出防止戦略 
 

＜チェックポイント＞ 

 相手企業に対する徹底的な事前調査 

 交渉前の相互秘密保持契約の締結 

 交渉決裂時の資料返還及び資料の使用禁止義務の明確化 

 秘密漏洩時の事後責任の明確化 

 諮問（コンサルティング）前における相互秘密保持契約の締結 

 個人別の秘密保持契約の締結 

 契約終了後の秘密保持の明確化 

 

＜内容＞ 

営業秘密として保護しなければならない技術を韓国企業などにライセンスしようと

する場合には、相手企業の信頼度、業務能力、国際的な活動現状などを予め徹底的に

調査する必要がある。更に、該当する韓国企業が自社の技術保護（営業秘密流出防
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止）のために体系的なシステムを導入しているかを確認しなければならない。 

また、相手の韓国企業を潜在的な交渉パートナーに選定し交渉を進行する時にも、

交渉前に今後の交渉内容の一切に関する相互秘密保持義務契約を締結しておかなけれ

ばならない。そしてその契約には交渉前後に提供された資料の返還及び使用禁止など

に関する情報流出防止規定を必ず明示しなければならず、そのような規定違反に対す

る事後責任についても明示することが重要である。 

相手先の韓国企業との秘密保持義務契約のみならず、交渉に参加する個人との秘密

保持義務契約の締結も必要である。企業と秘密保持契約を締結したが、参加者が個人

的に秘密を漏洩、流出することを防止するためにも個人的に秘密保持契約締結が必要

である。 

最後に、契約終了後にも一定期間の秘密保持義務を契約書に規定しておかなければ

ならない。 

 

３－３．ジョイントベンチャー時の技術流出防止戦略 
 

＜チェックポイント＞ 

 相手企業の秘密保持義務に対する履行能力の確認 

 了解覚書（ＭＯＵ）には核心技術情報が含まれないようにする 

 最終契約締結時に秘密保持誓約書を受けておく 

 

＜内容＞ 

ジョイントベンチャーの場合にもライセンス・アウトをする場合と同様に、対象企

業が秘密保持義務に対する履行能力があるのか否かを最優先に確認しなければならな

い。 

また、了解覚書（ＭＯＵ）を締結する場合には、ジョイントベンチャーする相手を

探す段階において相手企業に核心的な技術情報に関する詳細な事項を提供しないよう

に気を付けなければならない。詳細な契約条件の設定においては、信義誠実の原則に

のっとる義務を賦課し、主要技術について第三者に公開したり、これを勝手に利用し

ない義務を負担するようにしなければならない。最終契約締結及びジョイントベンチ

ャー企業の設立段階においてジョイントベンチャー企業を設立するチームの担当者か

ら秘密保持誓約書を受けなければならない。 

 

３－４．共同研究時の技術流出防止戦略 
 

＜チェックポイント＞ 

 自社技術の流出防止戦略の履行可否の確認 
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 計画書の検討段階における技術流出を留意 

 研究課題の細分化を通じた自社技術の開示制限 

 共同研究の範囲、派生した知的財産権の帰属、義務違反時の罰則などの明確化 

 開発成功後の商用化に備えた規定の設置 

 共同研究結果物を越えた範囲の活用に対する事後管理 

 論文や学術発表による技術流出の防止に留意 

 

＜内容＞ 

共同研究課題計画書の検討段階においては、共同研究の候補企業及び候補者が自社

の技術流出防止戦略を徹底的に履行することができるかどうかを確認しなければなら

ない。計画書の検討のための実務協議過程において自社の事業、技術戦略が流出しな

いように事前教育が必要である。研究課題を細分化して各研究者に全てを見せないよ

うにすることで自社の重要な技術の開示を制限するようにする。 

共同研究契約段階においては事後紛争を避けるために相手と共同研究範囲の明確化、

知的財産権やノウハウなど権利の帰属、違反時の罰則などを規定しなければならない。

共同研究開発に成功して商用化する場合に備えた明白な規定を設けるようにする。 

この場合には、 

①製造、販売はどの当事者がするのか？ 

②共同研究開発成果を利用した他の研究開発の制限 

③共同研究開発成果を利用した製品の生産制限 

などを考慮しなければならない。 

共同研究結果物の事後管理も重要であるが、共同研究の結果物に対して契約に記載

した範囲を越えた成果の活用が両当事者間の合意なしに発生していないかを監視しな

ければならないし、共同技術契約に含まれていない企業の技術情報が装備に内在して

共同技術開発事業体に流出しないよう気を付けなければならない。 

 

３－５．企業買収合併（Ｍ＆Ａ）時の技術流出防止戦略 
 

＜チェックポイント＞ 

 最終契約書作成の前までは技術詳細資料の提供に注意 

 Ｍ＆Ａ仲介機関との秘密保持義務契約の締結 

 資料保存方法及び資料流出の禁止義務を契約書に明示する 

 勤労者から秘密保持誓約書を受けておく 

 個人による秘密流出の場合、合併対象企業の連帯責任を明確にしておく 
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＜内容＞ 

買収意向書及び秘密保持契約を締結する場合には、実際の契約書が作成されて法的

に保護を受けることができる前まで産業技術に対する詳細資料が提供されないように

気を付けなければならない。 

精密実体調査、企業価値評価及び価格決定をする際にＭ＆Ａ仲介機関を介して業務

を推進する場合、仲介機関によって産業技術が無断で使用されないように秘密保持契

約を締結しなければならない。 

買収合併契約書には、資料の保存方法と流出の禁止、制限に関する条項を挿入しな

ければならない。更に、契約段階において勤労者との秘密保持誓約書を受けておかな

ければならず、個人が秘密を流出した場合の合併対象企業の連帯責任を明示しなけれ

ばならない。 

 

３－６．その他：人材管理と技術流出の防止 
 

＜チェックポイント＞ 

 核心技術は自社の職員が担当するようにする 

 韓国の被雇用人が核心技術にアクセスすることを遮断する 

 外部からの人の出入りなどを徹底的に統制する 

 個人別の保安誓約書を受けておく 

 

＜内容＞ 

韓国の現地人を雇わなければならない必要がある場合にも、核心技術及び施設の担

当は日本企業の人材が引き受けるようにしなければならない。現地採用人材の場合、

できる限り会社の秘密情報に対するアクセスを制限し、やむを得ずアクセスしなけれ

ばならない人材の採用時には当事者の信頼性を優先的に考慮しなければならない。他

国と同様、韓国の場合にも在職者を通じた技術流出が多いので特別な管理が必要であ

る。 

在職中のみならず退職後にも一定期間の秘密保持をする義務を定め、在職中に開発

したり生産したすべての技術と営業情報は会社に帰属するという内容の含まれた保安

誓約書を被雇用人から受けておかなければならない。 

更に、会社業務に対するアウトソーシングなどの理由から外部企業の職員が会社に

出入りする場合、出入者の指定、出入可能地域を厳格に制限し、彼らが主要秘密情報

にアクセスすることを統制しなければならない。 
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４．技術資料寄託制度の活用 
 

４－１．技術資料寄託制度の概要 
 

技術資料寄託制度は‘大・中小企業相生協力促進に関する法律’（法律第９３３１

号、以下‘相生法’）第２４条の２に基づくものであって、製品の製造などの委託を

受けた企業（受託企業）の技術資料が、その製造などを委託した企業（委託企業）に

無分別に公開されることを防止するために２００７年から施行されている制度である。 

すなわち、受託企業は自分の技術資料を委託企業に公開する代りに核心情報を技術

資料寄託支援センターという国家公認機関に安全に保管しておき、予め合意した要件

（受託企業の倒産またはその他両者間で予め合意した条件）が充足される場合にのみ

委託企業に寄託物を交付する制度である。 

 

４－２．技術資料寄託制度の利用目的 
 

技術資料寄託制度は、中小企業の技術流出防止、大企業の安全な使用保証、及び開

発技術の立証／保管の目的で主に活用される。 

 

（１）中小企業の技術流出防止 

大企業が委託者で中小企業が受託者の場合、大企業が優越的地位を利用して納品取

引過程において中小企業が開発した核心技術を要求する行為が頻繁に発生しているが、

技術資料寄託制度を利用すれば、中小企業は大企業に技術資料を公開しないことによ

り該当技術に対する技術競争力を持続的に維持することができる。 

 

（２）大企業の安全な使用保証 

統計によると、２００３年から２００７年まで毎年、倒産する韓国の中小企業の割

合が５０％以上を維持している。従って、技術開発した中小企業が技術開発の完了後

に破産してしまうと該当技術のメンテナンスがそれ以上不可能となる問題があった。

技術資料寄託制度はこのような問題を解消して中小企業開発技術の安定的な使用を保

証する。 

 

（３）開発技術の立証／保管 

中小企業の開発技術が役職員などによって外部に流出した場合、センターに寄託さ

れた寄託物を利用して開発事実及び該当技術の保有有無を立証することができる。更

に、天災地変、担当者のエラー、コンピューターエラー及びウイルスなどによって技

術資料が消滅した場合にも寄託物を利用して復旧することができる。 
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４－３．技術資料寄託対象物 
 

以下のような各種技術上の情報及び経営上の情報が技術資料寄託対象物である。 

 

[図４－１]技術資料寄託対象物の例 

 

 

 

 

 

 

 

４－４．技術資料寄託契約の類型 
 

（１）三者間契約（使用機関が単一である場合） 

 

[図４－２]技術資料寄託三者間契約の類型 

ライセンス契約

技術資料寄託支援センター

技術資料保管及び交付

開発機関

受託企業

使用機関

委託企業

技術資料寄託 技術資料交付
(条件発生時)

開発機関と使用機関が相互協議により寄託物をセンターに寄託した後、交付条件の発生時、使用機関に寄託物を譲渡

ライセンス契約

技術資料寄託支援センター

技術資料保管及び交付

開発機関

受託企業

使用機関

委託企業

技術資料寄託 技術資料交付
(条件発生時)

開発機関と使用機関が相互協議により寄託物をセンターに寄託した後、交付条件の発生時、使用機関に寄託物を譲渡
 

 

三者間契約は開発機関（甲）、センター（乙）、及び使用機関（丙）との間で一括締

結される契約である。 

 

 

 

 
生産・製造方法／施設・製品設計図物質

配合方法／研究開発報告書 
およびデータ 

ソフトウェアソースコードおよび 
デジタルコンテンツ等 

技術上の情報 
 
 

会社機密文書および重要計画 
管理情報（原価、財務、人事など） 

顧客データ／マニュアル等 

経営上の情報 
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（２）多者間契約（使用機関が多数である場合） 

 

[図４－３]技術資料寄託多者間契約の類型 

ライセンス契約

技術資料寄託支援センター

技術資料保管及び交付

開発機関

受託企業

使用機関

委託企業

技術資料寄託 技術資料交付
(条件発生時)

開発機関が使用機関のために寄託物をセンターに寄託した後、交付条件の発生時、登録された使用機関に寄託物を譲渡

開発機関

の同意

使用機関

の登録

ライセンス契約

技術資料寄託支援センター

技術資料保管及び交付

開発機関

受託企業

使用機関

委託企業

技術資料寄託 技術資料交付
(条件発生時)

開発機関が使用機関のために寄託物をセンターに寄託した後、交付条件の発生時、登録された使用機関に寄託物を譲渡

開発機関

の同意

使用機関

の登録

 

 

多者間契約は開発機関とセンターとの間で締結される契約であって、登録された多

数の使用機関に対して交付条件の発生時に寄託物を譲渡するようにする契約である。 

 

４－５．技術移転における技術資料寄託制度の活用 
 

このような技術資料寄託制度は韓国企業と日本企業との間の技術移転時にも活用す

ることができる。例えば、日本企業が韓国企業に技術を提供する契約を締結する場合

に、営業秘密にあたる技術資料については技術資料寄託制度を活用して技術資料寄託

センターに安全に保管し、お互いに合意した条件が充足された場合にのみ該当技術資

料を韓国企業に提供するように契約を締結しておけば良い。 

従って、技術提供者である日本企業が１社の韓国企業に技術を移転する場合には、

三者間契約を活用して技術資料を寄託することができ、多数の韓国企業に技術を移転

する場合には、多者間契約を活用して技術資料を寄託することができる。 

技術資料寄託支援センターによれば、日本企業と韓国企業との間に技術ライセンス

契約を締結し、技術提供者である日本企業の技術資料を技術資料寄託支援センターに

保管した事例があったとのことである。 
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第２章 韓国企業の文化 

 

 

１．韓国企業の交渉文化および交渉能力 
 

文化は人間の思考および行為に影響を及ぼす重要な要素であり、各国ごとの固有の

文化は人間同士のコミュニケーションを通じて成り立つ交渉行為にもそのまま反映さ

れるので、国際的な交渉において相手国家の交渉文化を理解することは交渉を成功に

導く必須要素である。 

韓国人は、歴史に自負心を持っており、忠孝思想を重視して、教育の熱意が強く風

流を好む民族である。一方で、韓国人は気が短い面が強く、外華内貧28

 

の傾向があり、

すぐに責任を転嫁するといった風潮が広まっているという指摘もある。このような韓

国人の民族性は交渉でも次のような特徴として現れる。 

 調和重視の風潮：自分よりは集団の調和を重視する。自らの判断よりもその

場の雰囲気で自らの行動を決定する。 

 トップダウン方式の意志決定：軍隊式文化（韓国は全ての男性に対して２年

間の兵役義務を課している)が、企業においてもそのまま現れる場合が多い。

命令系統を無視して作業がなされることは難しい。 

 関係形成の重視：伝統的に韓国人は仕事自体よりは関係形成に比重を置く傾

向がある（例：接待文化)。出会いの回数により相手方に対する態度が変わっ

たりもする。初対面の人の場合には非常に形式的で事務的な態度を取るが、

面識のある場合には関係それ自体が仕事の結果に影響を及ぼす傾向が強い。

しかし、最近では関係よりは業務をさらに重視する傾向が増加している。 

 形式の重視:取引交渉においても礼儀作法を重要視する。あいさつ、贈り物、

呼称、交渉、形式、食事と接待などの形式が重要視される。体面を重要視す

るため交渉においても非公式的な方法が役に立つと考える。また、交渉相手

方の肩書が交渉において重要な役割を果たすこともある。自らの適切な地位

と位置が認められていない場合、相手から無視されたとも考える。 

 

一方、ここ数年に亘る韓国企業のグローバルな展開が増えるにつれ、韓国企業が米

国や日本企業から侵害警告や訴訟などを提起される事例も頻繁になってきている。従

って、韓国企業はこのような攻撃に対する防御経験が豊かであり、特に大企業の場合

にはなおさらである。侵害警告や訴訟があるといってもほとんどは特許ライセンス交

                                            
28 表だけ取り繕って、内容の伴わないこと 



 

 

214 

 

渉などによって事件が終了するので、韓国企業はそれだけ特許権に関連したライセン

ス交渉にも豊富な経験を有していると言える。 

このような豊富な防御経験のゆえ、韓国企業は特許を無効化させるための先行技術

を探すことにおいても非常に優れている。韓国企業の特許担当者の大部分は英語と日

本語の読解に不自由しない。 そして数多くの侵害防御の経験からどのようにすれば先

行技術をよく探せるのかに対するノウハウも相当積んでいる。そして日本企業として

は探すことの難しい韓国語となった先行文献を韓国企業は簡単に検索することが可能

である。 

これと共に韓国企業の交渉文化と交渉能力をよく理解することは、韓国企業との各

種技術移転交渉を成功させるための基本中の基本といえるだろう。 

 

２．韓国企業の技術導入推進理由 

 

統計によれば、下の［表４－２］で見るように、韓国企業が外国から技術導入を推

進する最も大きな理由は競争技術の確保にある。その次に新事業進出が１７．５％、

開発期間短縮が１５．５％を占めている。 

 

［表４－２］韓国企業の技術導入推進理由           （単位：社、％） 

区分 ２００７年 

２００８年 

全体 大企業 中小企業 
非営利法人 

およびその他 

競合技術の確保 205 (37.8) 283 (37.5) 76 (37.3) 199 (38.5) 8 (23.5) 

新事業進出 92 (17.0) 132 (17.5) 32 (15.7) 91 (17.6) 9 (26.5) 

開発期間の短縮 77 (14.2) 117 (15.5) 32 (15.7) 80 (15.5) 5 (14.7) 

自社開発が困難 49 (9.0) 82 (10.9) 27 (13.2) 52 (10.1) 3 (8.8) 

開発費用の節減 67 (12.4) 69 (9.1) 17 (8.3) 48 (9.3) 4 (11.8) 

開発リスクの縮小 40 (7.4) 63 (8.3) 18 (8.8) 42 (8.1) 3 (8.8) 

その他 12 (2.2) 9 (1.2) 2 (1.0) 5 (1.0) 2 (5.9) 

全体 542 (100.0) 755 (100.0) 204 (100.0) 517 (100.0) 34 (100.0) 

 

３．韓国企業の技術導入決定要因 
 

統計によれば、［表４－３］で見るように、韓国企業が外国から技術を導入する決

定要因としては、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％）の順である。大企業なり

中小企業でも全て該当技術の技術性を重要な要因として考えている。一方、大企業は
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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％）を非常に重視することが明らかになった一方、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％）を同等なレベルで考慮

することが明らかになった。 

 

［表４－３］韓国企業の技術導入決定要因           （単位：社、％） 

区分 ２００７年 

２００８年 

全体 大企業 中小企業 
非営利法人 

およびその他 

技術の技術性 256 （44.1) 357 （43.7) 96 （45.9) 246 （43.0) 15 （41.7) 

会社の技術力 126 （21.7) 154 （18.8) 25 （12.0) 122 （21.3) 7 （19.4) 

技 術 料 115 （19.8) 182 （22.3) 52 （24.9) 119 （20.8) 11 （30.6) 

技術の寿命 84 （14.5) 124 （15.2) 36 （17.2) 85 （14.9) 3 （8.3) 

全   体 581 （100.0) 817 （100.0) 209 （100.0) 572 （100.0) 36 （100.0) 
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第３章 交渉から契約へ 

 

前述した内容を熟知し、交渉のための準備が終わったら複数の候補企業の中から優

先的に交渉を開始する相手を選定し、交渉を開始する。 

長期ライセンス契約を成功させるのに最も重要なことは、お互いの立場を理解して、

交渉以前に自分の関心事（利益）の優先順位を決めて交渉に臨むことである。また実

質的な問題に焦点を合わせなければならず、交渉当事者の個人的性格とスタイルを良

く利用して交渉を成功させることに役立てなければならない。 

ライセンス交渉をする際、考慮しなければならない戦略的事項は以下の通りである。 

第一に、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

交渉を進めなければならない。 

第二に、取引条件の変更の効果を考慮しなければならない。譲歩は、交渉を発展さ

せる力強いツールであるが、ともすれば対決構図に陥りやすい。相手の譲歩を得るた

めには自らの要求を論理的に正当化させなければならず、また譲歩も全体の目的を害

しない範囲内で成り立たなければならない。 

第三に、先に第２章で解説したとおり、技術提供者と技術導入者との組職文化は交

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。 

韓国企業に特許技術をライセンスする場合、ライセンシーである相手企業が先に技

術取引条件を提示し、それをライセンサー側で検討する方式で交渉を進めることもで

きるが、交渉では一般的に先に提案する方が交渉を有利に進めて行く可能性が高いと

言われているので、できればライセンス条件に対する検討の完了後には、該当技術を

導入する相手企業に例えば、次のような形式のライセンス提案書を提示するのも良い

だろう。 

下記のライセンス提案書にはライセンス条件としてロイヤルティの金額及び支給方

法のみが含まれているが、前述した‘ライセンス交渉前の検討’で検討された他の重

要なライセンス条件を更に含ませることもできるであろう。 

ただし、ライセンス提案書を相手先が何の異議もなく受け入れてしまえばそれ自体

が契約として法的拘束力を持つので、ライセンス提案書に含まれるライセンス条件は

重要な条件を中心にして、残りの細かい内容は交渉過程を見ながら論議することも重

要である。また、状況の変化を考慮してライセンス提案書の有効期間を設けることが

望ましい（その有効期間が経れば該当のライセンス提案では効力を失う)。 
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[書式４－１] ライセンス提案書 

Ⅰ．技術紹介の要約および取引条件 

１. 技術名 

２. 技術の紹介 

３. 技術の応用範囲 

４. 技術の開発状態 

５. 技術導入した場合に期待される効果 

６. 取引方法 

７. ロイヤルティの金額および支給方法 

Ⅱ．技術保有企業に関する紹介 

Ⅲ．技術の権利分析 

Ⅳ．技術の特徴および詳細な内容 

１．技術の詳細（必要性、長所・短所、競争力） 

２．市場性 

３．事業性 

４．技術性 

 

ライセンス提案書に対してライセンシーである相手企業から返答が来れば、その時

から本格的な交渉が始まる。ライセンス交渉ではライセンス料（料率)を含めて上記の

‘ライセンス交渉前の検討’で検討された事項を中心に、両者の合意を形成するよう

に努力する。 

又、技術ノウハウのライセンスに関する場合には、交渉前に秘密保持契約を締結し

ておくことが重要であり、ライセンサーとしては技術の公開が最小限になるように留

意する。 

交渉には責任者および実務担当者が参加する。責任者は交渉に関する自社の立場を

正確に把握し、どの程度まで譲歩でき、どの部分は絶対に譲れないなどといった主要

内容を明確に把握しておく。実務担当者は責任者を補佐する役割を担い、一般的には

技術交渉（特許侵害および無効可否を争う交渉）およびビジネス交渉（技術交渉後ロ

イヤルティなどを含んだ実質的な契約条件を定める交渉）に必要な弁理士、弁護士の

ような法律専門家を含ませる。  

研究員の交渉参加については慎重な判断が要求される。一般的に研究員は交渉専門

家ではなく、相手方の交渉ペースに巻き込まれる可能性がある。例えば、相手方があ

る技術に対する質問をしたとき、全般的な交渉状況を考慮せずにうっかり即答してし

まう場合もある。ところが、自社に交渉経験が豊かで研究員に対する徹底した事前教

育に自信がある場合であるなら、研究員を交渉に参加させることが技術的に確実な優

位を占めることができ良いこともある。 
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交渉の結果、移転対象になる技術、技術移転の方式、ライセンス料とその支給方法

などの主要条項に対する合意が成立した段階で、ライセンス契約書の作成に進む。 

 

１．交渉中での主要な協議事項 
 

主要なライセンス条件を合意した後にも、契約の締結にあたっては、様々な事項に

関する取り決めを検討する必要がある。以下、その中から重要な協議事項について説

明する。 

 

１－１．契約当事者 
 

  ライセンシーの範囲をどこまでにするかが主な問題となるため、ライセンシーの範

囲の特定方法と、ライセンシーの範囲の拡張による長所と短所について考慮する（具

体的な内容は第６編第１章４－２．の ‘（１）契約当事者’を参照）。また、ライセ

ンシーから下請け業者に対する下請けの実施をライセンシーの実施とみなすのかが問

題となることもある（具体的な内容は第６編第１章５－２．の‘（６）下請けの許容

可否’を参照）。円滑な部品供給などのために下請製造や再実施権の許諾が必須であ

ると判断される場合には、ライセンシーの範囲を子会社や第三の下請企業にまで広げ

たり、第三者に対する再実施権の許諾規定を契約書に明示しておかなければならない。

そうでない場合、爾後の下請企業などによる製品生産に対してライセンサー側から契

約違反の抗議を受けることがあるからである。従って、下請けの実施を許容するか否

かについても検討しておかなければならない 

 

１－２．ライセンスの範囲 
 

  ライセンスの範囲については先述したような検討（第３編第１章を参照）を再度確

認する。また、実施権の選択と実施許諾の範囲などに対する具体的な検討内容は第６

編第１章の‘５．実施許諾条項’にて説明した。 

 

１－３．再実施権 
 

再実施権の無分別な許諾はライセンシーに対する合理的な統制が不可能になること

があるので、ライセンサーとしては再実施権を承諾しないことが一般的に良い。ただ

し、特定の場合（第３編第１章３－４．参照）には再実施権の許諾を考慮することが

できる。 
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１－４．技術資料の提供、技術指導（派遣指導）について 
 

  技術資料の提供条項及び技術指導条項はライセンサーの立場では負担となる条項で

ある。従って、これらに関する事項を契約書に明確に規定する必要がある。 

 ライセンサーとしては、 

 

 提供しなければならない技術資料を具体的に明示した技術資料リストの準備 

 ライセンサーの指定場所での技術資料の引渡し（正確なリスト対照作業) 

 技術資料リストに明示された技術資料のみの提供 

 技術資料の引渡し後、ライセンシーによる署名の確保 

 前払金が完済されるまで技術資料の提供の保留 

 

などに留意しなければならない 

ライセンシーの立場からは、技術資料の受領時期と前払金の支払いを連動させるこ

とを考慮して見る。例えば、契約発効後の技術情報の要請時（第１段階）に前払金の

１次分を支給し、技術情報の受領時（第２段階）に前払金の２次分を支給し、技術情

報の問題有無の確認後（第３段階）に残りの前払金を支給する方式の契約を締結する

ことができる。 

技術者派遣による技術指導の場合について、派遣人員及び派遣期間、派遣費用、そ

して派遣場所に関する内容は第６編第１章‘８．技術指導条項’に詳しく言及してい

る。 

 

１－５．営業秘密の範囲 
 

ライセンシーも既に保有していた技術を、ライセンサーが自らが提供した営業秘密

と主張してロイヤルティを要求してくる場合がある。このような場合には第三者が既

に知っている技術は法的に保護される営業秘密にはなり得ないということを、ライセ

ンシーが保有している技術資料を通じて立証することによって、ライセンサーを説得

しなければならない。 

 

１－６．核心設備、部品、原材料などの供給 
 

  一般的にライセンシーに対して部品などの仕入先をライセンサーにのみ限定するな

どの部品仕入先の制限は韓国の公正取引法上の不公正な取引行為にあたる（第３編第

４章‘３－１．’を参照）。しかし、ライセンサーが契約製品の品質や性能などの保

証のためにやむを得ずライセンシーに部品などの仕入先をライセンサーなどに制限す
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る規定や、ライセンシーの要請によってライセンサーなどから部品を購入する規定は

不公正な行為に該当しない。 

当事者間の協議によって部品の仕入先や部品の購入条件を決めるよう規定する場合

や、“ライセンシーは、契約製品の製造に必要な部品Ｘをできるだけライセンサーか

ら購入するよう努力するものとする。”のように単に購入を促す規定の場合も不公正

な行為には該当しない。 

 

１－７．最高・最低ロイヤルティ 
   

最低ロイヤルティとは、ある期間中に発生した実績ロイヤルティの総額が約定金額

に至らない場合には、ライセンシーがその差額をライセンサーに支払うことを約束し

た場合のロイヤルティをいう。例えば、契約書に単位期間（例:１年）の最低ロイヤル

ティを２億円と規定していたなら、実際に算出されたロイヤルティが２億円に及ばな

くても、ライセンシーはライセンサーに２億円を支払わなければならない。 

 ライセンサーの立場ではライセンシーによって技術が適切に活用されず適切な水準

のロイヤルティを確保できないことを防ぐために最低ロイヤルティ条項を設けること

を考える。特に、独占的ライセンスの場合なら最低ロイヤルティ条項は必須と言わざ

るを得ない。最低ロイヤルティを契約書に定義することは韓国の公正取引法上におい

ても全く問題にはならない。 

 逆に、ライセンサーが最低ロイヤルティを主張することに対して、ライセンシーと

しても最大ロイヤルティを主張することができる。すなわち、単位期間に発生した経

常ロイヤルティが一定の金額（最大ロイヤルティ）を超えた場合にはその一定の金額

までのみライセンサーに支払う事にする場合である。最大ロイヤルティは相対的に多

くの手付金を支払った場合などで、それに対する補償としてライセンシーが主張する

ことができるであろう。 

 

１－８．技術料（ロイヤルティ）の監査 
   

ライセンサーはロイヤルティが適切に算定されライセンサーに支給されているかど

うかを確認する‘ロイヤルティ監査条項’を必ず設けなければならない。ロイヤルテ

ィ監査条項に関しては、付録のサンプル契約書１の‘第７条（会計資料)’と付録のサ

ンプル契約書５の‘第７条（経常ロイヤルティの計算)’を参考にされたい。特に、 

経常ロイヤルティは通常は６ヶ月ないし１年単位で支払うようになっており、このよ

うに支払われたロイヤルティに対するライセンサーの監査権限を規定した条項を設け

ることが一般的である。 

 このようなロイヤルティ監査条項は契約期間の満了以後においても存続させるよう
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にすることが重要なのでこれについての検討も必須である（第５編第１章‘１７－３

存続条項’を参照)。 

ただし、ライセンシーの立場から経常ロイヤルティの支払い期間が現実的にあまり

にも短い場合（例えば６ヶ月は、通常では無理ではないが、ライセンシーの企業規模

によっては無理の場合がある）にはこれに対する是正を要求しなければならない。ま

た、ロイヤルティ監査条項を契約終了後にも無期限で存続させるというライセンサー

の要求に対しては、契約終了後、一定期間に制限するよう逆に提案する必要もあるで

あろう。 

 

１－９．改良技術の取り扱い 
   

ライセンシーの改良技術を一方的にライセンサーに譲渡するようにしたり、独占的

実施権をライセンサーに自動的に付与するようにする条項は日本の独占禁止法におい

ても不公正な取引行為として規制されている。ライセンシーの改良技術に対する非独

占的ライセンスをライセンサーに許諾することは原則的に不公正取引行為とはならな

い。ただし、この場合にもその改良技術の第三者に対する実施権許諾を禁止するなど

の措置は不公正取引行為にあたる。要するに、ライセンサーとの間に合理的で公正に

改良技術の取り扱い条項が規定されるように努力しなければならない。 

 

１－１０．保証条項 
 

ライセンサーの立場において最も気を付けなければならない契約条項は、技術に対

する侵害保証などの保証条項であると言える。ライセンシーは導入した技術が第三者

の特許などの知的財産権を侵害しないことを望むため、例えば、移転される技術が第

三者の特許などを侵害しないことをライセンサーが保証するか、これに加えて第三者

との間に権利侵害紛争が発生した場合、ライセンサーがそれに係るすべての費用を負

担したり、一歩進んで、提供された技術が第三者の権利を侵害すると確定されればそ

れによるライセンシーの損害をライセンサーが全て賠償するようにする保証条項をラ

イセンサーに要求する場合がある。しかし、このようにライセンサーに全面的な保証

責任を負わせることは慣例上においても難しく、現実的に無理な要求であるため、上

記のような保証責任が不可能であることを相手に明確に理解させることが重要である。 

  ただし、先述したようにライセンシーの立場も考慮して一定部分の損害賠賞金に対

してはライセンサーも責任を負ったり、ライセンサーの提供した技術が第三者の特許

の侵害と確定されれば、その後のロイヤルティについては一定の部分を減額する契約

書案も交渉案として準備しておけば良いだろう。 

  その他にも権利の有効性に対する保証、技術情報の有効性に対する保証、契約製品
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の保証（製造物責任）、供給設備などの瑕疵保証などのような多様な保証に関するラ

イセンサーの責任が問題になることがあるのでこれに対する事前検討が必要である

（より詳しい内容は第６編第１章‘１２.保証責任’を参照）。 

 

１－１１．不争義務 29

   

 

韓国の「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」においては、実施権者が契約

技術の有効性を争うことを理由にライセンサーが契約を解約することができるように

する条項を不公正取引行為の類型として規定しており、多少実施権者に有利に適用さ

れるような印象がある。従って、不争義務と契約解止をリンクさせないにしても、ラ

イセンサーとしては、ライセンシーが無効審判などを申し立てないようにする規定を

置く程度は考慮しなければならない 

 

１－１２．競争製品の取扱制限 
 

  韓国の公正取引法（第３編第４章参照)では、契約期間中または契約終了後に、ライ

センシーが契約技術（製品、業種）に類似する製品や代替可能な競争製品を扱うこと

ができないようにしたり、ライセンサーの事前同意または承認を受けて契約期間中に

競合製品を扱うようにする場合を不公正な行為として規定しているので注意を要する。

ただし、ライセンシーが契約期間中に競合製品を扱う場合に、提供者と事前に‘協

議’するようにすることについては、公正な行為とみなされる。 

 

１－１３．契約終了の効果 
 

  契約が終わった後のストックの処理、ライセンシーに提供された技術資料の返還可

否、秘密保持の継続義務、技術の継続使用可否などの内容が明確に規定されなければ

ならない（第６編第１章‘１７－５．契約終了条項’及び付録のサンプル契約書１の

‘第１８条（契約終了の効果)’など参照）。特にノウハウライセンス契約の場合には

該当のノウハウの秘密が公知となるまでライセンシーに秘密保持義務があるという点

を明確に規定しておかなければならない（第６編第１章‘１７－２．秘密保持義務条

項’ 参照）。 

 

１－１４．存続条項 
 

                                            
29 ライセンサーが、ライセンシーに特許、商標の有効性を認め、更に、特許、商標の所有権または有効性を直接または

間接的に疑問視したり争ったりせず、又、その子会社に争わせたりせず、特許、商標の所有権または有効性を攻撃する

当事者にならず、特許、商標の所有権または有効性を争う第三者を支援しないことを約束するといった義務を課すこと。 
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  存続条項の必要性及び内容などについては第６編第１章‘１７－３．存続条項’参

照。 

 

２．事後管理における事前点検項目 
 

 契約の締結時に必要となる確認事項や、契約後に必要となる管理事項についてあら

かじめ理解し、点検・準備しておくことが、契約締結での不慮の事態を防ぐため有用

である。 

 

[表４－４]事後管理事前点検チェックリスト 

区

分 
大項目 細部項目 

主

要

項

目 

契約 

当事者 

 契約当事者の法人格の種類、内容および有効性 

 契約当事者、代理人の本人当否 

 契約当事者、代理人の資格および権限（委任状、代理人の指定書

など） 

 契約代理人は誰なのか（資格有無）、委任書類のコピー添付 

 契約当事者の行為能力の有無 

契約書 

 契約日、契約期間など時間、期間に関する事項 

 ページ抜け、契印などの漏れの可否 

 署名が自筆かどうか 

 住所地記載の正確性 

 印章の有効性（捺印の印影と印鑑証明書の合致可否） 

 保証意思がある場合、その意思表示の有無 

 金額表示の訂正可否（契約書においては金額訂正および直しやす

い数字の使用禁止） 

その他  代表取締役、実質経営主、関連会社の連帯保証意思及び関連資料 

付

随

項

目 

書類 

管理 

 契約書のファイル管理 

 担当者の指定および管理 

 決裁権者の技術移転の承認関連書類 

 財務諸表 

 業務推進関連書類（申請書、各種文書、その他書類） 

等級 

及び 

期日管理 

 事後管理等級の付与 

 事後管理記録簿の配置 

 事後管理日程表の管理（個別、総括） 

その他  契約参与者（本人、代理人）の個別連絡先（電話、電子メール等) 
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３．契約の言語 
 

通常、国家間の国際ライセンスにおいては、英語で契約書を作成するが、英語で作

成しなければならない不可欠な理由がなければ、日韓間のライセンス契約においては、

日本語と韓国語でそれぞれの契約書を作成してそれぞれの契約書に署名しても契約解

釈上の大きな問題はないであろう。 

日本と韓国は、いずれも漢字文化圏に属しており、漢字の解釈に両国間に特別な相

違や困難性がなく、その他文法、文章構造、単語の意味などが両国においてほとんど

等しく使われているので、日韓企業間の契約書を英語で作成するよりは各国の言語で

作成する方がより効率的であろう。 

 

＜契約書の翻訳及び検討＞ 

日本語と韓国語の類似性にもかかわらず、契約書の特定表現においては解釈上の微

妙な差を生むこともあるので、両国間の言語を互いに翻訳するにおいては、日本語と

韓国語に精通している翻訳専門家によって翻訳されなければならないし、翻訳された

契約書は、両国間の言語に精通した法律専門家によって、さらに法律的検討が成され

なければならない。 

韓国においては、韓国外国語大学校通訳翻訳センター（http://www.hufscit.com）

と梨花女子大学通翻訳研究所（http://www.erits.net）などが信頼できる通翻訳サー

ビスを提供するところとして知られている。また、翻訳と法律の検討を一括して解決

する為に、特許事務所や法律事務所に直接依頼することも良いだろう。 
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オプション契約とは？ 

 

１．オプション契約の意義 

 

オプション契約とは、ライセンシーに対するライセンサーの技術公開を必要最低限

に制限し、ライセンサーとライセンシーとは一定の場合に自らのオプション権利を行

使することができることを主要内容とする契約をいう。オプション権利の行使によっ

てオプション技術以外の契約技術の公開有無及び本契約の交渉への進行有無などが決

定される。 

 

２．オプション契約の必要性 

 

ライセンサーの立場においては営業秘密に該当するノウハウ技術がライセンス交渉

過程において不当に流出することを防止する必要があり、ライセンシーの立場におい

ては技術導入の必要性を判断するために相手方のノウハウ技術に対して最低限の技術

情報を知りたいところである。 

そこでオプション技術を設定し、ノウハウ技術の秘匿性を保持し、極力開示を抑え

たい場合、技術情報の流出リスクを減らせる利点がある。 

又、ライセンサーにとっては、本格的な交渉がこれ以上必要ないと判断した場合に

オプション技術以外の契約技術の公開を拒否することで契約交渉を終了させることが

できるので、営業秘密の流出を防止することができる。ライセンシーとしてもこれ以

上交渉の進展が必要ないと判断する場合に自らのオプション権を行使し契約交渉を終

了させることができるので、追加的な交渉に要する費用と労力が節減できる。 

 

３．オプション契約の主要内容 

 

（１）契約技術及びオプション技術の定義 

オプション契約における契約技術は大部分が純粋なノウハウ技術である場合なの

で、特許などのライセンス契約書のように詳しく契約技術を定義することはできな

い。したがって、オプション契約においては技術分野及び技術名称などにより契約技

術を簡単に定義して、具体的な内容は本契約書において規定しなければならない。 

オプション技術は、それが外部に流出しても契約技術自体に対する把握が不可能な

程に制限し定義されなければならないが、ライセンシーが該当の契約技術に対する交

渉の継続可否を決めることができる程度にはなっていなければならない。 
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（２）オプション権の定義及び行使 

ライセンサーに対しては、“ライセンサーはライセンシーとの交渉過程においてそ

の理由を問わずオプション技術以外の契約技術を公開したり公開しないオプション権

を有する。”のようにオプション権を定義し、“ライセンシーとの間において秘密保

持協定を締結する前まではライセンサーに付与されたオプション権を行使することが

できる。”のようにオプションの行使期間を定義することができる。 

ライセンシーに対しては、“ライセンシーは同オプション技術を基に契約技術の実

体を把握し、ライセンス本契約の締結のための本格的な交渉に着手するか否かの選択

をオプション技術の提供を受けた後、６ヶ月以内に決定する。”のようにオプション

権及びその行使期間を定義することができる。ひいてはライセンシーに対しては交渉

過程においていつでも交渉を中断したり契約技術の導入を拒否するオプションを付与

する場合もある。 

 

（３）オプション権行使による免責 

一方の当事者のオプション権の行使によって他方の当事者に発生した損害について

は一切の賠償責任を負わないという免責条項を設けることが一般的である。 

 

（４）対価の支給及び秘密保持義務 

オプション技術もライセンサーの財産の一部なのでその提供による対価の支払いを

規定することができる。オプション技術も技術ノウハウの一部なのでライセンシーに

秘密保持義務を課する条項を設けることが一般的である。 

 

（５）主要条件に関する予約 

オプション契約における交渉がうまく進展し本契約の締結に関する交渉へと発展す

る場合、ライセンサーが不当にロイヤルティの引き上げを要求すれば、ライセンシー

としては苦しい立場になることから、契約技術に対するロイヤルティの上限をオプシ

ョン契約で予め規定しておくなど、主要条件については予め予約規定を設ける場合も

ある。 
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第４章 ライセンス契約の実行と管理 

 

 

１．技術提供の実行（契約直後の義務の履行） 
 

契約書の作成まで全て完了し、契約が発効して手付金の支払い等、技術提供の要件

が満たされれば、次にライセンシーに技術提供を行う。 

 

＜実施権の設定、権利の移転＞ 

専用実施権の場合、特許登録原簿への設定登録がその効力発生要件であるため、ラ

イセンサーは専用実施権の設定登録についてライセンシーに協力しなければならない。

一方、通常実施権の設定登録は効力発生要件ではなく第三者対抗要件であるため、契

約書に別途の規定がない限り設定登録に協力する義務はない（第５編第１章‘５－１．

実施権の選択を参照)。 

 

＜技術資料の提供＞ 

契約書において明示されたとおり技術資料をライセンシーに提供する。技術資料は

ライセンサーが約束した方式どおりライセンシーに送付したり、ライセンシーがライ

センサーの場所で必要な技術資料を取っていく方法があり、一般的に前者が使われる。 

技術資料をライセンサーからライセンシーに送付するときには、技術資料送付用カ

バーレター（cover letter）を共に作成し提供するのだが、カバーレターには技術資

料提供に係わるメッセージを伝達する機能と、契約履行（技術資料の移転）に対する

証憑資料としての機能がある。 

更に、カバーレターの作成時には次の点を特に留意しなければならない。 

① “契約書に明示的に規定されていない限り、本技術資料に対してライセンサ

ーは、いかなる責任も負わない”といった語句を含ませる 

② 技術資料に対するライセンシーの秘密保持義務を周知させる 

③ 提供される技術資料の明細リストを添付する 

④ 技術資料受領の有無及び内容物に対する確認を要求する 

 

＜技術指導、派遣指導などの実施＞ 

技術者派遣などによる技術指導が契約書に規定されていれば、ライセンサーは契約

書に規定された派遣場所、派遣人員及び派遣期間によって技術指導を実施しなければ

ならない。派遣費用も契約書の規定どおりに負担する（第６編第１章‘８.技術指導条

項’を参照)。 
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２．事後管理 
 

 契約当事者が履行すべき事項は、ライセンス契約締結時（発効時）のほか、その契

約に基づいてライセンス関係が継続する間、その権利義務関係に基づいて発生するも

のであり、ライセンス契約に従ってもれ無く義務が果たされるように、その事後管理

を適切に行い履行することが求められる。 

 ライセンス契約の発効時には、一般に、ライセンサー側には技術提供の義務（上記、

‘１．技術提供の実行’）が発生するとともに、ライセンシー側には（契約で定めら

れていれば）手付金の支給が求められる。 

 その後の継続的な義務としては、権利者側（ライセンサー側）には知的財産権の有

効性を保つ義務があり、また、ライセンシー側にはロイヤルティの支払い義務がある。

加えて、ロイヤルティが正確に支払われるためには、元になる売上高が正確に把握さ

れる必要がある。また、ライセンシー側が秘密とされる技術情報を漏洩していないか、

契約条件から外れた製造や販売を実施していないかなど、ライセンサーはライセンシ

ーの状況を把握する管理を行う必要がある。 

事後管理は、当事者及び相手の契約条件の履行可否を持続的に確認、監視し、相手

の義務履行を促す方法及び手続きを確保して、義務履行の遅延や義務の不履行に対す

る法的な措置などを講ずるための目的を持つ。 

このような事後管理のためには業務量を最小化できる契約書が作成できるように努

力しなければならず、体系的且つ定型的な事後管理システムを導入することによって

業務負担を減らし業務の効率性を確保することが重要である。 

 ライセンス契約締結後に必要となる「事後管理」の項目を挙げると、次のようにな

る。 

[表４－５]事後管理の項目 

ライセンサーの履行条件 ライセンシーの履行条件 

• 技術の所有権移転および実施権

許諾の為の提出書類 

• 独占的実施権の保証 

• 契約期間の保証 

• 信義誠実の義務 

• ロイヤルティの支給 

• 技術所有権の移転および実施権許

諾の登録の為の費用支給 

• 売上実績報告 

• 売上関連帳簿の準備、監査協調 

• 第三者への譲渡禁止 

• 重要変更事項の通知義務 

• 秘密漏れ禁止義務 

• 損害賠償の義務 

• 信義誠実の義務 
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２－１．事後管理の手続き 
 

（１）ロイヤルティの収納管理 

ロイヤルティは、ロイヤルティ収納管理台帳を契約毎に作成して管理する。特許権

などの権利譲渡の場合には、その譲渡対価などを管理台帳に記録し、前払ロイヤルテ

ィについても支給日などを確認しその内容を管理台帳に記録しておく。 

経常ロイヤルティの約定日が近付けば次のような案内書を発送することも良い方法

である。 

 

[書式４－２]経常ロイヤルティの納付期日到来案内書（通知および返信共用） 

通 知 根 拠 ２００×年 ×月 ×日付けライセンス契約第○条 

技 術 名 
☐☐技術 

英文：▽▽▽▽ 

契 約 日 ２００６年１月５日 契約満了日 ２０１０年１２月３１日 

対 象 期 間 ２００６年５月１日～２０１０年１２月３１日 

売 上 高 ※ ウォン 通知期限 ２００○年○月○日 

経常ロイヤル

ティ料率 

対象期間に発生した売上高の３％ 

入 金 期 限 ２００○年○月○○日 

入金口座番号 ○○銀行××××× 

注 意 事 項 

①入金前のロイヤルティ基準となる売上高の適正性に対して確認をす

ることがある 

②入金期限が経過した場合、遅延日数について年２５％の延滞利子率

が適用される 

貴社（貴下）とのライセンス契約において定められたところに従って経常ロイヤルテ

ィの納付期限日について事前予告します。※の表示された項目を記載して返信して頂

き、該当内容の確認完了後、上記の入金口座に入金してくださいますようお願い申し

上げます。 

 

２００○年○月○○日 

○○技術移転専門組織の長（印) 

 

（２）売上高などの確認 

 

①売上高の確認依頼 

相手先の韓国企業から提出されたロイヤルティ算定報告書を見直したい場合には、
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以下のような様式で売上高確認依頼をした後、精密な現場実体調査を実施した方が良

い。 

 

[書式４－３]売上高（純利益）確認協力依頼書 

通 知 根 拠 ２００×年 ×月 ×日付けライセンス契約第○条 

技 術 名 
☐☐技術 

英文：▽▽▽▽ 

契 約 日 ２００○年１月５日 契約満了日 ２００○年１２月３１日 

訪問予定日 ２００○年３月３１日 

訪 問 者 総２名（○○株式会社○○課長、公認会計士１名） 

準 備 資 料 

―財務諸表、税務調整計算書 

―総勘定元帳、損益勘定元帳 

―現金出納帳および補助元帳 

―取引先現状、売上仕入帳、税金計算書、簡易領収証など證憑

書類一式 

注 意 事 項 

①確認手続きに協力しないか、確認の結果、貴社（貴下）にお

いて提示した売上高（純利益）が適正でないものと判定され

る場合には、契約が解約されることもあり、それによる損害

賠償の責任が発生する可能性があります。 

②貴社（貴下）の報告内容と検査結果とで５％以上の誤差が発

生する場合には貴社（貴下）において検査費用を負担して頂

くことになります。 

貴社（貴下）とのライセンス契約において定められたところに従って経常ロイ

ヤルティの適正性を把握する為に貴社（貴下）を訪問し確認させて頂きますの

で、上記において要請する資料を準備し該当手続きに積極的に協力して下さい

ますようお願い申し上げます。 

 

２００○年○月○○日 

○○技術移転専門組織の長（印) 

 

②監査費用の負担 

特別な合意のない限りロイヤルティ確認などのための費用は、ライセンサーが負担

することが原則だが、ロイヤルティ報告書に不正確な記載が発見された場合には、ラ

イセンシーが全面的に関連費用を負担することとするため、次のような契約条項を作

成しておけば良い。 
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第○条【検査費用負担の例外】 

'甲’は、経常ロイヤルティの計算根拠を確認する為に直接または代理人により

会計関連の資料を検査することができ、この場合において、'乙’の会計上の誤

りなどにより差額が発生した場合、その差額を直ちに'甲’に支払わなければな

らない。更に、（甲）に既に支払われた金額と比べて誤りなどにより発生した

差額が５％以上である場合、検査の為の諸般費用は'乙’が別途に負担する。 

 

２－２．事後管理の一般手続き 
 

緻密で体系的な事後管理のために担当者は、ライセンス契約直後に以下のようなフ

ローに従って、事後管理のためのファイルを作成しておき、その日程表に沿って事後

管理の日程を進行していく。 

特に、自社が締結したライセンス契約数が多い場合には、「ライセンス契約の総括

管理記録簿」を作成し、また、業務負担を減らし業務を効率化するために、各契約に

対する管理に軽重をつける「事後管理等級」を導入すると良い。 

 

[図４－４]ライセンス契約の事後管理の手続フロー 

契約書類の点検

事後管理の等級付与

事後管理の日程管理

関連書類の準備

関連書類の整理および保管

事後管理

－契約書、手続き資料、確認資料の点検

－総括管理の記録簿作成

－等級別に管理水準を定める

－事後管理記録簿の作成

－個別日程、総括日程の管理

－等級表、日程表などの記載および確認

－整理の順序を考慮して件別に整理

契約書類の点検

事後管理の等級付与

事後管理の日程管理

関連書類の準備

関連書類の整理および保管

事後管理

－契約書、手続き資料、確認資料の点検

－総括管理の記録簿作成

－等級別に管理水準を定める

－事後管理記録簿の作成

－個別日程、総括日程の管理

－等級表、日程表などの記載および確認

－整理の順序を考慮して件別に整理

 

 事後管理の前提条件：①適切な契約書の活用、②管理の最小化、③管理の定型化 

 事後管理人の熟知事項：①法律知識の保有、②繊細な日程管理、③積極的な姿勢 

 

（１）ライセンス契約の総括管理記録簿の作成 

自社で管理すべき契約数が多い場合には、個別的な日程管理とは別途に各契約の成

立、開示、終了のみをまとめて管理する。毎年初めから発生するライセンス契約案件

に対して一連の番号を付与し管理して、年度が変われば該当するページを締め切って
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最終契約案件において横線を引き、締め切りの事実を表示、次のページで新規に一連

の番号を付与する。 

 

[表４－６]ライセンス契約の総括管理記録簿 

契約番号 契約日 技術名 
契約 

相手 
連絡先 契約期間 

確認印 

担当者 部署長 

         

         

 

（２）事後管理等級の付与 

効率的な事後管理のためには事後管理の記録時のチェックリストを用意し、相手企

業の状況に応じた事後管理の等級を付与することが重要である。 

 

[表４－７]事後管理の記録のためのチェックリスト 

調査項目 細部調査事項 

企業形態または経営陣

の変動事項 

• 法人格の変動有無 

• 代表者および主要役職員の変動有無 

• 事業場の移転 

操業事項 • 稼動状態（正常、休閉業など） 

売上状況 • 売上高の推移（最近、３、６ヶ月の売上高） 

財務状況 
• 金融取引の現状（延滞、正常） 

• 資金調達の現状（苦しい、無難、良好） 

その他必要事項 • 面談、電話などの過程において着眼 
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[表４－８]事後管理等級の付与基準および事後管理の方法 

等級 期間 調査項目 細部管理方法 

Ａ １年 

• 権利譲渡契約 

• 経常ロイヤルティを２年

間正常に納付した場合 

• 譲渡代金の支払い後１年の経過

時点で事後管理終了 

• 契約満了日まで年１回の管理 

Ｂ ６ヶ月 

• 経常ロイヤルティを半

期、年１回の納付にした

企業 

• 正常納付なら現行の等級の維持 

• 延滞時にはＤ等級に引き下げ 

Ｃ ３ヶ月 

• 経常ロイヤルティを月

間、四半期別の納付にし

た企業 

• ３ヶ月を基準に正常納付時はＣ

等級を維持 

• 延滞時にはＤ等級 

Ｄ 随時 

• 権利譲渡契約で前払ロイ

ヤルティの期日が到来し

た企業 

• 経常ロイヤルティを延滞

した企業 

 

• 前払ロイヤルティ期日経過後、

その他等級に転換（期日内にロ

イヤルティを入金したか否かで

Ａ、Ｃ等級に) 

• 経常ロイヤルティの完納時には

Ｃ等級 

Ｘ 随時 
• 倒産、休業、閉業企業 

• 企業形態を変更した企業 

• ロイヤルティ完納時、終了 

• 債務買収契約、新規契約の締結

時はＤ等級 

 

例えば、ライセンサーは [表４－８]によってライセンシーに付与された‘等級’に

よる‘期間’ごとに経常ロイヤルティなどの正常納付の有無及び [表４－７]のチェッ

クリスト項目を調査する。 

又、例えば、経常ロイヤルティを四半期別に納付することにした企業は、Ｃ等級に

該当するため３ヶ月ごとに[表４－７]のチェックリスト項目を調査する。調査の結果、

ライセンシー企業の財務状況などが良くないなどの特別な事情が発生した場合には、

該当するライセンシー企業の等級をＸ等級に切り替えて随時、事後管理を実施する。 

 

（３）日程管理 

決められたロイヤルティの支給と収納、及びライセンスの関連書類の管理、実施権

登録の協力、契約の変更、契約解止、終了事由が発生する場合などに備えた日程管理

が必要である。 
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[表４－９]日程管理項目 

主要項目 細部項目 備考 

契約期間 

•  契約締結日 

•  契約期間開始日 

•  契約期間満期日 

特定 

時点 

ロイヤル

ティ 

前払ロイ

ヤルティ 

•  前払ロイヤルティの受納日 特定 

時点 

経常ロイ

ヤルティ 

•  最初の経常ロイヤルティの受納日 

•  特定期間の経過後（月、四半期、半期、年） 

定期 

(経常的) 

知的財産権 

• 技術権利の移転書類の作成および提出日 

• 技術権利の移転登録日 

• 追加特許出願要請日 

(申請日、出願日、登録日) 

• 特許内容の変更（文書の受発信日) 

随時 

(非経常的) 

契約条件 

• 契約変更必要日 

• 契約解止事由の発生日 

• 損害賠償日 

随時 

(非経常的) 

その他 
•  契約に反映されていない事項など 随時 

(非経常的) 

 

一方、毎月別に重要な期日を時間順に管理する総括日程管理表を作成することも重

要である。 

 

[表４－１０]総括日程の管理表 

契約 

番号 
契約日 技術名 

管理項目 確認印 

① ② ③ ④ 担当者 部署長 

   経常ロイ 

ヤルティ 

契約 

変更 

    

   PCT出願      

 

（４）関連書類の準備 

ライセンスに係わる資料の書式を別途に保管する。事後管理記録簿と個別日程管理

表を基本資料にして、今後必要となる資料として経常ロイヤルティの納入到来通知書、

技術改良の事実照会書なども準備しておく。総括事後管理記録簿及び総括日程管理表

の記載及び確認も必要である。 

契約書ファイルは例えば次のような方式で管理することができる。 
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[表４－１１]契約書ファイルの管理方法 

区分 左側（事後管理書類) 右側（契約書類) 

契約当時 

発生文書 

• 事後管理記録簿 

• 個別日程管理表 

• 契約書 

• 契約付随書類（印鑑証明書、委任

状、法人登記簿謄本、事業者登録

証の写し等) 

• 契約締結通知書 

• 交渉進行文書 

契約以後 

発生文書 

• 経常ロイヤルティ納付通知書 

• 特許登録費用負担通知書 

• 特許維持費用負担通知書 

• 改良技術照会書 

• ロイヤルティの受納管理簿 

• 契約解止通知書 

• 回収された契約書 

• 延長契約書 

• 変更契約書 
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