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倒産時におけるライセンシー保護に関する意見書  

 
日 本 弁 護 士 連 合 会 
２００３年２月２１日 

 
 
第１ 意見の趣旨  
 現在，法務大臣の諮問機関である法制審議会の倒産法部会（及び同部会

に設置されている破産法分科会）では，破産法及び倒産実体法等の見直し

に関する検討作業が行われているが，平成１４年１０月に「破産法等の見

直しに関する中間試案」（以下「中間試案」という。）が公表され，パブ

リック・コメントの実施も終わり，その結果も踏まえた要綱案の策定が急

がれているところである。  
 ところで，中間試案の  
「第３部 倒産実体法」  
「第１ 法律行為に関する倒産手続の効力」  
「１ 賃貸借契約」  
「(2) 賃貸人の破産」  
「ア 破産管財人の解除権」の項では，  
「① 破産法第５９条の規定は，賃借権その他の使用及び収益を目的とす

る権利を設定する契約については，相手方が当該権利について登記，登録

その他の第三者に対抗することができる要件を備えているときは，適用し

ないものとする。  
 ② ①の場合において相手方が有する請求権は，財団債権とするものと

する（破産法第４７条第７号参照）。」  
 と提案し，その「（注１）」では，  
 「ライセンス契約におけるライセンサーの破産  
  ①及び②の考え方は，特許権についての通常実施権（特許法第９９条

参照），商標権についての通常使用権（商標法第３１条第４項参照）等第

三者に対抗することができる権利を目的とするライセンス契約における

ライセンサーの破産についても適用されることになる。」  
 とし，その「（注２）」では，「再生手続及び更生手続においても，同

様の手当てを行うものとする。」  
 とされている。  
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 しかしながら，かかる改正内容にとどまるのであれば，知的財産立国を

目指す我が国の法政策としては極めて不十分であるから，米国破産法３６

５条ｎ項（別紙資料参照）の趣旨に沿った改正内容，すなわち，知的財産

権を目的としたライセンス契約が締結されている場合において，ライセン

サーが倒産した場合には，対抗要件が具備されていなくてもライセンシー

の立場が保護されるように，その改正内容をさらに整備すべきである。  

 
第２ 意見の理由  
１ 中間試案の内容  
 中間試案では，破産法第５９条の規定は，「賃借権その他の使用及び収

益を目的とする権利を設定する契約については，相手方が当該権利につい

て登記，登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えていると

きは，適用しないものとする。」とされており，破産管財人による双方未

履行双務契約における選択権を制限する内容であり，その対象を賃借権に

限定せず，「使用収益を目的とする権利」にまで拡張しているので，この

点では大きな進歩である。  

 
２ 対抗要件具備を保護条件とすることの問題点  
 （１） 知的財産権と効力発生要件  
 知的財産権（産業財産権〔工業所有権〕である特許権・実用新案権・意

匠権・商標権，著作権，不正競争防止法上の権利，種苗法上の権利，半導

体集積回路の回路配置に関する法律上の権利〔以下「回路配置法」という。〕

等）について，例えば，特許法上，実用新案法上，意匠法上の専用実施権

（特許法９８条１項２号，実用新案法１８条３項，意匠法２７条４項），

商標法上の専用使用権（商標法３０条４項），及び種苗法上の専用利用権

（種苗法３２条１項２号）は，登録が効力発生要件であり，これらの権利

は排他的な物権的権利であることに異論はないので，そもそも破産法５９

条の適用を受けないと考えられる（中間試案についての法務省民事局参事

官室の補足説明を参照）。  
 （２） 知的財産権と対抗要件  
 これに対し，特許法・実用新案法・意匠法上の通常実施権（特許法９９

条１項，実用新案法１９条３項，意匠法２８条３項），商標法上の通常使

用権（商標法３１条４項），回路配置法上の専用利用権と通常利用権及び

種苗法上の通常利用権（回路配置法２１条１項２号・３号，種苗法３２条

３項）は，登録が対抗要件であり，中間試案での保護対象となる。  
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 （３） 知的財産権と無登録制度  
 しかしながら，著作権法上は一部に登録制度があるが（著作権法７５条

以下，プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律），著作物の利

用に関する登録制度はなく，営業秘密の保護等を規定する不正競争防止法

上も登録制度がない。  
 （４） ライセンス契約と通常実施権等の登録実務  
 ところで，知的財産権のライセンス契約は，我が国産業における企業活

動の根幹をなす契約関係のうちもっとも重要な位置を占めるものである

が，ライセンシーが通常実施権等の設定を受けてもあまり登録制度が利用

されていないことは周知の事実である。  
 例えば，１９９９年において世界で維持されている特許権は約４００万

件であり，我が国はそのうち約１００万件で米国に次ぎ世界第２位である

が（特許庁ＨＰ，「各種統計」，「産業財産権の出願及び登録の動向」），

２００１年の通常実施権（使用権）の設定登録件数は，特許で２７３件，

実用新案で２６件，意匠で２２件，商標で１６５件（上記特許庁ＨＰ，「各

種統計」，「権利の変動に関する統計表」）にすぎない。  
 その根拠としては，①ライセンス関係が登録によって公開されると企業

戦略が明らかとなるのでそれを嫌う，②すべての実施権を登録すると費用

が膨大となる，③包括的ライセンス契約（単独の場合もそうであるが）で

は出願中の権利も含まれるがこれには登録制度がない，④ライセンス契約

終了後において，相手方の同意がなければ登録の抹消ができない，等が指

摘されている（法制審議会倒産法部会破産法分科会第８回会議（平成１４

年１月１８日）議事録参照）。また，⑤ライセンサーは技術開発力等の高

い企業が多かったので倒産の事態があまり想定されていなかったために

対抗要件具備の習慣が根付かなかったという背景もある（内田晴彦「『ラ

イセンス契約』におけるライセンサー倒産に対する対処（上）」NBL No.

５３３，７頁参照）。なお，⑥許諾による通常実施権の設定を受けても，

約定がなければ，実施権者は，権利者に対しその権利の設定登録手続を請

求することはできないとされている（最高裁昭和４８年４月２０日判決民

集２７巻３号５８０頁）。  
 さらには，例えば，商品化権に関するライセンス契約では，商品化権な

るものが全体として統一的に法的に保護されている実情にはないので，商

標権や著作権等を複合的にライセンスする必要があり，あるいは，ある種

のフランチャイズ契約では，ノウ・ハウ（営業秘密）をベースにライセン

スすることがあるが，これらの権利には登録制度が利用できないものもあ
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る。  
 したがって，登録制度があるので利用しない者はいわば権利の上に眠る

者として保護されなくても良い，というような発想があるとすれば，それ

は現実に機能しているライセンス契約の実際を前提としない議論である。 
 また，ライセンサーが倒産した場合，対抗要件を具備した場合のみ保護

するということであれば，現実には，「知的財産権ライセンス契約の安定

強化」に資することには到底なり得ないことは明白である。  

 
３ 国家戦略としての知的財産ライセンス契約の安定強化のための施策  
 （１） 政府の知的財産戦略本部の設立と知的財産立国宣言  
 我が国は，平成１３年１２月に，内閣総理大臣を本部長とし全閣僚から

構成される「司法制度改革推進本部」を内閣に設置し，司法制度改革の１

つの柱として知的財産権の総合的な対応強化がテーマアップされた。その

後の平成１４年２月以降，我が国産業の国際競争力の強化，経済の活性化

等のために「知的財産戦略会議」が開催され，同年７月３日には「知的財

産戦略大綱」が策定されたが，その大綱には，知的財産の保護の強化策の

１つとして，「第３章 具体的行動計画」」「３ 知的財産の活用の促進」，

「（３） 知的財産の流通の促進」が定められ，そこでは，  
「②知的財産ライセンス契約の安定強化  
 ライセンサーが倒産した場合に対抗要件を備えたライセンシーを保護

できるよう、２００３年中に破産法等の改正法案を提出する。（法務省） 
 ライセンス契約保護の観点から、２００２年度中に、より望ましいライ

センス契約の保護の在り方について検討を行う。（経済産業省）」  
 と指摘されていた。  
 また，上記戦略大綱を受け，内閣総理大臣を知的財産戦略本部長とし全

閣僚及び民間有識者から構成される「知的財産戦略本部」の設置が明示さ

れている「知的財産基本法」が同年１１月２７日に可決・成立しており，

同法の第２章（基本的施策）第１９条では，事業者が知的財産権を有効か

つ適正に活用することができる環境の整備が，第３章（知的財産権の創造，

保護及び活用に関する推進計画）第２３条では，知的財産の創造，保護及

び活用に関する推進計画を作成しなければならない，等と我が国の責務を

明確に規定しており，まさに国家あげてのプロ・パテント政策が打ち出さ

れているところである。  
 （２） アメリカにおける知的財産倒産保護法と破産法３６５条ｎ項  
 アメリカでは，ライセンサーが倒産（Chapter11）したことによってラ
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イセンシーとのライセンス契約の解除が有効と認められた事件（ルブリゾ

ル判決）を契機に，１９８８年に知的財産倒産保護法が制定され，それに

より破産法３６５条ｎ項が制定された（その制定経過については，中尾俊

夫「米国知的財産破産保護法の概要（上），（下）」NBL No.４３４，６

頁，No.４３６，２９頁，金子宏直「技術的ライセンス契約の倒産手続に

おける処理（一），（二）」民商１０６巻１号８３頁・２号２０６頁，国

谷史朗「倒産とライセンス契約の保護－双務契約解除の基準－」北川善太

郎編・知的財産法制２６９頁以下等。また，高木新二郎「アメリカ連邦倒

産法」１２９頁にも改正経過が簡潔に纏められている。なお，同条の翻訳

及び１０１条３５A項（知的財産権の定義規定）の翻訳も同書に掲載され

ている。また，SOFTIC〔財団法人ソフトウエア情報センター「コンピュー

タ・ソフトウエアのエスクロウ制度に関する調査研究」９頁以下に試訳と

解説がある。〕）。  
 ライセンス契約が締結された場合，かなりの設備投資が行われ、当該知

的財産権を使用して事業が展開され実績が積まれることが多い。したがっ

て，ライセンサーが倒産することによって，管財人やDIP型の場合に第三

者性を有する債務者が双方未履行双務契約として選択権を行使し契約解

除をした場合には，ライセンシーはたいへんな状況に陥ることになりうる。 
 特に，今日では，①再建手法が強化拡大され大企業でも倒産する可能性

があること，②財政基盤の脆弱なベンチャー企業がライセンサーとなる場

合には，倒産を警戒してライセンスが抑制されかねないこと（そのことは，

我が国では，知的財産権の担保制度の未発達と相まってベンチャー企業の

育成を大きく阻害する要因となる。），③JV（企業共同体）等による共同

開発により相互ライセンスをする場合に，財政基盤の弱い企業が参入する

ことが妨げられる（建築請負におけるJV契約のように詳細な契約作成の実

務が成熟していない。），等の理由（なお，内藤前掲７頁）により，対抗

要件が具備されている場合のみライセンサーの倒産からライセンシーを

保護するというレベルでは，知的財産の流通の促進が図られるべき環境整

備を急ぐという国家目的からはほど遠い状態でしかないと言わざるを得

ない。特に知的財産権は今日国際的な企業活動にとって不可欠なものであ

るから，アメリカにおいてかかる制度が存在するのに我が国では不整備で

あるということになれば，国際競争力の点からも重大な問題である。  
 （３） 改正破産法のさらなる整備について  
 すでに指摘したように，知的財産権ライセンス契約においてライセンサ

ーが倒産した場合（清算型の破産のみならず，再建型の会社更生や民事再



 6

生も同様である。），対抗要件具備の有無のみでその保護に軽重を設ける

程度では，知財立国を目指す国家施策としては全く不十分である。  
 また，再建型も含めて，解除権の選択について裁判所の許可にかからし

めている実務があるとしても，解除権の濫用の有無を破産裁判所が迅速的

確に審理判断するというのはいかにも重荷であるし（事業判断の原則〔b

usiness judgement rule〕に従うとしても実際にはその適否の判断にはか

なり高度の利益考量が求められる），何よりもライセンスビジネスから予

測可能性を奪うことになる（例えば，中間試案どおりに法改正がなされた

場合，その反対解釈として，対抗要件を具備していない場合には無批判に

解除を許可してしまうことになりかねない。）。  
 なお，不動産賃借権と利益状況が似ているのも事実であろうが，管財人

の地位は基本的には破産者の一般承継人と把握されるべきであるとの考

えもあり，その第三者性は取引の安全の見地から認められるものとは異な

る。また，対抗力の有無は破産法５９条の解除権の制約要因には理論的に

は直結しない（松下淳一「契約関係の処理」倒産実体法・別冊NBL No.６

９，５８頁）。  
 そこで，アメリカ破産法３６５条ｎ項が適用される知的財産権としては，

営業秘密，特許を受ける権利，著作権等の登録制度がない権利も含まれて

いるので（同法１０１条３５A項），我が国でも同様にこれらの権利も含

めて知的財産権全般について適用対象とされるべきである（例えば，現在，

営業秘密の不正使用について刑罰化が提案されており，より強くその権利

（利益）を保護しようとする状況にある。知的財産権重視の方向からは知

的財産権全般を保護することが必要である。）。商標や商号については，

製品やサービスの管理という性格があって十分な検討がなされていなか

ったため同条に規定することから見送られたということであるが（金子前

掲１０６巻１号９８頁），適用除外とする必要はない。ただし，適用除外

が認められるために必要な「ライセンス契約締結の事実」については，具

体的には書面による実施契約の存在を要するという考え方もありえよう。 
 なお，ライセンス契約の解除が制限された場合に，ライセンサーとして

の技術改良義務やメンテナンス義務，第三者からの侵害訴訟への防御義務

などをそのまま管財人等に負担させることは好ましくない場合があるの

で，その手立てについて検討しておくべきであろう。また，破産財団が確

実にライセンス料を取得できるように，ライセンシーの相殺権は放棄させ

る必要がある。もっとも，これら付随義務の問題については，管財人やD

IP型債務者の第三者性によって，合理的な解決が図られると考えられる
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（最近の論文として，例えば，金子宏直「ライセンサー倒産における諸問

題」L&T No.１５，３７頁）。  
 最後に，知的財産戦略大綱では，破産法改正の段階では対抗要件具備の

場合だけを破産法に取り込めば良いと考えていたかも知れないが，特許法

等での後日の対応では総合的な施策が講じられないことは明らかであろ

う。また，ソフトウエア・エスクロウ（ソフトウエアを提供していたライ

センサーが倒産してそのメンテナンスができなくなり長期間蓄積したデ

ータの放棄を余儀なくされたり，代理店としてパッケージ・ソフトを販売

していたところライセンサーが倒産したためにメンテナンス作業が困難

となる，というような事態を避けるために，そのソースコードや技術情報

を第三者〔エスクロウ・エージェント〕に預託しておき，いざという場合

にその開示を受けられる制度）という制度（前記SOFTICではその業務を行

っている。なお，エスクロウ決済制度はインターネット・オークション等

で広まりつつある）等の整備の可否についての検討にも早期に取り組まれ

るべきである。  
                                                         以上  



別紙資料 

 1

 
高木新二郎/『アメリカ連邦倒産法』488,541～543 頁/商事法務研究会/1996 年 
 
 
第１０１条 
（３５Ａ） 「知的財産権」とは、 

（Ａ） 営業上の秘密（trade secret）、 
（Ｂ） 発明、製法、意匠、または法第３５号により保護されるプラント、 
（Ｃ） 特許出願中の権利、 
（Ｄ） 植物改良変種（plant variety）、 
（Ｅ） 法第１７号により保護される著作物、および 
（Ｆ） 法第１７号第９章により保護される集積回路配列原板（mask  work）

であって、破産法以外の現行法によって保護されている範囲内のものをい

う。 
第３６５条 
（ｎ）（１） 債務者が使用許諾者となっている知的財産権の未履行契約を管財人が拒

絶した場合には、その契約の使用権者は、次のいずれかを選択することが

できる。 
（Ａ） 契約条項・適用法令・その他の合意の定めに従い、相手方の契約違反が

あった場合に、使用権者が契約が終了したとして処理できるのと同様に、

管財人の拒絶が契約を終了させたものとして処理すること。 
（Ｂ） その契約および付随的合意に基づき、手続開始直前にその権利を有していた

のと同様な状態において、その知的財産権（その知的財産権には、非破産法の

適用によって保護される範囲の知的財産権の具現化物を含む）に対する権利

（ただしその権利には、その契約による独占的権利を実現することを含むが、

その契約上の権利の特定履行を求める非破産法上のその他の権利を含まない）

を保持すること。 
（２） 本項（１）号（Ｂ）により、使用権者が契約による権利を保持することを選択し

た場合には、 
（Ａ） 管財人は使用権者がその権利を行使するのを許容しなければならず、 
（Ｂ） 使用権者は、その契約期間中、または使用権者がその契約を延長した本

項（１）号（Ｂ）に定める期間中、使用料の全部を支払わなければならず、 
（Ｃ） 使用権者は次の権利を放葉したものとみなされる。 

（ⅰ） 本法および非破産法に基づき、その契約に関して取得する相殺権、

および 
（ⅱ） その契約の履行に関する本法第５０３条（ｂ）項による権利。 

（３） 本項（１）号（Ｂ）により、使用権者が契約による権利を保持することを選択

した場合において、使用権者の書面による請求があったときは、管財人は、次

のことをしなければならない。 
（Ａ） その契約または付随合意に定める範囲で、使用権者に対して、管財人が

保持している知的財産権（具現化物を含む）を提供すること。 
（Ｂ） その契約または付随合意に基づいて使用権者がその知的財産権（具現化

物を含む）に対して有する権利の行使を妨害してはならない。使用権者が

他の者からその知的財産権（具現化物を含む）を取得する権利の行使を含

む。 
（４） その契約を拒絶するまでの間は、またはその契約を拒絶しない場合には、使用

権者の書面による請求があったときは、管財人は、次のことをしなければならな
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い。 
（Ａ） その契約または付随合意に定める範囲で、 

（ⅰ） その契約を履行し、 
（ⅱ） 使用権者に対して、管財人が保持している知的財産権（非破産法の

適用によって保護される範囲の知的財産権の具現化物を含む）を提供

すること。 
（Ｂ） その契約または付随合意に基づいて使用権者がその知的財産権（具現化

物を含む）に対して有する権利の行使を妨害してはならない。使用権者が

他の者からその知的財産権（具現化物を含む）を取得する権利の行使を含

む。 
 
 


