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｢
知的財産の利用に関する独占禁止法上
原案)に対する意見
の指針｣(
岡

本

芳 太 郎

本意見は,平成 1
9
年 4月2
7日に公正取引委員会か ら公表 された ｢知的財産
の利用 に関す る独 占禁止法上の指針｣ (
原案)に対する意見募集 (
平成 1
9
年

6月 7日締切)に対する意見を とりま とめた ものである｡
1
年7
｢
知的財産 の利用 に関す る独 占禁止法上の指針｣ (
原案)は,平成 1
月に公表 された ｢
特許 ･ノウハ ウライセンス契約 に関す る独 占禁止法上の指
針｣に代わるもので,対象 となる知的財産の拡大,技術 を利用 させない よう
にする行為 についての説 明の充実,競争減殺効果の分析方法 についての記述
の新設 ,違法行為の構成要件の横断的記述等の改訂が行われている｡また,
従来個別に判断 して公正競争阻害性が認め られれば不公正な取引方法 に該 当
するとされていた不争義務が,原則 として不公正な取引方法 に該当 しない行
為 とされるな ど,一部の行為 についての独 占禁止法上の評価 が変更 されてお
り,今後の知的財産法 と独 占禁止法の関係 についての,公正取引委員会の基
本的な考 え方 を示す ものである｡
筆者 は,現行指針の作成 に際 して も, 日本 ライセンス協会の意見作成 に参
加 し,公正取引委員会の担当者 との協議等を行 う機会があった｡今回 も同協
会の意見の作成に関与 しているが,時間の制約等 から当該意見 には反映 され
なかった点等 を,個人の意見 としてま とめた ものであ る｡意見の作成に際 し
ては,学問的 とい うよりも実務的な視点を中心に行 っている｡
知的財産の利用 に関す る独 占禁
なお,以下の記載 における項 目番号は ,｢
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止法上の指針｣ (
原案)の項 目番号 に対応 している｡意見の中には原案を参
照 しない と理解 しに くい部分 も多 々あるが,原案は長文 に及ぶため全文は記
載 していない｡公正取引委員会のホ ームページ h
t
t
p:
/
/
www.
j
f
t
c.
go.
j
pで
確認 されたい｡

第 1 は じめに

1 競争政策 と知的財産制度
1行 目で ｢
技術 に係 る知的財産制度｣を ｢
知的財産制度｣ と定義 している
が,｢
知的財産制度｣ とい う用語 は十分 に一般的な用語 となっているか どラ
か疑わ しい｡ したが って,｢
技術 に係 る知的財産制度,すなわち,知的財産
を知的財産権によって保護する制度 (
以下 ｢
知的財産制度｣ とい う｡)
｣ とい
うように,知的財産制度q)
説 明があったほ うがよ くないか｡
同様 に, 3行 目の ｢
技術取引｣ について も定義 はないが,前記の ように
｢技術 に係 る知的財産制度｣ と,｢
技術｣ と ｢
知的財産｣は異 なるものであ
る と意識 されているので,｢
技術叉は技術 に係 る知的財産 の取引｣を ｢
技術
取引｣ として定義 してお くべ きではないか｡
また,独 占禁止法の運用 においては,知的財産制度の趣 旨を逸脱 した行為
によって技術や製品をめ ぐる競争 に悪影響が及ぶ ことのないようにすること
が重要 (
1
5‑1
8
行 目)なのであるか ら,1
3
行 目 ｢その態様や内容いかんによ
っては,
｣の次 にも ｢知的財産制度の趣 旨を逸脱 して,
｣を追加 してお くべ き
であろう｡

2 本指針の適用対象
本指針の適用対象は,｢
知的財産の うち技術 に関するもの｣である｡そ う
であれば ,(1) に規定する本指針 における ｢
技術 ｣ とは,｢
特許法,実用新
案法,半導体集積回路の回路配置 に関する法律,種苗法,著作権法および意
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匠法 によって保護 され る技術｣ではな く,｢
特許法 における発 明,実用新案
法 における考案,
半導体集積回路の回路配置 に関す る法律 における回路配置,
種苗法における植物の新品種,意匠法 における意匠及び著作権 におけるプロ
グラム｣ とすべ きである｡
原文では,｢
保護 される技術｣ となっているので,た とえば,登録 されて
いない特許出願 に係 る技術や,登録要件を満たすか どうかが不 明な発 明等が
ふ くまれ るか否 かが不明確である｡
ところで,著作権法においては,美術工芸品等の美術の著作物,建築の著
作物,設計図や コンピュー タ画面のインターフ ェースをふ くむ学術的な性質
を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物,体系的構成 に創作性を有
するデー タベース等 において, これ らの著作物 に係 る技術が保護 され る可能
性がある｡
また,不正競争防止法における ｢
営業秘密｣,｢
商品の形態｣及び ｢
技術的
制限手段｣ も ｢
技術 に係 る知的財産｣であ る と考 えられ る｡｢営業秘密｣ は
おおむね ノウハウ と一致す る と説 明されているが,｢
商品の形態｣は意匠法
における意匠のほか,意匠には含まれない建築物 その他物品以外の商品の形
態の保護 にも利用 され得 る｡技術的制限手段は, これを解除す る装置やプロ
グラムの譲渡等を禁止することにより間接的に保護 され る｡
また,今後 も新 しい知的財産が生 じる可能性 もあ り, ここでの ｢
技術にか
かる知的財産｣の列挙は限定 とはせずに,例示 とすべ きではないか｡ もし,
例示 とすることがで きない として も,指針 に列挙 されない知的財産又は新た
に生 じた知的財産 に準用で きる可能性を残 してお くことが望ましい｡
なお,原文 (
注 2)において,｢著作権法 が保護する思想又は感情の表現
は,本指針の技術には当た らない｡｣ としているが,プログラムであって も,
｢思想又は感情を創作的に表現 した｣著作物でない場合には,著作権による
保護は与え られないので, この表現は不適切であ る｡
原文 2頁 1行 目において,｢
技術の利用｣は,｢
知的財産の利用｣とは同義の
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もの として用 いる とされているが,発 明,考案等 は ｢
利用｣ではな く ｢実施｣
知的財産 の実施又は利用｣ と同義の もの とされたい｡
が問題 となるので,｢

第 2 独 占禁止法の適用に関する基本的な考え方

1 独 占禁止法 と知的財産法
(
注 5)において,独 占禁止法第 2
1
条の規定は同条に掲げ られた法律以外
の法律で排他的利用 が認め られ る技術 に も適用 されるが, ノウハ ウは排他的
利用権 を付与 され るものではないため,同条の規定は適用 されない, とされ
ている｡ しか し, (
注 3) においては,ノウハ ウは独 占的排他権 が付与 され
る ものではないが,｢
保護の排他性 が弱い こ と｣ とい う特質 を有す る として
いる｡
不正競争防止法 においては,営業秘密,商品の形態,技術的制限手段のい
ずれについて も,一定の行為 に対する差止請求権 ,すなわち排他権が認め ら
れてい ることか らすれば, これ らについて も,特許発明や著作物 と同様 に,
排他権 が認め られる範囲において独 占禁止法第 2
1
条 を適用又は準用すべ きで
はないか｡
第 3パ ラグ ラフにおいて ,｢権利者 が 自らの意志 で拡布 した製品 について
他の者 が取引す る際 に,各種の制限を課す行為への独 占禁止法の適用は,一
｣(
同パ ラグ
般の製品の販売 に関す る制限の場合 と何 ら異 なるものではない｡
ラフ 5行 目) とされてい るが,知的財産 高等裁判所平成 1
8年 1月31日判決
(イン クカー トリッジ事件)は ,｢(
1
)当該特許製 品が製品 としての本来 の
耐用期間を経過 してその効用 を終 えた後 に再使用又は再生利用 がされた場合
(
略),又は, (
2) 当該特許製品 につ き第三者 に よ り特許製品中の特許発 明
の本質的部分 を構成 する部材の全部又は一部 につ き加工又は交換がされた場
合 (
略) には,特許権は消尽せず,特許権者 は,当該特許製品について特許
権 に基づ く権利行使 をす ることが許 され るもの と解するのが相当である｡｣
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としている｡ したがって,｢
一般の製品の販売に関する制限の場合 と何 ら異
｢
権利が消尽 しない とされる一定の場合を除 き,
｣
なるものではない｡｣の前に,
叉は ｢
原則 として,
｣等を挿入 してお くべきではないか｡

2 市場についての考え方
(1)は,独立 させて,｢2.技術の利用 に係 る制限行為 についての独 占
禁止法上の評価の方法｣ とで もするべ きではないか｡ この場合 ,｢2 市場
についての考え方｣以下の項 目の番号は当然に一つずつ繰 り下がる｡
また,競争減殺効果が認め られ,市場における競争が実質的に制限される
場合には,私的独 占又は不当な取引制限の問題 とな り,競争減殺効果が認め
られるが競争が実質的に制限されていない場合には,競争減殺による公正競
争阻害性が問題 となることを記載 してお くことが望ましい｡

(2) において,｢技術を利用 させないようにす る行為叉は技術を利用で
きる範囲を限定 してライセンスする行為は,当該技術の市場又は当該技術を
用いた製品 (
略)の市場における競争 に影響 を及ぼす｡｣ としているが,当
該技術を用いた製品の上で機能 し,又はそれ らの上で利用される技術や製品
の取引にも影響を及ぼすのではないか｡

3 競争減殺効果の分析方法
2行 目の ｢対象市場 ご とに,
｣は, 1行 目末尾 ｢‑ ･否かは,
｣の次にお
製品市
くべきではないか｡少な くとも,｢当該技術の有力性｣については,｢
場 における当該技術の利用状況,迂回技術の開発又は代替市場への切替 えの
困難さ,当該技術に権利を有する者が技術市場又は製品市場において占める
｣(
原案 ｢4 競争に及ぼす影響が
地位等を,総合的に勘案 して判断される｡
)ので,市場毎に評価が異なることになる｡
大 きい場合の例｣(2)

9
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4 競争に及ぼす影響が大きい場合の例
(2)において,有力な技術 と認め られる場合が多い と考 えられる例 とし
｢
技術市場又は製品市場で事実上の標準 としての地位を有するに至 った
て,

,

事実上の標準 としての地位は有 しな くとも,製品市場における事業
技術｣ ｢
｢
他の事業者の製品 との互換性を確保する
活動の基盤を提供 している場合｣,
第 3 私的
ための規格に係るものである場合｣が掲げ られているが,原案 ｢
独 占及び不当な取引制限の観点か らの考 え方
討

(3)技術の利用に条件を付す行為

1｢私的独 占の観点か らの検

イ｣の ｢
製品の規格 に係 る技術又

は製品市場で事業活動を行 う上で必要不可欠の技術 (
必須技術)
｣,同 ｢
第4
不公正な取引方法の観点か らの考え方

5 その他の制限

(5)技術への

機能追加｣における ｢ある技術がその技術の仕様や規格を前提 として,次の
製品やサービスが提供 されるという機能 (
以下 ｢プラッ トフ ォーム機能｣ と

)｣ を有する技術 も,｢有力な技術｣ と認め られることが多い場合に属
い う｡
するりではないか｡
また,必須技術は,事実上の標準 としての地位は有 しな くとも,製品市場
における事業活動の基盤を提供 している技術等に比べて も,技術の有力性が
高いのではないか と考えられる｡原案 ｢
第 3 私的独占及び不当な取引制限
｢
有力な技術｣一般ではな く,
の観点からの考え方｣以下の記載において も,
事業活動の基盤を提供 している技術｣等,技術の性格に応 じ
｢
必須技術｣,｢
た記載がされているの も,有力な技術の有力性,競争に与える影響の大 きさ
は一様ではな く,
技術の性格に応 じて異なることを示 していると考えられる｡
そ うであれば,有力な技術 と認め られることが多い と考 えられる場合につい
ては,個別叉は類型別に有力性,競争に与える影響等の大 きさの程度,順位
等を説明すべ きではないか｡
なお,規格や事実上の標準に該当しない場合で ｢
事業活動の基盤を提供 し
ている場合｣ とは, どのような技術を指すのかもう少 し具体的に説明された
い｡た とえば,製品市場において,使用されている技術の市場 における占有

｢
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率,その順位 ,当該技術を使用 してい る事業者の数等 に よ り,｢
事業活動 の
基盤を提供 している｣又は ｢
有力｣ と認め られる基準が示 され る とよ りわか
りやす くなるのではないか｡ この場合
法上の指針 (
平成 3年 7月 11日)
に関す る独 占禁止法上の指針
の取 引の制限

,｢流通 ･取 引慣行 に関す る独 占禁止

第 1部

事業者間取 引の継続性 ･排他性

第四 取引先事業者 に対 す る自己の競争者 と

2 取 引先事業者 に対 す る 自己の競争者 との取 引の制限｣

(
注 7)の ｢
市場 における有力な事業者｣の判断基準 ｢当該市場 (
行為の対
象 とな る商品 と機能 ･効用 が同様であ り,地理的条件 ,取引先 との関係等 か
ら相互 に競争関係 にある商品の市場) におけ るシ ェアが一〇%以上叉はその
順位が上位三位以内であること｣が一 つの参考 となるのではないか｡

5 競争減殺効果が軽微な場合の例
｢
標準化 に伴 うパ テン トプールの形成等 に関す る考 え方 (
平成 1
7
年 6月2
9

日) (
以下 ｢
考 え方｣ とい う｡)

第 3 規格 に係 る特許 についてのパテン ト

プール に関す る独 占禁止法上の問題点の検討

(2)｣では

,｢規格 を採用 し

た製品の販売価格や販売数量 を制限す るな ど明 らかに競争を制限す る と認 め
られ る場合を除 き,①当該 プールの規格 に関連す る市場 に占め るシ ェアが 2
0
%以下 の場合 (
略)には,通常は独 占禁止法上の問題 を生 じるものではない｡｣
としている｡
原案 は ｢原則 として競争減殺効果が軽微 であ る と考 え られ る｡｣ としてい
るが, この場合 には競争の実質的制限が認 め られ る可能性はない と考 え られ
るが,
競争減殺 による公正競争阻害性がない といえるか どうかは不明であ る0
公正取 引委員会 として

,｢考 え方｣ と同様 に, この ような場合 には原則 とし

て独 占禁止法上の問題 としない と考 え られ るので ,
｢
考 え方｣ と同様 に,
｢
通
常は競争減殺の観点 か らは独 占禁止法の問題 を生 じるものではない｡｣ とす
るか,その こ とを追記す ることが望 ましい｡
｢
考 え方｣では,
｢
規格 を採用 した製品の販売価格や販売数量を制限
なお,

ni
l
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するな ど明らかに競争を制限すると認め られる場合｣ とされていた例外条項
｢当該技術を用いた製品の販売価格,販売数量,販売シ ェア,
は,原案では,
販売地域若 しくは販売先に係る制限,研究開発活動の制限又は改良技術の譲
渡義務 ･独占的ライセンス義務を課す場合｣ と記載 されている｡ この うち,
｢
販売数量,販売シ ェア,販売地域若 し くは販売先に係 る制限｣は,原案
｢
第 4 不公正な取引方法の観点からの考え方
センシーに課 される制限

4 技術の利用に伴いライ

｣(
原案 (
注 8)においては,
｢
後記 (
第4
(2)

‑3)
｣ となっているが, (
第 4‑4)の誤 りであろう｡)においては,原則
として権利の行使 と認め られ,不公正な取引方法に該当 しない とされている
ことか らも,｢明 らかに競争を制限すると認め られる場合｣ と理解すること
は困難である｡｢
販売数量,販売シ ェア,販売地域若 し くは販売先に係 る制
限｣を除外するのは,競争事業者間のライセンス契約の場合に限定するべ き
ではないか｡

第 3 私的独 占及び不当な取引制限の観点からの考え方
1 私的独占の観点からの検討
原案

｢
(
1)

技術を利用 させないようにする行為

ウ｣においては,
｢
競

争者 (
略)が利用する可能性のある技術に関する権利を網羅的に集積 し, 自
身では利用せず,これ らの競争者 に対 してライセンスを拒絶すること｣が,
｢他の事業者の事業活動を排除する行為に該 当する場合がある｡｣ としてい
るが,技術開発動向が不確定な場合には競争事業者の技術 に関する技術開発

,

｣ではな く,
や技術の購入を行 うことも考 えられるので ｢自身では利用せず ,
自身では利用する目的 もないのに,すなわち競争者の事業の妨害のみを 目的
として,競争者が利用する可能性q)
ある技術を集積 し,その利用を拒絶する
場合に限定することが望ましい｡
また,原案

｢
(
1)

技術を利用 させないようにする行為

エ｣において,

｢
知的財産の利用に関する独 占禁止法上の指針｣ (
原案)に対する意見
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規格や公共機関に採用 させ る場合ではな く,オープンソースライセンスの よ
うに自己の技術又は 自己の技術を含む他人の技術が自由に利用できるとして
推奨 し,その際 自己の知的財産の存在の一部 を秘匿 し,市場が これを受入れ,
他の事業者が当該技術を使用せざるを得ない状況の下で,当該 自己の技術の
使用を禁止 し,又はライセンスを拒絶する行為 も,他の事業者の事業活動 を
排除す る行為 に該当する場合があると考 え られるので,記載 を追加 しては ど
うか｡
原案

｢
(3) 技術の利用に条件を付す行為 ア｣及び参考例は,｢技術 を

用いて供給す る製品の販売価格,販売数量,販売先等を指示 して守 らせ る行
為｣に関するものであるが, これは,｢
(2)の技術の利用範囲を制限する行
為｣に該当するのではないか｡そ うすると,知的財産制度の趣 旨を逸脱 して
いると認め られる場合にのみ,事業者の事業活動 を支配する行為にあたるこ
とにな る｡なお,原案 ｢
第 4 不公正な取引方法の観点か らの考え方｣にお
いて も同様なので,詳細は後述する｡

2 不当な取引制限の観点からの検討
本項 においては,パテン トプール,マルテ ィプルライセンス,クロスライ
センス といった行為別 に説明が記載 され,原案 ｢第 1 は じめに
針の適用対象

2 本指

(2)｣に したがって, (1) 技術 を利用 させないようにする

行為 , (2)技術の利用範囲を制限する行為 , (3)技術の利用 に条件を付す
行為,を区別 した記述方法が とられていない｡｢1 私的独 占の観点か らの
検討｣ と同様 に,上記の区分毎の記載 とす ることが望ましい｡
なお,｢
(1)パ テン トプール｣ には,｢一定の製品市場 において競争関係
にある事業者 が,製品を供給す るために必要な技術についてパテン トプール
を形成｣ している場合の ｢
技術の利用範囲の制限｣については記載がない｡
また,｢オ｣ 3行 目の,｢‑ ･相手方を相互 に制限する行為｣の次に,｢
(2)
マルテ ィプル ライセンス｣ 8行 目と同様 に,｢,代替技術の採用等 を制限す

L
l
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る行為｣を加えてお くべきである｡
また,(3) クロスライセンスの ｢ウ｣については,｢イ｣ と同様の場合に
問題 となると考 えられるので,｢関与する事業者が少数であって も,それ ら
q)
事業者が一定の製品市場において占める合算シ ェアが高い場合に,技術の
利用範囲や当該技術を用いて行 う事業活動について相互に制限を課す行為 に
ついても,イ と同様 に,技術又は製品の取引分野における競争を実質的に制
限する場合には,不当な取引制限に該当する場合がある｡
｣ とすべ きである｡

第 4 不公正 な取引方法の観点か らの考え方

1 基本的な考え方
技術q)
利用方法に関 し一般的に
｢(1) 基本的な考 え方｣ 5行 目③の ｢
合理的 とみ られる制限を課す行為｣は,｢
技術の利用に伴いライセンシーに
課 される制限｣の誤 りと考えられる｡
(2)の ｢
①競争者等の取引機会を排除 し,叉は当該競争者等の競争機能

｣は,｢①競争者等の取引機会を
を直接的に低下 させるおそれがあるか否か,
排除 し,又は当該競争者等の競争機能を直接的に低下させることにより,読
争を減殺するおそれがあるか否か｣ とすべきではないか｡ こうすることによ

3
頁 6行 目で ｢
競争に及ぼす影響｣を判断することしてお り,かつ,同
り,1
8行 目 ｢当該制限行為による具体的な競争減殺効果が発生することを要する
ものではな く,ある程度において 自由な競争を妨げるおそれがあると認め ら
れれば足 りる｡｣ との記載 と一致 し,理解が容易になる｡
なお,｢ある程度において 自由な競争を妨げるおそれがある と認め られれ
ば足 りる｡｣ ことか ら,逆に,競争減殺又はそのおそれがある場合において
も,その効果が軽微である場合には,公正競争阻害性は認め られないことを
明記 されたい｡

(3)｢イ｣ 7行 目の ｢ライセンサーの取引上の地位がライセンシーに対

｢
知的財産の利用 に関する独 占禁止法上の指針｣ (
原案)に対する意見
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して優越 しているか どうかの判断｣について考慮する事項は列挙されている
が,判 断の基準 としては ,｢流通 ･取引慣行 に関す る独 占禁止法上 の指針
(
平成 3年 7月 1
1日) 第 1部
占禁止法上の指針

第五

事業者間取引の継続性 ･排他性に関する独

不当な相互取引

2 購買力を利用 した相互取引

(
3
)｣の (
注1
3
) における基準 ｢乙に とって甲 との取引の継続が困難 にな る
ことが事業経営上大 きな支障を きたすため,甲が乙に とって著 しく不利益な
要請等を行 って も,乙が これを受け入れざるを得ないような場合｣ に準 じる
ことを明記すべ きである｡

2 技術を利用 させないようにする行為
(1)の変形 にあたるか も知れないが,｢自己の商品の消耗品又は部品の
市場が存在す る場合 において,主に当該市場 における競争者 を排除すること
のみを 目的 として, 自己の商品,その消耗品若 し くは部品叉は これ らの交換
についての知的財産 を取得 し, 自己又は 自己の関連事業者 と競争す る事業者
にそのライセンスを拒絶 して当該技術をつかわせないようにすることは,不
公正な取引方法 に該当す るおそれがある｡｣ ことを追加の説 明 として記載 し
ては どうか｡

3 技術の利用範囲に関する制限
全体の構成が項 目の表題の内容をカバーする内容になっていない｡た とえ
ば,販売に関する制限は,次の ｢4 技術の利用 に伴いライセンシーに課 さ
れる制限｣にあ り,使用 に関す る制限については製造 に関す るものを除 き記
載がない｡また,権利の一部の許諾 としては,権利の全体 についての地域の
制限や数量の制限 も考え られるが考慮 していない｡た とえば,つぎの ような
構成に してみては どうか｡
権利の利用範囲に関す る制限 としては,製造,使用,販売,輸出,輸入 と
いった利用の態様 ,利用期間,利用分野,利用地域,利用数量が考 え られる｡

1
0
0
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したがって,製造,使用,販売,輸出,輸入 といった利用の態様の一部を禁
止 し,又は個別の利用態様 と利用期間,利用分野,利用地域,利用数量を組
み合わせた制限 も可能であるが,いずれ も原則 として権利の行使 と認め られ,
原則 として不公正な取引方法には該当 しないことになる｡
但 し,使用,販売,輸出については,権利が消尽 している場合等排他権が
及ばない場合の利用期間,利用分野,利用地域,利用数量の制限は権利の行
使 とは認め られない｡製造,販売,輸入,輸出については,利用分野,利用
地域,利用数量の制限が, (
国内)市場全体の供給量を制限す る効果がある
場合には権利の行使 とは認め られず,不公正な取引方法 に該当することがあ
る (
利用分野,利用地域の制限が,ライセンシーの設備能力等か ら数量制限
の効果を持つことは考え得 る)
0
また,異なる技術 に権利を有する者がクロスライセンスにより,それぞれ
が技術を利用する範囲を相互に取 り決めることは,一般 に権利の行使 と認め
られるものではないので,不公正な取引方法に該当する場合があるはか,読
争を実質的に制限する場合には,不当な取引制限等にも該当する｡
なお,販売先の制限,指定事業者を通 じて輸出する義務,原材料 ･部品の
購入先の制限等については,独 占禁止法の適用上は権利の行使 とはみなされ
ないので ,｢4 技術の利用に伴 いライセンシーに課 される制限｣に記載す
る｡
なお,サブライセンス権を許諾するかどうかは,権利者の 自由であるが,
サブライセンス権を許諾する場合に,そのサブライセンス先を制限する行為
は,原則 として不公正な取引方法に該当しない とされているが,サブライセ
ンス権を付与 した場合に,サブライセンスの範囲,対価 を含む条件等をライ
センサーが決定 し,またはライセンサーの同意にかからせ ることについても,
原則 として不公正な取引方法に該当しない, とすべ きではないか｡
また,利用分野の制限等において,ライセンサーの製品 との組合せでのみ
利用できるとい うような制限は,
市場における有力な事業者が行 う場合には,

｢
知的財産の利用に関する独 占禁止法上の指針｣ (
原案)に対する意見
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競争製品を排除する効果を持つ可能性がある｡ このような場合にも,技術保
護制度の趣 旨を逸脱 していると考 えられ 不公正な取引方法に該当する場合
も考え られるのではないか｡

4 技術の利用に伴 いライセ ンシーに課 される制限
｢(1)原材料 ･部品に係 る制限｣ 4行 目 ｢秘密漏洩の防止｣の次に ｢間
接侵害の防止｣を追加 してお くべきではないか｡

｢(2)販売に係る制限 ア｣については,｢3 技術の利用範囲に関する制
限｣に記載すべ きである｡逆 に ｢イ｣に,｢3 (3)エ｣のライセンサーが
指定する事業者を通 じて輸出する義務｣についての記載が必要 となる｡なお,
前記アの販売地域や販売数量の制限 とは異な り利用範囲の制
｢イ｣ 3行 目 ｢
限 とは認め られない｣ との記載は必要か｡知的財産法上,これ らの制限が権
利の行使ではな く,違反行為については契約違反の救済 しか認められない と
い う考 え方は確立 していない と考 えられるので,独占禁止法上権利の行使 と
評価 しない として も,明文をもって記載する必要はないのではないか｡

｢(7)不争義務｣が,円滑な技術取引を通 じ競争の促進 に資す る面が認
め られるとしても,権利者に無効な権利による不当な利益を与える可能性が
あ り,原則 として不公正な取引方法に該当しない とすることについては賛成
できない｡不争義務の態様については種 々あると考えられるが,問題がない
と考 えられるのは,ライセンシーが契約に違反することな くライセンサーの
技術についての権利の有効性を争 うことがで き, この場合にはライセンサー
はライセンシーが当該技術を利用することを禁止できるものに限 られると考
えられる｡なお,利用を禁止で きる技術の範囲は,原則 としてライセンシー
が有効性を争 った技術についてであるが,当該技術 と一緒に利用 しなければ
意味のない技術等 も含む ことになる｡なぜな ら, もし,ライセンサーの権利
の有効性を争 うことが契約違反 になると,ライセンシーの契約社会における
信用,権利侵害に伴 う損害賠償 に加えて,契約違反により損害賠償 (
た とえ
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ば,ライセンス許諾や事業機会の喪失等)等の問題 も生 じるので,ライセン
シーが権利の有効性 を争 うことについて跨躍する可能性は高 くなると考 え ら
れる｡ したがって,従来 とお り,個別 に判断 して公正競争阻害性を有する場
合 には,不公正な取引方法に該 当すると考 えるべ きである｡
なお,
｢
一部 の権利の有効性 を争 った ことによ り全部 の権利のライセンス
契約を解除す る場合｣を特 に問題のある場合 とす ることについて も賛成 しが
たい｡従来のガイ ドラインにしたがってこの ような条項 を含む契約が多数締
結 されている可能性があるが,その違法 となる可能性が高 くなることは,今
後の契約 については ともか く,事業者の予測可能性 を奪 うものであ り,また,
上記の ように一部の権利の利用許諾を残 しておいて も実質的に利用で きない
場合 もある｡

5 その他の制限

｢
(
6)

非係争義務｣22
頁 5行 目以降で ｢実質的にみて,ライセンシー

が開発 した改良技術 についてライセンサーに非独 占的にライセンスする義務
が課 されているに過 ぎない場合は,後記 (9)の改良技術の非独 占的 ライセ
ンス義務 と同様,原則 として不公正な取引方法 に該当 しない｡｣ としている
が,ライセンシーが利用 し又は利用許諾する権利 は残 されていて も,有力な
技術のライセンスの場合等においてライセンサーを通 じて,実質的に全世界
の競争事業者 に改良技術の使用 が無償 で認 め られ るのであれば,ライセン
シーによる技術開発のインセンティブは失われることになる｡改良技術であ
るかどうかではな く,実質的にライセンシーの研究意欲 を損ない,公正競争
阻害性を有す るかどうかで判断すべ きである｡同様 に,｢(9)改良技術の非
独 占的ライセンス義務

イ｣に も, このような場合 には,不公正な取引方法

に該当することがある旨,明記すべ きである｡
以上

