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知的財産の担保融資と流動化・証券化についての一考察 
――ソフトウエアの視点を中心として―― 

 
前 田 公 彦 

 
はじめに 
わが国においても、ＩＴ先進国家を目指すべく、2000年 11月に政府のＩＴ戦略会議に

おいて、「ＩＴ基本戦略」を正式決定し、ＩＴ国家戦略としての「ｅ－Ｊapan戦略」が策

定されることになった。
１）

ＩＴや知的財産を前面に押し立てた国際的競争力の強化は、２１

世紀のグローバル経済社会においての国家戦略であるといって過言ではない。これからの

知識創造時代においては知的財産こそが、企業価値の源泉であり、また付加価値の源泉で

あるとも喧伝されており、国際競争市場において絶対的な競争優位性を獲得するための戦

略的武器と認識される。 
今日におけるわが国の経済政策の最大の課題として、ＩＴを基盤に国を挙げて知的財産

を創造し、法的に保護を加え、活用することにより、国富を生み出し、長期に低迷してい

るわが国の経済の活性化を図ることが期待されていることである。 
知的財産は、会計概念上は、無形資産の中に包摂されるものであるが、暖簾に代表され

る経済的事実関係のような無形資産と峻別する上から、知的無形資産ともいわれている。
２）

知的財産の本質は「物質的実体のない非貨幣的資産である」として定義され、通常は企業

のバランスシート上もオフバランス項目として扱われている。 
知的財産戦略では、「見えざる財産」である知的財産を金額的に価値評価することで、知

的財産の創造、権利化、保護、活用という循環的プロセスを具象化することが必要不可欠

になっているが、なかでも知的財産の価値評価は、知的財産戦略の推進上における喫緊の

課題と認識されている。 
ハイテク技術や独創的ビジネス手法などの特徴的な知的財産を活かしたベンチャービジ

ネスの台頭こそが、わが国の停滞している産業再生の起爆剤として期待される。しかし、

ベンチャーキャピタルの未成熟なことも手伝って、資金調達の面で十分な手当てができな

いことから、活発な企業活動が阻害されている状態に置かれており、知的財産やそれを創

出する人材以外に担保価値のある有形固定資産等を持たないベンチャー企業を初めとした

既存の中小企業の資金調達への支援は今日の喫緊の課題になっている。本論においては、

ベンチャー企業にとって代表的な資金調達手法とされる知的財産の担保融資と流動化・証

券化をとりあげて、ソフトウエアの視点から2つの仕組みの現状を概観し、今後の課題を

展望するものである。 

 
 
第１章 知的財産立国の実現に向けた施策の方向性 
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１．「知的財産立国」への取り組み 
２００２年２月４日の第１５４国会における首相の施政方針演説を受けて、２００２年

２月２５日に、首相を初め１１名の閣僚および１１名の民間有識者からなる「知的財産戦

略会議」の開催が決定され、２００２年３月２０日から始まる会合が持たれたが、同年の

７月３日に、早くも「知的財産戦略大綱」が決定された。「知的財産戦略大綱」は、わが国

の現状認識を踏まえ、知的財産立国の実現に向けて、知的財産の創造、保護、活用からな

る知的創造サイクルのそれぞれの局面における「創造」、「保護」、「活用」と、これらを支

える「人的基盤の充実」の４つの分野において、戦略的対応を進めることを意図したもの

である。
３）

活用戦略としての「知的財産の評価と活用」において、知的財産流通のための環

境整備に関連し、金融機関に対して、以下のように提言している。 

「金融機関も、土地や設備というバランスシートに記載された、目に見える資産のみで

企業の価値を評価するのではなく、知的財産を担保にした資金供給にも積極的に取り組む

べきであり、これを推進するため、知的財産の適切な評価手法の確立を急がなければなら

ない。」 

「知的財産戦略大綱」の提言を受けて、２００２年１２月に制定された「知的財産基本法」

において、上記の趣旨が明文化されている。
４）

 

 
第２章 知的財産の担保融資の概要 

２．１ 担保物件 
「知的財産戦略大綱」において、今後の向うべき基本的な方向として、知的財産を担保

とした資金供給への積極的な取り組みの必要性が打ち出され、そのための具体的な行動計

画として、知的財産の流通の促進のための基盤となる「知的財産の価値評価の確立」が謳

われている。
５）

 

従来の「ものづくり」型中心の産業が長期停滞している状況の中で、今後の産業発展の

担い手として期待されるベンチャーの起業を金融面から支援する環境がわが国において未

整備であるところから、不動産担保に代わる銀行からの新たな融資制度として、「知的財産

権担保融資制度」の確立が強く要請されるところである。 

しかし、土地、建物などの有形固定資産と異なり、ベンチャー企業が有する経営資源の

主なものといえば、経営者の資質や従業員の知的能力およびそれらによって生み出された

知的生産物、すなわち、特許権、著作権などの知的財産権やその対象としての知的財産と

いわれるものに限定されているのが特徴である。 

２．２ 担保価値からみた知的財産の特異性 

知的財産は土地、建物と違って、無形のものであり、その価値を客観的かつ定量的に評

価する上で以下のような特異性を有している。知的財産の価値評価を困難にしている理由

としては、一般的に以下のようなことがあげられよう。 
① 知的財産の本質は、他の知的財産との同一性ないし類似性を排除するところにあり、
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したがって、類似する知的財産が市場で流通する市場が存在していないこと。 
② 知的財産に内在する不確実性のため、将来キャッシュフローの予測が困難であるこ
と。 

③ 知的財産の本質が情報であり、非競合性という性質から、評価が困難であること。 
④ 有形固定資産と比較して、知的財産の価値が減価するリスクが大きいこと。 
これらの性質からなる知的財産または知的財産権の価値が極めて不安定なものであり、

たとえば、企業イメージダウンに起因するブランド価値の大幅な減損、あるいは特許権の

無効や取り消し審判などにみられる、一瞬にしての「価値喪失のリスク」といった理由か

ら、これまで担保融資の要件を満たすものとして扱われてこなかったという経緯がある。 
２．３ 知的財産権担保融資の状況 

わが国における知的財産権担保融資は、日本政策投資銀行といった政府系金融機関によ

るものが中心であり、商業銀行によるものは、極く一部に限られている。知的財産権担保

融資は、１９９５年度からコンピュータプログラム等のソフトウエアに対して、通産省（現

経産省）の後押しで、旧日本開発銀行（現日本政策投資銀行）が融資を行ったことが端緒

である。その主なものは表１に示すとおりである。また、日本政策投資銀行以外の金融機

関が関与した知的財産権担保融資は、表２に示すとおりである。 
２．４  知的財産権担保融資における担保の要件と対象 

金融機関は債権保全のために、通常、担保物件を取得するが、従来その対象となるのは、

有形固定資産であるところから、債権者に与えられる債権の弁済を受ける特権は担保物権

といわれる。法律上の物権は、「物を直接に、支配し得る権利」であり、債権と違って、「排

他性」を有するところにその特徴がある。 
したがって、知的財産権に関する担保の対象は、以下のような要件を満たす必要がある。

６）

 
① 当該権利が法的に確立されていること。 
② 当該権利の上に担保権設定が可能であること。 
③ 権利の流通可能性があること。 
④ 金額で評価できるものであること。 
このことから、担保物件になるのは、“知的財産”そのものではなく、知的財産が法的に

保護された権利、すなわち“知的財産権”であることが要請される。担保とされる知的財 
産権の内容は表３に示すとおりである。担保に供された実績から、これらの知的財産権

のうち、特許権、著作権が大半を占めているといわれている。
７）

 
２．５ 担保権設定の条件 

民法に規定されている担保物権の代表的なものとして、質権と抵当権がある。これらの

権利は債権者と債務者が予め約束することにより成立するところの約定担保物権である。

また法律に規定されていないが実務的に用いられ、判例も認めているものに譲渡担保があ

り、これも担保物権と一つといわれている。 
知的財産権に設定される担保権には、質権設定または譲渡担保のいずれかの担保形態が
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取られるのが通常である。
８）

質権は法定担保権であり、権利関係ははっきりしているが、譲

渡担保はその法的性格が必ずしも明確ではなく、譲渡担保権を設定するための条件として、

権利の移転が必要とされる。 
民法上の質権には、目的物に応じて、動産質、不動産質、権利質に３つに区分されるが、

知的財産権の上に成立するのが権利質といわれるものであり、権利質の目的となる権利は

譲渡可能な財産権である。知的財産権に対する質権は民法上の質権のように目的物の引渡

しを成立要件としたものではなく、目的物から優先弁済を受けるという法的効力を意図し

たものであるところから、質権設定者（知的財産権保持者）は当該知的財産権を使用収益

することができる点に特徴がある。この面からは、不動産に対する抵当権に類似した性格

を持つものということができる。 
これに対して、譲渡担保を所有権的に構成すると、知的財産権の所有権が債務者から債

権者の方に移転することになることから、特許権についていえば、担保設定者は担保権者

に対し、特許権料の支払義務が発生することのほか、異議申し立て、無効審判、特許侵害

の発生、実施権の許諾などの場合は、担保権者が当事者の立場に立つことになる。
９）

 
担保の形態として、質権設定と譲渡担保の比較は、表４のように示される。それぞれ特

徴があるため、債務者の立場からその得失をよく判断して決めることが肝要である。 
 

 

２．６ 担保の適格性 

一般的に、知的財産権の担保の適格性として 
① 流通可能性が高いこと。 
② 権利の価値に安定性が見出せること。 
③ 金額で価値が評価できること。 
があげられる。

１０）

 
しかし、一般的には、これらの担保の適格性の要件を満たす知的財産権は、ほんの一部

に過ぎないといわれる。担保の適格性を満たしていると考えられる知的財産権の具体的な

例として以下の 2つのケースが考えられる。
１１）

 
〔第１のケース〕 
・他社に対して、当該知的財産権に関するライセンスを供与している場合 
当該知的財産権を有する担保設定者（債務者）において、当該知的財産権を用いた

事業が立ち行かなくなった場合に、ライセンシー（ライセンス先の会社）に当該知的

財産権を引き取ってもらうことが期待される。ライセンス後において、特許等をめぐ

る何らの紛争が発生していなければ、当該知的財産権が法的に安定していることの証

左と考えられる。また、他社からロイヤルティを得ている場合は、当該知的財産権の

価値評価の尺度となり得る。 
〔第２のケース〕 
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・当該知的財産権を活用した製品を事業化し、収益を上げている場合 
当該知的財産権を活かした製品と同様の製品を事業化している他の企業に買い取っ

てもらうことが期待できる。また、その生み出している利益が大きければ大きいだけ、

その源泉としての当該知的財産権の価値が高く評価されることになる。 
２．７ 知的財産権担保融資における価値評価 

知的財産権の価値を評価する方法は、大きく定性的な方法と定量的な方法に分かれる。 
(1) 定性的な評価方法 

定性的な方法として、①権利評価、②移転流通性評価の 2つに大別され、それぞれの

評価項目について、３つのランク（Ａ，Ｂ，Ｃ）で評価される。
１２）

 
① 権利評価 
当該知的財産権が担保として制限条件、瑕疵の有無などを基準に評価する方法であ

り、特許権の権利評価指標として、 
ⅰ．権利としての確立度、ⅱ．権利の存続期間、ⅲ．権利の独創性 
の３項目があげられる。 
② 移転流通性評価 
担保処分を前提として、特許権の移転流通性を評価する方法であり、 
ⅰ．関連事業と権利との関係、ⅱ．関連事業の市場性、ⅲ．競合事業者の有無 
ⅳ．移転候補先の選定 
の 4項目があげられる。 

(2) 定量的な評価方法 

知的財産権の価値評価の方法として、① コスト・アプローチ、② マーケット・アプ
ローチ、③ インカム・アプローチの３つがあげられる。 
① コスト・アプローチ 
コスト・アプローチとは、「知的財産がもたらす将来のすべての効用量を再調達する

のに必要な金額を算定し、それをもって知的財産を保有することによって得られる将

来的便益の額とみなす手法である。」と定義される。
１３）

しかし、コスト・アプローチで

認識・測定されるところの開発コストは、評価金額としての客観性は高いものの、知

的財産権との価値との関連性は高いとはいえず、コストと価値との間に乖離がみられ

ることから、担保評価という目的に照らし合わせると、妥当性を欠く評価手法といえ

る。 
② マーケット・アプローチ 
マーケット・アプローチとは、「販売の意図を持った者と購入の意図を持った者の間

で行われた類似資産の取引価格を比較検討することによって価値を示す方法である。」

と定義される。マーケット・アプローチは、以下のような 4 つの条件を満たすことが
前提とされる評価方法である。

１４）

すなわち、 
ⅰ．比較可能な資産取引を行う活発な市場が存在していること 
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ⅱ．比較可能な資産が過去において取引されていること 
ⅲ．比較可能な資産の取引価格に関する情報が入手可能であること 
ⅳ．独立当事者間の取引であること 
しかし、知的財産は流通市場が未整備であることから、比較可能な類似の判定を行

うことが一般的に困難である。 
③ インカム・アプローチ 
インカム・アプローチは、「すべての資産の公正市場価値は、その資産を保有するこ

とから生じる将来の経済的便益の流列の現在価値に等しい」という考え方を基本とす

るものである。
１５）

この手法の基本は、当該資産の価値をその経済的寿命（耐用年数）に

わたって享受される経済的便益を合理的かつ妥当な割引率を用いて現在価値に割り戻

すことによって評価する点にある。当該知的財産権の将来キャッシュフローを評価す

るという意味からは、他のアプローチと比べて、その担保価値を評価するには最も適

した価値評価の方法であると考えられる。 
担保価値という視点からみた知的財産権の価値は、 
・債務不履行時の担保権行使により、競売することによって実現される清算価値 
・知的財産権を活用した事業が生み出す将来キャッシュフローとしての事業価値 
の２つに分かれる。

１６）

 
しかし、通常、知的財産権担保融資においては、後者の事業価値に対して与信され

るので、たとえ、当該事業が不成功に終わったとしても、他の第三者に当該事業が継承

されることが想定されている。実務においては、他の有形固定資産担保の添え担保とし

て徴求され場合も見られる。
１７）

 
将来のキャッシュフローの測定に関しては、 
・当該知的財産権を他社にライセンスしている場合 
・知的財産権を活用して事業化している場合 
の２つのケースがあり、将来キャッシュフローの測定の方法は自ずと異なる。 
前者の場合は、そのロイヤルティを基準にして将来キャッシュフローが計算される

のに対して、知的財産権を活用して事業化している場合は、当該知的財産権を事業と切

り離してその価値を評価することは困難であることから、担保取得の実務では、知的財

産権単独としてではなく、事業を遂行する上で必要とされる資産を含めた総体が担保の

対象とされる。
１８）

 
評価の手順として、通常のようなステップが踏まれるが、その様式を表５に示す。 
ⅰ． 事業の売上高（経済的便益）の予測 
ⅱ． 将来キャッシュフローの予測 
ⅲ． 製品寿命とキャッシュフローの算定期間の決定 
ⅳ． 割引率の設定 
ⅴ． ＤＣＦの算定 
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ⅵ． 担保価値の算定（ＤＣＦ－ 引継コスト） 
将来キャッシュフローの測定における見積期間は、概ね３～５年が目処とされるのが

一般的である。見積最終年度以降のキャッシュフローは一定とみなしてターミナルバリ

ューを算出し、現在価値の累計に加算することとされるが、実務上は知的財産権を活用

した製品の寿命が相対的に短いことから、ターミナルバリューを考慮しないことが多く、

また、割引率は、技術的陳腐化の可能性が高いことが予想されることから、実務的には

20%～30%程度が適用されるといわれている。
１９）

 
割引現在価値が算出された数値から、さらに債務者（当該知的財産の所有者）から当

該知的財産権を買い取った第三者がその技術の引継ぎに要するコストを控除した担保

価値が算定されることになる。 
以上のことから、知的財産権の担保価値の評価は、知的財産権が活用される当該事業

の事業性を評価することを意味しているといってよい。 
２．８ 知的財産権担保融資の阻害要因 

知的財産権担保融資を行う場合に伴う困難性のため、普及を阻害しているいくつかの要

因が指摘されているが、その主なものは以下のとおり要約される。
２０）

 
 (1) 担保評価の困難さ 

① 金融機関側からみた担保評価の困難さ 
これには大きく分けて、価値評価が困難であることと、併せて担保適格性に対する

疑義という側面があげられる。 
ⅰ．価値評価が困難であること 
知的財産権の価値評価は、即ち企業価値の評価であり、公的機関における価値評価

システムが確立していないことから、信頼できる価値評価を行うことが困難である。 
ⅱ．担保の適格性に疑問があること 
知的財産権を活用して事業化している企業から当該知的財産権を切り離した場合、

そもそも担保としての適格性が当該知的財産権にあるのかという点において疑義が

出されている。金融機関の中には担保の適格性を否定するところも少なくないのであ

る。 
② 融資先企業からみた担保評価の困難さ 
ⅰ．融資の実態からは知的財産権担保融資といえないこと 
知的財産権担保融資を受けたとしても、担保評価は形式的なものであって、実質は

事業性の評価に基づく評価であるか、または当該企業の業績であったりする場合が大

半であり、金融機関で当該企業の知的財産権の担保価値をいくらで評価したかは開示

されない場合が通常といわれている。 
ⅱ．評価方法の信頼性に疑義があること 
知的財産権の評価は、その内容を熟知している企業も一緒になって評価手法を編み

出すことが痛感されており、たとえ第三者機関が評価したとしても、その信頼性には



8 
 

疑問がもたれることになる。 
 

(2) 手続き面の困難さ 

① 金融機関側からみた手続き面の困難さ 
ⅰ．手続きに要する時間・労力が大きいこと 
不慣れで、かつ煩雑な知的財産権の管理に多大な時間や労力を要する。また管理に

はノウハウが必要であるが、組織的に蓄積されていない。 
ⅱ．コストが多大になること 
担保価値評価のためのコストがかかる。 

ⅲ．制度面での制約があること 
出願中の特許を担保にとる場合は、現行の特許法では対処できないため、特許庁に

よる格別の取り扱いが必要とされる。 
② 融資先企業からみた手続き面の困難さ 
補助金をもらう場合に比べて、知的財産権担保融資はより煩雑な手続きが必要とされ

ることから、知的財産権担保融資の必要性を認めている企業が少ない。 
 (3) 担保処分の困難さ 

① 金融機関側からみた担保処分の困難さ 
ⅰ．融資が回収できなかった場合の担保処分が困難であること。 
倒産の場合に当該知的財産権を譲渡という形式で処分することは困難であり、これ

まで処分できた実績がない。しかし、事業不振による倒産でなければ、当該知的財産

と当該事業に係る技術要員や関連設備とともに取引先に買い取らせることは不可能

ではないと考えられる。 
② 融資先企業からみた担保処分の困難さ 
ソフトウエアの担保融資の場合、担保の対象となったソフトウエアの独立性の強弱に

よって処分の困難性が左右される。 
 
２．９ 知的財産権担保融資の課題 

 (1) 金融機関による知的財産担保融資への取り組み姿勢 

知的財産担保融資に関して、金融機関および融資先企業のいずれにおいても、知的財

産権という属性に起因したところの担保価値評価の困難さ、手続きの煩雑さ、担保処分

の困難さなどの阻害要因のため、日本政策投資銀行や中小企業金融公庫などの政府系の

金融機関を除いては、知的財産権担保融資は殆ど行われていないのが実情である。 
わが国の金融機関で、これまでに知的財産権担保融資を実行した実績は表６に示すと

おりである。融資の実績から見る限り、圧倒的に政府系の金融機関が多く、民間の金融

機関は消極的であることが窺われる。しかし、知的財産権担保融資への取り組みの姿勢

は、融資のための環境が整備されるという条件を前提とすれば、必ずしも消極的といえ
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ないことが表７から理解される。 
ベンチャー企業の育成と経済の活性化のために知的財産権担保融資への姿勢は十分

に窺われるものの、現在の融資を取り巻く環境下では、二の足を踏んでいるのが、民間

の金融機関のおかれている立場であろう。 
 (2) 知的財産権担保融資のための環境整備 

知的財産権担保融資のために具備すべき新たな環境条件に関しては表８に示す項目

があげられる。環境整備の内容は、担保価値に関する項目、担保設定に関する項目、お

よび、担保処分に関する項目、の３項目に区分される。 
① 担保価値に関する項目 
知的財産権は本来的に排他性を有するところに特徴があるものであり、同一もしく

は類似する知的財産権は殆どないことから、知的財産権が流通する市場が存在してい

ない。このため、市場での公正価値に基づく価値評価を行うことが困難である。現時

点では、債務者（融資先企業）の知的財産権に対して、債権者（金融機関）側が独自

の評価基準により、一方的に知的財産権の担保価値を評価しているのが実状である。

それゆえ、土地の公示価格制度に見られるように、当事者間だけにとどまらず、広く

社会一般に受け入れられるような公的機関による担保価値の評価制度の確立を望む声

が圧倒的に多いことがわかる。また、その前提として、客観的合理性のある担保価値

評価方法の確立と担保価値評価を必要とする者が自由にアクセスできる担保価値評価

システムを民間の専門機関が立ち上げることを望んでいる。 
② 担保設定に関する項目 
知的財産権に設定される担保権には質権と譲渡担保がある。質権が民法上の法定担

保権であり、権利質の目的となる権利は譲渡が可能であるのに対して、譲渡担保は法

定の担保権でなく、判例に基づく権利であることから、その法的な性格が明確になっ

ているとはいえない。このことから、権利移転を円滑化するために、法的保護のあり

方を明確にする必要がある。また、知的財産権担保融資における担保設定に関して、

所有している権利が膨大であれば、どのような事業に係る知的財産権にどのような態

様の担保権を設定するかといったようなことについてのノウハウも不可欠になるであ

ることが考えられる。個々の融資事例に即応して、担保設定ノウハウの開示もしくは

担保設定の個別コンサルティングを必要とする要請が大きい。 
③ 担保処分に関する項目 
担保の対象となる知的財産権についての活発な市場が存在していないことから、担

保を処分し得る環境の整備を望む声が極めて高く、公的な機関による知的財産権の買

い取り保証制度の設立、および公的機関による知的財産権の売買・流通市場の形成が

期待されている。 
２．１０ ソフトウエアからみた知的財産権担保融資 

 (1) 担保の対象 
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ソフトウエアに関連する知的財産権として、プログラム著作権、ソフトエア特許権、

およびソフトウエア製品に付与された商標権などが一般的であるが、担保化が考えられ

る権利としては表８に示すようなものがあげられる。 

① プログラムの著作権 
ソフトウエアのプログラムは、「表現」に相当することから、著作権法による保護の

対象とされている。
２２）

プログラムの著作物はプログラムの論理的な処理手順をコーディ

ングしたものであり、プログラム・コード（オブジェクト・コードまたはソース・コー

ド）ともいわれる。このことから、ソフトウエア開発の上流工程にある「要求仕様の定

義」、「基本設計」、「詳細設計」、「機能設計」、「プログラム設計」などの各工程において

作成される各種ドキュメントは、ここでいうプログラムの著作物ではなく、通常の「言

語の著作物」に相当する。 
したがって、著作権とは、著作権法が規定する著作物が専有する法的権利を意味す

る。著作権は創作性のある著作物の創作が完成した時点に自動的に発生するものであ

り、特定の登録手続きを要しない無方式主義により権利が発生する。 
② ソフトウエアの特許権 
プログラムの著作物の中には、「表現」に相当するコンピュータの動作命令の組合せ

からなるプログラム・コードのほかに、「技術的なアイディア」が含まれる。この「ア

イディア」は、「表現」でないことから、著作権法による保護の対象とされず、特許法

による保護の対象とされる。特許庁への特許出願手続きを採り、審査請求、査定登録

を経て初めて、権利が発生する方式主義が採られている。 
③ ソフトウエアの商標権 
市販を対象として商品化されるソフトウエアは特許庁の商標登録により、当該ソフ

トウエア商品に商標権が付与される。ソフトウエアの商標も当該ソフトウエアの市場価

値を生み出している要素の一つであるところから、ソフトウエアを対象とした知的財産

権担保の対象とされる。 
④ ソフトウエアに係るその他の知的財産権 
担保の対象は著作権、特許権、商標権などが主要なものであるが、これら以外にも、

当該ソフトウエアの製造、販売、利用に必要となるその他の著作権、特許権、実用新案

権、商標権、意匠権などがある場合は、それらも併せて担保の対象にすべきである。
２３）

 
⑤ 第三者が有する著作権、特許権に関する利用許諾権 
当該ソフトウエアが第三者の部品プログラムを使用している場合は、担保権実行後も

担保ソフトウエアの引取先が、利用許諾が得られるよう、予め当該部品プログラムの著

作権者その他の権利者から承諾を得ておく必要がある。 
 (２) ソフトウエアの担保適格性 
知的財産権の担保適格性の条件として、以下の３つ項目があげられる。 

ⅰ．権利・価値が安定していること 
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ⅱ．価値の測定が容易であること 

ⅲ．処分が可能であること 
ソフトウエアの主たる権利である著作権について担保適格性を考察する。 
① 価値評価について 
ソフトウエアの会計基準は、ソフトウエアを制作目的別に、受注制作目的、市場販売

目的、に分類している。このうち、受注制作目的および自社利用目的の各ソフトウエア

は、特定された仕様に基づくソフトウエアのため、汎用性に欠けることから処分可能性

が低く、担保化が困難であると考えられる。また、市場販売目的のソフトウエアは、業

務用パッケージソフトのようなアプリケーションソフトを意味している。アプリケーシ

ョンソフトであっても、新規作成のソフトは、その市場価値を見積ることは困難である

が、既に販売実績があるものについては、価値評価がある程度安定しており、処分の可

能性が高いと考えられる。 
しかし、ソフトウエアは技術を要素とする機能的著作物であることから、技術的な側

面で陳腐化はさけられず、市場性を維持するためには、継続的にバージョンアップを行

うことが必要不可欠である。それゆえ、アプリケーションソフトの担保価値の評価に際

しては、開発元におけるサポート体制やバージョンアップ体制の整備状況をよく検討す

ることが必要とされる。 
わが国の企業におけるＩＴ資産約２１兆円のうち、２７％の約１６兆円が投入金額に

見合う効果をあげていないという調査結果がある。
２４）

ハードウエアとソフトウエアの陳

腐化率はほぼ同様と考えられることから、ソフトウエア資産価値を開発投入金額で評価

している場合は、ソフトウエア資産の陳腐化に伴う減価分を控除する必要がある。 
② 処分可能性について 
また、処分可能性の条件についてみると、アプリケーションソフトウエアの転売には

かなりの困難が伴うのが通常である。開発済みのアプリケーションソフトウエアを第三

者にそのメンテナンス、バージョンアップを引き継がせるには、当該ソフトウエアの関

連ドキュメントを整備するだけでは不十分であり、開発に携わった技術者を当該ソフト

の買い取り先に当該ソフトウエアと一括して移転させる措置がとられなければ、メンテ

ナンス、バージョンアップの引き継ぎには多大な工数が必要となり、引継コストが嵩む

ことから、それだけ担保価値を引き下げることになる。
２５）

 
それでは、自社利用目的のソフトウエア（情報システムといわれるもの）については、

どうであろうか。特定顧客のニーズに基づいて自社の開発部門またはソフトウエアハウ

ス等によって開発される業務システムであることから、一般的には汎用性に乏しいのが

特徴である。しかし、カスタムメイドの業務システムであっても、一定の条件を満たす

場合は、他社に適用し、新たな価値を創出することは必ずしも不可能であるとはいえな

い。他社に適用可能な条件として、 
・当初の適用企業と買取り先企業の業種、規模が同一もしくは類似していること 
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・当初の適用企業と買取り先企業のプラットフォームが同一もしくは類似していること 
・当該業務システムの拡張性、保守性、利用可能性に配慮したシステムであること 
などがあげられる。 
上記したことから、ソフトウエアの担保に求められる条件は表９のとおり要約される。 

 
第３章 知的財産の流動化・証券化の概要 
１．知的財産の流動化・証券化の背景 
バブル経済崩壊後、わが国の経済は長期低迷の状態から未だ抜け出せないでいる。安い

人件費を背景にした中国や東南アジア諸国における「ものづくり」型産業の驚異的な発展

による追い上げにより、わが国は「ものづくり」型産業分野では既に国際的に競争力を失

っており、低価格戦略のみによっては競争に打ち勝つことができない状況におかれている。

このような状況の中にあって経済の再生を図るには、わが国の国際競争力を回復させ、強

化する必要があるが、その牽引的な役割を果たすものとして期待されているのが付加価値

の高い無形資産（インタンジブルズ）の創造を基本とした戦略であり、その基軸になるの

が知的財産である。 

２１世紀は企業価値の源泉となる知的財産重視の時代であり、中長期的に産学官政協同

による知的財産戦略を国家戦略として取り組むことが喫緊の課題であるところから、「知的

財産戦略大綱」が策定された経緯がある。知的財産をわが国のバリュー・ドライバーとす

る上で、価値を創造し、権利化し、法的に保護を加えて、それを最大限に活用するという

知的財産ビジネス戦略が重要視されるところである。知的財産ビジネス戦略モデルとして

図２のように示すことができる。 

不動産等の有形固定資産を持たず、技術や人材を唯一の武器としたベンチャーによる起

業はわが国の経済再生の起爆剤となるものであり、その起業化と育成に十分な資金を供す

る体制が国家的に整備されなければ、ベンチャーの有する技術を社会的に活用することが

できなくなるおそれがある。銀行を中心とした間接金融システムの制度疲労が健在化し、

企業は新たな資金調達手段の模索を迫られたことも流動化・証券化の動機になっている。

金融機関における貸出債権等が負担してきたリスクを市場化し、不特定多数の投資家に分

散するという考え方は、債権の流動化・証券化の必要性を裏付ける理由の一つといえる。 

２．知的財産の価値評価に対する社会的要請 

新しい価値創造の担い手である知的財産を産業発展の基盤として活用していくためには、

単に知的財産を権利化し、保護するだけでは不十分であり、知的財産の価値を適切に評価

することが要請される。知識創造時代において、企業の価値はオフバランスの「見えざる

資産」へ移行しつつあり、「見えざる資産」のかなりの部分は知的財産に相当すると考えら

れることから、「見える資産」にするために定量的な価値評価が必要不可欠とされるに至っ

ている。 

知的財産を含む企業価値全体を定量的に評価しようとする社会的要請は多面的に顕在
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化しており、主要な目的をあげると以下のとおりである。 

(1) 証券分析：企業の現状や将来の見込みを正しく評価し、かつ将来のリターンを予測し

リスク査定するうえで必要な情報を証券の投資家や証券アナリストに提供する。 

(2) 債権分析：金融機関や債権市場の投資家が、企業が財務危機に陥る可能性を予測し、

リスク回避を可能とする。 

(3) 財務分析：企業買収におけるターゲット企業の価値を適正に評価する。 

(4) 担保価値の評価：ハイテク企業やベンチャー企業の資金調達に際し、それらが有する

知的財産または知的財産を含む事業全体を担保とした融資における担保価値を評価す

る。 

ところで、ベンチャー企業の資金調達に関して、日本と欧米とでは金融風土に大きな違

いが見られる。米国の投資家（リスクマネーの供給者）は概してハイリスク・ハイリター

ン指向であるのに対し、日本の投資家はリスクに敏感で、元本保証を優先する傾向がある

ことからも、日本においては、ベンチャーファイナンスの資金調達基盤が脆弱であること

が窺われる。 

「知的財産戦略大綱」においても、知的財産の流通の促進を図る上で、市場における価

値評価手法の確立、特許流通市場の更なる整備、知的財産権担保融資制度の定着とともに、

特許等の知的財産の流動化に関する制度面または運用面を含めた検討を行い、遅くとも２

００５年までに結論を得ることが謳われている。 

３．知的財産の流動化・証券化の台頭 

“流動化”とは、元来、流動性に乏しい資産を譲渡することにより、当該資産を資金化

することを意味するものであって、必ずしも証券の発行を伴うものではない。一方、“証券

化”とは流動化にあたり、流動化対象資産を原資に証券を発行して一般の投資家から資金

を調達する態様についていわれる概念である。 

証券化ではリスク・コントロールの仕組みを持つスキームが構築されることから、仕組

み金融（ストラクチャード・ファイナンス）とも呼ばれる。1970年に米国の政府住宅抵当

金庫が住宅ローン債権の証券化商品を発行したのが、証券化の始まりであり、今日では、

「証券化」という用語が一般的に使用されているが、流動化・証券化は同じような意味で

使われている。
２６）

 

知的財産の証券化の歴史は新しく、米国では1993年にカルバン・クライン社の商標を独

占的に使用する権利に基づく香水商品に関するロイヤルティ収入を担保にして、償還期間

7年の証券化ローンにより、5,800万ドルを調達したのが証券化の始まりといわれる。
２７）

ま

た、著作権関連では、1997年にデビッド・ボウイの 1990年以前の著名な２５の初期アル

バム300曲に関して、将来15年にわたるロイヤルティ収入を担保とする証券が発行された

ものであるが、これは「ボウイ・ボンド」（Bowie・Bonds）といわれるものである。
２８）

 

一方、わが国における知的財産権担保証券化は、2002年にみずほ証券がアレンジした、

松竹株式会社が映画「男はつらいよ」シリーズの地上波テレビ放送をテレビ東京に許諾し



14 
 

た際のロイヤルティ収入を背景に、著作権のうちの放送権を原資産として特別目的会社（Ｓ

ＰＣ）に譲渡するスキームを適用した例が端緒といわれる。
２９）

また、わが国初めての特許権

の証券化事例としては、ピンチェンジモデルがある。
３０）

 

 

４．知的財産証券化の基本的スキームと留意事項 

現行の法制度上、資金調達スキームとして 

・「信託法」および「信託業法」ならびに「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（い

わゆる「兼営法」）」と 

・「資産の流動化に関する法律（いわゆる「資産流動化法」）」 

に基づく証券化のスキームがある。これらのいずれもが「信託」という法形態によるも

のである。 

(1)信託の仕組み 

信託とは、「委託者が受託者に信託財産の移転その他の処分をなし、受託者により、そ

の財産を信託目的に従って管理・処分させるところに成り立つ法律関係」をいう（信託法

第 1条）。信託の基本的な仕組みを図４に示す。これまでも、信託を活用した流動化スキ

ームがよく用いられるのは、以下のような理由があげられる。
３１）

 

① 信託財産が受益者の債権者からの独立が保証され、受益者からの倒産隔離が達成され

ていること 

② 信託財産から生ずる所得は信託財産の実質的な所有者たる受益者（委託者）において

のみ課税関係が発生すること 

③ 不動産取得税等の間接税が軽減されること 

④ 事務手続きが正確であること 

 (2) 信託方式による知的財産の証券化スキーム 

信託を利用し、知的財産を投資対象資産として売買できるように証券化した資金調達の

スキームが信託方式による知的財産の証券化スキームであり、その概念図は図５のように

示される。 

しかし、このスキームが成り立つには、以下の2つの条件をクリアする必要があるとさ

れている。
３２）

 

① 知的財産が「信託業法」第4条の受託財産に相当するか否かの検討 

「信託業法」第 4条では、受託財産を「金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びそ

の定着物、地上権及土地の賃借権」の 6種類に限定している。したがって、現行法に

おいては、知的財産は受託財産の対象になっていない。この現状に対して、経済産業

省は、知的財産を信託可能ならしめるために、「信託業法」第4条の規定を改定し、受

託資産として知的財産を追加するか、その制限を撤廃することを緊急提言している。
３３）

 

当該提言において、わが国にとって重要な知的財産権を円滑かつ効率的に企業の競

争力の源泉として活用するためには、財産の管理・処分機能や導管機能等に優れてい
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る信託制度の利用が必要不可欠であると主張している。一方、金融庁は信託業法の改

正案を平成15年度通常国会に提出することとなった。
３４）

 

「信託業法」の改正により、知的財産が信託の受託資産に加えられることで、信託

方式による知的財産の証券化が加速される見通しである。 

② 信託受益権は「証券取引法」上の有価証券となり得るか否かの検討 

「資産流動化法」のもとでの受益証券は「証券取引法」上の有価証券とされている

のに対し、「信託法」のもとでは信託受益権を有価証券とする規定は存在しない。「信

託法」上の信託受益権は従来、民法上の「指名債権」とされているが、これを「証券

取引法」上の有価証券とすることにより、知的財産の流通市場が確保され、知的財産

の市場性が高まり、資金調達を円滑に行わせるうえで、必要不可欠となることから、「証

券取引法」上の有価証券とすることの意義は極めて大きいものがあるところから、経

済産業省の緊急提言の中にも盛り込まれている。
３５）

 

 (3) 資産流動化法による知的財産の証券化スキーム 

旧ＳＰＣ法の基本的枠組みを踏襲しつつ、流動化対象資産の範囲を拡大して、資産流

動化業務をより使い勝手のよい制度的枠組みの確立を意図して立法化されたのが「資産流

動化法」といわれるものである。
３６）

 

資産流動化のスキームに参加する主体は、①原債務者、②原債権者、③サービサー、

④ＳＰＣ（特別目的会社）、⑤投資家、⑥信用補完者、格付機関などがある。貸付債権の

証券化のケースにおける資産流動化の基本スキームを図６に示す。 

原債務者は原債権者に対して債務を負っている者をいい、貸付債権の証券化スキームで

は、原債務者は借手の企業もしくは個人であり、原債権者は銀行に相当する。しかし、知

的財産の証券化スキームの場合は、原債務者や原債権者は存在せず、資産流動化のスキー

ムに参加する主体は、①オリジネーター、②ＳＰＶ、③サービサー、④アレンジャー、⑤

格付機関、などである。個々の主体の果たす役割は以下のとおりである。
３７）

 

①オリジネーターとは、流動化の対象となる知的財産の保有者をいう。 

②ＳＰＶとは、オリジネーターから信託された知的財産を受益証券として投資家に販売

する媒体をいう。これには、任意組合、匿名組合、信託銀行、特別目的会社、特定目

的信託等がある。 

③サービサーとは、導管体であるＳＰＶに代わって、知的財産から生じるキャッシュフ

ローの管理や回収等を行う者をいうが、オリジネーターがサービサーを兼ねるのが通

常である。 

④アレンジャーとは、ＳＰＶが発行する有価証券を資本市場で投資者に販売する仕組み

を担当する機関であり、通常は信託銀行もしくは証券会社である。 

⑤格付機関とは、債券の発行体の信用力を評価する役割を担っている機関をいい、ムー

ディーズ、Ｓ＆Ｐなどが代表的な機関である。 

知的財産の証券化のケースにおける資産流動化の基本スキームを図７に示す。 
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知的財産の証券化を行うには、「信託法」のスキームによるものと、「資産流動化法」の

スキームによるものとがあるが、わが国にとって、重要な知的財産を円滑かつ効率的に企

業の競争力の源泉として活用するには、財産の管理・処分機能や導管機能等に優れている

信託制度の利用が不可欠とされる。
３８）

資産流動化法上の特定目的信託制度の利用も考えら

れるところであるが、「その目的が資産の流動化に限定されており、特定目的信託の設定

や信託契約の変更・終了時に金融庁への届出が必要であることに加えて、特定目的信託財

産から生じた利益に対する受託者への課税を回避するためには、期間収益の 90％を配当

しなければならない」といったような要件を満たす必要がある。このため、使い勝手の悪

さから、殆ど活用されていないのが実状である。
３９）

 

 (4) 知的財産の証券化スキームの課題 

知的財産の流動化・証券化においては、その対象とする知的財産及び知的財産権の将来

収益力ならびに資産価値は、その証券への投資家保護の観点から、資金需要者（オリジネ

ーター）の倒産から隔離される必要がある（倒産隔離措置）。このためには、当該知的財

産および知的財産権を完全な形でＳＰＶに譲渡されることが保証されなければならず（真

正譲渡性の確保）、その手段としての質権等の担保権設定が必要不可欠とされる。
４０）

 

知的財産権といっても、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等々の数多くの

知的財産権が存在することから、問題・課題に関して一律に論ずることは適切でなく、個々

の知的財産権の特質を踏まえて個別に吟味することが必要である。 

ここでは、「倒産隔離」という視点を中心に流動化・証券化の問題を考察する。 

① 倒産隔離について 

倒産隔離とは、オリジネーター（知的財産権の保有者）が倒産しても、信託された知的

財産権が生み出す将来キャッシュフローを基礎として発行された有価証券（信託受益権）

の元利金の支払を確保するために採られる必要不可欠な措置をいう。換言すれば、証券化

された知的財産権がＳＰＴ（またはＳＰＶ）へ譲渡されているにもかかわらず、倒産時に

オリジネーターの管財人や債権者によって、オリジネーターの資産であるとみなされない

ようにすることを意味している。 

知的財産がオリジネーターからＳＰＴ（またはＳＰＶ）へ譲渡されたにもかかわらず、

オリジネーターに帰属するとみなされるケースは以下のような状況が考えられる。
４１）

 

〔状況１〕：オリジネーターとＳＰＴ（またはＳＰＶ）との間で知的財産が売買されたに

もかかわらず、真正の売買（譲渡）ではないとして、否定されてしまうケー

ス。 

〔状況２〕：オリジネーターとＳＰＴ（またはＳＰＶ）とが別個の独立した機関であるにも

かかわらず、両者が密接不可分な組織と判定されるケース。 

〔状況３〕：ＳＰＴ（またはＳＰＶ）が第三者への対抗要件を具備していなければ、ＳＰＴ

（またはＳＰＶ）は知的財産の譲渡を受けたことを第三者のオリジネーター

の管財人に対抗できなくなるケース。 
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したがって、倒産隔離措置のための基本的要件は、オリジネーターとＳＰＴ（またはＳ

ＰＶ）との間において、「真正売買性（真正譲渡性）」が確保されているか否かという点に

ある。 

② 真正売買性（真正譲渡性）の要件 

真正売買性（真正譲渡性）とは、オリジネーターからＳＰＴ（またはＳＰＶ）に譲渡（売

買）された知的財産が正当に譲渡（売買）されたことにより、オリジネーターの倒産時に

第三者であるオリジネーターの管財人等からのコントロールから完全に独立していること

を意味する。 

買戻し特約が付いた売買契約の場合は、売買の法形式によっているとしても、オリジネ

ーターが倒産した場合、買戻し特約が行使されて、当該知的財産から生み出されたキャッ

シュフローをＳＰＴ（またはＳＰＶ）が発行した有価証券を購入した投資家が享受できな

くなることから、知的財産を担保とした金融取引とみなされるのである。 

真正売買性（真正譲渡性）の要件について、日本公認会計士協会は不動産の流動化に関

する実務指針において、以下のように真正売買性（真正譲渡性）の要件を提示している。
４２）

 

「流動化された不動産が特別目的会社に適正な価額で譲渡されており、当該不動産に係る

リスクと経済価値のほとんどすべてが、譲渡人である特別目的会社を通じて他の者に移転

されていると認められる場合、売却取引として会計処理し、認められない場合には、金融

取引として会計処理する。」 

リスク・経済価値アプローチ（不動産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他の者に

移転した場合に当該不動産の消滅を認識する方法）によって不動産の売却を認識するもの

とされ、リスクと経済価値の移転については、実質的な判断を行うことが重要であるとし

ている。不動産の譲渡後において譲渡人が当該不動産に継続的に関与している場合は、リ

スクと経済的価値が他の者に移転していない可能性がある。通常の不動産管理業務を行っ

ている場合、当該不動産に係るリスクと経済的価値のほとんどすべてが他の者に移転して

いるとは認められないと規定している。 

また、セールス・アンド・リースバックの場合は、適正な賃借料を支払うという条件付

きで売却したものとみなす。さらに実務指針において、リスクと経済価値が他の者に移転

していないとみなされる9つのケースを列挙しているが、ここで用いられている“不動産”

という文言を“知的財産”に置き換えることにより、知的財産についてのリスクと経済価

値が他の者に移転していない具体例としての概念が導かれる。
４３）

  

③ 知的財産からみた“真正売買性（真正譲渡性）要件”の若干の論点とその考察 

ⅰ． オリジネーターからＳＰＴ（またはＳＰＶ）に売買（譲渡）される価額の適正な評

価モデルの確立 

各種の知的財産および知的財産権に共通的な性質として、活発な市場が存在せず、内

在する不確実性のため知的財産が生み出す将来キャッシュフローの予測が困難である

ところから、オリジネーターからＳＰＴ（またはＳＰＶ）に売買（譲渡）するにあって、
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取引される価額が真正売買性（真正譲渡性）要件を満たすだけの適正な価額であるか否

かを客観的に評価することは極めて困難である。また、常識的な価値判断と比較して明

らかに低価格で売買（譲渡）される場合は、真正売買性（真正譲渡性）の要件を満たし

ているとはいえない。 

近年、知的財産の価値評価への関心の高まりにより、ブランドや特許権などの価値評

価に関して、いくつかの価値評価モデルが公表され、一部は実務上の取引にも適用され

ている。
４４）

しかし、恣意的操作が入り込む余地のある価値評価モデルでは、同一の知的財

産に対して価値が低くなったり、逆に高くなったりする。それゆえ、知的財産から生じ

るキャッシュフローを企業全体のキャッシュフローから峻別し、ＳＰＴ（またはＳＰＶ）

への売買価格（譲渡価格）の適正性を客観的に立証することが可能な価値評価モデルで

あることが要請される。 

ソフトウエアの価値評価に関して、ソフトウエア会計基準についてみると、米国の会

計基準や国際会計基準第３８号（無形資産）のいずれも、取得原価での資産計上を要請

している。また、わが国の会計基準においては、a. 受注制作のソフトウエア、b. 市場

販売目的のソフトウエア、c. 自社利用のソフトウエアについて各々の制作目的別に資

産計上基準を設定しており、制作費という歴史的原価（取得原価）をもって資産に計上

できるとしていることから、コスト・アプローチの考え方に依拠したものでといえる。
４５）

 

しかし、一般に知的財産の価値は、その創出のために投入されたコストとは乖離して

いるのが特徴である。
４６）

ソフトウエアの流動化・証券化において、オリジネーター（ソフ

トウエア保有者）からＳＰＴ（またはＳＰＶ）に売買（譲渡）する価額が、ソフトウエ

アの制作費でもって評価されるとした場合、期待される将来キャッシュフローから算出

される価額との乖離が生じるという問題は避けられない。ブランドおよび特許権などの

価値評価モデルは原則的に将来キャッシュフローの現在価値というインカム・アプロー

チの考え方を基本としていることとの平仄をとる必要性に鑑みると、ソフトウエアの真

正売買性（譲渡性）を客観的に立証することが可能なインカム・アプローチによる価値

評価モデルの確立が必要不可欠と考えられる。 

ⅱ． 知的財産の価値と企業価値との分離可能性 

「ブランドの証券化」のケースをとりあげて、知的財産および知的財産権の価値と企業

価値との分離可能性について考察する。「ブランドの証券化」とは、確立されたブランドと

いう知的財産を保有する企業が、自社の他の保有資産からそれを分離し、そのブランドが

生み出すキャッシュフローを裏づけとして有価証券を発行し、投資者から資金調達を行う

手法と定義される。
４７）

 

資産流動化法に基づくブランドの証券化スキームは図７に示すとおりであるが、オリジ

ネーター（ブランド保有者）とＳＰＴ（ＳＰＶ）との間でブランド信託が設定され、ブラ

ンド資産がオリジネーターから切り離されてＳＰＴ（ＳＰＶ）に移転される見返りに、信

託受益権がＳＰＴ（ＳＰＶ）からオリジネーターに譲渡される。このスキームが成立する
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には、ブランド信託の設定にあたり、オリジネーター自体が有する企業価値から、信託の

対象となっているブランドの価値を分離することが前提とされている。 

ブランドには、企業全体を表すコーポレイト・ブランドと個別の商品に付けられたプロ

ダクト・ブランドがあるが、両者のキャッシュフロー創出力は密接不可分に結びついてい

ることから、プロダクト・ブランドが生み出すキャッシュフローを分離抽出することが困

難であり、コーポレイト・ブランドを前提とせざるを得ないことになる。 

ⅲ． 知的財産の他社使用と自社使用 

オリジネーターからＳＰＴ（ＳＰＶ）に譲渡もしくは信託されたブランドの使用者は、

第三者だけに限られず、当該ブランドをもともと保有していたオリジネーター自身が当該

ブランドの使用権を取得するケースも考えられる。この問題に関しては、プロダクト・ブ

ランドとコーポレイト・ブランドに分けて考察することが必要である。 

ブランド使用許諾契約により、オリジネーター以外の第三者に使用させるケース（他社

使用）は決して例外とはいえないが、コーポレイト・ブランドに関しては、原則的にはも

ともと当該ブランドを保有していたオリジネーター自身が使用権を取得するケース（自社

使用）が一般的であると考えられる。しかし、自社使用のケースでは、売買（譲渡）の取

引実態の存在の有無について疑義が生ずるほか、証券化に係る会計処理のあり方について

も考慮されるべき問題を惹起する。
４８）

 

ブランドをオリジネーターからＳＰＴ（ＳＰＶ）に売買（譲渡)された後、オリジネータ

ーがそのブランドの使用権を取得するケースが一般的である。この場合、オリジネーター

側において「売却取引」とみなすか、「金融取引」とみなすか、という問題が伴う。既述し

た日本公認会計士協会会計制度委員会報告第１５号「特別目的会社を活用した不動産の流

動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」において示された判断基準に準拠して、

「売却取引として会計処理する」か、「金融取引として会計処理する」かが判断されること

になる。
４９）

 

ソフトウエアの証券化の場合、ソフトウエア開発投資の相当部分は、会計基準にしたが

って当期の期間費用として会計処理され、残りの部分についてのみバランス・シート上に

無形固定資産として計上されていると推察される。ソフトウエアの中でも自社利用目的ソ

フトウエアの証券化のケースにおいては、オリジネーターからＳＰＴ（ＳＰＶ）に売却さ

れるソフトウエア価額の見積が、将来キャッシュフローの現在価値として算出されるとし

たとき、その譲渡所得に対応する原価は固定資産台帳の簿価として計上された無形固定資

産に相当する部分に限られることから、譲渡所得が過分に計上されることになり、課税負

担の問題が生じることになる。 

 

おわりに 

２１世紀のわが国は、知的財産重視の国家戦略により経済の活性化への活路を見出すこ

とが喫緊の課題とされているが、とりわけ、知的財産を基盤としたベンチャービジネスの



20 
 

起業と育成は、今後の知識創造時代における重要な政策課題に位置づけられている。 

本論文は、知的財産や人材のほかに、担保価値のある有形固定資産を殆ど持たないベン

チャー企業の資金調達方法として期待される「知的財産権担保融資」および「知的財産の

流動化・証券化」に焦点をあてて、主としてファイナンスや法制度の視点から現状を概観

し、それらの金融諸制度が本来の意図された目的を果たす上で、解決されるべき課題につ

いていくつかの考察を試みたものである。 

知的財産権担保融資制度は、制度としてわが国に導入されてから未だ日も浅いが、担保

価値評価、担保設定方法、および担保処分という視点からみると解決されるべき多くの課

題が残されている。 

バブル経済崩壊後における金融機関の不良債権問題の顕在化は、公的資金の投入による

銀行再建などの動きを背景として、金融機関としての財務体質の改善強化策が最優先とさ

れたことから、その反動として中小零細企業への貸し渋り・貸し剥がしという社会的問題

を惹起することとなった。知的財産権担保融資は、ベンチャー企業にとっての有効な間接

金融の受け皿と考えられるが、政府系の金融機関による国家政策的観点からの限定的な融

資にとどまることなく、広く民間の金融機関が商業ベースで運用できるように必要とされ

る環境を整備することが要請されるところである。 

一方、近年の資本市場の発展を背景として、金融機関に依存した間接金融から資本市場

における直接金融への潮流が認識されるところであるが、流動化・証券化による資金調達

方法をこれまでの債権や不動産という貨幣性資産、費用性資産から、知的財産および知的

財産権のような無形資産にまで適用対象を拡大する必要性が近年、飛躍的に高まっている。 

しかしながら、知的財産権担保融資および知的財産の流動化・証券化のいずれに関して

も、資金調達方法として本格的に軌道に載ることを阻害している「知的財産の価値評価方

法の確立」「知的財産の流通市場の整備」というような共通的な問題が存在している。それ

ゆえ、「知的財産立国」の実現の旗印の下で、必要とされる環境整備に対して、重要かつ喫

緊の国家施策レベルの最優先課題として取り組んでいくことが望まれるのである。 

 

注 
1) 高度情報通信ネットワーク社会の実現を目指し、①世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、
②教育及び学習の振興並びに人材の育成、③電子商取引等の促進、④行政の情報化及び公共分野にお

ける情報通信技術の活用の推進、⑤高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保等の５分野

に 2001年からの 5年間に緊急かつ集中的に取り組むという重点計画が策定された。 

2) 無形資産概念は下図のように区分することができる。 
 
 
 
 

無 形 資 産 

知的無形資産（知的財産） 
〔発明・ブランド・デザイン・著作物・デー

タ、ソフトウエア・ノウハウ・人材・能力な

ど〕･･･外部購入のもの 

無形固定資産（知的財産権） 
〔特許権・商標権・意匠権・著

作権〕 

その他の無形資産 

（購入）営業権（暖簾） 
電話加入権、借地権 
輸入割当量、独占販売権 
市場占有率など 

資産として計

上されない無

形資産 
（識別不可能な

無形資産） 
 
自己創設営業権

（自己創 設暖

簾）、自己創設の

知的財産（権）

など 

資産として計上される無形資産（識別可能な無形資産） 
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3) 知的財産戦略大綱において、「今後のわが国における国富の源泉となる知的財産の創造のより一層の推

進と、その適切な保護・活用により、わが国経済・社会の活性化を目指す具体的な改革工程を示し、「知

的財産立国」の実現に向けた道筋を明らかにし、さらには、わが国の明るい未来を切り拓く政府の決意

を表明するとともに、その実現に向けた国民各層の理解と参画を求めるものである。」と謳っている。 

4) 平成 14年法律第 122号として制定されたものであり、その目的は、「内外の社会経済情勢の変化に伴

い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財

産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、

知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、

地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する

推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、

保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進すること」とされた。 

5) 第 3章 具体的行動計画の３．知的財産の活用の促進（３）知的財産の流通の促進 ①知的財産の価値

評価の確立において、「市場における価値評価手法が確立されることにより、知的財産の流通が促進さ

れるよう、2002 年度中に、特許流通市場の更なる整備や知的財産権担保融資制度の定着、特許等の流

動化について、制度又は運用の改善を含め検討を開始し、遅くとも 2005 年度までに結論を得る。（金

融庁、経済産業省）」と規定している。 

6) 梶雅昭「知的財産権担保融資入門②」金融財政事情 ５６頁 

7) 産業基盤整備基金「知的財産権担保を活用した融資に関する調査・研究」２２頁（２００２年、） 

担保対象の権利の種類は、下表に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

87.5% 

50.0% 

25.0% 

12.5% 

12.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

特許権

著作権

意匠権

実用新案権 

商標権
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8) 前掲 注７）１４頁 
担保の徴求形態としては、質権設定のみ（62.5%）、質権設定と譲渡担保両方（25.0%）、譲渡担保のみ

（12.5%）となっている。 

9) 梶雅昭「知的財産権担保融資入門④」金融財政事情 ６４頁 

10) 梶雅昭「知的財産権担保融資入門⑤」金融財政事情 ４８頁 

11) 前掲 注 10）４８頁 

12）産業基盤整備基金「知的財産権担保融資マニュアル」８頁（２００２年、） 

【権利評価】 

1 権利としての確立度 Ａ 権利として確定済み Ｂ 第三者との間で潜在的リスク Ｃ 第三者との間で顕在的リスク

2 権利の存続期間 Ａ １０年以上 Ｂ ５年以上 Ｃ ３年以上

3 権利の独創性 Ａ 大変高い Ｂ 高い Ｃ 普通

【移転流通性評価】 

1 関連事業と権利との関係 Ａ 当該権利のみで自己完結 Ｂ 第三者権利を一部利用 Ｃ 第三者権利が不可欠で、依存度大 

2 関連事業の市場性 Ａ 大いに期待できる Ｂ 期待できる Ｃ 判断し難い 

3 競合事業者の有無 Ａ なし（将来共に） Ｂ 今はないが、将来ありうる Ｃ あり 

4 移転候補先の選定 Ａ 容易（１０社以上） Ｂ 多くは無いが、候補先あり Ｃ 可能性低い 

13）GordonV．Smith and L．Parr（財団法人 知的財産研究所訳）「知的財産と無形資産の価値評価」１

７９頁（中央経済社、1996年） 

14）前掲 注 13）１６２頁 

15）前掲 注 13）１９７頁 

16）鎌田 薫「知的財産担保の理論と実務」７８頁（信山社出版、1997年） 

17）前掲 注７）１４頁 

知的財産権の担保の位置づけに関するアンケート調査では、以下の通りである。 

① 添え担保のみ・・・・・・・・50.0% ③ 主担保のみ・・・・・・・・・12.5% 

② 主担保と添え担保の両方・・・25.5% ④ 不明・・・・・・・・・・・・12.5% 

18）前掲 注 16）７９頁 

19）梶雅昭「知的財産権担保融資入門⑥」金融財政事情 ６５頁 

20）前掲 注７）２９～３１頁 

21）前掲 注７）３２頁 

22）著作権法 第 10条 1項 9号において、著作物の例示として「プログラムの著作物」が規定されてい

る。 

23）財団法人ソフトウエア情報センター編「ソフトウエアの担保化に関する調査研究報告書」５頁 
24）森 秀明「ＩＴ不良資産」８～９頁（ダイヤモンド社、2003年） 

ブーズ・アレン・ハミルトン社（旧ジェミニ・コンサルティング・ジャパン）の調査によれば、わが
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国の企業におけるハードウエア・ソフトウエアのＩＴ資本ストックは全体で約１６兆円に達している

ものの、そのうちＩＴ良資産が 11．54兆円（72%）、不利用資産が 2.1兆円（13%）、無価値資産が

2.31兆円（14%）となっている。また、ＩＴ費用は毎年約５兆円が投入されているが、有効なＩＴ費

用が 2.51兆円（49%）、削除可能な費用が 1.22兆円（24%）、不必要な費用 1.36兆円（27%）となっ

ている。 

25）前掲 注１６）１６１～１６２頁 
26）広瀬義州・桜井久勝編著「知的財産の証券化」２４頁（日本経済新聞社、2003年） 

27）鈴木公明「知的財産の価値評価」３２頁（ＩＭＳ出版、2003年） 
28）前掲 注２７）３３頁 
29）前掲 注２７）３６頁 
30）前掲 注２６）１０５～１０７頁 
31）久禮 義継「流動化・証券化の会計と税務」１０１～１０２頁（中央経済社、2003年） 
32）前掲 注２６）２８～３３頁 
33）経済産業省・産業構造審議会知的財産政策部会経営・市場環境小委員会「知的財産の信託に関する緊

急提言」１～８頁、2003年 3月 14日 

34）平成１６年 3月５日に第 159回国会に「信託業法」の全面的な改正案を提出している。これにより、

信託の引受けの対象となる財産の範囲の制限が撤廃され、従来金融機関のみに制限されていた信託業

の担い手が拡大されることとなり、このことによって金融機関以外の者のノウハウを活用したサービ

スの提供が可能となった。 
35）前掲 注３３）６頁 
36）旧ＳＰＣ法と投資信託法の改正を主たる狙いとして、2000年 5月 23日に成立したのが、「特定目的

会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」である。主要な改正項目は、 

①流動化対象資産の拡大、②特定目的会社設立に係る簡素化措置、③優先出資社員の権利行使の制限、

④発行証券に係る改善措置、⑤流動化 Vehicleの借入制限の緩和、⑥信託を器とした流動化スキーム

（特定目的信託制度）の創設、などである。 
37）前掲 注２６）３３～３４頁 
38）前掲 注３３）１頁 
39）前掲 注２６）３６頁 
40）寺本振透・前田敏博・上野元「知的財産権の証券化スキームと法的留意点」債権管理No97、112頁 

41）前掲 注２６）７３頁 

42）日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲

渡人の会計処理に関する実務指針」2000年 7月 31日 
43）前掲 注２６）７５頁 
「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」における継続

的関与の具体例として以下の９項目があげられている。 

①譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている場合 
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②譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合 

③譲受人である特別目的会社が譲渡人に対して売戻しの権利を保有している場合 

④譲渡人が譲渡不動産からのキャッシュフローや譲渡不動産の残存価額を実質的に保証している場合 

⑤譲渡人が、譲渡不動産の対価の全部または一部として特定目的会社の発行する証券等を有しており、

形式的には金融資産であるが実質的には譲渡不動産の持分を保有している場合 

⑥譲渡人が譲渡不動産の開発を行っている場合 

⑦譲渡人が譲渡不動産の価格上昇の利益を直接または間接的に享受している場合 

⑧譲渡人が譲受人の不動産購入に関して譲受人に融資または債務保証を行っている場合 

⑨譲渡人がセール・アンド・リースバック取引により、継続的に譲渡不動産を使用している場合 

44）ブランドの価値評価モデルには、先行事例として利益倍数法といわれるインターブランド社のモデル

があるほか、2002 年に経済産業省の企業法制研究会が出したブランド価値評価研究会報告書におい

て提案されたインカム・アプローチ・モデルなどがある。また、特許権の価値評価モデルとしては、

ＰＬＸ社やベンチャーラボ社などのモデルがある。 
45）1998 年 3月 13 日に企業会計審議会は「研究開発費に係る会計基準の設定に関する意見書」を公表

し、「研究開発等に係る会計基準」が提示されたが、その中で初めて「ソフトウエアの会計基準」が

規定されることとなり、1999年 4月 1日から開始される事業年度から適用された。 
46）白石和孝「知的無形資産」１３６頁（新世社、1997年） 
47）前掲 注２６）４９～５０頁 
48）前掲 注２６）６５～６６頁 
49）日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲

渡人の会計処理に関する実務指針」において、オリジネーターの会計処理のフローチャートが提示さ

れている。 
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