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　近年躍進著しい韓国であるが，増大する技術貿易赤字や対日貿易赤字，中小企業の立遅れ等，問題も少なくない．

しかし，韓国では，知的財産の側面を含め，国を挙げてこれらの問題に取り組んでいるところである．また，企

業のグローバル展開に伴い，知財分野における政府間協力も活発化している．そこで，本稿は，韓国政府の知財

に対する動向について，政府間協力も含めて紹介するものである．
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1.　はじめに

　サムスン電子やヒュンダイ自動車に代表される韓
国企業の躍進，堅調な貿易黒字，大手企業の出願グ
ローバル化，IT産業・自動車・鉄鋼・造船の技術
競争力向上など，一見すると好調な韓国産業界であ
るが，一方で，増大する技術貿易赤字，改善しない
対日貿易赤字，立ち遅れる中小企業，特定分野への
偏重など，知的財産をめぐる環境は，矛盾や課題が
少なくない．2011年は，このような状況の中，知
識財産基本法の施行，韓 EU・FTAの発効，韓米
FTA発効の手続きの進行など大きな変革がなされ
ると共に，足元においても，特許協力条約（PLT）
加盟を念頭に置いた特許法の改正，2012年のヘー
グ協定加盟を予定した意匠法の改正，韓米 FTA発
効を予定した商標法の改正など，大きな改正が進行
中である．
　そこで，知的財産の観点からみた韓国のポジショ
ンを紹介すると共に，法律等制度改正の動向，政府
間の協力の状況等についてご紹介することとした
い．

2.　知的財産からみた韓国のポジション

2.1.　出願状況

　まず，韓国の特許，実用新案出願の動向の変化か
ら，韓国の産業界がどのようなポジションに立って
いるのか，全体像を俯瞰したい．下図に示すように，
韓国では 1980年代を通じ，外国人の出願（図では，
外国人の出願数は，特許・実用新案の合計となって
いるが，外国人出願の場合，概ね特許出願であると
考えられる）が韓国人の特許出願に対し強勢を維持
し，ソウルオリンピック終了後，1990年代に入っ
てようやく韓国人の特許出願が増加し始めた．また，
この間，実用新案の出願数が特許出願数を一貫して
上回り，1995年頃になって初めて両者が拮抗し，
その後，実用新案が 1998年に無審査登録制に移行
したこともあって，特許出願増，実用新案減の傾向
がはっきりした．これを日本と比較すると，我が国
で特許出願数が実用新案の出願数を上回り，特許出
願増の傾向が明らかとなるのは，1980年頃である
から，韓国で本格的に特許出願が増加するこの段階
に到達した時点では，日本より 15年ほど遅れてい
た状況であった．その後，韓国では，IMF通貨危
機の影響により出願数の減少がみられたが，特許出
願の増加が顕著となり，2005年頃からその増加が
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止まり，横ばいが続いている．
　韓国における特許出願の増加が止まった背景に
は，ここ数年来みられる韓国大手企業の特許出願厳
選の影響があると考えられる．すなわち，韓国大手
企業は，近年，知的財産重視の経営方針1を打ち出
しているところ，日本と同様，特許出願の量から質，
国内偏重からグローバル出願の重要性を強く認識し
ており，特に市場規模がさして大きくない韓国国内
において，軒並み出願厳選を進め，その結果，韓国
内での特許出願数が減少するという状況になってい
る．我が国で特許出願の増加が止まり，減少に転じ

たのは，2000年頃であり，さらに出願の厳選が顕
著となったのは，2005年頃であるから，現時点の
韓国の出願動向は，少なくとも大手企業に関して言
えば，我が国とほぼ差がなくなっている状況2であ
ると考えられる（次頁，図 3参照）．

2.2.　知的財産をめぐる韓国の諸問題

　知的財産に係る制度整備と共に，目覚ましく発達
した韓国産業界であるが，一方で，以下のような問
題が生じている．
　1）対日貿易赤字と技術貿易赤字

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．

図 1　韓国における出願動向

図 2　各国の出願動向

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．
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図 3　韓国大手企業の出願動向

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．
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　2）大企業による独占と中小企業の格差
　3）技術分野の偏重
　韓国政府は，1997年に発生した IMF通貨危機を
克服すべく，大規模な企業整理，通貨切下げ，ウォ
ン安による輸出拡大を図り，2年ほどで 10%を超
える経済成長率に復活した．そして，経済危機を脱
した後，現在も，政策的なウォン安による好調な輸
出に支えられている韓国経済であるが，一方，これ
らの急激な対応による歪みも少なくない．1つは，

デジタル家電，自動車の完成品輸出を優先するため，
韓国国内での部品・素材・製造装置の研究開発が置
き去りにされ，優秀な部品調達の拠点として日本を
選択したことにより，輸出が好調であるほど対日貿
易赤字も増加するという構造が形成されてしまった
ことである．また，技術の急速なキャッチアップに
対し，1995年頃から特許出願数を増加させてきた
ものの，基礎研究の遅れから質的には必ずしも十分
とはいえず，結果，同様に業績が好調であるほど技

図 4　対日貿易の状況

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．

図 5　技術貿易の状況

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．
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術貿易赤字がつみあがる構造が生じてしまった．
　さらに，部品・素材・製造装置の研究開発を置き
去りにしたため，中小企業が十分に育成していない
という弊害も生じている．特に，世界有数の企業と
して成長した韓国大企業と中小企業との差が規模的
にも力的にも圧倒的となっており，結果，中小企業
が独自に技術開発を行い，特許権や製造ノウハウ等
知的財産を保有し，大企業のパートナーとして共に
成長していくという構造が取り難い状況となってい
る．また，ITや自動車，造船，鉄鋼といった分野
に偏重しており，医薬，素材といった分野の研究開
発能力が十分に成長していない問題も生じている．
しかし，韓国政府は，これら諸問題を十分に認識し
ており，さまざまな政策を次々と打ち出している．
例えば，知的財産分野でみても，素材部品の R&D

支援，世界一流の知財保有企業 1,000社育成，特許
スター企業 400社育成，次世代素材 10分野の育成
を目途とした「ワールド・プレミア・マテリアルズ
事業団」の結成，2020年までに素材・部品技術に

関し日本を抜き世界 4位となる「素材・部品未来ビ
ジョン 2020」の発表，いわゆる「大企業と中小企
業との同伴成長」の強化を目指した大・中小企業間
の相生協力に関する法律改正，下請取引公正化指針
の公表，契約締結ガイドラインの公表などを行って
いる．
　現在，韓国は，「サンドイッチ・コリア」，すなわ
ち，中国の急激な追い上げの中で，技術貿易収支の
改善と，特に部品・素材分野に関する対日貿易赤字
の改善を目指し，政府と企業が一体となって総力を
挙げて対応している．また，今年実現した「知識財
産基本法」の制定により，この流れが一層加速する
ことは，間違いないであろう．現実に韓国中小企業
の出願数が増えている状況に鑑みれば，ごく近い将
来，あるいは，現時点においても，韓国中小企業を
日本企業の直接の競合企業とみて対応していくべき
であると考えられる．

図 6　韓国の主な模倣品対策体制図
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2.3.　模倣品対策

　韓国といえば，いまだに模倣品大国というイメー
ジを抱いている方が少なくない．確かに，韓国の有
名な観光地等では，模倣品を売っている店が今でも
散見されるし，模倣品被害を受けている日本企業は，
現実に存在している．しかし，韓国政府の対策が進
み，また，韓国企業の技術力向上などにより，韓国
企業が逆に模倣被害を受ける側に立っている昨今，
日本企業の被害は，確実に減少しており，2009年
において韓国で模倣被害を受けた日本企業の割合
は，例えば 2006年段階における欧州，北米と大差
ないレベルにまで減少しつつある（2006年におけ
る欧州，北米各国が模倣品大国であったという者は，
まず存在しないであろう）．特に，2010年に韓国特
許庁に設立された商標権特別司法警察隊は，世界的
にユニークな司法警察隊として活躍し，市中の模倣
品取締りに実績を挙げている．
　また，オンライン上の模倣品を監視する IPOMS

システムや，インターネット・メールを活用した税
関への商標権等登録・模倣品輸入の通知システム
IPMS等が稼働し，模倣品に対する行政の対処方法
は，高度に整備されたといってよい状況である．
　このように，韓国は，もはや模倣品大国ではなく，
逆に，模倣品被害国にその位置を変えたと言ってよ
いだろう．

3.　知識財産基本法の制定

3.1.　知識財産基本法

　韓国において 2005年ごろから議論されてきた知

識財産基本法であるが，去る 7月 20日，ついに施
行に至ることとなった．この法律は，日本における
知的財産基本法と同様，これまで法律ごとに所管が
分かれていた知識財産権の政策，戦略を一元化し，
知識財産の創出，保護及び活用に関する中長期的な
政策目標等を樹立することにより，もって国家経済
の発展等を目的とするものである．この法律の基本
理念は，第 2条において以下のとおりうたわれてい
る．なお，韓国では，当該基本法により知的財産と
いう用語が知識財産に統一されたため，この項にお
いては，知識財産という表現を用いる．
　1）知識財産の創出者が創意的かつ安定的に活動す
ることができるようにし，優れた知識財産の創
出を促進すること

　2）知識財産を効果的かつ安定的に保護しその活用
を促進すると共に，合理的かつ公正な利用を図
ること

　3）知識財産が尊重される社会環境を造成し専門人
材と関連産業を育成することにより，知識財産
の創出，保護及び活用を促進するための基盤を
設けること

　4）知識財産に関する国内規範と国際規範との調和
を図り開発途上国の知識財産の力量強化を支援
することにより，国際社会の共同発展に寄与す
ること

　その他，この法律は，①国家，自治体，公共研究
者，事業者等に対する責務（第 4条），②国家知識
財産委員会の設置及び機能（第 6条），③国家知識
財産基本計画の樹立（第 8条），④知識財産の創出
促進（第 16～19条），⑤知識財産の保護強化（第

図 7　商標権特別司法警察隊の活動実績

出典：2011.9.8 韓国特許庁報道資料より作成．



45

最近の韓国の知財動向と政府間協力

20～24条），⑥知識財産の活用促進（第 25～28条），
⑦知識財産の基盤造成（第 29～38条），⑧その他罰
則等が規定されており，全 5章，40条で構成され
ている．

3.2.　国家知識財産基本計画

　この 11月 22日に，国家知識経済委員会において
2012年から 2016年までの基本計画として「第 1次
国家知識財産基本計画」を議決し，知的財産の創出，
保護，活用，基盤，新知的財産の 5大政策方針，そ
の他具体的な目標を決定した．この基本計画では，
第 1段階（2012～2014年）として，知識財産戦略
推進基盤の構築及び法令制度の整備を進め，第 2段
階（2015～2016年）において，創造・保護・活用・
高付加価値創出・再投資という知識財産の好循環サ
イクルを完成させ，また，知識財産に親和した社会

造成を図ることとしている．その中で，特に重点推
進課題とされている分野は，以下のとおりである．

4.　特許法の改正状況

　2011年の特許法改正の動きとして，韓国政府は，
特許協力条約（PLT）に概ね対応した特許法改正の
立法予告のほか，プログラムを物として保護する改
正立法予告，韓米 FTAに対応した改正特許法公布
（法律第 11117号，同 12月 2日付公布）を行った．

4.1.　PLT 対応のための特許法改正立法予告

　韓国政府は，特許協力条約（PLT）加盟を念頭に，
特許法改正の準備を進めており，公聴会などを開催
してきたが，本年 8月 2日，特許法改正案の立法予
告（知識経済部公告第 2011-386号）がなされると

出典：国家知的財産委員会「第 1 次国家知的財産基本計画（2012～2016）」より作成．

図 8　第 1 次国家知識財産基本計画重点項目
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共に，2013年の施行を目指して今次国会に提出さ
れることとなった．立法予告がなされた特許法改正
案の主な内容は，以下のとおりである．
　1）出願日認定要件の簡素化（特許法改正案第 42

条の 2）
　出願日の認定に当たっては，①特許出願であると
いう主旨の表示，②特許出願人の身元情報及び連絡
先の表示，③明細書であると外見上認められる部分
及び必要な図面（ただし図面のみは不可）のいわゆ
る 3要素の提出によって認められる旨規定された．
ただし，これらの 3要素のいずれかがそろっていな
いときは，同第 42条の 2第 2項に基づく補完命令
がなされ，さらにこれに従わない場合は，特許出願
がなされてないものとみなされ，通知が発せられる
（同条第 5項）．一方，3要素が提出されたときであっ
て，同第 42条第 1，2項に規定する方式要件を満た
していない場合は，手続の補正命令（同第 46条）
が発せられ，これに従わない場合は，手続が無効（同
第 16条第 1項）とされる．なお，今般の改正案では，
同第 46条も改正され，補正命令に対する意見書の
提出が可能とされると共に，後述のとおり，指定期
間の延長や，同第 16条第 1項による手続の無効の
後の回復規定，同第 42条の 2第 2項による補完命
令の期間徒過に対する回復規定も整備されることと
なった．
　また，外見上明細書と認められる部分及び必要な
図面の提出に代えて，出願人又は特許を受ける権利
の承継者による韓国内又は外国で先にした出願を引

用したいわゆる先出願の引用によっても出願日の認
定が受けられる旨規定（同第 42条の 3）された．
この場合，先出願が提出された国家の政府が認める
先出願の外見上明細書と認められる部分及び必要な
図面の写本を 4カ月以内に提出する（同条第 4項）
ことが必要となる．
　2）言語条項の緩和（同第 42条の 2第 3第 1項第

3号ただし書き）
　外見上明細書と認められる部分及び図面の説明部
分については，韓国語によるもの以外に，知識経済
部が定めた言語で書くことができる旨規定3された．
この場合，韓国語翻訳文を知識経済部が定める期間
内（2カ月となるの予定）に提出する必要がある（同
第 42条の 5）．また，補正の要件についても，いわ
ゆる原文主義4を採用し，翻訳文の明らかな誤訳の
訂正5（同第 42条の 5第 5項，同第 47条 6項括弧
書き）が認められることとなり，外国語 PCT出願
と共に，日本と同様，いわゆる外国語出願制度が採
用された．なお，原文の範囲を逸脱した補正（いわ
ゆる原文新規事項）については，拒絶決定の対象（同
第 62条第 5項）及び無効理由（同第 133条第 6項）
となる．
　3）手続の補完，指定期間の延長，権利の回復等
　パリ優先，国内優先権の主張については，特許出
願日までに願書にその旨を記載することを原則とす
るが，優先の日から 1年 4カ月又は出願日から 4カ
月のうち遅い方の日までに当該優先権主張の補正な
いし追加（同第 54条第 4項，同第 55条第 3項）を

図 9　国家知識財産委員会

特別専門委員会
（期限付き組織）

国家知識財産委員会

共同委員会（国務総理・民間）

政府委員（10名） 民間委員（18名）

創出　　 　保護　　 　 活用　　 　 基盤　      新知識

専門委員会
実務運営委員会

事務機構（知識財産戦略企画団）

出所 : ジェトロ「韓国知的財産政策レポート」（特許庁委託事業）より抜粋．
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行うことが可能となった．また，同時に，相当な注
意6をしたにもかかわらず，優先権主張可能な期間
を徒過した場合，その期間満了日から 2カ月以内の
出願について，優先権の回復申請が可能（同第 54

条の 2第 1項）とされた．
　その他，審判手続き以外の指定期間について，期
間満了日から 2カ月以内で 1回に限り延長を許可
（同第 15条第 3項）することが可能となったほか，
①手続きの補正命令に対する期間（同第 16条第 1

項），②特許出願に係るいわゆる 3要素の補完命令
に対する期間（同第 42条の 2第 2項），③韓国語翻
訳の提出期間（同第 42条の 5第 1，2項），④審査
請求期間（同第 59条第 2，3項），⑤再審査請求可
能期間（同第 67条の 2），⑥特許料の追加納付7（同
第 81条の 3）については，「相当な注意」をしたに
もかかわらず当該期間が徒過した場合には，処分の
取消し等の救済措置を受けることが可能（同第 16

条の 2，同第 16条の 3，同第 81条の 3）となった．
　4）その他
　今般の改正案では，その他，送付，送達規定の改
正（電子ファイルで書類を確認した時に到達したも
のとみなす規定の導入，公示送達の対象拡大）や，
インターネット公知の導入，明細書を発明の説明と
請求範囲に分離8，拒絶理由に対する意見書提出期
間に複数の補正がなされた場合，先の補正が取り下
げられたものとみなす旨の規定の導入，分割可能期
間の明確化（分割可能期間が拒絶決定不服審判の法
定期間であることを明確化），その他，難解な用語
の平易化など，多数の改正が予定されている．

4.2.　プログラム保護のための特許法改正立法予告

　これまで，日本企業から要望が多く，また，ソウ
ル・ジャパン・クラブ（SJC）でも韓国政府に対し
建議を行ってきたところであるが，従前，「プログ
ラムを記録した記録媒体」として保護されてきたプ
ログラムについて，それ自体が物として保護される
よう，特許法改正の立法予告（知識経済部公告第
2011-514号，2011年 10月 14日付）がなされた．
　具体的には，特許法改正案第 2条において，「物（コ
ンピュータ等情報処理能力を持つ装置に対する命令
の集合として特定の結果を得ることができるように

命令が組み合されたプログラム及びコンピュータな
ど情報処理能力を持つ装置の処理用に供給される情
報としてプログラムに準ずるものを含む）」として
定義した上で，同条において，「貸与（情報通信網
を通じた提供を含む．以下同じ）」として，インター
ネット等によるプログラムの提供も保護されること
になる予定である．

4.3.　韓米 FTA に対応した改正特許法公布

　さらに，韓国政府は，韓米 FTAが発効されるこ
とに伴い，改正特許法（法律第 11117号，2011年
12月 2日公布）を公布した．この法律の施行日は，
韓米 FATの発効日となっている．また，主な改正
事項は，以下のとおりである．
　1）グレースピリオドの期間を 6月から 12月に延
長（改正特許法第 30条）

　2）特許出願日から 4年又は審査請求日から 3年の
うち，何れか遅い日よりも遅れて特許権の設定
登録がなされた場合，当該特許権の存続期間の
延長を認容（同第 92条の 2）

　3）裁定実施権の請求により裁定がなされた日から
継続して 2年以上不実施である場合の特許権の
取消規定（改正前特許法第 116条）を削除

　4）侵害訴訟における当事者の営業秘密に対する秘
密保持命令（改正特許法第 224条の 3）

　なお，秘密保持命令については，デザイン保護法，
商標法，不正競争防止及び営業秘密保護に関する法
律も同様とされている．

5.　デザイン保護法（意匠法）の改正状況

　2011年は，デザイン保護法においても，ヘーグ
協定ジュネーブアクトに加入すべく，大幅な改正案
立法予告がなされた．これによりデザイン保護法改
正案第 75条の 8（国際出願）以降を新設し，デザ
インの国際出願制度を整備した．この，改正案は，
2012年 7月の施行を目指し，システムの構築等が
行われている．
　また，これと併せて，ロカルノ協定への加入のた
め，新たにロカルノ分類を採用すると共に，物品に
ロカルノ協定で定めるものを含むものとして規定9
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図 10　国際デザイン出願制度

出所：韓国特許庁 2011 年 6 月デザイン保護法立法予告主要内容説明資料．
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（同法第 2条第 1号）している．
　その他，韓 EU・FTA発効に対応し，保護範囲と
して輸入等に加え，輸出が追加（同法第 2条第第 6

号，同法第 63条，同法第 74条）された．

6.　商標法の改正状況

6.1.　韓 EU・FTA 対応のための法改正

　商標法もまた，韓 EU・FTAに対応すべく改正が
行われることとなったが，まず，韓 EU・FTAに対
応した改正商標法（法律第 10811号，2012年 1月
1日施行予定）としては，商標の不登録事由（第 7

条第 1項）に①「農産物品質管理法」10第 8条又は「水
産物品質管理法」第 9条によって登録された他人の
地理的表示（同項第 16号）及び②自由貿易協定に
よって保護される他人の地理的表示（同項第 17号）
が加えられ，EUとの間で交換される商標リストに
ついて，いわゆる消極的な保護11がなされることと
なった．
　また，同第 7条，その他条文において，「同一商品」
との規定を改め，「同一であるか同一と認識されて
いる商品」とする主旨の改正も行われた．さらに，
同第 97条の 2第 1項において，侵害に際しての没
収品目について，商標，包装又は商品及び商標又は
包装の製作用具に加えて，侵害物の製作に用いされ
た材料も追加（同第 97条の 2第 1項）された．

6.2.　韓米 FTA 対応のための法改正

　韓米FTAに対応した改正商標法（法律第11113号）
は，規模の大きい改正となり，さまざまな制度が新
たに導入されることになった．この改正商標法は，
韓米 FTA発効日に施行される予定である．主な内
容は，以下のとおりである．
　1）いわゆる新しいタイプの商標の導入（改正商標
法第 2条第 1項第 1号ハ目）

　音，におい等の非視覚的な標章であって，記号，
文字，図形又はその他の方法で視覚的に認識できる
ように表現したものは，商標の範疇として取り入れ
られ，保護対象となった．
　2）証明標章の導入（同項第 4号，第 4号の 2）
　商標が持つ出所表示機能，品質保証機能のうち，

商品やサービスの品質，原産地，生産方法等の特性
を証明する証明標章を新設することにより，品質保
証機能を大幅に強化し，消費者に対する当該商品や
サービスについての正しい情報を提供できるように
した．また，同時に，地理的表示証明標章制度も導
入されることとなった．
　3）専用使用権の登録義務制度の廃止（同法第 56，

58条）
　専用使用権の設定，移転，質権等について，従前，
登録を効力の発生要件（同第 56条第 1項第 2，3号）
としていたがこの要件を削除する一方，登録を第三
者対抗要件（同第 58条）とすることとなった．
　4）法定損害賠償制度の導入（同法第 67条の 2）
　従前の商標法では，侵害訴訟における損害額の推
定規定（改正前商標法第 67条）が設けられていたが，
それにもかかわらず，実際の訴訟においては，損害
の立証や損害額の推定が困難なことが少なくなかっ
た．そこで，5,000万ウォン以下の範囲において，
裁判所が全弁論の趣旨及び証拠調査の結果を考慮し
て相当な賠償額を認めることとし，商標権者による
損害額の立証責任を緩和する法定損害賠償制度を導
入し，従前の規定と併せて，商標権者が選択して請
求することが可能となった．

7.　政府間協力の状況

　従前，知的財産の国際協力体制といえば，世界知
的財産権機関（WIPO）のほか，日・米・欧の三極
による枠組みが主であったが，近年，非英語圏とし
て日韓，あるいは，日韓中による協力も活発になっ
ている．また，2007年に日・韓・米・欧・中によ
る長官会合が開催され，現在では，これら 5庁によ
るいわゆる IP5による議論，協力体制が確立してい
る．
　経済のグローバル化と企業の国際的な特許出願戦
略に伴い，特に重要な発明について同じ発明が多数
国の特許庁に出願されることが増加している昨今，
各国特許庁において簡素化された同一手続きの下，
同一の判断基準により権利付与がなされることが望
まれており，その中で，韓国は，日韓，日韓中，
IP5の枠組みはもちろん，他国との 2国間において
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も積極的に国際協力を進めている．韓国特許庁関係
の国際協力は，多岐にわたるが，その中で，特に最
近の動きをいくつかを簡単にご紹介したい．

7.1.　制度調和

　今年，米国が一応先願主義に移行したことを受け
て，IP5での制度調和の議論が大きく前進した．そ
の中で，韓国もこれに積極的に対応する立場を表明
しており，今後，日韓中を交えて，制度調和の議論
が協力的に進められていくものと思われる．

7.2.　サーチ・審査結果の相互活用

　日韓間の特許審査ハイウエイ（PPH）は，2007

年から実施され，また，2008年からは，韓米間で
施行が始まった．その後，対象国が拡大し，米国と
の本格実施のほか，デンマーク，イギリス，カナダ，
ロシア，フィンランド，ドイツ，スペインの合計 9

カ国と実施している．
　また，来年 3月からは中国とも開始する予定であ
り，さらに，日韓の間で，従来の PPHに加え，
PCT-PPHについても実施に向けて調整が進められ
ている．

7.3.　人材育成

　1）日韓中人材育成機関の協力
　日韓中の間で，人材育成分野の協力が進んでおり，
独立行政法人工業所有権・研修館（INPIT） ，韓国
国政知識財産研修院（IIPTI），中国知識財産権トレー
ニングセンター（CIPTC）との間で会合が開催され
ており，今後も知財人材の育成の協力がなされるこ
ととなった．
　2）E-ラーニング
　韓国は，E-ラーニングコンテンツ「IPパノラマ」
を開発し，世界知的所有権機関（WIPO）と連携し
た人材育成事業を展開しているところである．IP

パノラマは，英語版をはじめ，モンゴル，ポルトガ
ル，エストニア，ポーランド等において自国版の開
発に合意すると共に，2010年にはエジプトでアラ
ビア語版，2011年にはアルゼンチンでスペイン語
版，アフリカ・ガボンでフランス語版をそれぞれ発
表した．これにより，現在，IPパノラマは，英語，

アラビア語，スペイン語，フランス語の各国で提供
されることとなった．

7.4.　二国間協力

　韓国は，2010年には IP5各国のほか，ドイツ，
イタリア，オーストラリアと長官会合を開催すると
共に，2011年には，スペイン，フランス，イギリス，
デンマーク等各庁と長官会合を行い，協力事業の推
進等に合意した．また，アジア地域としてベトナム，
モンゴル，南米地域としてブラジル，チリ，アフリ
カ地域として ARIPOと長官会合を行い，業務協力
の合意行うなど，各地域での活動を活発に行ってい
る．
　その他，特許ネットシステムである「KIPOnet」
について，主にインド，フィリピン，ベトナム等，
ASEAN，アジア地域に協力を行っており，2010年
には，モンゴルにおいて特許ネット構築事業を行う
ことで合意する等，積極的な国際協力を推進してい
る．

7.5.　商標分野

　従前，商標分野においては，日・米・欧（OHIM）
による三極体制が構築されていたが，韓国は，2010

年に商標三極にオブザーバ参加し，2011年には，
韓国が正式メンバーとして受け入れられ，4極のい
わゆる TM4体制となった．また，韓国は，OHIM

とMOUを結び，専門家会合の開催，商標公報のオ
ンライン交換，商標優先権書類の電子交換，人材育
成などを推進することでも合意している．

7.6.　模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）

　今年，東京で署名式が行われ，発効を待っている
模倣品・海賊版拡散防止条約（ACTA）であるが，
韓国も，当初署名の 8カ国の 1つとして署名を行っ
た．韓国では，これまでの模倣品大国の汚名を返上
すべく，例えば，2010年に韓国特許庁内に商標権
特別司法警察隊を導入し，また，税関における取締
り対象を特許，デザイン等にも拡大する予定であり，
国内制度も含め整備を進めている．
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注
　1　例えば，サムスン電子は，2005 年から「No Patent, No Fu-

ture」というスローガンを掲げ，「特許経営革新」を進め，IP セン
ターを CEO 直属機関とし，550 名規模としている．また，LG
電子も，同年，「グローバル特許経営の積極的展開」を行い，IP セ
ンター長を CPO として配置している．

　2　ただし，2003 年ごろから韓国中小企業の出願が順調に増加して
おり，その結果，韓国の特許出願数が横ばいとなっている点が興
味深い．すなわち，韓国中小企業の知財マインドの向上，技術力
の向上が現実になっている可能性がある．

　3　PLT では，外見上明細書と認められる部分及び引用する先出願に
ついての言語制限が認められておらず，ヨーロッパ特許庁等の例
においても，すべての言語による出願が可能とされているが，韓
国政府は，外国語の許容範囲について相互主義とし，段階的に拡
大する方針をとっている．そのため，当面は，英語のみ許容する
方向で検討している．そのため，この点では，PLT に準拠してい
ない．

　4　韓国特許法の改正案の場合，日本の外国語出願制度とは異なり，
翻訳文を願書に添付した明細書等とみなす規定は置かれておらず，
あくまでも外国語も含めた外見上明細書等面が願書に添付された
明細書等の地位を占め（例えば，改正案第 47 条第 2 項では，補
正の制限について，特許出願をした時の外見上明細書及び図面に
記載されている事項の範囲内とすることを規定している），翻訳文
は，新規事項追加の判断基準となるものの，基本的に手続補正書
としての機能を担う（例えば，同第 42 条の 5 第 4 項では，翻訳
文と共に明細書の補正であるという主旨を記載した書面を提出す
ることにより，翻訳文と同一の内容で明細書及び図面の補正がな
されたものとみなす規定が置かれている）．構造になっているよう
である．立法予告と共に韓国特許庁が発表した「特許法・実用新
案法改定案説明資料」の II.7.「韓国語翻訳文の提出と法的地位」
にも同趣旨の説明がなされている．

　5　日本の外国語出願の場合，「誤訳の訂正」を目的とした補正（日本
国特許法第 17 条の 2 第 2 項）が認められているところ，今般立
法予告された韓国特許法法律案においては，条文案上，「明らかな
誤訳」の訂正のみを認めることとされており，その違いをウォッ
チングする必要があるだろう．

　6　韓国特許庁では，相当な注意として，「「すべての相当な注意（all 
due care）」は，すべての適切な（appropriate） 注意，すなわち
普通の水準の合理的に能力がある （average resonably compe-
tent） 特許権者や代理人により，そのときどきの状況によってな
されるすべての適切な注意を意味する」という，EPO の審決を引
用して説明している．

　7　現行特許法第 81 条の 3 では，特許権者等が「その責めに帰する
ことができない事由」の場合，救済措置を受けることが可能とさ
れていたが，今般の改正案では，「相当な注意」をした場合に緩和
された．

　8　現行韓国特許法では，日本特許法等のように，明細書と特許請求
の範囲とを区別していなかったが，今般の改正により，明細書を
発明の説明と請求範囲とに分離する改正（第 42 条第 2 項）が行
われる予定である．ただし，改正後もそれらを併せて明細書と定
義しているため，発明の説明と請求範囲とは区別されるものの，
明細書には依然として特許請求の範囲が含まれることになるため，
注意されたい．

　9　ロカルノ分類第 32 類におけるグラフィックシンボル，ロゴ等に
ついては，いたずらに対象が広がるとして反対の声が聞かれてお
り，今後の改正動向に注意すべきである．

 10　｢ 農産物品質管理法 ｣ と「水産物品質管理法」は，韓国国内の地理
的表示のみ保護対象としているところ，組織統合等により，
2012 年 7 月に農水産物品質管理法に改正される予定である．

 11　一方，不正競争防止法及び営業秘密保持に関する法律において，
正当な権限がない者による当該地理的表示の禁止規定が置かれ，
いわゆる積極的な保護が行われる．


