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月号

2006 年 3 月 11 日

２００２年～２００４年 韓国詩事日本語学院 講師

事務所短信

チェジョン

１９９９年～２００２年 韓国ＬＧ電子、サムソン電子等企
業の社内講師

◆チェジョン国際特許事務所 弁理士の紹介

１９９９年 志学館大学 文学部 国文学科 卒業

◇崔 銀實(チェ・ウンシル)

１９７４年 生まれ（出身地：福岡県）

(現) チェジョン国際特許事務所 代表弁理士
(現) 韓国弁理士会会員(ＫＰＡＡ)
(現) 大韓薬剤師会会員

事務所の特徴

分野:知的財産権、ＩＰライセンシング、特許および商標登
録、特許および商標関連訴訟、バイオ工学、遺伝工学、微生

チェウンシル
代表弁理士

◆正確な翻訳

物学、食品工學、医療機器、免疫学

韓国語、日本語、英語に精通した専門弁理士によって直接

２００２年 弁理士資格獲得

翻訳され、２度にわたり正確にレビューされます。韓国で

１９９０年～２００１年 薬局経営

の権利は、韓国語で翻訳された明細書によって出ますので、

１９９０年 ソウル大学 薬学大学院 卒業(薬剤学専攻)

でたらめな翻訳はお客様の財産を盗むのと同じです。

１９８７年 ソウル大学 薬学部薬学科 卒業
言語 : 韓国語、英語、日本語

◆迅速なコミュニケーション

<ヤンセン、ＢＭＳ、ファイザー等の多国籍製薬会社および

◇最大限早い時間内に韓国特許庁から受領した書類を日本

ＣＪ、オリオン等の特許業務遂行、 ソウル大学、 ＫＩＳＴ、

に発送します。

韓国原子力研究所、韓国生命工学研究員、東亜製薬、同和薬

◇特許庁から受け取った書類(例えば拒絶理由通知)等は、

品等の韓国企業および研究所の特許業務遂行 経験あり>

受付日から３日以内に日本語に翻訳して発送し、２週間以
内に担当弁理士の分析および対応方案に対するコメントを

◇鄭 宇盛(ジョン・ウソン)

発送しています。

(現) チェジョン国際特許事務所 代表弁理士

◇また、日本語が可能ですので、すべての書信を日本語で

(現) 韓国弁理士会会員(ＫＰＡＡ)

送受信することができます。

分野:電気・電子、半導体、通信、ビジネスモデル、コンピ

◇ 日本語が可能な弁理士および日本人職員等を通じて、迅

ューター工学、特許審判および訴訟

速かつ正確なコミュニケーションを提供しています。

２００２年 弁理士資格獲得
１９９６年 高麗大学 電気工学科 卒業

◆リーズナブルな費用

言語 : 韓国語、日本語、英語

◇最高品質のサービスを格安の費用で提供することができ

<日立製作所、松下電器産業、大日本スクリーン、ＮＴＴド

るならお客様はご満足いただけるものと存じます。

コモ等の特許業務遂行、ソウル大学、 ＬＧテレコム、ＬＧ

◇私どもが追求する営業の原則は、お客様と私どもが共に

産電、韓国の様々な中小企業等の韓国の特許業務遂行経験あ

満足できることにございます。

り>
◇待鳥聖代(マチトリ・マサヨ)
(現) チェジョン国際特許事務所 国際部
２００４年～２００５年 中国江蘇省常塾理工大学 日本語
学科 講師
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韓国の知的財産権
制度の紹介

韓国 IP ニュース
１）最近韓国弁理士法の改正により大韓弁理士会が法定団体

◆特許

になりました。これからは韓国のすべての弁理士は大韓弁理

韓国の特許制度は、ＷＴＯ/Trips 条約およびその他国際的

士会に加入しなければならず、弁理士たちの職業倫理がさら

な条約を遵守し、人間の純粋な精神的判断または社会的約束

に強調されるようになりました。

の産物でなければすべての技術を法的に保護してくれていま
す。物、物質、製造方法、ビジネスモデル等、日本で特許と

２）特許法および実用新案法改正法律が立法予告されました。

して保護されるものは、すべて韓国でも特許を受けることが

２００６年１０月１日に改正される法規定のうち重要な内容

できます。

は次のとおりです。

韓国は日本と同様に先出願主義で、その存続期間は原則的に
特許出願日から２０年です。特許出願日から特許権を獲得で

◇実用新案制度が完全に変わり、特許制度のように審査後登

きるまでの審査期間は通常２年以上ですが、最近韓国特許庁

録制度に変更されました。

の審査期間短縮のための持続的努力の結果、最近では平均１

◇特許と実用新案間に出願種類を変更することのできる変更

８ヶ月以内に特許を受けることができるようになりました。

出願制度が導入されました。
◇特許異議申立制度が廃止されました。

◆実用新案

◇外国(日本等)で刊行物以外の方法で公知された技術も新規

韓国の実用新案制度は、日本の制度と異なります。まず、存

性および進歩性を否認することのできる証拠資料となるよう

続期間が出願日から１０年で、無審査主義をとっていますの

にしました(公知公用の国際主義)。

で出願日から３ヶ月後にはすべて登録されます。すなわち、

◇先出願が特許拒絶決定されれば、初めからその出願がなか

拒絶決定される制度がありません。しかし、厳格な審査によ

ったものとみなされ、先出願地位を排除するようになりまし

り権利を付与するのではありませんので、実用新案登録証は

た。

独占排他的な意味がありません。独占的な権利として他人に

◇PCT 国際出願の国内進入期間が優先日から３１ヶ月で延長

権利を行使するためには別途の技術評価申請をしなければな

されました。

りません。

◇週休２日勤務制の施行にしたがい、提出期間の末日が土曜

このように韓国の実用新案制度は、権利が付与されますが、

日である場合、これを公休日として扱い、その次の月曜日ま

独占性がなく、独占性を獲得しようとすれば別途の申請をし

でに提出するようにしました。

なければなりませんので、法的にも社会的にも混乱を引き起
こしています。これを改革するための立法活動の結果として、

３）韓国政府は他人の商標を盗用する偽造商標の出現を防ぐ

２００６年１０月には元来の審査主義に復帰する見込みです。

ため「偽造商標申告褒賞制度」を今年から施行しています。

一方、実用新案制度は、「物」に関するものであって、「方

偽造商標を発見しこれを申告すれば、申告者に所定の褒賞金

法」および「物質」に関しては権利適格ではありません。

を支給する制度です。
◆意匠(デザイン)
４）新任韓国特許庁長は２００６年２月２２日に記者懇談会

２００５年から従来「意匠」と呼ばれた用語が「デザイン」

を行い、特許審査処理期間を昨年の１７.６ヶ月から世界最

と変更されました。したがいまして、この点に関しては日本

高水準である１０ヶ月に短縮する予定であることを明らかに

のお客様は混同なさらないでください。

しました。

デザイン権の存続期間は１５年で、物品の形状、模様、色彩
またはその結合として審美感を与えるデザインに対する独占
権利です。
デザイン制度は、審査主義と無審査主義を並行しており、流
行性が強い物品(織物類等)に限っては無審査主義を、一般製
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品に対しては審査主義を採択しています。出願から登録まで
デザイン審査に所要される時間は通常１０ヶ月程度です。
◆商標
商標出願から登録までの所要期間はおよそ１０ヶ月程度です。
韓国の商標制度は原則的に模倣商標も認定します。最優先的
に権利を申請した者を優先保護してくれ(先出願主義)、その
存続期間は１０年ですが、自由に更新することができますの
で、半永久的な独占使用が可能です。
商品の品質を表す機能的標章(例えば商品の属性、性質、数
量、材料、効能を表す商標)、商品の普通名称、顕著な地理
的名称、簡単でよくある標章等は、公益上商標登録を受ける
ことができません。さらに著名な他人の姓名や商号と同一で
あったり類似した商標、国内外的に著名な商標と同一であっ
たり類似した商標等は、商標権を取得することができません。
日本国内の需要者に十分に著名で、それが韓国特許庁の商標
審査官および法院の判事を説得できる程度に証拠が確保され
ている場合でなければ、他人(韓国人であれ日本人であれ)が
日本国内の特定商標を模倣して韓国で先に商標権を取得する
ことができます。その場合、日本で最初に使用した者が誰で
あれ、日本商標権者が誰であるにかかわらず、模倣した者の
権利が保護されます。
韓国における商標の指定商品の区分はＮＩＣＥ分類を採択し
ています。

メールマガジンのお知らせ

貴所または貴社のＥメールアドレスを
zthe price
of LCD devices
jws@asiapat.comまでお知らせくださ
い。このニュースレターと韓国の知的財
産権制度に関する弊所の情報をオンライ
ンでご提供いたします。
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月号

2006 年 4 月 14 日

になりました。しかし、下記の 2-2)および 2-3)の事項は、

実務通信

チェウンシル

施行令により現在即時施行されています。

代表弁理士

これまで知的財産権保護のため国際的な視覚を持たなければ

2-1) 出願の審査処理期間が短縮されることにより、出願公

ならないことをクライアントの方々に持続的に広報、教育し

開前に特許審査が行われるなどの特許審査環境の変化に備え、

てきました。今はクライアントの方々もそのような事実をよ

特許出願人の便益を図って特許審査および特許審判業務の効

く認識しています。

率性を高めるべく、二重出願制度を廃止する代わりに変更出

しかし韓国の中小企業の場合、日本への特許または商標出願

願制度を導入し、特許異議申立制度を特許無効審判制度に統

のするか否かを決定するにおいて現実的な障壁があるように

合するなど、特許制度を改善する一方で、そのほか現行制度

思われます。まず日本市場の特殊性です。日本市場の複雑な

の運営上見つかった一部の不備点を改善・補完しようとする

流通構造にどのように進入するか、または技術標準にどのよ

ものである。

うに対応するかが難題です。そして特許または商標出願にか
かる費用が他の国家に比べ高いと認識するため、出願するか

2-2) 公知公用の国内主義が国際主義に変更される: 特許出願

否かを躊躇する場合もあります。また、日本の方たちがビジ

前に国外で公知のものとなるか、または公然と実施された発

ネス関係において正直なので、あえて特許出願や商標出願を

明については、特許が取得できないようにする（第 29 条第 1

しなくても製品を輸出するのに大きな問題がないと思う場合

項第 1 号）。

も多くあります(もちろん大企業の場合は異なります)。
しかし両国の貿易関係がより深化され交流も多くなればなる

2-3) 新規性除外範囲の拡大 : 特許出願前６カ月以内に特許

ほど、また知的財産権の国際的保護の重要性が一層強調され

出願人が行ったすべての公開行為を特許拒絶理由から除外し、

るにつれ、韓国企業の日本への特許出願や商標出願も, さら

その公開された技術についても特許が与えられるようにする

に多くなるものと予想されます。

（第 30 条第 1 項）。
2-4) 先願主義の例外 : 出願公開前に特許拒絶決定が確定す
るか、または放棄された出願の技術内容を、後出願に対する
特許拒絶理由から除外する（第 36 条第 4 項）。

韓国 IP ニュース
2-5) 変更出願制度の導入 : 二重出願制度を廃止する代わり
1. PCT 国内段階進入時期の延長

に、特許と実用新案の間で出願の種類を変更できるようにす

PCT 国際特許出願を出願した出願人が韓国に進入するために

る変更出願制度を導入する（第 53 条）。

は、優先日から２年７ヶ月(３１ヶ月)以内にその国際特許出
願の韓国語翻訳文を提出するように特許法が改正され、２０

2-6) 特許異議申立制度の廃止 : 特許異議申立関連規定を削

０６年３月３日から施行されています。これを通じて PCT 国

除し、特許異議申立で認められていた一般大衆による審査機

際特許出願の韓国進入可能時期が、優先日から３０ヶ月であ

能を特許無効審判に導入するため、登録公告後３カ月までは

ったのが３１ヶ月と１ヶ月延長されるようになりました。

利害関係人だけでなく誰でも特許無効審判を請求できるよう
にする（第 69 条ないし第 77 条および第 78 条の 2 削除、第

2. 韓国特許法一部改正の内容

133 条第 1 項）。

３月号を通じてお知らせしましたように、２００６年韓国特
許法が改正され、２００６年１０月１日から施行されるよう
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2-7)第 224 条の 2 第 1 項のうち、特許異議申立関連改正部分

に引き続き世界 4 位の国際出願大国に急浮上することと見込

の施行日を 2007 年 7 月 1 日にする（付則第１条）。

まれます。
このような国際特許出願の急激な増加原因は、これまでの韓

3. 韓国 実用新案法全部改正

国企業の研究開発投資の拡大を通じた技術競争力の向上と国

3-1) 特許出願審査処理期間の大幅な短縮に対応すべく、従

際特許紛争の激化に対応するための開発技術の国際的保護の

前の審査処理が滞っていたときに導入していた実用新案審査

必要性に対する認識が高まった点と、韓国特許庁が、去る

前登録制度を、審査後登録制度に変更してその手順を簡素化

1999 年 12 月 1 日から特許協力条約による国際調査機関及び

し、特許制度と統一された手順による合理的な制度運営で申

国際予備審査機関の業務を遂行しており、韓国語で国際特許

請人の便益を図るべく、二重出願制度を廃止する代わりに変

出願が可能になって国際出願が容易になったことも国際出願

更出願制度を導入し、実用新案登録異議申立制度を実用新案

の増加原因と分析されます。

登録無効審判制度に統合するなど、実用新案制度を改善する
一方で、そのほか現行制度の運営上見つかった一部の不備点

5. 商標登録出願類別審査予定日の案内

を改善・補完しようとするものである。

韓国特許庁は出願情報サービス強化を通じた特許行政の透
明性強化および顧客満足のため商標出願の 審査処理予定日

3-2) 従前は、基礎的要件審査を経て実用新案を先登録した

を案内しました。これによりますと２００６年４月に商標出

のちに実用新案技術評価をしていたものを、実体審査を経て

願をする場合、その商標出願に対しては、２００６年１１月

実用新案登録可否を決定するようにするため、基礎的要件審

または１２月に審査結果を通知し、２００６年５月に商標出

査・技術評価手順などを廃止し、審査請求・拒絶理由通知・

願をする場合には、２００６年１１月ないし２００７年１月

補正・実用新案登録可否決定などの審査手順を定める（第３

に審査結果を通知することを明らかにしました。これを通じ

章）。

て商標出願から登録決定までおおよそ７ヶ月ないし８ヶ月が
所要されるのが分かります。(拒絶理由通知を受けない場合)。

3-3) 実用新案登録出願前に国外で公知・公用となっている

また、韓国特許庁の審査処理予定日案内によりますと、商標

考案も先行技術とみなして実用新案登録が受けられないよう

出願に比べてサービス標出願がさらに１ヶ月ほどの期間が所

にするとともに、実用新案登録出願前６カ月以内に出願人が

要されています。

行ったすべての公開行為を拒絶理由から除外してその公開さ
れた考案についても実用新案登録が受けられるようにし、公

6．昨年のソフトウェア違法複製、半分に激減

開前に拒絶決定が確定するか、または放棄された実用新案登

昨年一年間のソフトウェア違法複製件数が、前年の半分に減

録出願の技術内容を後出願に対する拒絶理由から除外し、二

りました。

重出願制度を廃止する代わりに特許と実用新案の間で出願の

韓国ソフトウェア著作権協会が 13 日に明らかにしたところ

種類を変更できるようにする変更出願制度を導入し、実用新

によると、昨年ソフトウェアの違法複製で著作権者が被った

案登録異議申立制度を実用新案登録無効審判制度に統合する

被害額は、305 億ウォンに達すると集計された。前年に比べ

（第 4 条第 1 項第 1 号・第 5 条第 1 項・第 10 条および第 31

て 80 億ウォン減ったことになりました。

条第 1 項）。

特に、昨年の違法複製によるソフトウェア著作権侵害件数も
1,311 件と、2004 年の 2,838 件に比べて半分ほどに減りまし

4. 国際特許出願（PCT）世界 ６位

た。違法複製されたソフトウェアの複製数も、2004 年の 5 万

韓国が 2005 年度特許協力条約（PCT）による国際特許出願が

9,026 件から昨年は 4 万 4,247 件に減りました。

総 4,747 件（前年比 33.6％ 増加）でオランダを追い抜いて

製品別違法複製数をみると、ワクチン・セキュリティ、一般

世界 6 位を占めました。2005 年度 PCT 国際特許出願の大出願

事務用、CAD・CAM が 2004 年にそれぞれ 7,760 件、2 万 2,171

国家は、アメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリス、韓

件、2,578 件だったのに対し、昨年は 4,883 件、1 万 6,400

国、オランダの順で、韓国は 2001 年 8 位、2003 年７位を記

件、1,884 件に減りました。その反面、2004 年にはなかった

録し、２年ぶりに世界６位に上がりました。 韓国の高い国

データベースの違法複製が昨年 131 件発生し、電子出版ソフ

際出願の増加傾向が続いた場合には、今後５年の内に韓国が、

トウェアは 2004 年の 1,581 件から昨年は 1,684 件に増えま

イギリス、フランスを追い越して、アメリカ、日本、ドイツ

した。 業種別侵害件数は製造化学の 552 件（43％）、情報
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通信の 242 件（18％）、建設交通の 215 件（16％）の順に多

のが礼儀です。

かったです。 侵害規模別にみると、500 万ウォン以下が 482

しかし日本文化は違うんですね。一度にいろんな種類のお酒

件（37％）で最も多く、5,000 万ウォン以下が 340 件

を一緒に飲み(ビール、日本酒、焼酎)、杯にお酒が半分くら

（26％）、1,000 万ウォン未満が 208 件（16％）でその後に

い残っていてもお酒をもっと注いで差し上げるのが礼儀だっ

続きました。

たのです。ビジネスを通じてこのようなお酒の文化を知った
私は、その後ガールフレンド(現在の妻)のご両親に会いに福

7. 特許法院、口述弁論の導入

岡に行ったとき日本人のお父さんと一緒に自然に日本式でお

韓国特許法院は全裁判部で口述弁論を２００６年から導入す

酒を飲むようになりました。もちろん結婚の承諾も快く受け

ることにしました。特許法院はこれまで準備手続における書

られました。すべての関係はコミュニケーションが重要であ

面交換を主として進行され当事者間の法的公判が事実上省略

り、相手の文化をよく知ればよいコミュニケーションがなさ

されていた既存裁判方式を脱皮、法定で訴訟当事者と代理人

れ、難しいことも少しは解けるものだと思います。

が活発に主張を繰り広げ結論を導く口述弁論を５箇所裁判部
で一斉に実施することにしました。法院は特許および実用新
案裁判の場合、事件が受付されれば両側当事者に口述弁論を
準備するように通知し、弁論準備期日に具体的な主張と反駁
内容等を言葉で陳述するようにして争点を整理するようにし、
この過程でビームプロジェクト、実物画像機およびスクリー
ン等を活用するという方針です。
8. 韓国サムスン―日本シャープ―台湾 AUO LCD 特許ブロッ
ク構築
全世界の LCD 市場ヘゲモニー争奪のための韓国と日本、台
湾の３カ国企業間の歩みが加速する中、 台湾 AU オプトロニ
クス(AUO)と日本シャープが去る２００５年締結したクロス
ライセンスの範囲を LCD TV に拡大することで合意しました。
AUO は去る１月サムスン電子とクロスライセンス契約をしま
した。その結果、韓国のサムスン、日本のシャープ、台湾の
AUO が LCD TV 特許ブロックを構築することになりました。
これまで LCD クロスライセンス締結の主要日時は次のとお
りです。

韓国文化と日本文化

ジョン ウソン
代表弁理士

ビジネスは相互信頼が重要であり、また相互信頼のためには
相手の文化を理解することがよい方法であると思います。初
めて日本の方とお酒を飲んだのは、ソウルのある日本料理店
で日立知的財産権本部業務情報センター、センター長の西村

チェジョン国際特許事務所

重徳さんと日立特許四部部長の岩崎重美さんにお会いしたと

Tel
+82 2-6242-9127
Fax
+82 2-6242-9128
jws@asiapat.com

きでした。韓国人は通常一種類のお酒だけを飲み、他のお酒
を飲むのは場所を変えて他の店に行って飲みます。また杯に
お酒が少しでも残っていればその杯にお酒をさらに注がない
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韓国 IPニュース

崔鄭

1. 優先審査申請料の引下げ

1. 弊所のチェウンシル代表弁理士は、2006年5月8日韓国
保健産業振興院主管の保健産業分野の韓米FTA政策懇談会に

優先審査申請料( 印紙代) が引き 下げられました。特許

パネラーとして参加しました。知的財産権に関する韓米FTA

出願 をすれば、 通常 1 年 6 ヶ 月 から２ 年 ほどの 期間 がかか

懸案のうち審査遅延による特許権存続期間延長の問題医薬

ります 。 しかし 、 現在出願人 が 国内 で 実施中 の 発明 また

品許可と特許の連携問題および強制実施権の問題等に対す

は 公開 された 出願発明 で 他人 が 実施 している 発明等 の 場

る弁理士見解を発表しました。

合 には 優先審査申請 をすることができます 。 しかし 、 従
来優先審査申請をするためには基本料(135,000WON)に請

もしその具体的な 内容がお 入用 でしたら 、要約資料 を

求項ごとに加算料32,000WONを納付しなければなりません

メールでお送りいたします。

でしたので 、 出願人 の 負担 が 大 きかったです 。 特許庁 は

2. 弊所のチェウンシル代表弁理士は、韓国発明振興会で

特許料等 の 徴収規則 を 改定 して 加算料制度 を 廃止 し 定額

主管する2006年第19回韓国学生発明展示会事業の審査委員

制(165,000WON)を導入してこれを今年5月1日から施行す

として委嘱されました。

ることにより 優先審査申請料 を 引 き 下 げました。 請求項
10個 の場合 、 優先審査申請料 は 下記 の 表 のように 引 き 下
げられます。

実務通信

チェ ウンシル
代表弁理士

現

行

韓国国内の顧客の権利を海外で保護を受けるため海外各
423,000ｳｫﾝ

国に出願する業務をよく“Out-Going”といいます。このア

(=135,000ｳｫﾝ + 32,000*9)

ウトゴーイング業務を遂行するのにいつも悩みます。各国

改

定

(2006. 05. 01から)

167,000ｳｫﾝ

備

考

256,000ｳｫﾝ
減額効果

優先審査申請料 (2006. 5. 1.以後)

の法制を正確に知ることができず、該当国家の特許事務所
から書類が遅く送付され、出願人に十分なサービスを提供
するのが 困難 な 場合 が 多 いです 。 これを 教訓 として 、

2. 特許料累進体系一部値下げ調整

“In-Coming”業務を点検してみます。海外の顧客に韓国特

特許庁は特許維持に伴う国民の費用負担を緩和させる

許制度に基づきより正確なコメントをより迅速に送るのが

ため特許料累進体系を2006. 5. 1.から一部値下げ調整し

何より大切であるという事実をあらためて悟ります。韓国

ました 。 すなわち 、 13年次特許料 からは 累進制 を 廃止

特許庁の意見書(補正書)提出期間は、特許出願の場合最初

し、基本

2ヶ月、商標出願の場合最初1ヶ月です。特許の場合には、

360,000ウォンに請求項１項ごとに55,000ウォ

ンを 加算 するようにしました 。 実際 の 恵沢 は 13 年次以上

手数料 のみ 納付 すれば 期間延長回数 に 制限 がありません

の 特許料 を 納付 するときですので、 1995 年以後 に 登録 さ

が、商標の場合には2回だけ許容されます。弊所で正確かつ

れた特許に 対しては 来年 (2007 年 )から割引恵沢を 受ける

迅速なコメントを提供できるなら海外顧客の不必要な期間

ことになります。

延長申請を減らすことができ、もっと安定的な対応ができ
るでしょう。
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請求項が10 個の 特許に 対し13 年次以後の 現行特許料

6. 日本の技術力を100とすれば、韓国企業は91点

と改定される特許料を比較すると下記の表のとおりです。

韓国商工会議所が全国300個の製造業者を対象に「日本
との技術競争実態」を調査し、去る4月27日発表した資料
によりますと、造船(95.5点)、石油化学(93.8点)分野は

区

分

現

行

改

定

節減効果

日本とほとんど 対等 な水準で 、また電子通信(91.8 点) と

毎年 25万ウォン
13年-15年次

毎年 116万ウォン

鉄鋼(91.7 点) 分野 も比較的技術力が 高いものと調査され

節減

ました。その反面、自動車(88.6点)、機械(89.7点)分野

毎年 85万ウォン
16年-18年次

毎年 176万ウォン
毎年91万ウォン

節減

19年-21年次

毎年 287万ウォン

毎年196万ウォン
節減

22年-25年次

毎年 504万ウォン

毎年413万ウォン
節減

は 日本 との 技術格差 がまだ 大 きいと 表 れました。 韓国企
業 は 韓日間 の 技術格差解消 のため 、 現在 「 独自的 な 技術
開発の強化」(30.5%) と「核心技術人力の確保」(22.9%)
に 集中 しているのが 調査 されました 。 もちろん 、 このよ
うな 調査結果 が 客観性 を 有 してはいませんが、 韓国企業
が 日本 との 技術格差 をどの 程度 に 認識 しているかに 対 す

3. 2006. 4. 19. 特許庁と関税庁、知的財産権保護の

る興味深いニュースです。

ための業務協力条約(MOU)締結
両機関 は 輸出入関連偽造商品 に 対 する 情報 を 交換
し 、 知的財産権制度 と 偽造商品 の 取締 りおよび 識別要領

7. 日本、ゲーム機業者の著作権攻勢

等 に 対 する 教育 プログラムを 相互支援 し 、 民間団体 と 企

日本のゲーム 機 の中古 ボードを輸入 して 製作したゲー

業 の 知的財産権保護協力事業 に 共同 で 参与 する 等 、 具体

ム機が韓国国内に氾濫している中、これらの製品に対する

的 な 協力 をしていくことにしました 。 これは 韓国政府 の

日本業者の著作権攻勢が本格化しています。

知的財産権保護 のための 強力 な 意志 を 国内外的 に 表明 し

去る4月11日、映像物等級委員会によりますと、最近、

たところに 意味 があります 。 また 、 中国 などで 改造 され

日本の大人向けのゲーム会社である大一商会社は、韓国の

た 偽造商品 が 韓国 を 経由 して 日本 に 流入 する 等 、 知的財

一部の大人向けゲーム機製造会社が自社の製品を否定的に

産権侵害 の 様相 が 国際化 、 専門化 される 実情 を 積極的 に

使用しているとし、自社の使用確認書をもらった製品だけ

対応するという意味もあると評価されています。

を審議するよう、映像等級委員会に要求しました。
去年 12 月 にも日本の業者がこのような要求 をしました

4. 特許庁パスポート型特許証および英文特許証の発給

が、日本の大人向けゲーム会社が韓国市場に直接進出する

従来韓国の特許庁は 、A4サイズの 韓国語特許証 のみ発

布石を堅めるためではないかという分析がされています。

給してきました。しかし、2005年5月からはパスポートサ

大一商会社は 、 自社 の 許可 なしに 中古ゲームボードを

イズの 特許証 を 申請 により 発給 しており 、 発明 の 名称 、

輸入 して 製作 するのは 事実上 、 知的財産権侵害 に 当 たる

特許権者 および 発明者等 を 英文 で 記載 した 特許証 も 発給

とし 、 該当 の 大人向 けゲーム 機 の 等級審議 を 行 わないこ

しています 。 このような 改定趣旨 は 特許証 がグローバル

とを 要請 しました 。 大一商会社 はこれと 共 に 、 自社 の ９

ビジネスにより 有用 に 活用 されるようにするためであ

ゲーム 機 のリスト 、 写真 、 主要内容 を 記 した 資料 を 添付

り 、 日本 のクライアントにもよいニュースであると 思 わ

して 適切 な 措置 を 取 ることを 要求 したと、 映像等級委員

れます。

会は説明しました。
映像等級委員会 の関係者は 、「大一商会社 のボードを
採用 した 製品 が 等級 を 受 けたことがあるかを 把握中 で、

5. 国家科学技術基本計画2005年度推進実績

今後 、 使用確認書 などで 徹底的 に 確認 の 手続 きを 踏 む 予

第22回国家科学技術委員会運営委員会が去る5月11日科

定だ」と明らかにしました。

学技術部で開催されました。この日会議で報告された「科
学技術基本計画2005年度推進実績」によりますと、政府が

このような日本企業 の 著作権攻勢 は 、韓国 で大人向け

2005年一年間計5兆5千96億ウォンを科学技術分野に投資し

ゲームセンターが 幾何級数的 に 増加 するなど 、 直接 の 進

国内特許1万7千415件、外国特許2千418件、論文発表4万1

出を模索できる環境が作られているためであります。

千524件等の成果をあげたことが報告されました。

一部の 日本の 大人向 けゲーム 企業 は 韓国 を 訪問 して市
場調査 を 実施 するなど 、 進出 の 動 きを 見 せていて 、 著作
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権攻勢 が 本格化 すれば 、 韓国国内業界 は 大打撃 が 予想 さ

定 めた 「 公共 の 秩序 または 善良 な 風俗 を 紊乱 するおそれ

れます。

のある」商標に該当すると見られるか否か

すでに 日本産 の中古 ボードを持 ちこみ 、 不法 に 改・ 変

• 判決要旨

造 したゲームが 市場 を 先占 しており 、 直接進出 すれば 、

(1) 商標法第7 条第 1 項第 4 号 において規定 した 「 公共 の

瞬間的な市場席巻が予想されるためであります。

秩序 または 善良 な 風俗 を 紊乱 するおそれのある 」 商標 と

業界 によれば 、韓国国内 の 大人向 けゲーム機製造会社

いうのは 、 商標 の 構成自体 またはその 商標 が 指定商品 に

は 「 大和 ２」、「 エヴァンゲリオン 」、「 スターウォー

使用 される 場合 、 一般需要者 に 与 える 意味 や 内容 が 社会

ズ」など、日本産の大人向けゲーム機の中古ボードを輸入

公共 の 秩序 に 違反 したり 社会一般人 の 通常的 な 道徳観念

し、外見だけ韓国国内の実情に合わせて変えた後に流通さ

である 善良 な 風俗 に 反 する 場合 または 故意 に 自明 な 他人

せています。アーケード業界は現在、ゲームセンターに設

の 商標 またはサービス 標 や 商号等 の 名声 に 便乗 するため

置された大人向けゲーム機の60％以上が日本産のボードを

に 無断 で 他人 の 標章 を 模倣 した 商標 を 登録使用 すること

輸入して改・変造したゲームと把握しています。

のようにその 商標 を 登録 して 使用 する 行為 が 一般的 に 公
正 な 商標流通秩序 や 国際的信義 と 商道徳等善良 な 風俗 に
違背する場合をいう。

韓国文化と日本文化

(2)商標を登録、使用する行為が特定の当事者間になさ

ジョン ウソン

れる 契約 を 違反 したり 特定人 に 対 する 関係 において 信義

代表弁理士

誠実 の 原則 に 違背 するものとみられるとしても 、 そのよ
韓国人は“ウリ”という言葉をよく使います。日本語で

うな事情だけを挙げて商標法第7条第1項第4号で規定した

は“私たち”に該当します。韓国人は“私の家”、“私の家

「 公共 の 秩序 または 善良 な 風俗 を 紊乱 するおそれのあ

族”、“私の母”、“私の国”、“私の会社”という表現を

る」商標に該当するといえない。

ほとんど使わず、その代わりに“私たちの家”、“私たちの

• 教訓

家族”、“私たちの母”、“私たちの国”、“私たちの会

甲が乙に "A" 商標の付いた商品販売等に関する一切の

社”と表現します。主語は確かに“私”でなければならない

事業 を 譲渡 するとき 、 甲 と 乙 は 契約書 を 作成 します 。 と

のに、必ず“ウリ”と表現するのです。このような表現は日

ころで、その契約書に "A" と同一または類似する商標に

本人 になじみなく 感 じられることでしょう 。 このように

対 し 登録 を 受 ける 権利 およびその 商標 を 使用 する 権利一

“ウリ”を強調する韓国人特有の言語習慣は集団的な絆と所

切 が 乙 に 譲渡 されることを 明確 に 記載 しなければ 、 上 の

属感を強化させてくれるので、団結と協力を容易につくり、

判例のように甲が事業を乙に譲渡した後にも"A′"に対し

どんな困難なことも迅速に処理できるようなエネルギーを提

商標権 を 正当 に 取得 でき 、 これにより 乙 の 営業的 な 地位

供してくれもします。しかし短所もあります。場合によって

または 乙 のビジネスパートナーの 法的地位 に 問題 が 発生

は、個人の私生活に対する度の過ぎた関心のため困ることも

するおそれがあります。

あります。一人でお酒を飲んで、一人でご飯を食べて、一人

したがって 、 韓国 で 事業譲渡 に 関 する 契約書 を 作成 す

で旅行することは日本人に非常に慣れた文化ですが、韓国人

るときには 知的財産権 に 対 する 登録権利 および 登録 を 受

にはなじみない文化です。

ける 暫定的 な 権利一切 がともに 譲渡 されることを 明確 に
記載しなければなりません。

大法院の判例紹介

• 争点

チェジョン国際特許法律事務所

(1) 商標法第 7 条第1 項第 4 号に 規定された「 公共の 秩序
または善良な風俗を紊乱するおそれのある」商標の意味

Tel +82 2-6242-9127
Fax +82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

(2)商標を登録、使用する行為が特定の当事者間の契約
を 違反 したり 特定人 に 対 する 関係 において 信義誠実 の 原
則に違背するという事情のみで商標法第7条第1項第4号で

3

チェジョン特許情報 2006年 5月号

チェジョン特許情報
チェジョン国際特許法律事務所
#1601, Missy2000 B/D, Suseo-dong, Gangnam-gu, Seoul, KOREA 135-757
Tel +82 2-6242-9127 Fax +82 2-6242-9128 jws@asiapat.com www.asiapat.com
発行人 弁理士 チェ ウンシル(Eun-Sil CHOI)

6

月号

2006年 6月 16日

認定 すべきであるとの 論議 が 活発 に 行 われています 。 こ

事務所短信

のような 論議 が 韓国特許庁 で 受 け 入 れられれば 、 韓国 で

崔鄭

もまずは 日本語明細書 で 出願可能 となる 日 が 来 ることで
しょう。
一方、米国では仮出願制度(Provisional

1. お客様のご声援とご信頼のもと、このたび事務所を拡

for

張移転することになりました。2006年7月7日に移転する新

Application

Patent)があり、これが全体出願の1/3を占めるとい

838-7,

われています 。 米国 に 出願 する 場合 に 、 英語 に 翻訳 せ

Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080, Korea”で、

ず、韓国語または英語論文を提出しながら(すなわち、請

ソウルに住む韓国人たちがよく「ベンベン－サゴリ」と呼

求範囲なしで)仮出願した後、１年後英語明細書で正式出

ぶところで、大変探しやすい位置です。移転しても事務所

願 すれば 仮出願日 を 優先日 として 認定 され 、 出願継続 の

しい事務所の住所は“Meksan

Bldg.

3F(302),

の電話番号とファックス番号は同じです。お客様の知的財

効果 があります 。 これは 割安 の 費用 で 法定 の 様式 でない

産権保護のため、これからもさらに努力し最高のサービス

書類 を 提出 しながら 優先日 を 確保 できますので、 出願人

を提供してまいります。

に有益な制度です。
しかし、厳格な先出願主義の法制の韓国にはそのような

2. 弊所のチェ ウンシル弁理士とキム キョンヒ弁理士
は、去る 5月 22日から 5月 26日まで台湾にある多数の特

制度がありません。特許出願前に学術論文を発表し、これ

許事務所を訪問しました。韓国と台湾の間の特許業務協力

を新規性擬制(日本特許法第30条、韓国特許法第30条)主張

に関して協議し、両国間の海外出願業務の安定的な進行の

をしながら特許出願できますが、学術論文による発表が新

ための意見を交換しました。

規性擬制事由とならない国家(欧州、中国等)では、学術論
文の発表時に特許を受ける権利が失効されてしまう危険性

3. 弊所のジョン ウソン弁理士は、去る5月26日韓国一

があるため、大学教授等の研究者は学術論文発表前に正式

の伝統陶芸企業である(株)ソファの夏季ワークショップに

特許出願を急がなければならない負担があります。そのよ

参加し、「知的財産と企業経営」というタイトルで講演し

うな点で仮出願制度は意味があるものと見られ、現在韓国

ました。

でも仮出願制度の導入論議が進行中です。また、審査請求
時まで特許請求範囲の作成を猶予させることにより、米国
の仮出願制度と類似した効果を得ることができるようにし

実務通信

チェ ウンシル

ようとの論議もありますが、第3者が出願人が特許を受けよ

代表弁理士

うとする発明の対象が何なのかを確認するのが困難である
という理由で反対する意見も多いです。

少し前、日本の特許事務所から、まず日本語明細書で韓
国特許出願をし、後から韓国語翻訳文を提出することがで
きるかについて問い合わせがありました。日本を含み、米
国、台湾等のいくつかの国では、一定期間内の翻訳文提出

韓国 IPニュース

を要件とし外国語出願を認定しているものと認識していま
すが、残念ながら現在の韓国法制ではそれは不可能です。
韓国では出願時、法定の様式にしたがい韓国語明細書を提

1. 「模倣商標」に関する商標法の改正論議

出しなければならず、外国語明細書の場合、不受理処分す

今後は 他人の 商標をそのまま 引き 写 した 模倣商標 の登

なわち出願書類が反戻されます。これについては、現在韓

録が容易にはできなくなる見通しです。韓国内または外国

国でも一定期間内の翻訳文提出を要件として外国語出願を

1
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需要者達には著名ではないが独特に構成された他人の商標

改善と出願変更制度の認定範囲拡大など国民の便宜が向上

をそのまま模倣した商標は登録を受けることができないよ

されるように商標制度を改善する一方、その他現行制度の

うにする内容の商標法改正が推進されているからです。

運営上現われた一部の不備点を補う内容などが含まれてい
ます。

以前 は 国内 または 外国で 広 く知 られていない 商標の 場
合には、他人の独特の商標をそのまま模倣した商標も先出

今回の商標法改正内容については2006 年中に改正を行

願主義及び属地主義原則により登録され、また第３者が当

い、2007年７月から施行する計画であり、関係省庁の意見

該商標の登録を受けた場合には元々その商標を先に使って

調整を経て立法予告する予定です。

いた人（先使用者）もその商標を使うことが原則として不
可能だったです。

2. 特許審判の処理期間の短縮

そしてこの 結果、 正当な 商標使用者の 信用や 名声、 利

特許庁は審判官を増員（30人、2006年3月）するととも

益が大きく毀損されることや、一般需要者が、当該商品が

に 審判請求書類 の 処理手続 を 短縮 した 。 特 に 集中審理制

どの会社の物か（すなわち商品の出処）を誤認・混同する

を 導入 することで 審判処理期間短縮 への 大 きな 転機 とし

などの社会的問題、このような模倣商標の登録を、不正を

ました。

目的として受けた後に正当な商標使用者に高価で売るなど

「 集中審理制 」 は、 両当事者間の 攻防を 通 じて 十分に

の社会的弊害が存在しました。

意見を開陳して争点を把握することで期間短縮とともに審

特許庁 によると、 今回の 商標法改正は 模倣商標 の登録

判結果（審決）の正確性も高めることができて一石二鳥の

によるこのような社会的問題を起こす弊害を合理的に解決

「審判制度革新の核心」といえます。従前は、当事者間で

するためのものであるといいます。すなわち、模倣対象商

答弁書などを主に書面で取り交わして争点を把握していた

標が一般需要者に広く知られた商標（すなわち周知・著名

ため、長い期間が必要でした。

商標）ではなく、「ある程度知られた商標」の場合にもこ
れを模倣した商標が登録されないように模倣商標の登録を

さらに 、 特許審判院 は 第３ 者 からの 情報提供がなされ

徹底的に遮断し、例え模倣商標が登録されてもその商標を

た場合、それを審判手続きに反映して審決の正確性を高め

先に使っていた者（先使用者）は、その商標を継続して使

るとともに無効審判手続の中で被請求人にも訂正機会を追

うことができるようにして模倣商標の登録による期待利益

加で付与することとしました。

を大幅に縮小させることで、厳格な先出願主義及び属地主

今後も 特許審判院は 顧客から 信頼 を 受ける 紛争解決機

義運営による商標ブローカーなどの商標制度の悪用現象を

関としての役目を果たすために、審決取り消しの原因分析

制度的に防止しようとするのであります。

などを通じて審判品質を高めて、積極的「権利範囲確認審
判」の誤・濫用防止策を定めるなど審判制度を持続的に革

このような 模倣商標 の登録遮断 のための 商標法 の改正

新する計画です。

推進は、商品取引における商標の重要性及び商標の付加価
置創出効果の一層の増加、海外旅行の日常化・市場の自由
化・インターネット利用人口の急増を通じた情報共有の同

3. 富士ノン特許訴訟で三星電子が真っ向から対抗

時化などにより商品出所の誤認混同の可能性が増大してい
三星電子 は、 日本の 富士フィルムの 子会社 である 富士

る取引市場の現実を反映したものとして、非常に時期適切

ノンが提起した特許訴訟に真っ向から対抗する姿勢を決め

な対策だと考えられます。

ました。
一方 、 模倣商標の 登録遮断 のための商標法改正内容 が
同社の情報通信総括関係者は5月24日、「富士ノンの主

まともに施行された場合、模倣商標の登録が画期的に減少

張は、全く根拠のないものであり、今後法廷で事実をはっ

されることが期待されます。そうなると健全な商取引秩序

きりさせたい」と述べました。これに先立って富士ノンは

の確立はもちろん、国際交易規模や知識財産権分野で既に

4月19日、米国デルウェア連邦裁判所に三星電子の携帯電

先進国の位置を占めている韓国の国際的位相及び国家ブラ

話 の 販売 を 禁止 しなければ 、 莫大 な 損害 を 被 りうるとし

ンドの価値を向上させることになるとみられます。

て、特許権侵害損害賠償請求訴訟及び特許侵害禁止仮処分

しかし 、今回 の商標法改正 にはそれ以外 にも 技術と 産

訴訟を提起しました。

業の発達によりホログラム商標、動作商標などの新しい商
富士ノンは訴状で、2004 年と昨年の２年間に特許を取

標が取引社会で広く使われていることから商標法上保護さ

得した携帯電話カメラレンズを三星電子が許可無く携帯電

れる権利保護対象を拡大して、商標異議申立制度の合理的

話に装着し、販売していると主張しました。

2
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4. 2005年度韓国における外国人特許出願の動向

しかしバイオ、 医薬 、 高分子 、石油化学 、 機械部品、
コンピュータ分野の韓国特許出願は多くありません。

去る2005年度の韓国における特許出願は157,114件に達
しました。2004年より16,999件が増加しました。そのうち
韓国人 の 出願 は 121,610 件 (77.4%) で 、 外国人 の 出願 は
35,504件(22.6%)でした。外国人のうち日本国籍出願人が

韓国文化と日本文化

占める割合は 43.5%に達する15,442件で、次に米国(9,509

ジョン ウソン
代表弁理士

件),ドイツ(2,682件),オランダ(2,118件),フランス(1,260
件)の順でした。

韓国人の表現方法と日本人の表現方法には非常に大きな
違 いがあるようです 。 韓国人 は 自分 の 感情 を 「 ダイレク
ト」に表現する傾向があります。多くの韓国人が本音と建
前が違うと思われることを非常に不快に思います。例えば
別れ際に「今度家に遊びに来てください」と言えば、日本
人はこれを特別な意味のないあいさつと考える傾向があり
ますが、韓国人はこれを「招待」として受け取ります。ビ
ジネス関係で、「一度考えてみる」と言いながら実は遠回
しに拒絶する場合にも、韓国人は「本当にもう一度考える
だろう」と期待します。
日本人である妻は、韓国で生活をしながら、このような

2005年韓国 における外国人 のデザイン登録出願 は、計

両国の表現の違いのため困惑することがたびたびありまし

3,330件(総出願件数の7.2%)で、外国人商標(サービス表)

た。妻が礼儀上表現する挨拶を韓国人はそのまま信じて行動

登録出願は、計26,093件(総出願件数の16.8%)でした。外

してしまうからです。両国間の表現方法がこのように異なる

国人出願のうち日本国籍と米国国籍の出願が占める割合が

という点を互いに理解すれば、韓国人と日本人は誤解するこ

非常に高いです。下記の表をご参照ください。

となくもっと親密になることでしょう。

技術分野別 で 日本企業の 特許出願 を見 てみますと、 農
水産分野では島野、有機化学分野では住友化学、金属分野
は新日本製鉄、ＪＦＥスチール、神戸製鋼、建設分野は日
立建設機械、自動車エンジン分野は本田技研工業、光学分
野はセイコーエプソン、キャノン、富士フィルムが頭角を
現しています。また電気、電子、半導体、通信等のIT分野

チェジョン国際特許法律事務所

はソニー、松下電器産業、東芝、三洋電機、東京エレクト

Tel +82 2-6242-9127
Fax +82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

ロン、ルネサステクノロジ、シャープ、日立製作所、三菱
電機、日本電気等が日本企業の韓国特許出願を主導してい
ます。特にソニーと松下電器産業は計500件を超える韓国
特許出願を進行しています。
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2006年 7月 20日

効果的な対応が事実上封鎖されるおそれがあるためです。

事務所短信

弊所は、審査処理期間の短縮に対する韓国特許庁の意志

チェジョン

および計画が、ややもすると特許出願人にのみ偏向されす
ぎるのではないかとの研究を進めています。

• 去る7月7日、事務所を拡張移転しました。新しい事務
所の住所は“Meksan Bldg. 3F(302), #838-7 Yeoksamdong, Gangnam-gu, Seoul 135-080, Korea”で、

電話番

号とファックス番号等、その他の情報はすべて同じです。

韓国 IPニュース

• 2006年7月からイ・グァンホン代理が明細書の作成およ
び特許コンサルタント業務担当者として勤務することにな

1. 国家知的財産統合管理「知識財産基本法」発議

りました。イ・グァンホン代理は、ウルサン大学機械工学

去る7月11日与野党の国会議員は、知識財産関連分野政策

科を卒業した人材で、これからは機械分野における特許業

を 大統領傘下 の 委員会 で 総括管理 する 内容 を 骨子 とする

務の支援を一層強化してまいります。

「知識財産基本法」制定案を国会に提出した。大統領傘下
に国家知識財産委員会を新設し、これまで部署別に進めら

実務通信

チェ ウンシル

れてきた知識財産関連政策を政策目標と方向に合わせ、一

代表弁理士

貫性を持って推進するのが主な内容である。イ・ビョンソ
ク委員は「各部署で推進する各種政策は現行どおり推進す

韓国での特許出願の審査処理期間が大幅に短縮されてい
ます。わずか数年前には特許登録を受けるまで2年を超える

るが、統合管理機構である知識財産委員会を構成、知識財
産政策の中長期目標と方向等が盛り込まれた基本計画を設

時間がかかっていました。しかし、現在の審査処理期間は

けて業務の一貫性を確保しようとする趣旨」と説明した。

出願日から14ヶ月ないし16ヶ月まで短縮されています。特

日本ではすでに去る2002年、知的財産基本法制定を通じ

許庁の発表によりますと、2006年末までには10ヶ月まで短

て内閣の首長である首相を委員長とする「知識財産戦略本

縮されるであろうとのことです。

部」を設置している。

特許出願人の立場としては、迅速に特許を受けることが
でき、非常に有利であることは事実です。しかし、ややも

2. 特許紛争の中企業に法律救済支援拡大

すると審査が信頼性に欠けるおそれがあり、その特許出願

特許庁は最近、大企業と中小企業の間で特許などの産業

が他人の技術または外国の技術を模倣した出願であれば問

財産権に関する紛争が増加し、その過程で中小企業が被害

題があります。さらに、韓国特許法第64条第1項は特許出願

に遭う事例が発生していることから、これまで特許紛争法

日から1年6ヶ月が経過すると出願公開するように規定して

律救済事業の支援対象から外れていた「中企業」も支援対

おり、同条第2項は公開された出願発明に対し誰でも特許を

象に含めることにした。

受けることができないという趣旨の情報提供を証拠ととも

特許法律救済事業は学生、国家有功者、障害者、零細個

に提出できるようにして、特許出願人と第3者との衡平を考

人発明家などの経済的に困窮している人々と小企業を対象

慮しています。ところで、審査処理期間を無理に短縮する

として、特許などの産業財産権紛争の際に、審判の場合は

と出願公開制度が有名無実化され、第3者の情報提供の機会

200万ウォンまで、訴訟の場合は500万ウォンまで代理人費

が剥奪されるという問題点があります。

用を支援し、勝訴の際には支援額の50％の金額を成功褒賞

このような審査処理期間の短縮は、特に内国人より外国

金として支援する制度である。

人(日本等)にとってより不利であるといえます。韓国にお

特許庁関係者は、特許権、実用新案権、デザイン権など

ける公開された特許に対するWatchingおよびそれに対する
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の紛争に対する最大支援金額について１権利当たり1,000万

に突入した。昨年米国特許登録順位で歴代最高の1647件で5

ウォンまで、１対象者当たり(中小企業含む)2,000万ウォン

位を記録したサムスン電子は、現在250名水準の専担人力を

まで支援可能であることを明らかにした。特許法律救済事

2010年までに80%増やし450名に拡大する計画であり、LG電

業 の 支援 を 受 けるためには 大韓弁理士会 や 地域知識 セン

子は即座に来年までに300余名規模に今年より50%も拡充す

ターまたは特許法律事務所を通じて申し込む必要がある

る方針である。

3. コピーブランド製造・販売業者を摘発

7. 特許庁、出願時の留意点10項目を紹介

安山支庁刑事２部は6月15日、偽造商品製造及び販売事犯

特許庁は特許訴訟と紛争に対備し、小さな失敗から技術

50人、不法コピービデオ物販売事犯16人など、知的財産権事

が死蔵されることを防ぐため「特許出願時に留意すべき10

犯の105人を摘発し、時価約93億ウォン相当の偽物のルイ・

項目」を選定、発表した。

ヴィトンのかばん5,120点を販売するとともに、約26億ウォ

10項目の留意事項は ①製品出資や論文発表より特許出願

ン相当、1,776点を販売目的で保管した李容疑者（39）ら18

が優先 ②医療行為発明は特許対象でない ③特許出願前に先

人を商標法違反などの疑いで逮捕・起訴し、不法コピーDVD

行技術検索は必須

を大量販売したムン容疑者（37）ら、87人を在宅起訴した。

⑤出願明細書を忠実に記載せよ

李容疑者らは取り締まりを避けるために販売店に監視カ

④共同発明は出願前に権利関係を明確に
⑥優先審査制度を積極活用

せよ ⑦外国で特許を享有しようとするなら外国にも出願せ

メラ（CCTV）を設置し、製品の製造番号、製品カードまで

よ ⑧海外出願にも期限がある ⑨政府支援を積極活用せよ

偽造して、日本人観光客を相手にかばんから洋服まで多様

⑩特許出願時には商標出願も一緒に考慮すべき等である。

な商品を偽造販売して来たことがわかった。

特許庁関係者は「大企業のように専担部署を置いて体系

4. コピー商品のインターネット流通グループを摘発

的に特許管理をできない中小企業や個人は特許出願自体が

ソウル鐘路警察署は6月21日、海外有名ブランド商品を盗

負担 」 であるとしつつ 「 留意事項 のみ 念頭 においていれ

用 したコピー 製品 を 作 り 、 インターネットショッピング

ば、知識財産権の理解不足から来る失敗を減らすことがで

モールを通じて流通させた朴容疑者（40）を商標法違反の

きる」といった。
8. 中国内の外国企業の特許申請が急増 – 韓国は3位

容疑で逮捕し、従業員のファン容疑者（25）など４人を同
容疑で在宅起訴した。

中国における外国企業の特許申請が急増する中、韓国は3

自ら開設したインターネットショッピングモールを通じ

番目に多い特許を申請したことが明らかになった。2005年

て「OEM方式を通じて海外から輸出した国内在庫品」と偽の

１年間、日本は36,221件の特許を申請し、中国で最も多い

広告を出し、6,000人余から注文を受けて７億ウォン相当を

特許を申請した国となった。米国は20,395件を申請し2位

販売した。

に、韓国はそれに次ぎ3位に入った。
昨年１年間中国で申請された無線通信関連特許のうち、

5. 有名ブランドの偽かばんを密輸出入（6月26日）
釜山慶南本部税関は26日、中国から海外有名ブランドの

外国系企業が占める割合は93% を記録し、移動通信分野は

偽かばん5万8千点余（時価83億ウォン相当）を密輸入した

91%、ディスプレイシステムは90%、半導体は85%、製薬分野

疑い（商標法違反）で、かばん輸出入業会社代表朴容疑者

は69%と現れた。

を逮捕した。

9. 国際ジェネリック連合、特許延長を警戒

税関によれば、朴容疑者は去年6月、コーチ（COACH）商

国際ジェネリック医薬品連合(IGPA)がオリジナルの特許

標を盗用したかばん8千点余（時価8億ウォン相当）を中国

延長の動きに対する警戒の声を上げている。

から密輸入した後、積替貨物として偽ってアメリカに輸出

先週モナコで開催されたIGPAの第9回年次総会で各国の

した疑いだ。

ジェネリック医薬品業者らは特許延長の動きに対し憂慮を

6. NO Patent NO Future!

示した。

サムスン電子とLG電子が一斉に世界3大特許企業としての

これはオリジナル業者らが一つの新薬で複数の特許を出

跳躍を宣言し、特許経営レースに突入した。

願して製品の寿命を延長しようとすることと米国と日本で
新薬データの保護期間の延長を検討すること等に対する指

サムスン電子は先月末から「特許がなければ未来もない

摘である。

(NO Patent No Future)」というスローガン等を掲げたポス
ター3種を主要事業場の建物に張る一方、今月に入り社内放
送・社報等を通じても「特許重視文化」作りキャンペーン
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創作国楽まで一度に楽しめるスペシャル公演です。曜日別
に２つのプログラムで構成され、韓国伝統の歌や踊り、そ

大法院の判例紹介

して器楽演奏がいろいろ楽しむことができます。また季節
ごとに公演時間が16時と20時にわかれ、月曜日を除いて毎

大法院 2006. 6. 16. 宣告 2004フ3300 判決

日公演が行われているので、旅行の日程などに合わせて公

• 争点

演を選ぶことができます。もし、お時間がありましたら幣

実用新案登録の無効審判を請求することのできる利害関

所にも訪ねていただけたら嬉しいです。

係人の意味
• 判決要旨
実用新案登録の無効審判を請求することのできる利害関

韓国文化と日本文化

係人とは、当該登録実用新案の権利存続によりその権利者か

ジョン ウソン
代表弁理士

ら権利の対抗を受けるあるいは受けるおそれがあり、その被

大学生時代に、五十代半ばくらいの朝日新聞論説委員に

害を受ける直接的かつ現実的な利害関係のある者をいい、こ

「現代東北アジアと日本との関係」を主題にインタビューを

れには当該登録実用新案のような技術分野に属する実用新案

うけたことがありました。その時その論説委員と若い通訳は

を出願、登録してその権利を保有している者も含まれる。

タバコを吸いました。そして私にもタバコを勧めました。韓
国人の私は非常に驚きました。韓国では年配の人と若い人と

• 専門家の評価

の上下の礼儀関係が厳格であり、特にタバコは一緒に吸うこ

上の判例は実務上非常に重要な意味を持ちます。日本特

とができない文化です。年配の人の前でタバコを吸うことは

許審判制度とは異なり、韓国では特許審判は利害関係人の

行儀の悪いこととされています。しかし喫煙に対して日本文

みが請求することができます。無効審判を請求すべき利害

化は非常に寛大なのでした。もちろん文化の違いに関係な

関係人でなければその審判は不適法却下されます。

く、健康のためにタバコは吸わない方がよいでしょう。
したがって無効審判請求時に、まず自分が利害関係人で
韓国の地下鉄やバスの中ではお年寄りに優先権が与えら

あることを疎明しなければならず、このため実務上無効審

れます。お年寄りがいれば、その方に席を譲るのが文化で

判請求人が権利対抗を受けた証拠、例えば内容証明書類、

あり、もし席を譲ってあげなければその人を悪く評するの

訴訟書類、告訴状、事業者登録証等を提出していました。

が韓国文化です。しかしお年寄りのための本当の配慮は、

ところで問題は口頭で権利対抗を受けただけであるとか、

優れた福祉政策であるとも思います。この点においては、

無効審判請求人が外国人で、その外国人がその後韓国市場

韓国が日本に習うべきところです。

に進入する計画がある場合です。この場合には利害関係人

両国の文化の違いに絶対的な優劣はないと思います。お

を疎明することが非常に困難でした。

互いを知り、理解して尊重すれば、もっと親しくなり交流

ところで、上の大法院判例によりますと、今ではあえて

も多くなることでしょう。

膨大な資料の必要なく自分の出願・登録した特許または実
用新案資料があれば、それを提出するだけでも利害関係人
が疎明されるため、利害関係疎明のための不必要な手間は
ほとんどなくなったといえます。

ソウル文化

推 薦

ビジネスや休暇の目的でソウルにお越しの際にはこんな
ところはいかがですか？

チェジョン国際特許事務所

ソウルに「貞洞劇場」(http://www.chongdong.com)とい
うところがあります。ここでは毎晩韓国の伝統芸術の舞台

Tel +82 2-6242-9127
Fax +82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

が繰り広げられます。韓国に伝わる伝統芸術公演を大きく
４ つのジャンル （ 舞踊 、 器楽 、 ソリ （ 歌 ）、 サムルノリ
（打楽）に分け、韓国の宮中音楽や民俗音楽はもちろん、
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2006 年 8 月 18 日

‘反面敎師’という言葉があります。‘悪い見本として反省

事務所短信

チェジョン

や戒めの材料となる物事’という意味です。海外出願を依頼
した立場としては、相手方の弁理士事務所の安定的でない業

• 2006 年の夏は非常に暑いです。ニュースによりますと

務処理が発生すれば非常に心配になります。ですので、これ

日本も非常に暑いということです。どうぞ健康には常にご注

を‘反面敎師’として、私たちが仕事の依頼を受けるときに

意ください。

は一層安定的な業務処理をしなければならないと思います。

• 去る7月、クライアントの皆様のご信頼とご声援のおかげ

また、‘易地思之’という言葉があります。相手の立場に立

をもちまして、事務所を拡張移転いたしました。移転に伴う

って物事を考えることという意味です。いつもクライアント

事務所体系点検等で忙しい日々を送りましたが、顧客満足度

の立場で考え業務処理するならば、クライアントは安心して

をより一層高めたサービスのご提供を目標に新たな出発をい

仕事を任せることができると思います。クライアントの‘安

たしました。

心’こそ海外業務を担当する特許事務所の最も基本的な目標

- 私どもの事務所は韓国知的財産権制度に対する理解を高め

であり役割であると思います。

るために、関連資料をPDFまたは Wordファイルで発送させて
いただいております。しかし、その分量が多くて航空郵便で
の発送が困難なためＥメールで発送いたしております。つき
ましては、貴所のＥメールのアドレスをjws@asiapat.com 宛

韓国 IP ニュース

てにお知らせいただきましたら幸いに存じます。

1. 特許庁 ‘特許知識研究会’ 活動

韓国の公休日のお知らせ

特許庁の電気電子審査本部電子審査チームが主導する‘特

9月 : 土曜日と日曜日休務、他の公休日はなし

許知識研究会’(会長 アン・デジン電子審査チーム長)は、

10月 : 土曜日と日曜日休務、

知識財産権分野でしばしば用いられる主要判例を対象として

10月 3日(火) : 建国記念日(開天節)

自主ウェブサイト(www.kipo.go.kr/wiz/user/issue/)を通じ

10月 5日(木) ～ 10月 8日(日) : 秋夕連休

て知財権判例をすべての顧客に無料提供すると発表した。特

* 韓国の秋夕(チュソク)は旧暦です(旧暦 8月15日) 。

許知識研究会は、特許審査官らがより専門的で客観的な判断

弊所は 10 月 3 日(火) ～ 10 月 8 日(日)までお休みさせて

基準を備えるために 2003 年初めに設けられた研究会で、発

いただきます。

明家、出願人、企業および弁理士等、顧客が特許知識を共有
できるようにするための方案の一環である。研究会は今後毎
週開かれる自主セミナーを通じてその結果から導かれる判例
を整理してアップロードする予定で、今年下半期からは海外

実務通信

の有名判例までその研究の範囲を拡大する計画である。

チェウンシル
代表弁理士

2. 国際標準技術特許調査結果

弊所は2006年上半期、日本、米国、中国、オーストラリ

特許庁‘国際特許紛争研究会’(会長 アン・デジン)は

ア、イスラエル、ブラジル、ロシア、チェコ、インド、ベネ

DVD 等のマルチメディア圧縮・復元技術等、最近脚光を浴び

ズエラ等に特許と商標出願をしました。そして日本、米国、

ている 6 つの先端技術分野に対し、国際標準機構である ISO

スイス、台湾、イスラエル、チェコ国籍の企業から韓国への

等で認証した標準技術特許を調査し、去る 6 日に発表した。

特許と商標出願の依頼を受けました。海外業務は常にコミュ

調査結果によると、標準技術特許はマルチメディア圧縮・

ニケーションと安定性が大切です。

復元技術 143 件、マルチメディアシステム技術 24 件、映像
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圧縮・復元技術 265 件、高速データ伝送技術 133 件、デジタ

る時期に合致したものと評価される。

ル TV 放送技術 307 件、高圧縮 DMB 技術 108 件等全部で 980
件である。

5. コンピュータープログラムの特許許与範囲の拡大要求が

企業数は 26 個である。国内企業としてはサムスン電子、

高まる

LG 電子、テウ電子、ペンテック&キュリテール、韓国電子通

IT分野技術及びコンピュータープログラムの流通形態が

信研究所等が技術別に 1-18 件の標準技術特許を持っている

急変し、プログラムの開発者を効果的に保護できる新しい制

ことが見出された。特に 143 個の標準技術特許があるマルチ

度的な措置が必要だとの声が高まっている。特に、インター

メディア圧縮・復元技術の場合、ソニー、三菱、フィリップ

ネットの急速な普及により、既存の記録媒体（フロピディス

ス、サムスン等、世界有数の 24 個企業体が特許を持ってお

ク、CDなど）によって流通される取引方式がネットワークに

り、これら特許に対するライセンスを締結した企業は 1080

取って代わり、新しく台頭した問題点を解決するための制度

個に達する。

的な措置が至急必要となっている。

3. 特許庁とサムスン電子が業務協約締結

100人が参加して開かれた「コンピュータープログラム関連

2006年7月19日に特許庁が主催し、ソフトウェア専門家約
特許庁とサムスン電子は、去る7月7日京畿洞水源のサムス

特許制度改善説明会」で実施されたアンケートによると、少

ン電子デジタル研究所で両機関の間で特許経営革新パートナ

なくとも10人中８人（ソフトウェア業界は61.1％、弁理士業

ーシップ推進のための業務協約(MOU)を締結した。

界は93.3％、その他の関連団体は73.3％、全体では82％）が

協約は特許庁がサムスン電子に特許制度、政策および審査、

コンピュータープログラムの請求項が特許として許与されな

審判関連知識を提供し、業界の隘路事項および建議事項を政

ければならないと回答したことが明らかになった。さらに、

策と制度改善に反映する代わりに、サムスン電子は民間経営

賛成する者の中85％は2～3年以内の早急に新しい制度措置が

管理技法、革新文化事例諮問等を特許庁に提供することを主

採られなければならないと答えた。

要内容としている。今後両機関は具体的な業務協力推進のた

また、昨年特許庁が行った「IT分野発明の保護対象拡大

め実務協議会を構成、協力事項を発掘し推進する予定である。

及び波及効果に対する研究」においても、コンピュータープ
ログラムに対する保護制度の改善が必要だという答えが76％

4. 2006年上半期に偽商品を7,273億ウォン取り締まり ）

以上となるなど、関連業界の関心は益々高まっている。

関税庁は、今年の上半期に計3,011件、2兆2,290億ウォン

一方、韓国製の一部の零細企業は、韓国製ソフトウェア

規模の密輸・不法外国為替取引の取り締まり成果を収めた。

の産業競争力の弱化などを挙げ、コンピュータープログラム

この実績は、益々組織化・知能化・大型化されている密輸に

請求項を特許として保護することに反対している。

効果的に対応するために、体系的な情報活動とともに密輸管

しかし、今回の「コンピュータープログラム関連の特許

理動向システムやスパイダーシステムなどの科学的なシステ

制度改善」の趣旨は既存の「プログラムが記録されたコンピ

ムを活用した調査方法へと画期的に転換したことによると考

ューターで読込可能な記録媒体」及び「方法」の形式でのみ

えられる。

保護されている発明を、流通方式の変化に合わせて、ネット

商標法違反などの知財権事犯は、輸入が68％（4,961億ウ

ワーク上で転送される発明も保護しようとするものであり、

ォン）、輸出が32％（2,312億ウォン）で、主要品目は時計、

コンピュータープログラム言語、規約などコンピュータープ

かばん、衣類などであり、特に韓国産の偽携帯部品の密輸出

ログラムを具現化する表現まで保護しようとする趣旨ではな

（1,768億ウォン）を取り締まり、国内企業の保護にも成果

い。

を収めたことが評価される。

特に米国・ヨーロッパ・日本など特許３国は一定の発明

商標はグッチ、オメガ、ルイヴィトンなどの順で計571件、

の要件を備えたコンピュータープログラム請求項については

7,273億ウォン相当を摘発し、前年同期比で件数は199％、金

特許として認めており、その対象も益々拡大する趨勢である。

額は597％増加した。

2004年韓日FTA知財権分野の交渉でも、日本が韓国にコンピ

関税庁は類例がない労力と期間をかけ、今年２月から４

ュータープログラム請求項を認めることを要求するなど、国

月まで「偽造商品特別取り締まり」を大々的に実施して

際的な保護圧力を強まっている状況で国内産業の保護という

4,895億ウォン（前年の8.4倍）規模の偽商品を摘発し、国内

消極的な立場のみを主張する状況ではない。むしろ、国際的

外において知的財産権侵害行為に対する深刻性が高まってい

な競争力の強化のため積極的に対処しなければならない。
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6. 外国有名商標のハングル表記の商標は登録不可（7月24

チョン・ゼクァン特許支援センター長は「報告書では、

日）

DMB主要生産会社の10社が参加して先進企業の10社を選定し、

特許法院は７日、日本の有名な製菓会社である（株）ひ

さらに最近この分野での特許活動指数を比較し、より指数が

よ子が韓国の製菓会社（株）チョンウ食品を相手に起こした

高い３社と技術開発及び技術引用関係が高い５社の中で、６

商標登録無効請求訴訟（2005ホ11049）で原告勝訴判決を下

社を選定して集中的に分析されている」とし、「特許支援セ

した。

ンターは、海外企業の特許技術を回避または迂回する技術開

日本でひよこの形をした菓子類を生産、販売する（株）

発を進める一方、業界同士の情報交換を通じた共同開発及び

ひよ子は、2002年韓国の製菓会社であるチョンウ食品が、韓

対応などを進めている」と述べた。

国語の発音表記による「ヒヨコ」とその下に英語音訳である
「HIYOKO」を併記した商標を登録したことから、自社の商標

8. 半導体・LCD装置関連の特許取得急増

と同一であるとの理由で登録無効審判請求をしたが棄却され、

韓国の半導体・LCD装置企業等が海外競争企業等との特許

特許法院に提訴していた。

紛争に備え、今年の上半期特許取得のため積極的に取り組ん

裁判長は判決文で「商標法第7条１項12号の立法趣旨によ

でいる。

ると、韓国ではまだ知られていなくても、外国において周

31日関連業界によると、今年の上半期DMS・ADPエンジニ

知・著名な商標の権利者が、韓国でもその商標を自他商品の

アリング・TOPエンジニアリング・PHICOMなどが10件以上の

識別標識として使用できるよう、また不正な目的で使用する

国内外での特許を登録した。またJUSUNGエンジニアリングは

商標の登録を排除することで外国の周知・著名な商標を保護

今年の上半期までの累積特許登録総件数が173件に上るなど、

しようとする点等を考慮すると、日本の一般需要者が称する

韓国の半導体・LCD装置メーカー等の攻撃的な特許取得が続

呼称をハングルと英語の音訳で構成した登録商標は原商標の

けられている。

呼称と同一であるため、全体から見て類似の標章であると見

このような動きは、2004年のJUSUNGとアメリカのAKT間の特

なされる」と明らかにした。

許紛争以降本格化しており、今後も国内外で続けられると推測
される韓国と海外の企業間の特許攻防戦への対応策思われる。

7. 特許支援センター、DMB国際特許紛争に関する報告書配布

DMSは、LCD硝子基板搬送装置関連の特許を取得するなど

韓国電子産業振興会の特許支援センターはDMB分野にお

今年の上半期において韓国の半導体・LCD装置関連企業の中

ける先進企業の特許現状を分析した報告書「DMB国際特許紛

でも39件と、特許登録件数が最も多かった。

争対応戦略」を作成した。国内のDMBを製造する中小・ベン

ADPエンジニアリングはshield ringを取り除いたプラズ

チャー企業に配布し、特許紛争に対抗するための資料として

マ処理装置関連特許を含め、６月だけで13件の特許を取得す

活用させるとの旨を24日明らかにした。

るなど、今年の上半期に計28件の特許を取得した。

この報告書には、DMB関連技術分野の先進企業である日本

またTOPエンジニアリングは半導体ポッティングシステム

とヨーロッパ企業の特許保有現状と戦略、国内企業の対策な

のモーター制御方法など15件の特許を、PHICOMはマイクロス

どが盛り込まれている。DMB分野における先進企業の特許件

プリング（micro spring）搭載のプローブカード（probe

数は、個々の企業が分析するには不可能なまでに膨大であり、

card）製造方法など12件の特許を、今年の上半期それぞれ取

核心特許を分類するにも相当の時間がかかり、国内企業はこ

得した。

れまでこれらの先進企業の特許攻勢にお手上げ状態であった

KCTeckは、表面洗浄用エーロゾル生成システム及びクー

のが実情である。

リングシステムなど8件の特許を登録した。 特にJUSUNGエン

電子産業振興会は９カ月間に渡り、特許支援センターのDMB

ジニアリングは、今年の上半期は5件の特許取得で多少低調

特許協議会の会員企業と弁理士、特許庁などからの25人の国内

であったが、総累積登録件数は173件で韓国の関連業界の中

外専門家が参加して作成したこの報告書が、国内DMB製造会社の

ではトップに立っている。

特許紛争解決のための重要な情報になると期待している。

しかし、韓国の半導体・LCD装置メーカーが現在までに、

報告書には、ヨーロッパの企業に比べ日本の企業の方が、

約1,400件の韓国内での特許と約400件の海外特許を保有して

DMB分野における技術の特許出願が活発で源泉技術に近いた

いるのに比べ、アメリカのアプライドマテリアルの場合は韓

め、国内企業に対し比較的高い危険要因を持っていると記載

国での特許取得だけで約1,500件に上っている。また韓国の

されている。

上位10位の 半導体・LCD装置メーカーですら、特許担当者が
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社内に１～２人程度しかいないのが実情である。そのため、

ため、 改正特許法は先行技術の完全な国際主義を選択する

担当の弁理士をおいて国内外の大手ローファームを先占して

ことになりました。例えば A が日本ではすでにずいぶん前か

いる海外競争企業等に対抗するにはまだ不十分であると言わ

ら公知され自由に実施されている技術に対し、韓国で特許を

れている。

取得した場合(審査官が該当技術が日本で公知されているこ

DMS のバク・ヨンソク社長は「韓国の半導体・LCD 装置メ

とをすべて知ることができないため事実上このようなケース

ーカー等は、特許コンソーシアムを中心に特許庁と緊密な関

がたびたび発生します)、これに対する特許無効審判を提起

係を形成し、常時モニタリングシステムを整える一方、国内

するとき、刊行物のみに限定されない多様な証拠資料を提出

外の特許取得に対し積極的でなければならない」と述べた。

できるという点でこの規定の実務的な意義があります。

また「半導体素子及び LCD パネルメーカー等は、使用してい
ない休眠特許を半導体・LCD 装置メーカー等と共有するなど
の努力も行うべき」と付け加えた。

大法院の判例紹介
大法院 2006. 5. 12. 宣告 2004フ2539 判決 (商標登録取消)

韓国の特許商標
制度の紹介

争点 : 商標権者との間に専用使用権設定契約を締結し、
商標権者から通常使用権設定に関する事前同意を得た者が、
専用使用権設定登録をしない場合、当該登録商標の専用使用

去る3月号および4月号でもお知らせいたしましたように、

権者として他の者に通常使用権を設定して与えることができ

2006年特許法と実用新案法が大幅に改正されました。今後改

るか否か

正された法律に基づき韓国の知的財産権制度のうち一部を毎

争点法律 : 商標法第73条第1項第3号 “商標権者・専用使

月ご紹介することにいたします。

用権者または通常使用権者のうちその誰もが正当な理由なく
登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前に続けて

• PCT国際出願の国内書面提出期間の延長(改正特許法第201

3年以上国内で使用しなかった場合にはその登録商標を取り

条第1項)

消すことができる。(不使用取消審判制度)”

改正特許法第201条第1項は、外国語で作成された国際出

事実関係 : Aは国内(韓国)で商標権を取得した外国法人と

願が正規の国内出願として認定されるための韓国国内段階

して登録商標権者であり、BはAとの契約を通じて通常使用権

移行時期である韓国語翻訳文提出期限(国内段階書面提出期

設定権限を持つマスターライセンス契約を締結し、Cに該当

間)を優先日から30ヶ月から31ヶ月とし “1ヶ月” 延長し

登録商標を使用できる権限を与え、Cは該当登録商標を国内

ました。したがいまして、PCTプロセスを通じて韓国に特許

で使用した。一方、Dは該当登録商標が権限ある者によって

出願する場合、その期限は日本での優先日(優先権基礎日ま

国内で3年間使用されなかったので、商標法第73条第1項第3

たは優先権主張を伴わない場合PCT国際出願日)から30ヶ月

号の不使用取消審判を請求した。Bは専用使用権を特許庁に

でなく31ヶ月であることを業務にご参照ください。

登録しない状態であった。
判示状況 : 専用使用権の設定は、これを登録しなければ

• 新規性関連規定 : 先行技術の完全な国際主義選択(改正

その効力が発生しないものなので、たとえ商標権者との間で

特許法第29条第1項第1号)
改正特許法は外国で刊行物以外の方法で知られた技術と

専用使用権設定契約を締結した者であっても、その設定登録

同一であったり、類似する技術に対しても特許を受けられ

をしなかったならば商標法上専用使用権を取得することがで

ないようにして先行技術の完全な国際主義を採択しました。

きないのであり、たとえ商標権者との間で専用使用権設定契
約を締結し、さらに商標権者から通常使用権設定に関する事

従来は新規性や進歩性の判断時、刊行物に対しては国際

前同意を得た者であっても、専用使用権設定登録を済まして

主義でしたが、刊行物以外の方法で知られ公知になったり公

いなければ、登録商標の専用使用権者として他人に通常使用

然と実施された発明に対しては国内主義でした。しかし、こ

権を設定してやることができない。したがって、その専用使

れは外国で特許として申請されないまま公知され自由に実施
可能な技術を国内で特許として保護してやる不合理があった
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用権設定契約を締結した者から 商標使用許諾を得た者が商

韓国文化と日本文化

標を使用したことは正当な商標使用ではない。
専門家の評価

ジョン ウソン
代表弁理士

今月は｢日韓友情年2005」実行委員会副委員長で、株式会

この大法院判例は、実際国内外のライセンス事業におい

社電通の最高顧問の成田 豊先生が2005年 9月に日韓友情年

て非常に重要な意味があります。例えば外国企業(日本企業

を迎えて書かれたコラムを抜粋引用いたします。

等)が韓国における商標権を保有し、この商標権に対する韓

『日本と韓国の文化で、「似ているけど違う」「違うけど

国でのライセンス事業に関する権限を他人に付与し、その他

似ている」という事例は実に多い。例えば食事。どちらも米

人が韓国企業に商標使用に対する権限を与える場合が多くあ

食を主としているけれど、微妙に違う。日本では‘木製の

ります。中間にエージェンシー(Agency)がいる場合です。と

箸’を使うが、韓国では‘金属製の箸’と‘匙’を併用し、

ころでそのような権限を特許庁に登録しないで単に契約によ

どちらかといえば匙が活躍する場面が多い。また日本人は食

ってのみする場合には、ややもすると該当登録商標自体が不

器を左手で持って食べるが、韓国人は食器をテーブルにおい

使用により取り消されるおそれがあります。したがって、韓

たまま左手で押さえて食べるのである。

国で登録商標を取得し、その登録商標をもとに中間エージェ

日本には冬至の日に柚子湯に入ったり、大根のなますやカ

ンシーを置いてライセンス事業をする場合には、必ず中間エ

ボチャを食べる風習がある。柚子湯は身体をよく温め、風邪

ージェンシーの専用使用権が特許庁に登録されているか否か

をひかない効果があると信じられているためだろう。一方、

を確認しなければなりません。

韓国ではこの日に小豆入りの団子汁を食べる。日本と同じよ
うに、冬に備えて栄養価の高いものを食べ、病気を防ごうと
いうのだ。
また、韓国には陰暦 8 月 15 日に行う国民的行事 「秋夕

韓国特許出願時の
費用計算

（チュソク）」があるが、これは日本のお盆にあたると考え
られる 。それぞれが故郷に帰り、先祖の墓に参り、その年
に収穫された新しい穀物や酒などを供えて、祖先の霊に感謝

出願費用の計算例

する。さらに山や丘に登ってお月見をするという昔ながらの

分
量
(請求項含む)

A4 30面
(29行)

図 面 数

10図

請求項数

10項

明 細 書
言
語

日本語

有

優 先 権
主
張

有

審査請求の
有
無

風習も残っているそうだ。 私たちも古くから、旧暦 8 月の
十五夜の中秋の名月を愛でてきた。 里芋を供えるので芋名
月とも呼ぶ。 月見が一種の収穫祭だったと推測されること
も、両国に共通している点だ。そして韓国では「秋夕」に親
族に贈り物をする習慣があるけれど、これは日本でもお中元
として今に伝わっている。』

前記表のような日本語明細書基準で韓国特許出願する場合
のおおよその出願費用は下記の表のとおりです。
(為替率 : 100円 = 830ウォン)
特許庁印紙代
(¥)

弊所手数料
(¥)

出願手数料

4,570

82,000

審査請求料

51,630

29,000

優先権主張料

2,400

5,000

日韓翻訳料*

192,000

図面作成料

3,000

小

計**

58,600

チェジョン国際特許事務所
Tel
+82 2-6242-9127
Fax
+82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

311,000

*日韓翻訳料は A4 1枚当たり 6,400円です。
** したがいまして、韓国特許出願の総費用は 369,600円です。
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チェジョン国際特許事務所
Meksan Bldg. 3F(302), #838-7 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080, Korea
Tel +82 2-6242-9127 Fax +82 2-6242-9128 jws@asiapat.com www.asiapat.com
発行人 弁理士 チェ ウンシル(Eun-Sil CHOI)

事務所短信

月号

2006 年 9 月 15 日

去る 9 月 7 日には、中国弁理士がビジネスの目的で私どもの

チェジョン

事務所を訪問し、中国知的財産権制度に対する情報を共有し
ました。

• 私どもの事務所は韓国知的財産権制度に対する理解を高め

今後、知的財産権制度に対する国際的な交流と業務協

るために、関連資料をPDFまたは Wordファイルで発送させて

力は、一層増大するものと予想されます。このため私

いただいております。しかし、その分量が多く航空郵便での

どもチェジョン国際特許事務所は、韓国知的財産権制

発送が困難なためＥメールで発送いたしております。つきま

度に対する情報を海外弁理士と、この分野の専門家の

しては、貴所のＥメールのアドレスをjws@asiapat.com 宛て

皆様に持続的にお知らせする一方、各国の制度に対し

にお知らせいただきましたら幸いに存じます。

てもさらに耳を傾けてまいります。

• 大韓弁理士会創立60周年行事が、グランドインターコンチ

去る 8 月、日本の意匠法、特許法、商標法等の改正法

ネンタルホテルで開催されました。弊所からはチェ・ウンシ

律に関する情報をご提供くださいました大阪のアルカ

ル弁理士とチョン・ウソン弁理士が参席しました。

ディア知財事務所の弁理士 垣木 晴彦様に紙面を通じ
てお礼申し上げます。

• 来る11月4日 – 8日までアジア弁理士会(APPA)第14回総会
が台湾・高雄(Kaohsiung)で開催され、弊所のチェ・ウンシ
ル弁理士とチョン・ウソン弁理士 がAPPA会員として参席し
ます。

韓国 IP ニュース

韓国の公休日のお知らせ
9月 : 土曜日と日曜日休務、他の公休日はなし

特許仮出願制度導入の必要性論議中

10月 : 土曜日と日曜日休務、
10月 3日(火) : 建国記念日(開天節)

現在韓国特許制度は、日本と同様に先出願主義の制度を採択

10月 5日(木) ～ 10月 8日(日) : 秋夕連休

している。したがって、出願人は出願を急がなければならな

* 韓国の秋夕(チュソク)は旧暦です(旧暦 8月15日) 。

い負担がある。ところで、出願人は特許出願時明細書と特許

弊所は 10 月 3 日(火) ～ 10 月 8 日(日)までお休みさせて

請求範囲を、法律が定める厳格な様式にしたがって完成しな

いただきます。

ければならない負担もあるのが事実である。 特許庁は、出
願段階における時間不足による出願人の不平を解消する一方、
先出願主義の短所を克服するための方法として米国式仮出願

実務通信

制度を導入することとして内部的立場を整理したところであ

チェウンシル
代表弁理士

る。これによると、出願時に詳細な説明および図面のみ提出
しても出願日設定が可能なようにし、特許請求範囲に対して

去る 9 月 1 日韓国電子産業振興会で開催した国際特許紛争対

は一定の猶予期間を与える計画であるということである。法

応のための特許制度、および訴訟手続国際セミナーに参席し

案はまだ国会に提出されていないが、今後特許法に反映され

ました。このセミナーには米国、日本、中国、ドイツの弁理

る見込みである。

士たちが参席し、基調発題しました。特に、米国特許制度の

特許審判院が明確な意見要約表提出制度を導入

今後の改正内容に対して関心が集中しました。連続出願およ
特許審判の当事者は、今後意見要約表を審判部に提出するこ

び分割出願に対する制限、審査請求の制限および先発明主義

とにより、事件に対する自己の意見を明確に伝達できるもの

から先出願主義への米国特許制度の一大革新を予告しました。

と見られる。特許審判院(院長 キム・ギヒョ)は、このよう
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な意見要約表提出制度を施行することにより、事件が迅速で

して追加され、他人の商標をそのままコピーした模倣商標の

効率的に処理できるであろうと話した。

登録が困難なように商標制度が改善される見込みである。

意見要約表とは、新たな意見と証拠の提出可否、従前主張

今回の改正案には、模倣対象商標が一般需要者に“広く知ら

の撤回可否、当事者の核心主張等を記載した要約表であって、

れた商標(周知、著名商標)”でなく“有る程度知られた商

審判当事者が事件意見書とともに提出するものである。この

標”である場合にも、これを模倣した商標は登録できないよ

制度は 2006 年 9 月から実施されている。

うにし、仮に模倣商標が登録されても、その商標をまず使用
した者 (先使用者)は、その商標を続けて使用することがで

オンライン電子出願システムの点検

きるようにした。このような制度改善で商取引秩序が確立さ
特許庁(庁長 チョン・サンウ)は、本庁特許電算センターに

れ、固有ブランドの開発努力が一層強化され、 正当な

地震、火災等の災難やサイバーテロ等によるシステム運営が

商標使用の権益および需要者の利益保護がより効果的になさ

中断される場合、特許電算センターが遂行する主要業務を災

れる展望である。

難復旧センター(特許庁ソウル事務所所在)で代替遂行する災
難復旧模擬訓練を 18 日に実施した。特許庁は今年 6 月基準
で電子決済率が 99.93%、特許の電子出願率も 97.6%に達する

韓国の特許商標
制度の紹介

等、特許業務のすべての手続が電算化されており、不意の事
態でシステムが中断される場合、人力で業務を処理すること
が現実的に不可能な状況である。したがって、今回の訓練は

2006年10月1日から施行される改正特許法(実用新案法)の主

特許庁の災難復旧体系、および危機状況対処能力の向上のた

要内容

めオンライン電子出願システム中断による対外信認度低下、
去る3月韓国特許制度に対する多くの改正があり、これに対

および膨大な費用損失を予防するためのものである。

しては弊所のニュースレターで数回にわたってお知らせいた
韓国特許文献、WIPO を通じて全世界にサービスを実施

しました。 改正された内容のうち2006年10月1日付けで施行
される主要内容をもう一度ご紹介いたします。

特許庁は、世界知識財産権機構(WIPO)の要請により WIPO の
国際特許検索サービスである“Patent Scope”サイトを通じ

• 実用新案無審査登録制度の廃止

て今年 9 月から韓国特許文献とその審査処理結果を全世界に
改正実用新案法は、実体審査は経ず、形式に関する基礎要件

サービスすることを明らかにした。“Patent Scope”は国際

のみ審査した後、登録された既存制度を廃止し、特許法のよ

特許文献を検索、閲覧できる WIPO の特許検索サービスであ

うに厳格な審査を受けた後登録するようにしました。 実用

って、今後同サービスで韓国特許が検索される場合、韓国特

新案権の存続期間は10年で、審査請求期間は出願日から3年

許庁の知財権検索サービスである KIPRIS サービスに自動連

に制限されました。(特許審査請求期間は5年)。

結され、韓国特許抄録(英文)およびその審査処理結果(英文)
等、韓国特許情報が WIPO ホームページを通じて全世界に提

• 二重出願を廃止し変更出願制度を導入

供されるようになったものである。

改正特許法は特許と実用新案を二重に出願することができた

韓国は、昨年国際特許出願順位が世界 6 位で、2000 年 13 位

既存の二重出願制度を廃止し、変更出願制度を導入しました。

の水準から 6 年間で 7 段階上昇し、国内特許件数だけ見ても、

実用新案登録出願人は、その出願書に最初に添付された明細

世界 3 位の水準に至っており、昨年には韓国特許文献が、国

書または図面に記載された事項の範囲内で特許出願に変更す

際特許審査のための必須文献として指定される等、韓国特許

ることができます。 ただし、拒絶決定謄本を送達された日

文献の国際的重要性は日に日に大きくなっている。

から30日が経過したときには、特許出願に変更することがで

商標法改正論議のうちの重要事項の公知

きません。変更出願は、原則的に実用新案登録出願をしたと
きに特許出願したものとみなし、変更出願がある場合その実

現在商標法改正が推進されており、このうち重要な事項のう

用新案登録出願は取り下げされたものとみなされます。

ち、動作商標、ホログラム商標等視覚的に認識できる 新た
• 植物発明に対する制限の廃止

な形態の商標が、商標法上保護を受けることができる対象と

改正特許法は、“無生殖で反復生殖することのできる変種植
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物を発明したものは、その発明に対して特許を受けることが

韓国特許出願時の
費用計算

できると規定した特許法第31条の植物関連制限規定を削除し
て、一般的な特許要件を充たす場合、有性、無性繁殖植物の
如何にかかわらず、植物発明を保護するようにしました。

• 9 月からすべての国のクライアントに同一の手数料を適

動物や微生物発明の場合には一般的な特許要件のみ充たせば

用するため、弊所の料金表規定を米国ドルに統合しましたの

特許として保護される一方、植物発明の場合には一般的な特

で、この点業務にご参考願います。その結果、日本のクライ

許要件に加え、無性的に反復生殖するか否かまで付加的に判

アントに適用してまいりました手数料が引き下げられること

断しなければならない不合理が解消されました。

になりました。改定された弊所の料金表規定は英文にて添付
いたしました。

大法院の判例紹介

メールマガジンのお知らせ

大法院 2006. 6. 30. 宣告 2004タ251771 判決

貴所または貴社のＥメールアドレスを
zthe price
of LCD devices
jws@asiapat.comまでお知らせくださ

争点 : 損害賠償事件における禁反言原則適用(意識的限定

い。このニュースレターと韓国の知的財
産権制度に関する弊所の情報をオンライ
ンでご提供いたします。

除外説、Doctrine of Prosecution History Estoppel)
判決要旨 : 特許出願人ないし特許権者が特許の出願、登録過
程等において、特許発明と対比対象となる製品を特許発明の
特許請求範囲で意識的に除外したと見られる場合、 特許権者
がその対比対象となる製品を製造、販売している者を相手取
り特許権の侵害を主張することは禁反言の原則に違背する。
専門家の評価
上の判例は実務上非常に重要な意味を持ち、特にこれまで権
利範囲確認事件で確立された大法院判例(大法院 2000. 7.
28. 宣告 97 フ 2200 判決)を特許侵害を理由とした損害賠償
事件に再び適用したところにその意義があります。
このような法理は米国、日本の裁判所で判断した基準とほぼ

チェウンシル
代表弁理士
cesil@asiapat,com

同一であり、特許を受けるための出願経過過程で意見書と補
正書を提出するとき、その後どのような権利制限が発生しう

ジョンウソン
代表弁理士
jws@asiapat.com

るかを十分に検討しなければなりません。 特に日本企業が
核心技術に対して韓国で特許を受けようとするときには、韓
国の弁理士によって作成された意見書および補正書において、

チェジョン国際特許事務所

権利が縮小される部分や権利が制限されうる主張がないか、

Tel
+82 2-6242-9127
Fax
+82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

それが不可避な事項であるか否かに対して、必ず事前に協議
をしなければなりません。
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月号

2006 年 10 月 16 日

事務所短信

チェジョン

韓国 IP ニュース

◆来る11月4日 – 8日までアジア弁理士会(APPA)第14回総会

◆優先審査の申請に関する告示の一部改定

が台湾・高雄(Kaohsiung)で開催され、弊所のチェ・ウンシ

イ. 韓国特許庁長が日本特許庁長と優先審査申請に関して合

ル弁理士とチョン・ウソン弁理士 がAPPA会員として参席し

意した事項が新たに追加されました。

ます。
これによりますと、韓国特許庁長が日本特許庁長と優先審査
◆韓国の公休日のお知らせ

することに合意した特許出願(日本に最初に特許出願をした

11月 : 土曜日と日曜日休務、他の公休日はなし

後、同一発明を韓国に特許出願した場合で、次の該当証憑書
類を添付した場合をいう)が優先審査の対象になりました。
該当証憑書類は次のとおりです。

実務通信

チェウンシル
代表弁理士

① その特許出願と関連した外国特許庁(日本特許庁を含む)
または政府間機構から入手した先行技術調査結果報告

特許法院における審決取消訴訟は、原則的に弁論主義が適

② 前記先行技術調査結果報告書に記載された先行技術文献

用され、準備書面を通じた準備手続を経て口述弁論を通じ

の写本(先行技術文献を容易に入手できる場合は除く)

て事件を審理します。特許審判院における特許審判事件も、

③ 特許出願された発明と前記先行技術文献の写本に記載

従来の書面主義原則から脱皮して口述審理が強化される雰

された発明との具体的な対比説明書(対比説明書には、

囲気です。したがって、今後特許事件は口述主義がさらに

本願の特許請求範囲に記載された発明と先行技術文献

強調されることでしょう。

に記載された発明を対比検討して、両者の差異点や本

口述主義の強化は「自白」の法理に神経を使わなければな

願発明の技術的に有利な効果を具体的で簡潔に記載し

りません。最近の大法院判例(2006. 8. 24. 宣告 2004 フ

なければならず、文献中の特定部分を引用する場合に

905 判決)によりますと、“行政訴訟の一種である審決取消

は、引用された部分を明示しなければならない)

訴訟においても原則的に弁論主義が適用され、‘主要事
実’に対しては、当事者の不利な陳述である自白が成立す
るところ、特許発明の進歩性判断に提供される先行発明が

コメント

どのような構成要素を持っているかは、主要事実として当

この優先審査に関する規定は、日本国出願人に非常に有用に

事者の自白の対象となる”と判示されました。

活用され得ます。一般的に日本国出願人の韓国特許出願は、

これまで行政審判である特許審判院の事件においては、通

審査請求を留保したままなされ、日本や米国等の特許が登録

常書面主義慣行でなされて来て、特許事件は職権審理主義

されたか否かに従い、出願日(PCT 国際出願の場合にはその

が適用されるという考えに、相手側の口述陳述、そして自

国際出願日)から 5 年以内に審査請求をしています。したが

分の口述陳述に対する重要性が見過ごされる傾向がありま

って、日本や米国等で特許登録を受けた後、該当国家の先行

したが、今後一層注意をすべきでしょう。

技術調査結果報告書を提出すれば、迅速に特許登録を受けら
れるようになりました。
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ロ. 実用新案制度が、特許制度と同様に、審査後登録制度に

◆日 キヤノンが特許訴訟勝訴

変更され、その結果が反映されました。

大法院 1 部は去る 12 日「レーザープリンター用核心部品で

これによりますと、出願と同時に審査請求をしてその出願後

ある感光ドラム製造方式の特許権を侵害した分、完製品と半

2 ヶ月以内に優先審査の申請がある実用新案登録出願は、優

製品、設備をすべて廃棄して損害を賠償せよ」 とし、キヤ

先審査の対象となります。

ノンがサムスン電気とパケン OPC を相手取った特許権侵害差
止め訴訟上告審で原告勝訴を判決した原審を確定しました。
この判決で国内トナーカートリッジリサイクル産業は、存廃

◆特許料等の徴収規則改定

の岐路に立たされました。一方、現在韓国国内市販トナーカ
実用新案先登録制度が、審査後登録制度に変更されるに伴い、

ートリッジの価格は、キヤノンと HP 等純正品は 9 万ウォン

実用新案審査請求料および実用新案登録出願の優先審査申請

程度ですが、 再生カートリッジは 6 万ウォン代で販売され、

料を新設しました。これによりますと、実用新案審査請求料

国内市場の 25%程度を占有するといわれています。

は毎件 55,000 ウォンに、請求項 1 項毎に 14,000 ウォンを
「感光ドラムカートリッジ」と関連して、去る 2001. 1. 30.

加算した金額で、優先審査申請料は定額 86,000 ウォンに定

韓国最初の間接侵害法理を認定した大法院判決(98 フ 2580)

められました。

がありましたので、この大法院判例が公開されればその判例
要旨に重要法理があるかを検討してレポートいたします。
◆米国、日本、ヨーロッパ等 41 カ国が先出願主義の合意
去る 9 月 25 日スイスのジェネバで開催された特許実体法条
約(SPLT)会議において、米国、ヨーロッパ、日本等を含む
41 カ国が先出願主義原則に合意したと報道されました。特
に、これまで「先発明主義」に固執していた米国の公式的な
立場の変化は非常に注目されるものです(米国の立場の変化
に対しては、去る 9 月号のニュースレターでも紹介いたしま
した)。
メールマガジンのお知らせ

韓国は上の 41 カ国グループに属していませんが、先出願主
義法制を採択していますので、上の合意に賛成する立場であ
り、このような米国の変化は、現在進行中の韓米 FTA にも

貴所または貴社のＥメールアドレスを
zthe price
of LCD devices
jws@asiapat.comまでお知らせくださ

相当な影響を及ぼす見込みです。

い。このニュースレターと韓国の知的財
産権制度に関する弊所の情報をオンライ
ンでご提供いたします。

◆韓国、PCT 国際出願件数 世界 5 位を記録
特許協力条約(PCT)に基づく韓国の国際特許出願件数が、
2006 年 1 月から 7 月まで 2554 件に上り、世界 5 位を記録し
ました。韓国は 2002 年には世界 9 位にとどまりましたが、
2003 年と 2004 年には連続 7 位を記録し、2005 年は 6 位に跳
ね上がりました。世界知的財産権機構(WIPO)が、先月 25 日

チェジョン国際特許事務所

に明らかにしたところによりますと、同じ期間に米国は 2 万

Tel
+82 2-6242-9127
Fax
+82 2-6242-9128
jws@asiapat.com
www.asiapat.com

1742 件を出願し、昨年に続いて 1 位を守り、2 位は日本で 1
万 3392 件、その次はドイツで 7892 件、英国は 2790 件で 4
位に上りました。
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月号

2006 年 11 月 15 日

大法院の判例紹介

チェジョン

大法院 2006. 9. 14. 宣告 2003フ137 判決

• 弊所の弁理士チェ・ウンシルと弁理士ジョン・ウソンは、
去る4日～9日台湾の高雄で開催されたアジア弁理士会

争点

(APAA) 第14回総会に参席しました。
ライセンス契約締結において、ライセンシー (licensee)が
韓国の公休日のお知らせ

ライセンサー(licenser)の商号の一部分を含めて自分自身の

12月 : 土曜日と日曜日休務、25日休務(クリスマス)

登録商標とする場合、このようなライセンシーの行為が公共
の秩序または善良な風俗を害するおそれのある商標に該当す
るか否か

実務通信

事実関係
• 登録商標権者(被告)は、原告と合併したライセンサーであ

弊所は弁理士意見書を非常に重視しています。請求項全項

る Language Clubs International Limitedと子供英語教育プ

に対して拒絶理由通知を受けたとしても、弁理士意見書によ

ログラムに関する商標とノウハウを用いて事業をできるよう

って審査官の拒絶理由を十分に克服することができます。

にすることを主たる内容とするライセンス契約を締結した。
被告の代表理事は契約相手の商号を自己の登録商標の一部に

意見書作成業務は、かかる時間に比べて手数料が高くなく、

した。
登録商標
(ライセンシー)
ライセンサー
商号

むしろ審判制度が残っており、また説得力のある意見書作成
自体が容易でないので、特許業界ではやや疎かに扱われる傾
向があります。
しかし意見書作成は、代理人の能力を評価するバロメータ

LCI language Clubs Int’l Ltd.,
The kids club
Language Clubs International Limited

にもなり、権利取得および審判請求費用を節減することので

判決要旨

きる手段にもなりますので非常に重要です。これまで弊所は

ライセンス契約を締結した株式会社の代表理事が契約相手の

中身のある意見書作成のため努力してきました。その結果、

商標を自己の商標の構成の一部として出願、登録したとして

意見書提出に伴う登録成功率も非常に高まりました。

も、その登録商標が商標法第7条第1項第4号に該当すると見る
ことができない。

商標の場合、意見書を通じた拒絶理由克服は、特許よりは
容易ではありません。これは韓国審査官の裁量が、行政規則

専門家の評価

である指定商品類似群コード規定に違反することができない
外国企業とのライセンス契約において、上の事例のように

ためであり、商標の同一類似性があるか否かに対する韓国特

国内企業が権利者である外国企業の特許や商標に関する権利

許庁の判断傾向が法院よりさらに厳格な面があるからです。

を先占する場合が時々発生します。これによって該当外国企
弊所は今後も高い品質の意見書作成のため一層努力してま

業の韓国市場進出に非常に大きな困難に遭う場合もあります。

いります。

しかし、韓国の大法院はこのような国内企業の行為自体が公
共の秩序に違反するとか善良な風俗を害するおそれがないと
見ています。したがいまして、韓国国内市場進出を試みる外
国企業は、必ず知的財産権に対する権利確保の措置を取らな
ければなりません。
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韓日特許制度の差異点対比表
韓国特許法は日本特許法を模範として制定され、漢字の用例も同じであるため、両国間の法制は非常
に類似し、さらに大部分の用語も同一です。したがいまして、その差異点だけを明確に整理して
おけば、韓国への特許出願において、実務上非常に有用であると思われます。
韓国の特許法令は、2006年11月現在施行中のものを基準にしました。

項

目

委任状
出 願
準 備

明細書の
言語
請求範囲
作成形式
ＩＤＳ
審査請求
審査処理
期間

審 査

優先審査の
対象

優先審査
処理期間
意見書
提出期間
その他

出願の
変更
異議申立

審 判

無効審判
請求人
審判部所属

用 語

韓

国

日

本

内外国人の区別なく出願時に必要
出願時未提出の場合には、補正を通じて追
って提出することが可能

出願時委任状不要

必ず韓国語で作成されなければならない

外国語(英語)明細書提出も可能
出願日から2ヶ月以内に日本語翻訳文提出

複数の引用項をさらに引用する項は不可
マルチのマルチ不可
-審査請求する時補正必要
無し
出願日から5年以内
約12ヶ月
－韓国特許庁は10ヶ月を目指している。
第3者が実施の場合：出願公開後
出願公開前でも特許法施行令９条の規定に
該当される場合
例
2. 公害防止に有用な特許出願
8. 特許出願人が特許出願された発明を実施
しているか、又は実施準備中である特許
出願
9. 電子取引と直接関連した特許出願
10. 特許庁長が外国特許庁長(日本)と優先
審査すると合議した特許出願

引用関係に制限なし
文献公知発明に関する情報記載の義務
出願日から3年以内
審査請求から約26ヶ月

早期審査制度有り
(審査請求から約2.6ヶ月)

3ヶ月
拒絶理由通知から2ヶ月以内
1ヶ月ずつ何回でも延長可
実用新案登録出願を特許出願に変更するこ
とができる
意匠登録出願からの変更出願は不可
登録後登録公告から3ヶ月以内異議申立
2007年7月1日から廃止、 無効審判に統一
利害関係人
特許審判院
決定
特許庁長
法院、高等法院、大法院

2

請求により延長可
意匠登録出願も特許出願に変更することが
できる
無し
無効審判に統一
何人でも可能
但し、共同出願の規定を違反されている時
と無権利者の特許出願の場合は利害関係人
だけ
特許庁
査定
特許庁長官
裁判所、高等裁判所、最高裁判所
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月号

2006 年 12 月 20 日

如何なる企業でも、最も重要な競争力と資産は‘人材’だ

事務所短信

と思います。特に知的財産権業務の特性上、特許事務所では

チェジョン

‘人材経営’又は‘人材重視’が非常に重要です。事務所に
良い人材があるということは、顧客の権利をより良い質で保

・事務所統合のご案内

護できるということであり、これは即時に事務所の質的成長

弊所は、2007年1月1日付で徐種完国際特許法律事務所と統

に繋がります。

合し、“世一 国際特許事務所”という新名称にて新しい一

最近は良い人材を求めるのが困難になってきています。弁

歩を踏み出すこととなりました。また、所員が大幅に増える

理士試験によって毎年 200 名余りの優秀な弁理士が新しく供

ため事務所を下記住所に移転致しますことをご了承ください。

給されているにも関わらず、人材を求めるのが困難だという
ことは非常におかしな事です。このような現象には様々な理

統合事務所名：世一 国際特許事務所

由がありますが、その内の一つは、韓国全体の産業の発展に

新住所：3rd Floor, PetP Bldg., 1580-9, Seocho-3-dong,

よって弁理士の需要が増えたということであり、その結果、
サムソン(三星)電子等を筆頭に多くの企業が弁理士を採用し

Seocho-gu, SEOUL 137-875, KOREA

ているため、相対的に特許事務所で採用できる弁理士の数が

新電話番号：(82-2)582-5670 / 新FAX番号：(82-2)582-5690

減ってしまいました。また、業務の量は毎年増えているにも
関わらず、激しい価格競争によって収益構造はより悪化し優

※業務の安定性のため旧電話番号(6242-9127)とファックス

れた人材が業界を去るケースもあります。また、知的財産権

番号(6242-9128)は当分の間維持致しますが、お手元の電話

分野の法の制度もほぼ毎年変わっていることから、新しい技

番号簿の更新をお願い致します。また、弊所が担当させて頂

術を理解するための緊張感を維持し続けなければなりません

いておりました事件は、何ら変動なく今後とも最善を尽くす

が、人材が自ら革新できず淘汰されるケースもあります。

次第でございます。

人材を求めるのが困難な状況でも人材を探して養成するこ
とが特許事務所のもう一つの任務だと思います。このため弊

・徐種完国際特許法律事務所に対する簡略紹介

所では、「激しい価格競争の罠に掛からず品質競争をする」、

徐種完国際特許法律事務所は、1994年に設立され、現在は

「事務所の名声に傷をつけない」、「勉強会によって自らを

主に日本のクライアントを代理し、知的財産権の出願、審判

革新する」、「所属弁理士およびスタッフに将来像(ビジョ

および訴訟業務等を中心に運営されている中堅事務所です。

ン)を提示する」等を事務所経営の原則としています。

代表弁理士のソ ジョンワン(徐種完)は、ソウル大学製薬学
科を卒業し、1988年に弁理士試験をパスしたベテラン弁理士
です。詳しい情報はホームページhttp://www.jwspat.comを

特集
弁理士インタビュー

ご参照ください。
・韓国公休日のお知らせ

ジョン ウソン
代表弁理士

チェジョン国際特許事務所(Choi & Jeong International

1月：1日(お正月)

Patent & Trademark Law Office)は、徐種完国際特許法律事
務所 (J. W. Suh Patent Law Office)と統合し、世界一流特
許事務所を目標に 2007 年 1 月 1 日付で世一国際特許事務所
(J. W. Suh & Partners)に生まれ変わります。新たな出発の

実務通信

ために両事務所の代表弁理士のインタビューを特集として掲
載致します。

今月の実務通信は、直接‘実務’に関連するものではあり
ませんが、その実務を遂行する“人”についてお話したいと
思います。
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Q：互いに異なる歴史とスタイルを持っている事務所を統合
することは容易ではないことですが、統合を決めた理由は何

韓国 IP ニュース

ですか。
徐：相互間の信じることができるという信頼が基になり

2006 年改正特許法、実用新案法の整理

ました。そしてその信頼を基に事務所を飛躍的に成長させる
ことができるという自信が主な理由です。

2006 年韓国特許法と実用新案法に重要な改正がありまし

崔：今まで信頼されていた“チェジョン”という名前を

た。このうち実務上重要な内容をもう一度簡略に要約致しま

捨てることはとても心が痛みます。ですが、両事務所を統合

す。

すれば韓国内のどの事務所よりも競争力のある事務所、より

・拒絶、放棄された出願の先出願の地位排除(特§36④)

信頼される事務所になることを期待しています。

・二重出願制度の廃止と変更出願制度の導入(特§53)

鄭：チェジョン特許のエネルギーと創意性が、徐種完特

・PCT 国内書面提出期限を、従前の優先日から 30 ヶ月を、

許の年輪、安定性と結合すれば、非常に大きな上昇効果があ

優先日から 31 ヶ月に延長(特§201①)

るだろうと思いました。勿論、代表等の経営マインドと人間

・PCT 国内段階に移行してからの明細書の補正(PCT§19、

的な信頼もとても重要な要素になりました。

§34 補正ではない国内法による補正(§47)を言う)において、
審査請求と‘同時に’補正できるようにする(特§208①)(従

Q：統合には良い点もあると思いますが、問題点もあるだ

来は審査請求をした後に補正をするようにして不必要な請求

ろうと思います。予想される問題点、または克服すべき問題

項についても審査請求料を先に払わなければならなかった)

点としては何がありますか。

・新規性の判断において、先行技術の完全な国際主義を

徐：今まで互いに異なるスタイルで事務所を運営してい

採択(特§29①1)

たので、コミュニケーションの問題が生じるかも知れません。

・新規性の喪失に対する例外の拡大―特許出願前 6 ヶ月

これからはこれを統合することが重要な課題になるだろうと

以内に特許出願人が行った全ての公知行為を特許拒絶理由か

思います。

ら除外(特§30①1)

崔 ：パートナーシップが重要だと思います。これは統合

・植物発明の制限廃止(特§31 削除)

の原動力になりますよね。基本的に両事務所のメンバーが皆

・異議申立制度の廃止と無効審判手続きへの統合(特§69

誠実なので互いに尊重と信頼を通して、どんな問題でも克服

～77 削除、§78-2 削除、§133-2)(2007.7.1.施行)

できるだろうと思います。

・実用新案法が一帯改正される(無審査登録制度の廃止と

鄭：顧客に対する、顧客のための安定性の維持が核心問

審査後登録制度の導入、その他特許法との手続き統一のため

題になるだろうと思います。事務所の名称も変えて住所も新

の規定を置く)

しく移転するので、このような情報を顧客に確実に知らせる

・期間計算において末日が土曜日の場合、特許に関する

ことが重要だと思います。

諸般手続きにおいては、土曜日を公休日と見なしその次の月
曜日に期間が満了する(§14-4)。但し、審決取消訴訟の判決

Q：統合事務所のこれからの将来像(ビジョン)について一

に対する上告期間は大法院判例(大法院 2004.3.29.付 2003

言お願いします。

マ 1765 決定)によって期間の末日は次の月曜日でなく当該土

徐：専門性と責任性を強調しなければなりません。特に

曜日になることを注意すること。

気難しい日本企業が信頼し満足できる最高の事務所を目指し
ます。

2007 年の産業財産権法の改正のお知らせ

崔：顧客が満足し、再度事件を依頼したくなるような事

去る 12 月 8 日、韓国国会は特許法の一部改正法律案、実

務所、韓国一番の特許事務所というブランドを育てるために

用新案法の一部改正法律案、商標法の一部改正法律案、デザ

これからも努力致します。

イン保護法の一部改正法律案を全て議決しました。その結果、

鄭：韓国の特許事務所といえば‘世一特許’が思い浮か

2007 年にも韓国産業財産権法令に一帯改正があるものと思

ぶような事務所を作りたいと思います。

われます。このうち、特許法の一部改正法律案と商標法の一
部改正法律案を簡略してまとめます。
2007 年の改正特許法の主要内容
・特許出願明細書に特許請求範囲の記載理由猶豫(特§42
⑤新設)。特許出願書提出後の出願公開(1 年 6 ヶ月)前まで
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明細書に記載できるようにする。即ち、特許出願時に特許請

被告の製品は、原告の製品と完璧に互換されることで直接ま

求範囲を作成しなくてもよい。

たは間接的に互いに競争する結果になったと思われるため、
被告の利益額全体を原告の損害額と認めた原審の措置に違法

・特許出願明細書に記載する‘発明の詳細な説明’事項

がない。

の記載要件の緩和(特§42③改正)。発明の詳細な説明の記載

(3) 自白の拘束原則は、権利の発生消滅という法律効果

要件で発明の目的、構成および効果に区分することを削除

の判断に直接必要な主要事実についてのみ適用されるもので

・審査官は、請求項毎に拒絶理由を具体的に記載するよ

ある。費用算出の計算方式は特許法第128条第2項の適用にお

うにする規定を新設(特§63②新設)

いて主要事実に該当すると言えなく、よってこれに対する被
2007 年の改正商標法の主要内容

告の準備書面に記載された事項に対して裁判上の自白が成立

・商標権で保護される商標の範囲の拡大(商§2①1)。視

しない。

覚的に認識できる全ての類型を商標で保護されるようにする
専門家の評価

・商標登録異議申立期間の延長、従来の出願公告日から

今まで韓国ではレーザープリンターを購入した後に、消

30 日以内のものを、出願公告日から 2 ヶ月以内に延長する

耗品であるトナーカートリッジは正品(プリンター製造業者

(商§25①)

が販売するもの)を使用せず、それよりも3倍近く安いリサイ

・先使用権を認める(商§57-3 新設)

クルトナーカートリッジを使用するケースが非常に多くあり
ました。消費者は安い消耗品を使用できるという長所があり
ましたが、これは生産者の特許権を不当に侵害するという問

大法院の判例紹介

題点がありました。このようなトナーカートリッジリサイク
ル産業の市場規模は年間1000億ウォン代と推算できましたが、

大法院2006.10.12.宣告2006ダ1831判決

本件の判決による市場の再編が予想されます。
一方、損害額を推定する特許法第128条第2項の規定と

対象特許：特許第258609号(特許権者 キャノン)は、画

関連して、実際の訴訟では原告は侵害者の利益に関しては文

像形成装置、画像形成装置用カートリッジ、カートリッジ用

書提出命令等によりその資料を得て、特許製品と侵害製品間

感光ドラム、画像形成装置用駆動力伝達部材に対して70個の

の相関関係(競業関係)等により損害発生の蓋然性だけを十分

クレームを請求している。

に立証する戦略を採択することが好ましいです。

事実関係：乙(被告)は、“感光ドラム”だけを生産し販
売した。但し、画像形成装置(プリンター)は生産しなかった。
乙の感光ドラム製品は甲(特許権者、原告)の特許製品と完璧
に互換された。
争点：(1)特許権侵害の可否、(2)被告の利益額全体が原
告の損害額として認められるかの可否、(3)費用算出の計算
方式に関連する当事者の自白に拘束力があるかの可否
判決の要旨
(1) 被告が生産した“感光ドラム”が現実的に画像形成
装置に結合して使用されて初めて特許侵害が成立するのでは
なく、本件の特許第25項、第26項の発明が感光ドラムに関す
る物の発明のため、被告が原告の許可なく業として“感光ド
ラム”を生産したのであれば直ぐに特許侵害が完成する。

メールマガジンのお知らせ

(2) 特許法第128条第2項は特許を侵害した自己の侵害行
為によって利益を受けた場合は、その利益の額を特許権者の
損害額と推定すると規定しており、この規定は侵害行為にも

貴所または貴社のＥメールアドレスを
jws@asiapat.comまでお知らせくださ
い。このニュースレターと韓国の知的財
産権制度に関する弊所の情報をオンライ
ンでご提供いたします。

関わらず特許権者に損害がない場合は適用される余地がない
が、ただ損害の発生に関する主張、立証の程度においては上
の規定の趣旨に鑑みて競業関係等によって損害発生の恐れあ
るいは蓋然性があることを主張、立証することで十分である。
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