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I N F O R M AT I O N

韓国では、従業員が職務で行った発明(いわゆる職務発明)の取扱に関し、発明振興法

で規定しておりますが、今般、従業員の保護を強めた法改正が議員立法によりなされ、

2014年1月31日に施行されることとなりました。本改正は、韓国に進出している、あるいは

韓国企業と共同開発等を行っている日本企業にとっても影響が大きいものであると考え

られるため、注意が必要です。

＜改正のポイント＞

①中小企業以外の企業において、使用者等と従業員等との間で協議を経て職務発明の

承継等に関する勤務規定を締結していない限り、使用者等は、職務発明についての通常

実施権を得ることができないこと(改正発明振興法10条1項本文ただし書)

②職務発明の補償規定の作成、変更は、従業員等と協議をしなければならず、不利益

[注意] 職務発明制度が改正されます

従業員による発明が使用できなくなる可能性!
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韓国 IPGへのメンバー登録
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韓国IPGは、日本の経済産業省・特許庁の支援により運

営されており、会費は無料です

事務局より

韓国では、2013年年末にかけてデザイン法、弁理士法、

商標法、発明振興法など知的財産に係る法律や制度の

一部または全面改正が発表されました。その中でも注目

すべきところは、発明振興法が改正されたことであり、従業

員が職務で行った発明(いわゆる職務発明)の取り扱いが

変更となり、2014年1月31日から施行される予定です。

内容については、当ホームページや今号(22号)にも掲載し

ております。会員の皆様の業務にご参考願います。

C A U T I O N

「韓国IPG Information」に掲載されている寄稿・翻訳文

等は全て、本紙への掲載について権利者の許諾を得てお

ります。無断での転載はご遠慮ください。
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(特許庁委託事業)
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韓国大手企業が躍進する中、ビジネスパートナーとして韓国企

業との連携がますます重要になっております。一方、日本企業

にとって、自社の技術を保護しつつも、その活用を図り、広くビ

ジネスにつなげていくことが喫緊の課題となっております。その

際、知的財産の適切なライセンスが成功のカギとなることは、い

うまでもありません。

そこで、去る9月10日、11日、東京と大阪にて、韓洋特許法人の金

世元パートナー弁理士を講師としてお招きし、韓国企業と知的

財産のライセンスを行う際、注意すべき事項や実務的な知識に

ついてご紹介するとともに、今後の韓国企業の動きを占うため

に、特許などからみたサムスン電子、LG電子の技術動向につい

て併せてご紹介させていただきました。

本セミナーは、約200名のご参加を頂き、盛会裏に終了ができ

ました。この紙面を借りて、広く御礼申し上げるとともに、セミナ

ーの概要につきましてご報告いたします。

＜セクション1：特許出願などからみたサムスン電子、LG電子

の技術動向＞

セクション1では、サムスン電子、LG電子の特許出願の状況を分

析し、同社の知財戦略、技術動向をご紹介いただきました。

サムスン電子については、2005年に「特許経営宣言」を行って

おりますが、その後、特に韓国特許出願を中心に、顕著に出願

数を減らし、いわゆる「量」から「質」への転換が明確に見て取

れます。一方、米国に対する特許の登録件数は、着実に増加さ

せており、最近では、韓国特許よりも米国特許の方が多い状況

となっており、顕著に米国を重視していることが伺えます。

図)サムスン電子の各国別出願件数(各国出願数は実出願数)

図)サムスン電子の国家別の特許登録件数現況

これは、サムスン電子として、米国が大口市場であり、また、訴

訟も多いことから、ここに重点を置くことは当然ですが、例え

変更の場合は、従業員等の過半数の同意を得なければならないこと

(同15条3項)

③職務発明の紛争に関し、使用者等が求める場合、従業員等は、審

議委員会を開催しなければならないこと(同18条)

＜懸念される影響＞

①韓国に進出している日系企業のうち、中小企業1)に該当しない企業

は、職務発明に関する通常実施権が得られず、製品の開発・販売等

ビジネス展開に支障が生じる可能性があります。また、韓国に進出し

ている日系企業が中小企業に該当する場合であっても、例えば韓国

の大手企業と共同研究を行いっている場合、当該韓国企業がこの規

制により職務発明の通常実施権を得られず、同様の影響が出る可能

韓国知財セミナー「韓国企業の知財動向

及び知財ライセンスのポイント」（特許庁委

託事業）を開催しました。

性があります。

②職務発明補償規定の変更等が今後困難となり、特に、不利益変更

を伴うものは、変更が極めて困難となります。

③使用者の求めに応じ、その都度所定の条件（施行令による）を満た

した構成員による審議委員会を開催する負担が生じます。

1)(韓国中小企業法2条、同施行令3条、3条の2による。例えば、製造業の場合、常

勤300人未満又は資本金80億ウォン以下の企業。ただし、資産総額が5千億ウォン

以上の法人(日本法人等外国法人含む)が株式を100分の30以上直接又は間接的

に所有し、最多出資者となっている場合、当該企業は、中小企業に該当しない。ま

た、建築・放送通信・サービス等各種業種によって条件は異なる。)
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ば、日本企業で日本より他国の特許件数の方が多いというの

は、普通は考えられず、サムスン電子の特徴的な特許戦略が理

解できます。

また、中国に対しては、出願件数を大幅に減らす傾向にあり、こ

こも日本企業の戦略とは一線を画していると思われます。サム

スン電子としては、中国を含めた新興国における特許権のエン

フォースメントの実効性や、そのような国に先端技術を出願す

ることの必要性について疑問視しており、それよりも、意匠など

エンフォースメントしやすい権利を重視しているといわれてお

りますが、今回の調査でも、中国に対する特許出願の減少に対

し、意匠出願は堅調であり、その傾向がうかがわれる結果とな

っています。

年度別各国別デザイン登録状況

また、今後の動向ですが、特許出願数でいえば、移動通信/情

報通信が多く、次に半導体、家電製品、最後にディスプレイ、そ

の他の技術の順番となっており、直ちに次世代技術の動向を把

握することはできませんが、その他の技術分野を見ると、件数こ

そ多くないものの、ソフトウエア、バイオ、太陽電池、ロボット、

医療機器など、幅広い出願が増えている状況です。

その他の分野における代表的なIPCの年度別比率(全体)(韓国)

一方の、LG電子ですが、同社も、近年では量から質への転換が

進むとともに、米国重視であるという点でサムスン電子との類

似点が多くなっていますが、一方で、サムスン電子に比して、家

電分野の出願が多く、家電のLG電子のイメージどおりの出願構

造となっています。

LG電子の国家別における特許登録件数の年度別推移

＜セクション2：韓国における知財ライセンスの状況と実務＞

セクション2では、韓国におけるライセンシングの最新動向、韓

国のライセンシング関連法規、日韓の技術移転に関する注意

点、ライセンス契約の実務についてご説明いただきました。

ライセンシングに関する韓国の特徴として、ライセンシーを保

護する傾向が強く、特に、公取のクァルコムへの課徴金が示唆

するように、海外企業の不当なライセンシング、韓国中小企業所

有の技術保護に神経を尖らしていることをご説明いただきまし

た。また、権利侵害訴訟と関連し高い無効率、低い損害賠償額

など、韓国における知財権保護に対する認識不足のご指摘があ

りました。

韓国企業は、日本企業からの技術移転に対するニーズが強く、

競合技術の確保を主要目的としたライセンスが多く、また、中小

企業は技術的なアイデアを、大企業は量産可能な技術の供与

を求める傾向があるとのことです。

その他、韓国の調和重視・上命下服といった韓国企業文化、豊

富な特許紛争経験等、韓国企業の特徴の説明のほか、実務上

の注意点として、例えば、韓国の場合、法律で子会社の範囲が

変わるため、契約書で定義すること、韓国特許法では輸出が実

施行為に含まれないため、契約書で取扱いを規定すること、製

造物責任を明確にすること、専用実施権は登録しなければ効

力が発生せず、また、通常実施権は登録しなければ第三者登

録効が発生しないため、実施権ときちんと登録することを明確

にすることなどの説明をいただきました。
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韓国商標法では、日本と同様、登録商標を3年以上「使用」してい

ない場合、不使用による取消事由となります（韓国商標法第73条

第1項第3号）。ところが、その「使用」の形態を巡っては、日本と

韓国では差がありました。すなわち、韓国では、英文字とハングル

音訳とを組み合わせた登録商標について、その一方のみ用いるこ

とは、「使用」に当たらないとされてきました。一方、日本の商標法

では、平仮名、片仮名、ローマ字を相互に変更しても、読み方（称

呼）や意味（観念）が変わらない場合、登録商標の「使用」とされ

ています（日本商標法第50条第1項かっこ書）。

ところが、今般、大法院により、英文字とハングル音訳を組み合わ

せた登録商標において、その組み合わせによって新たな意味（観

念）が生じない場合、その一方のみの使用であっても、登録商標

の「使用」と判断することが示され、過去の判例が変更されまし

た。

詳細情報及び当地弁理士の見解を弊所知財チームホームページ

に掲載しておりますので、ご参照ください。

重要判例紹介

コンチネンタル商標の不使用取消審判事件(大法院2012フ2463)

韓国IPGは、2011年から毎年1回、韓国国際知識財産研修院(IIPTI)

と共同により｢模倣品真贋(がん)判定セミナー｣を開催しております。

当セミナーは、商標権特別司法警察隊隊員をはじめ、関税庁水際担

当職員、地方警察隊員、地方自治体模倣品取締担当者など広範囲に

わたる模倣取締担当者を対象に実施しております。今年で3年目を迎

え、これまで日系企業のサンリオ㈱、㈱TJMデザイン、㈱黒木本店、ゴ

ールドウィン、ポケモンコリア、キヤノン㈱様などにご参加頂き、自社

真正品と模倣品とを区別する真贋判定方法や、模倣品の取扱業者・

流通経路などの情報を直接レクチャーして頂きました。

今年のセミナーは、10月17日(木)に開催されましたが、質疑応答も活発に

なされ、韓国における模倣取締担当者の意欲の高さがうかがえました。

本セミナーは、模倣取締担当者に模倣品の見分け方、流通状況等を直接

説明することから、模倣対策に非常に有効となります。今後も継続します

ので、模倣品にお悩みの企業におかれましては、ぜひご参加ください。

韓国国際知識財産研修院(IIPTI)と共同で

「模倣品真贋判定セミナー」(経済産業省委

託事業)を開催しました。
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【韓国商標法改正情報】

韓国商標法の全面改正法律案が立法予告されましたので、概要

についてお伝えいたします。詳細は、弊所ホームページをご参照

ください。また、改正条文案の日本語訳については、現在準備中

です。完成し次第、弊所ホームページにてご提供いたします。

また、本立法予告に対する意見聴取期間は、本年12月24日(火)

までとなっております。

＜主要改正事項＞

1．商標の使用主義の補完

1)商標の使用による識別力認定要件を緩和し、商標使用の結

果、需要者において特定人の商品であることが認識された場合、

当該商品を指定商品とする商標登録を可能とする。また、当該認

識の判断時点を商標登録可否決定時とする。(案33条2項)

2)商標権侵害に対する損害賠償請求可能な者について、当該商

標を実際に使用した者に限定し、商標ブローカ等による損害賠

償請求を排除する。(案109条)

3)同日に2以上の商標出願がある場合、出願人による協議による

決定を補完し、先に商標を使用した者が登録を受けられるよう

にする。(案35条2項)

2．不合理な慣行排除と公正な商標制度の構築

1)標章の種類を産業通商資源部令に委任するとともに、商標の

定義を簡素化し、サービス票を商標に統合する。(案2条)

2)自己の商号等の使用について、社会通念上の観点から、商標

権の効力を制限可能とする。(案90条1項1号)

3)著名な他人の商品や営業に対し、混同を引き起こしたり、識別

力や名声をき損する恐れがある商標について、その登録を防止す

る著名商標の希釈化防止条項を新設する。(34条1項10号)

4)有名商標に対する無効審判について、すでに形成された市場に

影響を及ぼさぬよう、5年間の除斥期間を規定する。(案122条1項)

5)商標の不登録自由の判断時期について、登録可否決定時に変

更する。(案34条2項)

6)韓国内において商標の使用を準備中であることを知っている

者が正当な権原なく当該商標を先に出願する等、信義則に反す

る商標登録出願の防止規定を新設する。(案34条1項19号、92条2

項)

7)外国商標権について、韓国代理店・販売店等が商標権者に無

断で出願した場合、これを不登録事由及び無効自由に変更する。

(案34条1項18号)

8)不使用取消審判の請求人適格を何人にまで拡大するととも

に、審判請求日3カ月以内のいわゆる駈込み使用を不当な使用と

して推定し、さらに、当該不使用取消審判が確定した場合、審判

請求日に訴求して権利を消滅させる規定を導入する。(案119条4

項)

3．商標登録出願人の便宜向上及び規制緩和

1)先登録・先出願商標と同一又は類似であるとの拒絶を受けた

商標出願について、先登録商標権者・先出願商標権者から同意

を受けた場合、当該商標について登録を認める商標共存同意制

度を導入する。(案36条)

2)願書に記載された指定商品・類区分だけでなく、標章の種類

等、明らかな誤記について、審査官が職権で補正できる範囲を拡

大する。(案59条1項)

3)商標権消滅後1年間の出願禁止規定を廃止し、当該消滅後1年

以内の商標登録を許容する。(案34条)

4)出願人又は権利者の責めに負えない事由により商標に関する

手続き、登録料の納付・補てん期間を途過した場合、これを回

復することが可能な期間を延長する。(案18条、77条)

5)商標異議申立に対し、3人の審査官合議体により審査を行うと

ともに、職権審査の法的根拠を導入する。(案62条、63条)

6)商標登録に対する審判請求について、請求後1カ月以内に当該

審判を取下げた場合、審判請求料を返還する規定を導入する。

(案79条1項3号)

7)ニース分類導入により規定した商標分類転換登録の規定に

ついて、実効性が消滅したことを受け、同規定を削除するととも

に、関連規定を設定する。(案附則3条)

8)多類登録商標権者が一部指定商品に対してのみ権利範囲確

認審判を請求した場合、指定商品ごとの審判請求料を算定でき

るよう根拠規定を導入する。(案121条)

9)その他、条文をわかりやすい表現に整備する。
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韓国特許庁、デザイン公知証明制度を開始  (韓国特許庁 

2013.7.18)　

7月18日、韓国特許庁は、韓国デザイン振興院と共同で、コリアデ

ザインセンターにて「デザイン公知証明制度」の発足式を開催す

る。デザイン公知証明制度は、自分のデザインを他人が模倣でき

ないよう、創作の事実(創作者・時期)を証明する権利保護制度と

して、まだデザイン出願をしていない韓国の国民なら、誰でも自

分のデザインをデザイン公知証明システム*(www.publish.kidp.

or.kr)で簡単に公知証明を受けられる。 

サムスン電子、職務発明補償訴訟で原告一部勝訴 (電子新

聞 2013.7.18)

ソウル中央地裁民事合議13部は、18日、サムスン電子のアン研究

員が会社を相手に提起した請求訴訟で原告一部勝訴を言い渡

し、サムスン電子に対し、アン氏に1100万ウォンを支払うよう命じ

た。裁判所は、「アン氏がサムスン電子で仕事をしながら、関連技

術を開発して特許を登録できる権利を会社に譲渡したため、特別

な事情がない限り、会社は、アン氏に正当な補償金を支給する義

務がある」と判決した。

知的財産権の赤字、50億ドルに迫る (電子新聞 2013.7.21)　

韓国銀行によると、韓国の知的財産権収支赤字規模は、昨年49

億5000万ドルとなった。2010年の赤字規模は、58億9000万ドル

まで拡大し、企業のR&D投資増加と特許クロスライセンス締結

の拡大などを背景に、2011年には、29億6000万ドルに縮小され

た。だが、昨年は、IT関連品目の輸出が増え、知的財産権による

収支は、事業サービスと旅行収支の次に韓国のサービス収支を

悪化させる要因となった。知的財産権による収入は、2009年以

後から30億ドル水準を越え、2011年には、43億4000万ドルとなっ

た。業種別に分析すると、自動車は黒字を記録したが、電機・電

子、卸小売、出版・映像・情報など、大半は赤字となった。

現代起亜車、米でスマート車の特許侵害で提訴される。(電

子新聞 2013.8.5)

5日の業界によると、米国の特許管理会社AVS(American Vehicular 

Science)社は、現代自動車と起亜自動車を相手に、10月と2月に米

国テキサス州東部地方裁判所に特許侵害訴訟を提起した。AVS社

が提起した訴訟は、車両のメンテナンスとモニタリングシステム、

テレマティックスなど、スマート車のコア技術に集中している。現

代車は、12件の特許に関連して訴訟中であり、起亜車も11件の特

許侵害訴訟に対応している。AVSが現代車と起亜車が共同で侵害

したと主張する特許は8件だと確認された。

パテントトロールに目をつけられた韓国企業…訴訟200%

増加 (電子新聞 2013.8.21)

韓国企業を対象としたパテントトロール(NPEs)の訴訟が急増し

ている。 最近の4年間、特許訴訟の増加率は50%に迫る。今年

の上半期だけで、韓国企業に対するパテントトロールの特許訴

訟件数は、前年同期に比べ、200%近く急増するなど、韓国企業

が集中砲撃を受けている。訴訟分野もスマートフォンやスマート

テレビなどの電機を中心に、自動車、航空、繊維など様々な業種

で次 と々訴訟を拡大している。専門家は、韓国企業が海外のパ

テントトロールに対する交渉力を高めるほか、製品価格に特許リ

スクを反映するなど、より具体的で現実的な対応策が急がれて

いると指摘する。

米オバマ大統領拒否権行使せず、保護貿易批判も (デジタル

タイムズ 2013.10.9)

サムスン電子のスマートフォン一部モデルが米国内で販売差止

めになりそうだ。米国のオバマ大統領は、8日、「ギャラクシー

S2」などのサムスン電子の旧型携帯電話に対し米国内における

輸入差止め措置について拒否権を行使しないことを決めた。輸

入差止め対象は、「ギャラクシーS」と「ギャラクシーS2」、「ギャ

ラクシー・ネクサス」、「ギャラクシーTab」などだ。今年8月9日、

米国国際貿易委員会(ITC)は、サムスン電子の旧型スマートフォ

ンがアップルの商用特許2件を侵害したとして米国内における輸

入差止め判定を下した。オバマ大統領は、規定に基づいて60日

間の検討を終えた最後の日の8日午前、この措置をそのまま受け

入れることを決めた。
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ジェトロソウル事務所知財チームのホームページで毎日発信されている知財ニュースの中から、模倣品、権利侵害を中心に、韓国の知財動

向情報をピックアップしてお届けします。詳細な記事、その他のニュースについては、ホームページの「ニュース速報」をご覧ください。
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バイアグラ錠剤の形と色は独占できるのか?

最近、ソウル中央地方裁判所は、「ジェネリック薬品であるパルパル錠が、バイ

アグラのデザイン権、商標権などを侵害した」として韓国ファイザー製薬などが

韓米薬品を相手とした訴訟で、原告敗訴の判決を下した。過去にも新薬(オ

リジナル)と複製薬(ジェネリック)製薬会社の間でモノ特許や製法特許を取り

巻いた侵害紛争が頻発したが、本訴訟は、特許権ではないデザイン権と商標

権に基づきジェネリック薬品の模様、 形状に対して権利侵害主張をしたという

点で業界の注目を集めた。

<今回の解説者>

法務法人(有限)太平洋 弁護士/弁理士 李厚東

1964年生まれ。ソウル大学法学部卒業、東京大学法学修士、 1985年司法試験合格。

現在、法務法人太平洋 知的財産権チーム及び日本チームリーダー。特許法人太平洋

代表弁理士。(監修：日本貿易振興機構＝ジェトロソウル事務所 副所長 岩谷一臣)

青い菱型錠剤の非独創性

ファイザー側は、バイアグラの模様と色相に対して、「青い菱型錠剤の形状お

よび色相は、既存の錠剤では見つけ出すことのできない独創的な錠剤デザイ

ン」であるので、バイアグラと類似の形状と色相を用いたパルパル錠は、バイ

アグラのデザイン件を侵害したと主張していました。しかし、裁判部は、下記

【表１】に示した証拠などに基づいて、「バイアグラのデザインは、出願当時

(1998年)から外国で配布された刊行物に掲載の先行デザインと同一かつ類

似のデザインであり、新規性がない」とし、バイアグラとパルパル錠の類似可

否を判断するまでもなくバイアグラのデザイン権自体を否定することで原告

敗訴判決を言い渡しました。

また、上記判決が宣告された同じ日に、特許審判院もバイアグラの菱型の形状

が既に製薬業界に広く知られている基本的な錠剤形状に該当するという理由

により、ファイザーの登録デザイン権が無効であるという審決を下しました。

　

新たなエバーグリーニング戦略の試みおよび限界

過去から、オリジナル薬品を開発した各製薬会社は、ジェネリック薬品の進

入を防止し、独占的市場をより長期間維持するため、いわゆる「エバーグリー

ニング戦略」(医薬品許可――特許連携などの薬品に特有の制度に基づい

て、特許の存続期間を延長したり、一つの薬品にいくつかの特許を順々に登

録することにより、該当製品の特許期間を永く維持して市場での独占的権利

を得ようとすること言う)を繰り広げてきました。

そして、この訴訟が特許権ではなく、デザイン権と商標権を問題としているとい

う点において、過去のエバーグリーニング戦略とは区別されるとしても、デザイ

ン権と商標権を活用してオリジナル薬品に関する特許権の存続期間満了以降

においてもなお知的財産権を存続させ、ジェネリック製品の販売により生じる利

益減少を最小化するという側面において、エバーグリーニング戦略の一種であ

ると評価されることになると思われます。ところで、医薬品は、人の生命と健康

に直結しているため、各種法令で医薬品の製造、販売、取り扱い、広告などの様

な々事項を厳格に規制しています。一例として、色相の場合、内服用としては赤

色、黄色、緑色、青色などを基本色とする色素以外には他の色素は用いること

ができないよう規定しており、色相の使用範囲が制限されています。さらに、錠

剤は、経口投与しなければならないため、その大きさや形状に一定の制限が必

然的に課され、そのデザインとして原型、カプセル型、四角形、菱型、ハート型な

どが基本的な形態として広く用いられてきました。このように、錠剤の場合、錠

剤の形状や色相を選択するにおいて、その範囲が相当制限されているため、特

定の会社に特定のデザインに対する独占権を付与すると、他の会社の選択権は

大きく減ることとなってしまいます。したがって、錠剤の形状に関するデザイン

は、出願の審査ではもちろん、登録されたデザイン権の権利範囲を判断するに

際しても、厳格な評価と判断が前提とされなければなりません。このような観点

において、裁判部は、基本色相(青色)と基本形状(菱型)が結合したバイアグラ

のデザインに対して、独占権を付与することができないとみなしたものです。

　

知的財産権と公正競争

知的財産権は、権利者に独占排他的な権利を付与することで人々の発明や創

作を奨励しております。しかし、既存の発明や創作に対するささいな変更、ま

たは誰もが容易に考えることのできるものなどに対してまで独占権を付与す

れば、これはむしろ公正な競争を制限することになるため、認められてはなら

ないものです。知的財産権に対する独占権の保護と市場での公正な競争の

促進、二つの価値の調和が要求されることは、オリジナル薬品とジェネリック

薬品の関係においても同様であるといえると思われます。

本判決は、本原稿執筆時点で控訴されておりますが、上述のような観点から

今後の帰すうについて注目すべきものと考えます。

F i l e  N o . 5 6 ＜ The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第２水曜に連載＞
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サムスン電子・アップル訴訟に代表されるように、韓国企業を当事者とする訴

訟が世界中で多発しているが、これまで、韓国大手企業を中心とする大規模

な知財紛争は、主に海外企業から訴えられる例が多かった。しかし、近年で

は、韓国企業同士、あるいは、韓国側が原告となる例も目にするようになって

おり、日本企業もこの動きには注意が必要である。

F i l e  N o . 5 7 ＜ The Daily NNA【韓国版】紙上で毎月第２水曜に連載＞

日本企業を当事者とする訴訟が頻発

近年、日本企業など海外企業と韓国企業との競争が激化する中、韓国企業を

相手にした訴訟件数も増加する傾向にあり、特に、韓国企業を被告として訴

える事例が多く発生しております。これは、躍進著しい韓国企業に対し、海外

企業が競争相手として脅威を感じていることが背景にあることにほかならな

いと思われます。また、韓国特許庁の2012年8月20日付け報道によりますと、

2007年から2012年5月までに発生した海外企業との訴訟1,070件のうち、米国

企業を当事者とするものが62.5％、日本企業を当事者とするものが14.2％を占

め、日米の企業との摩擦が激しいことを物語っております。

　　

韓国大手企業同士の大規模訴訟が発生

このように、特に日米企業との訴訟が頻発している韓国ですが、これまで韓国

大手企業は、相手から訴えられた場合、防御的に反訴を提起することはあっ

ても、自ら相手方企業を攻撃することはあまりなく、まして大手企業同士が韓

国国内で全面的に大規模な訴訟を展開するような動きは、あまり見られませ

んでした。

しかし、以前にも本コラムでお伝えしたように、韓国大手企業は、優秀な特許

を多数確保するに至っており、最近では、その姿勢が変化しつつあるように

思われます。その一例として、昨年4月、サムスンモバイルディスプレー(現サム

激化する韓国知財紛争 スンディスプレー)の核心技術を流出させたとしてLGディスプレー(LGD)の役

員などが立件される営業秘

密流出事件をきっかけに、サムスンディスプレーとLGDとの間で発生した大規

模な知財紛争が挙げられます。この事件は、サムスンディスプレー側は液晶デ

ィスプレー特許により、LGD側は有機ELディスプレー特許を用い、さらにサム

スン電子、LG電子を巻き込み、韓国を代表する2大財閥メーカーが全面衝突

する知財訴訟事件に発達し、韓国大手企業同士による積極的な権利行使の

姿勢を見せる事件となりました。

ところで、この事件は、事態を重く見た韓国政府により、企業同士の民事事件

であるにもかかわらず政府主催による仲裁が行われ、サムスン電子、LG電子

に対する訴訟については一応終息しましたが、この4月に、今度はサムスンディ

スプレー側がLGDの有機EL技術を流出させたとして強制捜査が入り、泥仕合

の様相を見せています。このように、この事件は、韓国企業が積極的に訴訟を

行う態度を見せ始めたという一面のほかに、営業秘密流出も頻繁に発生して

いることが図らずしも表面化しました。

　

権利行使の姿勢を変えつつある韓国企業

他にも、企業ではありませんが、韓国電子通信情報院(ETRI)は、08年ごろか

ら、アップル、ノキアなど多くの携帯電話メーカーに対し、3G通信関連の特許

侵害訴訟を提起し、和解金を得るなどの動きを見せていますし、冒頭のサム

スン電子・アップル事件においても、サムスン電子が標準技術に必須の特許

を用いた訴訟を提起するなど、保有する優秀特許を武器に攻勢に出る動きを

見せております。

では、12年の技術貿易収支が約50億米ドル(約○○円)の赤字であり、全体と

してはロイヤルティーが得られる優秀な特許の取得に後れを取っています。

しかし、少なくともサムスン電子、LG電子といった企業や、その関連企業は、

核心技術など優秀な特許に基づく知財ポートフォリオを充実させており、ま

た、近年国を挙げた知財重視の戦略の下、知財マインドも向上しており、今後

は、これまで以上に積極的な権利行使に出てくることが考えられ、日本企業

にとって脅威になる可能性があります。

<今回の解説者>

日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所 副所長 岩谷一臣(特許庁出向者)

92年特許庁入庁。96年に審査官昇任後、特許情報課、特許審査調査室、調整課

人事担当、ヨーロッパ特許庁派遣、2007年に審判官昇任。その後、審判課法規担

当、主任上席審査官昇任を経て、2011年6月より現職


