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第 III 編 模倣に対する救済 
 

 

 

 知的財産権は有形でなく無形の財産であるため模倣による侵害が容易である反面、

その侵害を把握して立証するのに困難が伴うため、他人の知的産物を模倣し、盗用し

て自己の創作物であるかのように行使する場合が多いので、これに対する法的な救済

が要求される。模倣による侵害が発生した場合には、民事及び刑事訴訟手続によって

救済を受けるのが 終的な方法であるが、その前段階で講じておくべき予防措置や検

討すべき事柄が多く存在する。 

 本編では、先ず「模倣対策の全体像」で、各対策の意義と流れを概略的に説明する

と共に、韓国における日系企業の知財関連情報交換グループである韓国ＩＰＧについ

て紹介した後、「模倣に対する行政的救済」において、知的財産権(特許、実用新案、

デザイン、商標)の分野において模倣による紛争が発生した場合に取り得る訴訟の前審

としての特許審判制度や国境(水際)措置としての通関保留措置、対外貿易法上の規制

及び警察その他の各種行政サービスなどを紹介し、続いて｢模倣に対する民事訴訟｣及

び｢模倣に対する刑事的救済｣において、民事訴訟手続及び刑事手続についてそれぞれ

紹介する。 
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第１章 模倣対策の全体像 
 

 模倣対策は、1.模倣品の発見や認識と関係なく普段から行っておくべき予防対策段

階と、2.実際に模倣品を発見してから行う事前検討段階と、3.法的措置など相手側に

アクションを起こして侵害者や模倣品を排除していく対策実施段階、そして、4.模倣

対策が終了もしくは一段落ついた後に行う事後処理段階とに大きく分けることができ

る。 

 本章では、主に実際の対策実施に入る前に準備しておくべき事項について説明する。 

 

模倣対策の各段階 

 

段階 実行方針 具体的作業 

1. 予防対策段階 
模倣品の発見とは無関係に普段から 

予備的計画的に進める 

・ 権利の取得 

・ 権利の維持管理 

・ 他社の動向調査 

・ 社内体制の確立 

2. 事前検討段階 

模倣品の発見に努め、模倣品が発見され

たら、どのような対策をとれるかを具体

的に検討する 

・ 模倣品の情報収集 

・ 被害状況把握 

・ 主張可能な自社権利の確認 

・ 自社権利の補完 

・ 相手側の反撃予測 

・ 対策方法の決定 

3. 対策実施段階 

模倣品及び侵害者に対し 

実際にアクションを起こし、 

相手側の出方に合わせ対応していく 

・ 警告状 

・ 行政的措置 

・ 民事的措置 

・ 刑事的措置 

4. 事後処理段階 
模倣対策が終了・一段落した後の 

フォローアップを行い、今後に備える 

・ 関係機関への感謝表明 

・ マスコミ発表 

・ 継続的監視体制の確立 

 

1．予防対策段階 

 予防対策段階は、第Ⅱ編で説明した知的財産法における権利の取得がメインとなる。

権利の取得には多くの場合、その権利の創出にかかる開発研究/創作の期間と費用を除

外してもかなりの期間とコストがかかるので、この部分に大きな労力を投入せざるを

得ないからである。そして権利の取得以外にも、模倣品が出回ってから対応するので



第 1章 模倣対策の全体像 

 190

はなく普段から予備的に行うべき作業がある。逆に言うと、これらは、模倣品が出て

からでは後手に回ってしまい意味をなさないか、非常に効率の悪い不十分なものとな

ってしまうのである。 

 
 予防対策段階としては、次のような作業が含まれる 

 

◆ 権利の取得 

◆ 取得した権利の維持管理、 

◆ ライバル社の動向調査や模倣品/侵害品の市場ウォッチング、 

◆ 現地代理人の選定、 

◆ 社内体制の確立(部門間の協力、担当窓口の明確化、予算確保) 

 

1-1  特許権の取得 

 具体的な手続きやその意義などは「特許法」56 ページを参照すればよいが、特許権

の取得にかかる留意点を概略的な期間と費用を中心に説明する。 

【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日な

どの法定期限を意味するのではなく、その手続きをすることによって権利取得までの

日数や期間がどのくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限につ

いては第Ⅱ編各章を参考するか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用につ

いても特許庁などに納付するオフィシャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続

き全体でどのくらいになるのかを示すもので、ＪＥＴＲＯソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に 2009 年 12 月に設問調査した結果に基づくものである】 

 

(1) 韓国出願の事前段階 

 通常多くの場合、研究・開発の過程で日本国内で特許出願され、この出願を基礎と

して日本での出願日から 1 年以内に優先権主張をして韓国内の特許事務所を通じて韓

国出願が行われる(俗にパリルートという)。または日本国内の出願を基に PCT 国際出

願をして日本での出願日から 31 ヶ月以内に韓国への移行手続きを行う。 

 すなわち優先権期限をフルに利用すると日本国内で特許出願をしてから韓国出願ま

で 1 年～2 年 7 ヶ月のタイムラグが存在することになるが、優先権を主張することで

日本での出願日と同じ日に韓国でも出願されたこととみなされ、審査を受ける際にこ

のタイムラグは不利に作用しないようになっている。 

 もしも韓国で特許を早く取得することを第一に考えるなら、日本で出願をした後す

ぐに韓国の代理人へ日本出願の明細書など関連書類を送りなるべく早い時期に韓国出

願を行い同時に審査請求もしておくことである。こうすれば上記タイムラグは 小化

できることになる。 
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 ただし、韓国の代理人に明細書作成を直接依頼して韓国出願を日本よりも先に行う

ことは発明者とのコミュニケーションの精度や費用の問題から現実的でない場合が多

い。 

 

(2) 韓国出願段階 

 特許請求の範囲 5項、明細書 30ページ程度であると仮定すると、各代理人によって

差があるが、韓国での特許出願時には、オフィシャルフィー、出願手数料、翻訳・タ

イプ費用などを含み 2500～3500 ドル前後のコストが発生する。なお、韓国出願用の書

類を準備するのに通常は 1 ヶ月程度を見込んでおくとよい。さらに 5 年以内に審査請

求(約 400～550 ドル程度コスト発生)すると、技術分野によって差があるものの、10

ヶ月～24ヶ月(平均 21ヶ月程度)で審査着手されそのまま審査に合格すれば 3～4ヶ月

で特許決定が出され、1～3 年分特許料(代理人手数料込みで約 350 ドル)を納付すると

設定登録され特許権を取得することになる。その後 1～2週間程度で特許証、特許公報

が出される。 

 すなわち審査請求を韓国出願と同時に行い意見書提出通知(拒絶理由通知)などの遅

延要素がないとしても韓国出願から 1 年半以上経たないと権利が取得できないことに

なる。審査請求を 5 年後に行ったとするとその分さらに時間がかかるのであるから、

特許出願は長期的な展望の下に行う必要がある(権利の取得を意図的に遅くしたい場

合も往々にしてある。製薬関連技術は製品化まで時間がかかるし、ライバル会社の製

品や模倣品を見定めてから特許請求の範囲を確定したい場合などがそうである)。 

 

(3) 優先審査、特許審査ハイウェイの利用 

 優先審査や特許審査ハイウェイのための要件を備えている場合には、通常の審査よ

りも早い時期に審査に着手され審査期間そのものも短縮され、全体で概ね 1 年ほど短

縮可能である。詳しくは優先審査 74 ページを参照のこと。 

 

(4) 審査段階 

 審査の過程でそのまま合格となる割合は高くなく、多くの場合、意見書提出通知(拒

絶理由通知)が出され、意見書・補正書の提出が必要となる。意見書提出通知が出され

て意見書・補正書の提出を行うのに 2 ヶ月、800～2000 ドル程度がかかり、応答期間

延長(1 ヶ月、平均約 150 ドル；回を重ねる度にオフィシャルフィーが 2 万、3 万、6

万、12 万、24 万ウォンと急峻に高くなる)は通常は 4 回まで可能である。さらに 2 次

意見書提出通知が出されることもありその場合には同じ期間・費用がかかるが、意見

書・補正書を提出し審査に合格すれば 3～4 ヶ月後、上記(2)と同様に特許権を取得す

る。 
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(5) 審判段階 

 審査に不合格の場合は、拒絶決定が出され、30日以内(2ヶ月延長も可、約 120 ドル)

に再審査請求(平均処理期間 2 ヶ月程度、400～600 ドル程度；実例がないため予想額

である)か拒絶査定不服審判請求(平均処理期間 10 ヶ月程度、約 2000～3000 ドル；難

易度によってかなりの差がある)を行う。この過程で必要があれば審判官面談・口頭審

理などを行うが、日程の設定や準備量によりその手続きに追加的に所要される費用と

期間は千差万別であるので前もって現地代理人から見積もりを取ることが望ましい。

また、優先審判や迅速審判制度（88 ページ）を利用すると期間短縮を図ることができ

る。 

 

(6) 特許法院段階 

 審判段階でも拒絶決定を維持する審決が下された場合には、審決取消訴訟を特許法

院へ提訴することになる。提訴期間は 30日(さらに許可により 30日延長も可能な場合

もある)と非常に短く準備期間はあまり長く取れないが、 後の事実審であるため、事

件の整理・書類の検討・戦略の樹立などに相当な労力がかかる。さらに技術説明会や

鑑定などの手続きが加わることも多いので、訴訟手続き全体に所要される費用と期間

は千差万別であるが、判決が下されるまでの特許法院の平均処理期間は決定系で弁論

期日が一回指定され終結する場合で 8 ヶ月程度とされており、費用については代理人

によって 5000～30000 ドルと大きく差があるため、前もって見積もりを取ることが望

ましい。 

 

(7) 上告段階 

 特許法院での事実審について法律的瑕疵がある場合には、判決文送達日から 14 日以

内に上告することができ、その後上告記録受付通知書を受け取ったら 20日以内に上告

理由を提出することになる。4 ヶ月以内に審理不続行棄却決定が出される場合もある

うえ、却下判決などの非常に短いものや異例的に長期間にわたるものがあるなど平均

処理期間を出すのは非常に難しいが特許事件の場合は 1 年 8 ヶ月～2 年 2 ヶ月程度で

ある。費用については前もって現地代理人から見積もりを取ることが望ましい。 
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30日 

審査請求 

400-550 

審査 

1-2ヶ 

日本の 

基礎出願 

韓国特許出願 

2500-3500 

弁論期日 
2回目以降の

弁論期日 

審決取消訴訟 

要見積り 

期間延長 

120$ 

上告理由書 
大法院上告 

要見積り 

2次拒絶理由 

0-300 

2次意/補提出 

800-1700 

意/補提出 

800-1700 

期間延長 

平均150 

拒決不服審判 

2000-3000 

口頭審理など 

要見積り 

再審査申請 

400-600 

期間延長 

120 

棄却審決 

棄却判決 

1次拒絶理由

0-300 

拒絶決定 

特許公報 

特許決定 

特許証 

特許権取得のコスト/期間の早見表 

 この表内の期間は、その手続を行うことにより増加するおおよその期間を

知るためのもので、正確な応答期限については本文を参照されたい。 

 この表内の費用は、代理人費用と特許庁へのオフィシャルフィーを合わせ

て米ドル表示したもので、2009 年 12 月に JETRO ソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に設問調査を行い算定した。また上記に費用の示されていな

い項目でも代理人によっては費用が発生することもある。 

 濃いグレーの部分は必須手続ではないので、この手続がないときはその分

の費用/期間が減少する。 

 

2ヶ月以内

各年金納付 

230-670 

存続期間満了 

特許料納付 

約350 

4年度年金 

約230 

1年以内 

5年以内 

平均21ヶ月 

1ヶ月x4回 

2-3ヶ月 2ヶ月 

2ヶ月 

1-2ヶ月追加 

30日以内 

1-2ヶ月 

平均 8ヶ月程度 

3年後 1－2週間 

20-26ヶ月 

1年毎 

3-4ヶ月 

30日以内 

14日以内 

敗訴 

拒絶確定 

平均10ヶ月程度 

3ヶ月以内 

出願日から20年 

(延長により25年) 
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1-2  商標権の取得 

 具体的な手続きやその意義などは「商標法」116 ページを参照すればよいが、商標

権の取得にかかる概略的な期間と費用を以下に説明する。 

【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日な

どの法定期限を意味するのではなく、その手続きをすることによって権利取得までの

日数や期間がどのくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限につ

いては第Ⅱ編各章を参考するか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用につ

いても特許庁などに納付するオフィシャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続

き全体でどのくらいになるのかを示すもので、ＪＥＴＲＯソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に 2009 年 12 月に設問調査した結果に基づくものである】 

 

(1) 韓国出願の事前段階 

 通常、海外向け商品企画の過程でロゴや文字態様、サブネームやスローガンなどが

検討され、日本国内での商標と同じものを韓国出願したり、韓国向け/海外向けのみの

商標を、日本の代理人事務所などを介して又はダイレクトに、韓国内の代理人事務所

を通じて韓国出願する。日本での商標出願を基礎として日本での出願日から 6 ヶ月以

内に優先権主張をして韓国出願を行なう場合(俗にパリルートという)もあるが、商標

の場合は、優先権を主張せずロゴや文字態様を決定したら直ぐに韓国代理人に商標出

願を依頼することも多い。 近は、マドリッド国際出願をして韓国を指定する方法も

増えてきている。 

 韓国出願をする前に、韓国での登録可能性を調べたりロゴや文字態様の適性(識別力

の有無や発音・意味上の問題がないか)、または指定商品の記載方法などを検討するた

めに、現地代理人に事前に商標調査を依頼することも多い。商標調査は、文字商標で

1標章 1分類につき 250～350 ドル程度、図形商標はさらに 100 ドルほど高くなる。期

間は平均 1～2週間程度と考えればよいが、緊急を要する場合は数日で結果を得られる

はずである。 

 韓国出願にあたっては、日本語をそのまま用いた標章を出願することも可能である

が、韓国語へ意訳、音訳してハングル文字で出願することも、日本語・ハングル文字

を併記して出願することも考慮すべきである。詳しくは模倣対策相談サンプル 28 ペー

ジを参照のこと。 

 

(2) 韓国出願段階 

 各代理人によって差があるが、韓国での商標出願時には、350～600 ドル程度のコス

トが発生し韓国出願用の書類を作成するのには 1～2週間程度見込んでおけばよい。指

定商品分類によって多少差があるが、約 10～12 ヶ月で審査着手され、そのまま審査に

合格すれば出願公告となり 2 ヶ月間の公告期間を経て第三者の異議申立がなければ登



第Ⅲ編 模倣に対する救済 

 195

録決定が出され、10年分の登録料(代理人手数料込みで約 300ドル)を一括納付するか、

5 年分の登録料(代理人手数料込みで約 230 ドル)を 2 回に分けて分納すると設定登録

され商標権を取得することになる。1～2週間後登録証が発給される。 

 

(3) 優先審査の利用 

 ①出願人が出願商標を指定商品・役務のすべてに使用中であるか、もしくは使用準

備中であることが確かなこと、②出願人でない者が出願商標を正当な理由なしに業と

して使用していると認められること、という二つの条件のうち一つの要件を備えてい

る場合には、通常の審査よりも早い時期に審査に着手され審査期間そのものも短縮さ

れる。詳しくは商標優先審査制度 126 ページを参照のこと。 

 

(4) 審査段階 

 審査の過程でそのまま合格となる割合は高くなく、多くの場合、意見書提出通知(拒

絶理由通知)が出され、意見書・補正書の提出が必要となる。意見書提出通知が出され

て意見書・補正書の提出を行うのに 2ヶ月、300～800 ドル程度がかかり、応答期間延

長(1 ヶ月、約 120 ドル)は通常 2 回まで可能である。さらに 2 次意見書提出通知が出

されることもありその場合には同じ期間・費用がかかるが、意見書・補正書を提出し

て審査に合格すれば約 3ヵ月後、上記と同様に商標権を取得する。 

 

(5) 異議申立 

 審査に合格し出願公告商標公報に掲載されると 2 ヶ月以内に第三者が異議申立を申

請してくる場合がある。この場合には異議答弁書を提出する必要があり、4ヶ月、1500

～2500 ドル程度がさらにかかると考えればよい。 

 

(6) 審判段階 

 審査に不合格の場合は拒絶決定が出され、30 日以内(2 ヶ月延長も可、約 120 ドル)

に拒絶査定不服審判請求(平均処理期間 8～12 ヶ月程度、約 1000～3000 ドル)を行う。

この過程で必要があれば審判官面談などを行うが、期日の設定や準備量によりその手

続きに追加的に所要される費用と期間は千差万別であるので前もって現地代理人から

見積もりを取ることが望ましい。 

 

(7) 特許法院段階 

 審判段階でも拒絶決定を維持する審決が下された場合には、審決取消訴訟を特許法

院へ提訴することになる。提訴期間は 30日(さらに許可により 30日の期間延長が可能

な場合もある)と非常に短く準備期間はあまり長く取れないが、 後の事実審であるた

め、事件の整理・書類の検討・戦略の樹立などに相当な労力がかかり、訴訟手続き全
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体に所用される費用と期間は千差万別であるが、判決が下さるまでの特許法院の平均

処理期間は決定系で弁論期日が一回指定され終結する場合で 4～6 ヶ月程度とされて

おり、費用については代理人によって 5000～20000 ドルと大きく差があるため、前も

って見積もりを取ることが望ましい。 

 

(8) 上告段階 

 特許法院での事実審について法律的瑕疵がある場合には、判決文送達日から 14 日以

内に上告することができ、その後上告記録受付通知書を受け取ったら 20日以内に上告

理由を提出することになる。4 ヶ月以内に審理不続行棄却決定が出される場合もある

うえ、却下判決などの非常に短いものや異例的に長期間にわたるものがあるなど平均

処理期間を出すのは非常に難しいが商標事件の場合は 1 年～1 年 6 ヶ月程度である。

費用については前もって現地代理人から見積もりを取ることが望ましい。 
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更新登録出願 

350-600 

5or10年ずつ

何度でも 

2ヶ月

商標調査 

250-450 

審査 

日本の 

基礎出願 

韓国商標出願 

350-600 

弁論期日 
2回目以降の

弁論期日 

審決取消訴訟 

要見積り 

期間延長 

120 

上告理由書 
大法院上告 

要見積り 

2次拒絶理由 

0-300 

2次意/補提出 

300-800 

意/補提出 

300-800 

期間延長 

120 

拒決不服審判 

1500-2500 

口頭審理など 

要見積り 

期間延長 

120 

棄却審決 

棄却判決 

1次拒絶理由 

0-300 

拒絶決定 

商標公報 

出願公告 

登録証 

商標権取得のコスト/期間早見表 

 この表内の期間は、その手続を行うことにより増加するおおよその期間を

知るためのもので、正確な応答期限については本文を参照されたい。 

 この表内の費用は、代理人費用と特許庁へのオフィシャルフィーを合わせ

て米ドル表示したもので、2009 年 12 月に JETRO ソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に設問調査を行い算定した。また上記に費用の示されていな

い項目でも代理人によっては費用が発生することもある。 

 濃いグレーの部分は必須手続ではないので、この手続がないときはその分

の費用/期間が減少する。 

 

2ヶ月以内

更新登録出願 

350-600 

登録料納付 

約300 

1-2週間 

6-8ヶ月 

1ヶ月x2回 

2-3ヶ月 2ヶ月 

2ヶ月 

1-2ヶ月追加 

30日以内 

平均4-6ヶ月程度 

5or10年 
1-2週間 

12-18ヶ月 

3ヶ月以内 

2-3ヶ月 

30日以内 

14日以内 

敗訴 

拒絶確定 

8-12 ヶ月 

異議答弁提出 

1500-2500 

相手側の 

理由補充 

第三者からの 

異議申立 

約 3-4ヶ月 4ヶ月 1-2ヶ月 

6ヶ月以内
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1-3  デザイン権(意匠権)の取得 

 具体的な手続きやその意義などは「デザイン保護法」101 ページを参照すればよい

が、デザイン権の取得にかかる概略的な期間と費用を以下に説明する。 

【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日な

どの法定期限を意味するのではなく、その手続きをすることによって権利取得までの

日数や期間がどのくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限につ

いては第Ⅱ編各章を参考するか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用につ

いても特許庁などに納付するオフィシャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続

き全体でどのくらいになるのかを示すもので、ＪＥＴＲＯソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に 2009 年 12 月に設問調査した結果に基づくものである】 

 

(1) 韓国出願の事前段階 

 通常多くの場合、デザインの創作・開発及びモックアップ化の過程で日本国内で意

匠出願され、この出願を基礎として日本での出願日から 6 ヶ月以内に優先権主張をし

て韓国内の特許事務所を通じて韓国へデザイン登録出願が行われる(俗にパリルート

という)。 

 すなわち日本国内で意匠出願をしてから韓国出願まで 6 ヶ月のタイムラグが存在す

ることになるが、優先権を主張することで日本での出願日と同じ日に韓国でも出願さ

れたこととみなされ、審査を受ける際にこのタイムラグは不利に作用しないようにな

っている。 

 ただし、意匠出願（デザイン登録出願）は、外見のデザインがわずかでも公開され

ると出願をして権利を確保することが基本的にできなくなるから、出願を済ませるま

でくれぐれも外部に露出しないように心がけなければならない。 

 

(2) 韓国出願段階 

 各代理人によって差があるが、韓国でのデザイン登録出願時には、500～800 ドル程

度のコストが発生する。デザイン物品類により多少差があるが、審査を受ける必要の

あるデザイン出願は約 8～10 ヶ月で審査着手され、そのまま審査に合格すれば登録決

定が出され、1～3 年分登録料(代理人手数料込みで 150～200 ドル)を納付すると設定

登録されデザイン権を取得することになる。優先審査を活用すれば、通常の審査より

も早い時期に審査に着手され審査期間そのものも短縮される。無審査デザイン出願は

約 3～4ヶ月で登録決定となる。2～3週間後デザイン登録証が発給される。 

 なお、審査段階以降は 2-1 特許権の取得 190 ページを参照のこと。 
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各年金納付 

150-320 

存続期間満了 

4年度年金 

約110-130 

3年後 

1年毎 

設定登録日 

から15年 

2ヶ月

有審査 

日本の 

基礎出願 

韓国デ出願 

350-600 

弁論期日 
2回目以降の

弁論期日 

審決取消訴訟 

要見積り 

期間延長 

120 

上告理由書 
大法院上告 

要見積り 

2次拒絶理由 

0-300 

2次意/補提出 

300-800 

意/補提出 

300-800 

期間延長 

120 

拒決不服審判 

1500-2500 

口頭審理など 

要見積り 

期間延長 

120 

棄却審決 

棄却判決 

1次拒絶理由 

0-300 

拒絶決定 

デザイン公報 

出願公告 

登録証 

デザイン権取得のコスト/期間早見表 

 この表内の期間は、その手続を行うことにより増加するおおよその期間を

知るためのもので、正確な応答期限については本文を参照されたい。 

 この表内の費用は、代理人費用と特許庁へのオフィシャルフィーを合わせ

て米ドル表示したもので、2009 年 12 月に JETRO ソウル事務所が複数の韓国

代理人事務所に設問調査を行い算定した。また上記に費用の示されていな

い項目でも代理人によっては費用が発生することもある。 

 濃いグレーの部分は必須手続ではないので、この手続がないときはその分

の費用/期間が減少する。 

 

2ヶ月以内

登録料納付 

約150-200 

8-10ヶ月 

1ヶ月x2回 

2-3ヶ月 2ヶ月 

2ヶ月 

1-2ヶ月追加 

30日以内 

平均4-6ヶ月程度 

1-2週間 

12-18ヶ月 

3ヶ月以内 

2-3ヶ月 

30日以内 

14日以内 

敗訴 

拒絶確定 

8-12 ヶ月 

異議答弁提出 

1500-2500 

相手側の 

理由補充 

第三者からの 

異議申立 

約 3-4ヶ月 4ヶ月 1-2ヶ月 

6ヶ月以内

無審査 

出願から 

登録まで 

約3-4ヶ月 
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1-4  取得した知的財産権の管理 

 法的対策をとるときには、以上で述べた各種の知的財産権が自社の保有権利として

有効に存続している必要があり、実際の対応のときに相手側からの攻撃を受けてから

手を打とうとしても手遅れになることがあるので以下の事項について普段から管理し

ておくべきである。 

① 特許やデザインの年金が間違いなく納付されているか。年金管理会社に一任す

るか、自社内で管理するか。 

② 特許権の場合、必要な請求項と不要な請求項を適切なインターバルでチェック

しているか。 

③ 他の外国での特許出願・オフィスアクションにより確保している既存の特許権

の権利範囲に事実上の変化が生じていないか。 

④ 自社で実際に販売している製品がマイナーチェンジや仕様変更により保有し

ているデザイン権と変化していないか。 

⑤ 商標の更新登録が行われているか、 

⑥ 必要な商標と不要な商標を適切なインターバルでチェックし、不使用取消審判

で取り消される可能性を排除しているか。 

⑦ 事業内容の変更や商品の人気不人気などにより既存商標の指定類区分や指定

商品を変えていく必要はないか。 

⑧ 実際に製品に付着している商標の態様デザインが登録商標の態様から変化し

ていないか。 

⑨ 著名な商標の場合、普通名称化してしまうことのないように努力しているか。 

 

1-5  税関への商標権申告 

 取得した商標は、韓国内の税関へ商標権申告をすることで、模倣品などの通関を防

止することができるので、予防対策段階の一手続として適切に申告し、3 年ごとに有

効期間の更新を行う必要がある(詳しくは 235 ページを参照のこと)。税関への商標権

申告にはそれ程多くの日数はかからず、韓国語が使用可能であれば直接オンラインを

通じて関税庁の外郭団体である貿易関連知識財産権保護協会(TIPA)へ申告手続を取っ

てもよい。現地代理人費用は商標権 1 件当り 500 ドル程度と思われるが、定型化され

た業務としている現地代理人はあまり多くないため、個別に問合せが必要である。 

 

1-6  著作権の管理 

 特許権や商標権と異なり、著作権は創作と同時に権利が発生するため、韓国内での

権利の取得のために出願や申請などの特定の手続きを行う必要はない。 

 



第Ⅲ編 模倣に対する救済 

 201

(1) 日常管理 

 特定の手続きが必要でないため、実際に権利行使の時に本当に自社に著作権がある

のかがよく問題となる。特に紛争の相手側からの反論に十分に反駁するために、創作

者との間の雇用契約内容や受発注契約内容を吟味し、必要に応じて適切に著作権、著

作財産権などの譲渡契約を結んでおく必要がある。創作者が現職正社員で職務として

創作したのであればあまり問題になることはないが、著作権は 50年と保護期間が非常

に長いため創作者、創作日、権利の帰属を長期間にわたり社内で管理する必要がある。

実際に法廷争いになってから、相手側から非著作権者であると主張されて問題となる

例としては以下のような状況が考えられる。 

 

・ ある製品やキャラクターデザインを正規社員である社内デザイナーが創作し

たが、現在は退職(又は死亡)して連絡不能である。当時の雇用契約、職務規定

に著作権の帰属に関する明快な規定がない。 

・ 創作者が正規社員でなく、派遣社員・臨時職員・研修生であった。 

・ カタログを印刷会社に発注したがデザインも一任していたので、実際の創作

者が確かでない。発注書や納品書はあるが単に印刷作業についてしか示されて

いない。 

・ プログラム開発を系列のIT子会社に任せたが現在その会社は清算されている。

10 年以上前のことで担当 SE や責任者が不明である。 

 

(2) 著作権登録 

 なお、著作権委員会を通じて韓国の文化体育観光部に著作権登録を行っておくと著

作権者または著作財産権者として推定をうけ、創作日などについても推定を受けるこ

とができ、将来紛争が起きて第三者に対抗するときに著作権の存在を立証するのに有

利に利用することができる(詳しくは著作権の登録 140 ページを参照のこと)。著作権

登録にはそれ程多くの日数はかからず、現地代理人費用も著作権 1 件当り 500 ドル程

度と思われるが、定型化された業務としている現地代理人はあまり多くないため、個

別に問い合わせが必要である。 

 

(3) 著作権申告制度 

 上記で著作権登録した著作権は、商標権と同様に韓国内の税関へ著作権申告をする

ことで、模倣品などの通関を防止することができるので、予防対策段階の一手続とし

て適切に申告し、3年ごとに有効期間の限更新を行う必要がある(詳しくは 239 ページ

を参照のこと)。税関への著作権申告にはそれ程多くの日数はかからず、韓国語が使用

可能であれば直接オンラインを通じて関税庁の外郭団体である貿易関連知識財産権保

護協会(TIPA)へ申告手続を取ってもよい。現地代理人費用は著作権 1 件当り 500 ドル
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程度と思われるが、定型化された業務としている現地代理人はあまり多くないため、

個別に問い合わせが必要である。 

 

1-7  営業秘密の維持管理 

 「不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律」で言う営業秘密やノウハウも著

作権と同様に韓国内での権利の取得のために出願や申請などの特定の手続きを行う必

要はない。 

 

(1) 日常管理 

 営業秘密やノウハウとしては、例えば、製品スペック、図面データ、金型などの CAD

データ、化学成分の構成比データ、製造装置周辺の温度や湿度などの環境データ、原

価データ、得意先顧客リストなどがあげられる。これらが自社の権利として活用でき

るかどうかは、2 つの側面から評価される。一つはその内容そのものが有用で他人の

利用を制限するに値するものかどうか、もう一つはこれらを秘密として管理維持した

かどうかであり、いくら重要な内容のものであっても管理体制がおろそかな場合は、

営業秘密として認められなくなることがある。これらの営業秘密やノウハウについて

は、以下のような点に留意して日常管理を行う必要があり、さらに、紛争が起きたと

きに備え、これらの管理を日常から実践していることの証明・疎明方法も普段から考

えておくことも忘れてはならない。 

 

・ 取扱責任者を決める。 

・ 対象の書類やファイルに秘密維持の必要があることを明示する。 
・ 施錠装置付きキャビネットへ保管し、その鍵の保管管理も行う。 
・ 営業秘密に対する閲覧・貸出について厳重に記録する。 

・ ネット上のアクセスを制限し、外部へのアップロードや記録媒体へのアウト

プットに制限を加える。 
・ 制限区域を設けて部外者の立ち入りを実際に禁止する。 

 

(2) 営業秘密原本証明サービス 

 韓国特許庁傘下の韓国特許情報院は、営業秘密原本証明センター(http://www.trad

esecret.or.kr/, tel;02-6915-6541, fax;02-6915-6510, E-mail;tsecret@kipi.or.k

r)を開設し、営業秘密の資料そのもの(資料の原本)は個人や企業が手元に保管しつつ

電子文書から抽出された電子指紋だけを同センターが預かり営業秘密の存在時点と原

本であるかどうかの証明を行うサービスを提供している。 

① 「タイムスタンプ(time stamp)」という電子的技術を利用し、サービスを利用

しようとする個人や企業は自主的にプログラムを利用して証明を受けたい電

http://www.tradesecret.or.kr/
mailto:tsecret@kipi.or.kr


第Ⅲ編 模倣に対する救済 

 203

子文書から電子指紋(hash code)を抽出 
② 電子指紋(hash code)を特許情報院へオンラインで提出 

③ 特許情報院は提出された電子指紋に該当するタイムスタンプを発給 
④ 後日検証が必要な場合、特許情報院が保存している電子指紋と当時発給したタ

イムスタンプの比較により、その生成時点と原本かどうかの確認書を発給 
 

 すなわち、営業秘密である資料そのもの(資料の原本)を提供しなくても良いため、

秘密漏洩の心配なく技術保護が可能で、流出によって紛争が発生せず、容易に自分の

権利を主張することができるという利点がある。 

 ただし、タイムスタンプの付与を受けたとしても、それだけで当該電子文書が「営

業秘密」として認められるわけではなく、営業秘密としての保護要件(非公知性、経済

的価値性、秘密管理性)を全て備えているかどうかは、法廷での争いの過程で別途に立

証する必要がある。 

 なお、現在のところ同センターへの HPは韓国語のみとなっており、利用にあたって

は会員加入後ログインをすることになっているため、現地法人や現地代理人の介在が

不可欠である。 

 

1-8  他者の特許出願・権利に関する情報入手 

 もしも第三者が韓国において自社と同じ技術について特許出願をした場合には、そ

の出願の登録を防がなければならず、他者が権利を獲得した場合にはこれを消滅させ

る必要が出てくる。よって予防対策として普段より韓国内における他者の出願・権利

についてウォッチングすることが有効である。 

 

(1) 調査可能な他者の出願や権利 

 特許法をはじめとする知的財産権法では、出願公開又は登録公告制度を有している

ため、第三者の出願内容、権利化内容を調査することができる。 も典型的な調査方

法としては、ライバル会社や過去の侵害者を出願人名や登録名義人として特定し、デ

ータベース検索を一定期間ごとに行う方法である。また、自社の関心のある技術分野

や技術用語、商標分類などを用いて検索条件を絞り込み、不特定人の出願、権利化状

況を調査することも可能である。特許法などの出願公開又は登録公告制度を整理すれ

ば、次のとおりである。 
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調査可能な第三者の知財関連出願や権利 

 

 
出願公開 

登録公告 異議申立期間 
有無 公開時期 

特許 ○ 
出願日から 1 年 6 月経過

後(申請による早期公開

制度有り) 
○ 

なし(無効審判請求が可能 
登録公告後 3 ヶ月間は利害

関係人でなくても請求可) 

実用新案 ○ 
出願日から 1 年 6 月経過

後(申請による早期公開

制度有り) 
○ 

なし(無効審判請求が可能 
登録公告後 3 ヶ月間は利害

関係人でなくても請求可) 

デザイン 

△ 
(出願人の申請

により可能) 
出願後、常時 

審査 ○ 
なし（利害関係人等のみ無

効審判請求が可能） 

無審査 ○ 
設定登録のある日から登録

公告日後 3 ヶ月になる日 

商標 
○ 

(出願公告) 
審査過程で拒絶理由が

発見されないとき 
× 出願公告日から 2 ヶ月以内 

 

(2) 情報の入手方法 

 知的財産権にかかる出願や登録された権利の多くは制度により大衆が閲覧可能なよ

うに整備されており、その情報については比較的容易かつ低廉に入手できる。代表的

な機関としては韓国特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr)、韓国特許庁の外郭

団体である韓国特許情報院(KIPRIS)(http://kipris.or.kr)がある。 

 韓国特許庁のホームページでは、IPC 分類､出願人､発明の名称などの全ての書誌事

項やキーワードを基に電子化された公報(特許、実用新案、デザイン、商標)の検索が

可能なインターネット公報サービスを提供しており、さらに、特定技術分野(IPC 3 分

類まで指定可能)及び特定出願人に対する公報発行情報を E-mail で提供するといった

Push mail サービスも可能となっている。 

 韓国特許庁、KIPRIS 共に英文ホームページでも情報検索・入手が可能で、一部では

あるが英文抄録や機械翻訳機を利用した英訳特許情報の提供も可能となっているが、

現実的には、キーワードの使用や提供されるデータの読み込みには韓国語(ハングル)

が必須の部分も多く、海外からの利用にはやや制約がある。その他にも検索式の組合

せや IPC 分類の選択、キーワードのハングル表現など適宜現地特許事務所などの助言

や協力を得ることが望ましい。なお、韓国には専門調査会社は日本のように多く存在

せず、特許事務所を通じて調査・情報入手を行うのが大部分であると言える。 

 

http://www.kipo.go.kr/
http://www.kipris.or.kr/kor/main/main.jsp
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KIPRIS の保有データ(特許・実用新案) 

 

区分 権利 種類 基準日 期間 形態 

国内 

特許 

書誌 公開(公告)日 1948～ TEXT 

抄録 公開(公告)日 1948～ TEXT 

代表図面 公告日 1948～ TIFF 

全文 

冊子公報 公開(公告)日 1983～1998 TIFF 

CD-ROM/イ
ンターネッ

ト公報 
公開(公告)日 1979～ PDF 

KPA(英文抄録) 公開(公告)日 1979～ HTML 

生命工学 出願日 1980～ TEXT 

BM 特許(韓国、米国) 出願(登録)日 1973～ TEXT 

実用 

書誌 公開(公告)日 1948～ TEXT 

抄録 公開(公告)日 1948～ TEXT 

代表図面 公告日 1949～ TIFF 

全文 

冊子公報 公開(公告)日 1983～1998 TIFF 

CD-ROM/イ
ンターネッ

ト公報 
公開(公告)日 1998～ PDF 

 
1-9  現地代理人の選定 

 予備的対応として現地代理人を普段より評価しておくことが重要である。主に知的

財産権のみを取り扱ういわゆる「特許法律事務所」、知的財産権以外にも法律業務全般

を取り扱う「法律事務所」があり、それぞれの事務所によって主に出願系の業務を行

うところ、訴訟や交渉といった当事者系の業務が得意なところ、出願系・当事者系と

もに取り扱っているところなどの特色がある。さらに、外国のクライアントとの業務

が多く日本語英語などの言語能力に優れているなどの特色を持つ事務所もある。 

 韓国は地理的にも近いため、模倣対策の必要に迫られたときに単発的に現地代理人

を選定するのではなく、普段より現地を訪問し権利取得などの業務を通じて信頼関係

を築いておくと緊急時の対処にも非常に有効に作用する。 

 なお、ＪＥＴＲＯソウル事務所では、現地代理人に対する情報を保有しており、日

本企業のための代理人選定に関しても情報を提供している。 

 

1-10  社内体制の確立 

 外国での模倣対策は、特許や商標の知財関係者や法務担当部署だけで完結可能な業

務ではなく、開発部門、製造部門、海外営業部、人事担当部署などとの協力体制が不

可欠であり、このような社内体制の確立は、模倣品を発見してから行うのでは遅いの

が普通である。そこで、各部門の担当者を決めておき、模倣対策の必要性を強調し、
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対策時の連絡・指揮系統を整備すると共に、模倣対策の予防と準備、迅速な実施に関

して定期的な社内教育を行う必要がある。 

 さらに、模倣対策における予算の確保も重要であり、知財部、法務部、海外事業部

などのどの部門がどのような範囲の支出を担うべきかも普段からシュミレーションし

ておき、予算の確保ができず対策が途中打ち切りになったり後手に回ったりすること

のないようにすべきである。 
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コラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」 

 

 日本の登録商標が韓国で他人に模倣出願されたり、商標権まで取得されてしまっ

た場合、韓国内でその登録商標を使用することは、模倣商標権が拒絶決定確定・無

効・取消とならない限り商標権侵害となるため使用できないことになります。この

ような場合、どのような対処が考えられるでしょうか。 

 

(1) 模倣商標が審査に着手される前である場合…情報提供 

 模倣商標が審査に合格しないよう、担当する審査官に「この商標は、不正な目的

で出願された商標であるため登録を受けられない商標である」という旨の情報提供

をすることができます。情報提供ついては 125 ページをご参照下さい。 

 

(2) 模倣商標が審査に合格し出願公告された場合…異議申立 

 模倣商標が登録決定されないよう、「この商標は、不正な目的で出願された商標

であるため登録を受けられない商標である」という旨の異議申立を行うことができ

ます。異議申立については 128 ページをご参照下さい。 

 

(3) 模倣商標権者との特殊関係がある場合…代理人不当登録取消審判 

 模倣商標権者が、例えば韓国内の輸入者であるといった代理人関係にあれば、商

標登録日から 5年以内に取消審判を請求することができます。 

 

(4) 韓国で使用中の場合(消極的方法)…先使用権 

 日本の登録商標が、模倣商標が出願・登録される以前から既に韓国内でも周知と

なっている場合は、2007 年 7 月 1日施行の改正商標法により商標使用者に先使用権

を認定しているので、先ずは先使用権の主張が可能かどうか検討します。先使用権

が認められるためには、①不正競争の目的なしに登録商標の商標出願以前から使用

していたこと、②出願前に韓国内で継続して使用していたこと、③使用によって先

使用者の出所表示として認識されていることの 3つが要求されます。ただし、先使

用権を主張できるのは、模倣商標が 2007 年 7 月 1 日以降に出願され登録された場

合に限られます。 

 

(5) 韓国で使用中の場合(積極的方法)…周知著名商標に基づく無効審判 

 日本の登録商標が、模倣商標が出願・登録される以前から既に韓国内でも周知と
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なっている場合は、需要者に誤認混同を引き起したり、あるいは未登録の周知著名

商標と類似するという理由で無効審判を請求することも可能です。 

 

(6) 韓国で使用していない、又は周知でない場合…不正登録に対する無効審判 

 日本の登録商標が、日本国内でのみ周知で韓国ではそれ程有名でない場合は、模

倣商標権者が金銭的要求や独占代理店契約締結の要求をしてきたとか、あるいは非

常に独創的な著作物的要素をそのまま模倣しているなど、模倣商標権者が不正な目

的を持っていたことを理由に挙げて無効審判を請求することを考えてみましょう。

2007 年 7月 1 日施行の改正商標法により「顕著に認識されている商標」という要件

が「認識されている商標」に変更され、正当な権利者が第三者の模倣商標出願に対

して法的措置を講ずる場合に要求される周知著名性の立証負担が大きく軽減され

たことも有利に作用します。 

 

(7) 模倣権利者が使用していない場合…不使用取消審判 

 日本や韓国内での周知著名性や模倣商標権者の不正目的の立証が容易でない場

合は、模倣商標の登録日から 3年が経過した後に不使用を理由とする取消審判を考

慮してみましょう。使用事実の立証責任は模倣商標権者側にありますが、権利者側

が実際の市場調査を行って使用実績の有無を確認したり、模倣商標権者が法人であ

る場合は、その法人がきちんと経済活動を行っている会社であるかどうか法人登記

簿を調べたり、その模倣商標の指定商品を使った事業を継続的に行っているか税務

申告状況を調べるなど、予めその模倣商標の使用状況を把握しておくことも大切で

す(ただし、このような情報収集行為がプライバシー侵害の素地となり得ますので

慎重に進めます)。 

 

(無効審判 129 ページ、取消審判 129 ページをご参照ください) 
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2．事前検討段階 

 実際に模倣品や侵害品が発見されたとしても、闇雲に法的措置などの具体的な対応

を行うのではなく、相手側に権利者の動きを悟られる前に検討しておくべきことが多

く存在しており、中でも自社権利の補完には時間がかかるものもあるので、可能な限

り迅速に方針を決める必要がある。 

 

 事前検討段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

◆ 模倣品の情報収集及び被害状況の把握 

◆ 主張可能な自社権利の確認及び補完 

◆ 侵害者の保有権利の確認及び反撃予測 

◆ 現地代理人の選定 

◆ 法的措置(対策方法)の決定 

 

2-1  侵害情報及び証拠確保 

 多くの場合、「侵害された」、「模倣品を発見した」という情報は、漠然とした状況報

告であって具体的でない場合が多い。よって具体的対応を事前に検討するとき有効に

用いるためには、以下の項目について迅速正確に確認しておく必要がある。そのうえ

で、被害状況の規模、市場に与える影響、自社製品の売れ行きに対する影響、信用失

墜の可能性など広範囲に分析を行い、模倣対策の 終ゴールを全社的に決定しなけれ

ばならない。社内報告用の「模倣品発見報告書」のサンプルを以下に示す。 
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模倣品発見報告書のサンプル 

 

模倣品発見報告書 

報告日/報告者 
    年  月  日 

 

発見日/発見者 

(本社出張者、現地営業社員、消費

者など詳しく) 

    年  月  日  時 

 

 

発見場所 

(市町村名や販売店名など可能な

限り具体的に) 

 

 

 

 

模倣された当社製品 

(当社のどの製品なのか、旧モデル

か、海外向けモデルか国内向けか、

実際には存在しないが部分的･複

合的に模倣など) 

 

 

 

 

模倣品の説明 

(外見、色合い、機能、商標、包装

パッケージ、手触りなど詳しく。

写真があればなおよい) 

 

 

 

 

模倣品発見時の状況 

(店頭に大量陳列、露天で少量発

見、ネットで見た、張り紙を見た、

店内の様子など) 

 

 

 

 

サンプルの入手/証拠 

(個数、価格、領収証の有無、その

他現地の状況証拠) 

 

 

 

 

製造者・販売者の情報 

(韓国内製造か、中国などから輸入

か、大手メーカー、零細無名企業

かなど購入過程で知り得た範囲で

なるべく詳しく) 
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2-2  自身の権利状況、弱点把握及び補完 

 1.の予防対策段階で述べたように普段より自身(自社)が保有している権利は、特許

権、商標権、デザイン権(意匠権)、著作権などどんな種類のものがあり、それぞれ特

許料や設定登録料などが期限内に納付され有効に存続しているのか確認し、権利の内

容に瑕疵がないように手当てしておくことが必要であるが、模倣品や侵害品が発見さ

れた場合には、後の法廷争いで相手側から攻撃を受けても持ちこたえられなければな

らないのでさらに念を入れて主張可能な自社権利の状況を把握することが重要である。 

 もしも保有権利に法的瑕疵や権利行使上の弱点、相手側からの攻撃に対する脆弱点

が見付かったら警告状送付や法的措置を行う前に以下のような点を中心にこれらを補

完する必要がある。 

① 特許/実用新案権が無効となる可能性がないか事前点検 

必要な場合は訂正審判を通じて特許請求の範囲や明細書などを訂正する。 

② 商標登録が無効となる可能性がないか事前点検 

必要な場合は酷似した商標を新出願して不使用取消審判に備える。 

③ 自社商標の使用実績を確保する(使用証拠を収集する、実際に使用するなど)。 

相手側の登録無効の主張に対して防御策となると共に、もしも無効事由があっ

ても不正競争行為に該当するという主張の根拠となり得る。 

④ 著作権の自社への帰属を整える。 

⑤ 営業秘密などの管理状態を再確認する。 

 

2-3  侵害者の保有権利に対する調査 

 第 III 編第１章1-8 (203ページ)で述べたように第三者の権利状況を調査すること

で模倣行為を行っている者がどのような権利を持っているか、それらを利用してどの

ような対抗手段をとってくるか予測することが可能である。場合によっては、侵害者

が出願中の特許や商標に対して情報提供を行い権利化を阻止したり、無効審判や取消

審判などで権利をつぶすことも考慮する必要が出てくる(情報提供については 73 ペー

ジを、審判については 80 ページ、228 ページを参照のこと)。 

 上述したように特許権、商標権、デザイン登録権は出願中のものを含め調査可能で

あり、必要であれば特許庁から包袋(提出書類一式)を取り寄せ詳細に検討する。また、

ドメインネームについても調査が可能である。著作権については第三者が著作権登録

をしていれば調査が可能と言えるが著作権登録をしなくても相手側は著作権の主張が

可能であるから完璧な事前調査は不可能である。 

 

2-4  現地代理人事務所の選定、円滑なコミュニケーション 

 第 III 編第１章1-9 (205ページ)で予備的対応として現地代理人を普段より評価し
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ておくことが重要であると述べたが、具体的対応の事前検討段階では、より具体的に

現地代理人事務所を評価する必要がある。 

 

① 権利取得より訴訟や渉外に強いか。経験が豊富か。 

② 特許庁、税関、裁判所、検察、貿易委員会、紛争調停委員会、各種の関連機関

と太いパイプを持っているかどうか。実績があるかどうか。 

③ 模倣対策に対するサジェスチョンが多様かどうか。具体的であるかどうか。 

④ 日本企業との実績が多く、緊密なコミュニケーションが取れること。 

⑤ 事務所の責任者だけでなく実際の担当者・実務者が優れているかどうか。 

 

 上記の事項が総合的に関係するが、逆説的に言えば、模倣品対策に関して相談を持

ちかけたときに、限定的な対策方法しか提示されなかった場合には、なぜそうなのか

をきちんと説明できることがキーポイントであると言ってもよい。出願系の業務と違

って、模倣品対策は非ルーチンワークの積み重ねに他ならないので、必ずしも有効な

対策が直ぐに見つかるわけではない。現実的には、むしろ攻撃の決め手に欠き手詰ま

り状態であることも多いのであるが、このような場合に一般論に終始する受け答えし

かできない代理人は、敬遠すべきである。 

 

2-5  多国家侵害行為時の訴え提起国家/管轄の選定 

 小規模な侵害事件ではあまり問題になることはないが、グローバル市場で流通する

製品・商品に関し知財権関連紛争が起きたとき、米国やヨーロッパ、中国などアジア

各国、そして日本で同時多発的に侵害事件に対応を迫られることがある。また、それ

ほど大型の侵害事件でないとしても、例えば、中国で生産され韓国や日本で流通して

いる場合など、韓国内のみの法的措置だけでとどまってはいけないことも多くある。

すなわち、法的措置の事前検討段階で、どの国家でどのような対策を並行してとって

いくべきか、ということも合わせて現地代理人と共に模索すべきである。そして、こ

の点については依頼者が積極的に現地代理人に依頼をしないと、現地代理人側でも韓

国内に限定することを前提に処理を進めることが多いので、留意しなければならない。 

 

2-6  実施する模倣品対策方法の決定 

 模倣品に対する対策方法は、当事者の自発的措置である警告状発送（第 III 編第１

章 3-1 :217 ページ）、行政的措置(第 III 編第２章;227 ページ)、民事的措置(第 III 

編第３章:266 ページ)、刑事的措置(第 III 編第４章;303 ページ)に大きく分けられる

が、以下に各対策方法の一覧を示すので、対策方法の決定に参考とされたい。ただし、

実際の事件の規模や処理方針によって大幅に差があり、また現地代理人によっても非
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常に大きな差が存在するのであくまでも参考にとどめ、費用についても具体的な案件

ごと見積もりを取って進めるべきである。 

 

対策 特徴(メリット/デメリット) 処理の主体 所要期間 

警告状の発送 
(217 ページ) 

・当事者同士の合意により 
多様な解決が可能である。 

・低廉であるが法的拘束力はなく、 
無視されることもある。 

・証拠隠滅や逃亡の恐れがある。 

当事者/現地代理人 約 1～2ヶ月 

国境(水際)措置 
(IPIMS) 

(235 ページ) 

・侵害品の輸入通関保留 
侵害者への経済的打撃が強い。 

・短期解決可能、比較的低コスト 
・全量調査ではなく抜取り調査であるた

め 100％の阻止は不可能 
・侵害者(通関者)の対抗が強い。 

税関 
(TIPA) 

約 7～10 日 

不公正貿易 
行為調査申請 
(243 ページ) 

・侵害品の輸出入行為など規制 
・是正措置命令＋罰金が下され、これに

従わない場合、刑事罰も問える。 
・行政措置としては比較的長期間かかり 

コストも比較的高くなる。 

貿易委員会 約 6～8ヶ月 

紛争調停申請 
(247 ページ) 

・裁判を行うより短期、低コスト 
・裁判上の和解と同等の効果 
・クロスライセンスや技術協力などの勧

誘も期待 
・調停不成立なら裁判も可能 

法院の調停センター 

産業財産権 
紛争調停委員会 

韓国著作権調停委員会 

約 2～4ヶ月 

知的財産保護オ
ンラインモニタ
リングシステム
IPOMS(261 ﾍﾟｰｼﾞ) 

・オンライン上の 24 時間監視が可能 
・自動的にサイト運営者への削除依頼 
・持続的な取締り効果 
・会員加入の必要あり(一定のコスト) 

KIPRA - 

商標権特別 
司法警察隊 
(262 ページ) 

・取締り依頼(情報提供)が必要 
・権利者の確認が必要 
・比較的短期間、低コスト 
・商標権侵害に特化、オンライン上の取

締りも可能、大量模倣への企画捜査 
・後日検察へ送致、刑事手続へ 

特許庁 1～数ヶ月 

サイバー捜査隊 
(263 ページ) 

・取締り依頼(情報提供)が必要 
・権利者の確認が必要 
・比較的短期間、低コスト 
・オンライン上の取締りに特化 
・後日検察へ送致、刑事手続へ 

警察 1～数ヶ月 

偽造商品申告 
(264 ページ) 

・誰でも偽造商品の申告が可能 
・警察・検察の摘発・起訴後に褒賞金 
・ある程度の侵害規模が必要 

特許庁 
偽造商品申告センター 

数日 

民事手続 
(仮処分申立) 
(291 ページ) 

・侵害差止仮処分 
・比較的短期間 
・緊急性が認められないと敗訴する可能

性あり 

法院 
一審基準 

約 3～7ヶ月 

民事手続 
(本案訴訟) 
(274 ページ) 

・侵害差止/予防請求、損害賠償請求、 
不当利得金返還請求など 

・短期解決の場合もあるが普通は長期間
にわたり、高コスト 

法院 
一審基準 

約 6～12 ヶ月 

刑事手続 
(303 ページ) 

・取締り依頼(情報提供)/告訴状提出が
必要。(親告罪は告訴が必要) 

・比較的短期間、比較的低コスト 
・侵害者への精神的圧力が大きく、短期

解決が期待できる。 

捜査機関 
検察 

及び法院 

捜査から 
一審裁判まで 
約 6-12 ヶ月 
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2-7  仮処分と本案訴訟の比較 

 民事手続の中でも同じ事案に対して仮処分を申請する場合と本案訴訟を提起する場

合の 2 通りを考慮し得る場合があり、詳細については本編第 3 章に説明しているが、

両手続の特徴につき比較表を示すので実際の法的措置をとる場合の参考とされたい。 

 

 仮処分 本案訴訟 

要件 

権利の立証 

侵害行為の疎明 

緊急性(回復不可能な損害) 

権利の立証 

侵害行為の証明 

担保提供 必要 不要 

効力 臨時的決定 終局的判決 

審理方式 2～3週間隔の審尋期日 3～4週間隔の弁論期日/準備手続 

証拠方法 
証人尋問、現場検証、鑑定など時間のか

かる証拠方法はあまり行われない 

証人尋問、現場検証、鑑定など多様な証

拠方法が用いられる 

請求内容 差止請求のみ可能 差止請求/損害賠償請求 

 

2-8  差止請求と損害賠償請求の比較 

 本案訴訟の中でも同じ事案に対して侵害行為そのものをやめさせる差止請求と、そ

の侵害行為により受けた損害の補填を目的とする損害賠償請求の 2 通りを考慮し得る

場合があり、詳細については本編第 3 章に説明しているが、両手続の特徴につき比較

表を示すので実際の法的措置をとる場合の参考とされたい。 

 

 差止請求 損害賠償請求 

要件 故意・過失不要 
故意・過失必要 

過失推定規定あり 

要証事実 侵害事実 
侵害事実、損害発生及び損害額に関する

立証要望 

消滅時効 
侵害が継続していたり予想される限り

いつでも請求可能 

通常、提訴日から 3年以内の期間に発生

した損害についてのみ可能(ただし不当

利益により請求する場合は 10 年間に発

生した損害を請求できる可能性あり) 

所要期間 概ね一審に 6～10 ヶ月程度所要 
侵害が認められた場合、 

侵害訴訟より 2～3ヶ月追加所要 

 

  



第Ⅲ編 模倣に対する救済 

 215

 

コラム「並行輸入」 

 

 本書の読者の関心は、韓国に並行輸入を行うことができるかではなく並行輸入を

止めさせるかにあると思われます。つまり、韓国の正式代理店や韓国内法人を通じ

て日本や東南アジア、中国などの工場で製造された商品を韓国へ輸出して韓国内で

販売しているが、第三者がハンドキャリーで韓国内に輸入したり、または韓国以外

の国家で低廉に購入し韓国内に持ち込んで韓国内の市場価格を崩し、営業活動が阻

害されているのでこれを何とか防ぎたいという場合です。 

 しかし、残念ながら韓国税関及び法院は、世界各国と同じように、消費者の選択

幅拡大という立場から原則的に並行輸入は幅広く許容し一部例外的な場合にのみ

禁止しているのが実情です。 

 したがって地域別に価格差をつけるマーケティング戦略はそれ程効果的ではな

いことになります。すなわち日本商標権者と韓国商標権者間の関係において、同一

人であったり同一人とみなせる程度の系列社、輸入代理店の関係であれば、日本商

標権者が韓国以外の国で製造・販売した正規品を第三者が韓国内に持ち込んでも、

権利消尽の考え方から、同一人とみなされる韓国商標権者は当該第三者に権利主張

することはできず、基本的に並行輸入が許容されるため、 近の通常の取引実情に

照らせば大部分の商品は並行輸入が可能ということになるからです(現実的には難

しいでしょうが、もしも世界の各市場での販売価格を為替換算して同じにできれば

並行輸入はそもそも起こらないのです)。 

 

 

 唯一、日本商標権者と韓国商標権者が同一人関係だとしても、韓国商標権が他者

に専用使用権を設定していて、当該他者(専用使用権者)が独自的に商品を製造し販

韓国専用使用権者 

- 同一人関係ではな

く商標品を製造の

みする場合 

外国商標権者 

 

韓国商標権者(同一人関係) 

- 外国商標権者と同一 

- 系列社 

- 輸入代理店 

並行輸入不可 

(改正により販売なく

製造のみでも並行輸

入不可を明確化) 

外国商標権者 

 

韓国商標権者(同一人関係) 

- 外国商標権者と同一 

- 系列社 

- 輸入代理店 

並行輸入許容 
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売している場合には、並行輸入を止めることができます。専用使用権が設定された

場合には、商標権者自身も権利行使(商標品の製造など)が制限されるため、韓国内

の専用使用権者は日本商標権者が他国で製造した正規品が韓国に輸入されること

を防ぐことができます。ただし、この場合であっても日本商標権者が韓国内に製品

のみ注文生産するためにサンプル品を韓国に輸入する場合は並行輸入が可能とな

っています。 

 このように通関段階で並行輸入を阻止することは難しいのですが、普通、並行輸

入業者らは関税を安く済ませるために実際の買付け額より低く税関に申告する傾

向があり、これが正規品との価格差をさらに広げる要因になっています。そこで、

税関に正規品の実際の現地での買付け額を予め税関に情報提供をしておくと迂回

的輸入障壁を構築できることになります。また、輸入された並行輸入品をあたかも

正規代理店が販売しているかのように混同を引き起こしている場合も多いですか

ら、不正競争防止法に基づいた法的対応を考えてみることもよいでしょう。 

 

 



第Ⅲ編 模倣に対する救済 

 217

3．対策実施段階 

 対策実施段階では、これまでに準備/検討をした内容を踏まえ、実際の模倣品や侵害

者に対し、実際にアクションを起こしていく。重要なことは、相手側(侵害者)がどの

ような出方をしてくるかによって、臨機応変に対応する必要があるため、現地専門家

らの助言に沿って行動すべきである。 

 

 対策実施段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

◆ 警告状の発送 

◆ 行政的措置 

◆ 民事的措置 

◆ 刑事的措置 

 

3-1  警告状の発送 

(1) 警告状の意義 

 模倣品及び侵害者に対する措置の中で も優先的に考慮すべき事項が警告状の発送

であり、その意義は、第一に、模倣品が出回っていること、侵害行為があることを権

利者が認識していることを相手側に知らせ、第二には、当方の権利の存在を相手側が

知っていたという時点を明確にさせ(補償金請求権)、刑事的措置を取る際の故意によ

る侵害の主張を容易にすることである。そして、第三には相手側の権利侵害に対して

今後どのような対応をしていくかを知らせることである(断固とした法的対応を考え

ているとするのが普通であるが、場合によってはライセンス供与や協力関係構築の申

し出を強調する警告状というのもあり得る)。 

 また、模倣対策実施の多様な選択肢のうちの一つとして、警告状を出さずにいきな

り法的対応を取ることも考慮すべきである。証拠隠滅の恐れのある小売業者や秘密製

造工場などに刑事的対策をとる場合などに有効であり、民事訴訟を行う場合であって

も警告状の発送をしても誠意のある回答がないと予想されたり証拠隠滅や設計・デザ

イン回避策をとられる事が必至な場合には、直ちに法的・行政的措置などを行って法

院や行政官庁からの副本送達や通知もしくは是正命令という形で相手側に知らせても

よい。 

 警告状を送付しないという選択肢に関連して重要な点としては、親告罪による刑事

告訴を視野に入れている場合には、犯人を知った日から 6 ヶ月を経過すると刑事告訴

することが出来なくなるという点である。警告状の発送は、少なくともその時点より

前から犯人を知っていたことを自ら明かすことになるので、十分にこの点を考慮して

警告状発送のタイミングを決める必要がある。  
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(2) 警告状の様式 

 警告状は特別な様式や形式が要求されるわけではなく、上記のように相手側が自社

の権利を侵害していることを相手自身に知らせることができるものであれば足りると

いえるが、自社の権利を十分な証拠と共に提示し、当方の要求(侵害行為中止、侵害品

回収・廃棄、販売実績の開示、損害賠償、謝罪文、覚書や念書など。ただし謝罪広告

については注意を要する。149 ページ参照)について、いつまでに回答せよとの旨を明

記すべきである。また、警告状を発送する相手が特定されるのであれば、伝達の方法

はメールでもファックスでもいいが、相手側が受け取ったことを確認できなければな

らないので、将来訴訟などに発展することに備えるなら内容証明郵便で発送すること

がもっとも望ましい。ちなみに、自社のホームページや新聞広告などで侵害者を特定

せずに、わが社は○○に関する特許を有しており侵害者に対しては断固とした対応を

する、と声明を発表するのは警告状の意味を有さない。 

 

(3) 発送前の検討 

 以上のように、警告状は、まずは相手側への直接的な対策実施の第一歩として費用

的にも安く迅速で場合によってはこれだけで紛争が解決してしまうことも期待できる

比較的簡便な対策ではあるが、発送前に検討しておくべき事項は多岐にわたる。 

 

① 自身の権利と相手側の実施態様 

韓国における他者の製品、又はその製品にかかる出願もしくは権利が、自社が

韓国において保有している権利と抵触すると判断される場合には、まず綿密な

調査及び検討が行われなければならない。 

 
・ 特許の場合には、発明の同一性が認められるのか。 

・ 間接侵害に該当し得るのか。 

・ 利用関係が成立するのか。 

・ 文言的抵触ではなく、均等論の範囲に属するのかの観点において、権利が抵

触する範囲内であるかどうか。 

・ 相手側からの反撃に備えて自分の権利が打たれ強いか、すなわち新規性欠如、

進歩性欠如のような瑕疵がないのか、念を入れて検討しなければならない。 

【権利取得の過程で自らが不利になるような意見を開陳していないか、日本・

韓国以外への外国出願・権利取得の過程で先行技術としてどのようなものが引

例に引かれたのか、拒絶理由を解消するために不必要に権利範囲を減縮してい

ないかなど検討すべき事項は多岐にわたる。相手側も必死にこちらの権利の弱

点を探してくるのである】。 

・ 相手側がその製品にかかる出願をしていたり、権利を取得している場合には、
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これらに法的瑕疵があるかどうか。 

・ 商標の場合には、不使用期間が 3 年を超えていないか、過去に変形使用して

いないかなど当方の登録商標に法的瑕疵がないか。 

・ 相手側商標の文字やロゴとだけでなく使用商品の類否の度合いなどについて

も綿密に検討する。 

・ 包装デザインやパッケージデザインの類否も検討し、デザイン登録法や不正

競争防止法、著作権法による法的対応が可能かどうか、検討の幅を広げておく

必要がある。 

 

② 警告状の送付相手と要求事項など 

自分の権利に相手側の実施行為や模倣品が属すると判断されればとりあえず

相手側に警告状を送ることができるわけであるが、さらに将来の侵害対策戦略

を見据えて以下のような点について十分な検討が行われるべきである。 

 

・ 自社名義で相手側に送るのか、自社の代理人として弁護士や弁理士名義で送

るのか。 

・ 製造会社に警告状を送るのか、製造会社から納品を受けこれを販売する販売

会社にするのか、侵害品の中間/ 終ユーザーにするのか。 

・ 複数の侵害者が存在する場合、全ての侵害者に一律的に送るのか、業界で

大手だけにするのか、2番手グループにするのか。 

・ 財政的に窮しているところがいいのか。 

・ 侵害品の売上で潤っているところがいいのか(損害額被害額がある程度膨ら

むまで待つことも考慮する)。 

・ 単に今後の侵害行為を改めるという約束だけを求めるのか、販売量・流通量

の通報や在庫の廃棄を要求しあくまで経済的弁済までも強く求めていくのか、

今後のライセンス供与や協力関係構築を匂わすか。 

・ 自社の権利がまだ確実なものでない場合や相手の侵害に確証が持てない場合

などには、警告状という名目でなく「案内文」といったよりソフトな表現を用

いることも考慮する。 

【ちなみに、日本ではいきなり代表者名で相手会社の代表者宛に警告状を送る

と波風が立ちすぎるので、担当者/担当部署名で相手の担当者/担当部署宛にソ

フトな警告状を送ることで穏便に処理するという方法が取られることもある

ようであるが、韓国では、特に外国企業が警告状を送る場合には、直接代表者

宛に送るのが普通であろう】 
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(4) 警告状＋権利行使以外の解決方法 

 例えば自社が部品に対する特許権を保有していて、これに抵触する相手側の特許権

はその部品を含む完成品である場合を仮定してみると、このような場合には、警告状

を発送して特許侵害訴訟を提起することだけが方法ではない。相手側に自社の部品を

使用できるようにする代わりに相手側の権利である完成品に対する実施権の許与を受

けるクロスライセンス契約を通じて、莫大な費用が要求される訴訟手続きによらなく

てもより良い方向で問題を解決することもできよう(なお、ライセンス契約、技術導入

契約などについてはジェトロより発行されている「韓国ライセンスマニュアル」を参

照のこと)。 

 

(5) 権利行使に対する侵害者の対抗 

 法的措置などの対策を実施すると相手側から以下のような対抗がなされる場合があ

るので、これに迅速に対応する必要がある。 

 

① 当方の権利を弱化、無効化するためのカウンターアタック 

特許権、デザイン権については消極的権利範囲確認審判や登録無効審判を、商

標権については不使用取消審判などを請求してくる。 

② 時間稼ぎのための交渉と模倣品の消尽 

権利者の要求に従うように見せかけて時間を稼ぎ、その間に模倣品を売りつく

す。 

③ マスコミプレイ 

マスコミに権利者の権利行使、行政機関などの取締りが不当で侵害者が正当で

あるかのような発言を流布する。 

④ デザイン変更 

商標の態様や製品デザイン、包装パッケージなどを変更し、取締り対象を縮小

し、とりあえず取締りを逃れる。 

⑤ 逆提訴 

侵害者が権利者の法的措置が不当であるとして妨害排除請求訴訟/業務妨害罪

告訴/差止請求権不存在確認の訴を逆に提訴してくる。 

⑥ 権利無効後の逆提訴 

権利行使後に権利者側の権利が無効となった場合には、不当利得返還請求(既

に支払われた損害賠償金など)、故意過失による損害賠償請求、再審請求をし

てくることが考えられる。 
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3-2  行政的措置 

 行政的措置としては次のような措置をとることができる。詳細については、行政的

措置(第 III 編第２章;227 ページ)を参照されたい。 

 

① 特許審判制度 

② 税関による国境(水際)措置[商標権/著作権侵害物品の通関保留措置] 

③ 不公正貿易行為に対する貿易委員会による救済制度 

④ 紛争調停委員会(特許、実用新案、商標、デザイン) 

⑤ ドメインネーム紛争調停制度 

⑥ 著作権紛争調停制度 

⑦ 産業技術紛争調停制度 

⑧ 知的財産保護オンラインモニタリングシステム(IPOMS) 

⑨ 商標権特別司法警察隊 

⑩ サイバー捜査隊 

⑪ 偽造商品申告褒賞金制度 

 
3-3  民事的措置 

 民事的措置としては、特許権、商標権、デザイン権、著作権、不正競争行為や営業

秘密などの権利に基づいて、次のような措置をとることができる。詳細については、

民事的措置(第 III 編第３章:266 ページ)を参照されたい。 

 

① 模倣品/侵害品の生産や販売、さらに輸入、流通、展示などの中止(差止請求) 

② 模倣品/侵害品による損害の賠償(損害賠償請求) 

③ 模倣品/侵害品による業務上の信用に対する被害の回復(信用回復請求) 

 

3-4  刑事的措置 

 刑事的措置として、特許権、商標権、デザイン権、著作権、不正競争行為や営業秘

密などの権利に基づいて、は次のような措置をとることができる。詳細については、

刑事的措置(第 III 編第４章;303 ページ)を参照されたい。 

 

① 侵害者に対する告訴又は告発 

② 侵害者に対する調査・捜査 

③ 侵害者、模倣品/侵害品に対する家宅捜索、押収など(いわゆる取締り) 

④ 権利侵害罪、偽証罪、詐偽罪、虚偽表示罪、秘密漏洩罪、営業秘密侵害罪など

の罪状に応じて、罰金刑、懲役刑を科す  
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4．事後処理段階 

 模倣対策を実施し、一定の成果を得て（成果が得られない場合もあろう）模倣対策

が終了、もしくは一段落したとしても、今後のさらなる模倣対策のために事後的に遂

行すべきことがいくつかある。特に模倣品は、真正品に魅力がある限り、出現し続け

るものであるため、事後的なフォローアップは不可欠である。 

 

 事後処理段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

◆ 関係機関への感謝表明 

◆ マスコミ発表 

◆ 継続的監視体制の確立 

 

4-1  関連行政機関などに対する感謝表明 

 模倣対策は事務的な処理で終わらないだけに、対策・取締りが成功裏に終わった場

合には、検察、警察、税関、特許庁などの行政機関や摘発関係者らの協力と熱意工夫

が功を奏したと考えるべきである。業務なのだから、しかるべき費用を払ったのだか

らとそのままにしておいては、その後の協力も得られにくくなりがちである。 

 実際に行政機関に日を改めて訪問し感謝状や感謝碑などを贈呈するセレモニーは

時々行われており、行政機関の方からも実績評価に繋がるとして歓迎される。こうし

ておくと、自社の技術、ブランド価値について各行政機関の担当者らの印象が深まり、

権利者側からアクションを起こさなくても行政機関の自主的な判断により取締りが行

われることも期待できる。 

 そして、行政機関の自主的な判断の参考とするために、自社真正品のサンプル、過

去の模倣品の例、真贋鑑定の要領や見分け方などを整理した資料を手渡しておくこと

が望ましい。 

 

4-2  対策終了の広報、マスコミ発表 

 海外での模倣対策が成功裏に終了したことを社内報などで広報することは、社内体

制のいっそうの強化につながり、社員の士気向上にも有効である。 

 また、日本及び韓国のマスコミに発表することで、自社の模倣対策に対する強い姿

勢を一般人にも模倣業者にも示しておくと、模倣行為の再発・拡大防止にも大きな効

果がある。 

 ただし、侵害者、模倣業者の実名を明かしたり、事実の公表にとどまらず警告的な

ニュアンスを与えるような記事内容の場合には、名誉毀損、営業妨害、世論の反発な

どを引き起こす恐れがあるので、現地法人や現地代理人との慎重な打ち合わせが必要
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である。この点で 4-1 の行政機関訪問の際のセレモニーを現地マスコミに取材させ公

表する方法がもっとも望ましいと言える。 

 

4-3  継続的市場監視の体制作り 

 模倣品は一度の模倣対策実施・取締り・摘発・押収・廃棄や、侵害者・模倣業者の

罰金処分や拘束でなくなるものではなく、自社の製品・商品に人気と付加価値がある

限り、繰り返し市場に出回るものと考えるべきである。よって以下のような体制作り

を検討しなければならない。 

 

① 市場監視担当者の選定 

現地法人か海外営業担当者か、法律事務所や調査会社に依頼するか。 

どのくらいの頻度でどの地域や範囲を行うのか、具体的に決める。 

② 発見した場合の連絡ルート作り 

初めて模倣対策を行ったときと同じルートでいいのか再考する。 

③ 真贋鑑定の社内システム作り 

製品によって事業部が異なったり、製品に詳しい担当者が複数の人間であった

りすることも多い。製品ごとに社内の誰が担当なのかを予め調べておき、税関

や警察などから真贋鑑定の依頼があったときに迅速に真贋鑑定ができるよう

にすべきである。デジカメで撮影、メールで本社転送後、画像確認という方法

も考慮する。可能であれば真贋鑑定を現地法人や総代理店で行えるように資料

作りや情報共有を進め、普段から真贋鑑定教育をしておく。 

④ 実施する対策内容の再考 

初めて模倣対策を行ったときと同じ対策を採るべきか、持続的効果を考えさら

に重くするのか、費用対効果を考え軽い対策を高頻度で行うのがいいのかを考

える。 

⑤ 取締りの定期化 

「発見したら取締る」から「定期的に取締る」に変える努力をする。模倣品の

発生量にもよるが、定期的に取締りを繰り返すことで、「模倣行為は絶対許さ

ない会社」という認識を模倣業者の間に拡散させる。こうすれば自社の他の製

品・商品も模倣品が少なくなっていくという波及効果が得られる。 

 

5．在韓日系企業の取組み - 韓国ＩＰＧの活動 

5-1  設立趣旨と活動範囲 

 日系企業による情報交換グループ(ＩＰＧ)がアジア各国を中心とした世界 12 カ

国・14 カ所で活動しており、韓国でも 2010 年に「韓国ＩＰＧ」の活動がはじまった。 
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韓国ＩＰＧは、韓国で事業

め、情報交換の場として、

たグループであり、参加企業

財産に関する課題の解決に

のような趣旨での活動を進

 

① 韓国政府への要請（

② 模倣品・海賊版の取締

連携の構築・強化と

③ 模倣品対策の事例や

④ 韓国現地法人の「知財力

・ 韓国の知的財産動向

・ 韓国現地法人と本社知的財産部

・ 韓国現地法人における

⑤ 模倣品被害などメンバー

 
韓国ＩＰＧ活動の概要 
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事業を行う日系企業が抱える知的財産権の諸問題

、また、現地政府との協力活動をおこなう母体

参加企業のビジネスの 前線である韓国において、

に取り組むとともに、更なる日韓関係の構築を

進めている。 

（知的財産分野における隘路事項について）

取締り等に関して、韓国政府関係機関と韓国ＩＰＧ

と定期的な情報交換 

や手法に関するメンバー間での情報交換 

知財力」の向上 

知的財産動向(報道など)の情報の共有 

本社知的財産部との間の連携強化の支援 

における知財管理や知財教育の推進の支援 

などメンバー企業等の個別問題の解決に向けた支援

諸問題に対処するた

母体として発足し

、積極的に知的

を目指して、次

） 

ＩＰＧの間での

支援 
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5-2  具体的な活動 

 模倣品対策のための活動として、具体的には以下のようなイベント等を行っている

（日本の経済産業省・特許庁の委託・補助事業）。 

 

(1) 韓国ＩＰＧセミナーの開催 

 メンバー企業や韓国大手企業の模倣品対策の事例を紹介する「事例研究会」や、模

倣品取締り機関（税関・特許庁）による行政的救済手段の詳細な紹介が行われ、メン

バー企業の模倣品対策の取組みに実践的な情報を提供している。 

 また、韓国特許庁長官や韓国政府機関の担当者を招いての意見交換会や、本社知的

財産部の代表を日本から招いての講演や意見交換会を開催しており、韓国政府機関と

の連携の強化や、本社知財部との連携の強化を図るとともに、メンバー企業の要望を

韓国政府に伝える役割も果たしている。 

 

(2) 取締り機関向けの真贋判定セミナーの開催 

 模倣品真贋判定セミナーは、日系企業の商標権担当者が自社製品の模倣品に関する

真贋判定の要領について、税関などの取締り職員を集めて直接に研修を実施するもの

であり、韓国の取締り職員の日本製品に対する意識を高めるとともに、取締り職員の

識別能力を高めることにより、取締りが効果的に行われるようにすることを目的とし

ている。 

 

(3) 韓国ＩＰＧ・Information 

(日本語版･韓国語版)の発行 

 韓国ＩＰＧのイベントの案内や、活動成果

の紹介のほか、韓国の知的財産関連ニュース

や判例紹介、「新･知財 前線は今」というト

ピック記事などを掲載しており、韓国の動向

を簡単に知ることができる。韓国法人の知財

力を強化するためには、韓国人スタッフを含

めた韓国法人の職員への知財啓発も必要で

あり、＜韓国語版＞を同時発行するなど、韓

国人スタッフ含めた知財初心者でも「知財を

学べる」内容に工夫されている。 

 

5-3  メンバー加入と問合せ先 

 韓国ＩＰＧへのメンバー登録は、登録・年会費とも無料であり、韓国で知的財産の
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諸問題にかかわっている日系企業・団体、個人などを広くメンバーとして募集してお

り、詳しくは日本貿易振興機構(ジェトロ)ソウル事務所のホームページ

(http://www.jetro-ipr.or.kr/)を参照のこと。また、日本の本社又は韓国に支社や現

地法人のない会社などは、国内で「韓国知財ネットワーク」メンバーとして登録受付

(http://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/ipg_kr.html)を行っており、ここでメンバ

ーとして登録すれば、各種イベントの情報や＜Information＞が送られてくるので、各

種イベント等に参加することができる（参加無料）。 

 

http://www.jetro-ipr.or.kr/
http://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/ipg_kr.html
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