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第2章 特許編 

1. 特許戦略 

1-1.特許戦略の必要性 

企業間の熾烈な競争の中で生き残るために各企業は、より有利な位置を確保するた

めの手段として、特許権を活用している。特許権を先に取得した先発企業は、その特

許権を土台に競争で有利な位置を確保することができる。一方、後発企業は、先発企

業の特許権を回避すべく別の技術開発の必要性が生じたり、先発企業とライセンス交

渉や技術提携などを通じてロイヤルティを支払わなければならない。 

このような理由から、各企業は、積極的に特許権を獲得することによって企業競争

の武器として活用しているが、その戦略としては、企業の資産価値を極大化させるよ

うないわば攻撃的な特許戦略と、他人との特許紛争を最小化して企業活動に支障を来

たさないようにするいわば防御的な特許戦略が共に必要となる。 

 

(1) 攻撃的特許戦略の必要性 

攻撃的な特許戦略としては、企業が保有している技術を自社で独占的に实施するこ

とを念頭に置き、保有技術に対して強い特許権を取得しなければならない。 

新技術に対して具体的に強い特許権を確保するためには、後述するところのように、

発明者、特許担当者及び知的財産の専門家である弁理士との協力が欠かせない。この

ような過程で互いの意思を充分に交換し、それにより、より強い特許権を確保するこ

とができる。 

特許権の創出活動は、企業内部の研究活動にだけ依存する必要はなく、外部の優れ

た特許権の取得も視野に入れ、これを利用して企業の知的財産ポートフォリオを強化

して市場独占力を高めることができる。特に、直接事業化の意思もなく特許権を多く

保有している大学、 公共機関、研究所の特許権を購入することも特許権創出の有用な

手段になり得る。なお、韓国の大手企業は、このような外部の特許権の取得を積極的

に進めている。 

 

(2) 防御的特許戦略の必要性 
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他社との特許紛争に巻き込まれた場合、企業経営に多大な損害を与える可能性があ

るため、特許紛争に対しては、可能な限り予防することが重要である。このためには、

事業を行う前に、紛争の可能性がある特許権の有無を綿密に調査した後、問題可能性

のある特許権が発見されれば、その特許の有効性や権利範囲を精査して、事業の進行

可否を検討しなければならない。 

あるいは、他社とのクロスライセンスや防衛出願を念頭に置いた知的財産ポートフ

ォリオの構築を進めることも必要であろう。 

 

1-2．発明の完成過程 

(1) 発明の1次創出過程 

発明創出の過程は、問題点に関する解決策を模索する過程であり、一般的に、課題

を解決するアイデアの着想と着想したアイデアの具体化過程を通じて完成される。 

アイデアの着想は、発明者が従来技術(Prior art)の問題点を認識して発明の核心的な

解決課題を把握した後、従来技術の問題点(発明解決課題)に対する解決方案を思案す

ることにより得ることができる。場合によっては、尐数ではあるが、課題とは関係な

く、新たなアイデアを着想することもあろう。 

発明のアイデアを着想したら、この着想したアイデアを具体的に实現するための具

体的技術手段等を導き出し、ラフスケッチとして発明アイデアを完成させる。  

 

(2) 発明の2次創出過程 

上述(1)で得られた発明アイデアがすぐに良い特許につながるわけではない。安定性

のある強い特許を得るためには、先行技術を調査して、調査された先行技術とさらに

差別化しつつ、知的財産ポートフォリオに基づいてさらにブラッシュアップする過程

が必要である。すなわち、良い特許を作るた次の段階として、1次段階で完成した発明

アイデアに関連する先行技術を調査して、自分のアイデアの中で先行技術との差異、

有利な点等を見出し、それをさらに補強したり、あるいは最初の発明アイデアにさら

に尐し開発(Develop)を加えて、最終的に安定性のある強い発明として完成させなけれ

ばならない。 

この過程においては、技術者や知財部門の専門家による先行技術調査の結果や、専

門家としての助言をフィードバックすることが大いに役に立つこととなる。  
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1-3.特許出願の方針 

(1) ノウハウ(営業秘密)による保護 

完成した発明を特許として出願し権利を得ることが必ずしも良い戦略とはいえず、

場合によっては、出願を行う代わりに、ノウハウとして秘匿し、保護することが適切

な場合がある。すなわち、研究開発の成果として自社の独創的な技術(アイデア)が完

成した場合、これを特許で保護するのか、あるいはノウハウ(営業秘密)で進めていく

のかを選択しなければならない。特許と営業秘密は共に技術を保護することができる

が、次のような違いがある。 

すなわち、特許権は、第三者への公開を前提に特許出願をして、登録を受ける手続

きを経て初めて権利が成立する。特許権者は登録を受けた技術を独占排他的に实施す

ることができ、第三者が特許権者の許諾なしにその技術を使用する場合には、これを

禁止するなどの損害賠償等を請求することができるが、その一方、その発明が公開さ

れるため、その内容が競合他他社を含め広く知られることとなり、その結果、代替技

術の開発や、模倣品の発生などの可能性が高くなる 

営業秘密は、特許と異なり別途に権利を申請する必要はないが、不正競争防止及び

営業秘密保護に関する法律により、①公然と知られていないこと、②経済的価値を有

する生産方法、販売方法その他営業活動に有効な技術上又は経済上の情報であること、

③相当な努力により秘密に保持されていたことの3つの要件（同法第2条第2号）を充足

した場合、営業秘密として扱われ（この考え方は、日本における不正競争防止法と同

じといってよいだろう。）、営業秘密の侵害行為に対しては、侵害禁止請求権及び損

害賠償請求権などが認められる。一般的に次の場合は、特許として保護を受けるので

はなく、営業秘密(ノウハウ)として保護を受けることを検討すべきであろう。 

 

① 技術を特許として開示することによって、他社がそれを实施することが容易である

にもかかわらず、他社による当該特許権侵害の立証が困難である場合（例えば、製

造方法における条件、材質の配合割合、パラメータ等） 

② 製造方法のノウハウ等であって、当該情報がないと製造等が困難であるにもかかわ

らず、特許出願をしても進歩性がない等の理由で拒絶される可能性の高い場合（实

験により得られた最適条件等） 
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しかし、営業秘密としての保護は、必ずしも安定したものということはできず、例

えば、上述の3要素を充足すべく管理していたとしても、後の裁判によって営業秘密性

が否定されたり、あるいは、ヘッドハンティングや逆分解設計(Reverse Engineering)

などにより他社に流出する可能性も尐なくない。 

そのため、多くの場合は、主な技術について営業秘密よりは特許として保護する傾

向が強いものと考えられる。営業秘密として保護を受けようとする際には慎重に決定

しなければならない。 

 

(2) 量から質への転換 

多くの特許権を取得していたとしても、实際、企業に経済的価値を提供する特許は、

尐数に過ぎないのが現实である。また、特許出願、権利維持のためには、当然コスト

がかかることとなる。そのため、多くの企業では、多数の特許を確保する量的特許戦

略に代えて、資産価値の高い尐数の核心特許を中心に、实施に必要な周辺特許を出願

して、他社が接近することができない強力な知的財産ポートフォリオを構築する質的

特許戦略が重要となっている。 

しかし、将来的に何れの特許の資産価値が増大するかは、現实的に把握困難であり、

不要であると思われた特許や、権利範囲が狭く資産価値が尐ないと思われた特許が实

際の製品においてきわめて重要となる場合もあり、質的特許戦略といっても容易では

ない。また、質的特許戦略にこだわるあまり、特許出願件数が尐なくなり、他社との

クロス・ライセンスが不利になる場合や、あるいは、周辺特許が十分でないために、

他社の参入を防げなかったばかりか、自社が实施するにも支障をきたしたという場合

も尐なくないため、一定数の特許権の確保は、常に意識すべきであろう。 

 

2. 特許権の取得手続き 

R&Dによりどのような発明を創出していくか、あるいは、それをどのように保護、活

用していくかは、経営部門、知財部門、研究開発部門が三位一体となって特許戦略を

立案、实行していかなければならない。そして、特許として権利を取得する場合には、

特許出願により手続きを進める必要がある。そこで、以下に特許権を取得する手続き

について簡単に説明する。ただし、詳しくは、ジェトロが作成する「模倣対策マニュ
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アル韓国編」（特許庁委託事業）、第Ⅱ編第2章特許法を参照されたい。 

 

 

特許出願された発明に対しては、特許に関する手続が法令に定めた方式(例えば、所

定の手数料を納付したかなど)と適するか否かを審査する方式審査が行われ、方式審査

の結果、瑕疵がある場合には、出願人は当該瑕疵を補正という手続を通じて治癒しな

ければならない。 

方式審査を通過した特許出願は国際分類であるIPCに基づいて分類され、出願日から

18ヶ月以降に出願公開される。 

韓国では、日本と同様、出願された全ての発明に対して特許を受けることができる

か否かを判断する实体審査を行うのではなく、出願された発明において、出願人が明

示的に審査請求を申請した場合に限り实体審査を行う。 

实体審査の結果、特許出願された発明が特許要件を満たす場合には、特許庁の審査

官は、当該出願発明に対して特許決定を下す。一方、特許出願された発明が特許要件

を満たさない場合には、審査官は出願人に拒絶理由を通知し、これに対して出願人は

特許出願された発明が特許を受けることができるという見解を意見書として提出する

と共に、その内容の補正を行うことができる。 

審査官は、提出された意見書と補正書に基づいて出願された発明が特許要件を満た
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すか否か再度判断し、判断の結果、拒絶の理由がないと判断された場合には、特許決

定を下し、拒絶理由が依然として解消されない場合には、拒絶決定という処分を行う

こととなる。 

審査官の処分である拒絶決定に対して、出願人は、再審査請求または拒絶決定不服

審判を請求することができ、以降、特許審判院、特許法院および大法院の審級が設け

られている。 

 

3. 発明、特許権の管理 

3-1.特許出願管理 

特許出願と関連した主要管理プロセスは、1)出願前段階、2)出願から登録までの段

階、3)特許登録後段階に分けることができる。 

 

(1) 出願前の段階 

1）発明の完成および申告 

従前、一般的な特許管理は、発明者が作成した発明申告書が知財部門の担当者に届

けられた時点で開始されていたが、近年、特に攻撃的な特許戦略を重視する企業の場

合には、発明者が発明を申告する前から経営部門、知財部門、研究開発部門の三位一

体により、会社全体で積極的に発明を発掘する例が多くなっている。 

例えば、韓国の大企業の場合には、発明者が発明を正式に申告する前から、知財部

門や弁理士が一体となってアイデア発想会議や発明相談审を運営し、アイデア状態の

発明を積極的に導き出し、優秀なアイデアについて発明申告に至るように誘導する場

合が多い。 

 

2）職務発明としての評価 

発明者が発明を会社に申告した場合には、相当の対価と共に、申告された発明を会

社が継承するか否かを決定しなければならない。日本の場合、職務発明の規定は、特

許法に置かれているが、韓国においては、発明振興法に規定されている。その内容は、

概ね日本の例と同じであるが、例えば、発明申告日から4ヶ月以内に申告された発明に

対して会社が継承するか否かを発明者に通知しなければならない等の手続きがさらに

規定されているので、注意を要する。発明者から発明申告書が受け付けられた場合に
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は、迅速に発明の継承か否かを通知する必要があり、また、継承が可能か否かの通知

は、文書により証拠として残すべきである。なお、職務発明制度については、後述3-2

でポイントを説明する。 

 

3）出願前評価 

出願前審査は、特許出願の乱発を防止すると共に、企業の知財戦略の方針に沿い、

知的財産ポートフォリオ構築のために必要であるか否か判断するために必ず行うべき

ものである。また、この時点で、特許出願を行うか、ノウハウ等として秘匿するかに

ついても、判断されることが多い。 

出願前審査では発明の価値を評価し等級に分け、一定以上の等級に対し、出願を行

うようにすべきである。また、その等級に応じて、職務発明の対価の額が決められる

よう、職員と予め合意し、インセンティブを与えるようにすることが一般的である。

発明の評価は、当然企業によって基準が異なるが、一般に技術性(技術の源泉性、技術

の实現可能性、技術効果など)、将来性及び市場性(製品への適用可能性、市場の波及

力など)に基づいて評価する。 

 

4）特許事務所への依頼 

出願前審査が終わると、实際に特許庁に出願を行うこととなるが、出願業務につい

ては、特許事務所を選定して事件を委任する場合が多い。また、韓国の場合も、日本

と同様、国内に住所又は営業所を有していない在外者については、基本的に特許管理

人を設定する必要があり、实際的には、特許事務所の弁理士を設定することとなる。 

 

(2) 出願から登録までの段階 

1）審査請求 

日本と同様に韓国でも、特許出願された全ての発明が直ちに審査されるのではなく、

必ず審査請求という手続きが必要である。日本の場合には出願日から3年以内に審査請

求をしなければならないが、韓国の場合は、出願日から5年以内に審査請求をしなけれ

ばならない。 

日本の場合には、出願と同時に審査請求を行う割合が低いが、韓国の場合には、特

に中小企業の殆どが出願と同時に審査請求が行われている。これは、出願と同時に審
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査請求を行うことにより特許を早期に獲得すると共に、出願管理の負担(出願日から5

年以内に審査請求をしなければ特許が取下げとなるため、出願後に審査請求の進行を

正確に管理することは非常に重要な事項である。)を軽減するために行われている例が

多いと考えられる。 

 

2）拒絶理由への対応 

審査請求があると、特許庁の審査官は、实体審査を行い、特許出願された発明が特

許要件を満たすか否かを判断する。特許要件を満たさないと審査官が判断すると、特

許を受けることができない理由(拒絶理由)を記載した通知書が発行される。 

下図に示したように、最近、5年間の韓国特許庁の統計によれば、拒絶理由なしに直

ちに登録された比率は2010年基準で約10％程度に過ぎず、また、拒絶理由に対応して

最終的に登録決定された割合は60%に達する。そのため、審査官の拒絶理由に対し、適

切な意見書、補正書により対応することが何よりも重要となる。 
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3）特許請求の範囲の補正による保有特許資産の強化 

特許出願した発明は、自社にとって現在、将来にわたり十分な権利範囲を有してい

る必要があるが、实際、そうでない場合も尐なくない。万一、必要な権利範囲を持た

ない発明が特許となり登録がなされた場合、かかる特許は、自社の製品をカバーして

いなかったり、あるいは、他社に対し権利主張ができないといった無意味な特許にな

ってしまう可能性がある。 

そのため、出願後においても、必要な権利範囲を有しているか確認し、必要に応じ

て特許請求の範囲を補正しなければならない。このような補正は、必要な権利範囲を

得て、保有特許資産を強化するために核心的な作業である。 

ただし、出願後においては、補正可能な範囲が制限される上、特許登録後や、拒絶

決定不服審判請求後には不可能となるため、出願時点において十分精査すべきである

し、万一そのような補正が必要である場合は、補正可能な期間において適切に対応す

べきである。 

  

4）出願の分割の活用 

出願された特許に対しては、特許請求の範囲の補正以外にも、分割出願行うことに

より、さらに知的財産ポートフォリオの強化を図ることができる。すなわち、出願の

分割とは、一つの特許出願に2以上の発明が含まれている場合、その一部の発明を別個

の特許出願として分割し出願する制度をいうが、实務上では次のように戦略的に活用

する。 

なお、日本の分割出願制度とは異なり、特許決定後に分割の機会は得られないので、

注意を要する。 

 

① 拒絶理由がある発明を別個の出願として確保する場合 

審査官から一部の請求項には拒絶理由があるが、残りの請求項は特許が可能である

との拒絶理由を受けることが尐なくない。このような場合には、登録可能性が高い

請求項を残し迅速な権利化を図りつつ、残りの請求項は、分割出願してさらに補正

の機会を活用し、さらに権利取得を図る戦略である。 

 

② 出願手続きを継続させるために分割出願する場合 

原出願に対する権利化が不調に終わる場合備えて、補償策として分割出願を行い、



 

99 

 

さらに補正の機会を活用して必要な権利化を目指したり、または、将来の市場変化

に応じて権利範囲を決定すべく、手続きを継続させるために分割出願を行うといっ

た戦略である。  

  

(3) 特許登録後の段階 

1）権利維持管理 

特許が登録決定されると、最初3年分に該当する特許料を納付しなければならず、3

年以降からは、毎年権利の維持料(以下、‘年次料’)を納付して特許権を維持するこ

ととなる。年次料を期間内に納付しない場合には、基本的に特許が消滅するので、年

次料管理に注意しなければならない。年次料は、基本料と請求項1項ごとに追加される

追加料との合計からなり、下表のように7年次、10年次、13年次別に年次料が急増する

ことが分かる。 

 

権利 
設定登録 年次登録料 

(1~3年分) 4~6年 7~9年 10~12 年 13~25年 

特許 

基本料 

毎年 15,000ウォンずつ 毎年 毎年 毎年 毎年 

45,000ウォン 40,000ウォン 100,000ウォン 240,000ウォン 360,000ウォン 

加算料 毎年 13,000ウォンずつ 毎年 毎年 毎年 毎年 

(1 項毎に) 39,000ウォン 22,000ウォン 38,000ウォン 55,000ウォン 55,000ウォン 

 

そのため、特許登録後、特に4年次、7年次、10年次になる時点で保有特許を維持特許

および不用特許に区分した後、不用特許に対してはそれ以上の登録年次料を支払わな

いように管理して費用を節減する必要がある。 

特許権者が納付期間内に年次料を納付しなかった場合には、納付期間が経過した日

から6月以内に追加料を納付することができ、この場合1ヶ月以内は120%、2～3ヶ月以

内は130%、4～6ヶ月以内は150%の金額を納付しなければならない。年次料を追加納付

期間以内に納付せず特許権が消滅したときは、特許権者は追加納付期間満了日から3ヶ

月以内に年次料の3倍の額を納付し、その消滅した権利に対する回復を申請することが

できる。 

 



 

100 

 

2）特許維持評価のガイドライン 

保有特許を維持特許および不用特許に区分するためには一定の基準により評価する

必要があり、一般には下記の例示のように権利性、技術性、市場性に基づいて判断す

る。各評価項目に対する具体的な事項は、付録1を参照されたい。 

 

区分 評価項目 配点 

権利/技術性 

(40 点) 

侵害立証容易性 10点 

権利の強度 10点 

技術完成度 5点 

技術の属性 5点 

技術動向との附合性 5点 

技術寿命周期上の位置 5点 

市場性(40点) 

製品の適用可能性 20点 

産業的波及効果 10点 

市場成長性 5点 

市場進出容易性 5点 

 

3-2.職務発明制度 

(1) 職務発明制度 

職務発明とは、従業員がその職務に関して発明したものが性質上使用者(会社)の業

務範囲に属し、その発明をした行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明を

いう。そして、職務発明制度は、使用者である企業等が職務発明について特許を受け

る権利や特許権等の権利の承継を受ける代わりに、当該職務発明をした従業員に正当

な補償（対価）を与えることによって、従業員である発明者の研究意欲を向上させ発

明の創出を促すと共にし、創出された発明により会社の利益を増大させ、研究開発の

循環を円滑な善循環構造にするための制度である。 

韓国における職務発明制度は、日本のものと基本的には同じ制度と考えてよい。た

だし、日本の場合は、特許法第35条によって規定されているが、韓国では、発明振興

法第10条から第19条（条文については、付録5を参照）に規定されており、いくつか日
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本とは異なる規定が存在するため、韓国において職務発明制度を運用する際には、注

意が必要である。 

 日本と異なる主な点は、以下のとおりである。 

① 職務発明補償制度の实施に関する支援施策の樹立・支援（同法第11条） 

② 従業員による職務発明についての通知義務（同法第12条） 

③ 使用者による職務発明に関する権利承継可否の4か月以内の通知義務（同法第13

条） 

④ 正当な補償（対価）についてのみなし規定（同法第15条） 

⑤ 出願留保時の正当な補償義務（同法第16条） 

⑥ 職務発明審議会の設置、紛争調停、秘密保持義務等（同法第17-19条） 

 

 

(2) 職務発明と関連した使用者/従業員の権利/義務 

1）権利の帰属 

職務発明は、原始的に従業員が特許を受けることができる権利を有し、従業員が権

利を取得した場合、使用者(会社)は、無償の通常实施権を有するものである。しかし、

使用者(会社)は、契約又は勤務規定により職務発明に対する権利（特許を受ける権利、

特許権、専用实施権等）を継承することができ、また、使用者が職務発明に対する権

利継承した場合、従業員はこれに対する正当な補償（対価）を受ける権利を有する。 

ただし、従業員と使用者との間において、職務発明に対する権利についての契約又
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は勤務規定が置かれていない場合、使用者は、当該権利の承継について主張をするこ

とができない（同法第13条第1項）ため、注意を要する。特に、韓国においてR&Dを行

っている形態の現地法人においては、韓国現地法人において職務発明制度を運用する

必要があるため、補償規定も含め、職務発明に関する合理的な契約又は勤務規定を整

備し、従業員との間で協議（同法第11条、14～19条）を行っておく必要がある。 

 

2）職務発明通知義務 

従業員が職務発明を完成した場合には、遅滞なくその事实を通知しなければならず

（同法第12条）、使用者は、職務発明完成の通知を受けた日から4ヶ月以内にその権利

を継承するか否かを従業員に文書で通知しなければならない（同法第13条）。4ヶ月以

内に権利の承継を行わない旨の通知をした場合又は継承するかか否かを通知しなかっ

た場合には、権利の承継が行われなかったものとなる。 

 

(3) 職務発明制度の運営 

1）包括的予約継承の必要性 

職務発明に関する契約又は職務発明運営規程(付録2参照)を整備するに際し、“従業

員が職務と関連して発明をした場合、会社がその発明に対する権利を継承する”旨の

包括的予約継承規定をおく必要がある。すなわち、上述（2）1）において説明したと

おり、かかる規定が存在しない場合、使用者である会社は、職務発明に対する通常实

施権を有するだけであり、従業員による特許出願や、特許権の取得に対し、対抗する

ことができなくなる可能性が高い。 

 

2）職務発明の補償 

使用者が職務発明に対する権利を承継した場合、使用者は、従業員に適切な補償を

しなければならない。かかる職務発明の補償は、発明者の意欲を向上させ、はるかに

大きな付加価値を創り出すことができるので、企業の技術力向上と資産価値増大に寄

与できる。 

正当な補償（対価）である職務発明報償金は、使用者が得る利益と、発明の創出、

完成に至る過程において、使用者と従業員が寄与した程度を考慮して決定することが

原則である。かかる職務発明の補償と関連しては、会社別に運営指針が異なるが、韓
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国大企業の場合には出願/登録補償と処分補償に区分して運営する。 

 

 

[職務発明補償金の支給実態例] 

 

① 出願/登録補償 

ⅰ出願報償金 

発明は、特許として登録された時に財産権となるものであるため、報償金は、登録

された場合に支払うという考え方がある。しかし、实際、登録までは時間を要するた

め、補償制度として適切に運営することが困難である。そのため、通常は、出願報償

金を支払っている。一般に出願報償金は定額で一律的に支払う場合もあるが、発明の

評価により等級別に差別化した金額を支払う方が、従業員としても使用者としても好

ましい場合が多い。 

また、出願に至らない発明、あるいは、ノウハウとして保護する場合についても、

特許を受ける権利を承継し、その評価に応じて補償金を支払う企業が多い。 

 

ⅱ登録報償金 

登録報償金は、発明が登録された場合に支払うものである。この場合、補償金額の

設定が問題となる。特許発明が实施されていない場合には、概ね、定額制や権利内容

に応じた評価により設定すればよいが、進んで、自社が实施している場合は、正当な

補償としての報償金額(かかる報償金を“实施報償金”という場合が多い。)について、

会社の利益を考慮しなければならないだろう。しかし、発明によって会社が得る利益

を算定することは、实際容易でない。すなわち、医薬等一部の製品を除き、会社のあ

る製品がその特許発明それ自体である場合は殆どなく、大部分が他の多くの特許発明
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も用いているためである。また、売出げが増加した場合であっても、製品の性能等の

ほかに、例えば広告広報や営業力等、多くの経営要素が含まれ得るため、全ての要素

を立証して補償の適切性を計算することは非常に難しい。そのため、韓国の大部分の

企業において、社内の職務発明補償委員会（同法第17条）で審議し、補償金額を決定

する形式を採用している。 

 

② 処分補償 

使用者が特許によってロイヤルティ収益を得たり、特許を売却して金銭的な収益を

得た場合(すなわち、特許の処分で収益を得た場合)に支払う補償方式をいう。処分補

償の場合には、会社が得る収益金額が明確であるため、収益金額の一定の比率を発明

者に処分報償金として支払う方式を利用する。ただし、登録補償金と同様、処分によ

る収益は相当部分会社の努力、知的財産権専門家の参加、事業およびマーケティング

などによって創出される場合が多いため、会社で処分補償の限度を決定する場合もあ

る。 

 

(4) 職務発明の寄与度 

通常、従業員が創出した最初のアイデアがそのまま発明として完成していることは

なく、多くの場合、社内の知財部門の協力を経て発明として完成する、あるいは、完

成度が高まる場合が多い。すなわち、発明者のアイデアが種(Seeds)になったことは事

实であるが、最初に創出されたアイデアに知財部門での協力により得られたアイデア

が追加され、企業にとって資産価値のある発明として完成することとなる。そのため、

報償金の支給率を決定することにおいては、発明の特許化過程、最初発明と特許の合

致性の有無、企業内で参加プロジェクトの性格および役割、共同研究の有無、企業の

各種支援などを考慮して職務発明の寄与度を評価することが望ましい。 

 

3-3.特許情報調査 

特許は、発明の内容に対する情報を一般に公開する代価として、発明者に付与され

る排他的、独占的な権利である。特許情報とは、出願された明細書に記載された技術

情報をはじめ、手続きに関する情報も含め、特許制度上において生じるおおよそ全て

の関連情報を意味する。 
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最近、各国の特許庁は、特許情報データーベースを構築しており、テキスト検索や

特許分類等により、特許情報を活用するのに大変役に立っている。 

なお、特許情報の取得、活用方法の詳細については、ジェトロソウル事務所が作成

した「韓国知的財産情報検索ハンドブック」及び「KIPRIS簡易マニュアル」（いずれ

も特許庁委託事業）を参照されたい。 

 

(1) 特許情報調査の代表的な種類 

1）書誌事項調査(Bibliographic Search) 

特許番号や出願人名、発明者名のように、書誌的な事項の情報に対し行う調査であ

る。この調査は、例えば特定の出願に対し、出願人、権利者、発明者が誰であるのか、

関連した出願はないか等、ターゲットとする出願の状況調査の際に行われる。 

 

2）特許性調査(Patentability Search) 

特許性調査は、例えば自社において創出した特定発明等が特許を受けることのでき

る発明であるか否かを調査するものであり、主に発明者や知財担当者が、特許出願以

前に先行技術が存在するか否かを調査する場合に行われる。特許性調査は、発明アイ

デアや出願された特許等に対する先行技術調査を通し、権利取得の可能性を予め確認

後、出願可否を決めたり、手続き補正により請求の範囲を変更することができるよう

にし、最大限広くて強い権利を取得することができるように支援する場合に行われる

最も基本的な活用方法である。 

 

3）特定技術分野調査(State of the Art Search) 

特定技術分野の先行技術に対する調査をいい、特許マップ(patent map)を構築する

ためによく行われる。また、自社の知的財産ポートフォリオの構築、確認や、技術開

発上の問題を解決するためにライセンシングすることができる技術を探すなど、広く

役に立つ調査である。 

  

4）継続調査(Continuing Search) 

継続調査は、監視調査(monitoring search)という表現を使う場合もあり、関心分野

の特許動向を把握したり競争社の動向を把握するために主として行われる。また、特

定の出願に関する法的状態などを監視する場合にも行われる。 
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5）譲渡受調査(Assignment Search) 

譲渡調査は、ターゲットとする特許が他人や会社に譲渡されていないか否か等を調

査することで、特許の法的所有主が誰なのかを確認するためのものである。 

 

6）侵害調査(Infringement Search) 

侵害調査は、自社製品ないし技術が他の特許を侵害していないか否かを調査する目

的で行われる。調査手法自体は、上述2)特許性調査とほぼ同じとなる。 

 

7）有効性調査(Validity Search) 

有効性調査は、権利侵害のおそれがある場合、あるいは、知財紛争が発生した場合、

対象となる他人の特許を無効にすることができるか否かを調査するためのものである。

すなわち、自社製品の販売に障害となる特許や、権利侵害の主張がなされた特許につ

いて、これを無効化させるための資料調査時に活用する調査であって、世界主要国家

の特許情報（特許公報）をはじめ、その他論文等技術文献も含め広く、かつ根気よく

調査し、該当権利の有効性・無効性を調査する。 

 

8）権利消滅調査 

権利消滅調査は、対象となる権利が消滅していないか、すなわち、自由に使える技

術やデザイン等を調査する目的で行われる。ただし、例えば、ある特許権が権利とし

て消滅していたとしても、その発明を实施することにより他の特許権を侵害する可能

性もあることから、2)の特許性調査や、6)の侵害調査も併せて行い、当該発明の使用

には、慎重を期すべきである。 

 

(2) 情報収集サイト 

1）基礎情報収集 

基礎情報の収集は、インターネットによる情報収集と、古典的情報調査方法である

技術書籍および専門家集団による収集などがあるが、ここではインターネットを利用

した情報収集に関して説明する。 

インターネットによる基本的な事項に関する検索の後、具体的かつ確实な技術に対

する基礎情報を収集しようとする場合、関連技術学会や論文を検索してみるのが確实
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である。 

そのための検索サイトは多数あるが、代表的な検索サイトを紹介すると以下のとお

りである。 

名称 URLアドレス 

LGサンナム図書館 http://www.lg.or.kr  

韓国教育学術情報院 http://www.riss4u.net  

国家知識ポータル https://www.knowledge.go.kr 

国家電子図書館 http://www.dlibrary.go.kr  

大韓電子工学会 http://www.ieek.or.kr  

韓国電子通信研究院 http://www.etri.re.kr  

韓国科学技術情報研究院 http://www.kisti.re.kr/ 

IEEE http://www.ieee.org  

電力電子学会 http://www.kipe.or.kr  

国会図書館 http://www.nanet.go.kr  

 google論文検索 http://scholar.google.co.kr 

 韓国研究財団 http://www.nrf.re.kr/  

NDSL http://www.ndsl.kr 

 e特許の国 http://www.patentmap.or.kr/ 

研究開発情報センター http://www.kordic.re.kr  

産業情報網 http://www.iin.co.kr  

韓国産業データ・ベース http://www.kidb.co.kr  

 

2）国内特許情報サイト 

① 韓国特許情報院（KIPRIS） 

韓国特許情報院で提供する特許専門検索DBとして、1947年以降の産業財産権(特許、

实用、デザイン、商標)情報を無料で検索できる国内最大の検索サイト(http://www.ki

pris.or.kr)であり、英語版によるサービスも行われている（http://eng.kipris.or.k

r）。 

KIPRIS検索DBは、国内産業財産権情報(約350万件)の書誌事項、抄録(代表図面を含む)、

専門明細書の全体を収録した特許検索DBで、検索方法もキーワード検索、各種番号(出

願、公開、公告、登録、優先権番号)検索、IPC検索、出願人および発明者検索、デザ

インおよび商標検索など多様な検索が可能である。 

http://www.lg.or.kr/
http://www.riss4u.net/
http://www.dlibrary.go.kr/
http://www.ieek.or.kr/
http://www.etri.re.kr/
http://www.ieee.org/
http://www.kipe.or.kr/
http://www.nanet.go.kr/
http://www.nrf.re.kr/
http://www.kordic.re.kr/
http://www.iin.co.kr/
http://www.kidb.co.kr/
https://www.knowledge.go.kr
http://www.kisti.re.kr/
http://scholar.google.co.kr
http://www.ndsl.kr
http://www.patentmap.or.kr/
http://www.kipris.or.kr
http://eng.kipris.or.kr
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KIPRISが提供する主なサービスは以下のとおりである。  

区分 提供サービス 会員 非会員 

IP情報の検索・照会 
権利別広報検索・照会 O O 

韓国特許の英文抄録検索・照会 O O 

便利な機能 

ブックマーク機能 O O 

エクセルファイル作成機能 O O 

ダウンロード機能 O X 

検索式保存機能 O X 

マイフォルダ機能 O X 

翻訳 韓→英機械翻訳(有料) O X 

 

KIPRISでは基本的な検索・照会サービスは会員登録をしなくとも利用することがで

きるが、会員(登録無料)のみ利用可能なサービスも提供されているので、定期的なサ

ーチなどを頻繁に利用する場合には会員登録をしておく方が良い。 

 

 

[KIPRISの英文メインページ] 

 

KIPRIS英語版のメインページで [Patent] をクリックした後、Advanced Searchを選

択すれば、下の特許検索のための画面が現れる。 
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[KIPRISの特許検索画面] 

 

上の画面で、各項目に英語によるキーワード、日付等を入力し、検索を行う。 

  

② WIPS (有料サービス) 

WIPSはインターネットを通じて全世界の特許情報を検索することができるサービス

を提供する韓国初の民間特許情報DB サービス提供業者である。WIPSは一般的な検索サ

イトとは異なり、特許情報検索時に一般検索、フィールド検索式で連続して検索式を

作成し、検索結果数を比べて検索式同士の組み合わせで検索することができるSTEP方

式機能を提供している。 

また、WIPSは、KIPRISと異なりINPADOCから提供されるファミリー情報とWIPSが所有

する個別国家情報を連携させてファミリー特許情報を提供している。 

なお、WIPSは日本語版メイン画面(http://www.wipsjapan.com)を提供しており、有

料で日本語による検索機能を提供している。  

 

http://www.wipsjapan.com
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[WIPSの日本語版メイン画面] 

 

4. 特許権の侵害対応 

特許権等の知的財産は、排他的独占権という強い権利であるが、保有しているだけ

ではその権利を享受することはできない。そのため、知財経営を行うに際し、他社が

自社の知的財産を侵害していないか積極的に把握し、侵害が発見された場合は、すみ

やかに対策をとるべきである。そこで、特に特許権の侵害に対し、知財経営の観点か

ら考慮すべき点を説明する。 

 

4-1.侵害モニタリング 

(1) 侵害可能性のある製品の監視 

侵害可能性のある他社製品を見つけ出すためには、まず、関連企業などのホームペ

ージや特許出願の内容、関連技術の雑誌、刊行物等を調査し、他社の製品動向を把握

しておかなければならない。そして、当該調査により自社の特許権が無断で用いられ

ている可能性の高い他社製品を特定し、その企業のカタログ、製品説明書、ユーザ

ー・マニュアルなど比較的に入手しやすい資料を基に、一次的に侵害の可能性を検討

する。侵害の可能性が高いことが確認された場合、より正確な判断のためにサービ
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ス・マニュアルや、当該製品の代表モデルを購入し、逆分解設計(Reverse Engineerin

g)を通じて自社特許の無断使用の有無を確認する。当該技術がプログラムや化学成分

のように分析が難しい場合は、Reverse Engineeringを専門とする企業に依頼して確認

する必要がある。また、自社特許が製造方法に関する技術である場合、より確認が困

難となるため、弁理士等専門家に相談し、どのような調査、確認方法が有効であるか

検討する必要がある。 

 

(2) 自社保有特許の権利分析 

自社特許を侵害しているかを分析するに先立ち、まず自社特許の権利範囲を分析し

なければならない。類似する技術を使っていても請求の範囲に属さない場合もあるた

めである。保有する特許の権利範囲を分析する際には、通常、請求項の構成要素を技

術的なかたまりごとに分節（細分化）したクレーム・チャート(Claim Chart)を作成す

る。すなわち、特許請求の範囲の記載を分析し、構成要素A、構成要素B、構成要素

C・・・に分け、クレーム・チャートに記載する。また、請求項の引用・被引用関係を

ツリーに整理し、さらに下位の請求項で追加されている構成要素を整理する。このよ

うに、権利範囲を構成要素ごとに整理することで、後の比較分析や、自社特許の権利

範囲の把握が容易かつ確实になる。 

 

(3) 当該製品と比較分析 

次に、他社製品の特定を行う。すなわち、他社製品で用いられている技術について、

クレーム・チャートと同様の手法で、例えば、構成要素a、構成要素b、構成要素

c・・・として細分化して整理し、侵害の可能性のある対象物を特定する。その上で、

自社特許のクレーム・チャートで分析した各々の構成要素A、B、C・・・と、侵害の可

能性のある対象物の構成要素a、b、c・・・とをそれぞれ1：1でつき合わせて比較（対

比）し、相手方製品の構成要素一つ一つについて、クレーム・チャートのそれぞれの

構成要素を充足しているか否か検討していく。その際、互いの構成要素が同じである

場合は、当該構成要素を充足していることが理解しやすいが、構成要素が一致しない

場合には、当該相違が当該技術分野の技術者（当該技術分野における通常の知識を持

つ者、いわゆる当業者）からみて、置換容易か否か、すなわち均等の範囲に属するか

を判断しなければならない。 
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(4) 自社特許の補正、訂正 

自社特許と他社製品とを比較した結果、構成要素に相違があり、権利侵害には当た

らない場合であっても、他社製品が自社特許の権利範囲に属するよう、自社特許の補

正ないし訂正を検討することが有益となる。すなわち、自社特許が補正可能な段階で

あれば、手続き補正により、すでに登録済みの場合は、訂正審判により、他社製品が

自社特許の権利範囲となるよう、特許請求の範囲を補正又は訂正することにより、当

該他社製品に対する権利行使が可能となるので、このような検討は、有益である。 

 

(5) 専門家による助言 

上述(2)ないし(4)のように、権利を分析したり、相手方製品との比較分析、自社特

許の補正、訂正に際しては、高度に専門的な知識が必要となる。そのため、今後想定

される訴訟も念頭におき、弁理士に助言を求めるべきである。その上で、必要な証拠

品の収集をさらに進めたり、分析や必要な補正等について、実観的な判断を得なけれ

ばならない。 

  

4-2.侵害発見時の対応 

(1) 侵害証拠(Evidence)の確保 

特許権の権利主張をするために、まずは、対象企業が自社の特許権を侵害している

ことを立証しなければならない。そのため、先に説明したとおり、相手方の製品、カ

タログ、ユーザー・マニュアル、サービス・マニュアル等、権利侵害を主張する相手

方の製品それ自体の証拠を広く収集し、クレーム・チャートと対比、分析を行う。そ

の上で、権利侵害の可能性が高く、警告や訴訟を行う場合には、相手方製品の流通経

路や開発の経緯、製造・販売数、売上げ、当該特許技術による寄与度、当該自社製品

の売上減尐等、侵害の有無、態様、損害額等を立証する資料を可能な限り集めなけれ

ばならない。 

これらの資料は、今後訴訟を行う上で必要となるものであるが、相手方に強力な特

許権行使の意思を伝え、侵害可否に対する論議による時間遅延を減らし、交渉を促進

させる効果がある。そのため、必要な証拠資料を収集、作成し、相手方に警告状と同

時に発送する。 
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(2) 警告状発送 

1）警告状発送の時期 

知財紛争プロセスの具体的な最初の段階は、相手方企業に警告状を発送することか

ら始まることが一般的である。警告状の発送は、必ずしも必須ではないが、今後の訴

訟をにらみ、損害賠償算定の起算点と関連するので内容証明郵便で発送しておいた方

が望ましい。また、訴訟による不意打ちを避け、相手方と交渉を開始するという側面

からも意味がある。 

警告状は、紛争の迅速な解決、自社被害の最小化、交渉等の容易性の観点から、相

手方の侵害行為を発見後、準備が整い次第すみやかに発送すべきである。 

 

2）権利取得前の警告状発送 

韓国の場合は日本と同様に特許が出願中に公開となると、その出願中の特許技術を

使う者に警告状を発送することができる(特許法第65条)。権利行使は、特許が登録さ

れた後に可能となるが、警告以降から登録されるまでの報償金を請求することができ

るので、出願中の特許といってもその技術の独占の必要がある場合は、早期に警告状

を発送することも検討すべきである。ただし、その場合、相手方は、当該特許の登録

を防止するか、回避設計を行う可能性が多いので、リスクが多くなるという点を留意

しなければならない。 

 

3）警告状に記載すべき事項 

警告状の内容には①対象となる自社特許、②侵害を主張する相手方製品、③侵害の

有無が理解できる資料、④自社の要望が明確に記載されていなければならず、漠然と

した特許侵害主張は、警告状としてまったく意味をなさないばかりか、場合によって

は、不正競争行為として逆に訴えられかねない。 

ただし、注意しなければならないところは、警告状においては、今後訴訟を進める

等の威嚇的な表現は望ましくなく、特許侵害を摘示してライセンス提案または侵害中

止などの要求事項を提示することで十分である。 

 

4）警告状による効果 

一般に、警告状を送付することによって、相手方のビジネスを委縮させると共に、

対外的な公報等の効果が期待できるが、相手方が韓国企業の場合、警告に対し動揺し
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ない傾向がみられる。特に、企業名で発した警告については、真摯な対応がとられな

い場合が尐なくないため、その内容の適否の相談、確認の意味も含め、必ず弁理士、

弁護士により発送すべきである。 

 警告による効果は長続きせず、また、先の理由により、警告で権利侵害の解決を図

ることを期待すべきではない。そのため、警告を発する場合、訴訟も念頭に置き、相

手方に検討の時間を多く与える必要はない。 

 

(3) 交渉 

警告状に対する回答を入手した後、相手方が交渉を提案するか、または、侵害に対

する説明を要求してきた場合、交渉の段階に入ることとなる。相手方から検討時間を

要する旨回答してくる場合があるが、その時は、相手方の製品技術が該当特許の権利

範囲に属するのかを集中的に論議する技術交渉(Technical Discussion)をまず提案す

ることもできる。相手方に十分に対応できる時間を許諾することは適切ではなく、交

渉の促進とそれに伴う人材および費用を節減するために、まず技術交渉を進めるべき

であろう。また、技術交渉が終了した後は、ライセンシングの交渉や、損害賠償の要

求、相手方製品の製造及び販売の差止め、当該製品の破棄等の交渉を行うこととなる。 

相手方が交渉や契約の意思を明確に示さない場合、あるいは、交渉が不調である場

合は、訴訟を提起することとなるが、訴訟を行う場合であっても、交渉を中断するこ

とは得策ではない。双方とも、訴訟による時間的、金銭的負担が尐なくなく、また、

訴訟の結果、特許権の無効や、非侵害、逆に、当該製品の製造販売差止めといったよ

うに、いずれかに厳しい結論とならざるを得ないため、訴訟開始後も、訴訟による相

手方への圧迫を行いつつ、交渉は継続すべきである。 

 

(4) 訴訟 

1）訴訟提起の時期 

交渉が決裂した場合は、直ちに訴訟を提起しなければならない。これは、紛争の早

期解決といった観点のみならず、韓国の民法第766条によれば、不法行為による損害賠

償の請求権は、その損害を認知した日から3年以内に行使しなければ消滅し、また、不

法行為があった日から10年が経過すると、消滅するので、交渉が決裂する場合は直ち

に訴訟を提起する必要がある。 
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また、被害を迅速に食い止める必要がある場合は、訴訟の提起の前後に、仮処分の

申請も考慮すべきである。しかし、仮処分は、侵害が明白であり、それによる被害を

立証できる場合でなければ受け入れられないため、慎重に考慮しなければならない。 

 

2）権利の主張 

特許技術を自社が独占しようとする戦略を有している場合は、競争社の侵害製品に

対する生産及び販売の禁止を請求することとなる。生産及び販売の禁止は、通常、損

害賠償金の支払いよりも相手方にに致命的な打撃を与えることになり、市場で競争社

が一定期間、同製品に関するマーケティングを不可能にさせる。そのため、生産及び

販売の禁止を請求する場合、相手方の反撃も徹底したものとなり、また、訴訟を最後

まで進めながら時間を稼ぎ、その間に回避設計を模索するものと考えられる。 

自社特許権が製品の核心技術であって市場の独占のために必要な場合は、このよう

な攻撃的侵害禁止戦略が必要であるが、競争社も核心技術を保有していたり自社特許

技術が回避が可能な技術者場合は、その戦略は慎重に再考する必要がある。 

 

(5) 外部専門家選定および活用方案 

特許権に基づいた権利行使を行うに際し、弁理士、弁護士による助けが絶対条件と

なる。特に、特許訴訟と関連しては、当該技術分野の専門家の弁理士および弁護士を

選定するのが重要である。情報不足で弁理士を選任するのが難しい場合は、‘大韓弁

理士会(www.kppa.or.kr)’に問い合わせをすることが望ましい。一方、韓国特許庁で

は、2011年10月から特許庁に登録された弁理士に関する情報(学歴事項、専門業務、主

な処理業務など)を提供しているので、それを選定に参考にすると、役に立つであろう。 

 なお、韓国の弁理士は、日本と異なり、訴訟代理人としての資格が与えられないた

め、訴訟遂行のためには、弁護士が必要となる。 

 

5. 特許紛争への対応 

5-1.警告状の受領 

(1) 警告状受領時の対応 

相手方から特許侵害の警告状を受け取った場合、事实上の特許紛争が始まったとい

える。警告状を受け取った場合は、基本的に①侵害を主張する特許が特定されている

http://www.kppa.or.kr/
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か、②侵害を主張する自社製品が特定されているか、③特許侵害を主張する内容は何

であるかを確認しなければならない。漠然と特許侵害を主張する場合は、これらの観

点から相手方が何を主張したいのか、あるいは、どのような事实を主張しているのか

理解できない旨の内容で回答しても問題ないだろう。 

一方、警告状に記載された事項の事实確認と共に、相手方の要求事項及び真の意図

が何であるかを分析しなければならない。例えば、表面的には特許侵害中止を要求し

ているが、ライセンスを意図しているのか、ライセンスを許容せず、当該技術の使用

を排除することを意図しているのか等について把握しなければならない。 

 

(2) 事実関係の確認 

警告状を受け取った場合は、事实関係を正確に把握しなければならない。紛争対応

に失敗したり、不必要な時間、費用を浪費する最大の原因は、事实関係を正確に把握

していないことに起因する場合が多い。事实関係を明確に把握すると、効果的な対応

戦略と対応方法が導出され、今後の紛争対応過程において正しい理論武装を得ること

ができる。ただし、事实確認及び今後の理論武装においては、高度に専門的な知識が

必要であることから、必ず弁理士、弁護士を交えて行う必要がある。 

事实確認は、大きく、①特許権に対する事实確認、②自社の侵害製品に対する事实

確認、③相手方の侵害主張内容である。 

 

1）特許権に対する事実確認 

① 書誌的事項の確認 

書誌的事項の確認は、対象となる特許権を確認する上で重要なポイントであり、特

に次の項目をチェックする必要がある。 

ⅰ特許の所有権者、発明者、名義変更など特許侵害主張者との関係 

ⅱ特許の出願日、登録日、存続期間、特許年次料納付状況、登録の状況 

ⅲ特許のファミリー、分割出願など、関連する出願、特許権の有無と侵害主張特許

の関係 

ⅳ当該特許権のライセンスの可否、他社のライセンス状況 

ⅴ当該特許の過去の訴訟関連事項 

ⅳ出願から登録までの審査、審判過程 
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② 特許権利範囲の確認 

次に、相手方特許の権利範囲について、確認する。これは、相手方が主張する自社

の侵害製品がその権利範囲に属するか否かを確認するための基礎情報となると共に、

相手方特許権の瑕疵を見つけるためである。 

特許権利範囲の確認のためにはまず、明細書の記載事項はもちろん、出願/審査包

袋(File Wrapper)を必ず入手し、出願から登録まで特許権者が主張した内容も検討

し、相手方特許権の権利範囲を明確に確認しなければならない。そして、特許侵害

を主張する請求項については、上述4-1(2)で説明したクレーム・チャートにより整

理する。ここで、クレーム・チャートには、請求項の構成要素に加え、明細書で説

明している事項及び権利者が審査過程で権利範囲に含まない旨主張した内容(いわ

ゆる包袋禁反言)等の事項も含めて整理する。 

 

③ 関連する先行技術の確認 

相手方特許権の無効理由等の瑕疵や、権利範囲を制限すべき事由がないか確認する

ために、相手方特許の内容と技術的に関連する先行技術を確認する。関連する先行

技術は、特許文献、技術文献について、世界各国の文献を広く調査する必要があり、

負担の大きい作業であるが、侵害訴訟における防御や、今後の交渉において大いに

役立つものであるため、根気よく進めるべきである。 

なお、韓国特許法には、日本特許法第104条の3に規定されるようないわゆる特許無

効の抗弁の規定がおかれていないため、相手方特許権に先行技術との関係で無効理

由が存在する場合、いわゆる権利乱用の抗弁等を行うこととなる。 

 

2）自社の侵害製品に関する事実確認 

相手方が主張する自社の侵害製品について、地域別販売現況、取引先、相手方特許

に関し当該製品に適用されている技術、同技術適用の背景、競争社の動向などを把握

する。これにより、相手方特許権と比較する自社製品の内容を詳しく特定し、相手方

特許権を侵害しているか否かの基礎的な判断材料にすると共に、自社の侵害による責

任の範囲の特定や、同技術適用の正当性を見出すためである。 

特に、相手方特許権に該当する技術について、自社製品に適用した時期が相手方特

許の出願前である場合、いわゆる先使用の抗弁が可能となるため、侵害訴訟や交渉に

おいて決定的な武器となる。 
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3）侵害主張内容の事実確認 

自社の製品に対し、相手方がどのような態様で権利侵害の主張をしているのか、例

えば、製品の販売か、その製造製法か、輸入か、あるいは、間接侵害行為なのか等に

ついて確認する。また、同時に、相手方が自社に対してどのようなアクションをとる

ことを求めているのか、例えば、製品の販売を取りやめることを求めているのか等に

ついて確認する。 

このような事实確認を経て、当該紛争に勝利することができるか、あるいは、どの

ように対応していくかについて、戦略を練り上げることとなる。 

 

(3) 警告状に対する返答 

警告状を受け取ったからといって、直ちに結論を回答する必要は必ずしもなく、事

实確認のために必要な検討時間を十分に確保する必要がある。その場合、まずは、検

討時間が必要である旨暫定的な返答を行い検討に必要な時間を稼ぎ、上述の事实確認

過程で得られた事实を基に対応策を練り、その後正式に返答することとなる。また、

仮に、警告状の内容に基づいて事实確認を行うことが困難である場合、不明な部分に

ついて、相手方に説明を要求することができる。すなわち、一義的には、特許侵害の

立証責任は、特許侵害を主張する側にあるため、まずは、不明な点は、相手方に説明

を求めることとなる。 

正式な返答を行う際、仮に自社製品の侵害可能性が高い場合であっても、直ちにそ

れを認めることは得策ではなく、今後の交渉の材料として置いておくべきである。そ

のため、返答においては、自社製品が侵害に当たらない旨意思を明確に示す必要があ

る。 

このような過程を経た後、適切な時点において、特許侵害主張に対する互いの立場

を説明するための技術交渉(Technical Discussion)が行われる。 

 

5-2.対応戦略の樹立 

(1) 紛争の勝算分析 

上述のとおり、事实関係を確認した後、総合的に当該紛争に対する勝算を分析しな

ければならない。勝算の分析は、訴訟が進められた場合を想定し、法院の視点に立ち、

法院であればどのように判断するのかを基準として検討しなければならない。 
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分析に際しては、①技術的な側面からみて特許侵害に該当せず勝訴できるのか、②法

律的な側面からみて相手方の特許権行使を遮断し勝訴できるか、その両方を分析する

こととなる。分析に当たっては、当該両側面において、攻撃材料、自社の弱点、その

他変数となる事項を整理し、最終的に全体的な側面から勝算を分析する。 

通常、分析の結果、勝訴の可能性又は敗訴の可能性が一方的に100%となることはな

い。ただし、一般的には、訴訟の進行過程において、被告側で追加的な証拠資料を用

意することが可能であるため、当初より勝算が上がる可能性が多い。 

 

(2) 経営上及ぼす影響分析 

特許紛争対応における「成功」とは、事業的側面と経済的側面からみた被害を最小

化することである。いくら勝算が高いといっても、事業的な影響が大きい場合は、被

害の最小化のために早期に交渉で解決する必要がある。また、訴訟まで進行する場合

は、訴訟費用と労働力の消耗による経済的損失が大きく、さらに、敗訴に至った場合、

損害賠償や事業差止めなどリスクが大きくなる。そこで、これらを考慮した上で、予

想される損失規模と、ロイヤルティ等和解による節減効果とを比較しなければならな

い。 

事業的側面から大きな影響が予想されない場合や、勝算が高く、訴訟まで発展しな

いあるいは訴訟になったとしても早期に勝訴可能であり経済的損失が小さい場合は、

積極的に対応してよいだろう。 

 

(3) 対応方針および目標設定 

紛争の勝算および経営上及ぼす影響の二つの側面を考慮して、相手方の特許侵害に

関する主張に対し、対応案を検討しなければならない。具体的には、交渉を通して被

害を最小化するのか、紛争を回避すべく回避設計を行うのか、訴訟も辞さず紛争で勝

利することを目指すのか等、対応方向を明確に設定しなければならない。 

対応方針を設定した後、次のような目標を設定しておく。 

 

① 交渉の場合 

ロイヤルティ等交渉による解決に必要な最小目標金額、許容可能な最大金額 
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② 回避設計の場合 

回避設計に必要な費用、回避設計終了後製品を市場投入するまでの目標期限及び同

期限までの交渉目標(過去販売分含む) 

 

③ 訴訟の場合 

訴訟に必要な費用、人的負担についての最小目標及び許容可能な目標、並びに許容

可能な裁判の終了期限 

 

(4) 攻撃・防御手段の準備 

設定した目標を達成するためには、攻撃・防御の手段を用意し、戦略的に推進する

ことが重要である。すなわち適切な手段により、紛争の初期段階で強力に対応して紛

争を撤回させたり、相手方の期待水準を低くし有利にライセンスを進めたり、紛争リ

スクを感じさせ、訴訟を回避させる、できる限り有利に紛争を終結させるため、強力

な攻撃・防御手段を用意しなければならない。 

  

1）非侵害の理論武装 

① 権利解釈についての理論付け 

一般に、侵害を主張する権利者は、保有する特許の権利範囲を広く解釈する傾向が

あるので、権利範囲の解釈は、論点となるポイントである。特に、特許請求の範囲

で使用される用語は、文言の辞書的意味、関連技術分野において通常用いられる意

味、先行技術との関係、明細書の記載事項などを総合して判断することとなるため、

解釈に争いが生じやすい。 

そこで、先に確認した事实関係を基に、相手方特許の権利範囲を狭く解釈し、自社

製品が相手方特許の権利範囲に属さないものとなるよう理論武装を試みる。相手方

特許の権利範囲を狭く解釈すべき理由付けを行うに当たっては、明細書の記載、審

査、審判過程における相手方の主張を詳細に検討し、権利範囲から除外することを

意図している主張や、实質的に権利範囲を限定している点等を具体的に指摘し、権

利範囲を狭く解釈すべき理由について理論武装を行う。その上で、自社製品が相手

方特許権の構成要素を充足しない部分を指摘することとなる。 

法院において、实際にどのように権利範囲が解釈されるかは、専門家であっても難
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しい問題ではあるが、一定の理論と共に権利範囲の解釈について相手方に反論する

ことにより、相手方に訴訟リスクの懸念を生じさせ、交渉において有利なポジショ

ンを得ることが期待される。 

 

② 自社製品特定についての理論付け 

自社製品が相手方特許の権利範囲に属さないことを理論づける方法として、上述①

のほか、自社製品の特定に対し理論武装を行う方法がある。すなわち、相手方は、

侵害を主張する自社製品について相手方の考えの下で特定を行っているはずであり、

その特定に対する誤りを指摘し、自社製品の特定を自社が有利になるよう理論付け

する方法である。自社の製品の細部や、技術内容、当該技術を採用している背景等

は、当然自社が一番正確に把握できる立場にあるので、例えば法院においても、そ

の意見の信ぴょう性が高く評価されることが期待できる。 

  

③ 権利の無効についての理論付け 

発見した先行技術を用い、相手方特許が新規性又は進歩性を有しておらず、無効理

由が存在する旨の論理武装も、特許権紛争の攻撃、防御手段として有効である。す

なわち、相手方特許と同一の先行技術を提示し、相手方特許に新規性がないことを

指摘したり、類似する先行技術を組み合わせ進歩性がないことを指摘することとな

る。このような先行技術を発見することは必ずしも容易なことではないが、实際問

題として、無効審判によって無効となる特許は尐なくなく、また、権利侵害訴訟に

おいても無効の主張は、比較的有利に進めることができる。 

また、権利の無効についての理論付けは、単に相手方特許権が無効である旨攻撃す

るだけではなく、自社製品を实質的に非侵害に導くためにも有効である。すなわち、

交渉の場において相手方特許権の無効を指摘した場合、相手方は、対象となってい

る特許と先行技術との差異点を主張するはずであるから、それを鋭意注視し、その

主張を根拠に当該特許の権利範囲を限定させ、自社製品が非侵害となるよう理論を

うまく展開していくことも考慮する。 

 

④ 非侵害についての理論付け 

上述①～③のような攻撃・防御手段を組み合わせつつ、自社製品が非侵害であるこ

とを主張するための理論武装を行う。その際、非侵害である旨の主張は、交渉から
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紛争の終結まで行う必要があり、侵害を自ら認めてはいけない。 

 

2）逆侵害の主張(Counter Claim) 

自社が保有する特許権のうち、相手方が侵害している権利を発見した場合、これを

カウンタークレーム(Counter Claim)として提起すべきである。その場合、自社が保有

する特許権が弱く、カウンタークレームとして有効ではないと考えられる場合であっ

ても、うまく理論武装し提起を行うことにより、交渉のポジションを向上させること

ができる。 

 また、この時点において有効なカウンタークレームとすることができる権利を保有

していない場合であっても、特許紛争の発生から紛争が終結する時までは、实際相当

な時間がかかるため、紛争が終結する前までにカウンタークレームを提起できる特許

を戦略的に開発したり、他社が保有する有効な権利を買収しカウンタークレームとす

ることも考慮すべきである。 

  

3）審判による攻撃 

紛争を有利に進めたり回避するためには、先制攻撃を行うことも有効である。この

ような先制攻撃としては、特許庁審判院に対する無効審判の請求及び権利範囲確認審

判が主に利用される。 

 

① 無効審判 

相手方特許と同一または類似する先行技術等、無効とする証拠が確保できた場合は、

無効審判を請求して、相手方特許を無効とすることを目指す。提起可能な無効理由

（特許法第133条）は、先行技術と比較した新規性、進歩性の観点のほか、明細書

の記載内容や、手続補正の範囲等さまざまであるから、これらの観点から無効の理

由を探し出すこととなる。 

しかし、一方で、無効審判に勝つことができなかった場合、その後の無効の主張に

大きく影響を及ぼし、また、相手方の特許が有効であることを間接的に証明する事

態となりかねないので、無効審判を請求する場合は、しっかりとした理論武装を行

う必要がある。 

韓国における無効審判制度では、登録公告後３ヶ月までは何人でも無効審判請求を

することができるが、３ヶ月以降は利害関係人と審査官に限り無効審判を請求する
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ことができる。日本では、何時でも何人でも無効審判を請求することができるが、

韓国では原則的には利害関係が要求される。ただ、实務では利害関係性はあまり厳

格に要求されないようである。一方、特許無効の理由及び判断に関しては、基本的

に日韓で大きな差はない。また、無効審判請求人は、審理の終結までは何時でも新

たな主張及び証拠資料を提出することができ、日本よりもフレキシブルのようであ

る。 

なお、相手方が仮処分又は早期に訴訟を提起する可能性があり、かつ、相手方特許

に無効理由がある場合には、それらの提起を遅延させたり無効性を争点化させるた

め、戦略上無効審判の請求が必要となる場合がある。 

 

② 権利範囲確認審判 

自社の製品が相手方特許の権利範囲に属さないことを確認するために、権利範囲確

認審判を利用することができる。権利範囲確認審判は、特許権の権利範囲に含まれ

るとの審決を求める場合と、権利範囲に含まれないとの審決を求める場合があり、

前者を積極的権利範囲確認審判、後者を消極的権利範囲確認審判と称している。権

利範囲確認審判は侵害訴訟前後に請求されることが多く（韓国の特許権侵害訴訟の

約70％は権利範囲確認審判を伴うといわれている）、訴訟等における自己に有利な

証拠を確保する目的でしばしば利用されている。この審決は、対象物と権利範囲と

の関係を判別するだけであって、原告・被告の侵害行為を停止させる強制力や、訴

訟に対する拘束力はなく、日本における判定制度と類似するが、審決に不服申立が

可能であること、韓国において権利行使時に本制度が広く利用されており、裁判所

において審決が重視される傾向があることから、利用価値の高いものとなっており、

实際、日本の判定よりもかなり頻繁に用いられている。 

なお、権利範囲確認審判と特許侵害訴訟が並行して進んだ場合、侵害訴訟の審理を

中断するか否かは侵害訴訟を担当する裁判所の裁量となっている（特許法第164条

第２項）。 

 

(5) 特許交渉戦略 

特許交渉は一般的に技術交渉(Technical Discussion)と、ビジネス交渉(Business D

iscussion)の二段階からなる。 
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技術交渉の段階では、主に特許侵害の可否などに関する技術的争点を交渉する。技

術協議段階において、相手方は、自社の製品に対し特許侵害の技術的な内容を説明し

ながら攻撃してくることとなるため、先に説明したような手段により、自社製品が非

侵害である理由や、相手方特許権の無効等について理論を展開し、防御を行う。 

ただし、このような技術交渉によって相互間のポジションを確認することはできる

が、技術論争は、明白な証拠がない限り結論を下しにくい場合が多く、一方的に勝算

があるといったことはまずない。そのため、实際問題として、特許交渉は、後記する

ビジネス交渉に進展することが一般的である。 

ビジネス交渉の段階では、技術交渉で確認された相互リスク及びポジションを考慮

して、ライセンス等適切な妥協点を探す協議段階である。ビジネス交渉では相互win-w

inを目指すことが重要であり、必要な場合は、相手方が退ける名分を提供する必要が

ある。 

 

(6) ライセンス戦略 

ライセンス戦略については、ジェトロが発行した「ライセンスマニュアル」（特許

庁委託事業）に詳細が記載されているので、基本的な事項だけを列記する。 

 

1）Licenseの主要条件 

① ライセンス対象特許(Licensed Patent)の範囲 

紛争対象特許に限定する方法(Patent by Patent)、紛争対象特許と関連した特許パ

ッケージまたは契約製品と関する特許権者の全ての特許を対象に方法がある。ロイ

ヤルティに差がなかったり他の特許も紛争可能性がある場合、広い範囲の特許に対

してライセンスを受けた方が良いが、一括払いでない経常ロイヤルティ支給方式で

ある場合は、対象特許の範囲によりロイヤルティの支払い対象が広くなるという点

に考慮しなければならない。 

 

② ライセンス対象製品(Licensed Product)の範囲 

特許を用いた製品として限定する方法、特定モデル製品で特定する方法、関連製品

を包括する方法等がある。ライセンス対象となった製品は、今後ロイヤルティ支払

いの対象となるため、可能な限り対象製品を狭く限定する交渉が必要である。一方、

ロイヤルティが一括払いの場合は、できるたけ幅広く決める方が有利である。 
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③ ライセンス地域(Licensed Territory) 

World wide License、Country by Country Licenseの二つの方法がある。一般的に

World wideである場合はロイヤルティ率が小さくなるが、対象となる製品の数量が

多くなる。一方、Country by Countryは、その逆となる。 

 

④ ライセンス期間(License Period) 

一般的に3年ないし5年程度の期間を定め、必要時に更新することとなる。その際、

ライセンス期間を長期にする代わりに、ロイヤルティ引下げの交渉を行うことがで

きる。もちろん、今後の技術の流れを見ながら、当該特許権や対象製品の商品とし

ての寿命回避技術の可能性、更新時のロイヤルティ引下げ交渉の可能性、当該特許

権の存続期間などを考慮して、短期に期間を定める場合もある。 

 

⑤ ライセンスの範囲(License Scope) 

ｲ)ライセンスの形態 

日本と同様、韓国においても、ライセンス(实施権)は、専用实施権と通常实施権に

区分される。ライセンスの条件に差がないのであれば、もちろん専用实施権を受け

る方が有利となる。 

 

ﾛ)实施の範囲 

实施の範囲は、ライセンス対象特許の使用、製造、販売の権限範囲や、場合によっ

ては、その範囲を製造や販売だけに制限し、その他の实施を禁止する場合もあるの

で注意しなければならない。 

 

⑥ ロイヤルティ(Royalty) 

ｲ)一括払い(Lump-sum)又は経常ロイヤルティ(Running Royalty) 

契約期間の間の販売予想物量を相互の合意下において決め、ロイヤルティ総額を決

め一括で支払う方法と、实際販売物量により経常ロイヤルティとして定期的に支払

う方式がある。 

 

ﾛ)ロイヤルティ率(Royalty Rate) -定額制または定率制 
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経常ロイヤルティの場合には、ロイヤルティを定額で定める方法と定率で定める方

法とがある。製品の売り値が継続して下落するような場合は、定率にする方が有利

である一方、製品が高機能化なって販価が上昇する可能性がある場合は、定額にす

る方が有利である。定率で定める場合は、純売り値(Net Sales Price)を決めて、

一定の料率を支払うこととなるので、純売り値をどのように決めるかは、契約書で

明確にする必要がある。 

 

ﾊ)ロイヤルティ支払い額の保障 

ライセンス契約によっては、实施権者が支払わなければならない最小支払い額(Min

imum Payment)を決める場合がある。また、製品物量に応じたSliding Scaleにより

ロイヤルティを変化させる方法を採用する場合もある。さらに、实施権者が支払わ

なければならない最大支払い額(Maximum Payment)を決める方法もある。 

 

ﾆ)先払い金(Initial Payment)および過去分(Past Royalty) 

経常ロイヤルティを支払うライセンス契約の場合は、契約を締結しながらInitial 

Payment (またはUp-front Fee)を要求する場合がる。また、その場合にも、Initia

l Paymentを定期的な経常ロイヤルティの一部に回して、控除する場合がある。さ

らに、契約以前において販売等を行った商品に対し、過去分のロイヤルティとして

初期に支払うことを要求する場合もある。 

 

⑦ 支払い条件(Payment Condition) 

一括払いの場合は、自社の資金余力および経営環境を考慮して、支給時期を何回か

に分ける分割(Installment)で支払うように交渉が必要である。また、経常ロイヤ

ルティ(Running Royalty)の場合にも、自社の会計年度を考慮して、支払い時期を

定めなければならない。一般的には半期又は各期別にロイヤルティ報告書(Royalty

 Report)を提出し、期末30～60日内に支払い期限を定める方法が一般的である。 

 

⑧ 一方向(Unilateral)ライセンスまたは双方向(Bilateral)ライセンス 

特許権者が非製造業者である場合は、一方向ライセンスとなるが、特許権者が製造

も行っている場合は、後にライセンシー側から特許侵害の攻撃を受ける危険性があ

るために、实施権者が現在または今後保有する特許に対し、クロス・ライセンスな
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どを契約上に含める両方向ライセンス形態を要求する場合が多い。そのような場合

は、自社特許の価値を反映して、ロイヤルティを最尐化する機会としなければなら

ない。 

 

⑨ その他の条件 

契約上、最恵待遇(Most Favorable License)条項を含むようにした方が望ましい。

すなわち、他社に対するライセンス条件より悪い条件となることを防止すべきであ

る。その他、契約違反時の通知方法(Notice、契約の終了(Termination)事由、紛争

解決の方法や訴訟管轄等、その他条項について、双方交渉により決定していく。 

 

(7) 訴訟 

訴訟は、交渉が決裂して提起されるケースが多いが、交渉過程なしに直ちに訴訟が

提起される場合もある。しかし、相手方が直ちに訴訟を提起する場合であっても、一

般的にいえば、交渉を促すためのいわば背水の陣とする目的であることが多く、相手

方が本当に判決による解決を望んでいる場合は、必ずしも多くない。すなわち、相手

方においても、訴訟の過程で特許が無効であると判断された場合、その特許権を活用

が不可能となるリスクを有している上、弁護士費用等の費用が高騰しがちであるから

である。そのため、相手方も、早期の和解(Settlement)を望んでいる場合が多い。 

訴訟において考慮すべき一般的なポイントを列記すると、以下のとおりである。 

 

① 優秀な弁理士、弁護士の確保 

経験ある有能な弁護士、弁理士の確保は、費用が相対的に高いこともあるが、事件

の迅速な把握、不必要な手続の省略、争点化能力等、結果として費用を節減しつつ

勝訴の可能性を高めることが期待される。 

 

② 迅速な初期対応及び再交渉の提起 

まず、訴訟の初期において迅速で強力な対応をすることにより、訴訟に対する自信

を相手方に示す必要がある。また、相手方のリスクを重点的に浮かび上がらせ、再

び交渉を提起していく。 

 

③ 必要な証拠収集の継続 
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訴訟は、証拠の戦いであり、特に、特許権の権利侵害訴訟では、先行技術の資料が

その勝敗を左右するといっても過言ではない。先行技術の資料は、探せば探すほど

類似のものが出て来る場合が多く、そのような証拠が、新たに発見されるほど、相

手方の訴訟リスクを増大させ、和解交渉を促進させる手段となる。 

 

④ 知財経営の完遂 

すでに説明したとおりであるが、訴訟となると、正義感あるいは自尊心により、経

営上の得失といった知財経営に必要な冷静な判断を欠くおそれがある。訴訟が進行

しても、最終的に得ることができる利益と、失う可能性がある損失とを常に比較し、

判決による終局を目指すのか、早期和解による終局を目指すのか、冷静に検討する

必要がある。 

 

⑤ 訴訟管理及び弁護士、弁理士との協力 

訴訟に対して企業は、全てを弁護士、弁理士に依存してはならない。訴訟の結果と

負担は、企業が全面的に負わなければならないためである。そのため、知財経営と

して、訴訟の全過程を企業が管理し、意思決定をするようにしなければならない。

特に、弁護士、弁理士は、法理的な部分における専門家であるが、事实関連におい

ては、当然企業の担当者が一番理解しているはずである。もちろん、事实関係の調

査のために弁護士、弁理士を活用することも有効ではあるが、弁護士、弁理士に対

しては、知財部門の担当者と互いに密に協力しつつ、得られた事实を基にそれを体

系化し、有利な争点として具現化し争う役割を期待すべきであろう。 

 

(8) 製品への原価反映等 

特許紛争でロイヤルティの支払いが予想される場合は、それを製品の原価に反映し

なければならない。また特許紛争に必要な主要費用、例えば、弁護士、弁理士費用、

訴訟費用等については、経営上に費用を反映しなければならないだろう。 

 

5-3.韓国における特許訴訟制度  

(1) 概要 

日本では、特許の侵害訴訟については、東京地裁及び大阪地裁の専属管轄となって
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おり、その控訴事件も、東京高等裁判所の専属管轄となっているが、韓国では、審決

取消訴訟については、特許法院の専属管轄であるものの、侵害訴訟については、通常

の民事訴訟と同様、特段の専属管轄は設定されておらず、地方法院、高等法院、大法

院により裁判が行われる。ところで、過去には韓国における特許権侵害訴訟において、

外国企業が当事者である場合、必ずしも公正な判決が得られるとは限らないとの憶測

が流れていたが、尐なくとも最近では、当事者が外国企業であるか韓国企業であるか

に関係なく、公平・公正な判決が出されている。 

   

 

 

(2) 民事的救済 

特許権侵害に対する民事訴訟として、裁判所に提訴し、侵害行為の差止め及び損害

賠償を請求することが可能であり、また 仮処分、証拠保全等を請求することができる。 

原告が管轄する地方法院に訴状を提出すると、裁判所は、訴状の記載を審査し、適法

と判断されると、裁判長は、訴状の副本を被告に送達し所定の期間（通常30日）を指

定して答弁書を提出させる。原告の請求の趣旨を争う答弁書が被告から提出されると、

鑑定、事实照会のような手続きが進められる場合を除き、通常４～６週間程度の間隔

で数回の準備手続が行われ、これを通じて争点の整理が行われる。その後、４～６週

間程度の間隔で数回の口頭弁論がおこなわれ、その後判決が言い渡される。提訴から
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第１審判決までは半年～２年程度といわれている。 

 

(3) 刑事的救済 

特許権を故意に侵害した者は、特許侵害罪で罰せられる。特許侵害罪は、親告罪で

あり、法定刑は、７年以下の懲役又は１億ウォン以下の罰金である。現实的には刑事

事件として立件されても大半の事例では罰金刑で処罰される例が多い。  

権利者は、侵害者を知った日から６ヶ月以内に被告住所を管轄する警察署又は検察

庁に告訴状を提出する必要がある。一般に、捜査機関は、技術知識や侵害有無を判断

する能力、関連法令に関する知識を十分有しているとは言い難く、そのため、告訴状

には、侵害の内容、適用法令等を分かりやすく具体的に記載すると共に、弁理士等の

第三者による鑑定書等を添付することが望ましい。また、告訴状提出後も捜査や公判

維持にあたっては、補充証拠の提出等権利者の協力は不可欠である。 

告訴状提出から第１審判決までに要する期間は概ね４～９ヶ月程度といわれている。 
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付録 
[付録1] 発明評価票 

発明技術 評価票(出願前) 
区分 評価項目 評価結果 点数 

権 

利 

性 

権利登録 

可能性 

(○) 同一の先行技術がなく、類似する先行技術とは差異があり、特

許権利として登録可能である。 

(×) 同一または類似する先行技術が存在し、特許権利として登録が

不可能である。 

○/× 

証明容易性 

(○) 提案された技術を他人が实施するのか否かを立証することが可

能である。 

(×) 提案された技術を他人が实施するのか否かを立証することが不

可能、あるいは非常に困難である。 

○/× 

技 

術 

性 

R&D 

符合性 

(5点) 

ⓐ 最近のR&D推移と相当部分が符合する。 (5点) 

ⓑ 最近のR&D推移との符合程度が普通である。(3点) 

ⓒ 最近のR&D推移と符合しない。 (1点) 

 

発明技術の革

新性 

(5点) 

ⓐ 従来技術と比べると、改良の程度または問題解決の程度が大きな

発明である。 (5点) 

ⓑ 従来技術と比べると、改良の程度または問題解決の程度が普通水

準の発明である。(3点) 

ⓒ 従来技術と比べると、改良の程度または効果がない発明である。 

(1点) 

 

競争性 

(5点) 

ⓐ 従来技術に比べて顕著な利点が存在する。 (5点) 

ⓑ 従来技術に比べて普通水準の利点が存在する。 (3点) 

ⓒ 従来技術に比べて利点を見つけることができない。 (1点) 

 

技術寿命 

(5点) 

ⓐ 導入期及び成長期初期の技術であり、今後の活用可能期間が長

い。 (5点) 

ⓑ 成長期後期及び成熟期の技術であり、今後の活用可能期間が普通

水準である。 (3点) 

ⓒ 衰退期の技術であり、今後の活用可能期間が短い。 (1点) 

 

市 

場 

性 

適用範囲 

(5点) 

ⓐ 複数の市場または産業分野にまで適用可能である。 (5点) 

ⓑ 単一市場分野の多くの製品群または製品に適用可能である。 (3

点) 

ⓒ 複数製品、他の製品群、他の技術分野への適用可能性がない。 (1

点) 

 

需要性 

(5点) 

ⓐ 現在の技術需要に対して要求が多く、その需要は満たされていな

い。 (5点) 

ⓑ 技術に対する要求があるが、ある程度満たされている。 (3点) 

ⓒ 技術に対する要求が殆どないか、あるいは把握されていない。 (1

点) 

 

常用化 

可能性 

(5点) 

ⓐ 今後2年以内に適用が可能である。(5点) 

ⓑ 今後10年以内に適用が可能である。 (3点) 

ⓒ 適用可能性が不確实である。 (1点) 

 

市場進出性 

(5点) 

ⓐ 進出障壁が殆どない、あるいは新規市場であるため市場先行獲得

が可能である。 (5点) 

ⓑ 多尐の進出障壁があり、これを克服するためには努力が必要であ

る。 (3点) 

ⓒ 進出障壁が非常に高く、大きな努力を傾けなければ克服が不可能

である。 (1点) 

 

合計   
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特 許 選 別 評 価 票 ( 登 録 後 )  
 

登録番号  評価日  

発明の名称  

区分 評価項目 評価結果 
点

数 

権 

利 

/ 

技 

術 

性 

侵害立証 

容易性 

(10点) 

ⓐ 評価対象特許技術を他人が实施するか否かが直ちに立証可能である。 (10点) 

ⓑ 評価対象特許技術を他人が实施するか否かが多尐の努力により容易に立証可能で

ある。 (9点) 

ⓒ 評価対象特許技術を他人が实施するか否かが普通の努力により立証可能である。

 (6点) 

ⓓ 評価対象特許技術を他人が实施するか否かが相当な努力により立証可能である。

 (3点) 

ⓔ 評価対象特許技術を他人が实施するか否かの立証が不可能である。 (1点) 

 

権利の 

強度 

(10点) 

ⓐ 評価対象特許技術の核心内容を含み請求項が非常に広い範囲または多様な範囲で

よく記載されている。(10点) 

ⓑ 評価対象特許技術の核心内容を含み請求項が比較的広くよく記載されている。 

(8点) 

ⓒ 評価対象特許技術の核心内容は請求項に反映されているが、権利範囲が限定され

て記載されている。 (6点) 

ⓓ 評価対象特許技術の核心内容が請求項に制限的に反映されており、困難なしに回

避設計が可能であり、代替技術の使用を防ぐことができない。 (3点) 

ⓔ 請求項に評価対象特許技術の核心内容が抜けており保護を受けにくい水準であ

る。(1点) 

 

技術 

完成度 

(5点) 

ⓐ 商用化のための試作品テストの結果、技術实現性が立証された技術である。 (5

点) 

ⓑ 商用化のための試作品製作中にある技術である。 (4点) 

ⓒ 研究開発完了段階にある技術である。 (3点) 

ⓓ 研究開発進行中にある技術である。 (2点) 

ⓔ アイデア段階にある技術である。 (1点) 

 

技術の 

属性 

(5点) 

ⓐ 新たな概念を提示した基本発明である。 (5点) 

ⓑ 既存技術に対して新たな代案を提示した発明、または既存技術に対して改善・ 

改良の程度が大きな発明である。 (4点) 

ⓒ 改良の程度が普通である発明である。 (3点) 

ⓓ 改良の程度が小幅なので既存技術との差別性が不足する発明である。 (2点) 

ⓔ 既存技術に対して単に他の変型例(实施例)を提示した水準の発明である。 (1点) 

 

技術動向との 

符合性 

(5点) 

ⓐ 技術群の発展方向に符合して最新の先導技術である。 (5点) 

ⓑ 技術群の発展方向に符合するが、競争または類似技術が存在する。 (4点) 

ⓒ 技術群の発展方向に符合するが、代替技術が存在する。 (3点) 

ⓓ 技術群の発展方向とは異なるが、活用を期待することはできる。 (2点) 

ⓔ 技術群の発展方向と完全に異なり、活用を期待することが困難である。 (1点) 

 

技術寿命 

周期性の位置 

(5点) 

ⓐ 導入期の技術であり、相当期間の活用が可能である。 (5点) 

ⓑ 成長期の技術であり、活用度が検証されている。 (4点) 

ⓒ 成熟期の技術であり、活用性が弱くなっている. (3点) 

ⓓ 衰退期の技術であるが、活用度が残っている。 (2点) 

ⓔ 衰退期に入った技術であり、活用が制限的である。 (1点) 

 

評価小計   

区分 評価項目 評価結果 
点

数 

市 

場 

性 

製品適用 

可能性 

(20点) 

ⓐ 評価対象特許技術が現在他社の製品に適用中である。 (20点) 

ⓑ 評価対象特許技術が現在自社の製品にのみ適用中である。 (16点) 

ⓒ 評価対象特許技術が自社の製品に適用予定である。 (12点) 

ⓓ 評価対象特許技術が自社の製品と関連性はあるが、製品の適用可否は未定であ

る。 (8点) 

ⓔ 評価対象特許技術が自社の製品と関連性がなく、他社の製品の適用可否も未定で

ある。 (1点) 

 

産業的 

波及効果 

(10点) 

ⓐ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が非常に多様であり、他の産業に対す

る波及効果も非常に大きい。(10点) 

ⓑ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が比較的多様な方であり、 他の産業
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に対する波及効果も比較的大きい方である。 (8点) 

ⓒ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類は比較的多様な方であるが、他の産業

に対する波及効果は小さい方である。 (6点) 

ⓓ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類が比較的限定的であり、他の産業に対

する波及効果も小さい方である。 (4点) 

ⓔ 評価対象特許技術を適用可能な製品の種類がない、あるいはあっても非常に限定

的であり、他の産業に対する波及効果も殆どない。(1点) 

市場 

成長性 

(5点) 

ⓐ 市場が成長期にある。 (5点) 

ⓑ 市場が導入期、または導入期から成長期に入る状態である。 (4点) 

ⓒ 市場が成長期から成熟期に入る状態、または成熟期にある。 (3点) 

ⓓ 市場が成熟期から衰退期に入る状態である。 (2点) 

ⓔ 市場が衰退期にある(1点) 

 

市場進出 

容易性 

(5点) 

ⓐ 強力な市場支配者がない、あるいは新規の市場であり、市場進出が非常に容易で

ある。 (5点) 

ⓑ 尐数の競争社が適切に市場に参加しているが、市場進出が容易である。 (4点) 

ⓒ 尐数の競争社が市場を支配しており、1～2年以内に市場に進出することは容易で

ない。 (3点) 

ⓓ 強力な競争社が市場を独占的に支配している、あるいは法規制による制約要因が

多く、承認が厳しく、5年以内に市場に進出することは相当に困難である。 (1点) 

 

評価小計   

合計   
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[付録2] 職務発明運営規程 

 

第1章 総則 

第1条(目 的) 

本規程は、発明振興法の規定に基づいて(株)OOOO (以下、「会社」という。)の全従

業員の職務発明に関して規定することによってこれを保護・奨励し、研究・開発意欲

を向上させ、もって知的財産権を合理的に管理・運営して会社発展に寄与するように

することをその目的とする。 

第2条(適用範囲) 

本規程は、会社の従業員又は従業員が第三者と共同で行った発明及び考案の取扱い

及びその報償金の支給に関して適用する。 

第3条(用語の定義) 

本規程で使用する用語の定義は、次のとおりである。 

1.“発明”とは、特許法第2条第1号の発明及び实用新案法第2条第1号の考案をいう。 

2.“職務発明”とは、従業員、法人の役員(以下、‘従業員’)がその職務に関して

発明したものが性質上使用者・法人(以下、“使用者”という)の業務範囲に属し、そ

の発明を行った行為が従業員の現在又は過去の職務に属する発明をいう。また、従業

員が在職期間中に会社研究費又は産学研などの協約研究契約締結によって研究費の支

給を受けて会社施設を利用して行なわれた研究結果によるものも全て職務発明と見な

す。 

3.“自由発明”とは、次の各目に列挙するものであって、特許を受けることができ

る権利が発明者に帰属する発明をいう。 

イ．第2号の規定による職務発明以外の発明 

ロ．第8号第2項の規定により会社が継承しないこととした発明 

4.“発明者”とは、職務発明を行った従業員をいう。 

5.“従業員”とは、会社の民法上雇用契約による従業員、法人の役員だけでなく労

務を事实上会社に提供する者をいう。 

6.“特許管理部署”とは、使用者などで知的財産権に関する企画、調査、管理等の

業務を担当する部署をいう。 

第4条(権利の継承) 
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①従業員が発明した職務発明に対する権利(外国に特許出願することができる権利を

含む)は、会社がこれを継承する。ただし、第8条第1項及び第2項の規定により職務発

明に該当しないと決定した場合、職務発明に対する権利を会社が継承しないと決定し

た場合又は第8条第3項の規定による期間内に継承の有無を通知しない場合には、この

限りでない。 

②従業員が従業員以外の者と共同に職務発明を行った場合には、従業員が有するそ

の職務発明に対する権利の当該持分を会社が継承する。ただし、第8条第1項及び第2項

の規定により職務発明に該当しないと決定した場合、職務発明に対する権利を会社が

継承しないと決定した場合又は第8条第3項の規定による期間内に継承の有無を通知し

ない場合にはその限りでない。 

第5条(発明者に対する補償) 

会社は第4条の規定により権利を継承した時には、本規程が定めたところにより報償

金を発明者に支給しなければならない。 

第6条(業務管掌) 

職務発明管理は職務発明審議委員会の指揮監督の下、特許管理部署でその業務を管

掌する。 

 

第2章 特許出願及び登録 

第7条(発明の申告) 

①従業員が発明を完成した時には、遅滞なくその内容を所属部署長を経て特許管理

部署に申告しなければならない。ただし、2人以上の従業員が共同に発明を行った場合

には共同で申告しなければならない。 

②第1項の規定により申告を受けた所属部署長はその権利継承などに関する意見を特

許管理部署に提供しなければならない。 

第8条(継承の可否の決定) 

①特許管理部署長は、第7条の規定により申告された発明が職務発明に属するもので

あるか否かを決定する。 

②特許管理部署長は、第1項の規定により職務発明に該当すると決定した時には、職

務発明に対する権利の継承の可否を決定する。 

③特許管理部署長は、第1項及び第2項の規定により権利の継承を決定した時には、
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これを代表理事に報告し、その決定の内容を発明の申告日から4月以内に発明を行った

従業員及び所属部署長に通知しなければならない。 

第9条(権利の譲渡) 

①特許管理部署長が第8条第3項の規定による期間内にその職務発明に対する権利の

継承意思を通知した時には、その時点からその職務発明に対する権利は、会社が継承

する。 

②特許管理部署長が第8条第3項の規定による期間内に継承の可否を通知しない場合

には、その会社がその職務発明に対する権利の継承を諦めたものと見なす。この場合、

会社は、その発明を行った従業員の同意を得なくては通常实施権を有することができ

ない。 

第10条(出願など) 

①第9条第1項の規定により職務発明に対する権利を会社が継承することと決定した

時には、特許管理部署長は、直ちに会社名義で特許出願をしなければならない。 

②第9条第1項の規定により譲渡された権利を会社が継承することと決定した場合に

も会社がその職務発明を秘密に保持することが適すると判断した場合には、職務発明

審議委員会の審議を経て出願しないこともできる。 

③第2項の規定により出願しない場合には、その理由を発明者及び所属部署長に通知

しなければならない。 

④会社は、職務発明に関して必要であると判断される場合、委員会の審議を経て出

願の取り下げ又は放棄、権利の維持又は放棄等の措置を取ることができる。 

第11条(発明者の特許出願) 

発明者は、会社が当該発明を職務発明ではないと認めるか又は職務発明である場合

にも会社がその権利を継承しないと決定した場合以外には、特許出願をすることがで

きない。ただし、発明者名義でに緊急に特許出願をすべき特段の理由がある時には、

その限りでない。 

第12条(費用負担) 

①会社は、職務発明に対する出願及び権利維持に必要な費用を負担する。ただし、

会社外部から研究費の支援を受けてなされた発明であって、当該研究費の支援に当た

り関連規定又は別途の約定がある場合には、それに従う。 

②第1項の規定に関わらず、第4条第2項本文の規定により従業員以外の者と共同で完

成した職務発明に対する従業員が有する持ち分についての出願及び権利維持に必要な
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費用の負担は、その発明に対する持分又は費用の負担に関し別途の約定がある場合に

は、それに従う。 

第13条(審議) 

特許管理部署長は、第7条第1項により職務発明が申告される場合、職務発明審議委

員会を招集、次の事項を審議する。 

1.職務発明の会社継承の可否決定 

2.発明者に支給する報償金の決定 

第14条(秘密保持) 

発明者及び職務発明に関する業務に従事する者は、職務発明の内容に関して秘密を

漏えいしてはならない。 

第15条(自由発明の継承) 

①発明者は、第3条第3号イ目に該当する自由発明を行った場合であっても、その発

明に対する権利を会社に譲渡することができる。 

②自由発明に対して発明者からその発明に対する権利を会社に継承するという申請

がある時には、職務発明の継承手続及び補償規定に準じて処理する。 

第16条(発明者の義務) 

発明者は、自分が行った職務発明の処分又は实施に関して、必要な場合、会社に協

力する義務がある。 

第17条(準用) 

本規程は、デザインに関して準用する。 

 

第3章 補償 

第18条(補償の区分) 

報償金は、これを登録補償、实施補償、処分補償及び方法補償に区分する。 

第19条(登録補償) 

職務発明に関して特許出願が登録された場合、会社は、発明者に別添1.の評価基準

により登録報償金を支給しなければならない。 

第20条(出願留保) 

1.会社が特許を受けることができる権利を継承した後、第10条第2項の規定により出

願を留保した場合、発明者に出願留保報償金を支給する。 

2.第10条第2項の規定により出願を留保した場合の当該発明に対する補償額は、当該
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発明が産業財産権として保護されないことによって発明をした従業員が受けることに

なる経済的不利益を考慮しなければならず、当該発明の技術的・経済的価値、使用者

の寄与度等を参酌して職務発明審議委員会の審議を経て決定する。 

第21条(実施及び処分補償) 

1.会社は、当該発明の实施、第三者への实施許諾又は譲渡による収入が発生した場

合、発明者に別添.1により算定された報償金を支給しなければならない。 

2.第1項の報償金は、当該発明の实施又は処分により会社に収益が発生する3年間に

限り支給する。ただし、支給に当たっては、分割することができる。 

第22条(処分通知) 

特許管理部署長は、特許権を譲渡、实施許与、その他処分をした時には、その内容、

収入金等を職務発明審議委員会に通知しなければならない。 

第23条(報償金の支給) 

第19条ないし第21条の規定による報償金を受ける権利を有する従業員が2人以上であ

る時には、その持分により支給する。 

第24条(退職または死亡後の補償) 

①発明者が離職し又は退職した場合には、第19条ないし第21条の規定による報償金

の2分の1に該当する金額を支給する。 

②発明者が死亡した時には、支給を受ける権利をその相続人に承継する。 

第25条(人事上の特権) 

会社が継承することを決定した特許権が優秀であり、实用価値が大きい場合には、

委員会は、議決を経て、その職務発明者の特別昇級ないし昇進を代表理事に建議する

ことができる。 

 

第4章 職務発明審議委員会 

第26条(設置) 

職務発明に関する重要事項を審議するために、職務発明審議委員会を設置し運営す

る。 

第27条(構成) 

①本委員会は、代表理事を委員長とし、副委員長、委員1人及び幹事から構成する。 

②副委員長、委員及び幹事は代表理事が任命する。 
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第28条(任務) 

委員会は、次の各号の事項を審議する。 

1.職務発明の会社継承及び使用の可否決定に関する事項 

2.自由発明の会社継承決定に関する事項 

3.各種報償金の決定に関する事項 

4.職務発明の奨励に関する事項 

5.その他職務発明に必要な事項 

第29条(成立及び議決) 

本委員会は、委員過半数の出席で成立し、出席委員過半数の賛成で決定されるが、

可否同数である時には、委員長が可否を決定する。 

附属規定 

第1条【施行日】本規程は2010年○月○日から施行する。
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[付録5] 発明振興法 

 

(第2章第2節第10条～第19条抜粋) 

*）以下、仮訳であるので、詳細には原文を参照されたい。 

 

第2節 職務発明の活性化 

   

第10条(職務発明)  

①職務発明に対して従業員等が特許、实用新案登録、デザイン登録(以下、「特許等」

という。)を受け、又は特許等を受けることができる権利を承継した者が特許等を受け

るときは、使用者等は、その特許権、实用新案権、デザイン権(以下、「特許権等」と

いう。)に対して通常实施権を有する。  

②第1項にかかわらず公務員の職務発明に対する権利は、国又は地方自治体が承継し、

国又は地方自治体が承継した公務員の職務発明に対する特許権等は、国有又は共有と

する。ただし、「高等教育法」第3条による国・公立学校(以下、「国・公立学校」と

いう。)教職員の職務発明に対する権利は、「技術の移転及び事業化促進に関する法律」

第11条第1項後段による専担組織(以下、「専担組織」という。)が承継し、専担組織が

承継した国・公立学校の教職員の職務発明に対する特許権等は、その専担組織の所有

とする。  

③職務発明以外の従業員等の発明に対して予め使用者等に特許等を受けることができ

る権利若しくは特許権等を承継させ、又は使用者等のために専用实施権を設定する契

約若しくは勤務規定の条項は、無効とする。  

④第2項によって国有となった特許権等の処分及び管理(特許権等の放棄を含む。)は、

｢国有財産法｣第8条の規定にかかわらず特許庁長がこれを管掌し、その処分及び管理に

関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正 2009.1.30、2010.1.27> 

第11条(職務発明の補償制度の実施と支援施策)  

①政府は、従業員等の職務発明を奨励するために職務発明の補償制度等の实施に関す

る支援施策を樹立・施行しなければならない。  

②第1項による支援施策には、次の各号の内容が含まれなければならない。  

 1.標準となる補償規定の作成及び普及  
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 2.補償と関連する紛争を解決するための合理的な手続き規定の作成及び普及  

③政府は、職務発明に対する補償を实施する使用者等に対しては、第3章と第4章によ

る発明の権利化と事業化を促進するための措置を先に行わなければならない。 

第12条(職務発明の完成事実の通知)  

従業員等が職務発明を完成した場合は、遅滞なくその事实を使用者等に文書でもって

知らせなければならない。2人以上の従業員等が共同で職務発明を完成した場合は、共

同で知らせなければならない。 

第13条(承継の要否の通知) 

①第12条により通知を受けた使用者等(国若しくは地方自治体は除く。)は、大統領令

で定める期間内にその発明に対する権利の承継の要否を従業員等に文書により知らせ

なければならない。ただし、予め使用者等に特許等を受けることができる権利若しく

は特許権等を承継させ、又は使用者等のために専用实施権を設定するようにする契約

若しくは勤務規程がない場合は、使用者等が、従業員等の意思に反してその発明に対

する権利の承継を主張することができない。  

②第1項による期間内に使用者等がその発明に対する権利の承継の意思を知らせたとき

には、その時からその発明に対する権利は使用者等に承継されたものとみなす。  

③使用者等が、第1項による期間に承継の要否を知らせなかった場合は、使用者等はそ

の発明に対する権利の承継を放棄したものとみなす。この場合、使用者等は第10条第1

項にかかわらず、その発明をした従業員等の同意を得ないときには通常实施権を有す

ることができない。 

第14条(共同発明に対する権利の承継)  

従業員等の職務発明が第三者と共同で行われた場合、契約又は勤務規定により使用者

等がその発明に対する権利を承継するときは、使用者等はその発明に対して従業員等

が有する権利の持ち分を有する。 

第15条(職務発明に対する補償) 

①従業員等は、職務発明に対して特許等を受けることができる権利若しくは特許権等

を契約若しくは勤務規定により使用者等に承継し、又は専用实施権を設定した場合は

、正当な補償を受ける権利を有する。  

②第1項による補償に対して契約若しくは勤務規定で定めている場合に、それによる補

償が次の各号の状況等を考慮して合理的なものと認められるときは、正当な補償とみ

なす。  
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 1.補償形態と補償額を決定するための基準を定めるとき、使用者等と従業員等の間

に行われた協議の状況  

 2.策定された補償基準の公表・掲示等の従業員等に対する補償基準の提示状況  

 3.補償形態と補償額を決定する時、従業員等からの意見の聴取状況  

③第1項による補償に対して契約若しくは勤務規程で定めておらず、又は第2項による

正当な補償と認められない場合、その補償額を定める時には、その発明により使用者

等が得るべき利益と、その発明の完成に使用者等と従業員等が貢献した程度を考慮し

なければならない。④公務員の職務発明に対して、第10条第2項により国又は地方自治

体がその権利を承継した場合は、正当な補償をしなければならない。この場合、補償

金の支給に関して必要な事項は、大統領令若しくは条例で定める。 

第16条(出願留保時の補償)  

使用者等は、職務発明に対する権利を承継した後に出願をせず、又は出願を放棄若し

くは取下げする場合も、第15条により正当な補償をしなければならない。この場合、

その発明に対する補償額を定める時は、その発明が産業財産権により保護されている

ときには、従業員等が受けることができた経済的利益を考慮しなければならない。 

第17条(職務発明の審議機構)  

①使用者等は、従業員等の職務発明に関する次の各号の事項を審議するために職務発

明の審議機構を設置・運営することができる。  

 1.職務発明に関する規程の制定・改正及び運用に関する事項  

 2.職務発明の補償に関する従業員等と使用者等の異見調整に関する事項  

 3.その他の職務発明と関連して必要な事項  

②第1項の規定による職務発明の審議機構は、使用者等と従業員等の代表、第26条によ

る特許管理専担部署の長等により構成し、必要な場合は関連分野の専門家を諮問委員

として委嘱することができる。 

第18条(職務発明関連の紛争) 

職務発明と関連して紛争が発生する場合、使用者等若しくは従業員等は、第41条によ

る産業財産権紛争調停委員会に調停を申請することができる。 

第19条(秘密保持の義務)  

従業員等は、使用者等が職務発明を出願するまで、その発明の内容に関する秘密を保

持しなければならない。ただし、使用者等が承継しないことと確定した時は、この限

りでない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[特許庁委託] 

韓国進出のための知的財産経営マニュアル 

 

 

 

[著者] 

YOUME特許法人 

李元日 

金仁漢 

崔鉉碩 

全應畯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［発行］ 

日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課 

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階 

TEL:03-3582-5198 

FAX:03-3585-7289 

 

 

 

 

2012年3月発行 禁無断転載 

 

 本冊子は、日本貿易振興機構が 2011 年 12 月に入手した情報に基づくものであり、

その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメント

は著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりである

ことを保証するものでないことを予めお断りします。 




