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第Ⅲ編 ポイント別知財経営 
 

第1章 ブランド（商標/デザイン）編 

1. ブランド戦略 

1-1.ブランド戦略の必要性 

消費者の欲求が多様化し、また、同業他社との品質、機能による差別化が困難とな

っている市場環境の場合、ブランドそのものの力によって消費者の商品選択に大きく

影響を与える。消費者にとって、自らの価値観を表現することが重視される個性化の

社会の中で、独創的なアイデンティティーのあるブランド製品を所有する欲求は、日

増しに高まっている。すなわち、消費者の選好度が高いブランドを所有している企業

は、顧実忠誠度を高め競合他社に対しアドバンテージを得ることが可能であり、また、

マーケティング・コミュニケーションの効果を生かして、企業の価値をより高めるこ

とができる。 

そのため、ブランドを単なる自社製品の出所表示、品質保証手段としてのみ用いる

のではなく、ブランドそのものを企業資産の一部として考え、市場に発表初期からブ

ランドライフサイクル(Brand Life Cycle)を考慮した適切な戦略樹立、持続的なブラ

ンド管理を行ない、ブランド価値を創出するブランド戦略が重視されている。 

そこで、現地あるいは日本本社で行われる知財経営の一環として、日本企業が韓国

企業に進出する場合に必要なブランド戦略についてポイントを説明する。 

 

1-2.ブランドの使用 

知的財産としてみた場合、ブランドそのものは、一般的に商標という形で登録、保

護することとなる。また、デザインとして商品あるいはその一部分を美感に訴えかけ

る場合も、それがブランドを表現するものとして認識される場合がある。商標を企業

のブランドとして用いる場合は、①企業の個別商品に用いられる商標（便宜のため、

「商品商標」という。）、②企業自体を識別するために用いられる商標（同「企業商

標」という。）に区分される。また、企業の商標使用形態を見れば、①商品商標も企

業商標も使わない場合、②企業商標だけを使う場合、③企業商標と商品商標の両方を

使う場合の3つ形態がある。 
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これらの三つの使用形態のいずれかを選択するには、その長短所を明確に把握し、

企業戦略として決めていく必要がある。 

 

(1) 自社商標を使わない場合 

相手方の商品を製造し、相手方ブランドにより販売する場合、一般的に、企業商標

も商品商標も用いない。すなわち、営業上、自社の市場基盤がぜい弱だったり、自社

の販売網が十分でない等理由により、自社ブランドを用いず、相手方ブランドにより

販売しその販売網を活用することで早期に売上げ増大を図る、いわば次善策として選

択される場合が多い。しかし、この場合、当然であるが、自社の企業商標も商品商標

も韓国市場に浸透しないことになるわけであるから、長期的な観点からみると、何ら

かの形で自社の商標を使用する方策を検討しなければならない。 

 

(2) 企業商標だけを使用する場合 

企業商標は、自社のアイデンティティーを広く示す代表的なブランドとして活用さ

れるところ、次のような場合は、自社の企業商標だけを用い、そこに統合された自社

のイメージを形成する戦略を用いることが有効である 

 

① 市場で自社の営業的認知度がすでに高く、かつその評価も高い場合であって、すで

に形成された自社そのものの認知度や評価を、新製品や新たに進出する市場におい

ても活用しようとする場合 

② 韓国において多種類の自社製品を販売している場合などで、自社の商品間の差別化

を最低限にとどめ、総合的に競合他社との差別化に重点を置くことで、自社の全商

品を競合他社の製品と識別しようとする場合 

③ 長期展開を重視し、企業商標を単一商標として永続性をもって使用し、需要者に企

業商標の浸透を図ろうとする場合 

 

企業商標だけを使用する場合は、新製品・新モデルに影響を受けず、単一の企業商

標のみを使うことになるため、広告・宠伝費用が比較的尐なくて済み、また、企業の

認知度が高い場合、それを土台にすることができるため、市場に浸透させることも容

易となる。さらに、持続的に企業商標を用いることにより、企業の認知度を蓄積し、

さらにそのブラント価値を重大させる効果が期待される。特に日本企業が韓国へ製品
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を販売する場合、持続的な市場参入および長期にわたる安定性を確保していくことが

特に必要であり、また、いわゆる日本ブランドにある高機能、高品質のイメージを有

効活用することができるため、企業商標だけを使用する戦略は、日本企業にとって有

効である。 

 

(3) 企業商標と商品商標を複合して、使用する場合 

企業商標のみを用いる場合、日本企業としての認知度を土台にすることができるの

で、多くの場合、有効な方法である。一方で、企業商標だけを使用する場合、自社が

販売する種々の製品間における識別力はないため、新製品を市場に投入する場合、既

存製品との差別化を行い難いという短所がある。そこで、例えば次のような場合、企

業商標と商品商標とを複合して使用することも有効である。 

 

① 機能の高度化ないし進歩が早い商品などにおいて、新たに投入する製品あるいはそ

の機能を自社の他の製品と差別化して用いたい場合 

② 商品そのものをシリーズなどとして市場に浸透させたい場合 

③ これまでとは全く新たな市場に進出するなど、改めて別のブランドとして市場に浸

透させたい場合 

 

1-3.ブランドの選定 

(1) 良いブランド(商標/デザイン)の選定 

良い商標とは、何より類似するような商標が存在せず、独創性があるものでなけれ

ばならない。また、これは、当該商標の権利範囲を相対的に広くし、類似する後発商

標の出現を防止する効果も期待される。また、その他にも、記憶しやすい、なじみや

すいなど、多数の要素がある。实際問題として、良い商標の具体的な基準を定めるの

は難しいが、一般的に次のような要件を多く充足させるほど良い商標といえる。また、

デザインの場合、外観上の美感などであるが、多くの点で、商標と一致する。 

 

① 独創的でインパクトがあること 

② 需要者などが記憶しやすく好みに合うこと 

③ 商品および企業のイメージに合うこと 
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④ 時代的感覚に合うこと 

⑤ 宠伝広告に適するものであること 

⑥ 発音しやすく、聞き取りやすいこと（美観として理解し易いこと） 

⑦ 否定的な感じがないこと 

 

良い商標、デザインは、需要者の感受性によるところがきわめて大きいが、特に商

標については、当該国家の文化、言語によりその基準が大きく変わる。そのため、す

でに高い認知度を得ている企業商標などを除き、日本で用いている商標をそのまま韓

国で使う場合、韓国の文化および言語に適合しているか否か、現地感覚で確認し、必

要であれば新たな良い商標を開発すべきである。 

 

(2) ブランド選定時に留意する事項 

いくら良い商標を思いついたとしても、商標法あるいはデザイン保護法上問題を生

じ得るものであれば、当然用いることはできない。そのため、以下の点を必ず検討す

る必要がある。 

 

1）登録の可否の可能性 

韓国商標法に規定した商標登録の要件を満たしているか、不登録事由に該当する事

項がないかを確認する必要がある。登録せずに商標を用いることは、他人の無断使用

に対し何らの法的保護を受けられないばかりか、場合によっては他人の登録商標を侵

害し、訴訟に発展したり、事業継続ができなくなる可能性もある。そのため、登録の

可能性の検討過程では、必ず先出願および登録商標に対する調査を行わなければなら

ない。 

 

2）使用の可能性検討 

当該商標の登録が不可能な場合でも、使用には問題がない場合がある。具体的な例

として、商標に識別力がなくて、登録が難しい場合である。識別力がない商標とは、

例えば普通名称、慣用名称、性質を示す標章などを意味するが、そのような商標は、

原則的には何人も商標権として取得することはできない（韓国特許法第6条第1項各

号）。そのため、逆に、識別力がない商標を使用する場合は、他社に独占的な商標権

として付与されない以上、一般的なものとして使用すること自体には問題がない可能
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性が高い。 

ただし、当然識別力がないため、通常はブランドとして適切ではなく、また、競合

他社も同一のものを使う可能性があるため、できるたけそのような商標の使用は避け

るべきである。 

 

3）日本で使用するブランドを韓国で使用する時の注意事項 

日本で使用するブランドが日本語からなる場合は、その商標を韓国に出願すると同

時に、それに対応する発音(称呼)を有する商標を韓国語または英語で出願する戦略が

必要である。すなわち、韓国の他社企業が当該称呼を持つ韓国語による商標を出願す

る可能性があり、これに対し、韓国需要者には、日本語の発音になじみがないため、

外観、称呼、観念の何れも異なるものとして、登録されてしまうおそれがあり、これ

を防止することが必要となる。 

 

4）指定商品または指定サービス業の選択時の留意事項 

選ばれた商標に対して商標登録を得るためには商標登録出願書にその商標(またはサ

ービス標）が使用される指定商品またはサービス業を記載しなければならない。その

とき、商標が使用される指定商品または指定サービス業を選択するにおいては、現在

商標を使用している商品またはサービス業だけでなく、将来使用する、あるいは使用

予定の商品やサービス業に対しても出願をしなければならないという点に留意する必

要がある。 

 

5）商標調査および分析 

ｱ.商標検索および分析時期 

一般的に商標検索は商標の使用前および商標出願前に行われなければならず、各時

期別に調査および分析の範囲が異なる。 

 

① 商標使用前先行商標の調査分析 

商標を選定したら、当該商標の使用前に選定された商標の使用の可能性に焦点をお

いて商標を調査分析しなければならない。商標の使用後に、先登録商標権者から商

標侵害のクレームを受けることになれば、その商標の使用を中止しなければならず、

事業的に莫大な損害を被る可能性が高くなる。商標の使用前は必ず選定された商標
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を使用しても問題がないかを検討するために、使用しようとする商標と同一または

類似する先登録(または先出願)商標を検索しなければならない。 

 

② 商標出願前先行商標の調査分析 

商標出願前は商標の登録の可能性に焦点をおいて商標の調査および分析を行わなけ

ればならない。すなわち、出願しようとする商標と同一または類似する他人の先登

録(または先登録)商標を重点的に調査しなければならない。 

 

ｲ.商標調査分析の内容 

先に説明したとおり、商標調査分析は、主に商標の使用または商標登録に問題とな

る先登録商標または先出願商標を調査分析することであって、具体的に使用しよう

とする商標、または出願しようとする商標と同一の商標だけでなく類似する商標ま

でも調査および分析対象とする。 

商標の類似は、商標の出願時に先行商標と類似するか、登録が可能なのか判断する

場合だけでなく、使用商標が他人の登録商標を侵害するのか否かを判断することに

も基準となる重要な概念である。その時、商標の類似とは、対比する二つの商標が

互いに同一のものではないが、外観、称呼、観念の面において類似し、それを同

一・類似商品に使用する場合、取引通念上、商品出処の混同を引き起こすおそれが

あるものを意味する。 

一方、対比する二つの商標が同一または類似しているものと認められるためには、

指定商品が同一または類似していることが前提となる。指定商品の類似とは、対比

される商品に同一または類似する商標を使用する場合、同一企業によって製造また

は販売される商品として誤認されるおそれがあるか否かを基準として判断し、商品

自らの属性の品質、形状、用途と、生産部門、販売部門、需要者の範囲など取引き

の实情などを総合的に考慮して、一般の取引社会の通念によって判断される。 

 

(3) 商標検索サイト 

商標の検索は先に説明したとおり、韓国特許庁がインターネット上で無料提供する

検索サイトのキプリス(KIPRIS)(http://www.kipris.or.kr)を用いるか、あるいは’マ

ークサーチ(http://www.markpro.co.kr)’、’ブランドリンク(http://www.brandlink.

co.kr)’などのような有料サイトを利用して検索することとなる。 

http://www.kipris.or.kr/
http://www.brandlink.co.kr/
http://www.brandlink.co.kr/
http://www.markpro.co.kr
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ただし、直接商標を検索しても商標が類似するか否かは専門的な判断が必要である

ので、できるたけ韓国弁理士の意見を参考にすることが望ましい。 

なお、KIPRISの検索マニュアルについては、ジェトロソウル事務所知財チーム（htt

p://www.jetro-ipr.or.kr/）を通じて、これを利用することができる。 

 

2. 商標/デザインの登録、維持手続き 

 先に述べたとおり、ブランド経営の前提として、商標の登録やデザインの登録は、

必要不可欠なものである。そこで、以下に商標を登録する手続きについて簡単に説明

する。なお、詳しくは、ジェトロが作成する模倣対策マニュアル韓国編（特許庁委託

事業）第Ⅱ編第4章デザイン保護法、同第5章商標法を参照されたい。 

 

(1) 商標の出願および審査手続 

1）商標の出願 

出願しようとする商標を選定した場合、韓国の知識経済部令で定める商品類区分内

で用いる1または2個以上の商品を指定して、商標ごとに出願する。現在韓国で商標登

録の登録を受けるのに所要する期間は、出願日から約10～12ヶ月程度である。 

 

2）商標の審査手続 

商標が出願されると、下図のとおり、次のような手続が進行される。 

① 一定の方式審査後、担当審査官が出願順序により審査に着手する。 

② 審査の結果、拒絶理由が発見されなかった時には、出願公告決定がなされ、商標公

報にて公告される。 

③ 拒絶理由が発見された場合、その理由が出願人に通知され、意見提出機会が付与さ

れる。 

④ 出願公告があった場合は、何人も公告日から2月以内に、公告された商標に対して

異議申立ての申請をすることができる。審査官は、異議申立てがあった場合、異議

理由の有無について決定を行う。 

⑤ 最終的に登録決定を受けた場合、設定登録手続の手続きを行う。 

⑥ 拒絶決定がなされ、これに納得できない場合は、拒絶決定謄本の送達を受けた日か

ら30日以内に特許審判院に拒絶決定に対する不服審判を請求することができる。 

http://www.jetro-ipr.or.kr/
http://www.jetro-ipr.or.kr/
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⑦ 審判請求の決定にも満足しない場合は、該当決定に対して特許法院、大法院に抗告

することができる。 

 

 

 

(2) 登録手続 

出願された商標が登録決定を受けたとしても、権利設定がされなければ独占排他的

な権利が発生しないので、登録料を納付し、登録申請書類を提出して、必ず登録原簿

に登載して記録する登録手続を終えなければならない。 

 

(3) 登録商標の維持 

1）商標権の存続期間 

商標権は設定登録によって発生するが、商標権の存続期間は設定登録がある日から1

0年であり、商標権の存続期間更新登録出願によって10年間ずつその期間を更新するこ
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とができる。 

 

2）商標権の存続期間更新登録 

商標権は他の権利と異なり、一定の要件の下、恒久的な効力を有する。商標権は設

定登録がある日から10年間維持され、商標権の存続期間更新登録出願によって10年ず

つその期間を更新することができる。商標権の存続期間を更新しようとするときには

商標権の存続期間満了前1年以内に商標権存続期間更新登録出願をしなければならない。

存続期間が満了した後でも6ヶ月が経過する前には商標権の存続期間更新登録出願がで

きるが、一定額の過料を納付しなければならない。そのときに商標権更新を行わなけ

れば、取得した商標権が消滅するので、更新期間はよく管理しなければならない。 

 

3）商標の不使用取消 

商標を登録後、審判請求をする時点から遡って3年間継続して使用した事实がない場

合、利害関係人は、特許審判院に商標の取消を請求でき、商標が取消となった場合、6

ヶ月間は取消を請求した者だけが取消となった商標と同一または類似する商標を出願

することができる。ここで、商標権者は、登録商標と類似する商標の使用ではなく、

同一範囲内の商標を使用していないと、取消しを免れないので、注意を要する。 

 

3. ブランド管理 

3-1.他社による不法な商標取得の防止 

韓国に進出する多くの外国企業が、事業の安定性を確保し、韓国現地での販売網開

拓の煩雑さを減らすために現地法人と合弁するか、ライセンス契約の締結などのよう

に相互協力する方式を好む。その際、商標ライセンス契約を結び、外国企業の商品販

売を代理する現地法人等が無断でその商標を登録してしまい、その後、商標ライセン

ス契約を解約する事例がしばしば発生している。特に、ファッション商品のように新

製品と共に新たな商標を継続的に市場に発表するような場合、その商標の登録が間に

合わないことを利用し、その企業の事情をよく知っている現地業者が先に商標登録を

する行為がしばしば発生している。 

また、韓国内の商品販売に必要な商標を誰の名義で出願し、登録するかは、重要な問

題である。すなわち、取得した商標権の権利者は、出願人、あるいは、登録人名義と



 

79 

 

なるからである。そのため、例えば、販売代理店で販売する製品に対する商標は、日

本企業の商標を使用して営業をする場合が多いが、それに対する商標を誰の名義で出

願するのかは、その後の商標権の帰属および商標権利の行使と関連して非常に重要な

問題である。 

そのため、韓国内で販売代理店の形態に進出する場合も、関連商標の出願人は、日

本企業の名義で出願するべきである。仮に、事情によって販売代理店の名義で商標出

願せざるを得ない場合には、商標登録後において権利者の名義変更の手続をして、商

標権を取り戻す必要がある。 

 

3-2.他企業のブランド調査 

日本企業名義で商標を出願しても、必ず商標出願の前に先行商標に対する調査を行

わなければならない。特に、商標出願と同時にすぐ使用を予定している商標であれば、

より一層慎重な調査を行い、使用上の安全性を確認しなければならない。ただし、商

標が他の商標と類似するか否かの判断は難しく、微妙で高度な法律的判断を伴うため、

できる限り現地の商標専門の弁理士の意見を聞くことが必要である。また、商標を専

門的に調査する調査会社に、自社の出願商標と同一または類似する先登録商標/先使用

商標に対する調査を依頼し、安全性を検証する必要もある。 

 

(1) 収集対象の情報 

韓国に進出した日本企業が収集しなければならない情報としては、日本企業が韓国

で販売または提供しようとする製品やサービスに用いる商標またはサービス標に関す

る情報がある。まず、日本企業の商標やサービス標と同一または類似する標章が韓国

特許庁に登録または出願されているかを調査しなければならない。また、たとえ韓国

特許庁に登録されていない商標やサービス標であっても、韓国で周知性を獲得してい

る場合は、“不正競争防止および営業秘密保護に関する法律”（日本の不正競争防止

法に該当）によって保護を受けるため、市場調査を通じて先使用商標の存在の可否も

調査しなければならない。さらに、韓国で販売しようとする製品の外観やパッケージ

等に関するデザインの登録可否についても調査しなければならない。その他、商号の

登記、ドメインネームの登録などについても事前に点検しなければならない事項であ

る。 
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(2) 商標/デザイン情報収集サイト 

 以下、商標およびデザインの情報について収集する方法について簡単に説明するが、

詳しくは、韓国知的財産情報検索ハンドブック（特許庁委託事業）を参照されたい。 

 

1）商標情報収集サイト 

無料検索サイトでは韓国特許庁が提供する”KIPRIS(http://www.kipris.or.kr/)”

が代表的である。また、KIPRISは韓国語だけでなく英語でも検索機能を提供している

ので、韓国語を理解できない場合は、英語検索ページ(http://eng.kipris.or.kr/)に

接続し、該当の商標を検索することができる。 

 

[KIPRIS無料商標検索サイトの検索方法] 

 

上の画面は、商標検索に関する一例を示したものである。‘商標名称’(Trademark 

http://www.kipris.or.kr/
http://eng.kipris.or.kr/
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Name)欄には検索しようとする商標を、‘商品分類’(Classification)欄には該当の商

標が使用される商品の類区分(商標:第1～34類、サービス標:第35～45類)を記載してEn

terキーを押せば調査結果が表示される。事前に出願番号(Application Number)、登録

番号(Registration Number)、出願人名称(Applicant Name)等に関する情報を持ってい

る場合は直接入力して当該商標に関する情報を得ることができる。 

その他に多数の有料サイトがあるが、最も多く利用されているところとして、‘マー

クサーチ(http://www.markpro.co.kr)’、‘ブランドリンク(http://www.brandlink.c

o.kr)’などがある。 

 

2）デザインの情報収集サイト 

韓国特許庁でアルファベットでも提供する”KIPRIS”を通じて、デザイン権(意匠権)

を検索することができる。 

 

[KIPRIS無料デザイン検索サイト検索方法] 

 

‘物品の名称’(Indication of Product)欄には検索しようとする物品の通常的かつ一

http://www.markpro.co.kr/
http://www.brandlink.co.kr/
http://www.brandlink.co.kr/
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般的な名称を記載し、デザイン分類(Design Code)欄には特許庁が定める物品の区分

(A:製造食品および嗜好品、B:衣服および身の回り品など、C:生活用品、D:住宅設備用

品、E:趣味娯楽用品および運動競技用品、F:事務用品および販売用品、G:輸送または

運搬機械、H:電気電子機械器具および通信機械器具、J:一般機械器具、K:産業用機械

器具、L:土木建築用品、M:基礎製品、N:その他の物品)を記載してEnterキーを押せば

概略的な検索が可能である。事前に出願番号(Application Number)、登録番号(Regist

ration Number)、出願人名称(Applicant Name)等に関する情報を持っている場合は直

接入力して該当のデザインに関する情報を得ることができる。 

 

(3) 情報の収集要領 

商標またはデザインに関する情報収集要領は、まず前述した特許庁の無料検索サイ

トを使うか、その他の有料サイトを通して情報収集をし、各種商品やデザインに関す

る協会(例:繊維であれば‘大韓紡織協会’)、大韓商工会議所または地方商工会議所、

インターネット・サーチを通じて基本的な情報が得られる。ただし、重要な事案であ

る場合は、専門的な商標/デザイン調査機関や特許事務所など通して関連情報を取得す

るのが望ましい。 

 

3-3.他社商標との抵触回避 

(1) 抵触可能な他人の商標に対する対応方案 

出願前の商標調査の結果、出願する予定の商標と抵触すると判断される商標が見つ

かった場合は、韓国の商標専門の弁理士に相談することが望ましい。相談の結果、類

似する商標であるという意見である場合は、まず先行商標の権利者を把握しなければ

ならない。その後、先行商標の使用可否を調査し、使用されていない商標であって不

使用期間が継続して3年を経過している場合は、不使用取消審判の請求を考慮しなけれ

ばならない。 

先行商標が使用中である場合は、権利者もしくはその代理人と商標権譲渡の可能可

否や使用権設定などの交渉をすることができる。ただし、商標使用の有無を調査せず

に譲渡交渉などをまず進行する場合には過度な費用が要求される傾向があるので、一

旦不使用取消審判を請求した後に譲渡交渉などを進行すると、交渉が有利となる可能

性がある。 
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(2) 商標の使用状況のモニタリング 

出願前の商標調査の結果、出願する予定の商標と抵触する先登録商標が見つかった

場合、まず先登録商標の韓国内使用の实態を調査またはモニターする必要がある。通

常、登録商標の使用に関する实態の調査は、関連する指定商品の市場を直接調査する

方法、インターネットによる間接調査方法、専門商標調査機関に依頼する方法などが

ある。その時、使用の有無の調査は、商標権者だけでなく、使用権者(専用使用権者ま

たは通常使用権者)の使用も同時に調査しなければならない。また、商標権者などが不

使用取消しを免がれるために登録商標を日刊紙などに広告を出す場合があるが、その

ような形式的な使用(Token use)は、商標法上の正当な商標の使用として認められない

ものとなるため、使用の態様を検討し、正当な使用かどうかに対する精査も同時に必

要である。 

韓国の判例によると、たとえ不使用商標であっても、商標登録取消審判によってそ

の登録が取消しになる前までは有効な商標と見なされるので、商標登録取消しが確定

する前に他人の登録商標を使用することは商標権の侵害に相当するため使用に注意が

必要である。 

 

4. 商標/デザインの侵害対応 

4-1.侵害のモニタリング 

(1) 自社によるモニタリング 

市中における模倣品の発見などとは異なり、商標権/デザイン権の侵害を自社におい

て本格的にモニタリングする場合、商標/デザインに関する専門的な知識を備えた人材

と組織が必要である。また、商標権の侵害に該当するか否かを判断するためには、そ

の商標が登録商標と同一または類似するかのみでなく、登録商標の指定商品と当該商

標の使用商品が同一または類似しているかを同時に判断しなければならない。さらに、

商標および商品の類似判断に関する多くの判例があるので、それに対する検討も必要

である。 

また、登録デザインの権利範囲は、同一または類似するデザインにまで及ぶので、

デザインの類否の判断に関する判例などを熟知する必要がある。また、デザインの類

否は、そのデザインが体化した物品と同一または類似することを前提としているので、
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物品の類否の判断に関する基準を検討することも必要である。 

このような事前知識に基づき、商標/デザインの侵害を自社において本格的にモニター

する方法としては、まず特許庁に出願、公告される公報などを周期的にモニタリング

しなければならない。その過程で同一または類似する商標/デザインが発見された場合

は、情報提供または異議申立てを通して積極的に登録を阻止しなければならない。ま

た、新聞や雑誌、広報メディア、その他オンラインマーケットなどを周期的にモニタ

ーする必要がある。特に、最近、商標権侵害と関連して注意すべき事項は、 いわゆる

‘オープンマーケット(Open market)’上でなされる商標権の侵害である。オープンマ

ーケット(Open Market)とは、一般的なショッピングモール販売方式とは異なり、個人

と小規模販売企業などがオンライン上で自由に商品を取り引きする‘仲介型’インタ

ーネットショッピングモールであって、韓国で主に利用されるオープンマーケットの

代表的なサイトとしては、Gマーケット(http://www.gmarket.co.kr)、Auction(http:/

/www.auction.co.kr)、Interpark(http://www.interpark.com)等がある。 

このようなオープンマーケットの運営者は、インターネット上の空間と電子取引シ

ステムのみを提供し、一定の手数料を得るのみであり、商品の登録・管理・広告など

は販売者が独自で行う。オープンマーケットはインターネットショッピングモールで

の中間流通マージンを省くことができ、既存より安価で販売できるため、小規模零細

業者などによって利用されているが、管理/監督が厳しくなく、小規模零細業者などが

有名商標やブランドを侵害して営業をする場合が多い。 

そのため、オープンマーケットを訪問し、商標/ブランドに対するキーワード検索な

どによる周期的モニタリングが必要であり、商標権の侵害行為が発見された場合、侵

害者だけでなくオープンマーケット運営者にも当該侵害事实を通知し、当該サイトを

閉鎖するよう積極的に要請しなければならない。なお、韓国知識財産保護協会（KIPRA）

において、ショッピングモールやオンラインマーケットを自動監視するIPOMSシステム

が運営されており、韓国特許庁商標権特別司法警察隊等と連携して模倣品の監視、ホ

ームページの修正、削除要請等の活動が行われている。 

 

(2) アウトソーシング等によるモニタリング 

社外監視システムを活用して商標権/デザイン権の侵害可否をモニターする方法とし

ては、侵害監視専門業者や特許事務所で提供するモニタリングサービスを利用する方

法がある。それらの専門業者や特許事務所などは専門的かつ体系的な人材と施設を有

http://www.gmarket.co.kr/
http://www.auction.co.kr/
http://www.interpark.com


 

85 

 

して依頼人の要求に応じている。また、税関に登録商標を申告しておけば、権原のな

い輸入業者が申告された商標と同一または類似する商標が付着された商品を輸入する

場合、税関では職権によって通関を保留し、その事实を商標権者に通知している。従

って、特許庁では司法警察と協力または単独で侵害品を周期的に取り締まるので、そ

れらの機関に登録商標を事前申告をしておけば侵害監視が期待できる。 

税関に対する商標の申告制度や、前述の韓国知識財産保護協会による模倣品のオン

ライン監視、韓国特許庁商標権特別司法警察隊等については、ジェトロソウル事務所

が作成する「模倣対策マニュアル韓国編」（特許庁委託事業）、第Ⅲ編第2章を参照さ

れたい。 

 

(3) 弁理士/弁護士の選定 

商標権/デザインに対する侵害者を発見、あるいは反対に侵害で訴えられた場合は、

有能な外部専門家の助力を受けることが必要である。韓国において商標/デザインに関

する専門家は弁理士であるが、弁理士の中でも特許のような技術分野を専門的に処理

する弁理士と、商標、デザインに対する素養を備えた弁理士がいるため、適切な弁理

士を選定することが必要である。 

情報不足でそのような弁理士を選任するのが難しい場合は、‘大韓弁理士会(http:/

/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、それを選定する際に参考にすると役に立つ。 

そのように選定された弁理士に商標/デザインの侵害可否に対する相談を行い、警告

状の発送および対応、関連審判および訴訟の遂行などを委任すると同時に、侵害業務

に対する持続的なモニタリングなどの業務を任せることも可能である。 

 

4-2.侵害発見時の対応 

(1) 侵害の有無の判断 

商標権者は、指定商品に対してその登録商標を用いる権利を独占することとなり、

商標権者以外の者が法律上正当な権原なしに、登録された商標と同一または類似する

商標をその指定商品と同一または類似する商品に使用する場合は、商標権を侵害する

ことになる。また、デザイン権者も登録デザインを实施する権利を独占することとな

http://www.kppa.or.kr/
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るので、権原のない者が登録デザインまたはそれと類似するデザインを实施する場合

は、デザイン権を侵害することとなる。 

そのため、侵害に対する法的措置を取る前に、まず自身の商標権やデザイン権が適

法で有効であるかを点検し、侵害者の使用態様が適法な権原(使用権者または实施権

者)であるかを確認しなければならない。その他、侵害の有無の判断は、きわめて高度

な専門的知識が必要であるから、専門家に必ず相談し、助言を得るべきである。また、

専門家による助言は、次の警告状の発送においても有効である。 

 

(2) 警告状の発送 

上記のような侵害の可否判断を通じて侵害であることが確实となった場合は、まず

侵害者に侵害を直ちに中断せよとの内容が含まれた警告状を内容証明郵便で発送しな

ければならない。それは侵害者に警告をすると共に、将来発生し得る民事・刑事上の

訴訟において侵害者の過失や故意を立証するのに有効な資料として用いることができ

るためである。また、侵害者に警告状を発送する際には、具体的な日付を明らかにし、

弁理士や弁護士のような法律代理人を選任し、彼らの名前で警告状を発送するのが侵

害者に心理的な圧迫を加えられるだけでなく、起こりうる紛争の備えにも有利である。 

 

(3) 民事的な救済方案 

1）侵害禁止請求 

侵害者の故意、過失を問わず、商標権/デザイン権を侵害した者または侵害するおそ

れがある者を相手どり、その侵害の禁止または予防を法院(日本の裁判所に相当)に請

求することができ、侵害行為により製造された物品の廃棄、侵害行為に提供された設

備の除去、その他侵害予防に必要な行為を請求することができる。そのような請求権

は、商標権やデザイン権が侵害されている、あるいは侵害されるおそれがあるという

実観的な事实のみで十分であり、侵害者の故意や過失、責任能力を問わない。 

 

2）損害賠償の請求 

商標権またはデザイン権を故意または過失により侵害した者に対して権利者が受け

た損害の賠償を請求することができる。本損害賠償請求権は、被害者またはその法定

代理人が、その損害および加害者を認知した日から3年または侵害行為日から10年が経

過すると、時効により消滅することに注意しなければならない。韓国商標法またはデ
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ザイン保護法では、損害額算定の困難さを勘案して、消極的損害(逸失利益)の算定額

に関する様々な特則を規定している。 

 

3）信用回復の請求 

商標権者またはデザイン権者は、故意または過失による商標権またはデザイン権を

侵害することによって権利者の業務上の信用を失墜させた者に対し、損害賠償で代替

するか、損害賠償と共に権利者の信用回復のために必要な措置を法院に請求すること

ができる。通常、侵害者が粗悪な商品を販売、流通させることによって、商標権者の

製品と誤認した需要者などに良質のイメージを傷つけた場合のように、金銭的な賠償

のみでは完全な回復が不可能な場合に有効である。 

一時期、法院は侵害者に新聞の紙面上に謝罪広告文を掲載する措置を命じたりもし

たが、憲法上の良心の自由を侵害するという憲法裁判所の決定により、現在は侵害者

の敗訴判決文を掲載するか当事者同士の約定により謝罪広告文を掲載する方法が多く

用いられている。 

 

4）仮処分の申請 

商標権者が前記の侵害禁止請求、損害賠償請求、信用回復請求のような本案訴訟の

確定判決を待つ間、その間に回復できない損害を受けたり、早急に侵害を防止する理

由がある場合は、臨時的かつ暫定的な措置として侵害禁止仮処分を法院に申請するこ

とができる。仮処分は本案訴訟のような証明が必要とされず、 疎明程度の立証方法で

足りるが、被保全権利以外に保全の必要性に対する疎明も必要である。 

实務上、本案訴訟に先立ち仮処分申請が多く行われるが、保全の必要性がないとい

う理由でしばしば棄却される事例があるため(特に、不使用商標に対する権利行使につ

いては、保全の必要性がないとみなされることが通常である。)、事案に応じ、本案訴

訟を選択するか、保全処分を申請するか、あるいは二つとも申請するのかに対する慎

重なアプローチおよび選択が必要である。 

 

(4) 刑事的な救済方案 

1）侵害罪 

登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に

使用する場合は、商標権侵害に該当するが、韓国商標法は、その商標権侵害行為に対
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して民事的な救済以外に刑事的な罰則を与えている。侵害罪を構成するためには、侵

害者の故意でなければならないが、その際の故意とは、正当な権原なしに他人の登録

商標であることを認識しながら、それをその指定商品と同一または類似する商品に使

用する意思さえあれば十分であるとされている。实務上は、侵害者の故意を立証する

ために、警告状が多く使用されている。 

韓国商標法では、商標権侵害罪を非親告罪と規定し、商標権者の告訴は勿論、第三

者の告発によっても処罰することができ、刑量は、7年以下の懲役または1億ウォン以

下の罰金である。また、法人の代表者、法人、個人の代理人、使用人又は従業員が、

その法人又は個人の業務に関して侵害行為を行うと、その行為者を罰する以外に、そ

の法人と個人の双方に対し、罰金刑を科す両罰規定をおいている。反復的かつ大量な

商標権侵害を行う悪質な者に対しては、発見後直ちに警告状を発送し、侵害罪で司法

警察または検察に告訴または告発措置を取り、一般の需要者の誤認、混同の防止は勿

論、被害拡大を防止しなければならない。 

 

2）虚偽表示罪 

韓国商標法は、虚偽表示をすることによって需要者などを誤認または欺瞞、取引に

おいて有利な点を悪用、または兼業者の商標選択の機会を不当に妨害することを禁止

するため、次のような行為を虚偽表示罪と規定している。 

 登録をしていない商標、または商標登録出願をしていない商標を、登録商標また

は登録出願した商標であるかのように商品に表示をする行為 

 登録をしていない商標または商標登録出願をしていない商標を、登録商標または

登録出願商標であるかのように営業用の広告、看板、標札、商品の包装またはそ

の他の営業用取引書類に表示をする行為 

 指定商品以外の商品に登録商標を使用する場合、その商標に登録商標表示または

それと混同しやすい表示をする行為 

 

(5) 紛争時の対応プロセス 

商標権/デザイン権をめぐる紛争には、性格によって次のとおりに分類することがで

きる。その他、一般的に商標/デザインの紛争対応のプロセスは、特許とほぼ同じであ

るため、後述第2章4、5を参照されたい。 
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1）商標/デザインの有無効紛争 

商標権は、識別力があって不登録理由に該当しない商標についてのみ付与される。

しかし、そのような全ての要件に対する審査手順を踏み、商標権が与えられたとして

も、商標法は法律が決める一定の無効理由を規定しており、それに該当する場合は利

害関係人の請求によって商標権が剥奪されるようになっている。また、デザインに対

しても同じく登録要件を規定している。その無効訴訟手続は、特許審判院→特許法院

→大法院の審級構造を有する。 

 

2）商標/デザインの契約紛争 

商標/デザインと関連する司法上の契約において発生する紛争であり、使用権契約、

譲渡契約、共有契約などがあり、そのような契約をめぐって発生する紛争は、一般民

事紛争として地方法院(民事部)→高等法院→大法院の審級構造を有する。 

 

3）商標/デザインの侵害紛争 

商標/デザインの侵害可否に関する紛争であって、民事または刑事上の紛争である。

その民事または刑事手続は、地方法院(刑事部)→高等法院→大法院の審級構造を有す

る。 
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