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第３章 知的財産権訴訟関連韓国の法律体系 
 

1．知的財産権関連実体法体系 

 韓国の主な知的財産権関連法律体系を図表化すれば下記のとおりである。な

お、特許法等の法律の詳細は、ジェトロソウル事務所作成の「模倣対策マニュ

アル」をご参照いただき、ここでは、概略を紹介するにとどめる。 

 

法律 大統領令  部令  

特許法 

特許法施行令 -特許権などの登録令

(2012.1.1 施行)-特許権の収容・実施

等に関する規定 

特許法施行規則 -特許権など

の 登 録 令施行規則 (2012.1.1

施行)-特許料等の徴収規則 

実用新案法 
実用新案法施行令 -特許権などの登録

令(2012.1.1 施行) 

実用新案法施行規則 -特許権

な ど の 登 録 令 施 行 規 則

(2012.1.1 施行) 

デザイン保護法 
デザイン保護法施行令 -特許権などの

登録令(2012.1.1 施行) 

デザイン保護法施行規則 -特

許 権 な どの 登 録 令 施 行規 則

(2012.1.1 施行) 

商標法 
商標法施行令 -特許権などの登録令

(2012.1.1 施行) 

商標法施行規則 -特許権など

の 登 録 令施行規則 (2012.1.1

施行) 

発明振興法 
発明振興法施行令 -公務員職務発明の

処分・管理及び補償等に関する規定 

公務員職務発明の処分・管理

及び補償等に関する規定施行

規則 

不正競争防止及び営業

秘密保護に関する法律 

不正競争防止及び営業秘密保護に関す

る法律施行令 
 

対外貿易法 対外貿易法施行令  

半導体集積回路の 配置

設計に関する法律 

半導体集積回路の配置設計に関する法

律施行令 

半導体集積回路の配置設計に

関する法律施行規則 

弁理士法 弁理士法施行令 弁理士法施行規則 

政府組織法 特許庁とその所属機関職制 
特許庁とその所属機関職制施

行規則 

主な国際条約 

世界知識財産機構(WIPO)設立協約 

特許協力条約(PCT) 

特許手続上微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約規則 

商標法条約 

商標法条約規則 

貿易関連知的財産権に関する協定 

国際特許分類に関するストラスブールその協定 

工業所有権の保護のためのパリ協約 

特許手続上微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約 

標章の国際登録に関するマドリード協定に対する議定書 

商品及びサービスの国際分類に関するニース協定…など 
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1-1  特許法の概要 

 特許法第 1 条は“この法は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることによ

り、技術の発展を促進し、もって産業発展に寄与することを目的とする”と規

定しており、同法第 2 条の 1 では“発明とは自然法則を利用した技術的思想で

あって高度なものをいう”としてその保護対象を明示している。 

 特許法上保護の対象は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の

もの」として定義される発明である。発明が成立するためには①自然法則を利

用した、②技術的思想の創作でなければならず、③その創作の水準が高度なも

のでなければならない。よって、算術･計算方法や商品の陳列方法のようなもの

などは発明として認定されず、永久機関のような自然法則に反するものも特許

法下の発明の保護対象に含まれない。また、発明は技術的思想の創作であるか

ら、単純な発見や自然現象自体は特許法上の保護対象ではない。 

 発明は実用新案より高度な創作性を要するという点で区別される。しかし、

実務上両者の区別が厳格なものではない。なお、2006 年 10 月 1 日に施行され

た改正特許法からは、無性的に反復生殖できる変種植物に限って特許を受ける

ことができるとなっていた従前の規定を削除し、全ての植物発明を特許権の保

護対象に含むことになった。また、一定の種類の微生物発明も特許の保護対象

になる。 

 韓国特許法は登録主義及び審査主義をとっており、発明は登録を通じて独占

排他権として保護を受けることができ、産業上の利用可能性、新規性及び進歩

性などの基本的登録要件が不可欠である。 

特許権者には独占排他的に特許権を実施する権利が発生し、第三者の無断実施

には民・刑事的手段を講ずることができるが、権利乱用による公衆の被害を最

小化するために特許無効審判制度などを定め特許権者と第三者との利益の均衡

を図っている。 

 この他、出願公開制度、審査請求制度、審判制度など日本の手続などと類似

する点は多く、特許権の権利存続期間も原則的に出願日から 20 年を超えないと

されており日本と同様であるが、一方、審査請求期間が 5 年であること、早期・

遅延審査が可能なこと（審査の３トラック制）、多数従属項の引用が認められて

いないこと、特許決定（特許査定）後の分割が認められていないこと、外国語

出願が認められておらず、原文に基づく補正も認められていないことなど相当

異なる部分もある。 

 また、権利紛争の関係でいえば、自社特許権における発明の認定、相手方イ

号製品との対比・属否判断、均等論の適用、各種請求権、損害額の認定等にお

いて、日本と韓国の間で基本的に大きな差異はなく、例えば、物の発明の場合、
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相手方侵害品の特定が比較的容易であるのに対し、方法発明の場合、これが難

しいなど運用面でも同様である。 

一方で、間接侵害の規定が異なる（特許発明品の製造のみに利用する物など、

日本の旧法に相当。詳細は、104 ページ参照）、侵害訴訟に対する専属管轄がな

い(ただし、審決取消訴訟については、後述のとおり、特許法院の専属管轄とな

る。)、輸出が特許発明の実施行為に含まれていないなど、注意を要する相違も

散見される。 

 

1-2  実用新案法の概要 

 実用新案法第 2 条第 1 項は“考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作

である”と規定しており、発明より高度でないものをいい、さらに、物品に具

体化された形態性を有する技術的思想、すなわち“物品の形状、構造又は組合

に関する考案”のみ保護対象とし(実用新案法第 4 条)、“方法に関する考案又は

化学物質に関する考案”は除外されている。 

 特許法は“発明”を保護の対象とするが、実用新案法は“考案”を保護の対

象とする(実用新案法第 1 条)。したがって特許法の保護対象は技術的思想の創

作として高度なものとされているのに対し、実用新案法のそれは単に創作であ

れば充分であり高度である必要はない。特許法の保護対象になる発明には“物”

に関する発明と“方法”に関する発明が含まれるが、実用新案法は“物”に関

する考案だけを保護対象とし“方法”に関する考案は保護対象としていない。 

 “物”はまた一定の形態を持つ“物品”と一定の形態がない“物質”に区分

することができる。物品は現行特許法と実用新案法上共に保護対象になる。し

かし物質、例えば農薬、医薬、DNA 構造、微生物、有機化合物、セメント組成

物などは特許法上の保護対象とはなるが、実用新案法上の保護対象にはならな

い。 

 2006 年 10 月 1 日から施行された改正実用新案法によれば、実体審査を行う

という点で日本の実用新案法とは相違している。あわせて、審査前登録制度の

廃止に伴い技術評価制度も廃止され、特許と実用新案間の二重出願制度を廃止

し日本と同様に変更出願制度を新設した。なお、審査請求期限は出願日から 3

年であり、実用新案権の存続期間は出願日から 10 年となる日までである。 

 



第Ⅰ編 特許侵害対応へのガイダンス 

15 

 

 

2．特許権と関連した訴訟手続に関する法律 2 

2-1  特許権の出願、登録、有効性などと関連した特許訴訟手続 

 特許審判院が下した審決を不服とする訴訟、および審判請求や再審請求書の

却下決定に対する訴訟は、日本における審決取消訴訟とその性格及び構造が共

通する。すなわち、韓国における審決取消等に対する訴訟は、特許法院の専属

管轄に属し、本質的に行政庁の処分に対する不服の性格を持つ行政訴訟の一種

である。 

 しかし、無効審判に対する審決取消訴訟においては、訴訟段階での無効理由

や証拠の追加・変更が時機に後れた場合を除ききわめて広範囲に認められるい

わゆる「無制限説」を採っており、無効理由の変更や証拠の追加が制限される

いわゆる「制限説」を採っている日本の場合と大きく異なる点に注意が必要で

ある。 

 なお、この訴訟手続には特許法と民事訴訟法が適用される。 

 

2-2  特許権と関連した一般民事訴訟手続 

 一般民事訴訟法が適用される民事訴訟手続は、大きく特許権登録に関する民

事訴訟と特許侵害に関する民事訴訟に分かれる。 

それ以外にも出願公開後から権利登録時にまでの権利の実施・使用に対する補

償金請求訴訟、特許権譲渡代金請求訴訟、職務発明補償金請求訴訟、特許権の

実施料/使用料請求訴訟、特許権に基づく不当仮処分を原因とする損害賠償請求

訴訟なども特許権と関連した民事訴訟に該当する。このような手続は基本的に

民事訴訟法で規律されている。 

 

(1) 特許権の登録手続に関する訴訟 

 特許権は登録をしなければ効力が発生しない、即ち、登録が効力発生要件と

なる場合と、登録をしなければ第三者に対抗できない、即ち、登録が対抗要件

となる場合に区分される。特許権の登録手続きに関する訴訟は、主にこれらの

手続きに対する適否等に関するものである。 

                            

2  韓国の民事訴訟法のうち特許侵害訴訟に関連する条文を抜粋して付録として巻末168ペ

ージに掲載しているので参照されたい。  
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【登録が効力発生要件の場合】 

 

・ 特許権の設定 

・ 特許権の移転、放棄による消滅、処分制限 

・ 特許権の専用実施権の設定、移転、変更、消滅、処分制限 

・ 特許権及びその専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、

処分制限 

 

【登録が対抗要件の場合】 

 

・ 特許権の通常実施権の設定、移転、変更、消滅、処分制限 

・ 特許権の通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分

制限 

 

(2) 特許侵害に関する民事訴訟 

 特許侵害に関する訴訟は、特許侵害を理由とした損害賠償請求、侵害行為の

差止・予防請求(以下‘差止請求’という)、侵害行為に組成した物の廃棄・侵

害行為に提供された設備の除去・その他侵害の予防に必要な行為の請求(以下

「廃棄請求」という)、信用回復措置請求などにより争われ、いずれも民事訴訟

に該当する。 

 ただし、廃棄請求は、差止請求の実効性を確保するための請求として独立し

て請求できず、差止請求に付帯して請求できるだけである。 

 

(3) 特許侵害に関する刑事訴訟手続 

 特許侵害を理由とする刑事訴訟手続は刑事訴訟法で規律されている。特許権

と関連した刑事罪としては特許侵害罪、偽証罪、虚偽表示罪、詐偽行為罪、秘

密漏洩罪があるが、このうち特許侵害罪は被害者の告訴がなければ処罰できな

い親告罪である。 
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3．関連 website 紹介 

特許庁:http://www.kipo.go.kr/ 

韓国知識財産保護協会:http://www.kipra.or.kr/ 

韓国特許情報院:http://www.kipi.or.kr/ 

韓国発明振興会:http://www.kipa.org/ 

R&D 特許センター:http://www.rndip.re.kr/index.do 

韓国知識財産研究院:http://www.kiip.re.kr/ 

貿易関連知識財産権保護協会 TIPA:http://e-tipa.org/ 

韓国知識財産協議会:http://www.kinpa.or.kr 

韓国電子産業振興会特許支援センター:http://www.ipac.or.kr 

韓国知識財産サービス協会:http://www.kaips.or.kr 

韓国特許学会:http://www.patent.or.kr 

韓国産業財産権法学会:http://www.kipla.or.kr 

韓国国際知的財産保護協会:http://www.aippikorea.org/ 

韓国知識財産学会:http://www.kipsociety.or.kr/main.do 

知識財産フォーラム:http://www.ipforum.or.kr/ 

韓国知的財産権法制研究院:http://www.kipli.re.kr/ 

標準特許ポータルサイト:http://www.epcenter.or.kr/main/main.jsp 

国際知財権紛争情報ポータル:http://www.ip-navi.or.kr/index.navi 

知財権判例情報統合検索サービス:http://www.ip-case.or.kr/kipi /front/page/mai

n.html 

IP 情報ポータル:http://www.ipportal.or.kr/ipportal/main_portal.do 

e 特許国:http://www.patentmap.or.kr/ 

特許支援センター:http://www.ipac.kr/ 

偽造商品情報提供センター:http://www.patent.go.kr:7078/bp/main/main.do  

 

http://www.kipo.go.kr/
http://www.kipra.or.kr/
http://www.kipi.or.kr/
http://www.kipa.org/
http://www.rndip.re.kr/index.do
http://www.kiip.re.kr/
http://e-tipa.org/
http://www.kinpa.or.kr
http://www.ipac.or.kr
http://www.kaips.or.kr
http://www.patent.or.kr
http://www.kipla.or.kr
http://www.aippikorea.org/
http://www.kipsociety.or.kr/main.do
http://www.ipforum.or.kr/
http://www.kipli.re.kr/
http://www.epcenter.or.kr/main/main.jsp
http://www.ip-navi.or.kr/index.navi
http://www.ipportal.or.kr/ipportal/main_portal.do
http://www.patentmap.or.kr/
http://www.ipac.kr/
http://www.patent.go.kr:7078/bp/main/main.do
http://www.ip-case.or.kr/kipi/front/page/main.html
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