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第４章 行政的救済方法の利用 
 

1．序説 

 行政的救済には、民事・刑事の司法手段に比較して簡易に利用できるものが

多く、代理人費用を除けば費用も無料ないし低額でであって、さらに比較的早

期の処理が期待できることに特徴がある。韓国では、知的財産保護のため行政

の取組みも活発であり、こうした行政的救済の道を日系企業も活用することが

有用である。 

 本章における行政的救済として以下の３つについて説明する。 

 なお、特許審判制度は、特許侵害に対する直接の救済方法ではないが、紛争

に関連するものとして間接的にその解決に寄与するものであるから、ここであ

わせて説明する。 

 

① 特許審判制度 

② 不公正貿易行為に対する貿易委員会による救済制度 

③ 紛争調停委員会 

 

2．特許審判制度 

 特許審判は、知的財産権(特許、実用新案、デザイン、商標)に関する審査等

に不服を申し立てる場合や、紛争が発生した場合に活用できる制度であり、特

許審判院における審判官の合議体により審理・決定する手続である。特許関連

事件の審理には専門的な高度の技術的判断が要求されるため、審判の専門性と

公正性を確保するために専門官庁としての特許庁特許審判院が設置されている。

特許審判院による審判は、大法院を最終審とし特許裁判所に対する前審として

機能しており、行政行為と司法行為の中間的ないわゆる準司法的な性格を持っ

ている。 

 

3．特許審判の種類及び内容 

 韓国の特許審判は、日本と同様、大きく分けて決定系審判と当事者系審判が

ある。決定系審判は審判の当事者として請求人と被請求人という対立構造を取

らず請求人だけ存在する審判であって、拒絶決定に対する審判がこれに該当す

る。当事者系審判は、既に設定された権利に対して審判の当事者として請求人

と被請求人が対立する構造を取る審判であって、他人の模倣による侵害の場合

に請求するようになる審判は、このような当事者系審判の構造を取る。審判の
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種類としては、拒絶決定不服審判のほか、日本の判定に相当する権利範囲確認

審判、無効審判、訂正審判などがあり、審判の種類としては、概ね日本の場合

同様であるが、訂正無効審判が設けられている点が異なる。 

 また、無効審判においては、口述審理の充実が図られているが、日本の無効

審判に比して書面審理の割合も高く、特許無効審判の場合、約 60％が書面審理

とされているようである。 

 

 

 

3-1  権利範囲確認審判 

(1) 意義 

 特許発明の保護範囲を確認するために請求する審判で(特許法第 135 条)、特

許発明と具体的に実施されている技術（「確認対象発明」という 6）が技術的に

一致するか否かを分ける機能をする。特許権の権利範囲の限界を明確にし、他

の発明との抵触問題、権利侵害の問題などを事前に解決することによって、紛

争の早期解決を図り、裁判の基礎資料として活用される。 

 日本の判定制度と似ている制度であるが、審判として審決がなされる点が異

なり、また、判定と比して実務上も多く利用され、侵害裁判における証拠とし

ても重視される傾向にある。 

 

(2) 類型 

                            

6  侵害被疑技術や侵害被疑品と言うこともできる。いわゆる「イ号」である。  
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① 積極的確認審判 

ある物や方法が自己の特許権の権利範囲に属するという確認を請求す

る場合 

② 消極的確認審判 

特許権の対抗を受けた者が、自己の実施物品又は方法が特許権者の権利

範囲に属さないという確認を求める場合 

 

(3) 請求できる者及び被請求人 

① 請求人 

特許権者、専用実施権者又は利害関係人に限って請求できる(特許法第

135 条第 1 項)。ここでの利害関係人とは、その特許権の権利範囲に属す

るか否かに関して紛争が生じるおそれのある対象物を製造、販売するこ

とを業とする者に限らず、業としてその対象物を製造、使用しようとす

る者も広く含まれる(大法院 1985.7.23.85 フ 51)。 

② 被請求人 

積極的確認審判の場合には、特許権者又は専用実施権者が、当該特許発

明を無断で実施している者、又は利用・抵触関係にある特許権者を被審

判請求人とすることが原則であり、消極的確認審判の場合には、利害関

係人が特許権者などを被審判請求人とするのが通例である。 

 

(4) 権利範囲確認の効果 

 権利範囲確認審判は、日本の判定とは異なり、あくまでも審判であることか

ら、審決が確定した場合、その結果として権利範囲が確定し、第三者は同一事

実及び同一証拠によっては審判を請求できないという対世的効力が発生する。 

 通常、積極的権利範囲確認審判は、権利者が自分の権利が侵害されているこ

とを審判院に確認してもらうものであるから、多くの場合、侵害訴訟の前段階

として積極的権利範囲確認審判を提起し、権利範囲に属するという審決を得て、

これを侵害者との交渉に活用したり、後日の侵害訴訟を有利に導くための証拠

として用いられる。また、警告状を発する前に請求し、相手方製品が自社特許

権に属するとの審決を得ていれば、警告の効果が高くなるが、当事者系審判で

あることから、相手方に自社の戦略等が知られることになるため、注意を要す

る。 

 一方、消極的権利範囲確認審判は、相手方から警告を受けた後に請求するこ

とが多く、権利範囲に属しないという審決が得られれば、侵害訴訟で法院の判

断を拘束することはできないものの、有力な証拠として作用し得ることから、

その後の交渉、訴訟の追行に有利となる。
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コラム「権利範囲確認審判、増加」 
権利者の勝率も上向き 

 

 特許審判院は、権利範囲確認審判の審決および判決合計 7,619 件の主文内容とそ

の理由などを詳細に分析した『10 年間(2000～2009 年)の権利範囲確認審判の審決

およびこれに対する判決の統計的分析』を発刊した。 

 このうち、2005～2009 年の権利範囲確認審判の審決文 3,487 件を調査した結果

によると、非権利者が請求した審判(消極的権利範囲確認審判)は減少した反面、権

利者が請求した審判(積極的権利範囲確認審判)は 2005 年の 225 件から 2009 年の

356 件へと大幅に増加し、権利者の勝訴率も 2005 年の 17.6%から 2009 年の 2１．

5%へと着実に増加したことが分かった。 

 権利範囲確認審判は、法院の侵害訴訟と密接な関連があり、知識財産権紛争現況

を把握できる重要な指標の一つである。去る 10 年間の権利範囲確認審判は 2 倍近

く増加(2000年 364件から 2009年 673件)し、特許審判院全体審判事件のうち約 7.5%

の比率を占めているという。特許審判院では「権利範囲確認審判を他の種類の審判

に比べて優先的に処理しており、今後も増加する知識財産紛争を迅速且つ正確に解

決するために最善の努力をつくす」と明かしている。 

 

年度別権利範囲確認審判 
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3-2  特許無効審判 

(1) 意義 

 有効に設定登録された特許権を法定無効事由を理由に審判によってその効力

を遡及的に又は将来に向かって喪失させる準司法的行政処分であって、特許の

無効処分は特許侵害訴訟を解決するための前提として裁判で行うことはできず、

必ず無効審判により行なわれる(特許法第 133 条、ただし、日本のキルビー判決

相当の判決が最近出ている。後述コラム「特許侵害訴訟で法院は進歩性を審理・

判断できる」、164 ページを参照)。 

 訂正請求が可能な点も含め、日本の無効審判とほぼ同じ制度であるが、以下

のとおり請求人適格が異なるため、注意を要する。 

 

(2) 請求できる者 

 特許無効審判は、利害関係人(利害関係の有無の判断は審決時を基準)又は審

査官が請求するこができるが、例外的に設定登録日から登録公告後 3 ヶ月がす

ぎる日までであれば利害関係がなくても何人でも請求することができる。特許

権の消滅後でも可能である(特許法第 133 条第 2 項)。 

 上述のとおり、設定登録日から登録公告後 3 ヶ月がすぎた場合、利害関係人

又は審査官しか請求することができなくなるが、利害関係人に該当するか否か

の判断は、実際に業務上の損害を受ける者に限らず、損害を受けるおそれがあ

る者を意味し(大法院判決 1983.１．18.82 フ 48)、また、同じ技術分野に出願

して権利を保有する者も利害関係人に該当するという判例 7もあり、実務上、同

業者であればまず利害関係があるとされる。 

 

(3) 無効事由(特許法第 133 条第 1 項) 

 登録特許に対する無効事由は次のとおりである。 

・ 権利の享有能力のない外国人に与えられた場合 

・ 産業上の利用可能性、新規性や進歩性のない発明に特許権等が設定さ

れた場合 

・ 無権利者に権利が与えられた場合 

・ 後出願人に権利が与えられた場合 

・ 条約に違背して権利が与えられた場合 

・ 補正により新規事項が追加されたにもかかわらず登録された場合 

                            

7  大法院2006.6.16.2004フ3300では「登録実用新案と同じ技術分野に属する実用新案を出

願、登録し、その権利を保有している者も当該実用新案登録の無効審判を請求できる利

害関係人に該当する」とも判示している。  
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・ 国際特許出願については、特許法第 133 条第 1 項の無効事由に加え、

発明が①国際出願日に提出された国際出願の明細書、請求の範囲又は図

面(図面中の説明部分に限る)及びその出願翻訳文に共に記載された発

明に該当しない場合、又は②国際出願日に提出された国際出願の図面

(図面中の説明部分を除外する)に記載された発明に該当しない場合(特

許法第 213 条) 

 

(4) 訂正請求 

 無効審判に対する防御手段として答弁書提出期間内または職権審理による意

見提出期間内に特許発明の明細書または図面を訂正することができる。別途の

訂正審判請求の代わりに無効審判手続きの中で訂正を許すことにより手続きを

簡素化している。 

 一方、2006 年 10 月 1 日以降に請求された無効審判においては、無効審判の

対象となる請求項について行われる訂正の認定如何を判断することにおいては、

訂正後の特許請求の範囲が特許を受けることができるか否か(特許要件)を判断

せず、無効如何の判断時に特許要件を判断することで手続きの迅速化を図って

いる。 

 

(5) 審理 

 上述のとおり、韓国の特許無効審判においても口述審理の充実が図られてお

り、約 40％は、口述審理となる。口述審理は、大田（テジョン）にある特許法

院に出廷して行われることになる。加えて、韓国の特許無効審判においては、

主任審判官及び両当事者出席による「技術説明会」が口述審理とは別に開催さ

することが実務上慣例となっている。口述審理および技術説明会を経た後、最

後に双方書面提出により書面審理を行い、審理終結となる。 

 また、各種手続きは、オンライン化が進められており、請求書等はもちろん、

証拠等もオンラインにより提出することになる。 
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コラム「技術説明会と口述審理」 

 
 

 審判院ではと「技術説明会」と「口述審理」が審理の進行に応じてそれぞれ

開かれており、下記のような差異点がある。 

 

 技術説明会 口述審理 

審判官 主審審判官のみでよい 審判官の 3 人合議体 

開催場所 
審判廷、審判長室、面談室、特許庁

のソウル事務所でも可能 

特許審判廷 

証人尋問の 

進行形式 

証人尋問を実施することが稀で、当

事者が陳述するときも、形式的手続

はなく、審判長の指揮の下に事由に

行うことができる。 

証人尋問は口述審理と共に実施さ

れ、当事者・証人が陳述するときは、

宣誓などの厳格な形式のもとに進め

られる。 

結果報告 
比較的自由な形式の技術説明会結果

報告書を作成 

開催後に一定形式の口述審理調書を

作成 

 

 さらに、特許法院でも原・被告の「弁論」や「証人尋問」を行う「弁論期日」

とは別に、「(弁論)準備期日」と称して「技術説明会」を開催している。すなわ

ち、「技術説明会」は審判官や判事のスピーディな技術的理解を深めるために比

較的自由な形式で行われるものと理解すればよい。 

 

 

(6) 無効の効果 

 特許無効審決が確定した場合、日本の無効審判の例と同様、その特許権は初

めからなかったものとみなされ(特許法第 133 条第 1 項)、補償金請求権も特許

が無効になった場合には発生しない。 

 なお、既に述べたとおり韓国における無効率は高めであり、60~70％である。 

 

3-3  訂正審判 

(1) 意義 

 登録された特許権利の範囲を登録後にも訂正できるようにすることで、不実

な権利の発生を防ぎ、権利の安定を図ることを目的としており、特許侵害対応

の中では、相手側からの無効審判に対する事前防御手段として機能する。 

 

(2) 訂正審判の請求要件 
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 訂正審判は、①特許発明の明細書または図面に対して特許請求の範囲を減縮

する場合、②誤った記載を訂正する場合、又は③明らかでない記載を明確にす

る場合に限って認められ(特許法 136 条第 1 項)、訂正の結果、特許請求の範囲

を実質的に拡張したり変更することはできず、訂正された事項が特許出願時に

特許を受けることができるものでなければならない。また、①と②については

出願当時の最初の明細書と図面の範囲内で訂正可能である(特許法 136 条第 2

項ただし書き)。 

 さらに、従前の日本における運用と同様、訂正審判は一体不可分の 1 つの訂

正事項として訂正審判を請求したものと見るため、複数の請求項に対する訂正

のうち、一部認容、一部棄却の審決は下すことができず、訂正事項が一つでも

要件を満たさない場合には、訂正審判は全体が棄却される8。 

 

(3) 訂正審判の請求時期 

 特許権存続期間中はもちろん特許権消滅後にも請求することができるが、無

効審決によって特許が無効となった場合には請求することができない。また、

無効審判が特許審判院に係属中である場合は無効審判手続きの中において訂正

請求を行わなければならず、別途の訂正審判は請求することができない(特許法

第 136 条第 1 項ただし書き)。 

 

(4) 訂正審判と特許無効審判に対する審決取消訴訟との関係 

 現行の実務上、特許法院に係属中の特許無効審判に対する審決取消訴訟は訂

正審判の請求と関係なく進められている。しかし、訂正審判は特許無効審判に

対する審決取消訴訟と同時に特許審判院に請求される場合が多く、審理期間が

比較的短い訂正審判の審決が審決取消訴訟の判決に先立つのが一般的であり、

この場合、特許法院は訂正された明細書などを基礎にして有効性を判断するこ

とになる。 

 

                            

8  特許法院2000.7.2１．99ホ2174では、「本件特許発明は一つの技術思想に基づいたものであ

るだけに、たとえ複数項に渡った訂正をしたとしても、これは一体として訂正をする趣旨

と解釈されるので、その一部の項に訂正不許可の事由が存在する限り、本件特許発明の訂

正は進歩性があるかについてさらに考察してみる必要もなく、全体としていずれも許され

ないものであると言える」と判示している。  
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コラム「訂正審判、無効審判と特許侵害訴訟」 

 
 

１．訂正審判と、無効審判や特許侵害訴訟の手続の中止 

 

 特許侵害訴訟の係属中に、特許権に対する訂正審判が請求されたり、特許

無効審判の手続中に訂正請求がある場合、当該特許侵害訴訟が必然的に中止

されるというわけではない。ただし、特許法第 164 条第 2 項によれば、訴訟

手続において必要であると認められたときは、法院は、特許についての審決

が確定するまでその訴訟手続を中止することができると規定し、裁判官の裁

量による中止のみを規定している。従って、訂正審判または無効審判が係属

中であっても法院は審決を待たず、訂正前の明細書に基づいて判決を下すこ

とができ、最近ではこの傾向が強くなっていると言える。ただし、侵害訴訟

が上告審に係属している時に、訂正審決が確定した場合、訂正前の明細書に

基づいて審理した原審判決を破棄した事件がある。 

 

【参考】関連判例(大法院 2004.10.28.言渡 2000 ダ 69194 判決)9 

 訂正審決はその謄本が審判請求人に送達されることによって確定し、特許

発明の明細書に対して訂正するという審決が確定すれば、訂正審決の効力が

出願時まで遡及し、その訂正後の明細書によって特許出願、出願公開、特許

決定または審決及び特許権の設定登録がされたものとみなければならない

ので、訂正された明細書の特許請求の範囲に従って、本件発明の内容を確定

しなければならず、一方、特許の無効審決が確定する前であっても特許侵害

訴訟を審理する法院は、特許に無効事由があることが明白かどうかについて

判断することができ、審理した結果、当該特許に無効事由があることが明確

な時にはその特許権に基づいた差止と損害賠償などの請求は特別な事情が

ない限り、権利濫用に該当し、認められないと言える。したがって(本件は)、

原審判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変わったときに

該当するので、原審判決には民事訴訟法第 451 条第 8 号に定められた再審事

由があり、このような場合には、判決結果に影響を及ぼした法令違反の違法

に該当するので、原審判決は破棄することが相当である。 

 

２．侵害訴訟で特許権者勝訴判決の確定後、無効審決が確定した場合 

 

 特許侵害訴訟において、特許権者の勝訴、即ち特許侵害を認めた判決が確

定した後、当該特許の無効審決が確定すれば、侵害訴訟の判決は民事訴訟法

第 451 条第 1 項第 8 号の“判決の基礎となった民事や刑事の判決、その他の

裁判または行政処分が他の裁判や行政処分によって変わった時”の再審事

                            

9 韓国大法院判例データベース(http://glaw.scourt.go.kr) 

http://glaw.scourt.go.kr/
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由に該当する。 
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3-4  特許審判のフローチャート 

 

(1) 審判の請求 

① 審判請求書 

 審判を請求するためには、当事者及び代理人の氏名と住所(法人の場合にはそ

の名称、営業所及び代表者の氏名)、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由

を記載した審判請求書を特許審判院長に提出する(特許法第 140 条第 1 項)。権
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利範囲確認審判の場合、確認対象発明に関する説明書及び図面を添付しなけれ

ばならない。 

 

② 審判請求書の補正 

 審判請求書が法令に定めた規定に違反する場合、審判長は期間を定めて欠陥

の補正を命じる(特許法第 141 条第 1 項)。 

 

③ 補正事項 

・ 審判請求書に次の事項が記載されていない場合 

・ 当事者又は代理人の氏名と住所 

・ 審判事件の表示 

・ 請求の趣旨及び理由 

・ 代理人がいる場合にその代理人の氏名及び住所若しくは営業所の所在

地 

・ 権利範囲確認審判の請求時に必要な確認対象発明に関する説明書と図

面を添付しない場合 

・ 所定の手数料を納付していない場合 

・ 行為能力又は代理権に欠陥がある場合 

・ その他法定の方式に違反する場合 

 

④ 審判請求書の受理 

 審判長は指定された期間内に請求人が欠陥を補正しない場合には、決定で審

判請求書を却下する。特許審判院長は提出された審判請求書に対する方式審査

をし、これを受理したときには審判番号を付与し、当事者に通知する。 

 

(2) 審理 

① 審理方式 

 審判は、口述審理 10(口述で弁論及び証拠調査を実施する審理方式で、審判請

求人と被請求人などが互いに対立、攻撃・防御の方法を講じて審理を進行する

方式)又は書面審理(審判官の職権により書面を中心に審理を進行する方式)に

より行われる。当事者が口述審理を申請するときには、書面審理だけで決定で

きると認められる場合の他には、口述審理によらなければならない(特許法第

154 条第 1 項)。口述審理の場合、公共の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあ

るときを除いては、公開して行う(特許法第 154 条第 3 項)。 

                            

10 前述コラム「技術説明会と口述審理」71ページを参照  
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② 職権主義 

 特許審判は、その審決の効果が当事者以外の第三者にも及ぶ対世的効力が生

じる場合もあるので、手続進行の迅速化と審理の公正性を勘案して民事訴訟法

上の当事者主義に対比される職権主義が適用される。審判長は、審判の進行、

期間の指定及び変更、審理などの併合又は分離のような手続の進行を主導的に

決定することができ、また、当事者又は参加人が請求しない理由に対しても審

理することができ、さらに、当事者・参加人又は利害関係人の申請により、又

は職権で証拠調べ及び証拠保全をなすこともできる。 

 

(3) 審判の終了 

 審判は、審判請求人が請求した審判の全部又は一部を撤回する審判請求の取

下げで終了する場合もあるが、重要なのは審決を通じた終了である。 

 

① 審決の意義 

 審決は、審判事件を解決するために審判官による合議体が行う終局的な判断

である。 

 

② 種類 

 却下審決(請求要件の不備)、棄却審決(請求排除)、認容審決(請求認容) 

 

③ 手続 

・ 審理終結通知 

審判長は、事件が審決をする程度に熟したときには、審理の終結を当事

者及び参加人に通知し、通知後にも当事者又は参加人の請求により又は

審判長の職権で、審理を再開することができる。 

・ 審決 

審決は審理終結通知を発した日から 20 日内に実施し、審判官のうち過

半数の賛成で決定する。 

・ 審決送達 

審決があったときには、その謄本を当事者、参加人及び審判に参加申請

をしたが、その申請が拒否された者に送達する。 

④ 審決の効果 

 当事者は、審決を不服とする場合は、特許法院にその取消を求めることがで

きる(特許法第 186 条)。審決が確定したときには、同一事実及び同一証拠によ

り再度審判を請求することができなくなる。ただし、確定した審決が却下審決

である場合には、この限りではない(特許法第 163 条)。 
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⑤ 審判費用(特許法第 165 条) 

 当事者系審判における審判費用の負担は、審決により終了するときにはその

審決を以て、審判が審決によらずに終結するとき(審判請求の取下げなど)には

決定で定める。 

 

3-5  審判手続のタイムスケジュール 

 

3-6  優先審判手続のタイムスケジュール 
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コラム「迅速審判と優先審判」 
 

 審判事件は請求のあった順に処理するのが原則であるが、特許審判院は緊

急を要すると認められる場合には他の事件に優先して処理することができ

るように迅速審判と優先審判制度の 2 種類を有している。 

 

迅速審判 

 

 答弁書提出期間満了日から 1 ヶ月以内に口述審理を開催して、口述審理開

催日から 2 ヶ月で直ちに審決を下すことを原則としているので、当事者主張

および証拠が口述審理前に全て提出されれば、審判請求日から約 4 ヶ月以内

で審決が下されることになる(ただし、口述審理前にすべての主張と証拠が

提出されなかった場合には 1～2 ヶ月程遅延し得る)。 

 迅速審判の対象は、以下のとおり(審判事務取扱規定第 31 条の 2)。 

① 特許法第 164条第 1項規定によって法院が特許審判院に通知した侵害

訴訟関連審判事件であって、審判請求以前に通報を受けた事件 

② 貿易委員会が通知した不公正貿易行為調査事件に関連した審判事件

であって、審判請求以前に通報を受けた事件 

③ 特許法院が無効審判の審決取消訴訟に対する弁論を終結する前に当

該訴訟対象登録権利に対し最初の訂正審判として迅速審判申請があ

る事件 

④ 侵害差止仮処分申請に関連した審判事件であって、審判請求前に仮処

分申請があり仮処分申請に対する決定が成立しなかった事件のうち、

審判請求後 7 日以内に迅速審判請求がある事件、 

⑤ 当事者の一方が相手方の同意を得て迅速審判申込書を答弁書提出期

間内に提出した事件 

 

優先審判 

 

 当事者が提出した最終書面提出日から２．5 ヶ月以内に審決を下すことを

原則とするものであるので、手続進行により異なるが、たいてい審判請求日

から約 6 ヶ月以内に審決が下されることになる。 

 優先審判対象は、以下のとおり(審判事務取扱規定第 31 条)。 

① 特許法第 164条第 3項規定によって裁判所が通知した侵害訴訟関連審

判事件であって、審理終結されなかった事件、 

② 貿易委員会が通知した不公正貿易行為調査事件に関連した審判事件

であって、審理終結されなかった事件 

③ 権利範囲確認審判事件(この場合関連無効審判、訂正審判事件も共に

優先審判の対象となり得る) 

④ 知識財産権紛争で法院に係留中、警察または検察に立件された事件な

どであって、優先審判請求がある事件 
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3-7  再審 

(1) 意義 

 確定した審決の効力を維持できない重大な瑕疵が審決に内在しているとき、

審決をした機関に対してその審決を取消し、審決前の状態に回復させて再度審

判することを求める非常の不服申立である(特許法第 178 条)。 

 

(2) 再審事由 

 法律により審判機関を構成しなかったとき、法律上、その審判に関与できな

い審判官が審判に関与したとき、審決の証拠になった文書又はその他の物が偽

造や変造されたものであったときなどが再審事由となる。 

 

(3) 再審請求の期間 

 当事者は審決確定後、再審の事由を知った日から 30 日以内に再審を請求しな

ければならない。 

 

3-8  審決に対する不服（審決取消訴訟と上告） 

 特許審判院の審決を受けた者又は審判請求書や再審請求書の却下決定を受け

た者がこれを不服とする場合は、審決又は決定謄本の送達を受けた日から 30

日以内に特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、更に、この特許法院

の判決に不服があるときは最終審である大法院に上告することができる。 

 

(1)特許法院への審決取消訴訟出訴 

① 管轄 

 審決、審判における補正却下決定、及び審判･再審請求書の却下決定

に対する訴えは特許法院の専属管轄である。 

② 特許法院の構成 

 特許法院の裁判部は判事 3 人により構成される合議部である。また、

特許法院は技術分野に対する専門性を補佐するために技術審理官を置

いており、技術審理官は技術的事項に関して諮問、意見提示、質問をす

ることができ、合議における意見陳述などを行うことができる。しかし

判決には技術審理官は署名しない。 

③ 提訴期間 

 審決又は決定の謄本を受けた日から 30 日以内である。この提訴期間

は不変期間であり、これに対する付加期間指定申請があった場合、審判
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長は遠隔又は交通不便の地にある者のために職権により 1ヶ月以内の付

加期間を定めることができる。付加期間指定申請は 1999 年 1 月 1 日以

降に出願された事件についてのみ行うことができる。 

④ 訴状 

 訴状には、必要的記載事項として当事者、法定代理人、請求趣旨及び

請求原因を記載する(請求原因は後日提出も可)。その他に、任意的記載

事項として訴訟代理人の氏名及び住所、事件の表示、攻撃方法、添付書

類の表示、作成年月日、法院の表示、作成者の署名捺印などを記載する

ことができる。実務上、訴状には上記必要的記載事項及び任意的記載事

項を全て記載したうえ、委任状、法人登記簿謄本、審決文送達証明願、

立証方法及び訴状副本を添付する。また、訴額に見合う訴状の印紙を貼

付し送達料を予納しなければならない(委任状と法人登記簿謄本の後日

提出は認められていないので要注意)。 

 当事者に関して、決定系事件では、審判請求人が原告となり、特許庁

長が被告となる。当事者系事件においては、審決の取消しを求める積極

的当事者(特許審判院にて敗訴審決を受けた者)が原告となり、防御的立

場にある者(勝訴審決を受けた者)が被告となる。 

⑤ 書面による争点整理(準備書面攻防及び期日前証拠調査) 

 訴状が提出されると、特許法院は訴状副本を被告に送達する。裁判長

は訴状副本送達後訴状を審査し請求原因がきちんと記載されていれば、

被告へ 3～4 週の指定された期間内に実質的答弁書と証拠を一括提出す

るようにとの準備命令を出す。被告の実質的答弁書が提出されると、原

告に発送日から 3週程度の期限を定めて被告の答弁に対する反駁準備書

面及び立証資料を提出するように準備命令を出す。原告の反駁準備書面

に対し被告が再び準備書面を提出することもできるが、裁判部が不要と

判断した場合には直ちに期日が指定される。 

 この過程で双方当事者は、準備書面による主張だけでなく、証拠申請

及び証拠の提出を全て済ませなければならず、さらに、文書送付嘱託、

事実照会、検証・鑑定申請とその嘱託、そして証人申請まで、全てこの

段階で済ませておくのが原則である。 

 上記のような基本的な書面攻防が終了すると裁判長は記録を検討し

審理の方向を定める。ここで争点浮上及び期日前証拠提出が完了した事

件は準備期日又は弁論期日を指定する。 
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審決取消訴訟のフローチャート 
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⑥ 準備期日 

 特許、実用新案事件の場合、原則的に準備期日が設けられる（ただし、

商標・デザイン事件は、原則的に準備期日を経ないで直ちに第 1 回弁論

期日が指定されることが多い）。 

 準備期日には双方当事者が法官の前で事件の争点を確認し相互反駁

を行う。ときには特許及び実用新案事件の技術内容を正確に把握するた

め技術的事項に関する各自の主張を具体的に説明する技術説明会(71 ペ

ージ参照)を開催することもある。準備期日は 1 回の期日で全ての争点

整理を終えることを基本としているため、この日証人審問を除く他の証

拠方法に対する証拠調査を完了するのが原則である。 

⑦ 弁論期日 

 弁論期日には準備手続の結果陳述、証人審問(証人がいる場合)などを

実施する。準備手続の結果陳述は準備期日で整理された争点に関して当

事者双方が口述弁論をする。弁論期日は１回で終結することを原則とす

る。 

⑧ 弁論の終結 

 事件が判決を下せる程度になったときには、法院は弁論期日の中で結

審する旨を口述で告知することにより弁論が終結する。しかし、判決宣

告前に審理未尽が見つかったり当事者が主張又は提出できなかった重

要事実や証拠を発見したなどの理由がある場合には、法院の決定により

弁論を再開することができる。 

⑨ 判決 

 判決は弁論終結後宣告期日を指定して宣告される。宣告期日は弁論終

結日から 2 週間以内が原則である。 

法院は審理の結果、請求が理由ありと認定したときには判決を以ってそ

の審決又は決定を取消さなければならない。特許審判院の審判官は審決

又は決定の取消判決が確定したときには再び審理を行い、審決又は決定

をしなければならない。判決において取消しの基本となる理由はその事

件に対して特許審判院を羈束する。 

 

(5) 大法院への上告 

① 大法院の構成 

 通常、大法官 12 人を 4 人ずつ 3 つの部に分け裁判を行うが、小部で

は 4人の大法官の意見が一致しなかったり判例変更の必要がある場合に

は大法院長を含む 13 人の全員合議部に移る。大法官の裁判を補助する
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ため裁判研究官がいる。 

② 上告期間 

 上告の提起は、特許法院の判決書が送達された日から 2 週間以内に行

わなければならない。この期間は不変期間である。ただし判決送達前で

も上告することができる。 

③ 上告理由 

 大法院は、事実審ではなく法律審であるため、判決に影響を及ぼした

憲法、法律、命令又は規則の違反があることを理由とするときに限って

上告をすることができ、事実認定問題は原則的に上告理由にならない。 

④ 上告手続 

 上告状は、原審法院である特許法院に提出しなければならない。上告

状には上告するという趣旨のみ記載して上告理由は後日提出すること

ができる。 

大法院が特許法院から訴訟記録の送付を受けると上告人に上告訴訟記

録受付通知書を送達する。 

 上告人はこの通知書を受け取った日から 20 日以内に上告理由書を提

出しなければならない。この期間内に上告理由書が提出されないときは

大法院は弁論無しに判決で上告を棄却する。 

非上告人は、上告理由書の送達を受けた日から 10 日以内に答弁書を提

出することができる。しかし、提出要否と期間遵守は強制事項ではない。 

 上告人と被上告人は必要に応じて上告理由補充書と補充答弁書を提

出することができる。 

 上告理由書及び答弁書提出期間が経過した事件は裁判研究官の検討

及び主審大法官への報告を経て審理不続行棄却されるか、小部の合議に

回付される。 

大法院は書面審理を原則とするため、通常法廷における弁論を開かず、

極めて例外的にのみ弁論を実施している。 

⑤ 判決 

 事件に法律的争点がないとか軽微であると認定される場合には理由

を記載せずに主文のみを記載した簡易判決をもって上告を棄却する(審

理不続行)。審理不続行判決は大法院が上告訴訟記録の送付を受けた日

から 4 ヶ月以内に限って行うことができ、別途の期日通知や宣告手続な

しに直ちに判決書が当事者へ送達される。 

 小部で合議がなされた事件については宣告期日を当事者へ通知し判

決宣告をする。大法院では極めて稀に上告却下をしたり破棄自判をする

場合があるが、大部分は上告棄却をしたり破棄差戻しを行う。破棄差戻
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しの場合には原審判決を破棄して事件を原審に差戻す。 

 上告から宣告までかかる期間は普通 8ヶ月～1年 6ヶ月であるが(審理

不続行事件は除外)、重要度や難易度によっては 2～3 年若しくはそれ以

上かかる場合もある。 

 

 

コラム「無効審判の審決取消訴訟の審理範囲」 

 

 
 韓国の法院は、無効審判の審決取消訴訟においては、特許庁審判院での審

理範囲に何ら制限を受けず、無効審判で考慮されなかった新たな証拠を提出

することも可能であるという見解(無制限説)を示している。しかし、無制限

説であっても何ら制限なしに新たな主張や請求をすることができるのでは

なく、同一の訴訟物の範囲内で新たな攻撃防御方法のみを追加することがで

きるだけで、特許無効審判段階で主張しなかった新たな請求項に対する無効

を主張することは認められない（ただし、拒絶決定不服審判の審決取消訴訟

では、被告の特許庁長は、新たな拒絶理由の主張及びその証拠を提出するこ

とができないとされている）。 

 

【参考】関連判例(大法院 2003.8.19.言渡 2001 フ 1655 判決) 

 

 審判は特許審判院での行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに

対する不服の訴訟である審決取消訴訟は抗告訴訟に該当し、その訴訟物は審

決の実体的・手続的な違法如何と言えるので、当事者は審決で判断されてい

ない処分の違法事由も審決取消訴訟段階で主張・立証することができ、審決

取消訴訟の法院は特別な事情がない限り、制限なしにこれを審理判断して判

決の基礎とすることができ、このように見るとして審級の利益を害するか、

当事者に予測できなかった不意の損害を負わせるものではない。したがっ

て、原審が審判手続で提出されなかった公知技術に関する資料を証拠として

採択し、審理・判断したのは正当であり、そこに上告理由第 1 点で主張する

ような審級に関する利益や審決取消訴訟の審理範囲に対する法理誤解の違

法はない。 

 

 

 

コラム「審判、審決取消訴訟、侵害訴訟における自白の違い」 

 
 

 審判、審決取消訴訟及び侵害訴訟において、審判請求の適法要件及び訴訟
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要件は、公益的性質を有するものであって、弁論主義が適用されず、職権探

知、職権調査事項に属する。しかし、本案に対しては原則的に当事者の主張

立証を要し、ただし、特許法は請求人が申し立てた請求の趣旨の範囲内で当

事者が申し立てていない理由に対して審理することができると規定し(特許

法第 159 条)、制限的に職権審理を認めている 11。一方、侵害訴訟に分類され

る差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟及び信用回復措置請求訴訟などは、一般

民事訴訟事件であるので、民事訴訟法が適用され、自由心証主義によるよう

になる12。そのため、これらの事情により、当事者の「自白」についてその

取扱が変わってくる。 

 

【参考】関連判例(特許法院 2012．6.14.言渡 2012 ホ 412 判決) 

 

 「特許審判院での審判手続は職権探知主義が適用されるため、弁論主義の

適用があることを前提とする民事訴訟法上の裁判上、自白規定は準用する余

地がないだけでなく、自白の対象は事実に限るものであって、事実に対する

法的判断又は評価は自白の対象になり得ない。(1)本件において、確認対象

考案が当該登録実用新案と互いに対比できる程度に具体的に特定されてい

るかどうかは、法的判断に関する事項に該当するため、特許審判段階で既に

原告が確認対象考案を実施しているという事実を自認したとしても、確認対

象考案の特定に関してまで原告の自白が成立したとは言えず、(2)確認対象

考案が本件登録考案と互いに対比できる程度に具体的に特定されていると

いう法的事項は、原告が確認対象考案をそのまま実施しているという事実の

前提になるとするだけの合理的根拠もなく、(3)特許審判院における審判手

続と特許法院における審決取消訴訟は審級に連係したものでもないため、特

許審判院における審判段階での原告の陳述(自白)の効力が本件審決取消訴

訟にそのまま及ぶとは言えない。特許審判院としては、確認対象考案が本件

登録考案と互いに対比できる程度に特定されていない場合は、要旨変更にな

らない範囲内で確認対象考案の説明書及び図面に対する補正を命じる等の

措置をしなければならず、また、当該補正の機会を与えたにもかかわらずそ

の特定に不十分な点が残る場合、審判請求を却下すべきであったのに、上記

のような措置をとらずに確認対象考案が本件登録考案と対比できる程度に

具体的に特定されていることを前提として直ちに本案に関する審決を下し

てしまったのは明白な誤謬である。」 

 

一方、特許法第 128 条第 2 項による特許権者の損害額を算定するにおいて、

損害の発生に関する主張・立証の程度は競業関係などにより損害発生の懸念

ないし蓋然性があることを主張・立証すれば充分であり、損害額費用算出の

計算方式は自白の対象となる主要な事実に該当しない(大法院 2006.10.12．

言渡 2006 ダ 1831 判決)など、法的評価の問題に関しては自白の対象とはな

                            

11  知的財産訴訟実務、特許法院知的財産訴訟実務研究会著、博英社(2006)、第45-47頁  

12  特許法改訂6版、ファン・ジョンファン著、ハンビット知的所有権センター(2001)、第

755頁  



第４章 行政的救済方法の利用 

88 

 

らないというのが大勢である。 

 ところが、個々の事例によっては、何が事実の問題で、何が法的評価の問

題であるのか不明なことがあり、他の事例では、「自白」について、「審決取

消訴訟では被審判請求人がそのような確認対象発明を実施しているかどう

かが審決の違法性を判断するための重要な事項に該当するため、これは自白

または自白擬制の対象になる(特許法院 2012 年 7 月 26 日言渡 2011 ホ 11255

判決)」や、「特許発明の進歩性判断の基となる先行発明がどのような構成要

素を有しているかは主要事実として当事者の自白の対象になる (大法院

2006.8.24.言渡 2004 フ 905)」と判示した例もあるので、短絡的な解釈は禁

物である。 

 

 

 

コラム「無効審判の繰り返しの請求」 

 
 

 韓国特許法の第 163 条は、この法律による審判の審決が確定したときは、

その事件については、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審

判を請求することができないと規定している。いわゆる一事不再理である。 

 ここで、“同一の事実”というのは、例えば、特許無効審判の場合、無効

の効果を発生させる事由として、所定の“公知”、“公然実施”及び“頒布刊

行物の記載”などは、同一の新規性の欠陥という原因を理由とするものであ

るので、同一の事実を構成すると見なすようになり、反面、同じ無効の効果

を発生させる事由であっても新規性の欠陥、進歩性の欠陥、産業上の利用可

能性の欠如などは、それぞれ別個の事実を構成すると言えるので、同一の事

実に該当しない 。 

 一方、“同一の証拠”と関連し、韓国大法院は“同一の証拠というのは、

その事実と関連性を有する証拠として、前に確定した審決の証拠と同一の証

拠だけでなく、その確定した審決を覆すことができる程度に有力でない証拠

まで含む(大法院 2001．6.26.言渡 99 フ 2402 判決)”、“同一の証拠というの

は、前に確定した審決の証拠と同一の証拠が付加されることも含むものであ

るので、確定した審決の結論を覆すだけの有力な証拠を新たに提出した場合

には、一事不再理の原則に抵触するとは言えない(大法院 2005.6.1１．言渡

2004 フ 42 判決)、“審決の結論に影響を及ぼすことができる新たな証拠を付

加した場合には、一部に同一の証拠があっても一事不再理の原則に抵触しな

い(大法院 1989.5.23.言渡 88 フ 73 判決)”と判示している。 

 ちなみに、1 回目の無効審判において特許の進歩性が認められ、請求棄却

の審決が確定した後、同一人が 2 回目の無効審判を請求し、特許の進歩性の

欠陥を主張した事例(特許法院 2003.1１．2１．言渡 2002 ホ 6251 判決)で、

「特許法第 163 条は、法律による審判の審決が確定したときにはその事件に

対しては何人も同一の事実及び同一の証拠によって再び審判を請求するこ
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とができないと一事不再理の原則について規定しているところ、甲 1 号証、

乙 1 号証の各記載によれば、確定した従前の審決及び本件審決において、原

告が本件特許発明の無効事由として挙げているのは、本件特許発明が引用発

明によって進歩性がないというもので、同一の事実ではあるものの、一方、

ここで同一の証拠というのは前に確定した審決の証拠と同一の証拠だけで

なく、その確定した審決を覆すことができる程度に有力でない証拠が付加さ

れることも含むものであるので、原告が本件審決及び訴訟において新たに挙

げている本件特許発明に対する出願前の公知に関する引用証拠が確定した

従前の審決を覆すことができる程度に有力なものかについて、本件特許発明

が上記引用証拠によって進歩性が否定されるかどうかと関連し、共に考察す

ることにする」と説示している。ただし、このケース自体は、本件特許発明

と新たに提出された引用証拠の目的、構成及び効果を具体的に比べてみれ

ば、本件特許発明の進歩性がないとは言えず、さらに本件特許発明に対し、

その出願前に公知となった技術に対して進歩性を否定するために提出され

た引用証拠は全て確定した従前の審決を覆す程に有力なものではないので、

一事不再理の効力に反するもので、不適法であると判示した。 

 

 

4．不公正貿易行為に対する貿易委員会(KTC 13)による救済制度 

 不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律(第 4条第 1項第 1号の

各目に該当する行為14)で、大韓民国の法令又は大韓民国が当事者である条約に

よって保護される特許権・実用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣

接権・プログラム著作権及び半導体集積回路の配置設計権又は地理的表示及び

営業秘密を侵害する物品など(以下｢知的財産権侵害物品など｣)の輸出入、国内

販売、製造行為、更に、原産地表示違反行為などを不公正貿易行為として禁止

し、その救済を図っている。貿易委員会を活用する場合には、裁判所の訴訟と

は異なり、申告書類及び手続などが簡便で、より迅速な調査がなされるという

長所がある。 

                            

13   Korea Trade Commission;韓国貿易委員会  

1 4  不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第4条第1項 

何人も次の各号のいずれか1に該当する行為(以下「不公正貿易行為」という)をしては

ならない。 

１．大韓民国の法令や大韓民国が当事者である条約によって保護される特許権・実用新

案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権・半導体集積回路

の配置設計権や地理的表示又は営業秘密を侵害する物品等(以下“知識財産権侵害物品

等”という)に関する次の各目のいずれか1に該当する行為 

 イ．海外で知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為又は知識財産権侵害物品 

  などを輸入したり、輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売する行為 

 ロ．知識財産権侵害物品などを輸出したり、輸出を目的として国内で製造する行為  
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4-1  調査申請の手続 

 何人も不公正貿易行為の事実があると認められるときには、これを調査する

よう貿易委員会に書面で申請することができる(第 5 条第 1 項)。また不公正貿

易行為の疑いがあり、これを調査する必要性がある場合は、貿易委員会は職権

で調査することができる(第 6 条)。 

 不公正貿易行為に対する調査申請は、違反行為があった日から 1 年以内にし

なければならない(第 5 条第 2 項)。 

 貿易委員会は、調査申請があった場合、20 日以内に調査開始の如何について

決定しなければならない。ただし不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関す

る法律第 5 条の調査開示の可否の決定は、貿易調査室長が決定し、その内容を

次期委員会に報告するようにしている。ただし、その内容が重要で、委員会の

審議が必要と貿易調査室長が判断する場合には、委員会に上程して決定するこ

とになっている。 

 

4-2  侵害の立証 

 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律は侵害の立証責任につい

て明示的に規定していない。実務上、申立てにより調査を行う場合には、調査

の申立人が特許権などの侵害事実について立証することとなっている。具体的

には、申立人は申請書に不公正貿易行為に該当する内容以外にも、侵害を受け

た知的財産権に関する具体的な内容及び証明資料を添付しなければならない。

例えば①特許、商標などの登録証の写し、②権利登録過程で引き起こされた紛

争及び民事・刑事上の記録、③ライセンス契約書、④海外での登録や出願がな

されたかどうか等に関する事項を記載するようになっており、さらに、調査対

象物品の具体的なモデル、特徴、製造過程、用途など、製品に関する説明内容

と調査対象物品に対する輸出入如何についても申請書に記載するようになって

いる。 

 

4-3  調査期間及び延長 

 申立人の調査申請により、調査開始の決定をした日から 6 か月以内の範囲で

判定時限を定めて調査を迅速に完了して判定し、その結果を当事者及び利害関

係人に通知しなければならない(第 9 条第 1 項、第 3 項)。一方、上記 6 か月以

内の調査期間は、調査中である不公正貿易行為と関連して訴訟又は特許審判な

ど、関連紛争調停手続が進行中である場合、申立人又は被申立人が正当な事由

を提示し、その期間の延長を申請した場合、及びその他に調査内容が複雑であ
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ったり、当事者が資料を提出しない等、やむを得ない事情により期間を延長せ

ざるを得ないと認める場合のいずれか 1 に該当する場合には、2 か月の期間で 2

回の延長が可能である(第 9 条第 2 項)。 

 

4-4  制裁手段 

(1) 暫定措置 

 貿易委員会に調査を申請したか、貿易委員会が職権で調査中である不公正貿

易行為により回復できない被害を受けている、受けるおそれがある者は、貿易

委員会に不公正貿易行為の中止やその他の被害を予防できる措置（以下「暫定

措置」という）を申し立てることができる(第 7 条第 1 項)。 

 貿易委員会は暫定措置の申請を受けた場合、速やかに調査を終了し、暫定措

置の施行如何を決定しなければならず、暫定措置の施行を決定した場合には、

遅滞なく該当行為者に不公正貿易行為の中止を命じたり、その他必要な措置を

取らなければならない(第 7 条 2 項)。 

 一方、暫定措置を申請した者は、第 7 条第 2 項による暫定措置の施行如何を

決定する前までに貿易委員会に担保を提供しなければならず(第 8 条 1 項)、貿

易委員会が暫定措置を施行しないと決定した場合には、担保を返さなければな

らない(第 8 条第 3 項)。 

 

(2) 是正措置命令 

 貿易委員会は、知的財産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為があ

ると判定した場合、当該行為者に対して、当該物品などの輸出・輸入・販売・

製造行為の中止、当該物品などの搬入の排除及び廃棄処分、訂正広告、法違反

により貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表、その他是正のために必要

な措置を命じることができる。この是正措置命令に違反した者は、3 年以下の

懲役又は 3,000 万ウォン以下の罰金に処される(第 40 条 1 項 3 号)。 

 

(3) 課徴金 

 貿易委員会は、知的財産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為があ
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ると判定した場合、当該行為者に対し、大統領令の定める取引金額 15に 100 分

の 30を乗じた金額の範囲内で課徴金を賦課することができる(第 11条第 1項)。

ただし、取引金額がないか又は取引金額の算定が困難な場合であって大統領令

が定める場合には、5 億ウォンを超えない範囲内で課徴金を賦課することがで

きる。一方、貿易委員会は原産地表示違反行為に該当する不公正貿易行為があ

ると判定した場合、当該行為者に対し 3 億ウォン以下の課徴金を賦課すること

ができる。 

 

貿易委員会による課徴金の賦課比率 

課徴金の賦課基準となる売上額 賦課比率 

10 億ウォン以下 賦課基準の取引額の 30/100(基本金額) 

10 億ウォン超過 100 億ウォン以下 10 億ウォン毎に 500 万ウォン加算 

100 億ウォン超過 1,000 億ウォン以下 100 億ウォン毎に 1,000 万ウォン加算 

1,000 億ウォン超過 1 兆ウォン以下 1,000 億ウォン毎に 2,000 万ウォン加算 

1 兆ウォン超過 1 兆ウォン毎に 4,000 万ウォン加算 

 

(4) 履行強制金 

 是正命令を受けた後、是正期間以内にこれを履行しない者に対して、防疫員

階はその是正命令の履行に相当な履行期限を定め、その期限までに是正命令を

履行しなければ、1 日毎に該当物品等価額の 1000 分の 5 を超えない範囲で大統

領令で定めるところによって履行強制金を賦課できる。ただし、履行強制金の

総賦課金額は該当物品等の価額を超えることができない(第 13 条の 2 第 1 項)。 

 

                            

15  不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律施行令第6条 

「大統領令で定める取引金額」とは該当不公正貿易行為と関連する物品などに対する直前3事業年度

の次の各号の区分による取引金額を年平均取引金額として換算した金額を言う。ただし、該当事業

年度初日現在事業を開始してから3年が経過していない場合にはその事業開始後直前事業年度末日

までの取引金額を年平均取引金額と換算した金額を言い、該当事業年度に事業を開始した場合には

事業開始日から最後の違反行為日までの取引金額を言う。 

 １．輸入又は製造した後、販売又は輸出した物品等に対してはその売上価額 

 ２．輸入又は製造した後、販売又は輸出をしなかった物品などに対しては 

   その買入れ金額又は製造物品などの生産原価 
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4-5  貿易委員会(KTC)の調査手続フローチャート 

 

 

4-6  異議申立 

 貿易委員会の処分（是正措置、課徴金、履行強制金）を不服とする者はその

処分の通知を受けた日から 30 日以内に貿易委員会に異議申立を行うことがで
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きる(第 14 条第 1 項)。 

 貿易委員会は上記異議申立につき 60 日以内に決定しなければならない。ただ

し、異議申立に関する調査過程で新たな資料が提出され、調査に追加で時間を

要する等、やむをえない事情でその期間に決定をできない場合には、30 日の範

囲で期間延長を行うことができる(第 14 条第 2 項)。 

 また、上記異議申立を行った者はその異議申立と関係なく「行政審判法」に

よる行政審判や「行政訴訟法」による行政訴訟を提起できる(第 14 条第 3 項)。 

 

4-7  改正施行令 

 中小企業の場合、暫定措置の実益がないと同時に、回復することができない

被害を被る可能性がある場合には、暫定措置の施行を制限することができるよ

うにし、暫定措置の施行のための担保提供額を暫定措置の施行期間に増加する

ものと予想される申請人の取引金額とするが、中小企業は同じ金額の 100 分 50

を提供することで、中小企業の担保負担を緩和した(第 4 条の 2 第 1 項第 4 号新

設及び第 4 条の 3)。 

 知的財産権侵害物品などの確認を申請する者は、被申請人が既に貿易委員会

が知的財産権侵害物品と判定した物品と同じ種類の物品に対して不公正貿易行

為をしようとしたり、そのような行為があるという事実を証明することができ

る資料を貿易委員会に提出することとし、貿易委員会は製造者及び製品識別符

合が同じ場合には知的財産権侵害物品と同一のものと見なすることとする(第

11 条の 2 新設)。 

 不公正貿易行為の調査や確認を申請した者に対する褒賞金支払い規定が新設

されたことに伴い、褒賞金の支払い率の算定基準を設け、ただし、職務上取得

した情報を利用し不公正貿易行為の調査や確認を申請したり資料を提供した者

は褒賞金の支払いの除外対象と定める(第 11 条の 3 新設)。 

 

4-8  実務上の注意 

(1) 特許法の規定による差止めとの差 

 韓国における特許法は、日本の特許法と異なり、輸出が特許発明の実施行為

に含まれていないが、貿易委員会の是正措置による差止めは、輸出行為に対し

ても行うことができる。そのため、例えば、韓国内で特許侵害品が製造され、

それが多数の国に拡散しているような場合には、各国で特許侵害訴訟を提起す

る代わりに、貿易委員会による是正措置を求めることも一案である。 

 また、貿易委員会による調査は調査開始決定日から 6 か月以内の範囲で調査

を完了して侵害如何を判定するという点で、民事訴訟による差止請求の場合よ



第Ⅱ編 特許権を侵害された場合の対応 

95 

 

り迅速な進行が可能であるが、その措置について争う場合、法院の判断を受け

なければならず、時間及び代理人費用がさらに必要になるという短所もある 

 さらに、貿易委員会内部に特許や技術の専門家がおらず、非公開で調査決定

が行われ、特に外国企業（日本企業）においては納得性に難があるため、例え

ば、以下のような条件に符合するケースの場合に利用することが望ましい。 

① 侵害可否/有効性有無について予め有利な審決/判決を受けた事件 

② 侵害可否を容易に判断することができる事件（商標/意匠が有利） 

③ とにかく輸出行為を止めさせたい場合 

④ 海外の同一供給者が韓国内の輸入者/販売者をあちこち変えながら侵害

物品の輸入を繰り返しすことを防ごうとする場合（海外供給者を被申請

人として貿易委員会に申請可能） 

 

5．産業財産権紛争調停委員会 

5-1  委員会の特徴 

 争訟能力の不足しがちな個人発明家、中小企業をはじめとする零細企業など

に対し、簡便に利用することのできる紛争解決手段と提供することが主要な目

的である。そのため、裁判や審判に比べて申請手続が簡便で、申請費用も行政

サービスとして無料で処理される(ただし、当事者の必要に応じて代理人、鑑定

人を選任した場合、その費用などは当事者が負担することになる)。 

 また、非公開で全ての手続を進めるので企業の秘密が公開されず、合意が順

調になされる場合、何年もかかる事件が短期間(2～3 ヶ月)内に解決される。特

に、調停委員会が和解を勧誘する過程で両当事者が所有している特許技術のク

ロスライセンス契約、技術協力契約など戦略的提携ができるよう誘導する仲介

者の役割も果たしている。 

 調停が成立しない場合は、訴訟その他の方法により紛争を解決することにな

る。 

 ただし、1995 年から 2012 年 3 月までの申請件数は合計で 103 件、年平均 5.7

件であり、あまり活用されてはいない。 

 

5-2  関連法規 

 特許法、実用新案法、商標法、デザイン保護法の実体法以外に発明振興法及

び紛争調停委員会運営細則を基準とする。 

 

5-3  調停申請の対象 
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 特許権、実用新案権、デザイン権、商標権の無効及び取消の如何、権利範囲

の確認などに関する判断だけを要請する事項を除き、登録されている特許権、

実用新案権、デザイン権、商標権に関連する紛争がその対象である(発明振興法

第 29 条第 1 項、第 29 条の 4)。 

 

5-4  委員会の構成及び役割 

(1) 構成 

【発明振興法第 41 条、同施行令第 20 条～第 26 条、紛争調停委員会運営細則】 

 

・ 委 員 長：特許庁長が委員の中から指名する者 

・ 委  員：特許庁所属の 3 級の職にあるか高位公務員団に属す公務員、

判事、検事、弁護士又は弁理士の資格証がある者、大学で助

教授以上の者、非営利の民間団体が推薦した者、その他に産

業財産権に関する知識と経験の豊富な者のうち 15 名以上 40

名以下で委嘱 

・ 幹  事：特許庁所属の公務員のうち特許庁長が任命 

 

(2) 役割 

 委員会は、知的財産権の紛争調停業務基本計画に関する事項、知的財産権の

紛争調停委員会運営細則の改正に関する事項、その他委員長が委員会で審議・

議決する必要があると判断される主要な紛争調停関連事項を審議・議決する。 

 

5-5  担当調停部の設置(運営細則第 8 条) 

 調停委員会は、効率的な紛争調停のために調停に応じることに合意がなされ

た事件別に担当調停部をおいて、調停業務を委任して処理することができる。

担当調停部は、紛争の実体を把握して合理的で公正な調停案を作成し、これに

基づき両当事者が和解するように勧告する。 

 

5-6  調停部の役割 

 3 名で構成される調停部の調停委員は、当該事件の紛争の調停を主導する。

当該紛争事件の実体を把握して調停案を作成し、両紛争当事者に調停案の受諾

勧誘など和解を勧告する。また、両紛争当事者間にクロスライセンス、技術協

力など戦略的提携を誘導する。 

 



第Ⅱ編 特許権を侵害された場合の対応 

97 

 

 

5-7  紛争調停のフローチャート 
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コラム「特許権に基づく国境措置」 

 
 

 TRIPs 協定第 51 条、第 58 条は税関による知的財産権侵害物品に対する国

境措置を明示して規定している。しかし、商標権及び著作権侵害と異なり、

特許侵害に対しては国境措置を取るかどうかは加盟国の裁量に任せている。 

 韓国はこれまで特許侵害については税関での統制をしてこなかった。しか

し、韓国とヨーロパ（EU）間の FTA 協定の交渉過程で EU 側は韓国にこれま

での国境措置の保護範囲を拡大するよう要請し、この背景で最終妥結された

韓国-EU FTA には特許侵害物品に対する税関措置が含まれることとなった

(2013. 7.１．から施行)。 

 特許侵害物品に対する韓国税関の具体的な詳細施行案に対してはまだ公

開されておらず、具体的にどんな方法で特許侵害当否を判断して、無効の抗

言などを認定していくのかなどについて多角的な検討が進行中であるとだ

けアナウンスされている(2012.11.15.現在)。2013 年から施行される制度が

きちんと定着し実質的な機能をするためには専門家の拡充と特許侵害判断

方法などに関するスキームを組み立てていく必要がある。 
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［付録］韓国民事訴訟法（特許侵害問題と関連のある条文のみ抽出） 

 

民事訴訟法 
[施行 2011.7.20][法律第 10629 号，2011.5.19,他法改正] 

 

第 1 章 法院 

第 1 節 管轄 

 

第31条（専属管轄による除外） 

専属管轄が定められた訴えには、第 2 条、第 7 条乃至第 25 条、第 29 条及び第

30 条の規定を適用しない。 

 

第 2 章 当事者 

第 1 節 当事者能力及び訴訟能力 

 

第51条（当事者能力・訴訟能力等に対する原則） 

当事者能力、訴訟能力、訴訟無能力者の法定代理及び訴訟行為に必要な権限の

授与は、この法律に特別の規定がないときは、民法、その他の法律に従う。 

 

第53条（選定当事者） 

① 共同の利害関係を有する多数の者が第 52 条の規定に該当しない場合には、

これらは、その中から全員のために当事者となるべき一人又は数人を選定

し、又はこれを変更することができる。 

② 訴訟が法院に係属した後、第 1 項の規定により当事者を変更したときは、

その前の当事者は、当然に訴訟から脱退したものとみなす。 

 

第60条（訴訟能力等の瑕疵及び追認） 

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為に必要な授権を欠く者が訴訟行為をした後

に補正された当事者又は法定代理人がこれを追認した場合には、その訴訟行為

は、これをした時にさかのぼって効力を生ずる。 

 

第63条（法定代理権の消滅通知） 

① 訴訟手続が進行中に法定代理権が消滅した場合には、本人又は代理人が相

手方に消滅した事実を通知しなければ、消滅の効力を主張することができ

ない。ただし、法院に法定代理権の消滅事実が伝えられた後は、その法定

代理人は、第 56 条第 2 項の訴訟行為をすることができない。 

② 第 53条の規定により当事者を変更する場合には、第 1項の規定を準用する。 

 

第67条（必須的共同訴訟に関する特別規定） 

① 訴訟の目的が共同訴訟人の全員に合一的に確定すべき共同訴訟の場合にお
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いて、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみ効力を生

ずる。 

② 第 1 項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為

は、共同訴訟人の全員に効力を生ずる。 

③ 第 1 項の共同訴訟において、共同訴訟人の一人に訴訟手続を中断又は中止

すべき理由がある場合、その中断又は中止は、全員について効力を生ずる。 

 

第68条（必須的共同訴訟人の追加） 

① 法院は、第 67条第 1項の規定による共同訴訟人の一部が欠落した場合には、

第 1 審の弁論を終結するまで原告の申立てにより決定をもって原告又は被

告を追加すべきことを許可することができる。ただし、原告の追加は、追

加される者の同意を得た場合にのみ許可することができる。 

② 第 1 項の許可決定をしたときは、許可決定の正本を当事者全員に送達しな

ければならず、追加される当事者には、訴状の副本も送達しなければなら

ない。 

③ 第 1 項の規定により共同訴訟人が追加された場合には、最初の訴えが提起

された時に追加された当事者との間に訴えが提起されたものとみなす。 

④ 第 1 項の許可決定に対して、利害関係人は、追加される原告の同意がなか

ったということを事由とする場合にのみ、即時抗告をすることができる。 

⑤ 第 4 項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 

⑥ 第 1 項の申立てを棄却した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

第72条（参加申出の方式） 

① 参加申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、参加しようとする訴訟

が係属している法院に提起しなければならない。 

② 書面で参加を申し出た場合には、法院は、その書面を両当事者に送達しな

ければならない。 

③ 参加申出は、参加人としてすることができる訴訟行為と同時にすることが

できる。 

 

第75条（参加人の訴訟関与） 

① 参加人は、その参加に対する異議申立てがある場合であっても、参加を許

さない決定が確定するまで訴訟行為をすることができる。 

② 当事者が参加人の訴訟行為を援用した場合には、参加を許さない決定が確

定しても、その訴訟行為は、効力を有する。 

 

第76条（参加人の訴訟行為） 

① 参加人は、訴訟について攻撃・防御・異議・上訴、その他のすべての訴訟

行為をすることができる。ただし、参加するときの訴訟の進行程度に従い

することができない訴訟行為は、この限りでない。 

② 参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為に逸脱する場合には、その参加人

の訴訟行為は、効力を有しない。 
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第 3 章 訴訟費用 

第 1 節 訴訟費用の負担 

 

第98条（訴訟費用の負担の原則） 

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 

 

第99条（原則に対する例外） 

法院は、事情により、勝訴した当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要

でない行為による訴訟費用又は相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であっ

た行為による訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 

 

第102条(共同訴訟の場合) 

① 共同訴訟人は、訴訟費用を均等に負担する。ただし、法院は、事情により、

共同訴訟人に、訴訟費用を連帯して負担させ、又は他の方法により負担さ

せることができる。 

② 第 1 項の規定にかかわらず、法院は、権利の伸張又は防御に必要でない行

為によって生じた訴訟費用は、その行為をした当事者に、負担させること

ができる。 

 

第110条(訴訟費用額の確定決定) 

① 訴訟費用の負担を定める裁判において、その額が定められていない場合に、

第 1 審法院は、その裁判が確定し、又は訴訟費用負担の裁判が執行力を生

じた後に、当事者の申立てにより決定をもってその訴訟費用額を確定する。 

② 第 1 項の確定決定を申し立てるときは、費用計算書、その謄本及び費用額

を疎明するのに必要な書面を提出しなければならない。 

③ 第 1 項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 

 

第111条(相手方に対する催告) 

① 法院は、訴訟費用額を決定する前に、相手方に費用計算書の謄本を交付し、

これに対する陳述をすること並びに一定の期間内に費用計算書及び費用額

を疎明するのに必要な書面を提出することを催告しなければならない。 

② 相手方が第 1 項の書面を期間内に提出しないときは、法院は、申立人の費

用についてのみ決定することができる。ただし、相手方も、第 110 条第 1

項の確定決定を申し立てることができる。 

 

第136条(釈明権・求問権等) 

① 裁判長は、訴訟関係を明確にするために、当事者に事実上又は法律上の事

項に関し、質問をすることができ、証明をすべきことを促すことができる。 

② 合議部員は、裁判長に知らせ、第 1 項の行為をすることができる。 

③ 当事者は、必要な場合、裁判長に、相手方に対して説明を求めるよう要請

することができる。 

④ 法院は、当事者が看過したことが明確であると認められる法律上の事項に

ついて、当事者に意見を陳述する機会を与えなければならない。 
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第137条(釈明準備命令) 

裁判長は、第 136 条の規定により当事者に説明若しくは証明し、又は意見を陳

述する事項を指摘し、弁論期日以前に、これを準備すべきことを命ずることが

できる。 

 

第153条(形式的記載事項) 

調書には、法院事務官等が次の各号の事項を書き、裁判長及び法院事務官等が

記名捺印する。ただし、裁判長が記名捺印することができない事由があるとき

は、合議部員がその理由を書いた後に記名捺印し、法官全員が記名捺印するこ

とができない事由があるときは、法院事務官等がその理由を書く。 

１．事件の表示 

２．法官及び法院事務官等の氏名 

３．出席した検事の氏名 

４．出席した当事者・代理人・通訳人及び出席しなかった当事者の氏名 

５．弁論の日付及び場所 

６．弁論の公開の如何及び公開しなかった場合には、その理由 

 

第157条(関係人の調書朗読等請求権) 

調書は、関係人が申し立てるときは、その者に読み上げ、又は見せなければな

らない。 

 

第158条(調書の証明力) 

弁論方式に関する規定が守られたということは、調書によってのみ証明するこ

とができる。ただし、調書がなくなったときは、この限りでない。 

 

第167条(期日の通知) 

① 期日は、期日通知書又は出席要求書を送達して通知する。ただし、その事

件で出席した者には、期日を直接告知すればよい。 

② 法院は、大法院規則で定める簡易な方法により期日を通知することができ

る。この場合において、期日に出席していない当事者・証人又は鑑定人等

に対して法律上の制裁、その他期日を怠ったことによる不利益を与えるこ

とができない。 

 

第187条(郵便送達) 

第 186 条の規定により送達することができないときは、法院事務官等は、書類

を書留等大法院規則で定める方法により発送することができる。 

 

第206条(言渡しの方式) 

判決は、裁判長が判決の原本により主文を読み上げて言い渡し、必要なときは、

理由を簡略に説明することができる。 

 

第207条(言渡し期日) 

① 判決は、弁論が終結した日から 2 週間以内に言い渡さなければならず、複
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雑な事件又はその他特別の事情があるときも、弁論が終結した日から 4 週

間を超えてはならない。 

② 判決は、当事者が出席しなくても言い渡すことができる。 

 

第211条(判決の更正) 

① 判決に誤った計算又は記載、その他これに類似した誤りがあることが明確

なときに、法院は、職権で又は当事者の申立てにより更正決定をすること

ができる。 

② 更正決定は、判決の原本及び正本に付け加えて書かなければならない。た

だし、正本に付け加えて書くことができないときは、決定の正本を作成し

て、当事者に送達しなければならない。 

③ 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し

て適法な控訴があるときは、この限りでない。 

 

第234条(法人の合併による中断) 

当事者である法人が合併によって消滅したときに、訴訟手続は、中断される。

この場合において、合併によって設立された法人又は合併した後の存続法人が

訴訟手続を受継しなければならない。 

 

第235条(訴訟能力の喪失、法定代理権の消滅による中断) 

当事者が訴訟能力を失ったとき又は法定代理人が死亡し、若しくは代理権を失

ったときに、訴訟手続は、中断される。この場合において、訴訟能力を回復し

た当事者又は法定代理人となった者が訴訟手続を受継しなければならない。 

 

第254条(裁判長の訴状審査権) 

① 訴状が第 249 条第 1 項の規定に逸脱する場合には、裁判長は、相当期間を

定め、その期間内に瑕疵を補正すべきことを命じなければならない。訴状

に法律の規定による印紙を貼付していない場合にも、同様とする。 

② 原告が第 1 項の期間内に瑕疵を補正しないときは、裁判長は、命令をもっ

て訴状を却下しなければならない。 

③ 第 2 項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 

④ 裁判長は、訴状を審査しながら必要であると認める場合には、原告に請求

する理由に対応する証拠方法を具体的に書いて提出すべきことを命ずるこ

とができ、原告が訴状に引用した書証の謄本又は写しを添付していない場

合には、これを提出すべきことを命ずることができる。 

 

第255条(訴状副本の送達) 

① 法院は、訴状の副本を被告に送達しなければならない。 

② 訴状の副本を送達することができない場合には、第 254 条第 1 項乃至第 3

項の規定を準用する。 

 

第259条(重複した訴えの提起の禁止) 

法院に係属している事件に対して、当事者は、再び訴えを提起することができ
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ない。 

 

第260条(被告の更正) 

① 原告が被告を誤って指定したことが明確な場合には、第 1 審法院は、弁論

を終結するまで原告の申立てにより決定をもって被告を更正するよう許可

することができる。ただし、被告が本案について準備書面を提出し、又は

弁論準備期日で陳述若しくは弁論をした後は、その同意を得なければなら

ない。 

② 被告の更正は、書面で申し立てなければならない。 

③ 第 2 項の書面は、相手方に送達しなければならない。ただし、被告に訴状

の副本を送達していないときは、この限りでない。 

④ 被告が第 3 項の書面の送達を受けた日から 2 週間以内に異議を提起しない

ときは、第 1 項ただし書のような同意をしたものとみなす。 

 

第282条(弁論準備期日) 

① 裁判長等は、弁論準備手続を進める間に、主張及び証拠を整理するために

必要であると認めるときは、弁論準備期日を開いて当事者を出席させるこ

とができる。 

② 事件が弁論準備手続に付された後、弁論準備期日が指定されることがなく

4 月を過ぎたときは、裁判長等は、直ちに弁論準備期日を指定し、又は弁

論準備手続を終結させなければならない。 

③ 当事者は、裁判長等の許可を得て弁論準備期日に第三者とともに出席する

ことができる。 

④ 当事者は、弁論準備期日が終結するまでに弁論の準備に必要な主張及び証

拠を整理して提出しなければならない。 

⑤ 裁判長等は、弁論準備期日が終結するまで弁論の準備のためのすべての処

分をすることができる。 

 

第287条(弁論準備手続を終結した後の弁論) 

① 法院は、弁論準備手続を終結した場合には、最初の弁論期日を経た後、直

ちに弁論を終結することができるようにしなければならず、当事者は、こ

れに協力しなければならない。 

② 当事者は、弁論準備期日を終結した後の弁論期日において弁論準備期日の

結果を陳述しなければならない。 

③ 法院は、弁論期日に弁論準備手続において整理された結果により直ちに証

拠調べをしなければならない。 

 

第292条(職権による証拠調べ) 

法院は、当事者が申し出た証拠によって心証が得られず、又はその他必要であ

ると認めたときは、職権で証拠調べをすることができる。 

 

第294条(調査の嘱託) 

法院は、公共機関・学校、その他の団体・個人又は外国の公共機関にその業務
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に属する事項について必要な調査又は保管中の文書の謄本・写しの送付を嘱託

することができる。 

 

第297条(法院外における証拠調べ) 

① 法院は、必要であると認めるときは、法院外において証拠調べをすること

ができる。この場合において、合議部員に命じ、又は他の地方法院判事に

嘱託することができる。 

② 受託判事は、必要であると認めるときは、他の地方法院判事に証拠調べを

再び嘱託することができる。この場合には、その理由を受訴法院及び当事

者に通知しなければならない。 

 

第299条(疎明の方法) 

① 疎明は、直ちに調べることができる証拠によらなければならない。 

② 法院は、当事者又は法定代理人をして保証金を供託させ、又はその主張が

真実であるということを宣誓させて疎明に代えることができる。 

③ 第 2 項の宣誓には、第 320 条、第 321 条第 1 項・第 3 項・第 4 項及び第 322

条の規定を準用する。 

 

第 2 節 証人尋問 

 

第303条(証人の義務) 

法院は、特別の規定がなければ、何人も、証人として尋問することができる。 

 

第328条(隔離尋問及びその例外) 

① 証人は、別々に尋問しなければならない。 

② 尋問しない証人が法廷内にいるときは、法廷から出て行くように命じなけ

ればならない。ただし、必要であると認めたときは、尋問する証人を法廷

内にとどまらせることができる。 

 

第329条(対質尋問) 

裁判長は、必要であると認めたときは、証人の互いの対質を命ずることができ

る。 

 

第330条(証人の行為義務) 

裁判長は、必要であると認めたときは、証人に文字を直接自らの手で書かせ、

又はその他の必要な行為をさせることができる。 

 

第331条(証人の陳述原則) 

証人は、書類によって陳述することができない。ただし、裁判長が許可すると

きは、この限りでない。 

 

第 3 節 鑑定 
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第333条(証人尋問の規定の準用) 

鑑定には、第 2 節の規定を準用する。ただし、第 311 条第 2 項乃至第 7 項、第

312 条及び第 321 条第 2 項の規定は、この限りでない。 

 

第335条(鑑定人の指定) 

鑑定人は、受訴法院・受命法官又は受託判事が指定する。 

 

第338条(宣誓の方式) 

宣誓書には、「良心に従って誠実に鑑定し、万一虚偽があるときは、虚偽鑑定

の罰を受けることを誓います。」と書かなければならない。 

 

第340条(鑑定証人) 

特別の学識及び経験によって知得した事実に関する尋問は、証人尋問に関する

規定に従う。 

 

第 4 節 書証 

 

第343条(書証の申出の方式) 

当事者が書証を申し出ようとするときは、文書を提出する方式又は文書を有す

る者にそれを提出するように命ずることを申し立てる方式とする。 

 

第344条(文書の提出義務) 

① 次の各号の場合において、文書を有している者は、その提出を拒否するこ

とができない。 

１．当事者が訴訟において引用した文書を有しているとき 

２．申出者が文書を有している者にその引渡し又は閲覧を要求することがで

きる司法上の権利を有しているとき 

３．文書が申出者の利益のために作成され、又は申出者と文書を有している

者との間の法律関係について作成されたものであるとき。ただし、次の

各目の事由のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 

イ．第 304 条乃至第 306 条に規定された事項が書かれている文書であって、

同条文に規定された同意を得ていない文書 

ロ．文書を有する者又はその者と第 314 条各号のいずれかの関係にある者

について同条において規定された事項が書かれている文書 

ハ．第 315 条第 1 項各号に規定された事項のいずれかに規定された事項が

書かれており、秘密を守る義務が免除されていない文書 

② 第 1 項の場合以外にも、文書(公務員又は公務員であった者がその職務と関

連して保管し、又は有している文書を除く)が次の各号のいずれにも該当し

ない場合には、文書を有している者は、その提出を拒否することができな

い。 

１．第 1 項第 3 号ロ目及びハ目に規定された文書 

２．専ら文書を有する者が利用するための文書 
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第345条(文書提出申立ての方式) 

文書提出申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。 

１．文書の表示 

２．文書の趣旨 

３．文書を有する者 

４．証明する事実 

５．文書を提出すべき義務の原因 

 

第347条(提出申立ての許否についての裁判) 

① 法院は、文書提出申立てに正当な理由があると認めたときは、決定をもっ

て文書を有する者にその提出を命ずることができる。 

② 文書提出の申立てが文書の一部に対してのみ理由があると認めたときは、

その部分のみの提出を命じなければならない。 

③ 第三者に対して文書の提出を命ずる場合には、第三者又はその者が指定す

る者を審尋しなければならない。 

④ 法院は、文書が第 344 条に該当するかを判断するために必要であると認め

るときは、文書を有している者にその文書を提示するように命ずることが

できる。この場合において、法院は、その文書を他人が見るようにしては

ならない。 

 

第352条(文書送付の嘱託) 

書証の申出は、第 343 条の規定にかかわらず、文書を有している者にその文書

を送るように嘱託することを申し立てることによっても行うことができる。た

だし、当事者が法令によって文書の正本又は謄本を請求することができる場合

には、この限りでない。 

 

第355条(文書提出の方法等) 

① 法院に文書を提出し、又は送るときは、原本、正本又は認証がある謄本と

しなければならない。 

② 法院は、必要であると認めるときは、原本を提出するように命じ、又はこ

れを送るように嘱託することができる。 

③ 法院は、当事者をしてその引用した文書の謄本又は抄本を提出させること

ができる。 

④ 文書が証拠として採択されなかったときは、法院は、当事者の意見を聴い

て提出された文書の原本・正本・謄本・抄本等を返還し、又は廃棄するこ

とができる。 

 

第356条(公文書の真正の推定) 

① 文書の作成方式及び趣旨によって公務員が職務上作成したものと認めたと

きは、これを真正な公文書と推定する。 

② 公文書が真正であるか疑わしいときは、法院は、職権で、該当公共機関に

照会することができる。 

③ 外国の公共機関が作成したものと認めた文書には、第 1 項及び第 2 項の規



 

179 

 

定を準用する。 

 

第 5 節 検証 

 

第364条(検証の申立て) 

当事者が検証を申し立てようとするときは、検証の目的を表示して申し立てな

ければならない。 

 

第365条(検証するときの鑑定等) 

受命法官又は受託判事は、検証に必要であると認めるときは、鑑定を命じ、又

は証人を尋問することができる。 

 

第 6 節 当事者尋問 

 

第367条(当事者尋問) 

法院は、職権で、又は当事者の申立てによって当事者本人を尋問することがで

きる。この場合において、当事者に宣誓をさせなければならない。 

 

第377条(申立ての方式) 

① 証拠保全の申立てには、次の各号の事項を明らかにしなければならない。 

１．相手方の表示 

２．証明する事実 

３．保全しようとする証拠 

４．証拠保全の事由 

② 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。 

 

第380条(不服の禁止) 

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 

 

第396条(控訴期間) 

① 控訴は、判決書が送達された日から 2 週間以内にしなければならない。た

だし、判決書の送達前も、することができる。 

② 第 1 項の期間は、不変期間とする。 

 

第397条(控訴の方式、控訴状の記載事項) 

① 控訴は、控訴状を第 1 審法院に提出することにより行う。 

② 控訴状には、次の各号の事項を書かなければならない。 

１．当事者及び法定代理人 

２．第 1 審判決の表示及びその判決に対する控訴の趣旨 

 

第418条(必須の差戻し) 

訴えが不適法であるとして却下した第 1 審判決を取り消す場合には、控訴法院

は、事件を第 1 審法院に差し戻さなければならない。ただし、第 1 審において
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本案判決をすることができる程度に審理がなされた場合又は当事者の同意があ

る場合には、控訴法院は、自ら本案判決をすることができる。 

 

第420条(判決書を書く方法) 

判決理由を書くときは、第 1 審判決を引用することができる。ただし、第 1 審

判決が第 208 条第 3 項により作成された場合には、この限りでない。 

 

第 2 章 上告 

 

第422条(上告の対象) 

① 上告は、高等法院が言い渡した終局判決及び地方法院合議部が第 2 審とし

て言い渡した終局判決に対して行うことができる。 

② 第 390 条第 1 項ただし書の場合には、第 1 審の終局判決に対して上告する

ことができる。 

 

第425条(控訴審手続の準用) 

上告及び上告審の訴訟手続には、特別の規定がないときは、第 1 章の規定を準

用する。 

 

第446条(抗告の処理) 

原審法院が抗告に正当な理由があると認めるときは、その裁判を更正しなけれ

ばならない。 

 

第 4 編 再審 

 

第451条(再審事由) 

① 次の各号のいずれかに該当するときは、確定した終局判決に対して再審の

訴えを提起することができる。ただし、当事者が上訴によりその理由を主

張し、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 

１．法律により判決法院を構成しなかったとき 

２．法律上その裁判に関与することができない法官が関与したとき 

３．法定代理権・訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を

欠いたとき。ただし、第 60 条又は第 97 条の規定により追認したときは、

この限りでない。 

４．裁判に関与した法官がその事件について職務に関する罪を犯したとき 

５．刑事上処罰を受ける他人の行為により、自白をし、又は判決に影響を及

ぼす攻撃若しくは防御の方法の提出に妨害を受けたとき 

６．判決の証拠となった文書、その他の物件が偽造され、又は変造されたも

のであったとき 

７．証人・鑑定人・通訳人の虚偽の陳述又は当事者尋問による当事者若しく

は法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったとき 

８．判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決、その他の裁判又は行政処

分が他の裁判又は行政処分により変更されたとき 
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９．判決に影響を及ぼす重要な事項について判断の遺脱があったとき 

10．再審を提起する判決が前に言い渡した確定判決に逸脱するとき 

11．当事者が相手方の住所又は居所を知っていたにもかかわらず、いる所を

よく知らないとし、又は住所若しくは居所を偽って訴えを提起したとき 

② 第 1 項第 4 号乃至第 7 号の場合には、処罰を受ける行為に対して有罪の判

決若しくは過料賦課の裁判が確定したとき又は証拠不足以外の理由により

有罪の確定判決若しくは過料賦課の確定裁判をすることができないときに

のみ再審の訴えを提起することができる。 

③ 控訴審において事件について本案判決をしたときは、第 1 審判決に対して

再審の訴えを提起することができない。 

 

第453条(再審管轄法院) 

① 再審は、再審を提起する判決をした法院の専属管轄とする。 

② 審級を異にする法院が同じ事件について下した判決に対する再審の訴え

は、上級法院が管轄する。ただし、控訴審判決及び上告審判決にそれぞれ

独立した再審事由があるときは、この限りでない。 

 

第459条(弁論及び裁判の範囲) 

① 本案の弁論及び裁判は、再審請求理由の範囲内においてしなければならな

い。 

② 再審の理由は、変更することができる。 
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