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Ⅶ．韓国 

社団法人日本知的財産保護協会 

植田 菜摘 

 

１．はじめに 

本稿で取り扱う審判は、産業財産権（特許・実用新案・デザイン・商標）の発生・変更・

消滅及びその効力範囲に関する紛争を解決するための行政審判である。一般の裁判所（法

院）が担当する特許侵害訴訟とは異なり、専門的な知識と経験が必要なため、特許庁所属

の特許審判院で行っている。職務上独立した3名又は5名の審判官合議体が、準司法的な手

続により公正かつ速やかに紛争を解決するものである616。 

 

 本稿では、まず「２．審判制度概要」で特許・実用新案、デザイン及び商標のそれぞれ

について審判制度の概要を説明した。本調査研究の主要部分である当事者系審判の運用に

ついては、特許・実用新案、デザイン及び商標の間で共通しているため、まとめて「３．

当事者系審判の運用」に記載した。「４．関連基礎データ」には、審判に係る事件件数や

処理期間等のデータを記載した。「５．参考資料」には、本稿で参照している法令、便覧、

マニュアル等のインターネット上の所在（URL）を示した。 

 

 

２．審判制度概要 

2.1 審判の種類 

 韓国知的財産4法に規定されている審判を、表KR-1に挙げる。 

決定系審判は、出願拒絶決定のような審査官の処分に対し、これを不服として請求する

審判であって、請求人のみが存在する審判である。これに対し、当事者系審判は、既に設

定された権利に係る当事者の紛争に対する審判であり、請求人と被請求人が存在して当事

者対立構造を取るものである617。 

特許審判院の審決を受けた者がこれに対し不服を申し立てる場合は、特許法院に訴えを

提起することができる（特許法第186条、実用新案法第33条、デザイン保護法第75条、商

標法第86条第1稿）。 

以下、これらの審判制度について審判種類別に説明する。 

                                            
616 韓国特許審判院ホームページ http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan01.html 
617 韓国特許審判院ホームページ http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan0201.html 

http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan01.html
http://www.kipo.go.kr/ipt/simpan/simpan0201.html
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表KR-1 韓国における審判の種類 

 

特許・実用新案、デザイン及び商標に 

共通するもの 
共通でないもの 

当事者系 決定系 当事者系 決定系 

権利化前 － 

○ 拒絶決定不服 

審判618 

・特 132条の 3 

・実 33条 

・デ 67条の 3 

・商 70条の 2 

－ 

○ 補正却下決定

不服審判 

・デ 67条の 2 

・商 70条の 3 

権利化後 

○ 無効審判 

・特 133条 

・実 31条、 

・デ 68条 

・商 71条 

 

○権利範囲確認審判 

・特 135条 

・実 33条 

・デ 69条 

・商 75条  

○ 存続期間の延長登録無

効審判 

・特 134条 

○ 訂正審判 

・特 136条 

・実 33条 

○ 訂正無効審判 

・特 137条 

・実 33条 

○ 通常実施権許与の審判 

・特 138条 

・実 32条 

・デ 70条 

○ 存続期間の更新登録無

効審判 

・商 72条 

○ 商品分類の転換登録無

効審判 

・商 72条の 2 

○ 商標登録取消審判 

・商 73条 

○ 専用使用権又は通常 

使用権登録の取消審判 

・商 74条 

 

 

2.2 特許・実用新案、デザイン及び商標に共通する審判 

（１）拒絶決定不服審判（特許法第132条の3、実用新案法第33条、デザイン保護法第67条

の2、商標法第70条の3） 

（イ）概要 

拒絶決定不服審判は、審査官から拒絶決定を受けた出願人が、この決定に対し不服があ

                                            
618 デザイン保護法においては、取消決定不服審判を含む（デザイン保護法第 67条の 2）。 
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る場合に請求することができる審判である。拒絶決定を受けた出願人は、拒絶決定謄本の

送達を受けた日から30日以内に不服審判を請求することができる。 

 

（ロ）審査前置制度の廃止と再審査請求制度の導入（特許法第67条の2、実用新案法第15

条） 

従来は、特許・実用新案登録出願に対して審判請求日から30日以内に明細書等の補正書

が提出された場合、審査前置に付され、補正された明細書を基準として再び審査がなされ

る制度であったが、2009年7月1日以降の出願に対しては、審査前置制度を廃止して再審査

請求制度を導入した。これに伴い、拒絶決定謄本の送達を受けた日から30日以内に不服審

判を請求しなくとも、補正と同時に再審査を請求すれば、再度審査官による審査を受けら

れるようになった。 

 

（２）無効審判（特許法第133条、実用新案法第31条、デザイン保護法第68条、商標法第71

条） 

（イ）審判を請求できる者 

 無効審判を請求できるのは、利害関係人又は審査官である。利害関係がない場合にはそ

の請求は不適法であるとして却下される。利害関係に対する判断基準は審決時である619。 

但し、特許・実用新案登録無効審判については、登録公告後3月までは、いわゆる冒認

出願・共同出願違反を理由とするものを除き、何人も請求することができる。 

 

（ロ）審査官による無効審判請求について620 

 審査官が無効審判を請求するケースとしては、例えば、次のようなものがある。一般的

な無効審判事件で無効審決があった後、法院段階で合意により審判請求が取り下げられた

場合は、該当案件については審査課に送付される。審査課では、該当分類の担当者が無効

審判を請求するか否かを選択することとなっている。このうち、稀ではあるが、無効審判

の請求が選択される場合がある。 

 上の場合、請求人となる審査官は、既にあった無効審決に係る審判請求書の内容に基づ

いて無効審判請求書を提出し、手続を進める。 

 

（ハ）審判請求の対象 

無効審判の請求対象は、行政処分により登録された権利である（特許法第133条、実用

新案法第31条、デザイン保護法第68条、商標法第71条）。 

無効審判は、特許権・実用新案権・デザイン権又は商標権が消滅した後にもこれを請求

することができる（特許法第133条第2項、実用新案法第31条第2項、デザイン保護法第68

条第2項、商標法第71条第2項）。 

 

（ニ）審判請求の単位 

                                            
619 審判便覧第 10版 623頁 
620 現地調査結果より。 
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（ａ）特許・実用新案 

請求項が2以上あるときは、請求項ごとに無効審判の請求をすることができる（特許法

第133条第1項、実用新案法第31条第1項）。 

 

（ｂ）デザイン 

基本デザイン（デザイン保護法第7条621）又は類似デザイン（デザイン保護法第7条）に

対して審判請求することができる。但し、基本デザインが無効となる場合には、そのデザ

インの類似デザインも無効になる。 

複数デザイン登録（後掲（ｃ））に対しては、個々のデザインごとに審判請求すること

ができる。 

 

（ｃ）複数デザイン登録出願について ＜参考＞ 

デザイン無審査登録出願622においては、20以内のデザインを1の出願でデザイン登録出

願（複数デザイン登録出願）することができる（デザイン保護法第11条の2第1項）。なお、

複数デザイン登録出願できるデザインの範囲は、物品の区分上、知識経済部令が定める分

類が同一なものとする（デザイン保護法第11条の2第2項）。 

 

（ｄ）商標 

 商標登録の指定商品が2以上ある場合は、指定商品ごとに無効審判を請求することがで

きる（商標法第71条）。 

 

（ホ）無効審判請求の理由 

 以下の場合に、無効審判を請求することができる。 

（ａ）特許・実用新案（特許法第133条、実用新案法第33条）623 

①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、新規性・進歩性、公序良俗、先願又は明細書

の記載要件に関する規定に違反した場合 

②冒認出願、共同出願違反の場合 

③特許法第33条第1項但書の規定624により特許を受けることができない場合 

④条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む） 

                                            
621 デザイン保護法第 7条「デザイン権者又はデザイン登録出願人は、自己の登録デザイン又はデザイ

ン登録出願したデザイン（以下『基本デザイン』という）にのみ類似するデザイン（以下『類似デザイ

ン』という）については、類似デザインのみでデザイン登録を受けることができる。」 

622 デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願がある。物品の特性上、

流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してはデザイン無審査登録出願により出願しなければなら

ず、その他の物品に対してはデザイン審査登録出願により出願しなければならない。（韓国特許庁ホー

ムページより） 
623 審判便覧第 10版、615～617頁 
624 特許法第 33条第 1項「発明をした者又はその承継人は、この法律に規定するところにより、特許を

受けることができる権利を有する。但し、特許庁の職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合

を除き、在職中に特許を受けることができない。」 
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⑤補正・分割出願・変更出願に関して規定された範囲を逸脱した場合 

 

（ｂ）デザイン（デザイン保護法第68条） 

①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、登録要件、公序良俗、類似デザイン、先願に

関する規定に違反した場合 

②冒認出願、共同出願違反の場合 

③デザイン保護法第3条第1項但書の規定625によりデザイン登録を受けることができない

場合 

④条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む） 

 

（ｃ）商標（商標法第71条） 

①外国人の権利能力（後発的事由を含む）、自他商品識別力、不登録事由又は先願に関す

る規定に違反した場合 

②承継・分割移転の要件に違反した場合 

③商標登録を受けることができる権利626を有しなかった場合 

④標章の定義に合致しない場合、その他 

⑤条約の規定に違反した場合（後発的事由を含む） 

 

（ヘ）無効審判手続における訂正の請求（特許法第133条の2、実用新案法第33条） 

 特許・実用新案無効審判の被請求人は、無効審判手続において、明細書627又は図面につ

いての訂正をすることができる（特許法第133条の2、実用新案法第33条）。訂正のできる

期間は、①答弁書（特許法第147条第1項）の提出期間内、②職権無効理由通知（特許法第

159条第1項）に対する応答期間内である。但し、答弁書提出期間の経過後であっても、審

判長が、請求人の証拠書類の提出により訂正の請求を許容する必要があると認める場合に

は、期間を定めて訂正の請求をさせることができる。 

 なお、無効審判請求人は、審理の終結までは、いつでも新たな主張及び証拠資料を提出

することができる628。 

 

（ト）その他 

 2006年3月の特許法改正により、特許異議申立制度が廃止（2007年7月1日より施行629）

され、特許無効審判制度に公衆審査機能を持たせて権利の有効・無効判断手続を一元化す

るようにした630。 

                                            
625 特許法第 33条第 1稿と同趣旨の規定。 
626 国内において商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標登録を受けることができる。

但し、特許庁の職員及び特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中に商標登録を受ける

ことができない。」 
627 韓国特許法では、特許請求の範囲は明細書に含まれる（特許法第 42条第 2項）。実用新案登録請求

の範囲についても同様である（実用新案法第 8条第 2項）。 
628 現地調査結果より。 
629 審判便覧第 10版 1045頁 
630 審判便覧第 10版 1040頁 
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（３）権利範囲確認審判（特許法第135条、実用新案法第33条、デザイン保護法第69条、商

標法第75条） 

権利範囲確認審判は、例えば特許権者・実用新案権者や利害関係人の要求に応じて、特

許審判院が特許発明・登録実用新案の権利範囲に関して行う審判である。 

請求項が2以上あるときは、請求項ごとに権利範囲確認審判の請求をすることができる。 

 

（イ）請求内容による区分631 

権利範囲確認審判は、請求の趣旨によって、積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲

確認審判に区分される。 

積極的権利範囲確認審判は、権利者が請求するもので、第三者の実施発明が自身の特許

発明の権利範囲に属するという審決を求める審判である。 

消極的権利範囲確認審判は、権利者でない第三者が権利者を相手に請求するもので、自

己の実施発明が相手方の権利範囲に属しないという審決を求める審判である。 

 

（ロ）請求対象による区分632 

最も一般的なものは、例えば特許権に対し、いかなる権利も有していない技術を対象に

権利範囲確認を請求する類型（「権利対非権利」の権利範囲確認審判）である。 

これに対し、「権利対権利」の権利範囲確認審判は、権利者が他の権利者を相手に請求

するものをいう。これについての適法性の有無は、消極的審判と積極的審判によって異な

る。 

①「権利対権利」の消極的権利範囲確認審判 

後登録権利が先登録権利の権利範囲に属しないという消極的権利範囲確認審判請求に対

しては、適法な審判請求と認定して、本案に入って審理を行う。 

②「権利対権利」の積極的権利範囲確認審判 

先登録特許権者が後登録特許権者を相手に提起する積極的権利範囲確認審判は、登録無

効手続以外によって権利の効力を否認する結果になり、不適法だとされる（大法院

2007.10.11宣告 2007フ2766判決）。 

登録された2つの特許権（実用新案権）の内容が同一又は類似である場合、先登録権者

は後登録権者を相手に登録無効審判を請求できるのみであり、その後登録者を相手とする

積極的権利範囲確認審判を請求する利益はないことや、このような積極的権利範囲確認は

後登録特許権（実用新案権）の効力を否定する結果になるため、登録無効審決が確定する

まではその無効を主張できず、かかる積極的権利範囲確認審判請求は不適法であり却下さ

れなければならないということが判例の立場である（大法院1996.12.20宣告 95フ1920

判決等）。 

一方、例外的に両考案（発明）が実用新案法第25条及び特許法第98条で規定する利用関

係にあり、確認対象考案の登録の効力を否定しないで権利範囲の確認を求めることができ

                                            
631 審判便覧第 10版 526頁 
632 審判便覧第 10版 527頁 
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る場合には、「権利対権利」間の積極的権利範囲確認審判請求が許されるという判例があ

る（大法院2002.3.28宣告 99フ2433判決）。 

 

（ハ）権利範囲確認審判の多用 

 権利範囲確認審判は、「侵害訴訟の前段階」として多用されており、同一権利について

無効審判と重複して行われる事も多い633。2010年度においては、特許・実用新案について

550件、デザインについて207件、商標について107件の請求があった（後掲表KR-8参照）。 

 

2.3 その他の審判 

（１）存続期間の延長登録無効審判（特許法第134条）634 

 特許権の存続期間延長登録の無効審判とは、延長登録された特許権の存続期間を無効に

するために請求する審判である。 

 なお、特許権の存続期間延長制度（特許法第89条～第93条）は、一定の条件を満たす医

薬品及び農薬の特許権に対し、5年の範囲内で存続期間を延長する制度である。医薬品及

び農薬特許は、発明を実施するために関連機関から許可や登録を受けなければならないが、

これにより事実上特許の実施可能期間が他の特許に比べて短くなるという問題があるため、

かかる問題を解決すべく、許可に必要とされた期間だけ特許権存続期間を延長するもので

ある。 

 

（２）訂正審判（特許法第136条、実用新案法第33条）635 

訂正審判とは、特許権・実用新案権が設定登録された後、明細書又は図面に誤った記載

や不明瞭な点があった場合や、特許請求の範囲が過度に広く記載されていた場合に、これ

を訂正するために登録権者が請求する審判をいう。 

訂正審判制度は、特許権者が自発的に明細書や図面を訂正できるようにして無効審判が

請求されるのを予防し、また、第三者の利益に関連する不明瞭な部分を明確にするための

ものである。 

 

（３）訂正無効審判（特許法第137条、実用新案法第33条） 

（イ）制度の趣旨636 

訂正無効審判とは、特許発明・登録実用新案の明細書又は図面に対する訂正（異議申立・

技術評価・無効審判の手続における訂正及び訂正審判における訂正）が不適法である場合

に、その訂正を無効にする審判をいう。 

訂正により権利範囲が事後的に拡張され、又は特許されるべきでないものが有効な特許

となることで第三者が被る不測の損害を防止しようという制度的趣旨がある。 

特許・実用新案無効審判が、無効理由がある場合にその特許自体の効力を遡及的に失わ

せるものであるのに対し、訂正無効審判は、特許自体に対する無効ではなく、訂正請求又

                                            
633 現地調査結果より。 
634 審判便覧第 10版 677頁 
635 審判便覧第 10版 569頁 
636 審判便覧第 10版 669頁 
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は訂正審判請求により訂正された明細書や図面に対してのみ無効にさせるものである。 

 

（ロ）当事者637 

訂正無効審判を請求できる者は利害関係人又は審査官であり、被請求人は特許権者・実

用新案権者である。 

 

（ハ）請求の対象638 

訂正無効審判請求の対象は、訂正審判又は訂正請求（無効審判・異議申立・技術評価等

における訂正請求）についてなされた訂正処分である。発明（考案）ごとに訂正を無効に

する趣旨又は訂正事項中の一部を無効にする趣旨の請求は、することができない。 

 

（ニ）請求時期639 

訂正無効審判は訂正審決が確定した以後であれば、特許権・実用新案権の存続中はもち

ろんのこと、権利の消滅後にも請求することができる。一方、訂正後に、訂正された明細

書又は図面によって特許が無効になった場合には、請求できない。 

2以上の請求項のうち一部に対して無効になった場合には、その残りの部分に対して請

求することができる。 

 

（ホ）特許権者・実用新案権者の対応640 

訂正無効審判の被請求人（特許権者・実用新案権者）は、請求書の副本送達後、答弁書

提出期間内（特許法第147条第1項、実用新案法第33条）又は職権審理による意見書提出期

間内（特許法第159条第1項後段、実用新案法第33条）に、特許法第136条第1項各号のい

ずれか一つに該当することを要件として、明細書又は図面の訂正を請求することができる。 

 

（４）通常実施権許与の審判（特許法第138条、実用新案法第32条、デザイン保護法第70

条） 

（イ）意義641 

通常実施権許与の審判とは、特許（実用新案・デザイン）権者・専用実施権者又は通常

実施権者が、当該特許発明（登録実用新案に係る考案・登録デザイン）が、先出願に係る

他人の特許発明・登録実用新案若しくは登録デザイン又は類似のデザインを利用するもの

である場合や、特許権（実用新案権・デザイン権）が先出願に係る他人のデザイン権又は

商標権と抵触する場合に、その他人が正当な理由なしに実施許諾をせず、又はその他人の

許諾を受けることができない時に限り、強制的に、自己の特許発明等の実施に必要な範囲

内で、その特許発明等を実施するための通常実施権を許与する審判をいう。 

審判により通常実施権を許与された者は、逆に、その通常実施権の許与を受けた特許権

                                            
637 審判便覧第 10版 670頁 
638 審判便覧第 10版 670頁 
639 審判便覧第 10版 671頁 
640 審判便覧第 10版 672頁 
641 審判便覧第 10版 721頁、723頁 
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者・実用新案権者又はデザイン権者に対して、通常実施権許与の審判を請求することがで

きる（クロスライセンス）。 

通常実施権許与の審判は、審判官合議体によって通常実施権が許与される点において、

特許庁長の決定により通常実施権が設定される裁定による強制実施権の場合と区別される。 

 

（ロ）制度の趣旨642 

先・後の創作に係る権利の間に利害関係がある場合に、これを審判により解決すること

で、当事者間の権利関係を調整し、先願発明を基礎にした利用・改良創作を促進すべく用

意された制度である。また、この実施権は、物質特許の導入と共に採択された制度であり、

物質特許権・製法特許権・用途特許権等の権利間の調整手段として、今後その利用の増大

が一層期待される制度でもある。また、特許権者の義務面でみれば、実施協力義務違反に

対する制裁措置としての意味もある。 

 

（ハ）商標について643 

韓国商標法では、特許法・実用新案法及びデザイン保護法において規定されている通常

実施権許与の審判は規定されていない。 

なお、登録商標が他人の特許・登録実用新案・登録デザインと抵触する場合の取扱いに

関しては、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、

その使用状態によりその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザ

イン権又はその商標登録出願日前に発生した他人の著作権と抵触する場合には、指定商品

のうち抵触する指定商品に対する商標の使用については、特許権者・実用新案権者・デザ

イン権者又は著作権者の同意を得なければ、その登録商標を使用することができないと規

定している（商標法第53条）。 

 

（５）補正却下決定不服審判（デザイン保護法第67条の2、商標法第70条の3）644 

出願書に添付した明細書及び図面等（商標、指定商品を含む）に対し、出願公告決定謄

本又は登録決定通知書の送達があるまでは、一定の制限下で補正をすることができるが、

その補正が要旨を変更するものである場合には、決定をもって却下される（デザイン保護

法第18条の2、商標法第17条）。 

この補正却下決定に対して不服がある者は、その却下決定謄本の送達があった日から30

日以内に審判を請求することができ、これを補正却下決定不服審判という。 

出願人に補正却下決定に対する不服の機会を保障し、特許庁には補正却下決定に対する

是正の機会を提供して、審査の公正性と完全性を期することができるように用意された制

度である。 

 

（６）取消決定不服審判（デザイン保護法第67条の3） 

                                            
642 審判便覧第 10版 721頁 
643 審判便覧第 10版 721頁 
644 審判便覧第 10版 773頁 



 

 

288 

 

（イ）概要 

1997年8月22日改正法において、流行性の強い品目に対する無審査登録制度645及び登録

異議申立制度（デザイン保護法第29条の2）を置き、異議申立による登録取消決定に対す

る不服審判制度（デザイン保護法第67条の3）を新設した。 

 

（ロ）デザイン無審査登録異議申立について ＜参考＞ 

（ａ）デザイン無審査登録異議申立（デザイン保護法第29条の2） 

 何人も、デザイン無審査登録出願によるデザイン権の設定登録がある日からデザイン無

審査登録公告後3月を経過する日まで、該当デザイン無審査登録が所定の不登録事由を有

するとして、特許庁長にデザイン無審査登録異議申立をすることができる。この場合にお

いて、複数デザイン登録出願（デザイン保護法第11条の2）されたデザイン登録について

は、各デザインごとにデザイン無審査登録異議申立をすることができる。 

 

（ｂ）審査・決定の合議体 

 デザイン無審査登録異議申立は、3名の審査官の合議体が審査・決定する（デザイン保

護法第29条の4第1項）。上記3名の審査官のうち1名が、審査長として指定される（デザイ

ン保護法第29条の4第3項）。 

 

（ｃ）職権審査（デザイン保護法第29条の5） 

 デザイン無審査登録異議申立の審査においては、デザイン権者又はデザイン無審査登録

異議申立人が申し立てていない理由についても、審査することができる。この場合、デザ

イン権者又はデザイン無審査登録異議申立人に対し、期間を定めて意見陳述の機会を与え

る。 

 なお、デザイン無審査登録異議申立人が申し立てていない登録デザインについては、審

査をすることができない。 

 

（ｄ）その他 

 デザイン無審査登録異議申立についての却下の決定及びデザイン登録維持決定に対して

は、不服を申し立てることができない（デザイン保護法第29条の7第6項）。 

 

（７）指定商品追加登録・商標権存続期間更新登録・商品分類転換登録の無効審判 

（イ）意義 

商標権の指定商品の追加登録（商標法第47条）、商標権の存続期間更新登録（商標法第

42条第2項）又は商品分類転換登録（商標法第46条の5）を無効とするために請求する審判

である（商標法第71条、第72条及び第72条の2）。 

 

                                            
645 デザイン登録出願には、デザイン審査登録出願とデザイン無審査登録出願がある。物品の特性上、流

行性が強くライフサイクルが短い物品に対してはデザイン無審査登録出願により出願しなければならず、

その他の物品に対してはデザイン審査登録出願により出願しなければならない。（韓国特許庁ホームペー

ジより） 
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（ロ）各登録制度について ＜参考＞ 

①指定商品の追加登録制度（商標法第47条） 

商標権者又は出願人が、登録商標又は出願中の商標の指定商品を追加して登録を受けら

れるようにした制度である。出願時に指定商品に漏れがあった場合や、商標登録後に事情

変更により指定商品の範囲を拡大する必要が生じた場合に、指定商品を追加することがで

きるようにし、原商標権に合体させて、商標権を効率的に管理することができるようにし

た。 

②存続期間更新登録制度 

商標権の存続期間は設定登録がある日から10年であるが、商標権の存続期間更新登録の

申請により10年間ずつ更新することができる（商標法第42条第2項）。 

③商品分類転換登録制度 

窮極的に、商標登録原簿上の指定商品を全て新国際商品分類で統一しようとする制度で

ある。即ち、1998年3月1日以前に、旧韓国商品分類により商品を指定して、商標権の設定

登録・指定商品の追加登録又は商標権の存続期間更新登録を受けた商標権者は、当該登録

商標の指定商品を、商品分類転換登録申請時における産業資源部令が定める商品類区分に

より切り替えて登録を受けるようにする制度である（商標法第46条の2第1項）。 

 

（８）商標登録取消審判 

（イ）意義646 

商標登録取消審判とは、いったん有効に成立した商標登録を、登録後に生じた事由によ

り、将来に向かって喪失させるための審判である（商標法第73条）。 

無効審判は商標権の効力を初めからなかったこととするのに対し、商標登録取消審判は、

将来に向かって喪失させる点が異なる。 

 

（ロ）商標権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第2号）647 

商標権者の登録商標不正使用による取消審判とは、商標権者が故意に指定商品に登録商

標と類似の商標を使用し、又は指定商品に類似する商品に登録商標若しくはこれに類似す

る商標を使用する使うことにより、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る

商品との混同を生じせしめた場合に、何人も請求することができる取消審判である。 

 

（ハ）登録商標の不使用による取消審判（商標法第73条第1項第3号）648 

不使用による商標登録取消審判は、商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のいずれ

もが、正当な理由がないのに、登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前に継続

して3年以上、国内において使用していない場合に請求する審判である。 

 

（ニ）商標権移転要件違反による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第4号）649 

                                            
646 審判便覧第 10版 687頁 
647 審判便覧第 10版 687頁 
648 審判便覧第 10版 691頁 
649 審判便覧第 10版 703頁 
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商標法第54条に規定された商標権の移転の制限規定に違反した場合に、商標登録を取り

消すために請求する審判である。 

商標権の移転は、商標権の内容（商標及び商品）の同一性を維持しつつ所有主体のみを

変更するものである。商標権の自由な移転が許されるべきであるが、商品に対する品質誤

認・出所の混同等を防止し、一般需要者を保護するため、商標法の目的に反する商標権の

移転を制限しており、これに違反して移転された場合にはその商標権を取り消すことがで

きるようにしている。 

 取消理由は以下のとおりである。 

①商標権を指定商品ごとに分割して移転する場合、類似の指定商品は必ず共に移転しなけ

ればならないが、これに違反して分割移転した場合（商標法第54条第1項後段） 

②共有商標権者が、他の共有者全員の同意を得ないでその持分を譲渡し、又はその持分を

目的とする質権を設定した場合（商標法第54条第5項） 

③業務標章権をその業務とともに譲渡しなかった場合（商標法第54条第7項） 

④国家・公共団体若しくはこれらの機関及び公益法人若しくは公益事業体が、自らの標章

を商標として登録を受け、その商標を自己の標章に係る業務と共に移転しない場合（商

標法第54条第8項） 

⑤法人の合併により特許庁長の許可を受けて移転した場合を除く団体標章の移転（商標法

第54条第9項） 

 

（ホ）団体標章の使用規定に違反した場合の商標登録取消審判（商標法第73条第1項第5号）
650 

団体標章を所属団体員が定款の規定に違反して他人に使用させ、又は所属団体員が団体

の定款に違反して団体標章を使用することにより、需要者をして商品の品質若しくは地理

的出所に関して誤認を生じさせ、若しくは他人の業務に係る商品との混同を生じさせた場

合に、商標登録を取り消すために請求する審判をいう。 

 

（ヘ）団体標章設定登録後の定款変更による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第6号）
651 

団体標章は、同種業者又は同種業者及びこれと密接な関係がある業者が設立した法人が、

その監督下にある団体員の営業に関する商品又は役務に使わせるための標章であるから、

出願時に定款を提出しなければならない。定款には、団体標章を使用する者の範囲に関す

る事項、使用条件、違反者に対する制裁に関する事項等を記載しなければならない。 

商標法は、団体標章の設定登録をした後、その定款を変更することにより、需要者をし

て商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品との混同を生じせしめるおそれがある場合

には、その団体標章を取り消すことができるようにした。 

 

（ト）条約当事国に登録された商標に関する商標登録取消審判（商標法第73条第1項第7号）

                                            
650 審判便覧第 10版 705頁 
651 審判便覧第 10版 707頁 
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652 

条約当事国に登録された商標と同一・類似の商標であって、出願日現在又は出願日前1

年以内にその商標に関する権利を有する者の代理人若しくは代表者であった者が、正当な

理由がないのにその商標の指定商品と同一・類似の商品を指定商品として商標登録を受け

た場合、その商標に関する権利を持った者が当該商標登録の取消を請求する審判である。 

パリ条約第6条の7（所有権者の許可を受けなかった代理人又は代表者名義の商標登録）

の規定を反映したもので、商標権を有する者の代理人又は代表者が、交易相手国において

これと同一の商標登録を受け、これを口実に独占販売権を要求する等の不合理を除去し、

公正な国際取引を確立するために、商標権独立の原則に対する例外を認めたものだ。 

 

（チ）使用権者の不正使用による商標登録取消審判（商標法第73条第1項第8号）及び使用

権登録取消審判（商標法第74条第1項） 

専用使用権者又は通商使用権者が指定商品又はこれと類似の商品に登録商標又はこれと

類似の商標を使うことによって、需要者をして商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商

品との混同を生じせしめた場合には、何人も商標登録又は使用権登録の取消審判を請求す

ることができる。 

使用権が設定されると、商標権者と使用権者又は使用権者相互間で出所が異なることと

なり、需要者をして出所の混同や品質の誤認を生じせしめるおそれがある。商標法は、商

標権者の使用権者に対する監督義務、使用権者の正当な使用義務を明確にし、これに違反

した場合は、商標登録又は使用権設定登録を取り消すことができるようにした。これは、

専用使用権者や通商使用権者にも商標使用に対する正当使用を強制することによって、健

全な商取引秩序を確立しようとする趣旨だ。 

 

（リ）登録商標の分離移転に伴う混同防止のための取消審判（商標法第73条第1項第9号） 

商標権の分離移転により類似の登録商標がそれぞれ異なる商標権者に属することになっ

た場合において、そのうちの一人が自己の登録商標の指定商品と同一・類似の商品につい

て、不正競争の目的で自らの登録商標を使用することにより、需要者の誤認・混同を生じ

させた場合に請求する取消審判である。 

 

 

３．当事者系審判の運用 

3.1 対象とする審判 

 無効審判、権利範囲確認審判等の当事者系審判（前掲表KR-1参照）については、その運

用は特許・実用新案・デザイン及び商標に共通しており、以下、それらについて説明する。 

 

3.2 審理フロー 

当事者系審判の審理手続フローを説明する（図KR-1参照）。 

（１）審判請求 
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韓国 （特許・実用新案）

図中の件数は2010年度のもの

無効審判請求

特許 651件
実用 120件

処理件数

特許 5.0千件
実用 500件

出
願

特許 17万件
実用 1.4万件

出願公開
（出願から１８月後）

(a)

審
査

出
願
後
３
年
以
内

審
査
請
求

登
録

拒
絶

再
審
査

特許 13万件
実用 1.2万件

特許 6.9万件
実用 5.0千件

(b)

(a)+(b)
特許 3.8万件
実用 5.8千件

審判請求

（決定通知から30日以内）
特許 8.1千件
実用 286件

拒絶決定通知から

30日以内に請求
（補正と同時）

拒
絶

権利範囲確認

審判請求
特許 418件
実用 132件

審
判

（
特
許
審
判
院
）

審
決
取
消
訴
訟

（特
許
法
院
）

（方式審査のみ）

韓国 （意匠）

審
判

（
特
許
審
判
院
）

審判請求（決定通知から30日以内）
212件

図中の件数は2010年度のもの

審
査 登

録

拒
絶

* 

出
願

無審査登録
出願

5.7万件

出願公開
（申請による）

異
議
申
立

登
録

審査登録
出願

* 無審査登録出願：物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してする出願。

審査登録出願：上記以外の物品に対してする出願。

登録公告から

３月以内

審判請求（決定通知から30日以内）
5件

無効審判請求
265件

(a)

処理件数

622件

4.8万件

取
消

維
持

7.6千件

(a)+(b) = 3.9万件

(b)

権利範囲確認
審判請求
207件

審
決
取
消
訴
訟

（特
許
法
院
）
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審
決
取
消
訴
訟

（特
許
法
院
）

韓国 （商標）

審判請求
（決定通知から
30日以内）

212件

図中の件数は2010年度のもの

審
査

出
願

* 無審査登録出願：物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い物品に対してする出願。

審査登録出願：上記以外の物品に対してする出願。

出願公告から
２月以内

無効審判請求
390件
取消審判請求

1.2千件

処理件数

3.1千件

11万件

出
願
公
告

異
議
申
立

登
録

異議理由あり

異議理由なし

拒
絶

7.8万件

12万件

2.1万件

権利範囲確認

審判請求
107件

審
判

（
特
許
審
判
院
）


