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第Ⅳ編 韓国における知財経営事例 
 

事例１ 現地支店形態で知財担当を置き成功している例 

A社は機械部品を生産して韓国の大企業に納品する会社であり、韓国への営業を強化

しようと韓国に別途の販売法人を作った。販売法人が設立されて韓国での売上げはさ

らに増加し、販売法人は将来発生するかも知れない知財権紛争に備えて知財担当者を

配置していた。 

最近、取引先である大企業が明らかな理由なくA社からの注文を減らし続け、これを

不審に思い知財担当者が営業担当者と共に調査を实施した。調査の結果、円高によるA

社の納品単価が上がると韓国の大企業がA社からの供給を徐々に減らし、製品の性能は

多尐务るが価格的な面で有利な製品を中国のF社から輸入して使い始めたことが明らか

になった。そこで、韓国現地法人の知財担当者は、中国のF社が生産した製品を本社に

送って自社の知財権の侵害可能性に対する分析を要請し、日本本社の知財担当者から

中国のF社が生産した製品が、韓国で既に登録されている自社の特許権及びデザイン権

を侵害する可能性が高いとの趣旨の回答を受けた。現地法人の知財担当者は、本社知

財担当者の意見に基づいて韓国弁理士に相談を行い、韓国弁理士からも本社知財担当

者と同様に中国のF社の製品が自社の特許権及びデザイン権の侵害可能性が高いという

意見を受けた。 

そこで、現地法人の代表は、本社に知財権侵害に対する対応戦略が必要であること

を報告すると共に、これまで収集してきた情報を分析した結果、最終的に、韓国の大

企業に提供する納品単価を下げる必要がある旨の意見を報告した。本社は、この現地

法人の意見に従い、中国のF社の製品が特許権及びデザイン権を侵害する可能性が高い

という事实を韓国大企業に知らせると同時に、現在の納品単価を引き下げるために、

タイでOEM生産する製品を提供することを申し入れた。その後、知財担当者を含め現地

法人と韓国大企業担当者との話合いが行われ、結果、タイでOEM生産した製品を供給す

ることに最終合意した。 

 この事例では、現地法人に知財担当者を置いていたため、現地のネットワークを利

用して、迅速に市場の調査を行うことができました。また、知的財産の観点から分析

し日本本社への報告を行うこともできました。また、その後の現地対応も非常にスム

ーズに運んでおり、最終決着を早期に得ることができました。専属担当者ではなくて

も、知財担当者を置けば、このような知財経営上のメリットがあります。 
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事例２ R&D形態で現地に知財部門を置き成功している例 

グローバル企業B社は、1977年韓国に進出して現在韓国内従業員が1500人余りに達す

るほど韓国で活発にビジネスを展開している会社である。B社は韓国で直接製品を生産

するだけでなくソウル近郊に研究所を置き、関連技術の研究開発も活発に行なってい

る。B社は、各研究所などで生産される知的財産を効果的に管理するために、別途の知財権

管理会社である IPC (Innovative Properties Company)を設立している。B社の独立知財

権管理会社(IPC)は、知的財産を活用して市場シェアと独占力拡大を最優先課題として、

将来のライセンス収入を増加させることを目的としている。また、研究開発部門との

緊密な協力体制を効果的に活用するためにも、独立した組織として知財部門を置き、

知財経営を行うことが効果的であると判断している。 

 

 

[B社の知財権管理会社の組織図] 

 

知財権管理会社(IPC)は、経営に寄与することができる力強い知的財産を新たに創出

するために、発明申告後の出願を決定する過程において、LiaisonというIP専門家から

なる組織を設置し、活用している。 Liaisonとは、主にB社で10年以上研究開発に携わ

った博士級の人材からなり、優れた特許を出願するのに重要な役割を遂行している。

また、このIP Liaison組織は、単に特許出願を補助するのではなく、研究開発部門、

法務部門、経営部門との間で知的財産に関する情報を整理・伝達させることにより、

知的財産ポートフォリオの整備や、活用その他知的財産に関する戦略樹立を専門的か

つ能動的にサポートしている。 

さらに、知財権管理会社(IPC)は、多数の特許弁護士・弁理士、管理・支援人材を有
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しており、出願業務を統括するOIPC(Office of Intellectual Property Counsel)を置

いている。このような組織構造により韓国現地法人での研究開発及び出願が活発化し、

また、同社全体の知財経営活動と歩調を合わせ、他国の現地法人と重複しない効率的

な研究開発活動が可能となった。 

 

特に韓国内で活発に研究開発活動を行っている場合、現地に知財部門を置くことで、

専門部署ならではの研究開発及び出願のサポート、知財紛争への対応を行い、研究開

発活動及び出願の活発化を期待することができます。また、日本本社及び現地法人と

も歩調を合わせ、現实の实情に合わせつつ、グローバルな知財経営を行うことが可能

となります。 
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事例３ 合弁投資形態に際し戦略的な知財経営で成功した例 

日本の電子部品会社であるC社は、韓国の大企業系列社であるD社と共に合弁会社E社

を設立し、合弁会社で生産した製品を韓国の大企業に供給することにした。合弁会社

の運営に関してはC社が関連技術を提供し、D社がマーケティングの責任を負うことに

したが、合弁会社の経営は、持分51%であるC社が行うことで合意した。 

C社としては、保有している関連技術や営業上の情報が、D社や合弁会社E社を通じて

外部に漏出した場合、経営上大きなリスクが予想されるため、核心技術及び営業情報

が外部に流出しないよう、E社において知財経営が確实に行われるようにする必要であ

った。そこで、C社は、E社内に知財部門を置くとともに、以下のような管理により核

心技術及び営業情報が外部に流出する危険性を最小化することとした。 

 

(1) 特許とブラックボックス戦略の適切な活用 

核心技術を保護するためには、一般的に特許権の取得が行われるが、その代償とし

て発明が公開されるため、盗用される危険があり、また、その場合、権利侵害を訴え

るにしても、時間的・費用的な負担が避けられない。一方、技術保護戦略の他の方法

として技術を秘匿するブラックボックス戦略があるが、善意で当該技術を開発、实施

する第三者を排除することはできず、また、仮にその情報が流出した場合、保護を訴

えることが困難となり、ダメージが大きくなる。 

そこで、C社は、技術流出防止のために互いに相反する二つの方法をミックスする戦

略を採用した。具体的には、C社は、核心技術のうち、製造方法等、相手方の侵害立証

が難しい技術に対してブラックボックス戦略を用い、C社内で管理することとし、その

情報をD社及びE社に秘匿する戦略に出た。また、逆に、製品の構造等、競争社が模倣

しやすい技術については、積極的に特許出願を行い、製品化に当たって必要な周辺特

許を固めつつ、E社内の知財部門で知財ポートフォリオを充实させていった。 

 

(2) 開発段階によって差別化された補償システム 

韓国における合弁投資形態において注意すべき点は、人材流出である。例えば、技

術供与を受けたD社が一定水準の製品を作る技術力を身に付けた後、合弁を解消し、C

社及びE社の技術者を高待遇で引き抜く危険性が尐なくない。あるいは、競争他社がい

わゆるヘッドハンティングを行う場合もある。そして、このような人材流出は、試作
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や製品の販売開始時期ではなく、製品が量産され、その売り上げが安定的となった段

階で発生しやすい。そのため、C社は、E社の知財部門における技術者の発明補償金に

ついて、量産がされ売上げが伸びた時期に手厚く行うことを提案し、人材流出を効果

的に防止することが可能となった。 

 

(3) 製品のモジュール別開発 

製品の高度化、システム化が進む昨今、一つの製品を開発するためには、通常、一

人の研究開発者の手にゆだねられることはなく、数十人から場合によっては百名以上

の研究開発者が参加することとなる。そして、このような製品の場合、各モジュール

別に研究開発がなされることになる。その際、全モジュール、あるいは複数のモジュ

ールの情報について各々の研究発者が共有すれば、研究開発の効率が高くなるものの、

一方、いずれかの一人の者が買収されただけで多くの技術情報が流出してしまう。そ

こで、E社の知財部門おいては、全体工程を知る者をプロジェクト責任者数名に限定し、

それらの者が退職、ヘッドハンティング等されないよう特別に管理することとした。 

 

この例では、技術を提供するC社が中心となり、E社内に知財部門を設置すると共に、

技術流出防止のための知財経営ポリシーを明確にすることにより、管理体制を確立す

ることができました。特に、合弁投資形態の場合、人材流出のリスクが高くなります

ので、現地で充实した知財経営を行うためにも、現地企業において専門の知財部門の

設置が必須となります。 
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事例４ 販売代理店契約形態で現地に知財担当者を置かず失敗した例 

日本企業F社は、韓国企業G社と販売代理店契約を結び、韓国内である製品の販売を

開始した。代理店契約を結ぶに当たって、商標の扱い等を明確に定め、また、日本企

業F社の本社に置かれていた知財部門は、専門部隊として相手方G社における製品及び

商標の扱いに気を配りつつ、さらに模倣品の監視、対策など必要な措置も独自に十分

に行っていたため、その製品の販売開始から10年以上経過しているが特段大きな問題

を生じたことはなかった。このように、F社の知財経営の方針は、本社において専門家

が現地をきめ細かくサポートすることにより全面的に管理を行うというものであった。 

ある時、韓国政府当局から、インターネット上でF社の模倣品と思われる製品が大量

に販売されているとの情報がG社に寄せられ、その製品がF社の新製品であるか否かの

鑑定を求められた。しかし、F社の模倣品等知的財産に関する情報は、全てF社の日本

本社内にある知財部門が一元的に管理していたため、G社においては、発見された製品

が模倣品であるか否かの鑑定を行うことができなかった。そこで、韓国政府当局は、G

社に対し、直接F社の知財部門にコンタクトを取り、鑑定を行うように依頼した。とこ

ろが、G社には、知財担当者はおろか、F社の知財部門との連絡窓口すらおかれていな

かった。そのため、韓国政府当局からの模倣品の情報がF社に届けられるまで、たらい

回しとなる結果となった。 

 

一般に、単なる現地販売代理店である韓国企業に対し、日本企業の商標等知的財産

についての韓国内での扱い、管理をゆだねることは危険であるため、この例のように、

日本本社の知財部門において管理することが適切となります。しかし、いくら本社の

知財部門できめ細かくサポートしたとしても、現地の情報は、現地法人に連絡される

ことが多く、当然、韓国政府当局においても、発見した模倣品の情報等は、現地企業

に通報することとなります。そのため、現地販売代理店において、尐なくとも日本本

社の知財部門との間で窓口になるような担当者を設置し、現地で得た情報を積極的に

収集、連絡する体制程度は設けておく必要があります。 
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参考例 韓国企業における知財経営例 

 

 ここでは、韓国現地法人において知財経営を行うための参考として、グローバル企

業と中小企業の例について、韓国企業での知財経営がどのように行われているかをご

紹介します。 

なお、知財経営及びその組織形態は、企業ごとに様々であり、ここでご紹介する例は、

ごく一例となります。 

 

1. グローバル企業G社 

1-1.企業概要 

G社は、全世界によく知られたグローバルな製造会社である。G社の製品は、世界各

地で生産、販売されており、また、韓国内だけでなく世界各地に生産工場、研究所を

擁している。同社は、グローバルな景気低迷の余波により同種業界の大部分の企業が

売上げを落とす中、毎年利益を上げており、注目されている。 

近年、同社は、競合他社による権利行使やパテントトロールへの対応に苦慮してお

り、これまで知財紛争において不利な立場に立つことが多かったため、知的財産の重

要性を強く認識し、技術的に重要な特許に的を絞り積極的に出願するなど、知財経営

を活発化させている。 

このようなG社について、知財経営がどのように行われているかをご紹介する。 

 

1-2.組織の構成 

G社の特許組織の特徴と言えば、第1は変化である。グローバル市場の変化、知財経

営のトレンドの変化に伴ってG社は、特許組織を迅速かつ果敢に変更して再編している。 

G社の特許組織の第2の特徴は、集中である。G社の特許組織は、数百名に達する構成員

からなるが、横断的に一つの組織で編成されており、世界各地に生産拠点、研究所、

現地法人を設け、必要な知財担当者を派遣しつつ最終的には一ヶ所で集中管理する体

制となっている。 

このような組織的特徴を有しているため、G社の特許組織を部署名で分類して整理する

のは無意味である。G社の特許組織は、アドホックなチームとしてその役割を基準に分
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類して整理することがむしろ正確であろう。 

 

1）訴訟チーム 

大小の法的紛争を経験しているG社は、これを担当する訴訟チームを設置して運営し

ている。訴訟は、世界各地で起こるが、かかる訴訟を指揮するコントロールタワーは、

ただ一ヶ所である。訴訟は、各国に現地担当者を置くことにより、現地の状況に即応

しつつ、訴訟チームによる統一的なコントロールが効くようになっている。知的財産

に関する訴訟は、経営戦略の重要な一部であるから、訴訟チームは、経営組織がある

本社に設置されている。 

 

2）交渉チーム 

G社は、交渉を代理人に任せない。すなわち、自社及び交渉相手の状況を踏まえ交渉

を行う必要性を強く認識しており、必ず自社の交渉チームにより行うこととしている。 

交渉チームは、各国の事情及び各事業分野に対応させるべく、各事業部別に設置さ

れて運営される。また、その人員としては、知識、経験が豊富な者を集め、必要に応

じてエンジニアや後述の製品出願チームから技術的部分を、特許法専門家から法律的

部分の支援を受ける体制となっている。 

 

3）企画チーム 

企画チームは、毎年の知財経営プランを樹立すると共に、各プランの实績を評価す

る。さらに、企画チームは、技術力の向上及びパテントポートフォリオの充实を図る

べく他社特許の買取りや大学、研究所等と提携した知財創出活動も行っている。同社

では、このような外部からの特許の買取りについて、短時間に強い特許を確保するた

めの非常に効果的な方法の一つとして認識している。 

 

4）研究所出願チーム 

G社は、多くの研究所を運営しており、同社の競争力の根源となっている。特に、将

来的に有望な画期的アイデアや核心的な源泉技術に関する発明は、一般的な製品技術

の出願とはその性質が異なるため、各研究所に専門チームを置き、取り扱うようにし

ている。 

また、研究所出願チームのまた他の主な役割は、標準特許の確保である。標準特許
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を確保するためには、単に研究所内での研究開発では足りず、標準を決定する機関と

関連した活動、すなわち、標準化の働きかけも重要な要素と認識し、その活動を行っ

ている。 

 

5）製品出願チーム 

G社では、各国及び各事業分野の实情に合わせ、各事業部別に製品開発のための研究

組織を設置している。製品開発は、当該製品の事業部に配属された研究員によってプ

ロジェクトという名前で行われる場合が多い。 

製品出願チームは、製品開発で導き出される各種アイデアを権利化すると共に、代理

人と緊密に協力し、所望の権利範囲を確保し、また、不必要な特許の整理を行ってい

る。さらに製品出願チームは、対象となる製品に関連した技術や標準技術のトレンド

等を把握すると共に、他社による侵害の有無をモニターする役割も負っている。 

 

1-3.権利創出活動 

G社は、グローバル企業であり、全世界における出願件数は、数万件に上るが、これ

までの訴訟経験等から、近年、特許出願の量から質への転換を図っている。また、G社

は、研究開発者等に対する知財マインドの向上を積極的に行っており、発明の創出の

段階から不必要な出願を減らし有効な権利を確保する体制を整えると共に、必要であ

れば積極的に外部の特許を買い入れている。 

 

1）アイデア発想会議 

製品開発に先立ち、開発に参加した研究開発者を集め、アイデアの自由闊達な議論

を行っている。研究開発者は、開発しようとする製品に関連したアイデアについて、

实現可能性を考慮せず自由に意見を言い、アイデアを出す。 

かかるアイデア発想会議には、特許担当者も共に参加し、アイデアに対する特許の

可能性などの特許の側面でのアドバイスを行ない、また、アイデアを整理し当該研究

開発者に具体的な案を提出するよう要請している。もちろん、全てのアイデアが出願

につながるのではないが、製品と密接なアイデアであることには間違いなく、現時点

では採用されなくても、将来の製品への投資となる。 

2）製品分析会議 
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製品分析会議は、ある程度完成された製品を市場に発表することを前提に、必要な

部分を権利化するために開催される。製品分析会議は、製品開発者と特許担当者が共

に参加し、権利化可能な発明を見つけ権利化していく。 

 

3）外部特許の買入等 

G社は、いわゆる自前主義ではなく、有効な特許を積極的に探し出し、権利化前であ

っても必要があればためらわず買入れを行い、技術力の向上及びパテントポートフォ

リオの充实を図っている。逆に、G社の飛躍により、多くの特許権者等から買入れの申

入れがなされている。さらに、大学や研究機関に対し支援を行い、外部パワーとして

活用している。 

 

1-4.評価および権利化活動 

創出された発明の評価は、3回行われている。すなわち、出願前評価、出願中評価、

登録後評価がそれである。 

 

1）出願前評価 

研究開発者による職務発明の申告やアイデア発想会議を通じて受付けられた発明は、

出願前に評価が行われる。評価過程は、まず当該発明に対して外部調査調査機関に先

行技術調査を依頼し、その結果を基に、当該発明と関連する研究開発部署の責任者及

び特許組織の責任者から構成された評価会議が行われ、当該発明が製品に適用され得

るか、あるいは将来採用される可能性がどの程度あるかといった観点から、当該発明

に対する評価が行われる。 

ところでG社は、これまで先行技術調査を外部調査機関に依頼してきたが、最近、出

願明細書を作成する代理人に先行技術調査と共に任せることも考慮している。技術内

容に対して理解度が高く適切な先行技術調査が可能となるだけではなく、出願を行う

場合、本人が先行技術調査を行っているため、より的確な明細書の作成が期待される

からである。評価会議は、発明者自身が発明の内容を説明することができ、また、評

価委員の指摘に対して反駁を行うことも可能とされている。 

 

2）出願中評価 
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一旦出願された発明についても、市場状況が出願当時とは異なり得るため、登録さ

れる前に再度評価がなされる。この評価も、研究開発部署の責任者及び特許組織の責

任者により構成されており、当該発明が自社又は他社製品に採用されている、あるい

は、採用される可能性があるか否かといった観点から判断がなされる。 

また、必要に応じて、出願した発明の補正、分割出願などの手続を活用して請求の範

囲を調整する。 

 

3）登録後評価 

特許権が設定登録された後においては、定期的な評価によって不必要な特許を整理

する。その際、請求項の一部を放棄することによって維持料を節減することもある。 

この評価は、多くの費用を投資して獲得した権利を失効させるため、より厳しい基準

によりなされ、当該特許発明と関連した自社及び他社の製品の構成やトレンド、代替

技術の有無といった観点からその価値を評価する。 

 

1-5.権利活用活動 

G社は、製造中心の企業であり、その製造量もきわめて多いことから、仮に知財紛争

が発生した場合、差止めの影響を大きく受け、また、その賠償額も極めて大きくなる

可能性がある。そのため、一旦特許権侵害で相手方を攻撃した場合、カウンタークレ

ーム等の反撃により逆に自社が被る影響を考慮せざるを得ないポジションにあり、攻

撃において慎重にならざるを得ない。その反面、防御においてはあらゆる手段を動員

し、世界各国で訴訟を行う等、積極的な対応を行っている。 

また、同社は、権利活用の重要性を認識しており、多くの保有特許の中から有効特許

の発掘会議を行ったり、保有特許のパテントポートフォリオの整備を行い、価値のあ

る特許の発掘に努めている。 

 

2. 中小企業H社 

2-1.企業概要 

H社は、いわゆる中小企業に属し、設立してわずか10年にならない新しい会社である。

H社の事業分野は、最先端であり、販売量が持続的に増加しており、特に最近では、展

示会などに出品して好評を受けている。 
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しかし、H社は、当該事業分野では後発走者に属する。技術力を武器として競争して

いるが、既存企業も特許を武器としてH社に攻勢をかけている。H社としては、特許紛

争を嫌い、多尐負担でもライセンス料を支払うことで特許紛争を回避しているが、ラ

イセンス契約の期間に伴い、相手企業から高額なライセンス料の要求がなされており、

また、最近開発した製品も新たな特許問題を抱えていないか不安に思っている。 

 

2-2.組織の構成 

H社は、規模が小さいため、特許組織を別途に構成して運営できる程の余裕を持って

いない。そのため、経営支援チーム所属で知財担当者を1名採用している。この者は、

専門的知識を備えており、経験も豊富であるため、単なる出願、管理の業務を越え、

特許問題に対する様々なアドバイスを得ることができる。ただし、マンパワーの不足

は否めず、現時点では、発明の創出から権利化までの過程を中心とした知財経営を行

っている。 

 

2-3.発明の創出・権利化活動 

H社の知財担当者は1名であるが、経営者と協力し、大企業と同じようにアイデア導

出会議及び評価会議を行っている。H社が中小企業ということもあり、開発される製品

は限定されていることから、知財担当者は、より研究開発者と密になり、技術的知見

も深めることができるため、このような体制でもよく機能している。 

また、知財担当者は、その知見を生かし、先行技術調査や代理人が作成した明細書に

対してレベルの高い検討が可能である。さらに、重要な案件については、知財担当者

が明細書を作成するようにしている。 

 

2-4.権利活用活動 

先端技術力を武器として成長しているH社であるが、マンパワーの不足から、他社製

品の侵害を発見して攻撃するといった積極的な権利活用までは手が回らない状況であ

る。そのため、特許権の活用は、主に自社の製品を保護し、他社の複製品を抑制する

防衛的な活用方法が主となる。ただし、必要であれば代理人と協力し、必要な法的措

置を取る体制としている。 
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