
  

 

 

平成 21 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                         

特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護 

の在り方に関する調査研究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本国際知的財産保護協会 



 

 - 117 - 

 

 

Ⅴ．韓国 

１．冒認について 

（１）冒認の意味 

発明者でない者であって、特許を受けることができる権利の承継人でない者を、無権利

者という（韓国特許法第 34 条）。 

例えば、正当な権利者が権利を有していた発明について、その内容を知った第三者が、

正当な権利者が出願する前に自己の名義で出願して特許を受ける類型が、無権利者による

出願に該当する345。 

なお、i)正当な権利者と承継人との間の出願人名義変更の約定に瑕疵があり、結果的に

特許を受けることができる権利を承継した者の出願が無権利者による出願となる場合346

及び ii)共同発明において共同発明者 1 人の単独名義で出願する場合347も、無権利者の類型

として取り扱われている348。 

発明者が特許を受けることができる権利を譲渡した後、自己名義で出願した場合に、冒

認出願に該当するかどうかに関する論議があったところ、i)韓国特許法第 33 条第 1 項の明

文規定と同法第 38 条第 1 項（特許出願前に特許を受けることができる権利の承継はその

承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗できないという規定）に基づいて発明者は

自身の特許を受けることができる権利を承継してもなおその権利を有するという見解と、

ii)上記のような場合、発明者は同法第 38 条第 1 項の第三者には含まれないため、承継人

は発明者に承継を主張でき、発明者を無権利者と見なければならないという見解がある349。 

また、特許を受けることができる権利を当事者間契約や職務発明規定などによって譲渡

した後は、もはや韓国特許法第 33 条第１項の発明者に該当しない、という見解もある350。 

特許を受けることができる権利を正当に承継できていない者が、まるで正当な承継人の

ように主張する者、及び冒認者から特許を受けることができる権利を譲渡された善意の承

継人も無権利者とみなされる351。 

 

（２）特許を受ける権利の態様 

発明をした者又はその承継人は、特許法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。ただし、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（韓国特許法第 33 条第 1 項）。 

特許を受けることができる権利の発生基準に関して、特許法において明文上は規定され

ていないが、学説及び判例、そして実務においては、発明の完成時点をもって、特許を受

けることができる権利の発生基準と見るのが一般的である352。また、韓国特許庁審査指針

書の第 3 部 2（発明者）には―発明者は発明の完成時に特許を受けることができる権利を原

                                            
345 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
346 大法院 2004.1.16.言渡 2003ダ 47218判決 等 
347 大法院 2005.2.18.言渡 2003フ 2218判決 等 
348 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)6-7頁 
349 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
350 現地大学教授からの回答書及びヒアリング調査より 
351 特許庁審査指針書（特許庁、2008) 3113頁  
352 尹 宣熙『特許法〔第 3版〕』（法文社）248頁 
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始的に所有するようになる‖と規定されている。 

2 人以上が共同して発明したときは、特許を受けることができる権利は、共有とする（韓

国特許法第 33 条第 2 項）。 

 

（３）共同出願違反との関係 

 特許を受けることができる権利が共有である場合には、共有者の全員が共同して特許出

願をしなければならない（韓国特許法第 44 条）。 

 この規定に違反すると、特許拒絶の理由（同法第 62 条第 1 項）及び特許無効の理由（韓

国特許法第 133 条第 2 項）となる。 

共同発明において、共同発明者のうち 1 人の単独名義で出願した場合は、無権利者によ

る出願となる353。 

また共同発明の場合、共同出願人中の一部のみが出願した場合は無効事由に該当するが、

その出願前又は出願後に共同発明者中の1人が残りの共同発明者から特許を受けることが

できる権利の持分につき全て移転を受けて単独権利者になる場合には、共同出願の適用を

受けないか、又は共同出願の規定に違反して出願された場合にも、その瑕疵が治癒すると

いう裁判例がある354。 

 

（４）発明開示の態様と真の権利者による発明取戻しの関係 

正当な権利者から発明を知得した第三者が、刊行物記載や公然実施を通じてその発明を

世に開示する行為をした場合、韓国では、原則的に新規性喪失に該当する。ただし、第三

者による発明の開示が“正当な権利者の意思に反して”刊行物記載又は公然実施された場

合には韓国特許法第 30 条第 1 項第 2 号の規定により、公知等にならない発明（新規性喪

失の例外）と認められ、正当な権利者は特許を受けることができる。 

一方、第三者による開示が特許出願を通じたものである場合は、これを無権利者の出願

として取扱い、韓国特許法第 34 条及び第 35 条の規定により、正当な権利者が自ら出願す

ることによって、実質的に発明を取戻すことが可能となる。 

 

２．拒絶・異議・無効について 

（１）拒絶・無効 

特許出願が特許を受けることができる権利を有しない者によりなされたものである場

合、特許拒絶の理由（韓国特許法第 62 条第 2 項）及び特許無効の理由（同法第 133 条第

1 項）となる。 

無効審判を請求することができる者は、利害関係人又は審査官である（韓国特許法第133

条第 1 項本文）。条文上、特許権の設定登録があった日から登録公告後 3 月以内には、何

人も無効審判を請求することができるとされているが、この場合、特許を受ける権利を有

しない者による出願であること及び共同出願違反であることを理由とした無効審判は請求

することができない（同条第 1 項但書）。 

                                            
353 現地大学教授からの回答書及びヒアリング調査より 
354 特許法院 2005.7.8.言渡 2004ホ 5894判決 
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無効審判請求人として利害関係があるものとされる例は、特許出願をして拒絶理由通知

又は拒絶決定を受けた者、同種業者、特許権者から侵害警告を受けた者、侵害と係わって

訴訟関係にある者、特許権者から権利対抗を受ける心配がある者、特許発明を実施するか

実施を準備している者などが含まれると解される355。 

裁判例では、冒認出願を理由に無効審判を請求する場合、利害関係人は真正な発明者や

その承継人に限るべきであるという主張に対し、特許法は正当な発明者やその承継人に独

占権を付与する方法で発明を保護、奨励し、産業発展に貢献することを目的とするが、無

権利者に対して特許が許与される場合、法律の目的に反する点、特許法が利害関係人だけ

でなく私的には何ら利害関係がない審査官にも無効審判を請求できるようにする点を挙げ

て、上記無効審判を請求できる利害関係人が真正な発明者乃至その承継人にのみ限定され

るとは見られないと判示した356。この時、利害関係人は当該特許物品と同種の物品を生産、

販売しているか、又は販売する者であって当該特許の権利存続によりその権利者から権利

の対抗を受けるか、又は受けるおそれがあり、その権利の消滅に直接的かつ現実的な利害

関係がある者をいうと判示した。 

特許法院の裁判例では、冒認出願されたかどうかが争点となる場合、このような無効事

由の存否に関する立証責任はこれを主張する無効審判請求人にあると判示した357。 

特許庁長又は特許審判院長は、無権利者がした特許出願という理由で特許出願に対して

特許拒絶決定、特許拒絶決定の不服審判に対する棄却審決又は特許無効審決の確定がある

時には、これをその正当な権利者に書面で通知しなければならない（特許法施行規則第 33

条）。 

正当な権利者の出願後に無権利者に出願人名義が変更された場合、及び正当な権利者の

出願なしに無権利者のみ出願した場合のいずれについても、拒絶理由の判断時期は拒絶決

定の時点であるため、その時まで瑕疵が治癒すれば、拒絶理由も解消されるものと解釈さ

れている。無効事由の場合にも、正当な権利者名の特許権設定登録になれば、無効事由が

治癒するものと解釈されている358。 

一方で、正当権利者が出願後に無権利者に名義変更された場合にのみ、取戻しにより拒

絶理由や無効事由が解消されるものとする見解もある。これは、最初に正当な権利者によ

る出願があったため、それが手続上地位を回復するとしても第三者の地位を害するものと

見られないためである359。 

なお、発明者の氏名が誤って記載された場合、拒絶事由や無効事由にはならない。韓国

特許法は拒絶理由や無効理由を限定列挙しており、韓国特許法第 42 条第 1 項（特許出願

書記載事項）に違背したことは拒絶理由や無効理由に挙げられていないからである360。 

 

（２）冒認を理由とした権利行使の回避 

無効事由が明白な特許権に基づいて権利行使をする場合、侵害訴訟の相手方は特許侵害

                                            
355 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
356 特許法院 2003.1.16.2002 ホ 2723判決 
357 2009.6.12.言渡 2008ホ 8730判決 
358 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)21-26頁参照 
359 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
360 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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訴訟で無効審判により無効とされるべき特許に基づいた行使であると抗弁（権利濫用の抗

弁）をするか、又は特許庁に特許無効審判を請求して権利を初めから無効とすることがで

きる。このうち、権利濫用の抗弁について、従来の大法院の態度361は、無効事由に対する

判断は審判手続で行うことができ、侵害訴訟段階では行えないという趣旨であった。しか

し、その後、大法院判決362において、特許の無効審決が確定する以前であるとしても特許

権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、進歩性の欠如のような無効事由があることが明白な場合、特許権の行使は権

利濫用に該当して許容されないと判示した。この判例は、その後、大法院判決363により支

持された。現在もまだ、判断可能な無効事由の範囲と関連した論議がまだ課題として残っ

ている状況であるが、尐なくとも新規性乃至進歩性が欠如した場合には、権利濫用の抗弁

が受け入れられると考えられる。ただし、冒認出願に係る特許権の場合にまでこれを拡大

適用した例は確認されていない364。 

 

３．移転請求制度について 

（１）概要、メリット・デメリット、手続 

知的財産法上、正当な権利者による移転請求については規定されていない。 

後述するように韓国には正当な権利者による遡及効を伴う新たな出願が規定されてい

るが、無権利者が特許出願を取り下げるか、又はその出願自体が無効とされて正当な権利

者の出願が無権利者の出願日に遡及できなくなる場合もありうる。そのような場合に、権

利者が自ら特許出願をする必要なしに無権利者の特許出願を承継、即ち、出願人名義を変

更する方法により無権利者の出願を自身が継続して進行することを認める必要があるとい

う見解がある。 

この見解によれば、i)正当な権利者の出願後に無権利者として出願人名義が変更された

場合、まだ判例はないが、韓国の実務上、約定などが存在する場合、出願人名義変更手続

の履行請求訴訟を提起していることに照らし、正当権利者が無権利者を相手取って出願人

名義変更手続の履行を命じる判決を受けて単独で出願人名義変更申告を行うことが妥当で

あるとされている。初めから正当な権利者の出願があったため、出願人名義変更手続を認

めても不合理でなく、より簡便な解決方法になり得るためである。ii)また、正当な権利者

の出願なしに無権利者のみ出願した場合には、特許出願が出願をする権原がない第三者に

より行われたもので、本来無効な出願であったにもかかわらず、そのような出願が有効で

あることを前提に出願人名義変更手続を用いるのに問題があるが、正当な権利者の救済の

ための他の適切な方法がないため、これを認めようという考え方がある。 

上記二つの場合の両方において拒絶理由の判断時期は拒絶決定であるので、その時まで

瑕疵が治癒すれば、拒絶理由も解消されるものと解釈される。無効事由の場合にも、正当

な権利者名の特許権設定登録になれば、無効事由が治癒すると解釈されている365。 

                                            
361 大法院 2003.1.10.2002 フ 1829判決 
362 2004.10.28.2000ダ 69194判決 
363 2007.1.26.2005ダ 13882 判決 
364 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
365 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)21-26頁 
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特許譲渡契約が無効や取消などの事由により効力を失った場合に、特許権付与後に特許

権移転登録請求が認められた例がある。この事件は、正当な権利者が無権利者に譲渡した

行為に虚偽があり、正当な権利者の債権者が詐害行為取消の訴えを提起したものである。

裁判所は、不当利得の原理を適用して譲渡人の譲受人に対する特許権移転登録請求を認め

た366。これに関して、特許権移転登録を請求するにおいて最初の特許出願は正当な権利者

により行われたもので、第三者に予測できない不利益を与えるものではなく、正当な発明

者の保護に忠実なものとする見解がある。そして、たとえ正当な権利者の出願なしに無権

利者が出願した場合でも、発明者の特許を受けることができる権利は発明により生じるも

ので、必ず出願をしてこそ発生するものではないことを勘案し、不当利得の法理を適用し

て移転の請求を許容しなければならないとしている367。 

正当な権利者自身が出願していない場合、冒認者名義で特許登録されたものに対する正

当権利者への特許権移転登録を否定した下級審判例がある368。 

正当な権利者が、冒認者が受けたライセンス料等について取戻すことができるか否かに

ついて、韓国で具体的な論議は確認されていない。ただし、特許譲渡契約が無効や取消な

どの事由により効力を失った場合に、不当利得の原理を適用して譲渡人の譲受人に関する

特許権移転登録請求を認めた判決369を拡大適用すれば、無権利者が受けたライセンス料な

どの収入も不当利得の一種と見て特許権者に返還することが妥当であると思料される370。 

 

（２）審査手続の中断、処分禁止の仮処分 

特許出願の審査において必要であるときは、審決が確定するまで、又は訴訟手続が完結

するまで、当該審査の手続を中止することができる（韓国特許法第 78 条）。これは、審査

と訴訟中の事件に相互関連性がある時、本事件間に相互矛盾、抵触する結果を予防し、さ

らに審査の訴訟経済を図るためである。正当な権利者は冒認出願に係る審査の中止を要請

することは可能と考えられる371が、手続を中止するかどうかは裁量事項である。また、韓

国審査指針書によると、審判や訴訟に係属中の場合、審査官は審査を保留するか、又はそ

の処理期間を延長することができる372。 

冒認出願に係る権利の帰属に関する訴訟が提起された場合、冒認者による意図的な権利

の放棄・取下げを防ぐ手段は特に設けられていない373。 

 

（３）移転請求が認められた場合の特許庁への手続 

出願人名義変更請求及び特許権移転登録請求に関する判決を得た場合、判決を得た者は、

権利移転登録申請書に判決文の正本、確定証明願を添えて特許庁に提出し、所定の手数料

を納付することによって、出願人名義変更及び特許権移転登録を行うことができる。これ

                                            
366 大法院 2004.1.16.言渡 2003ダ 47218判決 
367 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹(2004)40、45-47頁 
368 ソウル地方法院 2003.7.25.宣告 2002カハプ 73213（※本事案は控訴なしに確定している。） 
369 大法院 2004.1.16.言渡 2003ダ 47218判決 
370 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
371 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
372 韓国審査指針書（特許庁、2008）5158-5159頁 
373 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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について、法令に明文規定はないが、特許庁の運用により行われている。確定証明願とは、

裁判所に判決が確定した旨の証明を求める書面である。上記所定の手数料は、出願中は

13,000 ウォン、設定登録後は 53,000 ウォンである374。 

 

４．真の権利者の出願のやり直しについて 

（１）新規性喪失の例外規定 

韓国特許法には、我が国の特許法第 30 条（発明の新規性の喪失の例外）に類似した規

定が設けられている。すなわち、特許を受けることができる権利を有する者の意思に反し

てその発明が公知等（公知又は公然実施）となった場合、特許を受けることができる権利

を有する者が 6 月以内に出願をした場合には、その発明の新規性及び進歩性の判断におい

て、公知等に至らなかったものとみなされる（韓国特許法第 30 条第 1 項第 2 号）。 

 この規定の適用を受けようとする者は、特許出願書にその旨を記載して出願し、これを

証明する書面を特許出願日から 30 日以内に特許庁長に提出しなければならない（同条第 2

項）。 

 

（２）出願日遡及 

（ⅰ）出願日遡及制度の概要 

特許出願が、無権利者がした出願であるという理由により拒絶された場合、その無権利

者の特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無権利者が特許出願した時に特許出願

したものとみなされる。ただし、無権利者が特許を受けられなくなった日から 30 日を経

過した後に出願をした場合には、この限りでない（韓国特許法第 34 条）。 

無権利者がした出願であるという理由により特許を無効にすべき旨の審決が確定した場

合には、その特許出願後にした正当な権利者の特許出願は、無効にされたその特許の出願

時に特許出願したものとみなされる。ただし、その特許の登録公告がある日から 2 年を経

過した後又は審決が確定した日から 30 日を経過した後に特許出願をした場合は、この限

りでない（韓国特許法第 35 条）。 

韓国特許法第 34 条及び第 35 条の規定により正当な権利者の出願と認められた出願は、

無権利者が出願した時に出願したものと見て、従って、この場合、正当な権利者の出願は

特許要件の判断、期間の計算、関連規定の適用において無権利者が出願した日を基準とす

る375。特許権の存続期間についても、無権利者の特許出願日の翌日から起算される(同法第

88 条第 2 項)。また、冒認出願がパリ条約上優先権出願であればその優先日、PCT 出願で

あればその国際出願日を韓国特許法第34条及び第35条の無権利者特許出願日と見るのが

制度の趣旨上妥当である376。 

 

（ⅱ）新規事項の追加について 

正当な権利者の出願の特許請求の範囲に、無権利者の出願であるという理由により拒絶

された出願の特許請求の範囲に記載されていない発明が記載されている場合、正当な権利

                                            
374 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
375 特許審査指針書（特許庁、2008）3115頁 
376 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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者の出願日は遡及しない377 378。韓国特許法第 34 条及び第 35 条の出願日を遡及させる制

度により、善意の第三者に被害を与える可能性があるため、発明の同一性を厳格に解釈す

るものと思料される379。 

正当な権利者の出願に新規事項が含まれた場合、実務上、審査官は出願日を遡及できな

いという趣旨を記載して通知し、出願を分割又は補正できる機会を与える380。それにもか

かわらず補正をしない場合は、出願日の遡及が認められず、正当な権利者の出願に先立っ

て第三者の同一の出願や公知があれば、先後願又は新規性が問題になり得る。ただし、そ

のような場合でなければ、韓国特許法第 29 条第 3 項により無権利者の出願と正当な権利

者の出願は実質的に発明者が同一であり、無権利者出願は正当権利者の出願に対して拡大

された先願の地位を有しない。また、韓国特許法第 30 条第 1 項第 2 号により無権利者に

よる公知は正当な権利者の意思に反する公知であるため新規性喪失事由にならない。また、

韓国特許法第 36 条第 5 項により無権利者の出願は先願の地位も有しない。これらのこと

から、正当な権利者は一定の場合、登録を受けることができる381。 

 

（ⅲ）特許法第 34条及び 35条の規定による新たな特許出願ができる期間 

韓国特許法第 34 条及び第 35 条には、無権利者が特許を受けることができなくなった時

又は無効審決が確定した時から 30 日が経過する前に特許出願を行わなければならないと

いう時間的制限がある。これは、正当な権利者であるとしても、自らの発明に対する注意

をせず、出願を怠った場合まで保護する必要はないという点及び、登録された権利の権利

関係を無制限不確実な状態で存続させることができないという点を考慮したものである
382。 

また、これを民法上の除斥期間の概念と類似するとみる見解もある383。 

かかる期間の長短に関する論議としては、出願期間の制限が緩和されすぎると法的安定

性を害することが起こり得るという指摘がある384。 

また、特許付与の前後で期間の差をおいたことには以下の批判がある。韓国特許法第 34

条及び第 35 条いずれも正当な権利者の特許出願権を保護しようとするものであるが、第

34 条では特許前について、拒絶の確定から 30 日内に出願が必要とし、第 35 条では特許

後にについて、登録公告から最大で 2 年間（ただし、無効審決確定後 30 日以内）その権

利を保護するとされている。正当な権利者の遅れた出願であるとしても、ただ 1 回の出願

で排他的かつ独占的に諸般の権利を確保できることについて、30 日と 2 年という期間の差

をおいて区別することは合理的でないという見解がある385。 

なお、正当な権利者がかかる出願を行うことができるのは、無権利者の特許出願後から

であり、無権利者の出願に対する拒絶や無効の確定が条件となっているわけではない（韓

                                            
377 特許審査指針書（特許庁、2008）3116頁 
378 理智特許法（第 7版、2009年）319-320頁 
379 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
380 特許審査指針書（特許庁、2008）3116頁 
381 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
382 特許庁『韓国特許法制に関する沿革的考察』 (2007）218頁 
383 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
384 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
385 チョ・グァンフン「職務発明の二重譲渡に関する研究」知識財産 21（2008）87-88頁 
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国特許法第 34 条及び第 35 条）。 

 

（ⅳ）特許法第 34条及び 35条の規定による新たな特許出願の手続 

韓国特許法第34条又は第35条の規定により正当な権利者が特許出願をしようとする時

には、特許出願書に明細書、要約書及び図面、正当な権利者であることを証明する書類、

代理権証明書類を添付して特許庁長に提出しなければならない(特許法施行規則第 31 条)。

正当な権利者であることを証明する書類は、事実関係を示す書類であり、例えば、契約関

係を示す書類、無権利者に発明が渡った証拠を示す書類などが挙げられる386。 

 

（ⅴ）第三者の特許出願との関係 

無権利者の出願と正当な権利者の出願との間に同一の発明に対する第三者の出願がある

場合、審査指針書によれば、正当な権利者の出願の出願日は遡及して第三者の出願の出願

日より先立つため、正当な権利者の出願は第三者の出願により拒絶決定されないが、第三

者の出願は正当な権利者の出願により拒絶決定され得る387。審査指針書は、実質的に第三

者が韓国特許法第34条及び第35条の適用により不利益を被ることがあることを認めてい

ると思料される388。 

かかる制度は、我が国の旧法（大正 10 年法）における出願日遡及規定をそのまま採り

入れたものと考えられるが、先願主義の考え方に違背し、正当な権利者の過剰な保護にあ

たるとする見解がある389。 

また、正当な権利者を間接的に保護する規定が特許法上にある（無権利者の出願は先願

の地位・拡大された先願の地位を有しない（韓国特許法第 36 条第 1 項、第 29 条第 3 項）。

無権利者による公知は正当な権利者の意に反する公知であり、新規性喪失理由にならない

（同法第 30 条 2 項）。）とし、韓国特許法第 34 条・第 35 条のような遡及効を認める規定

を置くことは、正当な権利者への過保護となり、他の規定との整合性を損なうという見解

がある390。 

 

（ⅵ）共同出願違反の場合における新たな出願の例 

共同発明の場合、発明者全員が共同で特許出願を行わなければならず（韓国特許法第 33

条）、この規定に違背した場合には、特許拒絶理由及び特許無効理由になるため、発明者中

の一部が他の共有者を排除して出願した場合に、他の共有者の特許を受けることができる

権利の侵害になる点においては、無権利者による出願であるとも言えるため、このような

場合、冒認出願と類似の法理を主張できると見るのが一般的な見解である391。 

これに関連して、複数の発明者による共同出願としてなされた出願の中に、発明をして

いない者が混じっていたとして特許無効となり392、韓国特許法第 35 条に基づく新たな出

                                            
386 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
387 特許審査指針書（特許庁、2008）3115-3116頁 
388 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
389 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
390 パク・ヒソプ、キム・ウォンオ『特許法原論』（セチャン出版社、2002）218頁 
391 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）10頁 
392 特許法院 2008.7.10.判決 2007ホ 9040 
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願がなされた例393がある。この出願は、2009 年 12 月現在、審査に係属中394。 

 

（ⅶ）その他 

韓国特許法第 34 条、第 35 条に基づく新たな特許出願が実際に行われている件数につい

ては、正確な公開データは確認されていないが、ごく尐数であると考えられている395。 

 

（３）出願日遡及に関する第三者の保護 

無権利者がしたという理由で無効とされた特許権に対して専用実施権又は登録された

通常実施権を取得し、その登録を受けた者は、韓国特許法第 104 条第 1 項第 5 号の規定に

より、無効審判請求の登録前に自らの実施発明が無効事由に該当することを知らずにその

発明の実施事業をするか、又は事業の準備をしている場合には、その実施又は準備をして

いる発明及び事業目的の範囲内で有償の通常実施権を有するという見解がある（韓国特許

法第 104 条 1 項 5 号、第 2 号）。これは、行政処分を信頼した者を保護し、既存の産業設

備を保護するためである396。 

上記の通常実施権が認められるためには、 

 

1)無効審判請求の登録前に自身の実施発明が無効事由に該当することを知らなかった

こと 

2)無効審判請求の登録当時、当該実施権が登録されていること397 

3)国内においてその発明の実施事業をするか、又は事業の準備をしていること 

 

の要件を備えなければならない。 

また、上記見解によれば、無権利者からの善意の譲受人も、無権利者と解釈され398、韓

国特許法第 104 条第 1 項第 3 号の要件を備えた場合、有償の通常実施権を有することがで

きる（同条第 2 項）。 

なお、上記通常実施権は法定実施権であり、第 104 条第 1 項の成立要件が完成した時に

効力が発生する。但し、実施権の成立要件を完成したことは当該実施権者が立証しなけれ

ばならない399。 

 

５．真の権利者の救済における考え方について 

（１）先願主義との関係 

韓国特許法には、我が国の特許法第 39 条〔先願〕に類似の規定が置かれている。すな

わち、同一の発明については、先に特許出願した者のみがその発明について特許を受ける

ことができる（韓国特許法第 36 条第 1 項）。 

                                            
393 出願番号 10-2006-011449（出願日 2006年 11月 17日） 
394 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
395 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
396 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
397 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
398 特許審査指針書（特許庁、2008）3113頁 
399 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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特許譲渡契約が無効や取消などの事由により効力を失った場合に、特許権付与後に特許

権移転登録請求が認められた例に関して、正当な権利者が韓国特許法第 34 条及び第 35 条

により手続をしなくても正当な権利者に特許権の移転登録を通じて正当な権利者を保護し

なければならないが、これは、善意の第三者（移転登録の前に同一発明について出願して

いた第三者）との関係で不合理であるという批判がある400。 

韓国特許法第 34 条及び第 35 条は、正当な権利者の出願は無権利者が出願した日に溯及

するように規定している。したがって、第三者の出願が正当な権利者の出願日より先に出

願されても、無権利者の出願日以後なら、正当な権利者の出願が先願として扱われる。し

たがって正当な権利者が第三者に優先して権利を取得することとなる。これについては、

先願主義との関係で不合理ではないかという意見がある401。 

正当な権利者自身が出願していない場合において、韓国では先願主義と関連して深い論

議が確認されていない402。ただし、正当な権利者が出願していない状態で冒認出願に関す

る特許権の移転登録を認めることは出願を怠った正当権利者を保護することとなり妥当で

はないという点、明細書の記載の差により特許権の権利範囲が顕著に変わることがあるた

め、特許権者に必ず利得になるものではない点を挙げて否定する見解がある403。これに対

し、発明者の特許を受けることができる権利は発明により生じるものであり、出願をして

こそ発生するものではなく、発明者が特許権を獲得するためには特許出願をするのが当然

ではあるが、発明者が発明をした後、これを再度改良して特許を受けようとしてその発明

に対して戦略的に特許出願を保留することもできるため、特許出願をしていないという事

情を挙げて特許権移転登録を許容しないことは発明者に過度な責任を負わせるものである

という見解も存在する404。 

 

（２）冒認の判断の役割分担（裁判所か行政庁か） 

特許庁の審査実務において、正当な権利者かどうかについては、第三者の異議提起があ

る等の特別な事情がない限り実質的な審査をしない場合が大部分であるため、冒認出願で

あるという理由により出願を拒絶する場合は、非常に稀であると言える405。 

なお、特許庁審査指針書には、冒認出願に該当するか否かを判断するための基準は示さ

れていない406。 

このように、審査官が無権利者出願かどうかを知るのは困難であるため、大部分の場合、

正当な権利者の出願や正当な権利者の情報提供により無権利者出願かどうかを判断するよ

うになり、このような情報提供による判断時には、正当な権利者がそのような発明をした

ということ及び無権利者がそれを出願したということなどの事実関係が明確に示されてこ

そ、無権利者の出願を拒絶することができる407。 

                                            
400 チョ・グァンフン「職務発明の二重譲渡に関する研究」知識財産 21（2008）88頁 
401 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
402 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
403 イン・ビョンウン『イージー特許法』（ハンビット知的所有権センター、2009）320頁 
404 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）46-47頁 
405 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）7頁 
406 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
407 特許庁『条文別特許法解説』（2002）97頁 



 

 - 127 - 

 

 

情報提供は、特許出願に対して誰でも可能であると規定されている(韓国特許法第 63 条

の 2)。従って、正当な権利者だけでなく第三者も特許出願が拒絶理由に該当して特許とな

り得ないという趣旨の情報を証拠と共に提出することができ、これに対して冒認出願人は

意見書などを通じて冒認出願ではないという趣旨の主張をすることができると思料される
408。 

裁判所が冒認の判断をすることの可否については、正当な権利者の出願がある後に無権

利者に出願人名義が変更された場合であって、発明の同一性は維持され単に権利帰属主体

だけが問題になる場合には、法律的問題が主な問題である場合が多いので、法院自体での

判断が可能という見解がある409。 

 

６．発明者の訂正手続 

特許出願人が錯誤によって特許出願書に発明者のうち一部の発明者の記載を漏らし、又

は書き違えた時には、その特許出願の特許可否決定前まで追加又は訂正することができる。

ただし、発明者の記載が漏れ(特許出願書に書いた発明者の漏れに限定する)又は書き違え

たものであることが明白な場合には、特許可否決定以後にも追加又は訂正することができ

る（特許法施行規則第 28 条）。 

特許法施行規則第 28 条の手続をする場合には、特許権の設定登録前の場合には補正書

を、特許権の設定登録後には訂正交付申請書を作成して特許庁長に提出する。ただし、設

定登録後には、特許証の訂正交付申請書以外に事由書、明白な誤記であることを立証する

書類及び登録証を特許庁に提出しなければならない410。 

なお、発明者の訂正手続にあたり、特許庁への費用納付は不要である411。 

 

７．罰則について 

冒認出願の場合、韓国特許法第 229 条の詐欺行為罪が適用され得る。本条により詐欺そ

の他不正な行為により、特許、特許異議申立に関する決定、特許権の存続期間の延長登録

又は審決を受けた者は3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処されることがある。

上記詐欺行為の罪に対し、詐欺の方法は虚偽資料の提出など積極的な行為を必要とすると

いう見解もあるが、真実の資料を故意に隠蔽することのように不作為の場合まで含むと見

るのが一般的な見解である412。冒認特許に対し、大法院判決413は―訴外人の名義の試験成

績書をあたかも被告人のものであるかのように特許庁に提出する等して訴外人が特許を受

けることができる権利を被告人自身が発明したかのように冒認して特許を受けたとすれば、

被告人のいわゆる詐欺の行為により特許権を受ける場合に該当する‖と判示し、詐欺行為罪

を認めた。一方、特許出願過程に弁理士が試験成績操作などを教唆したり幇助したりする

等、冒認出願人の詐欺行為に積極的に加担した場合には、その弁理士も不法行為加担者と

して行為内容に従って本罪の共同正犯、教唆犯、幇助犯としての責任を負うことができる

                                            
408 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
409 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
410 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
411 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
412 カン・ギジュン「無権利者の特許出願と正当な権利者の保護」法曹（2004）50頁 
413 1983.12.27.言渡 2003ト 6283判決 
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414。 

 

８．実用・意匠における取扱い 

（１）実用新案法 

無権利者による出願は拒絶・無効の理由となり（韓国実用新案法第 13 条第 2 号及び第

31 条第 1 項第 5 号）、共同出願違反も拒絶・無効の理由となる（同法第 13 条第 1 号及び

第 31 条第 1 項第 5 号）。また、新規性喪失の例外についても、特許法と同様の規定が置か

れている（同法第 5 条第 1 項第 2 号）。先願及び拡大先願についても、特許法と同様の規

定が置かれている（同法第 4 条第 3 項及び第 7 条第 5 項）。 

 正当な権利者による新出願は、実用新案法においても認められている（韓国実用新案法

法第 11 条で準用する特許法第 34 及び第 35 条）。 

 

（２）意匠法 

無権利者による出願は拒絶・無効の理由となり（韓国意匠法第 26 条第 1 項第 3 号及び

第 68 条第 1 項第 2 号）、共同出願違反も拒絶・無効の理由となる（同法第 26 条第 1 項第

1 号及び第 68 条第 1 項第 1 号）。新規性喪失の例外については、意匠登録を受ける権利を

有する者の意匠が公知となった場合に、その日から 6 月以内にその者が出願すれば救済を

受けられる（同法第 8 条）。 

また、真の権利者による新出願は、意匠法においても認められている（韓国意匠法第 14

条及び第 15 条）。 

 

９．その他 

無権利者がした特許出願又は実用新案登録出願は、先願の地位を有しない（韓国特許法

第 36 条第 5 項、韓国実用新案法第 7 条第 5 項）。また、無権利者がしたデザイン登録出願

は、先願の地位を有しない（韓国デザイン保護法第 16 条第 4 項）。 

                                            
414 キム・クックヒョン「冒認特許関連法律問題に関する小考」特許と商標 713号（大韓弁理士会、2009） 
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Ⅴ．韓国 

特許法 

2010.01.27 法律第9985号により改正 

 

第29条(特許の要件)  

①産業上利用することができる発明として、次の各号
のいずれか1つに該当するものを除いてはその発明に
対して特許を受けることができる。 

1.特許出願前に韓国内または国外で公知されたり公
然に実施された発明 

2.特許出願前に韓国内又は外国で頒布された刊行物
に掲載されたり大統領令が定める電気通信回線を通
じて公衆が利用可能になった発明 

 

②特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の
知識を有した者が第1項各号の1に規定された発明に
よって容易に発明することができるものであるとき
には、その発明に対しては第1項の規定にかかわらず
特許を受けることができない。 

③特許出願した発明が当該特許出願をした日以前に
特許出願又は実用新案登録出願をして当該特許出願
をした後に出願公開されたり登録公告された他の特
許出願又は実用新案登録出願の出願書に最初に添付
された明細書又は図面に記載された発明又は考案と
同一な場合に、その発明に対しては第1項の規定にか
かわらず特許を受けることができない。但し、当該特
許出願の発明者と他の特許出願の発明者若しくは実
用新案登録出願の考案者が同一な場合又は当該特許
出願の特許出願時の特許出願人と他の特許出願若し
くは実用新案登録出願の出願人が同一な場合には、こ
の限りでない。 

④第 3 項 を適用するとき、他の特許出願または実用
新案登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する
場合、第3項中―出願公開‖は―出願公開または「特許協
力条約」第 21 条による国際公開‖に、―出願書に最初
に添付された明細書または図面に記載された発明ま
たは考案‖は国語で出願した場合―国際出願日に提出し
た国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載さ
れた発明または考案‖に、外国語で出願した場合―国際
出願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲また
は図面とその出願翻訳文に全て記載された発明また
は考案‖と見る。 

 

1.他の特許出願が第199条第1項により特許出願と見
る国際出願(第 214 条第 4 項により特許出願となる国
際出願を含む)である場合 

2.実用新案登録出願が「実用新案法」第 34 条第 1 項
により実用新案登録出願と見る国際出願(同法第40条
第 4 項により実用新案登録出願となる国際出願を含
む)である場合 

 

 

第30条(公知等になっていない発明とみなす場合)  

 

①特許を受けることができる権利を有した者の発明
が次の各号のいずれか 1 つに該当する 場合には、そ
の日から6ヶ月以内に特許出願をすればその特許出願
された発明に対して第29条第 1項又は第2項の規定

특허법 

법률 제9985 호, 2010. 1.27, 일부개정 

 
제29 조(특허요건)  

①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 

어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 

대하여 특허를 받을 수 있다.  

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 

공연히 실시된 발명 

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 

간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 

전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 

발명 

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 

통상의 지식을 가진 자가 제 1 항 각호의 1 에 

규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 

것일 때에는 그 발명에 대하여는 제 1 항의 규정에 

불구하고 특허를 받을 수 없다.  

③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 

특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 

특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 

타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 

최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 

또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 

제 1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 

다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 

발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 

경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 

특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 

출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다. 

④  제 3 항을 적용할 때 다른 특허출원 또는 

실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 

해당하는 경우 제 3 항 중 "출원공개"는 "출원공개 

또는 「특허협력조약」 제21 조에 따른 국제공개"로, 

"출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 

기재된 발명 또는 고안"은 국어로 출원한 경우 

"국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 

범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로, 

외국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 

국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 

출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안"으로 

본다.  

1. 다른 특허출원이 제 199 조제 1 항에 따라 

특허출원으로 보는 국제출원(제214조제4항에 따라 

특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우 

2. 실용신안등록출원이 「 실용신안법 」 

제 34 조제 1 항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 

국제출원(같은 법 제 40 조제 4 항에 따라 

실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 

포함한다)인 경우 
 
제 30 조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 

경우)  

①특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 

그날부터 6 월이내에 특허출원을 하면 그 

특허출원된 발명에 대하여 제 29 조제 1 항 또는 
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を適用するにおいては、その発明は第29 条第 1項各
号 のいずれか1つに該当しないものとみなす。 

 

1.特許を受けることができる権利を有した者により、
その発明が第29条第1項各号のいずれか1つに該当
することになった場合。但し、条約又は法律により韓
国内又は国外で出願公開されるか、あるいは登録公告
された場合を除く。 

2.特許を受けることができる権利を有した者の意思
に反してその発明が第29条第 1項各号の1に該当す
ることになった場合 

3．削除 

②第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、
特許出願時に特許出願書にその旨を記載し、これを証
明することができる書類を特許出願日から 30 日以内
に特許庁長に提出しなければならない。 

 

第33条(特許を受けることができる者)  

①発明をした者又はその承継人は、この法で定めると
ころによって特許を受けることができる権利を有す
る。但し、特許庁職員及び特許審判院職員は相続又は
遺贈の場合を除いては、特許を受けることができな
い。 

②2人以上が共同で発明したときには、特許を受ける
ことができる権利は共有とする。 

 

第34条(無権利者の特許出願と正当な権利者の保護)  

 

発明者でない者として特許を受けることができる
権利の承継人でない者(以下、―無権利者‖という。)が
した特許出願が第 33条第 1 項本文の規定による特許
を受けることができる権利を有しなかった事由で第
62 条第 2 号に該当され、特許を受けることができな
くなった場合には、その無権利者の特許出願後にした
正当な権利者の特許出願は無権利者が特許出願した
ときに特許出願したものとみなす。但し、無権利者が
特許を受けることができなくなった日から 30 日を経
過した後に出願をした場合には、この限りでない。 

 

 

第35条(無権利者の特許と正当な権利者の保護) 

 第 33条第 1 項本文の規定による特許を受けること
ができる権利を有しなかった者に対して第133条第1

項第2号に該当し、特許を無効にするという審決が確
定された場合には、その特許出願後にした正当な権利
者の特許出願は、取消又は無効となったその特許の出
願時に特許出願したものとみなす。但し、その特許の
登録公告がある日から2年を経過した後または審決が
確定された日から 30 日を経過した後に特許出願をし
た場合には、この限りでない。 

 

第36条(先出願)  

①同一な発明に対して異なった日に2以上の特許出願
があるときには、先に特許出願した者だけがその発明
に対して特許を受けることができる。 

②同一な発明に対して同じ日に2以上の特許出願があ
るときには、特許出願人の協議によって定められた一
つの特許出願人だけがその発明に対して特許を受け

제 2 항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 

제 29 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 

아니한 것으로 본다.  

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 

그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 

해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 

국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 

경우를 제외한다. 

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 

반하여 그 발명이 제 29 조제 1 항 각호의 1 에 

해당하게 된 경우 

3. 삭제  

②제 1 항제 1 호의 규정을 적용받고자 하는 자는 

특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 

증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일이내에 

특허청장에게 제출하여야 한다. 

 

제33 조(특허를 받을 수 있는 자)  

① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 

정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 

가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 

상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 

특허를 받을 수 없다.  

②2 인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 

수 있는 권리는 공유로 한다. 
 
제 34 조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 

보호)  

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 

권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 

한다)가 한 특허출원이 제 33 조제 1 항 본문의 

규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 

아니한 사유로 제 62 조제 2 호에 해당되어 특허를 

받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 

특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 

무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 

본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 

날부터 30 일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 

그러하지 아니하다.  

 

제35 조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호)  

제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 

수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 대하여 

제 133 조제 1 항제 2 호에 해당되어 특허를 무효로 

한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 

한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 

특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 

특허의 등록공고가 있는 날부터 2 년을 경과한 후 

또는 심결이 확정된 날부터 30 일을 경과한 후에 

특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 

 

제36 조(선출원)  

① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 

특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 

그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 

특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 

의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 



 

 

- 253 - 

 

 

 

ることができる。協議が成立しなかったり協議をする
ことができないときには、どの特許出願人もその発明
に対して特許を受けることができない。 

 

③特許出願された発明と実用新案登録出願された考
案が同一な場合、その特許出願と実用新案登録出願が
異なった日に出願されたものであるときには第1項の
規定を準用し、その特許出願と実用新案登録出願が同
じ日に出願されたものであるときには第2項の規定を
準用する。 

④特許出願又は実用新案登録出願が無効・取下げ、ま
たは放棄されたり、拒絶決定や拒絶すると言う趣旨の
審決か確定したときには、その特許出願又は実用新案
登録出願は第1項乃至第3項の規定を適用するにおい
ては最初からなかったものとみなす。但し、第2項公
団又はこれを準用する第3項の規定に該当し、その特
許出願又は実用新案登録出願に対して、拒絶決定又は
拒絶すると言う趣旨の審決が確定した時には、この限
りでない。 

 

⑤発明者又は考案者でない者として特許を受けるこ
とができる権利又は実用新案登録を受けることがで
きる権利の承継人でない者がした特許出願又は実用
新案登録出願は、第1項乃至第3項の規定を適用する
においては最初からなかったものとみなす。 

⑥特許庁長は、第2項の場合には特許出願人に期間を
定めて協議の結果を届け出ることを命じ、その期間内
に届け出がないときには第2項の規定による協議は成
立しなかったものとみなす。 

 

第38条(特許を受けることができる権利の承継)  

①特許出願前において特許を受けることができる権
利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ第三
者に対抗することができない。 

②同一な者から承継した同一な特許を受けることが
できる権利に対して同じ日に2以上の特許出願がある
ときには、特許出願人の協議によって定めた者以外の
承継はその効力が発生しない。 

③同一な者から承継した同一な発明及び考案に対す
る特許を受けることができる権利及び実用新案登録
を受けることができる権利に対して同じ日に特許出
願及び実用新案登録出願があるときにも、第2項と同
じである。 

④特許出願後において特許を受けることができる権
利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除いては
特許出願人の名義変更の届け出をしなければその効
力が発生しない。       

⑤特許を受けることができる権利の相続その他の一
般承継がある場合には、承継人は遅滞なくその旨を特
許庁長に届け出なければならない。 

⑥同一人から承継した同一な特許を受けることがで
きる権利の承継に関して同じ日に2以上の特許出願人
変更の届け出があるときには、届出をした者間の協議
により定めた者以外の者の届け出はその効力が発生
しない。 

⑦第 36条第 6項の規定は、第 2項・第 3項及び第 6

項の場合にこれを準用する。 

 

대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 

아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 

특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 

없다. 

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 

동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 

다른 날에 출원된 것일 때에는 제 1 항의 규정을 

준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 

날에 출원된 것일 때에는 제 2 항의 규정을 

준용한다. 

④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효 · 취하 

또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 

심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 

실용신안등록출원은 제 1 항 내지 제 3 항의 규정을 

적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 

다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 

경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 

또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 

거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 

아니하다.  

⑤발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 

수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 

권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 

실용신안등록출원은 제 1 항 내지 제 3 항의 규정을 

적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 

⑥특허청장은 제 2 항의 경우에는 특허출원인에게 

기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 

그 기간내에 신고가 없는 때에는 제 2 항의 규정에 

의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 

 

제38 조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계)  

① 특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 

권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 

아니하면 제3 자에게 대항할 수 없다. 

②동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 

있는 권리에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 

있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 

자외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다. 

③동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 

대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 

받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 

및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제2 항과 같다. 

 

④ 특허출원후에 있어서 특허를 받을 수 있는 

권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 

제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 

그 효력이 발생하지 아니한다.  

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속 기타 

일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 

취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 

⑥동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 

있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2 이상의 

특허출원인변경신고가 있는 때에는 신고를 한 

자간의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 신고는 그 

효력이 발생하지 아니한다.  

⑦제 36 조제 6 항의 규정은 제 2 항·제 3 항 및 

제6 항의 경우에 이를 준용한다.  
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第44条(共同出願)  

第 33 条第 2項の規定による特許を受けることがで
きる権利が共有の 場合には、共有者全員が共同で特
許出願をしなければならない。 

 

第62条(特許拒絶決定) 

 審査官は、特許出願が次の各号のいずれか 1 つ(以
下、―拒絶理由‖という。)に該当するときには、その特
許出願に対して特許拒絶決定をしなければならない。 

1.第 25 条・第 29 条・第 32 条・第 36 条第 1 項乃至
第3項又 は第44条の規定により特許することができ
ない場合 

2.第33条第1項本文 の規定による特許を受けること
ができる権利を有しなかったり同条同項 但し書きの
規定により特許を受けることができない場合 

3.条約の規定に違反した場合 

4.第42条第3項・第4項・第8項又は第45条に規定
された要件を満たしていない場合 

5.第 47 条第 2 項の規定による範囲を外れた補正であ
る場合 

6.第 52 条第 1 項の規定による範囲を外れた分割出願
の場合 

7.第 53 条第 1 項の規定による範囲を外れた変更出願
の場合 

 

第63条の2(特許出願に対する情報提供) 

 特許出願がある時には、誰でもその特許出願が拒絶
理由に該当し、特許されることができないという趣旨
の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができ
る。但し、第42条第8項及び第45条に規定された要
件を備えず、第 62条第 4 項に該当する場合には、こ
の限りでない。 

 

第88条(特許権の存続期間)  

①特許権の存続期間は、第 87 条第 1 項の規定による
特許権の設定登録がある日から 特許出願日以後 20

年になる日までとする。 

②正当な権利者の特許出願に対して第34条及び第35

条の規定によって特許された場合には、第1項の特許
権の存続期間は無権利者 の特許出願日の次の日から
起算する。 

③削除 

④削除 

 

第 104 条(無効審判の請求登録前の実施による通常実
施権)  

①次の各号のいずれか1つに該当する者が、特許又は
実用新案登録に対する無効審判請求の登録前に、自己
の特許発明または登録実用新案が無効事由に該当す
ることを知らずに韓国内でその発明又は考案の実施
事業をしたりその事業の準備をしている場合には、そ
の実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の
目的の範囲内でその特許権に対して通常実施権を有
したり、特許若しくは実用新案登録が無効となった当
時に存在する特許権に対する専用実施権に対して通
常実施権を有する。 

 

1.同一の発明に対する2以上の特許のうち、その一つ

제44 조(공동출원)  

제 33 조제 2 항의 규정에 의한 특허를 받을 수 

있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 

공동으로 특허출원을 하여야 한다. 

 

제62 조(특허거절결정)  

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 

하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 

그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. 

1. 제 25 조·제 29 조·제 32 조·제 36 조제 1 항 내지 

제 3 항 또는 제 44 조의 규정에 의하여 특허할 수 

없는 경우 

2. 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 

수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 

단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우 

3. 조약의 규정에 위반된 경우 

4. 제 42 조제 3 항·제 4 항·제 8 항 또는 제 45 조에 

규정된 요건을 갖추지 아니한 경우 

5. 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

보정인 경우 

6. 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

분할출원인 경우 

7. 제 53 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

변경출원인 경우 
 

제63 조의2(특허출원에 대한 정보제공)  

특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 

거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 

정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 

다만, 제 42 조제 8 항 및 제 45 조에 규정된 요건을 

갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.  

 

 

제88 조(특허권의 존속기간)  

①특허권의 존속기간은 제 87 조제 1 항의 규정에 

의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 

특허출원일후 20 년이 되는 날까지로 한다. 

②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제 34 조 및 

제35조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제1항의 

특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 

다음날부터 기산한다.  

③ 삭제  

④ 삭제  

 

제 104 조(무효심판청구등록전의 실시에 의한 

통상실시권)  

①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 

또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 

등록전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 

무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 

그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 

준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 

하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 

범위안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 

가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 

존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 

통상실시권을 가진다. 

1. 동일발명에 대한 2 이상의 특허중 그 하나를 
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を無効とした場合の原特許権者 

2.特許発明と登録実用新案が同一でその実用新案登
録を無効とした場合の原実用新案権者 

3.特許を無効とし同一な発明に関して正当な権利者
に特許をした場合の原特許権者 

4.実用新案登録を無効としその考案と同一な発明に
関して正当な権利者に特許をした場合の原実用新案
権者 

5.第1号乃至第4号の場合において、その無効となっ
た特許権又は実用新案権に対して無効審判請求の登
録当時に既に専用実施権若しくは通常実施権又はそ
の専用実施権に対する通常実施権を取得しその登録
を受けた者。但し、第118条第2項の規定に該当する
者の場合には登録を要さない。 

 

②第1項の規定によって通常実施権を有した者は、特
許権者又は専用実施権者に相当な対価を支給しなけ
ればならない。 

 

第133条(特許の無効審判)  

①利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれ
か1つに該当する場合には、無効審判を請求すること
ができる。この場合、特許請求範囲の請求項が2以上
であるときには、請求項ごとに請求することができ
る。但し、特許権の設定登録がある日より登録公告日
後 3 月が過ぎる日までは、誰でも次の各号(第 2 号を
除く)のいずれか 1 つに該当するという理由で、無効
審判を請求することができる。 

1.第 25 条・第 29 条・第 32 条・第 36 条第 1 項乃至
第3項または第42条第3項・第4項の各規定に違反
した場合 

2.第 33 条第 1 項本文の規定による特許を受けること
のできる権利を有しなかったり、第 44 条の規定に違
反する場合 

3. 第33条第1項但し書の規定による特許を受けるこ
とのできない場合 

4.特許された後その特許権者が第 25 条の規定によっ
て特許権を享有することができない者になったりそ
の特許が条約に違反する事由が発生した場合 

5.条約の規定に違反し特許を受けることができない
場合 

6.第 47 条第 2 項の規定による範囲を外れた補正であ
る場合 

7.第 52 条第 1 項の規定による範囲を外れた分割出願
である場合 

8.第 53 条第 1 項の規定による範囲を外れた変更出願
である場合 

②第1項の規定による審判は、特許権が消滅した後に
もこれを請求することができる。 

③特許を無効にするという審決が確定されたときに
は、その特許権は最初からなかったものとみなす。但
し、第1項第4号の規定によって特許を無効にすると
いう審決が確定されたときには、特許権はその特許が
同号に該当することになったときからなかったもの
とみなす。 

④審判長は第1項の審判の請求があるときには、その
旨を当該特許権の専用実施権者その他特許に関して
登録をした権利を有する者に通知しなければならな

무효로 한 경우의 원특허권자 

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 

실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자 

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 

정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자 

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 

발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 

경우의 원실용신안권자 

5. 제 1 호 내지 제 4 호의 경우에 있어서 그 무효로 

된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 

무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 

통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 

통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 

제 118 조제 2 항의 규정에 해당하는 자인 경우에는 

등록을 요하지 아니한다. 

②제 1 항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 

특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 

지급하여야 한다. 

 

제133 조(특허의 무효심판)  

①이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 

어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 

수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 

이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 

특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 

3 월 이내에 누구든지 다음 각 호(제 2 호를 

제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 

무효심판을 청구할 수 있다.  

1. 제 25 조·제 29 조·제 32 조·제 36 조제 1 항 내지 

제 3 항 또는 제 42 조제 3 항·제 4 항의 각 규정에 

위반된 경우 

2. 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 

수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제 44 조의 

규정에 위반된 경우 

3. 제 33 조제 1 항 단서의 규정에 의하여 특허를 

받을 수 없는 경우 

4. 특허된 후 그 특허권자가 제 25 조의 규정에 

의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 

특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우 

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 

경우 

6. 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

보정인 경우 

7. 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

분할출원인 경우 

8. 제 53 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

변경출원인 경우 

②제 1 항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 

후에도 이를 청구할 수 있다. 

③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 

특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 

제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 특허를 무효로 

한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 

동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 

 

④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 

취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 

관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 
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い。 

 

第229条(嘘行為の罪)  

詐偽その他不正な行為により特許、特許権の存続期
間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役
または2千万ウォン以下の罰金に処する。 

 

 

特許規則 

2009.12.29 知識経済部令第107号改正 

 

 

第28条(発明者の追加等)  

①特許出願人が錯誤によって特許出願書に発明者の
うち一部の発明者の記載を漏らし、または書き違えた
時には、その特許出願の特許可否決定前まで追加また
は訂正することができる。ただし、発明者の記載が漏
れ(特許出願書に書いた発明者の漏に減退する)または
書き違えたものであることが明白な場合には、特許可
否決定以後にも追加または訂正することができる。 

②特許出願人または特許権者が第1項により発明者を
追加または訂正しようとするなら、次の各号による補
正書または申請書を特許庁長に提出しなければなら
ない。 

1. 特許権の設定登録前までは別紙第 9 号書式の補正
書 

2．特許権の設定登録後には別紙第29号書式の訂正交
付申請書 

③代理人により手続きを踏む場合には、第2項による
書式にその代理権を証明する書類を添付しなければ
ならない。 

 

第31条(正当な権利者の出願)  

①法第34条または法第35条の規定によって正当な権
利者が特許出願をしようとする時には、別紙第 14 号
書式の特許出願書に次の各号の書類を添付して特許
庁長に提出しなければならない。 

1.明細書・要約書及び図面各1通 

2.正当な権利者であることを証明する書類1通 

3.代理人によって手続を踏む場合にはその代理権を
証明する書類1通 

②第1項第1号の明細書は別紙第15号書式、要約書
は別紙第16号書式、図面は別紙第17号書式による。 

 

③削除 

 

第33条(正当な権利者に対する通知)  

特許庁長または特許審判院長は、特許出願が無権利
者がした特許出願という理由にその特許出願に対し
特許拒絶決定、特許拒絶決定の不服審判に対する棄却
審決または特許無効審決の確定がある時には、これを
その正当な権利者に書面で通知しなければならない。 

 

 

実用新案法 

2009.01.30 法律第9371号改正 

 

第4条(実用新案登録の要件)   

통지하여야 한다. 

 

제229 조(사위행위의 죄)  

사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 

존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 

3 년이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 

처한다.  

 

특허법 시행규칙 
시행 2010. 1. 1] [지식경제부령 제107 호, 

2009.12.29, 일부개정 
 
제28 조 (발명자의 추가 등)  

① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 

발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 

잘못 적은 때에는 그 특허출원의 특허여부결정 

전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의 

기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 

한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 

특허여부결정 후에도 추가 또는 정정할 수 있다. 

② 특허출원인 또는 특허권자가 제 1 항에 따라 

발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 

보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 

한다. 

1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제 9 호서식의 

보정서 

2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제 29 호서식의 

정정교부신청서 

③대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제 2 항에 

따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 

첨부하여야 한다.  

 

제31 조 (정당한 권리자의 출원)  

①법 제 34 조 또는 법 제 35 조의 규정에 의하여 

정당한 권리자가 특허출원을 하고자 할 때에는 

별지 제 14 호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 

서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 

1. 명세서ㆍ요약서 및 도면 각 1 통 

2. 정당한 권리자임을 증명하는 서류 1 통 

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 

대리권을 증명하는 서류 1 통 

②제 1 항제 1 호의 명세서는 별지 제 15 호서식, 

요약서는 별지 제 16 호서식, 도면은 별지 

제17 호서식에 따른다.  

③ 삭제  

 

제33 조 (정당한 권리자에 대한 통지)  

특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 

무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 

특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 

불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 

확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 

서면으로 통지하여야 한다.  

 

실용신안법 

법률 제9371 호, 2009. 1.30, 일부개정 

 

제4 조 (실용신안등록의 요건)  
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①産業上利用することができる物品の形状・構造また
は組合に関する考案で、次の各号のいずれか1つに該
当するものを除いては、その考案に対して実用新案登
録を受けることができる。 

1.実用新案登録出願前 に国内または国外で公知され
たか、または公然に実施された考案 

2.実用新案登録出願前 に国内または国外で頒布され
た刊行物に記載さられるか、または大統領令が定める
電気通信回線を通じて公衆が利用可能 になった考案 

 

②実用新案登録出願前 にその考案が属する技術分野
で通常の知識を持った者が第 1 項各号 のいずれか 1

つに規定された考案により極めて容易に考案するこ
とができるものである時には、その考案に対しては第
1項の規定にかかわらず実用新案登録を受けることが
できない。 

③実用新案登録出願した考案が、その実用新案登録出
願をした日以前に実用新案登録出願または特許出願
をし、その実用新案登録出願をした後に出願公開また
は登録公告された他の実用新案登録出願または特許
出願の出願書に最初に添付された明細書または図面
に記載された考案または発明と等しい場合に、その考
案に対しては第1項の規定にかかわらず実用新案登録
を受けることができない。但し、その実用新案登録出
願の考案者と他の実用新案登録出願の考案者や特許
出願の発明者が同一の場合、またはその実用新案登録
出願の実用新案登録出願時の実用新案登録出願人と
他の実用新案登録出願や特許出願の出願人が同一の
場合にはこの限りでない。 

④第 3 項を適用するとき、他の 実用新案登録出願ま
たは特許出願が次の各号のいずれか1つに該当する場
合、第3項中―出願公開‖は―出願公開または「特許協力
条約」第 21 条による国際公開‖と、―出願書に最初に
添付された明細書または図面に記載された考案また
は発明‖は国語で出願した場合―国際出願日に提出した
国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載され
た考案または発明‖と、外国語で出願した場合―国際出
願日に提出した国際出願の明細書、請求の範囲または
図面とその出願翻訳文に全て記載された考案または
発明‖とみなす。 

 

1.他の実用新案登録出願が第 34 条第 1 項により実用
新案登録出願と見る国際出願(第40条第4項により実
用新案登録出願となる国際出願を含む)の場合 

 

 

2.特許出願が「特許法」第199条第1項により特許出
願と見る国際出願(「特許法」第 214 条第 4 項により
特許出願となる国際出願を含む)の場合 

 

 

第5条(公知等にならない考案とみなす場合) 

 

①実用新案登録を受けることができる権利を持った
者の考案が、次の各号のいずれか1つに該当する場合
にはその日より 6 月以内に実用新案登録出願をすれ
ば、その実用新案登録出願された考案に対して第4条
第1項または第2項の規定を適用するにあたって、そ

①산업상 이용할 수 있는 물품의 형상ㆍ구조 또는 

조합에 관한 고안으로서 다음 각 호의 어느 하나에 

해당하는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 

실용신안등록을 받을 수 있다. 

1. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 

공지되었거나 공연히 실시된 고안 

2. 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 

반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 

전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 

고안 

② 실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 

기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제 1 항 각 

호의 어느 하나에 규정된 고안에 의하여 극히 

용이하게 고안할 수 있는 것일 때에는 그 고안에 

대하여는 제1항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 

받을 수 없다. 

③ 실용신안등록출원한 고안이 그 

실용신안등록출원을 한 날 전에 실용신안등록출원 

또는 특허출원을 하여 그 실용신안등록출원을 한 

후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 

실용신안등록출원 또는 특허출원의 출원서에 

최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안 

또는 발명과 동일한 경우 그 고안에 대하여는 

제 1 항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 받을 수 

없다. 다만, 그 실용신안등록출원의 고안자와 다른 

실용신안등록출원의 고안자나 특허출원의 발명자가 

동일한 경우 또는 그 실용신안등록출원 당시 

출원인과 다른 실용신안등록출원이나 특허출원의 

출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다. 

④ 제3항을 적용할 때 다른 실용신안등록출원 또는 

특허출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 

경우 제 3 항 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 

「특허협력조약」  제 21 조에 따른 국제공개"로, 

"출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 

기재된 고안 또는 발명"은 국어로 출원한 경우 

"국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 

범위 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명"으로, 

외국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 

국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 

출원번역문에 다 같이 기재된 고안 또는 발명"으로 

본다.  

1. 다른 실용신안등록출원이 제 34 조제 1 항에 따라 

실용신안등록출원으로 보는 

국제출원(제 40 조제 4 항에 따라 

실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 

포함한다)인 경우 

2. 특허출원이 「특허법」 제 199 조제 1 항에 따라 

특허출원으로 보는 국제출원( 「 특허법 」 

제 214 조제 4 항에 따라 특허출원으로 되는 

국제출원을 포함한다)인 경우 
 
제 5 조 (공지 등이 되지 아니한 고안으로 보는 

경우)  

①실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 

고안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 

경우에는 그 날부터 6 월 이내에 

실용신안등록출원을 하면 그 실용신안등록출원된 

고안에 대하여는 제 4 조제 1 항 또는 제 2 항의 
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の考案は第4条第1項各号のいずれか1つに該当しな
いものとみなす。 

1.実用新案登録を受けることができる権利を持った
者により、その考案が第4条第1項各号のいずれか1

つに該当するようになった場合。但し、条約または法
律により国内または国外で出願公開または登録公告
等により、その考案が第4条第1項各号のいずれか1

つに該当するようになった場合は除く。 

2.実用新案登録を受けることができる権利を持った
者の意思に反してその考案が第4条第1項各号のいず
れか1つに該当するようになった場合 

②第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、
実用新案登録出願時、実用新案登録出願書にその趣旨
を記載し、これを証明することができる書類を実用新
案登録出願日より 30 日以内に特許庁長に提出しなけ
ればならない。 

 

第7条(先出願)   

①同一の考案について異なった日に2以上の実用新案
登録出願がある時には、先に実用新案登録出願した者
のみがその考案について実用新案登録を受けること
ができる。 

②同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出
願がある時には、実用新案登録出願人の協議により定
められた一人の実用新案登録出願人のみがその考案
について実用新案登録を受けることができる。協議が
成り立たないか、または協議をすることができない時
には、いずれの実用新案登録出願人もその考案につい
て実用新案登録を受けることができない。 

 

③実用新案登録出願された考案と特許出願された発
明が同一の場合であって、その実用新案登録出願と特
許出願が異なった日に出願されたものである時には
第1項の規定を準用し、その実用新案登録出願と特許
出願が同日に出願されたものである時には第2項の規
定を準用する。 

④実用新案登録出願または特許出願が無効・取下また
は放棄されたり、拒絶決定や拒絶するという趣旨の審
決が確定された時は、その実用新案登録出願または特
許出願は、第1項ないし第3項の規定を適用するにお
いては、初めからなかったものとみなす。但し、第2

項後段(第 3 項の規定により準用する場合を含む)の規
定に該当し、その実用新案登録出願または特許出願に
ついて、拒絶決定または拒絶するという趣旨の審決が
確定した時には、この限りでない。 

 

⑤考案者または発明者でない者であって、実用新案登
録を受けることができる権利または特許を受けるこ
とができる権利の承継人ではない者がした実用新案
登録出願または特許出願は、第1項ないし第3項の規
定を適用するにおいては初めからなかったものとみ
なす。 

⑥特許庁長は第2項の場合には実用新案登録出願人に
期間を定めて協議の結果を申告することを命じ、その
期間内に申告がない時は、第2項の規定による協議は
成立しないものとみなす。 

 

第11条(｢特許法｣の準用)   

규정을 적용함에 있어서 제4조제1항 각 호의 어느 

하나에 해당하지 아니하는 것으로 본다. 

1. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 

의하여 그 고안이 제 4 조제 1 항 각 호의 어느 

하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 

따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 

등록공고된 경우를 제외한다. 

 

2. 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 

의사에 반하여 그 고안이 제 4 조제 1 항 각 호의 

어느 하나에 해당하게 된 경우 

②제 1 항제 1 호의 규정을 적용받고자 하는 자는 

실용신안등록출원서에 그 취지를 기재하여 

출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 

실용신안등록출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 

제출하여야 한다. 

 

제7 조 (선출원)  

① 동일한 고안에 대하여 다른 날에 2 이상의 

실용신안등록출원이 있는 때에는 먼저 

실용신안등록출원한 자만이 그 고안에 대하여 

실용신안등록을 받을 수 있다. 

② 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 

실용신안등록출원이 있는 때에는 

실용신안등록출원인 간의 협의에 의하여 정하여진 

하나의 실용신안등록출원인만이 그 고안에 대하여 

실용신안등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 

아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 

실용신안등록출원인도 그 고안에 대하여 

실용신안등록을 받을 수 없다. 

③ 실용신안등록출원된 고안과 특허출원된 발명이 

동일한 것으로서 그 실용신안등록출원과 

특허출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 

규정을 준용하고, 그 실용신안등록출원과 

특허출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 

규정을 준용한다. 

④ 실용신안등록출원 또는 특허출원이 무효ㆍ취하 

또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 

심결이 확정된 때에는 그 실용신안등록출원 또는 

특허출원은 제 1 항 내지 제 3 항의 규정을 적용함에 

있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 

제 2 항 후단(제 3 항의 규정에 의하여 준용되는 

경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 

실용신안등록출원 또는 특허출원에 대하여 

거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 

때에는 그러하지 아니하다. 

⑤ 고안자 또는 발명자가 아닌 자로서 

실용신안등록을 받을 수 있는 권리 또는 특허를 

받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 

실용신안등록출원 또는 특허출원은 제 1 항 내지 

제 3 항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 

없었던 것으로 본다. 

⑥ 특허청장은 제 2 항의 경우에는 

실용신안등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 

결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 이내에 신고가 

없는 때에는 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 

 

제11 조 (「특허법」의 준용) 
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実用新案登録要件及び実用新案登録出願に関して
は、｢特許法｣第33条から第35条まで、第37条、第
38 条、第 41 条、第 43 条 、第 44 条、第 46 条、第
47条、第51条、第52条及び第54条から第56条ま
での規定を準用する。 

 

第13条(実用新案登録拒絶決定)  

第15条の規定により準用される"特許法"第57条第
1 項の規定による審査官（以下"審査官"という）は実
用新案登録出願が次の各号のいずれか1つ(以下｢拒絶
理由｣という)に該当する場合には、その実用新案登録
出願について実用新案登録拒絶決定をしなければな
らない。 

1.第4条、第6条、第7条第1項ないし第3項、第3

条の規定により準用される｢特許法｣第 25 条または本
法第11条の規定により準用される｢特許法｣第44条の
規定により実用新案登録ができない場合 

 

2.第11条の規定により準用される｢特許法｣第33条第
1項本文の規定による実用新案登録を受けることがで
きる権利を持たないか、または同項但し書の規定によ
り実用新案登録を受けることができない場合 

 

3.条約の規定に違反した場合 

4.第8条第3項・第4項・第8項または第9条に規定
された要件を備えていない場合 

5. 第10条第1項の規定による範囲を超えた変更出願
の場合 

6..第 11 条の規定によって準用される｢特許法｣第 47

条第2項の規定による範囲を超えた補正の場合 

 

7．第 11条の規定により準用される｢特許法｣第52条
第1項の規定による範囲を超えた分割出願の場合 

 

 

第31条(実用新案登録の無効審判)  

①利害関係人または審査官は実用新案登録が次の各
号のいずれか1つに該当する場合には無効審判を請求
することができる。この場合、実用新案登録請求範囲
の請求項が2以上である時には、請求項毎に請求する
ことができる。但し、実用新案権の設定登録がある日
より登録公告日後3月になる日までは、次の各号(第5

号を除く)のいずれか 1 つに該当するという理由では
何人も請求することができる。 

 

1.第4条、第6条、第7条第1項ないし第3項、第8

条第3項・第4項または第3条の規定により準用され
る｢特許法｣第25条の各規定に違反した場合 

 

2.実用新案登録された後、その実用新案権者が第3条
の規定により準用される｢特許法｣第 25 条の規定によ
り実用新案権を享有することができない者になるか、
またはその実用新案登録が条約に違反する事由が発
生した場合 

3.条約の規定に違反し実用新案登録を受けることが
できない場合 

4.第 10 条第 1 項の規定による範囲を超えた変更出願
の場合 

실용신안등록요건 및 실용신안등록출원에 

관하여는 「특허법」 제 33 조부터 제 35 조까지, 

제 37 조, 제 38 조, 제 41 조, 제 43 조, 제 44 조, 

제46조, 제47조, 제51조, 제52조 및 제54조부터 

제56 조까지의 규정을 준용한다. 

 

제13 조 (실용신안등록거절결정)  

제 15 조의 규정에 따라 준용되는 「특허법」
제 57 조제 1 항의 규정에 의한 심사관(이하 

"심사관"이라 한다)은 실용신안등록출원이 다음 각 

호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 

해당하는 경우에는 그 실용신안등록출원에 대하여 

실용신안등록거절결정을 하여야 한다.  

1. 제 4 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항 내지 제 3 항, 

제3조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 제25조 

또는 이 법 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 

「 특허법 」  제 44 조의 규정에 의하여 

실용신안등록을 할 수 없는 경우 

2. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동항 

단서의 규정에 의하여 실용신안등록을 받을 수 

없는 경우 

3. 조약의 규정에 위반된 경우 

4. 제 8 조제 3 항ㆍ제 4 항ㆍ제 8 항 또는 제 9 조에 

규정된 요건을 갖추지 아니한 경우 

5. 제 10 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

변경출원인 경우 

6. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 

경우 

7. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

분할출원인 경우 
 
제31 조 (실용신안등록의 무효심판)  

①이해관계인 또는 심사관은 실용신안등록이 다음 

각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 

무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 

실용신안등록청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 

청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 실용신안권의 

설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3 월 이내에 

누구든지 다음 각 호(제 5 호를 제외한다)의 어느 

하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 

있다. 

1. 제 4 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항 내지 제 3 항, 

제8조제3항ㆍ제4항 또는 제3조의 규정에 의하여 

준용되는 「특허법」 제 25 조의 각 규정에 위반된 

경우 

2. 실용신안등록 후 그 실용신안권자가 제 3 조의 

규정에 의하여 준용되는 「특허법」  제 25 조의 

규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 

되거나 그 실용신안등록이 조약에 위반되는 사유가 

발생한 경우 

3. 조약의 규정에 위반되어 실용신안등록을 받을 

수 없는 경우 

4. 제 10 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

변경출원인 경우 
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5.第11条の規定により準用される｢特許法｣第33条第
1項本文の規定による実用新案登録を受けることがで
きる権利を持たないか、あるいは同法第 44 条の規定
に違反する場合 

6.第11条の規定により準用される｢特許法｣第33条第
1項但し書の規定により実用新案登録を受けることが
できない場合 

7.第11条の規定により準用される｢特許法｣第47条第
2項の規定による範囲を超えた補正の場合 

 

8.第11条の規定により準用される｢特許法｣第52条第
1項の規定による範囲を超えた分割出願の場合 

 

②第1項の規定による審判は実用新案権が消滅した後
にもこれを請求することができる。 

③実用新案登録を無効とするという審決が確定され
た時には、その実用新案権は初めよりなかったものと
みなす。但し、第1項第2号の規定により実用新案登
録を無効とするという審決が確定された時には、実用
新案権はその実用新案登録が同号に該当するように
なった時よりなかったものとみなす。 

④審判長は第1項の審判の請求がある時には、その趣
旨をその実用新案権の専用実施権者、その他の実用新
案登録に関して登録をした権利を持つ者に通知しな
ければならない。 

 

デザイン保護法(意匠法) 

2009.06.09 法律第9764号改正 

 

第8条(新規性喪失の例外)  

①デザイン登録を受けることができる権利を有した
者のデザインが第5条第1項各号又は第2号に該当す
ることになった場合、そのデザインはその日から6ヶ
月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに
対して同条第1項および第2項を適用するにおいては
同条第1項第1号又は第2号に該当しないものと見な
す。 

②第1項の規定の適用を受けようとする者は、デザイ
ン登録出願時にデザイン登録出願書にその旨を記載
して特許庁長に提出し、これを証明することができる
書類をデザイン登録出願日から 30 日以内に特許庁長
に提出しなければならない。但し、自己の意思に反し
てそのデザインが第5条第1項各号の1に該当するこ
とになった場合には、この限りでない。 

 

第14条(無権利者のデザイン登録出願と正当な権利者
の保護)  

デザイン創作者でない者であってデザイン登録を
受けることができる権利の承継人でない者(以下―無権
利者‖という)がしたデザイン登録出願が、第3条第1

項本文の規定によるデザイン登録を受けることがで
きる権利を有さない事由で第26条第1項第3号に該
当されデザイン登録を受けることができなくなった
場合には、その無権利者のデザイン登録出願後にした
正当な権利者のデザイン登録出願は、無権利者がデザ
イン登録出願したときにデザイン登録出願をしたも
のと見なす。但し、無権利者がデザイン登録を受ける
ことができなくなった日から30日を経過した後に正

5. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동법 

제44 조의 규정에 위반된 경우 

6. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제 33 조제 1 항 단서의 규정에 의하여 

실용신안등록을 받을 수 없는 경우 

7. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 

경우 

8. 제 11 조의 규정에 의하여 준용되는 「특허법」 

제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

분할출원인 경우 

② 제 1 항의 규정에 의한 심판은 실용신안권이 

소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 

③ 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 

때에는 그 실용신안권은 처음부터 없었던 것으로 

본다. 다만, 제 1 항제 2 호의 규정에 의하여 

실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 

때에는 실용신안권은 그 실용신안등록이 동호에 

해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 

④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 

취지를 그 실용신안권의 전용실시권자 그 밖에 

실용신안등록에 관하여 등록을 한 권리를 가진 

자에게 통지하여야 한다. 

 

디자인보호법 
법률 제9764 호, 2009. 6. 9, 일부개정 

 
제8 조 (신규성상실의 예외)  

①디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 

디자인이 제 5 조제 1 항제 1 호 또는 제 2 호에 

해당하게 된 경우 그 디자인은 그 날부터 6 개월 

이내에 그 자가 디자인등록출원한 디자인에 대하여 

동조제 1 항 및 제 2 항의 규정을 적용함에 있어서는 

동조제 1 항제 1 호 또는 제 2 호에 해당하지 아니한 

것으로 본다.  

② 제 1 항의 규정을 적용받고자 하는 자는 

디자인등록출원시 디자인등록출원서에 그 취지를 

기재하여 특허청장에게 제출하고 이를 증명할 수 

있는 서류를 디자인등록출원일부터 30 일이내에 

특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 자기의 

의사에 반하여 그 디자인이 제 5 조제 1 항 각호의 

1 에 해당하게 된 경우에는 그러하지 아니하다.  
 

제 14 조 (무권리자의 디자인등록출원과 정당한 

권리자의 보호) 

디자인 창작자가 아닌 자로서 디자인등록을 받을 

수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 

"무권리자"라 한다)가 한 디자인등록출원이 

제 3 조제 1 항 본문의 규정에 따른 디자인등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 

제26조제1항제3호에 해당되어 디자인등록을 받지 

못하게 된 경우에는 그 무권리자의 

디자인등록출원후에 한 정당한 권리자의 

디자인등록출원은 무권리자가 디자인등록출원한 

때에 디자인등록출원한 것으로 본다. 다만, 

무권리자가 디자인등록을 받지 못하게 된 날부터 
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当な権利者がデザイン登録出願をした場合には、この
限りでない。 

 

第15条(無権利者のデザイン登録と正当な権利者の保
護)  

第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受け
ることができる権利を有しなかった事由で、そのデザ
イン登録に対する取消決定又は無効にするという審
決が確定された場合には、そのデザイン登録出願後に
した正当な権利者のデザイン登録出願は、取消し又は
無効になったその登録デザインのデザイン登録出願
時にデザイン登録出願したものと見なす。但し、取消
決定又は審決が確定された日から30日を経過した後
にデザイン登録出願をした場合には、この限りでな
い。 

 

第16条(先出願)  

①同一又は類似したデザインに対して異なった日に2

以上のデザイン登録出願があるときには、先にデザイ
ン登録出願した者だけがそのデザインに関してデザ
イン登録を受けることができる。 

②同一又は類似したデザインに対して同じ日に2以上
のデザイン登録出願があるときには、デザイン登録出
願人の協議によって定められた一デザイン登録出願
人のみがそのデザインに対してデザイン登録を受け
ることができる。協議が成立しなかったり協議をする
ことができないときには、どのデザイン登録出願人も
そのデザインに対してデザイン登録を受けることが
できない。 

③デザイン登録出願が無効・取下・放棄又は拒絶決定
若しくは拒絶するという趣旨の審決が確定されたと
きには、そのデザイン登録出願は第1項及び第2項の
規定を適用するにおいては最初からなかったものと
見なす。但し、第2項後段に該当し、そのデザイン登
録出願に対して拒絶決定若しくは拒絶するという趣
旨の審決が確定されたときには、この限りでない。 

④デザインを創作した者でない者として、デザイン登
録を受けることができる権利の承継人でない者が行
ったデザイン登録出願は、第1項及び第2項の規定を
適用するにおいては最初からなかったものと見なす。 

⑤特許庁長は、第2項の場合にはデザイン登録出願人
に期間を定めて協議の結果を届け出ることを命じ、そ
の期間内に届け出がないときには第2項の規定による
協議は成立されなかったものと見なす。 

 

 

第26条(デザイン登録拒絶決定)  

①審査官は、デザイン登録出願が次の各号のいずれか
一つに該当する場合には、デザイン登録拒絶決定をし
なければならない。 

1. 第4条の24、第5条から第7条まで、第9条第6

項、第 10 条、第 11 条、第 11 条の 2、第 12 条、第
16 条第 1 項及び第 2 項によりデザイン登録ができな
い場合 

2.削除 

3.第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受け
ることのできる権利を有しなかったとか、同条同項但
書きの規定によりデザイン登録を受けることができ

30 일을 경과한 후에 정당한 권리자가 

디자인등록출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.  

 

제15조 (무권리자의 디자인등록과 정당한 권리자의 

보호)  

제 3 조제 1 항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 그 

디자인등록에 대한 취소결정 또는 무효로 한다는 

심결이 확정된 경우에는 그 디자인등록출원후에 한 

정당한 권리자의 디자인등록출원은 취소 또는 

무효로 된 그 등록디자인의 디자인등록출원시에 

디자인등록출원한 것으로 본다. 다만, 취소결정 

또는 심결이 확정된 날부터 30 일을 경과한 후에 

디자인등록출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. 

 

 
제16 조 (선출원 <개정 2001.2.3>)  

①동일 또는 유사한 디자인에 대하여 다른 날에 

2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 먼저 

디자인등록출원한 자만이 그 디자인에 관하여 

디자인등록을 받을 수 있다. 

②동일 또는 유사한 디자인에 대하여 같은 날에 

2 이상의 디자인등록출원이 있는 때에는 

디자인등록출원인의 협의에 의하여 정하여진 

하나의 디자인등록출원인만이 그 디자인에 대하여 

디자인등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 

아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 

디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 

디자인등록을 받을 수 없다. 

③ 디자인등록출원이 무효 · 취하 · 포기 또는 

거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 

때에는 그 디자인등록출원은 제 1 항 및 제 2 항의 

규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 

본다. 다만, 제 2 항 후단에 해당하여 그 

디자인등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 

취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.  

④디자인을 창작한 자가 아닌 자로서 디자인등록을 

받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 

디자인등록출원은 제 1 항 및 제 2 항의 규정을 

적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.  

⑤ 특허청장은 제 2 항의 경우에는 

디자인등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 

결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 

없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 

아니한 것으로 본다. 

 

제26 조 (디자인등록거절결정)  

①심사관은 디자인등록출원이 다음 각 호의 어느 

하나에 해당하는 경우에는 디자인등록거절결정을 

하여야 한다.  

1. 제 4 조의 24, 제 5 조부터 제 7 조까지, 

제 9 조제 6 항, 제 10 조, 제 11 조, 제 11 조의 2, 

제 12 조, 제 16 조제 1 항 및 제 2 항에 따라 

디자인등록을 할 수 없는 경우 

2. 삭제 

3. 제 3 조제 1 항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 

단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는 
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ない場合 

4.条約の規定に違反した場合 

5.類似デザイン無審査登録出願が次の各目のいずれ
か一つに該当する場合 

イ.類似デザイン登録されたデザイン又は類似デザイ
ン登録出願されたデザインを基本デザインとして表
示した場合 

ロ.基本デザインのデザイン権が消滅された場合 

ハ.基本デザインに関するデザイン登録出願が無効・取
下・放棄されたりデザイン登録拒絶決定が確定された
場合 

ニ．類似デザイン無審査登録出願人が基本デザインの
デザイン権者又は基本デザインに関するデザイン登
録出願人と異なる場合 

ホ.類似デザイン無審査登録出願されたデザインが基
本デザインに類似しない場合 

②第1項の規定にかかわらず、デザイン無審査登録出
願に対しては第5条、第 7条、第 16条第 1項・第 2

項の規定は、これを適用しない。但し、デザイン無審
査登録出願されたデザインが、第5条第1項本文の規
定による工業上利用することができないものであり、
又は第 5 上第 2 項の規定中、国内で広く知られた形
状・模様・色彩又はこれらの結合により容易に創作す
ることができるものである場合には、デザイン登録拒
絶決定をしなければならない。 

③審査官は第 23 条の 5の規定による情報および証拠
の提供があるデザイン無審査登録出願に対しては、第
2項の規定に関わらす、その情報及び証拠に基づき第
1項の規定によりデザイン登録拒絶決定をすることが
できる。 

 

第68条(デザイン登録の無効審判)  

①利害関係人又は審査官は、デザイン登録が次の各号
のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求
することができる。この場合、第 11 条の 2 により複
数デザイン登録出願されたデザイン登録に対しては、
デザインごとに請求することができる。 

1. 第4条の24、第5条、第6条、第7条第1項、第
10条及び第16条第1項・第2項に違反した場合 

2.第3条第1項本文の規定によるデザイン登録を受け
ることができる権利を有しなかったり、同条同項但書
きの規定よりデザイン登録を受けることができない
場合 

3.条約に違反した場合 

4.デザイン登録された後、そのデザイン権者が第4条
の 24 によりデザイン権を享有することができない者
となったり、そのデザイン登録が条約に違反した場合 

 

②第1項の規定による審判は、デザイン権の消滅後に
もこれを請求することができる。 

③デザイン登録(類似デザインのデザイン登録を除
く。)を無効にするという審決が確定されたときには、
そのデザイン権は最初からなかったものと見なす。但
し、第1項第4号の規定によってデザイン登録を無効
にするという審決が確定されたときには、デザイン権
はそのデザイン登録が同号に該当することになった
ときからなかったものと見なす。 

④基本デザインのデザイン登録を無効にするという

경우 

4. 조약의 규정에 위반된 경우 

5. 유사디자인무심사등록출원이 다음 각 목의 어느 

하나에 해당하는 경우 

가. 유사디자인등록된 디자인 또는 

유사디자인등록출원된 디자인을 기본디자인으로 

표시한 경우 

나. 기본디자인의 디자인권이 소멸된 경우 

다. 기본디자인에 관한 디자인등록출원이 무효·취하
·포기되거나 디자인등록거절결정이 확정된 경우 

 
라. 유사디자인무심사등록출원인이 기본디자인의 

디자인권자 또는 기본디자인에 관한 

디자인등록출원인과 다른 경우 

마. 유사디자인무심사등록출원된 디자인이 

기본디자인에 유사하지 아니한 경우 

② 제 1 항의 규정에 불구하고 

디자인무심사등록출원에 대하여는 제 5 조, 제 7 조, 

제 16 조제 1 항·제 2 항의 규정은 이를 적용하지 

아니한다. 다만, 디자인무심사등록출원된 디자인이 

제5조제1항 본문의 규정에 따른 공업상 이용할 수 

없는 것이거나 제 5 조제 2 항의 규정 중 국내에서 

널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 

의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 경우에는 

디자인등록거절결정을 하여야 한다.  

③심사관은 제 23 조의 5 의 규정에 따른 정보 및 

증거의 제공이 있는 디자인무심사등록출원에 

대하여는 제 2 항의 규정에 불구하고 그 정보 및 

증거에 근거하여 제 1 항의 규정에 따라 

디자인등록거절결정을 할 수 있다.  

 

제68 조 (디자인등록의 무효심판)  

①이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각 

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 

청구할 수 있다. 이 경우 제 11 조의 2 에 따라 

복수디자인등록출원된 디자인등록에 대하여서는 각 

디자인마다 청구할 수 있다.  

1. 제 4 조의 24, 제 5 조, 제 6 조, 제 7 조제 1 항, 

제10 조 및 제16 조제1 항·제2 항에 위반된 경우 

2. 제 3 조제 1 항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 

받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 

단서의 규정에 의하여 디자인등록을 받을 수 없는 

경우 

3. 조약에 위반된 경우 

4. 디자인등록된 후 그 디자인권자가 제4조의24에 

따라 디자인권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 

디자인등록이 조약에 위반된 경우 

 

②제 1 항의 규정에 의한 심판은 디자인권이 소멸된 

후에도 이를 청구할 수 있다.  

③ 디자인등록(유사디자인의 디자인등록을 

제외한다)을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 

그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 

제1항제4호의 규정에 의하여 디자인등록을 무효로 

한다는 심결이 확정된 때에는 디자인권은 그 

디자인등록이 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 

것으로 본다.  

④ 기본디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 
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審決が確定されたときには、その類似デザインのデザ
イン登録は無効になる。 

⑤類似デザインのデザイン登録を無効にするという
審決が確定されたとき又は第4項の規定によって類似
デザインのデザイン登録が無効になったときには、類
似デザインのデザイン権は最初からなかったものと
見なす。但し、第1項第4号の規定によって類似デザ
インのデザイン登録を無効にするという審決が確定
されたときには、類似デザインのデザイン権はその類
似デザインのデザイン登録が同号に該当することに
なったときからなかったものと見なす。 

⑥審判長は、第1項の審判の請求があるときには、そ
の旨を当該デザイン権の専用実施権者その他デザイ
ンに関して登録をした権利を有する者に通知しなけ
ればならない。 

심결이 확정된 때에는 그 유사디자인의 

디자인등록은 무효로 된다.  

⑤ 유사디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 

심결이 확정된 때 또는 제 4 항의 규정에 의하여 

유사디자인의 디자인등록이 무효가 된 때에는 

유사디자인의 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 

본다. 다만, 제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 

유사디자인의 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 

확정된 때에는 유사디자인의 디자인권은 그 

유사디자인의 디자인등록이 동호에 해당하게 된 

때부터 없었던 것으로 본다. 

⑥심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 

취지를 당해 디자인권의 전용실시권자 기타 

디자인에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 

통지하여야 한다.  


