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第 2章 冒認商標の出願を防止するための事前の対応 
 

第 1節 韓国商標出願はいつするべきか 
 

結論から言えば、韓国ビジネスが予想される商品に対しては、日本に商標を出願す

ると同時に韓国にも商標を出願することが望ましい。理由は次のとおりである。 

 

1．冒認商標の予防の必要性 
 

日韓間のビジネス交流等が活発化している昨今、インターネットの発達により、多

くの日本企業の情報は、ほとんどリアルタイムで韓国の同種業者や消費者に伝達され

ている。すなわち、日本においてどのようなデザインの製品が流行し、どのようなブ

ランドが新たにランチングされ、その反応がどうか、どのような企業とどのような企

業が合併したのか等の日本関連情報は、ニュース、日本の流行を伝える個人ブログ、

日本商品を小規模で販売するインターネット小商店を通じて韓国に伝わっている。し

たがって、日本企業の立場から、自身の商標はいつでも、場合によってはまだ日本で

有名になる前であっても韓国において冒認商標が出願される可能性が存在する点に留

意すべきであろう。 

 

2．冒認商標ではない商標先占の拒絶予防 
 

自身の商標と同一または類似する商標が出願されていたとしても、もちろんすべて

が冒認商標であるということはなく、場合によっては、自身の商標とは無関係にその

ような商標が先占されている可能性がある。その結果、自身の商標を韓国に出願した

とき、このように韓国に適法に登録された他人の先出願/先登録商標によって拒絶され

ることもある。 

特に、韓国と日本は、共に漢字文化圏に属しており、日本企業の商標は韓国で拒絶

される可能性が他の国に比べて高い点に留意すべきである。 

韓国に商標を出願したとき拒絶される可能性は、商標の構成によって差異がある。

商標を構成する字を基準として区分すると、おおむね、以下のような類型となる。 

 

[表 8] 日本企業が韓国に出願する商標の文字の構成類型 

番号 商標の類型 同一類似商品が存在する可能性 

1 漢字商標 高い 

2 ひらがな商標 低い 

3 カタカナ商標 低い 

4 漢字とかなの結合商標 低い 

5 英語単語商標 高い 

6 英語造語商標 高い 

7 日本語発音を英語で表示した商標 高い 

8 文字がない図形商標 低い 
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これら商標の類型のうち、ひらがな商標やカタカナ商標、漢字とかなの結合商標及

び文字がない図形商標は、韓国において先登録商標と類似するとの理由により拒絶さ

れる可能性は高くない。すなわち、韓国の審査実務は、基本的に韓国需要者が日本語

のひらがなやカタカナをよく把握できず、その意味を把握することが困難であるとの

前提の下で商標の類否を判断する。その結果、日本語のひらがなやカタカナを商標の

核心要部とする商標は、たとえ同一または類似する発音のハングル、英文商標が韓国

に先登録/先出願されていても、商標登録を受けることができる可能性が高い。日本企

業の立場から、ひらがなとカタカナで表示された商標は、韓国で先占される可能性が

少なく、商標出願を急ぐ必要性が他の商標に比べて比較的少ないといえる。 

 

しかし、英語で表記された商標と漢字商標は、事情が異なる。特に漢字商標の拒絶

可能性は高く、韓国では、少なくとも 2 音節以上の漢字から構成された商標に対して、

漢字商標の発音だけでも同一または類似すれば、同音異義漢字であるかを問わず、す

べて類似するものと扱っている。さらに英語で表記された商標のうち、日本語発音を

英語で表記した商標は、英語圏の国と比べて韓国において意図しない先登録商標があ

る可能性が高い。日本語発音と類似する韓国語の単語が多いため、互いに何ら関係が

ない商標であっても「呼称」が同一または類似している場合、拒絶を避け難い事例が

現われる。例えば、「KUROMI+図形」から構成された日本企業の商標が「꾸러미(KUROMI

のハングル表記+図形」で構成された韓国の先登録商標によって拒絶された事例がある

が、「꾸러미」は「一つに縛って包んだ物」を意味する純粋な韓国単語であって、観念は

まったく異なるが、その発音は「KUROMI」と極めて類似する。このように、英語で表

記した商標と漢字商標は可能な限り早く韓国にも出願することが望ましい。 

 

3.適法に登録された韓国先登録商標による拒絶事例の分析 
 

大まかな調査結果によると、日本企業の韓国出願商標が拒絶される理由は、下表の

とおりである。日本企業商標が抱える拒絶理由の特殊性を調べるため、日本語商標が

持つ特殊性を反映している商標、すなわち漢字、ひらがな、カタカナを含んでいる商

標のみを分析対象とした9。 

  

                                                   
9 審決日が 2008.01.01～2013.10.31 である特許審判院の拒絶決定不服審判事件のうち、出願人

が日本企業である事件 860 件を抽出し、このうち 1)漢字商標、2)カタカナまたはひらがな商標、

3) 漢字とカタカナまたはひらがなの結合商標、4) 日本語発音を英語で表した商標をさらに抽

出した結果、 45件が選定された。 
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冒認商標と

疑われる商

標 2件 

適法登録さ

れた商標 

 27件 

識別力な

し 16件 

先登録商

標と類似

29件 

 

[表 9] 日本企業の韓国商標出願の拒絶理由の分析結果 

 

 

 

 

拒絶理由 件数 

分析対象全体 45 

識別力なし 16 

先登録商標と類似 29 

 

 

上記[表 9]によると、日本企業の韓国商標出願のうち、先登録商標と類似するとの

理由で拒絶された 29 件のうち冒認商標と疑われる商標は 2 件に過ぎなかった。結局、

全体の 45 件のうち 43 件は、冒認商標と無関係な理由により韓国特許庁において拒絶

決定されている。 

 

すなわち、自身の商標が冒認ではなかったとしても、韓国に自身の商標と類似する

商標が先に出願される可能性があり、英語で表記する商標や漢字が含まれた商標、漢

字からなる商標は、特に類似する商標が出願または使用される確率が韓国は他の国に

比べてかなり高いため、このような類型の商標は、韓国商標出願を可能な限り早く行

なう必要があるといえる。 

 

 そこで、次節では、日本企業が出願するに当たっての注意点を紹介する。 

  

先登録商標の類型 件数 

冒認商標と疑われる商標 2 

適法登録された商標 27 

先登録商標の

類型は？ 
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第 2節 韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い 
 

商標の類否を区別する三大要素、すなわち商標の外観、呼称、観念のうち、韓国で

最も重視されるのは「呼称」である。そして、日本企業の韓国出願商標が先登録商標

と類似するとの理由で拒絶される場合、ほとんどが「呼称類似」が拒絶理由となる。 

 

注意すべきは、日本商標の呼称を決定する基準は、日本需要者ではなく韓国需要者

である点である。日本語は、韓国では第 2 外国語であるが、韓国需要者が最もよく知

っている第 2 外国語でもある。日本語を理解する韓国需要者は、日本商標に含まれて

いる漢字を日本式でも韓国式でも読むこともできる。 

 

例えば「生源」という漢字は、日本式の発音「SEIGEN」と称することもできるが、

韓国式に「SAENGWON」と発音することもできる。日本企業が「生源」という漢字商標

を韓国に出願し、「SEIGEN」という英語表記商標が他人によって既に韓国で登録され

ていると仮定してみよう。韓国特許庁はかかる状況において果して漢字商標「生源」

と英文字商標「SEIGEN」が互いに呼称が類似すると判断するだろうか。または

SAENGWON のハングル「생원」または「SAENGWON」と発音される他の漢字商標、例えば

「生員」商標は「生源」商標と類似すると判断されるだろうか。 

 

また、英語「pigeon」を表す日本語カタカナ「ピジョン」は、韓国需要者に

「pigeon」と呼称され得るか、さらにはこのカタカナが「鳩」を意味するということ

を認識することができるだろうか。 

 

日本企業の立場から、日本語が韓国需要者にどのように認識され、また呼称される

かを理解することは、商標のネーミングにも重要であるばかりでなく、自身の商標が

韓国で登録を受けることができるかを調査するに際しても十分理解しておく必要があ

る。このため、上記で分析した 45 件の拒絶決定不服審判事件の拒絶理由、審判請求理

由、特許審判院の判示内容をさらに詳しく分析し、紹介したい。 

これら 45 件の商標出願は、すべて日本企業が出願した商標であって、日本語商標の

特徴を有しており、特許庁から拒絶決定され、特許審判院に拒絶決定不服審判を請求

して請求の当否について判断を受け、該当の特許審判院の審決が確定した事件である。 
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韓国需要者は日本語カタカナを読ん

で意味を理解することができるか？ 
 

2.1. 韓国需要者は日本語のカタカナを読んでその意味を理解することがで

きるか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

韓国特許審判院は、一貫して「日本語のカタカナは韓国需要者が読むことは困難で

あり、その意味を把握し難い」と判断してきた。その結果、韓国特許審判院は、日本

語のカタカナ商標を単に「日本商標」とみなし、特別な事情がない限り、カタカナ商

標の日本式発音を韓国の先行商標の呼称と比べたり、カタカナ商標の意味を把握して

これに基づいて識別力の有無を判断したり、またはその観念を先行商標の観念と比べ

ることはしない。 

 

一方、分析対象の特許審判院審決の中には、日本語カタカナを韓国需要者が読むこ

とでき、その意味を把握することができることを前提とする事件もあるが、これは例

外的なものと認められ、該当の日本語商標が既に韓国需要者に知られていたという事

日本語カタカナのみからなる文字商標は、韓国

の日本語普及水準を考慮すると、国内一般需要

者や取引者がその意味や観念を理解できず、知

らない日本語の文字、あるいは符号や文字図形

程度として認識する場合が一般的である。 

事例 01 
 は英文字「COOL BATHCLEAN」の日本語

音訳であることを認識すると認められない。 

事例 02 が英語「Marine Foods」の音訳であることを認

識することは困難である。 

 

事例 03  は仏語「Terroir」に相当する標章として認

識することはできない。 

事例 04 を見て直ちに英文字「PIGEON」を認識することは

困難である。 
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情が反映されたように思われる。 

 

[事例 05] 出願商標 指定商品/サービス業 

出願内訳 

(45-2006-

0001297)  

[第 9類]野球ゲーム用ダウンロード可能な

家庭用テレビゲーム玩具のゲームプログラ

ム 

特許審判院

の判断 

(請求棄却) 

[2007ウォ

ン 11784] 

「実況」と「野球」は中高等学校で教育される水準の漢字であって、

比較的に易しい漢字であるため、需要者が意味を容易に認識することが

できる。そして、中央に表記された日本語文字「パワフルプロ」は英文

字「powerful、pro」を日本語文字で表記したものであって、「パワフ

ルプロ」と呼称され、今日日本語は中高等学校で教育されている外国語

であって、また日韓間の国際交流の増加により日本語に対する基礎的な

認知水準を備えた需要者の幅は相当に広く、またネイバー、ヤフー、ダ

ウム、エムパス等のインターネットポータルサイトで提供される電子ゲ

ーム関連情報、ニュース、ショッピングモールの商品紹介内容には「実

況パワフルプロ野球」 のタイトルの下に「野球ゲーム用電子ゲームソ

フトウェア」製品と共に本事件出願商標サービス標が「実況パワフルプ

ロ野球」等の例のように、多数紹介されている取引実情を考慮してみる

と、一般需要者や取引者は上記の日本語文字部分の意味を容易に認識す

るといえる。 

 

また、 (出願商標)vs (先登録商標)が互いに類似するかが

争点であった事件において、審判請求人である日本企業は、両商標の呼称が同一であ

ると自ら判断し、先登録商標 WILSON と衝突すると指摘された商品を審判請求時に自

発的に削除してしまった10。 

  

                                                   

10 上記[事例 04]の“  vsPIGEON”事件と事実上争点が同一という点において、特許審

判院で「商標非類似」主張を展開すれば受け入れられた可能性もあったと思われる。 
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日本語発音を英語で表記した標章を日本

語として認識して意味が分かるか？ 

2.2. 日本語の発音を英語で表記した標章を韓国需要者が日本語として認識

し、その意味を把握することができるか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の 3 つの事例において、「KASEI」が漢字「化成」の英語表記であって、業種を

表す慣用的な名称であるとの事実は、両商標の類否を判断時に全く考慮されなかった。

「KASEI」が慣用名称と認めらていたら、[事例 06]事件の結論は、[事例 07]と同様に

「先登録商標 ASAI と呼称が類似する」とされた可能性がある。「KASEI」が業種を表

す慣用的な名称である以上、「ASHAIKASEI」が分かち書きなしに表記されていたとし

ても、商品の出処を表す要部は「ASAHI」と認められたはずであり、そうであるなら、

先登録商標「ASAI」と呼称が極めて類似すると判断されたはずである。結局、韓国に

おいて、単に分かち書きの有無により「ASAHIKASEI」と「ASAI」の類似判断が異なっ

たのは、韓国需要者が「KASEI」が漢字「化成」の英語表記として業種を表す慣用的な

名称であることを知らないという前提の下で両商標の類否を判断したためである。上

記のとおり、韓国需要者が「日本語の発音をそのまま英語で表記した商標」を見て、

その意味を理解することができないという前提は、上記[事例 08]にもそのまま反映さ

れている。「 KASEI」が業種の表示であることを理解する需要者であれば、

日本語の発音をそのまま英語で表記した商標は、韓国

需要者に特別な意味がないアルファベットの連続的配

列として認識されるに過ぎない。 

事例 06 
「ASAHIKASEI」の各部分が何らかの意味を持つとはみな

し難く、全体として呼称される。したがって、先登録商

標「ASAI」と呼称が互いに異なる。 

事例 07 
「ASAHI KASEI」は外観上「ASAHI」と「KASEI」に分離し
て認識される。したがって 「아사이」(ASAI のハングル表
記)と類似する。 

事例 08 「ASAHI KASEI」は と類似する。 
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「ASAHIKASEI」と  をそれぞれ「KASEI」と略称することはないといえ、

その結果、両商標により商品出処の混同が起こることも想像し難いためである11。 

 

「日本語を英語で表記した商標」に対する上記のような態度は、下記の事例でもそ

のまま現われている。 

 

[事例 09] 出願商標 指定商品/サービス業 

出願内訳 

(国際登録 

876272)  

[ 第 9 類 ]Component parts for 

copying machines and printers for 

computers 外 

特許審判院の判

断 

(請求棄却) 

[2008ウォン

5811] 

国内の一般需要者の平均的な日本語知識水準 を勘案すると、アル

ファベットのみからなる「SEIKO」を容易に「精密工業」の略語であ

る「精工」の日本式発音であると直感することは難しい点、

「SEIKO」が精密工業といえる「時計」等を指定商品として 1980年

代から登録され、広く使用されている点等を総合的に判断してみる

と、請求人が主張するとおり「SEIKO」が識別力がない単語であると

断定することは難しいといえる… 

本事件出願商標/サービス標は、構成部分を分離観察した時、取引

上、不自然と思われるほどに不可分的に結合されておらず、分離し

て観察され得るところ、これをそれぞれ分離して観察する時、語頭

部分の「DAI-ICHI」と語尾部分の「SEIKO」に区分されるといえ、全

体的に「DAI-ICHI SEIKO」で呼称・観念され得るとはいえ、簡易迅

速を要する取引社会の実情を考慮すると、そのうちの一要部である

「DAI-ICHI」または「SEIKO」と簡略に略称して呼称・観念されると

いえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 ただし、本事件の結論は、特許審判院の日本語商標に対する基本的態度にも拘らず、少々

首肯しがたい面がある。特許審判院の最近の傾向である「全体観察重視」からみると、このよ

うな判断が今も一般的になされるとみなすことは難しいと思われる。 
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[事例 10] 出願商標 指定商品/サービス業 

出願内訳 

(40-2007-

0039995) 

 

第 26 類 

特許審判院の判

断 

(請求棄却 ) 

[2008ウォン

6547] 

…標章のうち英字「MINNA NO TABO」は日本文字「 」

の英文表記であり、「皆のたあ坊」という意味を有し「MINNA」が

識別力がないと主張しているが、「MINNA」が辞書に「女性の名

前」と掲載されているに過ぎないため、指定商品等に関して独立し

て自他商品の出処を識別する機能が充分に可能であるといえる。 

 

一方、分析対象の特許審判院審決の中には、上記の事件とは異なり、日本語の英語

表記を韓国需要者が認識することができるとみなし、これを前提に商標の識別力を判

断した事例がある。しかし、この事例は例外的なものであって、該当の日本語は既に

韓国でもよく使用されてきた単語の英語表記という事情が反映されたに過ぎない。 

 

[事例 11] 出願商標 指定商品/サービス業 

出願内訳 

(45-2007-

0000013) 
 

[第 30類]菓子外 

[第 43類] 飲食提供業外 

特許法院 

(請求棄却) 

(2008ホ 11385) 

英文字のうち「mochi」部分は、[mo-chi]または[mo-zi]と発音さ

れ、これは「もち米を蒸して手や機械で作った餠を含む言葉」であ

る日本語の「もち」の発音と同一であるばかりでなく、上記の日本

語「もち」の英語式表記も「mochi」であるところ、上記のとおり

大福餠等を意味する日本語「もち」のハングル表記である「모찌」

が韓国の製菓店や餅販売業界でも同一の意味で広く使用されており

… 

 

 

  



19 

 

日本語のひらがなを読めてその意味を

把握することができるか？ 

2.3. 日本語のひらがなを韓国需要者が読めてその意味を把握することがで

きるか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

[事例 11]において、出願商標 は、ひらがなと漢字が結合されて構成され

ており、さらに漢字「名人」が韓国需要者にも非常に見慣れておりまた易しい漢字で

あるという点において、ひらがな「ふんわり」と漢字「名人」は韓国需要者から分離

して認識され得ると認められた。その結果、出願商標の と先登録商標

が対比されたが、特許審判院は両商標の呼称は比較せず、単にひらがなの構成

が同じであるという点をあげて「外観類似」を認めた。 

 

上記のように、ひらがなが含まれた商標の類否を判断するにおいて、韓国特許審判

院は、カタカナと同様に、一般需要者が該当のひらがなの意味を引く前には理解し難

いものとみている。 

ひらがなで書かれた商標を比較するとき、文字の構成が同一で

あれば、外観が類似するといえるが(呼称が類似するとはいえな

い)、韓国需要者がその意味を把握することは難しい。  
 

事例 11 
と  は互いに外観が類似する。 

事例 12 とひらがな「きんのぶた」は「黄金の豚」という

意味ではあるが、国内需要者はその意味を直観的に認識

することはできない。  

事例 13 
のひらがな部分 を見て、漢字「年

輪」の日本語表記であることを理解できる韓国需要者は

極めて少数である。 
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しかし、上のような判断基準をそのまま適用すると、公平性に深刻な問題が生じる

場合があり得るが、それを指摘した代表的なものに  事件がある。 

事件を整理すれば下表のとおりである。 

 

[事例 14] 登録商標 日本企業の商標 

商標 

 
(히요꼬は HIYOKOのハングル表記) 

 

商品 [第 30類] 乾菓子外 乾菓子外 

特許法院の判断 

(請求認容(無効)) 

[2005ホ 11049] 

被請求人は、本事件登録商標は比較対象商標 1と外観が異なり、

国内の一般需要者は比較対象商標 1を「ヒヨコ」と称することはで

きず、観念も連想することは困難であり、比較対象商標 1と同一ま

たは類似する商標ではないため、本事件登録商標は商標法第 7条第

1項第 12号に該当しないと主張する… 

商標の同一・類似性を国内の一般需要者を基準に判断するように

なると、アルファベットで表示された文字商標とアルファベット以

外の他の文字で表示された文字商標を、合理的な根拠なしに差別す

る不当な結果が生ずる可能性がある点、属地主義の原則は、商標法

第 7条第 1項第 12 号に該当するため他の要件である「不正な目的

をもって使用する商標」に該当するか否かに対する解釈、適用を通

じて達成され得る点等の多くの事情を総合してみると、日本の一般

需要者が呼称する比較対象商標 1の呼称を、ハングルと英語で音訳

して構成された本事件登録商標は、比較対象商標 1の呼称と同一で

あり、そのため、両商標は全体的に類似する標章であるといえ、被

請求人の上記の主張は理由がない。 

 

上記[事例 14]において、特許審判院は、無効審判請求人の請求を棄却したが、特許

法院は、審判請求人の先使用商標が日本で広く知られているという事実に基づいて、

「히요꼬 HIYOKO」が日本先使用商標「 」を模倣した商標であると認めた。 
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漢字からなる商標を韓国需要者はどのように

読むのか？日本式漢字を理解するのか？ 

2.4. 漢字からなる商標を韓国の需要者はどのように認識するのか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

韓国と日本は、共に漢字文化圏に属しており、一部の日本式漢字を除き使用する漢

字も同一である。しかし、漢字の読み方は互いに異なる点に注意が必要である。漢字

が同じであっても韓国と日本の需要者は互いに異なって読んでいる。韓国において漢

字の呼称を定める基準は、韓国式漢字読みである。したがって韓国式漢字読みにより

呼称が同一または類似するすべての 2 字以上の漢字商標は、漢字が互いに異なる同音

異義語として使用されているとしても、互いに類似する商標としてみなされる可能性

が高い。 

 

 

 

漢字商標は日本商標であっても韓国商標であって同一に取扱

う。すなわち、韓国式で読み、その意味も韓国で通用する意

味として理解される。 

事例 15 
太白は韓国地方行政区域である太白市の“太白”地域を

意味するため、顕著な地理的名称に該当する。  

事例 16 
 は先登録商標“生元”と呼称が類似する(漢字“生

源”と“生元”は韓国で発音が同一である)。 
 

事例 17 は先登録商標 と呼称が類似する。 

事例 18 
は先登録商標 と呼称が類似す

る。(漢字“日信”と“一信”は韓国で発音が同一であ

る)。 
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日本式の漢字を韓国需要者が認識できる

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

日本式漢字は、韓国で広く使用されている漢字ではないが、ほとんどが「略字」の

形態であって、ある程度知られている。このような事情を反映して、 のようによく

使用される漢字の場合、その略字も韓国の需要者がその音と訓が理解できると認めら

れる。 

一方、 は韓国では「櫻」として使用される漢字であって、 がたとえ「櫻」

の代わりに使用される漢字であっても、韓国の一般需要者の立場からは分かり難い漢

字に属する。12  

                                                   

12 ただし、本事例で特許審判院が“桃”が難しい漢字にであると判断した点について、直ちに

首肯する十分な根拠があるようには思われない。 

韓国では使用されない日本式の漢字がある。しかしこれら日

本式の漢字のうち、やさしい字は韓国の需要者が認識するこ

とができると思われるが、難しい日本式の漢字は認識するこ

とができないと思われる。これは韓国で使用する漢字の場合

にも同様である。 

事例 19 
 は漢字“劍”の略字であって、韓国の一般需要者の漢

字普及水準からみると、その意味が分かりにくい漢字で

はない。したがって“SWORD”と観念が類似する。 

事例 20 
から“山”を除く残りの 2 つの漢字である

“ ”と“桃”は、国内で使用されない日本式漢字で

あるか、または難易度が高く一般需要者が容易にその意

味を理解できない漢字である。 
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日本人デザイナーの名前の英文表記を見て

それが氏名と認識できるか？ 

 

2.5. 日本人デザイナーの氏名を英文字で表記した場合、その英文表記が日

本人の氏名と認識できるか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

日本人の氏名は、姓と名前で構成され、これを英文字で表記する場合、分かち書き

により姓と名前が区分される。そして、韓国需要者がこれを人の氏名と認識できない

場合、姓と名前はそれぞれ分離観察され、結局、それぞれが先登録商標と類似するか

が対比される。しかし、韓国需要者が該当の商標が氏名であることを認識し、その氏

名がファッション製品のデザイナーとしてよく知られている場合、該当商標は全体と

して認識され、また全体として呼称されると認められる。これは商標の類似判断に影

響を及ぼすことになるが、上記[事例 21]と[事例 22]は、全体として呼称されると認

められ、その結果、  は「YOUME APPAREL」と、 は と

それぞれ類似しないと判断された。 

 

 

 

日本人デザイナーの氏名を英文で表記した商標の場合、良く知

られている者であれば認識され得る。 

事例 21 
 国内の一般需要者や取引者は、“YUMI KATSURA”

に対して、その呼称による聴感により日本人の氏名であ

ることを困難なく認識できる。 

 

事例 22 

 本事件出願商標は、日本人デザイナーの氏名を

英文字で表記したものであって、全体として呼称され

る。したがって、先登録商標 と類似しな

い。 
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漢字とその漢字の日本発音に該当する

英文表記が結合された商標は、韓国需

要者はどう呼称するか？ 
 

2.6. 漢字の下に日本発音を英語で表記した商標の場合、韓国需要者はこの

漢字を英語表記に従って日本式で発音するか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

[事例 25]において、特許法院は出願商標 が先登録商標 と類似

しないと認めたが、出願商標の漢字部分 を韓国需要者が韓国の漢字発音

により[WON-GIL-JO-AM]と呼称されると判断した。 

漢字の下にその日本発音を表す英文が表示されているとしても、

韓国需要者が該当の漢字を韓国式に認識せずに日本発音に従って

呼称すると断定することはできない。 

 

事例 23 

 本事件出願商標は“チョンガウォンギルジ

ョアム”、“ウォンギルジョアム”、“ミナモトキチ

ョアン”、 “ミナモト”、 “キチョアン” 等に呼

称・観念される。 

事例 24 
本事件出願商標の漢字“山一”を

韓国需要者が“YAMAICHI”で呼称すると断定できな

い。したがって、先登録商標 と類似する。  
 

事例 25 

 本事件出願商標は“チョンガウォンギルジ

ョアム”、“ウォンギルジョアム”、“ミナモトキチ

ョアン”、 “ミナモト”、 “キチョアン” 等に呼

称・観念される。 
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[事例 24]においては、出願商標の漢字「山一」が韓国式に[SAN-IL]と発音され得る

と判断し、先登録商標 と科呼称が類似すると判断した。 

 

これらの事例は、すべて「漢字+漢字の英文表記」商標であるところ、当該英文表記

が日本語の発音であることを認めず、「漢字」部分を韓国の漢字発音で読むことによ

り判断したものであるが、該当の商標が「漢字の英文表記」により日本式に発音され

る可能性を否定するものではない。 

 

[事例 26] 登録商標 模倣対象商標 

商標 
 

 

商品 [第 29類] 冷凍豆外 酒店業 

特許法院の判断 

(2011 ホ 5861) 

日本においては同一な漢字でも発音を異にして使用される場合が

あり、商標に漢字を使用する場合、その漢字の発音を表すひらがな

または英文を併記する例が多く、かかる場合、その商標に対する呼

称は併記されたひらがなまたは英文の音による場合が多い…上記の

先使用サービス標は「笑笑」 部分の下段に併記されているひらが

な「わらわら」部分により「笑笑」の日本式発音で呼称され得ると

いえる。 
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2.7. 「漢字+ひらがな」(送り仮名)から構成された日本語の単語が「漢字」

と「ひらがな」に分離して観察されるか？ 
 

日本語の単語のうち、一つの単語が「漢字+ひらがな」（送り仮名）の構成を有する

場合が多い。これら商標が韓国に出願される場合、漢字とひらがなを全体として一つ

と認識し、また呼称するのか、あるいはひらがなと漢字をそれぞれ分離して、先登録

商標と対比するのであろうか。 

 

これに対しては、断定的に基準を定めることは難しい。なぜなら、易しい漢字であ

れば漢字はひらがなと独立して先登録商標と比較対象となる可能性は存在するが、漢

字が 1 字か 2 字以上か、易しい漢字か難しい漢字か、日本式の漢字か韓国で使用する

漢字か等により、商標の類似判断のための観察方法が変わることになるためである。 

 

これに対し、日本出願人の立場において、「漢字+ひらがな」が組合わされた商標を

韓国需要者に日本式で発音の認識をしてもらいたい場合には、「漢字+ひらがな」の下

に該当の日本発音の英語表記を併記することが考えらえる。しかし、これによっても、

上述 2.6のとおり、必ずしもそのとおりの称呼として認められない可能性がある。 

 

[事例 27] 出願商標 指定商品/サービス業 

出願内訳 

(41-2009-

0007044) 
 

第 43類 

特許審判院の判

断 

(請求認容) 

[2010ウォン

5926] 

韓国の一般需要者の日本語水準に照らして、日本語 部

分が、「イナギク」または「イナギック」と呼称され、「稲菊」等

の意味を有するものと認識するとみなし難いため、英文字

「INAGIKU」と呼称されて、その意味が分からない造語商標として

認識されると判断することが妥当である。したがって、4音節に過

ぎない英文字 が、特別な理由なく「INA」と「GIKU」に

分離観察される可能性は希薄であり、かつ後部の「GIKU」のみによ

り呼称されて認識はされないと判断される。 
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日本語単語の発音をハングルで表示した

商標を韓国需要者たちがこれを日本語で

認識してまた意味が分かるか? 

 

2.8. 日本語の発音をハングルで表示した商標を、韓国需要者が日本単語と

認識してその意味を把握することができるか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本語単語をハングルで表示した商標を見て韓国需要者が日本語

単語が持つ観念を連想することは難しい。 

事例 28 

 “아따까”が日本語“あたたか”の俗語で

ある“あったか”のハングル表記であるとしても、韓

国需要者がハングル“아따까”から“温み”等の観念を

連想することは難しい。 

 

  

事例 29 

 漢字の の日本語発音“らくらく”を

ハングルで表記したものである。しかし日本語水準等

に照らしてみると、本事件登録商標の指定商品である

ベッドの一般需要者や取引者が本事件登録商標を見て

「楽な、安楽な」等の意味を直感するとみなし難い。 
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第 3節 冒認商標の検索時に注意すべき事項 
 

韓国特許庁は、関連機関である特許情報院（KIPI）を通じて KIPRIS13システムをホ

ームページで提供している。これは、外国人も商標検索しやすいよう英語版の商標検

索ツールが用意されている。英語版商標検索方法に対しては、JETRO が発行した

「KIPRIS簡易マニュアル」14を参考にされたい。 

ただし、ここでの検索は、あくまでも荒調査としてとらえるべきであり、法的対応

をとる場合等には、必ず専門家に依頼して調査を行うべきである。 

 

3.1. キーワードの選択 
 

KIPRIS 検索ツールの「商標」フィールドにキーワードを入力する際、検索ツールが

認識できる文字はハングル、アルファベット、数字であり、日本語かなと漢字は認識

することができない。韓国式の漢字でも同様である。したがって、自身の商標と同一

または類似する商標が韓国に登録されているかどうかを知るためには、自身の商標の

「呼称」を定めて該当の呼称と同一または類似するハングル、アルファベット、数字

の組合せを通じてキーワードを決定しなければならない。 

 

3.1.1. 漢字商標 
 

商標類型 漢字商標 

検索時の

注意事項 

韓国において、漢字商標は、呼称が同一・類似の場合、互いに類似する

と認められる可能性が非常に高い。漢字商標が互いに呼称が異なっても

外観がきわめて類似していれば互いに類似すると認められることもある

が、その可能性は非常に低い。したがって、漢字商標は「呼称」を主と

して検索すべきである。 

例 検索キーワード 

「生源」 ハングル 

「생원 」 

漢字「生源」は韓国で「SAENGWON」と発音する。KIPRIS

で「商標」フィールドに「생원」を入力すると、

「생원」と発音されるすべてのハングル商標と、すべて

の漢字商標が検索される。 

 

 

 

 

アルファベット

「SAENGWON」 

 

 

アルファベット「SAENGWON」を KIPRIS の「商標」フィ

ールドに入力すると、「SAENGWON」を含む商標がすべて

検索され、分かち書きは無視される。すなわち「SAENG 

WON」「SAEN GWON」等がすべて検索される。しかし類似

する発音の他のアルファベットの組合せまでは検索され

ないので「SAENGWON」と類似する発音のアルファベット

の組合せを一つずつ検索する必要がある。 

 

                                                   
13 日本の IPDL に相当。http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 参照 
14 ジェトロソウル事務所 HP、http://www.jetro-ipr.or.kr/の「韓国特許情報の検索マニュ

アル」を参照 

http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.jetro-ipr.or.kr/
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アルファベット

「SEIGEN」 

「SEIGEN」をキーワードとして検索すると、英語

「SEIGEN」を含む商標が検索される。ただし、韓国で

は、上述のとおり、漢字「生源」とアルファベット

「SEIGEN」は特別な事情がない限り、称呼が異なり、

非類似の商標である。なお、有料検索ツール15では、

「SEIGEN」と発音される日本語漢字商標も検索できる

ものもある。 

 

3.1.2. 日本語かなで構成された商標 
 

商標類型 ひらがな商標：カタカナ商標 

検索時の

注意事項 

日本語ひらがなとカタカナは、特別な事情がない限り、審査実務上、韓

国需要者がその発音を知らないとみなされる。しかし、同一のひらがな

またはカタカナ商標が韓国に登録されている場合には、自身の商標が拒

絶されることがあるため、その観点での調査が必要である。しかし、現

在 KIPRIS の検索ツールは、ひらがな、カタカナに対する称呼検索を支

援しないため、KIPRIS を通じて検索ができない。ただし、有料検索ツー

ルを活用すればこれを検索することができる。この場合、例えば

「 」に対しそのハングル表記である「훈와리 」を検索すると

「 」を含む商標が検索される。 

 

3.1.3. 英語で構成された商標 
 

商標類型 英単語商標; 英語造語商標; 日本語発音を英語で表示した商標 

検索時の注意

事項 

アルファベットで構成された商標は、アルファベットを用いて検索す

ることができるが、さらに同一・類似の呼称のハングル商標も検索し

なければならない。 

例題 検索キーワード 

「WARAWARA」 
アルファベット

「WARAWARA」 

 

 

アルファベット「WARAWARA」をキーワードとして

選択すると、「WARAWARA」を含む商標がすべて検

索される。類似する商標を検索する場合は、

「WARAWARA」と同一・類似に発音され得るアルフ

ァベットの組合せをそれぞれキーワードとして検

索しなければならない。 

 

 

 

                                                   
15 韓国の代理人が使用する代表的な有料検索ツールとしては、“MARK 

PRO”(http://www.markpro.co.kr/)と、“BRANDLINK”(http://www.brandlink.co.kr/)があ

る。 ただし、これらの検索ツールを使用する場合、該当業社が提供する別途のソフトウェ

アを自身のコンピュータに設置が必要である。 

http://www.markpro.co.kr/
http://www.brandlink.co.kr/


30 

 

ハングル 

「와라와라」 

( 「 와라와라」 は

WARAWARA のハン

グル表記) 

ハングル「와라와라」を入力すると、ハングル

「와라와라」を含む商標が分かち書きに関係なくすべ

て検索される。しかし、類似する発音の商標は検

索されないので、類似発音のハングル表記をそれ

ぞれキーワードとして検索しなければならない。 

 

3.2. 商品分類の選択 
 

現在、韓国は日本と同様にニース 10 版により商品を分類している。検索対象範囲を

定めるために商品類を選択する場合、韓国の商品分類も基本的に日本の商品分類と同

一である。ただし、次の事項に注意を要する。 

 

① 類似群コード 

韓国特許庁が商品の類否を判断する基準は旧韓国分類である。類似群は、旧韓国分

類に由来し、ニース分類上、互いに異なる商品類に属している商品でも同一の類似群

に属している商品が相当に多い。例えば、商品「スポーツ衣類」は、類似群コード上

G430301 に属する商品であるが、G430301 に属する商品は第 6、9、19、25、27 類に渡

って分布している。したがって、正確な検索範囲を定めるためには、自身の商品が属

する類似群コードを確認し、該当の類似群コードの商品がどのような商品分類に含ま

れているのかを把握して「商品類」フィールドにすべて入力しなければならない。 

（なお、上述の「KIPRIS 簡易マニュアル」によると、ニース分類と旧韓国分類とを使

用するよう記載されているが、現在は、分類データ整備が完了し、基本的にニース分

類のみにより検索可能である。） 

 

② 日本商品分類と韓国商品分類の差 

 

多くはないが稀に同一商品に日本での商品分類と韓国での商品分類が異なる例があ

る。例えば、健康機能食品の場合、韓国は該当商品を「食品」とみなして第 29 類に分

類する一方、日本では第 5類に分類されることがある。 

 

3.3 . 類似判断 
 

商標の類似判断基準も日本と韓国は多くの点で差異がある。比較される商標が類似

するかは、韓国の商標専門家であっても毎回困難を経験する業務であるため、同一商

標ではない限り、韓国代理人の助言を聞くことが望ましい。 
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第 4節 韓国商標出願時に考慮すべき事項 
 

4.1. 韓国で出願することができる商標 
 

韓国商標法第 2 条第 1 項第 1 号によると、韓国で登録が許容される商標は次のとお

りである。 

 

▪記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを組合せるかこれらに色彩を組合せた

もの 

▪他のものと結合していない色彩または色彩の組合せ 

▪ホログラム 

▪動作その他視覚的に認識することができるもの 

▪音・においなど視覚的に認識することができないもののうち、記号・文字・図形ま

たはその他の視覚的な方法で写実的に表現したもの 

 

韓国は、「視覚的に認識できる商標」として、1)色彩のみの商標、2)動作商標、3)

ホログラム商標に対する商標登録を許容し、また、「視覚的に認識できないもの」で

あっても、「音」や「におい」などについて、特許庁が定める視覚的な方法でにより

出願すれば、商標登録を許容している。しかし、「音」や「におい」のように視覚的

に認識できない標章に対しては、韓国特許庁は、原則的に識別力を認めていない。す

なわち、「音」や「におい」の商標登録を受けようとする場合には、商標出願前に当

該商標を使用し、その結果、需要者が該当の音やにおいを特定人の商標として認識で

きるようになっているが必須要件となる。 

 

また、立体商標も商標出願前に「使用による識別力」が認められなければならない。

商品または商品の包装や容器の形状に関する立体商標を出願する場合、韓国特許庁の

改正された審査実務によると、識別力が認められ難いとされている。過去、1)立体的

形状に装飾や模様を加えたり 2)立体的形状に識別力のある文字を加える場合には、該

当の装飾や模様も文字の識別力により「立体商標」として登録することが可能であっ

たが、改正された審査基準によると、このような場合も識別力が否定される。そのた

め、上述の例と同様、「立体商標」として商標出願をする場合、商品形状(商品の包装

や容器の形状を含む。)自体について「使用による識別力」を獲得していることが求め

られる。 

 

一方、最近、判例により保護を受けることが可能とされた商標の類型として、「位

置商標」があり、注目されている。位置商標は、一般的には識別力を認められ難い簡

単な図形であっても、商品の特定位置に表示されるものに対して保護を受けることが

できる商標をいう。 

以下、事例について簡略に紹介する。 
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出願人 adidas AG は、2007 年 6月に以下の商標を出願した。 

 

No

. 

商標 出願

人 

出願番号 指定商品/分類 現況 

1 

 

adidas 

AG 

4020070031446 

2007-06-12 

(第 25 類) 

casual shoes、leisure 

shoes、training 

shoes、field and 

track shoes 

登録/0807382 

2009-11-26 

2 

 

adidas 

AG 

4020070031447 

2007-06-12 

(第 25 類) 

clothing、namely、T-

shirts、sweatshirts、

jackets and coats、

sports wear、leisure 

wear、casual jackets 

登録/0809508 

2009-12-21 

3 

 

adidas 

AG 

4020070031448 

2007-06-12 

(第 25 類) 

スポーツパンツ(sports 

pants)、レジャーパン

ツ(leisure pants)、カ

ジュアルパンツ(casual 

pants) 

登録/0809509 

2009-12-21 

4 

 

adidas 

AG 

4020070031449 

2007-06-12 

(第 25 類) 

スポーツシャツ

(shirts)、スポーツジ

ャケット、プルオーバ

ー(jackets and 

pullovers for 

athletics) 

公告 

 

上記商標は、すべて商品の形状を平面に表現しつつ、特定位置にアディダスを象徴

する 3 本の線(以下「3 本線」という)を表示しているが、商品形状を表示するに当た

り、3 本線は実線で表示する一方、他のアウトラインは点線で表示している。このう

ち上記 4の商標に対する大法院全員合議体判決の要旨を紹介する。 
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大法院 2012.12.20.言渡 2010 フ 2339 全員合議体判決 

出願商標 

 

指定商品 

[第 25類] スポーツシャツ

(shirts)、スポーツジャケ

ット、プルオーバー

(jackets and pullovers 

for athletics) 

判決の要旨 

「号・文字・図形のそれぞれ、またはその組合せが一定の形状や模様を

なし、かかる一定の形状や模様が、指定商品の特定位置に付着されること

により、自他商品を識別する標章」も商標の一つとして認められる(この

ような標章を以下「位置商標」という)…また、位置商標は一定の形状や

模様等がそのものとしては識別力を有しないとしても、指定商品の特定位

置に付着して使用されることによって商品に関する取引者及び需要者の大

多数に特定人の商品を表示するものと認識されるに至る場合、使用による

識別力を取得したものと認められ、商標として登録され得る。 

本事件出願商標(出願番号省略)は、右図のとおり 実線でない一

点鎖線で表示された上着形状の脇から腰までの位置に実線で表示された 3

本の太い線が付着している形態の標章からなっており、その標章のうち上

着形状部分と 3本の太い線部分が互いに確実に区分されている。また、そ

の指定商品はスポーツシャツ、スポーツジャケット、プルオーバーであっ

て、すべて上着類に属するため、実際の商品の脇から腰までの位置に上記

標章に図示されたような形態で一定の形状や模様が付着される。上記のよ

うな標章の全体的な構成及び標章の各部分に使用された線の種類、指定商

品の種類及びその特性等を勘案すると、本事件出願商標の原告の意思は、

上記のように指定商品の形状を表示する部分に対しては 3本の太い線が付

着した位置を表すための説明を付与したに過ぎないことを容易に認識でき

るといえる…。したがって、本事件出願商標は、3本の太い線を指定商品

の脇から腰までの位置に付着することによって自他商品を識別する位置商

標であり、上記一点破線部分は、本事件出願商標の標章自体の外形を成す

図形ではないとみなすことが相当である。 

 原審は、本事件出願商標は点線(原審は一点破線を点線で表している。)

に表示された運動服の上着模様の形状に脇から腰まで連結された 3本の太

い線が組合された図形商標であって、点線で表された運動服の上着模様の

形状は、その指定商品の一般的な形状を表したに過ぎず、自他商品の識別

力があるといえず、また「脇から腰まで連結した 3本の太い線」部分も独

立的な一つの識別力ある図形であるというよりは商品を装飾するための柄

の一つ程度と認識されるに過ぎず、識別力が認められないため、本事件出

願商標は商標法第 6条第 1項第 3号で定める技術的標章及び同項第 7号で

定めるその他識別力のない標章に該当するとの趣旨で判断した。 さら

に、原審はかかる商標の構成の把握に基づいて、本事件出願商標が商標法

第 6 条第 2項で定める使用による識別力を取得したといえないとの趣旨で

判断した。 

 上記のとおり、原審は、本事件出願商標の一点破線で表示された運動服
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の上着形状部分が標章自体の外形を成す図形であるとみなすという誤った

前提において、本事件出願商標の識別力の有無及び使用による識別力の取

得可否を判断した。 

かかる原審の措置には商標の識別力判断に関する法理を誤解して判決に

影響を及ぼした違法がある。この点を指摘する上告理由の主張は理由があ

る。 

 

上記大法院判例から分かるように、位置商標を出願するためには、1)商品の形状全

体と自身の商標がどこにどのように表示されるかが明確に区分されるように商標見本

を作成しなければならず、2)該当の位置に表示される商標が既に使用によって識別力

を獲得したことを立証しなければならず、3)指定商品は必ず実際使用した商品に限定

して出願しなければならない。 

 

4.2. ハングル商標出願の必要性の判断 
  

日本企業の立場において、ハングル商標は主に二つの類型があり得る16。一つは自

身の商標の日本式発音を表したハングル商標であり、もう一つは自身の商標の韓国式

発音を表したハングル商標である。 

 

再び「生源」を例にみてみよう。「生源」の日本語発音をハングルで表記すると

「세이겐 」となるが、「生源」を韓国の漢字発音にすると「생원」となる。韓国需要

者のうち漢字商標を日本式漢字の読みによって読める場合は珍しいが、日本語が上手

な韓国需要者もかなり多い。 

しかし、いずれにせよ商標は、実際使用する商標を出願して登録を受けることが原

則である。したがって、原則的に韓国において「ハングル商標」を使用する計画がな

ければ「ハングル商標」を出願する必要性は、他人に対する抑止力を除き高くない。

反対に「ハングル商標」を韓国で使用する計画であれば、当然にハングル商標を出願

して登録を受けるべきである。 

 

4.2.1. ハングル商標の使用計画がない場合 
 

ハングル商標を使用しないとしても、他人のハングル商標使用を差し止める必要は

ある。かかる「差止効」のためにハングル商標を登録するべきかを決定する場合には、

自身の商標の排他的権利範囲を知らなければならない。例えば、自身の基本商標が日

本語かな商標である場合、韓国に登録した日本語かな商標の商標権によりハングル商

標の使用を差し止めることができるか、という問題である。差し止めることができる

としたら「ハングル商標」登録の必要性は相対的に低くなり、そうでなければ「ハン

グル商標」の登録必要性は相対的に高くなる。 

 

 

 

 

 

                                                   
16 自身の商標と「観念」が同じになるようにハングル商標を決めることも可能であるが、

称呼が全く変わってしまうため、ほとんど用いられない方法であるといえよう。  
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同一または類似するハングル商標の使用を差し止めることができる可能性を、商標

の類型別に大まかに区分すると次のとおりである。 

 

 商標類型 同一類似発音のハングル商標に対する差止請求可能性 

1 漢字商標 

漢字の日本式発音を表した

ハングル商標 

漢字の韓国式発音を表した

ハングル商標 

低い 高い 

漢字の日本式発音は、特別な状況がなければ、韓国需要者

は認識できないとみなされる。したがって、漢字の日本式

発音を表したハングル商標は、漢字商標の権利範囲に属し

ない可能性が非常に高い。しかし、漢字の韓国式発音を表

したハングル商標は、漢字商標の権利範囲に属する可能性

が非常に高い。 

2 ひらがな商標 

低い 

ひらがなは、韓国でも日本でも発音が同一であるが、韓国

需要者にとって読み難いとみなされる。したがって、ひら

がなのハングル商標は、ひらがな商標の権利範囲に属しな

い可能性が高い。 

3 カタカナ商標 
低い 

ひらがなと同一 

4 
漢字とかなの結

合商標 

低い 高さ 

漢字が含まれているので漢字商標と同一 

5 英単語商標 

高い 

発音が同一であれば、英語でもハングルでも互いに類似す

るとみなされる。したがって、英単語から構成された商標

の商標権は、同一発音のハングル商標使用に対して権利が

及ぶ。 

6 英語造語商標 
高い 

英語語商標と同一 

7 
日本語発音を英

語で表した商標 

高い 

英単語商標と同一 

 

上表は図式的な分析であって、既に事例でも見てきたように、韓国審査実務に基づ

いて大まかな傾向を示しているに過ぎない。かかる図式的分析によると、漢字商標と

日本語かな商標は、「防御的目的」によりハングル商標を出願する必要性が高い。一

方、英語商標は、一旦登録されれば、同一・類似するハングル発音商標の登録を阻止

することができ、他人が使用する場合、使用差止請求も可能である。したがって相対

的にハングル商標の出願必要性は高くない。 
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4.2.2. ハングル商標を使用する場合 
 

ハングル商標を使用する場合には「登録」して使用すべきである。ただし、相対的

にみると、元が英語商標の場合には、ハングル商標も英語商標の商標権の権利範囲内

にあるため、ハングル商標を登録していないとしても他人がハングル商標を登録する

ことは難しく、他人のハングル商標権による権利主張にあう危険もほとんどないとい

える。一方、元が漢字商標や日本語かな商標の場合には、他人のハングル商標の登録

を阻止することが難しい場合があり、この場合、他人のハングル商標権による権利主

張にあうことがある。したがって、元が漢字商標や日本語かな商標の場合は、相対的

にハングル商標の「登録」可能性が英語商標に比べて大きいといえる。 

 

4.2.3. 刑事措置に対する考慮 
 

他人によるハングル商標を差し止める救済策として刑事措置を仮定すると、ハング

ル商標の出願は、いかなる場合でも必要である。すなわち、商標権侵害に対して刑事

責任を問うのであえば、商標権を侵害したとの要件以外に、侵害者が登録商標の存在

を知っていたとの「故意」要件がさらに必要となるからである。したがって、侵害商

標が登録商標と同一またはきわめて類似していれば、刑事措置を期待することができ

る。このように、仮に自身の英語商標や漢字商標、日本語かな商標の商標権の排他的

効力がハングル商標に及ぶとしても、刑事措置を利用する場合には、実務的にハング

ル商標を登録しておくことが望ましい。 

ところで、知財侵害訴訟の場面において、日本では刑事立件を行う例はほとんどな

いと思われるが、韓国では、後の民事訴訟も視野に入れつつ、まず刑事立件を行うこ

とが珍しくなく、かつ有効な対応策である場合が少なくない。そのため、刑事立件に

よる対応は、積極的に考慮すべきである。 

 

4.3. 商品の範囲指定 
 

商標を出願するとき、実際に使用する商品を指定する以外に、近い将来使用する予

定の商品を指定することはもちろん、これを超えて、冒認商標の登録を予防する目的

を考慮すると、どの範囲まで指定商品の範囲を拡大することが必要であり、また望ま

しいかを検討する必要がある。 

しかし、残念ながらこの質問には正解がない。ただし、商標出願時に指定する商品

の範囲を決定するとき、次の要素を考慮することができる。 

 

①使用・販売している商品、または直ちに使用・販売の予定がある商品であるか？ 

これら商品に対しては当然商標を出願すべきである。 

 

②他人が自身の商標と同一の商標を非類似の商品に出願したと仮定した場合、異議申

立の必要性が生じるか？ 

自身の登録商標に対し、他人がこれと同一または類似する商標出願を行ったとして

も、その商品が同一または類似しない場合、特別な事情がない限り当該他人の商標出

願は公告される。そして、このような他人の商標出願を仮定した場合、異議申立をす

べきであると判断されるような商品については、予め商標出願をしておくことを考慮

することができる。 
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③自身の商標の周知・著名性 

韓国でも日本でも自身の商標が需要者に知られている場合、類似しない商品であっ

ても一定範囲内では他人の商標登録を阻止する可能性が高まり、また、韓国でも広く

知られている場合、不正競争防止法上の規定に基づいて他人の商標使用を差し止める

こともできる。 

 

上記で考察した無効審判に関する統計を再度引用すれば以下のとおりである。 

 

[表 7] [表 6]に対する「商品種別」による審判の最終的な勝敗(単位：件数、重複許

容) 

 類似範囲商品先行取得 関連範囲商品先行取得 
異種商品先行取

得 

件数 41(31) 17(4) 7(2) 

勝 25(15) 16(3) 7(2) 

敗 16(16) 1(1) 0(0) 

 カッコ内は重複なしに該当の商品範囲のみを数えた結果 

 

上表の 50 件の無効審判では、すべて審判を請求した日本企業が自身の先使用商標の

周知・著名性を主張したものであるところ、これらのうち、類似しない商品に対する

無効請求は全 24 件であり、このうち 23 件で審判請求が認容された。無効審判におけ

る判断基準と異議申立における判断基準は同一であるため、異議申立手続においても

同程度の勝訴可能性を予測することができる。このように、自身の商標が少なくとも

日本で広く知られている場合、韓国商標法上、外国で有名な商標の保護規定(商標法第

7 条第 1 項第 12 号)に基づいて、該当の商品に対する他人の商標登録を一定範囲で阻

止することができる。 

ただし、外国で有名な商標を保護するにおいて、 「不正な目的」が認められる必要

があるが、この点に対しては、第 3章第 2節で詳しく述べる。 

 

 

 

  


