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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。 

1.1. 冒認商標の予防の必要性 

日韓間のビジネス交流など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わっ

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

ランドが新たにリリースされ、その反応がどうであるか、どのような企業とどのよう

な企業が合併したのかなどの日本に関する情報は、ニュース、日本の流行を伝える個

人ブログ、日本の商品を小規模で販売するネットショップ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。 

1.2. 冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防 

自身の商標と同一又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、韓国で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、とも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。日本で有名な商標に対

し、韓国で模倣商標が出願されている場合、情報提供や異議申立てがなくても模倣商

標という理由で審査過程で拒絶されたり、日本企業が無効にすることができる可能性

は高いが、日本である程度知られてはいるが有名ではない場合は、韓国の模倣商標を
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拒絶させたり、無効にすることができない恐れもあり、韓国で早めに商標出願してお

くことが望ましい。  

1.3. 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、日本企業の韓国商標出願が拒絶される理由は、下表の

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

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7。 

 

[表9] 日本企業の韓国商標出願における拒絶理由の分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

7 出願日が2014年11月1日～2016年10月31日である商標出願であり、拒絶決定された案件

のうち、出願人が日本企業である事件8326件を抽出し、このうち１）漢字商標、２）カタカナ

又はひらがな商標、３）漢字とカタカナ又はひらがなの結合商標、４）日本語の発音を英語で

表した商標をさらに抽出した結果、39件あった。 

冒認商標と疑われる商標

2件

適法に登録された商標

31件

先登録商標の類型は？ 

識別力なし

6件

先登録商標と類似

33件
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拒絶理由 件数 

分析対象全体 39 

識別力なし 6 

先登録商標と類似 33 

 

先登録商標の類型 件数 

冒認商標と疑われる商標 2 

適法に登録された商標 31 

 

[表９]によると、日本企業の韓国商標出願において先登録商標に類似するとの理由

で拒絶された33件のうち、冒認商標と疑われる商標は2件のみであった。結局、全体

の39件のうち37件は、冒認商標とは無関係な理由により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、特に英語表記の商標や漢字が含まれた商標、漢

字からなる商標は類似する商標が出願又は使用されている確率が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、韓国での商標出願をなるべく早く行なう必要

があるといえる。 

次節では、日本企業が出願する際の注意点を紹介する。 
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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 

韓国の外国語商標の審査基準によると、ひらがな、カタカナなどの日本語で構成さ

れた商標については、韓国語で音訳又は翻訳し、その音訳、翻訳した韓国語について

も、商標法の各条文に該当するかどうかを検討することを原則とする。つまり、日本

語の場合、情報検索機能の発達で、容易にその意味や称号を把握することができると

して、音訳や翻訳した意味についても、商標法の各条文を適用するか否かを判断する

こととしている。こうした審査基準は、2016年の商標法改正に合わせて、新たな審査

方針として審査基準に明記された。以下では、新たな審査基準に合わせて、日本の商

標の取り扱いについて説明する。なお、日本の商標の取り扱いは、韓国特許庁の審査

基準であり、特許法院において個別の案件について判断される場合は、異なる可能性

があることに留意すべきである。 

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。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。日本語を理解できる韓国需要者は、

日本の商標に含まれている漢字を日本の読み方でも韓国の読み方でも読むことができ

る。 

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

韓国語の発音「SAENGWON」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かということが問題になるが、

そのような判断はしないであろう。又はSAENGWONのハングル「생원」又は「SAEN

GWON」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。 

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
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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際にも、十分理解しておく必要がある。

このためにも、以下では日本語で構成された商標について具体的に先行事例を分析す

ることにする。 

2.1. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナを日本語の発音で読むことが

できるか？ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

標章 
 

国際登録番号

（事後指定日） 

1218223 

 (2014.5.20) 

指定商品 29類 納豆など 

出願人 Takano Foods 

審査 
先登録商標の「 」（オガメ）と標章が類似するという

理由で拒絶されたが、抵触する商品を削除し、登録。 

 

日本語のひらがなやカタカナを日本語の

発音で読むことができる？ 

現行審査基準によると、ひらがな、カタカナで構成される商標

に対して、韓国語で音訳して商標法の各条文に該当するか検討

することを原則としている。 

事例01 
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標章 サンコー 

出願番号 

（出願日） 

40-2015-0045257  

(2015.6.18) 

指定商品 11類 便器など 

出願人 Sanko Co., Ltd. 

審査 
先登録商標の「 」と類似するという理由で拒絶。 

  

2.２. 韓国需要者は日本語の発音を英語で表記した標章を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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本語の発音を英語で表記した商標も

その意味を理解できるのか？ 

日本語の発音をそのまま英語で表記した商標も、韓国である

程度理解できる単語である場合、その意味を把握して各条文

に該当するかを判断している。 

事例0２ 
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標章 
 

出願番号 

（出願日） 

40-2015-0008158 

(2015.2.3) 

指定商品 30類 インスタントラーメン、お菓子など 

出願人 The Oyatsu Company, Ltd. 

審査 

「 」は、「おやつ」の英語標記である

「OYATSU」と、会社などの意味がある英語の「company」が

結合した標章であり、「おやつ」は指定商品に関連し性質表示と

して識別力がなく、またこれらの結合で新たな観念や識別力を持

つこともないので、識別力を持たない商標という理由で拒絶。 

 

 

 

標章 KABUKI 

出願番号 

（出願日） 

41-2015-0016450 

(2015.4.8) 

指定商品 41類 映画上映業、演劇製作業、劇場運営業など  

出願人 Shochiku Co., Ltd.  

審査 

出願商標「KABUKI」は、「日本の伝統芸能」を意味するもので

あり、指定役務の「演劇製作業、劇場運営業など」に関連し、性

質表示に該当して識別力がなく、通常公演の一つの形態として提

供されるものであるので、公益上、特定人が独占して使用するこ

とに適しないサービスマークに該当するという理由で拒絶。 

事例03 

事例04 
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2.3. 韓国需要者は日本語のひらがなやカタカナの意味を把握することができ

るか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

40-2015-0008159 

(2015.2.3) 

指定商品 30類 インスタントラーメン、お菓子など 

出願人 The Oyatsu Company, Ltd. 

審査 

出願商標は、「おやつ」と、英語の「company」の日本語表記

が結合した標章であり、「おやつ」は指定商品に関連して「間

食」という用途などの性質表示として識別力がなく、「カンパニ

現行審査基準によると、ひらがな、カタカナで構成された商標

については、翻訳した韓国語についても商標法の各条文に該当

するか検討することを原則としている。 

日本語のひらがなやカタカナの意味を

把握することができるか？ 

事例05 
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ー」は法人格を示すため識別力がなく、これらの結合で新たな観

念や識別力を持つこともないので、識別力がない商標という理由

で拒絶。 

 

 

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

41-2013-0005279  

(2013.2.13) 

指定商品 43類 レストラン業、軽食店業 

出願人 Zensho Holdings Co., Ltd.  

審査 

「 」は、「数寄屋」（茶室）の意味でとらえられる

ため、茶と関連のない指定役務に使用する場合、一般の需要者が

茶と関連するサービスの品質を誤認、混同を生じるおそれがある

という理由で拒絶。 

 

 

 

標章 シーチキン 

出願番号 

（出願日） 

40-2015-0049607 

(2015.7.3) 

指定商品 30類 おにぎり、サンドイッチ、丼、ピザ、菓子、パン 

出願人 Hagoromo Foods Co., Ltd.  

事例06 

事例07 
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審査 

「シーチキン」は、マグロ肉の意味の「SEA CHICKEN」の日本

語の音訳で、これを指定商品に使用している場合は、商品の原材

料、品質などを普通に使用する方法で表示する商標に該当するだ

けでなく、一般需要者にとってマグロ肉が含まれた商品であるこ

とが商品の品質を誤認、混同を生じさせる恐れもあるという理由

で拒絶。 

ただし、これは審査基準の内容であって、法院において具体的な事件について判断

する場合は、これとは異なった判断をする可能性もあるため、留意しておかなければ

ならない。こうした例として、以下の事例を参照されたい。 

 

 

標章 
 

登録番号 

（登録日） 

40-0879733 

(2011.9.8) 

指定商品 
29類 大豆を主成分とするダイエット用健康補助食品、大豆を主

成分とするダイエット用健康機能食品など 

出願人 ○○○[個人] 

大法院判決

(2015フ1706) 

日本の株式会社グラフィコ（以下「グラフィコ」）は、本件商標

出願当時、先使用商標の は、すでに日本及

び韓国においてグラフィコの商標として認識されていたが、出願

人が先使用商標を模倣し出願したと主張し、無効審判を提起し

た。これに対し大法院は、本件登録商標は日本語で「なかったこ

とに」という意味を持つものであり、その意味は先使用商標と同

じであるが、韓国での日本語の普及レベル等を考慮するとき、一

般の需要者が先使用商標を見てすぐにその意味を直感できるとは

言い難いと判断し、本件登録商標と先使用商標はその観念を対比

した場合共通点があるとはいえ、外観及び呼称はもちろんのこ

事例08 
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と、直感される観念においても大きな差異があり、同一又は類似

する商品にともに使用されたとしても、韓国内の需要者がその商

品の出所を誤認・混同を生じる恐れがないとした。 

 

2.4. 韓国需要者は漢字からなる商標をどのように認識するのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

標章 
 

出願番号 

（出願日） 

40-2016-0061049  

(2016.08.10) 

指定商品 30類 ソース、調味料 

出願人 Ningyocho Imahan Co., Ltd.  

審査 

本標章の漢字は韓国でクムバンと読まれ、他人の先登録商標

「 」（クムバン）と称号および指定商品が同一・類似す

るという理由で拒絶。 

 

日本企業が出願した漢字の商標は、韓国の読み方で読み、そ

の意味も韓国で通用する意味として理解することを原則とす

るが、日本の呼称および意味も考慮する。 

韓国需要者は漢字からなる商標をどのよう

に読むのか？日本の漢字を理解するのか？ 

事例09 
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標章 
 

出願番号 

（出願日） 

40-2014-0001386 

(2014.1.8) 

指定商品 30類 味噌、調味料 

出願人 Kabushiki Kaisha Honda Miso Honten  

審査 

「 」は、「日本の京都と関西地方を中心に作

られた米糀を多く含む淡黄色の味噌の通称」を意味する漢字であ

り、韓国では、日本の発音で「サイキョウミソ」と呼ばれ、食材

として現実的に多数の需要者が使用している商標なので、需要者

が、誰の商品に関して表示している商標なのかを識別できないと

いう理由で拒絶。 

 

  

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

41-2014-0009407  

(2014.03.12) 

指定商品 43類 カフェ、レストラン、カフェテリア 

出願人 Ogawa Coffee Co., Ltd.  

審査 

「 」の１要部である「小川」が日本語の発音で

事例10 

事例11 
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「おがわ」と読むことができ、この場合他人の先登録商標

「 」（オガワ（小川）牛丼）と称号および指

定役務が同一で、韓国語の発音で「ソチョン」と読まれる場合、

他人の先登録商標「 」（ソチョン）と称号および指定商品

が同一という理由で拒絶。 

 

韓国と日本は、ともに漢字文化圏に属しており、一部の日本の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読み方が異なる。韓国において漢字

の呼称を定める基準は、韓国の読み方である。したがって韓国の読み方により呼称が

同一又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。 

   

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

40-2013-0012260 

(2013.02.27) 

指定商品 33類 焼酎、清酒、ぶどう酒、料理酒など 

出願人 Nisshin Shurui Co., Ltd.  

審査 

「 」の漢字は韓国語でリランと読まれ、他人の先登録

事例12 
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商標「 」（リラン）と称号が同一・類似および指

定商品が同一という理由で拒絶。 

 

2.5. 漢字の下に日本の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の読み方で発音するか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

40-2009-0016688  

(2009.04.10) 

指定商品 9類 電気コネクタ、太陽光発電用電力計、メモリカードなど  

出願人 Yamaichi Electornics Co., Ltd.  

審査 本件出願商標の漢字「山一」を韓国需要者が「YAMAICHI」と呼

漢字とその漢字の日本の読み方に該当する

英文表記が結合した商標を、韓国需要者は

どう呼称するか？ 

漢字の下にその日本の読み方を表す英文が表示されているとして

も、韓国需要者がその漢字を韓国の漢字として認識せずに日本の

読み方に従って呼称すると断定することはできない。 

 

事例13 
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称すると断定できない。出願商標の漢字「山一」が韓国語の読み

方の[SAN-IL]と発音され得ると判断し、先登録商標

と呼称が類似すると判断した。 

 

 

 

標章 

 

出願番号 

（出願日） 

40-2006-0050751 

(2006.10.09) 

指定商品 30類 和菓子、スポンジケーキ、クッキー、餅など  

出願人 Momonoya Honpo Co., Ltd.  

審査 

審査官は、本件出願商標が先登録商標 と類似であるという

理由で、拒絶査定した。しかし、特許法院は、本件出願商標は韓

国語の読み方で「チョンガ ウォンギルジョアム」、「ウォンギ

ルジョアム」とされ、「ミナモトキチョアン」、 「ミナモ

ト」、 「キチョアン」等と呼称されると判断した。 

すなわち、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 を日

本語の読み方で呼称した「ミナモトキチョアン」、 「ミナモ

ト」、 「キチョアン」のみならず、韓国需要者が韓国の漢字の

発音により[WON-GIL-JO-AM]でも呼称すると判断した。 

 

事例14 
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事例13および14は、すべて「漢字+漢字の英文表記」の商標であるので、当該英文

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

とにより判断したものであるが、該当する商標が「漢字の英文表記」により日本の発

音で読まれる可能性を否定するものではない。 

 

[事例15] 登録商標 模倣対象商標 

商標 
 

 

 

商品 [第29類] 冷凍豆他 酒店業 

特許法院の判断 

(2011ホ5861) 

日本においては同一漢字でも読み方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、その漢字の読み方を

表すひらがな又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又は英文の音によ

る場合が多い点、・・・上記の先使用サービスマークは「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」の日本の読み方で呼称され得るといえる。 

 

2.6.「漢字+ひらがな」(送り仮名)で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。これらの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。 
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これに関しては、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あるが、漢字

が1字か2字以上か、易しい漢字か難しい漢字か、日本の漢字か韓国で使用する漢字か

などにより、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、日本の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の発音で認識させたい場合には、「漢字+ひらがな」の下に該

当する日本の発音の英語表記を併記することが考えらえる。 

2.7. 日本語の発音をハングルで表示した商標を、韓国需要者が日本語の単語

を認識してその意味を把握することができるか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標章 
 

出願番号 

出願日 

40-2011-0033001 

(2011.6.17) 

日本語の単語の発音をハングルで表示した商標

を韓国需要者がこれを日本語として認識して、

その意味が分かるか？ 

日本語の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

語の単語が持つ観念を連想することは難しい。 

事例16 
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指定商品 11類 携帯用あんか、かいろなど 

出願人 Hakugen Co., Ltd.  

審査 

「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の「아따까」

から「温み」などの観念を連想することは難しい。 

 

 

 

標章 
 

出願番号 

出願日 

40-2003-0011883 

(2003.3.17) 

指定商品 20類 ベッド 

出願人 ○○○[個人] 

審査 

は漢字の「楽楽」の日本の発音の「らくらく」をハング

ルで表記したものである。しかし日本語の水準等に照らし合わせ

ると、当該登録商標の指定商品であるベッドの一般需要者や取引

者が当該登録商標を見て「楽な、安楽な」等の意味を直感すると

はみなし難い。 

 

事例17 
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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KIPRIS8システムをホ

ームページで提供している。これには、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。英語版の商標検索方法については、ジェトロが発行し

た「KIPRIS関連マニュアル」9を参考されたい。 

ただし、ここでの検索は、あくまでも簡易調査としてとらえるべきであり、法的措

置を講ずる場合などには、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、漢字であり、ひらがなとカタカ

ナも、商標内に含まれている文字は、多数検索される。したがって、自身の商標と同

一又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」を定めて該当する呼称と同一又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。 

 

  

                                        

8 日本のJ-PlatPatに相当。http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jspを参照。 

9  ジェトロ韓国知財ウェブサイト、http://www.jetro.go.jp/korea-ipの「マニュアル」を参

照。  

http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
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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

「SAENGWO

N」 

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」

など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。 

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10では、「SEIGEN」と発音される日本語漢字商

                                        

10  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.m

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

現在の審査実務上、日本語のひらがなとカタカナで構成された商標に

ついては、翻訳した韓国語に対しても商標法の各条文に該当するか否

かを検討することを原則としている。 

現在KIPRISの検索ツールは、商標内に含まれるひらがな、カタカナも

相当数が検索可能である。 

 

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; 日本語の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 

「WARA

WARA」 

アルファベット

「WARAWAR

A」 

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。 

                                        

arkpro.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、当該業者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/
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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「와

라와라」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分類第1１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分類を選択する場合、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非常に多い。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、2

8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、該当する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「商品分類」フィールドにすべて入力しなければな

らない。 

② 日本の商品分類と韓国の商品分類の違い 

多くはないが稀に、同一商品に対して、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。例えば金属製キーホルダーの場合、韓国は該当する商品が第14類に分

類されるが、日本では第６類に分類される。 

3.3. 類似判断 
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商標の類似判断基準も日本と韓国は多くの点で違いがある。比較対象となる商標が

類似するかどうかは、韓国の商標専門家であっても毎回困難を伴う業務であるため、

同一商標でない限り、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. 韓国で出願できる商標 

韓国商標法第2条第1項第2号によると、「記号、文字、図形、音、におい、立体的

形状、ホログラム・動作又は色彩等として、その構成や表現方法に関係なく商品の出

所を示すために使用されるすべての表示」は「標章」に該当するとして、商品の出所

を示すために使用されるすべての表示を商標法上の標章として定義して、商標となる

標章の類型および表現に制限がないことを明らかにしている。 

韓国は、標章の類型に制限はないが「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認め、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

る視覚的な方法で出願すれば、商標登録を認めている。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、原則として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は、商標出願前に当

該商標を使用し、その結果、需要者がそ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ことが必須要件となる。ただし、識別力のある特定単語の発音を

音で表現した場合のように、それ自体として識別力があると認められる場合は、その

限りではない。 

また、立体商標の場合、立体的形状が商品自体（包装・容器を含む）の形状として

認識されるか、一部変形・装飾されているが指定商品の形状を表示するものであると

認識される程度にすぎない場合は、識別力がないものとされ、使用による識別力を獲

得した場合のみ登録が可能である。ただし、識別力がない立体的形状に識別力のある

記号・文字・図形などが結合して全体的に識別力が認められる場合は、識別力がある

といえる。また、立体的形状が指定商品（包装・容器を含む）の形状を表示している

ものと認識されず、一般的的でなく、ありふれたものでない特異な形状のものである

場合には、識別力があるものといえる。例えば、指定商品「自動車」の立体的形状が
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ライオンの形をしている場合、識別力が認められるといえよう。 

また、これ以外にも、大法院全員合議体判決（2010フ2339）により認められた位

置商標も登録可能である。「位置商標」とは、記号・文字・図形又はその結合が一定

の形状や模様をなし、これら一定の形状や模様が指定商品の特定の位置に付されてい

ることにより自他商品が識別される標章をいう。位置商標の例として、 があ

るが、登録を受けるためには、その標章が需要者に商品の出所表示として認識されて

いることを立証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11。一つは自

身の商標の日本語の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

語の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」の日本の発音をハングルで表記すると

「세이겐」となるが、「生源」を韓国語の発音にすると「생원」となる。韓国需要者

のうち漢字商標を日本の読み方で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、ハングル商標を出願して登

録を受けるべきである。 

                                        

11 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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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の使用を差止める必要は

ある。かかる「差止めの効果」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

商標が日本語仮名商標である場合、韓国に登録した日本語仮名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」の登録の必要性は相対的に高くなる。 

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、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リスクもほとんどないとい

える。一方、元が漢字商標や日本語仮名商標の場合、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

あうリスクがある。したがって、元が漢字商標や日本語仮名商標の場合は、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

責任を問うのであれば、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」の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又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、日本語仮名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
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ル商標を登録しておくことが望ましい。 

ところで、知財侵害訴訟の場合、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、積極的に考慮しなければならない。 

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、さらには、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、又は直ちに使用・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、他人がこれと同一又は類似する商標出願を行ったとしても、

その商品が同一又は類似しない場合、特段の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。 

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

ても一定の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
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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に商標の使用を差し止

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ると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) 

 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 5 5 2 

勝 4 5 1 

敗 1 0 1 

 

第1章第1節のC-typeの事件における審判請求人の先使用商標と無効対象登録商標の

指定商品が必ずしも同一又は類似あるいは経済的な関連性がある必要はない。しかし、

異種商品の関係がある場合、無効対象登録商標が不正の目的により出願されたことを

立証するのは困難なため、留意しなければならない。 
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