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第３章 模倣対策相談サンプル集 
 

≪模倣品を発見したら≫ 

 

 
相談1. 当社の模倣品が出回っていると聞きました。先ずは、どのようなことから始めれば

いいのでしょうか。 

 

回答 先ずは、その模倣品に関する情報の把握・確認・収集が必要です。多くの場合、漠然とし

た状況報告しかなく、後日の対策に有効に使えないことになります。以下の項目について迅速正

確に確認した後、現地専門家と共に対策を講じるべきです(社内に模倣品発見報告書の様式を備

えておくとよいでしょう)。 

 そして、できれば現地専門家と相談する前に、こうした情報をもとに、貴社が最終的にどうし

たいのかを決めておくことも大事です。例えば、模倣品の販売を止めさせたい、製造を中止させ

たい、損害賠償を請求したい、刑事処罰を受けさせたい、日本への流入だけは阻止したい、製品

製造者など流通経路を把握し根源的解決を模索したい、敵対するのではなくライセンス交渉や

話し合いにより円満に解決したいなどです。 

 

(1) 模倣品に関する情報 

① 発見者は誰か(本社出張者、現地営業社員、消費者など) 

② いつ、どこで発見されたか(販売店や市町村名など具体的に) 

③ 貴社のどの製品・商品と類似しているか(現在の製品か何年か前の製品なのか、日本で作っ

たものか、外国でＯＥＭ生産したものなのか) 

④ どこがどのように模倣されているか(外見、機能、商標、包装パッケージなど) 

⑤ どのように販売されているか(店舗に大量に陳列されているのか、小規模な露天に少量見受

けたのか、看板や店内の張り紙などの様子はどうか、ネット販売なのか、カタログはあるの

かなど具体的に) 

⑥ 模倣品のサンプルは入手したか、価格はいくらか、領収書はあるか 

 

(2) 模倣業者に関する情報 

① 模倣品の販売者だけでなく製造者/提供者は確認できているか(韓国内で生産しているのか

中国などからの流入か、または昔に関係のあった下請けや代理店などによる製造か) 

※ 多数の販売者に対し法的措置を行うことは「もぐらたたき」となるおそれがあるため、
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製造者/提供者の情報を得て特定された製造者/提供者に対して法的措置を講じる方が

望ましいです。製造者/提供者の調査は、現地法律事務所などに依頼することができ、

ジェトロではこうした調査に対する支援を、中小企業を対象に行っています。 

② 模倣品の取扱者(侵害者)は、どのような権利(特許、商標、ドメインネームなど)を取得して

いるか 

 

(3) 貴社の権利などに関する情報 

① 貴社の権利は何があるか(特許権や商標権または意匠権(韓国では「デザイン権」と言う)な

どを日本国内や韓国内できちんと保有しているのか、動画コンテンツやプログラムのよう

なものであれば貴社が著作権などの権利を確実に保有しているか 

② その製品全体の市場規模や製品の売上高、模倣品による被害規模、貴社の売上げ低下などの

営業データ 

 

 
相談2. 韓国で特許権を保有しています。この特許権を侵害されているようなのですが、ど

うしたらよいでしょうか。 

 

回答 大きく 2 段階に分けて考えられます。 

 

(1) 特許権侵害事実の確認 

 侵害に対してその対策を検討するため、まず、下記①～③の事項を順次チェックし、自己の権

利を相手方に適確に主張できるかを確認しなければなりません。本当に特許権侵害になるのか

は判断が容易ではありませんので、現地の弁護士や弁理士など専門家と相談して最終決定をす

べきでしょう。 

① 権利行使が可能な状態か 

• 権利の確認(特許権を維持するための特許料はきちんと納付されているか) 

• 特許権の有効性の検討(その特許権がどのくらい強いか、欠陥を抱えていないかなどを

点検する必要がありますが、侵害実態の緊迫性などを考え合わせながら簡単に点検す

るのか慎重に点検するのか調節します) 

② 相手側の行為(模倣品など)が本当に侵害に該当するか 

• 侵害分析(相手側の反論を予想して、それにどう再反論するか事前検討しますが、侵害

実態の緊迫性などを考え合わせながら簡単に点検するのか慎重に点検するのか調節し

ます) 

③ 侵害を立証できる証拠は十分にあるか 
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• 発明が属する分野(電子/化学/機械など)や発明の種類(物に関する発明/物の製造方法

に関する発明/単純な方法発明)によって立証方法、立証の難易度が異なります。 

 

(2) 対策の検討 

 次に、行使可能な手段のうち最終的にどのような対策を選択するかを検討します。 

 対策としては、(i)訴訟などの法的手段、(ii)ライセンス交渉など話し合いによる解決、(iii)偽造

商品申告センターなどの行政や警察への通報、などが考えられます。このうち、法的手段として

は下記①のように幾つかの手段があり、特に、訴訟などで相手方と敵対する手段を取る場合には、

相手方からの反撃(下記②のような事項)を考慮する必要があります。 

そして、権利の有効性の程度((1)-①)、侵害立証可能性の程度((1)-②、(1)-③)に加えて、相

手側の侵害による被害の程度、相手方との今後の関係構築、業界に対する影響(他の侵害者に対

する侵害抑制の目的など)、予想される相手方の反撃、対策に必要な期間や費用などのいろいろ

な要素を考慮して適宜選択します。例えば、貴社が韓国内に製造拠点や販売ルートを持たず直接

進出の予定もないケースでは、警告状を送付した上でライセンス交渉を進めるという手法も選

択肢として考慮でき、また、既に事業進出していて権利侵害が明白な模倣品を発見したケースで

は、まずは、偽造商品申告センターへの通報や税関への申告から始めることもできます。 

 

① 行使可能な法的手段にはどのようなものがあるか。 

• 警告状送付 

• 積極的権利範囲確認審判 

• 侵害差止仮処分申立て 

• 本案訴訟(侵害差止請求および/または損害賠償請求) 

• 刑事告訴 

• 紛争調停手続 

• 税関での通関保留手続‘ 

• 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請(暫定措置も申請可能) 

 

② 相手側は、どのような反撃をしてくるか。 

• 無効審判請求、消極的権利範囲確認審判請求(特許権者などの権利を無力化させ、また

は弱めるために相手側が請求する場合がほとんどです) 

• 誣告罪(特許権者などが刑事告訴をした場合、相手側が告訴してくる場合があります) 

• 業務妨害罪、脅迫罪など(特許権者などが送った警告状に対して、相手側が告訴してく

る場合があります) 
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• 独占規制及び公正取引に関する法律(以下「公正取引法」という)上の不公正取引行為で

あるという主張(特許権を濫用し公正な取引を妨害していると反論してくる場合があり

ます) 

 

 なお、偽造商品申告センターについては「偽造商品申告褒賞金制度」306 ページをご参照くだ

さい。 

 

 
相談3. 韓国で特許権として登録せず、ノウハウなどで持っていた技術を第三者が侵害して

物を生産していることを発見しました。どのような法的措置が取れますか。 

 

回答  特許権として登録せずに貴社がノウハウなどで持っていた技術であれば、貴社としては

秘密として保持するために開示しなかったものの、貴社の意図とは異なって技術が流出した可

能性が高いでしょう。このような場合、第三者がこれを無断で実施している侵害状況を発見した

ら、侵害の証拠をできるだけ入手する一方で、第三者がどのような経緯で貴社の技術を取得した

のかについて把握し、それに合わせて最も適した対応方針を決める必要があります。 

 

(1) 営業秘密侵害行為に対する法的対応 

 

最初にやるべきことは、貴社の技術が営業秘密にあたるかどうかを確認することです。第三者

が無断で実施している貴社の技術が、①公然と知られておらず、②独立した経済的価値を有し、

③合理的な努力によって秘密として保持された生産方法、販売方法その他営業活動に有用な技

術上または経営上の情報であれば、これは不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不

正競争防止法」という) 第 2 条第 2 項の営業秘密にあたります。 

第三者が、①不正な手段で貴社営業秘密を取得した場合、②不正に取得したその営業秘密を使

用または開示した場合、③貴社との契約関係などによって貴社の営業秘密を秘密として保持す

べき義務があるにも拘らず、貴社に損害を被らせる目的で営業秘密を使用、開示した場合などで

あれば、第三者の行為は貴社の営業秘密侵害にあたります。 

この場合、貴社は以下の法的措置が講じられます。 

• 警告状の送付 

• 侵害差止仮処分申立て 

• 本案訴訟(侵害差止請求、損害賠償請求および/または信用回復請求) 

• 刑事告訴 



第 I 編 模倣対策へのガイダンス 

 11 

 

(2) 不正競争行為に対する法的対応 

① 不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目 

2018 年 7 月 18 日から施行された改正不正競争防止法は、事業提案、入札、公募など取引交

渉又は取引過程で経済的価値を有する他人の技術的又は営業上のアイデアが含まれた情報をそ

の提供目的に反して自己又は第三者の営業上利益のために不正に使用し、又は他人に提供して

使用する行為(アイデア奪取行為)を不正競争行為として規定しました(不正競争防止法第 2 条第

1 号ヌ目)。 

仮に、貴社が第三者への事業提案や他社との取引あるいは、取引の交渉段階で貴社の技術情報

が盛り込まれた資料を提供したものの、その第三者が営業上の利益を得る目的でこれを無断で

使用したか、他人に提供した場合であれば、上記のアイデア奪取行為にあたる可能性があります。

ただ、上記のヌ目は施行からあまり時間が経っておらず、これまで法院の判断がなされた事例が

ほとんどないことから、これを根拠として対応する前に弁護士などの専門家と相談して最終的

に決める必要があるでしょう。 

この場合、貴社は以下の法的措置を取ることができます。 

• 警告状の送付 

• 侵害差止仮処分申立て 

• 本案訴訟(侵害差止請求および/または損害賠償請求) 

 

② 不正競争防止法第 2 条第 1 号ル目（2018 年 7 月 18 日施行された改正不正競争防止法の

改正前のヌ目に該当。以下同じ） 

相当な投資や努力によって作られた成果にあたる貴社の技術を第三者が公正な商取引慣行や

競争秩序に反する方法で自らの営業のために無断で使用することで、貴社の経済的利益を侵害

したならば、これは不正競争行為(成果冒用行為)にあたります(不正競争防止法第 2 条第 1 号ル

目)。 

ただ、上記ル目は、他の条項の適用が困難な不正競争行為を規律するための「補充的な一般条

項」であって、貴社の技術が「相当な投資や努力によって作られた成果」にあたるのか、第三者

の無断使用が「公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法」にあたるのかにつき、多くの判例で

示された法院の判断基準に照らして検討してみる必要があるため、これを根拠として対応する

前に弁護士などの専門家と相談して最終的に決める必要があるでしょう。 

この場合、貴社は以下の法的措置を取ることができます。 

• 警告状の送付 

• 侵害差止仮処分申立て 
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• 本案訴訟(侵害差止請求および/または損害賠償請求) 

 

 
相談4. 韓国で商標権を保有しています。この商標権を侵害されているようなのですが、ど

うしたらよいでしょう。 

 

回答 商標権行使の場合にも上記の「相談 2」で説明した順にチェックし、対策を検討します。

ここで、商標権の場合には特許権などの場合に比べて、侵害の立証が多少容易である点のほか、

取れる法的措置として「税関への通関保留(265 ページ参照)」や「司法警察隊(303 ページ参照)

またはサイバー捜査隊(305 ページ参照)の捜査」などが容易である点などが異なります。また、

侵害者側から、商標の「不使用取消審判」、「登録無効審判」などが請求されるかもしれませんの

で、貴社の商標権に欠陥がないかどうか、商標の使用状況などについて検討します(一方、韓国

内で商標権を保有していないのであれば不正競争防止法による対応を検討します。「相談 8」も

合わせてご参照ください)。 

 

 
相談5. 当社製品とよく似たデザインの製品が韓国で出回っています。 

どうしたらよいでしょう。 

 

回答 意匠権(デザイン権)行使の場合でも上記の「相談 2」で説明した順にチェックし、対策を

検討します。そして、次の事項に留意しなければなりません。 

 デザイン権の権利範囲は過去に登録または公知となったデザイン(これを「先行デザイン」と

言います)の多少によって権利を主張できる幅に差が出てきます。同種業界に貴社製品以外に多

様なデザインの製品が存在する場合、予想より権利の範囲が狭いことがあります。従って、権利

行使をする前に先行デザイン調査を行なう必要があります。 

 一方、韓国内でデザイン権を保有していないのであれば不正競争防止法のデッドコピー禁止

規定や著作権法による保護で対応することを検討します。さらに一部審査デザイン登録出願は

数ヵ月というかなりの短期間で権利取得が可能なので、次期商品からは一部審査デザイン登録

出願を行っておくことも考慮します。以下の「相談 7」をご参照ください。 

なお、2018 年改正された不正競争防止法のアイデア奪取行為や成果冒用行為に当たるかどう

かを検討する必要もあります。以下の「相談 8」をご参照ください。 
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相談6. 当社商品の外観やサービスの形態が固有のイメージとして韓国国内によく知られ

ています。韓国で商標やデザインとして登録されていませんが、トレードドレスと

して法的保護が受けられますか。 

 

回答  韓国の商標法、デザイン保護法、不正競争防止法にトレードドレスを保護する明示的な

条項は存在しませんでした。 ただ、法院は商品形態が商品の出所表示機能と周知性を備えた場

合は、不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目による保護を受けることができ、商品の形態や営業標

識が長期間相当な投資や努力を傾けて作られた成果にあたる場合、ル目による保護を受けるこ

とができると判示してきました。 

ところが、2018 年 7 月 18 日施行された改正不正競争防止法は、第 2 条第 1 号ロ目およびハ

目で保護していた国内で広く認識された他人の営業標識が「商品の販売・サービス提供の方法又

は看板・外観・インテリアなど、営業提供場所の外観全体を含む」ものであることを明記し、店

舗の外観全体が営業標識として不正競争防止法により保護され得ることを明らかにしました。 

一方で法院は、商品の外観やサービスの形態などが「相当な投資や努力によって作られた成果」

(これについては「国内に」という地域的な制限はありません)であり、第三者がそれを「公正な

商取引慣行や競争秩序に反する方法」で「自らの営業のために無断で使用」した場合には、不正

競争防止法第 2 条第 1 号ル目によって保護される成果物として認める判決を下してきました。

ル目については「相談 3」の(2)-1 をご参照ください。 

従って、貴社商品の外観やサービスの形態が特定人のものであることを示す標識として韓国

国内に広く認識されている場合には、これから貴社は不正競争防止法第 2 条第 1 号のロ目また

はハ目による保護(それぞれ侵害差止または損害賠償請求、並びに刑事告訴)、同号のル目による

保護(侵害差止または損害賠償請求)を受けることができるでしょう。 

 

 
相談7. 日本で出荷したばかりの新製品で何も権利を取得していないのですが、もう模倣品

が韓国で出回っているとのことです。 

 

回答 新製品開発時にその開発にのみ没頭し、権利保護に必要な措置は後回しにするケースが

往々にしてあるものですが、後になって、その新製品の事業展開に大きな困難をきたすことにな

ります。予め権利保護に必要な措置(知的財産権の登録出願など)を取っておくことが何よりも望

ましいのですが、このような事前措置がない状態で韓国で模倣品が発見された場合には次の点

を検討してみる必要があります。 
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① 韓国の不正競争防止法上、デッドコピー禁止規定が適用できるか検討し、可能性があれば必

要な措置を取ります(試作品製作など、商品としての形態が整えられた日から 3 年間保護可

能)。 

② 2018 年改正不正競争防止法に追加されたアイデア奪取行為に関する規定により、貴社製品

の製作に関するアイデアが事業提案、入札、公募など取引交渉または取引過程で提供され、

その提供を受けた第三者が模倣品を製作、販売していれば、これにあたる可能性について検

討する必要があります。 

③ 不正競争防止法上の成果冒用行為にあたるかどうかも検討してみる必要があります。 

④ 模倣品販売者が正規品に関する日本での広告など著作物を無断盗用していないか検討し、警

告状を送るなどの必要な措置を取ります(模倣品の不当な販促行為に対する措置)。 

⑤ 今からでも商標登録出願をして登録を試みることができるかを検討し、商標権を確保してか

ら権利行使をします。新製品が市販された後では、特許権やデザイン権を確保するのは難し

いのですが、商標権登録は可能だからです。ただ、新製品に関する技術およびデザインの最

初の公開日から 12 ヵ月が経過していなければ、例外として特許権やデザイン権を確保する

ことも可能です。自らが開示した技術およびデザインに対して提出する公知例外主張や新

規性喪失の例外主張については、69 ページおよび 123 ページをご参照ください。 

⑥ デザインのサイクルが早い商品(例えば、毎年・毎シーズンごとデザインの変わる衣類や装

飾品など)が新商品になるたびにほぼデッドコピーされて市場に出回っている場合などは、

次の商品デザインを公開する前にデザイン一部審査登録出願をすることを考慮しましょう。

デザイン一部審査登録は、権利保護の範囲は広くありませんが、一部審査ですので登録まで

数ヵ月しかかからなく、通常のデザイン出願に比べ半分程度の費用で権利確保でき、デッド

コピー対策としては有効です。デザイン一部審査登録出願については 126 ページをご参照

ください。 

 

 
相談8. 日本ではよく売れている製品ですが、韓国では何も権利を取得していません。模倣

品を何とかできるでしょうか。 

 

回答 このような場合、韓国の不正競争防止法による保護が可能か検討します。 

① 韓国でも相当多く売れていて貴社製品の商品標識(商標、製品包装のデザインなど)が著名認

められている場合には、模倣品が貴社製品と誤認・混同を引き起こしているのであれば、法

的対策を取れる可能性があります。 

② これと別途に不正競争防止法上のデッドコピー禁止規定が適用されるかを検討します(ただ

し、「試作品製作など商品としての形態を整えた日」から 3 年が過ぎるとデッドコピー禁止
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規定による保護を受けられません)。 

③ 貴社製品の製作に関するアイデアが事業提案、入札、公募など取引交渉または取引過程で提

供され、その提供を受けた第三者または当該者からアイデアを渡された第三者が模倣品を

製作、販売していれば、アイデア奪取行為になる可能性を念頭に置いて検討する必要があり

ます。 

④ 不正競争防止法上の成果冒用行為に該当するかどうかも検討してみる必要があります。 

 不正競争防止法上のデッドコピー禁止規定、アイデア奪取行為に関する規定や成果冒用行為 

規定については 319 ページを参照してください。 

 

 
相談9. 当社の代理店など、店舗の外観全体を模倣した事例を発見しました。これに対して

法的措置は可能でしょうか。 

    

回答 相談 6 でご説明しましたように、従来、法院は営業所建物の形態と外観、インテリア、装

飾、標識板などを模倣した事例において、このような「営業の総合的イメージ」は「当該事業者

の相当な努力と投資によって構築された成果物」になり得ると認めて、不正競争防止法第 2 条

第 1 号ル目所定の成果物として保護してきました。 

2018 年 7 月 18 日施行された改正不正競争防止法は、第 2 条第 1 号ロ目およびハ目で保護し

ていた他人の営業標識を「商品の販売・サービス提供方法又は看板・外観・インテリアなど、営

業提供場所の外観全体を含む」ものに改正し、トレードドレスの中でも店舗の外観全体が営業標

識として保護されることを明記しました。これにより、店舗の外観全体も不正競争防止法が規律

する出所混同誘発行為および識別力損傷行為から保護され得る営業標識にあたるという点が明

らかになりました。従って、仮に貴社店舗の外観全体を模倣した事例を発見し、貴社店舗の外観

全体が特定人の営業であることを示すものとして韓国国内に広く認識されていれば、それに対

する侵害差止および損害賠償請求はもちろん、刑事告訴も可能になるでしょう。 

ただし、改正されたロ、ハ目は保護する対象とある標識に対して韓国国内で広く知られているこ

とを前提としている反面、ル目はそのような地域的な制限がないことに留意する必要があるで

しょう。 

 

 

 

 



第３章 模倣対策相談サンプル集 

16 

 
相談10. 昔、業務関係のあった代理店が契約終了を機に自社の正規品でない模倣品を取り扱

っているようです。何とかできますか。 

 

回答 従来代理店だった者だとしても、一旦代理店契約が終了した後は、何も関係のない第三者

に過ぎず、そして、正規品の特性や流通構造、価格条件などに関して熟知しているだけに、より

危険な競争相手になる可能性が高いのですが、模倣品対策に関して特別な対応方法があるわけ

ではありません。 

 従来の代理店との契約書に、契約終了後の措置について特別な取決めが無いか確認し、さらに、

貴社の知的財産の権利の有効性を再確認し、相手方の行為(模倣品)が貴社の特許技術を代替技術

で迂回していないかなどを念のため確認します。さらに、相手方がどのような商標やドメインネ

ームを所有しているかも確認し、不正な目的で取得していないかなどの法的対策を考えて見ま

しょう。代理店の模倣品取扱行為については、普通よりもさらに強い態度で対応を行なうように

します。なお、コラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」(232 ページ)

も参照してください。 
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≪模倣品対策の実行≫ 

 

 
相談11. 模倣品が大量に出回っていて、当社製品の売上げが大幅に落ちてしまいました。ど

んな対策を取れるのでしょうか。 

 

回答 模倣品により実際の損害が発生している状況ならば、時間と費用が多少かかっても積極

的に措置を取る必要があります。模倣品に対する対策として考えられる措置は次のとおりです。 

 

(1) 警告状送付 

 まず、相手側の侵害行為を指摘しながら、その侵害行為の中止や損害賠償などを要求する警告

状を発送することを考えます。場合によっては、単純に販売しているだけの販売業者には侵害品

の製造元に関する情報の開示などを要求することも考えられます。警告状を送らないと告訴で

きないわけではありませんので、最終目的を考慮して送付の可否を判断します。また盛り込む内

容や表現の強度も送付目的と戦略に合わせて定めます(特許権侵害で刑事罰を問う場合は親告罪

となりますので犯人を知った日から 6 ヵ月を経過すると告訴することが出来なくなります。警

告状を発送すると少なくともその時点より前から犯人を知っていたことを自ら明かすことにな

りますから、この点注意が必要です)。 

 

(2) 侵害差止請求および仮処分申立て 

 模倣品の生産、販売などの中止を求める本案訴訟を提起することができます。また、本案訴訟

はある程度時間がかかりますから、それよりも結論が早く出る侵害差止仮処分を申し立てるこ

とも考えられます。 

 

(3) 損害賠償請求 

故意または過失の侵害により権利者が損害を被った場合には、侵害差止請求と共に損害賠償

を請求することができます。ただし侵害差止仮処分申立の場合は損害賠償請求を同時に行なう

ことができません。 

損害賠償には積極的損害、消極的損害および精神的損害があり、金銭賠償が原則です。特許法、

商標法、不正競争防止法、著作権法などでは、知的財産に対する侵害損害額の立証が難しい点を

勘案して、侵害者が侵害行為によって得た利益を損害額として推定し、またはライセンス実施料

や使用料に相当する額を損害額として損害賠償を請求することができ、または立証が困難な損

害賠償額を法院の職権で認定するなどの規定があります。 
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最近、損害賠償額に関して、特許法または不正競争防止法に基づく損害賠償請求の場合、損害

額の 3 倍を超えない範囲内で損害賠償額を定めることができるようにする懲罰的損害賠償制度

の導入を内容とする各法律改正案が国会で可決·成立され、2019 年中に施行される予定です。 

 

(4) 刑事告訴 

 侵害行為が刑事罰の対象に該当する場合、侵害差止請求、仮処分申立て、損害賠償請求といっ

た民事上の措置と並行して刑事告訴をするかどうか考えます。侵害者個人に刑罰が科せられま

すから侵害行為の中止には効果があります。 

 

(5) 貿易委員会への不公正貿易行為調査申請 

貿易委員会は他人の知的財産権を侵害する物品の輸出入行為を不公正貿易行為として禁止さ

せることができます。貿易委員会に救済申請をすると、貿易委員会は該当事件に対して書面によ

る調査を行い、必要であれば面接または現場調査を並行して実施し、その結果によって侵害者な

どに是正措置命令を出したり課徴金賦課などの制裁措置をとります。緊急の場合にはさらに迅

速に暫定措置により不正な輸出入行為を禁止させることも可能です。なお、貿易委員会への調査

申請そのものは無償で行うことができます。 

 

(6) 税関への通関保留の申請 

 他人の商標権や著作権などを侵害する輸出入行為に対しては、税関が職権または申請によっ

て輸出入物品の通関保留措置を取ることができます。「相談 15」をご参照ください。 

 

 

相談12. 第三者との間で特許権、商標権、デザイン権などに関するライセンス契約を締結し、

第三者を介して韓国国内で販売しています。当社製品の模倣品流通状況を発見して

法的措置を取ろうとする場合、どのように権利行使をすべきでしょうか。 

 

回答  貴社が第三者に対してどのような種類のライセンスを許諾したのかによって対応方法が

異なります。 

仮に貴社が第三者に専用実施権(使用権)を許諾したならば、専用実施権者(使用権者)が直接侵

害者に対して侵害差止および損害賠償請求が可能になります。 

しかしながら、仮に貴社が第三者に通常実施権(使用権)を許諾したならば、通常実施権者(使

用権者)は自ら侵害差止および損害賠償請求ができず、貴社が直接侵害者を相手として法的措置

を取らなければなりません。 
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一方、独占的通常実施権(使用権)者の場合、侵害差止および損害賠償請求が可能かどうかをめ

ぐって意見が分かれていますが、法院の態度が明確でなく、事案によって請求可否が別々と判断

され得ることから、弁護士などの専門家と相談したほうが良いでしょう。 

 

 
相談13. 模倣品が出回ってはいるのですが、韓国市場はまだまだ小さく費用をかけられませ

ん。何か対策はあるでしょうか。 

 

回答 貴社の特許権や商標権など知的財産権がある場合には、先ずは、警告状を送って相手側の

出方を見て、その後の措置を検討します。「相談 11」で紹介した制度のうち、貿易委員会に調査

申請をするか、税関に通関保留申請をするのは、訴訟に比べて費用がかかりませんし、手続進行

に必要な期間も短くて済みます。また、韓国特許庁の「偽造商品通報センター」や「商標権特別

司法警察隊」、または「サイバー捜査隊」に通報することを検討しましょう。 

 「偽造商品申告センター」については 306 ページを、「商標権特別司法警察隊」は 303 ペー

ジを、「サイバー捜査隊」は 305 ページをご参照ください。 

 

 
相談14. 模倣品がある程度出回っても仕方がないと思うのですが、日本への流入だけは防ぎ

たいのです。 

 

回答 韓国国内に登録された商標権、デザイン権、著作権、特許権または韓国国内で認められる

著作権を侵害する物であれば、税関を通じて通関保留申請するか、貿易委員会を通じて不公正貿

易行為調査を申請して海外への輸出行為を防ぐか、さらには訴訟を通じて差止めを求めること

も可能となっています。ただし、商標法、デザイン保護権（意匠法）以外の特許権、著作権法な

どには、輸出を侵害行為とは規定していないために、訴訟は根本的な対策とはなり切れないのが

実情です。さらに韓国内で適法に登録された権利がない場合、基本的には、日本法に基づき輸入

禁止措置などを通じて流入を防ぐしかありません。 

 

 
相談15. 日本の税関で行っている水際措置(国境措置)のようなものは韓国税関にもあるので

すか。 

 

回答 水際措置は国境措置ともいい、韓国税関にも同様の制度があります。外国人でも韓国で登

録された知的財産権（商標権、デザイン権、著作権、地理的表示(権)、特許権、実用新案権）を



第３章 模倣対策相談サンプル集 

20 

持っていれば、それを税関に申請することができ、税関で知的財産権侵害の疑いが強いと判断さ

れれば通関保留をしてくれます。 

 また、例えば製造業者名や輸出業者名が判明している場合には、これを税関に情報提供し職権

により通関保留してくれるよう処置することも可能で、インターネット(http://portal.custom

s.go.kr)を利用して申告し真贋鑑定や情報提供することもできます(ただし韓国語のみ)。 

ただし、税関での措置は、大部分は商標権に基づくものであり、高度な専門的知識が要求され

る特許権侵害物品の輸入においては、税関独自に侵害判断をすることが現実的には難しいため、

通関保留措置があまりに利用されていません。 

 詳しくは「税関での国境措置」265 ページをご参照ください。また、本書巻末 1 ページに付

録 5 として商標権申告書の様式を和訳して掲載しましたのでご参考ください。 

 

 相談16. 侵害者に何らかの法的措置をとった場合、当方にリスクはないのでしょうか。 

 

回答 侵害者が提起する可能性がある主張/対応は次のとおりです。ただし、韓国でも知的財産

権保護の意識が高まり、韓国企業も他の国で権利を侵害される事例が増えていることもあり、正

当な権利者が権利行使を行なうことについての理解は十分なされています。 

 

(1) 知的財産権に対する無効(取消)審判請求、消極的権利範囲確認審判請求 

 被侵害者の権利に無効または取消事由があるとか、侵害者の製品や行為がその権利範囲に属

しないと主張しながら特許審判院に審判請求をすることが最も普遍的で一般的な反撃方法です。 

 

(2) 警告状送付に対して業務妨害罪、脅迫罪などで対応告訴 

 警告状を受け取った場合、相手側は自身の業務を妨害するための目的または脅迫するための

目的で根拠なく警告状を送ったものと主張する場合があります。これを防ぐためには最大限侵

害の証拠を収集した後、侵害と認められるだけの合理的な根拠を提示しながら警告する必要が

あります。侵害者の取引先などにむやみに警告状を送ることは危険性が高いと言えます。 

 

(3) 不当仮処分による損害賠償請求 

 侵害者に対し仮処分決定を受け執行が終わった後に、本案事件において権利が無効となった

か、侵害に該当しないという理由で敗訴した場合、相手側からその仮処分執行により発生した損

害の賠償を請求されることがあります(その執行に故意または過失がなかった点を立証すること

ができなければ賠償責任を負う可能性が高いと言えます)。 
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(4) その他 

 よくあるケースではありませんが、知的財産権の権利行使が公正取引法上の不公正取引行為

に該当するという主張や、知的財産権侵害行為者に対する刑事告訴が誣告罪に該当するという

主張をしてくる場合があります。また、権利者製品に対する不買運動をしたりネットの書き込み

などを通じて自分の立場を強弁する場合もあります。 

 

 法的措置を取る場合の初期対応や戦略樹立については「第 I 編第１章模倣対策の概要」216

ページを参照してください。 

 

 

相談17. 数年前から模倣品が出回っていることは知っていましたが、いろいろな事情で直ぐ

には手を打つことができませんでした。今からでも対応できるのでしょうか。今ま

で黙認していたことが不利益になりませんか。 

 

回答 長い間権利行使をしなかったということが、侵害差止仮処分において、緊急性がないとし

て棄却されてしまう可能性を高めるという付随的な不利益が考えられなくもありませんが、直

ぐに手を打たなかったからといってその権利自体が消滅してしまうことではないので、権利行

使が不可能になるといった本質的な不利益はありません。ただし、後になってから対策を講じる

のは、模倣品が出回りはじめた初期段階から積極的に対応することに比べ、はるかに多くの労力

と費用が必要になる場合が殆どですので、模倣品に対する対応は初期の段階からできるだけ迅

速、積極的に、そして断固とした態度で臨むことが大事です。 

 ここで注意していただきたいのは、刑事告訴のうち処罰規定が被害者の告訴がなければなら

ない親告罪で事件を進める場合は、犯人を知った日から 6 ヵ月を経過すると告訴が認められな

いという点です。しかし「犯人を知った日」というのは「犯人が誰かを特定できる程度に知った

日」を意味しますから、模倣品が出回っていたことをそれより以前から認識していたとしても関

係ありません。 

また、模倣品や侵害品の貿易委員会への調査申請は、侵害行為があってから 1 年以内という

規定があるため、1 年以上前に終わってしまった侵害行為については、対策を取ることができま

せんが、その侵害行為が現在まで続いているか、終わってしまったとしても終了時点が 1 年以

内であれば、調査申請をすることが可能です。 
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 相談18. インターネットで模倣品が売られているようです。これを防ぐ方法はありますか。 

 

回答 ある販売業者がインターネット上の EC サイトで模倣品を販売して商標権を侵害してい

たり、不法音源を流通させたり不法複製された媒体を販売するなど著作権を侵害していれば、権

利者はこのような権利侵害行為をやめさせることができます。 

 具体的にはインターネット運営者に警告状を送付して権利侵害行為を中断するよう要請した

り、または事案によっては、直ちに侵害差止請求、損害賠償請求、刑事告訴などを進める方法も

考えられます。インターネットサイト運営者が直接には権利侵害行為をせず、そのサイトの利用

者(販売業者)が権利侵害行為をしている場合でも、サイト運営者に幇助責任を問い権利侵害品の

掲示行為を中断するように強く申し入れたり、権利侵害がひどく多額にのぼる場合であれば、

「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による措置を取ることができます。 

 「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第 44 条の 7 の規定によれば、何人も

情報通信網を通じて「犯罪を目的にするか教唆又は傍助する内容の情報」を流通してはならず、

放送通信委員会は、関係中央行政機関の要請を受けた日から 7 日以内に、審議委員会の審議を

経たのち是正要求をし、情報通信サービス提供者や掲示板管理者がこの是正要求に従わない場

合、放送通信委員会があらかじめ意見提出の機会を与えたうえで、情報通信サービス提供者また

は掲示板管理者・運営者に、該当情報の取扱いの拒否、整備又は制限を命ずると規定されていま

す。オンライン上の商標権侵害行為に関してこの規定に基づきウェブサイトが閉鎖された事例

もあります。 

 いわゆる、オープンマーケット形態のインターネットショッピングモールの場合には、オープ

ンマーケットの運営者が適切に偽造品登録を削除したかどうか、商標権などの侵害行為を防止

するための適切な運営システムを構築したのか、偽造品販売者の身元情報を管理し、今後は正当

な権利者に身元情報を提供するようなシステムが設けられているのかなどの状況により、侵害

者だけでなくオープンマーケットの運営者にまで侵害責任が問われることがあり得ます。 

 また、韓国知識財産保護院の IPOMS というシステムは、オンライン上の様々なショッピング

モールを 24 時間ロボット検索をして模倣商品として疑わしい商品を自動的にピックアップす

るもので、このようなシステムを利用してピックアップした模倣商品について、韓国特許庁の

「偽造商品通報センター」や「商標権特別司法警察隊」、または「サイバー捜査隊」への通報に

より行政的に対応することも可能です。 

「IPOMS」については 300 ページを、「偽造商品申告センター」については 306 ページを、

「商標権特別司法警察隊」は 303 ページを、「サイバー捜査隊」は 305 ページをご参考くださ

い。 
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 相談19. ゲームやビデオの不法複製には、どのように対応していけばよいでしょうか。 

 

回答 ゲーム物(コンピュータプログラム形態のゲーム物を含む)またはビデオ物を不法複製し、

または不法複製されたゲーム物またはビデオ物を流通させる行為は著作権侵害行為に該当しま

す。したがって、このような行為をした者は著作権法の規定による民事・刑事上の責任を負うこ

とになります。刑事処罰において、著作権法は権利侵害行為を親告罪(プログラムの著作権を侵

害して作られたプログラムの複製物等をその事実を知りながら取得した者がこれを業務上利用

する行為は反意思不罰罪であり告訴がなくても捜査は可能)と規定していますので、著作権者な

どの告訴がないと公訴が提起できません。しかし、営利を目的にまたは常習で著作権侵害をした

場合、権利者の告訴なくても公訴が提起できます。 

 一方、不法複製されたゲーム物やビデオ物が市中に流通するのを防ぐ方法として、映像物やゲ

ーム物の等級分類を取り消してしまうのも一考の価値があります。等級分類機関は著作権や利

用権など正当な権限のない者が等級分類を受けたことが確認できた場合にはその等級分類を取

り消すことができ、その場合、等級分類を取り消された当該ゲーム物やビデオ物の流通行為は法

違反行為となるため、等級分類取消はその流通を抑制させる有効な手段となるわけです。 

 ゲーム物や映画、ビデオ物などに関する法制度や等級分類については、202 ページを参照し

てください。 

 

 
相談20. 模倣品の対応に裁判も辞さない覚悟です。裁判手続は日本に比べてどうなるでしょ

うか。 

 

回答 模倣品対応関連の韓国の裁判制度には、米国の陪審員制度やディスカバリーのような特

殊な手続や対応を求められる制度はなく、侵害差止訴訟の場合、裁判管轄にしたがい地方法院の

一審(事実審)から高等法院の二審(事実審)を経て大法院(法律審)まで争うことができる審級構

造で、基本的に日本の制度と大きく異なりません。ただ、日本の場合、東京地方法院と大阪地方

法院だけが第一審事件の専属管轄を有しているのに対し、韓国では 2016 年 1 月 1 日から施行

された改正法律に基づき、五つの高等法院の所在地(ソウル, 釜山, 大邱, 大田, 光州)の地方法

院に第一審事件の専属管轄があり、ソウル地方法院は選択的重複管轄として誰もが選択するこ

とができるという点で、若干の差があります。一方で特許庁の審決に対する不服訴訟に限らず、

一般の侵害事件に対する控訴審も高等法院と同審級の特許法院に専属管轄があるとの点は日本

と同じです。言うまでもありませんが、具体的な案件に臨む時には、現地法律事務所などの専門
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家と緊密に相談しながら裁判手続を進めなければなりません。韓国の審級制度 253 ページや提

訴管轄 332 ページ、コラム「特別裁判籍」335 ページもご参照ください。 

 

 
相談21. 並行輸入品が韓国市場に流入して当社の製品・商品の売上げに打撃を与えているよ

うです。韓国では並行輸入品を効果的に抑制する方法はあるのでしょうか。 

 

回答 日本と同様に韓国でも真正品の並行輸入を抑制することができる方法はほとんどないと

言っていいでしょう。一部例外はありますが、例外認定の要件がかなり厳しいので、これに該当

するケースが少ないのが実情です。逆に、正当な並行輸入を妨害していると判断されますと、公

正取引法上の不公正取引行為として制裁を科される可能性もあります。従って、並行輸入品に対

する対策を設ける時には、必ず現地の法律専門家と相談することをお勧めます。詳しくは、コラ

ム「並行輸入」273 ページを参照してください。 

 

 

相談22. 並行輸入品がある程度売られているのは仕方ないとは思いますが、展示会やネット

で派手な宣伝をしたり、大きな店舗を構えて大々的に売られているのは、何とかで

きないでしょうか。 

 

回答 韓国法院で下された過去の判例によると、並行輸入業者は、売り場や店舗内部の張り紙と

POP、製品の包装紙やショッピングバッグ、ちらし類に掲載される宣伝広告物などにはオリジナ

ルブランドの商標をそのまま使用することはできるものの、建物の外部看板、売り場のエントラ

ンスや前面外壁などに大きく商標を表示したり、代表者や社員らの名刺に商標を表示する行為

をすることはできないと判断されています。つまり、オリジナルブランドの正規総代理店である

かのように誤認混同を引き起こすような並行輸入品の売り方はいけないということになります。

また、オリジナル社のカタログ写真や宣伝広告デザインなどをそのまま使用している場合には

著作権法に基づく対策がとれる可能性もあり、その他にも、様々な対応策が考えられますが、商

標権者の勇み足にならないよう必ず現地法律専門家に相談のうえ、対応するようにしましょう。

詳しくは、コラム「並行輸入」273 ページを参照してください。 

 

 相談23. 並行輸入自体を取引関係などを利用して阻止することはできないのですか？ 

 

回答 韓国における並行輸入の阻止は、「相談 21」でも説明したように、輸入業者間の自由競争
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を制限し、商標権者に対して過度な独占利潤を保障する結果を招くおそれがある点などを理由

に原則的に禁止されています。このような見地から、公正取引委員会の「並行輸入における不公

正取引行為類型に関する告示」では、次のような行為は不当な並行輸入阻止行為として不公正取

引行為に該当すると規定し、これに違反した場合は、処罰の対象となります。 

• 海外流通経路からの真正商品の購入妨害 

• 販売業者に対する並行輸入品の取扱制限 

• 並行輸入品を取り扱った販売業者に対する差別的取扱い 

• 並行輸入品を取り扱った販売業者に対する製品供給拒絶および中断 

• 並行輸入品を取り扱う小売業者に対する独占輸入品の販売制限 

 

 相談24. それでは並行輸入を阻止することはまったくできないのですか？ 

 

回答 並行輸入そのものを直接阻止することはできませんが、関税脱税や密輸、原産地表示問題

ないしは輸入製品の流通のために必要な各種許認可や安全性検査未了などの瑕疵について、関

連法律違反を問題として取り上げ、間接的に当該製品の輸入や流通が抑制できる可能性はあり

ます。しかし、くれぐれも現地法律専門家と相談のうえ、慎重に対応する必要があります。詳し

くは、コラム「並行輸入」273 ページを参照してください。 

 

 
相談25. 模倣品の取締りをしたいのですが、色々な方法があってよく分かりません。どんな

違いがあってどのように進めればいいのでしょうか。 

 

回答 模倣品の取締りは、狭義的に解説すれば、究極的には、模倣品の取扱者に対して検察によ

る捜査・起訴を介して法的責任を問うことにより模倣品を根絶しようとするものと言えます。権

利者が検察に直接情報提供をして取締りを進めることも可能ではありますが、事件の規模や実

際に動員できる人員などの面で大小の制約が生じてしまうのが現実です。すなわち、検察による

捜査・起訴に持ち込むまでに、様々な機関や団体が直接的・間接的に取締りを手伝ってくれてい

るのだと考えるとよいでしょう。ここで色々な機関や団体には以下のようなものがあります。な

お、各種模倣対策の特徴などについては 239 ページに一覧表にまとめましたので参照してくだ

さい。 

 

(1) 関税庁/全国各地税関 

 韓国には 46 ヵ所の税関(監視所を含む)があり、通関時には模倣品の疑いのある物品について
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は必要に応じて商標権や著作権の所有者への真贋鑑定依頼などを行い通関を保留し、最終的に

検察の指揮の下で物品の廃棄や輸出入者への処罰を課します。商標権や著作権の税関申告や真

贋鑑定などをオンラインで迅速に処理するための IPIMS(知的財産権統合情報管理システム)を

運営しています。税関での取締りについては 266 ページ、IPIMS については 268 ページを参照

してください。 

 

(2) TIPA(貿易関連知的財産権保護協会；関税庁の関連団体) 

 関税庁から民間委託され、商標権や著作権の税関申告業務や取締りや調査業務などを行って

います。そして税関を通じて市中に流入した模倣品や EMS(国際郵便貨物)に対する取締りを検

察などと協力して行っています。詳しくは 265 ページを参照してください。 

 

(3) 特別司法警察隊 

 特許庁に属する組織ですが、現在は商標権違反たは不正競争防止法上の商品主体混同行為に

関して独自の捜査権を持って模倣品について取締りを行い、最終的に検察へ送致(書類送検)しま

す。大掛かりな商標権侵害事件などを主に取り扱います。最近、その捜査範囲を特許権侵害、営

業秘密侵害およびデザイン権侵害まで拡大する法律改正が行われ、2019 年 3 月 18 日から施行

られます。詳しくは 303、380 ページを参照してください。 

 

(4) 警察署のサイバー捜査隊 

 全国各地の警察署には、サイバー捜査課が設けられており、オンライン上の模倣品について申

告をすれば、模倣品の出品者やサイトの運営者を割り出し取調べを行い検察へ送致します。また

模倣品の掲載を取消させるなどのネット上の処置も行います。詳しくは 305 ページを参照して

ください。 

 

(5) KOIPA (韓国知識財産保護院：特許庁の関連団体) 

 2016 年 1 月 7 日付で韓国知識財産保護協会(KIPRA)の機関名が韓国知識財産保護院(KOIP

A)に変更されました。 

IPOMS(知的財産保護オンラインモニタリングシステム)によりインターネット上の模倣商品

を 24 時間ロボット検索して模倣品の摘発をしています。詳しくは 300 ページを参照してくだ

さい。 

 

(6) 特許庁の偽造商品および不正競争行為申告センター 

 特許庁内に設けられた組織で、偽造商品の製造や流通に関する申告、改正された不正競争防止

法によるアイデア奪取行為を含む不正競争行為に関する申告を受け付けています。偽造商品に
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関する申告により検察の起訴処分などの一定の成果が得られた場合は申告者に褒賞金が与えら

れることになっています。しかしながら、アイデア奪取行為に対しては刑事処罰条項が存在しな

いだけに、その申告があっても、特許庁による是正勧告などにとどまり、刑事告訴にはなりませ

ん。ただ 不正競争行為に対する損害賠償請求を提訴した場合には、 改正不正競争防止法第 14

条の 7 に基づき法院が特許庁に不正競争行為などの調査記録の送付を求めることができるので、

損害賠償請求訴訟においてより容易に証拠資料が入手できるにメリットがあるといえます。詳

しくは 306 ページを参照してください。 

 

 外国の企業が韓国国内で取締りを行う場合、単独で直接上記（１）～（６）までの機関や団体

に接触して行動を起こすには、言語の問題、習慣や制度の違いなどにより、様々な困難が予想さ

れますので、ジェトロソウル事務所(387 ページ)や現地の法律事務所を通じて適切に対応しま

しょう。 
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≪事業開始にあたっての問題≫ 

 

 
相談26. 韓国で事業展開を考えています。知的財産権の保護および行使と関連して、先ずど

んなことをすればいいでしょうか。 

 

回答 法人設立や代理店設置などの手続は別にして、知的財産権の保護に関連するものとして

は、下記事項を行なう必要があります。 

 

(1) 商号の登記 

 商業登記所に予備調査を通じて会社の名前である商号の登記可能性を調査して登記可能な商

号を選定(商標権取得と同時に考えておくことが望ましいのです) 

 

(2) 商標権の取得 

 韓国国内で販売/提供の対象になる商品/役務の商標を選定し、韓国国内の第三者が既に権利取

得しているかどうかを確認し、商標登録出願手続を進めます。 

 

(3) 特許権/デザイン権の取得 

 未公開の発明/デザインが存在する場合、あるいは公開されたとしてもその日から 12 ヵ月以

内である場合、特許権/デザイン権の出願手続を進めます。 

 

(4) インターネットドメインネーム登録 

 気に入ったドメインネームは登録しにくい場合が多いです。なるべく早い時期に登録を試み

ましょう(韓国国内の国籍ないし営業拠点を有している場合にのみ可能)。 

 

(5) 事業に伴って他人の権利を侵害しないかに関する概略的な調査 

 容易に調査可能な登録商標調査などは必ず行う必要があります。 

 

 
相談27. インターネットを通じて音楽著作物をストリーミングサービスしたりダウンロード

サービスしたりするためにはどのような許諾を受けなければなりませんか。 

 

回答 インターネットを通じた音楽サービスを提供する場合、通常、各レコードに収録された楽

曲をコンピュータ圧縮ファイル形態でコンピュータサーバーに最初に保存する過程およびこれ
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をインターネットを通じて伝送する過程が伴うので、インターネットを通じて音楽著作物を無

断で提供すれば、音楽著作物に対する著作権者の複製権および伝送権の侵害となるだけでなく、

レコード製作者がレコードに対して有する著作隣接権としての複製権と伝送権の侵害となりま

す。したがって、インターネットを通じて音楽サービスを提供しようとする場合は、著作者およ

びレコード製作者からその使用に対する許諾を受けなければなりません。 

 著作権および著作隣接権の種類に関する内容は、「著作者の権利」170 ページ以降をご参照く

ださい。 

 

 
相談28. 模倣品が出回るかもしれないので、事前に手を打ちたいと思います。どんな方法が

あるでしょうか。 

 

回答 事前に行う予防対策としては下記のような事項が考えられます。 

 

(1) 知的財産権の取得 

 模倣品に対する予防措置として、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権などを登録してお

くことが、最も基本的な方法です。著作権の場合、創作するだけで権利が発生しますが、これを

登録して公示することも一考です。 

 

(2) ウォッチング調査 

 貴社製品の模倣品が流通しているのかを見張るウォッチング調査は、韓国国内に営業拠点な

どがあれば営業活動を行ないながら市場を注視するだけでも大丈夫ですが、調査機関や代理人

などを使って行なうことも可能なので一度検討すべきです。 

 

(3) 貴社製品の記録管理 

 貴社製品の記録管理を徹底し貴社製品が潜在的な模倣者に不要に流入しないように管理する

と共に、模倣品が見つかった場合に、いつからいつまでの間にどの工場でどれだけ生産された製

品と似ているのか特定できるようにしておきます。そしてその製品は社内デザインか外部デザ

インなのかなども普段から管理し、製品だけでなくカタログやそれを作らせたデザインハウス

や印刷所の記録なども整理しておくべきです。カタログは韓国特許庁にオンラインで提出する

こともでき、こうすればカタログに掲載された製品の製作時点が公的に証明できることにもな

ります。 

 

 模倣品に対する事前準備については、「第 I 編第１章 1．予防対策段階」216 ページを参照し
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てください。 

 

 

相談29. 日本で登録されている当社の商標が韓国では第三者に先取りされてしまいました。

韓国で同じ商標を取ることはできるのでしょうか？取れなくても使用することはで

きるでしょうか。 

 

回答  韓国は日本と同様に登録主義ですので、先に韓国で第三者が自己の商標と同一の商標に

ついて同一商品または類似商品で出願または登録(先取り)している場合、当該韓国登録商標が有

効に存続している限りは日本の商標権の真正権利者であっても韓国で自己の商標を使用するこ

とができず、韓国で権原なく第三者の登録商標をその指定商品等について使用した場合、第三者

の商標権侵害になります。 

 そこで、日本の真正権利者が韓国で第三者の登録商標を使用できるのは、第三者の商標権を消

滅させてからです。第三者の商標権を消滅させる方法としては、無効審判および不使用取消審判

があります。 

 ただし、同一/類似の商標がすでに登録されていても、その商標権の指定商品と類似しないも

のを指定商品等として出願すれば登録される可能性があるため専門家とよく相談すべきです。

類似の商品かどうかの基準は韓国商品分類の類似群コードです。 

  商標権は同一商品だけでなく類似商品にまで権利が及ぶので商標使用前に、その商標にかか

る商標権を有する第三者の有無および権利範囲について(先登録商標があるかどうか)調査が必

要です。調査の結果、第三者が既に出願または登録している場合には、その商標を使用するため

には下記の事項を検討しなければなりません。 

 

(1) 第三者が商標を出願したがまだ登録になっていない場合 

• 審査過程で拒絶されるように特許庁へ情報提供する。 

• 登録前異議申立をして登録阻止を試みる 

 

(2) 第三者の商標が既に登録された場合、 

• 登録無効事由を検討して無効審判請求をする。 

• 不使用など登録取消事由を検討して(例えば、最近 3 年間の使用事実の有無を調査)、登

録取消審判請求をする。 

• 先使用権が主張できるか否かを検討する。 

• その第三者から商標権を譲り受けたり、使用権を設定してもらえるか否かを検討する。 
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日本企業が韓国で使用しておらず、商標登録出願もしていない商標であっても、韓国の第三者

の出願商標または登録商標と同一または類似の商標が当該商標の指定商品と同一または類似の

商品について日本ですでに使用されていて、日本でも出所表示機能を果たせるほど知られてい

ることを証明できる場合(韓国商標法 34 条 1 項 13 号、日本商標法 4 条 1 項 19 号と同旨)、韓

国の第三者の出願商標の登録を拒絶させたり、無効にしたりすることができます。 

 また、日本企業の商標が韓国需要者の間である程度知られている商標であれば、韓国で第三者

の登録を防ぎ、または無効にすることができますので、上記(1)や(2)の情報提供や審判請求が有

効です。 

 なお、232 ページのコラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」や 54

ページの事例もご参照ください。 

 

 
相談30. 模倣商標に対処するためには、当社の商標が有名であることを立証する資料が必要

と聞きましたが、具体的にどんなものをそろえればいいのでしょうか。 

 

回答 模倣商標が出願または登録されてしまった場合、情報提供、異議申立、無効審判などを通

じて、その模倣商標が、韓国や日本(外国)で有名な(周知著名な)商標の名声に乗じて不正な目的

で出願されたことを立証する必要があります。模倣商標が出願された当時に、韓国国内でどれだ

け周知著名であったかを立証することが重要ではありますが、日本国内でも既に周知著名であ

ったと立証する資料も有用です。 

 

 具体的には以下のような資料をそろえるようにします。 

① 自己の商標が付された商品の販売期間、年間売上額データ(過去 5 年分程度) 

② 自己の商標が付された商品の広告額、広告回数、代表的な広告の写し(テレビ・新聞・雑誌・

ネットメディアを含む過去 5 年分程度) 

③ 商品の紹介・評判や業界・同種商品の人気ランキングなど各種マスメディアの記事の写し

(出所、発行年月日のあるもの。2～5 年分程度) 

④ 自己の商標の周知著名性が認められた日本の特許庁や法院の決定、審決例または判例 

⑤ 日本で防護標章として登録されていれば、その登録証など（日本でよりも他の外国でさらに

有名なものであれば、その国のもの） 

⑥ 日本での自己の商標や関連商品の認知度、同種商品の市場規模と市場占有率および各種受

賞実績などに関する資料、およびその市場や流通の特殊事情(特定ユーザーのみの小規模市

場であるとか、市場参入企業が少数であるとか、逆に参入企業が膨大で数％のシェアでもラ

ンキング上位であるとか)など 
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⑦ 自社のホームページへのアクセス数、その他ネット上での検索ヒット数、タグ、ブログ紹

介、オンラインショッピングサイトの展示状況、外部サイトへのリンク数など 

⑧ 自社の会社沿革、会社紹介、営業活動および取引業者の現況に関する資料 

⑨ 全世界での商標登録現況に関する資料(対象の商標ばかりでなく、商標やブランド管理にワ

ールドワイドでどれくらい注力してきたかを各国の登録原簿の写しなどを添えてリスト形

式でまとめる) 

 

 以上の資料は、模倣商標の出願日より前のものであることが望ましく、言うまでもありません

が、日本国内でのものだけでなく韓国内に関するものがあればより有用です。そして、自己の商

標の周知著名性を立証するわけですから、なるべく公的な客観性のある資料や、第三者の視点で

記された資料の方が望ましいですが、社内データでもよいので、可能な限りそろえるようにしま

しょう。 

 なお、232 ページのコラム「日本の登録商標が韓国で不正に出願/登録されていたら」や 54

ページの事例もご参照ください。 

 

 
相談31. 同じようなドメインネームが韓国内で登録されているようです。どうすればよいで

しょうか。 

 

回答 他人の登録商標や広く知られた標章をドメインネームとして登録することによって権利

者の権利や利益が侵害された場合、不正競争防止法に基づき法院を通じて紛争を解決すること

ができますが、｢.kr｣ドメインネームに関連する紛争を解決する場合はインターネット住所紛争

調停委員会(IDRC)へ、｢.com｣、｢.net｣などの一般最上位ドメインネーム(gTLD)に関する紛争

についてはアジアドメインネーム紛争調停センター(ADNDRC)へ、それぞれ調停手続を申請す

ることにより早期(約 3 ヵ月程度)に解決することもできます。 

 さらに、そのドメインネームを使ったホームページやサイトの中に、商標権侵害や著作権侵害

があるかどうかを検討することも忘れてはなりません。 

 ドメインネームに関する紛争調停関連の具体的な内容は、「ドメインネーム紛争調停制度」28

7 ページをご参照ください。 

 

 相談32. 特許権侵害をしていると警告状を受け取りました。どのように対応すべきでしょう。 

 

回答 先ず下記(1)の事項を確認し、状況に応じて(2)または(3)の対応策を検討しましょう。 
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(1) 相手側の侵害主張が正当であるか？ 

• 自己の製品が該当特許発明の実施に当たるのか：特許権の権利範囲に属しているのか 

• 警告状の名義人が正当な権利者であるか：特許登録原簿などを調査 

• 特許権の瑕疵(無効事由)があるかどうか調査：新規性または進歩性に問題はないか、権

利の存続期間が経過していないか 

• 自己の実施が正当な権限によるものなのか(違法性阻却事由があるか検討)：法定実施権

の有無、特許権の効力が制限される場合に該当するか(研究または試験をするための特

許発明の実施、国内を通過するに過ぎない船舶・航空機・車両またはこれに用いられる

機械・機構・装置その他の物、複数の医薬を混合することにより製造される医薬の発明

またはこれによる製造方法など)、業としての実施か、正当な権利者から購入した製品

か 

 

(2) 相手側の侵害主張が正当でない場合 

• 非侵害(権利範囲に属していない)であれば、 具体的な証拠を提示しながら警告状に回

答をし、消極的権利範囲確認審判を請求するかどうかを決定 

• 無効事由があれば、具体的な証拠を提示しながら警告状に回答をし、特許無効審判を請

求するかどうかを決定 

• こちら側の実施に正当な権限がある場合、具体的な証拠を提示しながら警告状に回答

し、侵害差止請求権不存在確認の訴えや損害賠償債務不存在確認の訴えなどを提起す

るかどうか決定 

 

(3) 侵害主張が正当な場合 

• 実施を中止して善意・無過失を主張(損害賠償請求は故意又は過失が要件) 

• 特許権者とライセンス交渉し実施を継続する。または通常実施権許諾審判を通じて実

施権を設定したり特許権を譲り受けて実施を継続する。 
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≪権利の取得≫ 

 

 
相談33. 模倣品などの対策に権利取得が有効なので、韓国で積極的に権利を取得しようと思

います。模倣品対策のためにどんな権利や登録があるのでしょうか。 

 

回答 模倣品に対する対策としては、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権などの知的財産

権の取得および著作権の登録、そしてドメイン名の登録を考慮することができ、保護を受けよう

とする目的に従って戦略的に取得しましょう。例えば、税関での国境(水際)措置においては商標

権、著作権が相対的により有用な権利行使の手段となります。また、デザイン権も警察や行政で

の取締りにおいて取締りが容易な権利であるので、機能的・技術的な商品形状については特許権

と同時にデザイン権による保護も検討します。 

 なお、ライフサイクルが短い商品の場合には、優先審査やデザイン一部審査登録出願を活用し

て早期に権利取得します。さらに、迂回の可能性がある重要な技術やデザイン、商標の場合には、

周辺の権利も獲得する戦略も検討します。 

 

(1) 特許権 

 自然法則を利用した技術的思想の創作であり、出願する前に既に世の中に知られていない内

容であれば、特許権の取得を図るべきです。現在韓国の特許審査は審査請求から 1 年程かかり、

特許権を取得すれば、設定登録後に権利が発生し、出願日から 20 年が経過するまで権利は存続

します。 

 

(2) 実用新案権 

 保護を受けようとする考案が、物品に関する自然法則を利用した技術的思想の創作であって、

既存の発明を改良して、より便利で有用に使えるようにした程度にすぎない小発明の場合に利

用でき、存続期間は設定登録日から出願日後 10 年までです。 

 

(3) デザイン権 

 審美感を感じることができる物品の形状または模様の保護には、デザイン権(意匠権)の取得が

役立ちます。物品の特性上、流行性が強くライフサイクルが短い衣服類、寝具類、事務用紙製品

類、包装紙、包装用容器、織物地、画像デザインはデザイン一部審査登録制度を通じてより迅速

な権利化が可能です。保護期間は出願日から 20 年です。 
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(4) 商標権 

 自身の商品を他人の商品と区別するために用いる記号、文字、図形、ホログラムなど一切の視

覚的な表現手段と音、匂いなどは商標として保護を受けることができます。商標権は設定登録日

から 10 年間保護を受けることができ、10 年単位で更新が可能です（登録料の納付は 5 年単位

で可能）。 

 

(5) 著作権 

 人の思想や感情が文字、音、映像などで独創的に表現された表現物は著作権として保護を受け

ることができます。創作と同時に権利は発生しますが、著作権の登録を行なうことで、権利者、

創作日または公表日などが推定され、そして第三者に対抗することが可能になります。保護期間

は著作者の死後 70 年までです。著作権の登録は韓国著作権委員会を通じて可能です。 

 

(6) ドメインネーム登録 

 インターネット通信技術の発達でオンライン上でも多様な事業行為がなされており、これに

よりドメイン名自体が商品またはサービスの出所として機能する趨勢・傾向にありますから、ド

メインネームを予め登録しておくことも考えましょう。 

 

(7) その他 

 その他に、半導体集積回路の配置設計はその配置設計権の登録を通じて、植物新品種はその品

種保護権の登録を通じて保護を受けることができます。 

 

 相談34. 特許権を取得したいのですが。 

 

回答 韓国で特許権を取得する場合、次の事項を参照してください。 

 

(1) 先行技術調査 

 特許出願予定の発明の先行技術が存在するのか調査してみます。調査はデータベース(www.

kipris.or.kr その他)などを利用します。 

 

(2) 先行技術が存在する場合 

 自社で特許権を取得できる可能性は低くなります。当該特許権が韓国での事業に必要であれ

ば、特許権を買い入れて取得し、または実施許諾を受けることを検討します。 
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(3) 先行技術を見出せなかった場合 

 韓国特許庁に特許出願をして特許を取得します。同じ発明について日本で特許出願した場合

は、日本出願の出願日から 1 年以内であれば優先権を主張して韓国出願することもできます。

さらに多くの国に出願するのであれば PCT 国際出願の活用も検討します。 

 

(4) 特許出願予定の発明が出願前に公開されている場合 

 特許出願（第一国出願）をする前に新聞報道や発表などで外部に技術内容が公開された場合に

は、公開された日から 12 ヵ月以内に特許出願をしなければなりません(公表について証明する

書面が必要です。専門家に相談しましょう)。 

 

 日本特許庁と韓国特許庁の間では「特許審査ハイウェイ制度」(113 ページコラム参照)があ

り、日本特許庁で特許可能と判断された発明の特許出願については、この制度に基づいて申出を

行うことで、韓国において簡易な手続で優先審査が受けられます。韓国における特許権取得の手

続については、「特許法」68 ページおよび「特許権の取得」217 ページをご覧ください。 

 

 相談35. 商標権を取得したいのですが。 

 

回答 韓国で商標権を取得する場合、次の事項を参照してください。 

 

(1) 先行商標調査 

 既に同一または類似の先行商標登録出願が存在するのか調査することが望ましいでしょう。

調査はデータベース(www.kipris.or.kr その他)などを利用します。 

 

(2) 同一、類似商標が既に出願、または登録されている場合 

 該当商標が出願されれている場合は、情報提供または権利付与前の異議申立てを提起し、登録

を防ぐことができます。当該商標権が既に登録されている場合は、無効審判や取消審判を請求す

ることができます。またはその当該商標権を買取することも検討します。商標の同一、類似性判

断が困難な場合、出願し、審査経過から見極めることもあります。 

 

(3) 同一、類似商標が先出願されていない場合には、商標登録出願をします。 

 商標権取得のために韓国内に営業店/代理店がある必要はなく、また、韓国内で事業をすでに

行なっている必要もありません。韓国内で事業展開の計画があるなら、なるべく早い時期に韓国
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内の代理人事務所(弁護士・弁理士)を通じて商標登録出願の依頼をしましょう。ただし、商標権

登録後に 3 年間使用実績がない場合、第三者が不使用を理由に登録取消審判を請求してくるこ

とがありますから、この点には留意しましょう。 

 韓国における商標権取得の手続については、「商標法」140 ページおよび「商標権の取得」22

1 ページをご覧ください。 

 

 
相談36. 韓国へは日本語の商標登録出願はできるのですか。ハングル文字の商標登録出願を

する必要がありますか。 

 

回答 日本語のひらがな・カタカナを含み、日本式の漢字も商標登録出願が可能です。過去には

ひらがな・カタカナを図形として捉え文言的概念を考慮せず審査をしていた時期がありました

が、現在ではアルファベットと同じように外国語であっても韓国内の需要者らの平均的な理解

度を考慮して、その概念的意味が品質表示などに該当するかなどについて審査する傾向にあり

ます。もちろん韓国内の一般需要者が理解しにくい日本語や日本式漢字の場合はやはりそれに

該当するハングル文字を上下・左右に併記することを検討する必要があります。また、商品の販

売戦略上だけでなく模倣対策上においても日本語だけまたはハングル文字だけの商標登録出願

ついても考慮するのが望ましいでしょう。なお、日本語とハングル文字を併記して登録を受け、

実際の商品には日本語だけまたはハングル文字だけを使用した場合、不使用取消審判において

登録商標の不使用になる恐れがあるため、どのような態様で出願するかは現地代理人とよく相

談してみることが肝心です。 

 

 
相談37. 韓国に商標登録出願をするときは、指定商品は日本と同じにすればいいのでしょう

か。 

 

回答 韓国特許庁は、日本より指定商品を具体的に細分化して表記するようにしていますが、最

近ある程度の(狭義)包括名称からなる商品・役務も指定することができるようになりました。し

かしながら、韓国特許庁の商標実務上すべての包括名称が許容されるのではなく、制限的に許容

されているので出願後に指定商品が不明確であるという理由で拒絶理由が出され補正書の提出

を余儀なくされることが多いため、現地の法律専門家と相談しながら出願前にこのような拒絶

理由を回避できるように指定商品を決めるようにしましょう。 

 指定商品の記載方法に関する内容は、「指定商品の記載」150 ページをご参照ください。 
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相談38. 中国では日本の都市名や産地名を含む商標が無断で出願されていると聞いていま

す。韓国で日本の都市名や産地名などが含まれた商標を登録するにはどのようにし

たらよいでしょう。 

 

回答 日本の都市名(地理的名称)がそれだけで顕著に知られている場合や当該都市名が指定商

品の産地である場合には、原則的に商標として登録を受けることができません。しかし、顕著な

地理的名称であってもこの地理的名称が特定商品(特産物)に対する地理的表示の場合には、これ

を使用する団体だけが地理的表示団体標章として登録を受けることができます(日本の団体でも

日本の地理的名称について取得可能です)。もしも地理的名称が顕著な名称として韓国の需要者

間に認識されていない場合には、他人が韓国内で商標登録をすることを防ぐ方法はありません。

しかし、日本の地理的名称が指定商品の産地でもある場合は、日本の地理的名称が韓国において

顕著ではなくても他人は日本の地理的名称について商標登録を受けることはできません。なぜ

ならば、韓国の商標法では、産地は地理的名称と違って顕著性がなくても不登録事由に該当する

からです。なお、地理的表示団体標章については 64 ページ、144 ページをご参照ください。 

 

 相談39. デザイン権(意匠権)を取得したいのですが。 

 

回答 既に日本国内で販売、広告などで製品の形態が公開されている場合は、新規性を喪失した

という理由で韓国でもデザイン登録ができなくなりますが、その最初の公開日から 12 ヵ月以内

に韓国で出願すれば特例適用により登録が可能であるということに留意してください。デザイ

ンの物品の種類によってはデザイン一部審査登録出願をすることができ、数ヵ月で登録になり

費用も低廉です。 

 韓国におけるデザイン権取得の手続については、「デザイン保護法」123 ページおよび「デザ

イン権(意匠権)の取得」224 ページをご参照ください。 

 

 相談40. 模倣品が出回っていて早急に権利化したいのですが、何か方法はありますか。 

 

回答 通常出願は特許・実用新案は審査請求順、商標・デザインは出願順に特許庁で審査に着手

して登録がなされるのが原則ですが、優先審査制度を用いると審査が早く進められます(特許出
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願、デザイン登録出願、商標登録出願共に優先審査制度が設けられています)。 

 日本特許庁で特許可能と判断された発明に関する特許出願については、日韓特許審査ハイウ

ェイ制度(113 ページコラム参照)に基づいた申出を行うことにより、韓国において簡易な手続

で優先審査が受けられます。 

 さらに、権利取得の過程で審判に係属した場合などは、優先審判や迅速審判制度も利用できる

可能性があります。 

 また、デザイン一部審査登録出願を行えるかどうかも検討してみます。 

 詳しくは優先審査は 86、121、134、156 ページを、優先審判は 109 ページを、迅速審判は

110、164 ページをそれぞれご参照ください。 

 

 相談41. KRドメインネームは取得できるのでしょうか？ 

 

回答 韓国内に住所を持つ者であれば国籍や事業内容などに関係なく、KR ドメインネームを取

得することができます。ただし、.go.kr や.or.kr など特定資格を有する機関などにだけ登録を許

容することもあります。 

 詳しくは 287 ページをご参照ください。 

 

 相談42. 著作権というのは取得できるのですか。 

 

回答 著作権は特許権や商標権とは異なり、出願して権利を取得するものではありません。創作

性のある著作物を著作者が制作した時点で著作権が発生するのです。ただし、著作権は登録をす

ることができ、著作権を登録すれば一定の登録事項、即ち、著作者、創作年月日、公表年月日な

どを事実として推定し、登録された著作権を侵害した者はその侵害行為に過失があるものと推

定する効果が発生するので、著作権を登録すれば著作権保護に万全を期するにより有利です。外

国人の著作権も、韓国が加入または締結した条約によって保護されます。 

 詳しくは「著作権の登録」175 ページをご参照ください。 

 

 
相談43. 第三者が自分のアイディアを盗用して映画や広告を製作した場合、著作権侵害を主

張することができますか。 

 

回答 著作物となるためには、思想や感情が外部に表現されたものでなければなりませんので、
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アイディア自体は著作権法の保護を受けることができません。従って、いくら独創的なアイディ

アでもこれを具体的にシナリオとして作成しておくなど外部に向けて表現してこそ著作物とし

て保護されます。すなわち、その独創的なアイディアからヒントを得たとしても表現の手法が違

う場合には著作権侵害に該当しません。 

 著作物の意義および保護範囲に関する内容は、「文学、学術および芸術作品」66 ページ、「保

護対象」168 ページをそれぞれご参照ください。 

 

 相談44. 製品の写真は写真著作物として認められますか。 

 

回答 製品写真も著作権法の保護を受ける著作物になる可能性はあります。しかし、製品自体を

撮影した写真は、表現の創作性よりは被写体の写実的な表現に重点をおいていますので、多くの

場合写真著作物に該当しません。ただし、製品写真を独創的にレイアウトするなどして全体的に

創作性のあるカタログなどの場合は著作物として保護を受けられる可能性があります。 

 著作物の類型に関する内容は、「著作物の類型」169 ページをご参照ください。 

 

 相談45. 著作物の利用を効率的に管理できる方法はありませんか。 

 

回答 著作権および著作隣接権は、文化体育観光部の許可を受けた委託管理団体にその権利を

委託することによってより効率的に管理できます。これら委託管理団体は使用者から該当著作

物または著作隣接物の使用に対する使用料を徴収し、これを著作権者や著作隣接権者などに分

配します。 

 著作権、著作隣接権の委託管理に関する内容は、「著作権委託管理」176 ページをご参照くだ

さい。 

 


