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第４章 デザイン保護法 
 

1．保護対象 

 デザイン保護法上の保護の対象は、「物品(物品の部分及び書体を含む)の形状、模様、色彩又

はこれらを結合したもので、視覚を通じて美感を引き起こさせるもの」と定義されるデザインで

ある(デザイン保護法第 2 条第 1 号)。 

 なお、物品の一部分、記録や標識などに使用されるための一組の書体(フォント)、画像デザイ

ン(GUI、アイコン、グラフィックイメージなど)も保護対象になる。 

 

2．登録要件 

2-1  工業上利用可能性 

 工業上利用可能性がないものはデザイン登録を受けることができない。工業上利用可能性と

は、工業的生産方法によって同一物品が量産可能なものであることをいう。 

 

2-2  新規性 

 新規性とは、デザインが他のデザインと区別できる程度に客観的に新しいことをいい、デザイ

ン保護法はデザイン保護法第 33 条第 1 項各号に列挙している新規性喪失事由に該当するもの

は、保護を受けることができないように規定している。 

① 出願前に韓国内または韓国外で公知であったり公然実施されたデザイン 

② 出願前に韓国内または韓国外で頒布された刊行物に掲載されたり、電気通信回線を通して公

衆が利用可能となったデザイン 

③ 上記①または②に該当するデザインに類似するデザイン 

 

 従って、日本国内で既に販売されていたり、カタログ、インターネットで公開された物品のデ

ザインは原則的にデザイン登録が不可能である。 

 

2-3  新規性喪失の例外 

 既に販売されていたり、カタログなどにデザインが掲載されていても、デザインが新規性を喪

失した日(最初の販売日や最初のデザイン公開日)から 12 ヵ月以内に韓国出願をしなければなら

ず、次のいずれか一つに該当する日にその趣旨を記した書面と立証書類を提出しなければなら

ない。 
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① デザイン登録出願書を提出する時（この場合、証明書類は出願日から 30 日以内に提出） 

② デザイン登録出願に対する拒絶理由通知を受け意見書を提出する時 

③ デザイン一部審査登録異議申請に対する答弁書を提出する時 

④ デザイン登録無効審判請求に対する答弁書を提出する時 

 

2-4  創作性 

 デザイン登録出願前にそのデザインが属する分野で通常の知識を持った者が韓国内または韓

国外で公知となったり公然に実施されたデザインまたは頒布された刊行物に掲載されたり電気

通信回線を通じて公衆が利用可能になったデザイン(公知・公用のデザイン)、またはこれらの結

合によるか、韓国内または韓国外で広く知られた形状・模様・色彩またはこれらの結合(周知の

形状・模様など)により容易に創作できるデザインは創作性の欠如を理由として登録を受けるこ

とができない。 

 

2-5  先願主義 

 同一または類似のデザインについて別の日に 2 以上の出願が競合する場合には、先に出願し

た者にのみ権利を付与する。一方、先出願の拒絶が確定した場合、または、出願が放棄された場

合には先出願の地位を付与しないが、例外的に同一人の 2 以上の出願が競合し協議不成立など

で拒絶が確定した場合には先出願の地位が付与される。部分デザインについては全体デザイン

に対して拡大された先願の地位の規定が適用(法第 33 条第 3 項)される。ただし、そのデザイン

登録出願の出願人と他のデザイン登録出願の出願人が同じ場合には、いわゆる拡大された先願

の地位の規定は適用されない。 

 

2-6  不登録事由 

 たとえ出願デザインがデザインの工業上利用可能性および新規性、創作性を備えているとし

ても公益を保護し他人の業務を保護するために以下の不登録事由を定めている(法第 34 条)。 

① 国旗、国章、軍旗、勲章、褒章、記章、その他の公共機関などの標章と外国の国旗、国章ま

たは国際機関などの文字や標識と同一または類似のデザイン 

② デザインが与える意味や内容などが一般人の通常の道徳観念である善良な風俗に反したり

その他公共の秩序を害するおそれがあるデザイン 

③ 他人の業務に関係する物品と混同を招くおそれがあるデザイン 

④ 物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなるデザイン 
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チャート：デザイン登録出願から権利取得まで（2018 年 12 月現在） 

 

 

3．デザイン登録を受けるまでの手続の概要 

 デザインの対象になる物品が一部審査登録出願の対象であるか、審査登録出願の対象である
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かによって異なる。 

 

3-1  デザイン審査登録出願手続 

① 法令に定めた書式による願書、図面(写真も可)、および添付書類(委任状、優先権証明書な

ど)を添付して特許庁へ提出する。 

② 提出されたデザイン審査登録出願書は方式審査を受け、デザイン物品類に区分される。方式

違反時には補正命令が出され、補正命令に応じなかったり補正によっても瑕疵を直せない

場合には無効処分となる。 

③ 出願されたデザインは登録された後、登録公告として公開されるのが原則だが、出願人は特

許庁のデザイン登録決定通知書の受領以前まで出願公開申請が可能である。反対に出願人

はデザイン登録料納付前までデザインを公開せず、最大、登録日から 3 年まで秘密とする

ことをデザイン登録料の納付前まで請求できる(秘密デザイン)。 

④ デザイン物品類別に担当審査官が出願順によって出願日から約 8～10 ヵ月経過後に実体審

査を行う。デザイン保護法で規定される拒絶理由(第 62 条第 1 項各号)が発見されれば、審

査官は意見書提出通知を発してこの理由を出願人に通知し 2 ヵ月以内の期間を定めて意見

書の提出機会を与える。 

⑤ 意見書により拒絶理由が解消されたときはデザイン登録決定をし、拒絶理由が解消されない

ときは拒絶決定する。出願人は拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に再審査を

請求するか拒絶決定不服審判を請求することができる。特許審判院への拒絶決定不服審判

請求が棄却された場合はさらに特許法院への審決取消訴訟、大法院(法律審)への上告によ

る不服申立が可能である(拒絶決定不服審判については 83 ページ、審決取消訴訟は 104 ペ

ージ、大法院への上告については 107 ページを参照)。 

⑥ 3 年分の登録料納付後、デザイン権設定登録をすれば、特許庁はデザイン公報に掲載して登

録公告をする。 

 

3-2  デザイン一部審査登録出願手続 

 衣服、繊維製品、文房具、事務用品など一部限定された物品に対しては工業上の利用可能性、

韓国内周知の形状、模様、色彩、またはこれらの結合により容易に創作したものであるか否かの

みを審査し、新規性喪失如何に対しては審査しないことで、迅速に登録が可能なようにデザイン

一部審査登録制度を設けている。 
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(1) 対象物品 

 流行性の強い物品に関するデザインに対してはデザイン一部審査登録出願として出願しなけ

ればならず、これらの物品に対するデザイン審査登録出願は許容されない。万一、錯誤により審

査登録出願をしたときは一部審査登録出願に変更する補正をすることができる。 

 

表：デザイン一部審査登録出願の対象 

ロカルノ分類 細分類 物品名 

2 類 
衣類および雑貨類 

02-01 下着、ランジェリー、コルセット、ブラジャー、ねまき 

02-02 衣類 

02-03 帽子類 

02-04 履物類、靴下、ストッキング、 

02-05 ネクタイ、スカーフ、襟巻、ハンカチ 

02-06 手袋 

02-07 雑貨類、衣類アクセサリー 

02-99 その他の衣類および雑貨類 

5 類 
繊維製品、人造およ

び 
天然シート織物類 

05-01 紡紗製品(SPUN ARTICLES) 

05-02 レース 

05-03 刺繍 

05-04 リボン、装飾用のひも、その他の装飾用トリミング 

05-05 織物地 

05-06 人工または天然シート類など 

05-99 その他の繊維製品、人工および天然シート類 

19 類 
文房具、事務用品 
美術材料、教材 

19-01 筆記用紙、書信、メッセージカード 

19-02 事務用品 

19-03 カレンダー 

19-04 書籍、その他の類似の外観を持つ物品 

19-05 [空欄] 

19-06 
筆記、製図、絵画、彫刻、版画 
その他美術の技法のための材料、器具 

19-07 教材 

19-08 その他の印刷物 

19-99 その他の文房具、事務用品、美術材料、教材 

 

(2) 審査項目 

 一部審査登録出願は新規性喪失や先出願として関連デザインがあるか否かなどに対する実体

審査をせず以下の要件についてのみ審査を行う。 
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① デザイン登録出願に必要な方式を備えているか 

② 公序良俗に違反するか 

③ 工業上の利用可能性を有するか 

④ 国内または国外に広く知られた形状、模様、色彩またはこれらの結合により容易に創作でき

るデザインであるか 

⑤ 主体的要件その他条約違反の有無などの形式的要件 

 

 ただし、第三者からその登録要件に不足な点があることについて情報提供があるときには、新

規性、創作性などの登録要件を審査し、拒絶決定をすることができる。 

 

表：デザイン審査登録出願と一部審査登録出願の対照表 

 デザイン審査登録出願 デザイン一部審査登録出願 

審査期間 長い(約 10～12 ヵ月) 短い(約 4～6 ヵ月) 

長短所 
権利の安定性は高いが、権利化遅
延の弊害がある 

早期権利化を図れるが不良権利発生
による紛争などの弊害がある 

審査対象 方式審査＋実体審査 
方式要件＋公序良俗違反の有無＋工
業上の利用性＋容易創作性 

複数デザイン出
願 

複数デザイン登録出願が可能 複数デザイン登録出願が可能 

異議申立制度 無し 
不良権利発生による弊害防止のため
登録後一部審査登録異議申立制度あ
り 

登録後の 
権利の効力 

業として登録デザインおよびこれ
に類似するデザインを実施する権
利を独占（排他的独占権） 

過失の推定規定が適用されることを
除き審査登録されたデザイン権と全
く同一 

 

3-3  必要書類 

 デザイン登録を受けようとする者は次の事項を記載した書類を特許庁長に提出しなければな

らない。 

① 創作者および出願人の氏名(出願人が法人の場合にはその法人の名称)および住所、デザイン

の対象になる物品などを記載した出願書 

さらに、優先権主張を伴う場合には基礎となる出願の出願番号、優先日、国家名、また、

関連デザイン出願の場合には基本デザインのデザイン登録番号またはデザイン登録出願番

号を記載しなければならない。 

② 対象となる物品、デザインの説明および創作内容の要点、複数デザイン登録出願の場合には

デザインの図面番号を記載した図面 
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 2010 年 1 月 1 日から物品のデザインを正確に特定できるのであれば、図面の数や図法

に制限がなくなった(３Ｄファイル形式の提出も可能)。過去には斜視図および六面図を必

須図面として提出しなければならなかったが、2010 年 1 月 1 日からは必須図面提出が不

要となり登録を受けようとするデザインの創作内容および全体的な形態を明確に特定でき

る 1 つ以上の図面を提出すればよいこととなった。書体デザインの場合には施行規則で規

定する指定文字図面、例文図面、代表文字図面を提出しなければならない。 

③ 委任状(必要な場合) 

④ 複数デザイン登録出願の場合にはデザインの図面番号を記載した図面および明細書 

 2014 年 7 月 1 日以降にロカルノ物品区分上同じ分類に属する物品について審査・一部

審査デザイン物品に関係なく 100 以内のデザインを 1 出願とすることができる複数デザイ

ン登録出願が認められている。この場合、出願書に複数デザイン登録出願の有無およびデザ

インの数を記載すると共に、デザインの一連番号および図面番号などを記載した複数デザ

イン明細書を添付しなければならない。1 

 

3-4  優先権主張 

 デザイン保護法には国内優先権制度が存在せず、パリ条約に基づく優先権制度のみがある。パ

リ条約に基づく優先権主張の基本手続は特許法と同一だが、優先権主張の基礎となる最初の出

願日から 6 ヵ月以内にデザイン登録出願をしなければならない。なお、優先権証明書の提出は、

韓国における出願日から 3 ヵ月以内に提出しなければならない。2017 年 3 月 21 日付けの改正

デザイン保護法では、優先権主張の書類認定範囲に、その他出願を確認することができる情報な

どを含ませた。「その他出願を確認することができる情報など」とは、世界知的所有権機関のデ

ジタルアクセスサービス(DAS、Digital Access Service)を利用する場合に作成する情報とし

て、当該デジタルアクセスサービスにアクセスするために、最初に出願した国で付与する固有番

号(以下「アクセスコード」という)をいう(デザイン保護法第 51 条第 4 項第 2 号)。 

 

3-5  特殊な出願 

(1) 関連デザイン制度 

 2016 年 4 月 28 日から類似デザイン制度が廃止され、日本の関連意匠制度と同様の関連デザ

イン制度が導入された。要件は以下の通りである。 

                                      
1 出願時には、1 つの出願番号と｢M001～M003｣のような枝番が付けられ、各デザイン毎に個別に審

査、審判を始めとして全ての手続や処分が行われる。登録になった場合には、｢第30-XXXXXXX-0001 号

～第 30-XXXXXXX-0003 号｣のように個別に登録番号が付与される。 
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① 基本デザインが存在すること 

② 基本デザインの出願日から 1 年以内の出願であること2 

③ その基本デザインにのみ類似すること 

④ 関連デザインにのみ類似するものではないこと 

⑤ 基本デザインに専用実施権が設定されていないこと 

 基本デザインの権利存続期間が満了すれば関連デザインの権利存続期間も満了となり、基本

デザインと関連デザインとして登録された後には訂正手続などで関連デザインを基本デザイン

に変更することは不可能である。 

 

(2) 組物デザイン制度 

 2 つ以上の物品が、組物として同時に使われる場合に当該組物デザインが組物全体として統一

性があるときには 1 デザイン 1 出願の原則の例外を認めて 1 デザインとして出願できる3。その

要件は、以下の通りである。 

① 一組の組物であること 

② デザイン保護法施行規則第 38 条第 4 項、別表 5 各号にあたる物品であること 

 

 組物デザイン出願の際には、①添付図面は構成物品毎、および組物の使用状態の図面が必要で

あり、②図面上のデザインの説明欄に組物を構成する物品名、およびその個数を記載しなければ

ならない。 

 登録により 1 つのデザイン権が発生するので、構成物品別に移転したり消滅させることがで

きず、無効審判または権利範囲確認審判請求も組物物品デザイン全体についてのみできる。また、

他人が構成物品のうち一部に対してのみ侵害する場合でも一部侵害は認められない。 

 なお、各物品別に登録要件を満たす必要はなく、組物全体で登録要件を満たせばよい。また、

各物品を独立デザインとする分割は認められない。ただし、組物デザインが組物として認められ

なかった場合、複数物が出願されたものとみなされ、各物品として出願の分割が可能である。 

 

(3) 秘密デザイン制度 

 実施化に必要な準備期間の確保および模倣、盗用の防止を図るために、出願人が登録料納付時

                                      
2 経過措置として、旧法下の基本デザインと類似のデザインを現行法下の関連デザインとして出願する場

合は、基本デザインの出願日に関係なく、関連デザインの出願日が改正法施行日から 1 年以内(2015 年6

月 30 日)であれば関連デザインとして出願可能となっている。 
3 現行法では産業通商資源部令で定める物品表に下記のとおり「その他」項目を追加し、当該表において

具体的に例示されていない物品も、一組要件を満たす場合には一組物品として出願することができる。 
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までに請求することによりデザイン権設定登録日から 3 年以内の期間を指定してそのデザイン

の内容を秘密とすることができる。秘密デザインは当該デザイン登録出願人のみができ、秘密期

間の延長または短縮は、出願人および登録後のデザイン権者のみが可能である。また、複数デザ

イン登録出願に対して秘密デザイン請求をするときは、複数デザイン登録出願の全部またはそ

のうち一部に対して請求することが可能である。なお、秘密デザインに関するデザイン権者また

は専用実施権者は特許庁長の証明を受けた書面を提示して警告した後でのみ侵害差止請求権を

行使できるようになっており、侵害差止請求権行使には一定の制約がともなう。 

 

(4) 動的デザイン制度 

 デザインに関する物品の形状、模様、色彩がその物品が持つ機能によって変化するデザインで

あって、停止状態では変化後の状態を容易に予測できないデザインをいう。 

 動的デザインを出願する際には、添付図面は停止状態の図面および動作状態が分かる参考図

面を提出しなければならず、図面中のデザインの説明欄にはその変化状態および機能を記載し

なければならない。 

 

(5) 部分デザイン制度 

 物品の部分に関する形状などに対してデザインとして保護する制度であって、全体デザイン

のうち、登録を受けようとする部位に対して実線、その他の部分は点線で表示した図面を提出し

なければならない。物品名には当該部分を表現する名称ではなくその物品の名称を記載しなけ

ればならない。また、デザインの説明欄には保護を受けようとする部分を図面や見本で特定して

いる方法を記載しなければならない。 

 

3-6  出願補正制度 

(1) 補正時期 

 デザイン登録決定または拒絶決定通知書の発送前まで、再審査を請求した時、およびデザイン

登録拒絶決定不服審判を請求する場合にはその請求日から 30 日以内4(2014 年 7 月 1 日以降に

拒絶決定された出願から適用)には、出願書に添付した図面、図面の記載事項および写真および

見本を補正することができる。 

 

                                      
4 2009 年に再審査請求制度導入後は拒絶決定不服審判請求時の補正は不可となっていたが、2013 年 5

月 28 日全部改正され 2014 年 7 月 1 日施行の現行デザイン保護法第 48 条（出願の補正および要旨変

更）第 4 項第 3 号により新たに規定された。従って特許法、実用新案登録法とは異なっているので注意が

必要である。 
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(2) 補正範囲 

 最初のデザイン登録出願の要旨を変更しない範囲内でデザイン登録出願書の記載事項、デザ

イン登録出願書に添付した図面、図面の記載事項および写真(または見本)の補正が認められる。

一方、デザイン登録出願人は関連デザイン登録出願と単独のデザイン登録出願相互間、デザイン

一部審査登録出願とデザイン審査登録出願相互間で出願を変更する補正をすることができる。 

 

(3) 補正却下 

 審査官は要旨変更と認められた場合は補正を却下する。これについては不服審判を提起して

争うことができ、要旨変更が看過され登録された場合には補正書提出時まで出願日が後退する。 

 

(4) 出願分割 

 出願分割とは、デザイン審査登録出願が 1 デザイン 1 出願の原則に違反して出願されたり、

複数デザイン登録出願をした場合にこれを 2 以上のデザイン登録出願に分割して出願すること

をいう。補正制度ではないが拒絶理由に対して補正と類似する機能を果たす。 

 

3-7  出願公開 

 デザイン登録出願は特許法・実用新案法と違って申請によってのみ公開される。出願公開申請

は当該出願に対する「最初の決定謄本が送達される前まで」可能であり、複数デザイン出願の場

合にはデザインの全部またはそのうち一部について申請することができる。一方、公序良俗に反

するおそれがある場合には出願公開しないことがあり得る。全ての書面が公開され、図面および

書誌的事項がデザイン公開公報に掲載される。 

 出願公開後には当該デザインと同一、類似のデザインを業として実施した者に書面で警告で

き、警告した後にも続けて実施したり出願されたデザインであることを知りながらも実施した

場合には登録後に補償金請求権を行使することができる。また、公開後には優先審査の請求が可

能となり、秘密状態が解除されて公知デザインとなる。 

 

3-8  実体審査 

(1) 拒絶理由 

 出願書類の適法要件および方式要件をすべて満たしている場合には、審査官により実体審査

が行なわれる。出願から審査完了までの期間はおおむね 10～12 ヵ月である。 

 デザイン保護法のみの独特な拒絶理由は以下の通りである。 

① 工業上利用可能性の欠如 

② 新規性の欠如/創作性の欠如 



第 II 編 韓国の知的財産制度と関連法 

 133 

③ 公序良俗違反などの不登録事由に該当する場合 

④ 関連デザイン出願規定違反 

⑤ 審査および一部審査デザイン出願対象に該当しない場合 

⑥ 1 デザイン 1 出願規定、複数デザイン出願規定違反 

⑦ 一組物品デザイン出願規定違反 

⑧ 先願主義違反 

 ただし、デザイン一部審査登録出願の場合には第三者の情報提供がない限り上記方式要件の

他に公序良俗違反の有無および工業上利用可能性有無、韓国内での容易創作性に対する審査の

みが行なわれる。 

 

(2) 意見書および補正書の提出 

 当該拒絶理由に承服できない場合には、指定期間である２ヵ月以内に意見書を提出すること

ができる。指定期間は 1 ヵ月ずつ 4 回の延長が可能である。複数デザイン登録出願に対してそ

のうち一部のデザインにだけ拒絶理由があれば、その一部のデザインに対してのみデザイン登

録拒絶決定をすることができる。 

 補正を通じて拒絶理由を回避できると判断される場合には、要旨を変更しない範囲内で補正

書を提出できる。 

 なお、デザイン登録が無効、取下げ、放棄、または拒絶決定や拒絶するとの趣旨の審決が確定

したときには、そのデザイン登録出願の先願の地位ははじめからなかったものとみなされる。 

 

(3) 登録決定および拒絶決定 

 実体審査の結果、拒絶理由がなかったり、意見書提出などにより拒絶理由が解消され拒絶理由

を発見できない場合には登録決定を行う。意見書提出などによっても拒絶理由が解消されない

場合には拒絶決定となり、これに対しては拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に不

服審判を提起して争うことができる。 

 また、出願人は拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 30 日以内に拒絶決定不服審判を提起せ

ず、図面、図面の記載事項を補正し、再審査を請求することができる。 

 

3-9  再審査請求制度 

(1) 概要 

 拒絶決定書の謄本送達日から 30 日(拒絶決定不服審判の請求期間が延長された場合はその延

長された期間)以内に図面、図面の記載事項および写真や見本を補正すると同時に再審査を請求

すれば審査官の再審査を受けることができる。ただし、再審査による拒絶決定に対しては再び再
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審査を請求することはできない。なお、再審査請求時には意見書も共に提出することが可能であ

る。 

 

(2) 拒絶決定不服審判との関係 

 再審査の請求があった場合、該当出願にすでに下された拒絶決定は取消されたものとみなす

(同第 60 条)。また、再審査請求は取り下げることができない。したがって拒絶決定後に出願人

は再審査請求と拒絶不服審判のうちいずれか一方だけを選択し請求しなければならない。 

 

3-10  優先審査 

 出願公開されたデザイン登録出願に対しては出願公開後、出願人ではない者が業として出願

したデザインを実施していると認められる場合やその他の緊急処理が必要であると認められる

場合、他の出願より優先して優先審査をすることができる。複数デザインの場合、そのうち一部

のデザインのみに対して優先審査をすることができる。 

 

3-11  出願費用 

 特許庁に納付するオフィシャルフィーである出願料は、電子文書により提出する場合、1 デザ

イン毎にデザイン審査登録出願の場合は 94,000 ウォン、デザイン一部審査登録出願の場合は 4

5,000 ウォン(書面により提出する場合、審査と一部審査がそれぞれ 104,000 ウォンと 55,00

0 ウォン)である(代理人手数料は別途)。登録料は最初 3 年分までが 1 デザイン毎に 75,000 ウ

ォン(地方税などは含まず)である(審査デザインおよび一部審査デザイン共通)。なお、出願後 1

ヵ月以内に出願取下げ/出願放棄した場合には出願料および優先権主張申請料について払い戻し

を受けることができる(分割出願などは例外)。 

 

4．権利の取得と維持 

4-1  登録料の納付 

 特許庁長は出願人が登録決定謄本の送達を受けた日から 3 ヵ月以内に最初の 3 年分の登録料

を一括で納付した場合に限って設定登録をする。第 4 年次分からの登録料は毎年ごとに納付し

なければならないが、複数年度分をまとめて、もしくは存続期間満了日までを一括して納付する

ことができる。2011 年 4 月 1 日以降から 4 年次以降の登録料を 3 年分以上一括して納付する

場合、納付総額の 5%ディスカウントが適用される。デザイン登録料および 4 年次以降の各年度

維持年次料については［付録 4］400 ページを参考のこと。 
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4-2  登録料の追納および以降の救済期間 

 登録料追加納付によるデザイン権回復規定は特許と同様である。92 ページを参考のこと。 

 

4-3  存続期間 

 デザイン権の存続期間はデザイン権設定登録日から発生し、出願日から 20 年となる日まで存

続する。存続期間の延長や更新制度はない。 

 

5．デザイン一部審査登録異議申立 

5-1  デザイン一部審査登録異議申立の要件 

(1) 申立ができる者 

 何人も可能であり、非法人団体でも代表者や管理人がいる場合にはその社団または財団の名

義で行うことができる。 

 

(2) 申立対象 

 設定登録後は当該デザインの内容をデザイン公報に掲載する登録公告がなされ、この場合、デ

ザイン一部審査登録に限って異議申立の機会が与えられる。複数デザイン登録はデザインごと

に異議申立が可能である。 

 

(3) 申立時期 

 デザイン権の設定登録があった日から登録公告後 3 ヵ月が経過する日までに当該一部審査登

録が新規性喪失、容易創作などに該当するという理由で特許庁長にその登録の取消しを申立て

ることができる。 

 

5-2  デザイン一部審査登録異議申立に対する審査 

 異議申立人がデザイン一部審査登録異議申立書に必要な証拠を添付して特許庁長に提出する

と、審査長はその副本をデザイン権者に送達して答弁書提出の機会を与え、その趣旨を当該デザ

イン権の専用実施権者や登録原簿上のその他の質権者らに通知しなければならない。また、審査

官は異議申立人が請求しなかった理由についても審査することができ、この場合に意見陳述の

機会を与えなければならない。 

 異議申立日から 30 日以内であれば異議申立理由および証拠を補正できる。異議決定謄本送達

前まで、または審査官の職権による異議審査に対する意見陳述機会の付与前まで、異議申立を取
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り下げることができ、取下げられた場合は、当該異議申立ははじめからなかったものとみなす。 

 

5-3  異議決定 

(1) 異議決定 

 異議申立人に付与された異議申立理由などに対する補正可能期間と出願人に付与された異議

申立に対する答弁書提出期間が経過した後に異議決定が下され、異議申立が理由ありと認定さ

れれば取消決定が下される。デザイン登録取消決定が確定したときは、そのデザイン権は初めか

らなかったものとみなす。異議申立が理由なしと認められれば棄却決定が下される。また、異議

申立期間内にその理由および証拠を提出しない場合は決定により異議申立を却下できる。 

 

(2) 異議決定に対する不服 

 却下決定および棄却決定に対しては不服を申立てることができない。取消決定に対しては、デ

ザイン権者がその謄本の送達を受けた日から 30 日内に特許審判院に不服審判を請求できる。 

 

6．デザイン審判手続 

6-1  種類 

 デザイン審判の種類は請求人と被請求人が対立構造を取る当事者系の審判と、被請求人が特

許庁長の決定系審判に分けられる。当事者系の審判にはデザイン登録無効審判、権利範囲確認審

判、通常実施権許与審判などがあり、決定系の審判には拒絶決定に対する不服審判、補正却下決

定に対する不服審判、デザイン登録取消決定に対する不服審判などがある。 

 

6-2  デザイン登録無効審判 

(1) 請求人 

 利害関係人または審査官でなければならず、利害関係人は、デザイン権者から権利対抗を受け

て現在業務上の損害を受けるか、または損害を受ける憂慮がある者であって、同業者、当該デザ

イン権と関連して訴訟関係にあるか、または訴訟関係になる憂慮がある者、当該登録デザインを

実施するか、または実施準備をしている者、デザイン権者から侵害警告を受けた者などが該当す

る。 

 

(2) 無効事由 

 登録デザインが出願前に既に国内外で公知、公然実施、刊行物への掲載などにより新規性を喪

失した場合、当業者が容易に創作することができるもので創作性が欠如している場合などがあ
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る。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。 

 

(3) 無効審決確定の効力 

 デザイン登録を無効にするという審決が確定された場合はそのデザイン権は最初からなかっ

たものとみなす。基本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場合はそ

の関連デザインのデザイン登録も無効などがある。 

 

6-3  権利範囲確認審判 

(1) 種類および当事者 

 デザイン権者、専用実施権者、または利害関係人が請求することができ、デザイン権者が、他

人の実施する確認対象デザイン(いわゆる「(イ)号意匠｣)は自分の登録デザインの権利範囲に属

するという趣旨の審決を求める積極的権利範囲確認審判と、確認対象デザインを実施するかま

たは実施しようとする者(利害関係人)が、自己の確認対象デザインは登録デザインの権利範囲に

属しないという趣旨の審決を求める消極的権利範囲確認審判とがある。 

 

(2) 権利範囲確認の効果 

 通常、消極的権利範囲確認審判は、侵害訴訟で被告の防御手段として活用され、権利範囲に属

しないという審決は侵害訴訟で法院の判断を拘束することはできないものの、有力な証拠とし

て作用し得る。積極的権利範囲確認審判は、権利者が自分の権利が侵害されていることを審判院

に確認してもらうものであるから、多くの場合、侵害訴訟の前段階として積極的権利範囲確認審

判を提起し、権利範囲に属するという審決を得て、これを侵害者との交渉に活用したり、後日の

侵害訴訟を有利に導くための証拠として用いられる。 

 

6-4  その他の審判制度 

(1) 通常実施権許諾審判 

 デザイン権者、専用実施権者または通常実施権者は、当該登録デザインが先出願登録された他

人の権利と利用・抵触関係にあり通常実施権の許諾を受けようとする場合であって、その他人が

正当な理由なく実施に対する許諾をしないか、または許諾を受けることができない場合に限っ

て請求することができる。 

 審判によって通常実施を許諾された者は、特許権者、実用新案権者、デザイン権者またはその

専用実施権者に対価を支払わなければならない。 
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(2) デザイン登録取消決定に対する不服審判 

 デザイン登録異議申立によって取消決定を受けたデザイン権者が取消決定を不服とする場合

は登録デザインに対する取消決定処分の取消を請求することができる。 

 

(3) 拒絶決定(補正却下決定)に対する不服審判 

 拒絶決定(補正却下決定)を受けたデザイン登録出願人は当該決定を不服とする場合は拒絶決

定(補正却下)の取消を求める審判を請求することができる(詳しくは第 I 編第２章 3-16 ：83

ページを参照のこと)。 

 

6-5  審決に対する不服 

 特許審判院の決定または審決を不服とする者は審決謄本を受けた日から 30 日以内に高等法

院レベルの専門法院である特許法院に審決取消訴訟を提起することができ、特許法院の判決を

不服とする場合は最終審である大法院(法律審)に上告することができる(詳しくは第 I 編第２

章 6-7 審決に対する不服：104 ページを参照のこと)。 

 

6-6  訴訟手続の中止 

 デザイン権侵害訴訟で被告は防御手段としてデザイン登録無効審判や消極的権利範囲確認審

判を請求する場合が多い。法院は訴訟において必要な場合は上記審判の審決が確定される時ま

でその訴訟手続を中止することができるが、最近の法院実務は審判手続を考慮せず独自的に進

める傾向が強い。 

 

7．ハーグ協定による国際デザイン登録出願制度 

7-1  国際デザイン出願の概要 

ハーグ協定が韓国で 2014 年 7 月 1 日付で発効したことにより、7 月 1 日付で国際デザイン

出願制度が施行されている。締約国の国民や、締約国領域に住所または営業所、居住地を有する

ものは先出願、先登録デザインがなくても国際デザイン出願が可能であり、出願時各国代理人を

指定する必要なく国際事務局に英語、スペイン語、フランス語のうち一つの言語で作成された出

願書を提出すれば、ひとつの出願書で最大 70 カ国に同時出願の効果を得られる。また、登録さ

れたデザイン権の権利関係変動などの管理を国際事務局を通して一括的に行えるという利点が

ある。 
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7-2  出願書提出手続 

 国際出願書は、国際事務局に直接、または、韓国特許庁へ間接的に提出可能である。韓国特許

庁を利用する場合であれば、次の事項について留意しなければならない。 

① 出願人が韓国国籍や、韓国に住所や営業所、居所(30 日以上滞留する目的で居住する場所)

を有していなければならない 

② 指定言語は英語のみである 

③ 特許庁が国際出願書を受け付けた日から 1 ヵ月以内に国際事務局に出願書が到達しなけれ

ば出願を認められないため、委任状などの形式要件の補正が必要な場合、迅速に補正を進め

なければならない 

④ 韓国法で定めた手数料を除外した国際出願手数料は WIPO に直接納付しなければならない 

 

7-3  手数料 

 出願人が国際出願時国際事務局に納付する手数料は基本手数料、公開手数料、指定手数料(標

準または個別)があるが、ひとつの通貨(CHF)で納付する。一方、韓国は一部審査出願の場合、

標準指定手数料(3 水準)を、審査出願である場合は個別指定手数料を規定している。 

 

7-4  国際公開 

 通常、国際出願から 6 ヵ月以降国際公開が進められるが、締約当事国の法令によって 30 ヵ月

未満の期間を認めたり申請が不可な国がある(韓国は最大 30 ヵ月まで認定)。このような国を含

んで指定する場合、公開延期期間は最も短い国を基準とするか、または不可となる。 

 

7-5  国際出願の審査および登録 

 国際事務局は国際出願書を受け付けたら形式要件のみを審査し、実体的要件は指定締約国官

庁で審査する。韓国では国際公開日から審査登録出願は 12 ヵ月以内、一部審査登録出願は 6 ヵ

月以内に拒絶理由を発見できず仮拒絶通知が出ない場合、その期間の満了日から保護が付与さ

れる効果がある。国際登録は最初 5 年間効力を持ち、追加で 5 年単位で 2 度に渡り更新するこ

とができる。締約国の法令が許容する範囲内で 5 年に対する追加更新が可能であり、韓国は国

際登録日から 20 年となる日まで保護期間更新が可能である。 


