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 知的財産権は無形の財産に関する権利であるゆえに模倣による侵害が容易である反面、その

侵害を把握して立証するのに困難である。模倣による侵害が発生した場合には、民事および刑事

訴訟手続によって救済を受けるのが最終的な方法であるが、その前段階で講じておくべき予防

措置や検討すべき事柄が多く存在する。 

 本編では、先ず「第 1 章 模倣対策の概要」で、各対策の意義と流れを 4 つの段階（予防対策

段階、事前検討段階、対策実施段階、事後処理段階）に分けて概略的に説明し、韓国における日

系企業の知財関連情報交換グループである韓国ＩＰＧについて紹介した後、「第 2 章 模倣に対

する行政的救済」において、知的財産権の分野において模倣による紛争が発生した場合に取り得

る訴訟の前審としての特許審判制度や国境(水際)措置としての通関保留措置、対外貿易法上の規

制および警察その他の各種行政サービスなどを紹介し、続いて｢第 3 章 模倣に対する民事的救

済｣および｢第 4 章 模倣に対する刑事的救済｣において民事訴訟手続および刑事手続の詳細につ

いてそれぞれ紹介する。 
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第１章 模倣対策の概要 
 

 模倣対策は、1.模倣品の発見や認識と関係なく普段から行っておくべき予防対策段階、2.実際

に模倣品を発見してから行う事前検討段階、3.法的措置など侵害者や模倣品を排除していく対

策実施段階、そして、4.模倣対策が終了もしくは一段落ついた後に行う事後処理段階に分けるこ

とができる。 

 本章では、主に実際の対策実施に入る前に準備しておくべき事項について説明する。 

 

表：模倣対策の各段階 

段階 実行方針 具体的作業 

1. 予防対策段階 
模倣品の発見とは無関係に普段か

ら予備的・計画的に進める 

■ 権利の取得 

■ 権利の維持管理 

■ 他社の動向調査 

■ 社内体制の確立 

2. 事前検討段階 

模倣品の発見に努め、模倣品が発見

されたら、どのような対策を取れる

かを具体的に検討する 

■ 模倣品の情報収集 

■ 被害状況把握 

■ 主張可能な自社権利の確認 

■ 自社権利の補完 

■ 相手側の反撃予測 

■ 対策方法の決定 

3. 対策実施段階 

模倣品および侵害者に対して実際

にアクションを起こし、相手側の出

方に合わせて対応していく 

■ 警告状の送付 

■ 行政的措置 

■ 民事的措置 

■ 刑事的措置 

4. 事後処理段階 

模倣対策が終了・一段落した後の 

フォローアップを行い、今後に備え

る 

■ 関係機関への感謝表明 

■ マスコミ発表 

■ 継続的監視体制の確立 

 

1．予防対策段階 

 予防対策段階は、第Ⅱ編で説明した各知的財産権の取得がメインとなる。権利の取得には、権
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利の創出にかかる開発・研究・創作の期間と費用を除外してもかなりの期間とコストがかかるの

で、この部分に大きな労力を投入せざるを得ない。権利の取得以外にも、模倣品が出回る前から

普段から予備的に行うべき作業がある。 

 

 予防対策段階としては、次のような作業が含まれる 

• 権利の取得 

• 取得した権利の維持管理 

• ライバル社の動向調査や模倣品/侵害品の市場ウォッチング 

• 現地代理人の選定 

• 社内体制の確立(部門間の協力、担当窓口の明確化、予算確保) 

 

1-1  特許権の取得 

  

特許権の取得にかかる留意点を概略的な期間と費用を中心に説明する。具体的な手続やその意

義などは「特許法」68 ページ以下を参照されたい。 

【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日などの法定期

限を意味するのではなく、その手続をすることによって権利取得までの概ねの日数や期間がど

のくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限については第Ⅱ編各章を参照す

るか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用についても特許庁などに納付するオフィシ

ャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続の全体的進行でどのくらい掛かるのかを示すも

のである。実勢費用は個別事案の具体的内容および事情により相違がある可能性がある】 

 

(1) 韓国出願の検討段階 

 通常多くの場合、研究・開発を通じて生まれた発明を日本で特許出願され、この出願を基礎と

して日本での出願日から 1 年以内に優先権主張をして韓国の代理人を通じて韓国出願が行われ

る(俗にパリルートという)。または日本国内の出願を基礎とする優先権主張を伴う PCT 国際出

願をして日本での出願日（優先日）から 31 ヵ月以内に韓国への移行手続を行う。 

 すなわち、日本で特許出願をしてから韓国出願まで、パリ条約により日本国内の出願を基礎と

する優先権を主張する場合は最長 1 年、PCT 国際出願をして韓国への国内移行手続をする場合

は最長 2 年 7 ヵ月のタイムラグがそれぞれ存在することになるが、適法な優先権を主張するこ

とで日本での出願日（優先日）と同じ日に韓国でも出願されたこととみなされ、審査を受ける際

にこのタイムラグは不利に作用しないようになっている。 
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 もしも韓国で特許権を早く取得することを第一に考えるなら、日本で出願をした後すぐに韓

国の代理人へ日本出願の明細書など関連書類を送り、当該日本出願を優先権の基礎として、なる

べく早い時期に韓国出願を行い、同時に審査請求もしておくことが望ましい。 

 その他に、韓国の代理人に明細書作成を直接依頼して韓国出願を日本よりも先に行うことも

考えられるが、発明者とのコミュニケーションの精度や費用の問題を十分考慮のうえ選択すべ

きである。 

 

(2) 韓国出願段階 

 特許請求の範囲 5 項、明細書 30 ページ程度であると仮定すると、韓国での特許出願時には、

オフィシャルフィー、出願手数料、翻訳・タイプ費用などを含み 2500～3500 ドル前後のコス

トが発生する。なお、韓国出願用の書類を準備するのに通常は 1 ヵ月程度を見込んでおくとよ

い。さらに 3 年以内に審査請求(約 400～550 ドル程度コスト発生)すると、技術分野によって

差があるものの、審査請求から 10 ヵ月～12 ヵ月(平均 11 ヵ月程度)で審査着手されそのまま審

査に合格すれば 3～4 ヵ月以後に特許決定が出され、1～3 年分特許料(代理人手数料込みで約 3

50 ドル)を納付すると設定登録され特許権を取得することになる。その後 1～2 週以後に特許証

が交付され、特許公報が発行される。 

 すなわち審査請求を韓国出願と同時に行い意見書提出通知(拒絶理由通知)などの遅延要素が

ないとしても、韓国出願から 1 年以上経たないと権利が取得できないことになる。審査請求を 3

年後に行ったとするとその分さらに時間がかかるのであるから、特許出願は長期的な展望の下

に行う必要がある(権利の取得を意図的に遅くしたい場合も往々にしてある。製薬関連発明は製

品化まで時間がかかるし、ライバル会社の製品や模倣品を見定めてから特許請求の範囲を確定

したい場合などがそうである)。 

 

(3) 優先審査、特許審査ハイウェイの利用 

 優先審査や特許審査ハイウェイのための要件を備えている場合には、通常の審査よりも早い

時期に審査に着手され審査期間そのものも短縮され、全体で概ね 6 ヵ月ほど短縮可能である。

詳しくは優先審査 86 ページ、特許審査ハイウェイ 113 ページを参照のこと。 

 

(4) 審査段階 

 審査の過程でそのまま合格となる割合は高くなく、多くの場合、意見書提出通知(拒絶理由通

知)が出され、意見書・補正書の提出が必要となる。意見書提出通知が出されて意見書・補正書

の提出を行うのに 2 ヵ月、800～2000 ドル程度がかかり、応答期間延長(1 ヵ月、平均約 150

ドル；回を重ねる度にオフィシャルフィーが 2 万、3 万、6 万、12 万、24 万ウォンと急峻に高
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くなる)は通常は 4 回まで可能である。さらに 2 次意見書提出通知が出されることもありその場

合には同じ期間・費用がかかるが、意見書・補正書を提出し審査に合格すれば 3～4 ヵ月後、上

記(2)と同様に特許権を取得する。 

 

(5) 審判段階 

 審査に不合格の場合は、拒絶決定が出され、30 日以内(30 日ずつ 2 回延長も可、約 120 ド

ル)に再審査請求(平均処理期間 2 ヵ月程度、800～2000 ドル程度)か拒絶査定不服審判請求(平

均処理期間 10 ヵ月程度、約 2000～3000 ドル；難易度によってかなりの差がある)を行う。こ

の過程で必要があれば審判官面談・技術説明会などを行うが、日程の設定や準備量によりその手

続に追加的に所要される費用と期間は千差万別であるので、前もって現地代理人から見積もり

を取ることが望ましい。また、優先審判 109 ページや迅速審判制度 110 ページを利用すると期

間短縮を図ることができる。一方、2018 年 12 月 7 日国会で成立した特許法一部改正法律案(公

布後 6 ヵ月から施行)によれば、審判当事者の申請によって法院が国選代理人を選任することが

でき、国選代理人が選任された当事者に対して審判手続に関する手数料を減免することができ

る(特許法改正案第 139 条の 2)。 

 

(6) 特許法院段階 

 審判段階でも拒絶決定を維持する審決が下された場合には、審決取消訴訟を特許法院へ提訴

することができる。提訴期間は 30 日(さらに許可により 30 日延長も可能な場合もある)と非常

に短く準備期間はあまり長く取れないが、最後の事実審であるため、事件の整理・書類の検討・

戦略の樹立などに相当な労力がかかる。さらに技術説明会や鑑定などの手続が加わることも多

いので、訴訟手続全体に所要される費用と期間は千差万別であるが、判決が下されるまでの特許

法院の平均処理期間は決定系で弁論期日が一回指定され終結する場合で 8 ヵ月程度とされてお

り、費用については事案と代理人によって 5000～30000 ドルと大きく差があるため、前もっ

て見積もりを取ることが望ましい。 

 

(7) 上告段階 

 特許法院の判決に不服の場合には、判決文の送達を受けた日から 14 日以内に原審法院である

特許法院に上告状を提出することで上告することができる。その後上告記録が大法院に受け付

けられ、大法院から上告記録受付通知書を受け取ったら、その日から 20 日以内に大法院に上告

理由を提出しなければならない。上告人が提出した上告理由書に審理を続行するに足りる理由

が盛り込まれていないと認められれば、大法院はそれ以上審理を行わず、判決の理由を記載する

ことなく上告を棄却する。上記のような審理不続行棄却の判決は上告記録の受付日から 4 ヵ月
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以内に限って可能とされ、審理不続行によって棄却される事件においては主に上告理由の受付

日から 3 ヵ月過ぎた頃に判決が出される。なお、却下判決などの非常に短いものや異例的に長

期間にわたるものがあるなど平均処理期間を出すのは非常に難しいが特許事件の場合は概ね 2

年前後である。費用については前もって現地代理人から見積もりを取ることが望ましい。 

チャート： 特許権取得のコスト/期間の早見表 
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1-2  商標権の取得 

 商標権の取得にかかる概略的な期間と費用は以下に説明する（具体的な手続やその意義など

は「商標法」140 ページを参照）。 

【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日などの法定期

限を意味するのではなく、その手続をすることによって権利取得までの概ねの日数や期間がど

のくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限については第Ⅱ編各章を参考す

るか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用についても特許庁などに納付するオフィシ

ャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続全体でどのくらいになるのかを示すもので、ジ

ェトロソウル事務所が複数の韓国代理人事務所に 2009 年 12 月に設問調査した結果に基づくも

のであるが現在もほぼ変わっていない】 

 

(1) 韓国出願の検討段階 

 通常、海外向け商品企画の過程でロゴや文字態様、サブネームやスローガンなどが出願する商

標の候補として検討されるが、日本国内での商標と同じものもあり、専ら海外出願用または韓国

出願のみの商標もある。韓国で登録したい商標が決まったら、日本の代理人などを介して韓国の

代理人を通じ、又はダイレクトに韓国の代理人を通じて韓国出願する。日本での商標登録出願を

基礎として日本での出願日から 6 ヵ月以内に優先権主張をして韓国出願を行なう場合(俗にパリ

ルートという)もあるが、商標の場合は、優先権を主張せずロゴや文字態様を決定したら直ぐに

韓国の代理人に商標登録出願を依頼することも多い。最近は、マドリッド国際出願をして韓国を

指定する方法も増えてきている。 

 韓国出願をする前に、韓国での登録可能性を調べたり、ロゴや文字態様の適切性(識別力の有

無や発音・意味上の問題がないか)または指定商品の記載方法などを検討するために、現地代理

人に事前に商標調査を依頼することも多い。商標調査は、文字商標を基準として 1 標章 1 分類

につき 250～450 ドル程度、図形商標はさらに 100 ドルほど高くなる。期間は平均 1～2 週間

程度と考えればよいが、緊急を要する場合は数日で結果を得られるはずである。 

 韓国出願にあたっては、日本語をそのまま用いた標章を出願することも可能であるが、韓国語

へ意訳、音訳してハングル文字で出願することも、日本語・ハングル文字を併記して出願するこ

とも考慮すべきである。詳しくは「相談 36」37 ページを参照のこと。 

 

(2) 韓国出願段階 

 韓国での商標登録出願時には、1 分類につき 350～600 ドル程度のコストが発生し、韓国出

願用の書類を作成するのには 1～2 週間程度見込んでおけばよい。指定商品分類によって多少差



第１章 模倣対策の概要 

222 

があるが、約 4～6 ヵ月で審査着手され、そのまま審査に合格すれば出願公告となり 2 ヵ月間の

公告期間を経て第三者の異議申立がなければ登録決定が出される。10 年分の登録料(代理人手数

料込みで約 300 ドル)を一括納付するか、5 年分の登録料(代理人手数料込みで約 230 ドル)を 2

回に分けて分納すると設定登録され商標権を取得することになる。1～2 週間後登録証が発給さ

れる。 

 

(3) 優先審査の利用 

 ①出願人が出願商標を指定商品・役務のすべてに使用中であるか、もしくは使用準備中である

ことが確かなこと、②出願人でない者が出願商標を正当な理由なしに業として使用していると

認められること、③不使用取消審判で取消審決が下された後に当該取消審判請求人が出願した

場合、などのうち一つの要件を備えている場合には、通常の審査よりも早い時期に審査に着手さ

れ審査期間そのものも短縮される。詳しくは商標優先審査制度 156 ページを参照のこと。 

 

(4) 審査段階 

 審査の過程でそのまま登録決定となる割合は高くなく、多くの場合、意見書提出通知(拒絶理

由通知)が出され、意見書・補正書の提出が必要となる。意見書提出通知が出されて意見書・補

正書の提出を行うのに 2 ヵ月、300～800 ドル程度がかかり、応答期間延長(1 ヵ月、約 120 ド

ル)は通常 4 回まで可能である。さらに 2 次意見書提出通知が出されることもありその場合には

同じ期間・費用がかかるが、意見書・補正書を提出して審査に合格すれば約 3 ヵ月後、上記と同

様に商標権を取得する。 

 

(5) 異議申立 

 審査に合格し出願公告商標公報に掲載されると 2 ヵ月以内に第三者が異議申立を申請してく

る場合がある。この場合には異議答弁書を提出する必要があり、4 ヵ月、1500～2500 ドル程度

がさらにかかると考えればよい。 

 

(6) 審判段階 

 審査に不合格の場合は拒絶決定が出され、30 日以内(30 日ずつ 2 回延長も可、約 120 ドル)

に拒絶決定不服審判請求(平均処理期間 8～12 ヵ月程度、約 1000～3000 ドル)を行うことがで

きる。この過程で必要があれば審判官面談などを行うが、期日の設定や準備量によりその手続に

追加的に所要される費用と期間は千差万別であるので、前もって現地代理人から見積もりを取

ることが望ましい。一方、2018 年 12 月 7 日国会で成立した商標法一部改正法律案(公布後 6

ヵ月から施行)によれば、審判当事者の申請によって法院が国選代理人を選任することができ、
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国選代理人が選任された当事者に対して審判手続に関する手数料を減免することができる(特許

法改正案第 124 条の 2)。 

 

(7) 特許法院段階 

 審判段階でも拒絶決定を維持する審決が下された場合には、審決取消訴訟を特許法院へ提訴

することができる。提訴期間は審決謄本を送達された日から 30 日以内にしなければならない

(さらに許可により 30 日の期間延長が可能な場合もある)。特許法院の訴訟は最後の事実審であ

るため、事件の整理・書類の検討・戦略の樹立などに相当な労力を尽くす必要がある。訴訟手続

全体に掛かる費用と期間は事案によって千差万別であるが、判決が下るまでの特許法院の平均

処理期間は決定系で弁論期日が一回指定され終結する場合で 4～6 ヵ月程度とされており、費用

については事案と代理人によって 5000～20000 ドルと大きく差があるため、前もって見積も

りを取ることが望ましい。 

 

(8) 上告段階 

特許法院判決に不服する場合には、判決文送達日から 14 日以内に上告することができ、その

後上告記録受付通知書を受け取ったら 20 日以内に上告理由を提出しなければならない。4 ヵ月

以内に審理不続行棄却判決が出される場合もあるうえ、訴訟要件の欠如を理由とする却下判決

などの非常に短い期間内に処理される事件もあり、争点が重要かつ複雑であり、異例的に長期間

が掛かる事件もあるので、大法院での事件処理期間を出すのは非常に難しい。大法院で商標事件

を処理する期間は通常 1 年～1 年 6 ヵ月程度である。費用については前もって現地代理人から

見積もりを取ることが望ましい。 
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チャート： 商標権取得のコスト/期間の早見表 

 

 

1-3  デザイン権(意匠権)の取得 

 具体的な手続やその意義などは「デザイン保護法」123 ページを参照すればよいが、デザイン

権の取得にかかる概略的な期間と費用は以下のとおりである。 
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【なお、この項で言う概略的な期間とは意見書の提出期間や補正期限、申請締切日などの法定期

限を意味するのではなく、その手続をすることによって権利取得までの概ねの日数や期間がど

のくらい経過(または増加)するかを意味するもので、正確な期限については第Ⅱ編各章を参考す

るか、現地代理人に問い合わせるとよい。また、費用についても特許庁などに納付するオフィシ

ャルフィーと代理人手数料を合わせてその手続全体でどのくらいになるのかを示すものである】 

 

(1) 韓国出願の事前段階 

 通常、デザインの創作・開発およびモックアップ化の過程で日本で意匠登録出願され、この出

願を基礎として日本での出願日から 6 ヵ月以内に優先権主張をして韓国の代理人を通じて韓国

へデザイン登録出願が行われる(俗にパリルートという)。 

 すなわち日本で意匠登録出願をしてから韓国出願まで 6 ヵ月のタイムラグが存在することに

なるが、優先権を主張することで日本での出願日と同じ日（優先日）に韓国でも出願されたこと

とみなされ、審査を受ける際にこのタイムラグは不利に作用しないようになっている。なお、デ

ザインを受ける権利のある者が公然実施などをした場合、その日から 12 ヵ月以内に韓国にデザ

イン出願をすると新規性を失わないこととみなされる。ただし、デザイン登録出願は、外見のデ

ザインがわずかでも公開されると出願をして権利を確保することが基本的にできなくなるから、

出願を済ませるまでくれぐれも外部に露出しないように心がけなければならない。 

一方、デザインの出願においてハーグ協定による国際出願は、国によって要求される図面に関

する要件が異なるなどの理由で、実務上まだ活発に活用されてはいないようだ。  

 

(2) 韓国出願段階 

 代理人によって差があるが、韓国でのデザイン登録出願時には、500～800 ドル程度のコスト

が発生する。デザイン物品類により多少差があるが、審査を受ける必要のあるデザイン出願は約

8～10 ヵ月で審査着手され、そのまま審査に合格すれば登録決定が出され、1～3 年分登録料(代

理人手数料込みで 150～200 ドル)を納付すると設定登録されデザイン権を取得することにな

る。優先審査を活用すれば、通常の審査よりも早い時期に審査に着手され審査期間そのものも短

縮される。一部審査デザイン出願は約 3～4 ヵ月で登録決定となる。2～3 週間後デザイン登録

証が発給される。 

 なお、審査段階以降は 1-1 特許権の取得 217 ページを参照のこと。 
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チャート： デザイン権取得のコスト/期間の早見表 

 

 

1-4  取得した知的財産権の管理 

 法的対策を取るときには、以上で述べた各種の知的財産権が自社の保有権利として有効に存

続している必要があり、実際の対応のときに相手側からの攻撃を受けてから手を打とうとして
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も手遅れになることがあるので、以下の事項について普段から管理しておくべきである。 

① 特許やデザインの登録料を間違いなく納付しているか。管理会社に一任するか、自社内で管

理するか。 

② 特許権の場合、必要な請求項と不要な請求項を適切なインターバルでチェックしているか。 

③ 他の外国での特許出願又はオフィスアクションにより既存の特許権の権利範囲に事実上の

変化が生じていないか。 

④ 自社で実際に販売している製品がマイナーチェンジや仕様変更により保有しているデザイ

ン権と変化していないか。 

⑤ 商標権の存続期間の更新登録が行われているか、 

⑥ 必要な商標と不要な商標を適切なインターバルでチェックし、不使用取消審判で商標の登録

が取り消される可能性を排除しているか。 

⑦ 事業内容の変更や商品の人気度などにより既存商品類区分や指定商品を変えていく必要は

ないか。 

⑧ 実際に製品に付着している商標の態様やデザインが登録商標の構成と相違が発生していな

いか。 

⑨ 著名な商標の場合、普通名称化してしまうことのないように努力しているか。 

 

1-5  税関への商標権申告 

 取得した商標権は、韓国内の税関へ商標権申告をしておくと模倣品などの通関を防止するに

役立つので、予防対策段階の一手続として適切に申告し、3 年ごとに有効期間を更新する必要が

ある(有効期間を 10 年にする改正作業が進行中である)。税関への商標権申告にはそれ程多くの

日数はかからず、韓国語が使用可能であれば直接オンラインを通じて関税庁の外郭団体である

貿易関連知的財産権保護協会(TIPA)へ申告手続を取ってもよい。現地代理人費用は商標権 1 件

当り 500 ドル程度であるが思われるが、定型化された業務として処理いる現地代理人はあまり

多くないため、個別に問合せが必要である（詳しくは 265、269 ページを参照のこと）。 

 

1-6  著作権の管理 

 特許権や商標権と異なり、著作権は創作と同時に権利が発生するため、韓国内での権利の取得

のために出願や申請などの特定の手続を行う必要はない。 

 

(1) 日常管理 

 特定の手続が必要でないため、実際に権利行使の時に本当に自社に著作権があるのかがよく

問題となる。特に紛争の相手方側からの対応に十分に反駁するために、創作者との間の雇用契約
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内容や受発注契約内容などを吟味し、必要に応じて適切に著作財産権などの譲渡契約を結んで

おく必要がある。現職正社員が職務として創作したのであればあまり問題になることはないが、

著作権の保護期間は創作者の死後 70 年と非常に長いため創作者、創作日、権利の帰属を長期間

にわたり社内で管理する必要がある。実際に法廷争いになってから、相手側から著作権者ではな

いと主張されて問題となる例としては以下のような状況が考えられる。 

 

• ある製品やキャラクターデザインを正規社員である社内デザイナーが創作したが、現

在は退職(または死亡)して連絡不能である。当時の雇用契約、職務規定に著作権の帰属

に関する明快な規定がない。 

• 創作者が正規社員でなく、派遣社員・臨時職員・研修生であった。 

• カタログを印刷会社に発注したがデザインも一任していたので、実際の創作者が確か

でない。発注書や納品書はあるが単に印刷作業についてしか示されていない。 

• プログラム開発を系列の IT 子会社に任せたが現在その会社は清算されている。10 年

以上前のことで担当 SE や責任者が不明である。 

 

(2) 著作権登録 

 なお、著作権委員会を通じて韓国の文化体育観光部に著作権登録を行っておくと著作者とし

て推定をうけ、創作日などについても推定を受けるので、将来紛争が起きて第三者に対抗すると

きに著作権の存在を立証するのに有利に利用することができる(詳しくは著作権の登録 175 ペ

ージを参照のこと)。著作権登録にはそれ程多くの日数はかからず、現地代理人費用も著作物 1

件当り 500 ドル程度と思われるが、定型化された業務としている現地代理人はあまり多くない

ため、個別に問い合わせが必要である。 

 

(3) 著作権申告制度 

 著作権登録した著作権は、商標権と同様に韓国内の税関へ著作権申告をすることで、模倣品な

どの通関を防止することができるので、予防対策段階の一手続として適切に申告し、3 年ごとに

有効期間の更新を行う必要がある(詳しくは 269 ページを参照のこと)。ただし、その著作権の

存続期間が 3 年以内に満了する場合、その期間に従う。税関への著作権申告にはそれ程多くの

日数はかからず、韓国語が使用可能であれば直接オンラインを通じて関税庁の外郭団体である

貿易関連知的財産権保護協会(TIPA)へ申告手続を取ってもよい。現地代理人費用は著作権 1 件

当り 500 ドル程度と思われるが、定型化された業務としている現地代理人はあまり多くないた

め、個別に問い合わせが必要である。 
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1-7  営業秘密の維持管理 

 不正競争防止法で言う営業秘密も著作権と同様に韓国内での権利の取得のために出願や申請

などの特定の手続を行う必要はない。 

 

(1) 日常管理 

 営業秘密やノウハウとしては、例えば、製品スペック、図面データ、金型などの CAD データ、

化学成分の構成比データ、製造装置周辺の温度や湿度などの環境データ、原価データ、得意先顧

客リストなどがあげられる。これらが自社の権利として活用できるかどうかは、2 つの側面から

評価される。一つはその内容そのものが有用で他人の利用を制限するに値するものかどうか、も

う一つはこれらを秘密として管理維持したかどうかであり、いくら重要な内容のものであって

も管理体制がおろそかな場合は、営業秘密として認められなくなることがある。これらの営業秘

密やノウハウについては、以下のような点に留意して日常管理を行う必要があり、さらに、紛争

が起きたときに備え、これらの管理を日常から実践している事実の証明方法を普段から考えて

おくべきである。 

 

• 取扱責任者を決める。 

• 対象の書類やファイルに秘密維持の必要があることを明示する。 

• 役職員から業務上取得し、または知り得た会社の秘密情報に対する秘密保持誓約書を

取得しておく。 

• 施錠装置付きキャビネットへ保管し、その鍵の保管管理も行う。 

• 営業秘密に対する閲覧・貸出について厳重に記録する。 

• ネット上のアクセスを制限し、外部へのアップロードや記録媒体へのアウトプットに

制限を加える。 

• 制限区域を設けて部外者の立ち入りを実際に禁止し、会社の役職員であっても実際に

当該関係業務を遂行する者以外の者によるアクセスも制限する。 

 

(2) 営業秘密原本証明サービス 

 韓国特許庁傘下の韓国知識財産保護院(KOPIA)は、営業秘密保護センター (https://www.t

radesecret.or.kr/) を開設し、営業秘密の資料そのもの(資料の原本)は個人や企業が手元に保

管しつつ電子文書から抽出された電子指紋だけを同センターが預かり営業秘密の存在時点と原

本であるかどうかの証明を行う、営業秘密原本証明サービス(https://www.tradesecret.or.kr/

kipi/web/serviceIntro.do)を提供している。 

① 「タイムスタンプ(time stamp)」という電子的技術を利用し、サービスを利用しようとす
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る個人や企業は自主的にプログラムを利用して証明を受けたい電子文書から電子指紋

(hash code)を抽出 

② 電子指紋(hash code)を 営業秘密保護センターへオンラインで提出 

③ 営業秘密保護センターは提出された電子指紋に該当するタイムスタンプを発給 

④ 後日検証が必要な場合、 営業秘密保護センターが保存している電子指紋と当時発給したタ

イムスタンプの比較により、その生成時点と原本かどうかの確認書を発給 

 

 すなわち、営業秘密である資料そのもの(資料の原本)を提供しなくても良いため、秘密漏洩の

心配なく技術保護が可能で、流出による紛争発生の際に容易に自分の権利を主張することがで

きるという利点がある。 

 ただし、タイムスタンプの発給されたとしても、それだけで当該電子文書が「営業秘密」とし

て認められるわけではなく、営業秘密としての保護要件(非公知性、経済的価値性、秘密管理性)

を全て備えているかどうかは、法廷での争いの過程で別途に立証する必要がある。 

 なお、現在のところ同センターへの HP は韓国語のみとなっており、利用にあたっては会員加

入後ログインをすることになっているため、現地法人や現地代理人の介在する必要がある。 

 

1-8  他者の特許出願・権利に関する情報入手 

 もしも第三者が韓国において自社と同じ技術について特許出願をした場合には、その出願の

登録を防がなければならず、他者が権利を獲得した場合にはこれを消滅させる必要が出てくる。

よって予防対策として普段より韓国内における他者の出願・権利についてウォッチングするこ

とが有効である。 

 

(1) 調査可能な他者の出願や権利 

 特許法をはじめとする産業財産権四法では、出願公開または登録公告制度を有しているため、

第三者の出願内容、権利内容を調査することができる。最も典型的な調査方法としては、ライバ

ル会社や過去の侵害者を出願人名や登録名義人として特定し、データベース検索を一定期間ご

とに行う方法である。また、自社の関心のある技術分野や技術用語、商標分類などを用いて検索

条件を絞り込み、不特定人の出願、権利化状況を調査することも可能である。特許法などの出願

公開または登録公告制度を整理すれば、次のとおりである。 
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表：調査可能な第三者の知財関連出願や権利 

 
出願公開 

登録公告 取消申請/異議申立期間 
有無 公開時期 

特許 ○ 

出願日から 1 年 6 月経

過後(申請による早期

公開制度有り) 

○ 

設定登録日から登録公告日

後６ヶ月になる日まで 

(誰でも請求可) 

実用新案 ○ 

出願日から 1 年 6 月経

過後(申請による早期

公開制度有り) 

○ 

設定登録日から登録公告日

後６ヶ月になる日まで 

(誰でも請求可) 

デザイン 

△ 

(出願人の申請

により可能) 

出願後、常時 

審査 ○ 
なし(利害関係人等のみ 

無効審判請求が可能) 

一部審

査 
○ 

設定登録のある日から登録

公告日後 3 ヶ月になる日 

商標 
○ 

(出願公告) 

審査過程で拒絶理由が

発見されないとき 
× 

出願公告日から 2 ヶ月以

内 

 

(2) 情報の入手方法 

 知的財産権にかかる出願や登録された権利の多くは制度により大衆が閲覧可能なように整備

されており、その情報については比較的容易かつ低廉に入手できる。代表的な機関としては韓国

特許庁ホームページ(http://www.kipo.go.kr)、韓国特許庁の外郭団体である韓国特許情報院

(KIPI)の公式 HP(http://www.kipi.or.kr)および特許情報ネット KIPRIS(http://www.kipris.o

r.kr)がある。 

 韓国特許庁のホームページでは、IPC 分類､出願人､発明の名称などの全ての書誌事項やキーワ

ードを基に電子化された公報(特許、実用新案、デザイン、商標)の検索が可能なインターネット

公報サービスを提供しており、さらに、特定技術分野(IPC 3 分類まで指定可能)および特定出願

人に対する公報発行情報を E-mail で提供するといった Push mail サービスも可能となってい

る。 

 韓国特許庁、KIPRIS 共に英文ホームページでも情報検索・入手が可能で、一部ではあるが英

文抄録や機械翻訳システムを利用した英訳特許情報の提供も可能となっている。 

 ジェトロソウル事務所知的財産チーム(http://www.jetro.go.jp/korea-ip、387 ページ参

照)では、特許侵害対応マニュアル(2013 年 3 月発行)、韓国進出のための知的財産経営マニュ

アル(2012 年 3 月発行)、営業秘密流出対応マニュアル(2015 年 3 月発行)、ライセンスマニュ

アル(2011 年 3 月発行)、韓国商標情報提供マニュアル(2014 年 7 月)、韓国冒認商標対応マニ

ュアル(2018 年 3 月)や、「KIPRIS 簡易マニュアル」＜特許・実用新案編、商標編、意匠(デザ

イン)編、審判・ファミリー編＞を無償提供しており、このガイドに従って検索をすれば外国企

業も韓国内の出願、登録状況や公知文献などをサーチすることができるので、活用されたい。 
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1-9  現地代理人の選定 

 予備的対応として現地代理人を普段より評価しておくことが重要である。主に弁理士で構成

され知的財産権のみを取り扱ういわゆる「特許法律事務所」と、弁護士で構成され知的財産権以

外にも法律業務全般を取り扱う「法律事務所」がある。また特許法人(日本の特許業務法人に該

当)と法務法人(日本の弁護士法人に該当)のように法人化されているところも多い。それぞれの

事務所によって主に出願系の業務を行うところ、訴訟や交渉・契約書検討などの法律業務が得意

なところ、出願・法律をともに取り扱っているところなど、業務分野も多様である。さらに、外

国のクライアントとの業務が多く日本語・英語などの言語能力に優れているなどの特色を持つ

事務所もある。 

 韓国は地理的にも近いため、模倣対策の必要に迫られたときに単発的に現地代理人を選定す

るよりは、普段から現地を訪問し権利取得などの業務を通じて信頼関係を築いておくほうが緊

急時の対処に有効に作用すると思われる。 

 なお、ジェトロソウル事務所では、現地代理人に対する情報を保有しており、日本企業のため

の代理人選定に関しても情報を提供している。 

 

1-10  社内体制の確立 

 外国での模倣対策は、特許や商標の知財関係者や法務担当部署だけで完結可能な業務ではな

く、開発部門、製造部門、海外営業部、人事担当部署などとの協力体制が不可欠であり、このよ

うな社内体制の確立は、模倣品を発見してから行うのでは遅いのが普通である。そこで、各部門

の担当者を決めておき、模倣対策の必要性を強調し、対策時の連絡・指揮系統を整備すると共に、

模倣対策の予防と準備、迅速な実施に関して定期的な社内教育を行う必要がある。 

 さらに、模倣対策における予算の確保も重要であり、知財部、法務部、海外事業部などのどの

部門がどのような範囲の支出を担うべきかも普段からシュミレーションしておき、予算の確保

ができず対策が途中打ち切りになったり後手に回ったりすることのないようにすべきである。 

 

 

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」 

 

 日本の登録商標を韓国で登録していないうちに他人が韓国で模倣出願したり、商標権まで

取得されてしまった場合、日本での権利者が韓国内で日本の登録商標と同一商標（以下、本コ

ラムにおいて「対象商標」と言います）を使用することは、模倣商標権が拒絶決定確定・無効・
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取消とならない限り韓国での対象商標の使用は商標権侵害となるためそれを使用できないこ

とになります。このような場合、どのような対処が考えられるでしょうか。 

 

(1) 模倣商標が審査に着手される前である場合…情報提供 

 模倣商標が審査に合格しないよう、担当する審査官に「この商標は、不正な目的で出願され

た商標であるため登録を受けられない商標である」という旨の情報提供をすることができま

す。最近の特許庁の模倣商標根絶方針の下、情報提供が受け入れられる比率が高まっていま

す。情報提供については 155 ページをご参照ください。 

 

(2) 模倣商標が審査に合格し出願公告された場合…異議申立 

 模倣商標が登録決定されないよう、「この商標は、不正な目的で出願された商標であるため

登録を受けられない商標である」という旨の異議申立を行うことができます。最近の特許庁の

模倣商標根絶方針の下、異議申立が受け入れられる比率も高まっています。異議申立について

は 158 ページをご参照ください。 

 

(3) 日本の商標権者と韓国の模倣者との間に同業·雇用関係など特殊関係がある場合…商標

登録無効審判 

  対象商標を模倣した商標について他人が韓国の商標権を取得した場合であって当該韓国

商標権を有する他人が日本の商標権者と同業·雇用などの契約関係や業務上取引関係その他の

特殊関係にあるとき、韓国商標法上、当該模倣商標の商標登録について商標登録無効審判を請

求することができます。従来は、代理人や代表者関係にあった者に対して商標登録日から 5 年

以内に取消審判を請求することができましたが、2016 年全部改正された商標法で無効審判事

由に変更されました。ただし、全部改正された商標法の施行(2016 年 9 月 1 日)当初、その商

標が商標登録された場合で、条約当事国に登録されている商標に関する権利を持つ者が従来

の規定に従って当該商標の登録日から 5 年以内に取消審判を請求した場合は、改正規定にも

拘らず、従来の規定に従うとされているところ、この場合には既に申し立てられた取消審判は

有効なものとして解されます(商標法付則第 15 条)。 

 

(4) 日本での権利者が韓国で対象商標を使用中の場合(消極的方法)…先使用権 

 対象商標が、他人の模倣商標が韓国で出願・登録される以前から既に韓国内でも使用された

場合は、商標法上、対象商標の使用者に先使用権が認められうるので、先ずは先使用権の主張

が可能かどうか検討します。対象商標について先使用権が認められるためには、①不正競争の

目的なしに他人の模倣商標の登録出願の前から韓国内で対象商標を継続して使用しているこ
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と、②対象商標が韓国で周知・著名でなくても、上記①の使用によって、他人の模倣商標の登

録出願に際して韓国内の需要者の間で特定の者の出所表示として認識されていることの２つ

が要求されます。ただし、先使用権を主張できるのは、他人の模倣商標が 2007 年 7 月 1 日

以降に出願され登録された場合に限られます。対象商標を韓国で商号として他人の模倣商標

の登録出願前から不正競争の目的なしに使用してきた場合は、韓国内の需要者の間で特定の

者の出所表示として認識されなくても先使用権を主張することできます。 

 

(5) 日本での権利者が韓国で対象商標を使用中の場合(積極的方法)…周知著名商標に基づ

く登録無効審判 

 対象商標が、他人の模倣商標が韓国で出願・登録される以前から既に韓国内で周知・著名と

なっている場合は、需要者に誤認混同を引き起し、または未登録の周知・著名商標と類似する

という理由で他人の模倣商標の登録無効審判を請求することも可能です。 

 

(6) 対象商標が韓国で使用されていない、または周知・著名でもない場合…不正登録に対す

る登録無効審判 

 対象商標が、日本国内でのみ周知で韓国ではそれ程有名でないであって日本の登録商標の

模倣商標について第三者が韓国で商標権を取得した場合、当該韓国の商標権者（模倣商標権

者）が金銭的要求や独占代理店契約締結の要求をしてきたとか、あるいは非常に独創的な著作

物的要素をそのまま模倣しているなどの事情を挙げて、模倣商標権者が不正な目的を持って

いたとの理由付けで登録無効審判を請求することを考えてみましょう。 不正な目的を理由に

した登録無効審判の場合，現行商標法上要求される需要者の認識の程度は「顕著な認識」に達

しなくても結構です。また、上記(3)でのように、現行商標法上「同業・雇用などの契約関係

を通じて、予め他人の商標であることを知って出願した商標」もやはり無効事由となったた

め、このような事情がある場合にはこれを根拠として登録無効審判請求が可能です。 

 

(7) 模倣商標の商標権者等が韓国で登録商標を使用していない場合…不使用取消審判 

 上記各項の手段を取るのが容易でない場合は、模倣商標が、取消審判請求日の前、継続して

3 年以上韓国で使用されていないとき、不使用を理由とする取消審判の請求を考慮してみま

しょう。特に 2016 年 9 月 1 日からは「利害関係人」でなくても、「誰でも」不使用を理由と

する取消審判を請求できるようになりました。使用事実の立証責任は模倣商標の商標権者（模

倣商標権者）側にありますが、取消審判の請求者側が実際の市場調査を行って使用実績の有無

を確認したり、模倣商標権者が法人である場合は、その法人がきちんと経済活動を行っている

会社であるかどうか法人登記簿を調べたり、模倣商標の指定商品を使った事業を継続的に行
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っているか税務申告状況を調べたりするなど、予めその模倣商標の使用状況を把握しておく

ことも大切です(ただし、このような情報収集行為がプライバシー侵害の素地となり得ますの

で慎重に進めるべきです)。 

(無効審判 159 ページ、取消審判 161 ページをご参照ください) 

 

2．事前検討段階 

 実際に模倣品や侵害品が発見されたとしても、闇雲に法的措置などの具体的な対応を行うの

ではなく、相手側に自社の動きを悟られる前に検討しておくべきことが多くある。中でも自社権

利の補完には時間がかかるものもあるので、可能な限り迅速に方針を決める必要がある。 

 

 事前検討段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

• 模倣品の情報収集および被害状況の把握 

• 主張可能な自社権利の確認および補完 

• 侵害者の保有権利の確認および反撃予測 

• 現地代理人の選定 

• 法的措置(対策方法)の決定 

 

2-1  侵害情報および証拠確保 

 多くの場合、「侵害された」、「模倣品を発見した」という情報は、漠然とした状況報告であっ

て具体的でない場合が多い。よって具体的対応を事前に検討するとき有効に用いるためには、以

下の項目について迅速正確に確認しておく必要がある。そのうえで、被害状況の規模、市場に与

える影響、自社製品の売れ行きに対する影響、信用失墜の可能性など広範囲に分析を行い、模倣

対策の最終ゴールを全社的に決定しなければならない。社内報告用の「模倣品発見報告書」のサ

ンプルを以下に示す。 
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表：模倣品発見報告書のサンプル 

 

模倣品発見報告書 

報告日/報告者 
    年  月  日 

 

発見日/発見者 

(本社出張者、現地営業社員、消費

者など詳しく) 

    年  月  日  時 

 

 

発見場所 

(市町村名や販売店名など可能な

限り具体的に) 

 

 

 

模倣された当社製品 

(当社のどの製品なのか、旧モデ

ルか、海外向けモデルか国内向け

か、実際には存在し難いが部分

的･複合的に模倣など) 

 

 

 

 

模倣品の説明 

(外見、色合い、機能、商標、包装

パッケージ、手触りなど詳しく。

写真があればなおよい) 

 

 

 

 

模倣品発見時の状況 

(店頭に大量陳列、露天で少量発

見、ネットで見た、張り紙を見た、

店内の様子など) 

 

 

 

 

サンプルの入手/証拠 

(個数、価格、領収証の有無、その

他現地の状況証拠) 

 

 

 

製造者・販売者の情報 

(韓国内製造か、中国などから輸

入か、大手メーカー、零細無名企

業かなど購入過程で知り得た範

囲でなるべく詳しく) 

 

 

 

 

 

2-2  自身の権利状況、弱点把握および補完 

 上記 1.の予防対策段階で述べたように普段より自身(自社)が保有している権利は、特許権、
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商標権、デザイン権(意匠権)、著作権などどんな種類のものがあり、それぞれ特許料や設定登録

料などが期限内に納付され有効に存続しているのか確認し、権利の内容に瑕疵がないように手

当てしておくことが必要であるが、模倣品や侵害品が発見された場合には、後の法廷争いで相手

側から攻撃を受けても持ちこたえられなければならないのでさらに念を入れて主張可能な自社

権利の状況を把握することが重要である。 

 もしも保有権利に法的瑕疵や権利行使上の弱点、相手側からの攻撃に対する脆弱点が見付か

ったら警告状送付や法的措置を行う前に以下のような点を中心にこれらを補完する必要がある。 

① 特許/実用新案権が無効となる可能性がないか事前点検 

無効の可能性がある場合、無効審判段階でも訂正請求による訂正が可能であり、相手方の無

効審判請求に対する対応として、訂正請求によって相手方の製品や方法を特許の権利範囲

に依然として含ませながらも、無効理由の解消が可能になるよう訂正できるかどうかを予

め検討しておく。さらに、その訂正が可能かどうかを明確にすべく、必要な場合は訂正審判

を通じて予め特許請求の範囲や明細書などを訂正する。 

② 商標登録が無効・取消となる可能性がないか事前点検 

必要な場合は酷似した商標を新出願して不使用取消審判に備える。 

③ 自社商標の使用実績を確保する(使用証拠を収集する、実際に使用するなど)。 

相手側の登録無効・取消の主張に対して防御策となると共に、もしも無効・取消事由があっ

ても不正競争行為に該当するという主張の根拠となり得る。 

④ 著作権の自社への帰属を整える。 

⑤ 営業秘密などの管理状態を再確認する。 

 

2-3  侵害者の保有権利に対する調査 

上記第 I 編第１章 1-8 (230 ページ)で述べたように第三者の権利状況を調査することで模

倣行為を行っている者がどのような権利を持っているか、それらを利用してどのような対抗手

段をとってくるか予測することが可能である。場合によっては、侵害者が出願中の特許や商標に

対して情報提供を行い権利化を阻止したり、無効審判や取消審判などで権利をつぶすことも考

慮する必要が出てくる(情報提供については 155 ページを、審判については 100 ページ、159、

161 ページを参照のこと)。 

 上述したように特許権、商標権、デザイン権は登録されたか、出願中でも公開されたもの（特

許は出願後 1 年６ヵ月または出願人の申請により、商標は出願後直ちに、デザインは出願人の

申請により各々公開される）を調査可能であり、必要であれば特許庁から包袋(提出書類一式)を

取り寄せ詳細に検討する。また、ドメインネームについても調査が可能である。著作権について

は第三者が著作権登録をしていれば調査が可能と言えるが著作権登録をしなくても相手側は著
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作権の主張が可能である可能性もあるので、その場合完璧な事前調査は不可能である。 

 

2-4  現地代理人事務所の選定、円滑なコミュニケーション 

上記 1-9 (232 ページ)で予備的対応として現地代理人を普段より評価しておくことが重要で

あると述べたが、具体的対応の事前検討段階では、より具体的に現地代理人事務所を評価する必

要がある。 

① 権利取得より訴訟や渉外に強いか。経験が豊富か。 

② 特許庁、税関、法院、検察、貿易委員会、紛争調停委員会、各種の関連機関から円滑な協力

や情報収集ができるかどうか。実績があるかどうか。 

③ 模倣対策に対するサジェスチョンが多様かどうか。具体的であるかどうか。 

④ 日本企業との実績が多く、緊密なコミュニケーションが取れること。 

⑤ 事務所の責任者だけでなく実際の担当者・実務者が優れているかどうか。 

 上記の事項が総合的に関係するが、逆説的に言えば、模倣品対策に関して相談を持ちかけたと

きに、限定的な対策方法しか提示されなかった場合には、なぜそうなのかをきちんと説明できる

ことがキーポイントであると言ってもよい。しかしながら、出願系の業務と違って、模倣品対策

の正解探しはケース・バイ・ケースなので、必ずしも有効な対策が直ぐに見つかるわけではない。 

 

2-5  多国家侵害行為時の訴え提起国家/管轄の選定 

 小規模な侵害事件ではあまり問題になることはないが、グローバル市場で流通する製品・商品

に関し知財権関連紛争が起きたとき、米国やヨーロッパ、中国などアジア各国、そして日本で同

時多発的に侵害事件に対応を迫られることがある。また、それほど大型の侵害事件でないとして

も、例えば、中国で生産され韓国や日本で流通している場合など、韓国内のみの法的措置だけで

とどまってはいけないことも多くある。すなわち、法的措置の事前検討段階で、どの国家でどの

ような対策を並行してとっていくべきか、ということも合わせて現地代理人と共に模索すべき

である。そして、この点については依頼者が積極的に現地代理人に依頼をしないと、現地代理人

側でも韓国内に限定することを前提に処理を進めることが多いので、留意しなければならない。 

 

2-6  実施する模倣品対策方法の決定 

 模倣品に対する対策方法は、警告状発送（第 I 編第１章 3-1 、243 ページ）、行政的措置(第

 I 編第２章、252 ページ)、民事的措置(第 I 編第３章、310 ページ)、刑事的措置(第 I 編第

４章第 I 編第４章、368 ページ)に大きく分けられるが、以下に各対策方法の一覧を示すので、
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対策方法の決定に参考とされたい。ただし、実際の事件の規模や処理方針によって大幅に差があ

り、また現地代理人によっても非常に大きな差が存在するのであくまでも参考にとどめ、費用に

ついても具体的な案件ごと見積もりを取って進めるべきである。 

 

表：各種対策の特徴と所要期間 

対策 特徴(メリット/デメリット) 処理の主体 所要期間 

警告状の発送 

(243 ページ) 

・当事者同士の合意により 

多様な解決が可能である。 

・低廉であるが法的拘束力はなく、 

無視されることもある。 

・証拠隠滅や逃亡の恐れがある。 

当事者/現地代理人 約 1～2 ヶ月 

国境(水際)措置 

(IPIMS) 

(265 ページ) 

・侵害品の輸入通関保留 

侵害者への経済的打撃が強い。 

・短期解決可能、比較的低コスト 

・全量調査ではなく抜取り調査である

ため 

100％の阻止は不可能 

・侵害者(通関者)の対抗が強い。 

税関 

(TIPA) 
約 7～10 日 

不公正貿易 

行為調査申請 

(276 ページ) 

・侵害品の輸出入行為など規制 

・是正措置命令＋課徴金が下され、これ

に従わない場合、刑事罰も問える。 

・行政措置としては比較的長期間かか

り 

コストも比較的高くなる。 

貿易委員会 約 6～8 ヶ月 

紛争調停申請 

(280 ページ) 

・裁判を行うより短期、低コスト 

・裁判上の和解と同等の効果 

・クロスライセンスや技術協力等の勧

誘も期待 

・調停不成立なら裁判へ移ることがで

きるが、最初から訴訟提起したよりは

その分遅くなる 

法院の調停センター 

産業財産権 

紛争調停委員会 

韓国著作権調停委員会 

約 2～4 ヶ月 

知的財産保護オン

ラインモニタリン

グシステム IPOMS 

(300 ページ) 

・オンライン上の 24 時間監視が可能 

・自動的にサイト運営者への削除依頼 

・持続的な取締り効果 

KOIPA - 

商標権特別 ・取締り依頼(情報提供)が必要 特許庁 1～数ヶ月 
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司法警察隊 

(303 ページ) 

・権利者の確認が必要 

・比較的短期間、低コスト 

・商標権侵害に特化、オンライン上の取

締りも可能、大量模倣への企画捜査 

・後日検察へ送致、刑事手続へ 

サイバー捜査隊 

(305 ページ) 

・取締り依頼(情報提供)が必要 

・権利者の確認が必要 

・比較的短期間、低コスト 

・オンライン上の取締りに特化 

・後日検察へ送致、刑事手続へ 

警察 1～数ヶ月 

偽造商品申告 

(306 ページ) 

・誰でも偽造商品の申告が可能 

・警察・検察の摘発・起訴後に褒賞金 

・ある程度の侵害規模が必要 

特許庁 

偽造商品申告 

センター 

数日 

民事手続 

(仮処分申立て) 

(353 ページ) 

・侵害差止仮処分 

・比較的短期間 

・緊急性が認められないと敗訴する可

能性あり 

法院 
一審基準 

約 3～7 ヶ月 

民事手続 

(本案訴訟) 

(324 ページ) 

・侵害差止/予防請求、損害賠償請求、 

不当利得金返還請求など 

・短期解決の場合もあるが普通は長期

間にわたり、高コスト 

法院 
一審基準 

約 8～18 ヶ月 

刑事手続 

(368 ページ) 

・取締り依頼(情報提供)/告訴状提出が

必要。(親告罪は告訴が必要) 

・比較的短期間、比較的低コスト 

・侵害者への精神的圧力が大きく、短期

解決が期待できる。 

捜査機関 

検察 

および法院 

捜査から 

一審裁判まで 

約 6-12 ヶ月 

 

2-7  仮処分と本案訴訟の比較 

 民事手続の中でも同じ事案に対して仮処分を申請する場合と本案訴訟を提起する場合の 2 通

りを考慮し得る場合がある。詳細については本編第 3 章に説明しているが、両手続の特徴を下

記の比較表を示すので実際の法的措置を取る場合の参考とされたい。 

 

 仮処分 本案訴訟 

要件 

権利の立証 

侵害行為の疎明 

緊急性(回復不可能な損害) 

権利の立証 

侵害行為の証明 
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担保提供 必要 不要 

効力 臨時的決定 終局的判決 

審理方式 2～3 週間隔の審尋期日 3～4 週間隔の弁論期日/準備手続 

証拠方法 
証人尋問、現場検証、鑑定など時間のか

かる証拠方法はあまり行われない 

証人尋問、現場検証、鑑定など多様な証

拠方法が用いられる 

請求内容 侵害差止請求のみ可能 侵害差止請求/損害賠償請求 

 

2-8  侵害差止請求と損害賠償請求の比較 

本案訴訟の中でも同じ事案に対して侵害行為そのものをやめさせる差止請求と、その侵害行為

により受けた損害の補填を目的とする損害賠償請求の 2 通りを考慮し得る場合があり、詳細に

ついては本編第 3 章に説明しているが、両手続の特徴を比較表を示すので実際の法的措置を取

る場合の参考とされたい。損害賠償請求訴訟は侵害訴訟より２～３ヶ月以上長く掛かる可能性

がある。 

 

 差止請求 損害賠償請求 

要件 故意・過失不要 
故意・過失必要 

過失推定規定あり 

要証事実 侵害事実 
侵害事実、損害発生および損害額に関

する立証要望 

消滅時効 
侵害が継続していたり予想される限り

いつでも請求可能 

通常、提訴日から 3 年以内の期間に発生

した損害についてのみ可能(ただし不当

利益により請求する場合は 10 年間に発

生した損害を請求できる可能性あり) 

所要期間 概ね一審に 6～12 ヶ月程度所要 
侵害が認められた場合、 

侵害訴訟より 2～3 ヶ月追加所要 
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チャート： 対策実施段階の俯瞰図 

 

 

3．対策実施段階 

 対策実施段階では、これまでに準備/検討をした内容を踏まえ、実際の模倣品や侵害者に対し、

実際にアクションを起こしていく。重要なことは、相手側(侵害者)がどのような出方をしてくる
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かによって、臨機応変に対応する必要があるため、現地専門家らの助言に沿って行動すべきであ

る。 

 

 対策実施段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

• 警告状の発送 

• 行政的措置 

• 民事的措置 

• 刑事的措置 

 

3-1  警告状の発送 

(1) 警告状の意義 

 模倣品および侵害者に対する措置の中で最も優先的に考慮すべき事項が警告状の発送であり、

その意義は、第一に、模倣品が出回っていること、侵害行為があることを権利者が認識している

ことを相手側に知らせ、第二には、当方の権利の存在を相手側が知っていたという時点を明確に

させ(補償金請求権)、刑事的措置や損害賠償請求の手段を取る際の故意による侵害の主張を容易

にすることである。そして、第三には相手側の権利侵害に対して今後どのような対応をしていく

かを知らせることである(断固とした法的対応を考えているとするのが普通であるが、場合によ

ってはライセンス供与や協力関係構築の申し出を強調する警告状というのもあり得る)。 

 また、模倣対策実施の多様な選択肢のうちの一つとして、警告状を出さずにいきなり法的対応

を取ることも考慮すべきである。証拠隠滅の恐れのある小売業者や秘密製造工場などに刑事的

対策を取る場合などに有効であり、民事訴訟を行う場合であっても、本案訴訟前に証拠保全手続

（344 ページ参照）を通じて証拠を収集する必要があるときはむしろ警告状を送らない方が望

ましい。また、証拠保全手続の必要性まではなくても、誠意のある回答がないと予想されたり証

拠隠滅や設計・デザイン回避策をとられることが必至な場合には、直ちに法的・行政的措置など

を行って法院や行政官庁からの副本送達や通知もしくは是正命令という形で相手側に知らせて

もよい。 

 警告状を送付しないという選択肢に関連して重要な点としては、親告罪による刑事告訴を視

野に入れている場合には、犯人を知った日から 6 ヶ月を経過すると刑事告訴することが出来な

くなるという点である。警告状の発送は、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るので、十分にこの点を考慮して警告状発送のタイミングを決める必要

がある。 
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(2) 警告状の様式 

 警告状は特別な様式や形式が要求されるわけではなく、 相手側が自社の権利を侵害している

ことを相手自身に知らせることができるものであれば足りるといえるが、自社の権利を十分な

証拠と共に提示し、当方の要求(侵害行為中止、侵害品回収・廃棄、販売実績の開示、損害賠償、

謝罪文、覚書や念書など。ただし謝罪広告については注意を要する。186 ページ参照)について、

いつまでに回答せよとの旨を明記すべきである。また、警告状を発送する相手が特定されるので

あれば、伝達の方法はメールでもファックスでもいいが、将来訴訟などに発展することに備える

なら通知の内容および/または相手側が受け取ったことに関する立証資料に供するため内容証明

郵便および/または配達証明郵便で発送することがもっとも望ましい。ちなみに、自社のホーム

ページや新聞広告などで侵害者を特定せずに、「わが社は○○に関する特許を有しており侵害者

に対しては断固とした対応をする」と声明を発表するのは警告状の意味を有さない。 

 

(3) 発送前の検討 

 以上のように、警告状の発送は、まずは相手側への直接的な対策実施の第一歩として費用も安

く迅速にできる措置であり、場合によってはこれだけで紛争が解決してしまうことも期待でき

る簡便な対策ではあるが、発送前に検討しておくべき事項は多岐にわたる。 

 

① 自身の権利と相手側の実施態様 

 韓国における他者の製品、またはその製品にかかる出願もしくは権利が、自社が韓国にお

いて保有している権利と抵触すると判断される場合には、まず綿密な調査および検討が行

われなければならない。 

• 特許の場合には、発明の同一性が認められるのか。 

• 間接侵害に該当し得るのか。 

• 利用関係が成立するのか。 

• 文言的抵触ではなくても、均等論の範囲に属するのか。 

相手側からの反撃に備えて自分の権利が打たれ強いか、すなわち新規性欠如、進歩性欠如

のような無効事由がないのか、念を入れて検討しなければならない。 

• 権利取得の過程で自らが不利になるような意見を開陳していないか。 

• 日本・韓国以外への外国出願・権利取得の過程で先行技術としてどのようなものが引

例に引かれたのか。 

• 拒絶理由を解消するために不必要に権利範囲を減縮していないか。 

など検討すべき事項は多岐にわたる。相手側も必死にこちらの権利の弱点を探してくるは

ずである。 
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• 相手側がその製品にかかる出願をしていたり、権利を取得している場合には、これら

に法的瑕疵があるかどうか。 

• 商標の場合には、不使用期間が 3 年を超えていないか、過去に変形使用していないか

など自社の商標権や使用態様に法的瑕疵がないか。 

相手側商標の文字やロゴとだけでなく使用商品の類否の度合いなどについても綿密に検

討する。 

包装デザインやパッケージデザインの類否も検討し、デザイン保護法や不正競争防止法、

著作権法による法的対応が可能かどうか、検討の幅を広げておく必要がある。 

 

② 警告状の送付相手と要求事項など 

 自社の権利に相手側の実施行為や模倣品が属すると判断されればとりあえず相手側に警

告状を送ることができるわけであるが、さらに将来の侵害対策戦略を見据えて以下のよう

な点について十分な検討が行われるべきである。 

• 自社名義で相手側に送るのか、自社の代理人として弁護士名義で送るのか。 

• 製造会社に警告状を送るのか、製造会社から納品を受けこれを販売する販売会社に送

るか、侵害品の中間/最終ユーザーに送るか。 

• 複数の侵害者が存在する場合、全ての侵害者に一律的に送るのか、業界で最大手だけ

にするのか、2 番手グループにするのか。 

• 模倣品や侵害品が自社の重要顧客にも販売・提供される場合、その顧客にも警告状を

送るのか。 

• 財政的に窮しているところがいいのか、侵害品の売上で潤っているところがいいのか

(損害額被害額がある程度膨らむまで待つことも考慮する)。 

• 単に今後の侵害中止や在庫廃棄という約束だけを求めるのか、販売量・流通ルートな

どの情報提供まで求めるのか。 

• あくまで経済的弁償を強く求めていくのか、今後のライセンス供与や協力関係構築を

匂わすか。 

自社の権利がまだ確実なものでない場合や相手の侵害に確証が持てない場合などには、警

告状という名目でなく「案内文」といったよりソフトな表現を用いることも考慮する。 

【ちなみに、日本ではいきなり代表者名で相手会社の代表者宛に警告状を送ると波風が立

ちすぎるので、担当者/担当部署名で相手の担当者/担当部署宛にソフトな警告状を送るこ

とで穏便に処理するという方法が取られることもあるようであるが、韓国では、特に外国企

業が警告状を送る場合には、直接代表者宛に送るのが普通であろう】 
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(4) 警告状＋権利行使以外の解決方法 

 例えば自社が部品に対する特許権を保有していて、これに抵触する相手側の特許権はその部

品を含む完成品である場合を仮定してみると、このような場合には、警告状を発送して特許侵害

訴訟を提起することだけが得策ではない。相手側に自社の部品を使用できるようにする代わり

に相手側の権利である完成品に対する実施権の許与を受けるクロスライセンス契約を通じて、

莫大な費用が要求される訴訟手続によらなくてもより良い方向で問題を解決することもできよ

う(なお、ライセンス契約、技術導入契約などについてはジェトロより発行されている「韓国ラ

イセンスマニュアル」を参照のこと)。 

 

(5) 権利行使に対する侵害者の対抗 

 法的措置などの対策を実施すると相手側から以下のような対抗がなされる場合があるので、

これに迅速に対応する必要がある。 

 

① 当方の権利を弱化、無効化するためのカウンターアタック 

特許権、デザイン権については消極的権利範囲確認審判や登録無効審判を、商標権について

は不使用取消審判などを請求してくる。 

② 時間稼ぎのための交渉と模倣品の消尽 

権利者の要求に従うように見せかけて時間を稼ぎ、その間に模倣品を売りつくす。 

③ マスコミプレイ 

マスコミに権利者の権利行使、行政機関などの取締りが不当で侵害者が正当であるかのよ

うな発言を流布する。 

④ デザイン変更 

商標の態様や製品デザイン、包装パッケージなどを変更し、取締り対象を縮小し、とりあえ

ず取締りを逃れる。 

⑤ 逆提訴 

侵害者が権利者の法的措置が不当であるとして妨害排除請求訴訟/業務妨害罪告訴/差止請

求権不存在確認の訴などを逆に提訴してくる。 

⑥ 権利無効後の逆提訴 

権利行使後に権利者側の権利が無効となった場合には、不当利得返還請求(既に支払われた

損害賠償金など)、故意過失による損害賠償請求、再審請求をしてくることが考えられる。 

 

3-2  行政的措置 

 行政的措置としては次のような措置を取ることができる。詳細については、行政的措置(第 I
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 編第２章、252 ページ)を参照されたい。 

 

① 特許・商標などの審判制度 

② 不正競争防止法に基づく特許庁調査手続および是正勧告 

③ 税関による国境(水際)措置[商標権/著作権/特許権/デザイン権/品種保護権/地理的表示権等

の侵害物品の通関保留措置] 

④ 不公正貿易行為に対する貿易委員会の調査 

⑤ 産業財産権紛争調停委員会(特許、実用新案、商標、デザイン) 

⑥ 大韓商事仲裁院（KCAB）による国内仲裁手続(厳密には 3-3 の民事的措置である) 

⑦ ドメインネーム紛争調停制度 

⑧ 著作権紛争調停制度 

⑨ 産業技術紛争調停制度 

⑩ 知的財産保護オンラインモニタリングシステム(IPOMS) 

⑪ 商標権特別司法警察隊(厳密には 3-4 の刑事的措置である) 

⑫ サイバー捜査隊(厳密には 3-4 の刑事的措置である) 

⑬ 偽造商品申告褒賞金制度 

 

3-3  民事的措置 

 民事的措置としては、特許権、商標権、デザイン権、著作権、不正競争行為や営業秘密などの

権利に基づいて、次のような措置を取ることができる。詳細については、民事的措置(第 I 編第

３章:310 ページ)を参照されたい。 

 

① 模倣品/侵害品の生産や販売、さらに輸入、流通、展示などの中止(侵害差止請求) 

② 模倣品/侵害品による損害の賠償(損害賠償請求) 

③ 模倣品/侵害品による業務上の信用に対する被害の回復(信用回復請求) 

 

3-4  刑事的措置 

 刑事的措置として、特許権、商標権、デザイン権、著作権、不正競争行為や営業秘密侵害行為

などに対する権利などに基づいて、次のような措置を取ることができる。詳細については、刑事

的措置(第 I 編第４章;368 ページ)を参照されたい。 

 

 



第１章 模倣対策の概要 

248 

① 侵害者に対する告訴または告発 

② 侵害者に対する調査・捜査 

③ 侵害者、模倣品/侵害品に対する家宅捜索、押収など 

④ 各知的財産権に対する侵害罪、偽証罪、詐欺罪、虚偽表示罪、秘密漏洩罪、営業秘密侵害罪

などの罪状に応じて、罰金刑、懲役刑を科す 

 

4．事後処理段階 

 模倣対策を実施し、一定の成果を得て（成果が得られない場合もあろう）模倣対策が終了、も

しくは一段落したとしても、今後のさらなる模倣対策のために事後的に遂行すべきことがいく

つかある。特に模倣品は、真正品に魅力がある限り、出現し続けるものであるため、事後的なフ

ォローアップは不可欠である。 

 

 事後処理段階としては、次のような作業が含まれる。 

 

• 関係機関への感謝表明 

• マスコミ発表 

• 継続的監視体制の確立 

 

4-1  対策終了の広報、マスコミ発表 

 海外での模倣対策が成功裏に終了したことを社内報などで広報することは、社内体制のいっ

そうの強化につながり、社員の士気向上にも有効である。 

 また、日本および韓国のマスコミに発表することで、自社の模倣対策に対する強い姿勢を一般

人にも模倣業者にも示しておくと、模倣行為の再発・拡大防止にも大きな効果がある。 

 ただし、侵害者、模倣業者の実名を明かしたり、事実の公表にとどまらず警告的なニュアンス

を与えるような記事内容の場合には、名誉毀損、営業妨害、世論の反発などを引き起こす恐れが

あるので、現地法人や現地代理人との慎重な打ち合わせが必要である。 

 

4-2  継続的市場監視の体制作り 

 模倣品は一度の模倣対策実施・取締り・摘発・押収・廃棄や、侵害者・模倣業者の罰金処分や

拘束でなくなるものではなく、自社の製品・商品に人気と付加価値がある限り、繰り返し市場に

出回るものと考えるべきである。よって以下のような体制作りを検討しなければならない。 
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① 市場監視担当者の選定 

現地法人か海外営業担当者か、法律事務所や調査会社に依頼する。 

どのくらいの頻度でどの地域や範囲を行うのか、具体的に決める。 

② 発見した場合の連絡ルート作り 

初めて模倣対策を行ったときと同じルートでいいのか再考する。 

③ 真贋鑑定の社内システム作り 

製品によって事業部が異なったり、製品に詳しい担当者が複数の人間であったりすること

も多い。製品ごとに社内の誰が担当なのかを予め調べておき、税関や警察などから真贋鑑定

の依頼があったときに迅速に真贋鑑定ができるようにすべきである。デジカメで撮影、メー

ルで本社転送後、画像確認という方法も考慮する。可能であれば真贋鑑定を現地法人や総代

理店、現地代理人で行えるように資料作りや情報共有を進め、普段から真贋鑑定教育をして

おく。 

④ 実施する対策内容の再考 

初めて模倣対策を行ったときと同じ対策を採るか、持続的効果を考えさらに重くするのか、

費用対効果を考え軽い対策を高頻度で行うのがいいのかを考える。 

⑤ 取締りの定期化 

「発見したら取締る」から「定期的に取締る」に変える努力をする。模倣品の発生量にもよ

るが、定期的に取締りを繰り返すことで、「模倣行為は絶対許さない会社」という認識を模

倣業者の間に拡散させる。こうすれば自社の他の製品・商品も模倣品が少なくなっていくと

いう波及効果が得られる。 

 

５．在韓日系企業の取組み - 韓国ＩＰＧの活動 

5-1 設立趣旨と活動範囲 

 日系企業による情報交換グループ(ＩＰＧ)が各国で活動しており、韓国でも 2010 年に「韓国

ＩＰＧ」の活動が始まった。 

韓国ＩＰＧは、韓国で事業を行う日系企業が抱える知的財産権の諸問題に対処するため、情報交

換の場として、また、現地政府との協力活動をおこなう母体として発足したグループであり、参

加企業のビジネスの最前線である韓国において、次のような趣旨での活動を進めている。 

① 韓国政府への要請（知的財産分野における隘路事項について） 

② 模倣品・海賊版の取締りなどに関して、韓国政府関係機関と韓国ＩＰＧの間での連携の構

築・強化と定期的な情報交換 

③ 韓国現地法人の「知財力」の向上 
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韓国の知的財産動向(報道など)の情報の共有 

韓国現地法人における知財管理や知財教育の推進の支援 

④ 模倣品被害などメンバー企業などの個別問題の解決に向けた支援 

 

5-2 具体的な活動 

 模倣品対策のための活動として、具体的には以下のようなイベントなどを行っている（日本の

経済産業省・特許庁の委託・補助事業）。 

 

(1)韓国ＩＰＧセミナーの開催 

 韓国ＩＰＧでは、メンバー企業に対する最新の知財制度や、企業同士の情報交換を目的として、

韓国ＩＰＧセミナーを開催している。 

 日本企業の知財取組や、最新の法改正や運用など、さまざまなテーマで情報提供を行うことに

より、日系企業全体の知財面でのスキルアップを行っている。 

 また、韓国の政府関連機関からも講師を招き、知財政策などについて紹介いただくなど、韓国

政府関連機関との連携の強化を図っている。 

 

(2)取締り機関向けの真贋判定セミナーの開催 

 模倣品真贋判定セミナーは、韓国政府との協力により、日系企業の商標権担当者が自社製品の

模倣品に関する真贋判定の要領について、税関などの取締り職員向けセミナーの一環として研

修を実施するものであり、韓国の取締り職員の日本製品に対する意識を高めるとともに、取締り

職員の識別能力を高めることにより、取締りが効果的に行われるようにすることを目的として

いる。 

 

(3)韓国ＩＰＧ Information(日本語版･韓国語版)の発行 

 韓国ＩＰＧのイベントの案内や、活動成果の紹介のほか、韓国の知的財産関連ニュースや判例

紹介、「新･知財最前線は今」というトピック記事などを掲載しており、韓国の動向を簡単に知る

ことができる。日系企業の知財力を強化するためには、韓国人スタッフへの知財啓発も必要であ

り、＜韓国語版＞を同時発行するなど、韓国人スタッフ含めた知財初心者でも「知財を学べる」

内容に工夫されている。 

 

5-3 メンバー加入と問合せ先 

韓国ＩＰＧへのメンバー登録は、登録・年会費とも無料であり、日本や韓国で知的財産の諸問

題にかかわっている日系企業・団体、個人などを広くメンバーとして募集しており、詳しくはジ
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ェトロ韓国知財ウェブサイトの韓国ＩＰＧページ(https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/i

p/ipg/)を参照のこと。ここでメンバーとして登録すれば、各種イベントの情報や＜韓国ＩＰＧ

 Information＞が送られてくるので、各種イベントなどに参加することができる（参加無料）。 

 

 


