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[付録 1] ジェトロソウル事務所からのお知らせ 
 

 ジェトロソウル事務所知的財産チームでは、韓国における様々な知財情報をウェブサイトで

公開しています。同ウェブサイトの内容は、随時更新を行っており、最新情報を掲載しています

ので是非ご覧ください。 

 

ジェトロ韓国知財ウェブサイト 

http://www.jetro.go.jp/korea-ip 

 

ウェブサイトでは、主に以下の内容を掲載しております。 

◼ 知的財産関連ニュース 

◼ 出願件数や模倣品摘発件数など統計データを含む韓国知的財産基礎情報 

◼ 日本語で対応可能な特許法律事務所一覧 

◼ 判例データベースと判例解説 

◼ 法令の日本語仮訳 

◼ 模倣対策マニュアル 韓国編/韓国ライセンスマニュアル(pdf ファイル) 

◼ 韓国 IPG の活動報告、加入案内 
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[付録 2] 各管轄官庁/担当機関へのリンク 
 

機関名 URL 

韓国特許庁 http://www.kipo.go.kr 

関税庁 http://www.customs.go.kr 

貿易委員会 http://www.ktc.go.kr/ 

大韓貿易投資振興公社 http://www.kotra.or.kr 

韓国発明振興会 https://www.kipa.org 

韓国特許情報院 http://www.kipi.or.kr 

韓国知識財産保護院  http://www.koipa.re.kr/ 

韓国知的財産研究院 https://www.kiip.re.kr 

偽造商品及び不正競争行為通報センター http://www.patent.go.kr:7078 

産業財産権紛争調停委員会 http://www.koipa.re.kr/adr/ 

特許法院 http://patent.scourt.go.kr 

大法院 http://www.scourt.go.kr/supreme 

大検察庁 http://www.spo.go.kr/ 

警察庁 http://www.police.go.kr 

警察庁(安全局) http://cyberbureau.police.go.kr/index.do  

韓国文化体育観光部 http://www.mcst.go.kr 

韓国著作権委員会 https://www.copyright.or.kr 

国立種子院 https://www.seed.go.kr/index.jsp 

山林庁 http://www.forest.go.kr 

国立水産科学院 http://www.nifs.go.kr/ 

映像物等級委員会 http://www.kmrb.or.kr 

ゲームコンテンツ等級分類委員会 https://www.gcrb.or.kr/ 

営業秘密保護センター https://www.tradesecret.or.kr 
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産業保安情報図書館(産業技術紛争調停委員会) http://www.koipa.re.kr/adr/ 

特許情報ネット(検索 DB) http://www.kipris.or.kr 

インターネット住所紛争調停委員会 https://www.idrc.or.kr 

国際知財権紛争情報ポータル(IP-NAVI) https://www.ip-navi.or.kr 
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[付録 3] 日韓知的財産関連分野の差異点対照表 

 

1．一般／四法共通 

項目 韓国 日本 

用語 決定 査定 

用語 特許庁長 特許庁長官 

用語 法院、高等法院、大法院 裁判所、高等裁判所、最高裁判所 

用語 デザイン、デザイン保護法 意匠、意匠法 

用語 拒絶理由、 拒絶理由通知 拒絶理由、拒絶理由通知 

拒絶理由通知

に対する意見

書提出期間 

拒絶理由通知の発送日から 2 ヵ月以内 

 

特許･実用： 

1 ヵ月ずつ原則 4 回まで延長可 

(追加の延長は延長の必要性の疎明を要

す、指定期間経過後の請求は不可) 

 

デザイン･商標： 

1 ヵ月ずつ 4 回のみ延長可（指定期間経過

後の請求は不可) 

特許：拒絶理由通知の発送日から原則 60

日以内(請求により 2 ヵ月延長可、指定期

間経過後も 2 ヵ月以内に請求可) 

在外者は 3 ヵ月以内 

 (請求により最大 3 ヵ月延長可、指定期間

経過後も 2 ヵ月以内に請求可) 

意匠･商標：拒絶理由通知の発送日から原

則 40 日以内 (商標は請求により 1 ヵ月延

長可、指定期間経過後は 2 ヵ月以内の請求

で 2 ヵ月延長可) 

在外者は 3 ヵ月(請求により 1 ヵ月延長

可、指定期間経過後は 2 ヵ月以内の請求で

2 ヵ月延長可) 

拒絶査定 

不服審判 

審判請求は拒絶決定謄本送達日から 30 日

以内 

在外者は 30 日ずつ 2 回まで延長可 

在内者は 30 日（1 回）のみ延長可 

審判請求は拒絶査定謄本送達日から 3 ヵ

月以内 

 

無効審判 

請求人適格 
利害関係人、審査官のみ可能 

特許・商標：利害関係人のみ可能 

実用新案・意匠：何人も可能 

実施行為の 

範囲 

特許･実用：輸出を含まない 

デザイン･商標：輸出を含む 
輸出を含む(四法とも) 
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2．特許 

項目 韓国 日本 

保護対象 
プログラム自体は発明として成立せず 

記録された媒体と結合された形で保護 

プログラム及びこれに準ずるものは物の

発明として認定(記録された媒体は不要) 

審査請求 

出願日から 3 年以内（2017.3.1.以後最初

の出願から適用） 

分割・変更出願にあっては上記期間経過後

の出願の日から 30 日以内 

出願日から 3 年以内 

分割・変更出願にあっては、もとの出願の

審査請求期間経過後の出願の日から 30 日

以内 

請求の範囲の 

提出時期 

優先日から 1 年 2 ヵ月以内に提出すれば

よい 

提出された出願についてのみ審査請求可 

出願日から第１回目の拒絶理由通知に対

する応答期間内から 2 ヵ月以内(または補

完通知から 2 ヵ月以内) 

請求の範囲 

記載形式 

複数の引用項を引用する項をさらに複数

引用する項は不可 

(マルチのマルチ不可) 

引用関係に制限なし 

分割出願の 

時期 

・明細書の補正が可能な時期 

・拒絶決定の謄本の送達を受けた日から 

30 日以内 

・特許決定の謄本または特許登録決定の審

決の謄本が送達された日から 3 ヵ月以

内。ただし、3 ヵ月以内に特許設定登録

が行われた場合は特許設定登録日まで。 

- 明細書の補正が可能な時期 

- 最初の拒絶査定の謄本の送達があつた

日から 3 ヵ月以内 

- 特許査定の謄本の送達があった日から

30 日以内 

変更出願の 

基礎出願 

実用新案登録出願に基づいてのみ 

変更出願可能 

実用新案登録出願と意匠登録出願に 

基づいて変更出願可能 

変更出願の 

時期 

実用新案登録出願について最初の拒絶決

定謄本の送達があった日から 30 日以内 

実用新案→特許：実用新案登録出願の係属

中ただし実用新案登録出願の日から3年以

内 

意匠→特許：意匠登録出願の係属中ただし

最初の拒絶査定の謄本の送達があった日

から3ヵ月以内または意匠登録出願の日か

ら３年以内 

新規性喪失の

例外 

救済期間：公表後 12 ヵ月 

- 出願人の全ての公開について適用 

(2006．3.3 改正) 

- ①明細書または図面を補正できる期間

(第 47 条第 1 項)、②特許決定または特

許拒絶決定取消審決 の謄本の送達を受

救済期間：新規性喪失後 1 年 

- 特許を受ける権利を有する者の行為に

起因して新規性喪失 

- 権利者の意に反して新規性喪失 

* 証明する書類は出願日から 30 日以内に

提出しなければならない 
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けた日から設定登録する前の3ヵ月にな

る日または設定登録日のうち早い日ま

での期間であれば新規性喪失の例外適

用を受ける旨を申請可能。 

* 証明する書類も上記と同じ期間内に提

出すればよい 

優先審査・早

期審査制度の

根拠 

あり 
なし 

運用で行っている 

優先審査・早

期審査の対象 

第三者実施または特許法施行令9条に規定

に該当される場合 

1．防衛産業分野の特許出願、2．グリーン

テクノロジーと直接関連した特許出願、

2.2.人工知能または事物インターネット

など4次産業革命に関する技術を活用した

特許発明、3．輸出促進に直接関連した特許

出願、4．国家または地方自治団体の職務に

関する特許出願、5．ベンチャー企業の確認

を受けた企業の特許出願、5.2.中小企業技

術革新促進法第 15 条の規定に基づき技術

革新型中小企業に選定された企業の出願、

5.3.発明振興法第 11 条の 2 に基づき職務

発明報償優秀企業に選定された企業の特

許出願または発明振興法第 24 条の 2 に基

づき知的財産経営認証を受けた中小企業

の特許出願、6．国家の新技術開発支援事業

または品質認証事業の結果物に関する特

許出願、7．条約による優先権主張の基礎に

なる特許出願、8．特許出願人が特許出願さ

れた発明を実施しているか、または実施準

備中である特許出願、9．電子取引と直接関

連した特許出願、10.特許庁長が日本特許

庁長官と優先審査することに合意した特

許出願(日本で最初に特許出願後に同一発

明を韓国に特許出願した場合)「日韓特許

審査ハイウェイ」、11. 先端医療複合団地

の中の医療研究開発と関連した特許出願、

- 外国関連 

- 自己実施(2 年以内の実施も含む) 

- 中小・ベンチャー企業、個人 

- 大学・公的研究機関、TLO 

- グリーン関連、震災復興支援関連等 

※スーパー早期審査(試行中) 

実施関連出願かつ外国関連出願に係る出

願 
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先端医療複合団地の中の医療研究開発と

関連した特許出願、12. 公害防止または除

去が主たる目的となる出願で、環境汚染防

止 HE はその施設が目的とする環境汚染防

止方法に関する出願。13.専門機関に先行

技術またはデザインの調査を依頼しその

結果を特許庁長に通知した場合優先審査

の申請をしようとする者が、特許出願され

た発明に関して調査・分類専門機関の中、

特許庁長が定め告示した専門機関に先行

技術の調査を依頼し、その結果を特許庁長

に通知するように該当専門機関に要請し

た特許出願、1. 65 歳以上である者、或い

は健康上重大な異常があり優先審査を受

けないと特許決定または特許拒絶決定ま

での手続を済ませないと予想される者が

行った特許出願 

特許取消申請

制度（特許異

議申立制度） 

2017.3.1.以後の出願から適用 

登録公告日後 6 ヵ月まで、誰でも申請可能 

申請理由 

- 国内外で頒布された刊行物の記載また

は電気通信回線を通じて公衆に利用可

能に基づく新規性、進歩性の欠如 

- 拡大された先願の違反 

- 先願の違反 

- 拒絶理由通知時に、含まれた先行技術

にのみ基づく理由では申請不可(他の先行

技術との結合に基づく進歩性欠如は申請

可能） 

2015.4.1 以降に特許掲載公報が発行され

た特許から適用 

申請理由 

- 新規事項違反、外国語書面出願の原文新

規事項違反 

- 特許要件違反(新規性、進歩性、拡大先願) 

- 先願違反 

- 記載要件違反 

間接侵害の 

範囲 

物の発明の場合、その物の生産にのみ使用

する物を、方法発明の場合、その方法の実

施にのみ使用する物を業として生産・譲

渡・貸渡しもしくは輸入し、またはそのも

のの譲渡もしくは貸渡しの申出をする行

為 

左の行為に加え、 

-特許が物の発明についてされている場合

において、その物の生産に用いる物（日

本国内において広く一般に流通してい

るものを除く。）であつてその発明によ

る課題の解決に不可欠なものにつき、そ

の発明が特許発明であること及びその

物がその発明の実施に用いられること
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を知りながら、業として、その生産、譲

渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出を

する行為 

- 特許が物の発明についてされている場

合において、その物を業としての譲渡等

又は輸出のために所持する行為 

- 特許が方法の発明についてされている

場合において、その方法の使用に用いる物

（日本国内において広く一般に流通して

いるものを除く。）であつてその発明によ

る課題の解決に不可欠なものにつき、その

発明が特許発明であること及びその物が

その発明の実施に用いられることを知り

ながら、業として、その生産、譲渡等若し

くは輸入又は譲渡等の申出をする行為を

含む 

医療行為 

人間を手術、治療または診断する方法の発

明は、産業上利用することができる発明に

該当しない 

ただし、人間を手術、治療または診断に使

用するための医療機器、医薬品などと人間

から採取したもの(血液、小便、皮膚、毛髪

など)を処理する方法、またはこれらを分

析して各種データを収集する方法は産業

上、利用することができる発明に該当する 

人間を手術、治療または診断する方法は、

産業上利用することができる発明に該

当しない 

なお、再生医療分野のうち、人間から採

取したものを原材料として医薬品(例：

血液製剤、ワクチン、遺伝子組換製剤)ま

たは医療材料(例：人工骨、培養皮膚シー

ト)を製造する方法は、産業上利用する

ことができる発明に該当する 

損害賠償請求

消滅時効 

侵害を知った日から 3 年、 

侵害行為から 10 年 

侵害及び加害者を知ってから 3 年、 

侵害行為から 20 年(民法 724 条) 

PCT 国内 

移行期限 

(翻訳文提出) 

優先日から 31 ヵ月まで 

(請求により１ヵ月延長可) 

優先日から 30 ヵ月まで 

(請求により２ヵ月延長可) 

外国語出願 
外国語（英語のみ）出願後 1 年 2 ヵ月以内

に韓国語翻訳文提出可 

外国語出願後1年４ヵ月以内に日本語翻訳

文提出可 

補正認定基準 外国語（英語のみ）原文 外国語原文 
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3．実用新案 

項目 韓国 日本 

実体審査 
実体審査を経て登録を行う審査後登録制

度を採用 

実体審査を行わなず方式要件、基礎的要件

のみを審査する無審査制度を採用 

実用新案技術評価書の請求が可能 

技術評価時期 

審査請求時期 

審査請求は出願から 3 年以内 

分割・変更出願にあっては、上記期間経過

後の出願日から 30 日以内 

実用新案技術評価は出願後権利消滅後で

あってもいつでも可 

ただし、実用新案登録無効審判により無効

にされた後は、請求することはできない 

その他 基本的に特許の差異点と同じ 基本的に特許の差異点と同じ 
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4．デザイン／意匠 

項目 韓国 日本 

類似意匠 関連デザイン制度を有する 関連意匠制度を有する 

優先審査・早期審査制度の根拠 あり 
なし 

運用で行っている 

優先審査・早期審査の対象 

出願公開後、他人が業として実施 

出願人の自己実施または実施準

備など 

- 自己実施かつ第三者の実施 

- 自己実施かつ第三者からの警

告 

- 自己実施かつ第三者からの許

諾 

- 外国関連 

審査の有無 
物品の種類によって審査出願と

一部審査出願がある 

実体審査を行う(一部審査出願は

ない) 

複数の出願 

複数デザイン登録出願可能 (一

部審査対象物品に限る。100 デザ

イン以内) 

一意匠につき一出願 

異議申立 

デザイン一部審査登録出願に限

り登録公告後 3 ヵ月以内に異議

申立ができる 

申立期間終了後 30 日以内に理由

補充可 

さらに 2 ヵ月 1 回のみ延長可 

制度なし 

出願公開 申請により出願公開可 制度なし 

必要図面 

デザインを特定さえできれば図

面に制限はない(3D 電子データ

提出可) 

書体デザインの場合は指定文字

図面、例文図面、代表文字図面が

必要 

原則六面図のみ 

ただし、六面図だけでは意匠を特

定することができないときは斜

視図や断面図も必要 

補正可能時期 

デザイン登録決定または拒絶決

定通知書の発送前、 再審査の請

求時、拒絶決定不服審判請求日か

ら 30 日以内及び再審査請求時 

審査、審判、再審係属中 



 

 397 

部分デザイン 

あり(全体デザインと部分デザイ

ンを前後して出願しても構わな

い) 

あり(全体デザインと部分デザイ

ンを前後して出願しても構わな

い) 

補正後の意匠についての新出願

に対する出願日遡及 
なし あり 

組物意匠 92 種 56 種 

権利存続期間 出願日から 20 年 設定登録日から 20 年 

利用関係 登録商標、著作権を含む 登録商標、著作権は除外 

フォント 

(書体)保護 
可能 不可 
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5．商標 

項目 韓国 日本 

標章の定義 

記号、文字、図形、立体的形状、色彩、ホ

ログラム、動作、またはこれらを結合した

もの、音、匂いなど視覚的に認識できない

もののうち、記号・文字・図形、またはそ

れ以外の視覚的な方法で事実的に表現し

たもの 

人の知覚によって認識することができる

もののうち、文字、図形、記号、立体的形

状もしくは色彩またはこれらの結合、音そ

の他政令で定めるもの。、匂いは含まれて

いない 

商標などの 

類否の判断時 

先行登録商標などとの類否判断時点は出

願時(先行登録の取消しや抹消後に再出願

必要。ただし先行登録商標が無効になった

場合、後出願の登録可能) 

先行登録商標などとの類否判断時点は査

定時(先出願の取下げや先行登録の取消し

により､原則そのまま後出願が登録) 

無効審判請求

登録前使用権 
関連規定なし 

無効審判の請求登録前の使用による商標

の使用権の制度あり 

顕著な 

地理的名称 

顕著な地理的名称などの商標は登録不可 

地理的表示団体標章として可能 

法律上の規定なし 

運用で登録不可 

団体標章 

業務標章 
団体標章、業務標章制度あり 団体商標制度あり 

防護標章 関連規定なし 防護標章登録制度あり 

出願変更 
商標と団体標章間で 

出願変更可 

通常商標と団体商標間で出願変更可 

通常商標と防護標章間で出願変更可 

防護標章と団体商標間で出願変更可 

出願公開制度 
法律上の制度はないが、 

運用によりネット上で出願状況を公開 
法律上の制度あり 

優先審査・早

期審査制度の

根拠 

あり 
なし 

運用で行っている 

優先審査・早

期審査の対象 

- 第三者の実施 

- 出願人の指定商品全部に対する商標の

使用、または使用準備 

- 他の商標登録出願人からの損失補償請

求権 に係わる書面警告 

- 第三者に対する損失補償請求権に係わ

る書面警告 

- マドリード出願により国際登録日また

は事後指定日の国際登録簿への登録 

- 外国の特許機関での優先権主張を伴う

- 自己実施かつ第三者の実施 

- 自己実施かつ第三者からの警告 

- 自己実施かつ第三者からの許諾 

- 外国関連 

- 自己実施している商品・役務のみを指定

している出願 

- 自己実施かつ「類似商品・役務審査基準」

等に掲載されている商品・役務のみを指定

している出願 
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手続き進行中 

- 存続期間満了で消滅した商標の商標権

者による同一商標・指定商品の再出願 

登録料 

納付時期 
登録決定謄本送達後 2 ヵ月以内 商標登録査定謄本送達後 30 日以内 

登録料 

分納制度 
あり（更新登録料も分納可） あり 

補正後の商標

についての新

出願に対する

出願日遡及 

なし あり 

異議申立 

出願公告後 2 ヵ月以内 

(登録前異議申立て) 

審査官合議体で決定 

参加制度なし 

申立期間終了後 30 日以内に理由補充可 

在外者はさらに 2 ヵ月 1 回のみ延長可 

商標掲載公報発行日から 2 ヵ月以内 

(登録後異議申立て) 

審判官合議体で決定 

参加制度あり 

申立期間経過後 30 日以内に理由補充可 

不使用取消 

審判の請求人 
何人も可能 何人も可能 

不使用取消審

判の商標使用

の同一性範囲 

規定なし 規定あり 
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[付録 4] 知財四法の特許料・登録料・各年度維持年金(2018 年) 

 

 項  目 Official Fee 
                        (Korean Won)            

特   
 
 
 
 

許 

特許登録料(最初 3 年分) 
基本料 45,000 

1 項毎の加算料 39,000 

4～6 年度の各年分 
基本料 40,000 

1 項毎の加算料 22,000 

7～9 年度の各年分 
基本料 100,000 

1 項毎の加算料 38,000 

10～12 年度の各年分 
基本料 240,000 

1 項毎の加算料 55,000 

13～25 年度の各年分 
基本料 360,000 

1 項毎の加算料 55,000 
    

実 
 

用 
 

新 
 

案 

実用新案登録料(最初 3 年分) 
基本料 36,000 

1 項毎の加算料 12,000 

4～6 年度の各年分 
基本料 25,000 

1 項毎の加算料 9,000 

7～9 年度の各年分 
基本料 60,000 

1 項毎の加算料 14,000 

10～12 年度の各年分 
基本料 160,000 

1 項毎の加算料 20,000 

13～15 年度の各年分 
基本料 240,000 

1 項毎の加算料 20,000 
   

デザイン 

デザイン登録料(最初 3 年分)  75,000 

4～6 年度の各年分 
35,000 

一部審査：34,000 

7～9 年度の各年分 
70,000 

一部審査：34,000 

10～12 年度の各年分 
140,000 

一部審査：34,000 

13～15 年度の各年分 
210,000 

一部審査：34,000 

   

 
 

商 

登録料(1 ヶ類毎) 
10 年分一括納付 

211,000 

登録料(1 ヶ類毎) 
5 年分 2 回分納 

132,000 

標 
 
 

商標更新登録料(1 ヶ類毎) 
10 年分一括納付 

310,000 

商標更新登録料(1 ヶ類毎) 
5 年分 2 回分納 

194,000 
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[付録 5] 税関への商標権申告書様式 
 

(別紙 第 4 号 書式) 

申告番号 第      号 

(処理期間：7 日） 

商標権(専用使用権)申告書 

 

□ 新規  □ 更新  □変更 

 

１．権利の内容(記載事項が多い場合、別紙に作成可) 

権利の種類 

(該当欄に V 表示) 
登録商標 登録番号 権利有効期間 指定商品 備考 

商 標 権( ) 

専用使用権( ) 

 

 
    

 

２．商標権を使用することができる者 

区分 
氏名または 

業者名 

事業者 

登録番号 
住所 

権利使用 

有効期間 

電話番号 

(FAX) 

商標権者 
 

 
    

専用使用権者 
 

 
    

通常使用権者 
 

 
    

商標使用許諾を

受けた者 

 

 
    

 

３．商標権侵害の可能性がある輸出入者 

区分 
業者名 

(代表者名) 

事業者 

登録番号 
住所 

電話番号 

(FAX) 
指定事由 

輸出入者等 
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４．商標権の侵害と見ない物品であるかを確認するための事項 

◆商標権申告時の確認事項 

外国の商標権者と 

国内商標権者との関係 

□同一人 

□系列会社 

□輸入代理店の関係等 

□関係なし 

国内商標権者の当該商標 

付着物品の輸入または製造如

何 

□輸入 

□販売 

□直接製造 

□海外 OEM 方式製造 

□ そ の 他 ( 具 体 的 な 類

型：  ) 

◆専用使用権申告時の確認事項 

外国の商標権者と 

国内商標権者との関係 

□系列会社 

□輸入代理店の関係等 
□関係なし 

国内専用使用権者の 

当該商標付着物品輸入 

または製造如何 

□輸入 

□販売 

□直接製造 

□海外 OEM 方式製造 

□その他(具体的な類型：) 

OEM 海外製造業者が外国商

標権者(専用使用権者)からの

商標使用許諾の有無11 

□許諾 □未許諾 

◆外国での当該商標登録の現況及び商標使用許諾の現況 

外国での当該商標登録現況 
 

 

外国での商標使用許諾現況 
 

 

◆商標権侵害憂慮物品 輸出(入)事実通報対象如何の判断事項 

□通報対象ではない   □一部通報対象ではない  □通報対象 

 

５．商標権者の同意の下、当該商品を韓国で OEM 生産し輸出する業者 

業者名 住所 事業者登録番号 
電話番号 

(FAX) 
備考 

 

 
    

 

 
    

                                      
11

国内専用使用権者が海外 OEM 方式で製造し輸入する場合 
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６．その他、商標権侵害事実を確認するために必要な事項 

1）偽造商品の識別方法 

2）真正品の製造価格(輸入物品は FOB 価格) 

3）当該物品のサンプル、写真、カタログ等 

4）その他 

 

７．商標権申告人(代理人が申告する場合) 

権利者との関係  

業者名または氏名  

住   所  

事業者登録番号(生年月日)  

連絡先 

TEL  

E-MAIL  

FAX  

 

 上記の通り輸出入通関過程で、商標権の保護を受けたく、関税法第 235 条第 2 項により商標

権を申告します。 

 

年   月   日 

 

申告人        (印) 

 

 

 

上記の申告書の内容が事実と異なったり、同申告内容の変更事由が発生した日から 30 日以内

にその変更内容を申告しない場合は、商標権申告の効力が喪失します。 

 

(社）貿易関連知識財産権保護協会 会長  貴下 

注意事項 


