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第３章 模倣に対する民事的救済
民事的救済とは、模倣被害が発生した場合に、相手方(侵害者)を特定して民事訴訟を起こして
解決する方法であるが、費用や期間、当事者のマンパワーなどの面で負担が大きいため、被害が
大きく、被害の実態や相手方が特定されていて、警告状や行政的救済などの手段によっても解決
しなかった場合に採用されることが多い。

模倣品対策としての民事訴訟では、次のような効果を求めることができる。
•

模倣品の生産や販売の中止(差止請求)

•

模倣品による損害の賠償(損害賠償請求)

•

模倣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)

民事訴訟によるか否かを検討する際には、本編第 1 章でも触れているが、①侵害者と侵害実
態は特定できているか、②提訴後、相手方からの攻撃を受けたとしても、自身の権利は訴訟を起
こし相手側からの攻撃を受けても十分に打たれ強いか、③十分な証拠と疎明資料が確保されて
いるか、④社内に十分なマンパワーと予算が確保されているか、という行政上の手段、刑事上の
手段を検討する際と同様の考慮事項のほかに、⑤被害額や侵害規模または市場正常化後に見込
まれる利益が民事訴訟費用を投入するに値する規模のものであるか、⑥侵害行為の差止めだけ
でなく、損害賠償をも求める場合、判決確定まで数年を要するが、それでもなお民事訴訟を提起
する利益があるかという、いわゆる「訴訟経済」を強く意識しなければならない。
たとえば、アクセサリーや生活用品、文具などの小物に関する模倣品の氾濫防止と、半導体や
製薬、化学材料素材などの侵害行為の排除とでは、被害総額や市場正常化時に見込まれる利益な
ども大きく異なるうえ、同じ民事訴訟でも投入される人的労力や証明･疎明資料の量、試験実験、
鑑定などの有無、相手側反論の強度やボリュームもまったく異なるため、案件ごとに緻密に「訴
訟経済」を検討する必要がある。

1．関連法律
知的財産権の侵害による差止請求訴訟も通常の民事訴訟であり、弁論主義を基調とする民事
訴訟の一般原則が適用される。したがって、実体的な内容に関しては、特許法、商標法などが基
準となるが、訴訟手続に関する部分は民事訴訟法および同規則などによる。
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2．民事訴訟の対象となる侵害行為
2-1 特許権の侵害
特許権侵害は、直接侵害と間接侵害に分けることができ、日本法と異なり、韓国法は専用物的
間接侵害を規定するのみであり、非専用物的間接侵害は認めていない。また、特許権侵害は、同
一の範囲内における侵害と均等の範囲内における侵害に分けられるが、同一範囲内の侵害は、発
明の構成要件の全てをそのまま使用するため故意的な侵害である場合が多い。発明の構成要件
的特徴を全て使用しないが、重要な特徴を使用して同じ結果を得る場合、即ち、請求の範囲の一
つの要素でも抜けていたり、変更されている場合には、文言侵害は否定され、均等領域において
の侵害が成立するかどうかを判断することになる。

(1) 同一領域における侵害
特許請求の範囲の文言の解釈により特定された発明内容(対象)に対する同一領域における侵
害、即ち当該特許発明の構成要件的特徴を全部そのまま使用する場合(文言上の一致)は、先使用
権などの違法性阻却事由がない限り、特許権侵害を構成する。

(2) 均等領域における侵害(均等論)
侵害物が特許発明の構成要件を変更する態様で達成されている場合、即ち形式的に同一では
ないが、当該発明の核心的特徴をそのまま使用して均等なものと評価される場合、特許権侵害が
肯定されるといえるであろう。均等論とは、このように対比される二つの実施形態が同一で、文
言侵害と評価することはできなくとも、互いに均等なものと評価され得る場合に、単純な設計変
更に過ぎず、または無駄な工程を省略するなどの実施形態については、侵害と認めることができ
るという理論をいう。
韓国での学説は均等論を認めることで一致しており、国際的にも確立した原則である。司法的
判断においても大法院で均等論を認める判決が出た後、これを認めることが判例として確立し
ている。

【参考】関連判例(大法院 2000 年 7 月 4 日言渡 97 フ 2194 判決)
本件は、抗菌剤であるサイプロフロキサシン(ciprofloxacin)を製造する方法に関する外国製
薬会社(Ａ社)の特許発明につき、韓国の製薬会社(Ｂ社)が、中間剤を製造する工程を追加して、
通常の化学反応理論および発明の収率を高めた方法が、Ａ社の特許発明の権利範囲に属さない
と主張し提訴した事件である。大法院は、Ｂ社の発明は、その出発物質、反応物質および目的物
質がＡ社の特許発明と同一であり、その製造方法も反応物質のピペラジンを出発物質の C-7 の
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位置に結合させて目的物質を製造するＡ社の特許発明の主反応の反応原理をそのまま利用する
という点で、その技術的思想と核心的な構成が同一であり、ただ、Ｂ社の発明が出発物質にアル
ミニウムクロライドを反応させて中間体を経る構成を付加した差があるものの、この付加工程
は、本件の両発明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、周知の慣用技術によって
容易に付加させることができる工程にすぎないとみられ、その作用効果もまた、周知の慣用技術
を付加することによる効果以上に優れていたり、顕著に向上したとは見難いのであって、Ｂ社の
発明は、Ａ社の特許発明と相違する発明であると見ることができず、その特許発明の権利範囲に
属する均等領域での侵害であると判断した。

【参考】関連判例(大法院 2014 年 7 月 24 日言渡 2012 フ 1132)
確認対象発明において、特許発明の特許請求の範囲に記載の構成に変更が加えられた部分が
あった場合であっても、両発明で課題の解決原理が同一であり、かかる変更によっても特許発明
と実質的に同一の作用効果を奏し、そのように変更することがその発明の属する技術分野にお
いて通常の知識を有する者であれば、誰もが容易に想到し得る程度であれば、(確認対象発明が
特許発明の出願時に既に公知となった技術と同一の技術であり、もしくは通常の技術者が公知
の技術から容易に発明することができた技術にあたり、または特許発明出願手続によって確認
対象発明に変更が加えられた構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるなど)、
特段の事情がない限り、確認対象発明は、特許発明の特許請求の範囲に記載の構成と均等なもの
であり、依然として特許発明の権利範囲に属するとされなければならない。そして、ここで「両
発明で課題の解決原理が同一」かどうかを見分けるときは、特許請求の範囲に記載の構成の一部
を形式的に抽出するのではなく、明細書における発明の詳細な説明の記載と出願当時の公知の
技術などを踏まえて先行技術と対比し、特許発明に独特の解決手段が基礎としいる重要な技術
思想について実質的に探求して判断しなければならない。
名称を「焼海苔の自動切断および収納装置」とする特許発明の特許権者 A が、B 株式会社に対
して、確認対象発明が A 社の特許発明の権利範囲に属すると主張し、積極的権利範囲確認審判
を請求したケースにおいて、大法院は均等侵害に関する上記の法理を説示した上、確認対象発明
は、特許発明の「格子型刃」構成を上下に移動する切断用シリンダーに連動して、各加圧切板に
接して垂直に形成される「格子型切断刃」の構成に変更したが、「切断したそれぞれの積層の海
苔が下降しながらガイドケースの下部に固定して配置される格子型部材の外側傾斜面に沿って
互いに間が広がるように誘導」する特許発明と独特の解決手段が基礎としている重要な技術思
想において差がなく，課題の解決原理が同一で、上記のような構成の変更によっても「切断され
たそれぞれの積層の海苔が包装容器内に正確に位置するよう間を広げて収納工程まで自動化」
するという点で特許発明と実質的に同一の作用効果を奏し、通常の技術者であれば誰もが容易
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に上記のような構成の変更を想到し得るというなどの理由で、確認対象発明は特許発明と同一
か均等な構成要素とその構成要素との有機的な結合関係をそのまま含んでおり、特許発明の権
利範囲に属するものとされければならないと判断した。

(3) 間接侵害
現実に侵害と見難いが、侵害行為の前段階にあって特許侵害と見られる形態の実施をいう。法
は一定の実施類型を特に規定して特許侵害行為と擬制している。第一に、特許が物の発明の場合
には、その物の生産にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与または輸入したり、その物の
譲渡または貸与の申出をする行為、第二に、特許が方法の発明である場合には、その方法の実施
にのみ使用する物を業として生産・譲渡・貸与または輸入したり、その物の譲渡または貸与の申
出をする行為(特許法第 127 条)である。ただし、特許法の属地主義の原則に照らし、特許法第
127 条の「その物の生産にのみ使う物」での「生産」とは、国内での生産をいい、このような生
産が国外で行われる場合はその前段階の行為が国内で行われても間接侵害は成立し得ない(大法
院 2015 年 7 月 23 日言渡 2014 ダ 42110 判決参照)。

【参考】関連判例(大法院 2009 年 9 月 10 日言渡 2007 フ 3356 判決)
Ａ社の特許の構成要素のうちの特定部分を欠いた物品を生産する者が、この物品はＡ社特許
の権利範囲に属さないという確認を求めた事案で、大法院は、発明の全ての構成要素を持つ物品
を生産したわけではなく、その前段階にある行為をしたとしても、発明の全ての構成要素を持つ
物品を生産する蓋然性が大きい場合には、一定の要件のもとで特許権の侵害になると判断した。
すなわち、発明の一部構成要素を欠いた物品を生産したとしても、この物品が専ら発明の全ての
構成要素を持つ新たな物品の生産にのみ使用される場合には、本件特許権に対する間接侵害に
該当すると判示した。
さらに、このような物品が他の用途に使用される可能性があるならば、このような間接侵害は
否定され得るが、これは社会通念上、経済的、商業的、実用的な他の用途がなければならず、単
に理論的、実験的、一時的な使用可能性のある程度では間接侵害が否定できないことを付け加え
た。

【参考】関連判例(大法院 2015 年 7 月 23 日言渡 2014 ダ 42110 判決)
名称を「両方向マルチスライド携帯端末機」とする特許発明の特許権者である甲が、携帯電話
端末機を生産・輸出した乙会社に対して、乙会社の製品が甲の特許権の保護範囲に属すると主張
して特許権の侵害による損害賠償を求めた事案において、大法院は、その製品が間接侵害製品な
のか否かをめぐって、特許法第 127 条第 1 号は発明のすべての構成要素を持つ物を実施したの
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ではなく、その前段階にある行為をしても発明のすべての構成要素を持つ物を実施するように
なる蓋然性が大きい場合は、将来の特許権侵害に対する権利救済の実効性を高めるために、一定
の要件の下でこれを特許権の侵害としてみなそうとする趣旨であり、ここで「生産」とは、発明
の構成要素の一部が欠如した物を使って発明のすべての構成要素を持つ物を新たに作り出すす
べての行為を意味する概念であり、工業的生産に限らず、加工・組立てなどの行為も含まれると
説示した。しかしながら、大法院は、間接侵害制度はあくまでも特許権が不当に拡張しない範囲
でその実効性を確保しようとするものであり、特許権の属地主義の原則上、物の発明に関する特
許権者がその物に対して持つ独占的な生産・使用・譲渡・貸渡または輸入などの特許実施に関す
る権利を特許権が登録された国の領域内でのみその効力を及ぼすことを考慮すれば、特許法第
127 条第 1 号の「その物の生産にのみ使う物」での「生産」とは、国内での生産をいうとされ
るのが妥当であるとした。
したがって、本件ではこのような生産が国外で行われる場合で、その前段階の行為が国内で行
われたとしても、間接侵害が成立し得ないと判示した。

コラム「特許法第127条の間接侵害」

1．間接侵害の定義および認定要件
間接侵害とは、元々は特許発明のすべての構成要素を充足せず、特許発明の技術的範囲に含
まれないものの、これを放置した場合、特許権の侵害がさらに発生するおそれがある行為を特
許権者の保護に向けた侵害とみて、これを規律するものです。特許法第127条では、特許権の
直接侵害ではない場合として特許権侵害とみなされる行為(間接侵害行為)に関し、物の発明
と方法の発明とを区分して羅列しており、①特許発明が物の発明の場合は、その物の生産にの
み使う物を業として生産・譲渡・貸渡しもしくは輸入、またはその物の譲渡または貸渡しを申
し込む行為、②特許発明が方法の発明の場合は、その方法の実施にのみ使う物を業として生
産・譲渡・貸渡しもしくは輸入、またはその物の譲渡または貸渡しを申し込む行為がこれにあ
たります。
このとき、上記規定で特許権の間接侵害が成立する物の生産・譲渡等の行為は、その物が特
許発明物の生産「にのみ」使われなければならず、その物を使う限りは、必ず特許発明品の生
産が行われる必要があり、その物に特許発明品の生産以外の用途がある場合には、その物を生
産する等の行為があっても間接侵害が成立しません。なお、ここでいう「業」とは「事業」を
いい、営利の有無を問わず、当該行為が一過性にとどまったとしても「業」と認められ得るこ

314

第 III 編 模倣に対する救済

とに留意する必要があります。

2．特許法第127条の解釈基準をめぐる議論
特許法第127条の責任の成立要件に対しては、当該規定に明示のない主観的な要件、および
直接侵害の必要性に関する議論が行われているところ、明文規定に合わせて主観的要件や直
接侵害の存在を要しないとするもの(独立説)が多数説の見解です。ただし、前者に関しては、
間接侵害を規制するにあたって主観的要素を排除してはならないとの見解がある。他方で、後
者に関しては、間接侵害は直接侵害の排除を目的とするものであり、これを超えて当該特許権
を保護する趣旨ではないため、間接侵害の成立は直接侵害の成立に従属するという見解や、特
許権者の損害は実質として特許権を侵害する実施があって初めて発生し、直接侵害を前提と
せずに間接侵害を認めれば特許権の効力が不当に拡大され得るため、特許権の間接侵害は独
立的な権利と認められず、直接侵害を前提としてこそ認められると解釈されるといった見解
(従属説)があります。

3．大法院判例の見解
主観的要件の必要性を肯定する旨判示した 大法院判決はなく、従来、大法院1996年11月
27日付け96マ365決定において、直接侵害が成立しない場合にも第127条の責任を肯定して
おり、独立説の見解と理解されてきました。当該決定では、レーザープリンタのトナーカート
リッジ交換などの場合に、これを単なる修理行為とみるか、それともこれを別途で生産に準ず
る行為とみて特許権の間接侵害とするかが争点となり、大法院は、トナーカートリッジは特許
物の本質的な要素であり、これを交換することは単なる修理行為とはいい難く、これは生産に
準ずる行為とみて特許権の侵害行為といえると判示しました。
しかし、本文でも言及したように、近年の大法院2015・7・23言渡2014ダ42110判決では
従属説を前提とするような判断を示しています。当該判決において、大法院は、
「間接侵害制
度はあくまで特許権が不当に拡張されない範囲においてその実効性を確保するためのもので
ある。しかし、特許権の属地主義の原則上、物の発明に係る特許権者がその物に対して有する
独占的な生産・使用・譲渡・貸渡しまたは輸入などの特許実施に関する権利は、特許権が登録
された国の領域内に限って効力が及ぶ点を考慮すれば、特許法第127条第1号の『その物の生
産にのみ使う物』でいう『生産』とは、国内での生産を意味すると考えるのが妥当である。し
たがって、これらの生産が国外で起きる場合には、その前段階の行為が国内で行われても間接
侵害は成立されない」としています。
このような大法院の判例は、明文に規定されていない直接侵害との従属性を前提として特
許法第127条の適用を否定したものであるところ、間接侵害の認定範囲を制限する趣旨です。
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こうした見解は、日本の下級審判決例(日本東京地方法院2007年2月27日言渡)にて「法文上、
その物の生産にのみ使われる物でいう『生産』とは、日本国内での生産を意味するものと解釈
すべき」と判示したものと同じ方向性を示すものであると解釈されます。

4．間接侵害に対する民事・刑事上の救済
特許権の間接侵害に関しては、基本的に直接侵害と同じく侵害差止請求が可能で、さらには
損害賠償などの請求も可能です。ただし、特許法違反罪が刑事的な処罰の対象になるかに関
し、大法院は、間接侵害は特許権侵害行為の予備行為に過ぎず、罪刑法定主義ないし特許権侵
害に対する未遂犯処罰条項がない点などに照らし、刑事的な処罰の構成要件には該当しない
と判示しています(大法院1993・2・23言渡92ド3350判決参照)。したがって特許侵害犯との
共謀・幇助の場合は、別途共同正犯や幇助犯として処罰され、現行の特許法は、政策的に特許
権の間接侵害者に対しては、民事責任のみを負担させるという態度をとっているといえます。

2-2 商標権の侵害
(1) 同一領域での侵害
同一領域での侵害がある。いわゆる使用権に対する侵害である。

(2) 類似領域での侵害
類似範囲での侵害で、いわゆる禁止権に対する侵害に属する。実際に最も問題となる点であり、
他の知的財産権についてと同様に、
「大きな利益に対しては大きな保護、小さな利益に対しては
小さな保護」の原則により周知著名商標には一般商標の場合より大きな保護が与えられ、強い商
標は弱い商標よりその保護範囲が広い。したがって、類似性を判断するにあたっては、商標の周
知著名性、自他商品の識別力、取引通用性などが考慮されなければならない。

(3) 間接侵害(商標法第 108 条)
商標法は、商標権侵害の予備的、寄与的行為をいわゆる間接侵害と規定することによって商標
保護の幅を広めている。特許法第 127 条と同様の趣旨である。間接侵害となるのは、次の行為
である。
① 他人の登録商標と同一の商標をその指定商品と類似する商品に使用し、または他人の登録商
標と類似する商標をその指定商品と同一・類似する商品に使用する行為
② 他人の登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用し、
または使用させる目的で交付もしくは販売し、偽造・模造もしくは所持する行為
③ 他人の登録商標を偽造もしくは模造するか、または偽造もしくは模造させる目的でその用具
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を製作・交付・販売もしくは所持する行為
④ 他人の登録商標またはこれと類似の商標が表示されたその指定商品と同一または類似の商
品を譲渡または引き渡すために所持する行為

2-3 不正競争行為
(1) 商品主体の混同行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号イ目)
商品主体混同行為は、国内に広く認識された他人の姓名、商号、商標、商品の容器、包装その
他他人の商品であることを表示した標識と同一もしくは類似のものを使用し、またはこのよう
なものを使用した商品を販売、頒布もしくは輸入、輸出して他人の商品と混同を引き起こす行為
をいう。いわゆる周知商標などの冒用によって混同を招く行為である。商品主体混同行為は、次
の営業主体混同行為とともに、いわゆる passing-off または palming-off とよばれる類型の典
型的な不正競争行為である。不正競争防止法で保護される商標や商号は周知性を取得していれ
ば十分であり、登録、登記されていることを要しない。

(2) 営業主体の混同行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ロ目)
営業主体混同行為は、国内に広く認識された他人の姓名、商号、標章その他他人の営業である
ことを表示する標識と同一または類似のものを使用して他人の営業上の施設または活動と混同
を引き起こさせる行為を言う。ここで規定する姓名、商号、標章は営業標識の例示に過ぎず、企
業標や営業標章など、それが営業を表す標識のすべてがこれに含まれる。2018 年 7 月 8 日から
施行された改正法では、上記の営業標識が商品販売・サービス提供方法または看板・外観・室内
インテリアなどの営業を供する場所の外観全体を含むことを明文化した。登録されないサービ
スマーク、フランチャイズ、チェーン店、商品化権者なども周知性を獲得して営業標識化された
場合にはここに該当する。

(3) 著名標識稀釈行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目)
商品主体または営業主体の混同行為惹起行為以外に、非商業的使用など大統領令で定める正
当な事由なくして国内に広く認識されている他人の姓名、商号、商標、商品の容器・包装その他
の他人の商品または営業であることを表示した標識(他人の営業である旨を表示する標識に関し
ては、商品販売・サービス提供方法または看板・外観・室内インテリアなど営業を供する場所の
外観全体を含む)と同一もしくは類似のものを使用し、またはこのようなものを使用した商品を
販売・配布もしくは輸入・輸出し、他人の標識の識別力もしくは名声を毀損する行為をいう。こ
のような行為は、消費者に直接的な損害をもたらす不正競争行為と区別されるので、故意がある
場合にのみ、損害賠償と信用回復の責任を問うことができる(不正競争防止法第 5 条、第 6 条)。
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(4) 原産地誤認惹起行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ニ目)
原産地虚偽表示行為は、商品およびその広告により、もしくは公衆が知り得る方法で、取引上
の書類もしくは通信に虚偽の原産地の標識を使用し、またはこのような標識を使用した商品を
販売、頒布または輸入、輸出して原産地の誤認を引き起こさせる行為である。原産地(origin、u
rsprung、origine)は元来、葡萄酒、チーズなどのように特定の土地の自然条件と生産物の特性、
品質との間に密接な関連がある場合、主に農業生産物の元来の産地名称(狭い意味の原産地名称)
を保護するためにフランスなどヨーロッパで発展した概念である。原産地は天然の産出物(農産
物、水産物など)を生産する地名だけでなくて、加工、製造された商品(酒、繊維、化学製品、機
械類)を産出する地名も含むものと解釈されている。

(5) 出所地誤認惹起行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ホ目)
出所地誤認惹起行為は、商品およびその広告によってまたは公衆が知り得る方法で取引上の
書類もしくは通信に、その商品が生産、製造もしくは加工された地域以外の所で生産もしくは加
工されたように誤認を引き起こさせる標識を使用し、またはこのような標識を使用した商品を
販売、頒布もしくは輸入、輸出する行為を言う。ここでの出所地は生産地、製造地、加工地を意
味し、原産地より広い概念である。このような出所地標識は虚偽である必要はなく、誤認を引き
起こさせるだけで十分で、例えば国産品を単純に「外国製」と表示したものや「Made in U.S.
A.」と表示したものはもちろん、加工、暗示的な表示をするものなどにまで広く適用される。

(6) 質量誤認惹起行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ヘ目)
質量誤認惹起行為は、他人の商品を詐称したり商品またはその広告に商品の品質、内容、製造
方法、用途もしくは数量の誤認を起こすようにする宣伝もしくは標識を使用し、このような方法
や標識で商品を販売、頒布または輸入、輸出する行為である。質量誤認惹起行為は、需要者に対
する不正需要操縦行為の一つとして虚偽広告が典型的なものであり、顧客の不正獲得行為(unfa
ir catching of customers)の類型に属する。質量誤認惹起行為は競争者個人の利益を損なう行
為というよりは正当に営業中である競争者全体に対するイメージ毀損、顧客獲得可能性の毀損
を招く行為であるため、市場の一般的破壊をもたらす行為であり、その直接的かつ 1 次的被害
者は一般消費者であるため、一般消費者に差止請求権を認める必要がある。

(7) 代理人の不正使用行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ト目)
パリ条約当事国や世界貿易機関会員国もしくは商標法条約の締約国で登録された商標権また
はこれに類する商標に関する権利を有する者の代理人や代表者または代理人やその行為日前の
1 年以内に代表者であった者が、正当な事由なく、当該商標をその商標の指定商品と同一または
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類似の商品に使用したり、その商標を使用した商品を販売・頒布または輸入・輸出する行為をい
う。

(8) 不当ドメインネーム登録などの行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号チ目)
不正競争防止法では、正当な権原のない者が、次の３つの内いずれかの目的で国内に広く認識
された他人の氏名、商号、商標その他の標識と同一または類似のドメインネームを登録、保有、
移転または使用する行為は不正競争行為の一つとして定めている。
① 商標など標識に対して正当な権原がある者または第三者に販売または貸与する目的
② 正当な権原がある者のドメインネームの登録および使用を妨害する目的
③ その他商業的利益を得る目的
なお、本条項に基づき民事的救済は認められるものの、刑事的な処罰に関する規定はない。一
方、ドメイン名に正当な権原のある者は、インターネット住所資源に関する法律第 12 条第 2 項
に基づき、不正な目的でドメイン名を登録、保有または使用する者に対する当該ドメイン登録の
抹消または登録移転を請求することができる。

(9) 製品形態模倣行為(デッドコピー)(不正競争防止法第 2 条第 1 号リ目)
不正競争防止法では、他人が製作した商品の形態(形状、模様、色彩、光沢またはこれらを結
合したものをいい、試作品または商品紹介書上の形態を含む)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡
し、このために展示し、または輸入・輸出する行為も不正競争行為として、いわゆる dead cop
y 禁止規定が設けられている。ただし、このような商品の試作品製作など商品としての形態が備
わった日より 3 年が経過した場合、または他人が製作した商品と同種の商品(同種の商品がない
場合はその商品と機能および効用が同一または類似の商品をいう)が通常当然に有している形態
を模倣した商品の場合には、本規定は適用されない。
なお、上記のデッドコピー禁止規定に対しては、従来、刑事処罰に対する規定がなかったもの
の、2017 年 1 月 17 日付け改正法では、刑事処罰条項が新設され、その施行日の 2017 年 7 月
18 日からは製品形態模倣行為に対しても刑事処罰が可能になった。

(10) アイデア奪取行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ヌ目)
2018 年 4 月 17 日付で改正された不正競争防止法では、アイデア保護の目的でアイデア奪取
行為を不正競争行為の新しい類型として新設した。この規定では、事業提案、入札、公募など取
引交渉または取引過程で経済的価値を持つ他人の技術的もしく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、自己または第三者の営業上利益のために不正に使い、または他人
に提供して使わせる行為を不正競争行為の一つとして規定する。ただし、アイデアの提供を受け
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た者が提供を受けた当時、既にそのアイデアを知っていて、またはそのアイデアが同種業界で広
く知られた場合であり、かつ、その事実を立証したときは、例外として免責している。
同規定の違反行為に対しては上記(1)～(7)、(9)と同様に、特許庁による行政調査と是正勧告
の対象とし、関係の調査記録は法院から要請があった場合、証拠資料として提出できることとな
っている(不正競争防止法第 7 条、第 8 条、第 14 条の 7)。もっとも、本条項違反に対しては民
事的救済のみが予定されており、刑事処罰の対象ではない。

(11) 成果冒用行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ルル目)
上記(1)～(10)の不正競争行為に該当しなくとも、「その他他人の相当な投資または労力によ
り作成された成果等を、公正な商取引慣行または競争秩序に反する方法により自身の営業のた
めに無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を、不正競争行為として規
定している。本条項違反についても、民事的救済のみが予定されており、刑事処罰についての対
象ではない。なお、この成果冒用行為が認められた「あんぱん売場事件」を 55 ページにおいて
紹介しているので参照されたい。

(12) 営業秘密侵害行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号)
営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、秘密とし
て管理された生産方法、販売方法その他に営業活動に有用な技術上または経営上の情報をいう
(不正競争防止法第 2 条第 2 号)。従来は、合理的な努力によって秘密として保持されなければ営
業秘密として認められなかったが、2018 年 12 月 7 日、不正競争防止法改正案(公布後 6 ヵ月
後から施行予定)が国会で成立したことを受け、合理的な努力がなくとも秘密として保持されて
いれば、営業秘密として認められるよう営業秘密の認定要件が緩和された。

不正競争防止法に規定された営業秘密侵害行為は、以下の通りである。
① 窃取、欺瞞、脅迫その他不正な手段で営業秘密を取得する行為(不正取得行為)またはその取
得した営業秘密を使用し、もしくは公開(秘密を維持しつつ特定人に知らせることを含む)
する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号イ目)
② 営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知って、もしくは重大な過失により知らな
いで、その営業秘密を取得する行為、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは公開
する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ロ目)
③ 営業秘密を取得した後にその営業秘密に対して不正取得行為が介入した事実を知って、また
は重大な過失により知らないで、その営業秘密を使用し、もしくは公開する行為(不正競争
防止法第 2 条第 3 号ハ目)
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④ 契約関係などによって営業秘密を秘密として維持すべき義務のある者が不正な利益を得る
目的で、またはその営業秘密の保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、もし
くは公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ニ目)
⑤ 営業秘密がニ目の規定によって公開された事実もしくはそういう公開行為が介入した事実
を知って、もしくは重大な過失により知らないで、その営業秘密を取得する行為、またはそ
の取得した営業秘密を使用したり公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ホ目)
⑥ 営業秘密を取得した後にその営業秘密がニ目の規定によって公開された事実もしくはその
ような公開行為が介入した事実を知って、または重大な過失により知らないで、その営業秘
密を使用し、もしくは公開する行為(不正競争防止法第 2 条第 3 号ヘ目)

2-4 著作権の侵害
(1) 直接侵害
著作権法上の権利に対する直接侵害は、次の４つに分けてみることができる。
① 著作財産権の侵害
② 著作人格権の侵害
③ 排他的発行権(出版権を含む)の侵害
④ 著作隣接権の侵害
なお、著作権の侵害は著作物の利用を前提とし、著作物の具体的な類型は「著作権法」169 ペ
ージを参照されたい。

(2) 間接侵害
著作権法は、著作権自体の直接的侵害ではないが、著作権の侵害に直結する行為として、次の
３つの類型を規定している(著作権法第 124 条)。
① 輸入時に大韓民国内で作られたとすれば、著作権その他同法によって保護される権利の侵害
となる物を大韓民国内で配布する目的で輸入する行為
② 著作権その他同法によって保護される権利を侵害する行為によって作られた物(上記①の輸
入品を含む)を、その事実を知りながら配布する目的で所持する行為
③ 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(上記①による輸入品を含む)
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

(3) オンラインサービス提供者の責任と権利主張者の対応
著作権法では、オンラインサービス提供者の責任の制限に関する規定が設けられている。オン
ラインサービス提供者とは、第三者が著作物や著作隣接物またはデータベースなどを情報通信
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網を通じて、複製または伝送できるようにするサービスを提供する者を指し、通常、インターネ
ットサービス提供者(Internet Service Provider，ISP)ともいう。
2011 年 6 月 30 日付で改正された著作権法では、このようなオンラインサービス事業者を、
① 単純導管(mere conduit)
② キャッシング
③ ホスティング
④ 情報検索
の 4 種の類型に属するオンラインサービス提供者(Online Service Provider; OSP)に分け、各
類型別に免責要件を詳細に規定した。
これにより、インターネットを通じた直接の侵害者の侵害行為および責任とは異なり、従来不
明確であった OSP の責任問題について、一定程度明確となり、反対に上記のような免責要件を
充足できない OSP に対しては、侵害責任を問うことがより容易になったといえる(著作権法第 1
02 条)。

オンラインサービス提供者のサービスを通じて、第三者が著作権者その他著作隣接権者など
の許可なしに違法な複製物などを複製または伝送する場合、このようなサービスを提供したオ
ンラインサービス提供者は著作権法違反の責任を負うものの、各行為類型の区分に従い次の装
置をとった場合には、著作権法上の責任が減軽または免除される(著作権法第 102 条)。さらに、
以下の措置を取ることが技術的に不可能な場合は、免責される。

① 内容の修正なく著作物等を送信したり経路を指定し、もしくは連結を提供する行為または
その過程で著作物等をその送信のために合理的に必要な期間内で自動的、仲介的、一時的に
保存する行為
a.

オンラインサービス提供者が著作物等の送信を開始しない場合

b.

オンラインサービス提供者が著作物等やその受信者を選択しない場合

c.

著作権その他に同法によって保護される権利を反復して侵害する者のアカウントを解
約する方針を採用し、これを合理的に履行した場合

② サービス利用者の要請に応じ、送信された著作物等を後続利用者が効率的にアクセスし、ま
たは受信することができるようにする目的で、その著作物等を自動的、仲介的、一時的に保
存する行為
a.

上記①の各要件をいずれも備えた場合

b.

オンラインサービス提供者がその著作物などを修正しない場合
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c.

提供される著作物などにアクセスするための条件がある場合は、その条件を守ってい
る利用者に限り、臨時保存された著作物へのアクセスを許容した場合

d.

著作物等を複製・伝送する者が明記したコンピューターや情報通信網に対して、その業
界で一般的に認められるデータ通信規約による著作物等の現行化に関する規則を守っ
ている場合(ただし、複製・伝送者がかかる保存を不合理に制限する目的で現行化に関
する規則を定めた場合を除く)

e.

著作物がある本来のサイトで、その著作物等の利用に関する情報を得るために適用し
た、その業界で一般的に認められる技術の使用を妨害しない場合

f.

複製・伝送の中断要求を受けた場合、本来のサイトでその著作物等が削除され、もしく
はアクセスできなくなった場合、法院、関係中央行政機関の長がその著作物等を削除し、
もしくはアクセスできないようにするよう命令を下した事実を実際に知ることとなっ
た場合、またはその著作物等を直ちに削除し、もしくはアクセスできなくなった場合

③ 複製·伝送者の要請に従い、著作物などをオンラインサービス提供者のコンピューターに保
存する行為
a.

上記①の各要件をいずれも備えた場合

b.

オンラインサービス提供者が侵害行為を統制する権限と能力があるときは、その侵害
行為から直接的な金銭的利益を得ない場合

c.

オンラインサービス提供者が侵害を実際に知るようになり、または複製・伝送の中断要
求などを通じて侵害が明らかであるという事実もしくは状況を知るようになった場合
で、直ちにその著作物等の複製・伝送を中断させたとき

d.

複製・伝送の中断要求などを受ける者を指定して公知した場合

④ 情報検索ツールを通じて、利用者情報通信網上の著作物などの位置が分かるようにし、また
は連結する行為
a.

上記①の a 要件を備えた場合

b.

上記③の b ないし d の要件を備えた場合

さらに上記のオンラインサービス提供者の責任に加え、他の人々の相互間にコンピュータを
利用して著作物を伝送することを主な目的とするオンラインサービス提供者(このようなオンラ
インサービス提供者の範囲は文化体育観光部長官が告示により定めることとなっているが、主
に P2P 型の伝送サービスを意味する)も、権利者の要請があるときには当該著作物の不法な伝送
を遮断する技術的な措置などの必要な措置をとらなければならないと規定されている(著作権法
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第 104 条)。

一方、権利主張者は、その権利侵害事実を疎明してオンラインサービス提供者にそのサービス
を利用した著作物などの複製、伝送を中止させることを求めることができ、オンラインサービス
提供者は、中止を求められた場合は、直ちにその著作物などの複製、伝送を中止させ、権利主張
者にその事実を知らせなければならず、ホスティングおよび情報検索類型のオンラインサービ
ス提供者は、その著作物などの複製・伝送者にその中止事実を知らせなければならない。中止事
実を通知された複製・伝送者が、自らの複製・伝送が正当な権利によるものであることを疎明し
て再開を求める場合、オンラインサービス提供者は、その再開要求の事実および再開予定日を権
利主張者に遅滞なく通知し、その予定日に複製・伝送を再開させなければならない。ただし、権
利主張者が複製・伝送者の侵害行為に対して提訴の事実を再開予定日前にオンラインサービス
提供者に知らせた場合は、その限りではない(著作権法第 103 条)。
また、権利主張者が民事上の提訴および刑事上の告訴のために当該オンラインサービス提供
者にそのオンラインサービス提供者が持っている当該複製・伝送者の氏名と住所など必要最小
限の情報提供を要求したものの、オンラインサービス提供者がその提供を拒否した場合、権利主
張者は文化体育観光部長官に当該オンラインサービス提供者に対してその情報の提供を命じて
もらうことを請求し、文化体育観光部長官を通じて、オンラインサービス提供者が持っている当
該複製・伝送者の情報の提供を受けることもできる。この場合、複製・伝送者の情報の提供を受
けた権利主張者は、当該情報を請求の目的以外の用途で使うことができない(第 103 条の 3)。

3．侵害に対する救済の種類および内容
特許権の侵害がある場合、その侵害者に対し種々の権利を行使しうるが、そのうち差止・予防
請求権と損害賠償請求権が最も重要である。その他、信用回復請求権、不当利得返還請求権など
がある(商標権、著作権の侵害および不正競争行為の場合も同一)。
なお、著作人格権の場合、著作者の死亡により保護期間が満了するのではなく、著作者の死亡
以後の著作人格権の侵害行為を禁止し、これを保障するために、著作者の遺族や遺言執行者など
が侵害差止請求および名誉回復請求を行い得る点に留意する。

3-1 差止・予防請求権
侵害を理由に侵害行為の差止または予防を求めることができる権利を差止請求権という(特許
法第 126 条、商標法第 107 条、不正競争防止法第 4 条、著作権法第 123 条)。当該請求権に基
づく差止請求訴訟は、被告が実施している物または方法が原告の特許権を侵害するものである
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ことを理由にその実施を禁止するよう求める訴訟であり、物権に対する妨害の除去および予防
請求とその性質を同じくする。

3-2 損害賠償請求権
被侵害者は、故意または過失により自己の特許権または専用実施権を侵害した者に対し、損害
の賠償を請求できる(特許法第 128 条)。商標法、不正競争防止法、著作権法にも同様の規定が
ある(商標法第 109 条、不正競争防止法第 5 条、著作権法第 125 条)。

3-3 信用（名誉）回復請求権
故意または過失による侵害行為により、業務上の信用を失墜させた者に対しては、法院は特許
権者または専用実施権者の請求に基づき、損害の賠償に代わり、または損害の賠償とともに、特
許権者または専用実施権者の業務上の信用回復のために必要な措置を命じることができる(特許
法第 131 条)。商標法、不正競争防止法にも同様の規定がある(商標法第 113 条、不正競争防止
法第 12 条)。
他方で、著作権法においては、著作者または実演者が、故意あるいは過失により著作人格権も
しくは実演者の人格権を侵害した者に対して、損害賠償に代え、または損害賠償とともに名誉回
復に必要な措置を請求できる旨規定されており、また、著作者が死亡した場合、その遺族や遺言
執行者も当該請求を行い得るよう規定されている(著作権法第 127 条)。

3-4 不当利得返還請求権
不当利得返還請求制度は、正当な法律上の原因なくして、他人の財産(または労務)により利得
を得て、これによって他人に損害を加えた者に対し、公平の観点から、これを返還させる制度で
ある(民法第 741 条)。特許法上に明文の規定はないが、民法に基づき、特許権者には不当利得
返還請求権が当然に認められる。

4．請求権の発生の要件
4-1 差止請求権
差止請求権は、権利を侵害され、または侵害されるおそれがある場合に行使することができ
る。当該請求権は、ひとたび認められると、相手方に重大な影響を及ぼす場合が多いため、要件
充足性については、厳格かつ慎重に判断されなければならない。特に、侵害予防請求に関して「侵
害するおそれ」があるかどうかを判断するときには、客観的で明白な証拠によらなければならず、
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当該判断に際しては、人的・物的施設の有無および準備の程度、投資計画、投資状況、侵害品に
対する宣伝、広告などを総合的に考慮する必要がある。
なお、権利侵害または侵害のおそれがあれば足り、侵害者の故意または過失は要件でない。

4-2 損害賠償請求権
(1) 客観的要件
① 違法な侵害
② 損害の発生
③ ①と②との間に相当因果関係が存在すること
なお、相当因果関係が認められるには、合理的な蓋然性があれば十分である。

(2) 主観的要件
不法行為の一般原理に基づき、主観的要件として故意・過失を要する。

① 特許権侵害の場合
他人の特許権または専用実施権を侵害した者は、その侵害行為に対して過失があるものと推
定する(特許法第 130 条)。特許権などは公報による登録公告制度および特許標識などで一般に
広く公示されるため、特別の事情がない限り、侵害者は侵害行為に関して過失があったものと推
定される(立証責任の緩和)。したがって、侵害者は過失が無いことを立証しなければ、その責任
を免れることができない。

② 商標権侵害の場合
登録商標であることを表示(商標法第 222 条)した他人の商標権または専用使用権を侵害した
者は、その侵害行為に対してその商標が既に登録された事実を知っていたものと推定する(商標
法第 112 条)。

③ 著作権侵害の場合
登録されている著作権、排他的発行権、出版権、著作隣接権またはデータベース制作者の権利
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(著作権法第 125 条第 4 項)。
損害額を立証する代わりに、侵害された各著作物等ごとに１,000 万ウォン(営利を目的として
故意に権利を侵害した場合には 5,000 万ウォン)以下の範囲で相当する金額請求(法定損害賠償
の請求)が可能である(著作権法第 125 条の 2)。
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④ 不正競争防止法の場合
被侵害者の側で故意過失を主張立証する必要があるが、不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目(著
名標識希釈行為または識別力/名声損傷行為)の場合は、故意がある場合にのみ損害賠償責任が認
められる(不正競争防止法第 5 条)

4-3 信用(名誉)回復請求権
① 特許権侵害の場合
故意過失によって、特許権または専用実施権を侵害することで、特許権者または専用実施権者
の業務上の信用を失墜させた者に対して、特許権者または専用実施権者は、損害賠償に代え、ま
たは損害賠償とともに、特許権者または専用実施権者の業務上の信用回復に必要な措置を求め
ることができる(特許法第 131 条)。業務上の信用失墜とは、特許発明を模倣した製品が粗悪な
場合などを指す。したがって、侵害の事実があったということだけで業務上の信用が失墜したと
はいえず、これに対する別途の立証が必要である。

② 商標権侵害の場合
故意または過失により商標権または専用使用権を侵害することによって、商標権者または専
用使用権者の業務上の信用を失墜させた者に対して、商標権者または専用使用権者は、損害賠償
に代え、または損害賠償とともに信用回復のために必要な措置を求めることができる(商標法第
113 条)。

③ 著作人格権などの侵害の場合
著作者または実演者は、故意または過失により著作人格権または実演者の人格権を侵害した
者に対して、損害賠償に代え、または損害賠償とともに、名誉回復のために必要な措置を請求す
ることができる。(著作権法第 127 条)。

④ 不正競争行為の場合
故意または過失による不正競争行為(不正競争防止法第 2 条第 1 号ハ目(著名標識希釈行為ま
たは識別力/名声損傷行為)の場合、故意がある場合に限る)により他人の営業上の信用を失墜さ
せた者に不正競争行為により自らの営業上の利益が侵害された者は、損害賠償に代え、または損
害賠償とともに、営業上の信用を回復するために必要な措置を請求することができる(不正競争
防止法第 6 条)
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4-4 不当利得返還請求権
不当利得返還請求の場合、損害賠償請求とは異なり、故意・過失がなくとも行使が可能であり、
損害賠償請求権の消滅時効(3 年)が完成したとしても、なお不当利得返還請求権(10 年)を行使
しうるという点で実益がある。

5．当事者適格
5-1 特許権に基づく場合
(1) 特許権者
特許権が設定登録された場合、特許権者は侵害差止めなどを請求することができる。第三者に
通常実施権を与え、または専用実施権を設定したとしても、同権利を行使できる。

(2) 専用実施権者
専用実施権者は、その設定行為で定めた範囲内で、業としてその特許発明を実施した権利を独
占するため、設定された範囲内であれば、特許権者の権利行使とは別途に独立して差止請求など
を行うことができる。

(3) 通常実施権者
通常実施権は、債権的利用権である。したがって、第三者が当該特許発明を無断で実施したと
しても、第三者の違法実施行為は原則として当該特許権の侵害となりえたとしても、通常実施権
それ自体を侵害するものではないため、直接第三者を相手取って差止請求や損害賠償請求を行
うことはできない。
ただし、第三者の違法実施行為が、通常実施権を侵害するものと認められる特別な場合には、
第三者による債権侵害に関する一般理論により権利侵害の成立が認められる。特許権者がある
通常実施権者にのみ独占的に通常実施権を与えるものとした場合、その独占的通常実施権者が
特許権者とは別に当該特許権の侵害者に対して侵害差止などを請求することができるか否かを
めぐっては、理論上見解が分かれている。

5-2 商標権に基づく場合
(1) 商標権者
商標権が設定登録された場合、商標権者は侵害差止めなどを請求できる。第三者に通常使用権
を与え、または専用使用権を設定したとしても、同権利を行使できる。
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(2) 専用使用権者
専用使用権の侵害に対しては、その設定行為で定めた範囲内で、差止請求権、損害賠償請求権
などを行使することができる。

(3) 通常使用権者
通常使用権は、一般的に、その設定行為で定めた範囲内で、当該登録商標を使用しうるという
債権的権利であるにすぎない。商標権者も、通常使用権者の使用を受忍すべき義務を負担するに
止まるのであって、さらに第三者の使用を抑止し、第三者の使用により発生する損害を賠償する
義務までは負担しない。通常使用権者が第三者の商標権侵害行為に対して差止請求をすること
は認められない。個別案件にて通常使用権者の権利行使できる範囲については現地弁護士に相
談されたい。

5-3 不正競争行為の場合
不正競争行為により自己の営業上の利益が侵害され、または侵害されるおそれのあると認め
られる者、すなわち、営業上の競争者だけが行使することができる(不正競争防止法第 4 条)。具
体的には、独占的実施権者、グループ名称使用の場合の系列会社中の会社、フランチャイズにお
ける本部と加盟店、商品化権者とその使用者などは、差止請求を行うことが可能である。
外国の周知商品または営業標識として国内で周知となっていたとしても、韓国で営業をせず
に、その商品が輸入もされない場合には、営業上の競争者ではないとも言い得るため、当事者適
格を有するか否かに関しては見解が分れている。

5-4 著作権に基づく場合
著作権法に基づいて侵害差止請求ができる者は、
「著作権、その他著作権法により保護される
権利(放送事業者の実演者およびレコード製作者に対する補償請求権を除く)を有する者」であり、
具体的に、著作財産権者、コンピュータプログラム著作権者、著作人格権者、コンピュータプロ
グラム著作人格権者、出版権者、プログラムに対する排他的利用権の設定を受けた者、および著
作隣接権者である。
著作財産権、その他著作権法により保護される権利(著作人格権およびコンピュータプログラ
ム著作人格権を除く)を有する者は、損害賠償を請求することができる。
また、著作財産権者、出版権者または著作隣接権者と著作物の委託管理団体の間に著作権に関
する信託契約が締結された場合、その権利は委託者である著作財産権者、出版権者または著作隣
接権者から受託者に完全に移転し、その権利に対する全ての管理処分権が受託者に帰属するこ
ととなるため、受託者が信託された著作物に対する権利者となる。このような管理処分権には、
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著作財産権に対する提訴権が含まれ、したがって、受託者は、信託された著作権の侵害につき、
自身が当事者として訴訟を提起することができる。

6．訴訟手続
6-1 法院に提出すべき書類
① 訴状
② 訴状の付属書類
•

委任状(会社の商号、本店住所、および代表者の名前が記載され、登記所に登記された
代表者印を捺印したもの)

•

登記所発行の同代表者印の印鑑証明書

•

会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)

6-2 弁論期日
現行民事訴訟法上、被告が答弁書を提出すれば、裁判長は直ちに弁論期日を指定するようにし、
必要な場合にのみ弁論準備手続に回付することとし、弁論準備手続は当事者の主張と証拠を整
理するための目的で運用されている(民事訴訟法第 258 条)。
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6-3 料金
(1) 訴額
訴額は、原告が請求の趣旨で求める範囲内において、原告が全部勝訴した場合に直接受けるこ
ととなる利益を客観的に評価して定める。訴額は、訴訟の目的によって算定金額が異なる。

(2) 印紙代
訴状に貼付する印紙代は次の表に基づいて計算する。控訴状には、訴状の 1.5 倍、上告状には
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訴状の 2 倍の印紙を貼る必要がある。
留意事項：財産権上の訴えとして、その訴訟目的の価値を算出することができないものと非財
産権を目的とする訴訟の訴訟目的の価値は 5000 万ウォンとし、特許法院の専属
管轄に属する特許訴訟と、無体財産権に関する訴えのうち金銭の支払いや物の引
渡を目的としない訴訟は、その訴訟目的の価値を算定することができないものと
して、その訴訟目的の価値を 1 億ウォンとする(民事訴訟等印紙規則第 18 条の 2)。
2011 年 5 月から電子訴訟が施行しているところ、電子訴訟を利用した場合、上
記各計算方法により算出された印紙代が 10％減額される。

表：訴額と印紙代計算方法
訴額の請求金額

印紙代の計算方法

1,000 万ウォン未満

訴額 × 10,000 分の 50

1,000 万ウォン以上 1 億ウォン未満

訴額 × 10,000 分の 45 ＋ 5,000 ウォン

1 億ウォン以上 10 億ウォン未満

訴額 × 10,000 分の 40 ＋ 55,000 ウォン

10 億ウォン以上

訴額 × 10,000 分の 35 ＋ 555,000 ウォン

(3) 送達料
訴状を提出する時は、各審級事件における平均的な書類送達回数と当事者の数をかけ合わせ
た送達料を、予め送達料収納銀行(大部分法院構内の銀行)に納付し、その銀行から公布を受けた
送達料納付書を訴状に添付しなければならない。審級別ごとの送達料は次のとおりとなる。

表：訴状送達料の計算方法
事

件

送達料の計算方法

民事第一審合議事件

当事者数×4,700 ウォン×15 回分＝送達料

民事控訴事件

当事者数×4,700 ウォン×12 回分＝送達料

民事上告事件

当事者数×4,700 ウォン×8 回分＝送達料

7．提訴管轄
7-1 民事訴訟法の規定
知的財産権に関する侵害訴訟などの民事訴訟は、地方法院の管轄に属する。民事訴訟法上の普
通裁判籍の規定および不法行為地などの特別裁判籍の規定については、特許権、実用新案権、デ
ザイン権、商標権、品種保護権(以下、管轄に係る場合に限って「特許権等」という)を除く知的
財産権に関する訴えにおいてもそのまま適用される。
これに加え、民事訴訟法は知的財産権に関する特別裁判籍も別途規定している(民事訴訟法第
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24 条)。同条によれば、特許権等を除く知的財産権に関する訴えを提起する場合には、民事訴訟
法の他の裁判籍規定による管轄法院の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院(ソウル
中央地方法院、大邱地方法院、大田地方法院、光州地方法院、釜山地方法院のいずれか一つにな
る)にも訴えが提起できる。
他方で、特許権等の知的財産権に関する訴えを申し立てる場合には、民事訴訟法上の他の裁判
籍規定による管轄法院の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院(ソウル中央地方法院、
大邱地方法院、大田地方法院、光州地方法院または釜山地方法院中のいずれか一つになる)の専
属管轄とし、大邱地方法院、大田地方法院、光州地方法院または釜山地方法院が管轄法院となる
事件については、ソウル中央地方法院にも訴えを申し立てることができる(335 ページの「知的
財産権に関する特別裁判籍」に関するコラムを参照されたい)。
一方、仮処分の裁判については、本案の管轄法院または争いの対象がある場所を管轄する地方
法院が管轄法院となる(民事執行法第 303 条)。
上記特許権等の知的財産権に関する訴えの場合、
上記 5 つの地方法院だけが管轄法院となるため、その仮処分裁判も管轄法院が限定されるよう
になった。

7-2 不法行為地の特別裁判籍
民事訴訟法第 18 条に規定された不法行為地は、不法行為の実行行為をした場所と侵害結果の
発生地の両者を含む概念であると解釈されている。特許法では侵害行為の態様となる「実施」に
ついては、生産から使用に至る各段階、すなわち生産、譲渡、貸与、使用する行為および輸入ま
たは展示する行為を意味するものと規定されているため(特許法第 2 条)、上記のそれぞれの実
施行為に該当する行為がある場所すべてが不法行為地となる。
したがって、原告としては、上記の各生産、譲渡、貸与、使用、輸入、展示の各行為がある場
所のうち、いずれかの 1 ヵ所を選択して不法行為地としての特別裁判籍を選択することができ
る。ただし、特許権等の知的財産権に関する訴えの場合、その不法行為地の特別裁判籍による管
轄法院の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院が実際の管轄法院になる点に留意し
なければならない。例えば、特許権の侵害行為が江原道春川市であったとする場合、不法行為地
である春川の管轄法院は春川地方法院になるが、その所在地である春川市を管轄する高等法院
はソウル高等法院であり、特許権侵害差止請求などの訴えを申し立てようとするときは、春川地
方法院ではなく、ソウル高等法院がある場所の地方法院であるソウル中央地方法院に申し立て
なければならない。

7-3 控訴審の管轄
2016 年 1 月 1 日から施行された改正法院組織法に基づき、特許権等の知的財産権に関する
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訴訟に対する控訴事件は大田市にある特許法院が管轄するようになっており(法院組織法第 28
条の 4 第 2 号)、特許権等の知的財産権に関する訴訟の控訴審が特許法院に集中されるようにな
った。
このように、特許法院が特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法で定めた審決取消訴訟
の第一審事件を管轄するほか、特許権等の知的財産権に関する訴訟の控訴審も管轄するように
なったことを受け、侵害訴訟事件での判決と無効審判や権利範囲確認審判事件での審決に対す
る各不服事件を特許法院で併行して審理することができるようになり、登録事項の有無または
権利範囲への属否に関する判断の齟齬が生じることを防ぐことができるようになった。
一方、特許権等の知的財産権に関する仮処分事件については、抗告審の管轄は特許法院に集中
されず、当該一審法院所在地を管轄する高等法院にある。
しかし、2018 年 8 月 1 日付けで、仮処分の裁判の抗告審も特許法院の専属管轄とする内容の
法院組織法改正案が発議されており，現在国会で審議中である。上記改正案が可決、成立する場
合、仮処分の裁判の抗告審も特許法院に管轄集中されることになる。

7-4 事物管轄
上述の土地管轄とは異なる規定として、日本と同様に事物管轄がある。これは、取り扱う事件
の規模により、一審を地方法院の単独判事による管轄とするか、判事３人による合議部管轄とす
るかを規律する概念である。
知的財産権侵害差止請求民事事件は、全て地方法院の合議部管轄となる。ただし、知的財産権
の侵害による損害賠償のみを請求する場合、請求金額 2 億ウォン以下は単独判事管轄、請求金
額 2 億ウォン超過事件は合議部管轄となる。
単独判事管轄事件の控訴審(二審)は、その地方法院本院の合議部の管轄となり(地方法院本院
ではない支院であるものの、春川地方法院江陵支院の合議部も、例外的に単独判事管轄事件の控
訴事件の管轄権を有する）、一審が合議部管轄の事件の場合、二審は高等法院の管轄となる。た
だし、特許権等の知的財産権に関する訴訟の場合、合議部の管轄事件と単独判事の管轄事件とを
問わず、
その控訴審は特許法院の管轄になる(法院組織法第 28 条の 4 第 2 号、第 32 条第 2 項)。
第二審判決に対して不服がある場合は、大法院へ上告することとなる。
ちなみに、知的財産権に関連する刑事訴訟の場合は、特許権などの侵害罪は 7 年以下の懲役
にあたる罪であるため、単独判事管轄に属する。
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コラム「知的財産権に関する特別裁判籍」

1．制度の趣旨
知的財産権に関する訴訟事件は、専門的で技術的な分野の知識に対する深い理解が必要と
なる以上、専門の法院(法院)で統一的かつ一貫性をもって処理することが望ましいと言えま
す。
専門的で技術的な要素が強い事件は、相対的に事件数が少なく、これを中小規模の地方の法
院で処理することになると、知識や資料の不足などの様々な理由で審理が円滑に行われない
おそれがあります。そこで、事案の類型と事件数、専門の裁判部が設けられている法院の所在
地などを勘案して、民事訴訟法第 24 条で特別裁判籍を定め、高等法院の所在する場所の地方
法院にも訴えを申し立てることができるようにしています。一方、2015 年 12 月 1 日付で改
正され、2016 年 1 月 1 日から施行された民事訴訟法第 24 条は、さらに特許権等の知的財産
権に関する訴えにつき、高等法院が所在する場所の地方法院を専属管轄法院と定め、さらに管
轄を集中させました。このような改正の趣旨は、知的財産権関連訴訟の特別裁判籍を東京地裁
と大阪地裁に認めた日本の立法経緯と類似しています。

２．特別裁判籍が適用される事件
上記のような趣旨で知的財産権に関する特別裁判籍が認められるようになりましたが、こ
こでいう知的財産権とは、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、植物新品種保護権、著
作権(コンピュータプログラム著作権を含む)、半導体集積回路の配置設計に関する法律で定
められた配置設計権、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律で定められた営業秘密
(周知標識の保護については明確な規定や前例はありません)などをいい、知的財産権に関連
する事件とは、知的財産権の侵害を巡る民事訴訟事件、つまり侵害差止めなどの請求や信用回
復に必要な措置の請求、損害賠償の請求に関する訴訟事件を含んでいます。
他方で、高等法院がある場所の地方法院の専属管轄の対象になる「特許権等の知的財産権に
関する訴え」については、その範囲が明確になっているとは言い難いといえます。この点、ソ
ウル高等法院は通常実施権の登録抹消等請求事件が「特許権等の知的財産権に関する訴えに
あたり、その控訴審はソウル高等法院ではなく、特許法院に管轄権があるという理由で当該事
件を特許法院に移送する決定を下しています(ソウル高等法院 2016 年 5 月 25 日付 2016 ナ
2016427 決定参照)。この決定により、ソウル高等法院は、特許権等の知的財産権侵害を理
由とした差止・廃棄・信用回復など請求または損害賠償請求訴訟、▲特許権等の実施契約に基
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づく実施料支払請求訴訟、▲特許権等の移転・抹消登録請求訴訟、▲専用・通常実施権などの
設定有無、帰属等に関する訴訟、▲職務発明・考案・デザインに対する補償金請求訴訟など
も、上記の「特許権等の知的財産権に関する訴え」に含まれると解するのが相当であると判示
しました。

３．特別裁判籍の性質
3-1

特許権等を除く知的財産権に関する訴え

上記の特許権等を除く知的財産権に関する訴えについて認められる特別裁判籍に基づく土
地管轄は、専属管轄ではなく任意管轄であり、本来の土地管轄に対して付加的、重畳的に認め
られるものです。例えば、地方都市 A2 に居住する原告「甲」が、地方都市 B2 に居住する被
告「乙」を相手取って、著作財産権や営業秘密の侵害を理由とする損害賠賞金の支払いを求め
る訴えを提起する場合、通常の管轄法院は、金銭債務の義務履行地である原告の所在地 A2 を
管轄する地方法院/支院か、被告の普通裁判籍所在地である B2 を管轄する地方法院/支院にな
ります。ところが、上記規定により A2 地方法院/支院の所在地を管轄する A 高等法院が所在
する A1 地方法院と、B2 地方法院/支院の所在地を管轄する B 高等法院が所在する場所の B1
地方法院もまた管轄権を有することになるのです。つまり、A 高等法院の管轄地内にある A
1、A2、A3、A4、…の地方法院/支院のいずれかに管轄がある知的財産権事件はすべて A1 地
方法院に訴えを提起することができるようになりました(ただし、原告の管轄選択権を制限す
ることのないよう本来の土地管轄法院 A2、B2 の管轄権も認めている点が日本の制度と異な
ります。日本の場合、知的財産権関連訴訟の管轄は、東京地裁または大阪地裁に限定されてい
ます)。結局、特許権等を除く知的財産権に関する訴えについては、民事訴訟法上の他の裁判
籍規定による管轄法院の管轄をそのまま維持したまま、特別裁判籍を追加することで、訴えを
申し立てようとする権利者が知的財産権に関する専門性のある法院を選択できるよう法院の
選択肢を増やしたといえます。
一方、A1 地方法院は A 高等法院に隣接している
だけに同じ地方法院でも規模も大きく処理能力も
高く、後日二審の高等法院に進むとしても何かと
便利です。韓国は 5 ヶ所(ソウル、釜山、光州、大
田、大邱)の高等法院で全土をカバーしていますか
ら、事実上 5 ヶ所の地方法院に一審が集中するこ
とになり、なかでもソウル高等法院に隣接するソ
ウル中央地方法院では外国人/外国法人の特別裁
判籍事件が数多く処理されています。
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3-2 特許権などの知的財産権に関する訴え
特許権等の知的財産権に関する訴えは、民事訴訟法上の他の裁判籍の規定による管轄法院
の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院の専属管轄とします。すなわち、特許権等
の知的財産権に関する訴えについての特別裁判籍は、付加的、重畳的ではなく専属的です。そ
のため、特許権等ー具体的には、特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権ーに
関する訴えについては、民事訴訟法上の他の裁判籍の規定による管轄法院の管轄は排除され、
従来の管轄法院の所在地を管轄する高等法院がある場所の地方法院に管轄が法律上も集中さ
れるようになりました(ただし、ソウル中央地方法院には、全国のすべての特許権等の知的財
産権に関する訴訟事件の管轄権があります)。
ただし、特許権等の知的財産権に関する訴えを管轄する法院は、著しい損害または遅延を避
けるために、必要に応じて職権または当事者の申立てに基づく決定により、訴訟の全部または
一部を民事訴訟法上の他の裁判籍規定による地方法院に移送することができます。

コラム「国際裁判部の新設」

1．制度の趣旨
2016年において、特許法院が取り扱う特許事件611件のうち、外国(法)人が当事者になる
事件が260件にのぼるなど、その割合が40%以上を上回っており、外国当事者による外国語
での弁論を認めるべきであるとの論議が従来から続いています。また、知識社会化による知的
財産をめぐるグローバルな競争が激しくなっている中、世界の特許のハブに飛躍するために、
外国語で弁論ができる国際裁判部を設ける必要性がますます高まってきております。これを
受け、国際裁判部の設置を内容とする法院組織法改正案が2017年12月12日、国会で可決成立
され、2018年6月13日から施行されることで、国際裁判部の設置の根拠が設けられるように
なりました。国際裁判部の設置及び運営に関する詳細は、2018年6月13日から施行された大
法院規則である国際裁判部の設置及び運営に関する規則に規定されています。

2．国際裁判対象事件
特許法院が審判権を持つ事件(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権、品種保護権に関
する訴え、審決取消訴訟)を対象とします。(i)当事者が外国(法)人であり、主たる証拠調査が
外国語で行われる必要がある事件その他これに準ずる国際的関連性がある事件について、(ⅱ)
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当事者双方の同意があれば、外国語の弁論が許可されることがあります。

3．国際裁判の進行
外国語弁論の申請および、その同意については、第一審と控訴審の各第1回弁論期日前に行
うのが原則であり、申請書と同意書は、書面で提出しなければなりません。ただし、法院が外
国語での弁論の必要性が著しいと認める場合、第1回弁論期日後の申請およびその同意がある
ときは、
、外国語での弁論を許可することがあります。
国際裁判対象事件を管轄する特許法院および地方法院の長は、外国語弁論が許可された事
件を国際裁判部に専担させることができ、現在、国際裁判部は特許法院とソウル中央地方法院
に設けられています
両当事者は英語の準備書面および証拠を提出することができ、弁論期日では、原告と被告本
人またはその代理人は、韓国語または許可された外国語(現時点では、英語のみが認められて
いますが、今後、日本語など他の外国語も認められる可能性があります)で口頭弁論を行うこ
とができます。裁判長は韓国語で訴訟を指揮しますが、円滑な意思疎通のために必要な範囲内
で外国語に要約して意見を伝えることができます。その際、公開主義の原則に則り、裁判体お
よび弁論に出席した者の発言については、同時通訳が実施されます。
判決および決定書、命令書は原則として韓国語で作成され、判決の言渡しおよび判決書の正
本送逹後に許可された外国語翻訳文を送付することになります。上訴期間の起算と判決の効
力は韓国語で作成された判決書を基準とし、許可された外国語で作成された控訴状または上
告状を提出することができます。
一方、外国語弁論は相手方の同意がなければ許可が下りないため、韓国(法)人を相手取った
侵害訴訟や当事者系審判に関する審決取消訴訟では、韓国（法）人が不同意とする可能性が高
いといえます。これらの点から、実際上は、両当事者が外国(法)人であるか、または特許庁長
を相手取った査定系審判に関する審決取消訴訟で外国語弁論が行われるものと考えられ、現
に特許法院が2018年7月20日に査定系審判に関する審決取消訴訟事件で外国法人である原告
の申請と特許庁長の同意によって外国語弁論を許可したことにより、初の外国語弁論事件が
特許法院で行われていました。

8．主張・立証
8-1 特許権侵害差止訴訟などの場合
(1) 権利行使を行うための権原
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原告となる特許権者・専用実施権者(特許法第 126 条)などが、権利を行使しうる地位にある
という点は、特許登録原簿、特許登録公報などによって容易に立証することができる。前述した
ように、通常実施権者は差止請求権がないとみるのが多数説である。特許権者が専用実施権を設
定した後には、特許権の実施は制限を受けるが(特許法第 94 条)、差止請求権は行使が可能であ
る。

(2) 侵害対象の特定
特許侵害訴訟において、侵害対象物をどのように特定すべきかという問題は、他の訴訟にはな
い独特な問題である。侵害訴訟の中心問題は、言うまでもなく、権利と具体的な侵害行為とを比
較対照して侵害の有無を決するところにある。侵害を論証するには、大前提として、当該特許権
の内容を確定し(権利の特定)、次に侵害物の具体的な物品(方法)の性質内容を客観的に記述しな
ければならない(侵害対象の特定)。
訴訟の実務において侵害対象物の特定は、被告側が原告の図面および説明書の記載通りに実
施していないことを主張しつつ、自ら図面および説明書を提出して争うことが多い。被告のこの
ような積極的否認に対して、原告が主張を修正しつつ両者間の食い違いをなくしていくのが普
通である。しかし、被告が最後まで争う(否認する)場合、原告側が検証などの方法を用いて、対
象物が被告の実施するものと同一であることを立証しなければならない。
一方、予防請求の場合には、いまだ具体的な侵害物が現存しないため、主張立証においてより
難しい面がある。したがって、それが相当程度具体化しない限り、むやみに訴訟を提起するのは
賢明でない。侵害禁止の対象物が、具体的な物品でなく概念で構成されているために、執行にお
いても問題が生じることが多い。

(3) 権利侵害の主張・立証
原告としては、このように特定された対象物(方法)が特許の権利範囲に属することを主張・立
証しなければならない。特許発明の保護範囲は、特許明細書のうち特許請求の範囲の記載によっ
て決定されるが(特許法第 97 条)、その解釈においては、発明の説明および図面を参酌しなけれ
ばならない。こうして対象物(方法)が当該特許と同一の実施の形態であるとか、同価値のものに
置き換えられた均等物であるとか、不完全模倣または迂回方法にすぎないとか、利用関係にある
とか、または間接侵害の形態に該当するといった主張立証を行うことになる。当該主張立証に際
しては、多くの場合、検証・鑑定に依存することになる。

(4) 被告側による具体的行為態様の提示義務
一方、2018 年 1 月 8 日公布された改正特許法(2018 年 7 月 9 日から施行)によれば、特許権
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(専用実施権)侵害訴訟で特許権者(専用実施権者)が主張する侵害行為の具体的行為態様を否認
する当事者は、自己の具体的行為態様を提示しなければならず、当事者が正当な理由なく自己の
具体的行為態様を提示しなかった場合は、法院は特許権者(専用実施権者)が主張する侵害行為の
具体的行為態様を真実と認めることができる(特許法改正案第 126 条の 2 第 1 項、第 4 項)。法
院は、当事者が第 1 項にもかかわらず、自己の具体的行為態様を提示することができない正当
な理由があると主張する場合は、その主張の当否を判断するためにその当事者に資料の提出を
命ずることができる。ただし、その資料の所持者がその資料の提出を断る正当な理由があれば、
その限りではない(特許法改正案第 126 条の 2 第 2 項)。この場合、提出対象が具体的行為態様
を提示することができない正当な理由の有無の判断に必ず必要なときは、当該資料が不正競争
防止法上の営業秘密にあたっても、かかる理由によりその提出を拒絶することができない(特許
法改正案第 126 条の 2 第 3 項、特許法第 132 条第 3 項)。このような具体的行為態様の提示義
務は、改正法施行後、はじめて請求される特許権および専用実施権侵害訴訟から適用される(特
許法改正案付則第 3 条)。

(5) 鑑定
当事者の申請による鑑定の場合に、鑑定人の要件が特に決められているわけではないが、選任
される鑑定人としては、可能な限り、公的で、かつ信頼感のある韓国の大学や公的機関が好まし
い。特許関連の訴訟においては、鑑定の結論より理由が重要視されるため、鑑定書作成を依頼す
る際、理由づけを詳細かつ客観的に記載してもらうようにすることが重要である。また、法院で
は、迅速な審理のために、各鑑定人の審尋または鑑定証言による証拠調べが行われることが多い
ため、鑑定人を選ぶ際、このような観点も考慮すべきである。
訴訟の実務に接してみると、同じ技術分野で権威や信頼の高い鑑定人は数が少なく、侵害者側
と鑑定人の取り合いになることもあり、場合によっては日本の大学、機関、会社も専門意見を韓
国の法院に提出することができ、訴訟を始める前に適切な鑑定人がいるかどうかを検討してお
くことも重要である。

(6) 損害賠償の範囲
損害賠償の範囲は、侵害と相当因果関係のある全ての損害であって、積極的損害、消極的損害
および精神的損害の全てが含まれ、また、賠償方法としては金銭賠償が原則である。特許法は、
特許権侵害の場合に損害額の算定が難しいことを考慮して、損害額の推定などの規定を設けて
いる。
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① 損害額の推定など
侵害者が侵害行為による物件を譲渡したときには、「侵害者の侵害品の譲渡数量×当該侵害行
為がなかったならば販売できた特許権者(専用使用権者)の製品の単位数量あたりの利益額」を損
害額とすることができる(特許法第 128 条第 2 項)。この場合の損害額は、特許権者(専用使用権
者)が生産することのできた物件の数量から実際に販売した物件の数量を差し引いた数量に、単
位数量あたりの利益額を乗じた金額を限度とする。ただし、特許権者(専用使用権者)が侵害行為
以外の事由により販売することのできなかった事情があるときには、当該侵害行為以外の事由
により販売することのできなかった数量による金額を差し引かなければならない(特許法第 128
条第 3 項)。
また、侵害者がその侵害行為によって利益を受けたときには、その利益の額を特許権者(専用
使用権者)が受けた損害の額と推定する(特許法第 128 条第 4 項)。これは特許権者などが自己に
発生した因果関係にある損害を立証するのが容易でないため、侵害者が受けた利益額を損害額
と推定したものである。したがって、特許権者などが自己の受けた損害額を証明できる場合には、
その損害額を請求できる。ただし、これはあくまでも推定規定であるため、侵害者が自分の受け
た利益と侵害行為との間に因果関係がないことを立証すれば、後述する実施料相当額で評価す
るほかない。侵害者のブランド、営業上の努力などが利益に寄与したしても、それだけでは推定
が覆されない。
特許発明の実施品が侵害製品の一部を構成する場合には、理論上、特許発明の実施によって利
得が生じ(因果関係)、全体の利益の中で当該特許発明が寄与した寄与率によって利益を算定しな
ければならない。
本推定規定は、損害額の算定に関する推定であって、損害それ自体の推定ではないので、特許
権者などがその特許発明を実施していない場合には、適用することができない。したがって、こ
のような場合には、実施料相当額を損害額とみなければならない。

② 損害額の擬制
さらに、法は、特許権者などがその特許発明の実施に対して合理的に受けられる金額を特許権
者(専用実施権者)が被った損害額としてその損害賠償を請求することができる(特許法第 128 条
第 5 項)、と規定する。これは、従来「通常に」受けられる金額と定められていたが、2018 年
12 月 7 日、特許権一部改正法律案の国会での成立により、「合理的に」受けられる金額に改正
され、これは公布後 6 ヵ月から実施される予定である。 したがって、特許権者が特許発明を実
施しておらず、現実的な損害がない場合にも、最低限実施料相当額は損害として、侵害者に請求
することができる。実際の損害額が上記の合理的に受けられる実施料相当額を超過する場合に
は、その超過額に対しても損害賠償を請求することができる。この場合、特許権(専用実施権)を

341

第３章 模倣に対する民事的救済

侵害した者に故意または重大な過失がないときは、法院は損害賠償額を算定するとき、その事実
を考慮することができる(特許法第 128 条第 6 項)。

③ 裁量による損害賠償額の引上げ
侵害訴訟において損害が発生した事実が認定されるものの、その損害額を立証するために必
要な事実を立証することが該当事実の性質上極めて困難な場合には、法院は、上記第 2 項～第 6
項の規定にもかかわらず、弁論の全趣旨と証拠調べの結果に基づいて相当な損害額を認めるこ
とができる(特許法第 128 条第 7 項)。

④ 懲罰的損害賠償の認定
懲罰的損害賠償制度の導入を骨子とする特許法の一部改正法律が 2019 年 1 月 8 日公布され、
同年 7 月 9 日から施行される予定である(懲罰的損害賠償の導入に関する内容は、以下 350 ペ
ージのコラム参照)。
改正法によれば、法院は、他人の特許権または専用実施権を侵害した行為が故意的なものとし
て認められる場合、損害として認められた金額の 3 倍を超えない範囲内で賠償額を定めること
ができる(特許法改正案第 129 条第 8 項)。このような賠償額を判断する際には、侵害行為をし
た者の優越的地位の有無、故意または損害発生のおそれを認識した程度、侵害行為によって特許
権者および専用実施勧者が被った被害規模、侵害行為によって侵害した者が得た経済的利益、侵
害行為の期間・回数、侵害行為による罰金、侵害行為をした者の財産状態、侵害行為をした者の
被害救済努力の程度を考慮しなければならない(特許法改正案第 129 条第 9 項第 1 号～第 8 号)。
このような懲罰的損害賠償制は、改正特許法施行後、最初に違反行為があった場合から適用され
る(特許法改正案付則第 4 条)。

(7) 資料の提出命令など
法院は、特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において、当事者の申立てによって、相
手方当事者に対して、当該侵害の証明または侵害行為による損害額の計算をするのに必要な資
料の提出を命じることができる(特許法第 132 条第 1 項本文)。これは、特許権が侵害された場
合に侵害の証明と損害額の算定を容易にするためのもので、2016 年 3 月 29 日からは、法改正
がなされ、提出命令の対象が「書類」から「資料」に改正され、その範囲が拡大された。しかし、
その資料の所持者が資料の提出を拒絶する正当な理由があるときには、その提出を拒否するこ
とができる(特許法第 132 条第 1 項ただし書き)。この場合、提出対象が侵害の証明や損害額計
算に必ず必要なときは、当該資料が不正競争防止法上の営業秘密にあたるとしても、その理由で
その提出を拒むことはできない(特許法第 132 条第 3 項)。この規定は、民事訴訟法の文書提出
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命令に関する規定の特則規定であり、当事者は民事訴訟法上の文書提出命令の対象である書類
のみならず、侵害の証明および損害額の算定のために必要な全ての資料の提出を申請できると
解釈されており、特別な事情がない限り、資料の所持者は資料の提出を拒否することができない。
当事者が資料の提出命令に応じなかったとしても直接の制裁は受けないが、その文書に関す
る相手方の主張が真実であるものとして認められ得る上、さらには、資料の提出を申請した当事
者が、資料の記載に関して具体的に主張を行うのに著しく困難な事情があり、資料をもって証明
する事実を他の証拠により証明することを期待することも困難な場合は、法院は、その当事者が
資料の記載によって証明しようとする事実に関する主張を真実のものとして認めることができ
る(特許法第 132 条第 4 項、第 5 項)。
一方、2019 年 7 月 9 日から施行される改正特許法によれば、特許権または専用実施権侵害訴
訟で、特許権者または専用実施勧者が主張する侵害行為の具体的行為態様を否認する当事者は、
自己の具体的行為態様を提示する義務を負うが、法院はこのような行為態様を提示することが
できない正当な理由があると主張する場合は、その主張の当否を判断するためにその当事者に
資料の提出を命ずることができる(特許法改正案第 126 条の 2 第 2 項本文)。ただし、その資料
の所持者がその資料の提出を断る正当な理由があれば、その提出を拒否することができる(特許
法改正案第 126 条の 2 第 2 項ただし書き)。この場合、提出対象が具体的行為態様を提示する
ことができない正当な理由の有無の判断に必ず必要なときは、当該資料が不正競争防止法上の
営業秘密にあたっても、かかる理由によりその提出を断ることができない(特許法改正案第 126
条の 2 第 3 項、特許法第 132 条第 3 項)。このような具体的行為態様の提示義務に関する資料
提出命令は、改正法施行後に提起される特許権および専用実施権侵害訴訟から適用される。

(8) 侵害訴訟における秘密維持命令制度
2012 年 3 月 15 日の韓米 FTA 発効による法改正により、秘密維持命令制度が導入されてい
る。法院は、特許権または専用実施権の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有する営業
秘密につき、▲既に提出し、もしくは提出しなければならない準備書面、もしくは既に調査し、
もしくは調査しなければならない証拠または不正競争防止法による営業秘密にあたるものの、
侵害の証明もしくは損害額の算定に必ず必要な場合で、提出し、もしくは提出しなければならな
い資料(特許法第 132 条第 3 項)に営業秘密が含まれているということ、▲上記営業秘密が、該
当訴訟遂行以外の目的に使用され、または公開されれば当事者の営業に支障を与えるおそれが
あり、これを防止するために営業秘密の使用または公開を制限する必要があることをともに疎
明した場合には、その当事者の申立てによって決定により他の当事者(法人である場合はその代
表者)、当事者のために訴訟を代理する者、その他に該当訴訟によって営業秘密を知るようにな
った者にその営業秘密を該当訴訟の継続的な遂行以外の目的で使用し、またはその営業秘密に
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関係する秘密維持命令を受けた者以外の者に公開しないことを命じることができる(特許法第 2
24 条の 3)。ただし、その申請時点までの間に、他の当事者、当事者のために訴訟を代理する者
その他当該訴訟によって営業秘密を知った者が準備書面の閲覧や証拠調べ以外の方法でその営
業秘密を既に取得している場合には適用されない。国内外で正当な事由なく秘密維持命令に違
反した者は 5 年以下の懲役または 5,000 ウォン以下の罰金に処する(特許法第 229 条の 2)。た
だし、秘密維持命令を申し立てた者の告訴がなければ公訴を提起することができない（実用新案
法、商標法、デザイン保護法、著作権法(営利目的または常習的侵害などの場合は非親告罪とす
る)においても同様である）。

(9) 証拠保全手続
証拠保全手続は、例えば、医療訴訟のように本案訴訟で正常な証拠調べをするときまでに当該
証拠を放置した場合に本来の使用価値どおりに使用することが不可能となり、または困難にな
るおそれのある証拠をあらかじめ調査し、その結果を保全しておくもので、訴訟手続とは本来別
個の手続であるが、侵害者が自己の工場内で特許の製法を実施しており、第三者がこれを確定し
難い反面、侵害者が訴訟提起の事実を知れば他の方法に変更してしまう可能性があるなどの特
別な事情がある場合には、訴訟を提起する前でもまたは訴訟手続が進行中でも、当事者の申請に
よって証拠保全手続として現場および侵害物の検証を申請することができる(民事訴訟法第 375
条)。
ただし、特許侵害訴訟においては、侵害者側の秘密技術、ノウハウなどが侵害されるおそれも
あり、法院ではこのような摸索的証明のリスクを考慮して慎重に処理しており、十分な事前の分
析検討が必要ではあるが、▲特許法第 129 条に基づく生産方法の推定規定を適用できず、▲被
告が被告製品を生産する工程を直接確認しなければ侵害立証が不可能で、▲被告がいつでも容
易にその工程を変更することができることが明らかで、▲文書提出命令など通常の立証手続に
拠っては侵害事実を立証することが困難な場合などのケースでは証拠保全手続の利用を検討す
べきである。

① 証拠保全手続の機能
•

証拠の「保全」機能：将来の証拠調べが不可能、または困難になるおそれがあるとき(証
人となる者が死亡しそうであったり海外に移住しようとする場合、証拠物の現状が滅
失または変更されるおそれがある場合)にあらかじめその証拠調べをしておくことによ
ってその現状や内容を確保することができる。

•

証拠の公開機能：当事者の一方の支配領域内にある証拠の内容を相手方当事者に知ら
せる効果がある。
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•

紛争予防の機能：紛争予防目的のみの証拠保全は許容されないが、提訴前の証拠保全の
結果、当事者が紛争の真相を把握して提訴を断念するか和解をすることにより、紛争が
予防されるという付随的効果を期待することができる。

② 証拠保全の要件
•

証拠保全の事由(民事訴訟法 375 条)として、あらかじめ(提訴前のみならず、訴訟係属
中であっても訴訟手続の中で証拠調べが実施される前であればこれにあたる)証拠調べ
をしなければその証拠を使用することが困難な事情があると認められるとき

•

侵害の蓋然性が高いことを疎明しなければならない(民事訴訟法 377 条 2 項)

③ 証拠保全手続の開始および対象
•

原則的に当事者の申請により、例外的に職権により証拠保全を決定する。その対象は全
ての種類の証拠方法である。

④ 証拠保全の手続
•

管轄(民事訴訟法 376 条)：提訴後にはその証拠を使用する審級の法院(切迫した場合に
は、提訴前と同じ法院に申請可能)、提訴前は尋問を受ける者や文書を有する者の居所
または検証しようとする目的物がある場所を管轄する地方法院が管轄法院となる。移
送も可能である。

•

申請(民事訴訟法 377 条)：相手方の表示、証明する事実、保全しようとする証拠、証
拠保全の事由を明示して証拠保全の事由に関する疎明資料を添付する。証拠保全の決
定に対しては不服申立てを行うことはできないが(民事訴訟法 380 条)、申立てを却下
する旨の決定に対しては、申立人が抗告可能である。

•

召喚：証拠保全手続では、申立人と相手方を召喚することが原則であるが、急を要する
場合には、当事者を召喚しないこともあり得る(民事訴訟法 381 条)

⑤ 効力
•

証拠保全による調査結果は弁論に提出されることによって本訴訟において証拠調べの
結果と同じ効力を有することとなる。証拠保全手続で尋問した証人であっても、当事者
が弁論で再度尋問を申請したときには、受訴法院はその証人を尋問しなければならな
い(民事訴訟法 384 条、直接主義)。
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8-2 商標権侵害差止訴訟などの場合
(1) 対象物の特定、権利侵害の主張･立証
技術的な事項の立証と関連した内容を除外して、上記特許権で説明した内容とほぼ同一であ
る。

(2) 損害賠償の範囲
① 損害額の推定など
商標権者(専用使用権者)が、自己の商標権(専用使用権)を故意または過失により侵害した者に
対し、その侵害によって自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者がその侵害行為をした
商品を譲渡したときには、その商品の譲渡数量に商標権者(専用使用権者)がその侵害行為がなか
ったとすれば販売できた商品の単位数量あたりの利益額を乗じた金額を商標権者(専用使用権
者)の損害額とすることができる。この場合の損害額は商標権者(専用使用権者)が生産できた商
品の数量から実際に販売した商品の数量を差し引いた数量に単位数量あたりの利益額を乗じた
金額を限度とする。ただし、商標権者(専用使用権者)が当該侵害行為以外の事由により販売でき
なかった事情があるときには、当該侵害行為以外の事由により販売することのできなかった数
量による金額を差し引かなければならない(商標法第 110 条第 1 項、第 2 項)。
また、侵害者に対して損害賠償を請求する場合に、権利を侵害した者が侵害行為によって利益
を受けたときには、その利益の額を商標権者または専用使用権者が受けた損害額として推定す
る(商標法第 110 条第 3 項)。
上記条項上の利益が販売額と購入額の差額である総利益であるのか、一般管理費などを除い
た純利益であるかという問題があるが、基本的に純利益に基づきながらも権利者が総利益額を
立証したときには、侵害者が減額要素を主張・立証しなければ、総利益をもって権利者の損害額
として認めるのが相当である。

② 損害額の擬制
商標法は、商標権者または専用使用権者は、その登録商標の使用に対して通常受けられる金額
に相当する額を商標権者または専用使用権者が受けた損害額として、その賠償を請求すること
ができる(商標法第 110 条第 4 項)と規定している。商標権者(専用使用権者)は、損害発生に関
して主張立証する必要がなく、権利侵害の事実と通常受けられる金額を主張立証すれば足りる。
実際の損害額が使用料相当額を超過する場合には、その超過額に対しても損害賠償を請求する
ことができる(商標法第 110 条第 5 項)。
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③ 損害賠償額の算定において参酌する事由
商標法は、損害賠償を認めるにあたって、「商標権または専用使用権を侵害した者に故意また
は重大な過失がないとき」には立証された損害額が前項の通常使用料を超える場合であっても
「法院は損害賠償の額を定めるにあたってこれを参酌することができる」と規定している(商標
法第 110 条第 5 項)。これは、損害額が立証されれば、これを侵害者が賠償するのが原則である
が、損害額が極めて大きな場合には、軽過失しかない侵害者にこれを全て賠償させるのは酷であ
るので、侵害者が積極的に故意も重過失もないことを立証した場合には、使用料を超える額に対
しては、法院は軽過失の事情を参酌できることを規定したものである。

④ 裁量による損害賠償額の認定
また、法院は、商標権侵害訴訟において、損害が発生したことは認められるが、その損害額を
立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には、上記の
規定にかかわらず、弁論全体の趣旨と証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額を認定すること
ができる(商標法第 110 条第 6 項)。

⑤ 法廷損害賠償の請求
商標権者や専用使用権者は商標権侵害訴訟における損害発生および実損害立証の困難性を勘
案して、損害賠償を請求し、または実際損害を立証しなくとも登録商標と同じかもしくは同一性
のある商標をその指定商品と同じかもしくは同一性のある商品に使用して商標権を故意または
過失により侵害した者に対しては、一般損害賠償請求(商標法第 109 条)に代わって 5,000 万ウ
ォンの範囲内で相当な金額を請求できる(商標法第 111 条第 1 項)。このとき、上記の侵害行為
に対して法定損害賠償請求ではなく、一般の損害賠償請求(商標法第 109 条)を行った場合、商
標権者または専用権者は、法院が弁論を終結するまでこれを法定損害賠償請求に変更すること
ができる(商標法第 111 条第 2 項)。

(3) 書類の提出命令
法院は、商標権または専用使用権の侵害に関する訴訟において、当事者の申立てに基づき、他
方当事者に対して、当該侵害行為による損害の計算をするのに必要な書類の提出を命じること
ができる(商標法第 70 条)。本号の書類提出命令は、被害者だけでなく侵害者も申し立てること
ができる。
しかし、法院の提出命令があったとしても、その書類の所持者がその書類の提出を拒絶する正
当な理由があるときには、提出を拒否することができる(商標法第 114 条)。このとき、
「正当な
理由」に営業秘密が含まれているかどうかにつき、対象書類が営業秘密にあたる場合、閲覧、コ
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ピーの制限や秘密保持命令、文書検証を通じて損害額の計算に必要な資料を確認した後、これを
検証調書に残すなどの方法で、営業秘密を保護する措置を講じることができるため、単に営業上
の秘密に属するという理由だけで提出を拒否することはできないと解するのが一般的である。

8-3 不正競争行為差止訴訟などの場合
(1) 不正競争防止法上の権利者
不正競争防止法は登録された標識を前提に保護するものではないため、特許権や商標権と違
い登録原簿によって権利を立証することができない。したがって、例えば周知商品/営業標識の
混同を理由として差止請求権を行使しようとする者が自ら被告が模倣した自己の商品/営業標識
が国内で広く知られていることを、売上高、広告費支出額、消費者認知度調査などを通じて積極
的に立証しなければならない。また、営業秘密侵害差止を求める場合には、被告が流出、または
不正使用した情報が経済的価値のある秘密に属するものであって、自ら秘密として厳格に管理
していたという点を積極的に主張・立証しなければならない。

(2) 対象物の特定、権利侵害の主張・立証
技術的な事項の立証と関連した内容を除外して上記特許権で説明した内容とほぼ同一である。

(3) 損害賠償の範囲
不正競争行為または営業秘密侵害行為により営業上の利益を侵害された者が損害賠償を請求
する場合、特許法第 128 条や商標法第 110 条と同様の損害額推定などの規定(不正競争防止法
第 14 条の 2 第 1 項～第 5 項)がある。
また、2018 年 12 月 7 日に国会で成立した改正不正競争防止法(2019 年 7 月 9 日から施行)
によれば、営業秘密侵害行為が故意によるものとして認められる場合は、損害として認められた
金額の 3 倍を超えない範囲内で法院が損害賠償額を定めるようにしている(改正不正競争防止法
第 14 条の 2 第 6 項)。このとき、賠償額の判断において改正特許法上、懲罰的損害賠償と同様、
侵害行為をした者の優越的地位の有無、故意または損害発生のおそれを認識した程度、侵害行為
によって特許権者および専用実施勧者が被った被害規模、侵害行為によって侵害した者が得た
経済的利益、侵害行為の期間・回数、侵害行為による罰金、侵害行為をした者の財産状態、侵害
行為をした者の被害救済努力の程度を考慮しなければならない(改正不正競争防止法第 14 条の
2 第 7 項)。このような改正不正競争防止法上の懲罰的損害賠償制は、法施行後営業秘密侵害行
為が始まる場合から適用される(改正不正競争防止法付則第 2 条)。
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(4) 資料の提出命令
法院は、不正競争行為または営業秘密侵害行為による営業上利益侵害に関する訴訟において、
当事者の申立てに基づき、他方の当事者に対して当該侵害行為による損害額の計算をするのに
必要な書類の提出を命じることができる。ただし、その資料の所持者がその資料の提出を拒絶す
る正当な理由があるときには、提出を拒否することができる(不正競争防止法第 14 条の 3)。
8-4 著作権侵害差止訴訟などの場合
(1) 著作権者
著作権も登録によって発生する権利ではないので、自身がいつどんな経緯で問題となる著作
物を創作して著作権者になったか、他人がどのような経緯で創作した著作物に関する著作権を
正当に譲り受けて権利者になったかという点を積極的に立証しなければならない。ただし、著作
物の創作後 1 年以内に著作権登録を済ませた場合には、創作事実が推定され、著作権の立証が
容易になり、また、他人から著作権を譲り受けた場合は、著作権登録を済ませておくことで第三
者に対する対抗力を確保することができる。

(2) 対象物の特定、権利侵害の主張、立証
技術的な事項の立証と関連した内容を除外して上記特許権で説明した内容とほぼ同一である。

(3) 損害額
① 損害額の推定
著作権法による損害の賠償を請求する場合、権利侵害者がその侵害行為によって受けた利益
額を著作財産権者などが受けた損害額と推定する(著作権法第 125 条第 1 項)。

② 損害額の擬制など
著作財産権者などが故意または過失によりその権利を侵害した者に対して損害賠償を請求す
る場合は、その権利の行使により通常受けられる金額に相当する額を著作財産権者などが被っ
た損害額として、損害賠償を請求することができる。もっとも、侵害によって著作財産権者など
が受けた損害額が権利の行使により通常受けられる金額を超える場合は、超過する額について
も損害賠償を請求することができる(著作権法第 125 条第 2 項、第 3 項)。

③ 裁量による損害賠償額の算定
法院は、損害が発生した事実は認められるが、損害額を算定し難い場合、弁論の趣旨および証
拠調査の結果を参酌し、相当な損害額を認めることができる(著作権法第 126 条)。
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④ 法定損害賠償の請求
著作財産権者などは、故意または過失によって権利を侵害した者に対し、事実審の弁論が終結
する前には実際の損害額や上記第 125 条または第 126 条によって定められる損害額に代えて、
侵害された各著作物等毎に 1,000 万ウォン(営利を目的として故意に権利を侵害した場合には
5,000 万ウォン)以下の範囲内で、相当な金額の賠償を請求することができる(著作権法第 125
条の 2 第 1 項)。この場合、2 以上の著作物を素材とする編集著作物と二次的著作物は、1 つの
著作物とみなし(著作権法第 125 条の 2 第 2 項)、著作財産権者などは上記法定の損害賠償を請
求するためには侵害行為がある前にその著作物などが登録されていなければならない(著作権法
第 125 条の 2 第 3 項)。

コラム「特許法および不正競争防止法上の懲罰的損害賠償制度の導入」

1．懲罰的損害賠償制度の導入の背景および必要性
2011年の下請取引公正化に関する法律の改正により、懲罰的損害賠償制度が初めて導入さ
れて以来、これまで、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律、信用情報の利用お
よび保護に関する法律、個人情報保護法、代理店法、情報通信網法、製造物責任法、加盟事業
法など計9つの個別法において懲罰的損害賠償が制度化されてきました。
懲罰的損害賠償制度(punitive damages)とは、被害者が加害者による特に悪性の高い行為
(故意または悪意的行為)によって被害を受けた場合に懲罰目的として認められる金銭賠償を
いい、違法行為者に増加する賠償額を認識させて違法行為を事前に効果的に抑制および予防
できるというメリットがあります。そのため、このように悪意の侵害に対して抑止機能を有す
る懲罰的損害賠償制度を知的財産権の領域にも取り入れ、発明特許の保護のための発明奨励
および技術革新を通じた産業発展を誘導する必要性があるという主張が台頭しました。
さらには、特許法には、特許権侵害の特殊性や侵害による立証の難しさなどを勘案して過失の
推定規定(特許法第130条)と損害額算定における権利者の立証責任を軽減できる損害額の推
定規定(特許法第128条)が置かれていますが、それにもかかわらず依然として、特許権が実効
的に保護されていないところ、大手企業が中小・ベンチャー企業および個人の特許権または専
用実施権などを侵害して無断使用しながら利得を得ることへの抑制力を実質的に高め、特許
侵害・技術奪取に対する警鐘を鳴らすべく、特許法でも懲罰的損害賠償制度を導入しなければ
ならないという主張が強く行われるようになりました。さらに、不正競争防止法にも損害額の
推定規定(不正競争防止法第14条の2)を設けていますが、営業秘密侵害行為を実質的に抑える
ことができないという主張が繰り返し行われて来ました。これを受け、2018年12月7日、特
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許権侵害行為および営業秘密侵害行為に対して3倍の懲罰的損害賠償を内容とする特許法お
よび不正競争防止法の一部改正が国会で成立しました。

2． 特許法および不正競争防止法の一部改正法律案の主要内容
2019年7月9日から施行予定の改正特許法は、他人の特許権または専用実施権を侵害した侵
害した行為に故意があったと認められる場合は認められた損害額の３倍を超えない範囲にお
いて法院が損害賠償額を決めることができることを、その主な内容としています(改正特許法
第128条第8項)。
また、改正不正競争防止法(同じく2019年7月9日から施行予定)においても、改正特許法と
同様、営業秘密侵害行為に故意があったと認められる場合は、その認められた損害額の3倍を
超えない範囲内で法院が賠償額を定めることができると規定しています。
もっとも、侵害行為に故意があったかどうかを判断するにあたり、 法院は、損害額算定の
基準として、① 侵害行為をした者の優越的地位の有無 ② 故意または損害発生のおそれを認
識していた程度、③侵害行為によって特許権者または専用実施権者が被った被害規模、④ 侵
害行為によって取得した経済的利益、⑤侵害行為の期間・回数など、⑥侵害行為による罰金、
⑦侵害行為を研磨した者の財産状態、⑧侵害行為をした者の被害救済努力の程度を考慮しな
ければならないとされています。(改正特許法第128条第9項、改正不正競争防止法第14条の
2第7項)。

3．法改正による今後の見通し
上記改正特許法および改正不正競争防止法は共に2019年7月9日から施行される予定です。
ただし、特許権(専用実施権)侵害行為に対しては、改正特許法施行後に違反行為があった場合
から懲罰的損害賠償制を適用し、営業秘密侵害行為に対しては、改正不正競争防止法の施行後
に営業秘密侵害行為が始まった場合から懲罰的損害賠償制度を適用するようにしています
(改正特許法付則第4条、改正不正競争防止法付則第2条)
このような 懲罰的損害賠償制度の導入で、悪意の特許権侵害者に対して特許権者および専
用実施権者に認められる損害賠償金額が増加されることが見込まれ、さらに、繰り返し行われ
る悪意的特許権侵害の事例は徐々に減少すると予想されます。さらに、従来に比べ、企業の営
業秘密保護の程度がより強化されていくものと考えられます。また、特許権侵害および営業秘
密侵害行為に関しては、米国法院によってなされた懲罰的損害賠償判決が韓国でも、執行可能
になるものと思われます。
さらに、現在の商標法、デザイン保護法、実用新案法上は、懲罰的損害賠償制度がいまだ導
入されていませんが、これらに先立って、特許法および不正競争防止法上、懲罰的損害賠償制
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度が導入されたことにより、他の知的財産権領域でも今後懲罰的損害賠償を内容とする法改
正が行われる可能性が高いと予想されます。

9．判決
9-1 判決手続
判決は、言渡しによって対外的に成立する。

9-2 判決、決定の効力
判決の効力は、当事者、弁論期日終結後の承継人またはそれにより請求の目的物を所持した者
に対してその効力がある。

9-3 判決、決定の執行
差止請求訴訟は、被告に特定の行為の禁止を求める訴訟で、不作為義務の履行を求める将来の
履行の訴訟に該当する。その強制執行は間接強制の方法による。侵害者が判決を受けた後に従前
と異なる技術の内容で実施するようになれば、従前の判決は執行され得ず、新たな仮処分命令ま
たは判決を受けなければならない。執行権原7の実効性を確保するために、また、侵害形式の変
更による強制執行の潜脱を抑制するために、侵害者がわずかな変更を加えて実施中である場合、
判決の主文に特定された侵害行為の核心的な内容がそのままである限り、執行することができ
るという見解が最近有力である。

10．上訴
10-1 上訴の要件
上訴できる裁判は、第一審と第二審での終局的裁判であるので、終局判決であれば一部判決で
あれ、追加判決であれ、上訴の対象となる。
不利益な裁判を受けた下級審の当事者や当事者の参加人、補助参加人また、弁論終結の後中断
された訴訟手続で適法に受継した者は上訴することができる。
控訴および上告の期間は、判決正本の送達を受けた日から 2 週間である。この期間中に上訴

7

日本法上の「債務名義」を意味します。以下では、韓国法上の法律用語である「執行権

原」と記載します。
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状に法定記載事項を記載し、原審法院に提出しなければならない。
当該上訴が認められるためには、下級審の裁判に対して上訴を提起することによって、その不
服の当否に関して上訴審の裁判を求めることのできる上訴の利益がなければならない。

11．保全処分
11-1 侵害差止仮処分
仮処分は、係争物に関する仮処分と臨時の地位を定める仮処分に区分することができる。前者
の例としては、特許権を譲り受けたと主張する者が登録名義人に対してその特許権の処分禁止
を求める場合や、通常実施権の許諾を受けたと主張する者が特許権者または専用実施権者を相
手取ってその特許権または専用実施権の処分禁止を求める場合などである。後者の例としては、
特許権者が特許発明の無断実施者を相手取ってその実施行為の差止めを求める場合、逆に特許
権者から侵害行為をしていると指名された者が特許権者を相手取って差止め請求権の不存在を
主張して取引先への警告などの業務妨害の禁止を求める場合などがある。
また、現行商標法は、商標権者または専用使用権者が侵害差止めまたは予防を請求する訴えを
申し立てる場合、法院は原告または告訴人(商標法に基づく公訴が申し立てられた場合に限る)の
申立てによって、仮に侵害行為の差止、侵害行為に用いられた物などの差押えその他必要な措置
を命ずることができるとの規定を設けており、この場合、法院は、原告または告訴人に担保を提
供させることができる(商標法第 107 条第 3 項)。

以下においては、最も典型的な例として、特許権者が特許発明の無断実施者に対して実施行為
の差止めを求める侵害差止仮処分について説明する。

(1) 要件
① 被保全権利があること／特許権侵害行為があること
特許法第 126 条は「特許権者または専用実施権者は、自己の権利を侵害した者または侵害す
るおそれがある者に対して、その侵害の禁止または予防を請求することができる」と規定してお
り、同規定による要件事実を整理すると、①債権者が権利者であること(特許権または専用実施
権)、②債務者は禁止の対象である特定の物品または方法を業として実施し、または実施するお
それがあること、③上記の対象物品または方法が債権者の権利に抵触することに分けられる。権
利発生の根拠規定である同要件事実は、債権者が主張立証責任を負担する。

353

第３章 模倣に対する民事的救済

② 保全の必要性(緊急性)があること
従来の実務によれば、侵害が肯定されれば直ちに保全を行う必要性(緊急性)が肯定されるもの
とみる見解もあったが、現在は、保全の必要性についてもある程度疎明されなければならないと
されている。保全の必要性を考慮するにあたっては、特許発明の実施品が持つ顧客獲得能力の高
低、すなわち、債務者の商品との品質の差、同種商品の有無、競業の程度およびそれらが債権者
または債務者の営業に占める比率、その利益率などがともに考慮されつつ回復できない損害が
どれだけ生じるかによって判断されなければならない。例えば、特許品に比べて相当に品質の劣
る不良品または粗悪品を製造・販売する場合は、それだけ保全の必要性も大きくなると判断され、
また、いわゆる季節物や一過性の流行商品なども保全の必要性が高いと言える。専用実施権を設
定した特許権者の場合は、保全の必要性が否定される場合もある。

(2) 保証金
一般的に仮処分命令を発するにあたって、一定の保証金を供託する場合が多く、この点につい
ては特許禁止の仮処分事件でも同様であるが、通常の仮処分事件に比べて高額である場合が多
い。保証金の基準に関しては、①1 年分の予想利益、②債務者が被る 2～3 年分の損害の 3 分の
1 など、③債権者が得ることができる 6 ヵ月分の利益の全部または一部などが提示されている。

(3) 審理
仮処分の審理方式としては、①書面審理、②審尋手続、③口頭弁論の方式がある。知的財産権
に関する仮処分は満足的仮処分であって債務者の競業行為を実質的に規制する効果をもたらす
ため、債務者に与える効果は重大である。そのため、密行性を重視する程度は相対的に少ない。
また、被保全権利の判断にあたっては、技術的事項の検討が必要であり、保全の必要性の判断に
も特に慎重さが要求される。したがって、債務者に意見を陳述する機会を与えず、債権者の主張
疎明だけで仮処分を発しなければならない事例は稀である。

(4) 証明(疎明)
仮処分においては証明の程度は疎明で足りる(民事執行法第 301 条、第 279 条)。疎明とは、
要件事実に対する当事者の主張が一応真実なものであるという心証を裁判官に形成させる程度
の立証をいう。

(参考)

疎明資料

債権者が特許権者または専用実施権者であることを疎明するためには、特許公報、特許権の登
録原簿謄本を提出すればよく、相手方の製品または方法が債権者の特許、実用新案権の権利範囲
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に属するという疎明では鑑定書、権利範囲確認または無効審判の審決書、文献・雑誌などと相手
方の製品(またはその写真)、模型、カタログ(catalogue)、設計図および債権者の権利である実
施品(またはその写真)などを提出しなければならない。
また、保全の必要性を疎明するためには、債権者の営業規模、売上高の減少、経費の増加、債
務者の営業規模、禁止対象の商品の全営業に占める比率、債権者(会社代表)、担当者取引先など
の陳述書、警告書とその答弁書などを提出する。
疎明資料のうち鑑定書が最も重要であるといえるが、訴訟の実務に接してみると互いに結論
が相反する鑑定書が両当事者から提出される場合が多い。特許においては鑑定の結論より理由
が重要視され、法院としては、他の事件とは異なり鑑定の結果よりその理由を綿密に吟味しなけ
ればならない。したがって、本案の場合であっても、特別な事情のない限り、法院としては、他
の鑑定をさらに行うよりも、各鑑定人の審尋または鑑定証言により心証形成することが、訴訟遅
延を避ける意味でよりよいと考えられる。

(5) 主文(請求の趣旨の特定)
法院は、申請の目的を達成する上で必要な処分を職権により定める。したがって、一部棄却は
しないのが実務である。判決の主文は、当事者および執行機関が、容易に、かつ正確に理解でき
るよう簡明に、かつ正確に記載されなければならないだけでなく、執行が可能であるように法律
的に完結された記載にする必要がある。また、必要最小限の処分にとどめなければならない。

(6) 仮処分の執行
仮処分命令は、決定の形式をとり、債権者には決定の告知と同時に執行力が生じ、その確定を
待つ必要はなく、仮処分命令自体が執行権原となる。保全裁判の執行は、債権者に裁判を告知し
た日から 2 週間が経過した場合、執行することができない(民事執行法第 301 条、第 292 条第
2 項)。しかし、知的財産権の侵害差止仮処分は不作為義務を負わせるものであり、仮処分の内
容を債務者に告知することにより、その効力が生じるため、別途の執行手続は存在しない。ただ
し、債務者が今後その命令に違反する行為をした場合、代替執行や間接執行によって義務の履行
を強制することになり、このときはその違反行為時から 2 週間以内に代替執行や間接強制によ
る執行をしなければならない。

11-2 仮差押え
仮差押えとは、金銭債権または金銭で換算できる債権の執行を保全するために、執行の対象に
なる債務者などの一般財産を現状そのままに維持しておくことを目的とする保全処分である。
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(1) 要件
① 被保全債権(債権者の債務者に対する債権)があること
債権者が仮差押申請をする時は原則的に被保全債権があることを疎明しなければならないた
め、債務者の故意または過失による知的財産権の侵害事実、それによる債権者の損害発生および
その損害額を疎明できる資料などを添付して申請をしなければならない。
② 保全の必要性があること
理論的には仮差押の必要性について疎明しなければならないが、仮差押えの場合、現在の法院
の実務上、債務不履行などの疎明があれば原則的に必要性の疎明が行われたとみて、特別な疎明
を要求しない場合が多い。ただし、法院では保全の必要性に対する疎明などの代わりに仮差押え
の申立人に担保提供を要求している。

(2) 仮差押命令の手続
① 仮差押申立書の提出
② 仮差押申立書を提出する法院
仮差押えする物件の所在地を管轄する地方法院、
または本案の管轄法院(民事執行法第 278 条)
に仮差押申立書を提出すればよい。

③ 仮差押プロセス
•

財産調査

•

仮差押請求金額の決定および仮差押申立書の作成

•

仮差押申立書の提出(印紙額、登録税、送達料などの提出)

•

法院供託命令およびそれによる供託
(実務上、緊急の差押えである場合、仮差押申立書提出時に供託命令を待たずに供託を
することもある)

•

仮差押決定

④ 仮差押の執行
仮差押の執行と関連して、不動産に対する執行、債権に対する執行などは法院で仮差押申立人
の別途の行為なしに執行するため、大きな問題はないが、有体物の動産に対する執行においては、
仮差押申立人が法院から仮差押命令決定書を受けてから、管轄法院の執行官に決定正本および
委任状を提出し、執行費用を納付して仮差押の執行を申し立てなければならない。
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(3) 仮差押担保金の提供
仮差押担保金に関しては、原則として、不動産仮差押えの場合、請求金額(一般に被保全債権
額)の 1/10、有体物の動産仮差押えの場合、請求金額の 4/5、債権仮差押えの場合、請求金額の
2/5 に該当する金額を仮差押えの申立てと同時に提供するようにしている。担保金を保証保険
証券に代えることができるかどうかにつき、一般的に債権と有体物の動産仮差押えの場合、担保
提供命令において現金と保証保険証券の割合は 50:50 とし、不動産の場合は通常担保金全額を
保証保険証券に代えるようにするのが一般的である。

表：仮差押担保金の額と提供方法
不動産

債権

有体動産

担保提供額

請求金額の 1/10

請求金額の 2/5

請求金額の 4/5

担保提供方法

保証保険証券
(まれに担保金のうち
一部金額について現
金供託命令が出され
る場合がある)

保証保険証券
(ただし賃金、営業者
預金、取引代金の場
合には請求金額の
1/5 は現金供託、残
り 1/5 は保証保険証
券)

通常、請求金額の
2/5 現金供託、残り
2/5 は保証保険証券

11-3 債務者が保全処分に反する行為をした場合
不動産に対する仮差押えや処分禁止の仮処分が執行され登記されると、これを他人に処分し
た場合でも、その他人は債権者に対抗することができない。その他、有体物の動産などに対する
仮差押えの場合においても、ほとんどのケースで執行官が占有するとの趣旨の表示をするため
善意取得と認められることはない。
もし執行官が、 法律に基づき保全処分の目的物に保全処分の表示を行なった場合(処分禁止な
どの趣旨を表示)、債務者がその表示を損壊したり、保全処分の目的物を隠匿するなどの方法で
その効用を失わせた場合、刑法上、公務上秘密表示無効罪が成立し、刑事上の処罰を受ける。
債務者が不作為を命じる仮処分(侵害行為差止仮処分など)に違反するような行為を行った場
合は、代替執行(違反による物的状態を除去する執行。例えば知的財産権の侵害製品を執行官が
除去するなど)、間接強制(違反時に一定の賠償額を支払うことを命じる執行)を通して救済され
る。

12．民事訴訟上の和解
当事者間の直接的かつ自主的交渉を通じた互いの譲歩によって紛争を解決する方式である。
和解は、裁判外で民法上の契約の形態としても認められ、民事訴訟法上、提訴前の和解と訴訟上
の和解がある。訴訟上の和解は、訴訟係属中の訴訟物である権利関係に対して当事者双方の譲歩
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に基づき法院で一致した陳述を行ったことにより、和解調書を作成して訴訟を終了する方式で
ある。和解調書は確定判決と同じ効力がある。

13．債務者が任意で返済しない損害賠償債権の確保(強制執行)
支払命令の確定、調停の成立、判決の確定などなどにより執行権原を得た後、債務者が任意で
返済しない場合、別途強制執行手続に着手することとなる。

13-1 債務者の財産把握
執行をするためには不動産、動産、債権、預金などの債務者の財産を把握しなければならない。
争いの可能性がある債務者の場合には、あらかじめ債務者の住所地の登記簿謄本を発給するか、
債務者が主に取引をする金融機関がどこか、物品を固定納品する取引先があるかなどを可能な
限り把握しておく必要がある。
しかし、債権者が債務者所有の財産現況を把握することは容易ではないため、民事訴訟法では
財産明示申請、財産照会申請などの手続を規定している。

(1) 財産明示申請および債務不履行者名簿の登載申請
債権者は、執行権原に基づき債務者をして債務者の財産の明示を要求する命令を法院に申請
することができ(民事執行法第 61 条)、そのような命令があれば債務者は財産目録を作成して法
院に提出し、指定された期日に法院に出向き、提出した財産目録が真実であることを宣誓しなけ
ればならない(民事執行法第 655 条)。これにより、債権者は提出された財産目録を閲覧して執
行する財産があるかを把握することができる(民事執行法第 67 条)。
期日に出席せず、または財産目録の提出を拒否し、もしくは宣誓を拒否したときは、法院は 2
0 日以内の範囲で債務者を監置に処することができ(民事執行法第 68 条第 1 項)、特に、虚偽財
産目録を提出した場合には、3 年以下の懲役または 500 万ウォン以下の罰金にあたる刑事処罰
も受け得る(民事執行法第 68 条第 9 項)。
また、執行権原が確定した後、または執行権原を作成した後 、6 ヵ月以内に債務を返済しな
い場合には、債権者は、法院と区役所などに備えられ金融機関にも通知される債務不履行者名簿
に債務者を登載するように申請することができる(民事執行法第 70 条)。これは債務者の名誉と
信用に不利益を与える方法として債務返済を間接的に強制する効果がある。

(2) 財産照会申請
債権者が財産明示申請手続を経たものの、債権の満足を得ることができる程度の財産が確認
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できない場合には、債権者は法院に個人の財産および信用に関する電算網を管理する公共機関、
金融機関、団体などに債務者名義の財産について照会することを申請することができる(民事執
行法第 74 条)。

13-2 強制執行
裁判確定の前にあらかじめ保全処分をしておいた財産があるか、または上記のような財産明
示および財産照会手続により把握された財産がある場合には、確定された執行権原に基づき債
務者の財産を差し押さえて競売するなど、執行の手続を実施することになる。
執行権原のうち、主に利用されるものは法院による確定判決、仮執行宣告付判決、和解調書、
認諾調書、調停調書、確定された支払命令、公証人が作成した公正証書などである。判決の場合、
判決文が送達された後、2 週間以内に上訴(控訴、上告)を提起すれば判決が確定されないため、
原則的に強制執行をすることができない。しかしながら、判決が確定される以前でも仮執行宣言
の判決があれば、強制執行をすることができる。
このような執行権原が確保された場合、執行権原に執行文が付与された後、送達証明、確定証
明などの付与を受けるなければならない。執行文の付与を受けるためには、執行権原を添付し執
行文付与申請をすればよい。この時、判決は訴訟記録がある法院に、和解調停認諾調書は当該法
院に、公正証書はこの証書を作成した公証人事務所に申請する。この時、提出する執行文付与申
請書および送達証明願、確定証明願には所定の印紙を添付しなければならず、公証人に対して申
請するときには所定の手数料を納付しなければならない。
このような書類などを具備した後、強制執行の対象を選択し強制執行申請をする。その対象が
不動産や債権、その他財産権である時には法院に、有体物の動産である場合には執行官に申請す
ることとなる。

14．主な問合せ先

ソウル中央地方法院

特許法院

住所

ソウル特別市瑞草区瑞草中央路 157

電話

(82)2-530-1114

HP

http://seoul.scourt.go.kr/main/new/Main.work

住所

大田広域市西区屯山中路 69

電話

(82)42-480-1463

HP

http://patent.scourt.go.kr/main/new/Main.work
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ソウル高等法院

大法院

住所

ソウル特別市瑞草区瑞草中央路 157

電話

(82)2-530-1114

HP

http://slgodung.scourt.go.kr/main/new/Main.work

住所

ソウル特別市瑞草区瑞草大路 219(瑞草洞)967

電話

(82)2-3480-1114(代)/(82)2-3480-1100

HP

https://www.scourt.go.kr/supreme/supreme.jsp
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コラム「特許侵害に対する対策」

本編は、模倣対策マニュアルとして、主に「ニセモノ」
「コピー商品」などに対する対策に
焦点をあてており、したがって、対策の根拠となる知的財産法としては商標やデザイン保護
法、著作権、不正競争防止法が中心となります。ところで、ある製造メーカーの工業製品に自
社の特許技術が無断で使われ特許侵害がなされている可能性が高い場合、特許法に基づく対
策を講じることになりますが、対象となる商品（製品と言った方がより直感的である）は、大
量生産された工業製品、化学素材、製薬製剤などやその製造設備や生産プラントなどであっ
て、いわゆる「ニセモノ」
「コピー商品」への対策とはまた違った側面を持っています。基本
的な対策の考え方は同じであっても、具体的な対処方法は多少異なるので、本コラムでは、特
許侵害対策に焦点をあて、その全体像を概観します。

１．事前の検討
普段から韓国へ特許出願をし、可能な限り強い特許を確保しておくことは言うまでもあり
ませんが、侵害に対して迅速に、合理的にに対応するためには、侵害品が市場に出てから対応
するよりは、普段から侵害に対する予防的措置をとっておくことが望ましいでしょう。特許侵
害に関する予防的措置としては、競争会社の開発動向の調査や侵害品の市場ウォッチングな
どが含まれ、これに関する情報源としてはインターネットのホームページ、新聞記事、カタロ
グ、展示会、取引先からの情報などがあります
模倣品の出現を、もぐら叩きのように対応していかざるを得ない商標権・デザイン権・著作
権・不正競争に基づく模倣品対策とは異なり、外見的・直感的な判断に頼れるものではないこ
とから、競合会社の特許出願動向や技術開発動向を調べるための特許マップ作成も視野に入
れておく必要があります。特許マップ作成を委託調査などの外注により作成することも可能
ですが、いずれにせよ当事者の労力やコストはかなりのものとなりますので、長期的な視点に
立って計画的に準備をする必要があります。
現地代理人も普段から評価してあらかじめ選定しておき、侵害に対する対策準備段階から
現地代理人と相談した方が良いでしょう（現地代理人の選定に関しては、232 ページ、238
ページを参照)。また、侵害に対する対応のときには社内他部門の協力、担当窓口の明確化、
予算確保などが必須となりますので、これと関連する社内体制をあらかじめ確立しておくこ
とも極めて重要です(社内体制の確立に関しては 232 ページを参照)。
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(1) 侵害情報の入手および証拠の確保
① 侵害されていることが発見された場合、侵害品の発見日と発見者、発見場所、自社の関
連製品、侵害品の説明、侵害の根拠となる技術情報、侵害品発見時の状況、侵害品サン
プルに関する情報、製造者と販売者の情報などを確認し、記録・報告します（侵害品発
見報告書のサンプルは 236 ページ参照）、さらに、侵害品の製造場所（国内または国
外）
、数量、流通ルートなどを詳細に調査して、被害状況の規模、市場に及ぼす影響、
自社製品の販売に対する影響、信用低下の可能性などを分析します。
② 侵害品の購入の際には領収証を保管するようにするのはもちろんですが、特許権侵害品
は最低でも２つ以上は購入し、一部は分析目的で分解・破損してもいいようにし、残り
は後日侵害立証の際に用いるためにきちんと保管するようにします。外観と分解状態
などについては、分析進行段階別に写真に撮っておくのがよいでしょう。この分析過程
の記録(写真)は、交渉時の資料をはじめ、鑑定、法院への証拠などとして何度も使用す
ることになるので慎重に準備しましょう。

(2) 侵害者に関する調査
① 侵害に対する対応策、紛争の性格、難易度などは相手によって変わるため、紛争初期に
相手の規模や性向などをよく把握しておく必要がありますが、特許侵害の場合には侵
害者もまた大手企業である場合が多いので、製造者が分からないというケースはあま
りないでしょう。しかし、製造・販売が別会社であったり、グループ内に複雑な系列関
係があったりして、相手方となる企業をどのように設定していくか事前に検討しなけ
ればならないことも多く発生します。また、株式会社であっても小中規模の会社の場
合、事実上のオーナー企業も多いため、長期にわたる交渉や法定争いの過程で、侵害者
である会社が他の会社に秘密裏に売却されたり、社長以下役員が入れ替わったりして、
対応に窮するケースもあるので、侵害者に対する調査を複数回行う必要も出てきます。
② さらに、侵害者が自分の権利を利用して反撃して来ることもありますから、侵害者その
ものでなく、侵害者が保有する権利についてもあらかじめ調査をしておくことが非常
に大事です。

(3) 特許権の有効性検討
① まずは、自己の特許権が有効に存続しているのか、すなわち存続期間が満了していない
かどうかを必ず確認します。存続期間満了前であっても特許料不納によって権利が消
滅している場合もありますので、特許料や設定登録料などを期限内にきちんと納付し
ているかを確認すべきです。
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② 特許明細書に記載不備があるのかどうかも必ず検討します。特許の有効性に影響を与え
る明細書の記載不備や有力な先行文献が発見されていたら、特許の有効性に関する現
地代理人の鑑定を受けておくことも考慮しましょう。特許の有効性の検討結果、特許権
に法的欠点や権利行使上の弱点がある場合には、警告状発送や法的措置を行う前に訂
正審判を通じて特許請求の範囲や明細書を訂正することができます。ただ、訂正審判の
審決が出るまではかなり時間を要するので、相手が無効審判を請求したときに無効審
判手続の中で特許の訂正を請求する方法も考慮しなければなりません。
③ 特許の有効性判断や権利範囲解釈においては、当該特許に対応する他国のファミリー特
許が影響を及ぼし得るので(例えばある国では有力な先行公知文献が引用され、これに
対し特許請求の範囲を他国より限定補正していたりすると韓国での権利解釈も狭くな
ったり無効事由を内包しているとして相手側の攻撃に晒されます)、ファミリー特許の
ステータスや中間処理過程の検討は、絶対に疎かにしてはいけません。

(4) 侵害分析
① 侵害分析としては、まず特許権の権利範囲を解釈した後に、侵害品と対比して侵害の有
無を判断します。特許権の権利範囲解釈は特許請求の範囲を基準としますが、発明の説
明も参酌しなければなりません。また、出願過程で拒絶理由に対する意見書などを通じ
て出願人が意識的に除外したと認められる技術的範囲は、出願経過禁反言の原則によ
って特許権の権利範囲から除外されることもあるため、出願過程の全体にわたって綿
密に検討する必要があります。
② 特許権の権利範囲解釈の結果、侵害品の構成が特許請求の範囲に記載した発明と等しい
場合には特許権の侵害にあたります（文言侵害）。また、侵害品の構成が特許請求の範
囲に記載した発明の構成要素と文言的には完全に一致せず一部構成が他のものに変更
された場合であっても、一定の条件のもとに特許権の侵害とみなすことができます(均
等侵害）
。
③ 加えて、特許発明自体の実施による直接侵害の他に、特許物品の生産にのみ使用される
物または特許方法の実施にのみ使用される物を生産するなどの一定の行為に対して
も、特許権を侵害するものとみなすことができます（間接侵害）
。
④ 侵害分析は当該国家での高度の法的知識を要するので、具体的な対応に踏み出す前に侵
害か否かに関する現地代理人の鑑定を受けましょう。鑑定を受けずに、有効性に疑いの
ある特許権を掲げて、侵害主張をした場合、後日の争いの中で、営業妨害や権利濫用な
どといった反撃のチャンスを与えてしまうので、現地代理人から鑑定を文書により受
けておくことは必須であると考えるのが望ましいでしょう。
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２．具体的対応
(1) 戦略樹立
上述した侵害情報と侵害者の情報、有効性の検討結果および侵害分析結果などを基に対応
戦略を組み立てていきますが、個々の法的措置については第Ⅲ編第 2～4 章を参照してくださ
い。
典型的な流れとしては、以下のようになります。

<1>

特許権など自己の権利を点検・分析し、必要に応じて専門家の
鑑定を受け、訂正手続などで補完する。

<2>

警告状を発送し、相手側との交渉の余地があるかないかを判断
する。

<3>

交渉の余地があれば交渉を開始する。
交渉の余地がなければ提訴(行政措置を含む)する。

<4>

交渉の進捗を考慮し提訴(行政措置を含む)または合意する。

<5>

訴訟(行政措置を含む)の進捗を考慮し和解・合意する。

① ここで、<2>の警告状は、ライセンス交渉の申入れが警告状の代わりとみることもでき
るため、相手側への「警告」そのものを省略することも十分にあります。
② ケースによっては、先に<4>の提訴（裁判だけでなく行政的措置の開始も含む）を行っ
た後に<3>の交渉をはじめることもあります。交渉と提訴とのどちらを先に行うのか
はケース・バイ・ケースで諸般の状況を考慮して決定することになります。
③ さらに、<4>交渉と<5>提訴(行政的措置)は、どちらが先でどちらが後と分離して考
えるのではなく、常にその進捗状況にあわせて臨機応変に対応すべきものと考えまし
ょう。すなわち、判決や行政的措置結果が出る前に、判決確定を待たずに訴えの取下げ
を提案して、権利者側・侵害者側双方の迅速な歩み寄りを模索することも考えられま
す。
④ 特許侵害訴訟においては、侵害差止めと損害賠償請求の両方を一度に司法判断に委ねた
り、侵害差止めの判断のみを先に得たり、多様な訴訟戦略が考えられます。侵害者との
2 次元対立構造ではなく、司法(行政)を交えた 3 次元構造と考え、訴訟の進み具合を加
味しながら、和解・合意などの最終ゴールに向かうべきでしょう。

(2) 交渉
交渉は特許権侵害の有無と特許権の有効性を争うテクニカル交渉段階と、互いの要求条件
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(主としてライセンス料)に関して論議するビジネス交渉段階に分けることができます。
① テクニカル交渉段階における交渉チームは、特許チーム担当者、技術担当者、特許専門
家（弁理士や弁護士）などが中心となり、ビジネス交渉担当者は進行過程をモニターす
る若干名だけ参加することが多いのが普通です。テクニカル交渉の準備においては、侵
害立証資料と無効主張に対する反駁資料を準備します。言うまでもありませんが、テク
ニカル交渉の結果が以後のビジネス交渉や訴訟に大きな影響を与えるため、訴訟に臨
むのと同レベルの姿勢で予想争点に対する当方の論理を組み立てる必要があります。
② 最初の交渉当日には、交渉の基本的な進め方を決めますが、まずは、権利者側が自分の
権利内容を説明し、侵害品の特定と侵害部分の分析について意見を述べ、次回交渉時(2
～6 週間程度のインターバル)に相手側が侵害に該当しない、または特許が有効ではな
いとの反駁をするというやり方が普通でしょう。また、相手側から本件特許権とは全く
別個に、相手側特許権を権利者側が侵害しているとして複数の相手側特許権が提示さ
れることもあります。相手側の特許権が提示されれば、相手側からの特許権侵害主張の
妥当性について評価を行い、当方の侵害の有無や相手側特許の利用価値(後日のクロス
ライセンスの基礎になり得ます)などを綿密に検討することを余儀なくされることにな
ります。よって、テクニカル交渉は 1 回の交渉会議で終わることはなく、数回から長
ければ十数回、期間として 1 年以上かかることもあります。交渉会議が終わる度に内
部評価をし、必要であれば現地代理人などの特許専門家の意見を聞き、次回交渉会議に
備えます。
③ テクニカル交渉段階で互いの主張が出尽くし、特許の有効性や侵害の程度についてある
程度互いの解釈が近接してくれば、ビジネス交渉段階に移ることになります。交渉チー
ムはテクニカル交渉担当者数を減らして、ビジネス交渉担当者と必要であれば弁護士
／弁理士で構成します。ビジネス交渉の準備においては、テクニカル交渉の結果とビジ
ネス環境（例えば、特許の強弱、交渉/訴訟の期間と勝算、製品市場全体の成長予想、
クロスライセンスの可能性、競合他社の動向や標準化の動き、和解/決裂がもたらす株
価の動きなど）を総合して、社内意見をも取りまとめながらロイヤルティ水準などに関
する当方の要求条件(マキシマム)を提示します。ビジネス交渉の会議の進め方はテクニ
カル交渉時と大きく変わりはありませんが、当方のマキシマム要求条件に対し、相手側
はミニマム要求条件を提示してくるわけですから、ここから互いの妥協点に向けて交
渉を繰り返し、核心的な事項に関して妥結できるようになれば、契約書を作成し調印と
なります。
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３．事後対策
事後対策については、基本的な考え方は第Ⅲ編第 1 章の 4.(248 ページを参照されたい)と
同様ですが、大型紛争の場合、その分社会的影響や話題性なども大きく、マスコミ発表のやり
方などにより、当事者双方の株価やマーケットシェア、ブランド価値などに予想外の変化をも
たらすことがありますから、くれぐれも慎重で十分な配慮の下に進めなければなりません。

コラム「知的財産権の濫用に対する公正取引委員会の規制動向について」

知的財産権は、独占権を内容にするため、これを行使することにつき、原則として公正取引
法が適用されません。しかし、正当な知的財産権行使の範囲を超える知的財産権濫用行為につ
いては、公正取引法が禁止する不公正取引行為や市場支配的濫用行為に該当する可能性があ
るため注意を要します。これと関連して、模倣品に対する対策の一環として知的財産権の権利
行使をするあたっては、公正取引委員会の規制動向を熟知しておく必要があります。

公正取引委員会は 2010年に「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を全文改正した
後、2013年、2014年、2016年に追加の改正を経て、正当な知的財産権行使ではない知的財
産権濫用行為に対して監視と制裁を強化しています。具体的には、2010年にはITおよび製薬
分野での実態調査、2011年には機械・化学分野での実態調査、2013年には商標権使用に対す
る実態調査を実施し、2017年には71社の製薬メーカの特許権濫用実態の調査を実施しまし
た。

また公正取引委員会は、2011年オリジナル製薬会社とジェネリック製薬会社が特許紛争過
程でジェネリック薬の発売開始を遮断し、その対価として経済的利益を付与(REVERSE PAY
MENT)することに合意した行為を談合とみなして、是正命令および課徴金を賦課したことが
あります。また、通信キャリア大手が中継機の納品業社である中小企業に対し、納品に必要な
特許技術の移転を要求し、当該特許が無効や取消しにより未登録になってもライセンス料納
付義務が継続するような契約内容を締結した行為に対して、取引業者の地位濫用とみなして
是正命令を賦課しています。2014年には、三星電子がアップルを相手取って、第3世代移動
通信技術と係わった標準特許の侵害差止請求訴訟を提起した行為に対して、公正取引法上の
市場支配的地位濫用行為および不公正取引行為にあたらないと判断して無嫌疑決定を下した
こともあります。その後の2016年には、チップ・セットメーカーであるとともに特許権事業
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者であり、携帯電話端末機の生産に欠かせない移動通信標準必須特許(SEP)を有しているクア
ルコムに対し、チップ・セット社がSEP契約の締結を要求すれば、それを拒否するか、販売先
の制限などの条件を付けて実質的な特許権使用を妨害し、チップ・セット供給中止の脅威を加
えて、携帯電話端末機メーカーに一方的に不利な契約を締結するなどで、チップ・セット特許
権市場で市場支配的地位を濫用したとみなし、クアルコム・インコーポレート、クアルコム・
テクノロジー・インコーポレーテッド、クアルコムCDMAテクノロジーアジアパシフィックP
TE LTDなど3社に課徴金1兆300億ウォンとともに、(i)不公正取引慣行の是正および、(ii)必
要に応じて特許利用企業とクアルコム間の事業契約の再交渉の履行を旨とする是正命令を命
じました。クアルコムは、このような処分を不服として、公取委に対して課徴金処分など是正
命令取消訴訟および効力停止申請を申し立てたところ、効力停止申請は棄却され、取消訴訟に
ついては現在ソウル高等法院で第一審係属中にあります。

最近では、NPE(Non-Practicing Entity、特許管理専門会社、いわゆるパテントトロール)
が、標準必須特許を取得して、製造業社に対して訴訟を提起したり、実施料を要求したりする
など特許権を過多行使する行為に対して、米国やＥＵの規制動向を注視し、特許権濫用防止策
を講じようとしています。

公正取引委員会は、2012年、知的財産権濫用行為による中小企業の被害を事前に予防する
という観点から、
「特許ライセンス契約公正化のためのガイドライン」を制定し、標準化過程
で発生し得る標準特許濫用といった違法行為を予防するため、
「公正取引法自律遵守のための
標準化機構の模範運営基準」を制定し公表したことがありました。ところが、公正取引委員会
は、2014年5月、企業活動に対する規制緩和の観点から、2件のガイドラインを廃止しました。

また近時、公正取引委員会は、多国籍製薬メーカーが知的財産権を濫用して新製品の参入を
妨害し、または原料購入を強要するなどの不公正行為を、リベートなど不当顧客誘引行為より
深刻な問題として把握しており、今後、主に新薬を保有している多国籍製薬メーカーを対象に
ジェネリックの発売を阻む行為を重点的に調べる計画であり、また多国籍者と国内会社との
間に共同マーケティング方式を悪用する行為を集中的に監視することを明らかにしていま
す。

このように知的財産権濫用に対する公正取引委員会の規制動向は世界的な動向に歩調をあ
わせて時々刻々と変化するため、知的財産権に携わる者としては関心をもって見守っていく
必要があります。
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