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第1章 産業観点からの審査・審判品質の高度化 

 

第1節 特許・実用新案の審査分野 

 

1．概観 

 

特許審査企画局 特許審査企画課 技術書記官 シン・ジンソプ 

 

 第4次産業革命時代の到来による産業環境の急激な変化、米国と中国の貿易摩擦、

日本の輸出規制など技術覇権の掌握に向けた主要国の競争が熾烈になっている状況の

中で、技術覇権の鍵を握る特許に対する審査の重要性はさらに大きくなっている。特

許庁は急変している産業環境に最適な審査環境を構築するため、産業特性に適した審

査組織への改編、審査人材の増員、先行技術調査事業の拡大、産業戦略による特許審

査政策の策定など韓国企業が強力な特許を武器に海外市場をリードしていけるよう支

援している。 

 

 特許庁はAI、ビックデータ、IoT、自動運転車など多様な技術が融合・複合された

第4次産業革命技術特性に適した審査システムを構築するため、融合・複合技術審査

局を新設した。審査方式も個別専門分野の審査官が協力し合い、融合・複合技術分野

特許出願に対する審査を行うことで最高の審査結果が出せるよう、合意型3人協議審

査に転換した。2019年以後第4次産業革命関連技術など融合・複合分野審査件に対し

て協議審査を行い、2020年4,184件の協議審査を行ったが、その対象件数も漸進的に

拡大していく予定である。 

 

 また、高品質の審査サービスを提供するために2018年導入した特許チーム長中心の

品質管理システムをさらに強化した。そのために「審査技術分野別特許チーム運営規

則」を制定することで特許チーム長の地位を強化し、3人協議審査の品質管理責任を

与えた。審査官の自発的な能力強化のために「今月の審査官」及び「今年の審査官」

褒賞制度を導入し、奨励型審査品質管理システムも構築した。 
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 一方、特許庁は産業界・研究機関とのコミュニケーションを通じて特許ユーザーか

らの声と産業現場の技術特性を積極的に反映するため、2019年産業・特許動向調査事

業を推進し、2020年にはAI視覚知能、自動運転センサー、人工臓器、CMOSイメージセ

ンサー、デジタルSOCなど16分野に対する産業動向と特許動向を分析することで該当

分野の産業・技術変化に能動的に対処する審査能力をより強化するとともに、出願人

の明細書品質を高めるための「記載不備マニュアル」を提供し、産業界特性に適した

審査基準も構築した。また、特許情報の積極的な活用のため、特許分類と産業品目(H

S)コード、国家科学技術標準分類、産業技術分類と連携表を作成した。これを通じて

素材・部品分野など技術分野別・産業品目別カスタマイズ型特許情報の提供が可能と

なった。 

 

 そして、COVID-19パンデミックに対応するために審査官と先行技術調査専門機関の

調査員に対する一時的な在宅勤務を行い、新型コロナ危機状況の中でも審査サービス

を支障なく提供し、安定的な審査システムを維持した。 

 

 特許庁は1948年第1号特許の登録以後、2000年には100万番目の特許登録、その9年

後の2019年には200万番目の特許登録を達成したが、これは米国、フランス、イギリ

ス、ドイツ、日本、中国に続いて世界で7番目である。2020年には約23万件の特許・

実用新案が出願され、世界で第4位の出願量を記録し、新型コロナ危機の中でも国内P

CT出願が増加してことでPCT出願で再び世界4位となった。このように特許に対する関

心と重要性が高くなるにつれ、特許創出のための研究・開発(R&D)革新活動がより活

発になり、特許出願速度と出願量が増加している中で、特許庁は世界最高水準の特許

審査処理期間の維持と高品質の審査サービスを提供するために持続的に努力している。 

 

2．特許・実用新案の迅速な権利化及び審査品質の向上 

 

特許審査企画局 特許審査企画課 農業事務官 ト・ヒョンミ 

特許審査制度課 工業事務官 パク・ソンス 

 

 イ．推進背景及び概要 
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 韓国は特許出願規模としては中国、米国、日本に続いて世界4位水準であり、GDP比

特許出願は世界1位水準で、特許出願の量的指標は世界的な水準である。また、IP5体

制の定着、国家間審査協力体制の拡大などにより、国家別審査結果の相互比較及び活

用の機会が増えつつある。このようなグローバル特許環境の中で韓国特許庁との審査

協力及び審査品質に対する国際社会の関心が増えつつあり、韓国が知的財産強国とし

ての地位を確固たるものにするためには特許・実用新案の迅速な権利化のみならず全

世界から認められる高品質の審査サービスを提供しなければならない。 

 

一方、国家間・企業間の特許紛争が継続して増加し、その内容もまた複雑になるに

つれ、かつて外部からの特許攻勢に防御的に対応するため消極的な特許戦略を駆使し

てきた企業が徐々に特許を利潤創出の有用なツールとして認識し始め、市場確保、競

合社に対する牽制などに積極的に活用している。同時に、企業の特許戦略もまた従来

の量中心から質中心へと変わり、国際的な競争力を備えた「強い特許」の確保に向け

た企業の努力はさらに熾烈になりつつある。また、特許審査処理期間の短縮に対する

外部顧客からの持続的な要求、日本の輸出規制及び国家間技術覇権争いの激化で高品

質審査を通じた強い特許創出の重要性がますます大きくなっている。同時に、企業の

知的財産投資・担保・保証の活性化でIP金融が2兆ウォン台(2020年)に急成長し、知

的財産権故意侵害時の3倍賠償制度の導入(2019年7月施行)、合理的な実施料を算定す

る損害賠償の実現(2020年12月施行)などで企業の無形資産価値が高まるにつれ、正確

な知的財産の価値評価と紛争予防のための「高品質特許審査サービス」の重要性が持

続的に強調されている。 

 

特許庁はこのような対内外的な環境変化と需要者からのニーズを踏まえて、審査政

策のパラダイムを審査処理期間の短縮から世界最高水準の高品質特許審査サービスの

提供に転換した。そこで審査品質を高めるための核心要素である審査人材の増員及び

審査官能力強化を持続的に推進している。また、第4次産業革命技術分野に対する支

援を強化し、審査の専門性を高めるため、「融合・複合技術審査局」を新設し(2019

年11月)、産業現場の外部専門家が審査に参加する現場コミュニケーション型協力審

査を拡大した。一方、審査全段階の出願人-審査官のコミュニケーションを強化した
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深層面談・一括審査など出願人カスタマイズ型審査サービスの提供など様々な努力を

傾けている。特に、2020年には新型コロナウイルス感染症の拡散による国家危機状況

の中で、感染拡大防止対策に積極的に対応するとともに安定的な審査システムを維持

するため、審査官の一時的な在宅勤務の推進、テレビ電話面談・電話面談の活性化な

ど非対面業務システムを強化した。 

 

特許庁のこのような努力は技術競争力を備えた強い特許の安定的な権利化を支援す

ることで、不必要な特許で引き起こる無駄な紛争による社会的な費用を減らし、さら

に技術革新を通じた産業発展に寄与することにその目的があると言える。同時に、こ

れは国内外の出願人に先進国水準の高品質の特許審査サービスを提供することで、最

高知的財産行政機関としての韓国特許庁の国際的なプレゼンスを高め、グローバル特

許システムの構築において韓国がリーダーとしての役割を果たせるためのものである。 

 

ロ.推進内容及び成果 

 

1)安定的な審査処理期間の維持で迅速な権利化を持続的に推進 

 

 韓国の特許出願規模は中国、米国、日本に続いて世界4位水準であるが、特許審査

人材は主要国に比べて非常に少ない状況である。それにより相対的に少ない人数で大

量の審査物量を処理しているため、特許審査官1人当たり処理件数が194件(2019年)水

準で、米国74件、中国94件、日本166件に比べて極めて高い。しかし、特許顧客はス

ムーズな事業推進のため迅速な審査処理を通じた早期権利化を好み、特許審査処理期

間を11.7カ月から10カ月に短縮するとGDP1.4兆ウォン増加の効果が表れるという2013

年韓国知的財産研究院の研究結果からもわかるように安定的な審査処理期間の維持は

重要な課題である。実際2019年800余りの企業・公共機関を対象としたアンケート調

査の結果(出処：「出願人のニーズを反映した適正特許審査処理期間の導出及び影響

分析－対策研究」、知的財産研究院、2019年)によれば、64.3％が一般審査7～9カ月

水準の審査処理期間を希望し、14カ月以上の処理期間を希望する出願人は約2％に過

ぎなかった。 
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 特に、2020年審査処理環境は審査請求期間の短縮(5→3年、2017年3月特許法施行)、

国内特許・実用新案出願の増加(前年比2019年3.8％増加、2020年3.3％増加)などで審

査請求量が急増しているため(前年比2019年1.3％増加、2020年21.0％増加)、審査処

理期間の遅延を最小化するために先制的な対応が重要な時期であった。それだけでな

く2020年には新型コロナウイルス感染症の拡散による国家危機状況の中で、感染拡大

防止対策に積極的に対応しつつ、審査行政業務を問題なく行うための対策が急がれた。 

 

 審査処理期間が遅れる場合、その余波が数年にわたって積み重なるため、特許権利

化遅延による韓国企業の競争力弱化及び出願人の不便を招く恐れがある。一方、審査

処理期間を維持するために審査官の業務量を急激に増やす場合、主要国に比べて過剰

な1人当たり処理件数がさらに増加することで1件当たり審査投入時間が減って審査品

質が低下する恐れがある。しかし、特許顧客は審査の適時性だけでなく、審査品質も

重要視するため、現在の厳しい審査処理環境の中で品質を維持しつつ安定的な審査処

理期間を管理することは非常に難しい問題である。 

 

 2020年にはこのような厳しい審査処理環境を克服しながら審査品質を適正水準に維

持するため、一般審査官の業務量は前年と同水準に維持するとともに関係省庁との協

力の下で審査人材を持続的に増員し、審査管理人材及び審査関係部署などの審査政

策・支援人材に審査業務を一定量負担させ、自発的に参加する審査官に限り超過物量

を処理させるなど、特許庁を挙げた努力を傾けた。また、新型コロナウイルスの拡散

防止に向けた先制的な措置として特許庁の審査官と先行技術調査業務を行う調査機関

調査員の一時的な在宅勤務システムを導入して積極的に推進し、テレビ電話面談・電

話面談の活性化など非対面業務システムを強化した。 

 

 その結果、持続的に増加している出願量及び請求物量、新型コロナウイルス感染症

の拡散による審査業務環境の悪化にもかかわらず、審査処理期間の遅延を最小限に抑

え、先進国水準の特許審査処理期間である11カ月前半台(2020年、11.1カ月/2019年、

10.8カ月)で維持し、特許権利化の遅延による副作用を最小化することができた。 
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また、前述した800社余りの企業・公共機関を対象にしたアンケート調査の結果(20

19年)、出願人は速い審査処理期間を要求しているが、一方審査処理期間が少し遅れ

ても審査品質を維持するために審査官の業務量を維持または減らす必要があると答え

た意見が半分以上(50.7％)であり、審査処理期間とともに審査品質も重視しているこ

とがわかった。したがって、限られた審査環境の中で審査の適時性を維持しつつ審査

品質も高められる審査政策及びシステムを持続的に発掘して改善していく努力が求め

られる。 

 

 2)産業構造の変化に対応した技術専門性中心の特許審査システムの構築 

 

 第4次産業革命技術を活用した新サービス業の登場など産業構造の変化に迅速に対

応するため、2019年11月第4次産業革命関連融合・複合技術を専担して審査する「融

合・複合技術審査局」を新設した。そのために特許法施行令及び告示に記載された第

4次産業革命関連7大技術分野(人工知能、モノのインターネット、3次元プリンティン

グ、自動運転車、ビックデータ、クラウドコンピューティング、知能型ロボット)と

該当特許分類を融合・複合技術局の審査課及び業務範囲として振り分けた。新設され

た融合・複合技術審査局は6つの審査課、24の特許チーで構成され、融合・複合及び

第4次産業革命技術に対する高品質審査を支援するために業務方式を改善するなど審
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査システムを革新した。 

 

 まず、産業界との緊密なコミュニケーションを通じて単一技術中心の現審査基準が

融合・複合産業に規制として作用しないよう、融合・複合効果の特許性認定など目ま

ぐるしく変わる産業界の状況が反映できるよう継続的な努力を傾けている。 

 

 また、審査方式を改善し、特許チーム長、主審査官、副審査官の3人が各技術分野

を協議して特許判断を補完するように審査官3人協議審査システムを構築し、2019年1

1～12月に525件の3人協議審査を試験的に行った。2020年には3人協議審査物量を拡大

して4,184件を実施し、2021年にも4,500件水準に3人協議物量を拡大して実施する計

画である。3人協議審査を持続的に拡大した結果、2020年3人協議審査件の場合、特許

審査過程で最も重要な要素である先行技術(類似・同一技術)検索関連指標が全般的に

改善される変化が確認された。同時に、融合・複合技術審査過程で革新・創意的な技

術を保有する有望企業の発掘を支援し、積極的に現場とコミュニケーションを取るこ

とで、韓国企業が第4次産業革命分野に対して権利範囲が広く法的安定性の高い「強

い特許」を確保するよう持続的に取り組んでいく予定である。 

 

＜3人協議審査品質分析(先行技術検索関連指標中心)＞ 

区分(2020年) 単独審査 3人協議審査 

非特許文献添付率 9.2％ 20.9％ 

特許1件当たり先行文献検索件数 12.2件 16.9件 

特許1件当たり先行文献閲覧件数 31.5件 32.5件 

 

 また、2019年11月には技術革新を促進するとともに産業競争力を強化するため、現

行の階層別産業構造によって「特許審査企画局(総括)」、「特許審査1局(基盤産

業)」、「特許審査2局(主力産業)」、「特許審査3局(成長産業)」で構成されている

審査局システムを、産業別技術分類システムと連携して改編した。そのため、世界知

的所有権機関(WIPO)の国際特許分類(IPC)を5つの大技術分野及び35の細部技術分野に

グループ化した原則を適用し、5つの技術分野のうち電気、機械、化学、その他(土木
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工学、その他消費財物品など生活安全と関連する技術に該当)は各々電気通信技術審

査局、機械金属技術審査局、化学生命技術審査局、特許審査企画局に割り当て、器具

(Instrument)は多様な技術分野が混在しているため電気、機械、化学技術分野の類似

細部技術分野に独自再分類を実施した。 

 

 改編された審査組織(融合・複合技術審査局を除く)は4局23課8チームで構成される。

各審査組織の新規役割と機能を見ると、まず特許審査企画局では国際特許審査の遂行

及び海外特許庁との審査協力などを通じて韓国企業の迅速な海外特許の獲得と特許権

保護支援に向けた特許政策を強化し、生活用品・農林水産食品など国民安全と密接な

技術分野に対して差別化された特許審査を行った。また、電気通信技術審査局では国

際標準化会議の出席及び情報共有などで標準技術の専門性を強化することでグローバ

ル企業及びパテント・トロールなどの標準必須特許に対する審査を強化し、国際標準

化政府対応班に参加して韓国企業技術の国際標準化採択を支援するなど産業界支援政

策を継続して推進している。そして、化学生命技術審査局では化学・バイオ・生命工

学審査を推進し、名古屋議定書による遺伝資源活用制限及び出処公開など国際知的財

産権規約議論に向けた国際交渉支援を通じて韓国企業の立場を代弁する計画である。

同時に、機械金属技術審査局では製造業ルネサンスの基盤を構築するため、自動車・

造船など地域産業団地及び基礎製造業別に「知的財産協議体」を構成・運営すること

で、地方企業の特許戦略策定を支援する計画である。 

 

 特許審査システムの改編により韓国企業の第4次産業革命関連技術に対する高品質

特許権の確保を支援する基盤が整えられ、技術分野別に審査組織が再編されたことで

同一技術分野間の審査一貫性と技術専門性をさらに高めることができると予測される。 

 

 同時に、現場の技術資料及び専門家の知識を審査に活用するために運営している公

衆審査制度を持続的に活用し、技術分野別に構成されているIP協議体などを中心に産

業界とのコミュニケーションをさらに拡大していく計画である。一方、各々の産業特

性を考慮したカスタマイズ型特許審査政策を講じることで、急変しているグローバル

市場で韓国企業が競争にリードしていけるよう継続して支援していく計画である。 
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＜IP協議体の運営状況＞ 

審査局 IP協議体 審査局 IP協議体 

特許審査 

企画局 

機能性食品IP協議体 

電気通信

技術審査

局 

スマートグリッドIP協議体 

農林水産食品IP協議体 コンピュータIP協議体 

融合・複

合技術審

査局 

人工知能IP協議体 次世代半導体IP協議体 

IoT IP協議体 通信IP協議体 

バイオIP協議体 ディスプレイIP協議体 

生命情報IP協議体 電子商取引IP協議体 

ロボットIP協議体 電子部品IP協議体 

自動運転IP協議体 
放送メディアIP協議体 

3DプリンティングIP協議体 

化学生命 

技術審査

局 

国家炭素素材IP協議体 
機械金属

技術審査

局 

造船海洋IP協議体 

医薬分野IP協議体 建設技術IP協議体 

OLED用化合物IP協議体 金属IP協議体 

医療機器IP協議体 自動車産業IP協議体 

 

 3)特許チーム長中心の「コミュニケーション型審査品質管理」及び審査専門性向上 

 

 「審査品質管理革新(2018年7月)」システムの導入により従来評価中心の審査品質

管理からパート長中心のコミュニケーション型品質管理に転換した。2019年には特許

チーム長中心の品質管理システムをより強化するため、「審査技術分野別特許チーム

運営規則(訓令)」を制定(2019年5月)して「特許チーム/特許チーム長」の根拠規定を

設けることで特許チーム長の地位を強化し、特許チーム長に3人協議審査品質管理の

責任を与えるなど特許チーム長中心の品質管理システムの定着を図った。また、類似

産業単位に特許審査チームを再編(138個から152個)することで審査専門性を強化し(2

019年11月)、特実審査人材運用方式改善策を講じて(2020年3月)専門性を考慮した審

査人材の配置及び人員補充など運用プロセスを改善した。このような審査品質及び専

門性向上に向けた努力、持続的なチーム長中心のコミュニケーション文化の拡散など

でコミュニケーション型協議審査件数が2017年1,942件から2020年5,115件に増加し、
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審査過程の充実度指標が改善されることが確認された。それだけでなくこのような高

品質審査サービスを提供するための努力を通じて、国民受入度及び登録特許の安定性

指標が高まる結果となった。 

 

区分 2017 2018 2019 2020 

審査過程の

充実度 

特許1件当たり先行文献閲覧件数(件) 25.9 28.0 30.9 31.6 

出願人との深層面談(件) 1,462 2,390 3,279 3,698 

審査官間の協議審査(件) 1,942 2,234 2,759 5,155 

審査結果の

国民受入度 
100-特許拒絶決定不服審判請求率 93.2％ 93.6％ 94.5％ 95.6％ 

登録特許の

安定性 
100-無効審判請求率 99.56％ 99.61％ 99.62％ 99.72％ 

 

 また、「奨励型品質管理システム」を強化するため、審査能力優秀審査官にインセ

ンティブを提供する「今月の審査官」、「審査品質コンテスト」、「審査名匠」のよ

うな審査官褒賞制度を、多様な職級及び技術分野を包括的に受け入れて審査官の受入

度を高めると同時に褒賞制度の効果を高める方向に改善し(2020年5月)、産業革新支

援事業の活性化のために関連報奨制度を新設した。同時に、特許審査は限られた検索

時間内に適正先行技術を検索するため効果的な検索戦略を講じ、それに対する集中的

な検索を行うことが必要である。そのためには検索結果だけでなく、検索キーワード、

検索履歴など検索過程を総合的に評価及び発掘して実際の検索における活用性を最大

に高めるため、2004年から毎年先行技術検索コンテストが開催された。2020年12月に

開催された先行技術検索コンテストは1年間審査官が審査する、もしくは調査員が先

行技術を検索した件の中から最も優秀であると判断される件に対してノウハウを共有

する方法で行われた。審査官の単独・協議・融合複合3人協議部門と調査員の一般・P

CT部門に分けられ行われた。審査官及び調査員が各自保有している審査件または調査

件のうち任意選定された件の検索戦略、検索履歴、構成対比表を提出すると、それに

対して①検索戦略の適正性、②検索充実性、③検索結果の妥当性、④検索効率性項目
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別に評価表基準に沿って評価する方式で運営され、コンテストの結果2020年には計22

人の審査官と12人の調査員を対象に褒賞し、優秀事例を共有することで、審査官及び

調査員の審査能力強化を通じた審査品質の向上に貢献した。 

 

 4)政策顧客とのコミュニケーション型審査システムの運営 

 

イ)予備審査 

 

 深層面談制度の中の一つである予備審査は審査着手前に出願人などと審査官が対面

面談を通じて審査意見を交換することで正確な審査及び迅速な権利化を図るための制

度である。 

 

申請できる対象は優先審査決定出願の中で①審査負担度などを基準に全体特許分類

の平均難易度以上の高難度特許分類に該当する出願、②韓国中小企業がPCT出願を多

くする技術分類に該当する出願としている。 

 

 予備審査は優先審査決定後14日以内のみ申請可能である。予備審査が決まれば審査

官は予備審査結果通知書を面談日の7日前まで提供する。予備審査結果通知書には先

行技術文献と特許性に対する意見が記載されている。したがって、審査官と面談する

時に予め予備審査の結果に対する理解度が高いため、より深みのある意見交換が可能

である。また、出願人も予備審査を利用して具体的な補正案を審査官と討議できるた

め、施行錯誤が減り、迅速かつ正確な権利化が可能である。 

 

 予備審査の申請件数は2019年には367件、2020年には838件に2倍以上増加した。COV

ID-19によるテレビ電話面談需要の増加とともに、予備審査に対する弁理士業界の認

知度も高まったため、申請量が急増したものと見られる。  

 

2020年8月には予備審査の対象に韓国中小企業がPCT出願を多くしている技術分類を

追加し、韓国中小企業の海外輸出のための迅速かつ正確な権利確保をサポートしてい

る。 



2020年度知的財産白書 

78/694 

 

 ロ)補正案レビュー及び再審査面談 

 

深層面談制度の一形態である補正案レビューと再審査面談は出願人などが提出した

予備補正案を審査官が予め検討し、面談を通じて補正案の拒絶理由解消可能性と補正

方向を議論することで、追加拒絶理由通知を減らすなど審査の効率性を高めるための

制度である。 

 

補正案レビューは意見提出通知後、補正書提出期限内に申請可能であり、再審査面

談は拒絶決定後、再審査申請期間前に申請できる。 

 

補正案レビューの申請件数は205件であった2015年以後急激に増え、2019年には2,4

07件、2020年には2,369件に急増した。再審査面談もまた2019年には684件、2020年に

は774件の申請件数を記録した。 

 

ハ)一括審査 

 

 一括審査制度は一つの製品群(サービスを含む)または同一産業に関連する複数の特

許・実用新案登録・商標登録・デザイン登録の出願に対して出願人が希望する時期に

一括して審査する制度である。この制度を利用すれば、企業の事業戦略によって希望

する時期に権利化することができ、新製品発売時期の前に製品に対する知的財産権ポ

ートフォリオを形成することに役立つ。 

 

 一括審査の申請対象は一つの製品に関連する特許・実用新案・商標・デザイン出願

であり、「実施または実施準備中の出願」、「輸出促進に直接関連する出願」、「ベ

ンチャー企業や技術革新型中小企業の出願」、「一人創造企業技術開発事業の結果に

関する出願」、「創業後3年以内の中小企業の出願」及び同一国家新技術海外支援事

業の結果に関連する出願である。これを通じて企業は最適な市場規模を考慮した製品

発売時期などに合わせて一つの製品に対する複数の知的財産権を一括して確保できる。 
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 2018年には50件の出願が含まれた8件の一括審査申請があり、2019年には44件の出

願が含まれた13件の一括審査申請があり、2020年には29件の出願が含まれた11件の一

括審査申請があった。 

 

 2020年12月には第4次産業革命時代の到来による経済活動のデジタル化が加速して

いることを反映して一括審査告示を改正し、「一つの製品」と関連する要件を「一つ

の製品群(サービスを含む)」に拡大し、「創業後3年以内の中小企業の出願」も対象

出願に追加した。 

 

 

 

 ハ．評価及び発展方向 

  

 以上のように増加する審査物量に対する先制的な対応と優秀な人的資源の効果的な

管理、産業構造の変化に対応した技術専門性中心の特許審査システムの構築、チーム

長中心の品質管理システムの運営とコミュニケーション型協議審査の推進など様々な

品質向上政策を施行した結果、審査処理期間の国際的な競争力を維持すると同時に、

高品質の審査サービスを提供する基盤を整えることができた。 

 

 また、主要国水準の審査処理期間を維持しつつ審査品質を高める最も根本的な解決

方法は審査人材の増員を通じた1人当たり審査処理件数の適正化である。特許庁は1人

当たり処理件数を主要国水準に適正化するため、行政安全部など関係省庁との協議を

通じて持続的に審査人材の増員を推進していく計画である。 
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 同時に、現場コミュニケーション型公衆審査を通じた外部専門家グループとのコミ

ュニケーションを通じて審査官の検索限界を補完し、業界の現状を審査に反映するな

ど肯定的な効果をあげているため、適合分野を発掘して持続的に本制度を活用する計

画である。また、審査局の技術分野別知的財産協議体などを通じて産業現場の意見に

耳を傾け、積極的にコミュニケーションを取りながら審査品質を持続的に高めていく

計画である。  

 

そして、審査の全段階において国民と直接コミュニケーションをとりながら協力し、

最終的には高品質特許の創出に寄与することを目指している予備審査、補正案レビュ

ー、再審査面談などカスタマイズ型審査サービスは特許ユーザーから認められるコミ

ュニケーション型審査協力制度として位置づけられ、申請する出願人が持続的に増え

ている。 

 

今後も急変している産業環境の変化に対応して特許ユーザーの知的財産政策ニーズ

に応えつつ、韓国企業の競争力を強化するため、特許審査行政サービスのクオリティ

を高める政策を持続的に発掘して推進する計画である。また、産業現場及び特許業界

からの声により耳を傾けることで、現場との持続的なコミュニケーションを通じて特

許審査制度を精巧に改善するよう取り組んでいく計画である。 

 

3．産業・特許動向分析を通じた審査能力の強化 

 

特許審査企画局 特許審査企画課 放送通信事務官 パク・ジヨン 

 

 イ．推進背景及び概要 

 

 第4次産業革命、技術覇権争いなど韓国産業をめぐる内外の環境が急変しており、

企業の生き残りと国家産業の持続的な成長のために特許の確保がいつになく重要とな

っている。 
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これまで特許庁は融合・複合審査専担組織と産業革新支援チームを新設(2019年11

月)して特許審査レベルで第4次産業革命技術の浮上に備え、審査課別技術研究会の運

営、特許庁—産業界のMOU締結などを通じて特許審査が産業現場と乖離しないよう力を

入れてきた。しかし、特許庁審査官に対して特許権を与える正確な判断者であること

を期待するだけでなく、産業に対する幅広い理解を基に企業の強い特許創出と革新成

長を支援できる、産業イノベーターとしての役割を期待するニーズは依然として存在

した。 

 

そこで、特許庁は特許を通じて技術発展を促進し、産業発展に貢献するという本来

の目標を達成するため、「産業観点からの審査革新」事業を推進した。 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 「産業観点からの審査革新」事業はチーム単位品質管理の主体である特許チーム長

がリードして所管分野の産業・特許・審査動向を分析し、産業界と積極的にコミュニ

ケーションを取ることで、産業別差別化された技術特性がうまく反映できるカスタマ

イズ型審査政策を策定することを主な内容としてる。 

 

 2020年にはAI視覚知能、自動運転センサー、人工臓器、CMOSイメージセンサー、デ

ジタルSOCなど16の分野に対して分析を行った。主要成果を見ると、AI視覚知能分野

では後発走者である韓国出願人が経験不足によって明細書記載要件拒絶理由が急増し

ている現状を把握し、出願人のための「記載不備マニュアル」を作成することで、韓

国企業の明細書品質を高めると同時に良質な特許獲得の基盤を整えた。また、自動運

転センサー及びバイオセンサーのような融合・複合分野では異種技術を結合した新し

い発明にもかかわらず周知構成間の結合という理由で新しい効果を持つ発明が拒絶さ

れたり、審査官間で判断の違いが発生することを確認し、互いに異なる専門の専門者

で構成された3人協議体を構成することで異種技術に対する審査官間の判断の違いを

最小化し、融合または専用構成結合による効果が十分考慮できる審査システムを構築

した。 
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 ハ．評価及び発展方向 

 

 以上のように「産業観点からの審査革新」事業を通じて、特許チームが所管産業分

野に対する理解増進を基に、該当産業界の技術特性が反映された審査政策を直接策定

するなど特許審査組織の産業支援観点の審査能力強化が達成できた。2021年には分析

方法の高度化を通じて産業分析の効率性・効用性の向上とともに導出される審査政策

の産業支援効果をさらに高める予定である。 

 

4．特許分類システムの活用範囲の拡大 

 

特許審査企画局 特許審査企画課 工業事務官 ペク・ヒョンリョル 

 

 イ．推進背景及び概要 

 

 特許分類システムは膨大な量の特許文献を一定の技術的な特徴によって分類するシ

ステムで、特許審査官の業務分掌、特許審査の一部である先行技術検索、特許動向分

析などに活用される。特許庁は2015年から国際特許分類(IPC)とともにIPCをより細分

化した先進特許分類(CPC)を導入して特許行政に活用している。 

 

 CPCは新技術を反映するスピードが速く(年4回改正)、IPCコード数の3倍を超えるコ

ードを持つ極めて細分化された分類システムであるため、CPCコードを適切に活用す

る場合は精巧な先行技術の検索と特許ビックデータの細密な観察が可能となる。この

ような長点を持つCPCを他の分野にも拡大して適用しようとする試みがあった。 

 

 特許庁は先行技術の検索過程における標準技術文献の活用を拡大するため、2014年

標準技術文献データベースを構築した。しかし、標準技術文献は標準範囲によって検

索キーワードが変わるため、特許分類が与えられていない状況で一般的なキーワード

検索では正確な検索結果を導出することが難しかった。このような点を補完するため、

2019年9月から5G通信標準技術文献のうち審査官の活用程度が最も高い3GPP(3rd Gene

ration Partnership Project、モバイル通信標準化グループ)の文献に対してCPCコー
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ドを与え始めた。 

 

＜表Ⅱ－1－1＞特許分類システムの比較 

分類シス

テム 
管理国 制定年度 コード数 特徴 

IPC WIPO* 1968年 7万6千個 
・国際特許分類システム 

・細分化の不足、検索効率性の低下 

CPC 
米国・ヨ

ーロッパ 
2013年 26万個 

・米国・ヨーロッパが共同開発した

分類システム 

・IPCを基にコードを細分化 

＊世界知的所有権機関(WIPO、World Intellectual Property Organization) 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 2019年に3GPPの技術分科の中で無線アクセスネットワーク(RAN)分野のワーキング

グループ(WG1)の30,889件の標準技術文献にCPCコードを付与したことに続いて、2020

年には38,602件の標準技術文献に追加でCPCコードを付与した。この過程で第4次産業

革命関連技術に関する分類コードであるZコードもともに与え、標準技術文献の書誌

事項の誤りを正す作業も同時に行った。 

 

 また、CPCコードを活用した分類検索が可能になるように検索システムを改善し、

改善された検索システム機能及び先行技術検索ノウハウに対する審査官教育を実施す

るなど、特許分類を活用した標準技術文献検索の基盤を整えた。 

 

＜標準技術文献に対する特許分類コードの付与(例示)＞ 
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 また、CPCが細分化され、明確な分類システムとして産業技術分野を包括するとい

う点に着目して産業通商資源部国家研究開発課題にCPCコードを与えるパイロット事

業を2回にわたって実施した。第1次パイロット事業(2020年2月)は産業用ロボットな

ど130件の課題を対象に、第2次パイロット事業(2020年7月)は素材・部品・装備関連9

7件の課題を対象に実施した。 

 

 パイロット事業を実施した結果、CPCコードを付与することで産業部国家研究開発

課題管理のために与えられる産業技術分類を補完することができることを確認した。

技術の発展方向に合わせて細分化されるCPCコードを付与することで、多様な研究開

発課題の技術的な特徴を正確に表現することができた。実例を見ると、日本の輸出規

制品目の一つであるフルオリンポリイミド関連課題は産業技術分類コード(400204：

電気・電子情報用素材技術)だけでは抽出が不可能であったが、CPCコード(C08G73/10

39：ハロゲン置換基を含むモノ(フルオリンポリイミドを意味する)を通じては別途の

キーワードの組合せなく正確に特定できた。 

 

 ハ．評価及び発展方向 

 

 今後様々な標準技術文献に対してもCPCコードを活用した分類検索を活性化すれば、

先行技術調査の効率性と正確性を高めることで特許審査品質もさらに高められると期

待される。 

 

 また、国家研究開発課題にCPCコードを付与することになれば、研究開発事業の重
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複投資有無がより正確に把握でき、CPCコード比較を通じて後続成果である特許が該

当研究開発課題から始まったものかどうか簡単に検証できる。そして、このように付

与されたCPCコードは膨大な研究開発課題データへのアクセスを簡単にする道しるべ

の役割を果たすことで、効果的な研究開発及び関連統計・分析が可能になると予想さ

れる。 

 

5．審査支援事業品質管理の強化 

 

特許審査企画局 特許審査企画課 工業事務官 ムン・ヨンジュン 

特許審査企画課 放送通信事務官 チョン・ウヨル 

 

イ．推進背景及び概要 

 

特許庁は1992年から審査官の審査負担を減らすために特許審査業務の一部である先

行技術調査を外部専門機関に依頼して迅速な特許審査を支援するとともに、特許審査

の品質を高める事業を推進している。特許法第58条及び実用新案法第15条の規定に基

づき、特許庁長は特許出願の審査において必要と認められた場合は専門機関に先行技

術調査を依頼することができる。現在特許・実用新案出願の先行技術調査専門機関の

指定・登録状況は以下の通りである。 

 

＜表Ⅱ－1－2＞特許先行技術調査専門機関の指定・登録状況 

指定・登録年度 特許先行技術調査専門機関 

1998 (財)韓国特許情報院 

2005 (株)WIPS、(株)韓国IP保護技術研究所 

2008 IPソリューション(株) 

2017 
ナラアイネット㈱、DRPソリューション㈱、㈱ミョンユ、㈱アイペッ

クス、㈱ TOTALIP 、㈱KTG 

2018 ㈱プロキオン、㈱IPGIN 

2020 世宗技術経営研究院㈱、㈱インプ 

＊㈱韓国IP保護技術研究所は2009年12月に自ら先行技術調査専門機関の指定取消を特許庁
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に要請したため、専門機関の指定が取り消される。 

＊＊IPソリューション(株)、㈱IPGINは2020年廃業した事実が確認され、登録取消となる。 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 2004年までは㈶特許情報院が単独で本事業を行ってきたが、2005年から㈱WIPS、IP

ソリューション㈱など民間企業を先行技術調査専門機関として追加指定した。2017年

6月には競争体制を強化し、調査品質を高めるため、専門機関指定制を登録制に転換

した。それによって2017年以後10社の民間企業が先行技術調査専門機関として追加登

録された。 

 

 特許・実用新案出願先行技術調査事業は当該年度審査処理件数の一定量を対象にア

ウトソーシングを行っている。2020年には約345億ウォンを投入して97,890件を依頼

した。 

 

＜表Ⅱ－1－3＞特許先行技術調査事業の推進実績 

年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

審査処理件数 176,256 172,342 182,037 177,145 166,908 177,465 190,831 

アウトソーシング件数 92,983 97,314 86,811 87,594 105,589 100,737 97,890 

アウトソーシング比率(％) 52.8 56.5 47.7 49.4 63.3 56.8 51.3 

執行額(百万ウォン) 27,706 31,686 31,826 32,778 36,774 33,825 34,454 

＊アウトソーシング比率=(アウトソーシング件数÷ 審査処理件数)×100 

 

また、2020年には専門機関の品質競争を強化するため、品質評価の結果が優秀な専

門機関の調査結果に対して高い単価を支払う方式を導入した。そして、審査課単位の

調査品質競争体制を構築することで、ある一つの審査課で品質が優秀な専門機関が該

当審査課の依頼物量を優先して確保できるようにすることで、33の審査課単位の調査

品質管理が可能となった。 
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 新型コロナウイルス感染の拡散による非対面時代に対応するため、国家情報院と協

議の下でセキュリティシステムを備えた先行技術調査専門機関を対象に調査員の一時

的な在宅勤務を認めた。それにより緊急状況にも事業が安定的に行われる基盤を構築

した。 

  

一方、特許庁は外国からのPCT国際調査依頼を適正期限内に処理し、PCT国際調査報

告書の品質を高めるため、2009年から国際出願先行技術調査事業を推進している。現

在国際出願先行技術調査専門機関の指定状況は以下の通りである。国際出願先行技術

調査事業は当該年度国際調査件数の一定量を対象にアウトソーシングを行っているが、

2020年には約153億ウォンを投入して国際調査全件(28,708件)をアウトソーシングで

依頼した。 

 

＜表Ⅱ－1－4＞国際出願先行技術調査専門機関の状況 

指定年度 国際出願先行技術調査専門機関 

2009 (財)韓国特許情報院 

2013 (株)WIPS、(株)KTG 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

先行技術調査のアウトソーシングは審査業務の負担を減らすと同時に効率を高め、

特許審査処理期間を安定的に維持することに貢献した。特許庁は審査官の審査処理負

担緩和を通じた審査品質向上に向けて調査品質管理の強化及び評価システムの改善な

どを持続的に推進していく計画である。 

 

6．特許審査における国際協力の強化 

 

特許審査企画局 特許審査制度課 工業事務官 クォン・ミンジョン 

工業事務官     チ・ムグン 

 

イ．PCT審査サービス 
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 PCT審査サービスはPCT国際調査機関及び国際予備審査機関としてPCT国際調査及び

国際予備審査業務を遂行するサービスである。 

 

 国際調査業務は国際出願発明と関連する先行技術を検索し、それに対する特許性有

無を検討してその結果を出願人に提供する業務である。また、国際予備審査業務は出

願人が国際調査結果を受け取った後、特許獲得の可能性を再び判断してもらおうとす

る場合、出願人の請求によって予備的な審査業務を遂行し、その結果を出願人に提供

する業務である。 

 

 どの特許庁が国際調査及び国際予備審査業務を行うかは管轄の国際調査機関及び国

際予備審査機関(通称「国際機関」という)の中から出願人が選択することになる。 

 

2020年末基準で計23の国際機関があり、韓国特許庁は1997年9月国際調査機関及び

国際予備審査機関として指定され、1999年12月から同業務を行っている。 

 

＜表Ⅱ－1－5＞国際機関(国際調査機関及び国際予備審査機関)の状況 

オーストリア(1978、1978)、ヨーロッパ特許庁(1978、1978)、日本(1978、1978)、スウ

ェーデン(1978、1978)、ロシア(1978、1978)、米国(1978、1978)、オーストラリア(197

9、1980)、中国(1992、1994)、スペイン(1993、1993)、大韓民国(1997、1999)、カナダ

(2002、2004)、フィンランド(2003、2005)、ブラジル(2007、2009)、ノルディック(200

6、2008)、イスラエル(2009、2012)、インド(2007、2013)、エジプト(2009、2013)、チ

リ(2012、2014)、ウクライナ(2013、2015)、シンガポール(2014、2015)、ビシェグラー

ド(2015、2016)、トルコ(2016、2017)、フィリピン(2017、2019) 

＊( )で前の数字は指定年度、後ろの数字は施行年度である。 

＊ノルディックはデンマーク、アイスランド、ノルウェーの連合特許庁であり、ビシェグ

ラードはポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの連合特許庁である。 

  

PCT加盟国は計153カ国であり、各加盟国は受理官庁を指定し、各受理官庁は業務を

行っている23の国際機関のうち一つ以上の管轄国際機関を指定している。出願人はPC
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T出願を受理した受理官庁の管轄国際機関のうち該当PCT出願の国際調査・国際予備審

査業務を行う国際機関を選択することができる。 

 

2020年末基準で韓国を管轄国際機関として選定した受理官庁は米国、インドネシア、

シンガポール、サウジアラビア、UAE、メキシコ、コロンビアなど計20機関である。 

 

 2020年の1年間韓国は28,085件の国際調査の依頼を受け、EPO、中国、日本特許庁に

続いて4番目に多い国際調査を遂行し、依頼件のうち8,946件が外国出願人のPCT出願

で、これを通じて約895万ドルの外貨を獲得した。 

 

 一方、特許庁は国内出願人のPCT利用拡大と利便性向上のために内国人を対象とす

るPCT説明会を2019年5月と12月にWIPO(世界知的所有権機関)と共同で開催したが、今

後も毎年同イベントを開催してPCTに対する多様な情報を出願人に提供する計画であ

る。 

＜表Ⅱ－1－6＞PCT国際調査の依頼状況 

区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

内国 13,579 15,016 14,798 16,264 18,064 19,139 

外国 14,889 12,888 10,361 9,651 9,206 8,946 

計 28,468 27,904 25,159 25,915 27,270 28,085 

 

＜表Ⅱ－1－7＞韓国がPCT国際調査サービスを提供している国 

フィリピン(2002)、ベトナム(2002)、インドネシア(2003)、モンゴル(2004)、シ

ンガポール(2004)、ニュージーランド(2005)、米国(2005)、マレーシア(2006)、

オーストラリア(2009)、スリランカ(2009)、タイ(2009)、チリ(2010)、ペルー

(2012) 、 サ ウ ジ ア ラ ビ ア (2015) 、 メ キ シ コ (2016) 、 コ ロ ン ビ ア (2017) 、

UAE(2018)、ブルネイ(2019)、カンボジア(2020)、ラオス(2020) 

 

 また、2018年7月から韓国特許庁はIP5(韓・米・日・中・ヨーロッパ)とPCT国際調

査の品質向上に向けた協力審査(PCT CS&E Collaborative Search and Examination)

を施行するなど、良質のPCT国際調査サービスを持続的に提供するために取り組んで

おり、PCTを通じた技術保護と出願人の利便性を高めるための改善活動もリードして

いく予定である。 
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 ロ．特許審査業務協力(WORK SHARING) 

 

 グローバル経済の到来とともに一つの発明を複数国に出願するケースが増えている

ことから、共通出願に対する国際審査業務における協力の必要性が高まっている。 

 

特許審査業務協力は他の特許庁が先に先行技術を調査・審査した結果を活用するた

めのもので、正式な制度として定着した特許審査ハイウェイ(PPH, Patent Prosecuti

on Highway)の他にも特許共同審査(CSP, Collaboration Search Program)など多様な

パイロットプログラムが運営されている。 

 

 PPHは一つの特許庁が国内審査またはPCT国際調査を通じて特許可能と判断した出願

に対し、他庁がその審査結果を活用して迅速に審査を行う制度である。特許庁は2021

年基準で34カ国の特許庁とPPH、31カ国の特許庁とPCT－PPHを施行している(PPHとPCT

-PPHを同時に施行している国家が29カ国で、全体施行国数は36カ国)。 

 

＜表Ⅱ－1－8＞PPH施行対象特許庁の状況 

区分 対象特許庁 

PPH 

(34カ国 

特許庁) 

日本、米国、デンマーク、イギリス、カナダ、ロシア、フィンランド、

ドイツ、スペイン、中国、メキシコ、シンガポール、ハンガリー、オー

ストリア、EPO、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェ

ー、ポルトガル、アイスランド、台湾、フィリピン、エストニア、コロ

ンビア、ポーランド、ニュージーランド、ユーラシア、ペルー、ベトナ

ム、サウジアラビア、チリ、ブラジル、マレーシア 

PCT-PPH 

(31カ国 

特許庁) 

日本、米国、中国、オーストリア、ノルディック(北欧特許機構)、デン

マーク、イギリス、カナダ、ロシア、フィンランド、スペイン、ハンガ

リー、EPO、オーストラリア、イスラエル、スウェーデン、ノルウェー、

ポルトガル、アイスランド、シンガポール、ドイツ、フィリピン、エス

トニア、コロンビア、ポーランド、ニュージーランド、ヴィシェグラー
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ド特許機関、ユーラシア、ペルー、チリ、マレーシア 

 

 2015年からパイロット事業として推進している審査業務協力プログラムである特許

共同審査(CSP；Collaborative Search Program)は特許審査着手前に複数庁の審査官

が各庁の先行技術文献情報を共有することで出願人が複数の国で速やかに強い特許が

取得できるようサポートする制度である。2015年9月から韓－米CSPを施行し、2019年

1月から韓-中CSPを施行している。また、2018年7月から施行中のPCT協力審査(CS&E)

も国際的な特許審査業務協力の事例と言える。 

 

 カンボジア(2019年11月)、ラオス(2020年7月)、ブルネイ(2020年9月)と施行中の韓

国登録特許効力認定制度はMOUを締結した相手国の特許出願と同じ最善日(優先日また

は出願日のうち早い日)を持つ韓国特許が登録された場合、出願人の申請により韓国

の審査結果がそのまま認められ、相手国で特許が登録できる業務協力プログラムであ

る。この制度を通じて特許審査インフラの不足によって審査遅延が起きている国家に

進出を図っている韓国企業が迅速に特許権を確保する上で役立つと期待される。 
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第2節 商標・デザイン審査分野 

 

1．概観 

 

商標デザイン審査局 商標審査政策課 書記官 キム・デヨン 

 

 商品は自分の商品を他人の商品と区別するために使用する標章であり、商標ユーザ

ーの業務上信用維持を通じて事業発展に貢献し、需要者の利益を保護するための制度

である。 

 

 2020年韓国の商標出願は2018年、2019年に続いて増加しているが、国内だけでなく

全世界の商標出願も堅調な右肩上がり傾向にある。このような流れの中で各国の特許

庁は出願人に適正な審査処理期間と良質の審査サービスを提供するために取り組んで

いる。 

 

＜図Ⅱ－1－1＞最近5年間の国内商標出願件数及び処理期間 

 

 

一方、2020年審査処理期間は商標8.9カ月、デザイン4.6カ月を記録し、出願増加に

もかかわらず審査処理期間を適正水準で維持するために努力した。但し、2018年以後

商標出願が大幅な増加を記録し、処理期間を管理することが重要な課題となっている。 
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 韓国特許庁は適正時点で審査を処理すると同時に審査品質を高めるために積極的に

取り組んだ。チーム長中心の審査品質管理システムを構築し、統計に基づいた審査品

質管理を実施するなど品質管理システムの革新に取り組んだ。 

 

 また、出願人の利便性を高めるため、商標、デザイン法制を整備する過程で立体商

標など非典型商標の審査判断基準を具体化する内容を含め、審査の正確性を高めるた

めに審査基準を改正した。 

 

 そして、スマート商標システムに続いてスマートデザインシステムの構築を完了す

ることで審査ミスを減らし、審査をより効率的に行えるシステムを整えた。 

 

 同時に、TM5/ID5会議など国際橋梁を通じてCOVID-19への対応に向けて主要国との

共同協力を推進した。 

 

2．商標・デザインの権利化支援及び審査品質の向上 

 

商標デザイン審査局 商標審査政策課   書記官  キム・デヨン 

デザイン審査政策課 行政事務官  ソン・ウンミ 

商標審査政策課 行政事務官 チョ・ムンサン 

 

イ.推進背景及び概要 

 

 商標は出願人が出願当時使用中もしくは使用するために商品発売と同時に出願され

るケースが多い。また、デザインはほとんど製品のライフサイクルが短く、迅速な権

利化が求められるため、審査処理が適時に行われる必要がある。そこで、韓国を始め

とする主要国は迅速な審査処理のために様々な取り組みに力を入れている。 
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＜表Ⅱ－1－9＞主要国における商標・デザイン審査処理期間の状況 

(単位：カ月) 

区分 韓国(2020年) 米国(2019年) 日本(2019年) 

商標 8.9 2.6 9.9 

デザイン 4.6 13.8 6.2 

 

 特許庁は1人当たりの審査処理量をコントロールするなどの自助努力を通じて2020

年商標審査処理期間8.9カ月、デザイン審査処理期間4.6カ月を維持した。2019年に比

べて処理期間がやや遅れてはいるが、商標出願の急増にもかかわらず処理期間の遅延

を最小化するために努力し、デザインの場合は主要国の中で最も速い水準の審査サー

ビスを提供した。 

 

 一方、審査品質の向上に向けた取り組みも続いた。審査品質の向上は制度改善と審

査インフラの拡充、そして審査官の審査能力の強化が調和を成した時にこそ可能にな

る。特許庁は2013年度にこれらの3要素を盛り込んだ「商標・デザイン品質向上戦略」

を策定して持続的に推進し、2016年度にはその後続措置として直近5年間の商標審査

統計分析を基に総合的な「審査品質管理指数」を設計してそれを成果評価に反映した。

また、課長及びチーム長中心の審査品質点検会議を2020年度にも継続して運営するな

ど審査品質の向上に向けて多角的な努力を傾けた。一方、民間の専門家とともに審査

品質イシューを議論する官民合同商標デザイン審査品質諮問委員会をCOVID-19の影響

でオンライン開催し、現場の意見を聞く機会を設けた。 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 1)チーム長中心の審査品質管理システムの強化 

 

 2020年3月には高品質な審査環境作りのため「統計基盤の商標審査品質管理計画」

を策定・施行した。現在の品質管理システムでは審査官・チーム長・課長間コミュニ

ケーションと協議が重要であり、特にチーム長が品質管理の中心的な役割を果たす。
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同時に、課単位の審査品質管理協議会を毎週開催し、査官1人が決定し難い審査件に

対して協議審査を通じて判断している。一方、2020年には不正目的の出願と疑われる

件をより正確に審査できるよう共同審査を義務づけた。 

 

2)審査インフラの拡充及び審査システムの改善 

 

迅速かつ正確な審査のために先行商標・デザイン調査分析事業、商品及びデザイン

物品分類事業など審査支援事業も重要である。このような事業を通じて審査官の審査

負担を減らし、審査品質を高めるために取り組んでいる。 

 

また、最近は人工知能を活用するなど審査システムを改善して審査効率性を高める

ために努力した。商標審査では人工知能を活用した図形検索システムを試験的に導入

し、既存検索記録のある標章に対する質疑語を検索頻度によって推薦する質疑語推薦

検索システムを準備している。デザイン審査の場合、人工知能がキャラクターデザイ

ン出願と類似度の高いイメージを審査官に推薦する人工知能基盤のデザイン検索シス

テムのパイロット事業を推進している。 

 

3)審査官能力の強化 

 

審査品質において最も重要な要素の一つは審査業務を行う審査官の能力である。そ

こで商標・デザイン審査官の審査能力を高めるため、審査官が参加する審査品質活動

報告大会・研究会の運営、外部専門家による講演、審査参考資料の発刊など様々な取

り組みを展開した。 

 

審査品質活動報告大会は審査品質管理の主体である審査官－審査チーム－審査課単

位の全員参加の下で品質改善事項を発掘して共有・拡散するための品質向上活動であ

る。また、商標・デザイン審査品質点検会議は審査課長及びチーム長中心の研究会で、

審査政策方向などを共有することで審査の一貫性を高める上で貢献している。一方、

学界及び弁理士など専門家の講義を通じて第4次産業革命など市場の環境変化を審査

に反映した。また、新しい政策及び制度改善課題を発掘し、制度変更事項を共有する
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ために商標・デザイン制度研究会(デザインアカデミー)を2020年計10回開催した。そ

して、国内外商標・デザイン法令及び制度などに関する審査参考資料を発刊して審査

官が活用できるようにした。 

 

＜表Ⅱ－1－10＞2020年商標・デザイン制度研究会及び審査品質点検会議の状況 

日付 研究会及び会議のテーマ 

2020年1月 
2020年商標・デザイン制度の動向説明会 

ロカルノ分類専門家会議のイシュー事項 

2020年2月 
専門家が詳しく説明するデザイン検索システム 

デザイン審査基準改正案の主要内容 

2020年6月 
グローバル観点から見た韓国のデザイン保護法 

特殊関係者のフランチャイズ商標出願審査改善策の議論など 

2020年7月 

著作権と商標・デザインの関係 

FTA保護リスト関連の審査状況 

イギリスのEU離脱による商標出願及び更新変更内容など 

2020年8月 模倣・類似キャラクターデザインの事例及び著作権での判断 

2020年11月 知的財産権法での機能性の役割 

2020年12月 

審判便覧(第12版)デザイン分野の案内 

最近デザイン争点の審・判決例の紹介 

商標審査基準及び類似商品審査基準の一部改正案 

最近特許裁判所・最高裁判所の商標争点判決及びイシュー事件 

 

＜表Ⅱ－1－11＞2020年商標・デザイン審査参考資料の発刊状況 

日付 審査参考資料 

2020年1月 商標審査基準/類似商品審査基準 

2020年3月 
デザイン審査基準 

マドリード議定書及び共通規則、施行細則 

2020年4月 ハーグユーザーガイド 

2020年7月 マドリード議定書による国際商標出願ガイド 

2020年10月 デザイン関連法令集 

2020年11月 国際デザイン審査通知書の英文例文集 

2020年12月 
商標審査便覧 

商標審査基準/類似商品審査基準 
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物品類別物品目録 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

 特許庁が実施した2020年度商標・デザイン審査品質顧客満足度調査で、商標・デザ

イン審査分野の総合満足度は各々75点台、77点台を記録し、2019年と同水準もしくは

小幅上昇したことがわかった。特許庁は顧客満足度をさらに高めるため2021年度にも

審査品質管理のための主要課題を策定して施行する予定である。また、審査処理期間

の遅延を最小限に抑え、出願人が商標・デザイン権を適正時点で確保できるように支

援していく計画である。  

 

＜表Ⅱ－1－12＞2020年度顧客満足度調査の結果 

区分 
総合 

満足度 

記載事項の

理解容易性 

審査官の 

審査専門性 

法適用の 

公正性 

審査官説明の

理解容易性 

審査官の 

親切度 

制度改善に向け

た努力満足度 

商標 75.06 77.42 76.57 79.83 78.62 80.19 77.76 

デザイン 77.95 75.94 80.78 83.2 76.75 81.59 82.67 

 

3．商標・デザイン調査分析など審査インフラの改善 

 

商標デザイン審査局 商標審査政策課 行政事務官 キム・ナムギュ 

デザイン審査政策課 行政事務官  ソヌ・ハンモ 

 

イ．調査分析など商標・デザイン審査支援事業の展開 

 

1)推進背景及び概要 

 

特許庁は商標・デザイン審査官の審査負担を緩和し、審査品質を高めるため審査の

一部業務を外部専門調査機関に依頼して処理している。例えば、出願商標の意味と使

用実態を調査・分析し、先出願・先登録商標デザインなど参考証明資料を検索して審

査官に提供することである。また、国際商標出願・デザインの場合、指定商品・物品
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を翻訳して分類コードを与えることで審査官が速やかに検索できるように支援してい

る。  

 

＜表Ⅱ－1－13＞商品翻訳、商品分類、図形商標分類の例示 

英文商品翻訳 

digital cameras 

headphones 

smartphones 
 

digital cameras(デジタルカメラ) 

headphones(ヘッドフォン) 

smartphones(スマートフォン) 

商品分類 
(ハングル商品)ウィスキー 

(英文商品)smartphones 
 

G0602(ウィスキー、ウォッカ、ワインなど) 

G390702(無線電話機、デジタル携帯電話) 

図形商標分類 
 

 

180109 (自動車) 

070124 (居住地) 

 

 2)推進内容及び成果 

 

イ)商標調査分析事業 

 

特許庁は2003年(財)韓国特許情報院を商標専門調査機関として指定して本事業を行

ってきたが、2005年12月に㈱WIPSを、2015年2月にはナラアイネット㈱、㈱KTGを各々

追加指定した。一方、2019年競争体制の導入を通じた品質向上を図るため、専門機関

指定制から登録制に転換し、商標法第51条に基づき一定の専担人材、装備、セキュリ

ティシステムなどを備えた場合は商標調査専門機関として登録できる。専門機関が担

当する事業物量は調査品質などを評価して物量配分審議委員会の決定によって振り分

ける。2020年4月に3つの専門機関(㈱Myungyou、㈱Totalip、IPK㈱)が新規登録して計

7つの機関が事業を行っている。 

 

＜表Ⅱ－1－14＞商標調査分析事業の推進実績 

(単位：件) 

区分 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019年 2020年 

国内商標調査分析 74,213 85,082 86,184 88,440 82,410 116,461 

国際商標調査分析 - - - - 5,942 5,187 
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特許庁は調査分析事業の品質を高めるために毎年調査員を対象に商標法理論及び審

査実務高級教育、調査品質向上策を模索するためのワークショップ、セミナーなどを

定期的に実施している。 

 

2013年からは先行商標検索中心から脱して審査に必要な全ての資料を調査するよう

事業を改編し、2014年10月にはこれまで改編された事業内容を制度化し、事業を体系

的に運営・管理するために「商標・デザイン専門機関の指定及び運営と審査支援事業

管理などに関する告示(特許庁告示第2014－25号)」を制定した。2015年には事業物量

配分委員会を構成・運営し、専門機関間の事業物量配分において客観性・透明性を図

るとともに、評価結果を専門機関事業物量と調査員の個人成果につなげるなど品質管

理を強化した。2019年には登録制の施行など変更内容を反映して「商標調査など商標

審査支援事業の管理に関する告示」を制定し、2020年からは登録制導入以後公正かつ

客観的な評価を行うため、韓国特許戦略開発院を評価専担機関として指定し、納品件

の一部を抽出・評価し、その結果を物量配分に反映している。 

 

ロ)国際商標登録出願指定商品翻訳及び分類事業 

 

 特許庁は2004年から㈶韓国特許情報院を通じて英文指定商品の韓国語翻訳を始め、

2009年度からは㈱WIPSを新たに参入させて複数機関競争体制で事業を運営し、英文指

定商品の分類まで事業範囲を拡大した。 

 

＜表Ⅱ－1－15＞国際商標登録出願指定商品の翻訳及び分類事業の推進実績 

(単位：件) 

区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

英文指定商品の翻訳 

アウトソーシング件数 
14,616 14,933 13,665 14,060 19,521 19,521 

英文指定商品の分類 

アウトソーシング件数 
102,312 104,951 95,774 98,420 136,647 184,380 
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ハ)指定商標分類事業及び図形商標分類事業 

 

 検索の効率性とDB管理のため、指定商品分類事業は2008年、図形商標分類事業は20

09年からそれぞれスタートした。分類品質を高めると同時に事業を安定的に定着させ

るため、定期的に商品分類と図形分類の理論及び実務高級教育、セミナー、分類品質

点検会議、特許庁審査官と調査機関の分類担当者間の定期的な交流などを実施して業

務ノウハウを共有するとともに、審査官と分類担当者が分類結果に対して随時意見を

交わすことで誤分類の発生を最小限に抑えられるように様々な努力を傾けている。 

 

＜表Ⅱ－1－16＞指定商品分類事業及び図形商標分類事業の推進実績 

(単位：件) 

区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

指定商品分類 

アウトソーシング件数 
534,351 356,553 372,315 386,532 392,616 497,614 

図形商標分類 

アウトソーシング件数 
76,450 64,415 68,277 70,198 67,494 73,640 

 

ニ)デザイン調査分析事業 

 

 特許庁は2008年4月「商標・デザイン専門調査機関の指定及び運営に関する要領(特

許庁告示第2008－9号)」を制定したことで、該当年度の下半期から㈶韓国特許情報院

と㈱WIPSをデザイン専門調査機関として指定し、2015年にはナラアイネット㈱、㈱KT

Gを追加指定し、計4つの専門機関が調査分析事業を運営している。一方、デザイン専

門調査機関はデザイン保護法第59条の規定に基づき、デザインに対する専門知識を有

する人材と装備、セキュリティ管理能力を備えた企業(法人)を指定し、専門機関が行

う事業物量は事業物量配分委員会を通じて配分している。 
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＜表Ⅱ－1－17＞デザイン調査分析事業の推進実績 

(単位：件) 

区分 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

アウトソーシン

グ件数 
6,514 10,228 19,980 23,868 28,519 30,061 28,608 29,208 30,408 29,375 

 

同事業の核心は審査に活用できる正確な情報の提供であり、調査員の能力が重要で

ある。そのためデザイン保護法に関する教育と審査官・調査員間の懇談会開催、審査

品質向上に向けた半期別ワークショップの開催などを通じて調査員の業務能力を高め

ている。2020年12月には「デザイン専門機関の指定及び運営と審査支援事業管理など

に関する告示(特許庁告示第2020－38号)」を改正し、専門機関別の事業物量配分のた

めの総合品質点数システムを構築することで、専門機関間の事業物量の振り分けにお

ける客観性・透明性を図っている。 

 

ホ)デザイン物品分類事業 

 

特許庁は審査官が先行デザインを効果的に検索できるようにするため、機能及び用

途と形態によって固有の韓国物品分類基準を定立し、それによって出願デザインに対

して物品分類コードを付与している。2016年度からは全体出願件を外部専門機関に依

頼して分類の一貫性を高めている。また、分類専門官、分類員などが参加して分類争

点及び改正検討事項などを議論するデザイン物品分類研究会の随時開催などセミナー

活動を強化している。 

 

へ)公知デザイン審査資料整備事業 

 

この事業は公知された最新デザインを審査資料として収集し、デザイン審査に活用

できるようにDBを構築する事業であり、これに関する知識やデータ加工能力を備えた

企業をデザイン専門調査機関として指定し、アウトソーシングを行っている。収集対

象となるデザインは、第一にインターネットを通じて公開・公知されるデザイン、第
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二に雑誌、カタログなどを通じて公開・公知されるデザイン、第三に米国、ドイツ、

日本、ヨーロッパ、WIPOなどのデザイン登録・公開公報に収録されたデザインなど大

きく3つで構成される。2012年度からはこれに加えて中国のデザイン公報と伝統文様

関連のデザインも審査参考証拠資料として収集した。2013年度からは韓国コンテンツ

振興院との業務協約を通じて提供を受けたキャラクターデザインと韓国デザイン振興

院のデザイン公知証明を通じて寄託されたデザインを審査参考証拠資料として収集・

構築している。年度別の事業実績は以下の表のとおりである。 

 

＜表Ⅱ－1－18＞公知デザイン審査資料の収集・整備状況 

(単位：件) 

 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

外国 

公報 

日本 23,572 25,357 30,311 24,120 30,217 27,052 25,139 24,743 27,890 25,874 

米国 21,608 22,361 28,089 19,883 25,083 31,040 26,882 27,627 33,827 35,597 

EUIPO 69,585 62,684 89,778 48,644 91,065 102,725 75,432 81,475 96,791 74,956 

WIPO 3,571 13,079 20,866 11,968 14,207 15,383 17,923 14,954 22,210 18,865 

ドイツ 22,836 30,788 52,585 45,489 33,289 43,670 37,570 41,625 32,715 32,423 

中国  41,747 23,748 45,385 37,049 51,187 101,569 99,492 53,314 62,259 

小計 141,172 196,016 245,377 195,489 230,910 271,057 284,515 289,916 266,748 249,974 

実用新案 3,768 2,634 4,837 3,945 4,056 2,960 1,982 2,697 2,525 1,883 

画像 5,086 8,037 4,422 1,349 1,603 3,000 1,682 1,628 1,769 1,518 

フォント 1,500 - 575 400 450 556 483 1,093 670 708 

カタログ 23,665 20,569 24,626 37,708 24,190 34,519 31,911 29,945 29,438 24,241 

キャラクター

DB 

  6,549 6,221 5,597 5,354 5,924 6,260 4,661 6,058 

公知証明   2,240 438 159 248 449 650 713 541 

インターネッ

ト公知 

180,247 156,160 52,213 81,817 54,835 43,015 50,300 43,380 35,886 38,653 

国内公報          886 

合計 355,438 383,416 340,839 327,367 321,800 360,709 377,246 375,569 342,410 886 
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＜表Ⅱ－1－19＞デザイン審査資料の保有状況 

(2021年3月基準) 

区分 数量 蓄積期間 

国内 

デザイン公報 1,705,648件 1960～ 

実用新案公報 490,186件 1999～ 

海外 

日本公報 1,500,138件 1999～ 

中国公報 509,954件 2012～ 

WIPO公報 270,382件 1998～ 

EUIPO公報 1,237,033件 2003～ 

米国公報 448,992件 2002～ 

ドイツ公報 488,938件 2006～ 

過去海外公報 676,892件 ～1999 

その

他 

カタログ、インターネット 4,823,997件 1980～ 

画像デザイン 180,591件 2003～ 

フォント 35,075件 2004～ 

平面デザイン 217,493件  1960～ 

合計 12,585,319 件  

 

ト)国際デザイン審査基盤構築事業 

 

 2014年7月事業開始によって、英語出願書の翻訳とともに先行デザイン検索のため

の韓国物品分類コードの付与をより迅速に処理するため、韓国特許情報院と㈱WIPSの

複数機関を通じてアウトソーシング事業を運営している。これによって審査官の業務

負担を減らし、国際デザイン1次審査処理期間の短縮と品質向上に貢献している。 

 

3)評価及び発展方向 

 

 イ)商標調査分析事業 
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 この事業は出願が持続的に増加している状況の中で審査処理期間を安定的に管理す

るとともに審査品質を高めることに貢献している。 

 

今後適正審査処理期間を維持し、審査品質を高めるために2012年基準で全体出願件

数の30％水準であったアウトソーシング物量を2020年46％まで拡大し、今後50％まで

拡大していく計画である。また、調査品質を高めるための調査員能力強化教育の実施

及び品質評価の改善、専門機関間競争体制の強化で調査事業の品質を高めていく計画

である。 

 

 ロ)国際商標登録出願指定商品翻訳分類事業 

 

 同事業は国際商標登録出願指定商品の正確かつ迅速な翻訳及び分類を通じて、国際

出願制度の施行を目指す条約である「マドリード議定書」に明示された18カ月の審査

処理期間を遵守するとともに、審査品質を高めるために持続的な努力を傾けてきた。

特に、高品質の審査のため、現在専門機関内の翻訳・分類人材に対する持続的な能力

強化教育を実施しているが、今後もワークショップ、セミナー、外部委託教育など

様々な努力を傾けて誤訳及び誤分類の発生を最小限に抑えるよう管理していく予定で

ある。 

 

 ハ)指定商品分類事業及び図形商標分類事業 

 

 指定商品分類の核心は一貫性を維持しながらも正確かつ迅速な分類を通じて円滑な

審査業務を支援することである。そのため分類人材の能力を強化するための理論及び

実務教育を持続的に実施し、評価結果をフィードバックすることで事業品質評価と管

理を強化していく計画である。また、調査機関と連携して分類業務処理プロセス別の

ノウハウと商品類別・図形商標分類別のノウハウを体系的に整理した指針書を活用し

て誤分類率をさらに下げていく予定である。 

 

 また、専門機関内に商品分類及び図形商標分類専門家を指定・育成し、特許庁分類
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担当審査官を中心に国際商品分類の改編またはウィーン分類の改編など国際商標分類

環境の変化に適切に対応していく予定である。 

 

 ニ)デザイン調査分析事業 

 

この事業はデザイン審査の一部業務である先行デザイン調査など登録可能性分析を

外部の専門機関に依頼するものであり、専門性を備えた調査人材の確保と審査環境の

構築及び非公開デザインなどに対する厳しい保安管理が重要である。特許庁はデザイ

ン審査マニュアルを具体的に作成して専門機関に提供し、より体系的な教育を実施し

ている。また、デザイン審査システム機能を改善するとともに、一方VPN(Virtual pr

ivate network、仮想私設網)と特許ネットシステムを通じたデザイン資料の伝送と専

門機関の保安管理にも万全を期している。 

 

 2020年審査処理期間は4.6カ月を達成し、2020年度以後は5カ月を維持しつつ、審査

品質を高めるため、2020年基準全体出願件数に比べて42.1％水準であるアウトソーシ

ング規模を今後80％まで徐々に拡大することで、審査処理期間の短縮と品質向上に大

きく役立てるように運営する計画である。同時に、調査分析品質を高めるための調査

員能力強化プログラムの改善と総合品質点数に基づいた事業物量配分など品質管理に

持続的な努力を傾ける計画である。 

 

 ホ)デザイン物品分類事業 

 

 ロカルノ協定加盟によって2015年からデザイン公報にロカルノ分類を韓国分類と並

行して表記している。韓国がロカルノ協定に加盟した目的は、第一にデザインの物品

分類に対する国際的な統一化流れに対応してロカルノ分類システムに転換し、ハーグ

協定に加盟するためである。第二に、国際的に統一された分類システムによって海外

デザイン権獲得の費用及び時間が節約できる。一方、デザイン物品分類業務は審査官

の審査負担を減らし、分類の一貫性及び正確性を確保するために全体出願件数を外部

デザイン専門機関にアウトソーシングしている。 

 



2020年度知的財産白書 

106/694 

特に、分類及び検索効率性の向上など審査品質を高めるために2016年ロカルノ分類

基盤の新しい韓国型単一分類システムを開発し、2017年デザイン物品分類定義書作成

事業を完了し、2018年から2020年までデザイン検索DB再分類事業を推進し、特許ネッ

トシステムに搭載された全体デザイン検索DBを新韓国分類に再分類した。新韓国分類

は2021年初めから段階的な導入を経て、2021年7月からは本格的に審査に活用される

予定である。 

 

ヘ)公知デザイン審査資料整備事業 

 

 本事業の核心は多様な最新公知デザイン資料を収集し、それを正確に加工及び分類

して速やかに特許庁審査官に提供することである。そのためにロシア、中国など主要

国のデザイン公報と最近重要度が増しているキャラクター資料を追加でDBに搭載する

などの努力を持続的に傾けていく計画である。 

 

ト)国際デザイン審査基盤構築事業 

 

 韓国特許庁は国際デザイン登録出願の正確かつ迅速な翻訳及び分類を通じて、国際

出願制度を施行するための条約である「ハーグ協定」に明示された12カ月の審査処理

期間を遵守すると同時に審査品質を高めるために持続的な努力を傾けてきた。特に、

正確かつ迅速な翻訳のために翻訳指針書を作成・活用することで翻訳一貫性の維持に

力を入れており、研究会の開催など定期的な能力強化教育を通じて誤訳・誤分類の発

生を最小限に抑えるよう管理していく予定である。 

 

4．商標・デザイン分野における国際協力の強化 

 

イ．商標分野における国際協力システムの構築 

 

商標デザイン審査局 商標審査政策課 行政事務官 ソ・ナリ 

 

1)推進背景及び概要 
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商標制度は属地主義の性格を持っており、国内に出願・登録された先行商標を基準

として審査するため、他の知的財産権に比べて国際協力の必要性が相対的に少なかっ

た。しかし、2000年代以後韓国企業(ブランド)の海外進出が活発になり、海外ブラン

ドの輸入が増えたことで、国家間商標制度の理解と協力が重要になっている。 

 

2)推進内容及び成果 

  

韓国は責任のある国際社会の一員として活動し、韓国出願人の利害関係を国際議論

に反映させるため、審査結果比較分析事業、商品名称記載方法、TM5ウェブサイト構

築などの事業をリードし、2013年と2018年にはTM5年次会議の開催に成功するなどTM5

活動に積極的に参加している。 

 

2016年10月中国で開催されたTM5年次会議で韓国特許庁主導事業の結果報告及び今

後計画などを紹介して加盟国から大きな反響を得た。2017年にはEUIPOが主催するTM5

年次会議に出席して「審査結果比較分析事業」及び「商品名称記載方法に対する情報

提供事業」に対するテストケース分析結果を発表した。 

 

 2018年年次会議はソウルで開催し、「第4次産業革命時代、ブランドとデザインの

未来」をテーマとして韓国商標・デザインウィークを運営し、ソウル国際商標・デザ

インフォーラム、展示、INTA(国際商標協会)と国際シンポジウムなどを通じて韓国出

願人と海外特許庁間の交流を支援した。 

 

2019年に日本で開かれたTM5年次会議で特許庁は新規事業である「模倣商標認識向

上事業」推進の承認を得た。2020年はCOVID-19によってテレビ会議形式で年次会議を

進め、COVID-19に対応するTM5・ID5共同声明書を採択し、COVID-19パンデミックによ

って変わった商標政策に対して議論した。 

 

同時に、商標分野において多出願国家である米国、日本、ヨーロッパ及び中国の法

制を研究し、彼らの長点を韓国の法制に反映するために個別的に二国間専門家会議も
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毎年開催している。専門家会議を通じて国家別制度改善の動向、最新商標審査イシュ

ー、審査動向に対して共有し、商標法の改正及び審査プロセスの改善のための資料と

して活用している。また、海外に進出する韓国企業の商標権を保護するため、海外商

標制度の分析情報を提供し、企業の意見は二国間会議を通じて該当国に提案している。 

 

 3)評価及び発展方向 

 

韓国は商標分野の国際議論をリードするTM5会議に継続して積極的に参加する予定

である。特に、韓国が主導する協力事業である「審査結果比較分析事業」及び「模倣

商標認識向上事業」を推進し、新規事業の発掘を通じて韓国特許庁が主導する事業の

範囲を拡大して知的財産G5としてのプレゼンスを高めていく計画である。また、米

国・日本・ヨーロッパ・中国との活発な二国間強力を通じて、TM5でまだ議論されな

かったテーマに対して別途議論し、韓国出願人の海外出願における利便性を高めるた

めに積極的に取り組んでいく予定である。特に、中国での悪意的な商標先取り問題、

韓流拡散による模倣商標問題などに積極的に対応するため、長官会合、専門家会合な

ど二国間協力チャンネルを活用して中国内韓国企業の商標権創出及び保護環境の改善

に向けた協力事業などに積極的に取り組んでいく方針である。 

 

ロ．デザイン分野における国際協力システムの構築 

 

商標デザイン審査局 デザイン審査政策課 施設事務官 キム・ジフン 

 

 1)デザイン法条約(DLT、Design Law Treaty) 

 

 イ)推進背景 

 

 2005年WIPOの「商標・デザイン及び地理的表示に関する常設委員会(The Standing 

 Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Ind

ications、SCT)」では世界各国のデザイン保護法制及び制度が相異なることから出願

人の不便が大きいという点で認識を共にし、デザイン関連手続きの国際的な調和と簡
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素化を目標として本格的な議論を始めた。2007年から2009年まで各国の制度に対する

アンケート調査と分析など基礎作業(Study on the potential impact of the work o

f SCT on industrial design law and practice)を完了し、2010年から加入国間協議

を経てデザイン法条約案を取りまとめた。 

 

 この条約案は商標分野の商標法条約(TLT)とシンガポール条約(STLT)、特許分野の

特許法条約(PLT)と同様、各国のデザイン保護法制に影響を与える可能性があるため、

一部条項をめぐって国家別、地域別に自国の利益を守るため様々な対立が続いている。 

 

 ロ)推進内容及び成果 

 

 デザイン法条約(DLT、Design Law Treaty)は産業デザイン出願に関する簡素化した

国際規範を設け、条約加盟国の国内法にそれを反映させるためのものであり、商標分

野の商標法条約(TLT、Trademark Law Treaty)、特許分野の特許法条約(PLT、Patent 

Law Treaty)などに対応する概念である。 

 

 条約案は出願内容、代理人の選任、出願日の認定要件、新規性喪失の例外、創作者

名義での出願、出願の分割、公開延期、交信用の住所、更新、期限の救済、権利回復、

実施権、名義変更、名前・住所の変更など32条項で構成され、条約規則は出願手続き、

権利回復、実施権、変更または訂正など17条項で構成されている。 

 

この条項の中で殆どの条項は既に韓国のデザイン保護法に反映されているが、代理

人の選任、期限経過の救済、優先権の回復、実施権、名前・住所変更などの条項は今

後国内法に反映するための検討が必要である。 

 

 2020年12月末基準で条約案の大部分は合意に至っているが、一部条文に対しては国

家間で異見がある状態である。2014年第32回常設委員会でアフリカグループなど途上

国側が伝統知識を直・間接的に表現したデザイン出願はそれに対する出処、情報など

を出願書に記載し、事前使用許諾を得るようにする条文の追加を提案した。しかし、

それに対して韓国を始めとする先進国グループはデザイン法条約はデザイン出願の簡
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素化のための手続に関する条約であるため出願の実体的な内容を定める条文の追加に

反対してきた。以後数回にわたる仲裁案の提示にもかかわらず完全な合意には至って

いない状況である。2019年第42回常設委員会でロシアとベラルーシがデザイン法条約

の締結に向けた外交会議の開催を提案するなど一時合意の糸口が見えたが、その後開

催された総会で交渉は物別れに終わった。2020年第43回常設委員会ではCOVID-19パン

デミックによってデザイン法条約のように加盟国間で踏み込んだ議論が必要なテーマ

は取り扱われず、総会では一部加盟国がデザイン法条約に関する議論の進展を呼びか

ける発言をした。デザイン法条約の締結に向けた外交会議開催関連の案件は2021年開

催予定である特別加盟国総会(2021 extraordinary session of the Assemblies of t

he Member States of WIPO)で議題として取り扱われる予定である。 

 

 ハ)今後の推進計画 

 

 現在デザイン法条約(DLT)に対する議論は途上国のための技術的支援(technical as

sistance and capacity building)のための条項を宣言文でなく条文に明示する問題

と遺伝資源(Genetic Resources)、伝統知識(Traditional knowledge)表現物の出処を

出願書に表示することを義務付ける内容を盛り込んだ新規条文を条約案に追加する提

案をめぐって先進国グループと途上国グループ間で異見が続いている状況である。韓

国は地域的にはアジアグループに属しているが、デザイン制度の成熟度の側面からは

先進国に該当するため、既存開発途上国及びアジアグループとは少し立場の違いを存

在していることが事実である。したがって現在議論中であるデザイン法条約の細部条

文と現行デザイン保護法間の相違点の認識、今後条約締結及び協定加盟が韓国産業に

及ぼす影響、デザイン分野国際規範の形成過程における役割など様々な側面を総合的

に考慮して議論過程に参加している。 

 

 2)韓・中・日多国間協力システム 

 

 イ)推進内容及び成果 

 

 韓国、中国及び日本は毎年全世界で出願されるデザインの約60％以上を占めるデザ
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イン分野の主要国である。韓・中・日の3国は単なる情報交換のレベルを超えてデザ

イン制度の国際調和と発展を図るため、2010年から毎年「韓・中・日デザインフォー

ラム」を3国が順番に開催している。このフォーラムは細部的な沿革から見ると、200

9年第9回韓・中長官会合によって開催された韓・中デザインフォーラムが韓・中・日

デザインフォーラムに拡大・改編されたものである。このフォーラムは3国の特許庁

担当者のみならず、一般人、企業人、デザイナー、知財権関連の専門家など200人余

りが参加するイベントであり、3国のデザイン保護制度の主要改正内容や動向を共有

し、3国のデザイナーなど実務者が現場の声を伝える場である。 

 

韓国は2014年に「デザインの保護と振興の調和(Design、beyond protection)」を

テーマとして3国のデザイン制度の動向はもちろん、デザインを通じて第3世界支援と

雇用創出事例に関する情報を交換した。2017年には韓国主管で「キャラクターデザイ

ンの保護」をテーマに3国のキャラクターデザイン保護状況と制度的調和、そして国

際規範形成に貢献できる方法を模索した。日本で開催された2018年度韓・中・日デザ

インフォーラムでは「デザイン経営のためのデザイン保護」に関して3国の企業と官

庁がともに議論する場が設けられた。2019年には中国無錫で「家電製品のデザイン保

護」というテーマで最新技術と結合した家電製品デザインのトレンドとデザイン保護

戦略に対して共有する時間を設けた。2020年はコロナパンデミックによりフォーラム

が取消となり、2021年には韓国開催が予定されている。 

 

 ロ)今後の推進計画 

 

 韓国は韓・中・日デザインフォーラムを通じてデザイン分野における3国の堅調な

協力システムを構築し、各国企業及びデザイナーにデザイン保護制度の認識を高める

ため力を入れている。同時に、デザインフォーラムは3国間制度改善事項と発展方向

などに関する正確な情報を迅速に取得できる窓口として活用され、相互政策開発及び

制度発展に大きく貢献すると見られる。 

 

 3)韓・日、韓・中専門家協力 
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 イ)推進内容及び成果 

 

 韓国特許庁は日本、中国と各々毎年デザイン専門家会議を開催している。日本のデ

ザイン保護制度は韓国と類似しているため、相互の制度を理解して関連事例を共有す

ることが実務的にも大いに役立っている。韓国と日本がハーグ協定への加盟を同時期

に推進した点、保護対象の拡大において時期的に調和を成してきた点はその事実を反

映している。一方、中国とは日本に比べて制度的に相違点が多いが、二国間の貿易量

や中国が世界デザイン出願で占める割合などを見ると、部分デザイン制度の導入とハ

ーグ協定加盟など今後中国デザイン制度の変化を注意深く見極める必要がある。 

 

韓・日デザイン専門家会議の場合、2014年には以前とは違って韓・日間でハーグ協

定加盟を控えた時点で共同協力方策に関して議論し、一方韓・日共同審査結果比較プ

ロジェクトの推進に合意し、ロカルノ国際デザイン分類システムに基づいた新規分類

システムの開発に向けて一緒に取り組むことに合意した。このような合意に基づいて

両国は毎年開催される専門家会議で韓・日を共通指定して出願された国際デザイン審

査結果を比較する「審査結果比較プロジェクト」を定期的に運営している。2018年は

日本側の事情によって一時中止となっていた会議が2019年再開され、意匠法の改正を

推進していた日本側の要請を受け保護対象の拡大と関連する両国の関心事項を共有し

た。2020年にはコロナパンデミックにより対面会議の代わりに両国間でオンラインを

通じた文書交換方式で会議が行われたが、画像デザインと建築物デザインなど日本改

正意匠法の保護対象拡大内容に関して深みのある議論を行い、COVID-19状況を反映し

てデザイン審査官の遠隔勤務体制の運営状況及び計画に関する情報も交換した。 

 

 韓・中デザイン協力も着実に続けている。2015年韓・中デザイン専門家会議では韓

国の部分デザイン及び画像デザイン制度、分類政策を紹介し、デザイン分類実務を共

有した。2016年には中国の部分デザイン制度の導入など専利法2改正状況及びハーグ

協定加盟に向けた準備状況などに対する内容を取り扱った。2017年には中国の特有制

度と優先権書類の電子的交換に対する内容を共有した。中国で開かれた2018年会議で

                                            
2 中国は特許を大きく専利、すなわち「利益の独占」と表現し、それを再び発明専利(特

許)、実用新型専利(実用新案)、外観設計専利(デザイン)に区分している。 
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は売り場のインテリアと関連するデザイン保護の争点、両国のデザイン分類状況に対

して議論した。2019年会議ではハーグ協定加盟を控えている中国に対して韓国特許庁

のハーグ制度の運営と関連する多様な情報を提供し、韓国特許庁は中国の検索システ

ムと専利評価報告書制度3の運営に対して現状を把握する機会と得た。日本と同様に

オンラインを通じた文書交換方式で開催された2020年会議では外部に公表された中国

のデザイン法(外観設計専利)の改正内容の中で部分デザインと国内優先権制度に関し

て詳細な意見を交換した。一方、韓国の非特許文献資料の収集状況、画像デザイン制

度、3次元コンピュータモデリング出願制度、ハーグ個別指定手数料構造 4に関する情

報も伝えた。 

 

 ロ)今後の推進計画 

 

 韓国はデザイン分野における国際規範形成過程に積極的に参加するため、デザイン

分野主要国との二国間協力関係を緊密に維持している。今後日本とはハーグデザイン

審査結果の比較プロジェクトを持続的に推進する中で、審査主義官庁の立場から国際

デザイン出願制度の運営上現れる不備点を改善するためにともに力を入れていく予定

である。一方、両国が共通して推進しているロカルノ基盤の新規分類システムの開発

と運営において緊密な協力を続けていく計画である。中国とは中国のハーグ協定加盟

が迫っているだけに、このような環境の変化が韓国産業に及ぼし得る影響と波及効果

を綿密に把握してデザイン制作と制度に反映し、そのために両国間協力を強化してい

く計画である。 

 

 

                                            
3 中国は出願されたデザインに対して実質審査なく登録し、権利者または第3者の要求が

ある場合、先行デザイン検索など実質審査に準ずる手続きを踏んだ後、その結果を評価報

告書を通じて提供する制度を運営している。 
4 国際デザインの場合、加盟国の実質審査有無など制度的な特徴によって差をつけた手数

料システムを選択することができる。 
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第3節 審判分野 

 

1．概観 

 

特許審判院 審判政策課 技術書記官 キム・ヨン 

 

 特許審判は産業財産権(特許権・実用新案権・デザイン権・商標権)の発生・変更・

消滅及びその権利範囲に関する紛争を解決するための特別行政審判であり、一般裁判

所が担当している特許侵害訴訟とは違って専門的な知識と経験が求められるため、特

許庁所属の特許審判院が担当している。 

 

 このような特許審判は審査官の処分に不服して請求する「決定系審判」(請求人の

み存在)と既に設定された権利と関連する当事者の紛争に対する審判で当事者間の対

立構図を取る「当事者系審判」(請求人と被請求人が存在)に分けられる。決定系審判

には拒絶決定不服審判と訂正審判などがあり、当事者系審判には無効審判、取消審判、

権利範囲確認審判などが含まれる。 

 

審判請求件数は特許及び実用新案分野の場合、審査前置制度の廃止及び再審査請求

制度の導入による影響で減少したが、2015年3月改正薬事法の施行によって本格的に

請求され始めた医薬品許可－特許連携審判事件の増加で2015年は前年比23.4％増加し

たが、許可－特許連携制度導入5年が過ぎ、関連医薬品審判事件が120件余りに安定し

てきた。2020年特許・実用新案分野は前年比21.2％減少した3,240件が請求された。

商標及びデザイン分野の場合は前年比9.9％減少した4,408件が請求された。 

 

全体的に審判請求件数は2015年以後減少傾向にあるが、商標及びデザイン分野は20

15年以後年平均0.2％の増加を記録している。 
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＜表Ⅱ－1－20＞最近5年間権利別審判請求件数の推移 

(単位：件数、前年同期比増減率) 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 

審判請求

件数 

(増加率) 

特許 

実用新案 

7,102 

(△24.2％) 

6,039 

(△15.0％) 

5,083 

(△15.8％) 

4,114 

(△19.1％) 

3,240 

(△21.2％) 

商標 

デザイン 

4,858 

(5.1％) 

4,638 

(△4.5％) 

5,068 

(9.3％) 

4,894 

(△3.4％) 

4,408 

(△9.9％) 

合計 
11,960 

(△14.5％) 

10,677 

(△10.7％) 

10,151 

(△4.9％) 

9,008 

(△11.3％) 

7,648 

(△15.1％) 

 

＜表Ⅱ－1－21＞最近5年間決定系・当事者系別審判請求件数の推移 

(単位：件数、前年同期比増減率) 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 

審判請求件数

(増加率) 

決定系 
7,572 6,443 5,609 4,646 3,520 

(△5.8) (△14.9) (△12.9) (△17.2) (△24.2) 

当事者系 
4,388 4,234 4,542 4,362 4,128 

(△26.2) (△3.5) (7.3) (△4.0) (△5.4) 

合計 
11,960 10,677 10,151 9,008 7,648 

(△14.5) (△10.7) (△4.9) (△11.3) (△15.1) 

 

国内民事裁判所に提起される知的財産権関連の侵害訴訟件数は1審事件が2019年261

件で、2審以上の件数も130件以上で、知的財産権をめぐる侵害紛争が先鋭であること

がわかる。 

＜表Ⅱ－1－22＞知的財産権侵害訴訟件数の推移 

(単位：件数、受付基準) 

年度 2015 2016 2017 2019 2020 

侵害1審 785 381 384 265 261 

侵害2審 103 174 182 97 97 



2020年度知的財産白書 

116/694 

 

最高裁判所 15 26 26 28 35 

＊出処：最高裁判所司法年鑑(http://www.scourt.go.kr)、2017年侵害1審は著作権侵害事

件(15件)を除く。 

 

一方、韓国は2016年1月から特許侵害訴訟の1審、2審の管轄集中制度が施行された。

全国58の地方裁判所及び支院が管轄していた特許侵害訴訟1審は高等裁判所が所在す

る全国6つの地方裁判所(ソウル中央地方裁判所は重複管轄を許容、2019年3月水原高

等裁判所の新設によって全国5つから6つに増加)へ、特許侵害訴訟2審は特許裁判所へ

と管轄集中された。 

 

特許審判院は対内外的な環境の変化と需要者からのニーズを考慮して、当事者系

(権利範囲確認審判、無効審判など相手と争う事件)の審判処理期間を短縮するために

様々な政策を策定・施行した。特に、一般民事裁判所の仮処分事件の平均処理期間が

3～5カ月以内であることを踏まえ、2015年11月から民事裁判所の仮処分事件または本

案事件などに関係する審判事件に対しては司法部が審判結果を適時に活用できるよう

3カ月内に審判を終結する迅速審判プロセスを新たに設計・施行した。制度施行以後1,

910件が迅速審判決定され、そのうち1,678件の審判が平均117日以内で終結した。 

 

しかし、2015年度に急増した当事者系審判を優先的に処理した結果、2016年から連

鎖的に決定系審判の処理が遅れ、全体的に審判処理期間の遅延が発生したが、審判部

の持続的な自助努力を通じて2019年以後審判処理期間は持続的に短くなっている(201

9年9.6カ月→2020年7.8カ月)。 

 

特許審判院は迅速な審判とともに高品質の審判を目指して2016年審判部組織を専門

技術審判部中心に改編し、2020年7月には既存11の審判部を36の審判部に拡大する組

織システムへと全面改編した。別途の人材増員なく審判長の資格要件を審査・審判・

訴訟経験を兼ね備えた課長級に拡大し、独立した審判部数を拡大することで審判シス

テムを効率化した。それにより審判長が率いる審判官数が2人に適正化したことで審

理充実性が高くなり、技術分野別の専門審判部振分けによって技術専門性が倍増し、

独立的に判断する審判部の拡大を通じて審判結果の公正性もまた確保できると期待さ
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れる。  

 

また、特許審判院は優秀審判官の長期在職を誘導するために努め、その他にも審判

制度の改善、電算インフラの拡充などを通じて高品質の審判に向けた環境作りを進め

た。 

 

一方、IP5主要国は知的財産権紛争を早急に解決するための方法を模索しているが、

特に日本は特許拒絶決定不服審判の処理期間を2010年24カ月から2018年12.4カ月へと

12カ月程度短縮し、米国、ヨーロッパ、中国もまた特許紛争事件を処理するために審

判官の増員を持続的に推進している。特に、米国の特許審判院は2011年100人から201

6年272人へと審判官を大幅増員した。 

 

一方、韓国の特許審判院は2018年に審判官1人を増員して審判官数が96人に増えた

ものの、依然として海外審判院に比べると不足しているだけでなく、審判官1人当た

り審決件数が主要国に比べて高い水準である。また、口述審理を拡大施行(2009年165

件→2020年526件)したことで審判官の負担が日増しに増えている点を考慮し、優先的

に審判官の増員を持続的に推進するとともに、1人当たり審判処理件数もまた適正な

水準に調整する必要がある。 

 

＜表Ⅱ－1－23＞審判官の定員と審判処理期間 

区分 2016 2017 2018 2019 2020 

審判官 

(人) 

特許・実用新案 71 71 72 72 73 

商標・デザイン 24 24 24 24 23 

合計 95 95 96 96 96 

審判処理期間(カ月) 9.5 10.5 12.0 9.6 7.8 

 

 最後に、特許審判院の審決または審判請求書や再審請求書の却下決定を受けた者が

これに不服する場合、送達で審決または決定の謄本を受け取った日から30日以内に特

許裁判所に訴訟を提起することができるが、このような審決取消訴訟の結果として特
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許裁判所の審決取消判決が確定されると、特許審判院はその事件を再び審理して審決

または決定をしなければならない。そして、特許裁判所の判決に対して不服する者は

最高裁判所に上告できるが、上告は判決文が送達された日から2週間以内に提起しな

ければならない。2020年審決に不服して特許裁判所に提訴した比率は2019年より小幅

増加し(2019年9.4％→2020年11.1％)、特許裁判所で審決が取り消される比率は2019

年に比べて1.8％p高くなった(2019年25.6％→2020年27.4％)。そして特許裁判所の判

決に不服して最高裁判所に上告した比率は2020年には前年比1.6％p減少した32.6％を

記録し、上告審で特許裁判所の判決を破棄した比率は2020年5.2％で前年と同水準で

あることがわかった。 

 

2．審判の迅速性・正確性の向上 

 

特許審判院 審判政策課 技術書記官  ハン・ジヘ 

技術書記官 ソ・テグァン 

工業事務官 チェ・ヨンヒ 

医療技術事務官 キム・ウィテ 

行政事務官 シン・チェイ 

行政事務官 ファン・ヒョンジュ 

 

イ．推進背景及び概要 

 

 現在の知識基盤社会において知的財産は国家と企業、個人競争力の鍵として浮上し

つつあり、中核となる知的財産の確保有無は企業の生き残り及び国家競争力と直結し

ている。したがって、知的財産権紛争の迅速かつ正確な解決は何より優先すべき政策

目標と言える。これまで特許審判院は持続的な革新活動を推進したが、特に迅速な審

判処理に向けた制度・実務の改善、審判品質向上に向けた専門性強化など審判インフ

ラの拡充などに大きな努力を傾けた。 

 

 ロ．迅速な審判処理の推進 
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 特許審判院は審判品質を維持しつつ審判処理期間を短縮するために力を入れている。

そのためには審判官を増やす必要があるが、経験と能力を持ち合わせた審判官を短期

で確保することは事実上困難である。特許審判院は限られた人的資源を効率的に運用

するため、一般審判、優先審判、迅速審判の3トラック審判制度を運営している。事

件の類型を区分して緊急な処理が求められる事件を先に処理し、一般的な事件に対し

ては当事者に十分な攻撃と防御の機会を提供することで審決の正確性を高めている。 

 

1)迅速・優先審判制度の運営 

 

特許審判院は特許紛争を効率的に処理するため、審判プロセスを3トラック(迅速審

判、優先審判、一般審判)で管理している。 

 

迅速審判は裁判所で侵害訴訟が係留中の権利範囲確認審判または無効審判事件と両

当事者が迅速審判の同意書を提出した事件などを対象にし、優先審判は優先審査した

出願に対する拒絶決定不服審判、補正却下決定に対する審判、審決取消訴訟で取り消

された審判などを対象とする。 

 

審判事件と関係する特許紛争を取り扱う裁判所・検察・貿易委員会などで審判結果

を適時活用できるよう、2015年11月に迅速審判適用対象の拡大と審判処理期間の短縮

を骨子とする迅速審判標準プロセスを新たに設計した。標準プロセスによれば、審判

請求日から10日内に迅速審判決定を通知し、答弁書提出期間満了日から1カ月内に口

述審理を開催し、口述審理開催日から2週内に審決することを目標として定め、書類

提出が遅れるなど特別な事情が発生しない限り、迅速審判決定後3カ月内に迅速に終

結する。 

 

一方、中小企業が紛争長期化によって負担しなければならない時間的・経済的費用

を最小化するため、「中小企業創業支援法」または「1人創造企業育成に関する法律」

による支援を受けた創業初期の中小企業または1人創造企業が当事者である審判と、

大企業と争う中小企業の当事者系審判を迅速審判の対象として追加した。 
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そして、政府レベルで推進する規制サンドボックス政策(情報通信振興及び融合活

性化、産業融合促進、金融革新支援、規制自由特区及び地域特化発展特区関連法な

ど)の定着に成功するため、規制サンドボックスと関連する審判を迅速審判対象とし

て追加した。 

 

その結果、迅速審判の審理対象は2016年以後年平均372件で2015年219件に比べて6

9％以上増加し、平均審判処理期間が2020年168日で一般審判に比べて約4カ月早く終

わっている。迅速審判内容の面から見ても、裁判所に訴訟中もしくは検察・警察に立

件された事件が90％以上で、個人または中小企業の請求比率が2020年83％を記録し、

弱者である個人・中小企業に大きく役立っていることがわかる。 

 

優先審判の審理対象には既に拒絶決定不服審判があった出願に対して取消審決後再

び請求された拒絶決定不服審判、発明(考案)の名称のみ訂正する訂正審判、薬事法に

よる再審査期間の満了日が残り少ない審判、侵害紛争の事前または予防段階で活用す

るために警告状などで疎明した権利範囲確認審判、無効審判または取消審判などが含

まれた。 

 

一方、2020年登録遅延による存続期間延長登録出願が今後本格的に本格化すること

に備えて、審査が遅れた医薬品特許分野の拒絶決定不服審判事件と素材・部品・装備

産業の競争力強化に向けた特別措置法による特化先導企業、専門企業、強小企業及び

創業企業として選定または確認された企業が当事者である権利範囲確認審判または無

効審判事件を優先審判の対象として追加した。 

 

＜図Ⅱ－1－2＞迅速審判の標準プロセス 
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＜表Ⅱ－1－24＞2020年迅速・優先・一般審判の審決件数 

2020年審決 特許・実用新案 商標・デザイン 合計 

迅速審判 211 103 314 

優先審判 519 175 694 

一般審判 3,741 3,931 7,672 

合計 4,471 4,209 8,680 

 

 2)迅速・正確な審理のための口述審理の拡大 

 

口述審理は審判の両当事者が審判廷に出席し、審判官合議体(審判長、主審、副審)

の前で口述攻防する審理方式であり、透明・公正な審判進行とともに早期に争点の整

理が可能であるため、審判官及び当事者の事件に対する理解を深め、迅速な処理及び

審判品質の向上に寄与するという長点がある。 

 

 そこで、特許審判院は2010年から口述審理支援人材の専門性を強化し、速記者を拡

充するとともに、審判廷の各種施設を確保するなど口述審理基盤を整えた。また、口

述審理の運営方式を標準化し、口述審理の透明性を強化するための実質的な方法を講

じて推進した。 

 

 また、遠いところに居住する審判当事者の時間及び費用負担の増加による不便を解

消するため2014年には「遠隔映像口述審理システム」を導入して大田審判廷とソウル

審判廷間で遠隔口述審理を可能にした。 

 

(イ)口述審理の基盤作り及び口述審理の充実化 

 

2010年以前は口述審理のための審判廷が1室に過ぎなかったが、現在は審判廷を7室

(大田6、ソウル1)まで拡充して運営している。 

 

2016年に5人合議体口述審理、同一権利に対する多数審判の併合事件などに対する

口述審理のために多数の当事者を受け入れられる大審判廷を大田に追加開所した。20
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19年10月特許審判院商標・デザイン審判部が特許審判院別館(大田西区屯山中路に位

置している教職員共済会)に移転したことで、特許審判院別館に大審判廷及び小審判

廷を追加開所した。特許手続きに口述審理を本格導入して以来、口述審理の開催件数

は2009年165件に過ぎなかったが、2020年526件に大幅増加した。 

 

＜図Ⅱ－1－3＞当事者系口述審理が行われる審判廷 

 

＜表Ⅱ－1－25＞口述審理の開催件数 

(単位：件) 

年度 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

口述審理件数 590 646 530 497 526 

映像口述審理件数 248 272 291 262 340 

映像口述開催率 42％ 42％ 55％ 53％ 65％ 

 

 (ロ)遠隔映像口述審理の活性化 

 

 特許審判院は首都圏に居住または勤務する絶対多数の審判当事者及び代理人が大田

にある特許審判院を直接訪問することで発生し得る時間及び費用負担などの顧客の不

便を解消するため、2013年「遠隔映像口述審理システム」の導入を検討した。2014年

には3カ月間のシステム安定化期間を経て2014年4月から特許審判院(大田)と特許庁ソ

ウル事務所(ソウル駅三洞)の映像審判廷を専用網でつなげ、遠隔での口述審理が可能

になった。また、2016年1月から遠隔映像システムを口述審理だけでなく技術説明会、

審判官面談などにも活用した。遠隔映像口述審理制度は当事者及び代理人に大きな反
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響を呼び、開催比率が増加傾向にある。特に、2020年開催した口述審理526件のうち6

5％である340件を遠隔映像方式で開催した。 

 

＜図Ⅱ－1－4＞特許審判院の遠隔映像口述審理システム 

大田審判廷 

 

 

ソウル審判廷 

 

 

 

(ハ)標準プロセスの構築を通じた顧客利便性の向上 

 

特許審判院ホームページの公開口述審理の傍聴を希望する一般人、学生、審査官な

どの便宜を図るため、ホームページに傍聴予約システムを構築して運営している(202

0年には伝染病拡散防止のため傍聴は一時中止)。 

 

また、審判廷の秩序を維持するために非常ベルを設置し、庁舎管理所との防護官協

力システムを構築することで、万が一発生し得る無秩序状態など非常事態に備えた。 



2020年度知的財産白書 

124/694 

 

 

 そして、口述審理の速記録及び調書様式を標準化し、口述審理で争点になり得る審

問事項を争点審問書を通じて口述審理開催前に通知した。また、口述審理に不慣れな

審判当事者、代理人及び審判官のために口述審理進行プロセス及び口述審理シナリオ

を収録した『口述審理マニュアル』を2020年改訂した。また、新規審判官及び代理人

などを対象に口述審理プロセスなどを教育することで、口述審理進行プロセスに対す

る理解を深めた。 

 

 3)迅速な審判処理に向けた制度改善の推進 

 

 イ)審判－調停連携制度 

 

 特許紛争の過程で審判の代わりに紛争解決が可能な調停・和解など代替的な紛争解

決制度が設けられて最近調停申込が増加しているが、審判とは制度的に分離されてい

るため、特許紛争の解決に必要以上に長い時間と費用がかかる場合もある。一例とし

て特許無効審判の場合、終結前審判取下処理率が13.4％(2018年)に過ぎない。米国の

場合、無効審判制度(IPR、PGR、CBMR)を導入して以来、2018年末まで審判進行中の和

解比率が約29％に達している。特許審判初期段階で当事者間の合意を誘導することで

紛争を早期に終わらせ、審判処理期間を短縮するため、既存の産業財産権紛争調停委

員会制度と審判を連携する制度の導入を推進中であり、関連法案が発議されて現在国

会に係留中である。 

 

 ロ)適時提出主義の導入 

 

 現在審判制度では請求理由、証拠の提出時期に制限がなく、新しい証拠を引き続き

提出する方法を利用して故意に審判を遅らせることに対して如何なる対応策もない状

況で、これは訴訟期間の長期化及び審判処理の長期化につながり、最終的には中小企

業など経済的弱者には相当不利に作用する結果を招く可能性が非常に高い。したがっ

て、審判請求後一定期間が経過すれば証拠などの提出を審判長が制限できるよう制度

を改善することで、審理を促して迅速な審判処理を可能とし、公正競争を保障する基
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盤を整えるため民事訴訟法の適時提出主義の導入を推進しており、関連法案が発議さ

れ現在国会に係留中である。 

 

ハ．正確な審理のための審判能力の強化 

 

 1)審判部の運営 

 

  イ)優秀な審判人材の確保及び長期在職の誘導 

 

 審判官が長期在職を奨励するため、審判官の専門職位制度を運営している。専門職

位に指定されると最低4年以上審判業務を行う。2020年末現在審判官専門職位は19人

で、審判官定員の20％に該当する。また、審判官在職経歴を昇進人事評価に反映して

優秀な審判官が長く在職できるように人事規定を改正し、審判官の中から課長級昇進

人事を断行することで長期勤続を誘導した。 

 

ロ)優秀審決文の選定及び成果評価への反映 

 

 特許審判院は審判品質向上を促すために半期毎に優秀審決文を選定・褒賞している。

2020年には審判部が選定した優秀審決文候補の中から内部・外部委員で構成された評

価団が優秀審決文選定委員会に上程する最終候補を選定し、審判院長・首席審判長で

構成された優秀審決文選定委員会で優秀審決文・準優秀審決文を最終決定した。上・

下半期それぞれ優秀審決文9件、準優秀審決文8件を選定し、それを審判部にフィード

バックして審判官成果評価に反映することで、審判品質の向上に活用した。 

 

 ハ)審判分野における国際協力の強化 

 

 知的財産権をめぐる国際摩擦が激しくなるにつれ、知的財産権紛争に対する国家協

力の必要性もまた増えつつある。 

 

 そこで特許審判院は中国、日本ヨーロッパなど韓国企業の進出が活発な地域を中心
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とした相互協力を推進しており、国家間制度の比較及び主要統計の共有などを通じて

知的財産権紛争の予防及び早期解決を支援するために力を入れている。 

 

 2010年韓・日審判専門家会議を始めとした審判分野の国際協力は現在韓・ヨーロッ

パ審判協力会議、韓・中・日・ヨーロッパ特許審判院長会議、韓・中ハイレベル会談、

韓・中・日審判専門家会議など多様な協議体を通じて行われ、相互審判制度に対する

理解を深めると同時に優秀な制度のベンチマークに寄与している。 

 

2)審判官の養成及び教育課程の充実化 

 

イ)予備審判官養成の推進 

 

 第4次産業革命など未来に備え、優秀な審判官を養成するため、2018年に9人の審査

官を審判支援人材として選抜した。審判支援人材は担当審判官の指導の下で審判事件

の資料収集・調査及び研究活動を担当しながら審判官業務を支援し、今後審判官にな

るための資質を涵養している。一方、審判品質を高めるため既存運営中であった審判

品質委員会の審決取消事件の分析業務を専門的に担当し、判断基準、判例研究など審

判の専門性向上に大きく貢献した。 

 

ロ)審判官候補者に対するOJTの実施 

 

 予備審判官の養成を目的として国際知的財産研修院の審判官候補者課程に2週間の

審判官OJT課程を運営した。同教育を通じて審査官は指導審判官の合議要旨書作成及

び審決文作成を補助し、口述審理または技術説明会にも参加できる。審判の観点から

事件を見極める経験は審査官の審査品質向上に大きく役立っている。 

 

 ハ)審判部自主学習組織の運営及び審判官専門性向上教育 

 

 審判部は自主学習セミナーなどの自律的な審判品質協議体を運営しており、特許審

判院は学習教材の支援、成果評価及び優秀審判部選定時の該当研究実績の反映などを
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通じて協議体の活性化を奨励している。 

 

 一方、審判官の専門性を強化するために様々な教育も実施している。特許裁判所の

判事及び法科大学の教授を講師として招き、最近特許裁判所の判例動向及び民事訴訟

の実務教育を行うことで審判官の実務能力を高めた。また、特許審判院敗訴事件の敗

訴原因分析結果及び最近の審決及び判決動向を分析して共有している。 

  

 3)審判品質改善活動 

 

イ)特許裁判所及び最高裁判所判例分析集の発刊 

 

 特許審判院は知的財産紛争の1次的な解決機関として特許審判の迅速性と正確性を

高めるため、特許裁判所及び最高裁判所の関連判例を分析して多様な判例集を発刊し

てきた。 

 

2020年にも1年間判決宣告された後に確定された特許裁判所及び最高裁判所事件に

対する原告・被告の主張、審決・判決の要旨及び訴訟遂行官の検討意見まで争点を中

心にまとめた決定系審決取消訴訟整理集を発刊した。 

 

また、審査・審判に活用するため、毎年1年間の商標・デザイン判例を要約・整理

して「判決文要旨集」を発刊している。 

 

 ロ)特許商標判例研究論文公募展 

 

 特許審判院は産業財産権判例を研究して審判品質を高めると同時に専門性を確保す

ることを目的として、2007年から特許商標判例研究論文公募展を実施している。判例

論文公募展は初めは特許庁の職員を対象に実施していたが、2012年から外部弁理士や

ロースクールの学生に拡大し、2013年は弁護士までその対象を拡大した。2014年から

は応募資格要件自体を廃止し、誰でも公募展に参加できるように変えた。2020年公募

展では最優秀1件、優秀2件、奨励3件を受賞作として選定した。選定された優秀判例
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論文は特許庁ホームページなどに掲載、発表会の開催、「優秀論文集」の発刊を通じ

て庁内外の知識として共有している。 

 

＜表Ⅱ－1－26＞2020年特許商標判例論文公募展の結果 

等級 受賞者 所属 分野 論文題名 

最優秀

(1件) 
ハ・ソンテ 審判3部 商標 

特許裁判所2018ホ7347判決(No Brand事

件)考察 

優秀 

(2件) 

ハン・スンジュン 延世大学 特許 

特許権者の訂正機会保護のための審理

範囲制限説と審決予告制度導入の必要

性 

ユ・チャンジュン 

キム・ヨンス 
ソウル大学 商標 

商標の模倣による不正な目的(bad fait

h)の認定基準に対する考察 

奨励 

(3件) 

キム・セユン 
特許法人KB

K 
特許 

特許審決取消訴訟弁論終結後の訂正審

決確定の効果に対する研究 

イ・ダナ 通信審査課 特許 

進歩性判断時の事後的考察防止方策及

び主先行発明の変更が新しい拒絶理由

に該当するかどうか 

ファン・チョルギュ 通信審査課 特許 

最高裁判所2020.1.22.宣告2016フ2522

判決の多数見解及び補充意見に対する

検討及び立法提案 

 

4)審判の正確性向上に向けた制度改善の推進 

 

 イ）審判研究官制度の導入 

 

判研究官は迅速・正確な審判を行うため審判に関する調査・研究事務を担当する人

材である。2020年に9人の審判研究官が審判政策課に配置され、調査研究事務を担当

した。裁判所及び主要国の審判院もこれと類似した制度を運営しており、特許審判院

は今後審判研究官制度を拡大して運営する計画である。一方、審判研究官制度の法律
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根拠を設けるための特許法改正案が2020年に発議され、現在国会に係留中である。 

 

特許審判院は審判の迅速性・正確性向上に向けて審判処理管理活動を強化し、審判

インフラの改善・拡充に重点を置きながら様々な改善課題を推進した。その結果、特

許審判院のプレゼンスが高まり、特許紛争において特許審判院が先導的な役割を果た

せる上で大きく貢献した。 

 

特許審判院が審判品質向上に努力を傾けた結果、2020年審決に不服して特許裁判所

に提訴する比率は2016年以後大幅減少し(15.4％→11.1％)、特許裁判所で審決が取り

消される比率も大きな変動は見られなかった。 

 

＜表Ⅱ－1－27＞審判院の審決に対する提訴率及び審決取消率の状況 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 

審決取消率(％) 25.3 25.1 22.2 25.6 27.4 

提訴率(％) 15.4 11.6 11.7 9.4 11.1 

 

 特許審判院は今後も審判の迅速性・正確性を高めるために迅速・優先審判を含む3

トラックの審判処理、審判官の長期在職誘導、審判品質管理活動及びフィードバック

の強化など審判部を充実に運営していく計画である。 

 

また、経歴審判官の補修教育を最近重要判決のうち審決取消事例中心の敗訴原因分

析及び討論方法中心で行うなど審判官教育を強化する計画である。 

 

同時に、判例に対する健全な批判及び生産性のある対案の提示を通じて審判品質を

高めるため、特許商標判例論文公募展をさらに活性化していく予定である。また、審

判-調停連携制度、適時提出主義の導入などのような革新的な審判制度の改善を地道

に推進し、審判事件の迅速かつ正確な処理に向けて最善を尽くす計画である。 

 

 そして、特許裁判所は特許審判院で実施される口述審理が技術争点に対して議論さ
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れた内容を正確に把握できるという点で肯定的に評価し、審判当事者の立場から見る

とリラックスした雰囲気の中で実物製品及び動画を利用した技術内容の把握を通じて

事件の争点を明確にすることができるため大いに役立っていると評価した。また、対

内的には口述審理の拡大で審判の迅速性及び正確性が高まっただけでなく、事実上第

1審の役割を果たす特許審判院のプレゼンスを高めることにも大きく貢献している。

今後特許審判院は遠隔映像口述審理システムを拡大して実施するなどユーザーの不便

を最小化する一方、口述審理の期日前に当事者に尋問する事項を明確に通知する争点

審問書事前通知制度を活性化することで争点に対する集中審理で口述審理の効率を最

大に引き上げるなど各種制度の改善努力を持続的に傾けていく計画である。 

 

3．審判公正性の向上 

 

特許審判院 審判政策課 技術書記官    ソ・テグァン 

医療技術事務官    キム・ウィテ 

行政事務官 ファン・ヒョンジュ 

 

 特許審判院は審判の迅速性・正確性の向上に向けた取り組みとともに、公正な紛争

解決基盤の構築、審判官の公正な審判業務遂行のための環境作り、外部専門家の審判

参加及び審判品質委員会への参加など様々な方法で審判の客観性、透明性を高め、審

判の公正性を高めるための努力も同時に傾けてきた。 

 

1)審判長及び審判官職位の民間への開放 

 

 審判長と審判官を特許庁からのみ補充することで発生し得る公正性に対する懸念を

払拭し、優秀な審判人材を確保するため、2017年には民間開放型職位公募を通じて産

業界と弁理業界現場での長い勤務経験と専門知識を保有する外部専門家を審判長と審

判官として直接採用した。特許・実用新案分野の局長級審判長1人、課長級審判官1人、

商標・デザイン分野の課長級審判官1人を採用し、審判長及び審判官職位の民間への

開放を通じて審判の公正性を高める上で寄与できると期待される。 
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2)国選代理人制度 

 

 知的財産権紛争にかかる費用及び時間は社会的・経済的弱者にとって大きな負担で

あり、時には公正な競争を妨げる要因となっている。特許審判院は物的・人的資源が

不足している審判当事者が審判過程で十分に対応できず無念に負けてしまうケースを

防止するため、2019年7月から医療給付受給者、障碍者、小企業などを対象に国選代

理人制度を運営している。 

 

社会的・経済的弱者は国選代理人選任申請書と本人が支援対象者であることを証明

する書類を提出することで国選代理人の選任を申し込むことができる。国選代理人が

選任されれば、選任された国選代理人が申請者の審判事件に対して代理業務を行い

(特許審判院が社会的・経済的弱者に代わって国選代理人に所定の手当を支給する)、

申請者には既に納付した審判請求料及び訂正請求料が払い戻される。 

 

2020年には特許分野で5件、実用新案分野で1件、商標分野で8件、デザイン分野で7

件の国選代理人選任支援があった。 

 

3)民間専門家の審判品質委員会への参加 

 

 特許審判院は裁判所が審決を取り消した事件の原因を分析する審判品質委員会を商

標・デザイン/機械/化学/電気・通信の4つの分野に分けて四半期ごとに開催している。 

 

 審決取消の原因を公正かつ客観的に分析するため、2020年には各分野別委員会の6

～7人委員のうち3～4人を学界・産業界・弁理業界などの民間専門家で構成し、内部

委員の中にも1人を該当審判品質委員会と異なる技術分野の審判官で構成した。特に、

弁理士委員の代表性を強化するため2020年下半期からは弁理士委員の場合は大韓弁理

士会から推薦を受けた。 

 

 2020年に計4回にわたって、計173件(類似事例は統合して議論)の審決取消事例を検

討し、検討結果を審判官にフィードバックすることで今後発生し得る類似事例に備え
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させた。 

 

 4)口述審理の映像中継 

 

 口述審理は審判官が当事者・証人の陳述を直接聞くことができ、即刻的な反問を通

じて真相を把握して矛盾点を容易に発見することができ、疑問点を明確に明かすこと

ができるため、審判の公正性を高める上で大きく貢献できる。そのため、口述審理は

公序良俗に反しない限り一般にも公開するのが原則である。しかし、口述審理は審理

期日と場所が定められるため、国民関心の高い事件に対する口述審理が開催されても

出席が難しい問題があった。そこで、審判事件中に審判長は公共の利益のために必要

と認める場合は口述審理の全部または一部に対して中継を目的とする録画または撮影

を命じることができ、録画された結果物を今後インターネットを通じて公開できるよ

うに根拠を設け、2019年6月から施行した。今後国民の関心が高い事件の口述審理は

録画あるいは実況中継を通じていつでもインターネットを通じて探して見られると期

待される。 

 

 5)専門審理委員制度導入の推進 

 

 特許紛争の内容が複雑・高度化するにつれ、審判専門性の確保に向けた専門家との

協力必要性が増大している。また、国民が特許審判に参加する道を開いて審判の公正

性を高める必要性も増大している。そこで、特許審判院は審判の専門性・公正性を強

化するために専門審理制度の導入を推進してきた。専門審理委員制度に対する特許法

改正案の通過を受け、今年末(2021年10月)から施行予定である。専門審理委員制度は

融合・複合技術分野や最先端技術分野、現場知識が必要な技術分野の専門知識を保有

した民間専門家が審判プロセスに参加する制度であり、民間専門家の専門知識を紛争

解決に活用できるだけでなく、民間専門家が審判の審理にも参加できる制度である。

特許審判院は審判官の個人的な専門性だけに頼らざるを得ない現システムをフィール

ド専門家の意見が聞けるシステムに改善することで審判の公正性がさらに高まること

を期待している。 
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第4節 審査品質診断システムの高度化 

 

1．概観 

 

審査品質担当官 技術書記官  イ・ソンヒ 

工業事務官 ソ・サンヨン 

 

 世界的に知的財産権の重要性が増していることで知的財産権の出願が持続的に増加

し、審査処理期間の短縮とともに審査品質の向上に対する必要性も益々増大している。

そこで、特許庁は審査の品質を高めるために審査品質を独自に測定する審査品質診断

制度を運営している。 

 

審査品質診断制度の運営を通じて特許・実用新案・商標・デザイン出願の審査業務

及びPCT国際調査・国際予備審査業務が法令及び審査基準などに基づいて正しく行わ

れているかをモニタリングすることで審査ミスを防止し、審査過程において補完が必

要な部分を探し出して改善することでユーザーに高品質の審査サービスを提供する環

境を構築している。 

 

審査品質診断制度を通じた品質管理活動の他にも審査品質指標に対する統計的な品

質管理など審査品質管理の多角化を図る一方、審査決裁過程に対する支援、審査官の

審査に対するコンサルティング、優秀審査官の選定、審査官を対象に診断結果をフィ

ードバックする説明会及び懇談会の開催など審査官とのコミュニケーションを強化す

るための制度を構築することで実質的な審査品質の向上に貢献できる政策を施行して

いる。 

 

2．審査品質診断制度の運営 

 

審査品質担当官 技術書記官  イ・ソンヒ 

工業事務官 ソ・サンヨン 
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イ．推進背景及び概要 

 

 審査品質診断制度の目的は特許・実用新案・商標・デザイン出願の審査業務及びPC

T国際調査、国際予備審査業務に対する自主診断を通じて不良審査を防止し、審査業

務に関する制度的な補完事項を持続的に発掘して改善することで高品質の審査サービ

スを提供することである。 

 

 1984年から始まった審査品質診断制度をさらに発展させるため、2000年3月に「審

査評価規定」を制定し、2000年8月に次長直轄の審査評価担当官(現在の審査品質担当

官)を新設した。審査品質診断制度による品質診断を行うために審査品質担当官室に

審査品質官が配置され、2020年12月末現在審査品質官は特許(PCTを含む)・実用新案

分野8人及び商標・デザイン分野2人など計10人の審査官で構成されている。 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 1)審査品質診断 

  

 審査品質診断は審査品質担当官室所属の10人の審査品質官によって行われ、審査品

質診断規定及び審査品質診断指針に基づいて行われる。審査品質診断の公正性及び正

確性を確保するため、全診断過程において審査品質官に審査官関連情報が与えられて

いない状態で診断が行われるブラインド診断システムを運営している。 

 

 2019年から改編された診断システムにより、常時診断、企画診断、審査決裁支援、

審査官コンサルティング、今月の審査官選定などの多様な観点から診断が行われ、こ

れを通じた結果が実質的な品質向上につながるように支援している。 

 

＜表Ⅱ－1－28＞審査品質診断の種類及び特徴 

診断区分 診断の目的 診断の対象 

常時診断 品質変化のモニタリング及び現状点検 深層検討、専決権者審査件 
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企画診断 脆弱部分の点検及び品質管理支援 
政策的な必要または 

審査局要請事項 

決裁支援 決裁者の検討過程協力 決裁過程で診断要請した審査件 

審査官 

コンサルティング 
審査官本人の審査パターンを測定 要請審査官の一定期間審査件 

今月の審査官 優秀審査官の選定 審査局推薦候補及び直接支援者 

 

1)常時診断 

 

審査チーム長(特許チーム長、商標チーム長及びデザインチーム長を通称)中心の品

質管理システムに適したカスタマイズ型診断方式として導入した常時診断は審査チー

ム長の品質管理状況に対する診断と審査チーム長の品質管理領域外の部分に対する診

断に分けられる。この二つの診断を常時化し、審査品質の変化を持続的に点検する。 

 

 まず、前者は商標・デザイン分野に対する診断で、審査官の個別審査件に対して審

査チーム長が品質管理を専門的に担当し、審査品質担当官は審査チーム長の品質管理

手段として活用される商標・デザイン分野の深層検討実施件を一定比率診断すること

で審査チーム長の品質管理が充実に行われているかどうかを確認する方法で行われる。 

 

 また、後者は特許・実用新案分野に対する診断で、審査チーム長の決裁を経ずに審

査官の専決で終結する審査件に対して審査品質担当官室が診断する方式である。審査

官の専決で終結されて出願人に発送される前の登録・拒絶決定書を抽出して診断した

後、誤謬発見もしくは再審査が必要な場合は審査官に差し戻してそれを修正した後に

発送させている。すなわち、審査チーム長が決裁過程で検討すべき事項であるが、審

査官専決で終結する件は決裁を経ないため、審査品質担当官室が審査チーム長中心品

質管理の死角地帯にある部分に対して診断を行うものである。 

 

 深層検討実施件のうち商標チーム及びデザインチーム当たり12件ずつ計336件を診

断対象として抽出し、深層検討の充実性及び個別件の品質を診断した。審査官専決権
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は特許・実用新案分野に対して専決権を持っている132人の審査官に対して1人当たり

2件または3件ずつ計325件を診断対象として抽出し、審査品質を診断した。 

 

 2)企画診断 

 

 企画診断は脆弱部分や品質政策の運営状況把握など審査品質管理のために必要な分

野に対して診断することで、より効果的で直接的な改善事項を発掘するためのもので

ある。2018年下半期から本格的に導入された企画診断は多様な側面から審査品質が診

断できるため、立体的診断の軸としての役割を果たしている。 

 

 2020年特許・実用新案分野は4種類の企画診断対象に対して計1,223件、商標・デザ

イン分野は2種類の対象に対して計652件を診断し、各企画診断を通じて審査関連規定、

電算システム、教育、業務方式などに対する改善案を導き出し、関連部署との協議の

下で実務に反映できるように推進した。 

 

特許・実用新案分野は着手登録件、多数文献結合拒絶理由通知件、融合・複合局協

議審査件及び審査一貫性に対する企画診断を実施し、商標・デザイン分野は補正却下

の適切性及び審査一貫性に対する企画診断を実施した。 

 

3)決裁支援及び審査官コンサルティング 

 

審査チーム長が決裁過程で諮問が必要もしくは争点が発見された場合、審査品質担

当官室に品質診断を要請してその診断結果を参考した後、後続処理を進める決裁支援

システムは特許・実用新案分野だけ1件が活用された。前年に比べて活用件数が減っ

たが、これは審査チーム長の審査物量増大により品質診断の依頼から診断結果の通知

委までの過程にかかる時間が負担となったため、多く活用できなかったのではないか

と推測できる。さらに迅速な決裁支援対応と広報を通じて多くの審査チーム長が負担

を感じることなく活用して審査品質向上に寄与できるよう改善が求められる。 

 

審査官が本人の審査パターンや審査慣行などに対して客観的な診断を希望する場合、
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審査品質担当官室にコンサルティングを依頼すると、該当審査官が一定期間に審査し

た件を診断対象として抽出して診断結果を提供することで、自分の長所・短所を把握

することができる。2019年には特許・実用新案分野だけで17人の審査官が申請し、コ

ンサルティング診断結果を送付したが、2020年には申請者がいなかった。現在品質診

断コンサルティングシステムが今月の審査官直接支援のためのシステムとして活用さ

れており、コンサルティング本来の機能に対する認識が不足しているため、今後直接

支援のための別途システムの構築を通じて分離し、品質診断コンサルティング利用を

活性化することで自発的な品質向上が実現できるように支援する予定である。  

 

4)今月の審査官 

 

 審査局が審査能力の優れた審査官を推薦し、自ら審査品質が優れていると自負する

審査官が直接支援すると、彼らの最近終結件を審査品質担当官室が診断して隔月に今

月の審査官を選定している。優秀な審査官の持続的な発掘することで単純に審査過程

における誤謬を最小化するための品質管理から一歩進み、高品質審査を志向する審査

文化を作っている。 

 

 隔月に特許・実用新案分野5人、商標・デザイン分野1人を選定しているが、2020年

1月から5月までは特許・実用新案分野4人、商標・デザイン分野1人を選定し、7月か

ら特許・実用新案分野1人を追加選定した。したがって2020年全体で見ると、特許・

実用新案分野計27人、商標・デザイン分野計6人の今月の審査官が選定された。候補

者は特許・実用新案分野全体で186人、商標・デザイン分野は計34人であり、特許・

実用新案分野は候補者1人当たり拒絶決定3件、登録決定2件に対して診断し、商標・

デザイン分野は候補者1人当たり登録決定10件、拒絶決定5件に対して診断した結果で

選定した。 

 

 2020年3月から審査局推薦候補者の他に直接支援した審査官のうち特許・実用新案

分野最大10人、商標・デザイン分野最大3人を候補者に入れて支援ルートを多角化し、

特許・実用新案分野は審査官の平均着手点数を区間に分けて区間別に一定人数を選定

することで、同様の件数を終結する審査官同士がより公平な条件で競争が可能となり、
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制度運営の信頼性を確保した。 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

審査品質担当官による常時診断は審査着手から最終決定に至るまで審査の全過程に

対する審査品質を測定することで、審査品質管理のための基礎データを提供し、審査

品質政策の方向を提示する役割を果たしている。常時診断の中で審査官専決件に対す

る診断は審査品質診断過程で発見された誤謬を修正し、審査品質をリアルタイムで測

定する機能を維持している。また、深層検討に対する診断は審査チーム長中心の品質

管理システムの定着状況及び審査品質水準を測定する上で重要な役割を果たしている。 

 

 企画診断は一般的な審査過程に対する点検だけでなく、多様な観点から診断できる

ため、審査過程はもちろん出願段階、先行技術調査段階、登録後段階まで外延を拡大

することができる。そこで、企画診断の対象は審査品質担当官室が独自に選定したも

の以外にも審査局が必要とする部分に対する需要調査を通じて実質的に審査品質向上

に役立てるかどうかを対象選定の基準として実施する計画である。 

 

 審査決裁支援、審査官コンサルティング、今月の審査官の選定は常時診断や企画診

断のような伝統的な品質診断と違って、審査品質担当官室と審査局の相互協力・支

援・コミュニケーションを通じた総合的審査品質向上手段として機能しているため、

今後品質中心の審査文化定着に大きく貢献できると期待される。 

 

3．審査品質向上に向けた審査能力開発支援 

 

審査品質担当官 技術書記官  イ・ソンヒ 

工業事務官 ソ・サンヨン 

 

イ．推進背景及び概要 

 

 審査業務は特許庁の最も基本的で重要な業務であり、迅速かつ正確な審査業務処理
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のためには技術分野に対する専門知識だけでなく関連法令の解釈及び適用、審査基準

の熟知程度、通知書の作成など審査実務に対する知識と能力が非常に重要である。 

 

 審査官の業務能力を培うためには、審査品質診断結果に対する分析を通じて審査基

準の改善が求められる事項と審査官に対する教育が必要な事項を探し出してフィード

バックする活動が必要である 

 

ロ．推進内容及び成果 

 

 1)品質診断説明会及び教育課程への参加 

 

審査品質の向上に実質的に役立つ審査品質診断事例に対する深層分析結果を共有し、

審査品質診断結果に対する徹底した事後管理を持続的に実施することで、審査官の審

査能力を高め、審査チーム長の品質管理活動を支援する目的で、品質診断説明会を運

営している。品質診断説明会を通じて審査品質診断制度を含め審査品質管理制度全般

に対する意見を取り集め、それを審査品質管理政策の策定の際に積極的に反映してい

る。 

 

一方、国際知的財産研修院が提供する新規審査官課程、審査官昇級課程、審査指導

課程、PCT審査課程など審査能力を高めるための職務教育課程において審査品質管理

と関連する教育を実施している。また、外部調査機関の先行技術調査員教育課程にお

いて特許・実用新案・PCT審査品質診断事例に対する教育を実施することで、外部先

行技術調査員の先行技術調査能力の強化にも努めている。 

 

 2)審査品質管理業務を支援するための審査品質関連統計指標の提供 

 

 審査課長及び審査チーム長の審査品質管理業務を支援するため、特許・実用新案分

野に対して登録率、無効審判認容率、取消差戻率、拒絶決定不服審判請求率、再審査

請求率及び登録率などに対する統計指標を提供している。商標・デザイン分野の場合、

着手公告(登録)決定率、登録決定率、無効審判認容率、拒絶決定不服審判請求率、取



2020年度知的財産白書 

140/694 

 

消差戻率、商標異議申出件数及び認容率、デザイン新規性・容易創作・拡大された先

出願・先出願違反指摘率などに対する統計指標を提供している。このように多様な審

査品質関連統計指標を提供することで、サンプル抽出による審査品質診断制度の限界

を克服し、審査件全数に対する統計的管理を可能にすることで審査課長及びパート長

の実質的な審査品質管理業務を支援している。 

 

 3)ユーザーとの持続的なコミュニケーション努力 

 

 今月の審査官選定のための診断の際に発見した優秀事例を審査局にフィードバック

して共有することで、他の審査官もそれをベンチマークできるように運営している。

審査官コンサルティングを通じた今月の審査官との比較もまた間接的なコミュニケー

ションになり、自発的な品質向上努力を誘導する機能を果たしている。  

 

 その他にも内部共有サイト(KOASIS)に審査品質診断指針を掲載し、審査品質診断と

関連するQ&Aコーナーを常時運営することで、審査業務を行う審査官が必要な時はい

つでも関連指針を確認して疑問が解決できるように支援している。 

 

 また、外部ユーザーである代理人と出願人を対象に審査品質に関するアンケート調

査を実施して不備点や改善事項を探し出し、それを審査品質診断及び品質管理の方向

設定に活用した。  

 

 ハ．評価及び発展方向 

 

 品質診断説明会及び教育プログラムの運営、審査品質関連統計指標の提供、カスタ

マイズ型品質診断コンサルティング、審査決裁過程に対する支援など様々な活動を通

じて、自発的な改善努力だけを期待するのではなく、体系的な品質管理手段を提供す

ることで総合的な審査品質管理システムを構築している。 

 

また、外部ユーザーの審査品質に対する満足度を高めるため、アンケート調査シス

テムを精巧化して需要者が必要とする点を正確に把握することで効果的な品質政策が
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講じられるように専門機関による調査を実施し、審査局と審査品質担当官が相互協力

して審査品質診断制度だけでなく多様な品質管理活動を展開することで、最終的には

審査品質の重要性を全体構成員が共有・実践する審査品質優先文化の定着に取り組む

計画である。 
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第5節 出願・登録方式審査分野 

 

1．概観 

 

情報顧客支援局 出願課 工業事務官  イ・ジェフン 

登録課 電算事務官  ヨ・ウンヨン 

国際出願課 工業主事補 ピョン・スミン 

 

 方式審査は特許法など産業財産法令で規定している出願人・代理人の行為能力、提

出された書類の記載方法及び添付書類の提出有無、手数料の納付事項など出願・登

録・国際出願関連書類の形式及び手続きに対して不備なところがないか審査するもの

である。 

 

 これは特許要件などを審査する実体審査とは区分される概念で、このような方式審

査手続きを踏ませるのは、特許など産業財産権に関して方式と手続きを統一すること

で特許行政を円滑に行うためである。 

 

 出願課、登録課、国際出願課では方式審査を通じて出願人が提出した書類の受理可

否を決めるが、方式審査の結果、もし方式に問題がなければ出願・登録関連書類を受

理し、不備なところがある場合は出願人などに補正の機会を与えている。にもかかわ

らず瑕疵が解消されなかった場合は該当手続きを無効にし、一方重大な瑕疵がある場

合は疎明機会を与えた後、出願・登録関連書類を受理せず差し戻している。 

 

 2020年出願・登録など方式審査処理件数は計242万件で前年比4.5％増加し、方式審

査件のうち99.9％を6日以内に処理することで迅速・正確な方式サービスの提供を通

じて顧客満足度の向上と同時に迅速な知財権の創出に大きく貢献した。 

 

 分野別方式審査処理を見ると、第一に国内出願の場合全体出願件数は前年より9.

1％増加し、出願方式審査処理件数は137万6千件で前年比約6.0％増加した。これは出

願件数の増加とともにCOVID-19関連知的財産ポイントの付与、期間経過救済申請など
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ユーザーを配慮した出願制度の施行によるものである。 

 

 第二に、2020年登録方式審査の処理件数は92万2千件で前年比約3.0％増加し、その

うち新規年次登録が77万2千件、変動登録が4万7千件、その他が10万3千件である。こ

れは産業財産権存続件数の持続的な増加による権利変動登録などの申請件増加と登録

提出書類及び手続きの簡素化、顧客に必要な書式の制定・改正などユーザーに優しい

登録制度の実現を積極的に推進した結果である。 

 

 第三に、特許協力条約(PCT)、マドリード議定書、ハーグ協定による国際出願書類

の方式審査処理件数は約12万7千件で前年比0.7％減少した。このような減少はCOVID-

19による外国人の国内段階進入減少によるものである。このような状況に対応して、

提出書類の不備を防止するために顧客中心の国際出願環境を構築し、適時性のあるコ

ンテンツの普及など国際出願認識基盤の拡大を通じて高品質の国際出願書類の提出を

誘導する必要がある。 

 

今後も品質の高い知財権を創出するため、統合書式作成機などユーザーの便宜を図

ることで不備なところのない書類が提出されるよう持続的に取り組んでいく予定であ

る。 

 

＜表Ⅱ－1－29＞2020年分野別方式審査の処理状況 

(単位：件、％) 

区分 2017年 2018年 2019年 2020年 

国内出願 1,217,248(△2.2) 1,246,103(2.4) 1,297,747(4.1) 1,376,303(6.1) 

国際出願 115,747(△4.0) 119,184(2.6) 127,742(7.2) 126,826(△0.7) 

登録 805,511(4.7) 846,762(5.1) 895,233(5.8) 921,964(3.0) 

合計 2,138,506(0.2) 2,212,049(3.4) 2,320,722(4.9) 2,425,093(4.5) 
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2．方式審査制度の運営 

 

情報顧客支援局 出願課 工業事務官  イ・ジェフン 

登録課 行政事務官  ヨ・ウンヨン 

国際出願課 工業主事補 ピョン・スミン 

 

第4次産業革命の到来によってAI、IoTなど核心技術に対する知的財産の確保が企業

の生き残りや国家競争力に直結するなど知財権の重要性がさらに増していることから、

特許庁も強力で競争力のある特許を創出するために全周期にわたる特許創出管理シス

テムを構築している。 

 

その一環として出願及び登録段階においても高品質の出願書が作成され、速やかに

知財権が獲得できるよう、顧客を配慮した知的財産権関連制度を運営し、持続的な改

善を通じて出願人の便宜を図っている。 

 

 イ．出願分野の制度改善 

 

 1)弁理士無料相談サービスの実施 

 

 明細書の作成相談など出願人のサービスニーズに応えるため、大韓弁理士会所属の

弁理士を活用して顧客支援室内で弁理士無料相談サービスを週3回提供することで知

的財産権出願及び紛争解決の支援に積極的に乗り出している。 

 

 2)中小・中堅企業の特許料及び登録料減免書類の提出簡素化など顧客利便性の向上 

 

 中小・中堅企業に該当する特許顧客の場合、関係機関に既に書類を提出した場合は

特許庁に別途書類を提出しなくてもいいように改善した。以前は特許料の減免を希望

する場合、特許顧客が直接中小企業・中堅企業確認書を特許庁に提出する必要があっ

た。しかし、今後は特許顧客が産業通商資源部及び中小ベンチャー企業部に証憑書類

を提出した場合、特許庁が直接データをもらってくるように手続きを改善することで、
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便利かつ迅速な手続きの進行を図った。 

 

 3)特許顧客満足度向上に向けた高品質出願サービスの提供 

 

 特許庁は顧客を配慮した特許行政サービスを提供するため、知的財産権関連法令改

正による出願関連書式の変更事項及び特許路システムの改善事項などを反映した「出

願方式審査指針書」を発刊した。これは「出願方式審査指針書」を提供することで一

貫した方式審査処理基準で特許顧客に対する信頼性を確保し、その指針を公開するこ

とによって出願人などに各種書類作成の手助けをしようとした。 

 

 その他に、外国語特許出願の韓国語翻訳文及び優先権主張証明書類提出期限案内文

を新設し、出願人が法定期間を逃さないように便宜を図った。 

 

 ロ．登録分野の制度改善 

 

1)迅速な権利付与に向けた設定登録処理手続きの改善 

 

設定登録料が納付されると、方式審査官は記載内容、証憑書類などが法令で規定し

ている設定登録要件に合っているかどうか確認し、異常が無ければ登録番号付与及び

登録原簿生成の段階に進むが、このような処理過程を自動化した。設定登録自動化の

対象は方式審査官が直接確認する過程が必要ないタイプに限られ、大部分は登録決定

書に告知された金額を口座に振り込む場合である。以前には設定登録料を納付すると

設定登録が完了するまで1～2日の期間がかかったが、設定登録自動化対象件は方式審

査官の介入なくシステムが電算方式を遂行するため設定登録料を納付した日に設定登

録が完了するようにした。これにより、権利者は設定登録料を納付した当日に当該件

が設定登録されているかどうかを確認することができるようになった。 

  

 2)顧客満足度向上に向けた持続的な登録サービスの改善 

 

  登録料納付期間が到来した時に郵送していた年次(更新)登録料納付案内書を特許
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路でモバイルSMSサービスを申請すると、既存郵便の代わりにSMSで送付するサービス

を追加した。 

 

また、登録公報を見るためには特許情報ネットキプリスにアクセスして登録番号で

検索する過程が必要であったが、登録証に印刷されたQRコードをモバイルでスキャン

すると、該当件の登録公報全文が見られるように利便性を提供した。 

 

同時に、書式作成機を利用して「商標券存続期間更新登録申請書」を作成する際に

更新登録除外対象指定商品の入力欄に指定商品を誤って記載し、意図しない指定商品

が除外されないように更新登録対象と更新除外対象を同時に確認しながら指定商品を

選択して入力できるように改善した。 

 

3)内外の機関とのコミュニケーション·協力強化 

 

大韓弁理士会を訪問し、登録制度の改善及び弁理士協力事項について意見交換を行

い、顧客に接点のある部署間登録行政効率性の向上及び一貫した登録業務処理のため

の懇談会を実施することで登録関連業務のコミュニケーション及び協力を強化した。 

  

 ハ．国際出願分野の制度改善 

 

 1)期間内未進入PCT国語出願の無効処分手続きの明確化 

 

 特許法第203条では期間内未進入PCT国語出願件について補正要求に対応がない場合

は無効とすることができると明示されているが、具体的な後続措置の手続きなどが設

けられていなかった。そこで期間内未進入PCT国語出願関連特許法第203条書面無効処

分通知書を新設し、システムを構築することで出願人の利便性を高めた。 

 

同時に、期間内未進入PCT国語出願に対する補正通知以後の期間管理システムを実

現し、クレームの提起可能性を引き下げた。 
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 2)COVID-19関連国際出願案内サービスの提供 

 

COVID-19パンデミックの影響により国内外状況の変動が増加した。そこでPCRM(顧

客関係管理政策に関するメール)の発送及びホームページへの掲示など変動事項に対

して迅速な国際出願案内サービスを提供し、出願人及び代理人の便宜を図った。また、

期限経過に対する救済策関連WIPO(国際事務局)のお知らせを翻訳するサービスも行っ

た。 

 

特に、COVID-19の影響による指定期間の職権延長公告に基づき指定期間の延長を実

施し、手数料払戻処理など書類提出期間と費用に対して特典を提供した。COVID-19関

連で指定期間職権延長した件数はPCT5,671件、マドリード及びハーグ203件であった。 

 

 3)国際出願認識基盤の拡大 

 

 出願人が感じる国際出願の困難を軽減するために「マドリード国際出願ガイド」と

「ハーグ国際出願ガイド」を改訂・発刊し、PCT、マドリード、ハーグ国際出願を統

合した国際出願情報誌を定期的に発刊・配布するなど最新の国際出願情報を提供した。 

 

また、国際出願説明会も実施し、国際出願を計画している企業が実質的な支援が受

けられるようにした。 

 

それに加え、特許顧客相談センターなど実務者を対象とした国際出願懇談会、地元

企業家の国際出願認識向上のための国際出願出張教育を実施するなど、国際出願関連

相談人材の専門性を強化し、地域の国際出願認識を高めた。 

 

今後もより便利な国際出願環境を整えるため、PCT、マドリード、ハーグ国際出願

に対するタイムリーなコンテンツの普及、説明会などを実施する予定である。 
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3．方式審査の品質向上 

 

情報顧客支援局 出願課 工業事務官  イ・ジェフン 

登録課 電算事務官  ヨ・ウンヨン 

国際出願課 工業主事補 ピョン・スミン 

 

 出願・登録方式審査の品質向上は結果的に迅速かつ正確な知財権創出を担保する結

果につながるため、その重要性がより大きいと言える。出願・登録段階での方式エラ

ーによって書類提出期日を逃したり、関連手続きが終了するなど出願人の立場からす

ると公式的に意見を述べる機会も得られず知財権獲得が難しくなる可能性がある。 

 

 したがって、このようなケースを防止するとともに方式審査の信頼性を高めるため、

知財権関連制度の改善、方式審査官の能力強化を通じた専門性の向上、通知書及びシ

ステムの改善など方式審査の品質向上に向けて地道な努力を傾けている。 

 

 このような努力の結果として、出願・登録方式審査の平均処理期間は3日を超えず、

国際出願もまた方式審査処理を6日以内で維持している。方式審査の正確度も最近4年

間99.9％以上達成し、名実ともに世界最高の迅速・正確な方式審査サービスを提供す

ることで特許庁のプレゼンスを高めた。 

 

 イ．方式品質向上に向けた制度改善 

 

 1)方式審査協議会の運営 

 

 方式審査に関する共通基準の定立及び制度改善、苦情対応などの業務処理に関する

一貫性の向上及び信頼を確保するため、方式審査協議会に関する運営規定を制定した。

協議会は出願登録・審判手続きと関連する主要事項の議論及び意見収集の機構として

の役割を果たす。協議会は情報顧客政策局長を委員長として方式部署5つの課(出願課、

登録課、国際出願課、審判政策課、ソウル事務所)が委員として構成されており、202

0年には計7回が運営された。 
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 2)通知書及びシステム整備 

 

 補正要求書、無効処分通知書、書類差戻理由通知書、書類差戻通知書など国民に提

供する通知書の文句を出願人の立場から理解しやすいように整備し、改正法令などを

反映することで需要者中心の特許行政サービスを提供した。また、産業財産権法令の

改正事項を出願・登録関連システムに即時反映することで、出願人の誤認・混乱を招

かないように整備し、今後も持続的に国民の立場から通知書及びシステムを整備して

いく予定である。 

 

 ロ．方式審査官の専門性向上 

 

 1)出願・登録方式審査研究会の運営 

 

 産業財産権の出願・登録業務方式審査過程において出願人が間違いやすい事例、特

異な事例、関連規定を綿密に確認しなければならない事例、資料として残して今後参

考する必要がある事例などを中心に研究会を開催し、収集された事例に対して問題提

起及び処理方法、改善事項などを議論することで、方式審査の品質向上と業務の一貫

性、連続性を高め、方式審査実務に活用した。 

 

 2)方式審査品質向上に向けた協業実施 

 

 迅速・正確な方式サービスを提供するためにパート構成員間、パート構成員-上位

決裁者間の期間管理状況をクロスチェックさせることで担当者の不在などによる処理

遅延を予防し、担当者間で判断が異なり得る事例に対してパート内協議審査を通じて

その内容を共有・活用して方式審査の一貫性を高めた。 

 

＜表Ⅱ－1－30＞協議方式審査のプロセス及び管理 

協議対象の指定  担当者間の協議  処理結果の共有 
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担当者間で処理基準が 

相違する余地のある件を

協議対象として指定 

➡ 

パート構成員間の 

協議を経て 

協議対象件を処理 

➡ 

協議審査件は 

今後類似事例に 

参考できるように活用 
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第6節 審査・審判人材の専門性向上に向けた教育の強化 

 

1．概観 

 

国際知的財産研修院 教育企画課 施設事務官 キム・チョルホ 

 

 特許庁国際知的財産研修院は2020年に知的財産基盤産業をリードする人材を養成す

るという目標の下で、①創意・融合型人材養成に向けた職員教育、②知的財産教育で

知的財産生態系構築の強化、③eラーニングを活用した知的財産教育の拡散、④グロ

ーバル先導知的財産教育機関として国際協力の強化など4つの戦略を立てて推進した。 

 

 特に、2020年はCOVID-19という危機状況の中で研修院教育課程の運営に難航してい

たが、オンライン・オフライン教育を並行することで危機を乗り越えた。その結果、

集合教育生は2019年12,061人から2020年12,626人へと約4.7％増加し、eラーニング教

育生は2019年402,724人から2020年451,086人へと約12％増加した。 

 

国際知的財産研修院は世界最高の審査・審判サービスを提供するため、実務中心の

専門教育を強化することで審査・審判の能力を強化し、主要事例と判例を中心に討論

を通じた実務教育と知的財産権関連法律教育など多様な課程を運営している。 

 

2020年には新規・先任・責任・首席など審査官の経歴に合わせたカスタマイズ型昇

級教育、知的財産法・制度・政策及び審判官法律専門教育など実務中心の教育を通じ

て職員の職務能力を高めた。また、先端技術の変化に対応して審査部署カスタマイズ

型新技術教育、チーム単位の小規模討論タイプ新技術セミナー、新技術教養教育、テ

ク－フェアなど多様な新技術教育プログラムを運営したことで、教育生数が大幅増加

し(2019年2,905人→2020年4,017人)、教育満足度もまた90点以上の高い満足度(92.35

点)を記録する成果を収めた。 

 

国際知的財産研修院は審査・審判人材に対する教育だけでなく、知的財産業務従事

者の能力向上のため、他省庁・自治体公務員、企業・研究所、特許法律事務所など関
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連業務従事者に対する知的財産教育を実施し、一般人などを対象に知的財産認識向上

に向けた教育も実施している。 

 

2020年には公共機関を対象とするカスタマイズ型知的財産教育を拡大し、食品医薬

品安全評価院、電子通信研究院、国防科学研究院、KORAILなどR&D業務を行う出捐研

究所、公共機関及び国有特許活用機関を対象とするカスタマイズ型教育を通じて計49

5人を教育し、中小企業敷設研究所、大学などR&D従事者と知的財産実務者、一般国民

の知的財産能力強化のための知的財産基礎及び活用教育を実施して計714人を教育し

た。 

 

知的財産認識を拡大する教育も着実に実施し、国家公務員人材開発院との協力を通

じて「5級新規者課程」に知的財産科目を開設し、計340人の中央省庁新規中間管理者

を教育することで、知的財産政策に対する理解を深めた。また、公共機関・スタート

アップと知的財産教育協業(創造経済革新センター・創業インキュベーション協会MOU、

韓国原子力環境公団MOU)を通じて所属役職員653人に対する知的財産認識向上教育を

実施した。 

 

また、研修院は国民の知的財産能力を高めるため、デジタル環境を基にカスタマイ

ズ型学習を支援する知的財産スマート教育を通じた知的財産の拡散に力を入れている

が、2020年はCOVID-19状況によりeラーニングのニーズが急増したため、企業、大学、

小・中・高の青少年、教員など需要者別eラーニング運営を拡大し、受講生数が2019

年394,717人から2020年442,086人に大幅増加した。また、2015年からオンライン遠隔

学習を通じて知的財産学士号の取得が可能な知的財産学単位銀行制を運営しているが、

2020年には科目と定員を拡大し、計17科目に対して9,000人を教育し、74人の学士(20

17～累積162人)を輩出する成果をあげた。 

 

最後に、国際知的財産研修院はWIPO及び海外知財権教育機関との協力強化を通じて

グローバルIP専門家を育成し、知的財産規範伝播教育を大幅拡大して途上国の知的財

産専門人材育成を支援することで、知的財産先進国として国際的なプレゼンスを高め

ている。 
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2020年にはCOVID-19の影響で海外教育生を国内に招いて教育し難い状況の中でWIPO

協力教育課程及びKOICA協力教育課程をオンラインに転換し、WIPO協力Summer Schoo

l、特許・商標・デザインの法・制度及び審査課程をオンラインで運営し、計86カ国2

09人を教育した。また、KOICA協力ASEAN IP創出・活用・保護能力強化課程をオンラ

インで運営し、計8カ国21人を教育した。そして多様な国家(機関)との協力を通じて

カスタマイズ型オンライン教育課程を新設運営し、湖北省審査センター44人、科学技

術連合大学院大学(UST)の大学院生46人、湾岸協力会議特許庁の公務員29人、KDI大学

院生15人を教育し、韓国の知的財産法・制度を海外に伝播するきっかけを作った。 

 

国際知的財産研修院はCOVID-19以降経済と産業全般にデジタルシフトが加速化して

いることで知的財産制度・行政の革新など政策的な対応も本格化すると見られる教育

環境の変化に歩調を合わせ、デジタル融合・複合技術及び未来有望新技術・産業の最

新動向に応じた高品質の審査・審判教育を推進し、対外的にも関係省庁、大学、公共

研究機関及び企業との協力の下で知的財産能力及び認識の向上教育を継続して推進す

る予定である。また、COVID-19の長期化及び終息の不確実性を踏まえ、安定的に知的

財産教育が運営できるように研修院の非対面化・デジタル化対応能力を強化し、国内

外に知的財産教育サービスを円滑に提供するため取り組んでいく予定である。 

 

2．実務中心の専門教育課程の運営 

 

国際知的財産研修院 知的財産教育課 行政事務官 キム・ハンシク 

 

イ．推進背景及び概要 

 

国際知的財産研修院は知的財産強国の実現をリードする知的財産専門家の育成を目

標に掲げ、世界最高水準の高品質審査・審判サービスを提供するため、多様な実務中

心の教育課程を運営している。審査官の経歴に合わせたカスタマイズ型昇級課程、知

的財産法・制度及び審判官法律専門教育など実務中心教育課程を運営することで、審

査・審判人材の専門性を高めることに重点を置いて教育を行っている。 
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ロ．推進内容及び成果 

 

 基本必須教育である新規審査官、先任・責任審査官昇級及び審判官候補者課程を経

歴に合わせて水準別・段階別に運営し、各分野別(商標・デザイン、機械、化学、電

気分野)に審査関連の主要争点及び審決・判例研究・分析など実務中心の教育を通じ

て審査・審判専門人材を養成している。また、審査・審判官の問題解決能力を高める

ために事例中心の教育と討論中心の授業を行っている。 

 

その他にも権利別・技術分野別の審査事例及び審決判例研究、先行技術調査教育な

ど様々な教育課程を通じて基礎から高級まで水準別に問題解決能力及び審査ノウハウ

教育を実施することで教育品質の向上に向けて努力を傾けている。 

 

 また、審査・審判官の法律専門性を高めるため、商標法及び特許法教育を上・下と

争点と事例課程に拡大し、知的財産関連法律及び制度教育において専門性を大幅に高

めた。そして、既存海外特許制度の理解課程を海外主要国家別(米国・ヨーロッパ・

中国・日本)特許法・制度及び事例・判例高級教育に細分化することで、法改正事項、

国際協定など国内外の環境変化に対応した海外知的財産権核心リーダー養成のための

関連専門教育として拡大した。 

 

 それだけでなくリーダシップ教育、審査相互体験課程、知的財産政策課程など多様

な教育課程を新設し、コミュニケーションを通じた組織管理能力を高め、知的財産政

策の共有及び政策報告書の作成実務能力増進のための教育を強化した。反腐敗清廉教

育、情報セキュリティ、積極行政の理解、公職倫理教育などを通じて公職価値の基本

素養を増進させており、庁内職員に対する職務能力及び特別教育課程の運営を通じて

職務に対する実務能力を高めている。 
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＜表Ⅱ－1－31＞教育訓練状況(2020年実績) 

(単位：日、人) 

課程名 教育日数 修了者数 

基本 

課程 

第1期審判官法律専門家 3 39 

第2期先任審査官昇級(技術) 7 45 

第2期先任審査官昇級(行政) 7 15 

第2期新規審査官課程(技術) 18 64 

第2期新規審査官課程(行政) 18 21 

第8期審査指導課程 2 55 

第2期審判官候補者(技術) 5 34 

第2期審判官候補者(行政) 5 8 

第2期責任審査官昇級(技術) 7 74 

第2期責任審査官昇級(行政) 7 15 

専門 

課程 

第1期論文作成課程 2 20 

第15期デザイン保護法(理論) 5 50 

第15期デザイン保護法(争点と事例) 3 70 

第2期米国特許制度 2 56 

第16期民法の理解(物権) 2 28 

第16期民法の理解(債権) 3 18 

第16期民法の理解(総則) 2 34 

第16期民事訴訟法理論 5 49 

第16期民事訴訟法(争点と事例) 3 39 

第8期不正競争防止及び営業秘密保護法(理論) 3 55 

第1期不正競争防止及び営業秘密保護法(争点と事例) 2 38 
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第21期商標法理論(上) 5 63 

第21期商標法理論(下) 5 65 

第21期商標法(争点と事例) 3 37 

第1期ヨーロッパ特許制度 2 63 

第8期著作権法の理解 2 99 

第1期中国・日本の特許制度 2 48 

第24期特許法理論(上) 5 68 

第24期特許法理論(下) 5 79 

第24期特許法(争点と事例) 3 72 

第1期海外商標・デザイン制度(商標) 1 13 

第1期海外商標・デザイン制度(デザイン) 1 15 

第16期先行技術調査(機械) 2 20 

第16期先行技術調査(電気) 2 17 

第16期先行技術調査(化学) 2 27 

第21期審決・判例研究(技術) 3 87 

第20期審決・判例研究(行政) 2 27 

第11期審査事例研究(基礎、技術) 2 51 

第1期審査事例研究(デザイン) 1 13 

第1期審査事例研究(商標) 1 11 

第1期審査事例研究(高級、技術) 3 66 

第3期特・実審査基準ハンドブック読会(上) 2 53 

第3期特・実審査基準ハンドブック読会(下) 2 38 

第1期IP-R&D方法論 2 31 

第8期新規公務員課程 5 20 

第9期新規公務員課程 5 29 
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第1期特許審査体験課程 1 18 

特別 

課程 

引退設計課程 3 22 

リーダーシップ特講 1 71 

合計  184 2,050 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

 新型コロナウイルス感染の拡大により対面教育が困難であったが、オンライン・オ

フライン教育を並行することで支障なく教育を進めた。 

 

特に、審査・審判官に対する経歴別カスタマイズ型教育、知的財産法・制度及び審

判官法律専門教育などを通じて審査・審判人材の専門性と実務能力を強化し、現業へ

の適用度を高め、審査審判の品質向上に貢献している。 

 

2021年にはCOVID-19の長期化で教育運営・支援が萎縮しないようにするため、非対

面オンライン教育に力を集中し、審査・審判官等級別教育課程の専門化・細分化、知

的財産法律教育の細分化など総合的な能力開発に向けた教育システムを構築する計画

である。また、新規審査官、新規公務員教育課程に知的財産主要政策科目を編成する

ことで新規職員の知的財産政策に対する理解度を高め、審査官昇級課程に知的財産主

要イシュー科目を新設することで、デジタル経済時代における韓国特許庁の主要知的

財産政策の方向性を理解・共有し、高品質な審査・審判サービスを提供する上で重要

な基盤となるよう引き続き努力していく計画である。 
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第2章 環境変化に対応する知的財産権制度の運営 

 

第1節 特許・実用新案分野 

 

1．概観 

特許審査企画局 特許審査制度課 技術書記官 ミョン・デグン 

 

 AI、IoT、ビックデータなど新技術が様々な業種間の融合・複合化を通じて新しい

産業と付加価値を創出する第4次産業革命を牽引している。第4次産業革命時代には情

報通信技術(ICT)を基に異なる分野の技術が融合して新しい価値が創出され、知的財

産にも画期的な変化が現れている。 

 

 特に、データを基にするAI技術は韓国社会の各分野で様々な変化をもたらし、伝統

的な特許制度の特許性判断基準の変化を求めている。特許庁はこのようなニーズに応

えるため関連産業界と綿密に協力し、新しく発展する新技術に適した制度に改善する

ため持続的な努力を傾けている。 

 

 まず、先端産業育成を通じた国家競争力の向上に向けて核心産業分野の迅速な権利

獲得基盤を確保するため、第4次産業革命関連の優先審査分野を既存7つから16分野に

拡大・改編した。拡大された技術分野は非メモリ半導体、バイオ産業、未来型自動車

など国家未来成長エンジン3大分野及び核心素材分野を包括しているため、多様な技

術分野における迅速な技術の確保が支援できる。 

 

 また、第4次産業革命時代に歩調を合わせてデジタル新産業5つの分野に対して特許

付与基準が収録された技術分野別審査実務ガイドを制定した。AIとIoT分野に対して

はデジタル技術がサービスと結合して産業として発展する環境を反映し、技術的上昇

効果を考慮する判断基準などを策定した。バイオ、医薬、植物分野に対しては急変す

る技術に対する明確な基準の定立と知財権保護環境作りのために技術分野の特性を反

映した判断基準を再定立した。  
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 そして、2019年末から急激な拡散によって全世界をパンデミック状態に追い込んだ

COVID-19に対応し、零細な中小企業が危機を乗り越えられるように審査官との面談を

強化した予備審査を拡大し、デジタル環境で多様なサービスを統合して知財権として

獲得できる一括審査制度を導入した。 

 

 また、COVID-19という特殊な状況を考慮し、個別パソコン環境でテレビ電話面談が

可能になるよう改編し、出願人が手続きを踏むことが難しい状況を反映して審査プロ

セスでの救済措置を拡大し、COVID-19と関連する医療技術特許情報などをリアルタイ

ムで国民に知らせるサービスを提供した。 

 

 第4次産業革命時代に備えるとともに、COVID-19という特殊な環境を考慮して改

編・拡大された多様な特許制度が中小企業を中心とする韓国企業が知財権を通じて国

家の経済的な困難を克服していく上で大きな力になることを期待している。 

 

2．第4次産業革命に対応する特許審査制度の改善 

 

特許審査企画局 特許審査制度課 技術書記官 ファン・ジュンソク 

工業事務官    パク・ソンス 

 

イ．推進背景及び概要 

 

AI、IoT、ビックデータなどの新技術が様々な業種間の融合・複合化を通じて第4次

産業革命をリードしている。そこで、第4次産業革命をリードする産業を支援するた

め、迅速かつ正確な審査サービス提供の必要性が持続的に増している。 

 

このような背景の下で速い審査サービスを提供するために運営している優先審査制

度の適用対象を拡大し、第4次産業革命をリードする技術分野を持続的に含めるよう

に優先審査制度を整備した。 

 

また、正確な審査のためには第4次産業革命技術分野の技術的な特殊性を審査基準
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に反映する必要があるという問題意識から、技術別特徴を反映した審査ガイドを審査

基準から分離して独立した形態で制定した。 

 

一方、審査速度と正確性に劣らず重要な特許制度の公正性を高めるよう、真の発明

者関連審査方法、審査官回避対象の拡大、審査官面談制度の改善を中心に特許実用新

案審査基準を改善した。 

 

ロ．推進内容及び成果 

 

1)第4次産業革命優先審査支援の拡大 

 

 特許に関する審査順位は原則として審査請求順位による。但し、国家産業発展や公

益上緊急処理が必要と認められる出願に対しては例外なくこのような原則を適用した

場合、国益及び発明の適切な保護が阻害される恐れがある。そこで特許庁は特許法第

61条に基づき、一定理由に該当する出願に対しては審査順位と関係なく審査する優先

審査制度を運営している。 

 

 第4次産業革命関連技術が発展速度が非常に速く技術寿命も短いため、国家産業発

展や公益上緊急に処理する必要が認められるため、2018年4月から第4次産業革命技術

と直接関連して新特許分類が付与された特許出願を優先審査対象に追加した。 

 

 そして、2019年6月からは国家競争力向上に向けた核心産業の迅速な権利創出基盤

を確保するため、第4次産業革命技術関連新特許分類システムを既存の7大技術分野か

ら16大技術分野に拡大し、第4次産業革命関連技術分野の優先審査対象を拡大した。

対象の拡大によって2019年には133件であった申請件数が2020年には218件まで約1.6

倍増加した。 
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＜表Ⅱ－2－1＞第4次産業革命優先審査対象 

従来(7) 

AI、IoT、3Dプリンティング、自動運転車、ビックデータ、クラ

ウドコンピューティング、知能型ロボット技術を活用した特許出

願で、別表3で定める第4次産業革命関連の新特許分類に該当する

特許出願 

改正(16) 

AI、IoT、3Dプリンティング、自動運転車、ビックデータ、クラ

ウドコンピューティング、知能型ロボット、スマートシティ、 V

RAR、革新新薬、新再生エネルギー、カスタマイズ型ヘルスケ

ア、ドローン、次世代通信、知能型半導体、先端素材技術を活用

した特許出願で、特許庁が別表3で定める第4次産業革命関連新特

許分類を付与した特許出願 

 

 また、第4次産業革命関連特許出願は新しいアイデアを保有する創業初期企業(スタ

ートアップ)によって出願される場合が多かった。そこで2020年からはスタートアッ

プに対する経済的な負担を緩和し、特許権を早期確保できるように優先審査申請料の

70％減免を提供している。 

 

 一方、2020年5月に多様な革新企業の特許出願を優先審査対象として追加し、大韓

民国の技術革新を支援する基盤を整えた。素材・部品・装備産業における国家競争力

を強化し、国産化を促すため、従来「素材・部品専門企業」に適用されていた優先審

査を「素材・部品・装備特化先導企業」に拡大し、「調達庁が指定した革新試作品と

関連する出願」、「規制サンドボックスを申請した製品と関連する出願」も優先審査

の対象として追加した。 

 

2)技術分野別の審査実務ガイドの制定 

 

 第4次産業革命時代においてデジタル新産業分野で韓国企業が国内外で高品質の特

許を確保し、未来成長エンジンを創り出せるように支援するため、デジタル新産業分

野の特許付与基準が収録された技術分野別審査実務ガイドを制定した。 
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 デジタル新産業分野の核心技術の中でAI、IoTサービス、バイオ、植物、医薬分野

を対象分野として選定し、各産業の技術成熟度、応用技術が多く含まれた融合・複合

技術、新しく登場する新技術など各技術分野の特性による特許要件判断基準の要求事

項に合致するよう、各産業別の特殊性を考慮した技術別審査基準を設けた。 

 

 AI分野は学習データや学習方法によってその結果が変わるにもかかわらず、それを

公開しない場合は第3者実施が不可能で、権利範囲が不明確になる問題があるため、

それに対応して明細書記載要件を明確にした。そして、ソフトウェアがハードウェア

を利用して具体的に実現できるかどうかによる発明の成立性判断基準を定めた。 

 

 IoTサービス分野は既に公知となった構成要素間の結合で成される発明の特性を考

慮し、構成要素の結合による上昇効果と発明のサービス分野を考慮した進歩性判断基

準を設けた。同時に、結合発明に対してできる限り全ての進歩性判断事例を類型別に

整理して提示した。 

 

 バイオ分野は生命体をその対象とする、もしくは生命体を利用して構成される発明

の特殊性を考慮し、生物体の基本構成を中心に生命情報プロセスの段階を核酸、タン

パク質、細胞分野に区分し、各分野別融合・複合技術事例を提示した。また、審査難

題に該当するタンパク質活性断片、変異体及び相同性に関する具体的な事例を提示し、

請求範囲と発明の説明記載要件の事例を収録した。 

 

 植物分野は遺伝子組み換え育種技術の特許性判断基準を明確にし、異種植物改良発

明の特許性判断の時は異種の生物学的な壁を乗り越えた構成的な違いを明確にするよ

うに特許要件を明確にした。また、明細書記載要件の中で反復再現性に対して実質的

な再現確率ではなく理論的確率で立証できるように育種過程に対する記載要件を緩和

した。 

 

 医薬分野は医薬発明の種類を細分化し、バイオ医薬発明と医薬品製剤発明の特許要

件及び記載要件の審査基準を定立した。そして、医薬用途発明の有効成分の明細書記
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載要件を提示し、医薬用途の解釈方法を定立した。また、化合物医薬及び天然物医薬

分野の判断基準を再定立した。 

 

 3)公正性の向上に向けた審査基準の改善 

 

 特許制度の運営過程で発生し得る不公正事項を改善する方向に審査基準を改正した。 

 

 個人発明者などの発明意志を高めるため、一定の条件下で特許手数料を減免してい

るが、手数料の減免を目的として真の発明者でない者を発明者及び出願人に含めて不

当に手数料の減免を受けようとする場合、これを防止する必要がある。そこで特許出

願の発明者が真の発明者ではないという合理的な疑いがある場合、拒絶理由を通知す

ることができることを明確にするよう審査基準を改正した。そして、出願人が提出し

た立証書類だけでは判断が困難な場合、真の発明者であるかどうかを確認するため、

発明者面談を実施できる手続を新設した。 

 

また、特許出願の審査を担当する審査官が当該出願に対する利害当事者に該当して

審査の公正性が損なわれる恐れがある場合は審査官が当該出願の審査を回避できるよ

うに審査基準が運営されているが、審査官が回避できる範囲に審査時点から2年以内

に同じ審査部署に勤務したことのある庁出身弁理士が代理する出願件を回避対象とし

て追加するよう審査基準を改正した。 

 

 そして、出願人や代理人との審査官面談過程において、出願人などが強く苦情を申

し立てる場合や庁出身弁理士が過剰な要請をする場合は審査の公正性が確保され難い

ことがあるため、審査官面談時に上位決裁者である特許チーム長が同席できるようす

ることで審査の公正性を確保するよう審査基準を改正した。 

 

 ハ．評価及び発展方向 

 

 優先審査制度は緊急処理の必要性がある出願に対して迅速な審査で特許権を確保さ

せる制度で、技術発展が急速に行われている第4次産業革命の新技術分野に対する迅
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速な権利創出のために持続的に改善していく必要がある制度である。今後も産業界と

の緊密なコミュニケーションを通じて新しい技術分野を優先審査の対象に追加し、優

先審査制度の趣旨を最大にする方向に優先審査制度が発展することを期待する。 

 

技術分野別審査実務ガイドの制定を通じて審査官と産業界の常時協力システムを構

築し、企業からの要求事項及び技術動向の変化を適時に審査実務に反映することで、

韓国産業の現実に合った技術分野別カスタマイズ型審査制度を構築した。これを活用

し、担当審査官が産業別の特殊性を考慮して審査実務の戦略的運営が可能となり、今

後、産業界のニーズを引き続き反映し、審査実務ガイドの対象を拡大していく必要が

ある。 

 

特許制度による産業発展の恩恵が全ての国民に行き届くためには、不公正な事項が

見つかり次第、即時にそれを是正する必要がある。今後も出願人など外部顧客の意見

に持続的に耳を傾け、特許制度がより公正な制度に発展するよう努力する必要がある。 

 

3．出願人の利便性向上に向けた特許法制の改善 

 

特許審査企画局 特許審査制度課 施設事務官 ヒョン・ジェヨン 

工業事務官  イ・ドンファン 

 

イ．推進背景及び概要 

 

2019年末から肺炎と類似する症状を見せ、全世界で急激に広がった新型コロナウイ

ルス感染症はどの時点で収まるのか予測が難しい状態が続いている。世界保健機関(W

HO)は猛烈なスピードの感染の勢いを考慮し、2020年3月11日史上3番目のパンデミッ

クを宣言するに至った。 

 

こうしたCOVID-19パンデミックの状況で、相対的に零細な中小企業は販路が断たれ

顧客が減るなど続けて経済的困難に直面しなければならなかった。中小企業がCOVID-

19による経済的困難を克服するためには新しい知財権アイデアを発掘し、COVID-19の
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状況に適した新しい製品またはサービスを創出していくことがいつにも増して切実な

状況であった。 

 

また、COVID-19により審査官との対面面談が難しくなり、特許行政手続が遅れるな

ど、出願人に多くの不便が生じた。これを受け、特許出願人が審査官と対面以外の方

法で審査内容について議論できる手続が急がれることとなり、特許行政の手続が遅れ

ることを救済する必要性が高まった。 

 

それに加え、COVID-19を診断するための診断技術とこれを予防、治療するためのワ

クチン及び治療剤の開発に全世界がまい進している。その中でCOVID-19診断技術と関

連しては「K-ウォークスルー」という用語が出るほど、技術力で韓国が先制的にリー

ドしてきた。このような韓国のCOVID-19診断技術を国内だけでなく全世界に輸出する

ために国内外で知財権を通じて技術を保護し、このような技術を量産して海外に進出

するよう支援する制度の構築が急がれる。 

 

したがって特許庁は今年中小企業の様々な国内技術の確保及び海外進出活性化に向

けた政策を講じ、出願人が審査官との対面面談が難しい状況を反映してテレビ電話面

談または電話面談を拡大した。また、COVID-19の状況で適時に遂行できなかった手続

きに対する救済範囲を拡大し、国民にCOVID-19関連特許情報を提供することでワクチ

ン、治療剤と検査技術の動向を迅速に把握できるよう支援した。 

 

 ロ．推進内容及び成果 

 

 1)中小企業の特許確保制度の改善 

 

特許庁は今年8月から中小企業のPCT海外出願の活性化を支援するために中小企業の

PCT多出願技術分野37個を予備審査面談対象として拡大した。従来運営されてきた高

難度の技術分野195個に加え、中小企業が海外出願を多く行う技術分野に対して予備

審査を申請できるようにすることで、迅速な権利化と海外出願を決定できるように支

援した。 
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予備審査は、公式の審査の前に出願人と審査官が直接会って出願人に事前の審査結

果を提供し、審査意見を交換するための制度である。これを通じて出願人は拒絶理由

を公式審査の前に把握して対応し、審査官は出願人と直接技術と審査意見を交換する

ことで正確な審査ができるというメリットがある。 

 

予備審査に対する最初の審査結果通知は予備審査申請日から2カ月以内に行われる

ため、この制度を活用する中小企業は速やかに特許可否を把握することができ、登録

可能な請求範囲を事前に補正することで高品質の特許を速やかに確保することができ

る。 

 

また、今年12月には創業から3年以内の零細中小企業が複数製品からなる製品群やC

OVID-19時代に急成長しているデジタルサービスに対して一括審査が申請できる制度

を設けた。これにより中小企業は関連する様々な製品に対して同時に知財権を獲得で

きるようになっただけでなく、デジタルで提供する類似サービスに対して多様な知財

権を一度に確保できるようになった。 

 

 2)テレビ電話面談、電話面談の拡大 

 

 今年の初めCOVID-19の拡大によって対面面談が難しくなったことを受け、特許庁は

今年3月にテレビ電話面談を拡大し、電話面談を活性化する措置を取った。 

 

具体的には、以前はテレビ電話面談がソウル事務所または8カ所の地域知的財産セ

ンターでのみ可能であった、今年からはインターネットが可能なパソコンでテレビ電

話面談ができるようにシステムを構築した。このようなシステムでは出願人と審査官

が画面を共有し、画面上に板書をして説明したい部分を明確に表示できるようにし、

録画機能を提供することで面談事項を再確認できるようにした。 

 

また、カメラ、ヘッドセットなどの装備がない場合にも電話機を利用してテレビ電

話会議システムを通じて面談が可能になり、出願人が審査官と簡単に面談できる多様
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な方式を導入した。 

 

3)審査手続きに対する救済措置の拡大 

 

特許庁はCOVID-19の急激な拡散に対応し、2020年3月末から5月末までの期間で手続

きが満了する特許、実用新案に関する手続きを5月31日まで職権で一括延長する公告

文を発表した。これによりCOVID-19の危機的状況において審査手続きを逃した出願人

が当該手続に対する救済を受ける道を開き、出願手続が不測のうちに終了するという

不意の事態を防ぐことができるようになった。 

 

また、出願人がCOVID-19によって手続きを続行できない障害事由が発生した場合、

審査手続きの中止、もしくは審査保留ができるように措置を取った。それに加えて、

COVID-19によって当事者が責任を負えない事由で期間が経過した場合、これを保存で

きるようにした。特に、特許料を納付できなかった場合、当事者が責任を負うことが

できない事由を疎明することで特許が放棄される不利益を防止した。 

 

4)COVID-19特許情報の提供 

 

特許庁は今年3月に「特許情報ナビゲーション」を構築し、COVID-19に関連する①

治療剤、ワクチン分野の技術動向、②診断、検査分野の技術動向、③防護、防疫分野

の技術動向、④特許権が消滅して誰でも自由に実施できる自由実施技術に関する情報

を国民に提供した。 

 

各分野別の情報には特許登録番号、発明の名称、技術分野などの細部情報が示され

ており、出願人がCOVID-19関連技術に対する確保戦略を立てる上で大きく役立った。

 2020年にCOVID-19と関連して提供された特許技術情報は計6千件余りに上る。 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

予備審査の対象をPCT出願をした中小企業に拡大したことで、予備審査の結果を受
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けた中小企業は海外出願をするかどうか迅速に決定でき、最適な権利範囲で海外で特

許として保護されるため、中小企業の海外進出に大きく役立つものと期待される。 

 

そして、COVID-19で対面面談が困難な状況で、多様なテレビ電話面談と電話面談を

通じて出願人と審査官間のコミュニケーションに障害が生じないようにすることで、

より優秀な特許権を確保することに貢献するものと見られる。また、手続きを逃す恐

れのある出願人に対する救済の幅を拡大し、パンデミック危機の中で今後中小企業の

事業アイテムになり得る知財権の確保に万全を期すことができると期待される。 

 

加えて、COVID-19に対する予防と治療が何より重要になり、関心が高まっている今

の時代に誰でもCOVID-19特許技術に対する情報が確保できるようにすることで、現在

の困難を先端技術で乗り切る礎となることが期待される。 

 

今後出願人が不便を強いられている特許制度に対する意見を取り集め、出願人の不

便を解消するための法・制度を継続的に整備していく計画である。その一環として、

COVID-19によって特別災難地域として宣布された地域の零細企業に特許手数料を減免

する制度の導入を検討し、拒否決定に対して不服申し立てできる期間などを増やし、

出願人の権益を保護するための法・制度などを構築していく計画である。 
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第2節 商標・デザイン分野 

 

1．出願人の利便性向上及び審査品質向上に向けた商標制度の改善 

 

商標デザイン審査局 商標審査政策課 行政事務官 チョン・ヒギョン 

 行政事務官 チョン・ムチョル 

行政事務官   カン・スング 

 

イ．推進背景及び概要 

 

1)商標権保護の強化 

 

相当な投資と努力を通じて構築した商標権者の信頼を強く保護することは、商標権

者だけでなくその商標を信頼して製品を購入した需要者にとっても利益になる。 

 

このように商標は製品の出処を表す機能、広告宣伝機能、製品の品質を保証する機

能を同時に持っている。最近は消費者の目線が高くなるにつれ、品質保証機能が大き

くクローズアップされている。 

 

したがって、消費者の製品選択権などを保障するためには、商標権者の商標と同一

または類似する商標を使用して消費者を混乱させる行為を根絶する必要があり、故意

に商標権者または専用使用権者の登録商標と同一・類似の商標をその指定商品と同

一・類似の商品に使用して商標権または専用使用権を侵害した者に対する損害賠償額

を引き上げるべきであるという要求があった。 

 

2)出願人の利便性及び審査明確性の向上 

 

商品の外観を示す立体商標及び特定の位置に使用され識別力が認められた位置商標

など非典型商標の出願増加に伴い、非典型商標を出願する過程で不便な点などを改善



2020年度知的財産白書 

170/694 

 

するために商標法施行規則を改正した。また、営業外観のようなトレードドレス 5 保

護を強化し、審査の正確性を高めるため、商標審査基準を整備した。 

 

また、ニース国際商品分類基準の反映及びデジタルシフトなど取引の現実に合わせ

た商品分類体系作りと名称整備のため、類似商品審査基準を改正した。 

 

ロ．商標法の改正(法律第17531号、2020.10.20.公布・施行、法律第17728号、2020.

12.22.、一部施行2021.6.23.) 

 

特許法に導入された特許権の故意侵害に対する3倍賠償及び損害賠償の混合算定方

式6と類似する制度を導入する改正を行った。改正を通じて商標権者の生産能力を超

過した数量に対しても合理的使用料に相当する金額を受け取ることができるようにな

った。特許法と異なる点は、3倍賠償の考慮要素のうち「侵害者の優越的地位」を考

慮しない代わりに、「侵害行為によって当該商標の識別力または名声が損なわれた程

度」を考慮することであり、法定損害賠償額の上限を1億(故意侵害時3億)に引き上げ

たものである。 

 

ハ．商標法施行規則の改正(産業通商資源部令第405号、2020.12.30.公布、20201.2.

1.施行) 

 

1)立体・位置商標の商標見本の図面提出要件の緩和 

 

立体・位置商標出願時に提出しなければならない商標見本を構成する図面の数を既

存2枚以上5枚以下から5枚以下に改正した。下限を削除することで立体商標及び位置

商標の特徴を明確に表現できる場合には1枚の図面でも出願書を提出することができ

るようになり、出願人の不便を解消する一方、国際規範との調和を成すようにした。 

 

                                            
5 米国判例で提示された概念で、商品の大きさ、模様、色彩または色彩の結合、肌触り、

図形、設計などが結合して形成される商品全体のイメージと総合的な外観を意味する。 
6 (生産限度内)生産数量×単位数量当たりの利益額＋生産超過分×合理的使用料 
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2)商標登録出願補正書の統合 

 

国内商標登録出願と国際商標登録出願の補正書様式を統合することで、国際商標登

録出願の実体補正書提出時にだけ別途規定された様式を使用することによる出願人の

不便を解消した。 

 

3)登録商標表示方法の弾力化 

 

デジタルシフト時代の到来に伴い、新技術を使用した登録商標表示方法が登場する

場合に備え、登録商標表示方法を弾力的に規定できるよう、具体的な事項を特許庁長

告示に委任した。 

 

ニ．商標審査基準の改正(特許庁例規第119号、2020.12.23.改正、2021.1.1.施行) 

 

1)機能性審査の強化 

 

特許として保護されるべき要素が商標権によって無期限保護されないよう非典型商

標の特性に対する機能性審査を強化するため、機能性審査基準を主要判断要素である

特許権の存在有無、非典型商標の実用的メリットに対する広告・広報の存在有無、代

替可能な形状などの生産容易性及び経済性などを中心に判断するよう改編し、各要素

別の判断プロセスをフローチャート形式で提示し、機能性審査の実質的な指針として

活用できるようにした。 

 

2)非典型商標審査基準の整備 

 

 トレードドレスが商品競争力の主要要素として働き、商品の固有の識別・出処表示

としての機能が強化されたことで、「建物の内観・外観(営業場所を示す立体的形状)」

を立体商標の類型として審査基準に明示し、関連審査基準を新しく立てた。また、位

置商標として出願して保護を受けようとする対象を既存の形状または模様から色彩も

認め、その対象を拡大した。一方、非典型商標の識別力判断基準の整備及び審査手続
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きの明確化など審査の正確性を高めるため審査基準全般を改善した。 

 

＜図Ⅱ－2－1＞営業場所を示す立体的形状の登録事例(米国) 

標章 

 

 

 

登録番号 米国(登録)第4277914号 米国(登録)第4021593号 米国(登録)第3956102号 

指定商品 携帯電話小売業 コンピュータ小売業 製菓店業 

(標章出処：https://www.uspto.gov/) 

 

 3)不登録要件審査基準の整備 

 

 「著名な他人の姓名など」を含む商標登録出願審査の際に他人の承諾事項確認手続

きなどを整備し、使用による識別力を取得した商標と他の出願商標との類似判断時の

留意事項を明示した。また、国旗・地図が含まれた商標が需要者を欺瞞する恐れがあ

る場合、法第34条第1項第12号の適用対象であることを明示するなど審査基準を整備

した。 

 

4)地理的表示及び地理的表示団体標章審査基準の整備 

 

イギリスのEU離脱及び韓-英FTA発効(2021.1.1)による保護対象地理的表示目録を審

査基準に反映し、地理的表示団体標章の指定商品認定要件を明確に整備した。 

 

ホ．類似商品審査基準の改正(特許庁例規第118号、2020.12.24.改正、20201.1.1.

施行) 

 

1)ソフトウェアの用途明確·細分化 

 

2021年1月1日から出願されるソフトウェアと関連する商標に対しては、これまでの
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取引実情を反映し、「ゲーム用ソフトウェア、カーナビゲーション用ソフトウェア」

のように用途を明確に記載した商標のみ登録できるように審査基準を改正し、ソフト

ウェアの用途を基準に「システム/応用/ゲームソフトウェア」と細目化し、用途不明

な包括名称は削除するなど審査基準を整備した。 

 

2)ソフトウェア商品—サービス間の類似判断範囲の調整 

 

ソフトウェアと連携したサービスの活性化に伴い、ソフトウェア商品と関連サービ

ス業種の類否を判断することにおいても「用途」を中心に標章間で個別的・具体的に

比較することで、商品やサービスの出処に関して需要者が混同しないよう審査基準を

改正した。 

 

＜図Ⅱ－2－2＞ソフトウェア商品名称登録可否の例示 

区分 登録可能 登録不可能 

商品名称 

・コンピュータ運営システムソフトウェア 

・ビデオゲームソフトウェア 

・音楽作曲用ソフトウェア 

・ナビゲーションソフトウェア 

・子供教育用ソフトウェア 

・記録されたコンピュータソフトウェア 

・インターネットアクセス用ソフトウェア 

・スマートフォン用アプリソフトウェア 

・企業用コンピュータソフトウェア 

・統合ソフトウェアパッケージ 

 

へ．評価及び発展方向 

 

今回商標法の改正で商標権者が適正な水準で損害賠償を受けることができるように

なり、故意侵害の場合は3倍まで賠償を受けることができるようになったことで、商

標権保護、ひいては商標権侵害の予防効果まで期待できるものと見られる。 

 

また、商標法施行規則の改正によって現行制度の運営上指摘された一部不備点を改

善することで、出願人の便宜を図った。 

 

その他にも非典型商標の審査基準をより明確にし、新たな商品名称を反映するなど
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審示基準を整備することで審査一貫性及び出願人の権利確保に対する予測性を高める

ことに大きく貢献できると期待される。 

 

一方、2020年下半期には商品販売媒介者の商標権間接侵害責任及び免責を規定する

改正案、商標登録出願に対して拒絶理由のない指定商品に対しては商標登録が受けら

れるようにする部分拒絶制度の導入改正案、拒絶決定に対する再審査が請求できる再

審査請求制度の導入改正案などが発議され、当該法律案が改正·施行される場合、商

標権者の権利保護強化及び出願人の利便性向上が予想される。 

 

2．出願人の利便性向上に向けたデザイン制度の改善 

 

商標デザイン審査局 デザイン審査政策課   書記官  ペ・フンソン 

デザイン審査政策課 行政事務官 ソン・ユンソプ 

 

 イ．推進背景及び概要 

 

21世紀感性の時代を迎え、グローバル一流企業は革新的なデザイン、クリエイティ

ブなブランドイメージなど差別化されたデザインで企業の競争力を高めている。 

 

そこで特許庁はデザイン団体、企業、学界及び弁理業界など多様な分野の意見を反

映してデザインの創作性要件を強化し、複数デザイン登録出願の要件を大幅改善した。

一方、類似デザイン制度を廃止して関連デザイン制度を導入する内容を骨子とするデ

ザイン保護法全部改正案を講じ、2014年7月1日から施行している。 

 

そして、2017年にはデザイン保護法のうち新規性喪失例外主張期間及び時期を拡大

し、2018年にはデザイン書類電子化機関の役職員に秘密保持を義務付け、優先権証明

書類を書面で提出する代わりに電子的に提出できるようにした。2019年には社会的弱

者の知的財産権保護を強化するため、低所得者層、障碍者、青年創業者などにデザイ

ン審判を無料で支援するデザイン審判国選代理人制度を施行した。2020年には施行規

則を改正してデザイン図面提出要件を大幅緩和し、出願人の利便性向上とデザイン権
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保護強化のために審査基準を改正した。 

 

ロ．デザイン保護法令の改正内容 

 

1)デザイン保護法施行規則の改正 

 

第一に、フォントデザイン登録出願時にフォントファイル形式の図面を提出できる

ようにすることで、フォントファイルを開発·製作した後、デザイン登録出願のため

に別途図面を作成しなければならない時間と費用が節減できるようになった。 

 

第二に、デザイン登録出願時における図面・参考図面提出形式の制限を緩和し、デ

ザイン登録出願後に補正のため図面を再提出する場合、従来は出願時に提出したファ

イル形式と同じファイル形式だけを認めていたものを他の形式のファイルでも提出で

きるようにすることで出願人の利便性を高めた。 

 

第三に、デザイン一部審査登録出願の対象物品を既存の3種類から7種類に拡大した。

 デザイン一部審査登録出願はデザインのライフサイクルが短く模倣しやすい物品(衣

類、織物生地など)に対して方式審査と登録要件の一部だけを審査し、早期に権利を

付与する制度である。デザイン一部審査登録出願は通常出願から登録まで60日程度か

かり、2～3週間でデザインが変化するファーストファッションの流行など目まぐるし

く変わるデザイン業界の現実に足並みを揃えるには力不足であった。そこで2020年1

月からはデザイン一部審査登録出願に対して審査処理期間を画期的に短縮し、出願書

に特に問題がない場合は10日以内に登録できるように迅速な審査を推進している。 

 

さらに、2020年12月からは一部審査登録出願の対象となる物品類も拡大した。従来

は2類(衣類)、5類(織物生地)、19類(事務用品)の3つの類に属する物品のデザイン登

録出願に対してのみ一部審査を適用してきたが、これに1類(食品)、3類(ファッショ

ン雑貨)、9類(包装容器)、11類(宝石・装飾具)に属する物品のデザイン登録出願に対

しても一部審査を適用し、迅速審査が受けられるようにした。 
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＜表Ⅱ－2－2＞デザイン一部審査登録出願の対象拡大(2020.12.1.施行) 

既存 

＋ 

追加 

物品分類 2類 5類 19類 1類 3類 9類 11類 

代表物品 衣類 織物生地 文具類 食品 鞄・雑貨 包装容器 宝石・装身具 

 

2)デザイン審査基準の改正 

 

第一に、デジタルシフトによる新規物品が増加している中で、英語だけで構成され

た言葉であっても関連デザイン業界で通常使われる名称である場合(例:Smart Watch

など)は正当な物品の名称として認めた。 

 

第二に、デザイン保護法第34条第3号の不登録事由と関連し、著名な商標・サービ

ス標をデザインで表現した場合、デザイン登録が受けられないように具体化した。 

 

第三に、反復デザインの登録要件を緩和し、単位模様が1回だけ表示されたとして

も、「デザインの説明」を通じてデザインが明確に特定できる場合は登録できるよう

にした。 

 

3)優先権証明書類の電子的交換サービスの拡大に向けた告示の改正 

 

従来米国・中国・日本特許庁だけが可能であったデザイン出願の優先権証明書類オ

ンライン交換(DAS:Digital Access Service)を欧州連合知的財産庁(EUIPO)、オース

トラリア、オーストリア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、ジョージア、イン

ド、イスラエル、イタリア、メキシコ、ノルウェー、スペイン、WIPO国際事務局にま

で拡大した。 

 

ハ．評価及び発展方向 

 

今回のデザイン保護法施行規則の一部改正を通じてデザイン図面の提出要件を緩和
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することでより便利に出願・登録できるようにし、一部審査登録対象品目の拡大で迅

速にデザイン権が確保できるようにした。 

 

また、デザイン審査基準の一部改正を通じて、英語だけで構成された単語でも関連

デザイン業界で通常使用される場合は正当な物品の名称として認めることで、国際的

基準と取引実情に符合するようにした。そして、他人の業務と関連する物品との混同

を予防するために著名な商標・サービス標をデザインで表現する場合はデザイン登録

が受けられないように具体化することで、著名な商標・サービス標に対する保護を強

化し、反復デザイン要件を緩和することでデザイン権を簡単かつ早く確保できるよう

にした。 

 

その他にも優先権証明書類の電子的交換の対象国を拡大し、出願人の費用負担を軽

減することで、以前より容易に出願できるようにした。 

 

2021年にはデザイン保護法の改正を推進する計画である。 

 

第一に、新技術を活用したデザインの保護対象を拡大し、外部壁面または空間上に

表現される画像デザインそのものを保護し、一セットの構成物品の共通する特徴的な

部分だけを模倣するデザインを遮断するため、「一セットの物品」も部分デザインと

して登録できるようにする計画である。 

 

第二に、分割出願の優先権主張の自動認定、再審査・審判請求期間の延長、審査官

の職権再審査の導入、共有デザイン権者の実施事業の保護などで出願人及び権利者の

便宜を図るとともに権利保護を強化する計画である。 

 

第三に、払戻対象手数料の拡大、国家的災害時の手数料減免、不当に減免を受けた

手数料の徴収など不合理な手数料規定を改善する計画である。 

 

また、施行令を改正し、企業が経営戦略の一環として秘密デザインを活用できるよ

う「物品名称及び物品類」を秘密デザインの開示項目から除外する計画である。 
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