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-4月20日から変わった知的財産権の権利回復- 

 特許庁は特許法・商標法・デザイン保護法を改正

し、知的財産権の権利回復要件を従来の「責任を負

うことができない事由」から「正当な事由」に緩和

し、2022年4月20日から施行している。 

 知的財産権の活用および管理方法の多様化に伴

い、顧客の立場に立った合理的な権利回復制度が必

要となったことを踏まえ、積極行政の一環として行

われている。 

 例えば、本人ではなく代理人側に発生した事件

で、期間が経過してしまい、特許・実用新案・商標・

デザイン権の出願・登録・審査・審判手続きが中断

してしまった場合、これまでは、「責任を負うこと

ができない事由」に該当しないために権利回復は不

可能であったが、今後は「正当な事由」に該当し得

るため、一定の要件を満たせば権利回復が可能とな

る。 

 特許庁は知的財産権の権利回復を希望する出願

人、権利者、代理人などのために「知的財産権権利

回復審査指針(ガイドライン)」を特許庁のホーム

ページで公開している。 

 指針には、弁理士業界、知的財産学界から意見を

集め、△権利回復申請、△権利回復期間及び要件審

査、△権利回復審査の事例などを盛り込んでいる。 

 「権利回復申請」では、出願人などが期間経過後、

改めて手続する際に提出する期間経過理由書の記

載事項や作成方法を説明しており、「権利回復審査

事例」では、権利回復の類型を①天災地変など、②
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人為的過失、③その他の事件の3つに分類して、具体的

事例を中心に説明している。 

 特許庁の情報顧客支援局長は、「知的財産権の権利

回復要件の緩和が、実質的な権利回復に貢献できると

期待すると共に、今後も関連学界及び弁理士業界の意

見、海外の最新動向などを指針(ガイドライン)に反映

させて現行化していく計画」と述べた。 

 データを不正に取得・使用する行為を不正競争行為

として規律する改正「不正競争防止及び営業秘密保護

に関する法律」(以下「不正競争防止法」)が４月20日

から施行されている。 

 不正競争防止法の改正は、国内のデータ産業の発展

と企業の成長のために、企業が安心してデータを取

引・流通できる環境を構築することを目的として行わ

れた。 

 今回の改正不正競争防止法では、取引目的で生成し

たデータを不正取得して使用する行為を不正競争行

為の類型として新設している。 

 改正法によって、データの不正取得使用行為に対し

て裁判所に不正競争行為差止損害賠償などを請求す

ることができ、特許庁に行政調査を申請して是正勧告

の公表などの救済措置も受けることができる。 

 保護の対象となるデータは、△特定の対象に提供す

る目的で生成されたものであって、△ID、暗証番号設

定によりアクセスを制限するなど、電子的に管理され

なければならず、△相当量蓄積されていて経済的価値

を有し、△秘密として管理されていない技術上、営業

上の情報に関するもの、に限定される。 

 ウェブサイトを運営する企業が、サイトに加入した

会員に限り、経済的利益を目的として提供するデータ

は保護対象に含み得る。しかし、誰もがアクセス・活

用できるデータは保護対象に含まれない。過度な規制

は、むしろデータ取引の活性化の障害となるからであ

る。 

 特許庁長は、「改正不正競争防止法は、既存の知的

財産制度では保護が困難であったデータに対して新

たなセーフガードとなるはずであり、今後、改正法に

関する質疑応答(Q&A)集やデータ取引の標準契約書な

どの製作・配布などを通して改正法がスムーズに定着

するよう努める」と語った。 

 特許庁は、世界的なパンデミックで感染病予防に関

する物品のデザイン出願が増加し、国際標準分類に防

疫関連物品が多く加わったため、分類基準が不明確

だった融・複合物品に関する国際分類ガイドを設けた

ことを明らかにした。 

 世界知的所有権機関(WIPO)は、1月24日から26日ま

で第15回ロカルノ国際分類専門家会議を開催し、韓国

をはじめ米国、中国、フランスなど33カ国が参加して、

物品の名称及び分類記号の変更、追加、削除など、産

業デザイン物品の名称及び分類の国際標準を定め、最

近のデザイン産業の環境を反映させたロカルノ分類

の合理的な基準を設けた。 

 ロカルノ分類は、産業デザイン物品を用途、機能及

び形態別に一定の体系により分類したものであり、出

願されたデザインと類似する先行デザインを探す特

許庁の審査段階で先行デザインの検索範囲を設定し、

デザインが類似するか否かを判断するための基礎と

なる。韓国は2014年から公式分類に指定して使用して

いる。 

 第15回の会議で定められた基準は、ロカルノ協定の

全加盟国(60カ国)を対象に投票を行い、最終確定、投

票結果によって物品の名称の追加・変更・削除190、類

(Class)及び群(Subclass)の移動58などがロカルノ分

類に反映された。 

 これまで国内分類基準を参考にして、02類に分類さ

れてきた「飛沫遮断用マスク」が29類に新たに加わる

ことで、「黄砂マスク」など02類に該当する衛生目的

のマスクも29類に変更され、09類に「口紅チューブ[包

装容器]」の名称が加わり、口紅が包装容器(09類)と固

形化粧品(28類)に分離されるのに伴い、「マニキュア

ボトル」など化粧品の包装容器に関する国内の告示名

称が09類に移る。 

 また、ロボット、スマート物品などを主目的に応じ

て分類するなど、融・複合物品に関する国際分類ガイ

ドを設け、加盟国間における分類の統一性を向上させ

データの取引秩序を確立するための改正
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を上げている。 

 1審で後発医薬品メーカーの一部が敗北したことか

ら、残りの企業も1審敗北の可能性が高まったため、「回

避」の代わりに「無効」に挑む方向へ舵を切ったようだ。 

 通常「無効」は「回避」と比べて難易度が高いとされ

るが、「無効」が成立した場合、特許そのものが無効と

なるため、特許に挑む企業だけでなく、他の企業もジェ

ネリック発売の資格を得ることができる。後発医薬品

メーカーが無効審判で勝利すれば、「デュカブ」特許の

足枷から完全に開放されることになる。 

 「デュカブ」特許は、2031年8月に満了となる。特許

の回避あるいは無効化に成功すれば、単一剤である「カ

ナブ」の物質特許が満了となる2023年2月以降、ジェネ

リックの早期発売が可能になる。 

 なお、「デュカブ」特許の「回避」に挑んだ企業は合

計45社あり、そのうち5社は自ら取り下げたものの、現

在もなお、40社については継続している。 

 サムスン電子が米国の「パテントトロール」により再

び攻撃を受けた。スマートフォン、半導体などの技術が

集約した産業の中心にあるため、巨額の賠償金を狙う

グローバル「パテントトロール」の標的となっているの

だ。特許紛争は、今後さらに増えるとの見方も出てい

る。 

LGエレクトロニクスに続き、今回はサムスン 

 米国の法律メディアであるブルームバーグによる

と、エマージェントモバイルは4月8日、テキサス東部地

方裁判所にサムスン電子を相手取り特許侵害訴訟を提

起した。同社がサムスン電子に対し訴訟を起こすのは

今回が初めてだ。サムスン電子が販売しているギャラ

クシーフォールド、ギャラクシーS22、ギャラクシーXカ

バーシリーズ内の3つの製品に対し、関連特許を保有し

ている自社に被害が生じていると主張した。 

 特許不実施主体(NPE)は、製品を生産・販売せずに特

許を購入し、これを基にした訴訟の提起や、ライセンス

などを通じて利益を得ている。昨年、LGエレクトロニク

スを相手取り、特許権侵害訴訟を提起したことでよく

る。 

 特許庁の商標デザイン審査局長は、「変更される国際

標準に基づいて国際出願を準備している個人及び企業

は、デザイン戦略の確立に万全を期す必要があると思

われる」とし、「特許庁も未来のアイテムを発掘するた

めに、新技術や国内の特化事業に関連する物品などを

専門家会議の案件として提案するなど、韓国の企業が

海外に進出する基盤を積極的に構築していく」と明ら

かにした。 

 一方、投票結果が反映されたロカルノ分類第14版は、

2023年1月1日から公式に施行され、韓国などロカルノ

協定の加盟国においては、公式施行日の出願から適用

される予定である。  

 

-無効審判を請求した製薬会社が26社に増加 

 保寧(ボリョン)製薬が独自に開発した「デュカブ

(Dukarb)」は、高血圧治療剤フィマサルタン(製品名カ

ナブ)にアムロジピンを結合した複合剤だ。医薬品市場

の調査機関によると、2021年の処方額は411億ウォン

(約42.2億円)で2020年の361億ウォン(約37.1億円)に

比べ、約14％増加している。 

 製薬業界によると、トングバイオ製薬を初めとする

22社が、4月22日に保寧製薬を相手取って「デュカブ」

特許の無効審判を請求したとのことだ。 

 これに先立って4月中旬に無効審判を提起した4社

(アリコ製薬、韓国ヒューテックス製薬、シンプン製薬、

ハナ製薬)を合わせると、「デュカブ」特許の無効審判

を請求したのは合計26社となった。 

-戦略を「特許回避」から「特許無効」に変更 

 これは、3月末に出た「デュカブ」特許における1審の

結果が少なからぬ影響を及ぼしている。特許審判院は、

アリコ製薬などの4社が保寧製薬を相手取って提起し

た消極的権利範囲確認審判において、保寧製薬に軍配
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知られているエマージェントモバイルも、NPEに該当す

る。同社は、当時もLGエレクトロニクスのスマートフォ

ンを問題視していた。 

 無断侵害を主張する特許は、災害文字多言語メッ

セージの送受信、緊急警報システム、衛星航法システム

(GNSS)ソリューション技術関連の特許の3つだ。サムス

ン電子の関係者は、「該当事案について綿密に検討した

後、法的に対応する予定」と述べた。 

週に一度の「攻撃」 

 特許訴訟は、近年5年間で300件余り発生している。業

界関係者は、「サムスン電子をはじめとする韓国企業に

向けたNPEの特許訴訟が急増しており、ほぼ週に一度の

割合で発生し、企業のダメージが大きくなっている」と

語った。特に韓国企業は、テキサス東部地方裁判所で関

連の紛争に悩まされている。この裁判所は、特許侵害者

よりも特許権者に有利な判決を出すことで知られてい

るからだ。NPEが同裁判所に訴訟を提起するのもその為

だ。 

 韓国企業の中でもサムスン電子は、パテントトロー

ルの主な攻撃対象となっている。様々な分野で高い

シェアを有しているためだ。売上が大きい企業ほど勝

訴の際に受け取れる額も多くなる。情報技術(IT)業界

の関係者は、「一度の勝訴だけでも数百億ウォンから数

千億ウォンに及ぶ賠償金を受け取ることができる」と

し、「スマートフォンは最新特許を基盤とした技術の集

合体であるため、集中して攻撃を受ける」と説明した。 

保護貿易主義の拡散で紛争が増えるか 

 NPEの特許訴訟の増加は、世界的に拡散している保護

貿易主義とも関連がある。各国政府が特許をはじめ、互

いに異なる技術標準、試験認証手続きなどを非関税障

壁として活用している。専門家は、NPEが各国政府のこ

のような雰囲気を感知しつつ特許訴訟を増やしている

と分析する。該当国家の裁判所も、判決時にはこのよう

な貿易の技術的障壁(TBT)を意識するしかないからだ。 

 TBTは、国家間で異なる技術規定、標準などを適用し

て商品の自由な流通を阻害する貿易障害要素をいう。

関税賦課のように明示的に現れないが、企業にとって

は輸出を遅らせる非関税障壁として作用する。 

 新型コロナ発生以降、保護貿易主義が拡散し、特許紛

争はさらに増えてくるだろうとの見方も出ている。大

韓商工会議所(大韓商議)は、昨年、世界貿易機関(WTO)

に通知されたTBTの件数が3,966件で過去最多を記録し

たと発表しており、これまで最多だった2020年の3,352

件よりも18.3%増加している。 

 主要国別に見ると米国が391件で最も多く、次いで中

国126件、韓国117件、欧州連合(EU)104件の順となって

いる。このようにTBTが増加しているのは、新型コロナ

で経済が落ち込んだ中で、先端産業の主導権を確保し、

技術・標準競争で優位に立つため、世界各国が技術規制

を戦略的ツールとして活用しているためと大韓商議は

分析している。大韓商議の国際通商本部長は、「世界的

パンデミックの状況下で、主要国のサプライチェーン

の再編と技術主導権競争などの新しい保護主義の動き

は、一層速まり巧妙になっている」と語った。    

 オンラインモールの「11番街」が、「ウィメプ(we make 

price)」と対抗した『○○デー』に関する商標権訴訟で

最終的に敗訴した。 

 11番街は、ウィメプを相手取って提起した21億ウォ

ン(約2.2億円)相当の損害賠償請求訴訟の控訴審で、原

告敗訴の判決を受け入れ、大法院への上告を放棄した。

このため同訴訟は、3月11日に11番街の敗訴が確定し

た。 

 同訴訟は2017年、ウィメプが毎月、月と日の数字が重

なる日に「○○デー」という名称で割引イベントを始め

たことから始まった。 

 このイベントは、1月1日なら「11デー」、1月11日な

ら「111デー」、11月11日であれば「1111デー」という

様に販促活動を行うものだ。 

 しかし、11番街は2019年3月、同イベントの名称が自

社の商標権を侵害し、その結果、事業上の損害が生じた

として21億ウォンを請求する損害賠償訴訟を提起し

た。 

 「11」という数字は、11番街のアイデンティティに関

連しており、ウィメプがこれを無断で使用したという

趣旨であった。11番街は2019年12月、特許庁に「11デー」

を商標登録した。 

 この裁判の争点は、「11デー」などの言葉が商標とし

て認められるか否かにあった。 

11番街、「○○デー」商標権訴訟で 

ウィメプに最終敗訴 
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 1審ではウィメプが勝利した。ソウル中央地方法院民

事61部は、2020年10月に原告敗訴の判決を言い渡した。

裁判部は、「11は日付や数字に過ぎず、自社のロゴ及び

商号を共に用いて消費者に混同を与えるようなことは

なかった」と主張していたウィメプ側の主張に軍配を

上げた。法院はまた、ウィメプが「11デー」などの言葉

を商標的に使用したのではなく、日付を説明するため

に用いた表現と判断した。 

 しかし、11番街はこの判決を不服として控訴状を出

し、4回に亘る弁論が開かれたものの、2審でも敗訴し

た。 

 特許法院21部は今年2月17日、1審が正当だという判

決を下し、11番街の控訴を棄却した。これを受けて、11

番街は大法院への上告を放棄し、2審の結果をそのまま

受け入れた。 

-LGエレクトロニクス・サムスン電子・COWAY、K

(Korean)-新家電が世界市場を主導 

-中国のハイアール、先発企業と差別化した技術開発 

 新型コロナの影響で衛生及び健康への関心が高まる

中、毎日着る服を手軽で衛生的に管理できる衣類管理

機の市場が急成長し、関連の特許出願も活気を帯びて

いる。 

 特許庁によると、韓国を含む米国、中国、ヨーロッパ、

日本の、世界の主要市場(IP5)における衣類管理機の特

許出願は、韓国で最初の製品が発売された2011年以降9

年間(2011～2019年)で年平均27％増加している。 

  LGエレクトロニクスが初めて衣類管理機を発売し

た当初、市場では余り注目されなかった。しかし、家で

毎日手軽に服の手入れができるという口コミが広が

り、PM2、5などが深刻な社会問題として台頭する中で衣

類管理機が人気を集めた。これにより、国内外の競合企

業も本格的に市場に参入した。 

 当初は年間30件程度の出願件数であったが、2015年

に87件出願されてから着実に増え続け、2019年には225

件の出願となった。 

 2015年から特許出願が急増した理由のひとつは、市

場に進出する後発企業と、主導権を維持したい先発企

業が共に特許確保に積極的に取り組んだからだと思わ

れる。 

 IP5の国別特許出願動向を見ると、全出願786件のう

ち韓国が642件(82%)で、圧倒的に世界トップであり、中

国69件(9%)、ヨーロッパ46件(6%)の順となっている。  

 韓国企業は、国内の出願案件の大半を外国にも出願

しており、国内出願と比べ外国出願比は90％に達する。 

 

 主な多出願企業の技術別出願動向をみると、1位のLG

エレクトロニクスは、衣類管理機内外の構造(キャビ

ネット内外の細部構造)に関する出願が136件、衣類の

取付け手段の構造(ハンガーを振動させて埃をとる

ムービングハンガー及びズボンのタックをプレスする

ためのプレッサー)関連の出願が123件、エアスチーム

供給技術(スチームと熱風の供給を制御するためのエ

アスチーム供給技術)の出願が101件を占め、衣類管理

機の技術全般に亘って確固とした特許障壁を築いてい

ることが分かった。 

 最近は、衣類の汚れ具合やしわの程度を自動的に感

知して最適な衣類管理コースを行う知能型衣類管理技

術も44件出願されており、IT融・複合特許の確保にも積

順位 出願人 国籍 韓国(KIPO)  米国(USPTO) 中国(CNIPA) 欧州(EPO) 日本(JPO) 合計

1 LG Electronics 韓国 187 84 61 86 27 445

2 SAMSUNG 韓国 49 22 4 10 1 86

3 COWAY 韓国 43 3 2 2 0 50

4 HAIER 中国 7 7 12 7 9 42

5 PHILIPS オランダ 2 3 3 3 3 14

6 WHIRLPOOL 米国 0 9 1 2 0 12

7 SK 韓国 6 0 0 0 0 6

8 CHENGDU MALSS 中国 0 0 5 0 0 5

8 BOSCH ドイツ 0 0 2 3 0 5

8 V-ZUG スイス 0 0 0 5 0 5

　　　　　主要出願人(TOP10)の現況

衣類管理機の特許出願、韓国が82％で 

圧倒的-世界トップ 
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極的に取り組んでいる。 

 2位のサムスン電子は、ハンガーの振動の代わりに強

風をあてて埃やしわをとるエアスチーム供給技術に関

するものが41件で最も多く、3位のCOWAYは、他の出願

人と比べて室内除湿清浄技術の関連が最も多く8件で

あった。 

 中国のハイアールは、オゾンを利用した消臭芳香殺

菌技術を31件出願し、先発企業との差別化を図る技術

開発に力を入れていることが分かる。 

 特許庁の家電製品審査課の審査官は、「衣類管理機の

ように革新的で新しい家電については、エアフライ

ヤーの事例を教訓にする必要がある。オランダのP社は

世界で初めてエアフライヤーを開発して発売したが、

『airfryer』の商標を独占的に使用できず、競合他社の

特許侵害も認められなかった」と明らかにした。 

 さらに、「衣類管理機に続いて靴のケア、植物の栽培、

ビールの醸造といったK-新家電製品を世界の市場に出

すことは、韓国企業の際立ったアイデアが目に留まる

という励みになる現象だ。これに加えて、市場が急成長

した後も優位を保つためには、知的財産権の管理が大

変重要だ」と強調した。 

-韓国バイオ協会、「WIPO」コロナ特許出願動向の分析 

-ワクチン・治療剤などのコロナ関連特許、計5,293件出

願 

 多くの国で、新型コロナ関連の特許出願の審査にか

かる時間を大幅に短縮していたことが分かった。特に

コロナ関連の特許審査、9.7ヵ月…  

米国・日本より早い 

韓国の場合、約10.3ヵ月かかっている関連分野のワク

チン、治療剤などの化学・生命科学分野と比べると、コ

ロナ関連の特許出願の審査は、約6%の短縮で9.7ヵ月と

なっている。 

 韓国バイオ協会のバイオ経済研究センターによる

と、WIPOが2020年1月～2021年9月までの特許出願資料

を分析した結果、世界の49の特許庁でワクチン、治療

剤、診断キット、マスクなど新型コロナ関連の特許出願

は、計5,293件だった。2003年～2007年の重症急性呼吸

器症候群(SARS)関連の特許出願が1,000件未満であっ

たことに比べると、短期間で膨大な特許出願が殺到し

たことになる。  

 このうち、新型コロナワクチンの特許出願は417件、

治療剤は1,465件で、合計1,882件のワクチン及び治療

剤関連の特許が出願されている。治療剤関連の特許出

願がワクチンに比べ3倍以上多い理由としては、従来の

薬物を新型コロナ治療剤として開発するドラッグリポ

ジショニングが多かったためと分析される。  

 また、国別の特許出願申請から公開までにかかる時

間は平均18ヵ月だったが、新型コロナに関しては迅速

に行なわれたため、大幅に短縮された。早期の特許出願

公開を通じて特許優先権を確保するための競争が激し

かったからだ。 

 特許出願公開までの所要期間が最も短いのは中国

で、化学・生命科学の場合平均7.7ヵ月だが、新型コロ

ナに関する特許出願は、平均6.1ヵ月で約21%早まって

いる。韓国の場合、化学・生命科学分野では出願から公

開までに18.7ヶ月要する一方、新型コロナ関連の出願

公開は13.1ヶ月で約30%短縮しており、米国は18.8ヵ月

から17.5ヵ月、日本は18.9ヵ月から13.8ヵ月に

短縮している。 

 特に、韓国は新型コロナ関連特許の出願から

査定に至るまでの審査が迅速であることが分

かった。特許査定までの所要期間は9.7ヵ月で、

化学・生命科学の特許査定までが10.3ヵ月であ

るのに比べて約6%短くなっている。 

 他国の場合、特許査定までの期間が早まって

はいるものの、韓国よりは多少遅い。米国は新

型コロナの特許の場合、化学・生命科学分野に

比べて審査は70%早まったものの、査定までは

10.3ヵ月かかっている。中国や日本も審査期間

は50%以上早まったものの、それぞれ15.8ヵ月及び

10.3ヵ月かかっており、韓国よりも審査期間が長いこ
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とが分かった。 

 これと共に、国別の新型コロナ治療剤の特許出願件

数は、中国が887件で最も多く、次いで米国(297件)、イ

ンド(60件)、韓国(35件)、ロシア(26件)、英国(22件)、

ドイツ・フランス(15件)などの順であった。  

 また、新型コロナワクチンの特許出願上位4ヵ国は、

中国(276件)、米国(72件)、ロシア(21件)及び英国(9件)

であり、韓国、ドイツ及びインド(5件)は5位で同位と

なった。 

 韓国バイオ協会は、「各国において、新型コロナ関連

の特許出願申請から査定までは、関連分野の化学・生命

科学分野よりも迅速な処理をしている」とし、「それだ

けに、全ての国が新型コロナの特許出願審査を最優先

に処理してきたと判断される」と述べた。 

 

 

  

 韓国の研究陣が、廃棄物からの貴金属の回収率を画

期的に高める‘都市鉱山’技術を現実化した。 

 韓国科学技術研究院(KIST)の水資源循環研究団の研

究陣が、多層からなる内部構造を高分子膜が覆ってい

るカプセル型の素材により、世界最高レベルの回収効

率である99.9%の金の回収工程を開発したと明らかに

した。 

 韓国は、金属資源の99.3%を輸入に依存しているが、

1人当たりの金属資源消費量はOECDで最高レベルであ

り、新再生エネルギー及びヘルスケア、半導体などの多

様な産業で貴金属の消費量がますます増加している。 

 研究陣が開発した素材は、金イオンをカプセルの内

部に閉じ込めて回収するため、従来の吸着素材と比べ

て回収効率が非常に高い。また、高分子膜が金イオンを

通過させながら、金と共に存在する浮遊固形物質を通

過させないので、内部構造が詰まる現象を防ぐことも

できる。 

 研究陣は、多層からなる内部構造には、金イオンにの

み反応する機能基を導入し、イオン14種と浮遊固形物

質3種が共存する条件においても、高分子膜を通過した

金を安定した形で回収することができた。カプセル型

の素材は、溶媒交換法を基に連続工程を通じて生産す

ることができ、該当する素材を10回再生した時でも

99.9%以上の回収性能を維持しており、効率性及び安定

性共に立証することができた。 

 第一著者であるKISTのチョン・ヨンギュン博士は、

「自動車及び石油化学のような多様な産業において発

生する廃棄物及び貴金属のスクラップから、金属資源

を選択的に回収して精製することのできる国内初のエ

コ工程開発の基盤となるはず」と述べた。 

 同研究結果は、国際学術誌「Chemical Engineering 

Journal」に掲載されている。 

 
 韓国における知的財産問題でお悩みですか 

新しい選択、HA＆HAにお任せ下さい。 
 （調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、 

インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争） 
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