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国家知識財産委員会の議決内容を
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中国は北京、上海、広州に知的財産権専門の裁判所 ( 知的財産法院 ) を設立し
ており、最近では「懲罰的損害賠償制度」の導入を検討するなど知財保護・執行
力の強化に力を傾けており、日本も同様に創業プログラム活性化などの IP 活用
を通じて、経済成長促進の強化に注力している。
かかる世界的な雰囲気の中で、韓国の IP 分野のコントロールタワーの役割を
担う大統領所属機関である国家知識財産委員会 ( 以下、「知財委」) は、4 次産業
革命時代を迎えて急変する経済環境で優位を確保するために、最近、主要案件を
議決したので、以下ではこれについて簡略に紹介する。
まず、知財委は、来年も知財分野産業等に対する財源配分の方向や投資戦略を、
△グローバル高付加価値知財創出の強化△知的財産権保護の実効性の向上△知的
財産生態系の強化、などの３大基本方向で提示した。特に「グローバル高付加価
値知財創出」のために AI・3D プリンタ・IoT 等、第４次産業革命をリードする
新技術開発の投資を拡大し、高付加価値知財創出支援を強化することにした。次
に、海外へ進出する韓国中小企業の知財紛争の対応を支援するために、特別専門
委員会を構成することにした。韓国中小企業の海外進出が急速に増加しているが、
IP に対する認識と準備不足により、技術の流出をはじめ国際的な IP 紛争危機に
晒されるなど、困難を経ているところ、特別専門委員会ではビジネス段階別に知
財戦略を開発し、実質的に協力する計画である。
「全世界が第 4 次産業革命の流れの中で革新的技術が従来の産業やマーケット
の秩序を崩壊させる転換期に面している状況下で、優れた知的財産の創出－保護
－活用が何時にも増して重要である。」という知財委委員長の言葉の通り、現在
のような革新的な産業転換期において、知財強国実現のためには適切な制度の後
ろ盾が切実に要すると思われる。
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China has established the court specialized in intellectual property rights in
Beijing, Shanghai and Guangzhou and begins considering the introduction of “punishing
compensation system”, making effort to strengthen the IP protection and enforcement.
Japan also tries to promote economic growth through IP related measures, e.g. activating
start-up programs.
Korean National Committee of Intellectual Property, the control tower in
Korean IP system under the direct control of the President, has recently decided some
major policies in order to maintain its advantage in these drastically changing economic
environments. They can be summarized as follows.
Firstly, the committee provides three basic policies as to fiscal policies and
investment strategies in IP business next year : promoting globally high-valued IP
creation, reinforcing effective IP protections, and improving the IP ecosystem. In
particular, the committee emphasizes the first point : the necessity to increase the
investment in developing new technologies leading the fourth industrial revolution, such
as AI, 3-D printers and IoT. Secondly, the committee will organize the special board to
support Korean small and medium-sized companies in the IP litigation. Korean small and
medium-sized firms are massively expanding their business overseas without sufficient
recognition and preparation for IP, consequently exposing themselves to international IP
troubles such as technology drains. The special committee will consider the IP strategies
respectively for their business stages, cooperating with the companies.
“It is now increasingly important to create, protect and use advantageous IPs
under this transitional period when innovative technologies of the fourth industrial
revolution break the existing order in the industries and market worldwide,” says the chair
of the national committee. We surely need proper support to confront today’s drastic
change in industry as an IP advanced country.
(Translated by TIP)

