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IP 金融と革新的企業
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　今年の韓国の知的財産権の出願 ( 特許/実用新案/デザイン/商標 ) が中小企業と

スタートアップ企業を中心に勢いを見せている。韓国特許庁の統計によると、今

年上半期の知的財産権の出願は全 28 万 4135 件で、昨年同期比で 12.3％増加した。

中小企業とスタートアップ企業の IP 出願の増加の背景には、政府の支援、特に

IP 金融政策がある。昨年 IP 金融の規模は 2 兆ウォンを突破した。これは 2019 年

の 1 兆ウォンに比べて大幅に増加したものである。

　IP 金融は、知的財産権を活用して資金を調達する方式であり、IP 価値評価を

経て、金融機関が企業に資金を融資する制度である。IP 金融の拡大により、物

的担保が不足したり、信用度が低い革新的企業が技術開発に集中することができ

るようになった。

　韓国政府は、COVID-19 による産業環境の急激な変化に対応するために、これ

まで以上に技術革新が必要であると認識し、その結果、中小企業及びスタートアッ

プ企業の育成が必要であると判断した上で、これまで以上に緻密かつ強力に IP
金融を推進してきており、成長期に入ったと評価されている。

　しかしながら、去る 7 月に大統領は、IP 金融の規模が未だ不十分であると診

断し、これをさらに拡大しなければならないとし、同時に中小企業の技術保護と

AI 発明の保護のための制度の必要性も強調した。

＜韓国＞
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 This year’s IP applications (patents, utility models, designs and trademarks) in Korea 
are showing momentum, especially among SMEs and start-ups. According to KIPO statistics, a 
total of 284,135 applications were filed in the first half of this year, an increase of 12.3% on the 
same period last year.
 The increase in IP filing by SMEs and start-ups has been driven by government 
support, particularly IP finance policies. Last year, the size of IP financing exceeded 2 trillion 
won. This is a significant increase compared to the 1 trillion won in 2019.
IP finance is a method of raising funds using intellectual property rights, whereby financial 
institutions lend funds to companies following an IP valuation. The expansion of it has enabled 
innovative companies with insufficient physical collateral or poor credit ratings to focus on 
technological development.
 The Korean Government recognizes that innovation is more important than ever to 
respond to the rapid changes in the industrial environment caused by COVID-19. The government 
has decided that the development of SMEs and start-ups is necessary the innovation and has 
therefore promoted IP finance in a precise and strong way. This has been credited with leading to 
a period of growth.
 However, the President assessed that the size of IP finance was still insufficient last 
July. And he pointed to the need to expand it further, as well as the need for a system to protect 
the SMEs’ technology and AI inventions.

(Translated by TIIP)

＜ Korea ＞


