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　「国家特許戦略青写真構築」、「先端部品 IP-R&D 連携戦略支援事業」、「政府

R&D 特許技術動向調査」、「知財権中心の技術獲得戦略事業」、「IP Start-Up 企業

支援事業」などは、いずれも韓国政府が支援する知識財産権創出支援事業の中で

代表的なものである。これとは別に、知識財産権活用支援と知識財産権保護支援

もあるが、良質の知財権の確保を前提とする場合にのみ活用や保護の意味がある

ため、創出支援事業に、より多くの人材と予算が割り当てられている。このよう

な支援事業を遂行する最前線に特許事務所がある。国の予算規模が相当に大きい

ため、一部には出願業務よりもこの支援事業を主にしている特許事務所もあり、

この支援事業の人材を養成するための教育課程も生まれている。 
　各事業の目的をみると、(1) 優秀な特許創出が可能な分野と方向を提示するこ

と、(2) 強力な特許で武装した中小企業を育成すること、(3) 国が支援する研究開

発の妥当性の検討時に特許分析を義務化することで、効率性向上及び問題特許の

事前回避を達成すること、または (4) 優秀な知財権を保有する企業の事業化を支

援することなどである。これらは、結局、特許分析を国がどの分野に力を注がな

ければならないか、そして企業がどの方向へ進まなければならないかを決めるた

めの道しるべとして利用されるのである。 
　韓国政府の努力は、ある程度成果を収めている。大企業が良質の特許確保政策

を目標としながら出願件数を大幅に減らしたが、中小企業と研究機関の出願はそ

れよりも大幅に増加した。政府の支援施策により効果を経験した企業が、今や自

ら優秀な知財権確保のために果敢に投資し始めた。韓国は、これまで知識財産権

創出支援に重点をおいてきたが、優秀な知識財産権の確保が安定化した後には、

活用及び保護のための動きを本格的に始める日はそう遠くないであろう。 

＜韓国＞
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 “Construction of Blueprint of National Patent Strategy”, “High-tech 
Manufacture IP-R&D Cooperation Strategy Supporting Project”, “Governmental R&D 
Patent Technology Trend Research”, “IPR-oriented Technological Strategy Project”, “IP 
Start-up Supporting Project” :  they are all representing government-led projects 
supporting IPR creation in Korea. We have other national projects which support IPR use 
and IPR protection. But projects for IPR creation have comparatively more staff and 
budget because only IPRs of good quality deserve use and protection. IP firms in Korea 
work in the front line of these supporting projects. National budget for these projects are 
so large that some IP firms focus on these supporting projects rather than on the patent 
applications. There are even the courses to educate the staff for these supporting projects. 
 The purposes of these projects include the following :  (1) finding the industry 
and direction in which advantageous patent creation can be achieved, (2) cultivating small 
and medium-sized enterprises armed with strong patents, (3) making patent analysis 
compulsory in estimating R&D projects supported by the government to increase 
efficiency and to prevent trouble in advance, (4) supporting business of companies who 
have promising IPRs. Here patent analysis is used to decide where the government and 
the companies should go to strengthen the industry and to develop technology. 
 The measures of Korean government proved successful so far. We saw large 
companies decreasing patent applications so much, focusing on strong patents exclusively, 
whereas applications by small and medium-sized firms and academic institutes increased 
to cover the decrease. The firms who achieved good results in the government-led 
supporting projects began challenging to obtain advantageous IPRs by themselves. Korea 
has put emphasis on supporting IPR creation. She will soon take full-fledged measures 
for IPR use and protection.      

                                                        　   (Translated by TIP)

　＜ Korea＞


