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＜韓国＞
第 4 次産業革命を迎えて
YOU ME 特許法人
パートナー、弁理士
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仁漢

第 4 次産業革命は、いつの間にか既定事実となってきている。知識財産業界も
第 4 次産業革命に備えるために何をすべきかに頭を悩ませている。韓国特許庁は、
平時よりも知識財産の確保競争が激しく展開されるものと予想し、自国企業の知
識財産権の保護と新市場の先占を支援するための政策の準備を急いでいる。
韓国特許庁は、第 4 次産業革命を迎えるために知識財産保護体系の先進化のた
めの政策推進課題を発表した。新たな技術の出現に備えるために知識財産保護体
系にもイノベーションが必要であるという認識に同感する。特に韓国は、活発な
研究開発活動により知識財産の量的増加は成功的に成し遂げたが、質的水準は主
要競争国に比べて不十分である。ゆえに、韓国の企業も知識財産の量的成長中心
から質的成長中心に移りつつある。進んだ技術を追いかける段階から技術を先導
する段階に移るために必ず経なければならない過程である。今の第 4 次産業革命
における技術のイノベーションで絶対に主導的役割を果たすという意志を見せて
いる一方、これに応答して、韓国特許庁でも新たな技術革新に符合する新たな知
的財産保護体系を構築するという立場である。
技術のイノベーションで成功的な位置を占めるために、企業の研究開発の努力
はもちろん、それに適した知的財産保護体系のイノベーションも後に続かなけれ
ばならない。このような状況で代理人もまたその役割の変化が必要ではないか、
悩ましい時期であるようだ。
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On the fourth Industrial Revolution
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We now find the fourth industrial revolution as an established fact. People in
the information industry are trying to find out how to prepare for it. The Korean Patent
Office forecasts that the competition on obtaining intellectual properties will be more
harsh, preparing the measures to protect IPs of Korean firms and to support the
preoccupation of the new market.
The Korean Patent Office has announced the agendas of promoting the
development of IP protection system for the fourth industrial revolution. We agree the IP
protection system must be innovated to prepare for the newly emerging technologies. In
particular, the quality of IPs in Korea cannot be on a par with that in major competing
countries, despite the successful increase in the quantity of IPs by the brisk R&D. Korean
firms are now focusing on the qualitative growth rather than quantitative growth of IPs.
This shift is inevitable in transforming into the technological leading center from the
chasing entity for advanced technologies. They are expressing the ambitions to secure
leading positions in technological innovations in the fourth industrial innovation. The
Korean Patent Office has responded to it, constructing new IP protection system to meet
with new technological development.
Companies need to continue their effort to develop technologies so that they
can obtain successful positions in technological innovations. This must be followed by
the proper innovations in IP system. The roles of attorneys must also be changed, in order
to correspond to the recent circumstances.
(Translated by TIP)

