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知的財産に関連した活動は大きく創出、活用、保護に分けることができる。伝
統的に知的財産といえば、特許/実用新案/デザイン/商標の出願と登録に重点を置
いていたが、これは知的財産の創出に限定されたものである。最近はこれに限定
せず、知的財産の活用及び保護の領域でも活発な活動がなされている。
「出願」は、長い間知的財産に関する主要な活動であったが、これは特許庁とい
う行政機関で事実上独占的に行われる。知的財産に関する活動の領域が広くなり
つつ、知的財産に関する活動は特許庁だけでなく、他の多くの機関の役割を必要
とするようになった。
いくつかの例を挙げてみると、政府の R&D 投資は特許に連係した研究開発戦
略支援を基盤としており、また中小企業の育成政策では対象となる中小企業の
IP 財産が重要な支援基準になった。
知的財産の活用を支援するために、知的財産に基づいた創業を支援し、地域知
識財産センターの機能を従来の創出支援から IP 保護及び取引支援に拡大した。
一方で、知的財産の実効的保護のための法と制度の改善も行われている。昨年
2019 年には、いわゆる「3 倍補償」という懲罰的損害賠償がついに法制化され、
侵害者の利益を特許権者に全額支払うようにし、立証責任を転換する特許法改正
も行われた。
司法的措置も強化され、特許庁の特許/デザイン/営業秘密分野の特別司法警察
という組織が発足し、以前より捜査人員及び組織が拡大し、捜査専門性が強化さ
れた。
知的財産の保護は、韓国内に限定されず、外国 ( ベトナム、タイ ) で韓国製品
と偽って販売されている模造品の取り締まりを現地で現地当局と協力して行った
りもしている。
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以上のような努力は、知的財産に関する活動の領域が広くなったため、特許庁
だけでなく、司法、行政、立法の多くの領域の機関が協力して行われなければな
らない。また、このような努力はとどまることなく継続しなければならない。
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Intellectual property related activities are mainly divided into creation, utilization and
-

protection. Traditionally, the activities focused on application and registration of the patent, utility
models, design and trademark. However, these were just limited to the creation of IP. Recently,
there are some actions in the fields of utilization and protection of IP.
‘Application’ was the main activity related IP for a long time. This is practically
dominated by the Intellectual Property Office. With the expansion of the fields related IP, the
activities have required the role of many other organizations.
For example, the R&D investment of the government is based on assistance in the
R&D strategies related to IP. On a policy aspect for fostering Small and Medium sized
-

Enterprises, it sets the important standard of support on the IP assets of a relevant company.
For promotion to use IP, the government supported to start a business with IP and
expanded the functions of regional intellectual property center into the IP protection and deal
support.
Also, the laws and systems are amended for more effective protection of IP. In 2019,
the punitive damages system, so called ‘three times compensation,’ was legislated. It orders an
-

infringer to pay his whole gains to the patent owner. And, the Patent Law was also amended for
shifting the burden of proof.
The legal action was also enhanced. The Intellectual Property Office has established
special judicial police on fields of patent, design and trade secrets. They reinforced the
professionalized investigators and the organization.
The protection of IP has been progressing not only in Korea but in the cooperative
relationship with the foreign countries (Vietnam, Thailand) where they control counterfeits sold
as Korean products.
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These efforts need the cooperation of not the Intellectual Property Office but
organizations of many other fields on justice, administration and legislation. And these must be
continued.
(Translated by TNIIP)

