
 - 1 - 

技術変化による韓国の特許制度の変化 
               漢陽大学校 法学専門大学院教授   尹宣熙 

 

I. 序論 

 

アメリカ連邦最高裁判所判事であるステファン・ブライアンは、あるシンポジ

ウムにおいて1

1. 技術の暗黒期(1945年以前) 

、「アメリカ議会が分類体系を修正し、特別な保護領域を新たに作っ

てまで特許法を改正しなければならないだろうか?」という質問に対し、「最も正し

い答えは、このような法的問題が、科学、経営、経済、そして法の領域の間で活発

に議論された上で見出すことができるだろう。このような相互作用なしに、法廷ま

たは司法部が正しい答えを導出することはできないだろう。」と語った。一国家の

特許制度や特許法は、その国家の社会、政治、経済、科学など、多くの分野の利害

関係の中で発展及び変化して来たし、今後も同様であろう。本稿で紹介する韓国の

特許法の変遷過程も、韓国の社会、政治、経済、技術などの歴史的背景と密接な関

連がある。そのような意味で、韓国の特許法の変遷過程を知るには、まず韓国の歴

史を理解する必要がある。本稿では、戦後の1945年頃から現在に至るまでの時代別

韓国特許法の変遷過程を政治、経済的事件と共に考察し、このような歴史的経験か

ら今後の特許法のあり方について考えてみたい。 

 

 

II. 時代別変遷過程 

 

 

韓国の特許制度は、1882年に池錫永(種痘法を研究、普及させ国民保健に貢献した人物)が

高宗(朝鮮第26代の王)に出した上疏で特許制度を主唱し、それについて高宗が肯定

的に返事をしたこと、また、1894年の専売特許事務を管掌事務の一つとする奨励局

を設置したことが制度の始まりであったが、運営や実施については明確ではない。2

                                         
1 Stephen Breyer, Genetics and Legal Instituteions, Whitehead Institute for Biomedical Research 

Whitehead Policy Symposium, Cambridge, Massachesetts, 2000 
2  

 

韓国において具体的な特許制度はこのように導入されたといえるが、農業社会と

はいって食糧不足等のため、特許は制度として十分運営することができなかったよ

うである。 

従って、1908年導入されてから1945年までの特許制度は、国内外の政治的問題によ

って死蔵されるようになった。 
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このような具体的な根拠は、日清戦争と日露戦争で勝利した日本が韓国を支配する

ようになってからは、アメリカが韓国内での自国民の知的財産権保護を要求し、初

めて締結されたのが、1908年8月12日、韓国における発明、意匠、商標及び著作権に

関する日米条約だと言える。この条約によって1908年8月12日、韓国特許令、意匠令、

商標令が公布され、1908年8月16日から当時の日本の特許法、意匠法、商標法が韓国

に依用されるようになった。名目上ではあるが辛うじて維持されて来た韓国の特許

令、実用新案令及び意匠令などが、日韓併合により1910年8月29日から日本勅令第33

6号によって廃止され、日本の特許法、実用新案法、意匠法、商標法などが韓国にお

いて直接施行されるようになった。3

2. 南北分断及び再建の時期(戦後 ～ 1960年以前) 

 

この時期、日本は容易に韓国を統治するため適宜法を制定したり、施行したり

した上で、韓国の産業発展を統制しながら、韓国の学者たちが主張して来た科学発

展を中心にした産業の全般的な発展のための努力を受け入れなかった。 

 

 

戦後、韓国はアメリカとソ連の駐屯と統治、南北分断、朝鮮戦争(6.25戦争)な

どの渦の中の時代を過ごしていた。1950年6月25日から1953年7月27日まで続いた朝

鮮戦争(6.25戦争)は、韓国・北朝鮮に大きな被害を与えた。その後に得たアメリカ

の経済援助は、戦後韓国経済に莫大な影響を与えた。戦争で破壊された韓国経済の

早期回復にアメリカの援助は欠かせないものであった。 

戦災復旧事業は既に戦争中に始まった。UN韓国再建団(UNKRA)が1951年から韓国の再

建と救護事業に取り掛かっていたのだ。このUN韓国再建団は、アメリカをはじめと

する多くの友邦国の出資した資金で各種施設を復旧し、産業を復興させるのに大き

な役割を果たした。4 韓国政府はこのような外国の援助だけに頼らず、自力でも戦

災復旧事業を進めたが、今後韓国経済を担うようになる若い起業家たちが誕生した

のもこの頃である。このように戦後の経済再建は外国の援助より短期間で行われた

が、これには多くの問題点が潜んでいた。まず、消費材をメインとする軽工業分野

に重点を置いていたので、これをバックアップすべき生産材工業の建設が遅れたこ

とがその一つだった。それに、工業生産の原料のうち90%以上を海外から輸入してい

たが、これは戦争で国土が破壊していた状況を鑑みるとやむを得ないことであった

が、その結果、国内で生産すべき原資材の開発が遅れてしまい、韓国の経済は外国

に依存せざるを得ない虚弱な体質になっていた。5

戦後、復旧事業が進むにつれ、産業施設は改善し、経済は発展しつつあってい

たものの、韓国初の民主共和制国家の初代李承晩政権の独裁化及び一部の財閥との

 

                                         
3 特許庁, 韓国特許制度史, 1988, p178 
4 ビョン・テソプ, 韓国史通論, 2008, p482-483 
5 キム・テファン, 1950年代の韓国経済の研究, 1981 
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結託は、新興財閥を誕生させる一方、国民経済は不安に陥った。そのため中小企業

らの成長は遥遠であり、国民生活はますます苦しくなっていった。更に、酷いイン

フレによる物価の上昇と政府の貨幤改革の失敗が国民生活を苦しめるばかりだった

のである。貨幤改革は1953年2月に実施されたが、戦争が起こった1950年6月からこ

の時までの韓国銀行券発行高と物価指数の動きを見ると、約3年の間に発行高は11倍、

物価指数は18倍になった。この時、貨幤改革で韓国銀行券発行高を相当減少させた

が物価上昇を抑えることができなかった。6

終戦後、米軍政の初期は、とりあえず暫定的に日本植民地時代の工業所有権制

度がそのまま受け継がれた。しかし、終戦(8.15解放)後、独立国家として諸般の行

政制度の確立と同時に工業所有権制度の必要性が高まると、米軍政庁は1946年1月12

日、臨時措置として米軍政庁令第44号を公布した。この令は朝鮮政府の鉱工局に特

許院を設立して、特許院は特許、実用新案、商標、意匠著作権に関する法律の施行、

上記の特許法の施行、特許代理人に関する法律の施行などに関するすべての業務と

財産を保管、維持するようにしている。しかし、米軍政庁令によって特許院が創立

されはしたが、日本人から移管した工業所有権を保護する具体的な法令などが制定

されていなかったため、特許院長は1946年1月28日、特許院長令第1号として、暫定

的措置である保護院制度を採択した。この保護院制度は、当時の社会情勢が過渡期

にあったため広く知れ渡りはしなかったが、特許行政の実施を促進させたと言え

る。

 

7

その後1946年10月5日、米軍政庁令第91条によりいわゆる1946年特許法が制定、

1961年12月31日まで施行され、5.16軍事革命(1961年)と共に新しい特許法、実用新

案法、意匠法が制定された。この時初めて工業所有権法の体系が整ったと言え、そ

の後、約20回近くの改正を経て今日の特許法に至った。この1946年特許法の制定作

業には韓国のリ・チェホ特許院長などが参加したが、やはり韓国の対外関係を調整

していたアメリカの特許法が大きく影響を及ぼした。例えば、特許法の中に発明特

許、実用新案及び意匠特許をすべて含ませ、植物特許制度の導入、発明特許権の尊

属期間をアメリカと同じ17年としたことなどがその例であるが、強制実施権許諾制

度の導入及び医薬物質またはその製造方法などの不特許事由などの規定などは、肯

定的に評価してよいだろう。

 

8

このような米軍政の下での工業所有権制度は、終戦(開放)後、米軍政庁令など

の一部の行政規定を除けば韓国初の経済関係法令であり、韓国の技術行政面におい

ても画期的な措置として評価されたりするが、朝鮮戦争(6.25事変)が起きて国土分

 また、第41条の請求範囲の記載において、「附記請

求範囲は先行請求範囲ただ1項にのみ属することができる」と規定して多項制を取る

など、アメリカの特許法の影響をかなり受けた。 

                                         
6 ビョン・テソプ, 前記の本, p484 
7 特許庁, 前記の本, p179 
8 特許庁, 前記の本, p179 
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断が長期化すると共に、韓国経済はその基盤さえ破壊してしまったため、技術や産

業の発展にもこれといった貢献ができなかった。9

3. 経済成長及び社会安定(1960年代と1970年代) 

このように戦後時代の1950年代は、

アメリカを始めとする西ヨーロッパ先進国の援助と影響を受け、韓国の特許法にも

その国々の制度が入り込んできた。とはいっても、とにかくこのような結果で徐々

に韓国の特許制度が整っていく基盤が作られたと言えるだろう。 

 

 

朝鮮戦争後大きな影響力を行使する集団として現れた韓国軍は、前政権の無能

さと社会的な混乱に乗じて1961年5月16日、クーデターを起こして全権を掌握した。

朴正煕(パク・ジョンヒ：当時陸軍所長)を中心にした軍事政権は反共と経済優先政

策により不法的な権力を合法化しながら政権を強化させて行った。まず、中央情報

部を創設して国家のすべての政策決定過程に介入する構造を作り、それを土台に強

力な集権力を持った民主共和党を創党することにより、権力の土台を固めて行っ

た。10 次いで、彼らは軍事革命委員会の名前で6箇条の革命公約を発表し、反共体

制を再整備・強化すること、腐敗・旧悪を一掃すること、国民の生活苦を解決して

経済を自立させることなどを約束した。11 1962年から1979年までの18年間、朴正煕

大統領の共和党政権が最も力を入れて行った政策は、経済成長政策だった。経済成

長政策の基本方向は、外国資本と技術を取り入れて工業を育成し、良質で安価な労

動力を使って生産した製品を輸出して資本を蓄えて行くという輸出主導型の経済戦

略だった。12 朴正煕大統領の共和党政府は、1962年から1981年まで四次にわたる経

済開発5ヶ年計画を樹立、施行した。全体的に60年代と70年代の輸出成長率は年平均

約40%、経済成長率は8.9%を記録し、世界的にも開発途上国の模範となった。このよ

うな経済成長は、民族主体性を強調して国民の自尊心を刺激し、「成せば成る」と

いう言葉に代表される朴正煕大統領の強い信念と開発独裁型のリーダーシップが大

きく作用したのも事実だが、国民の高い教育熱と達成欲、そして数千年間先進文明

を導いてきた文化的潜在力が蘇ったのが原動力となった。ところが、外形的な経済

成長の裏には多くの副作用が伴った。対外的にアメリカと日本への依存性の深化、

財閥中心の経済構造からくる産業不均衡、財閥と政治権の癒着からくる腐敗の蔓延、

地域発展の偏差、農村の疲弊と都市貧民層の形成、公害などの問題が起こり、この

ような矛盾が在野や学生運動を激化させる要因となった。13

1960年5月16日、軍事革命政府樹立後に始まった旧法令整理作業の一環として、

  

                                         
9 特許庁, 前記の本, p179 
10 キム・インゴル, 韓国現代史講義, 2000, p260 
11 ビョン・テソプ, 前記の本, p490 
12 ハン・ヨンウ, 捜し直す我が歴史, 2009, p597 
13 ハン・ヨンウ, 前記の本, p598-599 
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韓国の工業所有権制度は一大転換を迎えることになった。これによって工業所有権

制度は1961年12月31日、以前の特許法は特許法(法律第95号)、実用新案法(法律第95

2号)、意匠法(法律第951号)にそれぞれ単行法として制定公布され、商標法は1963年

3月5日法律第1295号に制定され、これと共に四次にわたる経済開発5ヶ年計画の樹立

と実践により、韓国の経済が新しい構造を取るようになった上、急速な産業化によ

り工業所有権制度の重要さがますます浮き彫りになった。ところが、1961年末に制

定された工業所有権制度を1年余り施行した結果、多くの問題点が出たため1963年3

月5日には意匠法を除く他の工業所有権法を一部改正した。 まず、特許法(法律第12

93号)では発明の定義と特許に関する手順などを明確にさせるなど、不十分な点を補

うための改正だった。その主な内容を見ると、特許の対象である発明も「産業に利

用することができること」に限ってその制限を無くし、発明の定義を新しく定め、

先出願者に関する規定を補った。それ以外にも出願変更に関する規定、審判・審査

書類、登録原簿の搬出禁止条項及び特許権の濫用禁止規定、審査官の職務上の独立

に関する規定を新設し、工業所有権に対する国際的保護憲章と言えるパリ条約など

の国際化措置に備えて他国とのバランスを合わせるため、特許法と実用新案法の優

先権主張に関する規定も新設した。14

1970年に入ると、1972年10月の維新以後、経済成長と国家安保が最優先の課題

として社会を規律した時期だった。そのため1965年日韓首脳会談の結果として長い

間延期していた日韓工業所有権保護協定に1973年1月25日東京で署名し、1974年1月1

日から発効となった。日韓工業所有権保護協定に備えるため、国内の工業所有権制

度の体制と法条文の整理作業の一環として、1973年2月8日全文改正、1973年12月31

日には一部改正した。各改正法律の提案理由及び主な内容を見ると、特許法は1961

年に制定されたもので現実の状況に合わない規定が多いため、これを改正して特許

出願に対する審査と審判機能に厳正を期するようにすること、加えて権利の濫用を

防止することによって企業の自由な活動を阻害する特許制度の副作用を取除いた。

その一方で、新しく有用な発明についてはこれを強く保護して国家産業発展に貢献

するようにするため専門改正をしたが、その主な内容としては、出願に対する審査

と審判機能に厳正を期するようにすること、権利の濫用に対する制度的規制装置を

更に具体化した。また、交通通信手段の発達による先進国からの技術の偽装出願の

登録を防止するため、新規性喪失の判断対象を国内刊行物だけでなく、外国刊行物

も含めたいわゆる準国際主義を採択した。

 

15

                                         
14 特許庁, 前記の本, p180 
15 特許庁, 前記の本, p180-181 

このように1960年代及び70年代は、目

まぐるしい経済成長を土台に、韓国の特許法においてもこれまで外部勢力によって

影響を受け、韓国の現実に合わなかった条項を改正しながら、徐々に韓国の特性に

合った特許制度を設けていく時期だったと見ることができる。 
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4. 国際的な流れに合わせる(1980年代) 

 

1970年代末に発生した10.26事態(朴正煕大統領殺害事件)によって朴正煕政府の

長期間の統治に終止符を打ち、当時10.26事態を解決するための合同捜査本部長だっ

た全斗換(ジョン・ドゥファン)が12.12事態をきっかけに新軍部勢力として登場し、

政権を掌握し始めた。韓国第11代大統領に選ばれた全斗換大統領は1981年から1988

年まで、韓国の80年代を統治した。 

全斗換政府は正義社会の具現と民主福祉国家への発展を国政指標として掲げた。

1970年代の経済成長と国家の発展は目を見張るものがあったが、長期間の独裁体制

による国民の民主化に対する熱望と同時に、所得分配の不均衡から来る貧富格差、

富裕層の贅沢、黄金万能主義の社会風潮などにより、国民の一体感を阻害する要因

が社会全体に散在していた。政府はこのような旧体制の副産物をなくして正義の民

主福祉国家の建設という目標を提示し、新しい時代、新しい社会、新しい歴史の創

造という掛け声のもとで、大胆な体制改革を標榜した。 16全斗換政府は物価の安定

を経済政策の最優先課題に定めると同時に、経済政策基調も成長から安定を優先に、

外形よりは中身に重点を置くという方向性を取った。いわゆる「安定化政策」だっ

た。17

従って、経済発展のために全斗換政府が推進した1980年代の新しい経済計画は、

1970年代後半期の第四次経済開発5ヶ年計画で、量的拡大政策を追求したのを反省し、

長期的な国民経済の発展を図る経済戦略が模索された。それが1982年から86年まで

の第五次5ヶ年計画に現われることになった。

 要するに、1960年代から70年代の経済急成長の過程でさまざまな構造的な問

題が発生・悪化した対外環境を考慮して、成長よりは安定に価値を置くようになっ

たのである。 

18即ち、1980年代は量的成長よりも国

民経済発展の体質を改善して新しい経済秩序に転換することにより、国民経済が長

期的に発展するための基盤を固めるという基本目標を立て、まず、名前を従来の

「経済開発」から「経済社会開発」計画に変えた。このようにして高度成長による

副作用を最小化するため、所得分配の不均衡を改善して国民福祉のレベルをアップ

させることに力点を置いた。第四次計画の基本理念である「成長、能率、平衡」に

代わって第五次計画では「安定、能率、均衡」を提示したのは、今や成長よりも安

定を追求し、所得分配の均衡が最大の目標であることを表現したものだった。 19

1970年に入って急速化し、1980年頃まで続いた経済成長政策に伴う輸出至上主

義が韓国の国際市場に占める割合が徐々に増大し始め、結局、国内外的な圧力と共

   

                                         
16 ビョン・テソプ, 前記の本, p501 
17 イム・ヨンテ, 大韓民国史 1945～2008, 2008, p573 
18 チュ・ハクジュン, 新しい経済秩序の模索と今後の韓国経済の見通し(1982～), 現代韓国経済史,

 韓国精神文化研究院, 1987 
19 ビョン・テソプ, 前記の本, p501 
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に工業所有権制度の統一化の流れに対処するため、韓国は遂に1980年5月1日、工業

所有権保護の国際憲章であるパリ条約に加入し、それに伴い1980年12月31日、一部

改正を行うことになった。その改正内容を要約すると、パリ条約同盟国の共通規定

事項などと特許請求範囲の多項制、条約優先条項、発明の内容を早期に公開して重

複研究や重複投資を防止するための出願公開制度、審査処理を促進するため審査請

求した出願についてのみ審査をする審査請求制度などに関するものである。 

韓国は1980年5月1日、パリ条約への加入に続いて、工業所有権制度の国際化の

流れに伴い、特許出願手順の国際的な協力と技術情報の拡散による国内技術開発を

促進するため、特許協力条約(PCT)への加入が必要となった。そのための国内措置と

して1982年11月29日、一部改正を行い、特許法の中に「特許協力条約による国際出

願」という別途の章(第八章の2)を置いて、特許協力条約に加入しても施行上の摩擦

をなくした。 その後1983年5月10日、特許協力条約への加入寄託書を世界知的財産

権機構(WIPO)事務総長に寄託し、同年8月10日から発効に至った。これによって韓国

は、一つの国際出願で多数の国に同時に出願できるだけでなく、国際出願に対する

国際調査報告書を使えば特許庁の審査負担が軽減し、国際公開した外国技術の情報

を活用することによって先進技術の導入と技術開発の促進を図ることができるよう

になった。 

1980年に入って韓国は上記のような一連の工業所有権制度において国際的な流

れに合わせようと努力する一方、韓国の最大貿易国であるアメリカの、1980年代の

世界的な不況と国際収支の悪化に伴う自国の保護貿易政策に即した工業所有権保護

の強力な保護要請により、最終的に、1986年12月31日、特許法などの一部改正をせ

ざるを得なかった。 

改正された主な内容としては、化学物質などを始めとする物質特許、不実施と

不真面目な実施に対する制裁の緩和として、以前の単純な行政処分から財政制度へ

の転換、特許権の尊属期間を以前の12年から15年に延長すると同時に、医薬品など

のように義務的な安全性検査と製造許可などに長期間を要する特許権について、実

質的な権利の実施期間が保障されることができるよう5年以内の範囲での権利尊属期

間の回復制度、特許権などの工業所有権侵害についての規定の強化及び商標使用制

度の緩和措置として、品質の同一性規定を削除した。20

5. 先進国レベルにアップ (1990年代) 

  

 

 

輸入自由化措置に伴う輸入増加によって、輸出に対する輸入の比率が絶対的に

多い貿易赤字、その上、高賃金に伴う国際競争力の下落に苦戦した盧泰愚(ノ・テ

ウ)政府を経て、1992年金泳三(キム・ヨンサム)大統領が当選したが、これは韓国の

国民が金泳三大統領を選びながら、これからは安定した状態で改革が行われるよう

                                         
20 特許庁, 前記の本, p181-182 
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にという願いを表現したものと認識された。1993年からの金泳三政府は、32年間の

軍出身者の統治から抜け出し、民主的な手順によって選ばれた初の民間人大統領と

いう点で、韓国デモクラシーの発展に貢献したと評価されている。 

新しくスタートした金泳三政権は、「変化と改革、そして前進」の旗を掲げ、

新しい韓国を創造するための改革政治に取り掛かった。その第一は、民主政治の具

現、その第二は不正、不道徳の清算、その第三は新しい経済政策、第四は地方自治

制の実施に伴う「地方化」の推進、最後の第五は外交的な対外政策の推進だった。

このうち、新政府のスタートと共に起きた経済政策の変化の中で最も注目すべくこ

とは、1993年8月12日に電撃的に断行された「金融実名制」である。銀行の仮名口座

を実名口座に変更するこの措置により、金融市場が萎縮し、小規模事業者らの資金

調逹が難しくなるなどの副作用があったが、長期的に経済改革の基礎を置いたとい

う点で国民から歓迎された。 

1993年2月、政府は数年間延期していたウルグアイラウンド協定を妥結させた。

保護貿易主義の撤廃を要点とするこの協定は、国際競争力の弱い発展途上国には少

なからず被害を与えるもので、韓国はこの協定で商品、金融、建設、流通、サービ

スなどすべての分野において外国に開放することになった。政府は市場開放政策を

更に強化するため1996年9月12日、西方先進国の経済協力開発機構(OECD)に加入した。

そして市場開放政策に合わせて立ち遅れた分野の競争力を高めるため、「世界化」

を強調し、1995年1月、「世界化推進委員会」を公式にスタートさせた。韓国経済は

1995年10月現在、輸出史上初めて1千億ドルを突破、1996年末現在の1人当たりの国

民所得が1万ドルを突破し、先進国のすぐ次のレベルにまでアップしたが、貿易逆調

がますます酷くなって経済成長が鈍化し、1996年の経済成長率は7%を下回った。21

1990年9月1日、特許制度の国際化及び統一化の流れに合わせて法体制を現代化

するため、全文改正(法律第4207号)した。主な改正内容としては、国内優先権及び

補正却下制度を取り入れ、飲食物及び嗜好品についての物質特許を認めた。また、P

CT第ニ章の留保を撤回して国防に関連する発明の外国出願を制限し、特許権の尊属

期間に関する規定を改正、無効審判の除斥条項も削除した。1993年12月10日の改正

(法律第4594号)は、知的財産権協定(WTO/TRIPs)を能動的に受け入れるために行った。

特許権の尊属期間を出願日から20年とし、早期公開制度を採択、また、「原子核の

変換によって製造され得る物質」を特許対象に入れた。1997年4月10日の改正(法律

第5329号)は、技術のライフサイクルが短くなり、逆に審査処理期間が長期化するこ

とから権利の早期付与に対する社会的要求が増大し、それに応じようとしたものだ

った。以前の出願公告制度を登録公告制度に転換し、それに伴い異議の申し立ても

登録公告後にできるようにした。また、特許公報を電子媒体(CD-ROM)で発行できる

ようにし、特許権侵害に対する罰金を2千万ウォン以下から5千万ウォン以下へと上

向き調整した。1998年9月23日の改正(法律第5576号)は、1999年1月に開通した電子

  

                                         
21 ハン・ヨンウ, 前記の本, p617-618 
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出願制度の施行に備えた改正で、出願者が特許ネット(KIPO-NET)を利用して特許出

願、審査、登録などの手続きを簡単にできるようにし、同時に実用新案法において

実用新案先登録制度を取り入れることによって、二重出願制度を新たに採択、医薬

及び農薬などに関する特許権尊属期間延長部分を改正した。1997年9月に開催された

WIPO定期総会で、韓国特許庁が国際調査及び国際予備審査機関に指定されるに伴い、

異議業務に備えて関連根拠規定も整えた。22

6. グローバルコリアを目指して(2000年代) 

 

 

 

2001年は経済的にIMF管理体制を卒業した年と記録されている。8月23日、韓国

は国際通貨基金から借りたお金を3年8ヶ月で完全に返済した。外国為替保有額は1千

億ドルを越え、世界5位を記録した。しかし、定期預金金利が4%に落ちる超低金利時

代が到来し、お金が銀行から不動産と株式へ流れる傾向を見せている。23

平等主義的政策は特定階層を狙って躊躇いもなく集中攻略し、国家の均衡発展

のためという名目で首都圏を規制し、公共機関を八等分して地方八道に分散させ、

ほとんどすべての地方を特性化地域に育成しようとした。しかし、この政策は平等

という名前で一生懸命努力する経済主体らの発展精神を折り曲げ、未来のために投

資して働く生産的な活動というより、与えられた駒を分ける非生産的な、自分の分

け前獲得競争、つまりゼロサム(zero-sum)ゲームに没頭させることにしかならなか

った。経済の成長動力が深刻に毀損し、その結果、盧武鉉政府における経済成長率

は世界平均にも及ばない約4.2%にとどまった。

 2003年ス

タートした盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領政府は、国政指標を富の再分配強化、既得

権勢力清算、過去清算などによって平等社会を目指すというものだった。それに伴

い、反市場的情緒と政策が更に本格化し始めた。平等という名分のもとで、人気迎

合的政策は政治、経済、社会、文化など、すべての分野に拡散して行った。経済も

社会も政治も、両極端な思考から出発し、政策の運用もその枠から大きく外れるこ

とができなかった。社会の全領域を敵と仲間に分け、金持ちと貧乏人、既得権勢力

と非既得権勢力、首都圏と非首都圏などに分け、すべての政策が後者に有利になる

よう考案され、執行された。 

24

今韓国は2008年から始まった李明博(リ・ミョンバク)政府の時代に来ている。

李明博政府は変化と実用を土台に「先進化元年」の新しい発展体制を構築するため

の部門別五大国政指標を掲げた。第一、李明博政府は国民に仕える政府を目指す。

このため政府組織を「18部4署」から「15部2署」に縮小改編し、公企業の民営化と

効率化を図り、行政規制を改革し、厳格な法の秩序を確立する。第二、自由貿易協

 

                                         
22 リ・インジョン, 特許法概論, p62-63 
23 ハン・ヨンウ, 前記の本, p634 
24 リ・デグン, リ・ドンボク, リ・ジュヨンほか, 韓国現代史理解, p353-354 
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定(FTA)を積極的に推進して投資を誘致するため大胆に規制改革を断行し、技術革新

を促進することによって活気に満ちたオープン市場を目指す。 第三、生産的福祉と

カスタマイズ型福祉を追求し、代々貧困が受け継がれるのを遮断し、仕事、余暇、

教育を三大エンジンとする福祉と高齢化社会に適切に対応して能動的な福祉社会を

築き、社会指導層がノブレス・オブリージュ(noblesse oblige)を実践して社会的資

本を涵養することにより、信頼の高い社会を構築する。第四、教育改革と大学の競

争力強化、生涯職業能力の開発、科学技術投資と科学人才誘致に力を注ぎ、人才大

国の生涯学習国家を目指す。第五、「非核開放3000構想(北朝鮮が核を完全に廃棄し

開放すれば、10年内に国民所得が3000ドルになるよう支援するという構想)と21世紀

の創造的な米韓同盟、朝鮮半島(韓半島)経済共同体などを通じてグローバルコリア

を目指すというものである。 

2000年代の特許法改正を見ると、2000年2月3日の改正(法律第6411号)では、イ

ンターネットなどに公開された技術情報を刊行物として認めるという新規性に関す

る条文を改正し、 補正制度を補い、補正却下不服審判制度を廃止した。また、特許

権などの侵害による損害額を簡単に算定できる規定を新たに設けるほか、制度の運

営上出てきた一部不十分な点を改善、補った。2002年12月11日の改正(法律第6768

号)では、特許料の一部が足りない場合、保護できる機会を与えることによって出願

者または特許権者の意思に反して特許に関する権利が喪失されるのを防止し、特許

協力条約(PCT)の改正に伴い、国際特許出願の翻訳文提出期間などが変更されるに従

って、それに合わせて関連条項を整備した。252006年3月3日公布された特許法及び

実用新案法の改正では、国外で公知共用された技術に対して特許を制限する内容と、

特許出願前6ヶ月以内のすべての形の自発的な公開行為を特許拒絶理由から除く内容

を追加し、公開されない状態で特許拒絶、放棄した特許出願の技術内容を特許拒絶

理由から除き、二重出願制度の廃止及び変更出願制度を取り入れ、特許異議申し立

て制度を特許無効審判制度に統合した。2007年1月3日公布された改正内容は、発明

の細かい説明記載要件を緩和し、特許請求範囲提出猶予制度を取り入れ、請求項目

別の審査制度を取り入れ、特許請求範囲の作成方法を多様化し、無効審判手順での

訂正請求の機会及び権利範囲確認審判での確認対象発明の補正範囲を拡大した。200

9年1月30日公布された最も最近の改正では、拒絶決定不服審判の請求期間の延長許

容、特許出願明細書または図面の補正に対する制限要件緩和、再審査請求制度導入、

分割出願可能時期拡大、審査官による職権補正制度及び追加納付料の差等制度導入

だけでなく、国語のPCT国際公開語採択事項を反映させ、特許庁職員などの秘密漏泄

罪の処罰を強化した。また、医薬品などの特許権尊属期間の延長登録出願に関する

補正可能時期規定、審判請求書の(被)請求人補正要件緩和、書類の閲覧規定整備及

び体系整備により条文を簡潔化、明確化した。26

                                         
25 リ・インジョン, 前記の本, p63 

26 韓国特許庁ホームページ参照 
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7. 特許制度の統一化 

 

今日世界のほとんどの国家が特許制度を採択しているが、各国ごとに法制が異

なり、これを利用しようとする外国人には非常に不便かつ不利であるため、発明の

国際的保護のための各種の方案が模索中にある。また、前述の通り、様々な国際条

約または地域共同体条約(パリ条約、特許協力条約、特許法条約、特許実体法条約、

ヨーロッパ特許条約など)が結ばれており、今後更に多くのこのような条約が誕生す

るだろう。特許法の統一化はいろんな理由から必要である。最も主な理由として、

産業基盤の国家から情報知識基盤の国家経済体制への転換をあげることができるが、

そのために世界は貿易に関する問題において相当な影響を及ぼしている知的財産権

の保護を単一化する必要があるのだ。また、他の理由としては、特許法の統一化に

参加する国家間の国際特許出願を行う際に存在する負担と重複を公正に分散させる

ことができるという点である。要するに、特許法が単一化されれば国際特許に対す

る手続き費用が減るだろう。27 このように各国々は特許法の統一化について、一応

その必要性に対して共感はしているように見える。但し、条約を採択して自国法に

収容するという方針が確定されるとしても、実務上、条約の個別条文の収容有無及

び方法は、現行の特許法上に関連する条文を中心に熟考した結果に従って具体化さ

れるべきである。新しい制度の導入は、規定を新設すべき主旨をはっきりさせる立

法方針の実現も重要なことだが、同時に、制度の導入によって混乱しないよう新・

旧規定の調和を要する。28

これまで歴史的に見てきたように、韓国では1908年から数回特許法をはじめ知

的財産権法が、時には外部勢力の強制によって、時には内部的な必要によって改正

されてきた。特に、韓国が自主的に特許制度を運営できるようになった1961年末特

許法の制定からは、15回を超える改正作業が行われた。まず、期間に対する改正を

見ると、頻度が相当高いことが分かる。特許法が産業政策的に時々刻々と変化する

産業環境を反映してリードする役割をしていることを理解するにしても、改正があ

まりにも頻繁すぎると考えられる。それには、国際情勢中または外圧による改正も

あったが、韓国の特許庁をはじめ立法部や行政部の関連部処では、より綿密な検討

で愼重に改正作業に臨む必要があったと思う。アメリカのように、国家科学技術政

策体系のすべての関連機関が政策の決定及び執行などの推進過程で知的財産権のイ

 

 

 

III. 結論 

 

                                         
27 リ・ボンムン, 特許法統一化の利益と履行方案, 2005, p4 

28 ベ・デホン, WIPOの特許法統一化論議と特許法上の受容に関する検討, 2002, p51 
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シューを明かし、その解決方法を模索する努力が必要ではないかと思う。29

                                         
29 イム・グンヨン, アメリカの知識財産権政策に関する研究, 2003, p179 

  

前述したように、全世界の特許統一化の方向は一応肯定的に見える。また、歴史的

に見ると、外勢によって特許法が改正された場合は、韓国の状況は考えずに改正さ

れたことが分かったし、その反面、内部的な必要によって改正された場合は、 韓国

の実情を考慮した望ましい方向へ改正されたと判断できる。このように、特許の統

一化においても、もし韓国が統一化の方向や各条文の内容及びその波長などについ

て消極的であるか、初めからそのような努力を傾けていなければ、再び外勢によっ

て特許法を改正するという失敗を繰り返すことになるだろうし、そのような改正は

望ましくない結果が出ることが目に見えている。それ故、韓国は特許法の統一化作

業において、すべての関連機関が緻密に研究し、悩み、より能動的かつ積極的に参

加することによって、仮称統一世界特許法に韓国のニーズが反映されるようにすべ

きであり、また、既存の特許制度との調和や融化及び発展的な方向へと世界特許法

が統一化されるように刻苦精励すべきである。全世界の特許法の統一化の波が、外

勢による韓国の法改正の結果として出るか、それとも韓国の必要による韓国の実情

を反映した望ましい方向の法改正になるかは、今後見守るところである。 

 

（２００９年５月） 


