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特許庁が国内特許法をグローバル基準に合わせて改正する方案を推進している. これによって国内

企業などが海外で関連特許を出願するのが凄く簡便になって費用負担も減ることと見込まれる. 

 

11月12日関連業界によれば特許庁は最近国際特許基準を統一させた'特許法条約(Patent La

w Treaty・PLT)を反映する方向で関連特許法を改正することに方針を決めて具体的な準備作業

を進行している. 

 

特許庁はこのために成均館大に賛否意見及び具体的な経済的效果などを分析するように用役を

依頼して年末まで結末をつけるに相次ぎ企業と弁理士, 弁護士などの幅広い意見を取り集めて来

年末まで特許法改正初案を完成する計画だ. 

 

特許庁関係者は "来年末初案が作られれば検討過程などを経って2012年下半期には特許法を

改正することができること"と言いながら "PLT などの加入に必要な3世代特許ネットシステム開発の

ために来年度予算50億ウォンを編成した"と説明した. 

特許庁が特許法改訂に着手したことはPLT条約導入を通じて特許関連手続きを簡素化して今ま

で数十回の部分改正で複雑になった規定の再整備の必要性が高くなったからだ. 

 

PLTは各国特許法の手続き的要件の統一化, 単純化を通じて出願人の便宜を高める特許システ

ムの達成を目的にしているし出願日認定の容易化, 各種書式の簡素化及び統一化, 代理人の

強制の緩和, 権利喪失の最小化などの内容を記している. 

もしPLTが国内特許法に反映されればグローバル特許出願手続きが簡素化されて等しい様式でも

言語だけ変えて海外に出願することができて発明者に便利な制度で評価を受けている. 

業界関係者は "特許法が改正されれば企業の特許関連費用負担を低めて企業の経営環境改

善を通じて競争力強化にもお手助けになることで期待している"と言った. 

 

PLTは過去2005年4月に発效した以後イギリス, オーストラリア, ロシア, フランス, デンマーク, フィンラ

ンドなど22ヶ国が加入したしアメリカの場合現在特許法改正案が議会に渓流中である. ヨーロッパは

2007年12月ヨーロッパ特許法(EPC)にPLT内容を反映したし、日本も現在PLT加入のための研究

を遂行中のことと知られた. 

一方1961年制定された特許法は1990年全面改正された以後今年の1月まで27次にわたって部分

的に改定されたが、状況変化に合わせて全般的な内容を再整備しなければならないという意見が

提起されてあった. 
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特許庁は11月24～25日二日間KOEXコンファレンスセンターで優秀特許技術取り引き及び活性化

のために`2009特許流通フェスティバル'を開くと19日明らかにした. 

今度行事は特許技術移転コンファレンスと需要企業の導入技術説明会, 移転希望優秀特許技

術及び成功事例広報などに進行される予定だ. 

特許技術移転コンファレンスは行事第一の日の24日には `未来技術動向, 技術料評価方法, 技

術移転税務, 技術契約書作成, 特許紛争' などに関して, 25日には `潜在市場調査方法, 営

業秘密及び特許侵害, 技術金融戦略, 投資誘致のための企業IR, グリーン産業成長見込み' な

ど皆10個主題で分けて開かれる. 

また需要企業の導入技術説明会は技術導入を希望する需要者が該当の技術を説明する行事で

あり、電気電子分野(2件), 機械素材(1件), 纎維化学(10件) など皆13個導入希望需要技術に

対する説明が進行される. 

移転希望優秀特許技術及び成功事例広報コーナーは優秀特許に選定された特許技術と特許技

術移転事業化成功事例を紹介するコーナーで行事場所内で観覧することができる. 
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最近グローバル企業を緊張させる新造語がある. 所謂パテントトロール(patent troll). 

これは過去2001年インテルの社内弁護士ピトデッキン(peter detkin)が作った言葉だ. トロールはス

カンジナビアなどヨーロッパの一部国の神話に出る巨人族化け物を言う. 国語では`パテントトロール`

に翻訳されている. 

 

これらのビジネスモデルは自体研究開発または生産活動なしに特許訴訟を通じてロイヤルティ収益を

あげるのだ. グローバル企業, 特に製造企業には大きい脅威になるビジネスモデルだ. 

 

国内企業にも`パテントトロール`は相当な脅威になっている. 今まで`パテントトロール`に一番多い訴

訟に巻き込まれた会社は三星電子だ. 



三星電子は過去2004年以後今まで38件の訴訟に巻き込まれた. LG電子は29件で6番目に当たる.

 国内大企業の経営リスクが増えているのだ. 

勿論 `パテントトロール`たちの説明はこれと違う. 1年に約2000個以上の特許を出願する最大規模

の特許専門企業インテレクチュアルベンチャーズの創業者ネイソンミオボールド(Nathan Myhrvold)は

ビジネスモデルに対して "特許を買い入れて発明家に対価を返すこと"と説明した. 

 

しかしこれらがするビジネス行動を分析すればこのような主張は詭弁に過ぎないということが分かる. 

例えば携帯電話の場合一つの製品に係わる特許は約74000件程度だ. `パテントトロール`たちは該

当の製造社がこのなかに一つ或いは二つの特許を侵害したといって収入禁止訴訟などを申し立てる

のだ. 

極めて些細な部分に対する訴訟で全体製品価格の少なくは0.1%で多くは10%のロイヤルティを要求

するのがＫの会社の行動だ. 

 

これによって国内企業の防御動きも活発になっている. 

ギムグァンズン三星電子IP(知的財産)法務常務は"最近`パテントトロール`に対する防御目的に特

許防御ファンド RPX(Rational Patent)に加入した"と言った. 

RPXは`パテントトロール`の訴訟などに会員社から資金を集めて組織的に防御するいわゆる `逆パ

テントトロール`である. このような特許防御ファンドは現在 AST(Allied Security Trust), RPX な

どがある. 三星電子とLG電子はこのRPXの会員だ. 

これらは収益性を目的にする法人ではない. 特許訴訟に対する管理のみしてくれる所だ. 一方`パテ

ントトロール`の代表企業であるインテレクチュアルベンチャーズは4個のファンドが集まって成り立った会

社で収益創出を目的にする. 生まれ自体が違うのだ. 

 

金常務は"最近`パテントトロール`たちの無差別な訴訟による企業の被害が大きくなっている"と "こ

れによって `パテントトロール`に対抗するための政府と民間次元の動きが活発になっている"と説明し

た. 

アメリカでは過去2006年インテル, シスコ, HPなど `パテントトロール`の活動で被害が大きい企業が

参加して特許公正性連合を結成した. `パテントトロール`が特許を買い入れる以前に連合に加入

した企業が先に買収して訴訟を源泉封鎖しようとしてある. 

またアメリカ製造業社連合はアメリカ政府に特許政策に関する立場開陳を推進している. 最近には

アメリカ法院でも `パテントトロール`の権利行事を制限する判決を下げている. 同時にアメリカ議会

でももう特許法改正案が提出されて審議中の状態だ. 

このような友好的な一連の動きがあるが油断をする段階ではないということが金常務の説明だ. 

 

金常務は"アメリカ議会に提出された特許法改正案には損害賠償額制限条項がある"と言いながら

 "ただこの条項に対して業界の反応が一致しなくて改正案通過が順調ではないことで見る"と言った. 



 

損害賠償額制限条項は製品に含まれた部品の中で特許を侵害した部品があったら製品でその部

品が占める比重に比例してロイヤルティを付加する条項だ. これは先立って言及したロイヤルティの非

現実性を解消することができる対案として評価を受ける. 

 

金常務は "この条項に対して現在アメリカ IT業界は賛成立場を明らかにしている"と "ただ化学製

薬業界が反対していて合意が易しくない状況"と言った. 

`パテントトロール`の出現は国内製造業社に一つの障害物になっている. 特にこれらの訴訟が売上

高上位圏企業に追われるという点を勘案する時今後の国内業社と `パテントトロール`の間の訴訟

戦争が拡がる可能性が高い. 国内企業の対応戦略がどの位效果をもたらすか市場の関心が集ま

っている. 
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アメリカ国際貿易委員会(ITC)がシャープの特許権侵害訴訟と関連, 三星電子に対してLCD TV 

及びコンピューターモニター販売禁止判決を下げたと11月9日ブルームバグ通信が報道した. 

 

このような決定はバラクオバマアメリカ大統領の最終承認が必要でオバマ大統領は共益に反すると判

断する場合判決を覆すことができる. 三星電子も特許訴訟が渓流中の間輸入禁止命令を延ばす

ために特許法に特化された上告法院に抗訴した. 

 

ITCは "三星電子が大統領の検討期間の間、輸入製品の100%価格をカバーすることができる一定

の保釈金を支払うと(post a bond)販売を長続くことができること"と明らかにした. 

 

ITCは三星がシャープの特許権を侵害したという既存判決を維持したし、この日共益要因が輸入禁

止や輸入製品売却禁止命令を妨害することができないと明らかにした. 
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三星電子が日本シャープを相手としてLCD特許侵害訴訟をアメリカ国際貿易委員会(ITC)に追加

で申し立てた. 2007年からLCD液晶駆動技術と係わったITC特許攻防で両社が並んで一度ずつ勝

訴した中に, また他の特許攻防につながる見込みだ. 業界では相互特許共有を含めた妥協点を捜

すために両側が主導権を取るための動きで解釈した. シャープの対応訴訟につながる可能性もあると

いう分析だ. 

 

12月3日外信と業界によれば三星電子は最近ITCに自社の液晶駆動技術と構造に関する3件の

特許を侵害したといってシャープに相手として訴訟を申し立てたことと伝わった. 三星電子関係者は 

“今度特許訴訟と係わった内容を詳細に明らかにすることはできない”と言いながら“2007年最初で

特許侵害訴訟を申し立てた技術とは違う技術であり, 液晶駆動及び構造に関する3件の特許侵害

に関する”と明らかにした. 

 

通常ITCが特許侵害によるアメリカ国内販売禁止のみを強制するという点でシャープがアメリカ市場

に販売した一部製品に対して販売禁止を要請したことで見られる. しかし特許侵害に対する本判

定が出るまで1年6ヶ月以上がかかって, その間両社が相手の特許を避けることができる製造技術を

適用して販売禁止措置を脱しているという点で力比べの意味がもっと大きいという分析だ. 結局特

許訴訟とは別個で両社が水底交渉過程で主導権を取るための動きで解釈された. 

業界関係者は “三星電子とシャープの特許攻防はLCD技術宗主国である日本と量産技術力で

優れた韓国業社間の自尊心競争の性格が強い”と言いながら “特許訴訟とは別個でクロスライセ

ンスを含めた接点を模索する過程で機先けんかが起っていること”と説明した. 
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LG LG LG LG vsvsvsvs    デウデウデウデウ, , , , 冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫技術関連技術関連技術関連技術関連特許侵害特許侵害特許侵害特許侵害訴訟訴訟訴訟訴訟    

LG電子(以下LG)とデウエレクトロニックス(以下デウ)の間の2年間の長い特許権紛争で1ラウンドは 

LGの勝利に終わった.  

ソウル中央地方法院の民事合意11部(裁判長李ソンチョル部長判事)は11月14日LGがデウを相手

として提起した特許権侵害禁止及び損害賠償請求訴訟で “デウ洗濯機モデル24個の生産及び

販売, 輸入などを禁止して保管中の製品と機械設備を廃棄しなさい”と原告一部勝訴判決した.  

 

そして裁判部はLGの損害額17億6000万ウォンをデウに支給しなさいと命令した. 裁判部は “トロム

洗濯機の駆動部は比較対象発明らと技術構成が違うし、その作用效果においても著しく向上, 進

歩されたので、自由実施技術に当たらない”と明らかにした.  

しかしデウ側はこれに対して直ちに抗訴すると明らかにして今後の見込みに対して業界の目と耳が傾



いている.  

本紙と通話したデウ側関係者は “問題になった技術はもう汎用技術としてドイツ, 日本, アメリカで

特許権が断られた技術”と伝えて “LGがデウのみを相手といて訴訟を提起したのは比較的小さな

企業だからだ”と言った.  

 

この関係者によるとドラム洗濯機はデウの主要事業だ. そうだから今度訴訟に対してデウ側が最後ま

で行くはずだと暗示した. 

 

ソース：時事フォーカス 

 

 

`̀̀̀電子訴訟電子訴訟電子訴訟電子訴訟` ` ` ` 来年漸進導入来年漸進導入来年漸進導入来年漸進導入    

訴状訴状訴状訴状    提出から判決文送逹まで電子文書で提出から判決文送逹まで電子文書で提出から判決文送逹まで電子文書で提出から判決文送逹まで電子文書で    

    

訴状, 証拠書類などを電子文書で提出して法院が判決文・決定文を電子文書で送逹する `電

子訴訟'が来年から漸進的に導入する. 

法務省は民事訴訟などでの電子文書利用に対する原則と手続きを規定した`民事訴訟などでの

電子文書利用などに関する法律'(電子訴訟法)制定案を 11 月 5 日立法予告した. 

この法案が制定・公布されれば来年特許訴訟にまず適用されてシステム構築段階によって訴訟手

続き全般で拡散する. 来る 25 日まで立法予告を経って次官会議と国務会議に上程された後国

会に提出される予定だ. 

電子訴訟は訴訟当事者が訴状, 証拠書類などを電子文書で提出することができるし, 法院は判

決文や決定文を電子文書で送逹して期日通知などを電子的にできる訴訟手続きを意味する. イ

ンターネットで訴訟書類確認及び訴訟進行状況を確認することができて公正と透明な訴訟手続き

を具現することができるし、紙文書基盤の体系より迅速な事件処理と業務效率性確保效果を享

受することができるというのが法務省側の説明だ. 

法務省は法律が制定されれば来年特許訴訟を始まりに 2011 年行政訴訟及び個人回生・破産, 

2012 年民事訴訟, 2013 年申し込み・執行事件など訴訟手続き全般で電子訴訟を拡散する予定

だ. 特に国内 IT インフラが発達していて司法情報化インフラ水準も優秀で今後の国際標準モデル

に提示することができることで期待している. 

今度法案は電子訴訟の適用範囲を刑事訴訟手続きを除いた民事・家事・行政・特許訴訟, 民

事執行, 倒産手続き, 非訟事件手続きなどで規定した. 当事者や訴訟代理人などが法院に電子 

文書を提出しようとすれば使用者登録をしなければならないし, 提出された電子文書の受付時期は

電算情報処理システムに電子的に登録された時期を基準にする. 法院は受付直ちに受付事実を

電子的に通知するようになる. また法院事務官などは電子文書ではない形態の書類を電子文書で

変換して登載しなければならないし元々の書類と等しいことで見なされる. 



大法院は情報保護と業務連続性確保のために盆唐と大田に位した大法院電算情報センターの中

間支店位に実施間複製システムを構築する計画だ. 

一方, 海外国の場合アメリカ連邦法院大部分と多い数の州法院が電子訴訟(e-filing)制度を施行

の中でありヨーロッパも段階別で電子訴訟を拡大している. シンガポールは 2007 年既存法院流通

文書の 84%が電子文書だ. 

法務省法務審議官室の関係者は "電子訴訟は紙文書で提出・管理による費用と負担を減らし

て電子訴訟関連産業発展にも寄与することで期待する"と言った. 

 

ソース：デジタルタイムズ 

 

 

公正委公正委公正委公正委, , , , 医薬知識財産権医薬知識財産権医薬知識財産権医薬知識財産権のののの濫用防止セミナー濫用防止セミナー濫用防止セミナー濫用防止セミナー    

    

公正取引委員会が11月24日午後韓国製薬協会と共同で製薬協会講堂で '医薬品分野の知識

財産権戦略及び濫用防止' セミナーを開催する. 

今度セミナーは知識財産権濫用関連事例などに対した教育及び討論を通じて国内製薬会社たち

の被害を予防するためのことだ. 

公正委は医薬分野知識財産権濫用事例として ▲特許期間満了後にも特許料支払い強制 ▲

特許契約対象商品や技術と無関係な商品及び技術を購買するように強制 ▲特許実施をさせな

がら取り引き相手, 取り引き地域などを不当に制限 ▲特許紛争過程で特許権者と競争社業者

である訴訟提起者間の不当な合意 ▲明白に無效である特許にも拘らずこれを利用して特許侵

害訴訟提起などを指折った. 

 

ソース： 連合ニュース 

 

 

タミフルの強制実施可能性十分なのかタミフルの強制実施可能性十分なのかタミフルの強制実施可能性十分なのかタミフルの強制実施可能性十分なのか    

二つの二つの二つの二つの強制実施要件強制実施要件強制実施要件強制実施要件のののの緩和緩和緩和緩和    関連法渓関連法渓関連法渓関連法渓流中流中流中流中..."..."..."..."特許庁肯定検討特許庁肯定検討特許庁肯定検討特許庁肯定検討""""    

    

新型インフルエンザの拡散によるタミフルの不足問題が論難になりながら強制実施可能性がまた注

目されている. 

10日民主労動党グァックゾングスック議員はタミフルで30mgの政府備蓄分在庫が底がついたという疾

病管理本部の書面返事を公開したのに相次ぎ午後には国会記者会見を通じて強制実施を促した. 

ここに福祉部は抗ウイルス剤保有量が355万9千名分で, その中で疾病管理本部がタミフル83万6

千名分など 155万9千名分の抗ウイルス剤を備蓄中であり、残り200万名分位が現在流通中だと

明らかにした. 



福祉部は12月14日まで549万名分のタミフルが入庫されて, 13歳未満小児用タミフルの不足は大

人用を小文造製して使っても良いと駁した. 

しかしグァック議員は "10月一ヶ月間タミフル消尽が71万名分に達するのにリレンザを除いたタミフル

の政府保有量84万余名分で大人と小児がすべて服用するには不足だ"と主張した. 

グァック議員は "一線医療機関と薬局に配布したことまで政府備蓄量に含ませて数字賭けで国民

を惑わそうと思っている"と言いながら "流通中の治療剤がいくら残っているのか保健政府が正確な

量を把握しているのか問い返したい"と明らかにした. 

引き継いで "強制実施を通じて国内製薬社にとってタミフルで複製薬を生産するようにしなければな

らない"とグァック議員は強調した. 

現在強制実施条件緩和を骨子にした2件の特許法改正案が国会に提出された状態だ. 

去る9月進歩新党ゾスングス議員と民主労動党グァックゾングスック議員が相次いで関連法案を発

意したが二つの改訂法案は強制実施要件の範囲に差を見せている. 

 

先にゾ議員の法案は '国防, 公衆保健, 環境保護など公共の利益のために非商業的に実施でき

るように規定している反面, グァック議員の改正案は '大流行伝染病など疾病治療を目的にする場

合'に限定している. 

グァックゾングスック議員室はこんな強制実施要件緩和を通じるタミフルの強制実施が充分に可能な

状況だと強調した. 

グァック議員室関係者は "特許庁からゾスングス議員の案はちょっと無理があるという立場を明らかに

したが, 私たち議員室の提出した案は検討が可能だという立場を明らかにした"と伝えた. 

""""国家災難状況国家災難状況国家災難状況国家災難状況, , , , 現行法の上でも強制実施可能現行法の上でも強制実施可能現行法の上でも強制実施可能現行法の上でも強制実施可能""""    

また現在の状況なら法案改訂なしに政府の意志だけでも強制実施ができるということがグァック議員

室の主張だ. 

引き継いで "新型インフルエンザで伝染病危機段階が深刻段階に上方修正されながら中央災難

安全対策本部の設置されたこと自体が国家画災難状態だと確認されたことで, 現行特許法上の

要件でも充分に強制実施の発動が可能だ"と明らかにした. 

国会知識経済委員会に渓流された特許法改正案の通過可能性もあまり暗くないという見込みもあ

る. 

今度国政監査で知経委所属ハンナラ党金テワン議員は "強制実施発動を前提にして特許庁がロ

シュと交渉に入らなければならない"と主張するなど, 新型インフルエンザルの急速な拡散の中で与

党議員たちも無条件反対しにくいと議員室関係者は伝えた. 

 

ソース：メデ－パナニュ－ス 

 

 

企業をいらいらさせた特許捜査早くなった企業をいらいらさせた特許捜査早くなった企業をいらいらさせた特許捜査早くなった企業をいらいらさせた特許捜査早くなった    



去る去る去る去る8888月月月月 ' ' ' '特許捜査諮問特許捜査諮問特許捜査諮問特許捜査諮問官制官制官制官制' ' ' ' 導入導入導入導入    

1111～～～～2222年年年年→2→2→2→2～～～～3333ヶ月でヶ月でヶ月でヶ月で結果出る結果出る結果出る結果出る …  …  …  … 企業企業企業企業''''喜色喜色喜色喜色'''' 

全州地検グンサン支庁は先月商標が消された中古ゴルフ球を買受けた後再び商標を取って高い値

段に販売した販売業者を摘発した. しかし元々あった商標を新たに取ったことに対して商標法違反

を適用するかどうかに対してまともに判断しにくかった.  

グンサン支庁は大検察庁所属特許捜査諮問官に問い合わせた結果 "中古ゴルフ球を新しいゴル

フ球で再処理することは実質的な生産行為でであり, ここにまた商標を付ければ法違反"という返事

を聞いた. グンサン支庁はこれを土台でA業社代表金某さんなど業者6人を非拘束起訴した.  

企業のいらいらさせた特許捜査が早くなっている. 検察は過去特許侵害事件が受付されれば通常

特許無效審判,権利範囲確認審判など訴訟結果を見て処理した. 少なくとも1～2年が経つと刑事

事件の結果が出るしかなかった. しかし特許捜査諮問官制度が導入しながら特許捜査速度が急

速に早くなっている.  

24日ソウル中央地検刑事6部によるとソウル地域特許捜査を専担するこちらに去る8月特許捜査諮

問官3人が派遣された以後、39件の特許刑事事件の中33件が処理された.  

検察関係者は"特許事件はとても明白な場合ではなければ民事訴訟結果が出るまで時限付き起

訴中止する場合が多かったが、これからは2～3ヶ月なら起訴や無嫌疑処分を下している"と言った.  

特許捜査諮問官は検察の特許事件処理を支援するために特許庁で派遣された契約職公務員,

特許庁で10年以上特許審査や特許審判経歴を積んだベテラン職員たちだ. 事実上特許事件 1

審を引き受けて特許無效や権利範囲審判を扱う特許庁傘下特許審判員審判官たちと比べて専

門性に劣らないという評価だ.  

これらは特許技術と侵害疑惑を受ける技術を比べて侵害可否を選り分けて担当検査に知らせてく

れる. 特に専門技術分野に対する高度の知識が要求される特許明細書分析が主要任務だ.  

先月スポーツ用品製造業社であるA社が自社のゴルフ手袋特許を侵害したという理由で大企業B

社を検察に刑事告訴した事件が代表的な事例だ.  

明細書を分析した結果特許の要旨は"親指うね部分を他の部分より厚くしたゴルフ手袋"だったが 

B社製品は親指上端部分が厚かった. 特許捜査諮問官たちは うね部位'が母指二番目節下の部

分という学界意見を取り集めてB社に対して一月ぶりに無嫌疑処分を下した.  

特許捜査が迅速になったところ対して企業らは喜んでいる.  

しかし無嫌疑処分代わりに起訴されて裁判が進行されれば判決が過去のようにのろく出る可能性も

ある. 法院が特許無效審判や権利範囲確認審判などの結果を見て判決を下げる可能性があるか

らだ. いまだに特許捜査諮問官が関与した事件の中、法院判決に出た事例はないことと知られた. 

法曹界関係者は "これから法院判決も迅速になることで期待しているが結果は見守らなければな

らないようだ"と言った. 

 

ソース：韓国経済新聞 



 


