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＇お金になる特許創出＇Ｒ＆Ｄ特許センタ＇お金になる特許創出＇Ｒ＆Ｄ特許センタ＇お金になる特許創出＇Ｒ＆Ｄ特許センタ＇お金になる特許創出＇Ｒ＆Ｄ特許センターーーー開所開所開所開所 

特許庁は１５日、ソウル江南区駅三洞韓国知識財産センターで、高ジョンシク庁長など政府、企業、

大学関係者などが参加した中で、韓国知識財産研究院付設Ｒ＆Ｄ（研究開発）特許センター開

所式を催す予定であると１４日明らかにした。 

 

このセンターは、特許庁が推進中である＇知的財産権中心の技術獲得戦略＇などＲ＆ＤとＩＰ（知

識財産）とを連係する事業を総括し、これを民間に拡散することも担当する。 

 

Ｒ＆Ｄの結果物が最強の特許ポートフォリオを持つ＇お金になる強い特許＇につながるように、コント

ロールタワーの役割を行う。 

 

これまで、主要Ｒ＆Ｄ－ＩＰ連係事業として、知的財産権中心の技術獲得戦略事業、先端部品ＩＰ

－Ｒ＆Ｄ連係戦略支援事業、特許技術動向調査事業、有望特許技術発掘及び事業化、国家

Ｒ＆Ｄ特許成果管理事業などが進められてきたが、韓国特許情報院、発明振興会、知識財産研

究院などで分担して担当して、一貫性及び効率性が落ちるという恐れが提起された。 

 

高ジョンシク特許庁長は＂特許戦争が企業の生死を分ける現実において、Ｒ＆Ｄ特許センターがお

金になる強い特許創出に助けになるように、関連部署及び機関と共に積極的な協力・支援体制を

整えて行く＂と述べた。 

ソース：韓国経済新聞 

    

    

拡拡拡拡張現実関連特許競争激化張現実関連特許競争激化張現実関連特許競争激化張現実関連特許競争激化    

拡張現実市場を先占するための企業等の競争が激しくなっている。 

1月25日特許庁によれば拡張現実技術は2009年まで総280件が出願されたし, 2005年以後爆発

的な増加傾向を見せている。 

年度別では 2004年 14件, 2006年 33件, 2008年 70件、去年は 56件が出願された。 

 

拡張現実は実際環境に仮想の事物を合成して元々環境に存在する事物のように見えるようにする

コンピューターグラフィック技法である。1990年代後半から米国・日本を中心に開発が進行されて来

たし, 最近には多様な分野と機器に適用されて応用分野を広げて行っている。 

 

このようなトレンドを反映するように世界的な市場調査機関であるがートナーは2008年から2012年の

間の有望10大技術の中で一つとして拡張現実を選定したし, 市場分析業社である米国のジュニパ

ーリサーチはモバイル拡張現実市場が今年200万ドルから2014年7億3200万ドル規模に急成長する

と予想している。 



 

このように拡張現実市場に対する肯定的な見込みによって国内でも企業体と研究係を中心に関連

出願が大きく増えている。 

出願人別では企業体が93件で一番多くて, 大学(82件), 政府出資機関(51件), 外国出願(32件), 

個人(22件)順序と調査された。 

多出願人別では韓国電子通信研究院(44件), 光州科学技術院(27件), サムソン電子(17件), 

SKテレコム(14件) 順序である。 

ソース：電子新聞 
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政府出資研究機関である韓国電子通信研究院（ＥＴＲＩ）が、ノキア、モトローラなどの２２社のグロ

ーバル携帯電話企業を相手どって、１兆ウォン台の特許侵害訴訟を提起した。韓国内企業や機関

が情報技術（ＩＴ）関連技術で海外企業から巨額の技術料（ロイヤリティー）を受ける最初の事例にな

る見込みである。 

 

ＥＴＲＩは、訴訟代理人ＳＰＨアメリカを通じて去年８月、米国カリフォルニア裁判所に、ノキア、モトロ

ーラなど１９社のグローバル携帯電話企業を相手どって特許侵害訴訟を提起し、現在訴訟手順を

進行中であると１１日明らかにした。２００８年末にもソニーエリクソン、京セラ（以上、日本）、ＨＴＣ

（台湾）を相手どって特許侵害訴訟を提起して、ＥＴＲＩが特許訴訟を出した携帯電話製造社は２２

社に至る。 

 

ＥＴＲＩは、携帯電話信号処理と周波数とを変えて電力消耗を低減する技術など、３世帯移動通

信関連国際標準特許７件を持っている。 

ソース：韓国経済新聞 
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三星（サムスン）電子が、海外の国家機関との大規模な国際特許訴訟に巻き込まれた。  

 

台湾の工業技術研究院（ＩＴＲＩ）が、最近、サムソン電子韓国本社と米国法人を相手取り、米アー

カンソー州西部地区連邦地裁に技術特許侵害訴訟を提起したことが１３日確認された。今回、ＩＴ

ＲＩが提起した訴訟は全６件で、携帯電話や半導体・ディスプレイ等、すべて三星の主力製品群とな

っている。  

 



サムソン電子の海外の競合会社がクロスライセンス等のために特許訴訟を提起するのはよくあること

だが、競合国の国家機関が直接訴訟を提起するのは極めて異例なことである。特に、ＩＴＲＩは、６件

の訴訟のうち５件を同じ日（２００９年１０月１９日）に同時に提起していることから、緻密に準備して

いたことがうかがえる。また、訴状には、サムソン電子の該当製品のシリアルナンバーが示されていると

している。ＩＴＲＩは「サムソン電子は、関連特許を意図的に侵害したため、３倍の損害賠償と訴訟費

用の全てを支払うべきである」と要求している。  

 

特許情報業界の関係者は「問題となっている半導体やディスプレイ関連技術は、台湾ＩＴＲＩの出願

年度が１９９０年代中・後半であるため、裁判の結果次第では少なくとも数兆ウォンの賠償額になる

等、天文学的な訴訟規模となることが予想される」と述べた。今回の訴訟は、現在、米国の裁判所

で１審が進行中である。 

 

ソース：電子新聞 

 

 

第一毛織第一毛織第一毛織第一毛織, , , , ‘米‘米‘米‘米キャボットキャボットキャボットキャボットとのとのとのとの特許侵害訴訟特許侵害訴訟特許侵害訴訟特許侵害訴訟’’’’勝訴勝訴勝訴勝訴    

第一毛織は米国キャボットマイクロエレクトロニックスとの半導体ウエハー用研磨剤特許抗訴審訴訟

で勝訴したと１月 7 日に明らかにした。 

ソウル高等裁判所第 4 民事部は判決文を通じて"第一毛織の製品は半導体基板製造技術分野

における通常の知識を有する者が容易く実施することができる自由技術に該当するので, 原告の特

許権を侵害したとは言えない、原稿の抗訴を棄却する"判決した。  

 

半導体ウエハー研磨用スラリーは半導体回路を構成するためにウエハーを平坦化する材料であり、

半導体の高集積化の確信素材技術である。現在世界市場は米国キャボットと日本の日立などの

業社が先占してあるし, 第一毛織は電子材料事業を本格化した 2003 年からサムソン電子を通じ

て市場に進出した。  

 

今度の判決は特許裁判所で進行中であるキャボットの特許無效審判に関係なく侵害事件の裁判

部であるソウル高等裁判所が第一毛織の製品を自由技術として特許非侵害だと判決したという点

で注目されている。 

 

第一毛織の関係者は今度抗訴審勝訴で "現在進行中の特許無效 2 審審判でも有利な高地を

占めるようになった"と言いながら"自体技術力に基づいて半導体素材市場で今後の安定的に製品

供給に集中する"と言った。  

 

一方, 今度の訴訟は米国キャボットが 2007 年 7 月に第一毛織を相手としてソウル中央地方裁判



所に特許侵害訴訟を提起しながら始まった。 それに対して第一毛織は特許審判院に特許無効訴

訟を提起して 2008 年 8 月 1 審で特許無效判決を受けた後、現在 2 審が進行中である。 

ソース：イーデイリー 

 

 

キャボットキャボットキャボットキャボット, , , , 第一毛織と第一毛織と第一毛織と第一毛織とのののの特許紛争特許紛争特許紛争特許紛争 ' ' ' '上上上上告告告告''''    

第一毛織とキャボットマイクロエレクトロニックス(以下キャボット)の半導体ウエハー研磨剤 ‘スラリー

(Slurry)’ 特許紛争が最高裁判所まで行った。 

キャボット韓国支社は最近ソウル高等裁判所の特許侵害訴訟棄却判決に対して最高裁判所に

上告したと１月 12 日に明らかにした。 

 

ソウル高等裁判所は先月第一毛織の製品が半導体基板製造技術分野の自由技術に該当する

という主旨でキャボットの特許侵害訴訟を棄却した事がある。今度キャボットが最高裁判所に上告

することで特許侵害論難と訴訟戦はしばらく続く見込みだ。 

 

スラリーは半導体回路を構成するためにウエハーを平坦にさせる材料で半導体の高集積化の核心

素材技術である。米国キャボットを含めて日本日立などが市場を主導しているし, 第一毛織は 

2003 年市場に進入した。 

 

キャボットの関係者は “ソウル高等裁判所の判決は第一毛織がキャボットの韓国特許の中で一つ

を侵害しなかったと判断したこと”と言いながら “上告審では自社に有利に結論が出ること”と明らか

にした。 高等裁判所がキャボット特許の有效性争点ではない特許侵害争点のみを判断したし, 最

高裁判所の判決では翻す可能性があると主張した。 

これに対して第一毛織側はキャボットの上告に対して詳しい言及をしなかったが, 高等裁判所の判

決が最高裁判所で翻す可能性は大きくないと見通した。 

ソース：電子新聞 

 

 

サムスン電子とラムバスが全面和解サムスン電子とラムバスが全面和解サムスン電子とラムバスが全面和解サムスン電子とラムバスが全面和解--------今後はメモリ技術で協力へ今後はメモリ技術で協力へ今後はメモリ技術で協力へ今後はメモリ技術で協力へ    

2222 億ドル新規投資して億ドル新規投資して億ドル新規投資して億ドル新規投資して 8%8%8%8%持分参加へ持分参加へ持分参加へ持分参加へ        

特許権を巡って数年間法廷争いをして来たサムソン電子と米国の半導体技術企業であるラ

ムバスが劇的に和解した。  

サムソン電子は 20 日に開かれた取締役会の承認を経ってラムバスと特許ライセンス契約

を締結、その間進行して来た関連訴訟を取下げすることに合議したと明らかにした。サム

ソン電子はこのために今後の 5 年間総 7 億ドルを支払う事にした。7億ドル中 2 億ドル



はまず支払う予定になっているし、残り 5 億ドルは 5 年にわたって四分期ごとに 2500 万

ドルを支払う予定である。 

サムソン電子はこれと共にラムバスに 2億ドルを投資して新規発行される新株を引き受け

る事にする契約も締結した。サムソン電子の取得持分は全体の 8%水準だ。  

 

ラムバスは 2005 年米国連邦法院に自社と取引関係であるサムソン電子が契約の外特許 18

件を侵害したと主張して訴訟を提起して、去年 11月には米国カリフォルニアのセノゼイ

地方裁判所がラムバスのコンピューターメモリー関連特許の中一件を侵害したという判決

を下ろした。  

 

一方ラムバスは昨年末サムソン電子に自社の 1 ギガビット XDR D ラムの生産を依頼するな

ど訴訟と協力を竝行する戦略を広げてきた。ラムバスは製品設計と特許権でロイヤルティ

を受ける高性能半導体専門業者で半導体生産施設を取り揃えないまま外部に生産を任せて

いる。  

サムソン電子の関係者は "ラムバスが有する低電力メモリ半導体技術力の成長性を高く評

価して持分投資を決めた"と説明した。  

ラムバスはこれと共にハイニクスにも D ラム特許訴訟を提起して、去年 3月米連邦法院が 

3 億 9700 万ドルの賠賞金支払いとともに 2010 年 4 月 18 日まで米国で販売される SDR D

ラムと DDR D ラムにそれぞれ 1%, 4.25%のロイヤルティを支払いという内容の判決を下ろ

した。ハイニクス側が抗訴して現在訴訟が進行中だ。 

ソース：アジア経済新聞 

 

ハイニクスハイニクスハイニクスハイニクス, , , , 美美美美    ラムバスにラムバスにラムバスにラムバスに 2 2 2 2 億億億億5000500050005000 万ドル支給保証万ドル支給保証万ドル支給保証万ドル支給保証    

米国カリフォルニア連邦地方法院がハイニクスとラムバスの間に進行中の特許侵害訴訟にてハイニクスが申し込ん

だ案を受け入れた。 

法院はこれによってハイニクスが全体損害賠償金額 3 億9700 万ドル(約 4983 億ウォン) 中 2 億5000 万ドル

(約 3138 億ウォン)に対して支給保証をして, 残り金額に対しては清州工場一部に対してラムバスに抵当権を設

定してくれる条件で最終判決の執行を猶予するように命令した。 

 

法院は去年 3月 10日 "ハイニクスの SDR(Single Data Rate) Dラム及び DDR(Double Data Rate) Dラム製

品がラムバスの特許を侵害した"と言いならら "ラムバスに損害賠賞金で約 3 億 9700 万ドルを支払いなさい"と

言う趣旨で最終判決を下ろした。  



 

ラムバス側は損害賠賞金全額に対する支給保証を要求した一方、ハイニクスはメモリ業界の不況と全世界的な

金融市場萎縮を理由で一部金額に対して一体担保提供を許容してくれるように要請した。 今度決定は法院が

このようなハイニクスの要請を受け入れたのだ。 

 

ハイニクスは 2億5000万ドル支給保証に対して国内・外金融機関から保証を受けることに確定した。 残り金額

に対してはハイニクス所有工場一部に対する抵当権を設定してくれるという方針だ。  

 

一方, ハイニクスは去年4 月 6 日にもう米連邦抗訴法院に抗訴状を提出した。ハイニクスとラムバス間訴訟の 1

審でハイニクスが敗訴となったのに比べて, マイクロンとラムバス間の類似の訴訟の 1 審ではマイクロンが勝訴した。  

 

ハイニクスは抗訴による支給保証問題が円満に解決されたのによって損害賠賞金を支給しないで, ラムバスが不

法的に訴訟証拠資料を破棄した行為に対する責任を問ってこの訴訟が棄却されるように最善をつくすという方針

だ。抗訴審は 1年以上かかると予想している。 

ソース：アジア経済新聞 

 

ソウル大ソウル大ソウル大ソウル大学学学学    ＇円錐構造のＮＯＲフラッシュメモリ素子＇＇円錐構造のＮＯＲフラッシュメモリ素子＇＇円錐構造のＮＯＲフラッシュメモリ素子＇＇円錐構造のＮＯＲフラッシュメモリ素子＇開発開発開発開発    

ソウル大学の電気コンピュータ工学部の朴ビョングック教授研究チームは、高集積、高速情報処理

の可能な‘円錐構造のＮＯＲフラッシュメモリ素子’の開発に成功したと２０日発表した。 

 

フラッシュメモリは、電子機器の電源がオフされれば情報が消えるＤＲＡＭラムと異なって、電源が消え

た状態でも情報を保存することができることが特徴であって、回路形態によって‘ＮＡＮＤ型’と‘ＮＯＲ

型’とに区分される。ＮＡＮＤフラッシュは、回路構造が単純で同じ面積に多くの情報を保存すること

ができて、デジタルカメラ、ＭＰ３プレーヤーに主に使われ、複雑な構造のＮＯＲフラッシュは多くの情報

を保存することはできないが、処理速度が速くて携帯電話用に多く使われる。 

 

同研究チームは、ＮＯＲフラッシュ回路の平面構造を円錐状に取り替えて、同じ面積に多くの情報を

保存することができるようにした。同研究チーム関係者は“同じサイズの土地に１平屋の建物を建て

るよりアパートを建てればさらに多くの人が住むことができる原理”とし、“円錐のエッジに形成される電

流集中現象を活用して既存のＮＯＲフラッシュより情報の記録及び削除速度を１０倍ほど高めた”と

説明した。 

 

同研究チームは、今回開発された源泉技術と関連して韓国内外の特許をそれぞれ１件ずつ出願し

た。同研究チームは、これに基づいて３２Ｇ級のＮＯＲフラッシュメモリの商用化研究に乗り出す予定

である。朴教授は“この技術を応用すれば、保存容量１Ｇが限界であった既存のＮＯＲフラッシュの性



能を乗り越える高集積のＮＯＲフラッシュを作ることができると期待する”と明らかにした。一方、今回

の研究結果は、電子素子分野の権威誌である‘ＩＥＥＥ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｄｅｖｉｃｅ Ｌｅｔｔｅｒｓ’に２００９年

１２月に掲載された。 

ソース：韓国経済新聞 

 

 

企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部 " " " "パテントトロール攻撃パテントトロール攻撃パテントトロール攻撃パテントトロール攻撃事前事前事前事前遮断遮断遮断遮断""""へへへへ    

パテントトロールになすすべがなかった国内企業のために企画財政部がパテントトロールなどの活動

動向と国際特許紛争誌もなどを直接調査して企業に提供する計画だ。 

 

企画財政部は１月 14 日に特許紛争対応のための国内外専門家プールを構成してパテントトロー

ル, 特許紛争関連情報を提供する一方、紛争段階別で直接支援にすると発表した。 

 

まず企画財政部は知識財産権訴訟保険を拡大実施する。訴訟保険は 2009 年に 23 社を対象し

て示範実施された。 今年は総 40 余会社を支援する。 民間保険事業者に加入する保険料の

一部を政府が支援する形態である。 

 

企業が自発的に参加する創意資本'も造成する事にした。造成された資本は国内知識財産権の

創出及び活用促進のために使われる。このために企画財政部は国内大学及び公共研究機関の優

秀特許技術を買い入れて買入資産の事業化促進をする。 

 

企業が直接核心・源泉特許を確保して'パテントトロール'の攻撃を前もって遮断するように'知識財

産権獲得戦略も推進される。 

 

知識財産権ポートフォリオ別で最適の獲得戦略を用意して防御用特許を先制生産することができ

るシステムを構築するということ。 このために企画財政部は国家次元の研究開発(R&D)と企業 

R&D, ライセンシング, 買入及び無效化を推進する計画だ。 

 

その間、国内外特許獲得に多い費用がかかった企業環境も改善する。企画財政部は '特許審査

ハイウェー(PPH)' 対象国を拡大して利用活性化のための制度改善をする。 

 

特許審査ハイウェーは両国に共通出願された特許中で、1 国で特許を認められれば相対国が速か

に特許審査をしてくれる制度である。現在韓国は米国, 日本, デンマーク, イギリス, カナダなど 5 ヶ

国と PPH を締結している。 

 

正しい特許権行事慣行定立のためには '特許権の権利濫用防止指針'を用意した。企画財政部



は国内大学, 公共研究機関などに権利行事ガイドラインを提供する一方、両者・多者間国際共

助及び民間専門家たちの交流を推進する。 

 

直接生産活動などに活用されない特許侵害の場合、直接制裁(販売禁止など)を止揚する方向で

判例が定立されるように国内外に持続的イシューを提起する計画だ。 

ソース：アイニュース 24 

 

 

強強強強制制制制実実実実施要件の緩和に施要件の緩和に施要件の緩和に施要件の緩和に関関関関する特許法改正案がする特許法改正案がする特許法改正案がする特許法改正案が国会国会国会国会を通過を通過を通過を通過    

伝染病の大流行等、国家非常事態の場合、抗ウイルス剤の強制実施を可能にする特許法改正

案が国会を通過した。国会は２９日の本会議で、上述のような内容の「特許法一部改正法律案

（代案）」を可決した。 

 

国会を通過した今回の特許法は、今年９月に進歩新党のチョウ・スンス議員らが代表発議した特

許法改正案を知識経済委員会で併合審査し、該当の常任委員長が準備した代案である。  

 

特許法改正案では、特許発明の政府実施（強制実施）に関する事項を分離して規定し、非常時

という要件と公共の利益の両方を満たす場合に制限した要件が、ＷＴＯ（世界貿易機関）の知的

財産権協定と同じように緩和されている。これは、つまり、国家非常事態や極度の緊急事態、公共

の利益のために非商業的に実施する必要があると認められる場合に強制実施が可能となったことを

意味している。また、特許調査を予め行わなくても、政府の特許権強制実施を可能とし、政府によ

って強制実施決定が下されれば、直ちに医薬品を生産できるようになった。 

ソース：メディパナニュース 

    

 

 

 


