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駐在員から見た韓国の知財と社会

総務部 総務課 情報技術企画室長

笹野 秀生

抄録
韓国の制度は日本のものを導入したケースが多く、知財制度もその一つですが、長年の改正
等により異なってきている部分もかなりあります。その中で注目すべき日韓制度の相違点及び
そのような相違がなぜ生まれてきているのかということを、筆者自身が得た知識や経験に基づ
き、韓国の文化とも関連付けながらご紹介します。また、
駐在中に感じた韓国への印象の変化や、
政治・経済・文化等に関するトピックス、駐在員として心がけていたこと等をご紹介します。

1. はじめに

筆者はというと、国際会議で会った韓国特許庁の
人たちに親しみを感じてはいたものの、全体として

2014 年 6 月から 2017 年 6 月までの 3 年間、日本

はあまり良い印象を持っていたとはいえませんでし

貿易振興機構（JETRO）ソウル事務所の副所長とし

た。そもそも、韓国といえば 2008 年に一度出張
（IP5

て韓国ソウルに駐在し、韓国の知的財産に関する調

長官会合）で済州島に行ったことしかなく、ドラマ

査、日系企業からの相談対応、韓国政府との折衝・

「チャングムの誓い」を熱心に見たくらいで、ハング

調整等の業務に従事していました。お隣の国である

ル文字にいたっては全く理解の外という状況でし

韓国ですが、知財事情についても一般的な事項につ

た。当時韓流も下火になり、韓国街がある新大久保

いても意外に知らないことが多くあるのではないで

に訪れる人も激減していました。2010 年の日韓サッ

しょうか？ 赴任前の筆者がまさにそうでした。本

カーワールドカップ共催が、日韓両国民の感情的な

稿では、駐在員としての筆者の経験に基づいて、韓

距離を縮めたように見えましたが、2012 年の李明

国知財と韓国社会についてご紹介します。隣国に対

博（イ・ミョンバク）大統領の竹島上陸もあり、嫌韓

する理解を少しでも深めていただければ幸いです。

本が人気を集めるなど、韓国に対する日本の感情は
悪化していました。筆者も例に漏れず、たびたび繰

なお、ここに示す内容は、筆者個人の見解であり、

り返される歴史や領土に関する感情的なニュースを

文責は筆者個人にあることをお断りしておきます。

繰り返し耳にしていたことで、韓国に対して良い印

2. 赴任前から赴任直後の韓国の印象

象を持てず、家族と共に赴任することに一抹の不安
を感じていたというのが正直なところです。

（1）韓国赴任前（一抹の不安）
（2）赴任直後（あれ？ 意外に住みよい）

駐在員として現地の情報を収集し、セミナーを企
画したり、日系企業からの相談に応じたり、出張者

自分がそう思っているのだから、日本相手の仕事

対応を行うためには、知的財産だけではなく、現地

をしている人はともかくとして、一般の韓国人は日

国の社会全般にわたる知識が必要です。そのような

本人とみれば良い顔をしないのではないかという筆

知識は現地国への興味があれば自然と蓄えられるも

者の心配は、現地に行ってみると杞憂に終わりまし

のと思いますが、現地国に悪い印象を持ってしまう

た。もっとも、前任者からも 3 年間で家族含めて一

となかなか興味も持てないことと思います。

度も嫌な目には遭ったことがないと聞いてはいたの
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（1）ベンチマークする韓国−特許取消申請制度と

ですが、半信半疑のままだったので、実際にそう

特許異議申立制度−

なってみるとなんだか肩透かしを食ったような感じ
がしたものです。

まず、日韓知財制度が似ている典型事例として、

仕事の関係者だけでなく、タクシーやショッピン

特許取消申請制度（韓国）と特許異議の申立て制度

グの場面でも日本人とわかっても親切にしてもら

（日本）とを取り上げます。

い、衣食住の環境も特に不自由がなかったので、家

ご承知の通り、日本では 2003 年に特許異議申立

族も含めて韓国に対する印象が徐々に良くなってい

制 度 が 廃 止 さ れ て 無 効 審 判 に 一 本 化 さ れ た 後、

きました。

2014 年の改正で改めて特許異議の申し立て制度を

マスコミが報じるニュースから受ける韓国に対す

導入しています。韓国においても同様に、2006 年

るイメージと、実際に韓国人と接したときに感じる

の改正で特許異議申立制度が廃止されて無効審判に

印象との違いは何なんだろう？ というようなことが

一本化された後、2016 年の改正で特許取消申請制

気になり、語学学校で韓国語を勉強したり、大学の

度という異議申立と同趣旨の制度を導入しています。

講座で韓国の政治、経済、文化について学んだりと

このように、類似の経緯をたどったのはもちろん

いうこともしました。実際には日本人にとって都合

偶然ではありません。韓国では「ベンチマーク」と

の良い事実だけがあるわけではなく、やはり中々複

いう言葉を官民問わず良く聞きますが、知財法改正

雑なものがあるなということが段々わかっていった

に関して担当者は本当によく日本の制度を追って

わけですが、その辺の事情は後ほどご紹介します。

（ベンチマークして）います。制度改正を行う際に
外国の状況を参考にするのは日本においても当然に

3. 韓国知財はパラレルワールド

行っているわけですが、韓国では日本の法改正資料
については審議会議事録も含めて目を通しており、

業務の面では、 韓国知財動向の調査を日常的に

論点の確認や、類似の制度を持つ韓国での法改正へ

行っていたわけですが、韓国の制度や運用は日本の

の影響等を検討するのに利用しているようです。

それと似ている一方で、同時に様々な面で異なって

2016 年の改正においても、法改正理由として日本

おり、非常に興味深いものがありました。韓国の特

と同様に「無効審判は手続きが複雑で活用度が低い」

許法等は 1961 年に日本法を基に制定されています

等が挙げられており、日本の法改正の経緯はかなり

から、似ているのは当然 1）なのですが、細部が微妙

参考にされたものと見られます。

に（ある時は大胆に）違って来ている様は、やや大

ただし、日本とは全く同じ制度にならないのが面

げさな言い方をすると、パラレルワールドを見てい

白いところです。両制度を主なポイントについて比

るような感じもしました。

較した表 1 を以下に掲載します。
申請人適格・申請時期・審理方式については日本

そんなパラレルワールドの一端を覗いてみること

と全く同じですが、申請理由・訂正機会・申請人の

にしましょう。

表1
区分

日韓の異議申立（特許取消）制度の比較

（日本）特許異議の申立て制度

（韓国）特許取消申請制度

申請人・時期

何人も・特許掲載公報発行日から 6ヶ月

誰でも・登録公告日から 6ヶ月

審理方式

全て書面審理

全て書面審理

申請理由

新規性・進歩性・先願のみ
申立理由は公益的事由（新規性、進歩性、
※特 許公報に記載された刊行物のみに基
記載要件、補正要件等）のみ
づく理由では申請できない

訂正機会

複数回があり得る

原則１回

申請人の意見提出機会

あり

なし

1）詳
 しくは特許法、実用新案法、意匠法が 1961 年に制定されており、例えば、特許法では新規性・進歩性の条文は日本と同じ特許法第 29 条
であるなど、条文の構成まで似ています。商標法は 1948 年に制定されていますが、やはり今の日本の商標法と類似しています。
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意見提出機会については、違いがあります。一言で

いずれにしても、本件は良いものと見れば直ぐに

いうと、韓国の方がより軽い手続きとしたというこ

取り入れ、改良を施して利用するという韓国の特徴

とです。特に申請理由についてはユニークで、新規

を良く表す例と思います。

性又は進歩性を否定する場合、特許公報に掲載され

（2）日本の先を行く韓国−ハーグ協定ジュネーブ

た刊行物のみでは認められないというものです 2）。

アクトへの加入−

また、公然実施や公然知られたという理由も不可で
あり、必ず刊行物に基づく理由でなければなりませ

前項でベンチマーキングについて紙面を割いてし

ん。このように無効審判との違いをより明確にし

まったので、韓国は後追いばかりかという印象を抱

て、制度全体にメリハリをつけているものといえま

かせてしまったかもしれませんが、韓国は今や知財

すが、取消申請する立場で考えると、申請理由が制

制度に関して日本より先を行っている例もありま

限されている上に、途中で意見を述べる機会もない

す。他国の後追いをすることも多い韓国ですが、他

ため、特許権を潰しに行くのであれば、最初から

方で他国より先んじるチャンスは常に窺っており、

無効審判を利用した方が良いという意見もありま

営業秘密の保護に関しても営業秘密保護センター設

した。

立や原本証明サービスの開始などで日本に先んじて

〈コラム 1：ベンチマーキングと技術流出〉

戦後の急激な経済発展を実現するために積極的
に技術導入を図って経済発展を遂げ、今や日本を

韓国の産業界が、日韓国交正常化（1965 年）を

超えた部分もある韓国産業界ですが、どちらかと

機に、日本からの技術導入を受けて産業を発展さ

いうと息の長い技術開発というものは志向しない

せてきたことは周知の事実であり、主な事例とし

ようです。2012 年 11 月に行われた『韓日産業・

ては、次のものがあります。

技術協力財団創立 20 周年セミナー「素材部品の競
争力強化方案」』においても、講演者から「素材分

○鉄 鋼……八幡製鐵（後の新日鐵住金）等から

野の対日依存を脱却するために、日本企業を誘致

浦項総合製鉄（後の POSCO）へ
○自動車……三菱自動車から現代自動車へ

するか M ＆ A する等の努力が必要」という趣旨の

○インスタントラーメン……明星食品から三養

発言がありました。
日韓の文化の差異を数値で見られないかと色々

ラーメンへ
このような会社間の関係だけではなく、例えばサ

探してみましたが、下表で示すように知的財産権

ムスンでは1980 年代に日本企業から半導体やディ

を導入／提供した企業の割合というデータがあり

スプレイ等の技術者をヘッドハンティングや退職者

ました（日韓特許庁それぞれの調査報告書より）。

の雇用といった形で大量に採用し、半導体分野や

数字の取り方が異なるので単純比較はできないも

ディスプレイ分野では日本を凌駕しています。

のの、技術の独自開発より外部からの技術導入を

このように、韓国企業は日本をはじめ諸外国の

選好する韓国の企業文化が見て取れます。このよ

技術を積極的にベンチマーキングし、導入して発

うな文化がベンチマーキングや日本から韓国への

展してきましたが、それが行き過ぎると営業秘密

技術流出の背景となっていることは言えると思い

である技術情報の流出にも繋がります。日本の新

ます。

日鐵住金と韓国の POSCOとの間で起こった方向性

韓 国（2015 年 の 一 日 本（2014 年 ま で
年間）
の経験有無）

電磁鋼板技術に関する営業秘密漏洩事件は 2015
年 9 月に POSCO が 300 億円の和解金を支払うこと

知財権導入

10.5%

8.6%

で集結しましたが、象徴的な事件となりました。

知財権提供

2.0%

11.6%

2 ）特許公報に掲載された刊行物とそれ以外の刊行物との組み合わせで進歩性を否定する理由は認められます。
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いますし、近年では懲罰的損害賠償制度の導入の話

においても同じ物品類に属する物品に対しては一出

が進んでいます。

願複数意匠を認めています 3）。

韓国が先行した例の一つが、意匠に関する国際条

最も面白いと感じたのは、図面の扱いについてで

約であるハーグ協定ジュネーブアクトへの加入で

す。日韓ともに元々図面はいわゆる六面図を求める

す。この協定は、一つの特許庁に国際出願すること

こととしていたところ、日本はハーグ協定の下でも

で、複数国に対して意匠出願を一括して出願する効

六面図を義務としており、韓国は六面図は推奨であ

果が得られるものですが、2003 年の発効以来、非

り義務ではないとしています。

審査国の加入しかなかったところ、韓国は 2013 年

六面図が義務である場合には明確である事項も、

5 月に同条約への加入に伴うデザイン保護法（意匠

図面が一つ、二つで良いとすると意匠登録の対象と

法）の改正を行い、審査を行う国としては世界で初

なる物品の図面上かなり「見えない」部分が多くなっ

めて（日米より 1 年早く）同協定に加入しました。

てしまい、そのような「見えない」部分があれば不

日韓両国は類似した法体系を持つ審査国として意

明確として拒絶理由を通知していた従来の運用から

匠出願に同じような条件を課しているので、加入に

すると、かなりのドラスティックな変化だったよう

当たっては従来の国内法との整合性をどのように取

です。

るかに関する同様の問題に突き当たりました。例え

実務上は韓国においても不明確性を理由とする拒

ば、国内出願は日韓共に一出願一意匠が原則でした

絶理由が相当な割合で通知されたということです

が、日本は協定加入に際し、一出願複数意匠で出願

が、このような運用の変更を思い切りよくやってし

されたものについて、国内に入ってきたときには一

まうところに、韓国のいわゆるケンチャナヨ文化

つの意匠毎に一つの出願に分離して別々の出願番号

（コラム 2 参照）が現れているような気がして、興

を有するものとしています。他方で、韓国では国内

味深く感じたものです。

〈コラム 2：ケンチャナヨ文化とパリパリ文化〉

にはまり込んで行動に移すのが遅れがちになると
ころ、韓国人はとりあえずやってみて後から改良

韓国では色々と日本との文化の違いを感じる場

すればいいやというところがあり、結果として成

面がありますが、韓国独特の文化としてよく言わ

果に結びついている部分もあると思うので、これ

れるのがこの 2 つです。
「ケンチャナヨ」は「大丈

らの文化は長所にもなるものと思います。特に、

夫」というような意味の汎用性が非常に高い便利

韓国企業はオーナーの力が強くトップダウンで意

な言葉で、色々な場面で使われますが、ケンチャ

思決定して「パリパリ」と物事を進めていく点は、

ナヨ文化と言う場合は、韓国人の良く言えば大ら

強みだといわれています。

かさ、悪くいえばいい加減さを表す言葉として使

知財分野では、近年知財の国際紛争解決を韓国

われます。
「パリパリ」は「早く早く」という意味

で行ってもらう環境を整備しようという動きがあ

の言葉で、パリパリ文化と言う場合は韓国のせっ

り、知財裁判を英語で行うための法改正も行い、

かちな国民性を表すのに使われます。

2017 年 6 月には英語裁判のトライアルまで行い

2014 年春に起きた痛ましいセウォル号沈没事

ました。この試みが今後どのようになるか注目し

件の後には、安全対策に真剣に取り組まず「ケン

ているところですが、ハーグ協定ジュネーブアク

チャナヨ」で済ませ、せっかちに「パリパリ」と物

トの件を含めて、このように韓国が先行した事例

事をすませてしまう文化が問題だと、韓国人自身

を参考にする機会が我が国にとっても増えてきた

が自国文化の批判をしているのを耳にしました。

と言うことができるでしょう。

しかしながら、日本人がともすれば慎重な検討

3）た
 だし、出願時には、一つの出願番号と「M001 〜 M003」のような枝番が付けられ、デザイン毎に個別に審査、審判を始めとして全ての手
続や処分が行われ、登録になった場合には「第 30-XXXXXXX-0001 号〜第 30-XXXXXXX-0003 号」のように枝番を利用して個別に登録
番号が付与されるということで、実質的には別々の出願のように扱っています。
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（3）温故知新−権利範囲確認審判制度と判定制度−

され、判定制度が導入されていたということを知りま

権利範囲確認審判は、ある技術（イ号）が特許権

した。判定制度と似ているのも道理で、自身の不明

の権利範囲に入るか入らないかの確認を求める審判

を恥じるしかありません。1961年に制定された韓国

です。この審判には、権利者が自身の特許権の権利

特許法に、日本では廃止された権利範囲確認審判が

範囲に他者の技術が含まれることの確認を求める

入ったというのは、どのような経緯かわかりません

「積極的権利範囲確認審判」と、自身の権利が他者

が、昭和 34 年法による改正前の日本特許法をベース

の特許権の権利範囲に含まれないことの確認を求め

に特許法制定の検討が進んでいた中で、権利範囲確

る「消極的権利範囲確認審判」の 2 種類があります。

認審判の理を認めたということなのでしょう。漢陽大

いずれの審判も、主として特許権侵害に関連する争

学法学専門大学院の尹宣熙（ユン・ソンヒ）教授の著

いが生じた際に利用されており、無効審判と比べて

書 4）には「特許法では特許権に関する紛争が発生した

特許権が無効になる訳ではないという気軽さもあっ

場合、公信力のある国家機関が特許権の保護範囲を

て、 最近では特許だけで年間 600 〜 700 件程度の

客観的に公正に解析することによって当事者間の紛

利用があります。図 1 に無効審判と権利範囲確認審

争を迅速に解決できるようにするため権利範囲確認

判の請求及び処理件数のグラフを示します。2014

審判制度を設置したのである。」
との記載があります。

年までは毎年無効審判の 50％前後の請求件数と

権利範囲確認審判と判定と、どちらが良いかは社

なっていましたが、2016 年以降は無効審判を上回

会的な背景等によっても異なるものと思いますが、

る件数が請求されています。なお、2015 年は医薬

日本の判定は利用件数が低迷しているのに対して

品許可特許連携制度の影響で一時的に審判件数（特

韓国の権利範囲確認審判は上記のように比較的活

に無効）が増えています。

用されていること、弁理士等に聞いても権利を設定
した特許庁が権利範囲確認を行うのは合理的であ

2500

るとか、侵害訴訟における法廷あるいは交渉の場で

2000

も 権 利 範 囲 確 認 審 判 の 審 理 結 果 が 証 拠 として役

1500

立っているといった声が少なくないこと等を見る

1000

に、韓国において権利範囲確認審判制度が一定の成

500
0

功を納めているということは言えそうです。特許庁
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

無効審判 請求

権利範囲確認審判 請求

無効審判 処理

権利範囲確認審判 処理

図1

の立場から見ても、単純に活躍の場が拡がるという

2017

だけではなく、このような審判事件が一定数あれ
ば、技術の目利き力や適切な権利範囲設定の感覚が
磨かれるという意味でプラスになるのではないか

韓国当事者系審判（特許）の
請求件数と処理件数

と感じたものです。
ただし、権利範囲確認審判の悪用の可能性も指摘

この制度の存在を知ったとき、日本の判定制度に

されています。これは、侵害者がわざと相手の特許

似ているなと思ったことを覚えています。また、日

権に明らかに該当しないイ号製品を対象物として消

韓特許庁長官会合の場で、韓国特許庁の崔東圭前庁

極的権利範囲確認審判を請求し、
（当然に権利範囲

長（2015.5-2017.5）が、
「日本では廃止された権利

外であるという認容審決が出るので）その審決を証

範囲確認審判を我が国では使っているわけですが

拠として侵害訴訟に臨み、訴訟の対象物が権利範囲

……」と発言されたときには、恥ずかしながら聞き

確認審判の対象物と異なる場合でも有利な心証を得

間違えかなと思ったものです。

るために利用しようとするものです。そのような審

しかしその後、日本では昭和 34 年（1959 年）法に

決が本当に証拠として意味があるのかという疑問は

より、それまであった権利範囲確認審判制度が廃止

あるものの、実際に不可解な権利範囲確認審判が請

4）尹宣熙著「特許法」第 9 編審判および訴訟・第 1 章・4. 権利範囲確認審判（942~943 ページ）参照
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の直前であったと思います。例えば、立法予告（パ

求されているという事実はあるようです。

ブリックコメント）の段階では③および④の期間も

（4）業界の事情−医薬品許可特許連携制度−

12 か月でしたが、施行段階では 9 か月となってい
ました。

上記（3）で紹介した当事者系審判のグラフで、
2014 年の無効審判件数が例年の 4 倍近くに跳ね上

新制度の中で問題を引き起こしたのは、④の内容

がっていることに驚いた方も多いかと思います。こ

です。優先販売権を付与されるためには、最初に無

れは、上述の通り医薬品許可特許連携制度の影響で

効審判又は権利範囲確認審判を提起する必要がある

あり、同制度が 2015 年 3 月にスタートしたことに

のですが、最初の審判請求人の請求日から 14 日以

よります。

内に審判請求した者は、最初に請求した者とみなす

この制度は、2012 年 3 月 15 日の韓米自由貿易協

という規定（この規定も立法予告にはない内容でし

定（FTA）導入に伴う薬事法改正で導入された制度

た）が導入されたので、主だった医薬特許にはほと

でありますが、一部の規定については 3 年の猶予期

んど全てのジェネリックメーカーが無効審判を請求

間を経て、2015 年 3 月 15 日に次のような形で施行

することとなったのです。結局、2015 年には本制

されているものです。

度に関連する無効審判が 1,648 件、権利範囲確認審

①オリジナルメーカーが自社特許を食品医薬品安全

判が 309 件と、合わせて 1,957 件もの当事者系審判
が請求されました。うち 703 件（36％）はそもそも

処の「グリーンブック」に登載
②後にジェネリックメーカーが当該特許に抵触する

勝ったとしても販売許可を得られる時期的な条件を

新薬の販売許可を申請した際、オリジナルメー

満たさないなどの理由で取り下げられたということ

カーに通知がなされる

ですが、官民共に過大な負担が発生していることは

③こ れを受けてオリジナルメーカーが権利侵害訴

確かであり、韓国特許庁の特許審判院も審判官 5 名

訟、権利範囲確認審判等を提起した場合、当該新

を増員して対応しているということでした。2016

薬の販売許可の審査を停止（9 か月）する

年度からは本制度関連の当事者系審判請求件数は合
計 311 件と急減しましたが、 無効審判より権利範

④また、ジェネリックメーカーが特許無効審判等を
提起（特許挑戦）して認容された場合、当該メー

囲確認審判の割合が高く、311 件中 294 件（95％）

カーに 9 か月間の優先販売権が付与される

となっています。韓国特許庁の発表資料 7）によると

韓国は貿易立国であり、米国、欧州、中国などの

この原因は、
「オリジナル医薬品の源泉特許を無効

主要国との間で FTA を結んでいます。また、ジェト

とすることが難しくなったことで、特許権者の権利

ロの韓国版であるコトラ（KOTRA）の海外事務所の

範囲を回避する方向で製薬会社が審判戦略を修正し

数も、ジェトロの海外事務所の 1.7 倍の数となって

たためとみられる」とのことです。あるオリジナル

おり 5）、貿易拡大に対して非常に力を入れていると

製薬メーカーに聞いたところ、上記（3）で言及し

いえます。

た「特許権に明らかに該当しない製品を対象物とし

韓米 FTA 締結に当たり、オリジナル製薬メーカー

て消極的権利範囲確認審判を請求」するケースも多

を抱える米国が、自国大企業が有利になるような制

いということで、将来の紛争の種が撒かれている状

度（上記①〜③）を導入しようとしたのは当然とし

況なのかもしれません。

て、30 社以上のジェネリックメーカー を抱える韓

しかし、このような審判請求件数の急増はある程

国は、ジェネリックメーカーにも配慮した制度設計

度予測可能なものだったと思われるところ、期限ギ

について頭を悩ませていたようで、上記内容の細か

リギリになって、えいやっと改正を行ってしまう行

な部分が決まったのは期限日（2015 年 3 月 15 日）

うあたり韓国らしいなと思いましたが、その後に何

6）

5）ジェトロの海外事務所は 54 カ国 74 事務所に対して、コトラは世界 86 カ国 126 拠点となっています（2018.3 両機関のホームページ調べ）
。
6）ジェネリックメーカーだけといわれていた韓国製薬メーカーですが、近年では韓美薬品がフランス製薬大手のサノフィ社に糖尿病新薬
に 関 す る 技 術 供 与（約 39 億 ユ ー ロ の ラ イ セ ン ス 契 約 締 結）を 行 っ た と い う 例 も あ り ま す（http://www.toyo-keizai.co.jp/news/
economy/2015/post_6383.php）。
7）ジェトロソウル事務所の知財ニュース（https://www.jetro.go.jp/korea-ip/ipnews/2017/6711707fa10f9fcd.html）参照。
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とか実務を廻してしまうパワーもまた韓国らしい

の通知を受けてから 4 か月以内に文書で承継如何

です。2018 年 2 月の平昌オリンピックも、色々と

を通知する必要がある。権利を承継しない場合で

準備の遅れはあったもののやり遂げましたが、某

も、通知をしなければ権利の承継を放棄したとみ

メーカーの方に聞いたところ、オリンピック準備委

なされ、発明者の同意なしには通常実施権も得ら

員会からのテクニカルスタッフへのブリーフィン

れない。

グ等の準備作業が、2 年後の東京オリンピックのた

・使用者は、補償形態と補償額決定基準、支払い方

めの準備作業と一時期には同時並行で行われてい

法などが明示された補償規程を従業者等との協議

たそうです。

を経て作成しなければならない。
日本では権利帰属の不安定性などの観点から、

（5）それぞれの道−職務発明制度−

2015 年に改正された特許法において、あらかじめ

韓国の職務発明制度は、1961 年制定の特許法で

定めがある場合は、使用者等に特許を受ける権利を

規定されていましたが、その後 1994 年制定の発明

も自動的に帰属させるという使用者有利な制度と

振興法の中で規定され、現在に至っています。規定

なったことはご承知の通りです。

する法律が変わったとはいえ、その内容については

韓国で何故このような法律になったのかという

日韓で大きな差はありませんでしたが、筆者が赴任

と、韓国ではとにかく大企業の力が強いということ

する前の 2013 年 7 月に大きな改正（2014 年 1 月施

が背景にあります。そのため、従業者や中小企業の

行）があり、別の道に分かれています。これは、一

ための法案が近年非常に通りやすい状況であり、国

言でいうと発明者有利・使用者等（特に大企業）不

会議員もそのような法案を議員立法でどんどん出し

利な方向の改正で、主な内容を挙げると次のように

てきます。この改正法案もそのような背景の下提出

なります。

されたもので、大手・外国企業の強い懸念にもかか

・従業者等との協議を経て作成された職務発明規定

わらず成立しました。
ただし、法律改正後にも企業からの不満の声が大

が無い場合は、使用者等（中小企業以外）はその

きいことから、再度の法改正が検討され、職務発明

特許権等の通常実施権を受けられない。

補償制度を導入していない企業にも通常実施権は保

・特許を受ける権利を承継するためには、発明完成

〈コラム 3：韓国における法改正の手続き〉

が比較的出来やすいと言えます。知財関連法案に
ついては、与野党の対立がほとんど無いので比較

韓国の国会は一院制ですが、国会の下の法制司

的通りやすいと言えるようですが、法案が審議さ

法委員会や産業通商資源委員会等での審議を経

れている間、担当者は大田市の特許庁から 100km

て、本会議で法案成立という流れになるところな

以上離れたソウルにある国会に日参しなくてはな

どは日本と類似しています。

らず、なかなか大変なようです。

国会の会期は定期

会が 9 月 1 日から 100 日間あり、その他適宜臨時

国会に提出する法案には政府提案のものと議員

会が開催されていますが、会期中に成立しなかっ

提案のものとがありますが、前者については国会

た法案は自動的に次の会期に引き継がれて審議さ

提出前に「立法予告」という意見募集の手続きが

れるようになっています（ただし、国会議員選挙

あります。後者についても政府との合同で公聴会

があると係属中の法案は全て廃案になります）。

などを開催して広く意見を求める場合もあります

上記職務発明改正法案についても、2017 年 1 月

が、突然国会に提出されていつの間にか法案が成

17 日に国会に提出されていますが、2018 年 3 月

立していることがあるため、ウォッチングが難し

現在まだ係属中です。

かったことを覚えています。そのような例として
は、2016 年 1 月に成立した不正競争防止法の改正

国会議員選挙は 4 年に一度あり解散がありませ

がありました。これについては後述します。

ん。大統領選挙が 5 年に一度であるため、政権政
党と国会の第一党とが別の政党となるねじれ状態
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障する特許を受ける権利の自動的な予約承継を認め

報として、特許決定（査定）で職権補正が伴うもの

るなど、企業負担を軽減する内容の改正案が国会に

は 6％、そのうち、出願人が同意しないとして意見

提出されています。日韓で一度分かれた道ですが、

書を提出した比率は 0.1％とのことでした。

また同じ道に戻るのかどうか、興味が尽きないとこ

今でも日本のやり方は日本人気質に合っていて良

ろです。

いと思っていますが、韓国では韓国のやり方が上手
くいっているようですし、この違いは石橋を叩いて

（6）日韓気質の違い？ −職権訂正制度−

渡るような日本の気質・文化と韓国のケンチャナヨ
文化を反映しているようで面白いと思いました。

韓国における職権訂正についても、印象に残った
ものの一つです。

（7）ケンチャナヨとユーザフレンドリネス−補正

こ の 制 度 は 2016 年 3 月 に 改 正（2017 年 3 月 施

制度−

行）されましたので、図 2 に特許決定（査定）を行
う際に職権訂正をする場合の法改正後のフローを示

一般的に韓国のサービスはケンチャナヨ精神でぞ

します。

んざいなところも多々あるのですが（例えばレスト

ポイントは、出願人の同意を得ずに職権訂正し、

ランや商店での店員さんの塩対応など）、行き届い

特許決定を発送した後で職権訂正について同意を求

たユーザフレンドリネスを発揮している部分もあり

める部分です。上記法改正前後で変更されたのは図

ます。知財制度では、韓国における補正制度にユー

2 の赤字の部分で、拒絶理由に該当する記載不備も

ザフレンドリな制度という印象を受けました。

職権訂正できるようになった代わりに、出願人の同

まず、最後の拒絶理由通知に対する応答時又は再

意が得られなければ職権補正だけでなく特許決定も

審査請求時の補正制限は日本と同様に 4 つの類型に

取消になるという点です。他方、
「出願人の同意を

制限されていますが、その中で「限定的」減縮要件

得ずに職権訂正し、特許決定を発送した後で職権訂

については、単に「減縮」とされており内的付加だ

正について同意を求める」という部分については、

けでなく、外的付加補正が認容され、補正できる範

法改正前後で変更はありません。

囲が日本よりも広くなっています。

日本では、職権訂正を行う場合、事前に出願人の

次に、新規事項追加を拒絶理由として通知された

了解を取った上で行いますが、これは明細書等をど

後の救済として、元の請求項に戻すか元の請求項に

のように補正・訂正するかはあくまでも出願人自身

基づく補正が許容されています。新規事項追加が

が判断し決定するという考えが背景にあるため、筆

あった場合、不明瞭な記載や誤記の訂正で対応でき

者としては審査官が勝手に明細書や特許請求の範囲

ず、該当する請求項の削除でも対応できず、限定的

を訂正するなんていうことはあり得ないこと、やっ

減縮もできないといった場合には、八方塞がりとな

てはいけないことという認識を持っていましたの

り解決策がなくなるため、このような規定を設けて

で、韓国の制度には驚きました。しかし、明らかな

いるということです。

誤記等の場合で出願人が同意しない場合も少ないで

また、韓国特許法では日本特許法のシフト補正の

しょうから、合理的なのかもしれないと思いまし

禁止（17 条の 2 第 4 項）
・文献公知発明に係る情報

た。韓国特許庁に聞いてみたところ、法改正前の情

の記載についての通知（48 条の 7）
・分割出願に対

図2

韓国における職権訂正のフロー
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一つは、上記コラム 3 で触れた営業秘密保護に関

（50 条の 2）は導入されていません。

する部分の改正（2016 年 1 月施行）です。この改正

いずれも、出願人にとっては自由度が高い制度と

は、営業秘密の 3 要件（非公知性、秘密管理性、有

なっているといえると思います。自由度が高い分だ

用性）のうち秘密管理性に関して、第 2 条第 2 号の

け、出願人の対応の巧拙により受けられる恩恵に差

「相当な努力により秘密に維持」という部分が「合

が出やすいということもいえるかもしれませんし、

理的な努力により秘密に維持」と改正されたもので

日本と比べて最終処分までの期間が長くなってしま

す。この改正は、改正趣旨を読むと、秘密管理にコ

うということもあるかもしれませんが、日本の制度

ストを掛けられない中小企業が、営業秘密保護を十

は常にベンチマークしている韓国ですから、韓国で

分に受けられなかったという問題を解決するために

はこのような制度下でも審査の迅速性や公平性の担

行ったとあるため、要件を緩和したということはわ

保も可能だと判断したものと思います。

かりましたが、
「相当な」と「合理的な」とでどう変

韓国特許庁では、特許審査 3.0 と称して出願人と

わるのか、具体的にどのような基準で秘密管理性を

のコミュニケーションを重視する審査施策（積極的

認めるのかということについては、手がかりも無い

に補正の示唆を行うポジティブ審査、審査着手前に

状態でした。所管官庁である特許庁に聞いても、議

面接を行う予備審査等）を推進しており、 更なる

員立法なのでよくわからないが、いずれにしても裁

ユーザフレンドリネスの向上を目指しているという

判で判決が示されないことにはわからないというこ

ことです。

とでした。もやもや感を抱えていたところ、2017
年 1 月には「合理的な努力により秘密に維持」を単

（8）日 本特許庁にないもの（その 1）−不正競争

に「秘密に維持」とする改正案が国会に提出されま

防止法−

した。 この改正はまだ成立はしておりませんが、

韓国特許庁の守備範囲（業務内容）は、日本特許

2016 年 8 月の立法予告を経た政府提案のものであ

庁とほぼ同じとはいえ、見逃せない違いもありま

り、立法趣旨も「企業の営業秘密を幅広く保護する

す。特に、韓国特許庁が不正競争防止法（正式名は

ために秘密管理の要件を緩和し」とされているので、

「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」と

前回のやや中途半端な改正趣旨を徹底するというこ

いう）を所管していることは大きな違いと言えるで

とかと思います。それにしても、同じ法律の同じ箇

しょう。

所を施行後 1 年で変更しようとする「パリパリ」さ
には驚いたものです。

不正競争防止法については、筆者の任期中に興味

もう一つの改正は、2014 年 1 月 31 日に施行され

深い法改正が 2 件ありました。

〈コラム 4：韓国人の対人関係〉

第二段階は、お互いに知り合いになった段階で、
一転して非常に丁寧な対応をしてもらえます。日
本人にとっては快適に感じる段階かなと思います。

韓国に赴任した直後、韓国人の他人とのつきあ

第三段階は、非常に親しくなった（と一方が思っ

い方は 3 段階に分かれると聞かされました。

た）
段階で、この段階になると全く遠慮がなくなり、

第一段階は、赤の他人との関係で、赤の他人に
対しては一般的に非常に冷淡な態度を取ると言う

相手のプライベートにどんどん入ってきます。韓

ものです。レストランや商店に行くと、店員さん

国人の感覚では親しき仲には礼儀はあってはいけ

の客を客とも思わないぞんざいなサービスに出く

ないと言うことだそうです。韓国人の大家さんが

わし、愕然とした経験をすることがありました。

どんどん家に入ってきて困ったという半分笑えな

もちろん、サービスのいい店もありますし、電車

い話も日本人の知人女性から聞きました。ただし、

やバス等でお年寄りと見れば若い人も積極的に席

そのような古き良き？ 韓国の感覚は段々変わって

を譲るのを見ると、普遍的に当てはまるとは言え

きているそうで、特に都会や若い人の間ではプラ

ませんが。

イベートを尊重する風潮が強まっているそうです。
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た不正競争防止に関する部分の改正です。韓国の不

でないという問題があり、模倣品事件の民事訴訟の

正競争防止法は、日本と同様に不正競争行為を例え

際には、とりあえずこの理由を入れておけば良いと

ばデッドコピーなどの類型毎に列挙する方式を採っ

いう風潮になってきました。そのため、予見性がな

ていて、ある意味不正競争行為の適用範囲が無差別

いなどの批判も受けていて、韓国特許庁が主催した

に拡がらない仕組みとなっていましたが、それ故

公聴会においては、適用範囲を明確にするべきだと

に、類型に入っていない行為に対しては、不公正な

の意見が少なからず出されていました。

ことであっても対抗できないと言う問題点がありま

なお、韓国では著作権法等も含めて全ての知的財

した。この改正はそのような問題点に対応するため

産権を管轄する知的財産部（「部」は日本の「省」に

になされたもので、不正競争行為に全体的に網を掛

相当）を設立する構想も、2017 年初め頃に出され

けるような上位概念的な条項が不正競争行為として

ていました 9）が、丁度前大統領の弾劾〜新大統領選

追加されました 8）。この条項は、不正競争行為の一

挙・政権交代がなされた時期と重なったこともあっ

般条項と呼ばれています。この改正法の下、それま

て、立ち消え状態になっています。

でになかった類型の不正競争行為について、差し止

（9）日 本特許庁にないもの（その 2）−商標権特

めや損害賠償が認められたのは、大きな変化だった

別司法警察隊−

と思います。あんぱん店トレードドレス事件（ソウ
ル 高 等 法 院 2016.5.12 言 渡 し、2015 ナ 2044777

不正競争防止法の他に、韓国特許庁では司法捜査

号）はそのような事例の一つで、1 審はあんぱん店

権を持ち商標権侵害の取り締まりを行う特別司法警

の看板の形状、売場の配置及びデザイン等の、いわ

察隊（以下「特司警」という）を保有している点も、

ゆるトレードドレスを模倣して売場を運営する被告

日本特許庁との大きな違いと言えます。

B,C の行為が、
「不正競争行為の一般条項」に定めた

この特司警は、2010 年 8 月 5 日に「司法警察官

行為に該当すると認め、該トレードドレス使用禁止

吏の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」

と損害賠償約 9,500 万ウォンの支払いを命じ、控訴

が施行されたことを受け、同年 9 月に韓国特許庁内

審でも第 1 審の判決が支持されています。

に設立されています。

この「不正競争行為の一般条項」は、上記のよう

韓国の刑事訴訟法第 197 条に、 警察官とは別に

な裁判例を通じて、トレードドレスについては適用

「森林、海事、専売、税務、軍捜査機関その他の特

できることが確立しつつあると言えますが、適用範

別司法警察官吏」に関する制度が定められており、

囲がトレードドレス以外のどこまで及ぶかが明らか

知的財産分野では、著作権に関して 2008 年 9 月に

原告トレードドレス

被告B,Cトレードドレス

※左はB,Cが共同で出店し、右はその後Bが単独で出店したもの

図3

トレードドレス事件の原告・被告それぞれのトレードドレス比較

8）不
 正競争防止法 2 条 1 号ヌ目「他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法で自身の
営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為」
9）ジェトロニュース記事（https://www.jetro.go.jp/korea-ip/ipnews/2017/0e6322847e48c06b.html）参照
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模倣品事件の刑事立件人数及び模倣品押収点数の推移

文化体育観光部の著作権取締要員に特別司法警察権

締まり等の業務は異動後に研修等を通じて身につけ

が付与され独自の取締が実施されていました。しか

るということです。やはり適正もあるのか、通常の

し、韓国特許庁には、それまで不正競争防止法第 7

人事サイクルで人を動かすことは難しいようで、一

条、第 8 条に基づき、偽造商品製造・販売など不正

度異動すると長く特司警に所属する人が多いと聞き

競争行為に対する調査及び是正勧告措置の権限が与

ました。

えられていたものの、押収・捜索・拘束などの実効

なお、地方自治体にも、このような司法捜査権を

性のある取締りは常に検察・警察の協力の下で行わ

有する特司警はあります。特に、南大門・東大門や

なければならないため、適時効果的な執行が困難で

明洞など、ソウルの代表的な繁華街を有するソウル

あり、取締り成果にはおのずと限界がありました。

市中区の活動は活発であり、5 〜 6 名の職員が外部

特司警の導入により表 2 のように取り締まり実績は

の調査会社や地元の警察と連携して取り締まりに当

急増しています。

たっています。中区の区役所の中にある担当部署

商標権特別司法警察隊は、偽造商品取締りを強化

に、日本企業の方を連れて模倣品被害の対策を協議

し偽造商品の流通を根絶して、韓国の知的財産権保

しに行ったことも複数回ありました。大規模取り締

護水準を先進国水準まで向上させることにより、国

まりは、にせもの市場が活発に活動している夜に行

家イメージを刷新、外国投資誘致に適した知的財産

うことが多く、異動前は通常の勤務時間であった者

権環境に改善していくため設立されています。ま

がいきなり不規則な勤務になるし、それなりの危険

た、2011 年 12 月 14 日には、
「オンライン捜査班」

も伴うということで、特司警への異動を希望する者

も発足し、サイバー専門捜査官が配備され、オンラ

は少ないと言うことでしたが、当時の区長が模倣品

インでの偽造商品犯を捜査、刑事処罰が可能となっ

撲滅に意欲を燃やしているということもあり、熱心

ています。

に取り組んでいる様子が窺えました。

韓国特許庁は、ソウル、大田（テジョン）、釜山

実際に、ある企業と一緒に中区区役所に行って対

の 3 地域に取締事務所を設置しています。

策を協議した際には、商店街の組合を通じた警告状

ソウルや大田でこの特司警に関する話を韓国特許

の回付及びその後の取り締まりタイミングや、警告

庁の担当者に聞く機会がありました。特司警の職員

状の文面等について有効なアドバイスをいただき、

は、審査官出身ではないということでしたが、異動

その後の対策でほとんど模倣品を市場からなくすこ

前は通常の特許庁の職員ということで、捜査や取り

とができたという成果を上げることができました。
このように、韓国では通常の警察組織外に、特司
警というユニークな仕組みを持っており、それぞれ

■ソウル事務所
管轄：ソウル、仁川、京畿、
江原

の専門性を生かして成果を上げています。かつて模
倣大国と言われた時に比べると、この 15 年くらい

■大田事務所（本部）
管轄：大田、忠北、忠南、光州、
全北、全南、済州

の韓国は模倣品が少なくなったと言われますが、街
中を歩くと模倣品がかなり目につき、客引きからも
日本語で「完璧なニセモノあるよ〜」と声を掛けら

■釜山事務所
管轄：釜山、大邸、慶北、慶南、
蔚山

れる状況です。日本人が模倣品拡大に一役買ってい
ることは残念に思い、韓国旅行に来る日本人がよく
見るウェブサイトにニセモノ購入防止キャンペーン

図 4 韓国特許庁商標権特別司法警察隊の取締事務所
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のバナーを置いて啓蒙活動を行いましたが、もちろ

ている様子を見て、筆者も 11 月下旬頃にデモを見

ん韓国人自身がニセモノを買っているという実情も

に行き、光化門広場を埋め尽くす群衆の波に混じり

あり、ニセモノ販売の根絶はなかなか難しそうで

ました（図 5 参照）。

す。商標権特別司法警察隊等の奮闘もまだまだ続く

デモでは、ろうそくなどのデモグッズが無料で配

ことと思います。

布され、パブリックビューイングで大音量を流しな
がら大統領を批判する映像が流されたりと、極めて

4. 韓国いろいろ

組織だったイベントという感じを受けました。また、
小さいお子さん連れの家族がデモに参加して記念撮

（1）大統領退陣と韓国の政治

影をしたりする光景があちこちで見られるなど、

韓国の政治は、筆者の任期中に大きく揺れ動きま

思ったより穏やかに進行していました。参加者は興

した。日本でも大きく報道されましたが、現職の朴

奮に我を忘れるということも無く、あまり激しい怒

槿恵（パク・クネ）大統領が弾劾されて 2017 年 3 月

りといった負のエネルギーは感じられないのは、激

に辞職するという前代未聞の事件がありました。弾

しやすい国民性という印象があったので意外な感じ

劾に先立ち、2016 年 10 月には大統領の長年の友

がしました。激しやすい一部の過激な人ではなく、

人である崔順実（チェ・スンシル）氏の機密漏洩事

一般的な普通の韓国人が多く参加したデモだったと

件が発覚して同氏が逮捕され、更に汚職や娘の大学

いうことかと後から振り返って感じました。

への不正入学等が次々と明らかになるに及んで、ク

このように、多くの国民が朴政権に失望し、退陣

リーンなイメージが売りであった大統領に対する国

を望んでいたのは事実ですが、朴槿恵前大統領自体

民の失望と怒りは頂点に達していました。その国民

の機密漏洩や汚職等への関与があまり明確になって

の怒りが、大規模なデモ活動となって現れました。

いなかったこと、2004 年の盧武鉉大統領に対する

特に、毎週土曜日には大統領府からほど近い光化門

弾劾の際には憲法裁判所で弾劾が認められていない

広場を中心として、数十万人規模のいわゆる「ろう

ことから、本当に大統領罷免の判断を憲法裁判所が

そくデモ」が行われ、大統領の退陣を求めました。

下すのかということについては、懐疑的な声もあり

このろうそくデモは、2017 年 3 月 10 日の憲法裁判

ました。しかし、憲法裁判所は崔順実氏に不当な利

所による朴大統領の罷免認容まで、23 週にわたっ

益を得させるために大統領の職権が乱用されたこと

て行われましたが、12 月 9 日の国会での弾劾決議

などを認定すると共に、捜査に非協力的だった朴槿

案の可決前あたりがピークだったと思います。しか

恵前大統領の態度を憲法守護の立場から問題がある

し、そのピークの時でも意外に整然と行われてお

として、裁判官全員の一致で罷免認容しました。国

り、デモの最中に暴動が起きるということはありま

民感情が圧倒的に大統領罷免を望んでいるという事

せんでした。数週間大きな事件もなくデモが行われ

情も考慮されたと言われています。
筆者はこの事件と丁度並行して韓国の名門私立大
学である延世大学で開催された日本人駐在員向けに
韓国の政治・経済・文化等を紹介する教養講座を受
講し、元国会議員の方の話を聞く機会を得ました。
韓国では大統領経験者が訴追されたり、挙げ句の果
ては自殺したりと悲惨な結末を迎えることが多いで
すが、現在の政治システムにもその原因があるとい
う分析をしていました。具体的には、大統領に政府
高官の人事権や各種許認可等の権限が集中し過ぎて
いること、そして、大統領の任期が 5 年 1 期のみで
あることです。歴代大統領の支持率はいずれも見事

図5

に任期終盤に向けて下がっていきます。5 年で十分

光化門広場手前からろうそくデモを望む
（2016.11 著者撮影）

tokugikon
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うが、5 年間に大統領の権限を借りて大統領親族が

接なものがあり、特に国境の河は水面全体が国境と

汚職事件を起こす例も多く、支持率が下がる要因と

なっていて、警備が緩いところがかなりあり、人・

なりがちです。朴槿恵大統領の場合は、元大統領で

物資の往来は実質的に盛んということで、中国との

あった父親と母親が暗殺されていますし、親族とも

交易を完全にストップすることは難しいというご見

疎遠で結婚もしていないということで、大変クリー

解でした。

ンなイメージがあり、選挙では選挙の女王と呼ばれ

北朝鮮の社会構造は、初代金日成一派に加え初期

て連戦連勝でした。しかし、その政治的手腕は以前

の革命や朝鮮戦争に貢献した一派などを中心とした

から疑われていたようで、周りの人の話を聞かない

500 万人ほどのグループが特権階級として各種特権

という問題もあったそうです。大統領就任後もその

を享受し、その親戚等の 700 万人には政府の配給

傾向は変わらず、正式な大統領府のスタッフは遠ざ

があり、残りの 1300 万人は無配給層ということで

けつつ、何の政府の役職にもついていない崔順実氏

す。ですから、少なくとも 500 万人の特権階級に

（しかも、父親が新興宗教の元教祖だという何やら

は現在の体制を存続させる動機があり、単にトップ

怪しげな人物）を相談相手としてその意を汲んで動

を失脚させれば体制は崩壊するということにはなら

いてしまい、大規模な汚職疑惑に至ったことが，国

ないということで、北朝鮮問題の難しさを改めて

民の信頼を失う結果に繋がったようです。

知った気分でした。

国民が立ち上がって、政治を正したというのは結

（3）韓国人の対日認識

果的によかったのでしょうが、今後同様のことを繰
り返さないためには、政治システムの変革も課題と

韓国人の対日認識は奥の深い問題と感じさせられ

なりそうです。

ました。ある有志勉強会で知り合った韓国人コンサ
ルタントの方で、お父さんの仕事の関係で子供の頃

（2）北朝鮮問題

に日本にも何年か住んだことがあり、日本の大学で
日韓関係の研究をしていた方の話が非常に印象に

韓国赴任中に北朝鮮に行く機会はもちろんなく、

残っています。

公私ともにかかわる機会もほとんどなかったのです
が、上記延世大学の講義の中で、初代統一部

彼の話では、韓国では次のようなことを通じて、

長官

10）

歴史問題の再生産が行われているとのこと。

のカン・イントク氏の話を聞く機会がありました。

・歴 史教科書を通じた「恩知らずの好戦的（侵略）

まず、南北朝鮮の間には東西ドイツの例と異なり
民族同士の戦争の歴史（‘50-53 朝鮮戦争）があり、

国家」という日本のイメージ再生産（韓国の歴史

同族同士が実際に争ったわだかまりから素直に統一

教科書の日本に関する記述は約 30 ページ、日本

と割り切れない気持ちがあるということと、朝鮮戦

の歴史教科書の朝鮮に関する記述は約 7 ページで

争時に多国籍軍（特に米軍）参戦までは防戦一方で

あり、韓国人は日本が朝鮮に対して行ったことを

あった韓国人としては米国なしに軍事的安定は保て

しっかり教育されるシステムとなっている）

ないという意識があるそうです。日本の駐留米軍に

・マスコミの競争的扇情報道による反日感情の醸成

も依存意識があり、日本に沖縄が返還されるときの

（日本のマスコミも韓国の悪いところを主に報道

韓国人の一番の関心事は、沖縄の駐留米軍が存続し

する傾向にあるが、韓国のマスコミも日本の良い

てくれるのかどうかということだったとか。一方、

ニュースより悪いニュースを多く報道する傾向が

北朝鮮に大陸との間を分断されているため、韓国は

ある）
・政治家による政治問題化（李明博大統領の竹島上

実質的には海洋国家になり、そのことにより大陸の

陸、朴槿恵大統領の歴史問題への言及など）

影響が薄れたことが韓国の発展に寄与したというプ

・竹島問題・徴用工問題をはじめ、過去の問題は日

ラスの見方もあるとのことでした。

本の侵略の歴史と結び付けられる（例えば、対馬

また、北朝鮮と中国との関係についてはやはり密

10）統
 一部（
「部」は日本の「省」に相当）は、南北朝鮮の統一を目指すために作られた韓国政府組織で、北朝鮮の各道（日本の「県」に当たる）
の知事なども名目上指名したりしています。

2018.5.31. no.289

15

tokugikon

から盗難された仏像を日本に直ちに返還しないと

きない）ということ。一方で、日本人も繰り返し蒸

いう判決を下した裁判所の例もしかりで、反日感

し返される歴史問題やそれに根差した反日行動が報

情が司法判断にも影響を与えていると思われる例

道されることに倦み、韓国に対する悪感情を募らせ

がある）

ています。

上記の要因が負のスパイラルを形成して、感情的

両国民の心の奥に植え付けられた意識を直ぐに払

な反感を引き起こしており、なかなか抜け出すのは

拭するのは無理としても、現在の日韓の対立感情を

難しいとの分析でした。実際には、日本による日韓

負のスパイラルから脱却させるには、マスコミの報

併合は当時の朝鮮半島の政治的空白を埋めて経済的

道だけ見ているだけではだめで、日本人と韓国人の

発展を助けた面もあったし、戦後の日韓基本条約に

個人レベルの交流を促進することが重要だというの

基づく日本の援助で戦後韓国の経済発展も実現した

が前述の韓国人コンサルタントの方のご意見でし

ことは事実ですが、そのような日本の功績を韓国で

た。自分の経験でもそうですが、韓国に来た知人の

声高に主張することは社会的に抹殺される危険すら

中にも、韓国人のほとんどは日本人と見ても攻撃的

伴います。それに、日韓併合等が客観的に見て良い

な態度をとる訳ではなく、むしろ親切にしてくれる

面もあったということは日本人から主張したい点で

という、韓国に住んでみると当たり前の事実に愕然

すが、日韓併合下で朝鮮人が差別されたこと、3.1

としたという感想を漏らす人もいます。このような

運動などの独立運動が武力で弾圧されたこと、ハン

ことも実際に交流してみないと実感として理解でき

グル文字も日韓併合末期には使用が制限されたこと

ないこともあるので、個人レベルの交流というのは

などもまた事実であり、プライドの高い朝鮮民族に

大事だと感じました。前述の韓国人コンサルタント

は受け入れ難いことであるという現実があります。

の方は、延世大学の社会人講座でも講義をしていた

在任中になるべく穏やかに話ができそうな韓国人

だき、現在は国会議員を目指して活動されています

を選んで、歴史問題についても話をすることがあり

が、このような方が政治のリーダーとして活躍する

ました。多くの韓国人は普段は日本に対して特別な

ようになれば、日韓関係も変わっていくかなと期待

意識を払っているわけではないが、受けてきた教育

を抱いているところです。

もあって過去に日本が悪いことをしたという意識は

（4）韓国での日本企業の活動

持っているので、歴史問題に絡んで日本けしからん
ということになると、少しばかり筋が通っていなく

韓国での日本企業の活動は韓国大企業の業績好調

てもなかなかそれに反対することまではしない（で

もあって、比較的好調に推移しているといえると思

図6

在アジア・オセアニアの日系企業（製造業＋非製造業）の 2017 年営業利益見込み 11）

11）
ジェトロ実施の
「在アジア・オセアニア日系企業実態調査」
（https://www.jetro.go.jp/world/reports/2017/01/b817c68e8a26685b.html）
参照。
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います。 図 6 はジェトロが毎年行っている調査の

行っているとのこと。 我々が訪問した 2016 年 10

2017 年度の結果ですが、在韓日系企業のうち黒字

月には、10 代の日本人練習生 2 名（男女 1 名ずつ）

企業の割合は 82.1％となり、これはアジア・オセア

がダンスパフォーマンスを披露してくれましたが、

ニアの各国の中でトップの数字です（2016 年度も

かなり完成度の高いものに見えました。2 人とも寮

81.0％でトップ）。

に入り、女の子の方は高校生なので現地校に通って

上記（3）で述べたように、近年韓国への感情が悪

いるということでしたが、学校の成績が真ん中より

化するとともに、ネット上ではもう韓国には関わら

下に落ちるとレッスンを休んで勉強しなければなら

なくてもいいという意見さえ目にするところですが、

ないということで、語学だけではなく通常の科目も

このような客観的に数字に目を向けることも重要で

疎かにはできません。それでいて、毎年 10 数名の

しょう。なお、この情報については、いつも韓国に

練習生が入ってくるため、同時期にほぼ同じ数の練

批判的な記事を書くことで有名な某新聞のネットコ

習生が夢をあきらめなければならないという厳しい

ラムにもジェトロソウル事務所から提案して 2016

世界です。

年の同様の情報を掲載してもらっています 。

JYP さん曰く、タレントの人間力育成に力を入れ

12）

ているということ。何故かというと、現在の K-POP

（5）K-POP 事情

の収益モデルはモデル（広告）とコンサートであり、
タレントのイメージダウンが売上げ減少に直結して

最近日本でも人気がある韓国のポップス（K-POP）
については、筆者はあまり多くを語る知識は無いの

しまうことから、社会人として立派に振る舞える人

ですが、前述の延世大学の教養講座の一環として大

間 力 が 必 要 と い う こ と と、 練 習 生 に な ってもメ

手プロダクションの一つである JYP エンターテイメ

ジャーデビューできない子の方が圧倒的に多いこと

ントに訪問し、韓国人及び K-POP 好きならば知ら

を考えると、練習生のその後の人生のためにも勉強

ない人はいないという JYP こと朴ジニョンさんにお

させることが必要ということでした。また、今や歌

会いする機会を得ることができました。

やダンスはインターネットを通じて無料で見ること

JYP さんのことをご存じない方のために若干解説

ができてしまうため宣伝手段であると割り切り、

すると、延世大学在学中に芸能界デビューし、切れ

CD の売上げは収益として期待していないとのこ

のあるダンスと歌で人気を博す一方、タレント育成

と。また、
「韓流」の海外輸出が話題になる昨今です

にも力を注ぎ、現在は自ら創業した JYP エンターテ

が、海外進出のために国の支援を受けているのかと

イメントの社長として活躍されている方です。また、

いう質問には、全く受けていないということでし

韓国で大人気のオーディション番組の審査員等も

た。その後、韓国文化体育観光部（日本の文部科学

行っており、テレビへの露出も多いため知名度は高

省に相当）の担当者に話を聞いたところ、ドラマや

いです。JYP エンターテイメント所属のアーティス

映画については支援をしている部分もあるが、音楽

ト と し て は、GOD，2PM， ワ ン ダ ー ガ ー ル ズ，

については特段していないということ。

missA 等が挙げられますが、最近はなんといっても

JYP さんのビジネスマンとしての才覚や、タレン

TWICE が有名です。9 人の女性グループですが、う

トの育成方針、偉ぶらない謙虚な姿勢などを目の当

ち 3 名が日本人、1 名が中国（台湾）人であり、最初

たりにして、大層感心して帰ってきました。一緒に

から韓国だけでなく中国・日本を中心としたアジア

撮った写真は SNS や出版物への使用はしないとい

のマーケットを意識したグループ編成といえます。

う条件でしたので、ここにお見せできないのが残念
です。

JYP さんに話を聞いたところ、国内マーケットが
小さいが故に、最初から海外を意識してタレントを

（6）韓国のレジャー事情

育成しているということで、練習生（常時 40 名程
度在籍）には、少なくとも 2 カ国語の習得を課して

韓国ではプロ野球観戦も大衆娯楽として人気を集

おり、日本人や中国人などの外国人の積極登用を

めておりますが、自ら行うスポーツとして盛んなの

12）記事については（http://www.sankei.com/column/news/170311/clm1703110003-n1.html）参照。
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が山登りです。週末の朝の電車には登山グッズに身

う、あまり参加費がかからないものですが、韓国で

を固めた老若男女多数に出会うことができます（ど

は道場に通う時に月々1 万円くらいの月謝を払って

ちらかというと年配者が多いのですが）
。ソウルは

習い事として行っているケースが多いようです。ま

四方を山に囲まれた盆地なので、大体ソウル市の中

た、韓国では普通中学高校とクラブ活動がない 13）

心から地下鉄やバスを使って 1 時間以内で複数の登

ので、大学生か社会人で始める人が多く、職業もサ

山コースにアクセスできます。ソウルの周りにある

ムスン等の一流企業勤務だったり、医者や弁護士と

のはいずれも 1,000m 未満の山ばかりですが、図 7

いった人が多かったです。筆者は普段は日本人学校

に見られるように山頂付近が岩山になっていて結構

で週一度子供たちに剣道を教えつつ、日本人同士で

な登山気分を味わうことができます。

稽古をしていましたが、何回か韓国人の道場にも
行って出稽古を行いました。世界選手権の日韓戦な
どを見ると闘志むき出しの剣道で非常に荒っぽい印
象があったのですが、出稽古に行った 3 か所では無
駄に荒っぽいというようなことはなく、非常に気持
ちよく稽古をさせてもらったので、良い思い出と
なっています。

図 7 ソウル市の北側に位置する道峰山
（ドボンサン）の山頂付近（2017.5 著者撮影）

また、子供の習い事としてポピュラーなのがテコ
ンドーです。韓国人男性は兵役でテコンドーが義務
になっているそうですが、子供の時には男女問わず
習っている子が多く、日本人駐在員の子弟にも人気

図8

がありました。筆者の息子もテコンドーに週 2 〜 3

韓国水原市にある剣道道場への出稽古の様子
（2015.1）

回通い、韓国の国技館で黒帯をいただきました。テ
コンドー教室では稽古中に音楽をガンガンかけて遊

一般の人が手軽に使える施設としては、どの公園

び感覚で技を覚えさせるなど子供を飽きさせない工

にもちょっとしたトレーニング器具が用意されてい

夫があります。しかも礼儀もきちんと教えていて、

たり、川沿いの自転車道や遊歩道、山に行けば色々

稽古の最後にはアッパ・オンマ・サランヘヨ（お父

なトレッキングロードが整備されていて手軽に運動

さん・お母さん・愛してます）と言わせて親心にも

できる環境が整えられているのには感心しました。

訴えかけるあたり、同じ武道である剣道をやってい

筆者も漢江沿いの遊歩道やトレッキングロードを良

る筆者から見ると上手いなと感心したものです。し

くジョギングしていました。マラソン大会にも抽選

かし、大体の韓国人の子供は小学校高学年になると

なしで安く参加できるので、19 年ぶりにフルマラ

やめてしまい、受験勉強まっしぐらになるのです。

ソンに挑戦して、結局 3 年で計 5 回フルマラソンを

剣道については、韓国が世界第二の剣道大国であ

走り、20 代のころの念願であったサブ 4（4 時間切

ることは知る人ぞ知る事実で、ソウル市内にも剣道

り）を 40 代で達成できたのは思いがけないことで

道場が結構ありました。日本での剣道は剣道連盟に

した。

所属すればどこかの体育館で稽古に参加できるとい

また、賭け事に関しては、韓国ではソウルをはじ

13）ナショナルチームを目指すような子供は別として、普通の子は受験勉強のためにクラブ活動をする時間はないということです。
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め観光地の一流ホテルにカジノは設置されています

ロということで知財に関係のない税務や法務関係の

が、外国人しか入れないようになっており、韓国人

色々な相談を受けることもありましたが、なるべく

が入れるカジノは一地域に限定されています。その

回答するようにしており、知財の話にいずれつなが

地域ではギャンブル依存症の問題が深刻ということ

ることを期待して種を蒔くようにしていました。

です。その他のギャンブルは競馬、競輪、競艇はあ

現地事情への理解については、 上記 4.（1）で述

りますが、競技場の数は少なく、オートレース及び

べたように延世大学の教養講座に通った他に、語学

パチンコはありません。パチンコについては 2000

学校に通って韓国語の勉強も行いました。韓国語は

年〜 2006 年に全国 15,000 店舗あったそうですが、

日本語と文法の面でもボキャブラリーの面でも非常

2006 年 8 月に全廃されたということで現在は一切

に類似しており、日本人にとって学びやすいことは

ありません 14）。花札は家族の遊びとしてポピュラー

もちろん、日本語との類似点や相違点の発見をしな

だそうですが、麻雀は普通の社会人がやる趣味とみ

がらの学びは楽しいものでした。赴任前のジェトロ

なされていないらしく、雀荘はソウルでも日本人が

の研修でも聞いた通り、やはり片言であっても現地

経営する 1 件だけと聞きました。Numbers のよう

の言葉ができる（もしくは話そうと努力する）のは

な宝くじは結構盛んでしたが、それ以外のギャンブ

現地の人間との距離を縮める効果があると実感しま

ルについて抑制的なのはやや意外でした。一般的に

した。
以上に記載した筆者が駐在員として気を付けてい

韓国人はギャンブル好きな印象があり、実際にパチ
ンコを一時導入したときのブームは凄かったそうで

たことを纏めると次の通りです：

すが、それだけに過去の経験からギャンブルの悪影

・とりあえず行動してみる（人脈拡大）

響を恐れているということなのかなと思いました。

・要望には迅速に応答する（信頼感の醸成）
・管轄外のことでもなるべく応答する（将来の種を

5. 駐在員として気を付けていたこと

蒔く）
・現 地事情・言語への理解を深める（業務円滑化、
現地人脈形成）

韓国に駐在する中で、タイムリーに情報を収集
し、会合等に適切な人材をアサインし、出張者対応

6. 終わりに

やセミナー等のロジをスムーズに行うには、人脈形
成と現地事情への理解が不可欠です。人脈形成と情
報収集のため、あまり付き合いのなかった政府機

韓国ソウルでの 3 年の駐在の間、何やら外国に住

関、企業等に飛び込み営業的にアポを取ろうとした

んでいるという気持ちがどんどん薄れていったよう

ことも何回かありましたが、JETRO と JPO の看板

でした。韓国の印象は、赴任前はあまり良くなく、

が効いたのか、結構応じてもらえて良い情報が取れ

かつ不安があったことは事実ですが、赴任後しばら

たこともありました（企業の方は断られることも多

くは韓国人の善意の面ばかりがよく見えて、印象が

かったですが）。また、人脈を確保するために気を

非常に良くなりました。ただ、数か月経つと良いと

付けたことは、相手から求められた情報はなるべく

ころと悪いところが一通り見えてきて、歴史問題に

早く回答するということです。時に満足な答えがそ

ついても韓国人の思想の背景についてはある程度理

ろわないこともあるのですが、そんな時は 50 点の

解できたと思います。結局、日本であろうが韓国で

回答でも早くレスポンスして相手に時間を与えると

あろうが柔軟な考え方の人、かたくなな考え方の人

いうことと、当方が何らかの返信をしてくれるとい

など色々な人がいて、人と人との関係というのはど

う安心感・信頼感を与えることを心がけていました

こであってもあまり変わらないという平凡な結論に

（頼まれた原稿についてはその限りではありません

落ち着きました。日本でも韓国でも極端な思想の人

でしたが……）
。また、日本企業の方からはジェト

が一定数おり、そのような極端な話題ばかりを取り

14）
「若宮健『なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか』2010 年 12 月10日、祥伝社発行」参照。
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上げたがるマスコミがいると、不必要に相手国の印
象が悪くなってしまうということかと思います。外

profile

国人に対してもオープンマインドで接し、ステレオ

笹野 秀生（ささの ひでお）

タイプな思い込みだけはしないようにしたいと思っ

平成 7 年 4 月
特許庁入庁（審査第二部建築）
平成 11 年 4 月 審査第二部応用光学（光学装置）審査官
平成 12 年 7 月 電子計算機業務課
平成 13 年 7 月 特許審査第一部光デバイス 審査官
平成 15 年 7 月	カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研
究員
平成 17 年 7 月 情報システム課特実審査システム班長
平成 19 年 7 月	特許審査第一部応用光学（光学要素・EL 素子）
審査官
平成 20 年 4 月 情報システム室情報技術調査班長
平成 22 年 4 月 審判部第 6 部門（印刷・プリンター）審判官
平成 23 年 10 月	
（一財）工業所有権協力センター 総括研究員
平成 25 年 7 月 審査第一部 調整課 品質監理室長
平成 26 年 6 月	日本貿易振興機構（JETRO） ソウル事務所
副所長
平成 29 年 7 月	審査第一部 応用物理 上席総括審査官（表示
装置技術担当室長）
平成 30 年 4 月〜 現職

た次第です。
また、駐在期間を通じ、韓国政府の方や民間企業
の方と接して何かと親切に対応していただく度に、
自分の背後にある日本特許庁の存在をどれだけ心強
く感じたかわかりません。日本特許庁が審査や各種
国際協力を通じて営々と築いてきた国際社会の中で
の信頼が、自身の仕事の円滑化に大きく寄与してく
れたと思いますし、日本特許庁への良い評価を聞く
機会には自分自身誇らしい気持ちになったもので
す。 日本特許庁に復帰後、 特許審査に 9ヶ月間携
わって、質が高くしっかりとした審査が行われてい
ることを確認できたことは嬉しいことでした。今後
とも国際社会の中で日本特許庁への高い信頼感が続
いていくことと思いますし、我々は業務を通じてそ
の信頼感を保っていく必要があると思います。
3 年間の駐在経験はなかなか語りつくせないとこ
ろもあり、とりとめのない文章となってしまって恐
縮ですが、本稿を通じて韓国の知財や社会への理解
が少しでも深まり、さらに国際業務に関して少しで
も読者諸兄の参考になれば幸いに存じます。
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