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序    文 

 

日韓国交正常化以来、日本企業は韓国に累積 330億ドルを超える直接投資をしてまいりまし

た。その内容は、韓国経済の目覚ましい発展に伴い、時代のニーズに沿って業種や業態は変化

しつつも増加を続け、一昨年は申告ベースで年間 45億ドルを超えるまでになりました。これ

は韓国政府の投資環境の整備に対する様々なご支援とご配慮があってこそ実現したものであ

り、ソウルジャパンクラブ(SJC)と致しましても長年のご尽力に深い敬意を表すると共に、心

より感謝申し上げます。 

また、SJCは、1998年から毎年投資企業の現場の声をビジネス上の隘路事項として取り纏め、

建議という形で韓国政府に提案させていただいておりますが、その機会を与えていただくとと

もに、現場の声に真摯に耳を傾け、そして多くの事項に対応いただいていることに改めて感謝

申し上げます。 

SJCでは、両国間経済連携の更なる発展を目指すという設立の主旨に基づき、第 16回目とな

る建議を提出させていただきますので、ご検討の上、ご回答と改善へのご対応をお願いいたし

ます。 

世界経済が大きく変化する中、日韓の経済関係も新たなパラダイムが必要な時期に来ており、

従前以上に経済連携を深化させ、より広範囲な業種、業界での協業を推進していくためには、

レベルの高いルールに基づく経済環境作りが必要であり、また、より精度の高い制度とその運

用が重要になると考えております。 

2013年度建議において、特に重要な課題は以下の通りです。 

１．通常賃金の計算方法（労働） 

２．国税の正常価格と関税の課税価格間の調整のための更正請求制度の改善（税務） 

３．外貨貸出に関する証憑書類の簡素化と外貨貸出用途制限の見直し（金融） 

４．職務発明制度の改正見直し（知財） 

５．安全配慮と企業活動のバランスのとれた化学物質の登録および評価に関する法律／化

学物質管理法及びその下位法令の制定（化学） 

６．薬価交渉指針における３カ国以下収載時、交渉参考価格最低価格の８０％以下の規定

の削除（生活関連） 

 

雇用の流動性・多様性による労働者・雇用者間の Win-winの体制構築（上記１）、税務・金

融制度の弾力的運用の実現（上記２、３）、知財関係ルールの国際的な整合性（上記４）、安

全配慮と企業成長をバランスさせる化評法の運用（上記５）、薬価交渉指針の変更（上記６） 
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は、いずれも日韓が共に協力して競争力を高め、Ｒ＆Ｄを推進することにより韓国経済の更な

る成長に寄与するものと確信いたします。 

なお、中小企業も含めた技術力のある日韓企業の連携には知財保護は非常に重要な事項であ

るところ、本項に関しては制度の高度化を念頭に、司法・行政面の多岐に渡り建議事項として

いるため、件数が多いことをご理解いただきたく存じます。 

隣国同士の日本と韓国の経済連携は、時として両国間の政治、司法、立法、国民世論等様々

な要素に影響を受けることがあります。SJCとして貴政府とともに、これまで同様、どのよう

な状況においても、こうした各影響が、懸念や不安に繋がることのないよう、相互信頼に基づ

いた未来志向の対応努力を続けていく所存です。 

外国投資企業がその対応窓口とさせていただいている産業通商資源部におかれましても、こ

うしたＳＪＣの活動にご理解を賜り、今後一層のご協力をお願い申しあげます。 

 

2014年 1月 

ソウルジャパンクラブ 

理事長 中島 透 
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2013 年建議事項における重要な課題 

 

１． 通常賃金の計算方法 

「勤労者に定期的・一律的に所定勤労又は総勤労に対して支給される」通常賃金の範囲が、司

法の解釈により賞与等にまで拡大する判決が出され、企業が通常賃金を計算する上で大きな混

乱が生じています。雇用労働部の定めた通常賃金算定指針において通常賃金に該当しないとさ

れている定期賞与金まで通常賃金に含まれるとされ、過去の追加賃金請求の可能性まで出てい

ることは、企業にとって財政的な負担だけでなく、（退職者も含めた）対象範囲や追加賃金精

算・支払手続等膨大な事務手続き面の負担となり得ます。外国企業からの投資にも少なからぬ

影響を及ぼす事案と思われますので、貴政府としてもこうした企業経営に与える影響を十分に

考慮頂き、通常賃金の算定方法を見直す場合には再度その解釈を巡って争うような事態が生じ

ないよう適切な対応をお願いすると共に、過去の賃金未払い分の取扱いについても、企業負担

の程度や労使合意の有無に拘わらず、これまで通常賃金算定指針通り対応してきた企業の負担にな

らないよう貴政府が適切に対応することをお願い申し上げます。 

 

２．国税の正常価格と関税の課税価格間の調整のための更正請求制度の改善 

二重課税を防止するため、関税の課税価格が更正される場合に国税を更正請求したり、国税

の正常価格が更正される場合に関税を更正請求できるようにするため、国際租税調整に関する

法律及び関税法に該当条項（国税の正常価格と関税の課税価格を相互連係及び調整する）が制

定されておりますが、国税調査や関税審査の現場において、具体的にどのようなケースが更正

請求の対象になるか、あるいはどのような計算方法が使われるのかが明確になっていないのが

実情です。 

今後、ますますグローバル経済が高度化する中、その先頭を行く韓国において、関税や国税

の納税・徴収に関し、課税当局と事業者との見解の相違が多く出てくることは自然な流れと理

解致しますが、見解の相違があった場合でも、同相違を関税と法人税とで統一的に、且つ迅速

に処理する制度の整備と運用は、韓国が国策として貿易を更に伸張する上で不可欠と考えます

ので、本件を要望いたします。 

 

３．外貨貸出に関する証憑書類の簡素化と外貨貸出用途制限の見直し 

 金融関連では、外貨貸出関連他、7 件の建議を提出させて頂きます。韓国の大手企業がグロ

ーバル化を進め世界中で活躍する中において、韓国へ進出している外国企業も年々増えており

ます。 

 係る状況下、外貨貸出に関する需要が増している一方、実態にそぐわない規定が残っており、

韓国の企業また韓国に進出している日本等の外国企業の資金調達に支障を来しているものと

思われます。具体的には、外貨貸出の証憑書類徴求について不明確かつ複雑であること(外国

為替取引業務取扱細則第 2-11条)、また外貨貸出の用途が制限されており、韓国内における外
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貨実需に対し外貨貸出が現状不可であること（外国為替取引業務取扱細則第 2-9条）が挙げら

れます。 

 外貨貸出に対する一定の規制が必要であることは十分に理解しておりますが、韓国への外国

企業の進出を促進する観点からも、実態に即した規定の見直しを要望いたします。 

 

４．職務発明制度の改正見直し 

 韓国における ICT 産業や自動車産業の技術水準向上に伴い、日韓企業問わず韓国内での研究開

発が重要となっている昨今、知的財産制度の面からも企業の研究開発活動を活発にするような環境

整備が必要であり、これは、朴槿惠大統領の「創造経済」実現に資するものであると考えております。

しかしながら、2013 年 7 月 30 日に施行された発明振興法（法律第 11960 号、ただし、職務務発明に

ついては、2014 年 1 月 31 日施行）は、中小企業以外の場合、従業員が職務で行った発明について、

企業がその実施をすることができないおそれを生じるものである上、職務発明に関する勤務規定の

改定にも困難を生じるものであり、これは、企業にとって韓国で安心した研究開発を行う環境を損なう

要因となるものであります。 

そこで、他の主要国と同様、従業員等が職務で行った発明は、少なくとも企業がこれを実施する権

利が得られるよう、当該制度の見直しを要望いたします。 

 

５．安全配慮と企業活動のバランスのとれた化学物質の登録および評価に関する法律／化学物質

管理法及びその下位法令の制定 

近年の韓国内における化学物質による環境や健康への被害は憂慮すべきものですが、2013 年 5

月に国会を通過した化学物質の登録及び評価に関する法律及び化学物質管理法は過度の規制に

より、電子、自動車等、世界の中でも高い地位を保つ韓国先端産業の発展を阻害することが懸念さ

れます。 

 そこで、これら法律の下位法令により、韓国先端産業の発展を妨げないよう従来通り新規化学物質

の輸入、製造が遅滞なく出来るよう、また、製造工場の運営にも支障が出ないようご配慮をお願いい

たします。 

 

６．３ヵ国以下収載時、交渉参考価格最低価格の８０％以下の規定の削除 

薬価交渉指針の第 11条 1項 6号の｢3カ国以下収載時、交渉参考価格最低価 80%以下｣規定は、

薬の本質評価である「臨床的な有用性」と薬の市場導入による国家への経済的なメリットを図

る「費用効果性（医療経済評価）」の２大評価軸とは一切関係なく、薬の価値を OECD や先進国

内などでの収載国の数だけで決めるという規制であり、現在の薬価交渉の主旨から外れた条項

となっています。そのため、｢3カ国以下収載時、交渉参考価格最低価 80%以下｣規定の見直し

により、政府や規制当局が進めている制度内矛盾点の是正になることや薬の発売自体を取り止

めることがより少なくなると考えています。その結果として、日系を含めた外国製薬企業の投

資額の拡大による税収や雇用への好影響、さらには薬の本来の目的であるである韓国国民の健

康増進への寄与に繋がることも考えられるため、本規制の廃止を要望いたします。 
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要望事項要約 

 

労働分野  （新規 1 項目、継続 3 項目） 

 

１）通常賃金の計算方法【新規】 

 「勤労者に定期的・一律的に所定勤労又は総勤労に対して支給される」通常賃金の範囲が、司法の解

釈により賞与等にまで拡大する判決が出され、企業が通常賃金を計算する上で大きな混乱が生じている。

雇用労働部の定めた通常賃金算定指針において通常賃金に該当しないとされている賞与等まで通常賃

金に含まれるとする判決は、多くの企業で通常賃金算定方法の見直しのみならず、過去に遡及して未払

い賃金を精算する必要が生じているところである。雇用労働部がこれまで運用してきた通常賃金算定指

針の趣旨を明確に法令上に規定し、その解釈を巡って争うような事態が生じないよう、適切な対応をお願

いする。通常賃金の算定方法を見直す場合には、企業経営に与える影響を十分に考慮した上、必要な準

備期間を持たせることは最低限の対応として、過去の賃金未払い分の取り扱いについても、企業負担の

程度や労使合意の有無にかかわらずこれまで通常賃金算定指針通り対応してきた企業の負担にならな

いよう貴政府が適切に対応することをお願いしたい。 

 

２）就業規則の不利益変更時の同意義務撤廃【継続／内容変更】 

 就業規則を勤労者に不利益に変更する場合、日本では勤労者との合意原則を掲げつつも、当該変更が合理

的なものであるときは勤労者の同意を必ずしも必要としない（労働契約法第 9条、10条）が、韓国では労働組合

等の同意を得ることが勤労基準法に規定されているのみで、日本法のように法律面において例外規定が定め

られておらず、過度に使用者側の活動が制限されている。貴政府における諸労働政策（定年 60 歳義務化と賃

金ピーク制導入支援等）安着の為にも、労働基準法第 94 条第 1 項にある「不利益変更時の同意義務」撤廃、

若しくは日本法（労働契約法）のように当該変更が合理的なものである場合には同意を得ずとも不利益変更が

有効とされる例外条項の追加導入を要望する。また、手続き面においても、就業規則の作成・変更にあたって、

雇用労働部長官への届出義務撤廃及び司法機関での判断を要望する。 

 

３）有給休暇の買取り禁止【継続】 

 2012 年の制度改正等、雇用労働部としても年次有給休暇の取得促進に向けた施策に注力していること

は理解するも、韓国労働者の年間平均労働時間は依然として OECD 諸国中突出して高く、実際の年次有

給休暇取得率向上に反映されているかは疑問である。欧米の主要国を始め、グローバルな趨勢としても

有給休暇買取りはトレンドではない。ワークシェアリング促進、経済民主化の観点からも、①有給休暇の

買取り補償の原則禁止化、②①が困難な場合、「有給休暇買取り廃止」又は「買取り対象の上限日数設

定」の不利益変更事項からの除外、③有給休暇取得促進に向けた施策・広報活動の実施（旧正月・中秋

節以外の連続一週間程度の有給取得推奨／有給取得率の数値目標設定と達成企業へのインセンティブ

付与）をご検討いただきたい。 
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４）非正規職の使用期間制限延長【継続／内容変更】 

 貴政府は非正規職保護政策を強化しているが、2009 年の非正規職保護法施行以降も非正規職の割合

に大きな変化は見られない。この主因を、次の３点と分析している。①手厚い正規職保護により企業が正

規職採用に慎重になっている、②非正規職は 2年を超えて使用できないため、スキルアップが図られず正

規職転換が進まない、③自発的な非正規職の選択率が高い。この観点より、(1)「非正規職の使用期間延

長」に関連し、①国会での議論内容の開示（廃案となった背景）、②勤労者の安定的雇用機会確保に資す

る使用期間延長検討（2 年→4 年）、③使用期間無制限の例外職種（所謂日本の専門 26 業務）をご検討

頂きたい。また、(2)「常用雇用型派遣事業の法制度化」につき、①現在の検討状況・スケジュール開示、

②失業率改善にも寄与する当該事業の法制度化を検討いただきたい。 

 

 

税務分野    （新規 3 項目、継続 5 項目） 

 

５）外国人投資家の配当金減免税制の改善【新規】 

韓国で（税金の）減免事業と非減免事業を同時に営んでいる外国人投資企業から外国人投資家が受

取る配当金に関する税金減免の際、昔は非減免事業で発生した事業所得に関わる配当金に租税協約上

の制限税率（5%、15%）を適用したが、租税特例法の改正により、配当税額の計算方法が変更され配当

税額が増えることになった。 

  過去の解釈事例のように減免事業で発生した配当額に対する減免後税額と非減免事業で発生した税

額に対してそれぞれ租税協約上の制限税率を適用するように改正するか、その適用時期を法律改正後

に発生した繰越余剰金に関わる配当金から適用するのが望ましい。 

 

６）国税の正常価格と関税の課税価格間の調整のための更正請求制度の改善要求【新規】 

「国税の正常価格と関税の課税価格間の調整のための更正請求」が法律（国際租税調整に関する法

律及び関税法）に設けられているにも拘らず、該当規定に基づいた更正請求（２~３件ある）がいずれも棄

却されている。 

国税庁と関税庁は、国税の正常価格または関税の課税価格が更正された場合、具体的にどのような

価格調整が更正請求対象になるかを法令にその要件を具体的に規定する必要がある。 

 

７）過少資本税制適用時の通常条件の借入金に関する課税当局の承認手続きの新設【新規】 

国外支配株主からの借入金が自己資本の 3 倍(金融業の場合は 6 倍)を超過する場合には、超過する

部分の借入金に対する支払利息は損金として認められていない。通常の条件で調達された借入金は過

少資本税制の適用対象から除外しているが、細かい規定が無いため自ら除外していないのが現状であ

る。 

通常の条件の借入金であることを証明する書類を提出した場合の課税当局の承認手続関連規定を制

定していただきたい。 
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８） ゼロ税率の適用対象であるその他外貨獲得役務の範囲【継続】 

メーカーの現地法人が本社に特定役務（市場調査、販売支援及びアフターサービスなど）を提供し役務

対価を受け取る場合、その対価が付加価値税法上のゼロ税率の対象になるかが疑問である。即ち、メー

カーの現地法人の業種分類が付加価値税施行令第 26 条の第 1 項の「事業施設管理及び事業支援サー

ビス業」、もしくは、「商品仲介業のうち、商品総合仲介業」に該当すればゼロ税率になるが、詳しく調べて

みたが、どちらも該当しない可能性が高い。 

販売支援サービス業は外貨を獲得する産業なので問題なくゼロ税率の適用を受けられるようにゼロ税

率の適用対象を列挙主義より包括主義に変更していただきたい。  

 

９） 韓国に拠点をもっていない日本企業の生産委託に対する付加価値税の取り扱い【継続】 

韓国に拠点を持っていない日本企業が韓国企業に生産を委託し、委託生産された財貨を海外に搬出

せずに韓国内で販売する場合、在庫保有代理人(法人税法施行令第 133 条第 1 項 1 号)に該当し国内事

業場になり、ほとんどの租税条約ではこれを PE と規定していないため法人税の納税義務はないが、付加

価値税法上の事業者登録及びその他申告納付義務が発生する。 最悪の場合、法人税の申告納付義務

はないが、付加価値税の申告納付義務のある事業場がでる矛盾がある。 

付加価値税法施行令第 4 条第 5 項の外国法人に対する事業場規定の但書として、「ただし、租税条約

により、法人税または所得税が課税対象になる所得に関連する場所に限る」を挿入していただきたい。 

 

１０） 輸出企業に供給する輸入付加価値税の取り扱いについて 【継続】 

財貨の輸入者が輸出企業に財貨を供給する場合、輸入時には付加価値税を税関に納付しなければな

らないが、財貨の供給時にゼロ税率が適用されるため付加価値税の徴収ができないため、輸入者は付

加価値税の還付時まで資金不足が発生する。 

付加価値税法第 11 条(ゼロ税率の適用)の規定に財貨又は役務の供給だけではなく、財貨の輸入も追

加し、輸出企業に供給される財貨の輸入など、一定条件を満たす輸入取引に対してゼロ税率が適用され

るように、もしくは、輸入付加価値税の徴収を猶予していただきたい。 

 

１１）外国所在の親会社の資産総額算定時の適用換算率【継続／一部修正】 

中小企業基本法第 7 条の 2(資産総額)第 3 項を、設立登記日の交換率もしくは直前事業年度末日

現在の交換率を適用し換算した金額の小さい方とし、追加増資時には増資資金の銀行払い込み日

の交換率もしくは直前事業年度末日現在の交換率を適用し換算した金額の小さい方とし、常時不安

定な交換率の為に内国人中小企業に比べ不利益を強要されている外国人投資企業の経営環境の

改善をしていただきたい。 

 

１２）韓日租税条約における組織再編による株式譲渡差益の非課税【継続】 

韓国の会社につき、日本の親会社が日本の組織再編税制を満たした上で再編を行う場合、事業再編

による株式譲渡は日本では課税されないが、韓国で営業権の譲渡課税の問題が生じ、組織再編が進ま

ない。租税条約を他の先進国なみに改訂（事業再編による株式譲渡は課税しないなど）していただくのが

ベストだが、条約改定しないまでも、交換公文手法等で実質的な改訂をしていただきたい。 
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金融分野   （新規 5 項目、継続 2 項目） 

 

１３）外貨貸出関連の証憑の簡素化【新規】 

外貨貸出に関する証憑書類について、具体的にどの書類が必要であるかが明確でないため、規

定上に具体的な書類名の記載を要望する。また、①海外銀行がエージェントとなってシンジケートロ

ーンを組む場合や②窓口と証憑書類を管理している部署が異なり、距離上の問題がある場合、③他

行からの借換貸出の場合は、証憑書類の徴求自体が困難であるため、それぞれ①Loan Agreement

を証憑と認めて頂くこと、②覚書を徴求の上、証憑書類の補完期間を延長すること、③証憑書類の徴

求を省略することを要望する。 

 

１４）設備資金における自己資金支払から外貨建出実行までの期間【新規】 

借主が既に自己資金等で事前に支払いを行った設備に対する外貨貸出については、設備資金で

あると確認される場合に限り、自己資金で対応した時より 3 ヶ月以内であれば、設備資金への外貨

貸出が許容されている。しかし、3 ヶ月という期間は極めて短く、期間を延長することを要望する。また、

海外で利用することが確認できる場合は、指定取引外為銀行等へ一定期間の預入を容認していた

だきたい。 

 

１５）国内における外貨実需要のための外貨貸出の容認【新規】 

現在、海外での実需に対応する場合のみ外貨貸出が可能であるが、海外から韓国へ進出してい

る現地法人の回収通貨は外貨であることが多く、為替リスクを無くすために韓国内への支払通貨も

外貨の場合がある。この場合、回収も支払いも外貨であるにも関わらず、韓国内で完結しているため

外貨貸出が出来ないが、このようなケースでは、外貨支払いのエビデンスがあれば、外貨借入を行う

ことを認めていただきたい。 

 

１６）仲介貿易取引の際、受取・支払銀行の一致制度の見直し【新規】 

規定上、仲介貿易取引者が輸入代金を支払う銀行と、輸出代金を受取る銀行は同じでなければ

ならないが、輸入・輸出取引を一つの銀行に集中する韓国の大手取引先はあまりない。輸出入の銀

行が異なる場合、産業通商資源部長官の認定なしに取引を行うには、輸入代金支払銀行が輸出代

金を受取る銀行を指定しなければならない。しかし、取引先に対して輸出代金を受取る銀行を指定す

ることは実際には困難であり、輸出代金を受取る地場銀行も認識が無いケースが多い。当該規定は

実態と合致しておらず、廃止等の対応を検討していただきたい。 
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１７）韓国銀行が運営中の海外送金の報告システムの改善【新規】 

海外送金については、USD1,000 以上は送金目的別に韓国銀行と連結された報告システムに入力

しなければならず、輸入承認証の品目コード等詳細な情報を入力しなければシステム報告ができな

いようになっている。ところが、送金方式が輸入前払送金であれば報告システムに明細を入力する必

要がないため、一部の顧客は、実態とそぐわなくても輸入前払送金と申告している可能性がある。年

間USD 50Mの輸入実績がある企業は海外送金証明書類提出が免除されている外為管理規定に合

わせ、条件に合致する企業の送金に関しては、明細を入力せずにシステム報告できるよう検討して

いただきたい。 

 

１８）内国信用状（ローカル L/C）の決済条件に係る規定の見直し【新規】 

内国信用状（ローカル L/C）の決済条件は、「一覧払い（At Sight）」と定められており、韓国製品を

輸出するに際し、韓国メーカーへの支払いは、通常、荷上前に完了する。これは、メーカーの配船に

よる CFR 条件や CIF 条件の場合も同様であり、配船の瑕疵による契約不履行が発生した場合でも、

メーカーへの支払いは先行して完了している事態となる。一般の取引慣行通り、ローカルL/Cの決済

においても、決済条件は当事者間で決められるよう、制度の改正を要望する。 

 

１９） 外国為替健全性負担金制度等外貨建て資金調達に関わる規制の緩和【継続】 

外国銀行支店の外貨借入れは、その大半が安定資金としての性格が強い国外本支店からの調達

である。2011 年 8 月 1 日施行の外国為替健全性負担金制度では本支店借入れをも対象に含めてい

るため、資金調達コストの大幅な上昇は、外国銀行支店に対して過度な負担を強いるだけでなく、貸

出先である一般企業や地場金融機関向けの貸出利率に転嫁されやすく、韓国経済や産業界全体の

負担増となる可能性がある。 

その改善策として、1)高い負担金料率を現行の半分以下に軽減、2)安定資金としての性格が強い

本支店借入れに対する負担金の軽減措置、3)外国銀行支店が金融サービスを安定的かつ円滑に提

供できる環境を整備すべく柔軟な金融政策、などのご検討をしていただきたい。 

 

２０） 国外支配株主の支払保証による国内借入の支払利息の損金処理の適用 【継続】  

支払保証のみを取得し、国内金融機関より借入れしているケースでは、実際の資金の流れは国内

で完結しているため、他の国内資本の同業他社が行う国内調達と全く同じであり、公平を欠く。この

ため国外支配株主の支払保証があったとしても、国内金融機関より借入れた金額については、同株

主の出資持分の３倍（金融業は６倍）を超過していても、その超過分に対する支払利息及び割引料

は、損金算入できるよう改善をしていただきたい。 
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知的財産分野   （新規 9 項目、継続 14 項目） 

 

２１）特許法における輸出の保護【新規】 

 商標法及びデザイン保護法においては、輸出を権利の実施行為と定め、権利侵害品の輸出に

対し、権利行使を行うことが可能であるが、特許法のみ輸出が実施行為として保護されておら

ず、特許発明侵害品の輸出に対し、権利行使を行うことができない。 

 そこで、特許法においても、商標法及びデザイン保護法と同様、輸出を権利の実施行為とし

て規定することを要望する。 

 

２２）存続期間が延長された特許権の部分における効力範囲の適正化【新規】 

 臨床試験期間等、新薬許可のために必要な期間について、特許権の存続期間の延長が可能で

あるが、韓国では、当該延長された特許権の効力範囲について、当該新薬の有効成分それ自体

に限定するものと解釈されている（特許法院 2013ホ 2828）。そのため、有効成分の一部の塩や

エステルを同等の効力を有する他のものに単に置換したに過ぎない後発の改良薬に対して、権

利行使をすることができない状況となっている。 

 そこで、存続期間が延長された特許権の効力範囲について、有効成分それ自体に限定して解

釈するのではなく、塩やエステルを置換したようなものについても保護対象として解釈するこ

とを要望する。 

 

２３）医薬品許可-特許連携制度における特許権登載の審査基準の適正化【新規】 

 韓米 FTA の発効に伴い韓国薬事法が改正され、医薬品許可-特許連携制度が導入されている

が、当該制度においては、オリジナル薬の特許権を食品医薬安全処におけるグリーンブックに

登載する必要がある。そして、当該特許権の登載に当たっては、食品医薬安全処において登載

可否の審査がなされるため、最終的にグリーンブックに登載された登載特許は、韓国特許庁が

審査を経て権利を付与した特許権と異なる内容となる。そのため、①登載特許が限定的となり、

本来の権利範囲について登載が行えない、②登載特許が限定的であるため、後に許可申請がな

されたジェネリック薬が特許権侵害であるにもかかわらず、特許権者への通知が適正になされ

ない、③登載特許と特許権が異なるため、特許権に基づく権利侵害訴訟に勝訴しても、食品医

薬安全処においては、権利侵害と判断されない可能性がある、④今後の権利侵害訴訟において、

特許権が登載特許に限定され司法判断される恐れがある等の問題を含んでいる。 

 そこで、同様の制度を運営している米国と同様、特許権の登載に当たっては、食品医薬安全

処が審査を行い、本来の権利範囲とは異なる限定的な登載特許とするのではなく、特許権をそ

のまま登載するよう要望する。 
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２４）職務発明制度の改正見直し【新規】 

 先般公布された改正発明振興法（法律第１１９６０号）によると、中小企業以外の場合、使

用者等と従業員等との間で協議を経て職務発明の承継等に関する勤務規定を締結していない

限り、使用者等は、従業員等が特許を受けた職務発明について、通常実施権が得られないこと

されている。しかし、従業員等が特許を受けた職務発明に対し、使用者が通常実施権すら得る

ことができないという制度は、おおよそ先進国では類を見ない厳しいものである。 

 そこで、他の主要国と同様、従業員等が特許を受けた職務発明について、使用者等は、少な

くともこれを実施する権利が得られるよう、制度の見直しを要望する。 

 

２５）侵害訴訟における立証責任バランスの適正化【新規】 

 特許権侵害事件は、その特性上、侵害品を特定する証拠や、侵害行為を立証する証拠、損害

額を立証するための証拠は、被告側が有していることが多く、原告特許権者側がこれを全て立

証することは酷である。そのため、韓国特許法においても、損害額の推定、過失の推定、損害

の計算に必要な文書の提出命令等に関する規定を置き、立証責任の緩和・転換を図っているが、

侵害行為の立証、侵害品等の立証等については、そのような規定が置かれておらず、結局、原

告特許権者の立証負担が依然として大きく、ひいては、きわめて低い特許侵害成立率という現

状につながっており、特許制度が有効に機能していない。 

 そこで、被告が侵害行為や侵害品を否認する場合、被告において自己の行為や物品等を立証

する規定を置き、立証責任のバランスの適正化を要望するとともに、裁判所による文書提出命

令の強化を要望する。 

 

２６）侵害訴訟における訴訟体系の整備【新規】 

審決取消訴訟については、特許法院の専属管轄となっているが、侵害訴訟については、専属

管轄が規定されておらず、高度な技術的判断が要求される特許権侵害訴訟において、裁判所の

専門性の不足等から、安定した裁判が受けられないおそれがある。また、侵害訴訟については、

弁理士による訴訟代理が認められていないが、技術を含めた特許権に関する侵害訴訟を追行す

るためには、弁理士の知見が必要であるため、現実的に弁護士だけでは足りず、結局、弁理士

を保佐人とせざるを得ず、当事者にとって適切な訴訟追行の妨げとなっているだけでなく、不

要な費用負担も発生している。 

そこで、侵害訴訟においても専属管轄を導入することを要望する。また、弁理士にも訴訟代

理権を付与可能とし、適切な訴訟追行が可能となるよう要望する。 
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２７）退職審判官・裁判官の関連事件への関与禁止【新規】 

一つの特許権に関する権利範囲確認審判、無効審判、及び侵害訴訟が同時に進行している事

件において、審判の審決取消訴訟において特許権者側に不利な判断を行った裁判官が退官後、

直ちに当該関連する侵害訴訟の相手方（侵害者側）の訴訟代理を行う事例が発生している。も

ちろん、審決取消訴訟と、関連する侵害訴訟とは、それぞれ別の事件であり、このような行為

は、直接的な除斥ないし忌避の事由に当たらないとしても、当事者にとって裁判の構成を妨げ

る事情として、きわめて不信感を抱かざるを得ず、裁判官、弁護士等の職業倫理にもとる行為

である。 

そこで、権利範囲確認審判、無効審判、訂正審判、侵害訴訟は、実質的に一つの特許を巡る

知財紛争事件として、これらの審判、裁判に関与した審判官、裁判官が退職後、当該事件の訴

訟代理人となることを除斥又は忌避事由とすることを要望する。また、これができない場合で

あっても、このような行為は職業倫理の観点から自ら回避するよう、教育等を通じて弁護士等

法曹関係者の倫理観の向上を要望する。 

 

２８）通常実施権の対抗要件の見直し【新規】 

通常実施権について登録をしなければ、第三者に対し、対抗することができない。そのため、

ライセンシーは、安定的なビジネスのため、ライセンサーが当該特許権を第三者に譲渡する可

能性に備え、当該通常実施権の登録をせざるを得ない状況となっている。しかし、一つの製品

に千件以上にも及び特許権が関連していることも珍しくない昨今、それらすべての特許権に対

する通常実施権を登録し管理することは、人的にも費用的にも負担が大きい。 

そこで、他の主要国と同様、通常実施権について、登録をしなくても第三者に対抗すること

ができるいわゆる当然対抗制度に移行することを要望する。 

 

２９）営業秘密の保護強化【新規】 

韓国の不正競争防止及び営業秘密に関する法律では、営業秘密流出に対し、民事的及び刑事

的制裁が可能となっているが、実際には、例えば、サムスンディスプレイと LG ディスプレイ

といった韓国大手企業同士においてさえ、相互に営業秘密を流出させているとの事件が報道さ

れ、さらに、「２０１２年度知的財産活動実態調査」（韓国特許庁、貿易委員会）によると、営

業秘密の管理指針を遵守しているとする企業は、３４．５％に過ぎず、営業秘密流出が後を絶

たず、日本企業にとって、対韓投資上の障害となっている。 

 そこで、営業秘密流出に対する罰則の重罰化、懲罰的賠償等による賠償額の適正化などによ

り、営業秘密流出に対する抑止力の強化を要望する。また、営業秘密保護に関する教育、啓蒙

を強化し、自社の営業秘密を守るといった観点だけではなく、他社の営業秘密についても遵守

するという企業意識の醸成を要望する。 

  



15 

 

３０）特許法によるコンピュータプログラム自体の保護【継続】 

 コンピュータプログラムの保護に関し、CD-ROMや USBなどの記録媒体に記録されたコンピュ

ータプログラムのみ特許法による保護の対象とされ、コンピュータプログラム自体は、保護対

象となっていない。そのため、例えばインターネット上で流通するコンピュータプログラムに

対しては、記録媒体に記録されていないことから、侵害製品であっても直接的な権利行使を行

うことができない。 

 そこで、コンピュータプログラム自体を特許法で保護可能なよう、早期に立法化することを

要望する。 

 

３１）特許出願におけるマルチのマルチクレームの認容【継続】 

特許請求の範囲を記載するに当たって、他の請求項を多数引用した請求項をさらに多数引用

する記載（いわゆるマルチのマルチクレーム）が認められていない。そのため、特許請求の範

囲の記載が必要以上に冗長となるばかりでなく、発明を様々な角度からみた表現が困難となり、

多面的・網羅的な特許権の取得が困難な状況にある。 

 そこで、日本特許庁及び欧州特許庁のように、マルチのマルチクレームによる特許請求の

範囲の記載を容認するよう要望する。 

 

３２）特許の分割出願の時期的要件の緩和【継続】 

特許決定後であっても、事業戦略の変更等に応じて出願を分割し、より実効性のある強い権

利を取得したいというニーズは、企業等において少なくない。しかし、韓国では、特許決定後

の分割出願は認められておらず、このようなニーズを満たすことができない。 

そのため、特許決定後であっても、一定期間分割を可能とするよう、分割出願の時期的要件

の緩和を要望する。 

 

３３）拒絶理由通知への応答、不服申立等の基本期間の長期化【継続】 

 審査官の意見書提出通知（拒絶理由通知）が国内外出願人問わず、2カ月に指定されている。

しかし、外国出願人は、審査官が通知する拒絶理由の内容等を翻訳する必要があるため、当該

指定期間での対応が困難である。これに対し、当該指定期間の延長が可能ではあるが、そのた

めには、特許管理人（弁理士）を通じた手続きが必要となり、費用負担が発生する。 

 そこで、拒絶理由通知に対する応答可能な基本期間を、他の主要国と同様、3～4か月程度に

設定することを要望する。 
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３４）特許権存続延長制度における外国臨床試験期間の加算【継続】 

 特許権の存続期間の延長に算入可能な期間について、「食品医薬品安全処長の承認を得て実

施した臨床試験期間と食品医薬安全処で必要とされた許可申請関連書類の検討期間を合わせ

た期間」（「特許権存続期間の延長制度運営に関する規定」、特許庁告示第2012-17号）と規

定していることから、外国での臨床試験期間は、韓国食品医薬品安全処において当該新薬の許

可等のための資料として参酌した場合であっても、当該算入期間として認められていない。 

 そこで、日本と同様、新薬許可において当局が参酌した臨床試験は、外国実施されたもので

あっても、特許権の存続期間の延長に算入可能な期間とすることを要望する。 

 

３５）デザイン無審査（一部審査）登録物品の見直し【継続】 

流行性が強くライフサイクルの短い物品に対し早期に権利付与を行うべく、デザインの無審

査(一部審査)登録制度が設けられている。しかし、無審査で登録する対象が分類により決定さ

れているため、プリンター等、流行性が強くない製品も多数含まれている。 

 そこで、デザイン無審査（一部審査）登録の対象となる物品を単に分類等により硬直的に決

定するのではなく、個々の物品のライフサイクル等の特性を吟味した上で決定するよう要望す

る。 

 

３６）商標の先後願に関する規定適用の判断時期改善【継続】 

他人が先に商標を出願し、商標登録 Aを受けている場合、その後に出願した同一又は類似の

商標 Bは、登録を受けることができない。しかし、韓国では、登録商標 Aと商標 Bとが同一又

は類似であるか否かの判断を、他の主要国とは異なり、商標 B の出願時を基準に行っている。

そのため、商標 Bの審査時において登録商標 Aが消滅していたとしても、商標 Bの出願時に存

在していた場合は、既に存在しない登録商標 Aによって、商標 Bが拒絶されるという状況とな

っている。これに関し、2013年 4月に公布された改正商標法（法律第 11747号）により、不使

用取消審判において審判請求人と出願人とが同一である場合に限り、当該判断時期を後の商標

出願の登録可否決定時を基準に行う旨の法改正がなされているが、これは、審判請求人と出願

人に限られている上、不使用取消審判以外の原因により登録商標が消滅した場合には当然適用

されず、依然として上述の問題が残されている。 

そこで、他の主要国と同様、他人が先に出願した登録商標とその後に出願された商標とが同

一又は類似であるか否かの判断を行う際には、その後に出願された商標の登録可否決定時を基

準に審査するよう要望する。 

 

３７）商標の指定商品の包括的な記載の拡大【継続】 

例えばプリンターとプリンターカートリッジのように、本体商品とその付属品等を包括的に

指定商品として記載することが一部認められるようになっている。しかし、そのような包括的

な記載が認められる範囲は、依然として限定されている。 

 そこで、商標出願時における指定商品の記載方法として、本体商品とその付属品といった包

括的な記載を広く許容するよう、今後も見直しを要望する。 
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３８）無効審判の請求人適格の緩和【継続】 

韓国の無効審判制度では、何人でも無効審判を請求できる期間は、登録公告から３ヵ月経過

前に限られ、それ以降は、利害関係人と審査官以外、無効審判を請求することができなくなる。

しかし、特許権は、排他的独占権という強力な権利であることから、新規性や進歩性等が欠如

する権利を維持することは、公益的観点から望ましくない。また、請求人適格を制限している

ため、本来、当該特許に無効理由があるか否かという本来の争点とは関係なく、請求人が利害

関係者に該当するか否かといった争点が惹起されている。 

そこで、本来無効とすべき理由を有する特許権については、いつでも何人でも無効審判を請

求可能な制度とすることを要望する。 

 

３９）侵害訴訟における法院での特許権等の有効・無効判断【継続】 

 先日、韓国大法院全員合議体において、無効審決が確定する前であっても、その特許が無効

審判によって無効になることが明白な場合は、その特許権に基づいた権利行使は、特別な事情

がない限り権利乱用として許容されるものではなく、侵害訴訟において、法院が当該特許発明

の進歩性の有無について審理、判断をすることができるものとして、特許無効の抗弁を認める

旨の判決（2010 ﾀﾞ 95390、2012年 1月 19日判決宣告）を行った。一方で、このような重要な

判決がなされているもかかわらず、韓国特許法にはこれが反映されておらず、不安定な状態と

なっており、安定した運用がなされるか否か懸念を生じている。 

 そこで、当該判決の趣旨を特許法に反映することを要望する。 

 

４０）予見性のある安定した権利の付与【継続／内容変更】 

 審査官による審査を経た特許権に対し、後の無効審判による無効率が他の主要国よりも高く、

安定した特許制度の妨げとなっている。 

 そこで、瑕疵のない予見性のある強い権利の設定がなされるよう、審査、審判、法院におけ

る特許性等の判断基準の統一を図っていただきたい。 

 

４１）間接侵害規定の拡充【継続】 

 特許発明の生産又は実施に用いられる部品や材料等を譲渡する行為等は、いわゆる間接侵害

として権利侵害の一つとみなされるところ、韓国の特許法では、間接侵害として認められる範

囲が特許発明の生産又は実施に「のみ」使用する部品や材料等を譲渡する行為等に限られてい

る。そして、法院において、その部品や材料等が特許発明の生産又は実施に「のみ」使用され

る物であるか否かが厳格に判断されていることから、結局、間接侵害の適用が困難となり、特

許権の十全な保護が図られていない。 

そこで、権利保護強化の観点から、悪意をもって（特許権の侵害に用いられることを知りな

がら）特許権の侵害に使われる部品や材料を譲渡する行為等について、広く間接侵害とみなす

よう、法改正を要望する。 
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４２）知的財産権侵害に対する損害額の適正化【継続／内容変更】 

韓国特許法等では、権利侵害に対する損害の額の推定規定や、侵害行為に対する過失の推定

規定が導入され、知的財産権侵害に対する権利者保護の強化が図られているものの、実際には、

法院で認められる損害賠償額がきわめて低額であり、実態のライセンス料に満たない場合も少

なくない。そのため、権利者の保護が十分に図られていないばかりではなく、むしろ事前にラ

イセンス料を支払うよりも、権利侵害訴訟で負けた方が得であるといった雰囲気が醸成されて

おり、他人の知的財産権を尊重するという土壌の形成が妨げられている。 

 そこで、損害賠償額の認定適正化や懲罰的損害賠償制度の導入のほか、最終的に損害額の立

証ができない場合であっても、事案に応じて裁判所が相当な損害額を認定する制度を導入する

ことを希望する。 

 

４３）日本コンテンツに対する規制の撤廃【継続】 

いまだに地上波における日本のバラエティやドラマ等の規制がなされている。そのため、番組フォ

ーマットを含め、日本コンテンツに対する模倣被害が助長されている状況である。 

 

 

個別要望事項  （新規 9 項目） 

 

４４）安全・環境配慮と企業活動のバランスのとれた「化学物質の登録及び評価に関する法律」及び

「化学物質管理法」に係る下位法令の制定【新規】 

化学物質の登録及び評価に関する法律及び化学物質管理法が制定され、今後実際の運用をす

るための規則の制定が行われるが、このような制度が策定され、環境が整っていくことは環

境・安全等の観点から非常に良いことではあるが、法律及び規則の中身及びその運用の仕方に

よっては 国内外の関係企業に様々な影響が懸念される。具体的には、新規化学物質の登録に

おける少量免除、Ｒ＆Ｄ免除、企業秘密の保護、管理法における課徴金制度、場外影響評価等

については、厳格な規制の導入に伴い、煩雑な手続きによるコストや時間がかかることから、

環境や安全という非常に重要な問題に十分配慮しつつ、一方で企業の活動の障害とならないバ

ランスのとれた形での化学物質管理制度の運用が可能となる下位法令を制定していただきた

い。 

 

４５）仕入先に対する書面「遅延発給」に対する過料賦課の例外【新規】 

過去は書面未交付だけ過料を賦課していたが、2013年5月.22日に改正された公正取引委員会告

示によると、仕入先に書面を遅く発行した場合も過料を賦課するよう規制を強化したため、継続取引

がある仕入先との基本契約を締結している場合で、顧客の緊急発注など、速やかに対応しなければ

ならない場合に限っては、口頭で先発注し、配達‧引渡しや届け日から 10 日以内に書面を発行できる

よう制度の改善をしていただきたい。 
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４６）ＩＴ製品への関税賦課の免除【新規】 

韓国は WTO 加盟国であり、1996 年の WTO シンガポール閣僚会議にて、ITA 加盟国間での ITA 

品目輸出入では非課税と規定しているにもかかわらず、韓国税関において一部品目（プロジェクター

など）が課税対象のままになっている。品目分類の見直しと関税率の修正及び補正後の関税率の遡

及適用をしていただきたい。 

 

４７）K マーク、ECO マークの認証制度の見直し【新規】 

KマークとECOマークは自発的プログラムでありながら公共入札の暗黙的条件になっており、認証

取得にあたっては工場査察が条件になっている。特に ECO マークの場合、認証維持には毎年の工場

査察も必要であり、会食費用などこれら工場査察費用はすべて企業負担となっている。認証制度の見直

しを実施して、当該認証取得のプロセスを簡素化し、申請手続きは企業からの書類申請のみとして工場

査察を廃止するか、または、査察費用(会食費用含む)の企業負担全廃をしていただきたい。 

 

４８）新薬評価時、評価基準に対する弾力的な運営【新規】 

 新薬評価時の費用効果性を判断する基準であるＩＣＥＲ臨界値は疾患と薬剤特性によって考慮されるべ

き指標であるが、抗がん剤等の固定的な臨界値の運用により費用効果性が立証できない新薬があること

から、ＩＣＥＲ臨界値の弾力的な運営と評価基準の明示化をしていただきたい。 

 

４９）臨床資料が不十分な新薬に対する評価基準緩和【新規】 

 希少疾患治療薬（オーファンドラッグ）の場合、限られた患者と疾患特性から臨床資料が基準を満たさな

い場合が多く、更に phase2 臨床資料で食品医薬品安全処から許可を得たにも関わらず、保険給与評価

時に資料不十分として認定をもらえず、患者に提供できないことがあるため、希少疾患治療薬については

例外規定を設け、必ずしも全部の資料が揃わない場合でも給与評価が適正にできるように改善していた

だきたい。 

 

５０）薬価交渉指針の第 11 条 1 項 6 号見直しについて（３か国以下収載時、交渉参考価格最低価格の

80％以下規定の削除要望）【新規】 

薬価交渉指針の第 11 条 1 項 6 号の｢3 カ国以下収載時、交渉参考価格最低価 80%以下｣規定は、薬の

臨床的な有用性と費用効果性とは関係なく、薬の価値を収載国の数値で決めるという事であり、現在の

薬価交渉の主旨から外れた条項と考える。 

そこで、｢３カ国以下収載時、交渉参考価格最低価 80%以下｣規定を廃止いただき、政府や規制当局が

進めている制度内矛盾点の是正につながること、そして健康増進に役立つ薬剤の参入障壁を少しでも減

らすことにより、企業投資枠の拡大、韓国国民の健康増進への寄与が図られる。 
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５１）食品医薬品安全処の医薬品電子申請サイトでの申請処理期限改善【新規】 

 Ｅｚ－ｄｒｕｇシステムの申請処理状態と検討予定期間が明確でないために申請処理期限の承認予定日

の予測が不確かであることから、Ｅｚ－ｄｒｕｇシステム申請処理状態並びに検討予定期間の現況を公開し

ていただきたい。 
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建議事項（本文） 

 

１． 労働･労使関係分野  

 

件    名 １．通常賃金の定義及び計算方法【新規】 

現状／問題点 

延長勤労手当や夜間勤労手当などの算出の基礎となる「通常賃金」について

は、勤労基準法施行令において「勤労者に定期的・一律的に所定勤労または総

勤労に対して支払うことと定められた時間給金額・日給金額・週給金額・月給金

額又は請負金額をいう」と定義されており、通常賃金算定指針（労働部例規第

476 号）において、「就業規則などに支給条件、金額、支給時期が定められたり、

全勤労者に慣例的に支給して社会通念上勤労者が当然支給してもらえるとの期

待をもたらす場合」に支払われる賞与金については、「平均賃金」に該当するも

のの「通常賃金」には該当しないと例示されているところである。 

 一方、2013 年 12 月 18 日の大法院全員合議体判決では、賞与をはじめとし、

雇用労働部の示した例示の中で通常賃金に含まれない手当についても通常賃

金に含まれるとしていることから、企業が通常賃金の計算をする上で、大きな混

乱が生じ、将来の経営に重大な懸念を抱かざるを得ない。 

改善要望 

通常賃金の算定に当たっては、従来から雇用労働部の定めた通常賃金算定

指針に基づいて、それぞれの企業で算定をしてきたところであるが、今般の大法

院判決により、多くの企業で通常賃金の算定方法の見直しのみならず、過去に

遡って未払い賃金を清算するおそれが生じているところである。 

雇用労働部の定めた通常賃金算定指針に従って算定をしていたにもかかわ

らず、このような状況を招いたことは、大変遺憾であり、その責任をすべて企業

に求めることはとても容認できるものではない。本件は、本来、厳密に規定され

てしかるべき通常賃金の定義が法令上多様な解釈を生ずる規定となっているこ

とに起因して生じた問題であることから、雇用労働部がこれまで運用してきた通

常賃金算定指針の趣旨を明確に法令上に規定し、その解釈を巡って争うような

事態が二度と生じないよう、適切な対応をお願いする。 

また、通常賃金の算定方法を見直す場合には、企業経営に与える影響を十分

に考慮した上、必要な準備期間を持たせることは最低限の対応として、過去の

賃金未払い分の取り扱いについても、企業負担の程度や労使合意の有無にか

かわらずこれまで通常賃金算定指針通り対応してきた企業の負担にならないよ

う貴政府が適切に対応することをお願いする。 

関連機関、 

関連法令等 

勤労基準法 

勤労基準法施行令第 6 条 

通常賃金算定指針(改正 2012. 9. 25 、雇用労働部例規第 47 号) 

備   考  
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件   名 ２．就業規則の不利益変更時の同意義務撤廃【継続／内容変更】 

現状／問題点 

貴政府も御承知の通り、就業規則とは各事業場において勤労者が守らねばな

らない労働条件や服務規律等に係る具体的内容を定め、これを使用者として明

文化し勤労者に周知するものであり、勤労者から提供される勤労を合理的且つ

能率的に運営するために統一的・画一的な成文規範が必要となるものである。 

本就業規則の作成・変更にあたり、日本では労働基準法第 90 条において、

「使用者は就業規則の作成又は変更にあたり労働組合又は労働者の過半数を

代表するものの意見を聴く」とし、当該変更が不利益な場合には、労働契約法第

9 条において、「使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することに

より、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはでき

ない」という原則を掲げつつも、「但し、次条の場合は、この限りでない」として、

「就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要

性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の

就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の

内容である労働条件は当該変更後の就業規則に定めるところによる」（労働契

約法第 10 条）と定めている。つまり、就業規則の不利益変更に係る労働者の合

意がない時でも、当該変更後の就業規則が合理的なものである時には、不利益

変更に合意しない労働者に対しても有効に適用されるのである。 

一方、韓国の勤労基準法第 94 条第 1 項においては、就業規則の作成・変更

手続きにあたって「就業規則を不利益に変更する場合には、労働組合又は勤労

者の過半数の同意を得なければならない」とされているのみで、日本労働契約

法のように法律面において例外が認められておらず、尚且つ行政上の手続きに

おいても本勤労基準法の力が強く働くため、就業規則の変更自体に企業が躊躇

している状況。 

貴政府における労働政策（例：「有給休暇促進制度見直し」、「定年 60 歳延長

義務化と雇用支援金制度(賃金ピーク制導入)」）においても、不利益変更同意

義務のためにスムーズに進まず、企業としてのメリットに繋がらない恐れもあると

思料する。 

改善要望 

上記現状及び問題意識を踏まえ、以下の２点についてご検討願いたい。 

① 勤労基準法第 94 条第 1 項（規則作成、変更手続）にある「不利益変更時の

同意義務」の撤廃か、日本労働契約法のように、当該変更が合理的なもの

である場合には不利益変更が有効とされる例外条項を追加導入されたい。 

② 勤労基準法において規定されている手続き面の改定、すなわち、 

a. 就業規則の作成・変更にあたっての労働部長官への届出（勤労監督官

の審査）義務の撤廃 

b. 判断力のある司法機関での判断 

を要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

勤労基準法第 94 条第 1 項 

備  考  
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件    名 ３．有給休暇の買い取り禁止【継続】 

現状／問題点 

2012 年の制度改正等、雇用労働部としても年次有給休暇の取得促進に向け

た施策に注力していることは理解するも、これが実際の年次有給休暇取得率向

上に反映されているかは疑問である。 

韓国の労働者の年間平均労働時間は、依然として OECD 諸国の中で突出し

て高い状況にある。なお欧米の主要国では（一部の退職時精算を除き）未消化

分の買取りを禁止しているケースが多く、その他地域（中東やアジア、南米）にお

いても、（積極的な有給休暇取得も手伝い）部分的な買取りに留まっている。斯

かる法規制を受け、SJC 会員の中で世界各国に拠点を有する企業においても、

有給買取制度を実施している海外拠点は少なく、また実施している拠点の大半

は有給消化率が非常に高いのが実情である。 

ワークライフバランスの改善の観点からのみならず、有給休暇の取得促進と

年間労働時間の短縮を通じたワークシェアリングの促進は、経済民主化・格差

解消や、国内需要の活性化という韓国政府の基本政策方針に合致するものと考

えることから、労働者の権利保護の観点よりも、有給休暇消化率の促進を重視

した施策を期待する。 

改善要望 

上記現状及び問題意識を踏まえ、以下の 3 点についてご検討願いたい。 

（１） 有給休暇の買取補償を原則禁止化 

（２） （上記が困難な場合）「有給休暇の買取廃止」または「買取対象の上限日

数設定」を不利益変更から除外 

（３） 有給休暇取得促進に向けた施策・広報活動の実施 

① 旧正月・中秋節以外に、一週間程度の連続休暇取得を推奨。 

② 有給休暇取得率の数値目標設定と、これを達成した企業へのインセン

ティブ付与 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

雇用労働部 

＜関連法令＞ 

勤労基準法 1 条、5 条、61 条、94 条 1 項 

備   考  
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件    名 ４．非正規職の使用期間制限延長【継続／内容変更】 

現状／問題点 

貴政府は非正規職保護政策を強化しているが、統計庁発表の数字を見る

と 2009 年の非正規職保護法施行以降も非正規職の割合に大きな変化は見

られない。(2010 年 35%, 2011 年 34%, 2012 年 33%、2013 年 32％) 

非正規職の割合が高い要因は、主に以下の 3 点にあると考える。 

（１）手厚い正規職保護 

社会環境の変化の激しい現在、企業は柔軟な組織運営を行う必要がある

が、現状の手厚い正規職保護のもとでは、将来の大きな負担となる可能性

のある正規職の採用には慎重にならざるを得ないのが実情である。 

（２）非正規職の短い使用期間 

韓国社会において非正規職に対しての低いイメージ （社会的ステータス・

賃金）が定着しているが、これは 2 年間という短い雇用期間であるがために、

非正規勤労者のほとんどが単純な業務や作業にしか従事しておらず、市場

価値が低位に留まっていることが一因であると考える。 

2 年間という期間では勤労者のスキルアップが図れないばかりか、使用者が

非正規社員を正規社員として雇用できるか見極めるのにも短すぎる。SJC 法

人会員に対して非正規社員の使用期間（2 年間）についてどう思うかとのアン

ケートを実施したところ、非正規社員を雇用している会社の半数以上が短い

と回答した。その理由としては使用者も勤労者も 2 年を超えて非正規社員と

しての継続勤労の意思があるのにも関わらず、継続雇用できないというもの

が多かった。ライフスタイルの多様化により、非正規職として長期勤労を希望

する勤労者もいる。使用者側としても正規職での雇用は難しいが、非正規職

であれば雇用できるというケースもある。 

（３）非正規職の自発的選択 

統計庁発表の 2013 年 3 月労働形態別付加調査結果によると、非正規職

の雇用を自発的に選択した非正規職勤労者は 49.2％であり、非正規職の半

数近くは自発的に非正規職雇用を選択している。現代社会においては勤務

形態や勤労に対する価値観も多様化しており、ワークライフバランスのため

に非正規職を自発的に選択する人も多い。非正規職から正規職への転換を

図ることが、必ずしも勤労者保護に繋がっていないと考える。 

改善要望 

（１）非正規職の使用期間延長 

①昨年の建議に対し、貴政府からは「使用期間を2 年から最長4 年に延

長する法案は第 18 代国会に提出されたが、労使間で立場の齟齬が大き

く所轄常任委員会に上程されないまま廃案になった」との回答をいただい

ている。労使間の立場の齟齬について、具体的にどのような議論があっ

たのかをご提示いただきたい。 
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②上述のとおり、勤労者の安定的な雇用機会確保のためにも、非正規職

の使用期間の延長をご検討いただきたい。 

③日本では専門性の高い 26 業務では派遣期間は無制限となっている。

例外職種や例外条件の制定についてもご検討いただきたい。 

（２）常用雇用型派遣事業の法制度化 

①昨年、貴政府からは法制化について「慎重に検討する計画」との回答

をいただいたが、現在の検討状況や今後のスケジュールにつきご開示い

ただきたい。 

②近年若年層の高い失業率が社会問題化しているが、若年層に安定し

た雇用条件のもと、多様な就業機会を提供することで雇用のミスマッチを

防ぎ、失業率改善にも寄与すると考えられる当該事業の法制度化をご検

討いただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

期間制および短時間勤労者保護等に関する法律 

派遣勤労者保護等に関する法律 

備   考  
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２．税務分野 

 

件名 
５．外国人投資家の配当金減免税制の改善（(租税特例制限法施行令第116条

の2第13項)【新規】 

現状／問題点 

韓国で（税金の）減免事業と非減免事業を同時に営んでいる外国人投資企業

から外国人投資家が受取る配当金に関する税金減免の際、昔は非減免事業で

発生した事業所得に関わる配当金に租税協約上の制限税率（5%、15%）を適用し

た税額を源泉徴収するようにした[法規-3785、2006年9月13等]。しかし、租特法

施行令116条の2第13項の改正（2013年2月15日付）により、同日以降に支払う

配当金は、非減免所得で発生した配当金に法人税率（22%）を適用した配当税額

と全体所得（減免・非減免を問わず）に租税条約上の制限税率（5%、15%）を適用

した金額のうち少ない金額を納付するようになったため配当税額が増えている。

以下の表参照。 

 

 【改正法令による効果】 

 改定前 改正後 

所得区分 減免所得 非減免所得 全体所得 

配当金額 90 10 100 

税率 0% 

22%(法人税率)では

なく5%(制限税率を

適用) 

 

税額 90 * 0% = 0 10* 5% = 0.5 

Min(①、②)=2.2 

①10(注)*22% = 2.2 

②100*5% = 5 

(注) 100‐[90(減免対象所得)*100%(減免率) ] 

 

上記の法律改正前に韓国に投資し、高度技術随伴事業など減免事業を行っ

ている日系企業の税金負担が大きくなっている。投資時点で予測した配当金税

額が改正され、発生主義（同日以降発生する所得に関する配当金から適用）で

はなく現金主義（同日以降配当する分から適用）により課税されたら予測可能性

が少なくなる。又、遡及課税の問題も発生する。 

改善要望 

過去の解釈事例[法規-3785、2006年9月13等]のように減免事業で発生した配

当額に対する減免後税額と非減免事業で発生した税額に対してそれぞれ租税

協約上の制限税率を適用するように改正するか、その適用時期を法律改正後

に発生した繰越余剰金に関わる配当ときから適用するのが望ましいと考えられ

る。 
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関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

租税特例制限法施行令第 116 条の 2 第 13 項 

備  考  
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件名 
６．国税の正常価格と関税の課税価格間の調整のための更正請求制度の改善

(国際租税調整に関する法律第10条の2、関税法第38条の4)【新規】 

現状／問題点 

 

輸入業者に対する不合理な租税負担を軽減するため2011年12月31日に国際

租税調整に関する法律及び関税法に該当条項（国税の正常価格と関税の課税

価格を相互連係及び調整する）が制定されている。即ち、二重課税防止のため

に関税の課税価格が更正される場合に国税を更正請求したり、国税の正常価

格が更正される場合に関税を更正請求できる制度が設けられているが、国税調

査や関税審査においては関連法規が必ずしも、正しく適用されているとは言い

難く、輸入業者に一方的に不利な状況が生じている。両価格間に差が発生し、

一方の課税官庁で課税された場合、具体的にどのようなケースが更正請求の

対象になるか、その差をどのように算定するかの計算根拠が規定されておら

ず、更正請求制度が活性化されていないのが現状である。 

国際租税調整に関する法律の‘国税の正常価格と関税の課税価格間の調

整のための更正請求’が 2012 年 7 月 1 日施行された以降、該当規定に基づい

て更正請求を行っている案件が 2～3 件あるが、いずれも棄却されている。 

該当更正請求が棄却されることに対し、両課税当局は国税の正常価格算出方

法と関税の課税価格決定方法は計算根拠が相違することから、関税法により決

定された課税方法を国際租税調整に関する法律では受け入れ難いという立場

である。このような観点から接近するならば、ほとんどの場合、本制度の適用が

不可能である。 

改善要望 

国税庁と関税庁は、 国税の正常価格または関税の課税価格が更正された場

合で、具体的にどのような価格調整が更正請求対象になるかを法令にその要

件を具体的に規定していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

国際租税調整に関する法律第 10 条の 2、関税法第 38 条の 4 

備  考  
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件名 
７．過小資本税制適用時の通常条件の借入金に関する課税当局の承認手続

の新設(国租法第 14 条第 3 項,国租令第 27 条)【新規】 

現状／問題点 

国際租税調整に関する法律において、国外支配株主からの借入金が自己

資本の 3 倍(金融業の場合、6 倍)を超過する場合には、超過する部分の借入

金に対する支払利子は損金として認められていない。  

 これをいわゆる｢過小資本税制｣と呼びますが、法人が、国外支配株主から

の借入金を通常の条件で行われた借入金であることを証明した場合には、上

記の倍数を超過する部分の借入金に対する支払利子も損金として認められる

こととされている。 

 通常の条件で行われた借入金であるかどうかを証明することにつき、関連

施行令では、当該借入金が事実上の出資に該当しないことについての証明

資料及び比較可能な法人の自己資本に対する借入金の倍数に関する資料を

法人税申告期限までに課税当局に提出するように規定されている。 

 関連施行令は、上記の証明資料を課税当局に提出するという規定が規定さ

れているのみであり、課税当局が当該資料の提出を受けた際の承認義務、承

認手続及び承認期限に関する規定は規定されておらず、また、当該証明資料

の提出の持つ効力についても規定されていない。 

 これにより、納税者は、現行関連法令のみでは予測可能性が著しく低いた

め、通常の条件の借入金に該当している場合にも、現実的には自己資本の 3

倍を超過する借入金に対応する支払利子は保守的に損金として処理していな

いのが実情。 

改善要望 

 課税当局(管轄地方国税庁長)の承認による減価償却資産の耐用年数の特

例適用と同様、法人が通常の条件の借入金であることを証明する書類を提出

した場合の課税当局の承認手続関連規定を制定していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

国租法第 14 条第 3 項、国租令第 27 条 

備  考  
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件    名 ８．ゼロ税率の適用対象であるその他外貨獲得役務の範囲【継続】 

現状／問題点 

現行の法律上、ゼロ税率の適用対象になるその他外貨獲得役務の範囲に

関して施行令でその業種を列挙する一方、その業種の判断は韓国標準産業

分類(「KSIC」)によって解釈することになっている。これに対し、下記のように制

度の改善が必要であるものと判断される。 

メーカーの現地法人が本社に 特定役務（市場調査、販売支援及びアフター

サービスなど）を提供し役務対価を受け取る場合、その対価が付加価値税法

上のゼロ税率の対象になるかが疑問である。即ち、メーカーの現地法人の業

種分類が付加価値税施行令第26条の第1項の「事業施設管理及び事業支援

サービス業」、もしくは、「商品仲介業のうち、商品総合仲介業」に該当すれば

ゼロ税率になるが、詳しく調べてみたところ、どちらにも該当しない可能性が高

い。 

なお、事業施設管理及び事業支援サービス業は韓国標準産業分類

(「KSIC」)によって解釈することになっているが、詳細をみたところ本件の提案

企業が提供している業務（ 販売支援：市場調査、連絡業務、商品仲介など）

は該当しない。また、同社はメーカーの現地法人であるため商品総合仲介業

には該当しないと思われる。さらに同社は外貨獲得業務を行っているが、韓国

標準産業分類(「KSIC」)上、当てはまる業種が見当たらず、付加価値税法施行

令にも列挙されていない。 

改善要望 

OECD の International VAT/GST Guideline の消費地の概念を準用すれば、

外国法人に供給される役務で、その消費地(役務の産出物が帰属及び使用さ

れるところ)が国外ならば役務輸出の性格なので、ゼロ税率を適用するのが先

進的な租税制度であると判断される。 

上記のような販売支援サービス業は外貨を獲得する産業なので問題なくゼ

ロ税率の適用を受けられるように ゼロ税率の適用対象のその他外貨獲得役

務の範囲を下記の通り規定してほしい。 

1． 列挙主義ではなく、包括主義及び排除方式の採用(2001.12.31 大統領令

第 17460 号で改正される前の規定方式)。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

付加価値税法施行令第 26 条第 1 項 

備  考  
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件    名 
９．韓国に拠点をもっていない日本企業の生産委託に関する付加価値の取り

扱い【継続】 

現状／問題点 

韓国に拠点を設置せず、韓国企業に生産を委託し、委託生産された財貨を

海外に搬出せずにそのまま韓国内で販売する場合、事業者登録を行い、税金

計算書を発行すべきかについて疑問点がある。 

現行の付加価値税法上、法人税法第 94条による国内事業場を外国法人の

事業場と規定しており、一般的に法人税法第 94 条の規定による国内事業場

の範囲は、各租税条約で規定する恒久的施設（PE：Permanent Establishment)

の範囲より幅広く規定されている。従って、租税条約で規定する PE の範囲に

は該当せず法人税が課税されない場合にも、法人税法第 94 条による国内事

業場の要件を満たす場合、付加価値税法上の事業者登録及びその他付加価

値税法上の諸義務を負うことになる。 

即ち、韓国に拠点を持っていない日本企業が韓国企業に生産を委託し、委

託生産された財貨を海外に搬出せずに韓国内で販売する場合、在庫保有代

理人(法人税法施行令第 133 条第 1 項 1 号)に該当し国内事業場になり、ほと

んどの租税条約ではこれを PE と規定していないため法人税の納税義務はな

いが、付加価値税法上の事業者登録及びその他申告納付義務が発生する。

最悪の場合、法人税の申告納付義務はないが、付加価値税の申告納付義務

のある事業場がでる矛盾がある。 

改善要望 

上記のような理由で、付加価値税法施行令第4条第5項の外国法人に対す

る事業場規定の但書として、「ただし、租税条約により、法人税または所得税

が課税対象になる所得に関連する場所に限る」を入れることを建議する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

付加価値税法施行令第 4 条第 5 項 

備  考  
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件    名 １０．輸出企業に供給する輸入付加価値税の取り扱い【継続】 

現状／問題点 

輸出企業に供給する財貨に対しては一定要件(内国信用状による供給など)

を満たした場合、付加価値税のゼロ税率を適用して支援をしている。しかし、

財貨の輸入時には輸入財貨が輸出用に使われるかどうかに拘わらず、税関

長が例外なく付加価値税を徴収している。 

例えば、財貨の輸入者が輸出企業に財貨を供給する場合、輸入時には付

加価値税を税関に納付しなければならないが、財貨の供給時にゼロ税率が適

用されるため付加価値税の徴収ができないため、輸入者は付加価値税の還

付時まで資金不足が発生する。 

付加価値税の還付額がある場合は付加価値税の徴収部署(税関)と還付部

署(税務署)が異なり、政府の各部署の理解関係による 還付遅延が偶々発生

され、輸入企業の資金不足が生じるころがある。 

改善要望 

付加価値税法第 11 条(ゼロ税率の適用)の規定に財貨又は役務の供給だ

けではなく、財貨の輸入も追加し、輸出企業に供給される財貨の輸入など、一

定条件を満たす輸入取引に対してゼロ税率が適用されるようにしてほしい。も

しくは、輸入付加価値税の徴収を猶予してほしい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連法令＞ 

付加価値税法施行令第 11 条 

備  考  
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件    名 

１１．外国所在の親会社の資産総額算定時の適用換算率【継続／内容変更】 

（中小企業基本法施行令第 3 条（中小企業の範囲）の第１項２号（所有と経営の実

質的独立性）ナ目に関連し、第 7 条の 2（資産総額）第３項の外国法人の資産総額

をウォン価に換算する場合に適用される換算率） 

現状／問題点 

30%以上の株式を所有している日本所在の親会社の資産総額(日本円)には

変化が無いにも関わらず、 韓国通貨への換算時、変動する交換率を適用する

ために 2011 年度まで中小企業であった会社が、2012 年度には交換率の変動

に因って親会社の資産総額が 5,000億ウォンを超過する金額が算出され、その

為に中小企業より除外される事態が発生し、安定した会社経営に支障を受け

ている状況である。 

2013 年 12 月に『中小企業の範囲制度』が大幅に改編され、2015 年より施行

することが確定したが、 交換率変動に依る問題点は全く改善されておらずこ

の様な交換率の不安定要素の無い内国人中小企業に比較して、外国人投資

中小企業は絶えず不安定な環境で経営せねばならない不利益を強要されてい

る。 

改善要望 

中小企業基本法第７条の２（資産総額）第３項を、外国人投資中小企業の安

定的経営基盤確立の為に下記の通り改定することを要請する。 

（１）会社の設立登記日の交換率もしくは直前事業年度末日現在の交換率を適

用し、換算された金額の小さい方を選択する。 

（２）事後に増資が行われた場合は、増資資金の銀行への払い込み日の交換

率もしくは直前事業年度末日現在の交換率を適用し、 既存の資本金と増資

額の比率に合わせ案分計算する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

産業通商資源部、中小企業庁 

＜関係法令＞ 

中小企業基本法施行令 

備   考 
大企業（財閥グループ）等による蛸足経営を遮断するために定められた韓国独

特の法令であり、他国では類を見ないものである。 
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件    名 
１２．韓日租税条約における組織再編による事業譲渡類似所得課税について 

【継続】（外国本社合併・分割時、国内子会社株式の譲渡差益課税除外） 

現状／問題点 

韓日租税条約では、株式の譲渡課税については第１３条２項で規定してお

り、そこではいわゆる「事業譲渡類似課税」として非居住者と非居住者との間

（要は日本国の中で韓国の会社の株式を譲渡するケース）での株式譲渡につ

いても営業権の譲渡とみなされて、韓国で課税権が生じる旨が示されている。 

多くの先進国では、こうした組織再編に係る税制においては、片方の国で税

制適格要件を満たした場合にはもう片方の国では課税されないということにな

っているが、韓国とカナダは上記が整備されていない。 

韓国の会社につき、日本の親会社が日本の組織再編税制を満たした上で

再編を行う場合、事業再編による株式譲渡は日本では課税されないが、韓国

で営業権の譲渡課税の問題が生じ、組織再編が進まない。 

改善要望 

租税条約を他の先進国並みに改訂（事業再編による株式譲渡は課税しな

いなど）していただくのがベストだが、条約改定しないまでも、交換公文手法等

で実質的な改訂をしていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 
 

備  考  
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３．金融分野 

 

件    名 １３．外貨貸出関連の証憑書類の簡素化【新規】 

現状／問題点 

(1)外貨貸出に際し、徴求が必要な証憑書類について、事例の記載が無く、何が必

要な書類か具体的に分からない。 

(2)居住者の外貨貸出をシンジケートローンで行う場合、海外エージェント銀行から

証憑書類を徴求することは困難である。 

(3)貸出を受ける企業側において、証憑書類を保管している部署と銀行窓口である

部署が異なっている場合、距離上の問題や物理的な事由から、証憑書類を確認

するのに時間を要する。  

(4)他行からの借換貸出の場合、時間の経過により過去のエビデンスの徴求に多く

の時間がかかる、もしくは徴求ができない場合がある。 

改善要望 

（1） 例えば「輸入については Import License、役務についてはインボイス及び

契約書の徴求が必須」等の事例文言を規定へ追記する。 

（2） 参加銀行の場合は Loan agreement を証憑書類の代替として容認する。 

（3） 事前に覚書を徴求する場合、書類の補完期間を延ばすこととする。  

（4） 他行からの借換貸出については、他行により実需の確認が行われているは

ずであり、実需証憑書類の徴求を省略する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国銀行 

＜関係法令＞ 

外国為替取引業務取扱細則第 2-11 条 

外貨貸出取扱指針 6.実需要証憑の認定範囲 

備   考  
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件    名 １４．設備資金における自己資金支払から外貨建出実行までの期間【新規】 

現状／問題点 

外貨貸出取扱指針によると、借主が既に自己資金等で事前に支払いを行った設

備に対する外貨建貸出については、使途及び時期に適った資金でない為、原則認

定されない。 

しかし、設備資金であると確認される場合に限って、自己資金で対応した時より 3

ヶ月以内であれば、設備資金への外貨貸出が許容されているが、3 ヶ月という期間

は極めて短い。  

改善要望 

自己資金で対応したことに関する証憑を確認できる場合は、3 ヶ月より期間を長く

することとしていただきたい。また、貸出実行後、現状は直ちに送金することとなっ

ているが、海外用途であることを確認できれば、指定取引外為銀行等へ一定期間

の預入を容認していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国銀行 

＜関係法令＞ 

外貨貸出取扱指針 6. 実需要証憑の認定範囲 

備   考  
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件    名 １５．国内における外貨実需要のための外貨貸出の容認【新規】 

現状／問題点 

韓国へ進出している外国人投資企業は、韓国の大手企業からの要請よ

り進出しているケースが多く、色々な事情により諸取引の通貨を外貨建てに

する場合が多い、即ち、韓国企業などへの販売の際及び仕入れなどの際に

も外貨建てが多い。 

国内での外貨建て取引に当てるために外貨が必要になり、銀行に借入を

要請した際、外国為替銀行は海外で使われる資金ではないのを理由として

外貨貸出を容認していない。 

 

関連条文：「外国為替銀行は次の各号のいずれかの一に該当する資金の

支援のための外貨貸付を提供してはならない。ただし、国際局長の定める

国内施設資金の貸付はこの限りではない。」（外国為替取引業務取扱細則

代 2－9 条） 

１．ウォン貨に両替して使用する目的で提供する資金 

２．その他海外での使用を目的としない資金 

<事象> 

現在、海外での実需に対応する場合のみ、外貨貸出が可能である。 

改善要望 

上記規定２．その他海外での使用を目的としない資金の項目の撤廃、も

しくは改正 

販売通貨が外貨である外国人投資企業が為替リスクを無くすために韓国

内への支払いも外貨で行っている場合、外貨が必要な実需要になるので韓

国内の払いについても外貨支払いのエビデンスによって、外貨での借入を

認めることとしていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国銀行 

＜関係法令＞ 

外国為替取引業務取扱細則代 2－9 条（外貨貸付の用途制限） 

備   考  
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件   名 １６．仲介貿易取引の際、受取・支払い銀行の一致制度の見直し【新規】 

現状／問題点 

仲介貿易取引者が輸入代金を支払う銀行と、輸出代金を受取る銀行

は同じでなければならなく、異なる場合、輸入代金支払銀行が輸出代金

を受取る銀行を指定しなければならない。 

輸入・輸出取引を一つの銀行に集中する韓国の大手企業はあまりな

く、輸出に関しては利便性のある地場銀行を利用している一方、輸入に

関しては、外国銀行より決済通貨を調達するため外国銀行を輸入代金の

支払う銀行とするケースが多い。 

現在の韓国金融マーケットは、輸入代金支払い銀行となった場合、取

引先に対して輸出代金の受取る銀行を指定することは実際には困難であ

り、本規定通りの実務（輸出代金受取銀行を指定した上で確認を受けるこ

と）は非常に難しい。 

そもそも、本規定が仲介貿易を行う会社においてこの規定がよく知ら

れていない上、このルールを守らなかった場合の罰則ルールが特にな

い。輸出代金を受取る地場銀行の各支店も本規定について認識がない

ケースが多い。 

改善要望 
上記の通り、当該規定は実態と合致しておらず、廃止等の対応を検討し

ていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

産業通商資源部 

＜関係法令＞ 

対外貿易管理規定 第２１条(特定形態の輸出入認定対象取引の範囲) 

第３項 

備   考  
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件    名 １７．韓国銀行が運営中の海外送金の報告システムの改善【新規】 

現状／問題点 

銀行は海外送金について、USD1,000.以上は送金目的別に韓国銀行と連結され

た報告システムに入力しなければならず、輸入代金決済の海外送金については、

輸入承認証の品目コード等詳細な情報を入力しなければシステム報告ができない

ようになっている。 

一方、年間 USD50,000,000 の輸入実績がある企業については、海外送金証明

書類の提出が免除されているので企業は輸入承認証（import license）を銀行へ提

出する義務がないが、銀行は韓国銀行への報告の為、顧客に輸入承認証を要請

している。 

ところが、送金方式が輸入代金の前払送金であれば報告システムに輸入明細を

入力する必要がないため、銀行側としては正確な報告を行うことを大前提として対

応しているものの、一部の企業は送金取引において、実態とそぐわなくても輸入代

金の前払送金と申告している可能性がある。 

この場合、韓国銀行の報告システムには、実際の取引内容と異なる送金情報が

入力されており、韓国の統計を歪める結果となる。 

改善要望 

年間 USD50,000,000 の輸入実績がある企業については、海外送金証明書類の

提出が免除されている外為管理規定に合わせ、条件に合致する企業の海外送金

に関しては、詳細な情報を入力せずにシステム報告できるよう検討していただきた

い。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国銀行 

＜関係法令＞ 

外為管理規定 

備   考  
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件    名 １８．内国信用状（ローカル L/C）の決済条件に係る規定の見直し【新規】 

現状／問題点 

内国信用状（ローカル L/C）の決済条件は、「一覧払い（At Sight）」と定められて

おり、韓国製品を輸出するに際し、韓国メーカーへの支払いは、通常、荷上前に完

了する。これは、メーカーの配船による CFR 条件や CIF 条件の場合も同様であ

り、かかる条件下、配船の瑕疵による航海途上のトラブルで、納期遅延等の契約

不履行が発生した際でも、メーカーへの支払いは、先行して完了している事態とな

る。 

本制度は、ファイナンス面で輸出製品生産者を優遇し、輸出を奨励せんとする

目的で定められたと理解されるが、この制度があるために、メーカーと輸出商社間

の健全な取引遂行の障害となっている。 

改善要望 
 一般の取引慣行通り、ローカル L/C の決済に於いても、決済条件は当事者間で

自由に決められるよう、制度の改正を求める。 

関連機関、関連

法令等 

＜関連機関＞ 

 韓国銀行 

＜関係法令＞ 

 韓国銀行 総額限度貸出関連 貿易金融取扱細則第 14 条 7．等 

備  考  
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件    名  １９．外国為替健全性負担金制度等外貨建て資金調達に関わる規制の緩和【継続】 

現状／問題点 

2011 年 8 月 1 日施行の外国為替健全性負担金制度では、同日以降、各銀行

は外貨建て負債の日次平均残高に対して以下の高率の負担金を賦課され、毎

事業年度終了後 4 ヶ月以内に通知される金額を同 5 ヶ月以内に韓国銀行へ米ド

ル建てで納付することとなった（3 月決算の邦銀は 2012 年 8 月末が初回納付期

限）。 

-賦課料率：１年以下：20bp、1-3 年：10bp、3-5 年：5bp、5 年以上：2bp 

外国銀行支店の資金調達は主に外貨借入れに依存しているため、本制度の

施行により資金調達コストが大幅に上昇する。 

外国銀行支店の外貨借入れは、その大半が国外本支店からの調達である。

リーマンショックなど過去の例からも明らかなように、本支店借入れは市場から

の調達資金とは異なり、流動性危機の発生時でも安定的に残高が維持された。

従って、急激な資本流出入を抑制するとの本制度の趣旨に照らし、安定資金とし

ての性格が強い本支店借入れをも対象に含めた負担金の賦課は、外国銀行支

店に対して過度な負担を強いるものと考えられる。 

負担金による調達コストの上昇分は、結果として貸出先である一般企業や地

場金融機関向けの貸出利率に転嫁されやすく、韓国経済や産業界全体の負担

増となる可能性がある。 

また、外国為替健全性負担金制度以外にも、2007年 8月以降、外貨貸出及び

外貨建発行債券投資に関わる規制も強化されてきており、外国銀行支店のビジ

ネスが制約を受けると同時に、韓国内企業の円滑な外貨資金調達に影響を及

ぼす可能性もある状況。 

改善要望 

今後とも外国銀行支店が当地産業界に必要な外貨資金を安定的に供給する

役割を担い、産業の保護や健全な育成を促すため、負担金の料率を現行の半

分以下に軽減することをご検討頂きたい。 

急激な資本流出入を緩和するとの本制度の趣旨に照らし、安定資金としての

性格が強い本支店借入れに対する負担金の軽減措置をご検討頂きたい。 

外国銀行支店が金融サービスを安定的かつ円滑に提供できる環境を整備す

べく柔軟な金融政策をご検討いただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国銀行（外貨健全性負担金関連機関） 

＜関係法令＞ 

外国為替取引法第 11 条 2、外国為替取引法施行令第 21 条 2～21 条 10 

備   考  
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件    名 
２０．国外支配株主の支払保証による国内借入の支払利息の損金処理の適用

【継続】 

現状／問題点 

内国法人の借入金のうち、国外支配株主からの借入および同株主の支払保

証により借入れた金額が、その国外支配株主の出資持分の 3 倍（金融業は 6

倍）を超える場合は、その超過分に対する支払利息および割引料は、配当等と

みなされ、損金に算入することができない。 

国外支配株主からの借入であれば、支払利息および割引料の支払が国外

に対し行われる為、過少資本税制の適用は理解ができるが、単に支払保証の

みを取得し、国内金融機関から借入している場合には、実際の資金の流れは

国内で完結している為、他の国内資本の同業他社の国内調達と何ら変わり無

いものであり、著しく公平を欠くものである。 

改善要望 

国外支配株主の支払保証があったとしても、国内金融機関より借入れた金

額については、同株主の出資持分の 3 倍（金融業は 6 倍）を超過していても、

その超過分に対する支払利息および割引料は損金に算入出来るものとしてい

ただきたい。  

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

企画財政部租税室国際租税制度課および国際金融局外換制度課 

＜関連法令＞ 

国際租税調整に関する法律第 3 章第 14 条 

備   考 

＜日本のケースについて＞ 

韓国と同様、国外支配株主から借入れた金額については同株主の出資持

分の 3 倍（金融業は 6 倍）を超える場合は、その超過分に対する支払利息およ

び割引料は損金算入が認められないが、国外支配株主の支払保証で日本国

内金融機関から借入れた金額については、過少資本税制の対象とはならな

い。（租税特別措置法施行令第 39 条の 13） 
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4．知的財産分野 

 

件    名 ２１．特許法における輸出の保護【新規】 

現状／問題点 

１．商標法及びデザイン保護法においては、輸出を実施行為と定めているが、

特許法のみ、その実施行為として輸出が規定されていない。 

２．そのため、特許権侵害について、特許法に基づく輸出差止等を求めるこ

とができない状況となっている。 

改善要望 
特許法においても、他の商標法、デザイン保護法と同様、輸出を実施行為と

して規定することを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

特許法第 2条 

備   考 日本では、輸出が発明の実施行為として保護されている。 
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件    名 ２２．存続期間が延長された特許権の部分における効力範囲の適正化【新規】 

現状／問題点 

１．臨床試験期間等、新薬許可を得るために必要な期間については、特許権

の存続期間を延長することが可能であるが、延長された特許権の効力範囲の

解釈をめぐって、問題が生じている。 

２．すなわち、特許法院第５部判決（2013 ホ 2828 権利範囲確認（特））に照

らすと、延長された特許権の効力範囲は、当該延長の原因となった新薬等の

許可において、許可が得られた当該薬剤の有効成分そのもののみと判断され、

有効成分の塩やエステルを単に置換したに過ぎない同等の効力を有する後発

薬に対して、権利行使をすることができない状況となっている。 

３．そのため、先発医薬品について、塩やエステルのみを置換したような事

実上の後発薬に対し、延長された特許権による効力が及ばず、先発医薬品の

保護が不十分であると言わざるを得ない。 

改善要望 

１．特許法第９０条による延長登録出願時において、有効成分の塩･エステル

を限定しない形で出願可能としていただきたい。 

２．また、塩やエステルを置換したに過ぎないような後発薬に対し、当該延

長された特許権により権利行使が可能なよう、特許法第９５条の解釈を変更

していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

食品医薬安全処、韓国特許庁、裁判所（特許法院） 

＜関係法令＞ 

特許法第 89 条、90条、95条、薬事法 

備   考 
同様の制度を運用している米国及び欧州では、延長された特許権の効力は有

効成分の異なる塩及びエステルにも及ぶことが規定されている。 
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件    名 ２３．医薬品許可-特許連携制度における特許権登載の審査基準の適正化【新規】 

現状／問題点 

１．韓米 FTAの発効に伴い韓国薬事法が改正され、いわゆる医薬品許可-特許

連携制度が導入されているが、当該制度においては、オリジナル薬の特許権

を食品医薬安全処におけるいわゆるグリーンブックに登載する必要がある。 

２．そして、当該特許権の登載に当たって、食品医薬安全処において登載可

否の審査がなされ、登載の要件を満たさない場合は、補完指示がなされるこ

ととなるため、最終的にグリーンブックに登載された特許権（以下、「登載ク

レーム」）は、韓国特許庁が審査を経て権利を付与した特許権（以下、「特許

クレーム」）とは異なる内容となり、結果、以下のような支障を生じる懸念が

ある。 

①上位概念である特許クレームに対し、登載クレームを限定する必要がある

ため、本来の権利範囲全般についての登載を行うことができない可能性があ

る。 

②登載クレームが特許クレームに比して限定されることにより、特許権者へ

の通知が適切に行われない可能性（許可申請がなされたジェネリック薬が本

来権利侵害であるにもかかわらず、通知がなされない可能性）がある。 

③特許権者が通知により、例えば侵害訴訟を提起し、勝訴したとしても、登

載クレームと特許クレームとが異なるため、食品医薬安全処において当該登

載クレームに対する権利侵害であると判断されない可能性がある。 

④権利行使（損害訴訟等）において、特許クレームではなく、登載クレーム

によって司法判断される可能性がある。 

改善要望 
知識財産の適切な保護のため、いわゆるグリーンブックに対する特許権の登

載に関し、原則、特許クレームをそのまま登載するようにしていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

食品医薬安全処、韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

薬事法 

備   考 

同様の制度を運営している米国等では、特許権の登載に当たって、韓国のよ

うな限定を要求するような審査を行っておらず、特許番号がそのまま登載さ

れている。 
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件    名 ２４．職務発明制度の改正見直し【新規】 

現状／問題点 

１．先般公布された改正発明振興法（法律第 11960 号）によると、中小企業

以外の場合、使用者等と従業員等との間で協議を経て職務発明の承継等に関

する勤務規定を締結していない限り、使用者等は、従業員等が特許を受けた

職務発明について、通常実施権が得られないことされている。 

２．本制度改正は、韓国において職務発明制度を根付かせ、もって創造経済

に寄与しようとするものであり、その趣旨は理解できなくもないが、このよ

うに従業員等が特許を受けた職務発明に対し、使用者が通常実施権すら得る

ことができないという制度は、先進国では類を見ない厳しいものである。 

改善要望 
従業員等が特許を受けた職務発明について、使用者等は、少なくともこれを

実施する権利が得られるよう、制度の見直しを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

発明振興法第 10条 

備   考 

１．日本をはじめ、米国、英国等先進各国では、通常、職務発明に対し、使

用者等はその実施をすることが可能であり、使用者等が通常実施権すら得ら

れないような厳しい制度を有している例は、まず存在しない。 

２．なお、日本では、使用者等と従業員等との職務発明に関する権利のバラ

ンスを見直し、使用者等にウェイトを置いた法改正を検討中である。 
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件    名 ２５．侵害訴訟における立証責任バランスの適正化【新規】 

現状／問題点 

１．特許権侵害事件は、その特性上、侵害品を特定する証拠や、侵害行為を

立証する証拠、損害額を立証するための証拠は、被告側が有していることが

多く、原告特許権者側がこれを全て立証することは酷である。 

２．そのため、韓国特許法においても、損害額の推定、過失の推定、損害の

計算に必要な文書の提出命令等に関する規定を置き、立証責任の緩和・転換

を図っているが、侵害行為の立証、侵害品等の立証等については、そのよう

な規定が置かれておらず、結局、原告特許権者の立証負担が依然として大き

く、ひいては、きわめて低い特許侵害成立率という現状につながっており、

特許制度が有効に機能していない。 

３．また、韓国特許法 132 条では、損害の計算に必要な場合にのみ文書提出

命令が規定されており、その他侵害行為の立証や侵害品の立証をするための

文書の提出命令等が規定されていない上、韓国民事訴訟法 292 条は、裁判所

の職権調査を規定し、同 347 条 1 項において文書提出命令、同 4 項で同 344

条に規定する提出拒否ができない場合に当たるか否かについての文書提出命

令等を規定するものの、同 344 条では、専ら文書を所持する者が利用するた

めの文書は、提出が拒否できるなど、結局のところ、特許権侵害訴訟という

事件の性質に照らすと、当該文書提出命令の規定が機能していない。 

改善要望 

１．被告が侵害行為や侵害品を否認する場合、被告において自己の行為や物

品等を立証する規定を置き、立証責任のバランスの適正化を要望する。 

２．被告に対する侵害行為や侵害品の立証に必要な文書の提出命令を導入し、

特許権者における立証負担の緩和を要望する。 

３．文書の提出命令に関し、これを拒否した場合、仮にその文書が専ら当該

文書所持する者が利用するためのもの等の事情があったとし、特許権侵害訴

訟の適切な遂行といった観点から、その拒否が正当といえるか否かを裁判所

が判断する等、文書提出命令が実効性を持つよう、より強化することを要望

する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞韓国特許庁 

＜関係法令＞韓国民事訴訟法、韓国特許法 

備   考 

 

１．日本においては、侵害行為や訴訟額の立証に関し、被告に挙証責任の転

換を図（特許法第 104条の 2）るとともに、侵害行為の立証に必要な行為を立

証するための文書の提出命令、及び当該提出命令の拒否が「正当な理由」に

よるものか否かを裁判所が判断する規定（同第 105条）が設けられている。 

２．また、例えば、米国ではディスカバリー制度がある。 

 

  



48 

 

件    名 ２６．侵害訴訟における訴訟体系の整備【新規】 

現状／問題点 

１．審決取消訴訟については、特許法院の専属管轄となっているが、侵害訴

訟については、専属管轄が規定されておらず、高度な技術的判断が要求され

る特許権侵害訴訟において、裁判所の専門性の不足等から、安定した裁判が

受けられないおそれがある。 

２．また、侵害訴訟については、弁理士による訴訟代理が認められていない

が、技術を含めた特許権に関する侵害訴訟を追行するためには、弁理士の知

見が必要であるため、現実的に弁護士だけでは足りず、結局、弁理士を保佐

人とせざるを得ず、当事者にとって適切な訴訟追行の妨げとなっているだけ

でなく、不要な費用負担も発生している。 

改善要望 

１．侵害訴訟においても専属管轄を導入し、専門的かつ安定した裁判がなさ

れるよう要望する。 

２．弁理士にも訴訟代理権を付与可能とし、適切な訴訟追行が可能となるよ

う要望する。 

関連する機関、関

連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法 

備   考 

 

日本では、侵害訴訟について、第１審は東京・大阪地裁に、第２審は知財高

裁に専属管轄が設けられている。また、米国においても、CAFC が一元的に担

当している。 

弁理士による訴訟代理権も、同様である。 
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件    名 ２７．退職審判官・裁判官の関連事件への関与禁止【新規】 

現状／問題点 

１．一つの特許権に関する権利範囲確認審判、無効審判、及び侵害訴訟が同

時に進行している事件において、審判の審決取消訴訟において特許権者側に

不利な判断を行った裁判官が退官後、直ちに当該関連する侵害訴訟の相手方

（侵害者側）の訴訟代理を行う事例が発生している。 

２．審決取消訴訟と、関連する侵害訴訟とは、それぞれ別の事件であるとし

て、このような行為は除斥ないし忌避の事由に当たらないとする考えかもし

れないが、関連する事件において、上述のような対応は、当事者にとって裁

判の構成を妨げる事情として、きわめて不信感を抱かざるを得ず、裁判官、

弁護士等の職業倫理にもとる行為である。 

改善要望 

１．権利範囲確認審判、無効審判、訂正審判、侵害訴訟は、実質的には一つ

の特許を巡る知財紛争事件であることから、これらの審判、判決に関与した

審判官、審判官が退職後、当該事件の訴訟代理となる場合、除斥ないし忌避

事由とすることを要望する。 

２．仮にそれができない場合であっても、相手方に有利な審決・判決を行っ

た審判官・裁判官が関連する訴訟の相手方代理人となるようなことは、職業

倫理の観点から自ら回避するよう、教育等を通じて弁護士等法曹関係者の倫

理観の向上を要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国大法院、韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国民事訴訟法、韓国特許法 

備   考  
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件    名 ２８．通常実施権の対抗要件の見直し【新規】 

現状／問題点 

１．通常実施権について登録をしなければ、当該特許権を後に取得した者（転

得者）に対し、対抗することができない。 

２．しかし、オープンイノベーション化が進む昨今、一つの製品に千件以上

にも及び特許権が関連していることもあり、それらすべての特許権に対する

通常実施権を登録し管理することは、人的にも費用的にも負担が大きく、一

方、これらを登録しなければ、当該特許権を後に取得した者に対して対抗で

きないため、韓国におけるビジネスを不安定なものとしている。 

改善要望 
通常実施権について、登録をしなくても当該特許権を後に取得した者に対す

る対抗要件が発生するいわゆる当然対抗制度にすることを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法第 118条 

備   考 

１．主要国のほとんどは、通常実施権についての当該対抗要件は、当然対抗

とされている。 

２．また、日本においても当該当然対抗要件に移行している。 
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件    名 ２９．営業秘密の保護強化【新規】 

現状／問題点 

１．韓国の不正競争防止及び営業秘密に関する法律では、営業秘密流出に対

し、民事的及び刑事的制裁が可能となっている。 

２．しかし、実際には、例えば、サムスンディスプレイと LGディスプレイと

いった韓国大手企業同士においてさえ、相互に営業秘密を流出させていると

の事件が報道され、さらに、「2012年度知的財産活動実態調査」（韓国特許庁、

貿易委員会）によると、営業秘密の管理指針を遵守しているとする企業は、

34.5%に過ぎず、営業秘密流出が後を絶たない。 

３．また、ジェトロソウルにおいても、営業秘密流出に関する相談がしばし

ば寄せられており、対韓投資上の障害となっている。 

改善要望 

１．営業秘密流出に対する罰則の重罰化、懲罰的賠償等による賠償額の適正

化などにより、営業秘密流出に対する抑止力の強化を要望する。 

２．また、営業秘密保護に関する教育、啓蒙を強化し、自社の営業秘密を守

るといった観点だけではなく、他社の営業秘密についても遵守するという企

業意識の醸成を要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

不正競争防止及び営業秘密に関する法律 

備   考  
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件    名 ３０．特許法によるコンピュータプログラム自体の保護【継続】 

現状／問題点 

１．コンピュータプログラムの保護に関し、記録媒体に記録されたコンピュ

ータプログラムについては特許法による保護の対象とされているが、コンピ

ュータプログラム自体は、保護対象となっていない。 

２．しかし、インターネット等ネットワークの普及に伴い、ネットワーク上

でプログラムを流通・販売等をさせることが一般的になっている昨今、ネッ

トワーク上での流通・販売等は、記録媒体を用いていないことから、侵害製

品が流通・販売等されていたとしても、これらに対し直接的な権利行使を行

うことができない状況となっている。 

改善要望 

１．コンピュータプログラム自体を物として直接保護することが可能となる

よう、早期に立法化していただきたい。 

２．これに関し、韓国特許庁は、2012 年の建議事項の回答の中で、ネットワ

ーク上で流通されるコンピュータプログラムの発明を保護する上で一部制約

があり得るとした上で、ソフトウエア産業の発展推移の把握、関連業界の意

見および世論のヒアリング、他国の保護事例の収集・分析などを通じた持続

的な研究・検討が必要としている。 

３．しかし、韓国は、ソフトウエア産業が発達している上、世界有数のネッ

トワーク社会である以上、これらの問題は韓国企業においても同様であると

考えられ、本制度改正は、知財先進国として、模倣品を排除し、韓国企業に

も大きな恩恵を与えるものと思慮する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

 韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

 韓国特許法第 2条、韓国審査指針書 

備   考 日本及び欧州特許庁では、このような請求項の表記が許容されている。 
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件    名 ３１．特許出願におけるマルチのマルチクレームの認容【継続】 

現状／問題点 

１．現在、韓国においては、多重引用した他の従属項等をさらに多重引用する

従属項（いわゆる、マルチのマルチクレーム）が認められていない。 

＜マルチのマルチクレームの例＞ 

請求項１ Ａを有する装置 

請求項２ さらにＢを有する請求項１に記載の装置 

請求項３ さらにＣを有する請求項１又は２に記載の装置 

請求項４ さらにＤを有する請求項１～３のいずれかに記載の装置 

請求項５ さらにＥを有する請求項１～４のいずれかに記載の装置 

２．そのため、発明の多面的な保護の観点からみて支障をきたしている。 

改善要望 

１．いわゆるマルチのマルチクレームの表現を認めていただきたい。 

２．本要望について、韓国特許庁は、2012 年の建議事項に対する回答におい

て、審査官、法院、第三者等における発明の把握が困難になる、審査官の業

務負担が増加する等の理由から国際的調和を考慮して長期検討するとの回答

をいただいているところ、このような請求項の表記は、日本だけでなく、例

えば欧州等でも許容されており、実際、大きな問題は生じていない。 

関連機関、関連法

令等 

＜関連機関＞ 

 韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

 韓国特許法第 42条 8項、韓国特許法施行令第 5条 

備   考 日本及び欧州特許庁では、このような請求項の表記が許容されている。 
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件    名 ３２．特許の分割出願の時期的要件の緩和【継続】 

現状／問題点 

１．現行制度では、特許請求の範囲が不十分なまま特許決定された出願につ

いて、出願を分割してより的確な特許請求の範囲での権利化を目指す途が閉

ざされており、実効性のある多面的・網羅的な権利取得が困難となっている。 

２．すなわち、実効性のある権利を取得するため、出願人は、保護を受けよ

うとする発明を特許請求の範囲に多面的・網羅的に記載しておく必要がある

ところ、審査官による審査やそれに付随する先行技術調査結果が提示される

前の段階において、どの範囲まで広く権利化できるかについて出願人自らが

見通しを立てることには限界があり、結果、必要以上に狭い権利範囲にて特

許決定を受ける場合が少なくない。 

改善要望 

１．特許査定後の一定期間においても分割を可能とする制度を導入すること

を要望する。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年度の建議において、特許決定後の分

割出願は、権利確定の遅延により不特定多数に不測の損害が生じる可能性が

あり、また、分割出願が急増し審査負担の増加などの懸念があるため、今後、

第三者の監視負担及び分割出願の推移などを考慮して長期的に検討するとし

ている。 

３．しかし、これらの懸念は、出願可否の最終決定後の分割という意味にお

いて、そもそも現在導入されている拒絶決定後の分割制度下においても同様

に有しているところ、現実に問題とはなっておらず、また、当該特許決定後

の分割制度を運用している日本においても、特段の混乱は見られないたね、

杞憂であると思慮する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法第 52条 

備   考 
日本においては、特許査定後、30 日以内に分割出願を行うことが可能（日

本特許法第 44条第 1項）であり、出願人に好意的に受け入れられている。 
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件    名 ３３．拒絶理由通知への応答、不服申立等の基本期間の長期化【継続】 

現状／問題点 

 

１．審査官の意見書提出通知（拒絶理由通知）に対して応答が可能な期間は、

国内外出願人問わず基本的に 2ヶ月間に設定されている。 

２．しかしながら、外国出願人は、審査官が通知する拒絶理由の内容や、引

用されている韓国語文献について、翻訳が必要であるため、当該指定期間内

での対応が困難となっている。 

３．また、同様に、拒絶決定に対して審判、再審査などの不服申立を請求す

ることのできる期間が基本的に 30日間とされており、対応が困難となってい

る。 

４．一方、例えば、拒絶理由通知書に対する応答の基本期間は、日本 3ヶ月、

米国 3 ヶ月、欧州 4 ヶ月、中国 4 ヶ月、台湾 3 ヶ月であり、外国出願人に対

する韓国の基本期間は、明らかに短いものとなっている。 

改善要望 

１．拒絶理由通知に対して応答が可能な期間、及び拒絶決定に対する審判・

再審査の請求が可能な期間について、基本期間自体を主要他国等と同様、３

～４ヶ月間としていただくと共に、拒絶決定に対する不服申立（審判請求、

再審査請求）の期間も同様に長期化していただきたい 

２．また、指定期間内に応答がない場合、期間延長が申請されたものとみな

すよう、指定期間の延長制度を導入していただきたい。 

３．これに対し、韓国特許庁は、2012 年度の建議において、当該期間の延長

が可能である旨回答しているが、外国出願人は、いわゆる特許管理人（代理

人）を通じて手続を行うことが義務付けられていることから、その手続や手

数料などが必要となってしまうため、基本期間自体を長期化していただきた

い。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法等 

備   考 

１．日本では、拒絶理由通知に対する応答が可能な期間は、外国出願人に対

しては 3カ月であり、また、拒絶査定に対する審判請求期間も 3カ月である。 

２．また、その他主要等も、上述のように 3～4カ月とされている。 
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件    名 ３４．特許権存続延長制度における外国臨床試験期間の加算【継続】 

現状／問題点 

１．新薬の許可手続等に必要な期間について、特許権の存続期間を延長する

制度が設けられているところ、韓国特許庁では、「食品医薬品安全処長の承

認を得て実施した臨床試験期間と食品医薬安全処で必要とされた許可申請関

連書類の検討期間を合わせた期間」（「特許権存続期間の延長制度運営に関

する規定」、特許庁告示第2012-17号）を当該許可等に必要な期間としている。 

２．そのため、韓国における新薬の許可等手続において、外国での臨床試験

結果を韓国食品医薬品安全処（MFDS）に提出し、MFDSが当該新薬の許可等の

ために当該資料を参酌した場合であっても、当該外国での臨床期間は、新薬

の許可手続等に必要な期間として認められていない。 

改善要望 

１．新薬の許可手続等による特許権の存続期間の延長において、MFDS が新薬

許可のために参酌した臨床試験については、海外で実施されたものであって

も、その臨床試験期間を特許権の存続期間延長の算定に加入するよう要望す

る。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法第 92条 

備   考 

日本においては、国内の新薬許可等の処分を受けるために必要不可欠な臨床

試験であって、行政庁が定めた基準に沿って実施され、当該処分を受けるの

に密接に関係しているものであれば、外国で実施した臨床試験期間も特許権

存続期間の延長に算入している。 
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件    名 ３５．デザイン無審査（一部審査）登録物品の見直し【継続】 

現状／問題点 

１．2011 年 4 月 1 日より施行されているデザイン保護法施行規則に関し、以

下のような物品がデザイン無審査登録の対象となっている。 

２．ところで、デザイン無審査登録は、流行性が強くライフサイクルの短い

物品について、一部の実体審査要件を省略し、早期に権利付与を行うという

趣旨であると理解しているところ、例えば、先に追加された H5（電子計算機

等）における、H5-450（コンピューター用データ出力機）の「プリンター」

等は、流行性の強い物品ではなく、そのライフサイクルは、むしろ通常の物

品よりも長いものである。同様に、F5（広告用品、表示用具及び商品陳列用

具）の F5-210「商品陳列用具」等も、流行性の強い物品とは言い難い。 

３．このように、むしろライフサイクルが長い物品がデザイン無審査登録の

対象として多数追加されたことにより、これらの物品について権利が不安定

化しており、権利活用、侵害回避等の面から支障をきたしており、かえって

制度導入の趣旨とも矛盾するものと考えられる。 

＜無審査登録の対象物品＞ 

B3 日用品 

B4 カバン及び携帯用財布など 

B9 衣類及び身の回りのもの；汎用部品及び付属品 

C4 家庭用保健衛生用品 

C7 慶弔用品 

D1 室内用小型整理品用 

F5 広告用品、表示用具及び商品陳列用具 

H5 電子計算機など 

改善要望 

 

１．デザイン無審査登録の対象となる物品について、単に上位の分類で対象

を決めるのではなく、具体的な個々の物品のライフサイクル等の特性を吟味

した上で対象を決定するにようにしていただきたい。 

２．また、審査効率等の要請上、デザイン無審査登録の決定を分類で行う必

要があるとしても、例えば、より下位の小分類での区分単位で決定する等、

可能な限り物品のライフサイクル等の特性に合致するようにしていただきた

い。 

３．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議において、デザイン無審査登

録物品を継続的に見直していく旨回答しているが、上述の観点からの見直し

をぜひお願いしたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞韓国特許庁 

＜関係法令＞デザイン保護法 

備   考  
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件    名 ３６．商標の先後願に関する規定適用の判断時期改善【継続】 

現状／問題点 

１．先の出願による他人の登録商標と同一又は類似する商標を後に出願した

場合、商標登録を受けることができないものとして拒絶されるところ、韓国

では、この判断時期が当該後の出願の出願時を基準に行われることとなって

いる(商標法第 7条 1項 7号、同条 3項)。 

２．そのため、先の出願による他人の登録商標Ａが存在している時期にこれ

と同一又は類似する商標Ｂを出願した場合、先の登録商標Ａが商標Ｂの審査

係属中に消滅したとしても、商標Ｂの出願時点において登録商標Ａが存在し

ていたことには変わらないため、登録商標Ａが無効審判で無効とされ始めか

らなかったものとみなされる場合以外は、商標Ｂは、拒絶決定されてしまう。 

 

 登録商標Ａ         登録商標Ａ消滅 

 

       商標Ｂ出願         ×商標Ｂの審査・拒絶 

 

３．このような制度であるため、商標Ｂ出願について登録を受けるためには、

商標登録Ａの消滅後、改めて同じ内容の出願を行わなければならず、登録を

受けるまでに長期間を要することとなる。 

４．加えて、商標Ｂの出願人が登録商標Ａの消滅後、改めて商標Ｂを出願し

ている間に、他の者がこれを商標Ｃとして出願した場合、本来商標Ｂの出願

人の方が先に出願しているにもかかわらず、当該他の者が商標登録を受けて

しまうこととなり、これは、先願主義の大原則に反し、問題が大きい。 

 

 登録商標Ａ   登録商標Ａ消滅  商標Ｃ出願   ○商標Ｃ登録 

 

     商標Ｂ出願  ×商標Ｂ拒絶  商標Ｂ再出願  ×商標Ｂ拒絶 

４．これに関し、2013 年 4 月に公布された法律第 11747 号により、不使用取

消審判において審判請求人と出願人とが同一である場合に限り、当該判断時

期を後の商標出願の登録可否決定時を基準に行う旨の法改正がなされている

が、これは、審判請求人と出願人に限られている上、不使用取消審判以外の

原因により登録商標が消滅した場合には当然適用されず、依然として上述の

問題が残されている。 

改善要望 

１．商標の審査において、先の出願による他人の登録商標と同一又は類似で

あるか否かの判断時期を当該商標出願の登録可否決定時に変更していただき

たい。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議において、本制度について消

費者の認識に残っている先登録商標との誤認･混同を防ぐため判断時点を商
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標登録出願時に定めている旨回答しているが、現行制度においても、先の商

標登録が消滅した直後に出願し、商標登録を受けた場合は、同様の問題を包

含しているはずであるところ、現在これに関する消費者の誤認・混同等の混

乱は特段聞こえておらず、韓国特許庁の当該問題意識は、杞憂ではないかと

思慮する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国商標法第 7条 1項 7号、3項 

備   考  
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件    名 ３７．商標の指定商品の包括的な記載の拡大【継続】 

現状／問題点 

１．従前では認められなかった指定商品の包括的記載表現が一部認められる

ようになっている。 

例（従前）インクジェトプリンタ、レーザープリンタ、サーマルプリンタ 

 （現在）プリンタ 

２．また、「電子複写機およびその付属品（G3908）」など、一部指定商品の包

括表示も認められるようになっている。 

３．しかし、このような包括的な記載が認められる範囲が限定されているた

め、例えば、本体とその付属品のように、同一の商標の使用ニーズが特に高

い商品であっても当該付属品に該当する商品を一つ一つ列挙して特定する必

要があり、また、後に新たな付属品についての商標権の保護を求める場合、

その都度新たに出願しなければならず、十全な商標権の保護が図られていな

い。 

改善要望 

１．「本体商品およびその附属品」といった記載を含め、指定商品の包括的記

載を許容する範囲をさらに広くするよう要望する。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議において、①商品・サービス

業の名称が基本的に１個類に該当し、②商品・サービス業の名称が他人のも

のと類否判断できるくらい明確であり、③現状の取引上、包括的な名称とし

て広く使われていて、実際国内外でこのような包括的な名称で広く出願され

ている場合、指定商品の包括的記載を認めるとし、２０１３年から新たに１

６の包括的な名称を認めるとしつつも、加算量制度との兼ね合いで政策変更

もあり得るとしているが、ユーザーメリットを勘案し、今後も包括記載を広

く認める方向で進めていただくようお願いしたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国商標法 

備   考 
日本では、「電子応用機械器具およびその附属品」、「自動車並びにその部品及

び附属品」等の記載表現を認めている。 
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件    名 ３８．無効審判の請求人適格の緩和【継続】 

現状／問題点 

１．特許権等は、排他的独占権という強力な権利であり、その権利範囲が何

人にも及ぶ得ることを考慮すると、新規性欠如･進歩性欠如等の公益的理由に

より本来無効とされるべき特許権等が存在することは好ましくない。 

２．しかし、韓国の無効審判制度では、登録公告から 3 ヶ月以降は利害関係

人と審査官のみに請求人適格があり、誰でも無効審判を請求できるのは、登

録公告から３ヶ月経過前までに限定（韓国特許法 133 条 1 項）されてしまっ

ている。 

３．また、無効審判の請求人を制限していることから、請求人適格について

争点となることがあり、不必要な争点が惹起されている。 

改善要望 

１．新規性･進歩性欠如等の公益的理由により瑕疵のある特許権については、

利害関係の有無とは関係なく、何時でも何人でも無効審判を請求することが

できるようにしていただきたい。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議の回答において、①請求の利

益がなければ請求権がないという民訴法上の原則、及び②無効審判請求の濫

用の懸念をあげているが、特許権は、権利範囲が何人にも及ぶため、新規性・

進歩性欠如等の理由は、特定の者のみに限定すべきではなく、また、現在、

韓国特許庁では無効審判の多くが口述審理で行われていると理解していると

ころ、口述審理では、当事者が直接出廷しなければならない関係上、そのよ

うな無効審判の濫用は生じないものと考えられ、現に何人も請求可能として

いる日本においても生じていない。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法第 133条 

備   考  
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件    名 ３９．侵害訴訟における法院での特許権等の有効・無効判断【継続】 

現状／問題点 

１．先日、韓国大法院全員合議体において、従来の判例を変更し、無効審決

が確定する前であっても、その特許が無効審判によって無効になることが明

白な場合は、その特許権に基づいた権利行使は、特別な事情がない限り権利

乱用として許容されるものではなく、侵害訴訟において、法院が当該特許発

明の進歩性の有無について審理、判断をすることができるものとして、特許

無効の抗弁を認める旨の判決（2010 ﾀﾞ 95390、2012年 1月 19日判決宣告）を

行った。 

２．一方で、このような重要な判決がなされているもかかわらず、韓国特許

法にはこれが反映されておらず、不安定な状態となっており、安定した運用

がなされるか否か懸念を生じている。 

改善要望 

１．大法院全員合議体による判例を尊重し、かつ安定した運用がなされるよ

う、法改正等の措置により、侵害訴訟における法院での特許等の有効・無効

判断（無効抗弁）を制度として確立することを要望する。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議に対する回答として、侵害訴

訟法院の管轄集中、及び技術判断体系の整備などの先決問題を解決した後、

長期にわたり慎重に検討するとしているが、既に大法院の全員合議体でなさ

れた判決である以上、早期に立法化し、安定化させることを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法 

備   考 

日本では、特許法第 104 条の 3 により、侵害訴訟において当該特許が無効に

されるべきものと認められる場合、権利の行使ができない旨立法されており、

侵害訴訟において、無効抗弁が広く認められている。 
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件    名 ４０．予見性のある安定した権利の付与【継続／内容変更】 

現状／問題点 

１．審査官による審査を経て権利が付与された特許権に対し、無効審判によ

る無効率が約 60%以上と高く、安定した特許制度の妨げとなっている。 

２．また、このように特許権が不安定であることも一因となり、侵害訴訟に

おける特許権者の勝訴率も 20%程度といわれており、特許権の実効的な行使が

行えない状況である。 

改善要望 

１．権利者勝訴率向上及び無効審判における無効化率低減のため、審査、審

判、権利行使に至るまで、瑕疵のない予見性のある強い権利の設定がなされ

るよう、審査、審判、法院における特許性等の判断基準の統一を図っていた

だきたい。 

２．これに対し、韓国特許庁は、2012 年の建議の回答において、審判院と法

院との特許性判断基準統一化に向けた多様な政策を推進中であるとしてお

り、その成果が実務にフィードバックされるよう要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

大法院、韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法 

備   考 

日本の場合、無効審判における無効率は、約 30%台であるほか、米国特許法

282条には、特許権は有効であると推定するいわゆる有効推定規定が設けられ

ており、一旦付与された特許権が安定的に維持できる制度ないし運用とされ

ている。 
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件    名 ４１．間接侵害規定の拡充【継続】 

現状／問題点 

１．韓国特許法等では、特許権等の侵害に使われる部品や材料を侵害者に供

給する予備的行為等を間接侵害であるとして規定しているが、当該部品や材

料について、当該特許発明に係る物の生産に「のみ」使用する物に限定して

いる。 

２．そして、侵害訴訟等において、当該「のみ」に関する要件が厳格に解釈

されていることから、間接侵害の適用が現実的に困難となっており、特許権

の十全な保護が行われていない。 

改善要望 

権利保護強化の観点から、悪意（特許権の侵害に用いられることを知りな

がら）をもって特許権等の侵害に使われる部品や材料を供給する行為等につ

いてまで間接侵害の成立範囲を拡大することを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国特許法第 127条 

備   考 

１．日本では、特許法第 101条により、「その物の生産に用いる物（日本国内

において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題

の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物が

その発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡

等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を間接侵害として規定するこ

とにより、悪意をもって特許権等の侵害に使われる部品や材料を供給する行

為等を特許権の侵害行為としてみなしている。 

２．その他、ドイツ特許法第 10条、米国特許法第 271条(c)などがある。 
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件    名 ４２．知的財産権侵害に対する損害額の適正化【継続／内容変更】 

現状／問題点 

１．韓国特許法等では、権利侵害に対する損害の額の推定規定や、侵害行為

に対する過失の推定規定が導入され、知的財産権侵害に対する権利者保護の

強化が図られている。 

２．しかし、実際には、知的財産権侵害訴訟に対し、権利者が勝訴する割合

が極めて低く、また、法院で認められる損害賠償額もきわめて低額であり、

実態のライセンス料に満たない場合も少なくない。同時に、無効審判におい

て権利が無効とされる割合も他国と比べて高い状況である。 

３．そのため、権利者の保護が十分に図られていないばかりではなく、むし

ろ事前にライセンス料を支払うよりも、権利侵害訴訟で負けた方が得である

といった雰囲気が醸成されており、相手方の知的財産権を尊重するという土

壌の形成が妨げられている。 

改善要望 

１． 損害賠償額認定の適正化と、必要であれば懲罰的損害賠償制度の導入を

要望する。 

２．最終的に損害額の立証ができない場合であっても、事案に応じて裁判所

が相当な損害額を認定する制度を導入することを要望する。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国特許庁 

＜関係法令＞ 

韓国民事訴訟法、韓国特許法第 128条、130条、132条等 

備   考 

 

１．日本では、文書提出命令の拒否に対し、裁判所が当該拒否に対し「正当

な理由」の有無を判断する制度となっている（特許法第 105条）。また、損害

額の立証がきわめて困難である場合は、裁判所が相当な損害額を認定するこ

とが可能とされている（同第 104条の 3）。 

２．米国では、ディスカバリー制度や懲罰的損害賠償制度が導入されている。 

３．その他、前提が違うため、直接の比較とはならないが、国際的に同様の

権利で争っている先般のアップルとサムスン電子による知的財産権侵害訴訟

の判決を参考まで挙げると、韓国地方法院では、損害賠償額がアップル側約

4000万ウォン、サムスン電子側約 2500万ウォンであったのに対し、米国地方

裁判所の陪審員評決では、当初、サムスン電子側約 10 億 5000 万ドル（約 1

兆 1550億ウォン）、後日減額されたとはいえ、なお約 4億 5000万ドルとなっ

ており、前提の違いを考慮しても韓国での損害賠償の低さが際立っている。 
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件    名 ４３．日本コンテンツに対する規制の撤廃【継続】 

現状／問題点 

１．数次にわたる文化開放が実施され、日本コンテンツに対する規制が徐々

に緩和されてきている。 

２．しかし、いまだに地上波放送において日本のバラエティやドラマ等の制

限がなされている。 

３．韓国コンテンツが日本をはじめアジア市場を席巻する実力をつけるに至

り、また、インターネット等によりコンテンツの流通が世界的に瞬時に行わ

れる昨今、韓国においてこのような前時代的なコンテンツ規制を行うべき理

由はもはや存在せず、むしろ日本コンテンツに対する模倣被害を助長するな

ど、極めて憂慮すべき状況にある。 

改善要望 日本コンテンツに対する規制を早急に撤廃していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

文化体育観光部、韓国著作権委員会 

備   考  
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5．個別要望事項 

 

件    名 
４４．安全・環境配慮と企業活動のバランスのとれた「化学物質の登録及び評価に

関する法律」及び「化学物質管理法」に係る下位法令の制定【新規】 

現状／問題点 

化学物質の登録及び評価に関する法律及び化学物質管理法が制定され、今後

実際の運用をするための規則の制定が行われるが、このような制度が策定され、

環境が整っていくことは環境・安全等の観点から非常に良いことではあるが、法律

及び規則の中身及びその運用の仕方によっては 国内外の関係企業に 様々な

影響が懸念される。具体的には以下の点が問題と考える。 

化学物質の登録における少量免除、R&D 用免除，企業秘密の保護等について

は、環境・安全を十分考慮しても世界的な法令に比較し必要以上かつ複雑な規制

となっており、その遵守及び実行の為に煩雑な手続きや時間がかかることから韓

国内での事業活動を委縮させることになり、韓国側ユーザー企業に製品開発や生

産の遅延，国内外企業の韓国外への工場・研究所の移転を誘発する等 韓国内

での産業発展を阻害しかねない。 

改善要望 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」及び「化学物質管理法」の下

位法令制定に際して、以下の点を考慮して制定していただきたい。 

 

<化学物質の登録及び評価等に関する法律> 

1. 登録（第 10 条） 

･現行の有害化学物質管理法による有害性審査免除対象を実質的に継承する措

置（ＥＵ、日本並みの規制数量枠への変更の検討） 

･上記対応が出来ない場合は、新規化学物質の登録を大幅に簡易化し、費用及び

期間も大幅に少なくなるような簡易登録制度の新設 

･中小企業まで本法令の充分な広報・説明を要望。特に、中小企業には報告及び

登録を遂行する専門部署・人財がいないのが実情であり、充分なサポート体制の

構築 

 

2. 登録免除（第 11 条） 

･現行有害法の開発・研究用の登録免除規定の復活措置 

・新規化学物質の登録免除下限値の規定、明示 

･有害性審査が必要ないと認定されるポリマーを登録免除確認の対象に含める 

･第 8 条②項の 3．及び 4．の 2 号を登録免除対象とする（上記と同じく現行有害法

の開発・研究用の登録免除規定の復活措置） 

 

3. 製造等の報告（第 8 条） 

･企業秘密事項が漏出しない保護措置を講じた報告制度の構築 
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･報告義務者を１次製造者、１次輸入者に限定する（正確な流通量把握が可能） 

･数量下限値を明示し、それ以下の微量数量は報告免除 

 

4.上記以外に改善等が必要な部分 

定義（第2条）、登録申請時の提出資料（第14条）、登録対象既存化学物

質の資料提出方法（第 14 条）、既存登録申請資料の共同活用（第 16 条）、

試験機関の指定等（第 22 条）、危害性評価（第 24 条）、化学物質の情報提

供（第 29 条）、下位使用者等の情報提供（第 30 条）、有害化学物質含有製

品の申告（第 32 条）、化学物質登録申請に関する経過措置（附則第 3 条） 

 

<化学物質管理法> 

1.営業停止及び課徴金制度（第 36 条） 

･売上高の金額に応じて課徴金の売上高比率を設定する。 

･一つの事業場に複数のプラントがある場合、罰則の対象は問題が発生したプラ

ントへの限定 

･過失の程度の判断基準を明確にし、過失の程度によって処分の程度が変わるよ

うに区分 

･災害の防止は、本来、罰則の強化よりも、訓練の実施、安全管理者の設置等の

安全対策の強化によって、実現すべきものであり、その考え方を立法に織り込む

べき 

 

2.場外影響評価（第 23 条） 

･場外評価の手法の確立と結果をふまえての対策の実施について基準を明確化 

･手法の確立については韓国政府が主体的に責任を持って実施 

･一律的に評価を必要とするのではなく、必要なケースについての基準を明確化 

･事業場の規模、危険性の度合いに応じて優先順位づけ、期間の猶予等を規定化 

･事業場の規模、取扱い物質の危険性の程度等に応じた免除 

･混合物、組成物の場合、場外評価の要否について、基準を設定 

･既設の工場の周辺に新たに住宅が建設された場合は、場外評価の猶予期間を

設定や対策の実施等についても、負担を軽減や対策を免除する等の規定の策定 

 

3.上記以外に改善等が必要な部分 

請負管理の強化（第 31 条）、化学物質危害管理計画書の作成･提出（第 41

条）、化学物質危害管理計画情報の地域社会への公開（第 42 条）、化学事

故発生時の即時申告義務（第 43 条）、許可物質の製造･輸入･使用許可等

（第 2 条、第 19 条、第 16 条、化学物質の登録及び評価に関する法律第 7

条、第 25 条） 
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関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

環境部、産業通商資源部 

＜関連法令＞ 

化学物質の登録及び評価等に関する法律（2013 年 5 月 23 日) 

化学物質管理法(2013 年 5 月 23 日) 

備   考 
日本には「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」があるが、そこまで

厳しい基準や手続きは要求していない。 
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件名 ４５．契約書など書面の“遅延発給”に対する過料賦課の例外【新規】 

現状／問題点 

公正取引委員会は、元事業者が下請け会社（仕入先）に作業を依頼（発注）す

る際、契約書など書面の発給が義務付けられており、未交付の際には過料を賦課

している。過去においては書面未交付だけについて過料を賦課していたが、2013

年 5 月 22 日改正された公正取引委員会告示によると、発給すべき書面を遅れて

発行した場合も過料を賦課するようになった。 

しかし、得意先よりの緊急発注などにより下請け会社に契約書などの書面を交

わさず、作業を依頼するケースがしばしばある。 

改善要望 

契約書など書面の遅延発行全てについて過料を賦課しているが、例外条項を

作っていただきたい。例えば、得意先より緊急発注があり、速やかに対応しなけれ

ばならない場合、元事業者は仕入先と基本契約を結び、口頭で先に発注し、配達‧

引渡し・お届けの日から 10 日以内に契約書など書面を発行すれば問題にならな

いように改善していただきたい。 

関連機関、  

関連法令等 

下都給法違反事業者への過料賦課基準に関する告示 

(III．課徴金賦課可否の決定) 

備  考  

 

 

 

件    名 ４６．IT 製品への関税賦課の免除【新規】 

現状／問題点 

韓国は世界貿易機構（WTO） 加盟国であり、1996 年の WTO シンガポール閣僚

会議にて、ITA（情報技術協定）加盟国間での ITA 品目の輸出入では非課税と規

定しているにもかかわらず、税関において一部品目が課税対象のままになってい

る。 

改善要望 品目分類の見直しと関税率の修正、補正後の遡及適用をしていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

外交部 

企画財政部 関税庁 

＜関係法令＞ 

関税法 

備   考  
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件    名 ４７．「K マーク」、「ECO マーク」の認証制度の見直し【新規】 

現状／問題点 

K マークと ECO マークは自発的プログラム（任意規格）でありながら、公共入札

の暗黙的条件（安全行政部基準によりマーク未取得機器は使用できない）になって

おり、これら認証取得にあたっては工場査察が条件になっている。特に ECO マーク

の場合、認証維持には毎年の工場査察も必要であり、会食費用などこれら工場査

察費用はすべて企業負担となっている。 

改善要望 

認証制度の見直しを実施して、当該認証取得のプロセスを簡素化し、申請手続

きは企業からの書類申請のみとして工場査察を廃止するか、もしくは査察費用(会

食費用含む)の企業負担の全廃をしていただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

韓国産業技術試験院（KTL）・教育部（MOE）・韓国環境産業技術院（KEITI） 

＜関係法令＞ 

備   考  

 

 

 

件    名 
４８．新薬評価の際、評価基準に対する弾力的な運営【新規】 

(費用効果性を判断する基準である ICER 臨界値の弾力的運営) 

現状／問題点 

健康保険審査評価院が新薬を評価する際、臨床的有用性、費用効果性、財政

影響の 3 つの軸で評価をしているが、費用効果性を判断する基準である ICER 臨

界値（incremental cost-effectiveness ratio：増分費用効果比）が弾力的に運用さ

れていない。疾患と薬剤の特性によって ICER 臨界値が考慮されるべきである

が、今までは保守的な観点だけで考慮され費用効果性を立証できない新薬が多

数あった。特に、4 大重症疾患保障性強化の対象薬剤である抗がん剤の場合、

ICER 臨界値の弾力運営が必ず必要であり、これに対する評価基準が明示化され

る必要がある。このような新薬の評価基準のうち、費用効果性に対する弾力的な

運用が行なわなければ、結果的に国民に対する新薬適用のタイミングが遅れる

などの不利益を招くと考えている。 

改善要望 

2013 年 9 月 16 日付の政府報道資料及び薬価制度改善法案によれば新薬価

値反映の一環として ICER 臨界値の収容限度を引き上げることにしているが、そ

の即時履行を求めます。又、ICER 臨界値に対する評価基準を明示していただき

たい。例えば、一人当たりＧＤＰの 2 倍以上。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

 健康保険審査評価院 給与評価委員会内部規定 

＜関係法令＞ 

備  考  
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件    名 ４９．臨床資料が不十分な新薬に対する評価基準の緩和【新規】 

現状／問題点 

希少疾患治療剤の場合、少数の患者と疾患の重度によって臨床資料が不十

分な場合が多く、特に治験自体が少ないため、十分な臨床資料を揃えることがで

きないのが現実。しかし、Phase2 臨床資料だけでも十分に治療効果が認められ、

さらに食品医薬品安全庁より許可をもらったにもかかわらず、健康保険審査評価

院の給与評価時になると資料の不十分を理由として給与認定を受けることができ

ずに、結果、患者に提供できないケースがある。 

改善要望 

保健福祉部は 4 大重症疾患保障性強化対策及び薬価制度改善方案の発表の

際、危険分担制を 2014 年より導入し、希少医薬品など代替治療剤のない製品に

対する患者接近性を改善すると宣言されていることから、早めに履行いただき、

本案件の改善を進めていただきたい。また、履行するとしても経済性（費用効果

性）資料を要求する可能性があるので治療効果が十分に期待される薬剤に対し

ては、例外を適用して費用効果性資料を免除することもご検討いただきたい。  

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

審査評価院、給与評価委員会 

＜関係法令＞ 

 給与評価委員会内部規定 

備   考  

 

 

 

件    名 
５０．薬価交渉指針の第 11 条 1 項 6 号見直しについて（３か国以下収載時、交渉

参考価格最低価格の 80％以下規定の削除要望）  【新規】 

現状／問題点 

主要国での登録が３ヶ国以下の新薬を韓国で登録する際には、薬価交渉指針の

第 11 条 1 項 6 号によって国民健康保険公団と薬価を交渉する際に交渉参考価

格のうち最低価 80%以下となってしまう。この規定は薬の本質である「臨床的な有

用性」と、薬の市場導入による国家への経済的なメリットを図る「費用効果性（医

療経済評価）」の現在評価軸とは一切関係ない薬の価値を登録国の数で決める

ものとなっている。 

改善要望 本規定の廃止を要望いたします。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

国民健康保険公団 

＜関係法令＞ 

薬価交渉指針 

備   考  
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件    名 ５１．食品医薬品安全処の医薬品電子申請サイトでの申請処理期限改善【新規】 

現状／問題点 

ネットで医薬品を申請する際、Ez-drug(医薬品電子申請サイト)システムの申請処理

状態および検討所要期間が明確ではなく、申請処理期限の承認予定日の予測が

困難。特に、申請案件が検討される間に資料補完要請があり（または補完期限延

長後に）、該当資料を提出し事実的に該当申請品目の適合回答を受けた場合、法

定処理期限まで公式的な回答を待たなければならない。 

改善要望 

Ez-drug(医薬品電子申請サイト)システムの申請処理状態をリアルタイムで確認

できるよう進行段階を細分化し、案内していただきたい。この結果として、会社はこ

のシステムを通じ、補完が必要なものの把握が可能となり、効率的な対応ができる

ようになる。 

また、保管資料の提出などを速やかに実施した場合、法定処理期限前であって

も公式に承認していただく、もしくは、検討予定期間の現況公開を具体化して申請

人が品目許可承認時期を予測できるようにしていただきたい。 

さらに、申請処理期限に対する Q&A などを開示し、様々なケースの申請処理行

政手続きに対する疑問点を解消していただきたい。 

関連機関、 

関連法令等 

＜関連機関＞ 

食品医薬品安全処  

＜関係法令＞  

備   考  

 

 

 

 


