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最近の韓国における主な知的財産関連動向、特許紛争、および重要な判決

1989年2⽉ 京畿科学⾼等学校卒業
1993年2⽉ 韓国科学技術院電気電⼦⼯学科（⼯学⼠）
1995年2⽉ 韓国科学技術院電気電⼦⼯学科（⼯学修⼠）
1996年11⽉ - 1999年10⽉ソウルの⾦･張（Kim & Chang）法律事務所勤務
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当所の韓国弁理⼠として、特許関連案件を専⾨に取り扱い、韓国、⽇本、その他の国の特
許出願や登録⼿続に精通しています。
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1999年11⽉ - 2001年4⽉ 新樹グローバル・アイピー特許業務法⼈勤務
2001年5⽉ - ソウルのGIP特許法律事務所（現KNP特許法律事務所）設⽴

（代表弁理⼠）
2004年4⽉ - 2011年6⽉ グローバル・アイピー東京特許業務法⼈勤務
2011年10⽉ 当事務所⼊所
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知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2015年7⽉＞ 特許ニュース 2015年8⽉26⽇号 2015年8⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2015年6⽉＞ 特許ニュース 2015年7⽉29⽇号 2015年7⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2015年5⽉＞ 特許ニュース 2015年6⽉18⽇号 2015年6⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2015年4⽉＞ 特許ニュース 2015年5⽉27⽇号 2015年5⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2015年3⽉＞ 特許ニュース 2015年4⽉27⽇号 2015年4⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年12⽉＞ 特許ニュース 2015年1⽉23⽇号 2015年1⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年11⽉＞ 特許ニュース 2014年12⽉24⽇号 2014年12⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年9⽉＞ 特許ニュース 2014年10⽉24⽇号 2014年10⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年8⽉＞ 特許ニュース 2014年9⽉25⽇号 2014年9⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年7⽉＞ 特許ニュース 2014年8⽉20⽇号 2014年8⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年6⽉＞ 特許ニュース 2014年7⽉22⽇号 2014年7⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年5⽉＞ 特許ニュース 2014年6⽉25⽇号 2014年6⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年4⽉＞ 特許ニュース 2014年5⽉29⽇号 2014年5⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2014年3⽉＞ 特許ニュース 2014年4⽉24⽇号 2014年4⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年12⽉＞ 特許ニュース 2014年1⽉27⽇号 2014年1⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年11⽉＞ 特許ニュース 2013年12⽉27⽇号 2013年12⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年10⽉＞ 特許ニュース 2013年11⽉25⽇号 2013年11⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年9⽉＞ 特許ニュース 2013年10⽉29⽇号 2013年10⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年7⽉＞ 特許ニュース 2013年8⽉21⽇号 2013年8⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年5⽉＞ 特許ニュース 2013年6⽉18⽇号 2013年6⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年4⽉＞ 特許ニュース 2013年5⽉24⽇号 2013年5⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年2⽉＞ 特許ニュース 2013年3⽉26⽇号 2013年3⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2013年1⽉＞ 特許ニュース 2013年2⽉20⽇号 2013年2⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2012年12⽉＞ 特許ニュース 2013年1⽉24⽇号 2013年1⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2012年11⽉＞ 特許ニュース 2012年12⽉21⽇号 2012年12⽉
知的財産関連ニュース報道（韓国版）＜2012年10⽉＞ 特許ニュース 2012年11⽉21⽇号 2012年11⽉

知財リーガルアップデート〜第8回 中国、⽶国、韓国の最新動向 （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 ⼤阪オフィス 2021年6⽉17⽇
ポイント解説 世界主要国の知財の最新動向 第1回（2020年上半期） （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 2020年8⽉19⽇
知財リーガルアップデート〜第７回2020年上半期の重要トピック総まとめ （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 ⼤
阪オフィス

2020年7⽉15⽇

知財リーガルアップデート 〜第１回 直近の知財関連法改正、知財⾼裁⼤合議判決等〜 （主催）アンダーソン・⽑利・友常法律
事務所 ⼤阪オフィス

2018年7⽉24⽇

⽇本の特許実務の最新動向 （主催）韓国電⼦通信研究院（ETRI） 2018年7⽉6⽇
⽇本の特許実務の最新動向 （主催）韓国発明推進協会（KIPA） 2018年7⽉5⽇
近時の技術⾰新と特許実務の最新動向〜バイオ・医薬分野を中⼼に〜 （主催）韓国弁理⼠会 2017年12⽉15⽇
⽇本の特許侵害訴訟の概要及び近時の動向 （主催）韓国弁理⼠会 2017年7⽉6⽇

セミナー・講演セミナー・講演
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第4次産業⾰命と特許 （主催）韓国弁理⼠会 2017年7⽉6⽇
⽇本の特許争訟実務の現状と課題 2016年4⽉29⽇

韓国弁理⼠登録（1997年）

韓国弁理⼠会

韓国語  ⽇本語  英語  中国語

資格・登録資格・登録

所属所属

使⽤⾔語使⽤⾔語
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