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[要 約] 

本調査研究は、日本がいまだ先導的な地位を有しているファインセラミックス産業にお

いて、世界的な不況や急激な円高に直面し、極めて重大な変節点を迎えている状況の中、

韓国の知財を分析することで、韓国企業の国際技術競合力を見通すこと、また、韓国研究

機関の研究開発動向を分析して、技術ポテンシャルを調査することで、これからも日本が

先導的な地位を維持していくための必要な指針的知見を示したものである。 

 

1.  調査研究項目・スケジュール 

産官学の学識経験者による「韓国知財調査研究委員会」を設置し、韓国ファインセラミ

ックス特許の調査研究、韓国企業のファインセラミックス技術の調査研究、韓国研究機関

のファインセラミックス技術の調査研究、の三点について調査研究を行うことで、韓国の

技術レベルを比較検討して、成果報告書にとりまとめる。 

 

第 1 章 調査研究の目的 

1.1 ファインセラミックス産業の動向 

ファインセラミックスの産業動向は、ここ数年は右肩上がりの成長を続けてきたが、米

国に端を発する金融危機による景気後退および円高の急激な進行により、大きく悪化しは

じめている。その理由の一つは、韓国メーカーの技術力が向上し、日本企業が提供する小

型・高性能の部品に肉薄してきていることにある。 

 

1.2 東アジア地域での競合性 

ファインセラミックス製品は、日本のメーカーが開発してきたオリジナリティのある商

品群で、世界に対し、強い競争力を保持してきたが、ウォンレートは従来の４割ダウンに

なっており、日本としては価格競争力が低下するという局面に立っている。 

 

1.3 韓国企業の設立年 

ファインセラミックス関連の韓国企業の設立数の動向は 1990 年～2000 年にピークを迎

えており、ここ数年は新規の設立数は減ってきている。 

 

1.4 日本の生産動態 

ファインセラミックス産業は世界不況の中でも健闘を続けていたが、10 月に至って大き

く落ち込み始めた。この結果、期初には 10％あった税前利益率は 10-12 月期にはゼロ近く
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に低下している。09年1-3月期にはさらに落ち込む可能性があり、厳しい経済環境にある。 

 

第 2 章 知財抽出 

2.1 知財抽出方法 

韓国特許庁からセラミックに関する特許を広範囲に収集するために、フリーキーワー

ド”ceramic”、およびＩＰＣを用いてダウンロードした。韓国特許はハングルで記載され

ており、言葉の障壁もあって、困難ではあるが、韓国知財はファインセラミックス生産国

として今後重要性は増していくものと思われる。 

 

2.2 母集団Ａの分析 

2.2.1 年度別の出願件数 

出願件数は 1975 年ごろからずっと増加を続けている。 

2.2.2 出願国 

出願された特許を国別に分類すると、以下のように韓国の特許は 45.3%、日本からの出願

が 24.4％、アメリカから出願されたものが 17.9％となっている。 

2.2.3 韓国特許における個人の出願比率 

韓国では、個人名で特許出願する比率が多く、25％に達しているのも特徴の一つである。 

2.2.4 セラミック名がついた企業 

「セラミック」や「窯業」という名前の企業を抽出したが、ファインセラミックス以外

の用途であるものが多く、知財の内容にまで踏み込んでいくことが必要である。 

 

第 3 章 最近の韓国企業の出願動向 

3.1 韓国企業 

知財書誌事項の抄録を訳することで、ファインセラミックスの生産に関する技術に絞り

込んだ結果、知財件数は 1,103 件になり、対象企業数は 314 社に絞られた。 

 

3.2 製品分野ごとの分類 

韓国知財では、電磁気・光学用部材が 67.3％と多く、集中しているのは事業との関連が

あるとの予測が成り立つ。また、韓国ではバイオが盛んであるためか、化学・生体・生活

分野が 15.3％と多い。これに対し、日本では電磁気・光学用部材が 64.6％で、機械的分野

が 12.9％、化学・生体・生活分野が 11.9％、熱・半導体関連が 10.2％、汎用及びその他

が 0.3％となっている。 
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3.3 製品ごとの傾向 

3.3.1 積層セラミックコンデンサ(MLCC; Multi layer Ceramic Capacitor) 

積層セラミックコンデンサ生産は、電磁気・光学用部材の中で 24％を占め、最も大きく、

ファインセラミックス生産額の主要な牽引力である。韓国においても、この分野を見逃す

はずはなく、液晶・半導体に続いて、参画を進めている。主要な企業として、三星電気、

サンファコンデンサ工業を調査した。しかしながら、2006 年以降の韓国企業の特許を詳細

に見たところ、MLCC に関する特許は 19 件しかなく、予想したよりも少なかった。 

3.3.2 フェライト 

3.3.2.1 磁気ヘッド 

磁気ヘッドはフェライトを用いた技術であり、TDK がトップシェアを占めている。HDD の

読取用の部品で、商品は薄膜磁気ヘッドが大半である。磁気ヘッド関連の韓国での特許は

1985 年以降、635 件で出願人は以下の通り、三星電気・三星電子・大宇電子・LG イーアイ

がほとんどを占めるが、薄膜型はなく、垂直磁気記録ヘッドに関するものである。 

3.3.2.2 インダクタ 

積層チップインダクタは SMD タイプの部品としてさらなる小型・低背化と、定格電流の

向上や直流重畳特性が求められていて、韓国では、ＬＧ電子株式会社・(株) ラドロン・株

式会社コア電子がチップインダクタの特許を出願している。 

3.3.3 ＤＰＦ（Diesel Particulate Filter） 

DPF は現在、炭化ケイ素、コーディエライト、チタン酸アルミニュウム、ステンレス（燒

結金属）等がある。DPF 分野の 2006 年以降の韓国特許 22 件に対して、日本企業（イビデ

ン、日本ガイシなど）から 120 件の特許が出願されている。件数からいくと、日本企業が

優勢である。 

3.3.4 半導体装置用部材 

国の半導体メーカーが日本よりも大きくなり、東京エレクトロンなどの日本の装置メー

カーも韓国市場で健闘している。その半導体製造装置に用いるセラミックス部材は日本で

調達している。しかし、韓国でも半導体製造装置を供給できる企業ができ始めており、そ

れに用いられるセラミック部材には低価格の韓国品が供給され始めている。 

3.3.5 圧電機能素子 

韓国における圧電機能素子については、株式会社エスセラ、株式会社セラコム、株式会

社コステックシス、株式会社サムジョンなどの企業がある。最近の特許の傾向として、ア

クチュエータに関するものが多い。用途は、モーターやインクジェットである。 
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3.3.6 セラミック基板(LTCC; Low Temperature Co-fired Ceramics) 

高密度･低抵抗のセラミック基板として主流になっている LTCC 基板は、韓国においても

技術力が高まっている。その一方、韓国では高精細回路樹脂基板の進展が大きい。 

3.3.7 工具 

工具は、韓国においても技術力が高まっている。ダイヤモンド工具や超硬工具メーカー

が多く存在する。 

3.3.8 リチウムイオン電池電極 

次世代の電気自動車の本命と考えられているリチウム二次電池の正極材料にセラミック

スが使用されている。現在主流であるリチウム酸コバルトに対し、コスト・機能・安全性

の点で世界的な競争状態にある。世界第三位のシェアをもつ三星エスデ－アイに注目する

必要がある。 

3.3.9 その他 

 パッケージやセラミックスフィルターなどの構造材や、バイオ関連について調べた結果、

韓国ではバイオが多く出願されている。ただし、その市場性はまだ不明である。 

 

3.4 韓国知財係争の調査 

最近の韓国との特許係争をみてみると、知財は日本がもっているが、生産は韓国が多く

なってきている分野が多い。セラミックスについての係争は今回見つからなかったが、今

後、韓国ファインセラミックスの増加に伴い、発生してくる可能性がある。これには産業

界で注視していく必要がある。 

3.5 韓国企業の日本での動き 

三星電機は、横浜研究所をもっており、日本の先端技術の修得に努めている。日本への

特許出願も増えており、知財競争となっている。 

3.6 韓国政府の産業重視政策 

韓国政府は 10 大次世代成長動力産業分野を定め、ファインセラミックは核心的な部品素

材産業で、急変する対内外産業環境の変化と 21 世紀国家競争力確保のためにセラミック

ス部品素材産業の育成を企図している。 

 

第 4 章 韓国研究機関の出願動向 

4.1 韓国研究機関の出願傾向 

国立の研究機関に所属するファインセラミックスの発明者数は総数で 523 名、大学のフ

ァインセラミックス発明者数の 246 名の倍の研究者がいることは、ファインセラミックス
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の研究を政府が中心となって取り組んでいることを示している。 

 

4.2 国立研究機関 

4.2.1 韓国科学技術研究院(Korea Institute of Science and Technology) 

1966 年に設立された研究所で、スタッフは 654 名。組織は 6 部門から成り立っており、

セラミックスの特許発明者は累計で 99 名、燃料電池が主力である。 

4.2.2 窯業技術院(Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology) 

六部門からなっていて、セラミックの研究においてはマイクロ波誘電体が主力である。

セラミック関連特許の発明者 78 名のうち、40 名が誘電体のテーマにかかわっている 

4.2.3 その他の国立研究機関 

韓国機械研究院(Korea Institute of Machinery & Materials)の研究部門は六部門から

なり、研究テーマは、超電導・ＤＰＦ・圧電が主である。セラミックス関連研究での発明

者数は 66 名である。この他の国立の研究機関について紹介する。 

 

4.3 大学 

 韓国の 26 の大学から出願されている。出願人は「・・大学校産学協力団」である。漢

陽大学、延世大学、ソウル大学からの出願が多く、セラミックス研究に先導的な役割を果

たしている。 

 

4.4 産学協同 

 韓国の政策にもあったように、技術革新力強化と関連して、産業資源部は産業技術大

学の成功モデルを全国的に展開して産学協同を構築して、施設及び研究基盤構築を支援し

てきた。 

 

第 5 章 日本からの出願 

5.1 日本企業からの韓国出願 

日本企業が日本特許庁への出願に加えて、韓国特許庁への出願を行い、韓国における知

財の確保に 

 

5.2 製品分野 

韓国特許庁に出願している日本企業の特許は、電磁気・光学用が 71％と多く、化学・生

体・生活が 12％である。この傾向は韓国企業と同じであるが、2番目の化学・生体・生活
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で多いのはＤＰＦである点が異なるところである。 

 

5.3 日本企業の優位性 

これまでは日本企業が優位にあるとの楽観論が多かった。しかし、韓国企業の追撃は急

速であり、世界の到る所で競合となる可能性がある。日本企業の優位性を保持するために、

有用な点を箇条書きにした。 

 

5.4 日本企業の韓国子会社リスト 

日本企業の中国・韓国の子会社のリストである。中国へのシフトが大きいことが分かる。 

 

5.5 技術流出問題 

過去に日本企業が育んできたノウハウの漏出問題について、アンケートを実施し、その

結果をまとめた。各社とも、韓国企業との競合があり、関心度の高さが伺われる。 

 

付録 

ファインセラミックス産業動向調査 原料および部材分類体系（ＪＦＣＡ） 

ファインセラミックス産業の動向調査に用いられている原料および部材分類体系である。

用途で分類分けされているもので、大項目として、①電磁気・光学用部材、②機械的部材、

③熱的部材・原子力関連部材、④化学・生体・生活部材、⑤汎用・その他があり、この下

に中項目・小項目分類が設けられている。日本の動向と比較できるよう、今回の韓国知財

調査では同じ分類方法とした。 
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