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りのライセンス料が 2.5セントに引き下げられた。 

 

 

第二節 技術流出の防止策：知的財産権管理制度の設計 

 

日本企業の多くは技術的優位な側にあり、台湾市場に進出した際にその所有技術が

盗作、剽窃もしくは盗取されるリスクをどのようにして効果的に回避するか、更に知

的財産権に係る訴訟問題に巻き込まれないためにはどうしたらよいか、これらは日本

企業が技術的優位を維持するための重要な課題である。本節は「従業員の管理」、「情

報安全の管理」、「情報の保存」、「対外的連携」及び「法律専門家との連携」など

の項目に分け、日本企業の台湾における子会社、支社、合弁会社及び関連企業の管理、

並びに対外取引において持つべき知的財産権の管理意識及び設立すべき管理制度に

ついて説明する。 

 

 

第一目：従業員の管理 

 

1.知的財産権保護の方針と制度の告示及び教育訓練 

  

1.1知的財産権担当部署の設立 

 

1.1.1知的財産権担当部署設立の必要性 

 

会社が知的財産権の担当部署を設立する必要性は、一般的に、会社

の業種、会社規模、必要な知的財産権の種類、主要な対外取引の種類、

取引形態及び取引の複雑性などの要素を考慮して判断する。日本企業

の台湾の子会社、支社、合弁会社及び関連企業の知的財産権に関する

管理は、その多くが日本本社の知財部が管理している。ただ、台湾の

子会社、支社、合弁会社及び関連企業の知的財産権に対する意識の欠

如、危機対応処理能力の不足、並びに言語または仕事に対する態度・

習慣の違いなどが妨げとなり、日本本社の知財部とのコミュニケーシ

ョンが円滑に進まないことがある。また、台湾子会社、支社、合弁会

社及び関連企業が警告状を受領したり、知的財産権訴訟に直面したり、

又は他者による権利侵害を受けてから、はじめて日本本社の知財部は

状況を把握することになるので、その時には事後処理しかできないこ

とがよくある。 
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これらの状況を考慮し、日本本社は台湾子会社、支社、合弁会社及

び関連企業内部に知的財産権の担当部署を別途設立することによっ

て、日本本社の知財部による管理をサポートし、台湾会社内部の従業

員の教育訓練を実行し、並びに知的財産権に関する問題の相談を受け

ることにより、日本本社の知財部との対等なコミュニケーションルー

トを築くことができる。設立については、前述のとおり会社の業種、

会社規模、必要な知的財産権の種類、主要な対外取引の種類、取引の

形態及び取引の複雑性などの要素も考慮して判断しなければならず、

全てを一概には言えない。ただ、一般的には IT関連の産業、新技術・

新製品の研究開発を中心とした企業、または会社規模が相当な規模に

達し仕事が細分化されている企業、対外的に知的財産権のライセンス

を扱うことを主な事業とする企業、必要な知的財産権の種類が多くか

つ複雑な企業は、会社内部に知的財産権の担当部署を設置する必要性

が比較的に高く、これは企業各自が自社の性質、体制及び態様を検討

したうえで具体的に決定しなければならない。但し、担当部署を台湾

内に設立することには、費用対効果の面を考慮すると、困難であるこ

とから、台湾子会社等と日本本社の知財部との連携を緊密することも

一案である。 

 

1.1.2知的財産権の担当部署の役割 

 

知的財産権の担当部署が担うべき好ましい役割の一部は次のとお

りであり、状況に鑑み必要な事項を必要に応じて日本の本社の知財部

と連携しつつ、台湾で実施する： 

・会社全体の知的財産権の管理制度を制定し、知的財産権の年度目標の

達成度をチェックする。 

・会社が所有する全ての知的財産権の資料を作成管理し、今後の権利の

使用許諾及び新製品開発の参考に使用できるようにする。 

・国内外の特許商標事務所へ国内外の特許出願を依頼する際に、価格交

渉及び監査の役割をし、知的財産権の出願費用の節約を図る。 

・企業法務担当のサポートとして共同で知的財産権侵害に関する事項を

処理し、知的財産権のライセンスに関する計画を立てる。 

・会社内部の従業員に対する知的財産権の教育訓練及び質疑応答を行う。 

・会社が締結した知的財産権に係る購買契約、ライセンス契約、ODM 生

産契約、秘密保持契約など各種契約をチェックする。 

・会社製品につき取得すべき基本特許、並びに包装、広告、商標を含む

対外的宣伝に用いるデザインを計画する。 
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・会社の知的財産権の運用と保護措置の計画を立てる。 

 

1.2知的財産権に対する意識の注意喚起及び教育訓練 

 

（1）面接の段階 

会社は面接の段階で、人事部及び知財部が事前に面接者の前任会社での

職務背景を確認したうえで、人事部から会社の雇用契約内容、就業規則及

び知的財産権譲渡に関する規定を提示または告知することにより、面接者

に会社の形態と知的財産権の制度に対する基本的な認識を持たせることが

できる。 

会社は面接時に、面接者の知的財産権に関する職務背景につき以下の項

目を調査することができる： 

・知的財産権に関する専門知識の調査－面接者の過去の経験、履歴及び知的

財産権に関する基礎概念を調査する。 

・知的財産権に関する秘密保持契約の調査－面接者が前任会社と知的財産権

の譲渡、秘密保持及び競業禁止などの約定を交わしているかどうかを調査

する。 

 

（2）新入社員 

会社は従業員を採用してからすぐに、従業員の研究開発物の権利帰属に

関する約定、他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証、秘

密保持契約条項、及び競業禁止などの内容を含めた雇用契約を締結すべき

である。これについては後述する「必要書面への署名」を参照されたい。

そのほか、進入社員に対し特許、商標、著作権、営業秘密などに関する教

育訓練を行うべきである。 

 

（3）在職中の社員 

会社は定期的に知的財産権の講習を行い、会社が定めた知的財産権政策

の告示、又は会社で起きた実例の解説をするほか、以下の知的財産権の教

育訓練制度を採用することが好ましい： 

・知的財産権の担当社員を会社の知財研修生として外部で訓練を受けさせた

後、今度はその知財研修生が会社内部の従業員に教育訓練を行う。会社は

知財担当社員を外部の知的財産権の研修会に参加させた後、知財担当社員

から不定期に教育訓練が行なわれることで内部従業員に知的財産権に関す

る最新情報を告知すると同時に、教育訓練に関する重要資料を分析し、ポ

イントを整理して、電子メール又は会社の掲示板でその摘要を会社関係者
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に提供することができる。 

・外部の知的財産専門家や弁護士に依頼して会社で講演を行う。会社は事前

に外部の専門家や弁護士と会社の業種及び実際の需要に相応しい教材を作

成し、学者や専門家、弁護士が会社で従業員を対象とした講習を行う。ま

た従業員が仕事上で実際に遭遇した疑問を解説することにより、従業員が

知的財産に係る社内制度及び知的財産権の重要性を理解し、仕事で充分に

活用させることができる。 

 

（4）従業員の業務マニュアル 

会社は従業員の業務マニュアルを作成し、知的財産権の管理及び保護維

持などの会社政策、又は従業員の遵守すべき規定を明記するほか、具体的

な事例を Q&A 形式で記載することで従業員の理解を深め、知的財産権の教

育訓練で講師が事例について解説し、従業員を指名して質疑応答を行うこ

とにより、従業員の知的財産権の観念を強化する。 

2.必要書面への署名 

 

会社は従業員を採用するにあたり、雇用契約にて従業員研究開発物の権利帰

属に関する約定、他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証、秘

密保持契約条項、及び競業禁止などの契約事項を明確に定めるべきである。 

 

2.1従業員研究開発物の権利帰属に関する約定 

 

従業員の研究開発物の権利帰属をめぐり紛争が生じないよう、更には従

業員から知的財産権侵害を主張する訴訟を提起されないよう、従業員を採

用する際に雇用契約に知的財産権譲渡条項を明確に定め、従業員が雇用関

係中に完成した発明、著作及び一切の知的財産創作物はすべて会社が所有

すると明文化することが好ましい。次の条項例を一案として参照されたい： 

  

 知的財産権の帰属 

従業員が在職期間中に携わった研究、設計及び創作(以下「仕事

の成果」という)につき、その著作権、特許出願権、特許権、知

的財産権及びそれらから派生した全ての権利はいずれも会社に

帰属する。従業員は会社が仕事の成果の著作者、発明者または

創作者となり、会社が法により定められた著作者、発明者また
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は創作者などが有する権益を享受することに同意する。（また、

著作権に関し、著作人格権を行使しない旨、規定することも重

要。） 

 

2.2他者の知的財産権とその関連権利を侵害しない旨の保証 

 

従業員が開発した創作物が他者から盗作したものである、または前任雇

用主から取得した機密情報を利用したものであることにより、会社が権利

者から知的財産権侵害または営業秘密侵害で訴えられることを避けるため

に、従業員を採用する際に雇用契約において他者の知的財産権とその関連

する権利を侵害しない旨の保証条項を明確に定め、従業員が当該条項に違

反した場合、会社へ違約金を支払い、賠償責任を負うものとする方法で従

業員を制約することが好ましい。次の条項例を一案として参照されたい： 

 第三者の権利を侵害しない保証 

在職期間中に携わった知的財産創作物につき、従業員は会社以外

の第三者が有する機密情報及び知的財産権を無断で使用してい

ないことを保証する。従業員が前述規定に反し、第三者が有する

機密情報及び知的財産権を使用したことにより、会社が第三者か

ら責任を追及されたとき、従業員は会社に懲罰的違約金として＿

＿＿台湾ドルを支払い、会社が受けた損害を賠償するものとす

る。 

 

2.3秘密保持条項 

 

従業員が会社の機密情報を不当に利用し、尚且つ第三者、競争会社に開

示することにより、会社の機密情報がその機密性を喪失する又は競争会社

に漏洩することを防ぐため、従業員を採用する際に雇用契約に秘密保持条

項及び会社は従業員の電子メールを監視することができるなどの関連規定

を明確に定め、従業員が当該条項に違反した場合、会社に違約金を支払い、

賠償責任を負うものとする方法で従業員を制約することが好ましい。次の

条項例を一案として参照されたい：  
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 秘密保持条項 

従業員は在職期間中に知り得たもしくは保管した会社の機密情

報に対して守秘義務を負うものとし、事前に会社の書面による同

意なく、前述の機密情報を自己利益のために使用したり、仕事の

目的の範囲を超えて使用してはならない。また、前述の機密情報

を第三者に漏洩、告知、交付もしくは外部に開示してはならない。

当該契約が解除もしくは終止した後も、従業員は当該守秘義務を

負うものとする。 

 

 

 電子メールの管理 

会社内部のネットワークの効率を維持し、営業秘密妨害を防ぐた

めに、会社が提供する通信設備を利用して符号、文字、映像、音

声またはその他の情報を送信、保存、転送及び受信し、有線及び

無線を利用した電子メールで外部と連絡した場合、従業員は会社

が定期的もしくは不定期に制度又は関連設備を通して上記通信

及び仕事内容に対し監視を行うことに同意する。  

 

 損害賠償条項 

従業員が本契約の守秘義務に違反し、会社の調査により事実であ

ることが判明した場合、従業員は懲罰的違約金として＿＿＿＿台

湾ドルを支払うものとする。 

 

2.4競業禁止条項 
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競業禁止に関する特約について、台湾の現行法では事業者と従業員によ

る競業避止義務について明文の規範がなく、事業者の多くは契約で「競業

禁止」の条項を明確に定め、その権益を保障している。従業員は本来「在

職期間」において会社に対し忠実義務が課せられている。これは労働契約

の本質であるので、契約をもって労働者の「在職期間」における競業避止

義務を約定するのは適法かつ有効である。 

「退職後の競業禁止」条項は、台湾実務見解によると、その内容が合理

的な範囲内であり、かつ公序良俗に反しないものであれば、法により認定

されるべきとしている。合理的な範囲とは、行政院労工委員会 89労資二字

第 0036255 号書簡を参照し、裁判所の競業禁止条項の有効性に関する争議

の判決から、次のとおり、原則をまとめることができる： 

 

（1）雇用主の固有知識もしくは営業秘密を保護する必要性がある。 

（2）元の雇用主のもとでの従業員の職務や地位は、一定の営業情報または特

別な技術を有している。 

（3）従業員の就職先、期間、地域、業務活動の制限範囲が合理的な範疇を越

えてはならない。最近の多くの判例で、裁判所が認めている期限は 2 年

以下である。 

（4）従業員の競業禁止により生じた損害に対する補償措置があると、公序良

俗に違反していると認定することは難しい。 

（5）退職後の労働者による競業行為は、前任雇用会社の顧客資料、情報の大

量奪取など、明らかに背信性がある、または信義誠実の原則に反するも

のであるか。 

 

このほか、行政院労工委員会が 2004年に公布した「競業禁止締結のマニ

ュアル」において、前述 5 項のの原則のほかに、競業禁止条項締結におけ

る注意事項が次のように付け加えられた： 

 

（1）契約の自由及び信義誠実の原則に基づいて契約を交わすべきである。即

ち雇用主は脅迫の手段で従業員に契約締結を強制してはならない。 

（2）競業禁止条項に違反したときの違約金は高額すぎてはならない：違約金

の金額は、契約違反における客観的事実、雇用主の損害などの状況を斟

酌して定めるべきである。 

 

以上の内容に基づき、以下の「競業禁止」条項の例を一案として参照されたい： 
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 競業禁止条項 

1. 従業員は在職期間中及び如何なる理由による退職後の 年以内

は、事前に会社の書面による同意なく、  地区にて如何なる方

法で直接もしくは間接的に以下の行為を行ってはならないことに

同意する： 

 

(1) 自己もしくは他人名義で、会社が経営する＿＿＿業務(「会

社の業務」)と同様、類似又は競争関係にある事業者(「競争

事業者」)に投資すること。但し株式市場を通して競争事業

の上場市場株式もしくは新興市場株式を購入し、また本契約

者のその持ち株比率が競争事業の発行済株式総数の百分の

＿＿を満たさないものはこの限りではない。 

(2) 会社の業務と同様もしくは類似の業務とは、直接もしくは間

接的に競争事業者の雇用、委任又は顧問を引き受けることを

含むがこれに限らない。 

(3) 会社の顧客または取引先を競争事業者と引き合わせるもし

くは取引きさせること。 

(4) 会社の顧客に競争事業者のサービス又は商品を推薦、販促も

しくは販売すること。 

(5) 会社の従業員を退職させて競争事業の何らかの職務に就任

させること。 

 

2. 前項約定を反した者は、会社の損害を賠償するほか、会社に懲罰

的違約金＿＿＿＿＿台湾ドルを支払うものとする。 

3. 本契約者が在職期間中に第 1条の規定を違反した場合、会社は予

告せずに従業員との雇用契約を終止することができる。 

 

3.研究開発に係る規則 

 

一般的には、日本の大企業は世界各地で子会社や支社などの営業拠点を設けてい

る。企業は、各営業拠点が所在する地域の知的財産権出願及び保護制度に準じて、

各営業拠点の従業員が生み出した知的財産創作物に対し、各拠点の従業員に研究開

発記録簿、仕事の進行状況、仕事の時間を確実に記載させるべきである。特に特許
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の出願国が米国である場合、米国が採用する「先発明主義」26に備えるためにその

必要は大いにある。そのほかに、各国の知的財産権出願及び保護制度の違いに対応

するためだけではなく、研究開発記録簿を記入することは会社にとって 3つのメリ

ットがある： 

 

(１)経験、技術や知識などの蓄積と引継ぎに役立ち、後任の従業員は退職した前任

者の研究開発記録に基づいて研究成果を速やかに引継ぎ、後続の研究を行うこ

とができる。 

(２)知的財産権の訴訟で、研究開発記録簿は有利な証拠となる。例えば著作権侵害

の訴訟では、自分の創作が先であるうえ、他人の創作物内容に接したことがな

いと証明できる。 

(３)従業員が完成させた研究開発物は職務上の発明、もしくは会社の経験や資源を

利用して完成したものであると判断する根拠となる。研究開発記録簿のフォー

マットに決まりはないが、前述のメリットや目的のため、研究開発記録簿には

少なくとも次の事項を記載すべきである： 

 

①従業員は会社の資源を持出すと同時に研究開発記録簿に氏名、受取使用日

及び部門名称を記入する。 

②記録簿本文には少なくとも「会社名称」、「部門名称」、「持出使用日」、

「記録時間」、「記録簿番号」、「ページ番号」、「記録者署名」、「立会

証明人署名」の記入欄を入れ、従業員には確実に記入してもらう。 

 

次頁の「研究開発記録簿の範例」を一案として参照されたい。 

                                         
26「先発明主義」とは「先願主義」に対するものであり、他者が先に特許出願を提出したとしても、先

に創作の発明を完成させた発明者が優先的に特許を受ける権利を有する。この制度のもと、発明が自

分のアイデアであり、他者の発明は自分の後にできたと証明できる根拠を先に提出するには、発明者

が工程日誌、研究開発記録簿にて「構想完成日」、「実行日」を完全に記入し、また構想と実行に励

む過程を証明できるように記載する。 
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表 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録を行う上で注意すべき点は次のとおりである： 

 

(１)筆記用具はボールペン、インクペンなど筆跡を保存できるものを使用する。 

(２)ページごとに記録時間及び記録者の署名を記入する。 

(３)筆跡や図はその内容がはっきりと識別できるようにする。 

＜巻頭＞ 

研究開発記録簿 

 

番号  

部門名称 部門コード番号 

氏名 社員番号 

持出使用日 返却日 

○○股份有限公司 

＜本文＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画コード番号：            ページ番号： 

                            記入日：   年  

月  日 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

記録者署名： 

立会証明人署名：        日付： 

立会証明人署名：        日付： 

 

○秘○○股份有限公司の機密情報であり、 

許可なく転記もしくは複写をしてはならない。 
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(４)研究発明記録簿にはページ順に番号を振り、ルーズリーフは使わずに空白

ページがないよう順番に使う。また、今後ページが欠損することによって

紛糾が生じないように、破棄又は破損などがないようにする。 

(５)貼り付けによる記録方法をとってはならず、全ての記録は記録簿内に直接

記入し、証拠資料を貼り付ける際には、証拠資料と記録簿用紙に割印また

は両紙にまたいで署名する。 

(６)記録に間違いがあったときは線を引いて削除して横に署名を入れるように

し、破いたり、修正テープ(液)で消してはならない。 

(７)定期的に上司もしくは立会証明人に確認してもらい、重大な発見や発明が

あるときは直ちに確認してもらう。 

 

また、重大発見もしくは発明があるときは二人以上の立会いが理想的であり、必

要に応じて立会証明人の前で関連実験を再現する。会社は定期的に研究記録簿を確

認し、上記のとおりの記録方法であることを確認する。次の「研究記録簿検査表範

例」を一案として参照されたい。 

また、研究開発記録簿は機密文書として管理するべきであり、機密文書の管理方

法については本節後述の紹介と説明を参照されたい。 
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表 7. 

研究記録簿検査表 

受取使用者：                  日付：  ／  ／ 

 

評価内容 

評価の結果 

（是 Y：非 N：不適用 NA） 

備 

考 

管

理

情

報

登

録 

巻頭の各欄が確実に記載されているか（氏名、

工番、受取使用日、使用期間、部門名称及びコ

ード番号）。 

 

 

        

部門の異動があれば、異動資料欄に記録し、新

たに使用期間および直属管理者欄を記載する

こと。 

 
        

知的財産権を出願する場合、知的財産権欄に記

録すること。 
         

内

容

の

立

会

証

明 

重要な結論または発明は、二名以上の立会証明

人が関連ページに立会証明したことを署名し

（印鑑は不可）、日付を付記すること。 

 
        

パソコンで書き出した書類、写真、図、表を貼

付けたところに、署名と立会証明したことを

記載すること。 

 

        

書

面

の

統

制 

全頁に計画コード番号、氏名及び日付を記載す

ること。 
         

同じ頁に二つ以上の計画内容を記録しないこ

と。 
         

同じ日付の記録は空白を残さず、続けて使用

し、一頁に満たないものは、残りの部分に線を

引くこと。 

 
        

異なる日付の記録は次の頁を使用すること。          

どの頁であっても破いたり、損失してはならな

い。 
         

原

稿

品

質 

筆記用具は筆跡が永久保存できるものを使用

すること。鉛筆は不可。 
         

記録に間違いがあったとき、修正液などで消し

てはならず、線を引いて削除し、日付と署名を

入れること。 

 
        

紙に書いてから、記録簿に貼り付ける方法をと

ってはならない。 
         

執

筆

範

囲 

成功失敗を問わず、詳しく完全に記録を作成す

ること。 
         

記録時の表現方法は、引継者の仕事継続及び知

的財産権保護の基準のために明確性を重視す

ること。 

 
        

記録範囲は研究開発に関するインスピレーシ

ョン又は初期構想、計算、討論摘要、訪問内容

及び感想を含む。 

 
        

管 理 者 署 名  
        

日 付          
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第二目：情報安全の管理 

 

1.会社設備の取り扱い 

 

1.1会社の入出記録と管理 

 

会社外の者が会社内を訪問する場合、管理者は訪問者の身分、代表する会

社名、及び役職を確認し、証明書類を審査し、会社の担当者とその訪問者に

事前の予約があることを確認してから中へ通す。その際、訪問者には署名を

してもらい、訪問者の身分証明書を預かり、その替わりに訪問証を渡し、入

出時間の記録を作成する。また、訪問者は社内にいる限り訪問証を身に着け

る上、会社の従業員が付き添わなければならず、訪問者と会議がある場合、

後日確認するために会議内容について会議記録を作成すべきである。これら

の方法により、会社外の者が不当に会社の機密に接触して流出することを防

止することができる。 

 

1.2機密書類のコピーの規定 

 

会社は機密技術書類や情報を一箇所（実存の空間、又はコンピューターシ

ステムにある特定のサーバ）に統一して保存し、秘密保持システムを用いて

管理する。当該システムは、特定のコピーカードを差し込む又は従業員コー

ドと特定のパスワードを入力してからでないとコピーやプリントアウトが作

動せず、コピーする前とプリントアウトする際には、先に登録するようにす

る。例えば、知財部などの担当管理部署又はコンピューターシステムに登録

し、照会できるようにコピーとプリントアウトの記録は何れも会社のコンピ

ューター記録に保存する。 

 

1.3機密書類の外部への漏洩を避ける管理措置 

 

会社は従業員との雇用契約、就業規則において従業員が会社の機密書類を

会社外への持ち出し、第三者への漏洩、又は自分の業務目的以外の使用につ

いて明確に規定するほか、従業員が電子メールや USB メモリを通じて会社の

機密書類を流出することがよくあるため、会社のコンピューター管理システ

ムにおいて最善の防止措置を採取すべきである。例えば、ウィルス対策ソフ

トメーカーが設計した情報漏洩防止保護システムを採用し、従業員が特定の

機密書類を転送やアクセスした時にシステムが認識し、フィルタリング及び
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遮断を行う。現在、市場のウィルス対策ソフトメーカーの会社資料の漏洩を

防止する解決策には次の機能が含まれている： 

・パスワードの作成：パスワードで資料を保護し、第三者への流出を防止でき

る。ただ、授権された内部の従業員の不注意又は故意による資料の漏洩を防

止することができない。 

・アンチマルウェアプログラムの保護：会社のネット及びネット装置において

アンチマルウェアプログラムとサービスをインストールし、マルウェアが会

社のシステムに侵入することを防止する。 

・アクセスコントロール：授権された人員だけネット、応用プログラム及びシ

ステムへのアクセスが容認され、情報漏洩の機会を減少する。 

・職場の対策：どの従業員がどのような特定の資料へとアクセスできるかを明

確に定義し、列挙したものを従業員に配布し、コンピュータープログラムの

設計を用いて強制的に執行する。 

・資料漏洩防止ソフト：内容のフィルタリングで漏洩を防止する。つまり、従

業員が特定の機密情報を使用しているか否かを即時に判断する。主に機密フ

ァイルがノートパソコン、携帯式記憶デバイス、電子メール及びインスタン

トメッセージによる漏洩を防止する。 

又、従業員が退職する場合、会社メールを受信できるルートをただちに封鎖

するべきである。例えば、パスワードを変更する等、退職した従業員が会社の

機密情報や重要な資料をインターネットから取得し、会社の損害になることを

防止する。 

 

2.機密文書の取り扱い 

 

2.1機密文書レベルの表示及び保存方法 

 

会社は機密文書に対して、原本において機密レベル、機密保持の期限、機

密制限が解除される条件、複製品（コピー）であるという表記及びその部数

を明記すべきであり、複数のコピーがある場合、それぞれ番号を振り分ける

ことが好ましい。機密ファイルは機密レベルにより、「極機密」、「機密」、

「密」など、複数種類に分類することができる。一般的に言えば、ハイテク

情報産業において「極機密」と表示された情報は常務クラス以上、「機密」

と表示された情報は次長クラス以上、「密」と表示された情報はエンジニア

クラス以上の人に限り閲覧することができるように区分可能。 

又、機密書類ファイルは普通のファイルと分別して保存し、機密レベルに

よって個別に保存するべきであり、マイクロフィルム又はその他の電子ファ
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イル、写しも同じである。機密ファイルは別途用意した金庫や安全保護機能

付きの保管庫に施錠して保存すべきである。又、電子ファイルの場合はコン

ピューターセキュリティーの安全保護措置を採取し電子パスワードの方法で

保存することが好ましい。 

 

2.2機密書類にアクセスできる人を限定する 

 

特定の知的財産権の研究開発又は創作に対して、研究開発又は創作が所属

するチームごとに分類し管理すべきである。例えば：「A研究計画案」に対し、

A研究計画案に所属する人だけがアクセス権限を持ち、制度の設計上でコンピ

ューターサーバでの閲覧、アクセス及び修正の機能に制限を設け、コンピュ

ーターシステムによって従業員ID及びパスワードが正しいことが確認されな

いと A研究計画案のファイルにアクセスできないようにする。A研究計画案に

所属していない人が業務上で A 研究計画案の関連資料を借用する場合は別途

申請しなければならないようにする。その申請制度は、申請する従業員の所

属上司の許可を予め取得してから、A 研究計画案の担当上司の許可を取得し、

管理担当部署（例えば：知的財産部署や法務部署）に登録してから借用でき

るように設計する。このような制度の構築により、知的財産権等の関連機密

書類が外部へ流出し、漏洩することが容易に起きないようにする。 

 

2.3機密書類の廃棄処分の規定 

 

従業員がコピーし間違えた書類又は保存期限、機密期限を過ぎた知的財産

権に関わる機密書類に対し、会社は従業員にシュレッダーで処分するように

呼び掛けるうえ、従業員が確実に履行しているかどうかを無作為に監査する、

または統一制度を採用し、従業員が機密書類を処分専用の箱に入れ、会社が

契約した専門業者が処分することによって、従業員が社内の各知的財産権等

に関わる機密情報を不適切に処分することによる機密情報の外部漏洩を防止

できる。 

 

第三目：情報の保存 

 

1.分類、セキュリティ化、保存の準則 

 

第二目の説明のように、会社の全ての機密情報に対して、その機密性のレベルに

よりシステム的に分類し、例えば、「極機密」、「機密」、「密」など複数種類に
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分類し、分類後のレベルによって異なる程度のセキュリティ保護を施す。例えば、

閲覧及びアクセスできる対象を制限し、パスワードをかけ保存する。会社は機密情

報の分類、採取すべき安全措置及び保存方法について従業員に従ってもらうための

統一的な規範を設置すべきである。次の「機密情報保持作業要項」の規定を一案と

して参考にされたい。 

 

機密情報保持作業要項 

 

1. 当社は、各部署が当社機密に関わる資料の使用と保存を確保し、機密

情報の漏洩または破壊を防止するため、特別に本要項を作成した。 

2. 本要項でいう機密情報とは、情報通信設備によって保存された当社機

密に関わる資料、または当該資料の処理に係る書類や電子データを指

す。 

3. 本要項でいう機密情報とは、当社の営業秘密に関わることから、当社

の各部署に所属する管理者が絶対機密、極機密、機密、限閲と指定し

た情報を指す。 

4. 当社の各部署は機密情報に対して適切な措置を採取し、当該部署の管

理者又は指定された担当者が職権範囲内において監督の責任を負い、

定期的または不定期に機密情報保持の実施状況を検討する。 

5. 機密性のある資料は許可がない限りアクセスしてはならない。「極機

密」の情報は常務クラス以上、「機密」の情報は次長クラス以上、「密」

の情報はエンジニアクラス以上、「限閲」の情報は特定の人に限り閲

覧することができる。 

6. 各情報の書込み、読出しにはアカウントとパスワード等の管理制度を

構築し、必要に応じて常に更新しなければならない。機密資料のアク

セスは一般的なアカウントパスワードの仕組みより厳重にコントロ

ールし、その機密レベルによって必要な保護措置を採り、それに関わ

るセキュリティー事項にも注意すべきである。機密資料を保存してい

るコンピューターには相当な安全性のある起動時のパスワード又は

データアクセスのパスワードをかけるべきである。 

7. 機密資料はパスワードをかけ保存すべきである。機密情報にパスワー

ドをかけないまま、公衆のインターネットを通して伝送したり、携帯

式保存デバイスに保存してはならない。 

8. コンピューターシステムを修理に出す場合、先に利用者が情報関係者

と一緒にハードディスクを取り出し、又は機密性のある情報のファイ

ルを削除すべきである。廃棄する場合、ハードディスクに保存してい
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る全てのファイルを削除又は処分すべきである。携帯式保存デバイス

を修理に出す場合又は廃棄する場合も同じである。 

9. 当社は定期的又は不定期に情報の機密厳守関連の宣伝や講習訓練を

行って、コンピューターの利用者のマナー及び法律の観念及び情報機

密セキュリティ措置の関連知識を強化する。 

10. 当要項については当社の取締役会で決定されてから実施し、修正する

時も同じである。 

 

 

2.カタログや広告のファイル保存と日付、数量等の表示 

 

知的財産権訴訟になった時、会社が先に実施していたこと、又は先に善意で使用

していたことを証明しなければならない。例えば：会社の製品が特許権を侵害して

いると他者から主張された場合、会社の製品は係争特許が出願される前にすでにカ

タログや広告に公表された、又は公に使用していたことを証明して、係争特許は無

効だと主張する。また、著作権侵害の争議において、自分が先に創作し、他人の創

作物の内容に接触した事実がないとして、著作権の侵害を構成しないことを証明す

る。さらに、商標権侵害の争議において、係争商標の出願日より前に善意で係争商

標を使用していたため、他人の商標権効力に束縛されない等、上記のことを証明す

るために、会社製品のカタログ、広告等の書類ファイルを保存する必要があるうえ、

より先に実施していたこと、又は先に善意で使用していたことを証明するために、

全ての当該ファイルには詳しい発表日付を記録すべきである。重要な製品が発売さ

れる際にも、書類ファイルはその重要性により参考用のバックアップを多めにして

保存すべきである。カタログや広告等の書類ファイルには、適切な箇所に©マーク、

著作権所有者の名前、発表年月を記載することが好ましく、以下の表示方法を一案

として参考にされたい： 

 

• Copyright XXX Inc. December 2012 All Rights Reserved 

•  © XXX Inc. December 2012. All Rights Reserved.  

 

3.新技術、新製品の発表、出展の記録 

 

2で述べた内容のほか、発表、出展した時のカタログ及び広告記録を保存するこ

とは、将来知的財産権侵害として告訴された際に、先に実施していた又は先に善意

で使用していたと有効的に主張して抗弁できる他、新技術、新製品の発表、出展の
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記録を保存するもう一つのメリットは、会社が遅くても当時すでに当該技術を所有

していたことを証明できることである。カタログ及び広告は会社が有する技術力を

提示して技術ライセンスの協議をするツールとなるだけでなく、退職した従業員や

潜在的な連携先が当該新技術、新製品の機密情報に接触して取得し、当該機密情報

を漏洩したり、自社製品の開発に使用した場合にも、会社が当時すでに関連技術を

所有していたという証明になり、退職した従業員又は潜在的な連携先が盗用または

模倣したとして、関連する知的財産権及び営業秘密を侵害したことの証明になる。 

 

4.データのバックアップ 

 

会社資料の分類及び保存の必要性は上述した通りである。ただ、たとえ会社が欠

如なく資料の分類及び保存の制度を実施していても、突然の停電又はウィルスの攻

撃などの事故によりハードディスクが故障したり保存したファイルが損傷したり

する場合がある。そのため、資料の分類及び保存の制度を実施するだけでなく、資

料のバックアップの重要性も重視すべきである。バックアップの方法は、フルバッ

クアップ、増分バックアップ及び差分バックアップの 3種類に分けられる。フルバ

ックアップとはハードディスク、データベース等の記憶装置内のすべでのファイル、

フォルダー又はデータをもう一個の記憶装置にバックアップすることである。増分

バックアップとは、前回フルバックアップした分に基づき、その更新分の資料、又

は前回分とは異なる資料だけをバックアップすることである。差分バックアップと

は、増分バックアップと非常に似ているが、その違いはバックアップする度に最初

にフルバックアップした資料を基準点にして、全ての追加や修正の資料を全て記憶

装置にバックアップすることであり、システムを長期間使用するにつれて最初の基

準点との差が大きくなり、差分バックアップの資料も大きくなる。 

次に、バックアップ資料による復旧作業について述べると、その作業はバックア

ップの方法によって違ってくる。フルバックアップを採用した場合、復旧する際に

ただフルバックアップした資料をそのまま復旧すれば良いため、多くの企業がホス

トコンピューターの資料についてこの方法でバックアップしている。もし事故など

により資料が損傷したら、前日フルバックアップした資料を復旧すれば良いので、

システムをもう一度インストールする必要もない。増分バックアップを採用した場

合、復旧する際に段階を分けて次々と復旧しなければならない。例えば、今月 1日

に最初のフルバックアップを取ってから、毎日 1 回増分バックアップしたとする。

この場合、システム資料を復旧する際に先に最初のフルバックアップを復旧してか

ら、二日目のバックアップを復旧し、さらに一日分ずつ順次に復旧して、資料を最

新の状態にする。差分バックアップの方法を採用した場合、必要なバックアップ装

置の容量は増分バックアップより遥かに大きいものの、比較すれば復旧の速度は増

分バックアップより早く、復旧する際に最初のフルバックアップと最新の差分バッ

クアップを復旧すれば良い。つまり、各種のバックアップ方法にはそれぞれの長所
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と短所があり、どちらの方法が優れているのかではなく、会社の実際のニーズと現

状に応じて一番相応しいバックアップ方法を選択するべきである。 

 

5.会議記録 

 

知的財産権の保護の観点からみて、会社内の会議記録は、会社の研究開発部署が

持っているアイデア、研究開発の進捗等を証明することができ、その機能は既述の

「研究記録簿」と似ている。とくに外部の業者との会議記録はその必要性が高く、

両者が協議した事項、すでに得られたコンセンサス、提出または受領したことのあ

る機密書類を証明でき、取引相手と関連する提携事項の全てを明示することができ

る会議記録は、後日、他者に対して権利を主張する、又は他者から権利を主張され

た際に非常に重要な証拠となるため、きちんと保存しておくべきである。 

 

第四目：対外的連携 

 

1.秘密保持契約の締結 

 

秘密保持契約を締結する前に、技術流出を防止する対策の一つとして、取引相手

を慎重に選択することである。製品生産のため、自分の技術またはノウハウを評判

の良い優れた製造技術能力のある業者に渡して使用してもらう場合、当該業者が一

方は自分の評判を考慮し、もう一方は、優れた技術を持っているため、関連技術が

提供されなくても、自ら製造生産の能力を持っているため、技術またはノウハウが

盗用されることが比較的起こらないため、事前に取引相手の技術能力、評判を検討

することはとても重要である。その他、自社の技術が生産委託先を通して競争相手

の生産製造及び製品に使用されるのを避けるため、生産委託先に製造場所及び生産

ラインを区別するように要求し、専門的に自社製品の製造に使用する場所または生

産ラインを他社の製品の生産製造に使用してはならないうえ、生産委託先に自社の

技術は営業秘密であることを理解してもらい、その警戒心を強化するため、もし営

業秘密を無断で使用又は流出した場合、刑事責任に係わる可能性があることを理解

させる。上述の方法を貫くため、生産委託先の製造場所に人員を派遣して確認する

ことも実行可能な方法の一つである。 

また秘密保持契約の締結の目的は、双方の秘密保持の関係を構築、強化すること

で、機密情報を提供する側（開示側）と機密情報を受ける側（受領側）に明確な契

約上の権利と義務の関係をもたらし、秘密保持契約の締結により「特定の目的」を

機密情報の範囲に入れることができ、元々秘密ではない事項が契約の特別約定によ

り秘密にすべき事項になり、受領側が契約により秘密保持の義務を背負うことにな

る。 



 

 - 192 - 

秘密保持契約は次のように分類できる： 

 

（1）相互秘密保持約定 

これは連携協議書において一番良く見られるもので、連携する双方が自分

の機密情報を交換提供することで提携関係を進める。双方が互いの機密情報

に対して互いに秘密保持の義務を負う秘密保持契約の締結により、他社との

提携を進めると同時に、各自の営業秘密の「秘密性」を保つことができる。

よく見られる相互秘密保持約定の規定は次の通りである： 

 

● 秘密保持条項 

甲乙双方は提携期間又は提携関係終了後＿年間において、取得し

た及び知った他方の如何なる「機密情報」について秘密保守の義

務を負い、決して如何なる方法で他の第三者に知らせる、または

所有させてはならない上、関連する「機密情報」を自ら利用する、

または如何なる方法で第三者に利用させてはならない。 

 

（2）片務の秘密保持約定 

下受けや OEM 関係において、よく見られるのは「片務の秘密保持約定」で

あり、片方だけ自分の機密情報を提供し、もう一方は単純に機密情報を受け

るだけであるため、機密情報を受ける一方が秘密保持の義務を負うべきであ

ると約定する。よく見られる片務の秘密保持約定の規定は次の通りである： 

 

● 秘密保持条項 

当社は、知り得た又は XX会社が提供した機密情報について、その

機密性を保持するために必要な措置を採取し、契約の目的に符合

する使用を除き、事前に XX会社の書類による同意がない限り、第

三者に漏洩、告知、交付及び移転してはならず、並びに外部に発

表し、自分や第三者のために当該機密情報を使用、利用してはな

らないことを承諾する。 

 

2.有形情報の提供 

 

どのような情報でも「機密情報」に該当すれば、受領側が当該情報について秘密
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保持の義務を背負うので、争議になったときに双方が各自主張し、秘密保持契約の

本来の目的と機能が喪失するのを避けるために、契約内容で明確に約定すべきであ

る。有形情報の提供について、書類やファイルに直接的に「密」の字、又は同じ意

味の文字を表記したものを機密情報とすることで、機密情報の範囲を明確にするこ

とができる。次の条項を参照されたい： 

 

● 機密情報 

本契約でいう「機密情報」とは、甲が交付又は如何なる方法で乙に開

示した技術資料、図面、及びそれに関連のある各種の書類、またはそ

の他一般的なビジネス観念に基づき機密と見なす物、書類、情報等の

有形情報であり、かつ甲が乙に提供した際に甲が機密である旨を表記

したものを指す。 

 

3.無形情報の提供 

 

無形情報の提供については、例えば、開示側が口頭等の方法で告知した機密情報、

告知する時に先にこれから告知する事項は機密情報であると表明しておき、その後

再度書面をもって口頭で告知した事項を明記し、受領側が守秘義務を背負うべきで

あると通知することによって秘密情報の範囲を明確にすることができる。次の条項

を参照されたい。 

 

● 機密情報 

本契約でいう「営業秘密」とは、甲が交付した又は如何なる方法で乙

に開示した技術資料、図面及びそれに関連する各種の口頭説明、書類、

並びにその他一般的なビジネス観念に基づき機密と見なす物、書類及

び情報であって、かつ甲が乙に提供した際に甲が機密である旨を表記

したものを指す。口頭説明など書面ではない方法で開示した場合、甲

は開示するときにそれが機密情報であることを表明したうえで、甲は

開示から＿＿日以内に書面をもって開示した内容並びに乙が保守義務

を負うべき情報であることを明確に記載するものとする。 
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第五目：法律専門家との連携 

 

1.関連契約書の作成又は修正 

 

企業は知的財産創作物の応用管理において、対内外を問わず必ず契約書の締結に

関わることになる。対外的には、当章で既述した「技術授権契約」を例にしてみて

も、授権対象の特定、授権態様の分類、使用許諾する内容と制限、ロイヤリティの

計算と支払い、派生改良技術の知的財産権の帰属、技術欠陥の責任帰属等の詳細に

関わってくる上、さらにそれぞれの授権協議内容が「行政院公平交易委員会技術授

権協議案件受理の審理原則」の規定に合致するかを審理しなければならない。対内

的には、当章で既述した従業員との「競業禁止条項」の締結だけでも、競業禁止条

項に関わる有効性の認定標準、制限期間、制限する地域、職業活動範囲が妥当かど

うか、代償の措置があるか、約定した違約賠償金の金額が妥当かどうか等に関わる。

法律の規定には煩雑且つ詳細なものが非常に多く、また実務の発展も時の流れにつ

れ日々進歩しているため、契約書の作成又はリーガルチェックは、知的財産権事務

において経験のある専門的な弁護士に依頼し、作成した契約条項が法的な規定に該

当するか、又は裁判所と行政機関の最新の見解に一致することを確認する必要があ

る。台湾の法律事務所との連携関係を維持するほか、日本の法律事務所との関係も

非常に重要であり、特に台湾の各法律事務所の得意分野、業務処理の態様について

良く知らない日本企業にとって、日本の法律事務所の紹介を通し、自分の会社のタ

イプ及び案件の態様に適した台湾法律事務所を選択することはとても重要である。 

 

2.特許、商標検索資料の提供と分析 

 

特許検索の目的は、効率的に最新の特許情報を収集して現在の関連技術の発展状

況を把握することである。他者の研究成果を参考することによって研究開発の経費

と時間の重複投資を避けることができるうえ、他者の特許権を侵害する設計を避け

ることができる。それと同時に、競争相手が所有する特許技術の特許権存続期間を

監督することもでき、特許権存続期間が過ぎた適切な時機に自社商品を発売して市

場シェアを奪い取ることができる。さらには、吸収合併してキーテクノロジーを取

得して自社の技術に充当する、または市場の拡大を検討する際の判断材料とするこ

とができる。 

商標検索の目的は、目的国で既に公告又登録された商標を事前に調査することで、

商標権の抵触によって出願が拒絶される或いは異議申立てをされることを避け、出

願商標の拒絶や異議による余計な費用や時間の浪費を減らすためである。特に、現

在台湾の経済部智慧財産局の商標審査手続きは少なくとも 8ヶ月以上かかり、8ヶ

月が経過して商標出願が登録できないと発覚すると、市場の収益と市場戦略計画に
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影響をきたす恐れがあるため、事前に商標の検索をして初歩的な評価をすることに

は実質的な利益がある。 

特許出願または商標出願を問わず、出願者は特許または商標を使用した商品の製

造販売、特許技術のライセンス、第三者へ商標の使用許諾、競合相手が主要な商業

地域とする国又は地域で出願するなどの可能性があり、各種検索システムをどのよ

うに利用してどのような検索手続きを行えば、先願案件を有効的に確認できて、費

用を節約できるのか、この点については経験豊かで特許や商標を専門的に扱う弁護

士等に依頼し、顧客のニーズに基づいて特許、商標を検索し、全面的な出願戦略の

意見を提供してもらうことが好ましい。 

 

3.権利侵害事件の処理 

 

権利を侵害された場合、侵害された権利の性質と各案件の情況を見て、メリット、

デメリットの双方を考慮しつつ、次の手続きから択一または同時に主張できる： 

・侵害者または取引相手に警告書を送付し、ただちに侵害行為を停止するよう要求

する。 

・管轄裁判所に刑事告訴を提起したうえ、捜査押収を申立て、検察署が警察を指揮

して権利侵害品を押収する。 

・管轄裁判所に民事保全処分を申し立てる、又は税関に水際対策（輸出入差止）に

より権利侵害品を押収するよう申し立てる。 

・管轄裁判所に民事訴訟を提起し、侵害排除又は損害賠償を申し立てる。 

 

特許権を含む専利権の侵害は民事手続きによって救済を求めるしかなく、また、

権利者が同業または顧客に警告書を提出する前に、法により定められた一定の先行

手続きを行わなければならない。行わなかった場合は公平交易法に違反すると認定

され、権利者が権利の行使によって逆に処罰される可能性がある。特に実用新案の

部分について、警告する時には必ず専利主務官庁が発行した実用新案技術報告書を

提出しなければならないなど法律には詳細な規定が非常に多い。そのうえ各法律の

包括範囲が異なるものの、場合によっては競合により合併して主張できることもあ

るため、権利者が受けた権利侵害の特許の性質、並びに個別案件の具体的な情況、

実際の侵害の態様によって具体的に権利者はどのような法律の手段を採用すれば、

合法、有効かつ適時に侵害行為を阻止し、しかるべき賠償を取得できるかについて

は法律専門家と相談して迅速で有効的な解決方案を計画し、法律専門家と連携して

損害の拡張を防止することが好ましい。 

 

4.その他法律の見解 
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知的財産権の応用は、出願や権利侵害行為の防御または防止だけではなく、更に

重要なのは、どのように用いれば、企業にとって価値を生むのかということである。

製造業、サービス業を問わず、権利ライセンスの方法によって、産業的地位を高め

る目的を果たし、経営の収益を高め、国際的知名度をあげることは既に現代企業の

常套手段の一つとなっている。よって、ライセンス対象のロイヤリティの計算、合

理的なロイヤリティと条件を得るためのライセンス契約の交渉方法、ライセンス契

約後の権利の価値及び自身の権益を維持するための権利実施者に対する監督、税務

リスクを移転または低減するためのロイヤリティに対する税務の計画管理などを

含め、これらは全てライセンス戦略の無視できない一連の要素であり、企業内部の

財務、税務及び知財部門を統合して総合的に考慮するだけでなく、最善の知的財産

権の管理と戦略を計画するために、財務、税務及び知財権の実務経験のある専門的

な法律チームと連携することが好ましい。 

 

 

第三節 台湾における有効な知財戦略 

 

第一目 技術優位、ブランド上位にある状況の有効活用 

 

台湾において日本企業は相対的に技術優位やブランド上位などの優位性を持ち、通

常その多くは技術を提供する側である。このため、日本企業が知的財産戦略を立てる

時には、技術優位及びブランド上位を確保するために、新規研究開発技術の保護に着

眼するべきである。 

そして、技術優位を活かしていく上で、台湾において日本と同量の出願を行うこと

は、費用対効果の観点から不可能であることを考慮しつつ、何を出願し、何を営業秘

密として保護するのかを選択した上、それぞれに対し、必要な処置をとることが求め

られている。 

技術優位であることから、無形資産の価値を抽出する商品化の過程の中で、もしラ

イセンスに関与する場合、日本企業の多くは技術優位に立つライセンサーであるため、

自社の技術が台湾市場に進出した際に盗作、剽窃もしくは盗取される危険を有効に避

けるには、日本企業は関連の秘密保持の措置をとらなければならない。ライセンス契

約にライセンシーの守秘義務を明確に約定するだけでなく、更にライセンシーの契約

履行状況を有効に確認するべきである。同時に、企業内部でも内部管理につき完全な

秘密保持制度を確立するべきであり、従業員に対し定期的に教育訓練を実施し、取引

に必要な知的財産権に対する意識及び管理制度を確立するべきである。この部分につ

いては第三章第二節の説明を参照されたい。 

最後に、日本企業のブランド上位を維持するためには、模倣品の取締りも極めて重






