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第二章 台湾進出に係る知的財産関連法令 

 

第一節  関連法令 

 

第一目  特許、実用新案及び意匠権 

 

専利法（特許、実用新案、意匠をカバー）は最も重要となる知的財産権のひとつで

あり、特に技術の革新、産業発展の促進を保護するにあたり、重要な役割を果たして

いる。言い換えれば、特許法の主な保護対象は技術の革新であり、技術の革新を保護

することにより、技術の研究開発を奨励し、更に特許法によって合法的に付与された

一定期間の独占に対する代償制度に基づき、革新技術を公開することができ、産業及

び社会全体の技術を進歩させる目的に達することができる。 

台湾の専利法でいう専利とは「特許」、「新型(実用新案)」及び「新式様(意匠)」

に分けられる。また台湾では 2013 年 1 月に新専利法が施行された。海外のデザイン

の成果物を保護する立法を参考して、例えばアメリカ、EU、オーストラリアなどでは

「Design(デザイン)」と称しており、さらに「設計」は「工業デザイン」や「外観設

計」などの用語の上位概念なので、今後多様に変化するメディアのニーズにあわせる

ため、新専利法では、意匠に相当する「新式様」が「設計」に名称が修正された。よ

って、新専利法では、専利とは「特許」、「新型(実用新案)」及び「設計(意匠)」に

なった。法律的効果についていうと、特許、実用新案または意匠を問わず、専利権の

権利侵害を非刑罰化しているため、権利侵害されたとき、民事手続きを通じて救済す

る。上記三種のそれぞれの専利権を以下のとおり簡単に区別することができる： 

表 1. 

 特許 実用新案 意匠 

保護対象 
発明 

（技術的成果物） 

小発明 

（技術的成果物） 

デザイン 

（美的成果物） 

保護対象の種類 物品、方法 
物品の形状、構造若

しくは組立の創作 

物品の全て若しくは

一部の形状、模様、

色彩若しくはその結

合で、視覚に訴える

創作 

権利の発生 
方式審査 

実体審査請求 
方式審査 

方式審査 

実体審査が自動 

的に行われる 

早期公開制度 有り 無し 無し 

登録要件 

の一部 

新規性 

進歩性 

産業上の利用性 

実施可能性 

新規性 

進歩性 

産業上の利用性 

実施可能性 

新規性 

創作性 

産業上の利用性 

実施可能性 

権利存続期間 出願日から 20年 出願日から 10年 出願日から 12年 
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権利期間の延長 

医薬品、農薬品若し

くはその製造方法に

係る特許権は、最長 5

年間を延長すること

が可能である 

無し 無し 

 

特許 

 

「特許（発明）」について、専利法第 21 条では「発明とは、自然法則を利用した

技術的思想の創作である」と規定されている。言い換えれば、特許出願の発明は自然

界にある固有の法則を利用して生み出された技術思想の技術でなければならず、当該

定義の趣旨によると、専利法で示された発明は技術性(technical character)を有す

るものであり、即ち発明した問題解決の手段は技術分野に係る技術手段でなければな

らない。そして、特許出願の発明が技術性を有するか否かについては、台湾当局の発

行している審査基準により判断される。特許出願の発明が技術性を有しない場合、例

えば単なる発見、科学原理、単純な情報の提示、単純な美術創作など、これらは全て

発明とは認めらず、特許出願の発明が発明であるか否かは、特許請求の範囲の記載形

式だけでなく、特許出願全体の記載内容を考慮するべきである。更に特許出願の発明

が開示する問題解決の手段も考慮し、当該手段が技術性を有する場合、当該発明は発

明の要件を備えているといえる。 

発明の特許権の取得について、台湾は他国と同様に、審査制度を採用している。そ

のため、出願人は経済部智慧財産局に出願し、実体審査を経て、はじめて特許権が付

与され保護される。 

出願する特許は、「新規性」、「進歩性」、「産業上の利用可能性」及び「実現の

可能性」などの要件を有するものでなければならない。 

 

1. 新規性： 

特許制度は出願者に独占排他の特許権を付与し、その発明を公開し、公衆がそ

の発明を利用できるようにする制度である。出願前に既に公開されて周知の発

明や先行出願に開示された発明は、特許権を付与する必要はない。そのため、

特許出願した発明が出願前に刊行物として発行されたものや公開使用された

ものは、専利法第 22条第１項の規定により、特許を取得することができない。

また、特許出願に係る発明が、先に出願され且つ当該出願後に公開もしくは公

告された発明、又は実用新案の出願に添付された明細書や図面の内容と同じで

ある場合、専利法第 23条に基づき、特許を取得することができない。つまり、

台湾の専利法は「先願主義」を採用するものである。 
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2. 進歩性： 

特許制度は先行技術に対して貢献がない発明は、特許付与すべきでないため、

専利法第 22 条第 2 項では、出願した発明が該発明に所属する技術分野におい

て通常の知識を有する人が出願前の先行技術により容易に完成できるもので

あれば、特許権を取得することはできず、進歩性を有していない。言い換えれ

ば、出願の発明と先行技術とに差異は存在するだけで、当該発明に進歩性を具

備しないため、特許を取得することができないと規定されている。 

 

3. 産業上の利用性： 

専利法には、特許出願した発明は産業上利用できると規定しているが、産業

の定義については明確に規定していないが、一般に、専利法で指す産業は、

あらゆる分野の中で自然法則を利用し、技術的活動を有するものを含み、即

ち広義の産業を含むもので、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、水産

業等を含み、更に運輸業、通信業、商業をも含む。もし出願する発明が産業

上製造又は使用されるものであれば、その発明は産業上利用でき、産業上の

利用性を有するものと認定する。その中で、製造又は使用されることとは、

産業上技術特徴を有する技術手段を実施することを指し、即ち発明したもの

を製造し又は発明の方法を使用できることである。産業上の利用性を有する

発明は、製品の製造や使用方法のみではなく、その発明が実際に利用でき、

製造又は使用される可能性があるのであれば産業上の利用性に合致し、その

発明が製造又は使用されたことを要求しない。ただし、理論的に実行できる

発明が、実際明らかに製造又は使用できないのであれば、産業上の利用性も

有しないことになり、実行不可能な例として、オゾン層の減少による紫外線

の増加を防ぐため、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球表面の全

体を覆う方法が挙げられる。 

 

4. 実施可能性： 

もし当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、発明の詳細

な説明と、特許請求の範囲と、図面より、出願当時の通常知識を参酌しても、

特許を受けようとする発明を実施できるかを理解できない場合、例えば、大量

の試行錯誤又は複雑な実験を行うことにより、初めて当該発明を実施するため

の方法を発見できるために、当該発明の属する技術分野における通常の知識を

有する者に期待しうる程度を超えるときは、このような発明の詳細な説明の記

載が十分に開示され、その実施をすることができるという要件を満たしている

と認められない。 

 

以上をまとめ、各国の特許法の規定はそれぞれ異なるものの、特許取得の要件や効
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力などの規定についてはさほど大きな差はない。 

 

実用新案 

 

台湾の新専利法第 104 条(即ち旧法第 93 条)では「実用新案とは、自然法則の技術

使用を利用し、物品の形状、構造又は組み合わせに対する創作を指すものとする」と

規定され、実用新案の対象は物品の形状、構造又は装置であり、それは具体的に表現

されるうえ、一定の空間を占めるものでなければならない。また、それは使用価値及

び実質的な用途を有するものであり、製造することができる実体の物品でなければ、

実用新案の範疇に属しない。いわゆる「物品」とは工業的な方法によって製造され、

一定の空間を占めるものである。機械又は装置などは分解することができ、その機械

又は装置の一部(部品)は、実用新案の対象となる物品になることも可能である。実用

新案では、各種の方法、用途、動植物、微生物、生物材料及び確定した形状を有しな

い物質の対象とはなり得ない。例えば、「ゴミを利用して肥料を製造する方法」はゴ

ミを利用して肥料を製造する手順及び過程に係るもので、その方法は実用新案の範疇

に属しない。 

実体要件について、実用新案を出願するときは実質要件を審査する必要はないが、

もし当該実用新案が「新規性」、「進歩性」または「産業上の利用性」を有しない場

合、智慧財産局は職権または無効審判の請求により当該特許権を撤回できる。前掲三

つの実質要件の内容は特許と大差はなく、その差異は一般の実用新案に求められる進

歩性の基準が比較的低いことだけである。 

 

意匠 

 

新専利法では、「設計」につき第 121条以下に規定しており、第 121条に「設計」

とは「（第一項）設計とは物品の全体又は部分の形状若しくは色彩又はこれらの結合

であって、視覚を通じて美観を起こさせる創作を指す。（第二項）物品の応用される

アイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）も本法により意匠を出

願することができる。」と定義している。新専利法にいう「設計」とは、改正理由を

見れば明らかであり、新専利法における「設計」の定義は、図面に開示された内容（「形

状、模様、色彩またはその結合」）と明細書で指定した「物品」との結合であると定

義し、現行法の「新式様」の定義と実質同じである。 

それでも、新専利法の「設計」の対象範囲は旧専利法の「新式様」の対象範囲より

も広く、ひとつは、修正され通過した新専利法第 121条第 2項では「物品に応用され

るアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェース」が緩和されて意匠出願の対

象とすることができるようになったことであり、もうひとつは、新専利法第 121条第

１項で「部分形状、模様、色彩またはその結合」を意匠出願の対象とできることを承
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認し、部分的デザインである部分意匠が対象に加えられたことである。 

意匠は特許と同様に審査制度を採用しているため、出願人は経済部智慧財産局に出

願し、実体審査を経て、はじめて意匠に対する保護が付与される。但し、意匠は早期

公開制度の適用がなく、また意匠は実体審査を申請する必要がなく、書類が揃ってか

ら自動的に実体審査を行い、およそ1年以内で初歩的な審査結果を知ることができる。 

意匠の登録に出願するには「新規性」、「創作性」、「産業上の利用性」及び「こ

れにより実施できる」などの要件を具備しなければならない。 

 

1. 新規性： 

新規性における実体要件の内容は特許、実用新案と大差はないが、意匠にお

いては、出願意匠が公告された先願意匠に添付された説明書及び図面の内容

と同一なだけでなく、類似するものについても、意匠権を取得することがで

きない。 

 

2. 創作性： 

先行技芸に対して貢献がないものなら、意匠権を与える必要がないため、新専

利法第 122条第 2項の規定により、出願する意匠は該意匠の属する技芸分野に

通常知識を有する者なら出願前の先行技芸に基づいて容易に考えつくことが

できるものは、意匠専利を取得することができない。また、創作性の審査対象

は、技術思想の創作でも物品自身でもなく、全体的なデザインである。 

 

3. 産業上の利用性： 

出願する意匠は産業上に製造されることができれば、つまり工業生産過程に従

って大量に製造できれば、例えば手作りであっても、当該意匠は産業上利用で

き、産業利用性を有すると認定すべきである。但し、説明書及び図面に記載さ

れた出願意匠が自然物又は自然法則を利用したものであり、大量に製造できな

いものは、例えば、はね飛ばしやブラスト、色染め、暈染め、吹き散し、亀裂

等のランダム又は偶然に形成する形状もしくは模様等、又は窯変（ようへん）

を利用して形成される釉色（ゆうしょく）・釉相から構成されるセラミックス

製品の外観の模様や色彩等ランダム又は偶然に形成する形状や模様、色彩等を

含み、同一の造形手法で再現できないものは、当該意匠は産業利用性を有しな

いと認定すべきである。 

 

4. 実施可能性： 

説明書及び図面は、明確かつ充分に出願する意匠を開示しなければならず、か

つ当該意匠に属する技芸分野の通常知識を有する者が、説明書及び図面全体を
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基礎にして、出願時の通常知識を参酌し、他の憶測を必要とせずに意匠の内容

が理解でき、この説明書及び図面をもとに出願する意匠に係る物品を製造でき

るものでなければならない。 

 

 意匠権の保護について、台湾はすでに専利法を修正し、世界各国とのギャップは小

さくなってきている。 

 

第二目  商標権 

 

「商標」とは、商品または役務の関連消費者がその商品または役務の由来を認識す

ることができ、他者の商品または役務と区別することができる標識であるので、商標

の保護と産業の発展は実に密接な関係がある。商標権の取得についていうと、米国で

の保護は使用主義を採用し、ドイツでは使用主義と登録主義の両方を採用し、台湾で

は登録主義を採用している。よって、出願者は経済部智慧財産局に登録出願しなけれ

ばならず、実体審査をした後に、はじめて商標の登録を受けることができる。 

台湾商標法は 2012 年 7 月に大幅に修正されて施行され、修正前は文字、図形、記

号、色彩、音、立体形状またはそれらの結合によって組合わせた商標を登録保護の範

囲としていたが、新法はシンガポール条約（STLT）及び他国の立法例を参酌し、国際

的な風潮に沿うように、また業者の営業上の努力成果を保障するため、商品または役

務の由来を識別できる如何なる標識を本法の保護客体として解禁し、商標は文字、図

形、記号、色彩、立体形状、動態（motion marks）、ホログラム（hologram marks）、

音など、またはそれらの結合によって構成する標識であると例示した。つまり、新法

の規定では、新法の上記例示以外に、香りや触覚なども保護対象となった。 

商標権が侵害されたとき、法律上、民事により損害賠償を請求できるほか、著作権

法には著作権を侵害する行為に対して刑事責任を負う規定があるので、権利者は刑事

手続きにより自身の権利を保護することができる。 

 

第三目  著作権 

 

台湾著作権法第 3条第 1項第 3号において「著作」とは、文学、科学、芸術もしく

はその他の学術分野に属する創作物を言うと規定していることから、言い換えると著

作権法が保護する客体とは文化における精神創作であり、特許権が技術における発明

創作を保護することとは異なっている。 

台湾著作権法第 3 条第 1 項第 3 号著作権法が保護している「著作物」とは、文学、

科学、芸術またはその他の学術分野に属する「創作物」をいい、著作物はなお「創作

性」を備えて始めて、著作権の保護を受けることができると規定されている。但し所
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謂「創作性」とは一体何なのか、台湾の著作権法には未だ具体的に規定していない。

ただ実務的見解及び通説的見解によれば、「創作性」を備えているか否は、「独創性」、

「人間の精神的創作物」、「一定の表現形式」及び「個別性」等の要件につきそれぞ

れ検証されるものとしている。 

「独創性」とは、創作者が自ら独立して創作し、他人の著作物を盗用していないこ

とを言い、即ち独立して自らの思考、創意工夫、技術に基づき創作したのであれば、

「独創性」の要件は満たされる。また、台湾の裁判所も、著作物が他人の先行著作物

と類似しているとしても、先行著作物を盗用したものではなく自ら独立して創作した

ものであれば独創性を有するものとし、専利法に定める新規性要件とは異なることを

具体的に指摘している。そのため、訴訟において、他人の著作物は自分の著作を剽窃

し、著作権の侵害になったと主張する場合には、まず他人の著作が直接的または間接

的に自分の著作を剽窃し、二者の間に関連性5があることを証明しなければならない。 

「個別性」は著作権の構成要件であるほか、著作権の保護範囲にも関わっている。

通常は「個別性」の表現が高い程、保護の程度が高く、侵害の認定において求められ

る近似度も低い。反対に、「個別性」が低い著作物の場合は、侵害の認定において、

より高い近似度が求められる。 

「人間の精神的な創作」「一定の表現形式」の説明は省略するが、上述の要件以外

である、創作の目的、品質、数量、コスト又は内容が違法であるか、公序良俗に反し

ていないかは、著作物の創作性の判断に影響を与えない。 

台湾は 1985年以前、著作権の取得について「登録保護主義」を採用していたため、

著作物を完成したら主務官庁であった内政部に登録をしなければ著作権を享有する

ことができなかった。然し、1985 年に法律を改正してから、ベルヌ条約（Berne 

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）の自動的に保護

する原則に合わせるよう、「創作保護主義」を採用し、著作権法第 10 条が「著作者

は、著作物を完成させたときに著作権を享有する」と明確に規定しているため、著作

物が完成されたうえ、著作権の保護要件に該当するものであれば、自動的に著作権の

保護を取得でき、主務官庁の審査を必要とせず、もし争議がある場合、裁判所により

具体的な個別案件において認定を請求し、権利存在の問題を確認することができる。 

但し、著作権法第 10 条も「ただし、本法に別段の定めがある場合は、その規定に

よる。」と規定している。その但し書きの主な適用状況は製版権の取得である。著作

権法第 79 条の規定「著作財産権を有しない又は著作財産権が消滅した文字著述又は

美術著作について、製版者が文字著述に対して整理、印刷を行い、又は美術著作の原

作品を複写、印刷又はこれに類似する方法により複製し、最初に発行し、かつ法に基

づいて登録した場合は、製版者はその版面について、複写、印刷又はこれに類似する

方法により複製する専用権を有する。」によると、製版権を取得したい者は、製版権

                                         
5 最高裁判所 99 年度台上字第 2314 号判決、最高裁判所 97 年度台上字第 3914 号判決、最高裁判所 81

年度台上字第 3063号判決。 
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登記弁法に基づき智慧財産局に登録してから始めて保護を受けられる。 

外国人の著作物について、著作権法第 4 条に規定されているように、台湾も 2002

年 1 月に世界貿易機関（WTO）に加盟したため、全ての WTO 同盟国・地域の住民が完

成した著作物で法定の要件に該当するのであれば、享有できる内容は基本的に台湾の

住民と同じである。これもベルヌ条約及び TRIPsが開示している内国民待遇原則であ

る。 

著作権が侵害を受けたとき、法律上、民事により損害賠償を請求できるほか、著作

権法には著作権を侵害する行為に対して刑事責任を負う規定があるので、権利者は刑

事手続きにより自身の権利を保護することができる。 

 

第四目  営業秘密 

 

営業秘密を知的財産権に取り入れ、保護することに関し、知的財産権の貿易関連の

側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights，TRIPs）が 1995 年 1 月から発効した。TRIPs 第 2 条はパリ条約（Paris 

Convention）第 10条の 2の規定6を引用し、各加盟国に工業上又は商業上の公正な慣

習に反するすべての不正競争行為に対抗するうえ、有効な保護（effective 

protection）を提供するようと要求した。具体的な方法として、1967年のパリ条約第

10条の 2規定により不正競争から有効な保護を提供するために、加盟国は、非公開情

報を第 2項の規定に従って保護し及び政府又は政府機関に提出されるデータを第 3項

の規定に従って保護すると規定している。台湾はその後 WTOに加盟するため、元々は

不正競争として刑法、公平取引法等の法規で保護していたが、TRIPs の上述の規定の

趣旨により、特別に 1996 に営業秘密法を制定したうえ、第 1 条に「営業秘密を保障

し、産業の倫理及び競争秩序を維持し、社会の公共利益を調和するために、特別に本

法を制定した。」と冒頭において明確にした。 

一歩進めて言うと、営業秘密が保護している客体について、技術性の物に制限して

いない。例えば、TRIPs 39 条は「非公開情報（undisclosed information）」という

が、台湾営業秘密法第 2 条も「本法において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、

配合、プログラム、設計またはその他生産、販売、若しくは営業に使われる情報であ

る」と規定している。つまり、技術面もしくは商業秘密等情報面に重点を置くかに問

わず、所有者に他の競争者より多くの競争力を持たせる情報、即ち生産、販売、又は

経営に使用できる情報は全て営業秘密法が保護している「営業秘密」になりうる。 

従って、法規の規範目的からみると、TRIPsと台湾の営業秘密法は技術の発展促進

を目的としていない。営業秘密は技術性の物に制限しておらず、営業秘密自体は公開

                                         
6 Article 2 of TRIPs: In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 

through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). 
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されないため、全体社会の技術のレベルアップに対し限定的であるため、その立法目

的は商標権でいう「競争秩序の維持」とほぼ同じであり、他人が不正な方法で他人の

営業秘密を取得することを禁止するのであって、営業秘密の所有者に独占排他の権利

を与えるものではない。従って、法定の構成要件「生産、販売又は経営に使われる情

報」に該当するのであれば、企業の「失敗経験」でも、生産、販売又は経営に使われ

る情報であり、次に述べる構成要件に該当するのであれば、何れも営業秘密の保護の

客体として扱うことができる。 

台湾営業秘密法第 2条で「本法において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、配

合、プログラム、設計またはその他生産、販売若しくは経営に使われる情報で次の要

件に該当する物であって：一、一般的にその類の情報にかかわる人が知っているもの

ではない。二、その秘密性のため、実在的及び潜在的な経済的価値を有するものであ

る。三、所有者より合理的な秘密保護の措置がとられているもの、をいう。」と規定

しているため、営業秘密の構成要件について、生産、販売、若しくは経営に使われる

情報であるほか、「秘密性（一般的にその類の情報にかかわる人が知っているもので

はない）」、「経済的価値（その秘密性のため、実在的または潜在的な経済的価値を

有するものである）」、「秘密保持措置」（所有者により合理的な秘密保持の措置が

とられている）7に該当しなければならない。 

「秘密保持措置」という要件は営業秘密が他の知的財産権と最大の違いである。他

の特許、商標、著作権等の知的財産権、何れも公開開示を必要としているものの、営

業秘密の保護を取得したい場合、所有者の主観的に保護する意欲がなくてはならず、

客観において秘密保持のために積極的な対応がなくてはならない。なお、他の人が正

当な方法により、情報を取得できるのであれば、保護する必要がない。「合理的な秘

密保持措置」とは、法律に明文の規定がなく、一般の具体的な方法は当該情報の重要

性または機密性によって、次の一つか複数の方法を少なくとも検討されたい。 

 

1.門限管理を実施し、従業員が任意で会社の資料を持ち出すのを避けるため、従

業員または会社に進入する人の撮影機能の携帯電話の携帯、従業員が外部のネ

ットへのアクセス、外部のネットを通し会社の電子メールの読み取り、従業員

の即時通信ソフトの使用、従業員が USB メモリまたは他のアクセス装置の使用

を禁止する。 

 

2.営業秘密の重要性及び機密性により、分類保存し、専属の従業員が異なるレベ

ル若しくは権限によって管理する。例えば、機密レベルの情報は各部署の所属

管理者以上またはその許可を得た人だけ、「極機密」の情報は幹部レベル以上

の人またはその許可を得た人だけアクセスできるようにすることが求められる。 

                                         
7最高裁判所 99台上字第 2425号判決 参照。 
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3.書類または電子形式で保存された情報について、「機密」、「Confidential」、

等の表示を明確に記載する。 

 

4.電子的に保存している情報に対し、暗号化し、隔離する。書面の形式で保存さ

れている情報に対し、封印、施錠等の方法で実質的な隔離を行い、権限のない

人が任意でアクセスしたり、取得できないよう確保する。 

 

5.電子書類、実体書面も含め、情報にアクセスもしくは取得した人の氏名、時間、

アクセス又は取得の目的等を記載し、または従業員に業務日報などに記入する

よう求める。 

 

6.電子的に保存された情報に対し、「保全（Secure）」または他の電子方法で情

報の複製とコピーを制限し、書面の形式で記載されている情報に対し、厳密に

コピーの部数を管理する。 

 

7.当該情報にアクセスする必要がある従業員、授権された人または他の関係者等

と秘密保持協定（Non Disclosure Agreement，NDA）を締結する。 

 

8.当該情報にアクセスする人に当該情報の重要性及び機密性を告知し、適時に、

呼びかけと教育訓練を行う。 

 

9.事故の予防、通報及び監察等のメカニズムの立ち上げ及び管理。 

 

10.情報の廃棄処分及び管理。 

 

再度強調しなくてはならないのは、「秘密保持措置」は上述の内容とは限らず、営

業秘密の所有者は情況に応じて他の有効な措置を講じてもよいが、この措置は合理的

でなければならない。例えば、もし当該書類に「機密」と記載しているのに、任意で

会社内部で配布しているのであれば、当該書類の所有者が合理的な秘密保持措置を講

じたとは認定できない。 

営業秘密の保護の主な目的は競争秩序の維持であるため、原則的に権利取得の問題

はないので、当然、主務官庁が審査、登録し、または裁判所がその権利を確認する必

要がなく、裁判所が具体的な個別案件において上述の営業秘密及び工業または商業の

秘密の要件を満たしているかを斟酌するだけである。例え、台湾が既に単独で営業秘
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密法を定めたうえ、米国を見習い、営業秘密「権」の存在を認めた見解があっても、

営業秘密法は主務官庁による審査、登録の要求がないため、結論からいうと、やはり

裁判所が具体的な個別案件において上述の営業秘密及び工業または商業の秘密の要

件を満たしているかを斟酌する。 

法律的効果については、台湾は営業秘密法の条文の一部を改正し、2013 年 2 月に

施行し、刑事責任の規定を追加した。 

 

 

第二節  各産業の留意すべき法令、問題 

 

第一目  外食産業 

 

台湾における食品産業はすでに成熟期にあり、他の産業と比較しても、産業付加価

値が減衰する割合は非常に早い。しかしながら、経済部国際貿易局と中華民国対外貿

易発展協会が主催し、台湾の著名科学技術雑誌《数位時代》と国際品牌顧問公司

（Interbrand）が共催する 2003 年から開始した「台湾国際ブランド価値調査」にお

いて、食品・レストラン業の活躍は注目を浴び、2007年では有名なインスタントヌー

ドルのブランド「康師傅」のブランド価値は 7.26億 USドル、「統一」のブランド価

値は 1.87億 USドルであり、2012年では、食品・レストランのブランドは不景気の影

響を受けることなく、「康師傅」、「旺旺」、「85 度 C」、「統一」、「王品」等の

5社の食品・レストラン業のブランドがトップ 20にランキングされ、主に珈琲・ケー

キを手がけている「85度 C」のブランド価値は 2.72億 USドルになり、はじめてトッ

プ 10にランキングし、その成長率は 25％にもなり、成長率部門でもトップ 20にラン

キングした。レストラン・チェーン店の「王品」も成長率は 16%を超え、電子産業の

成長率を大きく上回った。 

このことから、食品・レストラン業者からすれば、ブランディングは企業のコア価

値であることがわかり、それに対応する法律上の保護で最も重要なのが商標の保護で

ある。商標の登録によって、法律的な意味を持つだけでなく、商業上の広告・マーケ

ティングの全体で考えると、消費者にとって、通常商標の知名度が消費するかにおい

て大きな要因を占めることから、商標の登録により商品及び役務の提供者を識別しや

すくなるだけでなく、ブランド価値全体の向上にも有利である。 

商標の価値は外食産業において重要な地位を占めているので、外食産業ではよく商

標の冒認登録や商標類似の争議事件が発生している。例えば、台湾で 4000 以上の店

舗を持つ「台湾第一家塩酥鶏」という台湾フライドチキンの有名な店があり、他の屋

台の店が「台湾塩酥鶏」等と類似する名称で模倣している。また、「讚岐烏龍麵（讃

岐うどん）」の冒認登録事件は、台湾南僑化学工業股份有限公司と「土三寒六」店舗

の商標大合戦を引き起こした。このように、外食産業界では、商標の冒認登録や商業
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的価値への便乗などの問題がよく発生していると言える。 

商標の冒認登録の対策について、最も有効な方法は事前の予防である。つまり、特

定の地域の市場に進出しようと計画しているのであれば、なるべく早く商標戦略を計

画し、商標検索、そして登録を行うべきである。よって台湾商標法を理解することは、

台湾市場に進出しようとしている日本企業にとっての必須の事項である。また、他者

により冒認登録された場合、商標法の異議申立または無効審判により他者の既に登録

された商標を取消すことは、ケースによっては多大な労力は発生するものの可能であ

る。台湾における商標法の保護については、第二章第一節を参考されたい。 

他者による商業的価値の便乗について、例えば、類似する商標名称を店名として採

用されたとき、警告書（弁護士書簡）、内容証明などの方法を含めた商標権侵害に関

わる処理を通じて権利侵害者に対して自らの厳正な立場を伝えるとともに商標を重

視するように求め、権利侵害者から回答がなかった場合、刑事または民事などの司法

手続きを通じて自身の権益を守ることができる。この点に関しては、本章第三節第三

目及び第六目で詳しく紹介している。 

 

第二目 IT業界 

 

台湾における半導体、LED、携帯電話、ノートパソコン等の産業の著しい発展は、

世界から注目されているといってもよい。OEM において世界の重要な地位を担ってい

るだけでなく、研究開発及びブランド・マーケティングにおいても世界で争えるよう

になり、台積電（TMSC）、億光（EVERLIGHT）、宏達電（HTC）、ASUS、ACER等を含め

た IT 産業メーカは、いずれも世界で有名な電子メーカへと躍進し、これらの低利益

から高い付加価値への転換の鍵は、イノベーション及びブランドイメージの維持であ

るといっても過言ではない。 

イノベーションは、IT産業が存続できるかの鍵である。よって、競合相手による盗

用をどのように防ぐか、これは IT 産業界が直面する問題である。法律面での技術の

保護について、特許権または営業秘密を通じて主張することが可能であり、詳述する

と、特許権は、権利者が技術の公開をすることによって、台湾当局から権利者へ特定

期間内において合法に独占する権利を付与される。これらの排他的権利により、独占

的な利益を得ることができ、台湾では技術の進歩性の程度により、特許と実用新案に

分けて保護され、未公開の技術については、営業秘密によって保護することができる。

特許及び営業秘密の保護要件については、第二章第一節を参考されたい。 

イノベーションだけでなく、ブランド価値を築くことも IT 産業で高い付加価値を

付与する手段である。ブランド価値とは、一般人が知っている商標法で保護されてい

るブランドだけでなく、製品の外観デザインに対する保護も、マーケティングにおけ

る高い付加価値が存在する部分である。例えば、滑らかな流動的な曲線の輪郭をもつ

ノートパソコンの外観を見れば、ごく自然とアップル社が生産する MacBookを連想す
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ることができ、アップル社は当該外観デザインについて既に米国など各国で意匠出願

をしている。台湾では、国内産業政策及びデザイン保護の国際的な風潮に合わせるた

めに、専利法において意匠に相当する「新式様」を「設計専利」に名称変更して保護

範囲を拡大した上、部分意匠制度を導入した。意匠及び商標の保護要件については、

第二章第一節を参考されたい。 

IT 産業の権利者が技術または製品の外観が他者によって盗用されていることを発

見した時、特許、実用新案、意匠権及び商標権を有していれば、通常多くの権利者は

警告書（弁護士書簡）または内容証明郵便の方法で、権利侵害者に対して自らの厳正

な立場を伝えるとともに権利を重視するように求め、権利侵害者から回答がなかった

場合、特許、商標等の権利侵害訴訟を提起することができる。この点について、詳し

くは本章第三節第三目及び第六目で紹介している。 

しかしながら、通常、IT製品の商品ライフサイクルは短いのに対し、民事訴訟を提

起して権利侵害を訴えた場合には多くの日数がかかり、権利者が確定勝訴判決を得た

時には、当該製品の市場における価値はなくなっていることがしばしば見受けられる。

従って、IT業界における最も迅速かつ適切な処理方法の一つは、民事による証拠保全

手続き及び暫時状態を定める仮処分の申立てであるといえる。詳述すると、権利者は

民事証拠保全手続きにより、完成品、半製品、製造工程、販売資料を含む侵害の事実

証拠、更には営業秘密等情報を取得することができるだけでなく、権利侵害者の工場

に立ち入ることで、権利侵害者にプレッシャーを与えることができ、また、権利者は

暫時状態を定める仮処分の申立てによって、本件判決が確定する前に、権利侵害者に

よる生産、製造、販売等の権利侵害行為を禁止することができ、権利保護の面でより

有効かつ周到にすることができる。但し、台湾においては、民事証拠保全手続きの認

可には相当の困難性を有することに留意する必要がある。この点については、本章第

三節第二目及び第四目で紹介している。 

 

第三目 コンテンツ業界 

 

インターネットの発展とともに、動画、音楽、書籍などのデータの複製、散布が容

易になり、複製、頒布のコストもほとんどかからない。よって、企業が関連法律（主

に著作権法）の保護を通じて対応しなければ、海賊版、権利侵害品が蔓延し、権利者

の権益並びに産業利益を損なってしまう。 

このような権利侵害案件を処理するにあたり、海外からの権利侵害の実物品（例え

ば、海賊版 CD または書籍など）が市場に流出することを避ける為、権利者は税関に

差押えを申し立てることで、緊急対応処理とすることができる。この点については、

本章第三節第五目で紹介している。 

しかしながら、実務上さらに多いのはインターネット上の権利侵害案件である。イ

ンターネット上の権利侵害案件で、最も重要であり、かつ最も困難な部分は、権利侵
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害者の特定や権利侵害の事実の保全などの証拠の取得と保全である。この部分は検察

または警察の公的権力によるものでなければ、スムーズに執行できない。権利者が証

拠保全手続きを効率的に行うにはどうすればよいかは、本章第三節第二目で紹介して

いる。 

権利侵害者の特定と関連事実証拠の保全を行った後、もし検察または警察の公的権

力を通じて取得したのであれば、刑事等の司法手続きに入り、権利者は告訴人または

原告の立場に基づいて、鑑定及び関連する必要な証明書類の提供に協力し、関連する

損害賠償を請求することができる。現行の台湾訴訟手続きの現況については、本章第

三節第六目の紹介を参考にされたい。 

 

第四目 製造業 

 

最後に、製造業に関して言うと、IT産業と同様に、製造プロセス、技術の保護が製

造業の存続の鍵となっている。法的側面から見ると、技術若しくはその製造プロセス

は特許権若しくは実用新案権によって保護することができ、また、未公開の製造プロ

セス若しくは技術等があれば、営業秘密として主張することができる。特許及び営業

秘密の保護要件に関しては、第二章第一節を参照されたい。 

技術革新の他、ブランド価値の確立も製造業が付加価値を高める手段であり、換言

すれば、商標法によってブランドを保護し、ブランドの価値を確立することも、付加

価値を高める手段となり得る。商標の保護要件に関しては、第二章第一節を参照され

たい。 

この他、台湾では、第二目で前述したように専利法における意匠の保護範囲を拡大

し、部分意匠制度も導入した。よって、製品の外観デザインにオリジナリティがあれ

ば、意匠による保護を申請して、これに基づき独特のブランドイメージ及びマーケテ

ィングイメージを確立することができる。意匠の保護要件は、第二章第一節を参照さ

れたい。 

製造業に携わる権利者が、その技術若しくは製品外観が他人に盗用されたことに気

付いたときに、特許、実用新案又は意匠が権利保護を受けている、または登録商標も

しくはそれと類似する商標が模倣品に使用されていれば、権利者は第二目で前述した

ように、権利侵害者に対して自らの厳正な立場を伝えるとともに知的財産権を重視す

るように求めることができる。これに関しては、第二章第三目及び第六目の紹介を参

照されたい。 

IT商品と比較して、製造業の商品は製品ライフサイクルが短いという事情は少ない

ため、暫定状態を定める処分の申立ては比較的少ない。しかしながら、製造業におい

ては侵害の事実が製造工程、技術等に関わることが多いため、手続きに相当の困難は

伴うが、証拠保全手続も検討すべきである。これに関しては、本章第三節第二目の紹

介を参照されたい。 



 

 - 126 - 

第三節 権利行使の環境についての説明 

 

第一目  概説 

 

各種知的財産権の構成要件は異なり、その法律効果も異なることは、第二章第一節

で述べた通りである。これにより、法律上どのように権利行使するかについても、考

慮する方法や観点が異なる。例えば、営業秘密について言うと、権利者が考慮する点

は、即時に損害拡大を避けることであるので、その救済方法は秘密が継続して漏洩す

ることを避けるものであるが、損害の填補についてはさほど差し迫った必要性はない。

それに対し、著作権または商標権が侵害にあった場合、考慮する点は損害の填補もポ

イントとなり、権利者は刑事制裁及び民事補償などの方法によりその損害の填補を行

ったうえで、今後その他者による権利侵害を抑制することも重要である。以下、よく

ある権利行使の方法を行使する手順に従い説明し、読者の参考として、メリット、デ

メリットの分析も行う。但し、どの方法を採用すべきかについては、実際のニーズま

たは目的に応じ、異なる案件にはそれぞれ異なる観点があるので、これから説明する

手順は基準となる作業順序ではないことに留意願いたい。 

 

第二目  証拠の取得と保全 

 

法律上の救済を提起しようとする場合に最も重要なことは、関連証拠をどのように

取得し、どのように保全するのかである。関連証拠には、例えば、権利侵害品の生産

関連書類（研究開発図面説明書及び記録、生産原材料の入荷記録）、生産製造過程や

最終完成品即ち権利侵害品など、侵害者が権利侵害したことを証明できるもの、並び

に権利侵害品の販売関連帳簿（売上高資料、入出庫記録、在庫記録、会計帳簿）等の

損害賠償を計算するためのものがある。さらに、著作権または営業秘密などの登録保

護主義を採用していない知的財産権においては、権利者が草案、下書き、企画または

研究開発記録などの権利の帰属証明などを提出しなければならない。法の格言に「挙

証責任あるところに敗訴あり」とあるように、証拠の取得と保全程度の完全度は訴訟

の勝敗をほぼ決定するものであり、侵害者との駆け引きのカードにもなる。 

証拠の取得と保全について言及すると、発明等の草案、下書き、企画または研究開

発記録などの権利帰属を証明する証拠は、通常権利者が管理している場所に置かれて

いるので、この部分は権利者に普段から事前に保存、保護または妥当な保護措置を任

せ、事前に完全な保存措置があれば、挙証はさほど困難ではなく法律上の保全手続き

を通じで関連証拠を取得する必要はない。どのように完全な管理制度を構築するかに

ついての詳細は、第三章第二節「技術流出の防止策：知的財産権管理制度の設計」内

容を参考にされたい。 

しかし、権利侵害の事実、損害賠償等の証拠が侵害者の管理している場所に置かれ



 

 - 127 - 

ている場合、（ウェブサイトの権利侵害につき公証人が実際に権利侵害サイトの内容

を体験して公証することで公証書を作成する。興信所が生産工場の住所を確認するま

たは権利侵害品を購入するなど）ごく一部の証拠は権利者が自力で収集できるが、大

部分は公権力を通じて関連証拠を取得しなければ、証拠保全の効果をほとんど得るこ

とができないうえ、侵害者がその調査に気付いたら、関連証拠を隠滅し、権利者の権

利行使に障害がでる可能性があるため、権利者が権利を主張する最初の一歩は、法に

より速やかに証拠保全を申し立てるかどうかを検討すべきである。 

証拠保全申立ての規定は、民事訴訟手続きと刑事訴訟手続きに分けることができる。 

  民事訴訟手続きについて言うと、台湾民事訴訟法第 368条に「証拠に滅失もしくは

使用困難の虞がある､または相手方当事者の同意を得たときは、裁判所に保全を申立

てることができる。事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき、

鑑定、検証又は書証の保全を申立てることができる。」と規定され、裁判所に証拠保

全を申し立てることができる。これにより、裁判所に証拠保全を申し立てるとき、書

状をもって「権利侵害の事実」を釈明しなければならず、「証拠に滅失もしくは使用

困難の虞がある」または「事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要がある

とき」の二つの要件を釈明する必要がある。所謂「証拠に滅失もしくは使用困難の虞

がある」とは「証拠をすぐに保全しなければ、調査使用できなくなる危険がある」8こ

とを指し、「事、物の現状確定に法律上の利益があり、且つ必要があるとき」につい

ては、立法理由に「権利を主張しようとする者が、事実または物体の現状を理解する

ために訴訟提起前において事実証拠の資料を収集することは、当事者が紛争の実際の

状況を判断する際に有益であり、さらに調停または和解が成立することで訴訟が終結

し、訴訟を予防する目的を達成できる。また、当事者が起訴前に充分に事実証拠を収

集及び整理する機会を与えることにより、本件訴訟時における真実の発見と妥当な訴

訟進行にとって有益であり、集中審理化の目標を達成することができる。然し、この

制度の濫用により他方当事者の権益を損害することを避けるため、このような証拠保

全の申立ては、法律上の利益があり、かつ必要である時に限りこれを行うことができ、

かつその証拠方法は鑑定、検証又は書証の保全に限ると明確に定められている」と説

明があり、医療機関の紛争を例にあげ、病院のカルテは通常、滅失または使用困難の

虞がないものの、事実を確定し、改ざんされることを避けるため、保全書証の保全を

申し立てがある必要があると例示した。また、人身傷害の程度及びその原因を確定す

るためにも鑑定を申し立てることができる。また、全ての不法占有者に対して所有物

の返還を請求する前、占有者がその所有物を使用している範囲及び状況を確定するた

め、検証を申し立てることができる。 

  起訴前に民事証拠保全手続きを申し立てる際には、1,000 台湾ドルの申立料を支払

わなければならず、裁判所が証拠保全に同意すれば、通常、申立状の提出から約 1週

間で、裁判所から申立人に通知があり、必要なときは、申立人に計画書、保全方法の

                                         
8 最高法院 85年度台抗字第 305号民事裁定。 
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説明を提出するよう命じるが、これは裁判所に対する拘束力はなく、裁判所の参考に

供するだけである。 

台湾の現状では、裁判所が証拠保全を許可する割合はさほど高くなく、智慧財産法

院を例にすると、2008 年 7 月から 2012年 9月までに証拠保全の申立ては計 208 件あ

り、そのうち許可されたのは 21.5件だけであり、164.5件は棄却された（小数点以下

は一部許可または一部棄却）。 

裁判所が証拠保全を許可する割合がさほど高くないうえ、証拠保全は民事訴訟手続

きであるので、裁判所も刑事捜査の方法で証拠を取得することはできない。よって、

権利侵害行為者が故意に隠匿または協力に拒否した場合、実際の効果を得ることは難

しい。よって実務上、もし権利侵害行為者が刑事責任を構成する可能性がある場合、

検察官または警察に刑事捜査を申立てて証拠を保全し、損害の拡大を抑止することが

好ましい。具体的方法は、権利者が直接刑事告訴を提起したときに、同時に書面をも

って裁判所から捜査令状を取るよう検察官または警察（知財警察など）に請求するこ

とができる。 

 刑事訴訟の証拠保全は主に刑事訴訟法第 122条第 1項「被告または犯罪被疑者の身

柄、物件、電磁記録及び住宅またはその他場所に対し、必要な時にはこれを捜査する

ことができる」及び第 133条第 1項「証拠とすることができる若しくは没収できるも

のを押収することができる。」の規定に基づいて行われる。よって、証拠保全の申立

状には、捜査場所及び捜査対象（何の書類であるかなど）を明確に記載しなければな

らないほか、「必要性」についても説明しなければならない。所謂「必要性」とは、

「検察機関の捜査押収の実施に関する注意事項」第四項の規定により、一般的理性の

ある者がその正常な判断により犯罪証拠が存在する相当な可能性があると認められ

る場合とあり、この相当な可能性とは、充分に信用できる若しくは確定している程度

に達している必要は要求されないものの、相当な蓋然性が存在することが条件である。

言い換えると、「犯罪嫌疑が存在する合理的根拠」、「捜査対象を特定する合理的根

拠」並びに「捜査場所に保管されているという合理的根拠」を説明しなければならず、

かつ実務上では上記要件のほか、多くの場合「犯罪証拠が隠匿される若しくは滅失す

る虞があるか」についても斟酌されるので、捜査・押収を申し立てる場合には、併せ

て説明した方が好ましい。 

現時点で台湾は、捜査押収の申立ての許可の割合につき公開的な統計分析資料を提

供していないものの、権利者が、検察官に直接捜査令状を申し立てるよう請求した場

合、その多くは検察官が捜査する必要がないとして棄却されるのに対し、警察（知財

警察など）に請求した場合、警察が検察官に報告し許可を得た後、裁判所に捜査令状

発行を申立てるが、この場合の方が許可される可能性がやや高いとの意見もある。よ

って、実務上も、弁護士事務所は長期的に往来のある知財警察や調査局などの機関を

通じて、警察が検察官の許可を得てから裁判所に捜査令状の発行を申し立てることが

多い。 
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第三目 警告書（弁護士書簡）または内容証明 

 

  また、警告書（弁護士書簡）と内容証明郵便の違いは、内容証明郵便は証拠として

残すことができるのに対し、警告書（弁護士書簡）は通常証拠として残すことができ

ない。詳しく言うと、内容証明郵便を送付するとき、1 部を侵害者に送付し、1 部を

権利者が保管する他、もう一部は郵便局に保管される。侵害者が内容証明郵便の内容

を否認した場合、例えば、権利者が裁判所に提出した書簡の内容と当初送付した書簡

の内容が異なっていると争う場合、裁判所は郵便局に保管されている控えを閲覧する

ことができる。一方、警告書（弁護士書簡）は、弁護士を通じて権利者に書簡を送付

するのであり、今後権利者が提出した書簡の内容が当初送付した書簡の内容と異なっ

ていると争う場合、証拠として残すことができない。但し、実際の案件では、こうい

う案例はほとんど存在しない。 

 権利者は弁護士に警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付を委託する目

的は主に次のようなものがある： 

 

1、 当該案件に弁護士が既に介入している旨を表明することをよって、侵害者に権

利侵害行為を停止し、権利者と交渉するよう仕向ける。 

 

2、 侵害者が既に権利侵害の事実を明確に知っている事実を確保し、今後侵害者が

「故意」により権利を侵害した証拠として、懲罰的賠償金を請求することがで

きる。 

 

3、 書簡の送付は、事実を明確させ、証拠収集の目的を果たす場合もある。例えば、

侵害品の組成物を把握できず、他の手段がないとき、書簡の送付を通じて、当

該侵害品が恐らく特定の権利範囲に入る旨を行為者に告知すると、行為者は具

体的に疑いを晴らすため、侵害品の具体的な組成物を明確に告知することもあ

るため、権利者の今後の分析と主張に有利である。 

 

4、 この他、警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付は、その他実体法

上の効果が生じる場合もある。例えば、時効の中断、利息の起算点の確定等の

効果である。 

 

 また、警告書（弁護士書簡）若しくは内容証明郵便の送付相手は、権利侵害者に限

らず、実務上、侵害者の取引先若しくは潜在的取引先に送付するケースも少なくない。

例えば、侵害者の川上・川下業者、若しくは同業者等に送付することによって、その

取引市場を制限、阻止し、損害の拡大を回避すると共に、権利者に権利侵害行為を停
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止し、権利者と交渉するよう仕向けることができる。但し、この時公平交易法に違反

するか否かの問題を特に留意しなければならない。事業者による著作権・商標権・特

許権侵害の警告書送付案件について、公平交易委員会は既に処理原則を定めており、

当該処理原則第 3点及び第 4点の規定により、事業者は警告書を送付するとき、事前

に次の手続きを履行しなければ、公平交易法に違反する虞があるが、実際に公平交易

法に違反するか否かは当然書簡の具体的な内容によるもので、例え次の手続きを履行

したとしても、公平交易法に違反する虞がある一方、次の手続きを履行しなくても、

必ずしも公平交易法に違反するわけではない：  

 

1.裁判所の 1審判決を経て、著作権、商標権若しくは特許権の侵害と確定した時。 

 

2.著作権審議及び調停委員会の調停を経て確かに著作権侵害に該当すると認定さ

れた時。 

 

3.特許権を侵害する可能性のある対象物を専門機関に鑑定させ、鑑定報告を入手し、

且つ書簡を送付するに際し、事前に若しくは同時に、権利を侵害する可能性のあ

る製造業者、輸入業者若しくは代理商に対し、侵害排除を請求する旨を通知した

時。但し、事前に権利救済手続をとり、若しくは既に可能な合理的注意義務を果

たし、若しくは通知者が既に権利侵害争議を知っていることを証明できる具体的

な事実証拠があれば、既に侵害排除通知手続きを履行したものとみなす。 

 

4.書簡を送付するに際し、事前に若しくは同時に、権利を侵害する可能性のある

製造業者、輸入業者若しくは代理商に対し、侵害排除を請求する旨を通知する

ものの、事前に権利救済手続きを取り、若しくは既に可能な合理的注意義務を

果たし、若しくは前項通知が客観的に不可能であり、若しくは通知者が既に権

利侵害争議を知っていると証明できる具体的な事実証拠が有る時、既に侵害排

除通知の手続きを履行したものとみなす。 

 

5.警告書に著作権、商標権若しくは特許権の明確な内容、範囲及び侵害行為の具

体的な事実（例えば、係争権利がいつ、どこで、如何に製造、使用、販売若し

くは輸入されたか等）を明白に記載し、受取人に係争権利が他人の権利を侵害

する虞がある事実を分からせる時。 

 

 つまり、書簡を送付するに際し、達成しようとする目的及び上掲するリスクを考慮

しなければならない。相手方がただ個人若しくは小売商である場合、書簡の送付によ

って威嚇の効果を収めることができ、交渉を有利に導くこともある可能性がある一方、
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会社の規模が権利者と同等以上の競合会社である場合、返信の内容は大抵曖昧な否定

であり、威嚇と証拠収集の目的を達成し難い。但し、具体的な個別案件の事情によっ

て異なることもあるので、ビジネスの観点を考慮した上で、委任弁護士と徹底的に討

論して、利益と弊害を分析することが求められる。 

 

第四目  暫定状態を定める仮処分 

 

 正式な訴訟手続に入ると、訴訟の審理期間が長いため、判決を下されてから仮執行

若しくは強制執行を行っても既に手遅れとなり、特に商品のライフサイクルが短い案

件（通常特許権若しくは営業秘密と関わっている）の場合は、侵害の発生後直ちに侵

害行為を制止しなければ、損害が持続的に拡大し回復できなくなることを考慮するた

め、暫定状態を定める仮処分によって、とりあえず行為者に侵害行為の停止を命じる。 

 法的根拠としては、権利者は民事訴訟法第 538条「争う法律関係において、重大な

損害の発生を防止し、若しくは急迫の危険又はその他類似する状況を避けるのに必要

があるときは、暫定状態を定める処分を申立てることができる。」、並びに智慧財産

案件審理法第 22 条「暫定状態を定める処分を申立てる時、申立人はその争う法律関

係につき、重大な損害の発生を防止する、若しくは急迫な危険を回避するため、若し

くはその他類する状況があって必要があるという事実を、疎明しなければならない。

その疎明に不足があるとき、裁判所は申立てを棄却しなければならない。」との規定

に基づき、裁判所に暫定状態を定める処分を申立て、相手方の特定行為の差止めを請

求することができる。例えば、「相手方がある会社に就職すること、並びに如何なる

方法で、添付に示す情報を展示、引渡し若しくは告知することを禁止するよう請求す

る。」、若しくは「相手方が如何なる第三者に対し、ある特定の商品を製造、販売、

販売の申し出、使用及び輸入すること、若しくは如何なる方法で中華民国特許○○○

号を侵害する行為を禁止するよう請求する。」等の請求は、通常不作為を命ずる仮処

分という。 

 一方、侵害者が非侵害を主張するとき、実務上裁判所は、侵害者が民事訴訟法第 538

条及び智慧財産案件審理法第 22 条等規定により、自らの権利侵害として訴えられた

行為若しくはその他関連商業行為を権利者が暫時的に許容すべきであり、如何なる妨

害、干渉若しくは阻害行為を行ってはならないよう申立てることを認めている9。但し、

裁判所が既に権利侵害として訴えられた行為を行ってはならないとの不作為を命ず

る仮処分を決定したとき、侵害者は当該仮処分につき断行処分を申立てることができ

ず、抗告手続若しくは仮処分取消請求によって救済を求めることしかできない。また、

当該決定が効力を失うまで、請求の内容が互いに抵触する処分を申立ててはならない

                                         
9 最高裁判所 91年度台抗字第 164号民事裁定、最高裁判所 91年度台抗字第 275号民事裁定等を参照。 
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10。 

 裁判官が審理するに際し、実務上通常民事訴訟法第 538条第 4項「裁判所が第 1項

及び前項決定を行う前に、双方当事者に意見陳述の機会を与えなければならない。」、

智慧財産案件審理法第 22 条第 4 項「裁判所は暫定状態を定める処分を行う前に、双

方当事者に意見陳述の機会を与えなければならない。但し処分前に被申立人に陳述す

るよう通知できない特殊な事情があると申立人が主張し、且つ確かな証拠を提出し、

裁判所が適当だと認めたときは、この限りではない。」の規定に基づき、双方当事者

に法廷で意見陳述させる。なお、申立人が申立てをしてから裁判所が開廷して審理を

行うまでの期間は約 1～2 週間であり、審理期日が終わってから暫定状態を定める処

分の申立てが容認されるまでの期間も約 1～2 週間であり、つまり仮処分申立手続の

全過程は約 1ヶ月を要する。仮処分申立手続きの全過程が約 1ヶ月を必要し、且つ裁

判所が通常相手方を召喚して意見陳述をさせるため、証拠保全の必要があるとき、通

常暫定状態を定める処分を申立て、緊急な事情がある場合、更に同法第 538条の 1の

規定に基づき、裁判所が暫定状態を定める処分を決定する前に、7 日間以内の緊急措

置を行うことができる。 

 民事訴訟法第 538 条及び智慧財産案件審理法第 22 条の規定に基づき、暫定状態を

定める申立てを請求するには、「争う法律関係」（例えば、双方当事者が、相手方の

特定行為が、秘密保守条項に違反するか否か、若しくは申立人の営業秘密を侵害する

か否かとの法律関係につき争うとき。）、「相手方の特定行為を禁止しなければ回復

できぬ重大な損害が発生する（即ち、暫定状態を定める処分の必要性）」を疎明しな

ければならない。実務上更に、「申立人が今後勝訴する可能性」、「公衆の利益に顕

著な影響がない」、「相手方への影響が小さい、若しくは今後容易に回復できる」及

び「担保金の計算」等要件を疎明するよう要請することもある。担保金の計算は通常、

相手方がこれにより被る損害を計算の基礎とするため、担保金は百万台湾ドル以上に

なる可能性がある。 

 この他、申立人が比較的に容易にできる保全命令を申立てることによって、確定裁

判と同じ効果を達成することを避けるため、智慧財産案件審理法第 22条はまた、「暫

定状態を定める処分は、申立人に送達した日から三十日内に提訴しないとき、裁判所

が申立てまたは職権により取消すことができる。」と規定している。 

 然しながら、台湾の実務上では、暫定状態を定める処分の申立ての許容率が高くな

く、智慧財産法院の例を挙げると、2008 年 7月から 2012 年 9 月までに、暫定状態を

定める処分の申立て計 44 件のうち、許容されたのは 7 件しかなく、20 件もの申立て

が棄却された。 

 

 

                                         
10 最高裁判所 94年度台抗字第 380号民事裁定を参照。 
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第五目  税関での押収 

 

 台湾では模倣品を撲滅するため、著作権法及び商標法の規定において、税関は、職

務を遂行する際に、輸出入貨物の外観から明らかに著作権を侵害する疑いがあるもの

を発見した場合は、一業務日以内に権利者に通知し、また、輸出入者に許諾資料の提

供の要請を通知することができる。権利者は通知を受けた後、空輸輸出貨物は 4時間

以内、空輸輸入及び海運輸出入貨物は 1業務日以内に税関に赴き確認作業に協力する

ことが求められる。権利者が不明である若しくは通知ができない場合、又は権利者が

通知を受けて期限までに税関に赴き確認作業に協力しなかった場合、若しくは権利者

が係争対象品に権利侵害はないことを確認した場合は、その他の通関規定に違反して

いなければ、税関は直ちに通関させるべきであるとされている。権利侵害の疑いがあ

ると認定された貨物は、税関は暫く通関を差し止める措置を採るべきであり、権利者

が三業務日以内に次の規定により税関に差押えの申請又は権利保護の民事、刑事訴訟

手続きを行わなかった場合は、その他の通関規定に違反していなければ、税関は直ち

に通関させるべきと規定されている。 

差押えられてから、申請人または差押えられた人は、税関に差押えられた物の確認

を申請することができる。差押えた物が著作権または製版権の侵害に該当するという

裁判所の民事確定判決を申請人が受領した場合は、差押えられた物は税関に没収され

る。没収品のコンテナ貨物留置料、倉庫の賃貸料、積下ろし料等の関連費用と滅却処

分費用に関しては差押えられた人が負担する。もし「差押えられたものが裁判所で著

作権または製版権の侵害に該当しないと確定判決された場合」、「税関が、申請人に

差押えの受理を通知した日から 12日以内（税関が場合により 12日間を延長できる）

に、差押えた物について侵害品の訴訟を提起すると告知されていない場合」または「申

請人が差押え廃止の申請した」場合は、税関は差し押さえを廃止し、輸入輸出貨物通

関規定により処理し、申請人は差押えられた人に差押えによる損害を賠償しなくては

ならない。 

 

第六目 訴訟手続き 

 

1.智慧財産法院の紹介： 

台湾は 2008 年 7 月から、知的財産案件の特殊性を鑑み、智慧財産法院（日本に

おける知的財産高等裁判所に相当）を特別に設立した。現住所が新北市板橋区板橋

駅ビル 3階から 5階に設けられている。 

知的財産裁判所組織法第 3条の規定により、知的財産裁判所が管轄している案件

は次のようなものがある： 

 

1、 特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路
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配置（IC設計）保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法によって保護されて

いる知的財産権に関する第一審及び第二審民事訴訟事件。 

 

2、 刑法第 253条から第 255条（商標商号を捏造及び模倣する罪）、第 317条（業

務により知った工業または商業の秘密を漏洩する罪）、第 318条の罪（公務よ

り知った工業または商業の秘密を漏洩する罪）、又は、商標法、著作権法及び

公平交易法第 35 条第 1項の第 20条第 1項及び第 36条、第 19条第 5款に違反

する案件に関して、地方裁判所が通常、略式審判、及び協議手続き等で下した

第一審の判断を不服として、上訴、抗告する案件。ただし、少年刑事案件は除

外する。 

 

3、 特許法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路回路配置（IC設計）

保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法によって保護されている知的財産権

に関する第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。 

 

4、 その他、法律の規定、又は司法院の指定により、智慧財産法院の管轄とされた

案件。  

 

智的財産案件審理細則第 9条には「知的財産民事、行政訴訟事件は智慧財産法院

の管轄に専属しているものではなく、その他の民事、行政裁判所が実質において知

的財産民事、行政訴訟事件に属すべき事件について、実体裁判したものについては、

上級裁判所が管轄錯誤を理由にして原裁判を破棄してはならない」と規定している。

言い換えると、地方裁判所の通常、略式審判、及び協議手続きによる第一審の知的

財産権案件に関する裁判に対し、不服である場合、上訴または抗告する刑事案件は

智慧財産法院の管轄に専属する。民事、行政訴訟事件は智慧財産法院の管轄に専属

しているものではないが、裁判所の最近の実務において何れも、智慧財産法院組織

法第 1条の立法趣旨を参酌し、知的財産に係る民事訴訟事件を知的財産案件審理法

に定められた手続きにより智慧財産法院が集中して審理できるようにするため、民

事訴訟法第 24条（合意管轄）、第 25条（被告が裁判所に管轄権がないことを抗弁

せず、本件の口頭弁論をしたもの）が規定している場合を除いて、一般裁判所から

智慧財産法院に送致するものとしている。そのため、知的財産権の民事、行政訴訟

事件にかかわるほとんどの案件は智慧財産法院が管轄している。 

   智慧財産法院では、民事第一審訴訟手続き及び行政訴訟簡易手続きにおいて、裁

判官 1人単独で行い、民事、刑事第二審上訴、抗告の手続き及び行政訴訟の通常手

続きにおいて、裁判官 3人で合議して行う。民事案件の第一、二審は何れも智慧財

産法院が管轄していることから、訴訟当事者の審級の利益に影響を与える可能性が

あるため、智慧財産法院はすでに裁判官の人数を増員し、民事一、二審の案件をそ
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れぞれ異なる担当法廷で受理している。 

  裁判官以外に、智慧財産法院には技術審査官 10名が配置されていて、その中の 1

名は契約職員で他は経済部智慧財産局から出向した特許審査官である。技術審査官

は裁判所の命令により案件の技術判断を行い、技術資料の収集、分析及び技術的意

見を提供し、法により訴訟手続きに参加し、知的財産案件審理法第 4条、同法第 18

条第 3項の規定により、技術審査官の職権が「訴訟関係を明確にするため、事実上

及び法律上の事項について、専門知識に基づき当事者に説明または質問する」、「証

人または鑑定人に直接に質問をする」、「本件について裁判官に意見を陳述する」、

「証拠保全の時に証拠調査に協力する」、「裁判所は証拠保全を行った時、技術審

査官に現場に赴いて職務を行うようと命じることができる。」智慧財産法院技術審

査官職務執行作業要点がより具体的にその職責範囲を次の通り規定している。 

 

1、 案件の技術的判断、技術資料の収集、分析及び技術的意見を提供する。 

 

2、 訴訟書状及び資料について専業知識に基づき、その論点を分析し及び整理し争

点を明確させ、説明するための専門領域の参考資料を提供する。 

 

3、 争点及び証拠の整理、証拠調査の範囲、順序及び方法について裁判官に参考の

意見を陳述する。 

 

4、 法により訴訟手続きに参加し、期日に出席し、審判長または証拠を調査する権

限のある命令を受けた裁判官の許可を得て、当事者本人、訴訟代理人、証人ま

たは鑑定人に必要な質問をすることができるうえ、その供述の中に理解しにく

い専門用語について説明する。 

 

5、 技術審査官は現場検証前又は現場検証時に裁判官に対し注意すべき事項を陳述

し、当事者の被検証物に関する説明に対する裁判官の理解を協力し、被検証物

に対して処理と操作を行う。 

 

6、 証拠保全の時に証拠調査に協力し、証拠保全を実施する時に立ち会う。 

 

7、 裁判書の添付表及び図面の作成に協力する。 

 

8、 裁判の評議において、審判長の許可を得て出席し、事件に関係ある技術上の意

見を陳述し、予め、その陳述の意見について、書類を提出する。 
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9、 職務を執行した結果について報告書を作成する。知的財産案件審理細則第 16条

は報告書を「中間報告書」及び「最終報告書」に分けて、実務の運用において

知的財産権（一般に特許権をいう）の有効性報告書、及び権利侵害の意見報告

書等を含む。但し技術審査官が作成した報告書は公開しないうえ、訴訟当事者

が当該報告書の閲覧を申請してはならない。 

 

    智慧財産法院は技術について技術審査官に諮問し、報告書の作成を命じるほか、

非常に複雑な技術の案件において、智慧財産法院は司法院が各級裁判所に下達した

「専門家諮問要点」第 5点及び第 8点第 2項の規定により専門家に諮問することも

ある。そのため、智慧財産法院は技術争点の部分に対し、独自で判断する能力があ

り、設立してから智慧財産法院が鑑定機関に移送し、鑑定機関が直接に権利侵害の

判断を下すという台湾の実務習慣を改めることになった。そのため、智慧財産法院

が権利侵害の案件において鑑定に移送する割合が高くなく、鑑定人に移送しても、

殆どは製品の成分等の分析だけで、権利侵害要件に該当するかどうかについては裁

判所が独自に判断をする。 

    然し、技術審査官の報告書が公開されないため、訴訟当事者にとって技術審査官

の心証は何なのか、裁判官が技術審査官の報告を採用したか等何れも分からないた

め、訴訟の進行において、両方がよく各々専門家の意見書を提出したり、中には専

門家証人を雇用し（expert witness）、技術争点の部分について専門的な分析と説

明を提出する場合も少なくない。台湾民事訴訟法は専門家証人の手続きに対して、

特に明文規定はないが、実務的にこれらの証明方法を認められており、その調査の

手続きを証人に準用する方法で進行される。 

   更に、権利者が権利侵害行為者に対し、関連の権利侵害訴訟を提起した後、行為

者も同一の手続きにおいて有效性の抗弁を提起する可能があり、知的財産権（一般

に商標権、特許権と指す）を取消す理由があるため、権利侵害を構成しないと行為

者が主張するケースがある。 

   知的財産案件審理法が実施される前、商標権、特許権等経済部智慧財産局の審査

を経て商標、特許等を取得した知的財産権について、その付与及び取消は行政の「専

権事項」に属すると認定されているため、その審査については、行政争訟手続きに

より処理すべきである。台湾の訴訟制度は民、刑事及び行政訴訟の公私法二元論「分

離制」の体制で、普通の民事裁判所はこれら権利侵害の訴訟を審理している中、当

事者が特許権、商標権の有效性について抗弁を提起したら、普通の民事裁判所が審

理している訴訟を中止し、行政争訟の確定結果を待つと裁定するケースが多く、そ

のため一般裁判の訴訟終結のスケジュールを遅延させ、知的財産権を有效に保護で

きない問題を派生させた。 

   そのため、知的財産案件審理法第 16 条第 1 項では、「当事者が知的財産権に取

消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁
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の理由の有無につき自ら判断すべき、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、

植物品種及種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しな

い。」と定め、民事権利侵害の訴訟において、裁判所が知的財産権の有無について

取消し、廃止すべき理由の争点について、判断の権限を持ち、民事訴訟の裁判は行

政処分もしくは行政争訟手続きの結果を待たなければならないことを理由にし、訴

訟手続きの中止を裁定してはならないと明確に開示した。知的財産案件審理法第

30条も第 16条第 1項に準用すると規定しているため、商標権侵害を訴えられた等

の知的財産権の刑事被告も知的財産権の付与に瑕疵があることをもって犯罪を否

認できる。刑事裁判所もその主張について実質の認定をすべきであって、審判停止

を裁定してはならない。知的財産権に確かに取消または廃止すべき理由があるとの

認定において、刑事裁判所はそれをもってその犯罪の構成要件が欠如しているかを

判断し、有罪か否か判決を下すことができる。 

 裁判所が審理した後、知的財産権を取消すべき理由が確かにあると認定したあと、

裁判所はそれを理由に知的財産権者に不利な裁判をすることができる。また、知的

財産案件審理法第 16 条第 2 項において、「知的財産権者は当該民事訴訟中におい

て相手方に権利を主張してはならない」と明確的に定め、民事裁判所または刑事裁

判所がただ知的財産権に取消す理由があると認定できるものの、自ら当該知的財産

権が無効と宣告してはならない。この判断は原則においても当該訴訟だけで相対的

効力を発生するため、知的財産権者が他の訴訟においてその権利を主張することを

阻止できない。然し、一旦民事裁判所または刑事裁判所が当該知的財産権を無效と

認定した場合、知的財産案件の行政訴訟も知的財産裁判所の管轄であるため、通常、

知的財産裁判所の見解が異なることが少ないため、実際に無效と宣告された效果と

同じである。権利侵害者もこれをもって智慧財産局に告発、取消または廃止を提起

し、当該知的財産権の無效の最終確定の効果に生じさせる。そのため、権利者が権

利を行使する時、有効性の抗弁を受け、当該権利を喪失するのを避けるために、権

利の有效性についても、慎重に検討しなければならない。 

 

2.智慧財産法院の審理案件統計：審理速度： 

智慧財産法院が設立されてから、訴訟を集中して審理し、見解を統一し、積極

的に審理し、知的財産に係る法律紛争を迅速かつ正確に解決した。統計によると、

2008 年に智慧財産法院が設立される前、台湾高等裁判所による専利権侵害案件の

平均審理時間は 685日であり、それに対して、設立後は、第一審裁判所の審理期間

はおよそ約 198 日、第二審は約 232 日（2008 年 7 月～2012 年 6 月）となるなど、

大きな成果を挙げている。 

 

3.智慧財産法院の審理案件統計：受理案件の種類別： 
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一、民事案件： 

2008 年 7 月から 2012 年 6 月までに、智慧財産法院によって受理された民事

訴訟第一審案件 1157件のうち、専利権に係る案件計 676件（外国関連約 12％）、

著作権に係る案件計 254 件（約 9％）、商標権に係る案件計 173 件（約 24％）

である。また、受理された民事訴訟第二審案件 647 件のうち、特許権に係る案

件計 394件（約 14％）、著作権に係る案件計 125件（約 18％）、商標権に係る

案件計 107件（約 31％）である。 

 

二、刑事第二審案件： 

2008 年 7 月から 2012 年 6 月までに、刑事第二審案件のうち、智慧財産法院

は 1067件を受理し、著作権法の違反に係る案件計 558件（外国関連約 27％）、

商標法の違反に係る案件計 269件（約 38％）、その他の案件計 240 件である。 

 

三、行政訴訟事件： 

2008 年 7 月から 2012 年 6 月までに、智慧財産法院によって受理された行政

訴訟案件は合計 1564 件、商標権に係る案件計 921 件（外国関連約 22％）、専

利権に係る案件計 615件（約 12％）、著作権に係る案件計 9件（約 21％）であ

る。 

 

4.知的財産裁判所の審理案件統計：判決結果 

 

判決結果について、2008年 7月から 2012年 6月までに、民事第一審案件の審理状

況において、知的財産裁判所が実際に判決を下した案件のなかで、権利者が民事第一

審で全部勝訴または一部勝訴の割合は約 18％であり、外国関連案件の勝訴率は、約

33％となっている。（一部勝訴（敗訴）は、0.5件とする） 

そして、2008年 7月から 2010年 6月までのデータになるが、第一審の判決を維持

した割合は 7割以上に達する。 

刑事第二審訴訟案件の裁判結果から見ると、2008年 7月から 2010 年 6月までに智

慧財産法院が終結した刑事訴訟第二審案件は合計 495件、被告人数は合計 728人、裁

判の結果処刑された者は 360人、無罪判決を下された者は 200人、その他の判決を下

された者は 168人である。 

行政訴訟事件では、原告の勝訴率は約 15％、通常の行政裁判所での勝訴率よりや

や高いという結果（2008年 7月～2010年 6 月）になっている。 

 

 

 



 

 - 139 - 

第七目 まとめ 

 

権利者が知的財産権の権利を行使するとき、将来権利侵害者が訴訟で有効性の抗弁

を主張し、または主務官庁に知的財産権の取消もしくは廃止を申し立てることによっ

て、権利者が当該知的財産権を喪失することを防ぐため、事前に知的財産権の質と量

を検討すべきである。一方で、同時に証拠が十分であるかを考慮すべきであり、証拠

が不充分である場合、裁判所に証拠保全を申し立てるなどの方法を含む各種の手段で

証拠を収集することによって、将来権利を主張する際にさほど大きな障害に遭うこと

なく、今後の戦略の方向性を決めることができる。 

証拠の収集がある程度に達した後、初期に行う刑事捜索押収もしくは民事証拠保全

などの手段を含み、各種の手段で権利侵害者に対し圧力をかけることを考慮に入れる

ことができる。また、証拠を十分収集できた場合、弁護士に書簡の発送を依頼し、ま

たは裁判所に仮差押え、仮処分もしくは暫時状態を定める処分(仮の地位を定める処

分)を申し立てることで、適時に権利侵害者を威嚇する効果となり、権利侵害者に対

し権利者と交渉するよう強要することが可能となる。 

正式な訴訟手続きでは、智慧財産法院が設立されて以来、知的財産権に係る案件争

議の主な戦場は智慧財産法院に集中し、審理の専門度及び速度は以前よりも遥かに上

回り、権利者が権利を行使することに対し、有利であることは言うまでもない。さら

に、前掲統計資料によると、智慧財産法院が処理する案件のなかで、外国人に関与す

るものの割合は低くなく、渉外案件を処理するとき、他の案件に比べて、台湾企業ま

たは台湾人民を明らかに優遇する傾向はなく、公正な審判立場にあり、日系企業を含

む外国企業にとっても好都合である。 






