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第四章 台湾進出の実例及びその留意点 

 

第一節 概説 

 

過去において日本企業による台湾での投資は単に台湾を生産の拠点又は買付の拠

点とするものが多かったが、ECFA、日台投資取り決め、及び日台産業協力架け橋プロ

ジェクトの強化に関する覚書を締結した後、日本と台湾の産業関係は日本産業の主導

のものから、双方が対等なパートナー関係のものまで含め、日本企業の台湾における

投資方法の選択肢がより多くなったと言える。その選択肢とは、台湾企業と共同で商

品及びサービスを開発し、その開発した商品及びサービスを中国もしくはアジアに輸

出すること、又は台湾を中国もしくはアジア事業の運営中心とすること、或いは台湾

企業と連携し、日本企業が有する技術優位を台湾企業の言語や文化の特長と結合させ、

共に中国又はアジアに進出すること等を含むものであり、これらにより協力し合い、

補足し合うことができる。現在は言わば日本企業が台湾で投資する好機と考えること

が出来るかもしれない。しかし、過去に日本企業が台湾で投資した際に、台湾の連携

パートナー又は第三者と法律の紛争が起こることが多々あり、その中でも知的財産権

の侵害もしくは技術の盗用が多い上、一般的には、日本企業が台湾で投資するにあた

り、技術は最大のストロングポイントであることが多いことから、どのように知的財

産権及び営業秘密を保護し、権利の侵害又は技術の不当な流出を回避するか、これは

台湾で投資する日本企業にとって一番重要な課題となる。そのため、信頼のおける台

湾の法律事務所を選択し、投資過程の各段階につき台湾弁護士に問い合わせ、慎重に

判断することも検討すべきである。もし台湾の弁護士と直接連絡することができない

場合、日本の法律事務所を通して連絡することができ、日本の法律事務所はその間で

双方のコミュニケーションが円滑に進行できるよう協力し、また台湾と日本の法律規

定には異なる部分があるため、日本の弁護士の協力により、双方のコミュニケーショ

ンがより円滑に、効率よく進行する可能性もあり、一案といえる。 

以下では外食産業、IT 産業、コンテンツ産業及び製造業の四つの業種に分けて、

日本企業が台湾で投資した際に、実際に起きた案例を紹介し、伴うリスク及びその対

処法につき説明する。各産業別の特性及び留意すべき法令、問題点について、第二章

第二節を参照されたい。 

 

 

第二節 外食産業関連事例 

 

日本及び台湾の地理的や歴史的関係によって、台湾人は以前から他国に比べて日本

料理に対する受容度が高い。そのうえ、グルメ番組の放送やマスメディアの報道効果

により、近年台湾で支店を設ける日本の外食業者はますます多くなり、食事の時間帯
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にはいずれも長い行列ができ、その高い人気は注目され、台湾飲食市場への進出を成

し遂げた。しかしながら、外食業者が台湾で支店を設ける際に、最も多く発生する問

題は、商標、店舗の内装、食器などが競争相手に模倣され、営業秘密に関連する商品

の成分や原材料の仕入れルート並びに特許権に関連する製造工程等の漏洩、侵害であ

る。さらに、店舗の賃貸から派生した賃貸借契約の紛争もよく見られるため、日系企

業が台湾で外食産業の投資を行うとき、事前に関連の知的財産権に対する保護につき

全面的に計画することは非常に重要である。 

商標の観点から見ると、日系企業が台湾で外食産業の投資を行うとき、まず台湾の

法律事務所等の手段を用い、使用する商標が他人によって登録されているか、または

登録出願する商標に台湾で登録できない固有の問題(例えば識別性を有しない)があ

るかにつき調査すべきである。事前に専門家に審査を依頼することにより、将来商標

権に係る争議が発生した際に、訴訟手続きによってより多くの時間、労力、金銭を費

やし、莫大な損失が生じることを防ぐことができる。例として、「讃岐」商標争議案

件は、近年日本及び台湾で注目され、外食産業に対する商標権の重要性がより際立つ

ものとなった。当該案件の起因は、台湾の著名な上場会社である南僑グループが、約

13年前にうどんなどの冷凍食品を販売し、日本で有名なうどん産地の地名「讃岐」を

音訳した「SANUKI」等を商標として登録出願した。日本人経営者氏は日本四国地方の

香川県でうどんの製作技術を習得した後、2008 年に台湾で「讃岐烏龍麺店」を開き、

開業してから間もなく南僑公司から内容証明を受領し、看板から「讃岐」の二文字を

外すよう要求された。しかし、当該日本人経営者は、「讃岐うどん」は香川県の公共

財に属するものであり、「新竹ビーフン」のように、誰もが使用できるものであると

考え、経済部智慧財産局に商標の無効審判を請求した。経済部智慧財産局は審議を経

て、南僑公司の「讃岐」商標は商標法第 23 条第 1 項第 11 号「商品又は役務の性質、

品質又は産地について公衆に誤認、誤信を生じさせるおそれがあるもの」に該当する

と判断し、当該商標登録を取消した。南僑公司は経済部智慧財産局の決定に納得でき

ず、行政訴訟を提起したが敗訴となった。 

さらに、食品の配合成分は永久に秘密保持する必要があり、実務上特許出願するも

のは少なく、一般的に営業秘密法による保護を求めることが多い。但し、食品の外観、

店内の家具や食器などは意匠登録による保護を考慮に入れることができ、例えば、有

名な某日本製麺会社は、台湾の食品会社が生産した麺及び製麺用の機械が、その特許

を侵害する疑いがあることを発見し、日本の法律事務所を通して台湾法律事務所に問

い合わせをした。このような特許権を侵害する疑いのある状況では、日系企業はまず

台湾の法律事務所に特許権侵害の対比鑑定を依頼することができ、権利侵害の事実が

あると確定してから、警告書を送付する方法で相手を威嚇することを考える。相手の

商品が日系企業の特許権を侵害するか否か確定できない場合、裁判所に証拠保全を申

し立てることができ、食品製造資料、機器規格、製造の流れなどの関連資料を取得し

た後、再度特許権侵害の対比鑑定を行う。軽率に訴訟を提起したところで、相手が関

連資料の提出を拒否し、又は不実の資料を提出すれば、日系企業は当該特許権が侵害
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されたと証明する証拠を提示することが困難になる。 

そのほかに、外食産業は店舗を借りる等して営業しなければならないため、賃貸借

契約から生じた紛争も少なくない。実務上、契約期間が満了して貸主が賃貸店舗の返

還を要求するが、日系企業は使用を継続したいという状況がよく見られる。日系企業

には店舗の賃貸借契約を締結する際に、契約期間満了時に契約を優先的に更新できる

権利の保有を約定し、自身の権益を維持することを勧める。また、賃貸借契約が公証

人によって公証され、期間満了時に貸主が契約通りに敷金を返還していない場合、日

系企業は裁判所の判決を待たずに、直接公正証書をもって裁判所に強制執行を申し立

てることができる。但し、日系企業が賃料、違約金を滞納し、又は期間が満了しても

退去しないなどの状況につき、貸主も公正証書をもって直接裁判所に強制執行を申し

立てることができる。契約期限が定められていない又は五年を越える賃貸借契約につ

いて、貸主が契約期間中に店舗を他人に売り渡したとき、契約に特別な約定がある場

合を除き、日系企業は公証された賃貸借契約をもって店舗の新所有権者に対抗し、店

舗の賃借を継続することができる(即ち売買は賃貸借契約を破ることは出来ない)。 

 

 

第三節 IT産業関連事例 

 

日系企業が台湾で投資する際に、インターネットマーケティングは次第にその重要

性を増し、ネットで使用する画像や文章による著作権問題は避けられないものとなっ

た。著作権の契約期間が満了した際には、外部リンクを削除するだけでなく、必ずキ

ャッシュメモリのデータも併せて徹底的に削除し、これにより紛糾が生じたり、更に

刑事訴訟の提起と引き換えに高額の和解金を要求されることを避ける。 

某香港商 IT 会社は A が代表となる某台湾企業とライセンス契約を締結し、A が所

有する著作権の語学著作及び美術著作を香港商が経営するホームページで使用する

ことを許諾した。しかし、契約期間が満了した後、香港商は契約に基づきそのホーム

ページにある関連リンクを解除したが、システムの問題によりキャッシュメモリにあ

る一部のデータを削除できておらず、これにより不特定の第三者が捜索サイトで Aが

所有する語学著作及び美術著作を閲覧できるようになった。よって、A は香港商及び

その責任者に対して著作権法に基づき刑事訴訟を提起した。検察官はこの件につき調

査した後、香港商及びその責任者はライセンス契約終了前に Aが所有する画像や文章

を確実に削除したと認定し、前掲管理システムによる作業ミスが原因で、A が提供し

た画像や文章が未だに香港商のホームページに掲載されていることにつき、香港商及

びその責任者が A の語学著作及び美術著作を侵害する故意があると認定し難いため、

不起訴処分として終結した。従って、もし不運にもこのような紛糾が生じた場合、裁

判所に著作権侵害についての故意がないことを証明しなければならない。よって、常

に関連証拠を保留して備えるべきである。 
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また、台湾の法律には営業秘密に関する保護規定があるが、個別案件の需要に完全

に符合することは難しく、現段階では訴訟手続きによる営業秘密の保障は依然として

リスクがあり、訴訟は最終手段とするべきである。リスクマネジメント、紛争防止及

び訴訟における挙証困難の回避のために、企業などの営業秘密所有者は常に関連情報

データを分類して管理し、企業の核心情報及び営業機密の維持として、基本的且つ合

理的な秘密保持の措置を取り入れるべきである。例えば、書類やデータに「機密」な

どの表示を明記し、更に機密性のレベルを区分し、機密レベルの高いものはハードウ

ェアもしくはソフトウェアの使用権限についてその権限者の範囲を縮小して管理す

る。人に対しては、従業員と秘密保持の協議書を締結し、企業機密情報の管理規則の

周知を徹底し、機密情報関係者が機密情報を閲覧した時間などを記録する方法で、機

密情報を確実に維持する。例えば、従業員と明確な秘密保持協議を締結することによ

り、退職した従業員が職務上合法的に機密情報を取得し、刑法第 318条之 1コンピュ

ーター設備などを利用して知り得た秘密漏洩罪に該当しなくても、業務上知り得た工

商秘密に対し守秘義務を負わなければならず、雇主の潜在的争訟における立証責任を

有効に減少することができ、バランスが取れる。 

台積電公司と中芯国際との間のケースをその例として挙げる。台積電公司は 2003

年 12月 22日に中芯国際に対し特許権侵害及び営業秘密窃取に係る訴訟を提起し、競

争相手である中芯国際はあらゆる不正手段により台積電公司の商業秘密を取得し、台

積電公司の特許権を侵害したうえ、中芯国際は既に台積電公司の退職従業員を 100名

以上集め、一部の従業員に対し台積電公司内部の商業秘密及び半導体製造工程の技術

資料を提供するよう要求したと主張した。訴訟を通して台積電公司は中芯国際の商業

スパイ行為及び営業秘密侵害の事実証拠を数多く提出した。例えば、中芯国際は会社

株券及び株式購入選択権（ストックオプション）を提供することを条件として、台積

電公司で要職を務める数名の従業員に対し不当な引抜きを行い、更に台積電公司から

退職した従業員には中芯国際で就職する際に、台積電公司の最新の専有機密技術及び

関連製造工程の改良を、中芯国際へのプレゼントとして提供することを要求したこと

について、訴訟過程のなかで裁判所に呼び出された中芯国際の元従業員が、中芯国際

による違法の侵害行為を目撃したと証言した。そのほかに、台積電公司は最初の訴状

で、台湾新竹地方検察官に押収された電子メールの書類を付し、当該電子メールには

中芯国際の管理職者が当時台積電公司に勤める従業員に対し機密窃取を要求したこ

とが明記されていた。この電子メールの主な内容は、当時間もなく中芯国際に転職す

る従業員に、台積電公司の六つの製造工程の流れ、関連製造工程目標及び設備の型式

番号を窃取するよう要求したものである。訴訟過程のなかで台積電公司は市場で購入

した中芯国際の製造委託された IC チップ製品に対し技術鑑定を行い、還元工程技術

により分析を行った。その分析結果によれば、当該 IC チップの技術特性は明確であ

り、且つ台積電公司が製造委託された製品専有の特徴及び技術に驚くほど類似するも

のが含まれていることがわかった。よって、中芯国際は確実に台積電公司の営業秘密

及び生産技術を窃取し、それを使用したことが証明された。前記の台積電公司が中芯
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国際の特許権侵害及び営業秘密窃取に対し提起した訴訟は長期間続き、2009 年 11 月

10日に双方の最終的な和解が成立し、中芯国際は年次分割払いで台積電へ 2億米ドル

(約 60億台湾ドル)を賠償することになった。また、中芯国際はその株式 8％を無償で

台積電に付与し、台積電は 3 年以内に 1 株につき 1.3 香港ドルで中芯の株式 2％を別

途購入することも出来ることになった。中芯国際内部では、中芯創始者兼執行長が責

任を取り辞任した。 

さらに、侵害に対する謝罪方法について、特許権が侵害され、訴訟を通じて救済を

求めて勝訴となった場合、新聞に謝罪広告を出すよう相手に要求することができるが、

それには制限がある。詳しく言うと、現在の台湾専利法には概括的な方式で名誉回復

のための適当もしくは必須な処分が明確に規定され、そのうえ判決書内容の全部もし

くは一部を新聞に掲載し、その費用を特許権の侵害者に負担させる方法が定められて

いる。しかし、実務上、権利者は通常相手方に新聞に判決書内容を掲載するよう要求

するが、司法実務の観点から見て、裁判所は特許権者の申立てに基づき、侵害者が勝

訴確定判決の全部もしくは一部を新聞に掲載し、その費用を負担させるように裁定す

ると特許法の関連規定に明確に定められているとはいえ、特許権者が申立てをすれば、

裁判所は何の裁量もなく許可するのではなく、「名誉の回復」を前提として、また民

事損害賠償制度の一環に属するため、原状の回復、損害の補填を目的として、特許権

者の本来の客観的社会評価に回復させることを考慮したうえで、裁判所が判決書内容

を新聞に掲載するよう裁定するものであり、裁判所は裁量を有し、特許権者の申立て

に制限されることはない。裁判所が考慮する要件として、特許権者の名誉が侵害者の

特許権侵害行為によって損害を被るか否かを斟酌するだけでなく、名誉の侵害程度、

謝罪広告の新聞掲載の処分は特許権者の名誉を回復するに足るかなどを公平に裁量

してから、合理的な範囲で侵害者に判決書内容の全部もしくは一部の掲載費用を負担

させ、名誉回復に必要な程度を超えるような処分を下すことにより、侵害者の消極的

表現の自由を過度に制限してはならない。 

 

 

第四節 コンテンツ産業関連事例 

 

コンテンツ産業は著作権との関連が最も深く、一般の民衆が P2P の方式(または

P-TO-P、即ち個人対個人のインターネットにおける情報流通方法)で、音楽、動画、

画像や文字などの著作を伝送して公開する状況がよく見られる。例えば、株式会社ベ

ネッセが台湾で発行した月刊こどもちゃれんじは大変人気であるため、民衆が許可な

く月刊こどもちゃれんじに関する音声や映像のコピーデータのダウンロードリンク

をウェブサイトに貼り付け、更に関連の音声や映像のコピーデータを編集して公開し

た。このような行為は何れも、著作権法第 91 条の他人の著作を無断で複製した罪、

又は著作権法第 92条第 2項の他人の著作を無断で公開伝送した罪に係るものである。
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これらの行為は親告罪に属するものであり、台湾の法律規定によると、著作権者は犯

人を発覚した時から 6 ヶ月以内に告訴を提起しなければ、適法ではない。P2P プラッ

トフォームの業者がデータの複製や頒布した個人と共に関連の法律責任を負う必要

があるかにつき、実務上争議があり、一概には言えず、個別案件の状況によって異な

る。権利者は通常複製や頒布した個人に対し訴訟を提起すれば、P2P プラットフォー

ム業者は顧客が流失する問題に直面することになるため、裁判所が P2Pプラットフォ

ーム業者は著作権を侵害していないと判断しても、P2P プラットフォーム業者の多く

は権利者と和解しなくてはならない状況に迫られる。 

また、日系企業は著作権ライセンス契約を締結する際に、将来ライセンス契約が無

効であると認定されてからでは賠償請求できない恐れがあることを考慮し、確実に著

作権を所有しているのかということを必ず留意すべきである。例えば、アメリカの著

名イラストレーター、ローズ・オニール氏が創作した「キューピー」というキャラク

ターについて、日系企業ローズオニールキューピー社は著作権者甲○○○の専属授権

によりキューピー派生著作の著作権を所有し、キューピーのキャラクター派生著作と

しての絵本について、某台湾企業に授権した。しかし、台湾企業はその後ロイヤリテ

ィ及びその他の費用の支払いを拒否し、多数の契約違反の事実があるという事件があ

った。日系企業は台湾企業に書簡を送付し、10日以内にその行為を改善すべきである

と催告したが、台湾企業は依然として改善しないため、上訴人は 2004年 8月 30日に

書簡をもって係争ライセンス契約を終止した。係争ライセンス契約を終止した後、台

湾企業はキューピーの派生著作、並びに日系企業及び台湾企業が締結したライセンス

契約によるその他の知的財産権を使用する権利がないはずであり、上述キューピーの

知的財産権を含む商品を販売または使用してはならず、それにつき第三者に使用もし

くはその他の方法で上述知的財産権を利用することを許諾してはならないはずであ

る。ところが、台湾企業は日系企業が提供したキューピーの関連図面データ及び日系

企業から取得したビジネスモデルを利用し、商品の製造、販売を継続し、そのホーム

ページ「www.kewpie-love.com.tw」にキューピーの派生著作及びキューピーその他の

画像を掲載した。日系企業は両当事者間のライセンス契約違反、権利侵害行為及び不

正利得につき、台湾企業へ賠償請求をした。 

本件につき最も重要な争点は、日系企業が派生著作の著作権を所有するかというこ

とである。派生著作は原作を参考してできたものであり、原作の著作権が認定されて

後、著作権が保護される理由を有すると認定される。さもないとその内容は実質的に

同じものとなり、派生著作の保護理由を失うことになる。裁判所は審理を通して、日

系企業はキューピーの派生著作権を有しないと認定し、日系企業ははじめから存在し

ない財産権を対象に、台湾企業と係争ライセンス契約を締結したので、当該契約は実

現の可能性がなく無効であるとし、日系企業の主張には根拠がないと認定した。その

判決内容は次のとおりである：派生著作の保護要件は、独創性、人間の精神を有する

創作、特定の表現形式及びその作者を表現できる個別性を含む。所謂派生著作とは、

原著作に手を加えた創作である。つまり、派生著作とはその内面形式として原著作の
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表現形式を保留し、外面形式には原著作の表現形式を変えたものである。また、原著

作をもとに別の創作をするその他の方法とは、翻訳、編曲、翻案、映像の撮影以外の

方法を指す。原著作をもとに別に創作することは、例えば画像化、美術の異種複製な

どである。調べによると、日系企業が提示した作品とローズ・オニール氏のオリジナ

ル作品の比較図から、日系企業のイラスト集の内容にあるキューピー人形の髪飾りや

ポーズはすべてローズ・オニール氏オリジナルのキューピー人形の図柄と同じであり、

その髪飾りなどの装飾部分につき、日系企業の作品はローズ・オニール氏のオリジナ

ル作品を比べて、日系企業の創作にはその個別性が見られず、且つ人間の精神を有す

る創作ではなく、独創性を有しないため、台湾の著作権法における派生著作に該当し

ない。よって、日系企業はキューピーの派生著作権を有するという主張は根拠がない

ものである。本判決はオリジナル作品及び派生著作の髪飾りなどの装飾部分の図柄が

類似するものであるため、個別性を表現することができないものとして、且つ人間の

精神を有する創作ではないことから独創性を有しないと判断した。 

なお、商標のライセンス契約で、商標の権利者が、被授権者が新商品を開発し、販

売する前に、その許可に関する審査を経ることを約定する場合がある。しかし、もし

被授権者が既にライセンス契約に基づき商標の権利者へロイヤリティを支払った場

合、ロイヤリティは「基本的な保証金」及び「証紙」(証紙の番号により、固定価額

が異なる)を購入する方式で支払うロイヤリティであり、商標の権利者の審査を経た

商品の数量または商品の価格をロイヤリティの算定基準とするのではない場合、商標

の権利者に審査してもらうために送付することは、係争商標の実施権許諾の条件を構

成しないため、被授権者が約定とおり対外販売する前に製品を商標の権利者に送付し

て審査を経ることなく販売しても、商標権の侵害を構成することにはならず、ただ契

約違反の問題のみが生じる。よって、商標のライセンス契約を起草するとき、「審査」

を契約条件に入れるのかを注意すべきであり、また今後の提携関係が変わることによ

り被授権者へ賠償請求ができない場合に備え、懲罰的違約金の金額を上げることも検

討すべきである。 

以下はその例である。日系企業小学館股份有限公司は「小叮 及び図 DORAEMON」

の商標につきその台湾における専用実施権を香港商国際影業公司に許諾し、香港商は

係争特許の実施権をもって他社である台湾企業薇尼有限公司とライセンス契約を締

結した。しかし、薇尼公司はライセンス契約内容のとおりに開発した新商品を香港商

へ送付せず、その審査を経ることなく、無断で市場にて販売した。日系企業は台湾企

業が同意及び授権なく、係争商標の図柄及び香港商の英語名を表示した証紙を偽造し、

またそれを模倣品に使用及び貼り付けたことを理由として、民法第 184条及び商標法

第 61 条第 1 項に基づき損害賠償訴訟を提起した。ところが、裁判所は台湾企業には

日系企業の商標専用実施権を侵害する事情はないと最終的に認定した：「両当事者間

におけるライセンス契約の標準条項第4条(a)号、(b)号及び第三条(c)号を調べると、

それらの条項には被授権者は製品を製造及び販売する前に審査を経ることなく、係争

商標を使用してはならないという文字はない。当該約定は国際影業公司及び薇尼公司
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間における製品の様式及び品質に関する約定であり、授権または商標権の使用制限に

係る要件ではない。上訴人は前掲契約第 4条の約定に基づき、薇尼公司は全てのライ

センス商品を販売または販売代理をする前に、ライセンス商品のサンプルを無料で提

供するべきであり、更に国際影業公司による書面の同意を取得するべきであり、さも

ないとその行為は上訴人の商標専用実施権を侵害するものであるなどと主張したが、

採ることができない。そのほかに、商標法は著作権法第 37条の規定と同じではなく、

またはそれを準用することもないため、上訴人は契約関係の利益及び価値に対する判

断から、商標の実施権も同じように解釈できると主張したが、採ることができない。」 

台湾の著作権法は創作保護主義を採用するため、著作権法第 10 条の規定により、

著作者は著作物を完成したときに自動的に著作権を享有し、如何なる登録の出願をす

る必要はない。しかしながら、著作権の所有をより明確にするため、著作が発行され

る、又は対外的に公開されるとき、著作者の本名、ペンネーム、著作発行日、場所を

通常の方式で表示し、著作権者が著作権法によって真正であると推定されることによ

り保護される。これだけではなく、日系企業は同時に著作物を国家図書館に保存する

ことができ、これにより低コストで挙証困難の問題を解決することができ、頁数の少

ない定期刊行物や雑誌は、数冊を一冊にまとめてから国家図書館に送付し、保存し易

くする。 

 

 

第五節 製造業関連事例 

 

日本企業が台湾で投資する際に、資源を費やして製品を設計するほか、知的財産権

につき法律による保護措置を計画すべきである。産業発展の流れに応じて、台湾特許

法は大幅に改正され、産業の通念及び国際的な立法例に対応するため、「新式様」と

いう名称を「設計」に変更し、旧法と比較すると、新法にはいくつかの意匠のタイプ

が加えられた。まず加えられたのは「部分意匠」で、過去の意匠の保護対象は製品の

形状、模様、色彩またはその結合したもの全体であったため、他人がその一部の特徴

だけを模倣すれば、権利の侵害を簡単に回避できた。そのため、新法は商品の部分的

なデザインを併せて意匠の保護範囲に納め、権利者に対する保護の強化に役立つと考

えられる。 

例えば、エレコム株式会社が開発した「EGG Mouse」商品は、その外観がタマゴの

ように小さくて可愛いため、台湾の消費者に大変人気ではあるが、暫くして、台湾の

博斯普有限公司も外観のよく似た卵形のマウスを販売していることを発見した。エレ

コム株式会社は智慧財産法院に訴訟を提起し、意匠が不当に侵害されたと主張した。

裁判所は審理した後、両者のマウスの視覚的デザインがほぼ同じであるため、次のよ

うに認定した：「係争製品は係争特許出願の意匠範囲に属するうえ、係争製品は係争

特許の優先日より前に国内に存在する物品ではないため、係争特許権の効力が及ぶも
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のである。被上訴人は係争特許につき意匠が付与される物品として『コンピューター

用マウス』を指定したため、他人がその同意を得ずに該意匠登録及び類似意匠登録を

受けた物品を製造、販売、販売の申し出、使用又はこれらの目的のために輸入するこ

とを排除する権利を専有する。上訴人会社が販売する係争製品は係争特許権を侵害し

たうえ、上訴人会社は 2010年 5 月 28日に被上訴人から係争製品が係争特許を侵害す

ると主張した弁護士書簡を受け取ったにもかかわらず、2011年 3月 3日にインターネ

ットで係争製品を販売するサイトの情報を掲載したため、確かに上訴人会社は今後も

係争特許権を侵害する恐れがある。従って、被上訴人は特許法第 129条、第 84条第 1

項後段の侵害防止規定に基づき、上訴人会社が自らもしくは他人に製造、販売の申し

出、販売、使用またはこれらの目的のために添付図 3の製品を輸入させてはならない

と要求したのは、法において依拠がある。」博斯普公司がエレコム株式会社に 26 万

台湾ドル余り賠償することを判決し、博斯普公司が当該製品を製造、販売してはなら

ないと命じた。本件について、裁判所は最終的に博斯普公司がエレコム株式会社の意

匠を侵害する製品を販売した事実があると認定したが、旧法の時代において、日本企

業が一部の特徴だけ模倣されたことによって、意匠権の侵害と主張できずに敗訴した

案例があることは容易に想到できる。新法では部分意匠を導入したため、知的財産権

法による保護措置を計画する際に、部分意匠についても検討すべきである。また、特

に電気通信製品の場合、より積極的に意匠出願を検討すべきであり、製品の設計の各

部分から、コンピューターのアイコン及びグラフィカルユーザーインターフェースま

で、意匠登録として出願する可能性を有しており、将来特許競争に備えて実力を充実

させるため、有望な同系列商品の意匠につき関連意匠の出願についても検討すべきで

ある。 

また、旧特許法の時代では「部分意匠」の制度がなかったため、日本企業が商品外

観の細部構造設計が盗作されたことを発見した場合、もし商標が同時に模倣されてい

ないのであれば、公平交易法が唯一の救済手段であった。しかし、公平交易法の関連

法律要件が明確ではなく、確定されていない法律概念が多々あり、主張が認められる

ことは容易ではない。よって、日本企業はこのような情況に遭遇したとき、何もでき

ずにただ運がないと思うしかなく、以下の件はその例である。 

日系企業スギヤス株式会社は世界的に有名な工業機械製造会社であり、1958 年に

設立してから自動車整備用リフト（以下「リフト」という）を生産し、「BISHAMON」

という商標をもって各国で販売して、大変好評であった。当該会社が 1979 年から台

湾市場でビジネスをし、毎年平均百台くらいを販売するほど相当な市場占有率を有し

ていた。しかし、台湾企業強輪精機有限公司が製造した2柱リフト及び門型リフトは、

外観または機械構造部分において、原告の上述のリフトを盗作したうえ、当該会社が

製造した上述のリフトの機種装置は、長年に渡って原告の後追いで機種装置の変更を

行い、同一もしくは非常に類似する部分が多かったため、日系企業スギヤス株式会社

は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号に基づき、侵害の排除及び損害賠償を申立てた。

しかし、裁判所は強輪精機有限公司が公平交易法に違反していないと判断した。その
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理由は次の通りである：「本件原告が自分の製品であると示した『青、白、黄色の三

色設計』、『駆動柱上にある縦長の長方形の油圧ユニット』、『駆動柱前方に取り入

れた下降止めの歯状ラック装置及び荷台の U 字型補強板』等は、原告が提出した両当

事者及び世界各国の自動車用リフトの製造業者が製造するリフトの写真の比較表に

よると、そのうち青色の駆動柱部分、並びスイングアームとして白と黒のスライドア

ームを使用しているものを製造している製造業者は少なくない。原告が言う『駆動柱

上にある縦長の長方形の油圧ユニット』は、外観において駆動柱上にある縦長の直方

体に過ぎず、駆動柱と一体となって青色の外観を形成しているだけであり、この『特

徴』によって関連企業または消費者が当該リフトは原告により製造されたものと判断

するに足るか、実に疑わしいものである・・・被告が製造したリフトは公平交易法第

20 条第 1 項第 1 号の規定に違反しているという原告の主張は実に採るに足りない」、

「被告が製造したリフトの高さは原告の係争製品の同時駆動装置、防振装置、操作レ

バー及びリフトアームの設計、並びに門型リフトのチェーンカバー、柱カバーなどの

創作成果を盗作し、また被告が原告の製品外観、製品細部の構造設計及び関連説明書

類を高度に盗作した行為が見られ、これは原告の努力の成果を奪い取る行為であり、

明らかにビジネス倫理及び競争原則に反している云々と原告は主張した。但し、この

部分の事実について、原告が提出した自己作成の対比表二部のほかに、証明できる具

体的な証拠がないうえ、特に『製品細部の構造設計』は特許権侵害の範疇に属するも

のであり（原告は本件につき特許権侵害の問題がないと自認した）、公平交易法第 24

条が及ぶ範囲ではない。更に、その他の外観部分については、第 20 条案件の処理原

則第 16 点第 2 項の規定を参酌し、もし公衆の自由に利用できる技術に該当する場合

（特許または著作権の保護がないもの）、本件につき第 24条の規定は適用されない。」

つまり、日系企業スギヤス株式会社はリフトの「細部構造の設計」だけ模倣され、旧

法時代では専利権侵害を主張できず、また商標が模倣される事情もなかったため、公

平交易法に基づき、救済を求めものの、最終的には裁判所に採用されなかった。現在

日本企業の台湾における投資には部分意匠という選択肢が加えられたため、このよう

な不利益なことに遭う可能性が減少するはずである。 

もう一つ典型的な日系企業と台湾代理商間における紛争として、日系企業が台湾で

その商標を登録せず、後に台湾代理商に商標登録の出願を先取りされてしまったとい

う問題がある。これにより、真正品は本物とは限らず、模倣品は偽物とは限らない情

況になり、商標権は模倣者と指摘された者が所有し、逆に製造元が商標権を所有して

いない現象になることがあった。商標の悪意による先取り登録について、旧商標法第

23条第 1項第 14号に「商標に次に掲げる情況があるものは登録してはならない：14. 

他人が先に同一商品又は類似商品に使用している商標と同じ若しくは似ているもの

であって、出願者が当該他人との契約、地縁、業務上のやり取り、若しくは他の関係

から、前記商標の存在を知っているもの、但し当該他人の同意を得て行われた出願に

は適用しない。」と規定されている。如何なる者も商標登録の公告日から三ヶ月以内

に智慧財産局に異議を申立てることができ、利益関係者または審査員は登録の公告日
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から五年以内に智慧財産局に先取り登録された商標の登録を取り消すよう、査定の申

立てをすることができる。もし先取り登録されたものが著名な商標である場合、上述

の期間の制限がない。次のケースはその例である。 

台湾企業上峰国際貿易有限公司は日系企業増永眼鏡株式会社の台湾における代理

商で、1987年に日系企業「PLANITAN」商標の眼鏡を初めて輸入した後、先に台湾で「普

麗戴 PLANITAN」商標を登録し、その商標を眼鏡及びその部品に使用すると指定し、智

慧財産局の審査を経て許可された。日系企業はそれに気付き、係争商標が登録時の商

標法第 37 条第 6 号及び第 10 号に違反するという理由で判定を申立てたが却下され、

訴願を提起しても却下されたため、行政訴訟を提起したものの、またしても敗訴とな

った。裁判所が日系企業の敗訴を認定した理由は次のとおりである：「商標の図案に

公衆を欺瞞するまたは公衆に誤認させる恐れがあるものは、登録を出願してはならな

い。つまり、商標は既に一般の消費者によく知られているものであって、始めて公衆

に誤認される恐れがある。最初に当該商標を使用したのは誰なのかについては、問う

ものではない。本件原告（即ち日系企業）が当裁判所に提出した製品のカタログ、価

格表は何れも作成日時を記載していないため、関係者（即ち台湾企業）が 1986 年 2

月 26 日に係争商標の登録に出願した時、当該商標は既に原告によって使用されてい

ることを公衆がよく知っていると証明できない。また、原告が提出した輸入資料のコ

ピーには、何れも眼鏡の型番しか記載されていなく、その商標が係争商標であること

も記載されず、当該商標が原告に使用されていることを一般の消費者によく知られて

いることを証明するに足らない。よって、原告が係争商標を設計し、率先して使用し

たとの主張は本件の争点ではないため、採ることができない。また、原告が提出した

上述のカタログ、価額表、輸入資料は 1986年 2月 26日に関係者が係争商標の登録に

出願した時、原告が当該商標を使用していることを既に一般の消費者はよく知ってい

ると証明できない。そのうえ、原告は同じく商標法第 37 条第 1 項第 6 号の規定に基

づき査定を申立てたため、被告が原告による二回目の申立てを却下したことは適法で

ある。最後に係争商標の「PLANITAN」を調べたものの、市販の英中辞書には当該単語

の記載がないうえ、言葉の組み合わせから見てもプラチナ、ニッケル及びチタン合金

であることが分かりにくいため、それが商品の説明であると認定し難い。原告が提出

した日本業界により発行された証明書から、台湾業者がこの単語を普遍に使用し、商

品の品質の通称であると推定するのは困難である。以上をまとめると、原告の起訴の

趣旨が理にかなっていると認めるのは困難であるため、却下すべきである。」本件に

おいて、日系企業は上述の商標法の規定に基づき、智慧財産局に商標の査定を申し立

てたものの、先に係争商標を「使用していた」と証明できる有力な証拠を提出するこ

とができないため敗訴した。たとえ日系企業が先に商標を「使用していた」と証明で

きる充分な証拠を提出できたとしても、代理商が第三者の名義で先取り登録を行うこ

とにより、商標法第23条第1項第14号の適用を回避することを防ぐのは困難である。

このような情況を防ぐために、根本的な解決法はやはり直接契約で製造元の商標登録

及び現地の翻訳名称に係る商標登録の規範を定め、商標登録の手続きをなるべく早く
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終わらせることが、最も経済的な商標の保護方法である。 

なお、営業秘密の保護によって如何に技術を守るかも日系企業にとって非常に重要

である。現在台湾は営業秘密の保護について、営業秘密法で規定されている。そして、

秘密所有者による侵害排除及び損害賠償の請求権のみだけでなく、刑罰に関する規定

も存在している。また、営業秘密の侵害に対する行政または刑事責任を主張する場合、

公平交易法、刑法などの規定を適用も検討すべきである。実務上営業秘密の損害を主

張し、刑事救済を求めるものは、通常刑法第 317 条業務上知り得た工商秘密漏洩罪、

刑法第 318条職務上知り得た工商秘密漏洩罪に基づき刑事責任を主張する。権利侵害

行為がコンピューター設備と関係するか否かによって、刑法第 318条之 1コンピュー

ター設備などを利用して知り得た秘密漏洩罪、刑法第 359条電磁的記録破壊罪及び刑

法第 342 条背任罪などの規定を適用して救済を求める。また、公平交易法第 19 条及

び第 36 条の規定に基づき、不正当な方法で技術上の秘密を取得する行為により競争

が制限もしくは妨害されることに対し刑事責任を主張し、又は具体的な個別案件によ

ってコンピューターのソフトウェアに係る場合、著作権法の関連規定に基づき救済を

求める。次のケースはその例である。 

A は 1999 年１月１日より、米国聯合生物医薬公司 (United Biomedical 

Incorporated；以下 UBI 社という)の台湾における子会社である台湾企業聯亞生技開

発股份有限公司に雇用され、2002 年 1 月 1 日から 2007 年 4月 30 日に退職するまで、

台湾企業で「口蹄疫ワクチン及びオス豚の去勢ワクチンの製品開発計画」の計画項目

のチーフを務め、結合型、精製、多価ワクチン製品及びその品質管理や効果確認など

の仕事に携わっていたため、台湾企業が本社 UBI社から取得した「豚の口蹄疫の合成

ワクチン」の技術ライセンスに係る技術の開発、技術内容、製造工程、配合成分及び

量産などの営業秘密を知った。UBI 社は「豚の口蹄疫の合成ワクチン」を中国市場へ

順調に出すために、他者と合弁で中国上海申聯生物医薬有限公司(以下中国申聯公司

という)を成立し、そこに A を派遣し技術移転の仕事を担当させた。その後 UBI 社は

訳あって技術移転を完成することができないため、被告は台湾に戻るよう命じられた。

しかし、A は台湾に帰って間もなく退職手続きを行い、中国申聯公司へ転職し、当該

会社の「豚の口蹄疫の合成ワクチン」の研究開発を完成させるためにサポートをした。

台湾企業は検察官へ告訴の提起を申し立て、検察官(台湾新竹地方裁判所検察署 98年

度偵続字第 46号起訴書)は Aによる前掲行為が刑法第 317条の業務上知り得た工商秘

密漏洩罪を犯したものと判断し、A を起訴したが、裁判所は管轄違いを理由として智

慧財産法院に移送し、只今審理中である。現在では、営業秘密法において刑事罰化が

行われたため、営業秘密法における保護が今後重要となっており、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。 

更に、仮差押え、仮処分、仮の状態を定める処分の規定は何れも法律により権利者

に与えられた、権利を保護する際に行使できる司法手段である。これは、特許権が侵

害される状況に直面したとき、訴訟で日系企業の有力な武器になるものの、上述の司

法手段を行使するにあたり、充分な証拠を揃えなければならないうえ、その証拠は客
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観的に権利侵害行為が存在すると確信させることができなければならない。そのため、

日系企業が台湾で投資し、訴訟の段階に進まなければならない場合、各種の鑑定報告

の作成及び弁護士事務所の選択に関して、充分に気を付けなければならない。特に特

許権侵害訴訟の訴訟目的金額及び関与するビジネスの利益は数千万台湾ドル以上に

なりがちであり、油断したら高価な代価を支払うことになる可能性があるため、注意

しなければならない。 

智慧財産案件審理法が施行される前の薬品に関する案件を例として挙げる。日系企

業武田薬品工業株式会社は特許権侵害を理由とし、地方裁判所に台湾事業者健亜生物

科技股份有限公司に対する仮処分を申立てた。地方裁判所は開廷せずに仮処分の申立

てを認めた。当時、当該薬品につき衛生署の薬品証明受領通知を既に受け取ったもの

の、仮処分の執行により、薬品証明を取得することができなかった。訴訟に七年かか

り、その後薬品はやっと市場に出すことができたが、その市場効果は当時と比べもの

にならない。そのため、台湾事業者は日系企業による特許権の濫用、公平交易法の違

反につき訴訟を提起し、この部分の訴訟につき智慧財産法院は日系企業が特許権を濫

用した事実があると確定し、台湾事業者に 5,000万台湾ドルの損害賠償を弁償すべき

であると判決した。日系企業が我が国において特許権を行使するとき、既に異なる当

事者に対し仮処分を申立てたうえ、多数の特許権侵害訴訟を提起したため、その二審

判決は特許権者が仮処分を利用して、権利侵害を訴えられた者に損害をもたらしたこ

とが民事訴訟法第 531条に該当することにより、無過失賠償責任を負うべきかという

問題に関係する。また、特許権者の特許権行使が権利侵害もしくは権利の濫用になる

か、並びに特許権者が公平交易法に違反するか等の問題に関与しているため、判決が

下されると各業界の注目を集めた。裁判所は、日系企業が特許権に基づく仮処分申立

てを行った際の証拠である「特許権侵害鑑定報告書」の内容と異なる主張をしたのは、

法律上の手続きを利用して台湾事業者が市場に参入することを阻止するためである

と認定し、これは権利の濫用に該当するものであり、許されるものではないと判示し

た。なお、本件の損害賠償金は台湾事業者の主張するとおり、台湾事業者が当該仮処

分により薬品の市場参入が遅延したことにより受けた損害額、並びに薬品の市場参入

の遅延に係るその他逸失利益を鑑み、総合的に算定した損害額が採用された。 

また、前述のとおり、台湾代理商または販売代理商と提携する際に商標及び特許登

録の出願手続を速やかに完了させるべきであり、そのほかに、商標の使用及びブラン

ドの宣伝の証拠を保留すること、市場での幅広い宣伝により自社の商標を「著名商標」

にすること、関連の法律規定について理解すること、市場の動向を積極的に注意し、

商標の模倣を発見したときには直ちに異議を申立てること、何れも実施すべき措置で

ある。 

関連する例として、日系企業共立理化学研究所株式会社は 1984 年から台湾企業喜

慶堂化学有限公司を台湾における唯一の代理商として実施権を許諾し、日系企業が研

究開発した水質検査分析器具の販売を扱っていた。日系企業は台湾企業が同意なくす

べての型録及び製品の包装外観を再製、複製、改造、編集し、その製品の本来の価格
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よりも低い価格で販売し、これは不正競争を構成するものとし、公平交易法第 20 条

第 1 項第 1 号に基づき、侵害排除及び損害賠償を申し立てた。裁判所の判決として、

台湾企業は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号に違反していないと判示された。：「上

訴人会社(即ち日系企業)が製造する水質検査分析器具を調べると、その製造方法、商

品名称、商品容器、包装及び商号は我が国において商標または特許登録をしていない。

更に、公平交易法第 21 条第 1 項第 1 号が保護する商品容器、包装、外観は、事業者

が長期使用することにより関連事業者に周知されているものに限られ、取引相手が商

品の出所を区別できる認識対象となるものである。よって、事業者が商品の出所を区

別するために用いる特徴は、顕著性、特殊性または識別性を備えたものであり、事業

者が長期にわたりその商品に取り入れ、一般公衆はその表徴を見れば当該商品が特定

の事業者により製造されたと知ることができるものである。つまり、商品の出所を示

す働きがあるものでなければ商品の表徴とは言えない。本件上訴人の前掲製品の外観

の包装及び製品自体は商品の出所を示す顕著性を有しないが、消費者が商品の出所を

識別する依拠になる。それは、一般の消費者はこの種類の商品を購入するとき、商品

に表示された会社名称及び商標でどの会社の製品なのか知ることができるからであ

り、混同する状況が生じることはない。中華民国科技研究報告摘要によると、当該研

究は現状調査の結果をもとに、より多く使用されている三つのブランド(Merck、Hach、

共立)を選び出した云々と記載されているが、上訴人の商品包装外観が顕著性、特殊

性を有し、公衆に周知されていることを証明できるものではない。よって、両当事者

の製品及びその包装外観につき混同が生じることはなく、また被上訴人(即ち台湾企

業)には公正取引の秩序を厳重に影響する欺瞞の意図がないため、市場取引の常軌に

違反する事情につき、前掲のとおり理由があるとは思えない。」 






