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第五章 台湾企業とのアライアンスによる中国進出 

 

第一節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の目的及び形態 

 

日本企業は近年、円高、法人税、労働規制など様々な要因により、厳しい経営環境

に直面している。その上、東日本大震災により製造業企業が部品調達に影響を受け、

海外の代替調達やサプライチェーンを見直す傾向がある一方、国内需要低迷の影響を

受け、海外への進出は大企業のみならず、中小企業にも広がっており、海外へ進出す

るというのは企業の戦略として一般的になった。 

海外進出の際に、現地企業との連携は一般的であり、連携の類型及び基本的形態は、

下記表で列挙される： 

 

表 8.海外進出の際における現地企業との連携の類型及びその基本的形態 

現地企業との連携の類型 基本的連携形態 

事業経営の連携 投資、合弁、資本提携、買収 

R&D、デザインの連携 研究開発、プラント開発、技術移転、クロスラ

イセンス、コンテンツの作成、商品デザイン、

知的財産権の許諾等 

生産製造の連携 電子機器受託製造（EMS）一環としての委託設計

製造（ODM）又は委託製造（OEM）、部品の供給

等 

マーケティングの連携 市場の開拓、物流、ブランド宣伝、ブランド輸

出、販売ルート、代理販売等 

 

海外進出先のうち、中国は特に注目を浴びている。理由としては、市場の成長性を

はじめ、市場の現状規模、安価な労働力等生産製造のメリットが挙げられている。一

方、労働コストの上昇、法制の不透明さや頻繁な変更、為替・送金の規制等の懸念も

あり、なかでも現地企業との技術的競争に係る知的財産権の保護に係る問題は、日本

企業にとって最も関心を集めている分野の一つになっている。また、日中関係には歴

史的理由も絡んでいるため、中国は日本企業の海外進出先として魅力的でありながら、

政治規制、法制の不透明や歴史的要素等のリスクも伴っており、如何にそのリスクを

最小限に留めるかは、日本企業にとって避けてはならぬ課題になった。 

 上記の問題点を受け、日本企業の中国進出戦略としては、現地への直接投資又は現

地企業との連携のほか、「台湾企業とのアライアンスによる中国進出」は選択肢の一

つとして注目を浴びている。 
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第二節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出に係る施策 

 

第一目 概説 

 

台湾は、かねてから日本と緊密な関係を築いている。台湾経済部投資審議会の統

計27によると、日本から台湾への直接投資の件数・金額の推移から、1952 年から

2011 年までの累積投資件数は計 6891 件（国別で 1 位）、約 169.0 億米ドル（国別

で 4 位）に達している。2012 年日本からの投資件数は 619 件、約 4.14 億米ドルに

達しており、かつ増加の傾向が伺われる。ビジネス連携関係のほか、台湾は親日の

歴史を持つ国として、観光、教育の分野における交流も深く、さらに民主主義・法

治主義に基づく開放的な政治環境を有するため、日本企業にとって好ましい海外進

出先の一つとして知られている。 

台湾は、IT 産業のサプライチェーンの主要プレイヤーとして、迅速で安価な大

量生産能力は定評であるのみならず、製品化・研究開発の際に必要となる技術力も

高い評価を受けている。また、委託生産の経験を生かし、顧客のニーズに合わせて

製品やサービスをカスタマイズする能力も、台湾企業の特徴として知られている。

さらに、人的ネットワークを重視する中国進出の場面では、諸外国と比較すると、

中国進出の歴史も経験も有し、かつ言語の隔たりのない台湾企業特有の、中国政府

や中国現地企業と交渉する際の優位性は際立っている。 

近年、中国で事業を展開していく台湾企業のうち、従来の IT 産業のほか、小売、

流通、飲食の分野において、欧米ブランドとの連携（統一集団とスターバックス、

クールストーンアイスクリームとの連携等）のみならず、オリジナルブランド（85

度 C、生活工場等）も迅速に浸透し、市場シェアを広げている。さらに近年、中国

におけるインターネット等の通信インフラの向上に伴い、コンテンツやサービス等

第三次産業の分野においても新たなブームが起こっている。 

こうした背景の下で、中国進出の目的で台湾企業と連携するというビジネスモデ

ル、いわゆる「日台アライアンス」は、台湾では一つの重点として取り上げられて

おり、既にいくつの成功例が挙げられている。本節において、日台アライアンスに

よる中国進出のメリットを主眼とした台湾当局による施策、特に対中国関係の対処、

政策面及び事実面の整備、並びにこれらの施策の活用によるメリットを紹介する。 

 

第二目 対中国関係の側面 

 

1.両岸経済協力枠組協議（ECFA） 

                                         
27 出所：台湾経済部投資審議委員会 
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両岸経済協力枠組協議（Economic Cooperation Framework Agreement、以下

より「ECFA」という）は、台湾と中国との貿易交渉の一環として、2010 年

から数回の実務協議を経て、2010 年 6 月 29 日に正式に中国の重慶市で行われ

た海峡交流基金会と海峡両岸関係協会とのトップ会談（通称「第 5 回江陳会」）

に調印され、後に台湾の立法院（日本の国会に相当）による承認を得て、2010

年 9 月 12 日に発効された。いわゆる「協議枠組」とは、通常の協定のように

詳細な事項及びその具体的適用日程等の規定と異なり、まず大項目としての

「枠組み」及び目標を設定し、細目の規定は後日協議で別途制定されるとい

うのが概念である。ECFA の下で、台湾と中国の間に「両岸経済合作委員会」

が設置され、物品貿易、サービス貿易、投資保障及び経済協力等 4 つの作業

グループで、関連規定に係る規制の制定を主眼とした協議が定期的に行われ

る。 

そのうち、最も注目されているのは、物品貿易及びサービス貿易作業グル

ープで協議した、2011 年 1 月 1 日より三段階に分けて施行する関税引下げ及

び規制緩和の措置「アーリーハーベスト・リスト（Early Harvest List、早期合

意品目）」であり、第一段階は ECFA が調印された後にまもなく施行され、

台湾側の商品又はサービス計 76 品目は 2011 年 1 月 1 日より優先的に ECFA

の優遇対象になり、2012 年 1 月 1 日より施行された第 2 段階では、関税引下

げの適用対象はさらに 526 品目に増加され、そのうち 94.5％の品目は免税の

適用対象になった28。最終的に、2013 年 1 月 1 日より、アーリーハーベスト・

リストにある計 614 品目29の台湾側の商品又はサービスは、全て免税の対象に

なる。 

関税引下げのほかに、ECFA の下で設置された「経済協力協議作業グルー

プ」では、①知的財産の保護及び協力、②金融に関する協力、③貿易促進及

び貿易の便利化、④税関の協力、⑤電子商取引の協力、⑥産業に関する協力、

⑦双方の中小企業の協力、及び⑧双方の経済・貿易機関の出先機関の相互開

設に係る関連規則の制定を推進する協議会が定時的に開催される。そのうち、

「海峡両岸知的財産権保護協力協議」は①知的財産の保護及び協力に係る規

制の成果として挙げられる。 

 

2.海峡両岸知的財産権保護協力協議（Cross-Strait Agreement on Intellectual 

Property Right Protection and Cooperation、「IPR協議」）  

                                         
28 出所：経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7

月 30 日公表）第 13 頁。 

29 出所：財政部「ECFA 早收清單台方對照陸方(2013 年版)」 
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2.1概説 

 

知的財産権の保護は従来、世界貿易機関（World Trade Organization、

以下より「WTO」という）及び世界知的所有権機関（World Intellectual 

Property Organization、以下より「WIPO」という）の下で、様々な協

議により国際調和を推進してきた。なかでも 1994 年に WTO の成立に

伴って作成された TRIPｓ協定は、WTO 加盟国に課される最低限の保

護義務の基準であるため、台湾（2002年 1月 1日加盟発効）と中国（2001

年 12 月 11 日加盟発効）において、知的財産の国際調和を促進するた

め法的の整備が行われたが、双方の法的又は実務上の差異により生じ

た問題を直接かつ有効に解決するために、「海峡両岸知的財産権保護

協力協議」（以下より「IPR 協議」という）は、ECFA とともに 2010

年 6 月 29 日に調印され、2010 月 9 月 12 日より発効された。 

 

2.2「IPR協議」の内容 

 

IPR 協議第 1 条で定められる目標は、「両岸における知的財産権保

護の面での交流と協力を強化し、関連問題を協議および解決し、両岸

の知的財産権によるイノベーション、応用、管理、保護を向上させる」
30ことであり、第 2 条ないし第 9 条において、それぞれ「特許権、商

標権、植物品種権の優先権の承認」（第 2条）、植物品種の保護（第

3 条）、知的財産権に関する審査協力（第 4 条）、産業界の連携協力

の促進（第 5条）、著作権に関する認証サービス制度（第 6条）、法

執行による協力処理（第 7条）、知的財産権に係る行政機関の業務交

流（第 8条）、及び知的財産権に関する取り決めの作業グループ（第

9条）について定められており、下記のとおり説明する： 

 

2.2.1双方の優先権の承認 

 

従来、台湾と中国との間に、特許（実用新案及び意匠を含む）、

商標及び植物品種権に係る権利の登録の際に、他方でなされた最初

の出願の効力は認められない。即ち、優先権主張を利用して、台湾

と中国の両方で知的財産権の登録を出願する場合には、必ず第三国

を初の出願国としなければならない。これは、台湾或いは中国を生

産開発の拠点した日本企業にとっても、出願コストの上昇のみなら

                                         
30 前掲同。 
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ず、時間的利益の逸失にも係わるので、知的財産権の保護にとって

大きな支障である。そのため、IPR 協議の発効に伴い、IPR 協議第 2

条の規定により、上記の知的財産権に係る登録の際に、優先権の効

力が認められることになり、上記の支障が解消される。台湾知的財

産局の統計によると、IPR協議の発効から 2012年 6 月 30日までの優

先権主張の状況は下記表31で示す通り、中国で主張された台湾特許出

願に基づく優先権の件数は 7257件であり、既に活発に利用されてい

る。出願実務の場面では、優先権の効力が認められることにより、

台湾を生産設計（いわゆる「ODM」の連携関係）又は研究開発の拠点

とした日本企業にとって、台湾で速やかに出願し中国で優先権を主

張することができるのみならず、両岸における差異はあるものの同

じ中国語であることから、中国に出願する際に台湾で提出された明

細書の全文を翻訳する作業が軽減されるため、コストの節約のメリ

ットがある。 

 

     表 9.優先権主張の受理状況 

中国が台湾の優先権主張を受理する件数 

特許（実用新案と意匠を含む） 7257 

商標 65 

台湾が中国の優先権主張を受理する件数 

特許（実用新案と意匠を含む） 4925 

商標 238 

   

2.2.2植物品種の保護 

 

IPR協議第 3条で定められる「植物品種の保護」は、「双方現在の

品種保護リストに記載される品種」の承認と、「品種保護リスト記

載項目の拡大」に関する協議方法という 2 段階の調和方法が定めら

れている。これは台湾の植物品種、特に経済的価値の高い果物の品

種の保護を主眼とした取り決めである。 

 

2.2.3 知的財産権に関する審査協力及び業務交流 

 

IPR協議において、双方の法的連携と交流のみならず、実務上の連

                                         
31 出所：台湾智慧財産局「政策及び結果の説明資料―海峡両岸知的財産権保護協力協議」第 1頁 
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携の協力交流メカニズムについても明文で定められている。知的財

産権に関する行政機関の審査協力（第 4 条）、及び知的財産権に係

る行政機関の業務交流（第 8 条）はその例として挙げられる。審査

協力の側面について、先行技術の検索効率を向上するために、双方

が特許公報電子情報の共有、及びデータベース化の作業が既に実施

され、特許審査の実務で実際に運用されている32。また、台湾智慧財

産局によると、双方の審査基準に対する認識を向上させるための交

流は、2013 年の重点項目として置かれており、双方の審査基準の調

和、特許検索結果及び審査結果の共有、及び植物品種権の審査等の

協力等についても将来の目標とされている。 

 

2.2.4知的財産制度利用者への支援 

 

この項目の具体例として、産業界の連携協力の促進（第 5 条）、

著作権に関する認証サービス制度（第 6 条）、及び法執行による協

力処理（第 7 条）が挙げられる。2012 年度は、双方の知的財産行政

機関は、特許権、商標権、著作権及び植物品種権のそれぞれにつき、

利用者向けのセミナー又はフォーラムを開催し、法制度への理解、

実務の取扱い及び実際の利用者との交流を主な議題として取り上げ

られる33。 

そして具体的支援メカニズムとしては、IPR 協議の発効により、第

6条で定められる著作権認証サービス制度は正式に発足し、台湾又は

中国のいずれか一方の視聴著作物が指定の団体による認証手続きを

経ることにより、他方で出版することができる。具体的に、台湾の

視聴著作物が、社団法人台湾著作権保護協会（Taiwan Association for 

Copyright Protection、以下より「TACP」という）による台湾現地での

認証を経ることにより、中国市場に進出することができる。台湾智

慧財産局の統計によると、視聴著作物の認証にかかる平均作業期間

は 1ないし 3日であり、中国市場への進出時間が大幅に短縮される。

また、著作権認証サービス制度の具体的メリットとして、中国市場

への迅速な進出のみならず、海賊版による損害を受けたとき、双方

                                         
32 出所：台湾智慧財産局「海峡両岸知的財産権保護協力協議-執行効果（2012 年 10 月）」・第 9-10

頁。 

33 台湾知的財産局「海峡両岸知的財産権保護協力協議-執行成果 2012 年 11 月」第 3 頁、

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=fdfbc65c-ee7f-4ed4-b0aa-1ccbbd7b391f よ

りアクセス可能（最終アクセス日：2013 年 1 月 23 日）。 

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=fdfbc65c-ee7f-4ed4-b0aa-1ccbbd7b391f
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の認証機関による真偽の認定は可能である34ため、証拠の収集及び損

害範囲の確定にかかる時間も大幅に短縮される。なお、台湾知的財

産局によると、この認証サービス制度は将来、視聴著作物のみなら

ず、図書、ソフトウェア等その他の著作物に拡大することも今後交

渉の議題に入れる予定がある。 

さらに、知的財産制度利用者への支援策として、IPR協議第 7条で

定められる「法執行による協力処理」制度は、具体的に下記の 4 つ

が挙げられる： 

 

2.2.4.1海賊版および模倣品の取締り 

 

この項目については、IPR協議第 7条第 1項第（一）号において、

「海賊版および模倣品を取り締まる。特にインターネットを通し

て図書、音楽・映像、コンピューターソフトなどを提供あるいは

提供を助ける知的財産権侵害のウェブ・サイトおよび、市場に流

通している海賊版および模倣品を調査・処理する」ための法執行

による協力処理メカニズムを確立すると規定されているが、双方

がその細則についてまだ協議中であり、具体的協力処理メカニズ

ムはまだ成立されていないため、両岸事務処理窓口を通じて現地

の警察機関に要請するのは一つの手段として挙げられるが、中国

政府が台湾の著作物のみならず、外国の著作物の海賊版および模

倣品の取締りが積極的でない現状を鑑みると、海賊版および模倣

品の取締りの協力処理メカニズムの成立には時間がかかることも

予想される。 

 

2.2.4.2商標権を巡る争議の協力処理 

 

IPR協議第 7条第 1項第（二）号の規定を具現化する規則として、

台湾智慧財産局は、2011年 10月 19日に「両岸商標協処作業要点」

を公布し、台湾及び中国双方の行政機関間の事務の協力処理メカ

ニズムを明確にした。両岸商標協力処理メカニズムの利用にあた

り、通報人（両岸商標協力処理機制の利用者）はまず、下記 5 つ

の要件の内、（１）及び（２）は必須の条件であるが、（３）～

（５）はその一つも満たせば、請求可能であるされている： 

 

                                         
34 前掲注 33台湾知的財産局「海峡両岸知的財産権保護協力協議-執行効果（2012 年 10 月）」第 6-7 頁。 
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（1） 通報の対象となる案件は中国の法令により行政機関の救済手続を

行っていること 

「両岸商標協処作業要点」によると、当該機制は、台湾及び中

国双方の行政機関間の事務の協力処理の範囲に限るものである

ため、通報人はまず、行政機関の救済の手続を採らなければなら

ない35。 

（2） 対象の案件は中国工商行政管理総局の管轄内である行政機関に係

属していること 

「両岸商標協処作業要点」によると、当該機制の中国側の窓口

は中国工商総局であるため、対象の案件は中国工商行政管理総局

の管轄内である行政機関に係属していることは要件としている。

したがって、対象の案件の審決が既になされたか、又は裁判所に

上訴した場合は、行政機関の処理事務の範疇を超えるため、適用

することができない36。具体的な適用案件類型は、①商標登録出

願及び商標登録出願の拒絶決定に対する再審査申立案、②商標登

録異議申立案又は商標登録異議申立案に対する再審査申立案、③

商標取消案及び商標取消案に対する再審査申立案、④中国商標法

第 41条の規定37により提起した商標争議裁定案、⑤権利管理及び

不当競争行為に係る案件、及び⑥その他中国工商行政管理総局の

管轄下の案件又は商標の行政再議案が挙げられる。 

（3） 通報人は不合理又は不公平な待遇に遭ったこと 

いわゆる「不合理又は不公平な待遇」とは、主に手続事項の処

理が公平正義の原則に違反した場合を指す。例えば、先取りの商

標登録により拒絶された商標登録出願は、当該出願拒絶決定に対

する再審査申立案を提起すると同時に、先取り商標に対し争議案

（無効審判）を提起した場合、先取り商標に対する争議案の結果

が出願拒絶決定に対する再審査申立案に影響を与えるため、先取

り商標に対する争議案の先行審理又は併合審理が認められない

場合、「不合理又は不公平な待遇」に該当する。 

（4） 中国工商行政管理総局の管轄下の機関による処理は中国法令を違

反していること 

いわゆる「中国法令の違反」とは、商標法上の規定の違反のみ

ならず、行政機関の対外的行政規則の違反、例え受理機関が標準

                                         
35 出所：「両岸商標協処作業要点」三、（一）点、第 1～2頁 

36 出所：「両岸商標協処作業要点」三、（二）点、第 2～3頁。 

37 日本商標法上の無効審判に類似する。 
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作業期間を超えた場合も適用される。 

（5） 中国工商行政管理総局の管轄下の機関による処理は中国の商標審

査及び審理基準に違反していること 

中国の商標審査及び審理基準は、中国商標局及び商標評審委員

会の審査人員が遵守すべき共同規範であるため、中国商標局又は

商標評審委員会が商標に係る事項の処理にあたり、当該商標審査

及び審理基準に違反し、通報人が不利益の決定を受けた場合、当

然両岸商標協力処理メカニズムの対象となる。但し、通報人の故

意又は過失により不利益の決定を受けた場合は、この限りでない。 

 

係る商標案件は上記の要件を満たすものであれば、通報人は、協

力処理の対象となる事項、案件の事実及び不合理又は不公平な待遇、

又は中国法令又は商標審査及び審理基準の違反に係る証拠資料を書

面又は電子ファイルをもって、台湾智慧財産局に対し通報する。台

湾智慧財産局が通報案の事実及び証拠を審査したうえ、上記協力処

理の要件が満たされた通報案につき、中国工商行政管理総局と連絡

し、通報案の内容について検討する。一方、委任状の欠如等手続上

の瑕疵が補正されない、または実体面で「両岸商標協力処理メカニ

ズム」の適用範囲を超えた場合、智慧財産局は通報人に対し、不受

理の旨及びその理由を通知する。「両岸商標協処作業要点」による

と、この通知は行政処分の性質を有さず、単に事実を陳述する観念

の通知にすぎないため、通報人が不服の場合、行政救済を提起する

ことができない。 

 

2.2.4.3台湾の果物及びその他農産物の産地の虚偽標示（標識）にする市場監

視及び取締の措置 

 

台湾の農産物は従来、その品種の多様性と品質の高さで高く

評価されており、なかでも果物が中国においても高級品として

広く知られている。ECFA の下で、台湾の果物が中国に輸出でき

るようになったが、これに伴う産地の虚偽標示が既に問題視さ

れている。しかし、台湾の果物及びその他農産物の産地の虚偽

標示（標識）に対する市場監視及び取締の措置が IPR 協議第 7

条第 1 項第（三）号で定められているものの、現時点では、中

国において、単に台湾か輸入したものを「台湾果物」と、（栽

培地を問わず）台湾原種の果物を「台湾品種果物」との標示で

区別しており、一般消費者が混同しやすいだけでなく、中国当
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局は産地の虚偽標示の取締りについてもあまり積極的でない。

この問題を解決するためには、植物品種の保護に係る規定の制

定が欠かせないと指摘されており、今後の作業グループでの議

論が予定されている。 

 

2.2.4.4その他知的財産権の保護 

 

IPR協議第 7条第 1項第 4号において、将来の新興知的財産権

への保護を留保するために「その他知的財産権の保護」の処理

にあたり、双方が相互に必要な情報を提供し、並びにその処理

の結果について通報するとの原則が定められている。 

 

2.2.5知的財産権に関する取り決めの作業グループ 

 

IRP協議第 9条は、台湾及び中国間のコミュニケーションに関する

規定であり、双方が具体的な作業計画及び方策の制定のために、「特

許（実用新案及び意匠を含む）」、「商標」、「著作権」及び「品

種権」等の作業グループを設置することに同意するものである。現

時点の双方の作業グループ及び窓口の情報は下記の図 5.38通りであ

る。 

                                         
38 出所：台湾智慧財産局「政策及び結果の説明資料―海峡両岸知的財産権保護協力協議」第 10 頁 
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図 5. IPRの下における作業グループ及び窓口の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三目 日台アライアンスの促進に係る台湾側の施策 

 

1.支援の体制及び支援専門機関の設立 

 

1.1日台産業連携の推進体制 

 

台湾当局は、かねてから日本と台湾との産業連携を重視しているもの

の、従来、台湾進出に係る業務及び資源は各当局部門に分散したため、

効率性の低下という問題が生じた。その問題の解決策として、「日台産

業連携架け橋プロジェクト」が 2011 年 8 月 25日に行われた総統府財経

会報第 23 回会議の指示により正式に発足され、その後、経済部による

「台日産業連携架け橋プロジェクト」草案が 2011 年 12 月 16 日に行政

院の認可を受けたため、2012年 3月 21日に「台日産業連携推進オフィ

ス」は、台日産業連携推進事業の統合及び整合及び完全な連携推進体制

と単一の支援専門機関として正式に設立された。 
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図 6.39「台日産業連携架け橋プロジェクト」の下における各機関の位置付け 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2日台産業連携推進オフィスの事業内容 

 

   図 6.で示しているように、日台産業連携推進オフィスは、日台産業

連携推進事業の統合及び整合及び完全な連携推進体制と単一の支援専

門機関として、「総合サービス課」、「企業プロジェクト課」及び「Japan 

Window」と分かれており、それぞれの専門分野の支援を提供している。

「総合サービス課」は主に政策面の業務を担っており、各当局機関が日

台産業連携架け橋プロジェクトにおける役割及び作業の推進、調整及び

運営のほか、日台産業連携情報の提供、データベースの管理、並びに日

台産業連携に関するプロモーションや交流会の企画が挙げられる。「企

業プロジェクト課」は、日台企業の連携マッチングの促進、並びにこれ

に関する投資審査、ベンチャーファンドの申請等一連の台湾進出に係る

支援を個別案件ベースで提供する業務を中心としている。また、日本で

の現地相談窓口として、「Japan Window」は東京を拠点として、日台産

業連携案件の連絡、相談及び交流等の業務を担っている40。 

 

 

                                         
39 出所：経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7

月 30 日公表）第 13 頁。 

40 出所：経済部台日産業連携推進オフィス公式ウェブサイト 
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2.政策上の支援 

 

2.1租税面の整備 

 

台湾進出に係る租税面について最も重要な変革は、2010 年 5 月 28

日に、立法院による最終審議で可決した所得税法改正案であり、改正

後の所得税第 5 条により、「営利事業所得税（法人税）」は 25%から

17%に引き下げられ、中国（25%）や韓国（22%）より低くなった。ま

た、個人の年間所得に基づく 3段階の課税ランクに分かれた総合所得

税（個人所得税）の税率もそれぞれ 1%ずつ引き下げられ、最低課税段

階の金額も従来の 41万元から 50万元に引き上げられた41。 

 

2.2資金面の支援 

 

台湾当局は、中小企業による日台産業連携支援の一環として、日台

合弁により台湾で設立された企業、日本企業が台湾で設立した子会社、

又は日本人が台湾で設立した企業を対象に「投資」、「融資」及び「奨

励金」の 3つの資金支援の選択肢が提供される。そのうち、「投資強

化中小企業実施方案」42の下で、経済部中小企業処による投資審査で

認可を受けた対象企業は、台湾当局による上限額１億元の直接投資を

受けることになる。融資の優遇は、主に担保不足の場合に「中小企業

信用保証基金」43による信用の保証であり、そのうち、融資の保証は

最高 9割まで保証し、金額は１企業につき最高 2億台湾ドル（投資資

金及び運営資金のそれぞれにつき、上限を 1 億台湾ドルとする）であ

る。 

他方、「海外企業在台研究開発センター奨励金」44は中小企業に限

らず、台湾で研究開発センターの開設を目指している企業は全て適用

の対象であり、経済部に属する審査会が技術の先進性及び重要性、並

                                         
41 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 18 頁。 

42 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 42 頁。 

43 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 43 頁。 

44 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 44 頁。 
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びに台湾産業への貢献等総合的を基準として評価・審査した後、奨励

金の金額を決定する。なお、補助の期限は原則として三年間とされて

いる。 

 

2.3操業環境の整備 

 

「日台産業連携架け橋プロジェクト」の下で、台湾当局は「TJ Park」

と命名した日本企業向けの工業団地の整備プロジェクトを着手した。

TJ Parkの利点としては、日本語サービス、単一窓口によるサービス、

及び企業コンサルティングサービス等事業面のサービス、並びに住宅

団地や（バイリンガル）教育施設等生活面のサービスが既に整備され

ることである。現時点では、経済部工業局の管轄下にある「台南科学

工業区」、及び行政院農業委員会の管轄下にある「屏東グリーン・バ

イオパーク」を拠点とする「TJ Park」が正式に運営されており45、2012

年 10月の正式運営の時点で、既に日本会社 18社（台湾現地子会社又

はベンチャー企業を含む）の規模に及び、将来は日本企業の主要生産

拠点として期待されている。 

 

第四目 知的財産分野の日台アライアンスによる中国進出の事例及び将来の制度利

用によるメリット 

 

1.著作権に係る事例 

 

株式会社ディー・エル・イー(DLE Inc.)は、フラッシュアニメーションコ

ンテンツ事業で有名な日本会社であり、台湾、中国を始めとする中国語圏の

市場への進出を目指し、2009 年に台湾の GREEN PADDY 社と事業連携に関する

覚書を締結した。事業提携の内容は、DLE社が GREEN PADDY社にコンテンツビ

ジネスのノウハウ、及び日本市場への参入ルーツを提供し、GREEN PADDY社が

台湾及び中国市場への参入ルーツを提起することであり、いわゆる「ビジネ

スモデル共有型」の進出パターンである。なお、DLE社と GREEN PADDY社は「コ

ンテンツの共同制作」を将来の目標としている46。 

この事例において、前述した IPR協議の発効により、DLE社と GREEN PADDY

                                         
45 前掲注 44経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012

年 7月 30日公表）第 39-40頁。 

46 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 26 頁。 
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社は将来、台湾で共同制作した視聴著作物の認証手続を利用し中国に進出す

ることにより、台湾で低コストの中国語圏向けのコンテンツを作成し、速や

かに中国市場に提供できるというメリットを享受することができる。 

 

2.特許権･ノウハウに係る事例 

 

株式会社マザーコスモは、生物機能を利用した環境汚染物質の浄化と再

資源化技術の開発研究に携わる事業者であり、優れた技術力をもって海外

進出を目指し、2008年に台湾の泰豊塑社と合弁で「台湾可速姆（台湾コス

モ）」株式会社を設立し、台湾、中国及び ASEAN 諸国におけるバイオエタ

ノール事業（製造委託、販売、技術指導等を含む）のライセンスを台湾コ

スモに許諾した。台湾コスモ社はさらに台湾の大手化学業者「業強科技」

と連携し、業強科技社の中国子会社を通じて、台湾で製造された製品を中

国に輸出し販売する47。 

この事例において、マザーコスモ社は、台湾での合弁会社を生産拠点と

し、さらに台湾企業と連携し製品を中国に販売する連携パターンを採用し

ている。核心技術を自らの支配下にある合弁会社に留保することにより、

情報の流出を防止することができるのみならず、前述した ECFAの発効によ

り、関税優遇のメリットも享受することができる。 

 

 

第三節 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の留意点 

 

第一目 台湾企業とのアライアンスによる中国進出の規制 

 

日台アライアンスによる中国進出にあたり、上記のとおり ECFA や IPR 協議等の

活用は大きな利点があるが、いずれも「台湾の人民、法人、団体又はその他の機関」

を対象としているため、（独資、合弁を問わず）「日本企業の台湾法人」であるこ

とが必須要件である。また、この場合、日本企業の台湾法人は中国に進出するとき、

中国投資への制限に係る「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則」（「在

大陸地區從事投資或技術合作辦法」）の規定により、「経済部投資審査委員会」に

よる審査を経て、許可を取得しなければならない。 

具体的には、「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則」第 4条におい

                                         
47 経済部台日産業連携推進オフィス「台日産業連携架け橋プロジェクトについて」（2012 年 7 月 30

日公表）第 27 頁。 
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て、「中国での投資」を同条第 1項各号で定めているように、台湾人民、法人、団

体又はその他の機関による「新たな会社又は事業の創設」、「現地の会社又は事業

に対する増資」、「現地の会社又は事業の株式の取得（ただし、上場会社の株式の

売買はこの限りでない）」又は「分社若しくは事業の設置又は拡張」が挙げられる。

また、同条第 2項において、台湾法人等が直接又は間接に上記の「中国での投資」

を行っている第三地の会社又は事業の取締役、監査人、経理人又はこれらに相当す

る職位に就き、又はその持ち株若しくは出資の比例は 10％を超える場合も「中国

での投資」の範囲に属すると定義されている。他方、「中国との技術連携」の定義

は同規則第 5条において、「台湾人民、法人、団体又はその他の機関による専門技

術、特許権、商標専用権又は著作財産権を提供し、中国人民法人、団体又はその他

の機関と連携すること」と定められているが、経済部が 2005年 3月 22日で作成し

た經審字第 0940332848-2 号解釈令において、「技術は外国人民、法人、団体又は

その他機関に属する場合」又は「中国人民、法人、団体又はその他機関に生産を委

託する場合」は「中国との技術連携」の範囲外であると解される。その一例として

は、日本の特許技術を台湾現地法人に許諾し、さらに中国現地法人に生産を委託す

る場合、「中国との技術連携」に該当せず、経済部投資審議委員会の許可を取得す

る必要がない。 

なお、中国への投資許可取得に係る関連手続は、経済部投資審議会が別途公布し

た「審査原則」で定められており、下記のとおりである。 

 

表 10.「大陸地区での投資又は技術連携の許可に係る規則の審査原則」第四条の内容

対比表 

案件の種類 要件 手続 

申告案件 累積投資金額は百万米ドル以下で

ある場合 

・投資が実行された後 6 ヶ月

内に、所定の書類を備え、主

務期間に対し申告する。 

簡易審査案件 累積投資金額は、下記のいずれか一

つに該当する場合： 

1． 五千万米ドル以下 

2． 五千万米ドルを超えている

が、「個別審査案件」でない場

合 

・事前に所定の書類を備え、

主務官庁に対し審査の申出を

する。 

・審査は投資者の財務状況、

技術移転による影響及び労働

者に関する法律上義務の履行

等要素を総合的に考慮するこ

とにより行われる。 

・主務官庁は、所定の書類が

全て受領した日から 1 ヶ月内
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に決定を作成しなければなら

ない。決定が 1 ヶ月内に作成

しなかった場合、許可が自動

的に発効される。 

個別審査案件 累積投資金額は五千万米ドルを超

えた場合 

・事前に所定の書類を備え、

主務官庁に対し審査の申出を

する。 

・審査は事業者による経営及

び国内外の経営状況等、財務

状況、技術移転及び設備輸出

による影響、資金の取得及び

運用、労働者への影響、国家

安全、経済発展等総合的要素

を考慮することにより行われ

る。 

 

第二目 紛争への対策 

 

1.契約準拠法の設定 

 

日台アライアンスによる中国進出にあたり、紛争に至るときに損害を如何

に最小限に留められるかは極めて重要な事項である。第三章「台湾進出に必

要な知財戦略」で言及したように、ライセンス契約において準拠法の設定は

重要である。そこで、日台アライアンスによる中国進出の際に、技術優位性

を持つ日本企業にとって最も望ましいのは日本法を準拠法とすることであ

るが、提携先の中国企業が外国法令の翻訳や解釈等の理由で日本法に対し抵

抗感を示した場合、適時に台湾法を準拠法とする選択肢を提示することは、

実務上の一案となり得る可能性を有している。 

 

2.台湾の法律で保護できる範囲 

 

上記のように契約締結時に台湾法を準拠法と定めるほか、日台アライアン

スにより中国進出の際に、例えば従業員が台湾の合弁会社の営業秘密を意図

的に台湾域外、例えば中国に持ち出した場合、改正後の営業秘密法第 13 条

の 2 の違反に該当し、1 年以上 10 年以下の有期懲役に処せられ、及び 3 百

万以上 5千万台湾ドル以下の罰金が併科される。なお、改正後の営業秘密法
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第 13条の 2第 2、3項においてそれぞれ未遂犯と罰金の加重規定があり、ま

た営業秘密の域外漏洩は、産業に大きな影響をもたらすため、同法第 13 条

の 1に定められる営業秘密法の一般的侵害態様と異なり、親告罪の対象でな

い。即ち、営業秘密の域外漏洩に遭った場合、検察機関に犯罪の事実を知ら

せるのみで十分であり、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができ

る。 

 

3.「海峡両岸投資保障及び促進の協議」の活用 

 

従来、中国で投資紛争に遭った場合、紛争解決に係る明確な規制がないた

め、例え契約において仲裁等の訴訟外紛争解決条項があったとしても、中国

で認められるか否か等の問題が多く挙げられている。その問題の明確な解決

を図るために、2012 年 8 月 9 日に行われた第 8 回江陳会において、海峡両

岸投資保障及び促進協議（以下より「両岸投保協議」という）が正式に調印

され、発効は 2013 年 1 月以降になると予測される。両岸投保協議の適用対

象は、台湾法人等による中国への直接投資のみならず、第三地経由で中国へ

の投資も含まれる48。そのうち、両岸投保協議第 13条において、個人と政府

との間（いわゆる「P-G」関係）の投資紛争について、双方による友好的な

協議、政府機関又はその上級機関による紛争協調メカニズム、両岸投保協議

で設立された協力処理メカニズム、両岸投資紛争調停メカニズム、及び行政

若しくは司法訴訟制度のいずれかを選択することができる。他方、両岸投保

協議第 14条において、個人と個人との間（いわゆる「P-P」関係）の投資紛

争について、予め商務契約に仲裁条項を制定することができる（同条第 1項

第 1号）と明文で定められており、商務契約に仲裁条項がない場合、双方当

事者は紛争に遭ったとき、協議の上、仲裁による解決を付することができる

（同条第 1項第 2号）との明文の規定もある。仲裁地については、当事者双

方が予め合意した仲裁地は認められる（同条第 1項第 3号）ほか、仲裁地に

関する条項がないとき、両岸の仲裁機関に付し、協議の上、当事者双方が合

意した仲裁地で紛争を解決することができる（同条第 1 項第 4 号）。また、

同条第 1項第 5号の規定により、仲裁判断の効力及び執行は認められるもの

とする。これにより、日台アライアンスによる中国進出の際、契約における

仲裁条項を活用することができるようになった。 

 

 

                                         
48 海峡両岸投資保障及び促進協議第 1条、http://www.dois.moea.gov.tw/asp/文本及附件.pdf より

アクセス可能（最終アクセス日：2013年 1月 23日）。 

http://www.dois.moea.gov.tw/asp/文本及附件.pdf
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第三目 「海峡両岸知的財産権保護協力協議」に係る留意点 

 

本章第二節で言及したように、「海峡両岸知的財産権保護協力協議」は単に大項

目の合意内容であるため、個別分野の細則は今後定期に開かれる作業グループによ

る協議で制定されることになる。現時点では、細則が制定された分野は「双方の優

先権の承認」、「視聴著作物の認証制度」、「商標権を巡る争議の協力処理」しか

挙げられず、権利行使に係る「海賊版および模倣品の取締り」等についてはまだ具

体的な規定がなく、双方の審査基準の調和等の議題も単に「将来の方向性の一つ」

とされている。 

また、IPR協議の下で制定される細則であっても、いくつの問題が挙げられ、例

えば本章第二節で言及したように、「著作物の認証制度」が適用されるのは、視聴

の著作物に対してのみであるため、視聴著作物の二次的著作物、例えば視聴著作物

の漫画化されたものは、著作物の認証制度のメリットを享受することができない。 

 

第四目 まとめ 

 

台湾は従来、親日の歴史背景を持ち、かつ日本文化の影響も受けており、知的財

産保護という観点からしても、台湾は、日本の知的財産権制度に大きく影響される

ため、日本企業にとって好適な海外進出先の一つとして知られている。また、台湾

は、中国との間に言語の隔たりがないのみならず、台湾の中小企業ないし大企業は

中国で長年の人脈及び商売の経験もあり、中国の投資環境について深い理解を持っ

ているため、諸外国よりも進出成功率が高いと知られている。 

日本の優れた技術力やブランド力と、台湾の中国商売の強みと結合し中国市場に

進出すること、いわゆる「日台アライアンスによる中国進出」は、その背景により

注目され、成功例も数々生まれたが、ECFAの下で調印発効された数多くの協議の

制度上整備はまだ完備とはいえず、特に中国政府の政策にかかる分野、例えば海賊

版の取締にかかる交渉が難航している。そのため、日台アライアンスにより中国に

進出の際、第三章で紹介された一般的留意点のほか、重要技術及びそれに対応する

保護方法の選別、並びに台湾と中国との間に調印発効する協議内容の把握及び柔軟

な対応は、中国進出の成功に欠かせない要素である。 

 






