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(二) 先行登録権利の調査、権利侵害行為の回避 

先行登録権利の調査とは、自らが所有している商品、発明などが、製造前、使用

前、発売前又は出願前に、他社名義による同一又は類似する権利の有無を確認する

ために、主務官庁が構築したデータベース、民間の知的財産データベース会社又は

インターネットなどに公開されている資料に基づき行うものである。調査の結果、

製造、使用、発売又は出願を予定しているものにつき、抵触する可能性のある権利

の存在が確認されなかった場合、安心して出願手続きを進めることができる。登録

を受けることができれば、自らの権利を守ることができるほか、第三者の権利を侵

害していないことも明らかになる。一方、調査の結果、抵触する可能性のある権利

の存在が確認された場合、他社に対する権利侵害の回避策、例えば、発明、意匠若

しくは商標の使用態様、デザインの修正・変更、権利者との同意書の発行若しくは

譲渡交渉、又はライセンス交渉などを、事前に検討することができる。 

 

1. 情報取得の方法 

(1) 登録・出願情報の公開 

特許査定、実用新案登録査定、意匠登録査定又は商標登録査定について、専利法(日

本の特許法、実用新案法及び意匠法を含む。)及び商標法には、それぞれ公告制度が

ある。そのため、公衆は当該公告制度により、登録査定の適否につき検討し、瑕疵

のある場合には、その是正を求めることができたが、2003 年の専利法改正により、

特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、現在、特許査定、実用新案登録査定、
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意匠登録査定につき不当であると主張する場合、又は特許権・実用新案権・意匠権

の取得につき専利法の規定に違反すると主張する場合には、無効審判を請求するし

かない。 

しかし、商標については、台湾ではこれまで通り権利付与後の異議申立て制度を

採用しており、登録査定を受けてから 2 ヶ月以内に登録料を納付すれば、商標公報

に登録の公告がされ、登録証書が発行される。公告日から 3 ヶ月の間、当該商標登

録が不適法であると思われる場合は、利害関係の有無にかかわらず、何人も異議を

申し立てることができる。なお、出願中の案件については、公開の有無によって検

索できる範囲が異なる。商標案件は出願後全て公開され、公開されている商標案件

資料が検索できる。特許案件は、智慧財産局(日本の特許庁に相当)が特許出願書類を

受理し、方式審査を行なった結果、手続き上規定に合致しないところがなく、かつ、

公開すべきでない事情がないと認めた場合、出願日(優先権を主張する場合は優先日)

から 18 ヶ月後に出願公開される、公開されている特許案件の資料が検索できる。な

お、智慧財産局は、出願人の請求により、その出願を早期公開することもできる。

一方、実用新案及び意匠は、出願中のものは公開されず、検索の対象は登録公告後

のものに限られる。 

下表に、特許・実用新案・意匠・商標の登録・出願情報の公開有無などについて

まとめる。 

 

 出願公開 登録公告 瑕疵ある登録査定へ

の対処 有無 公開期間 

特許 ○ 出願日から 18 ヶ月

後。但し、請求によ

る早期公開制度あ

り。 

○ 無効審判請求 

実用新案 × × ○ 無効審判請求 

意匠 × × ○ 無効審判請求 

商標 ○ 出願後約 2 週間～一

か月 

○ 登録公告日の翌日か

ら 3 ヶ月以内：異議

申立て。 

登録公告日の翌日か

ら 3 ヶ月以降：無効

審判請求。 

 

(2) 登録・出願情報取得の方法 

特許、実用新案、意匠及び商標などに係る出願・登録情報については、智慧財産

局が構築したデータベースで検索することができる。 
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① 特許、実用新案、意匠の出願・登録情報について 

A. http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm(中国語、無料) 

前記データベースは、出願中又は登録特許の公告日、発明者、出願人、権利の異

動事項、公報資料、クレームの範囲、年金納付、ステータスなどの情報が公開され

ている。 

検索方法を以下に説明する。 

 

 

ステップ 1： をクリックする。 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm
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ステップ 2：検索方法を選択し、それぞれの入力欄にキーワードを入

力すると、検索結果が出る。 

な お 、 智 慧 財 産 局 は 、 英 語 バ ー ジ ョ ン の デ ー タ ベ ー ス

(http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm)も構築している。当該ウェブサイトは、英

語入力により検索でき、またその内容も英語で記載されている。しかし、その内容

は、中国語入力による検索結果よりも簡略なもので、図面、明細書などの情報は含

まれていない。 

B. https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do?VTFjMWVH 

UlhiSGxsVmtKb1pFZFdkV1JGV25saU1qQTVUVkVsTTBRbE0wUXIr(中国語、無料) 

現在、智慧財産局には「專利審查公開資訊」(和訳：特許・実用新案・意匠審査に

関する公開情報)というデータベース(中国語、英語、日本語バージョンあり)が構築

されている。当該データベースを利用して、願書及び主務官庁が発行した通知書の

情報又は内容(出願人からの補正書の内容などは検索できない)を検索できる。しかし、

当該データベースはまだ構築中なので、直近一年～二年に出願された特許、実用新

案又は意匠の出願に関する資料しか検索できない。 

検索方法を以下に説明する。 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
https://tiponet.tipo.gov.tw/S090/UC090-C06/InquiryPatentCaseCensorInfo.do?VTFjMWVHUlhiSGxsVmtKb1pFZFdkV1JGV25saU1qQTVUVkVsTTBRbE0wUXIr
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② 商標の公告資料について 

A.  http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp(中国語、無料) 

当該データベースにて、出願中又は登録商標の図案、出願人、出願日、指定商品・

役務、登録期間、登録料納付、ステータスなどの情報が公開されている。 

検索方法を以下に説明する。 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp
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a. 出願・登録番号による検索 

ステップ 1：①の をクリックする。 
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ステップ 2：登録番号又は出願番号のいずれか一つを選択して入

力し、左下の (検索実行)をクリックすると、

検索結果が出る。 

b. 登録簿検索 

登録簿検索により、出願人、出願日、指定商品・役務、存続期間のほか、商標権

に関する異動事項も分かる。 

ステップ 1：②の をクリックする。 

 

ステップ 2：登録番号のみを入力すればよく、左下の (検索

実行)をクリックすると、検索結果が出る。 

c. 商標の拒絶査定書、異議審決書、無効・取消審決書などの情報の検索 

処分書検索システムにより、商標の拒絶査定書、異議審決書、無効・取消審決書

を入手することができる(2003 年以降の拒絶査定書、異議審決書、無効・取消審決書

しか検索できない。)。 

ステップ 1：③の をクリックする。 
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ステップ 2：登録番号又は商標名称のいずれか一つを選択して入

力し、左下の (検索実行)をクリックすると、

検索結果が出る。 

 

B. http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DRE/BasicIPO.html(英語、無料) 

現在、智慧財産局は、英語バージョンのデータベースも構築している。当該ウェ

ブサイトは、英語入力により検索でき、またその内容も英語で記載されているが、

その項目及び内容は中国語入力による検索結果よりも簡略なもので、代理人、指定

商品・役務の詳細などの情報は含まれていない。なお、当該英語のデータベースは

まだ構築中で、検索できる資料が不十分なので、正確で詳細な資料を検索されたい

場合は、中国語のデータベースを使用しなければならない。 

2. 特許/実用新案/意匠に関する調査 

(1) 目的 

台湾で自らが所有している発明などを製造、販売又は使用されたい場合は、登録

の障害となる先行権利の存在を確認する目的のほか、第三者の権利を侵害するリス

クを回避するためにも、使用前、発売前又は出願前に調査を行って、先行権利の有

無を確認する必要がある。 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DRE/BasicIPO.html
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(2) 調査方法 

特許・実用新案・意匠の先行権利の有無に関する調査方法は、公開された特許・

実用新案・意匠の公報資料を入手し、これらの資料を一頁ずつ確認する必要がある。

詳細な調査結果及び権利侵害リスクの有無に関するコメントを入手されたい場合は、

特許事務所を通じて調査を行うことをお勧めする。 

公報資料の入手方法を以下に説明する。 

A. 包袋の閲覧 

すでに公開又は公告されている特許・実用新案・意匠の公報資料は、費用を支払

えば、主務官庁に包袋の閲覧又は公報資料を請求することができる。 

B. 智慧財産局が構築したデータベース 

智慧財産局が構築したデータベース(中国語、無料)にアクセスし、キーワードを

入力すれば、公開・公告されている特許・実用新案・意匠の要約書、クレーム範囲、

明細書などの資料をダウンロードできる。なお、前記データベースから公報資料を

ダウンロードしたい場合は、一つずつ認証コードを入力しなければならないので、

入手されたい資料の数が多ければ多いほど時間がかかる。 

検索方法を以下に説明する。 

a.  http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm(中国語、無料) 

 

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm
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 簡易な検索 
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 ブーリアン検索 

 

 条件を指定して検索 
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 総合検索 

 

b. 民 間 企 業 と 共 同 で 構 築 し た デ ー タ ベ ー ス

(http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/essayQuery.aspx) 

当該データベースは、公報資料以外の情報、例えばクレームの範囲、権利の変動資

料、図面、明細書などを検索することができるが、会員登録が必要であり、また会

費納付の有無により、検索できる範囲も異なる。料金を支払えば、当該ウェブサイ

トから明細書の電子ファイルをダウンロードすることも可能である。 

3. 商標の調査 

(1) 目的 

台湾で商標を使用・登録されたい場合、権利侵害として訴えられるリスクの有無

を確認するために、第三者名義による同一又は類似の先願・先登録商標の存在を調

査する必要がある。 

この先行商標の調査により、第三者所有の同一又は類似の先行商標を発見した場

合、商標権利侵害のリスクを回避できるほか、出願手続き又は出願後の応答・補正

手続きなどにかかる時間及び費用の無駄も省くことができる。 

(2) 調査方法 

http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/essayQuery.aspx
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(2) 調査方法 

台湾における先行商標有無の調査は、台湾のサーチエンジン、民間の知的財産デ

ータベース会社及び智慧財産局が構築してデータベースなどに開示されている資料

に基づき行う。商標調査は、同一商標の調査と、同一及び類似商標の調査の二つが

あり、また、商標の構成要素に、漢字、ローマ字、カタカナ又は図形が含まれる場

合、それぞれの要素に分けて調査を行う必要がある。なお、商標の類似性の判断に

ついては、使用・登録したい商品・役務と他社所有の先行商標の指定商品・役務と

の同一・類似性、及び商標の同一・類似性について総合判断する。 

① 商品・役務類否の調査 

商品の類否について、台湾商標主務官庁が公告した「混同誤認審査基準」には、

「商品類似は、当該商品の各関連要素を総合して、一般の社会通念及び市場取引の

状況により判断されるべきである。」との判断基準が示されている。また、台湾商

標主務官庁はこの判断基準に基づき、「商品及服務近似檢索參考資料(和訳：類似商

品及び役務の検索参考資料)」という資料を作成し公開している。同資料では、同じ

短冊(類似商品群)に属するものは一応類似商品として扱われている。 

なお、台湾商標主務官庁は常に商品・役務の所属区分を検討しているので、個別

商品の所属区分、類似商品・役務群は変動されることがあり、変更された場合、主

務官庁はそれらの商品･役務の所属区分、類似商品・役務群又は表現を公告する。よ

って、商品・役務の区分及び表現などについては、主に下記の「商品及服務名稱分

類査詢」というウェブサイト(中国語のみ)に公告されているものを基準とする。 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html 

② 類似商標の調査 

商標の類似性は、商標全体の外観、称呼及び観念から判断される。また、台湾主

務官庁が公告した「混同誤認審査基準」には、国内外の事例が挙げられており、そ

の関連要素を総合的に考慮すると、以下の八つの要素にまとめることができる。 

A 商標識別力の強弱 

B 商標の類否及びその類似の程度 

C 商品・役務の類否及びその類似の程度 

D 先権利者の多角化経営の状況 

E 実際の誤認混同の状況 

http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/GoodsIPO.html
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F 関連消費者の各商標に対する熟知度 

G 係争商標の出願人が善意であるか否か 

H その他の誤認混同に関する要素 

商標調査の簡単な方法としては、智慧財産局が構築した「文字及圖形近似檢索系

統 ( 和 訳 ： 文 字 及 び 図 形 類 似 検 索 シ ス テ ム ) 」

(http://tmwpsearch.tipo.gov.tw:8080/SearchWord/index.jsp)にアクセスして、関連情報(商

標図案の中国語、英語、日本語、指定商品・役務の類似群コードなど)を入力するこ

とで、同一又は類似の先行商標の存在を調査することができる。詳細な調査結果及

び類否判断に関するコメントを入手されたい場合は、特許事務所に依頼し、民間の

智慧財産データベース、台湾のサーチエンジン又は智慧財産局が構築したデータベ

ースに開示されている資料に基づき行うことを勧める。 

検索方法を以下に説明する。 

 

4. 権利侵害の回避策 

先行登録権利の存在の有無に対する調査結果より、第三者から権利侵害として訴

えられるリスクのあることが判明した場合、又は真正な権利者が第三者に先取りで

出願又は権利取得されたという情報を入手した場合、第三者から権利侵害で訴えら

れることを避けるために、使用・出願の中止、自らの発明、技術、意匠、商標デザ

インなどを第三者の権利と抵触しないように変更・修正すること、又は権利者への

http://tmwpsearch.tipo.gov.tw:8080/SearchWord/index.jsp
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同意書の発行又は譲渡交渉、ライセンス交渉、権利の無効・取消審判請求などの対

策を取ることが考えられる。 

(1) 権利譲渡・ライセンスの交渉 

どうしても自らの発明、技術、意匠、商標デザインなどを使用・登録したい場合、

権利侵害を回避するために、権利者にコンタクトを取り、権利の譲渡、並存登録の

同意書又はライセンス契約の締結などの交渉を行う方法もある。ただし、このよう

な交渉を行う場合は、相手方に対価の支払いを要求される可能性があり、その対価

には相場というものがなく、通常は、当事者にとっての権利の重要度などの要素に

より決められる。また、同意書の発行又はライセンスの交渉を行う場合、当事者の

名義を明らかにした上で交渉しなければならないので、相手方は交渉対象を知るこ

とにより、対価を吊り上げる可能性もある。これに対し、譲渡を交渉する場合は、

譲渡を得ようとする者が自らの名義を開示せず、第三者の名義を借りて権利を譲渡

された後、当該第三者から更に譲渡してもらえば、譲渡の目的を達成することがで

きる。 

参考のため、ライセンス契約のフォーム(特許・実用新案・意匠及び商標)(五、参

考、契約おけるフォーマット等、参考資料一、二)、略式の譲渡契約書のフォーム(特

許・実用新案・意匠及び商標)(五、参考、契約おけるフォーマット等、参考資料四、

五)及び商標並存同意書のフォーム(五、参考、契約おけるフォーマット等、参考資料

六)を添付する。 

(2) 権利の無効・取消審判請求 

特許異議申立制度が 2003 年の法改正により廃止されたので、現在は、特許登録が

不当である、又は権利の取得が専利法(日本の特許法、実用新案法及び意匠法を含む。)

の規定に違反すると認める場合には、無効審判を請求するしかない。実用新案・意

匠の場合では、特許には出願公開制度があるのに対し、実用新案及び意匠には出願

公開制度はない。専利法では、特許出願が公開されていても、当該特許出願に登録

できない事由がある旨の情報を智慧財産局(日本語訳：知的財産局。日本特許庁相当)

に提供するような制度は設けられていない。出願中の特許が専利法の規定に違反す

ることを発見した場合、当該違法事情を記載した書簡を智慧財産局に提出すること

ができるものの、審査官はこのような情報を採用するか否かを判断する権限があり、

また審査結果を情報提供者に通知する義務もない。 

一方、台湾商標法は権利付与後の異議制度を採っており、商標が登録された日か

ら 3 ヶ月以内に、何人も登録商標に対し、異議を申し立てることができるが、出願

中の商標に対しては異議を申し立てることができる。出願中の商標に登録できない

事由があることを発見した場合、出願中の商標の登録を阻止するため、試みとして、
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登録できない事由を説明し、この説明をサポートできる関連の証拠資料を、その審

査の参考として智慧財産局に提出することができる。ただし、現行の台湾商標法制

度でも、前述のような情報提供制度は設けられておらず、情報を提供したとしても、

審査官の審査の参考資料に止まり、それを採用するか否かは審査官の判断に委ねら

れる。また、審査官は審査の結果を情報提供者に通知する義務がなく、また通知し

ないのが一般的である。審査官が前記情報を採用せず、当該先願が審査に通り、登

録となった場合は、やはり異議申立て、無効審判請求などのアクションを取らざる

を得えない。よって、先行登録権利に対する調査結果では、同一又は類似する第三

者所有の先願又は先登録の存在を確認し、また前述の権利の譲渡、ライセンスの交

渉により対応することが難しい場合は、当該権利が無効・取消の事由があるかどう

かを検討し、権利の無効・取消審判請求を検討することが考えられる。 

① 特許・実用新案・意匠 

A. 無効審判の請求(積極的な方法) 

a. 請求できる者(専利法第

71 条第 1 項) 

既に特許権・実用新案権・意匠権を取得

したものについて、「冒認出願」を理由

とする場合を除き、何人も証拠を提出し

て無効審判を請求することができる。「冒

認出願」とは、「特許・実用新案・意匠

出願権が複数の者が共有するものである

のに、共有者全員により出願が提出され

なかった」又は「特許権・実用新案権・

意匠権者が特許出願権者ではない」場合

をいう。これらは特許権・実用新案権・

意匠権の帰属に関する紛争であるため、

利害関係人のみが無効審判を請求するこ

とができる。ちなみに、法改正により、

現行専利法では、職権による無効審判請

求制度は廃止された。 

b. 無効事由(専利法第 71

条、第 119 条、第 141

条) 

特許・実用新案・意匠が下記の事由に該

当した場合、無効審判を請求することが

できる。 

 特許・実用新案・意匠出願権が共有で

あるのに、共有者全員により出願が提

出されなかった場合(当該事情を主張

できる者は、特許出願の利害関係者に
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限る。) 

 当該特許・実用新案・意匠が専利法の

発明に関する定義に違反し、産業上の

利用性、新規性、進歩性などの特許の

基本 3 要件を備えていない、新規性の

擬制喪失、又は法定の特許を付与しな

い項目に属する 

 明細書又は図面が専利法の法定記載

要件に違反する 

 特許・実用新案・意匠が先の出願原則

に違反する 

 明細書又は図面の補充、補正が出願時

の原明細書又は図面に開示されてい

る範囲を超えている場合 

 特許権・実用新案権・意匠権者の属す

る国が台湾住民の特許出願を受理し

ない場合 

 特許権・実用新案権・意匠権者が特許

出願権者ではない場合(当該事情を主

張できる者は、特許出願の利害関係者

に限る。) 

 同一人が同一の創作につき、同日に特

許及び実用新案を二重に出願し、その

特許査定前に、既に実用新案権を取得

している場合、特許主務官庁が指定さ

れた期限内に二重出願のいずれかを

選択していない、又は特許査定前に実

用新案権が既に当然消滅している又

は取消が確定している場合 

 分割後の出願は、出願当初の明細書、

特許請求の範囲又は図面に開示され

ている範囲を超える場合 

 補正する中国語翻訳文又はその誤訳

の訂正は、出願時の外国語書面に開示

されている範囲を超える場合 

 訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の

明細書、特許請求の範囲若しくは図面

に開示されている範囲を超える、又は
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公告時の特許請求の範囲を実質的に

拡大若しくは変更する場合 

 公序良俗を害する場合・出願変更後の

出願は、原出願の出願時の明細書、請

求の範囲又は図面に開示されている

範囲を超える場合 

実務上の留意点： 

専利法では、実用新案について、方式

審査のみが行われ、実体審査は行われて

いない。実用新案権者が権利を濫用して

第三者による技術の利用及び開発に不利

な影響を与えることを避けるために、専

利法第 116 条には、「実用新案権者が実

用新案権を行使する際には、実用新案技

術報告書を提示して警告しなければなら

ない」との規定がある。 

実用新案技術報告書の作成について

は、登録の公告後、何人でも請求するこ

とができる。智慧財産局が実用新案技術

報告書を作成する際、専利法の規定に違

反する旨の書簡及び証拠資料と共に智慧

財産局に提出することができるが、出願

中の商標及び特許と同様に、現行専利法

には情報提供制度が設けられておらず、

この情報は智慧財産局の参考にすぎな

い。よって、智慧財産局はこの情報に拘

束されず、情報提供者に結果の通知を発

送する義務が生じることはない。 

c. 無効審判請求期間 特許・実用新案・意匠出願は、公告査定

の日から権利が付与されるので、公告日

から無効審判を請求することができる。

権利の存続期間満了後又は消滅後、原則

として、無効審判を請求することはでき

ないが、利害関係人は、権利の取消によ

り回復できる法律上の利益がある場合、

権利消滅後でも、無効審判を請求するこ

とができる。 
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なお、出願する権利のない者によって特

許・実用新案・意匠出願が提出された場

合、真正な特許・実用新案・意匠出願権

者が当該特許・実用新案・意匠登録の公

告日から 2 年以内に無効審判を請求し、

かつ、無効審判の審決が確定した日から

2 ヶ月以内に特許・実用新案・意匠を出

願した場合、前記出願する権利のない者

による出願日を当該特許・実用新案・意

匠出願権者による出願の出願日とする。 

d. 特許無効審判請求に対

する審査 

 

智慧財産局は、無効審判請求書を受理し

た後、無効審判請求書の副本を特許権者

に送達しなければならない。特許権・実

用新案権・意匠権者は、予め理由を説明

して期限延長が許可された場合を除き、

副本が送達されてから 1 ヶ月以内に答弁

しなければならない。期限を過ぎても答

弁しない場合、審査官は直ちに提出され

た無効理由を参酌して審査する。審査官

は、無効審判を審査する際、請求又は職

権により、特許権・実用新案権・意匠権

者に、智慧財産局に出頭し面談に応じる

よう、必要な実験を行い模型若しくは見

本を補充提出するよう、又は法により特

許明細書及び図面を補正するよう通知す

ることができる。 

e. 無効審判審決 専利法では、請求項ごとに無効審判を請

求することができる。また、智慧財産局

は、請求項ごとに無効審決を下すことが

でき、また同一の特許に対し数件の無効

審判請求がある場合、併合して審理する

ことができる。 

無効審判の審決は行政処分であり、無効

審判請求案に関連する審査手続きが終了

した後、審決書を作成して、特許権・実

用新案権・意匠権者及び無効審判請求者

に送達しなければならない。無効事由が
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ないと判断した場合、「無効審判不成立」

の審決(「特許権・実用新案権・意匠権維

持」審決)を作成しなければならず、無効

事由があると判断した場合、「無効審判

成立及びその特許権・実用新案権・意匠

権を取消す」旨の審決(「特許権・実用新

案権・意匠権無効」審決)を作成しなけれ

ばならない。 

実務上の留意点： 

無効審判請求案は、書類などが完備し、

方式審査を経て、実体審査に送られた後、

当該案件について実体審査を行う必要が

ない場合(例えば、無効審判請求理由に「一事

不再理」＜同じ事由について再度審理しないと

いう意味＞の事情がある場合、特許権・実用新

案権・意匠権の取消が確定した場合など)は、

直ちに「無効審判請求却下」の審決を下

す。 

f. 無効審判確定の効力 特許・実用新案・意匠無効事由が成立し

た場合、「無効審判成立及びその特許権・

実用新案権・意匠権を取消す」旨の審決

を作成しなければならない。このような

審決が確定した場合、その権利は最初か

ら存在しなかったものとみなされる。(専

利法第 82 条、並びに第 120 条、第 142

条により、第 82 条を準用)。 

g. 審判の請求 

i. 審判請求書 

無効審判請求は、以下の記載がある無効審判請求書を証拠資料、委任

状(代理人に依頼する場合)と当局手数料と共に智慧財産局に提出して

行う。 

 無効審判の対象(特許・実用新案・意匠の名称、登録番号) 

 申立人又は請求人、及び被申立人又は被請求人の氏名、国籍及び住
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所(法人の場合、その名称、営業所及び代表者) 

 代理人の氏名、住所(代理人による請求の場合) 

 請求の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. 審判請求に必要な書類・資料の補正 

審判請求に必要な書類・資料に、法令の方式規定に違反する事情があ

り、それが補正できる場合、智慧財産局は期限を定め、請求人に補正

の機会を与えなければならない。(専利法第 17 条)。 

補正が認められる事項として以下のものが挙げられる。 

 審判請求書の記載が完備されていない場合 

 請求理由又は証拠資料が完備されていない場合 

 代理人による請求の場合、委任状が欠如している場合 

 所定の当局手数料が納付されていない場合 

 その他法令に定められている方式に違反する場合 

iii. 審判請求書の受理 

智慧財産局に審判請求書を提出した後、先ず提出した資料に関する方

審判請求書 

委任状 

（代理人に依頼する

場合） 

 無効審判の対象 

 請求人及び被請求人の氏名、国籍及び住

所 

 代理人の氏名、住所 

 請求の理由 

記名、捺印で可、

公証・認証不要 
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式審査が行われる。提出された資料に不備があり、それが補正できる

場合、智慧財産局は請求人に補正するよう通知書を発送する。請求人

が所定期間内に補正をしない場合、審判請求は却下される。また、審

判請求で提出された資料が完備している場合、審理が開始される。 

h. 審理 

無効審判請求は、原則として書面により審理される。よって、無効審判請

求書のほか、被請求人による答弁も書面により提出することが要求される。

また、当事者は面談、実験などで説明を補充することもできる。 

なお、特許・実用新案・意匠無効審判を提出するか否か、無効審判の範囲

については、いずれも無効審判請求人の判断に委ねられる。したがって、

原則としては、審理の対象は請求がなされた請求の範囲に限られる。 

i. 審判の終了 

無効審判は、審決又は請求人による無効審判請求の取下げにより終了する。 

(i) 審決の意味 

審決は、智慧財産局が審判請求に対し法定の方式により作成した決定で

ある。 

(ii) 審決の種類 

 「無効審判請求却下」の審決：請求要件が不備である場合 

 「無効審判不成立」の審決(即ち「特許権・実用新案権・意匠権維持」

審決)：無効事由が成立しなかった場合 

 「無効審判成立」旨の審決(即ち「特許権・実用新案権・意匠権無効」

審決)：無効事由が成立した場合 

(iii) 手続き 

無効審判請求について、審判官は、関連する審査手続き終了後、審決書

を作成して、特許権・実用新案権・意匠権者及び無効請求者に送達しな

ければならない。 

(iv) 審決の効果 

無効審判の審決は行政処分であり、審判請求者又は審判請求対象の権利
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者が審決を不服とする場合、審決書を受領後 30 日以内に、法により、智

慧財産局の上級機関である経済部の訴願審議委員会に対し、訴願を提起

することができるが、期間内に訴願が提起されなかった場合、当該審決

は確定することとなる。 

審決が確定した場合、当該審決につき、同一事実及び同一証拠並びに同

一理由に基づき再び無効審判を請求することはできない(専利法第 81、

120、142 条)。また、「無効審判請求却下」の審決については、実体審査

が行われていないため、「同一事実及び同一証拠並びに同一理由に基づ

き再び審判を請求することはできない」という制限を受けない。 

(v) 審判費用 

無効審判に係る主務官庁の手数料は、一件につき以下のとおりである。 

 主務官庁の手数料 

特許  NT$5,000+無効審判請求対象の請求

項数×800 

 専利法第 57 条、第 71 条 1 項 2、3

号の規定により請求する場合は、一

件につき NT$10,000 

実用新案  NT$5,000+無効審判請求対象の請求

項数×800 

 専利法第 119 条 1 項 2、3 号の規定に

より請求する場合は、一件につき

NT$9,000 

意匠 NT$8,000 

 

j. 無効審決の再審査 

審決などの行政処分について、法定の救済期間が経過した後でも、再審査

理由に該当する場合は、処分を受けた者又は利害関係者は行政機関に対し、

取消し、廃止又は変更を申し立てることができる(行政手続法第 128 条)。

以下に、再審査理由及び請求期間について説明する。 

i. 再審査理由 

(i) 行政処分が依拠している事実がその後、処分を受けた者又は利害関係者に

有利な変更が発生する場合 
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(ii) 新たな事実が発生した場合又は新たな証拠が発見された場合。ただし、

かかる事実、証拠が斟酌された上でより利益のある処分を受けられるものに

限る。 

(iii) その他の行政訴訟法に定められる再審査事由に相当し､且つ行政処分に

影響を与えるに足る場合 

ii 再審査請求の期間 

再審査の請求期間は、法定の救済期間が経過してから 3 ヶ月以内に再

審査の請求を提出しなければならない。再審査事由が 3 ヶ月以降に発

生した場合又は 3 ヶ月以降に知った場合は、発生又は知った日から起

算する。ただし、法定の救済期間が経過してから五年を超えた場合は、

再審査請求を行うことはできない。 

k. 無効審決の訴願・訴訟 

審判請求者又は審判請求対象の権利者が審決を不服とする場合、審決書を

受領後 30 日以内に、所定事項を記載した訴願書をもって、智慧財産局を

通じて上級機関である経済部の訴願審議委員会に対し、訴願を提起するこ

とができる。当該 30 日の訴願提出期限の末日は、訴願書の発送日ではな

く、智慧財産局に送達した日を基準とする。なお、訴願理由については、

前記の 30 日の訴願期限内に、まず先に訴願を提出する旨を記載した書面

を提出し、後日理由を補充することも認められる。経済部の訴願審議委員

会は、智慧財産局を通じて訴願書を受領したら、まず方式審査を行い、訴

願書に不備があり、それが補正できる場合、20 日間の期限を定め、訴願人

に補正するよう命じる。訴願理由書の内容が完備している場合、智慧財産

局に答弁及び関連書類の提出を求める。訴願の審理については、訴願審議

委員会は合議体にて書面により訴願理由を審理し、当該委員会会議に過半

数の委員が出席し、出席した委員の過半数の同意をもって訴願結果を決定

する。 

また、経済部の訴願の決定を不服とする場合、訴願決定書が送達した日の

翌日から起算して 2 ヶ月以内に、智慧財産法院(知財高等裁判所)に行政訴

訟を提起することができる。智慧財産法院の判決を不服とする場合、判決

書送達日の翌日から起算して 20 日以内に最高行政裁判所へ上告を提起す

ることができる。 
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l. 無効審判の手続きのフローチャート(2013 年 1 月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審判請求書の作成 智慧財産局受付 

方式審査 

請求要件不完備 

 
請求要件完備 

 請求人へ補正命令 

補正なし 補正 

請求却下 

被請求人へ請求書副本

送付 

面談、審理 

審決 

請求人による包袋閲覧 

補充理由の提出 

補充理由の提出 

被請求人による答弁の

提出クレームの訂正 

訴願 

審決書の送達日

後 30 日間以内 

行政訴訟 

(智慧財産法院) 

 

行政訴訟 上訴 

(最高行政裁判所) 

 

判決書を受けて

から 20 日間以内 

訴願決定書を受け

てから 2 ヶ月以内 

送達翌日から１ヶ月内 

(30日の延長可) 

(注)智慧財産法院 

(日本語訳：知財高等裁判所) 
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B. 請求権時効の抗弁(消極的な対応策) 

専利法第 96 条第 6 項には、「第二項及び前項に規定する請求権(専利権侵害による

損害賠償請求権、氏名表示権の侵害)は、請求権者が当該損害及び賠償義務者の存在

を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。また、当該侵害行為があっ

た時点から 10 年を超えた場合も同様とする」との規定がある。この規定によると、

請求権者が侵害行為及び賠償義務者を知った日から 2 年以内に、又は侵害行為があ

った日から 10 年以内に損害賠償及び名誉回復などを請求しなかった場合、その後、

侵害証拠を提示して損害賠償及び名誉回復を請求しても、被告が時効の抗弁を提出

すれば、かかる請求は認められない。 

実務上の留意点： 

侵害実務では、請求者が前記消滅時効の規定を見落とすケースが多く、侵害容疑

者に警告状まで送付したにもかかわらず、その後、事件をそのまま放置し、損害賠

償の請求、訴訟の提起又は侵害容疑者からの承認の取得などの行動を取らなかった

ため、損害賠償の訴訟において、侵害容疑者が、請求権者からの警告状を受領して

からすでに 2 年が経過しているためかかる請求権はすでに消滅している、と抗弁す

る例がよく見られる。 

したがって、権利侵害訴訟を提起した場合、または提起された場合、前述の無効

審判の請求のほか、第三者の請求権が時効にかかったか否かについても、検討して

おく必要がある。 

② 商標 

A. 異議申立て又は無効・取消審判の請求(積極的な方法) 

a. 異議申立て又は無効審判の請求(商標法第 48 条、商標法第 57 条) 

i. 請求できる者  異議申立て：商標の登録が下記の規定に違

反した場合、公告日から 3 ヶ月の間、何人

も異議を申立てることができる。 

 無効審判の請求：商標の登録が下記の規定

に違反した場合、利害関係人の請求又は審

査官の職権により、商標主務官庁に対し、

その登録に対する無効審判を提起すること

ができる。 

【異議申立て、無効審判、取消審判の請求できる者】 
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ii. 異議又は無効事由 商標の登録が下記の商標法第 29 条第 1 項、第 30

条第 1 項又は第 65 条第 3 項の規定に違反してさ

れた場合、その登録に対する異議申立て又は無

効審判を請求することができる。 

 商標図案が指定商品又は役務の品質、用途、

原料、産地又は関連する特性を描写する説明

のみで構成された場合(商標法第 29 条 1 項 1

号) 

 商標図案が指定商品又は役務の慣用標章又は

名称のみで構成された場合(商標法第 29 条 1

項 2 号) 

 商標図案が識別力を具えていない標識のみで

構成された場合(商標法第 29 条 1 項 3 号) 

 商標図案が商品又は役務の機能を発揮するた

めにのみ必要な場合(商標法第 30 条 1 項 1 号) 

 商標図案が台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍

旗、軍の徽章、印章、勲章、外国の国旗又は

世界貿易機関の加盟国がパリ条約第 6 条の 3

第 3 号によって通知した外国の紋章、国璽又

は国の徽章と同一又は類似の場合(商標法第

30 条 1 項 2 号) 

 商標図案が国父(孫文)又は国家元首の肖像又

は氏名と同一の場合(商標法第 30 条 1 項 3 号) 

 商標図案が台湾の政府機関、又はその主催す

る展覧会の標章又はこれらが授与する表彰状
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などと同一又は類似の場合(商標法第 30 条 1

項 4 号) 

 商標図案が国際的な政府組織又は国内外の著

名且つ公益的性質を具えた組織の徽章、旗、

その他の記章、略語、名称と同一又は類似の

もので、公衆が誤認、誤信するおそれがある

場合(商標法第 30 条 1 項 5 号) 

 商標図案が国内外で品質管理又は査証を表す

のに用いる国の標識、マークと同一又は類似

のもので、且つ同一又は類似の商品又は役務

に使用する場合(商標法第 30 条 1 項 6 号) 

 商標図案が公序良俗を害するものに該当する

場合(商標法第 30 条 1 項 7 号) 

 商標図案が公衆にその商品又は役務の性質、

品質又は産地について誤認、誤信させるおそ

れがある場合(商標法第 30 条 1 項 8 号) 

 商標図案が台湾又は外国のワイン又はリカー

の産地表示と同一又は類似のもので、且つワ

イン又はリカーと同一又は類似の商品に使用

しており、該外国と台湾が協定を締結してい

る、又は国際条約にともに参加している、又

はワイン若しくはリカーの産地表示の保護を

相互に承認している場合(商標法第 30 条 1 項

9 号) 

 商標図案が同一又は類似の商品又は役務につ

いての他人の登録商標或いはそれらについて

他人が先に出願した商標と同一又は類似のも

ので、関連する消費者に混同誤認を生じさせ

るおそれがある場合。但し、当該登録商標又

は先に登録出願された商標の所有者の同意を

得て登録出願する場合は、これら両者の商標

及び指定商品又は指定役務が同一である場合

を除き、この限りでない(商標法第 30 条 1 項

10 号) 

実務上の留意点： 

商標の登録が商標法第 30 条第 1 項第 10 号の

規定に基づき商標主務官庁に対して商標の無

効審判を請求する場合、その根拠とする先の
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登録が登録されてからすでに 3 年が経過した

ものであれば、無効審判請求と同時に、請求

根拠とする先登録の使用証拠、又はその未使

用に正当な事由があることを示す証拠を添付

しなければならない。(商標法第 57 条第 2 項)

なお、当該使用証拠は、商標が確かに使用さ

れていることを証明でき、また商業取引の一

般慣習に符合しなければならない。 

 商標図案が他人の著名な商標又は標章と同一

又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認

を生じさせるおそれがある場合、あるいは著

名な商標又は標章の識別力又は信用を損なう

おそれがある場合。但し、出願人が商標又は

標章の所有者の同意を得た場合は、この限り

でない(商標法第 30 条 1 項 11 号) 

実務上の留意点： 

真正な権利者所有の商標が台湾において著名

商標となっている場合、商標の著名性に基づ

き異議申立て又は無効審判を請求することが

できる。このような異議申立て又は無効審判

を請求した場合、当該商標の著名性を証明で

きる資料を提出しなければならない。当該証

明資料は、台湾国内のものとは限られないが、

外国における使用資料を提出する場合、これ

らの資料は、「台湾国内の消費者」が接触で

きるもので、かつ、当該マークを商品出所の

標識として認識していることを証明できるも

のでなければ、認められない可能性が高い。

なお、外国の使用資料は国内の宣伝広告資料

に比べて、その証拠力が低いと考える。 

著名商標の認定は、台湾主務官庁が公告した

「著名商標の保護審査基準」には、下記の著

名を認定するに足る参考要素などを考慮した

うえで､総合的に判断しなければならない。 

 商標識別力の強弱 

 関連する事業者又は消費者の商標を知る

若しくは認識する程度 

 商標の使用期間､範囲及び地域 
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 商標の宣伝期間、範囲及び地域 

 商標が出願しているか又は登録を取得し

ているか否か、及びその登録､登録出願の

期間や範囲､地域 

 商標がその権利の実施に成功した記録、特

に行政又は司法機関に著名であると認定

されたことがある情況 

 商標の価値 

 その他の著名商標を認定するのに足る要

素 

 商標図案が同一又は類似の商品又は役務につ

いて他人が先に使用している商標と同一又は

類似のものであって、出願人が当該他人との

間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の

関係を有することにより、当該他人の商標の

存在を知っており、模倣を目的とし、登録を

出願した場合。但し、当該他人の同意を得て

登録出願した場合は、この限りでない(商標法

第 30 条 1 項 12 号) 

実務上の留意点： 

真正な権利者と第三者との間に取引関係があ

り、第三者が真正な権利者の商標を盗用し、

先に台湾で当該商標を登録出願した場合、真

正な権利者は、商標法第 30 条第 1 項第 12 号

の規定に基づき異議申立て又は無効審判を請

求することができる。このような異議申立て

又は無効審判においては、真正な権利者と第

三者との間に契約、地縁、業務上の取引又は

その他の関係を有することを証明するため

に、両者が取引を行う際に交わした書簡など

の資料を提出し、第三者が当該資料により真

正な権利者の商標を知り得たことを証明しな

ければならない。 

 商標図案が他人の肖像又は著名な氏名、芸名、

ペンネームを有する場合。但し、当該他人の

同意を得て登録出願したものはこの限りでな

い(商標法第 30 条 1 項 13 号) 

 商標図案が、著名な法人、商号又はその他の
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団体の名称を有し、関連する公衆に混同誤認

を生じさせるおそれのある場合。但し、その

同意を得て登録出願した場合は、その限りで

ない(商標法第 30 条 1 項 14 号) 

 他人の著作権、特許権・実用新案権・意匠権

又はその他の権利を侵害したもので、判決に

よりそれが確定した場合。但し、当該他人の

同意を得て登録出願した場合は、この限りで

ない(商標法第 30 条 1 項 15 号) 

 商標が商標法第65条第3項の規定に合致する

場合 

 商標法第 65 条第 3 項の規定は、登録商標が第

63 条第 1 項第 1 号に規定する事情(「勝手に商

標を変更し又は付記を加えて、他人が同一又は類似の

商品又は役務に使用している登録商標と同一又は類似

を構成し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるお

それがある場合」)があり、その登録が取り消さ

れた場合、原商標権者は取消された日から 3

年間、原登録図案と同一・類似の商標を同一・

類似の商品若しくは役務において登録し、又

は譲り受け、又は使用許諾を受けることがで

きない。なお、智慧財産局の処分前に、商標

権の放棄を声明した場合も同様である。 

iii. 請求期間  異議申立て：商標の登録公告日から 3 ヶ月

以内。 

 無効審判：商標の登録公告日から五年以内、

ただし、悪意をもって他人の周知・著名商

標を模倣し、先取りして登録したものであ

る場合、この除斥期間の制限を受けない。 

【異議申立て、無効審判、取消審判の請求期間】 
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iv. 審決確定の効力 
異議申立て又は無効審判の成立の審決が確定し

た場合、その商標権は最初からなかったものと

見なされる。なお、異議又は無効審判審決が確

定した後の登録商標については、何人も、同一

の事実、同一の証拠及び同一の理由をもって、

無効審判を請求することはできない。 

b 商標登録取消審判 

i. 請求できる者 
(1)何人も登録商標に対する取消審判を

請求することができる。なお、(2)商標主

務官庁は職権により、取消事由がある登

録商標に対し、取消審判を通じて当該登

録を取消すことができる。 

ii. 取消事由 
登録商標が下記の商標法第 63 条の規定

に違反した場合、何人も登録商標に対し

取消審判を請求でき、また、智慧財産局

は、職権でその登録を取消すことができ

る。なお、取消の事由が、一部の商品又

は役務にのみ存在する場合、当該一部の

商品又は役務についてその登録を取消す

ことができる。 

 勝手に登録商標を変更し又は付記を
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加え、他人が同一又は類似の商品又は

役務において使用している登録商標

と同一又は類似を構成し、関連消費者

に混同誤認を生じさせるおそれのあ

る場合。なお、使用許諾を受けた者が

以上の行為をなし、商標権者は当該行

為を明らかに知っていた、又は知って

いたはずであるにもかかわらず、反対

を表明しなかった場合も同様とする。

(商標法第 63 条第 1 項第 1 号、第 2 項) 

なお、登録商標が第 63 条第 1 項第 1

号に規定する事情(「勝手に商標を変更し

又は付記を加えて、他人が同一又は類似の商

品又は役務に使用している登録商標の構成と

同一又は類似させ、関連する消費者に混同誤

認を生じさせるおそれがある場合」)があり、

その登録が取り消された場合、原商標

権者は取消された日から 3 年間、原登

録図案と同一・類似の商標を同一・類

似の商品若しくは役務において登録

し、又は譲り受け、又は使用許諾を受

けることができない。なお、智慧財産

局の処分前に、商標権の放棄を声明し

た場合も同様である。(商標法第 65 条

第 3 項) 

 正当な事由なく使用せず、又は使用を

停止し続けて、すでに 3 年が経過した

場合。但し、使用許諾を受けた者が使

用する場合は、この限りでない。(商

標法第 63 条第 1 項第 2 号) 

なお、第 1 項第 2 号に規定する情況に

該当するが、取消請求時に当該登録商

標がすでに使用されていた場合、他人

の取消請求を知って、当該取消請求前

の3か月以内に使用を開始した場合を

除き、その登録を取り消さない。(商

標法第 63 条第 3 項) 

実務上の留意点： 
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前記規定に基づき不使用取消審判を

提出した場合、審査官に「登録商標は

継続して三年間使用されていない」こ

とに関し、「確からしい」という心証

を形成させることができる証拠資料

を提出する必要がある。提出された証

拠資料が、この「確からしい」という

心証を形成させることができなけれ

ば、不使用取消審判の請求は受理され

ない可能性もある。実務上、審査官に

不使用という心証を形成させるため

に、興信所による「登録商標の使用状

況に関する調査レポート」を提出する

のが一般的であり、実際に受理されて

いる。なお、登録商標が不使用により

取り消されたとしても、商標法は、不

使用取消審判の請求者に、第三者より

優先して出願権を与えない。 

なお、第 63 条第 3 項は、不使用取消

審判前の駆け込み使用を防止するた

めの規定である。取消審判の請求人

が、駆け込み使用の防止規定を援用し

ようとする場合、まず、被請求人の使

用が取消審判請求前の3か月以内に開

始したものでなければならない。ま

た、請求人は、被請求人が不使用取消

審判が請求されるであろうことを知

っていたために慌てて使用を開始し

たことについても証明しなければな

らない。「被請求人が知っていた」こ

とは主観的なものであるため、立証は

容易ではないが、この主観的な認識の

証明を簡単にする方策として、事前に

被請求人に「取消審判を請求する用意

がある」旨の通知をしておくことが考

えられる。ただし、不使用取消審判を

請求しようとすることを先方に予告

することは、通常、権利譲渡や同意書
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提出の交渉を進めるのと同時期にな

ることが予想されるが、不使用取消審

判の請求に言及すれば、交渉に差しさ

わりが生じ、支障をきたすおそれがあ

るとも考えられる。 

 第 43 条の規定により、適当な区別表

示を付していない場合。但し、智慧財

産局の審決が下りる前に区別表示を

付し、且つ混同誤認が生じるおそれの

ない場合は、この限りでない。(商標

法第 63 条第 1 項第 3 号) 

 商標がすでにその指定商品又は指定

役務に係る慣用標章、名称又は形状と

なっている場合。(商標法第 63 条第 1

項第 4 号) 

 商標が実際に使用された場合、公衆が

その商品又は役務の性質、品質又は産

地を誤認誤信するおそれがある場合。

(商標法第 63 条第 1 項第 5 号) 

 証明標章権者、団体標章権者又は団体

商標権者が下記の規定に違反した場

合、何人でもその登録に対する取消審

判を請求することができ、また商標主

務官庁は職権でその登録を取消すこ

とができる。(商標法第 93 条第 1 項第

5 号)なお、使用許諾を受けた者が下記

の行為を行い、証明標章権者、団体標

章権者若しくは団体商標権者が明ら

かにそれを知りながら、又は知り得た

のに、反対の表明をしなかった場合も

同様である。 

 証明標章を商標として使用する場

合。 

 証明標章権者がその証明する商品

又は役務に関する業務に従事する

場合。 

 証明標章権者が当該登録商品又は

役務を証明する能力を失った場
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合。 

 証明標章権者が証明の申請者に対

し、差別扱いをする場合。 

 92 条の規定に違反して、移転、使

用許諾、又は質権の設定をする場

合。 

 標章の使用の管理、監督につき使

用規範に違反する場合。 

 その他の不当な方法による使用

で、他人又は公衆に損害を与える

場合。 

iii. 請求期間 

 

取消審判の請求できる期間については、

特に制限がない。 

iv. 審決確定の効力 

 

商標の登録を取消すべき旨の審決が確定

したときは、当該商標権は取消された日

から消滅する。 

c. 商標異議申立て、無効・取消審判の審理及び審決 

異議申立て又は無効・取消審判の審理は、まず、智慧財産局が異議又は無効理由

を商標権者に提供し、その答弁を求めることになる。商標権者が答弁を提出すれば、

その答弁理由が異議申立人に送達され、答弁に対する反論理由の提出が求められる。

このような手続きを繰り返し、異議又は無効・取消理由及び答弁理由の全て(補充理

由を含む。)が提出された後、智慧財産局が審理を開始する。逆に言えば、理由又は

補充理由が提出され続ける限り、審理は行われない。審理開始から、審決が出るま

でには、約五ヶ月から八ヶ月を要し、ケースによっては一年近くかかることもある。 

異議申立て又は無効・取消審判請求に関連する審査手続きが終了した後、それぞ

れ「異議成立」「無効・取消審判成立」又は「異議不成立」「無効・取消審判不成

立」という審決書を作成して、商標権者及び異議申立人又は無効・取消審判請求者

に送達しなければならない。 

また、無効審判の場合は、審決時に、当該無効事由がすでに存在しない場合、公

益及び当事者の利益を参酌した後、不成立の審決を下すことができる。 

なお、2012 年商標法改正により、異議申立て又は無効審判請求手続き進行中、商

標権に関する民事又は刑事訴訟が提出されたとしても、訴訟手続を中止してはなら

ない。 
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d. 異議申立て又は無効・取消審判の請求 

i. 異議申立書又は審判請求書 

異議申立又は無効・取消審判請求は、以下の記載がある異議申立書又は無効・取

消審判請求書を証拠資料、委任状(代理人に依頼する場合)と当局手数料と共に智慧財

産局に提出して行う。 

 異議申立又は無効・取消審判の対象(商標の名称、登録番号) 

 申立人・請求人、及び被申立人・被請求人の氏名、国籍及び住所(法人の場合、

その名称、営業所及び代表者) 

 代理人の氏名、住所(代理人による請求の場合) 

 申立理由又は請求の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. 異議申立て又は無効・取消審判請求に必要な書類・資料の補正 

異議申立て又は無効・取消審判請求に必要な書類・資料に、法令の方式規定に違

反する事情があり、それが補正できる場合、智慧財産局は期限を定め、請求人に補

正の機会を与えなければならない。(商標法第 8 条第 1 項)。 

補正が認められる事項として以下のものが挙げられる。 

 異議申立書又は無効・取消審判請求書の記載が完備されていない場合 

 請求理由又は証拠資料が完備されていない場合 

 代理人による請求の場合、委任状が欠如している場合 

 所定の当局手数料が納付されていない場合 

請求書 

委任状 

(代理人に依頼する

場合) 

 異議申立又は無効・取消審判の対象 

 申立人又は請求人、及び被申立人又は被請求

人の氏名、国籍及び住所 

 代理人の氏名、住所 

 申立理由又は請求の理由 

記名、捺印で可、

公証・認証不要 
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 その他法令に定められている方式に違反する場合 

iii. 異議・審判請求書の受理 

智慧財産局に異議申立書又は無効・取消審判請求書を提出した後、先ず提出した

資料に関する方式審査が行われる。提出された資料に不備があり、それが補正でき

る場合、智慧財産局は請求人に補正するよう通知書を発送する。請求人が所定期間

内に補正をしない場合、異議・審判請求は却下される。また、異議・審判請求で提

出された資料が完備している場合、審理が開始される。 

e. 審理 

異議申立て又は無効・取消審判の請求は、原則として書面により審理される。よ

って、異議申立書又は無効・取消審判請求書のほか、被申立て人又は被請求人によ

る答弁も書面により提出することが要求される。 

f. 審判の終了 

異議申立て又は無効・取消審判は、審決又は申立人・請求人による異議申立て又

は無効・取消審判請求の取下げにより終了する。 

i. 審決の意味 

審決は、智慧財産局が異議・審判請求に対し法定の方式により作成した決定であ

る。 

ii. 審決の種類 

 「異議申立却下」又は「無効・取消審判請求却下」の審決：請求要件が不備であ

る場合 

 「異議不成立」又は「無効・取消審判不成立」の審決(即ち「商標登録維持」審決)：

異議事由又は無効・取消事由が成立しなかった場合 

 「異議成立」又は「無効・取消審判成立」旨の審決(即ち「商標登録取消又は無効」

審決)：異議事由又は無効・取消事由が成立した場合 

iii. 手続き 

異議申立て又は無効・取消審判請求について、審判官は、関連する審査手続き終

了後、審決書を作成して、商標権者、及び異議申立人又は無効・取消審判請求者に

送達しなければならない。 
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iv. 審決の効果 

異議又は無効・取消審判の審決は行政処分であり、異議申立人・審判請求者又は

異議申立・審判請求対象の権利者が審決を不服とする場合、審決書を受領後 30 日以

内に、法により、智慧財産局の上級機関である経済部の訴願審議委員会に対し、訴

願を提起することができるが、期間内に訴願が提起されなかった場合、当該審決は

確定することとなる。 

審決が確定した場合、当該審決につき、同一事実及び同一証拠並びに同一理由に

基づき再び無効審判を請求することはできない(商標法第 61 条)。また、「無効・取

消審判請求却下」の審決については、実体審査が行われていないため、「同一事実

及び同一証拠並びに同一理由に基づき再び審判を請求することはできない」という

制限を受けない。ちなみに、異議申立人が異議申し立てを取り下げた場合、同一事

実につき、同一証拠、同一理由に基づき再び異議申立又は無効審判請求を起こして

はならない(商標法第 53 条)。 

v. 請求費用 

異議申立の主務官庁の手数料は NT$4,000(一区分につき)であるのに対し、無効・

取消審判請求の主務官庁の手数料は一件につき NT7,000(一区分につき)である。 

g. 異議審決又は無効・取消審決の再審査 

審決などの行政処分について、法定の救済期間が経過した後でも、再審査理由に

該当する場合は、処分を受けた者又は利害関係者は行政機関に対し、取消し、廃止

又は変更を申し立てることができる(行政手続法第 128 条)。以下に、再審査理由及び

請求期間について説明する。 

i. 再審査理由 

(i) 行政処分が依拠している事実がその後、処分を受けた者又は利害関係者に有利な

変更が発生する場合 

(ii) 新たな事実が発生した場合又は新たな証拠が発見された場合。ただし、かかる事

実、証拠が斟酌された上でより利益のある処分を受けられるものに限る。 

(iii) その他の行政訴訟法に定められる再審査事由に相当し､且つ行政処分に影響を与

えるに足る場合 

ii. 再審査請求の期間 

再審査の請求期間は、法定の救済期間が経過してから 3 ヶ月以内に再審査の請求
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を提出しなければならない。再審査事由が 3 ヶ月以降に発生した場合又は 3 ヶ月以

降に知った場合は、発生又は知った日から起算する。ただし、法定の救済期間が経

過してから五年を超えた場合は、再審査請求を行うことはできない。 

h. 異議審決又は無効・取消審決の訴願・訴訟 

異議申立人・審判請求者又は異議申立・審判請求対象の権利者が審決を不服とす

る場合、審決書を受領後 30 日以内に、所定事項を記載した訴願書をもって、智慧財

産局を通じて上級機関である経済部の訴願審議委員会に対し、訴願を提起すること

ができる。当該 30 日の訴願提出期限の末日は、訴願書の発送日ではなく、智慧財産

局に送達した日を基準とする。なお、訴願理由については、前記の 30 日の訴願期限

内に、まず先に訴願を提出する旨を記載した書面を提出し、後日理由を補充するこ

とも認められる。経済部の訴願審議委員会は、智慧財産局を通じて訴願書を受領し

たら、まず方式審査を行い、訴願書に不備があり、それが補正できる場合、20 日間

の期限を定め、訴願人に補正するよう命じる。訴願理由書の内容が完備している場

合、智慧財産局に答弁及び関連書類の提出を求める。訴願の審理については、訴願

審議委員会は合議体にて書面により訴願理由を審理し、当該委員会会議に過半数の

委員が出席し、出席した委員の過半数の同意をもって訴願結果を決定する。 

また、経済部の訴願の決定を不服とする場合、訴願決定書が送達した日の翌日か

ら起算して 2 ヶ月以内に、智慧財産法院(知財高等裁判所)に行政訴訟を提起すること

ができる。智慧財産法院の判決を不服とする場合、判決書送達日の翌日から起算し

て 20 日以内に最高行政裁判所へ上告を提起することができる。 
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i. 商標異議申立て、無効・取消審判手続きのフローチャート(2013 年 1 月現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)智慧財産法院 

(日本語訳：知財高等裁判所) 

 

智慧財産局受付 

請求要件不完備 

 

請求要件完備 

 

請求人へ補正命令 

補正なし 補正 

請求却下 

被請求人へ請求書副本送付 

答弁提出 答弁なし 

審理 

審決 

被請求人へ副本送付 

方式審査 

補充理由 

提出なし 

補充理由 

提出 

異議申立書又は無効・取消

審判請求書の作成 

 

送達翌日から１か月内 

(１か月の延長可) 

送達翌日から１か月内 

(１か月の延長可) 

訴願 

審決書の送達日

後 30 日間以内 

行政訴訟 

(智慧財産法院) 

 

訴願決定書を受け

てから 2 ヶ月以内 

行政訴訟 上訴 

(最高行政裁判所) 

 

判決書を受けて

から 20 日間以内 

送達翌日から１ヶ月内 

(30日の延長可) 
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B. 先使用権の主張(消極的な対応策) 

商標法第 36 条第 1 項第 3 号には、「他人の商標の登録出願日よりも前に、善意で

同一・類似の商標を同一・類似の商品又は役務に使用していた場合は、他人の商標

権の効力による拘束を受けない」という先使用権に関連する規定がある。すなわち、

真正な権利者が、他人所有の登録商標の出願日よりも早い時期に善意で商標として

使用していた場合、他人所有の登録商標が登録されても、商標法第 36 条第 1 項第 3

号の先使用権に基づき、前記先登録の商標権の拘束を受けないと主張することがで

きる。 

当該条文の適用要件として、「他人の商標の登録出願日よりも前に、善意で商標

として使用していた」との要件だけが挙げられており、継続的な使用行為の有無は

問われていない。また、使用の地域、場所については、属地主義により、台湾国内

の使用に限られる。なお、先使用権に基づく使用には、次の二つの制限がある。 

 使用できる商品又は役務は、引用商標の出願日の前にすでに使用されていた商品

又は役務に限られる。 

 引用商標の権利者は、先使用権者に対し、適当な区別表示の付記を要求すること

ができる。また、先使用の事実は、先使用権者が立証しなければならないので、

引用商標の出願日よりも前の使用事実を証明できる使用資料(商品の写真、インボ

イス、商品のカタログ、広告など)を予め準備しておく必要がある。 
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五、参考(契約おけるフォーマット等) 

 

参考資料一 特許ライセンス契約見本 

 

PATENT LICENSE AGREEMENT 

This AGREEMENT is made between                                 , a company 

organized under the laws of               , having its head office at                   

              (hereinafter referred to as "the Licensor") and                    

     , a company organized under the laws of     , having its 

head office at                 

(hereinafter referred to as "the Licensee"): 

WITNESSETH: 

WHEREAS the Licensor is the proprietor of the ROC Patents shown in the attached schedule 

(hereinafter referred to as "the said Letters Patent"). 

WHEREAS the Licensor and the Licensee signed             

(hereinafter referred to as "Main Agreement"), based on which the Licensee has been granted 

a license to use certain patents owned by the Licensor pursuant to conditions and terms 

contained therein.   

AND WHEREAS the Licensor and the Licensee hereby agree to sign this Patent License 

Agreement based on the Main Agreement for the sole purpose of recording the patent 

licensing arrangement between the Licensor and the Licensee with the Intellectual Property 

Office in accordance with the ROC Patent Law.   

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and of the mutual covenants and 

agreements hereinafter set forth, the Licensor and the Licensee hereby agree as follows: 

1. The Licensor hereby grants to the Licensee an (exclusive or non-exclusive) 

license to manufacture, (make, use and sell) the products covered in the Licensor's 

said Letters Patent in the Republic of China in accordance with terms and 

conditions set forth in the Main Agreement, for which the Licensee shall pay to 

the Licensor royalties at a specific amount set forth in the Main Agreement. 

2. The licensing granted hereunder shall commence from ______ and remains in 

effect until ______, unless the Main Agreement is terminated in accordance with 

the clauses set forth in the Main Agreement. Upon termination of the Main 

Agreement, the Licensor will be entitled to take any necessary steps to cancel the 

recordation of the licensing arrangement between the Licensor and the Licensee 

with the Intellectual Property Office, and the Licensee agrees to take any 

necessary actions and cooperate with the Licensee with respect to the cancellation 

of the licensing recordation.   

3. All the rights and obligations of the Licensor and the Licensee under the licensing 

arrangement shall be governed by the Main Agreement. 
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IN WITNESS WHEREOF, the Licensor and the Licensee have executed this Agreement on 

the dates mentioned below. 

LICENSOR:  

By________________________   Date                                        

Name (Print) 

LICENSEE:  

By_________________________   Date                                         

Name (Print)  
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参考資料二 商標ライセンス契約見本 

 

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT  

 

THIS AGREEMENT is made this      day of ___,2013, by and between 

a corporation organized and existing under the laws of________ 

and having its principal place of business at_________ 

(the LICENSOR), and  

a corporation organized and existing under the laws of_________ 

and having its principal place of business at_________ 

(the LICENSEE). 

RECITAL: 

 

 The LICENSOR is the owner of certain trademark(s) duly registered or filed for 

registration in the Republic of China, the particulars of which are set forth in the attached 

Schedule (the TRADEMARK(S)). 

 

 The LICENSOR desires to allow the LICENSEE to use the TRADEMARK(S) within 

the territory of the Republic of China in respect of the services as listed in the attached 

Schedule , and to enter the LICENSEE as a registered user of the TRADEMARK(S). 

 

The parties agree as follows: 

 

1. The LICENSOR hereby grants to the LICENSEE an (exclusive; or non-exclusive), 

royalty-free and non-transferable license without the right to sublicense, subject to the 

provisions of this Agreement and for so long as this Agreement remains in effect, to use the 

Licensed TRADEMARK(S) in the Territory in connection with the advertising, promotion, 

sale and supply of the Licensed Services . 

2. The LICENSEE shall only use the TRADEMARK(S) on the SERVICES in 

accordance with the standards, specifications and instructions provided by the LICENSOR 

from time to time.  The failure of the LICENSEE to comply with this clause will entitle the 

LICENSOR to terminate THIS AGREEMENT immediately and to take any and all necessary 

actions to cancel the registration of the LICENSEE as a licensed user. 

3. The LICENSEE shall obtain the prior written consent of the LICENSOR for 

sublicensing the TRADEMARK(S) to any third party or parties. 

4. The LICENSEE shall indicate the licensing of the TRADEMARK(S) in the course 

of provision of the SERVICES. 

5. The LICENSOR (shall;or shall not ) reserve the right to use the TRADEMARK(S) 

within the territory of the Republic of China. 

6. THIS AGREEMENT shall take effect on the date first written above and shall 

continue in full force _____ years. 

7. THIS AGREEMENT shall be terminated automatically in the event that the 

LICENSOR assigns the TRADEMARK(S) to a third party.  If the LICENSEE has 
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sublicensed the TRADEMARK(S) to a third party, the LICENSEE shall have the sublicense 

terminated as well and take any and all necessary actions to cancel the registration of the 

sublicense.  

8. Upon termination of THIS AGREEMENT, the LICENSOR or its assign may take 

any and all necessary actions forthwith to cancel the registration of the LICENSEE as a licensed 

user.  The LICENSEE shall provide the LICENSOR, the LICENSOR's assign or designated 

agent with any and all necessary assistance for the cancellation of such registration.    

The LICENSOR has authorized the undersigned to sign this instrument on its behalf this          

day of___,2013 

  

By _________________ 

 Name: 

 Title: 

 

The LICENSEE has authorized the undersigned to sign this instrument on its behalf this          

day of___,2013 . 

By _________________ 

 Name: 

 Title: 

 

 

 

 SCHEDULE 

OF 

TRADEMARK REGISTRATION(S) AND 

APPLICATION(S) COVERED BY 

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 

 

Reg. or Serial No. Trademark Class and Services 
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参考資料四 譲渡契約書のフォーム(特許・実用新案・意匠) 

 

ASSIGNMENT 

 

WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of 

POLAND and having a place of business at           

(hereinafter referred to as Assignor), is the proprietor of ROC (Taiwan) Patent No.  

  (hereinafter referred to as "Patent"); 

 

WHEREAS,      , a corporation organized under the laws of     

and having a place of business at             

(hereinafter referred to as Assignee), is desirous of acquiring the right, title and interests of 

the Assignor with respect to the Patent;  

NOW, THEREFORE, the Assignor hereby assigns to the Assignee all of the Assignor's right, 

title and interests with respect to the Patent, including but not limited to the right to claim 

damages and seek all other remedies against any third party’s infringement of the Patent 

which occurred prior to the assignment of the Patent, the right and interests to claim priority 

related to the Patent as well as all other emoluments, interests, profits, and benefits arising 

therefrom. The Assignee agrees to receive the assignment of the Patent as stated above. 

ASSIGNOR:       

 

 

By   Date____________________ 

Name (Print): 
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参考資料五 譲渡契約書のフォーム(商標) 

 
 

A S S I G N M E N T 

 

 

WHEREAS       , a corporation organized and existing 

under the laws of    , located at          

(hereinafter called "the Assignor"), is the proprietor of the trademark(s) registered in the 

Republic of China as per the Schedule attached hereto (hereinafter called "the Trademark(s)"); 

 

WHEREAS       , a corporation organized and existing 

under the laws of    , located at          

(hereinafter called "the Assignee"), is desirous of acquiring the right and interest to the 

Trademark(s) in the territory of the Republic of China. 

 

NOW, THEREFORE, TO ALL WHOM IT MAY CONCERN, let it be known, that for 

and in consideration of the sum of One Dollar, the receipt of which is hereby acknowledged, 

and other good and valuable considerations, the Assignor has sold, assigned and transferred the 

entire right, title and, interest in and to the Trademark(s) in the territory of the Republic of 

China unto the Assignee, its successors and assigns. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the Assignor has hereunto authorized the undersigned to affix 

the corporate seal and sign this instrument on its behalf this         

day of     201 . 

 

 

(CORPORATE SEAL) 

 

 By    

     Name:        

  Title:        

 

IN WITNESS WHEREOF, the Assignee has hereunto authorized the undersigned to affix 

the corporate seal and sign this instrument on its behalf this           

day of     201 . 

 

 

(CORPORATE SEAL) 

 

 By    

     Name:        

  Title:        
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Trademark Reg. No. 
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参考資料六 商標並存同意書のフォーム(商標) 

 

Letter of Consent 

 

 

We,       , the owner of trademark “     ” Reg. 

No.      in Taiwan, hereby state as follows: 

 

1. We consent to the use and registration in Taiwan by       having a 

principal place of business at            

   , of the trademark application for “     ” under Serial No. 

    in respect of the goods “     ” in Class(es)    .  

We will not oppose or make any objection to the above use and registration. 

 

 

2. This letter is issued on the belief that trademarks “     ” Reg. No. 

    and “     ” Serial No.      are 

distinguishable from each other and will not cause any confusion to general consumers 

with regard to the source of the goods concerned, due to the fame and nature of business 

conducted by       under the mark “     ”. 

 

3. When we issue this Consent, it is understood that if we desire to file any application to 

register a trademark identical or similar to trademark “     ” Serial No. 

    in the future, the application may not be granted unless consent from the 

owner of trademark “     ” Serial No.     is first 

obtained.   

 

 

 

Signed this ________________  day of ______________________, 201  . 

 

  

 

By:  _______________________________________ 

      

   Name: _______________________________________ 

      

 Title: _______________________________________ 






