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本日の講演の概要

• 台湾進出に係る知的財産関連法令

• 台湾進出に必要な知財戦略

• 台湾進出の実例及びその留意点 （産業別）

• 台湾企業とのアライアンスによる中国進出
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1. 台湾進出の背景

（1）日本企業の海外事業展開の背景

（2）日・台間の貿易・交流の現状

（3）台湾を日系企業の海外事業展開先とするのメリット

（4）海外進出における技術流出と知的財産の保護

（5）台湾企業とのアライアンスによる中国進出という新たな

可能性
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2. 台湾進出に係る知的財産関連法令

（1）知的財産権の類型及びその保護の内容

（2）各産業の留意すべき法令、問題

（3）権利行使の環境についての説明
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（1）知的財産権の類型及びその保護の内容
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知的財産権の種類 保護範囲 保護要件

文化
的創
作へ
の保
護

著作権 文芸、音楽、演劇、撮影、視聴
物、図形等

1.オリジナル性、創作性
2.登録の必要はない

意匠権 物品の外観・デザイン：物品の
形状、模様若しくは色彩の創作

1.産業上利用性、新規性、進歩性
2.主務官庁に出願し、実体審査
(実用新案権:方式審査)を経て設
定登録を受ける技術

的創
作へ
の保
護

特許権 自然法則を利用した技術的思想
の創作：保護対象は物に限られ
ない

実用新案権 自然法則を利用した技術的思想
の創作：ある特定の目的を達成
するための、物品の形状、構造
又は装置に対する改変

取引
秩序
の保
護

営業秘密 方法、技術、製造工程、配合等
生産、販売若しくは経営に使わ
れる情報

1.機密性、経済価値、保護措置
2.登録の必要はない

商標権 文字、図形、記号、色彩、音声、
立体形状若しくはその結合

1.識別性
2.主務官庁に登録の出願をする



（2）各産業の留意すべき法令、問題

（一）外食産業

•商標法

•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

（二）ＩT産業

•専利法、商標法、営業秘密法

•イノベーションとブランド価値は、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

（三）コンテンツ産業

•著作権法

•海賊版 など権利侵害物の流通が一番厳しい問題である

（四）製造業

•専利法、商標法、営業秘密法

•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
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（3）権利行使の環境についての説明

• 概説

• 証拠の取得と保全

• 警告書（弁護士書簡）または内容証明

• 暫定状態を定める仮処分

• 税関での押収

• 訴訟手続き
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3. 台湾進出に必要な知財戦略

（1）進出の際における留意事項（コスト・リターン）

（2）知的財産権管理制度の設計
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（1）進出の際における留意事項

• 知的財産権による保護：コスト

 特許権、商標権、著作権取得の検討事項

と営業秘密に係る検討

• 知的財産権による保護：リターン

(1)ライセンス契約に関する留意点

(2)ロイヤリティ の種類と支払い方式
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（2）技術流出の防止策：知的財産権管理制度の設計

• 従業員の管理

（知的財産権保護の方針と制度の告示及び教育訓練、必

要書面への署名、研究開発に係る規則 ）

• 情報安全の管理（会社設備と機密文書の取り扱い ）

• 情報の保存

（分類、セキュリティ化、保存の準則；カタログや広告の

ファイル保存と日付、数量等の表示 ；新技術、新製品の

発表、出展の記録；データのバックアップ ；会議記録 ）

• 対外の連携（NDAの締結、有形•無形情報の提供）

• 法律専門家との連携

（関連契約書の作成又は修正、特許、商標検索資料の提

供と分析 、権利侵害事件の処理、その他法律の見解 ）
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小括：台湾進出のメリット

• 技術優位、ブランド上位にある状況の有効活用

(1)ライセンス契約にライセンシーの守秘義務を明確に約定すること

(2)ライセンシーの契約履行状況を有効に確認すること

(3)企業内部管理につき完全な秘密保持制度を確立すること

(4)従業員に対し定期的に教育訓練を実施すること

(5)模倣品の取締り を行うこと

• 将来の中国進出の準備
(1)「海峡両岸経済合作架構協議(ECFA)」
(2)「海峡両岸知的財産権保護協力協議(IPR協議)」
(3)「海峡両岸投資保障及び促進の協議」

(4)自由経済モデル区
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4. 台湾進出の実例及びその留意点
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（1）外食産業関連事例

（2）IT産業関連事例

 具体的事例の紹介・分析
【当事者間の関係】
【事案の概要】
【案件の現状】
【教訓】



（1）外食産業関連事例

 「讚岐烏龍麵（讃岐うどん）」事件

 【当事者間の関係】

(1)台湾南僑化学工業股份有限公司

（以下、「南僑公司」という）

(2)樺島商事有限公司

• 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。

• 日本人の樺島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、台湾で樺島商事有限公司を成立し、
2008年に「讃岐烏龍麺店」を開いた。 13



（1）外食産業関連事例

 【事案の概要】

• 樺島氏が「讃岐烏龍麺店」を開業してから約2年後

に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、樺島氏は、「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、2008年4月に経済
部智慧財産局に商標の無効審判を請求した。
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（1）外食産業関連事例

【案件の現状】

• 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。
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エピソード1：南僑の反撃
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エピソード2:マスコミ
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エピソード3：四大新聞紙に声明記事
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エピソード４：訴訟の証拠資料
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（1）外食産業関連事例

 【教訓】

• 事前の予防が重要である

(1)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。

(2)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。
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（2）IT産業関連事例

商業スパイ行為及び営業秘密侵害事件

【当事者間の関係】

(1)中芯國際集成電路(上海)公司

（以下、「中芯国際」という）

(2)台積電公司 （TSMC）

• 両当事者は競争関係にある。
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（2）IT産業関連事例

【事案の概要】

• 中芯国際は不正手段によりTSMCの商業秘密
を取得し、 TSMCの特許権を侵害したうえ、中
芯国際はTSMCの退職従業員を100名以上集
め、一部の従業員に対しTSMC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。

• TSMC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
提起した。
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 【案件の現状】

• 当該訴訟は長期間続き、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TSMC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TSMCに付
与し、 TSMC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CEOが責任を取
り辞任した。
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（2）IT産業関連事例



 【教訓】

• 特許権などを取得以外、事前に従業員と秘密保持及び競業禁
止契約を締結することが重要である。

• 訴訟進行中に

(1)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る

(2)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。
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（2）IT産業関連事例



5. 台湾企業とのアライアンスによる中国進出
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（1）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

（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に係る

両岸レベルの施策

（3）日台アライアンスの促進に係る台湾側の施策

（4）台湾企業とのアライアンスによる中国進出の留意
点



（1）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

•ECFA等によるメリットは、「台湾法人」のみ受けられること
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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



①両岸経済協力枠組協議(ECFA)

②海峡両岸知的財産権保護協力協議（IPR協議）

③海峡両岸投資保障及び促進の協議

④自由経済モデル区
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（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に

係る施策



①両岸経済協力枠組協議(ECFA、2010.9.12発効)

・「協議枠組」とは

•ECFA の下で設置される「両岸経済合作委員会」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。

•ECFA の下で設置された「経済協力協議作業グループ」では
、知的財産の保護及び協力等の議題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。

•後述する②海峡両岸知的財産権保護協力協議（IPR協議）
は、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。
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（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に

係る施策



②海峡両岸知的財産権保護協力協議（IPR協議、2010.9.12
発効）

（A）双方の優先権の承認

（B）植物品種の保護

（C）知的財産権に関する審査協力及び業務交流

＊既に開始した項目：特許公報電子情報の共有及びデータ
ベース化

＊将来の目標：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

（D）知的財産制度利用者への支援

•産業界の連携協力の促進、著作権に関する認証サービス
制度、及び法執行による協力処理 29

（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に

係る施策



③海峡両岸投資保障及び促進の協議

・ 「投資」は、「知的財産権、企業名称及び商号、のれん」を含
む（第1条の定義）。

・メリット：訴訟外仲裁制度の認容（第14条）

1.契約における仲裁条項の認容（第14条第1項）

2.契約において仲裁条項がある場合、仲裁に付することとす
る。仲裁条項がない場合でも、仲裁を付することができる（第
14条第2項、第3項）

3.仲裁地の選択は契約の定めによる。定めがない場合、双方
の合意により決定される（第14条第4項）

4.仲裁結果効力の認容及び執行（第14条第5項） 30

（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に

係る施策



④自由経済モデル区（段階を分けて施行、台湾とのアライ
アンスによる中国進出に限らず、台湾への投資を主眼とす
る）

・主な施策方向（モデル区域内のみ）：

1.外国人雇用条件の緩和

2.外国人投資の租税優遇

3.技術のライセンス又は譲渡による所得の免税

4.研究開発による租税低減

、等。
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（2）台湾企業とのアライアンスによる中国進出に

係る施策



メリットの例：
• 特許権：出願等のコスト削減

（明細書翻訳費、代理費の節約）

• 著作権：

(1)「海峡両岸知的財産権に関する保護及び協力協議」
の下では、視聴の著作物（例えば、映画）は、台湾で
民間の認証手続を通じて、著作権の認証（大陸にお
ける頒布許可の認証等）を受けることができる。

(2)台湾で認証を受けたその他の著作物は、中国で認
証を取得しやすく、出版業にとっては大きなメリットで
ある。
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(3)日台アライアンスの促進に係る台湾側の施策

• 支援の体制及び支援専門機関の設立：「日台産業連携の推進体制」

• 政策上の支援：

（1）租税面の整備

・2010年5月28日に改正後の所得税第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

（2）資金面の支援

・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。

（3）操業環境の整備

・「台日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。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
されている。
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•台湾企業とのアライアンスによる中国進出の規制

(1)ECFAやIPR協議等を活用するため 、「日本企業の台湾法人」で
あることが必須要件である

(2)「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

•紛争への対策

(1)契約準拠法の設定 ：提携先の中国企業が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
とにより、実務上では良き妥協点になる。

(2)台湾の法律で保護できる範囲 ：営業秘密の域外漏洩

(3)「海峡両岸投資保障及び促進の協議」の活用 ：仲裁制度の活
用
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（4）台湾企業とのアライアンスによる中国進出の留
意点



ご清聴、ありがとうございました
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