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台湾特許審査実務と留意事項 

 
台湾国際専利法律事務所  

特許第一部  部長 林珮玉 

はじめに： 

 台湾では、いちはやく出願した者が勝つという「先願主義」を採っているため、出願を急

ぐあまり不完全な書類を提出してしまうことがあり、出願後の明細書、クレーム等の補正が

審査段階で、必須また重要になっている。 

近の化学に関する特許は単に化学物質を請求するだけでなく、その物の有する効果、そ

の価値が商品となって特許出願することが多く、従って物の開発には、その目的に合った効

果、特色をもつものを多数の化合物の中から選び出し、その製造方法、その使用方法を検討

し、さらにその副作用や安全性などを数多くチェックポイントとして開発しなければならな

い。 

現代において、特許を取得する 大の目的は安定した企業活動を行うためであり、企業活

動の自由を確保するためのものでもある。 

化学の分野においては特許により有効に保護されていることが安定した企業を行うために

必要不可欠である。 

とくに 近は発明を国際的に権利化する要請が高まり、明細書も国際的視野に立って、出

願国のプラクティスを考慮して作成することが必要となっている。 

一、  特許審査基準改正による明細書の補充、補正と訂正に関する実態と対策   

1-1 新版特許審査基準による明細書の補正、訂正の制限強化の実態 

2004 年 7 月以降一連に施行開始された 新版特許審査基準は、特許法改正で見られる多く

の規制緩和に対応して、より緻密に特許出願後の書類審査と実体審査の指導原則を導入して

いる。 

 総じて言うと、現行の審査基準は、期限と書類形式に関する要求を緩める半面、提出さ

れた書類の内容を固守する方針を強調するものとなった。 

 1970 年代中葉以降から、台湾はパリ条約の加盟効果をあやかれないにしても、特許出願に

関して外国語明細書を以って出願日を確保できる折衷措置を導入し、中文明細書翻訳文は出

願日以降４ヶ月ないし6ヶ月以内に補正すればよい柔軟な体制が40年間ほど推進されてきた

が、この頃口づてにて提出された中文明細書を一旦受け付けた後は容易に原文明細書と齟齬

があることを理由に中文翻訳の補正や訂正を受け入れないようにする中文明細書重視主義を

掲げる側面を見せている。 

又、クレームの請求範囲や明細書の記載の補正、補充と訂正なども、より厳正に規制され

てきている。 
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一方、特許出願の書類が明確に作成された上で、より明確な特許情報のベースとなるため

に、必要に応じて合理的な補正、補充或いは訂正を経る必要も明確に審査基準で評価されて

いる。その為、現行の特許審査基準は、従来より厳格な方針を確立した上で、更に具体的に

容認できる状況と容認できない状況を具体的に羅列するように試みている。 

1-2 対策 

従来よりクレーム、明細書、図式の補充、補正と訂正の制限が強化されているが、その軸

となるのは出願日を確保する際に提出されたクレームと明細書の内容を厳格に固守する方針

を採っている。又クレームの項目数の増加も原則上禁止されている。それに対応するために、

以下の要領を強化する必要がある。 

（１）Claim の書式形態について 

① Claim の独立項多項化と付属項の多項化 

独立項の構成要件と特徴は特許を受けようとする範囲に合わせて適宜に設定する上で、先

行技術などをジェプソンタイプの請求項の書式で先行技術をその前言として、技術特徴を以

ってその進歩性を強調する、単一の発明を充実した形態で独立項を設けて、後日の分割や独

立項を単独で削除することがしやすいように配慮する。 

付属項と独立項の依存関係、依存形式なども更に厳格にガードされるので、なるべく充実

した複数の実施形態に合わせて、付属項を多く設けたほうが、後日拒絶理由や無効審判に対

応する際、一項目の中での訂正の代わりに、比較的単純に特定の項目を独立項に合併するだ

けで対応できるよう配慮できる。 

② 多数従属請求の範囲の従属（マルチのマルチの従属）について 

 台湾では専利法第２６条、施行細則第１８条第５項の規定により、２以上の他の請求の

範囲を引用する従属請求の範囲は、択一的な形式によってのみ引用する。例えば「Ｘまた

はＹに」、「Ｘ～Ｚのいずれかの１項に」と書記する。但し、多数従属請求の範囲は、他

の多数従属請求の範囲のための基礎として直接または間接に用いてはならない、例えば 

〔請求の範囲〕 

１．…化合物の製造方法 

２．反応温度が…である請求項１の方法 

３．反応温度が…である請求項１または２の方法 

４．……である請求項２または３の方法 

５．……である請求項４の方法 

６．……である請求項５の方法 

７．……である請求項１～６のいずれかの方法 

上記請求項の中、請求項 3は多数従属でありながら、直接多数従属請求の範囲の第 4項に
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従属して居り、請求項７は多数従属の付属項として、直接に(第３項、第４項)または間接に

（第５項）多数従属していることで規定に違反する。その場合、請求項３と請求項４とをそ

れぞれ分割して単独従属にし、請求項７はその増補したすべての請求項のいずれかに従属す

ることができる。台湾では補正によって増補された請求項の項数によって、政府規定料金の

追納加算はない。 

➂claim での「不確定」な数値限定に対する用語は容認されない。 

例えば、「約」、「ほぼ」、「…に近い」は不確定の用語として使用することはできない。

数値限定について、「以上」と「以下」は、その前の数値を含むことになり、例えば「10 以

上」は１０を含むもので、その数値を含まない場合は「未満」、「超過」を用いて、その前

の数値を含まないこととする。単に「以上」(又は以下)で数値限定した場合、下限（または

上限）のみで、上下限のない数値限定は、範囲不特定となり、上、下限を明白にしなければ

ならない。ただ一般の常識によりその上限（または下限）のみの限定が直接且つ異議なしに

推知できるものであれば、その数値限定は許される。 

➃物の発明について例えば化学物質の発明について、 

通常化学名称または分子式、構造式で特定すべきであるが、それで充分に claim の範囲を

特定できない場合は、その物理または化学的性質等（例えば融点、分子量、クロマトグラフ

ィ、pH 等）で特定することができる。それらのパロメータについては、先行技術と区別でき

るもの、そして明細書でそのパロメーターの測定方法を記載しなければならない。 

➄プロダクトバイプロセスの請求の範囲 

物の発明について、製造方法以外の技術特徴で充分に請求の範囲を特定できない場合は、

製造方法で発明を特定することを容認する。その場合出願された発明はクレームで述べられ

た製造方法によって与えられた特定の物自体で、その特許要件はその製造方法によって決ま

るものではない。若し請求された物が先行技術で開示されたものと同一のもので、または容

易に完成できるものであれば、たとえ先行技術と異なる方法によって製造されたものであっ

ても、特許を付与することはできない。 

➅マーカッシュクレームの書式 

特に化学、金属、冶金関係において、ある物質を広義な用語で的確に限定することができ

ないときに、たとえばＡ、Ｂ、Ｃ、及びＤよりなる群から選択された一種の物質で表現する

ことを容認する。その択一形式中の選項のそれぞれは類似する性質をもつものであって、発

明の単一性の規定に一致するものでなければならない。 

➆接続詞 

請求項で記載された発明の素子、成分または工程の組合せについて、前言の部分と特徴の

部分の間で接続詞を必要とする場合、開放式、封鎖式、半開放式及びその他の表現方式を採
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ることができるが、開放式として、例えば「含まれる」、「包括する」(comprising、containing、

including)で表現し、組合せ中の素子、成分または工程で、請求項に記載されていない素子、

成分または工程を排除しない、封鎖式は、上記の組合せを例えば「…から成る組成(素子、工

程)」で表現し、その付属項に更に素子、成分又は工程を付加することはできない。 

半開放方式は、上記開放式と封鎖式の中間として、「基本的に（又は主に、実質的に）…

…よりなる」（consisting essentially of）で表現し、明細書で記載されている実質的に

クレームの主な技術特徴に影響しない素子、成分又は工程を排除しない。例えば、「……主

に Aから組成されるもの」は、明細書で出願の発明の主な特徴に対して、既知のいかなる添

加物が実質的に影響することのないことが記載されておれば、半開放式の記載は容認される。 

（２）明細書の内容の補充、補正について、 

①明細書の内容の補充、補正 

(a)実施例の補充について、 

特許を受けようとする請求の範囲を維持するための出願後の明細書の実施例の補充

は許されない、但し、既に明細書に記載されている実施例のデータの、例えば NMR、融

点等の補充は可能である。 

(b)用語、訳語の補充、補正 

誤りを正しく直す補充説明、補正は、その理由を述べて補正することができる。 

(c)製造方法の補充について 

化学物質発明または材料、材質そのものを請求する発明の明細書の成立性の面から

少なくとも一つの製造法が記載されていなければならない。既に製造法が記載されて

いる出願については別法を補充することは要旨変更とはならないが、しかし、補充し

た製造法をクレームした場合は要旨変更となる。 

(d)有用性の補充について 

有用性が明らかになっていない明細書に有用性を追加補充することは要旨変更とな

る。その際、その発明が未だに実施段階に達していない拒絶理由の根拠となる。 

(e)用途請求項の補正について、 

発明特許のメインクレームが、物、または物質、材料である場合、その物、物質、材料

の用途については、常に使用した物、物質、材料に従属する付属項として請求するよう補

正を命じられる。 

② 明細書中国文翻訳の補正  

台湾では、出願時に外国語明細書を提出して出願日を取得することができる。そして、

出願日後４ヶ月、またはさらに２ヶ月延期されて提出された翻訳の中国文明細書が審査

の根拠となり、中国語明細書の翻訳が出願時の外国語明細書の内容と一致しない時は、
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原則上ある程度補正できるが、原文の内容を超える場合、または要旨変更と認められた

場合、出願日を繰り下げられる場合もある。 

＊明らかに原文の内容を越えた訳文についての対応（原則上ある程度補正できる状況） 

(a) 中文訳文と原文との関係不明確、或いは中文訳文全般が意味不明瞭、若しくは文脈

が呈する意味が常識に反する場合、誤訳又は構文関係を間違えた若しくは文法のミ

スによる結果の可能性が高い。翻訳をやり直すべきである。 

(b) 原文に記載済みの技術手段が脱漏された場合、原則上それは補正できる。 

(c) 明らかに矛盾を生ずる中文の翻訳の場合、それが誤訳によるものは補正できる。 

(d) 中文翻訳の用語が完全に原文で記載された技術分野と違うものは中文の誤訳を示

唆する。それも原則上補正可能。 

(e) 中文翻訳の記載の技術内容が不条理な場合、誤訳の疑いが高い。原則上補正可能。 

(f) 中文翻訳の用語または字体が完全に異なる技術分野に属するものである場合、どれ

かが誤訳によると判断できる場合、誤訳の補正は可能。 

(g) 中文明細書の文章の順序が原文明細書と異なるが、原文の内容を越えていなければ

補正不要（原文の補正も不要？） 

(h) 実際数量をあらわさない不定冠詞或いは日本語の「一つの」など量詞でないものを

中文で略された場合は、原文を超過していないと見なされる。 

＊和文明細書の用語の翻訳について 

和文明細書の用語については、 適で一般に通用されている中国語用語に訳するの

が も好ましいが、和文との文法上の違いにより、文言の組合せ、言葉の前後の入れ

違いが生じる場合がある。同じ漢字を用いている中国で用いられている訳語について

も、慣用される用語に違いが見当る。例えば、 

 

和文     台湾での中文訳   中国の訳語 

コンタクトレンズ  隱形眼鏡    角膜接觸鏡 

ソフト     軟體     軟件 

メモリ     記憶體     存條 

インターネット   網路     網絡 

特許請求の範囲   申請專利範圍   請求權利範圍 

 

等の用語の違いがあり、中文訳完成後、出願人に送付した明細書の訳文に誤訳がある

ことを指摘され、弊所で再度検討した結果、上記の様な用語の違いによるものである

ことが判明された場合もある。 

また表現の文語として、例えば、文章の語句の句切りとして“……である。”は、

中国語に訳した場合、慣用語として“……者。”で句切りする。その“者”は人をさ
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す語であるか、を問われたこともある。“……に対して、…により……で測定する”

を通常“對……而言，以……予以測定”と訳したことで、文字通りに“……に対して

言えば、……により……で測定する”と解読され、その“云えば”は必要ない文語で

はないかと指摘され、この場合“云えば”は一つの主語に対する強調の意味が含まれ

て居り、やはり慣用語である。 

 従って、中国語訳の慣用語、熟語の応用について、意味の取り違いがない限り、中

文翻訳に多用されることが多い。 

 また、和文明細書のクレームの書式で、付属項に多くの「前記」を用いて表現させ

ている場合、その「前記の…は」はその従属した前の独立項のものを指すことが多く、

中国文訳ではその「前記」を「該」と訳し、また、同項中に多数の「前記」があった

場合は、それを略する場合もある。 

中文明細書の翻訳について、弊所は、出願の内容、語の意味を十分に吟味し、技術

範囲の明確な全体像を把握して、文脈となる文と文のつながり、文の中の語句の続き

ぐあい等を十分に把握できる中文明細書の訳文の作成をモットーにしている次第であ

る。 

（３） 訂正 

＊公告登録後の明細書、または図面についての訂正 

特許法第 64 条に基づいて： 

特許権者が特許を受けた明細書及び図面について次の各号の一に該当する事情があると

認めたときは、特許主務官庁に対して訂正請求することができる。但し、発明の要旨変更

は許されない。 

一、特許請求の範囲の減縮。 

二、誤記事項の訂正。 

三、明瞭でない記載の釈明。 

前項の補正について、元の明細書及び図面に掲載された範囲を超えることはできない、

また実質的な拡大又は特許請求の範囲の変更もできない。 

特許主務官庁が上記の訂正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しなければならな

い。 

明細書、図面が補正され、公告されたときは出願日に溯って効力を生じる。 

上記公告登録後の明細書または図面についての訂正は、通常公告登録後半年以内に訂正

を請求するのが も好ましいとされる。 

また上記法律で規定された訂正できる二、三の事項については、すべて同時に範囲の減

縮の条件に合致しなければならない。 

公告登録後の明細書または図式についての訂正は、特許権登録者によって自発的に訂正
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請求をすることができる以外、無効審判が提起された時点で、無効審判に対する答弁書を

提出する時にも訂正することができる。 

① 実質拡大或いは特許の請求範囲の変更に関する判断 

以下は実質拡大に該当する状況の羅列 

(a)請求項の内容に関する訂正（項目数を変えないが、請求項の内容;例えば発明の構成要

件、技術特徴の削除や増加、上位概念用語と下位概念の技術特徴用語の入れ替え等） 

（1）×請求項にある技術特徴を部分的に削除すること 

（2）×請求項の下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に変更する 

（3）×請求項の上位概念の技術特徴を明細書の記載に明確に支持されていない下位概念の

技術特徴に変更すること 

（4）×請求項になかった技術手段を技術特徴として増加すること（明細書に記載があるに

もかかわらず） 

（5）×請求項になかった発明の実施方式を新たに請求項に増設するか、新規請求項を増設

すること。（明細書に記載があるにもかかわらず） 

（6）×択一方式の請求項に関して、明細書に記載のある特定の一選択項目を請求項に増加

すること。 

（7）×請求項になかった技術内容又は実施例を請求項に盛り込むこと（明細書に記載があ

るにもかかわらず） 

（8）×請求項の発明の範疇を変更すること 

（9）×請求項の複数の技術特徴を組み代える、又は方法発明のプロセスの順序を変更する

こと。 

（10）×請求項を他の用途にでも適用できるように訂正すること。 

（11）×請求項記載の数値範囲を拡大すること。 

（12）×請求項の数値限定範囲を縮減したが、その結果、もとの請求項の意味する内容と

解釈上の齟齬が出る。（明細書に記載があるにもかかわらず） 

(b)請求項の項目数の変更 

（13）×請求項の総項目数を増加すること。 

（14）×請求項を新規に増設すること。 

（15）×既に削除された請求項を回復させること。 

（16）×付属項の依存関係又は引用記載形式の独立項の引用関係を変更して、それが当該

請求項のもとの技術特徴の結合関係或いは発明のプロセスの順序を変更した場合。 
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(c)要旨変更 

（17）×請求項の技術特徴の構成、材料或いは動作を、その効果が機能を発生させる手段

効果用語又はプロセス用語に変更すること。（後日特許請求範囲を解釈する際、特許

発明の明細書の記載の均等範囲の解釈論を引き起こし、請求範囲を実質的に拡大する

虞がある） 

（18）×請求項の技術特徴の手段効果用語或いはプロセス効果用語を構成或いは動作、材

料又は動作用語に変更すること。（後者は元来の明細書に明確に記載されていないか

ら、実質変更につながる） 

(d)明細書の変更 

（19）×請求項の解釈上の範囲を公告時の請求範囲と異なるような明細書の訂正（その訂

正自体は元来明細書と図式の掲載された範囲を超えていないにもかかわらず） 

（20）×化学組成物発明の請求項を閉鎖方式接続語表現から開放方式接続語表現へ変更す

るのは実質変更となる。 

（21）厳重な誤記、誤訳の事項の訂正｡誤記、誤訳は一見して厳重で誤記や誤訳と察する

に足りるような明白で不条理で難解のミスでなければ、訂正すれば実質的変更にな

る虞が多い。×例：「Aもそれに属する」を「A がそれに属する」に変更できない。

×例：「0.3 の曲射率」を「0.3 以上の曲射率」に変更できない。 

② 対策 

従来よりクレーム、明細書、図式の補充、補正と訂正の制限が強化されているが、その

軸となるのは出願日を確保する際に提出されるクレームと明細書の内容を厳格に固守す

る方針である。又クレームの項目数の増加も原則上禁止されている。それに対応するため

に、以下の要領を強化する必要がある。 

(a)Claim の独立項多項化と付属項の多項化 

独立項の構成要件と特徴は特許を受けようとする範囲に合わせて適宜に設定する上、

先行技術などを回避するため、又進歩性を強調するために、単一の発明を充実した形態

で独立項を設けて、後日分割や独立項を単独で削除することがしやすいように配慮する。 

付属項と独立項の依存関係、依存形式なども更に厳格にガードされるので、なるべく

充実した複数の実施形態に合わせて、付属項を多く設けたほうが、後日拒絶理由や無効

審判に対応する際、一項目の中での訂正の代わりに、比較的に単純に特定の項目を独立

項に合併するだけで対応できることを期待できる。 

（b）明細書の詳細化 

 上位概念を下位概念に縮減する補正や訂正は原則上大丈夫だが、それでも明細書の記

載と十分に関連付けること、或いはそれに支持されることがなければ実質的拡大と見な

されて禁止されるので、明細書の記載の詳細化が重要になる。請求項の誤記や誤訳を補
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正か訂正を請求する際、明白な誤記であるかの判断も明細書の記載によって行われるの

で明細書に具体的な記載を盛り込むべき。実施方法などに関する記載不備による無効理

由への対応も、明細書の内容を予め充実にすることに尽きる。 

二、特許出願で公開された医薬品が他人によって新薬登記と販売許可の申請をされた場合、 

台湾の特許出願は特許付与が審定されて公告された後は、出願日から２０年の特許有効期間が付

与されることになる。即ち、特許出願が公開公報に掲載されて公開されたときに、出願人に

は一種の仮保護の権利が与えられるとともに、その出願にはいわゆる拡大された範囲を有す

る先願としての地位が与えられる。 

医薬品の特許出願については、特許権付与前の公開された医薬品が新薬登記と販売許可の

申請をされることがある。医薬品の新薬登記と販売許可については、台湾で、特許管轄機関

の智慧財産局とは全く業務管轄の関連のない衛生署の薬品管理処の管轄になっている。従っ

て、その新薬登記と販売許可申請の薬品が既に特許出願されて、公開されたもの、またはそ

の後更に特許公告された薬品で特許権を有するものであるかについては、許可審査の際に、

その情報を把握することにしていない。従って、市場情報によって、特許出願の医薬品が、

とくに医薬組成物として全く同じ配合成分が新薬登記と販売許可申請されている情報を得た

場合、出願人は、まず特許出願に係る発明の内容を記載した書面を添えて、警告を発する必

要がある。 

この警告は、権利侵害に対する警告と異なり、特許権の設定登録がなされた場合に、警告

後の行為について補償金請求権の行使をする旨の通知である。警告後、特許出願の審査段階

で請求の範囲の拡張または変更する補正をしたことにより、特許出願に係る発明に変更が生

じた場合、さらに後日の特許権主張のために、上記の第三者にも警告をする必要があると思

う。 

上記の事情が発生した場合、出願人によって警告状を新薬登録者等に発する外、特許出願

の審査状況の把握についても、代理人を通じて、智慧財産局に特許出願の優先審査をする要

求の書面を提出する。台湾では、早期審査制度の規定がないので、優先審査についても、智

慧財産局の裁量によって決まる。 

三、特許期間の延長について、 

「専利法第 52 条：医薬品、農薬品、又はその製造方法に係る特許権の実施について、その

他の法律の規定により、許可証を取得する必要がある場合において、その取得に出願の公告

後二年以上の期間を要するときは、特許権者は特許権を一回に限り、2年から 5年まで延長す

ることを出願することができる。但し、延長を許可する期間は中央目的事業の主務官庁より

許可証を取得するのに要した期間を越えることができない。許可証の取得期間が 5年を越え

る場合においても、その延長期間は 5年を限りとする。  

前項の出願をするときは、証明書類を添付して、第 1回の許可証を取得した日から三ヶ月

以内に特許主務官庁に出願書を提出しなければならない。但し、特許権存続期間満了前六ヵ
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月以内は、これをすることができない。  

主務官庁は、前項の出願について、延長期間の決定にあたり、国民の健康に対する影響

を考慮し、且つ中央目的事業の所管機関と協議のうえ審査の方法を制定しなければならな

い。」 

「専利法第 53 条：特許主務官庁は、特許権の延長登録出願について、特許審査人員を指定

して審査させたうえ、査定書を作成して特許権者又はその代理人に送達しなければならな

い。」 

特許期間延長の対象として、取得した医薬品、農薬品の発明特許または取得した医薬品、

農薬品の製造方法を発明特許の特許権者が、その特許権を実施するために、先ず中央管轄事

業主務機関の核定による許可を取得しなければ実施できない場合に、その医薬品、農薬品の

発明特許、及びその医薬品、農薬品の製造（生産）方法、さらにはその用途発明を特許期間

延長の対象とする。 

（1）医薬品、農薬品の物質発明について、 

特許請求の範囲が物質 Aであり、許可証で記載された有効成分が a（A物質の下位概念）で、

同許可証で記載された特定用途が鎮痛剤であった場合、特許期間が延長されるのは、a物質に

関する特許権範囲のみで、物質 Aには及ばない。 

（2）用途発明の場合、 

許可証で記載された有効成分及び特定の用途と比較して、特許請求の範囲の用途発明が、

許可証で記載された有効成分の特定用途に及ぶものかで判断する。 

例えば、上記（1）の特許期間延長の範囲は a物質の鎮痛剤の特定用途に及ぶが、物質 A

のその他の用途には及ばない。 

（3）医薬品、農薬品物質の製造方法の発明については、その製造方法で製造された物質を許可

証で記載された有効成分と比較し、その製造方法が許可証で記載された有効成分に及ぶも

のかを判断し、製造方法で比較することはない。 

例えば、上記（1）の特許請求の範囲に物質 Aの製造方法はあるが、aに関する製造方法は

ないが、有効成分物質 aが特許請求の範囲の物質 Aに含まれると判断できれば、a許可証で記

載された a物質の XX 製造方法も特許期間延長が許される、即ち特許の延長期間は a物質の XX

製造方法のみに及び、a物質のその他の製造方法には及ばない。 

四、微生物（生物材料）特許出願の微生物寄託について、 

1994 年の専利法改正により、微生物は特許付与の対象となり、ブタペスト条約加盟国でな

い台湾は、ブタペスト条約による特許手続上の微生物の寄託の国際承認を得ることはできな

い。従って 1995 年８月１日に「特許微生物の寄託方法及びその実施要領」を公布実施したが、

今も尚数多くの特許微生物の寄託者にとって、その手続きはやはり馴じめない所存である。

微生物寄託については、台湾がＷＴＯに加入した時点で、ブタペスト条約に基づいて既に国
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際寄託をした特許出願については、出願時にその寄託番号を表示し、出願後 3ケ月以内に微

生物の寄託を完了しなければならない規定となっている。台湾で寄託する際、先づ微生物に

関する資料を送付して頂き、台湾での輸入許可を取得しなければならない。病原性を有し、

人類、動、植物に危害を与える微生物の輸入は容認されない、輸入許可を取得した後に微生

物を送付して寄託を済ませる。輸送の途中で微生物が死亡、変性するリスクはあるが、現在

まで、そのような情況に遭遇したことはないが、やはり寄託者にとって多くの不便があるこ

とは避けられない。ブタペスト条約の加盟が難題であっても、せめて、台湾と日本との二国

間で、互恵条約による寄託の相互承認があれば、大変有難いと思うのは、両国の出願人とも

に感じるところである。 

五、漢方薬特許出願の審査基準について、 

通常「漢方薬」とは、植物、動物、鉱物、藻類、茸類等天然の物、又はその組成物、又は

天然物の抽出物、又はその組成物、及び前記天然物から抽出された高純度の物質、又は化学

的変性された物質を指し、生薬と称じられる。 

漢方薬特許出願に関する審査基準については、２００２年１１月にその草案が発表されて

以来、２００５年に逐次頒布された一般の審査基準に合わせて修正案を作成している 中で、

未だに決定版が発表されていない。 

漢方薬の特許については、通常、 

１. 物の発明として、 

① 漢方薬組成物 

② 漢方薬抽出物 

③ 漢方薬単一化合物 

④ 漢方薬薬剤型 

があり、 

２. 方法の発明として、 

① 漢方薬組成物又はその生成物の製造方法 

② 薬材の調製方法 

があり、 

３. 用途発明として、 

① 組成物を請求の対象とする 

② 製造方法を請求の対象とする 

用途発明がある。 
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一般に物（例えば、化合物）を特許請求の範囲とする場合、化学物質であれば化学名称または構

造式、さもなければその物理、化学性質で特定しなければならないが、漢方薬の生産物につ

いては、常に単一成分でなく複合成分が含まれて居り、且つそれらの成分も不明なものが多

い。従って、漢方薬については、その原料の薬材の種類を明確にし、その製造工程又はパロ

メータ条件、例えば、起始物質、用量、反応条件を明確に限定することで、プロダクロト バ

イ プロセスでその生産物を特定する請求の範囲を容認する。 

漢方薬の薬効については、ｉｎ ｖｉｔｒｏのテストで立証することもできるが、漢方薬の

診断による方式で「証」で、その薬効を説明することもできる。 

結び： 

 台湾のは産業の発展に更に寄与できる知的財産制度の改革を官民一斉に推し進める機運が

高まり、知的財産法院の開設の他、次の特許法改正案も台湾特許制度の継続的な発展を担う

一環として嘱望されている。進捗があり次第早めに皆様に情報をお届けする。 

以上 

 




