
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

台湾における知的財産権の権利行使の実態と近況 

－WTO加盟後の台湾の知的財産権について－ 

2002  
I. 台湾におけるWTO加盟に連動する知的財産所諸法律の改正個所の発効と其の内容に関する

案内    
(一)台湾特許法改正に関する報告    
(二)台湾商標法改正に関する報告    
(三)台湾著作権改正に関する報告    
II. 特許ライセンス公平取引法違反事例の 新動向    
III.著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付に関連する事件の処理原則    
IV. 技術実施許諾協定に関する審理の処理原則（行政院公平交易委員会 審理技術授権協議案

件処理原則）    
   
    

I. 台湾におけるWTO加盟に連動する知的財産所諸法律の改正個所の発効と其の内容に関する

案内 
2002 年 2 月 6 日  
台湾は 2001 年 11 月 11 日付けで WTO への加盟の公式承認を受けたが、同政府も 終の準備活動を終え、

加盟の実質効果が 2002 年 1 月 1日を持ちまして国内外に向けて正式に発足しました。  
斯かる WTO への加盟の正式な発効と伴って、近年に渡って施された特許法､商標法及び著作権法等々国

内法律における若干の WTO 関連の改正条項の発効に関する保留の制限が解除され、正式に法律効力を生

じます。これらの条項の正式な発効によって､台湾における知的財産権の保護が更に強化されるポジテ

ィブな効果が注目されている。  
以下では特許法､商標法並びに著作権法における台湾の WTO 加盟に連動して発効する改正条文に付きま

して、改正の主旨と改正個所を添え、要約説明方々お知らせ申し上げます。重要な改正も数多くありま

すので､ご留意頂けますようお願い申し上げます。  
   

 
（一）台湾特許法改正に関する報告   

 

 
今回台湾の WTO 加盟に連動して法律効力を生じる改正条文は大方 1997 年 5 月 7日に頒布されたものだ

が、2001 年 10 月 26 日発効の改正法案にも若干保留条項が散在している。   
 

 

   
1、国際優先権主張制限の緩和：  
本条は 2001 年 10 月 26 日に頒布施行された条文であるが、第 3項、5項はＷＴＯへの正式加盟により

発効するものである。  
こちらで言う国際優先権の主張については、出願人に対する制限を従来の属人、属地主義から属地主義

へ変更し、出願人は、互恵国の国民でなくでも、互恵国の管轄領域内に住所又は営業所を設けたものな

ら、国際優先権を主張できると緩和されました。  
しかし、根本的に言えば、条文で使われる「互恵国」は、WTO の加盟と伴って「WTO 加盟国」と書き替

えるべきだと思われる。即ち WTO の加盟国の国民なら､他のどの加盟国に於いてなされた 初の出願な

ら、台湾で特許出願の優先権主張の基礎出願となれるわけである。  
第 24 条   出願人が中華民国と相互に優先権を認めている外国において、法律により 初に特許出願

をし、且つ 初の特許出願の翌日から 12 ヶ月以内に同一の発明について、中華民国に特許出願をした

ときは、優先権を享有することができる。  
前項の規定によって、出願人が一出願について二以上の優先権を主張するときは、その優先権期間は

先の優先権の翌日より起算する。  
外国出願人が所属する国と我が国とは優先権を相互に承認していない場合、互恵国の領域内に住所を有

し或いは営業所を設けているときにも、第一項規定により優先権を主張することもできる。 

優先権を主張したときは、その特許要件の審査は優先権日を基準とする。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

本条によって主張された優先権日は中華民国 83 年（西暦 1994 年）1 月 23 日より先であってはならな

い。   

   
2、第 21、51、56 条の説明：  
第 21 条は元の第 2項の条文を削除し、第 51 条は元の第 4 項の条文を削除し、第 56 条は元の第 4項の

条文を削除した。TRIPs の基本主旨に対応する為、現行法の内国民待遇原則に反する条項を削除してい

る。例えば、微生物の新品種の特許出願について、現行法では、台湾が WTO に加盟して、且つ TRIPs が

発効してから一年経過した後、施行するという条件のもとで、外国出願人の同条文適用資格を制限して

いた。改正法では、その外国人に対する制限規定を削除している。其の他、特許権の権利期間の延長に

関する外国人への制限、及び特許権の権限における輸入権の外国人に対する制限なども外されている。  
   
第 21 条  次に掲げる各号は特許を受けることができない。 

一．動・植物の新品種。但し、植物の新品種の育成 方法はこの限りでない。 

二．人体、又は動物の疾病の診断、治療、又は手術の方法。 

三．科学原理又は数学の方法。 

四．ゲーム及びスポーツの規則又は方法。 

五．その他人類の推理力、記憶力を借りなければ実施できない方法又は計画。 

六．発明が公共秩序、善良の風俗又は衛生を害するもの。 

 

微生物の新品種に係る発明特許の付与は、中華民国が世界貿易機関（WTO）に加盟し、かつWTO協定と

Trips協定が発効して 1年を経過したときに実施する。但し、本国人及び中華民国との間に微生物の新

品種に関する相互保護条約或いは協定が結ばれている国に属する国民はこの限りでない。 

 

 

   
第 51 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

の取得に出願の審査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、延長期間は 5 年を限りとする。  
前項の申請をするときは、証明書類を添付して、第 1 回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月以内は、これをすること

ができない。  
特許主務官庁は、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。  
第 1項特許延長登録の出願に関し、特許権者が外国人であるときは、その属する国が中華民国との間に

互恵条約或いは協定が締結されている場合に限る。   

 

 

   
第 56 条   物の特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その同意を得ないで、他人がその物

を製造し、販売し、使用し、又は上記の目的のために輸入する行為を排除する権利を専有する。   

 

方法の特許権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ないでその方法を使用し、

及びその方法で直接製造された物品を使用、販売し、又は上記の目的のために輸入する行為を排除する

権利を専有する。   

 

特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求範囲を基準とする。必要があるときは、明細書及び図面

を参酌することができる。   

 

 

本条輸入権に関する部分は中華民国が世界貿易機関に加盟し、かつTrips協定が発効して 1年を経過し

たときに施行する。但し、本国人及中華民国との間に互恵保護条約或いは協定が締結されている国に属

する国民はこの限りでない。   

 

3、特許権効力の強化： 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第 57 条に第 3 項を増設した。被授権者は対象特許が無効審判により取り消された後、実施を継続する

場合、特許権者の通知を得た期日より同特許権者に合理的な実施料を支払うべきである。  
   
第 57 条  特許権の効力は次の各号に及ばない。  
一．研究、教学、或いは実験のため、その発明を実施し、営利行為に属しないもの。  
二．出願前、既に国内で使用されていたもの、又は既に必要な準備を完了したもの。但し、出願前の六

ヵ月以内に特許出願人よりその製造方法を知悉し、並びに特許出願人がその特許権を留保する旨の表明

があったたときはこの限りでない。  
三．出願前、既に国内に存在していた物。  
四．単に国境を通過するに過ぎない交通機関又はその装置。  
五．特許出願権者でない者が受けた特許権が特許権者の審判請求により無効にされたときは、その実施

権者が無効審判請求前に善意で国内で使用し、又は既に必要な準備を完了したもの。  
六．特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許の物の販売後に、当該物品物を使用し、又

は再販売する行為。上記の製造、販売行為は国内に限らない。  
前項第 2号及び第 5号の使用者は、その元来の事業においてのみ引き続いて利用することができる。第

6号の販売をすることができる区域は、裁判所が事実に基づいてこれを認定する。  
第 1項第５号の被授権者は、対象特許が無効審判により取消された後､実施を継続する場合、特許権利

人の通知を得た期日より同特許権利人に合理的な実施料を支払うべきである。 

4、半導体の特許に関する強制実施許諾の原因を厳しく規定する： 

  現行法に半導体関係の特許に対しての強制実施許諾の条項が置かれていないが、改正法案では、規定

を設ける。条件は 2種類に分けられている。原則上の条件は、公共利益を増進する為であること。 

 

   例外的に、公衆のための非商業的な目的に基づき、或いは確定となった裁判或いは行政手続きによ

って問題の半導体関係の特許の権利者が反競争的な商業方法を利用している事実が判明された場合、そ

の反競争的な慣行を是正する為の場合に限って、半導体の特許に対して強制実施許諾を申請することが

できるとする。  
第 78 条  国家の緊急事態に対応し、若しくは公益を増進するための非営利目的の使用又は申請者が合

理的商業条件を提示したにもかかわらず、相当期間内に実施許諾について協議が達成できなかった場合、

特許主務官庁は請求により、当該申請者に特許権の強制実施を許可することができる。その実施は国内

市場の需要に供給することを主としなければならない。但し、半導体技術に係る特許について強制実施

許諾を申請するときは公益の増進を目的とする非営利的使用に限る。   

 

特許権者が不正競争の事情により、裁判所の判決を経て、又は行政院公平交易委員会の処分が確定した

ときは、前項の事由がない場合であっても、特許主務官庁は請求により、当該申請者に特許権の強制実

施を許可することができる。   

 

特許主務官庁が強制実施の請求書を受理した後、当該請求書の副本をその請求に係る特許権者に送達し、

三ヶ月以内に答弁をさせなければならない。期限内に答弁しなかったときは、直ちにこれを処理するこ

とができる。   

 

特許権の強制実施は他人が同一の発明に係る特許権について実施権を取得することを妨げない。   

 

強制実施権者は特許権者に適当な補償金を支払わなければならない。争議があるときは、特許主務官庁

がこれを裁定する。   

 

強制実施権は強制実施に関する営業とともに移転する必要があるほか、譲渡、信託、許諾、又は質権の

設定をすることができない。   

 

第 1 項又は第 2項に列挙される強制実施の原因が消滅したときは、特許主務官庁は請求により強制実施

を終了させることができる。 

   
5、強制実施権の取り消しの申請条件を緩和する： 

従来は、公共利益の増進と不正競争事情の容疑のある状況に限定して、強制実施許可の目的に反する事

実がある場合に限って、強制実施権の取り消し申請を認めていたが、改正法では前提状況の限定を取り

払って、全ての強制実施権の付与された状況に対して、強制実施権が与えられた目的に反する事実でさ

え立証されれば、強制実施権の取り消しの申請を容認するようにしている。  
   
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第 79 条   前条第 1項により公益を増進するため非営利的使用をし、又は第 2項の規定により強制実施

権を取得した者が、強制実施の目的に違反したときは、特許主務官庁は特許権者の申請で又は職権によ

り、その強制実施権を取消すことができる。  
   
6、再発明特許権者及び製造方法特許権者の実施権の条件を厳格にする：  
  第 80 条に第 4、5項を増設した。再発明の特許権者が元発明に対して、或いは製造方法特許権者が物

の特許権者に対して、クロスライセンス実施権契約を求めることができる。協議によって上記の実施権

契約を達成出来ない場合、再発明特許権者或いは製造方法特許権者は元発明特許権者或いは物の特許権

者に対して、第 78 条により強制実施権を申請することができる。但し、同強制実施権申請の際、再発

明或いは製造方法特許に係わる技術につき、元発明特許や製品特許より著しい経済的な重要性に富む重

要な技術上の改良に相当するものに限って、強制実施を申請することができる。  
  狭義の再発明の概念は日本での利用発明とほぼ一致する。即ち、他人の特許発明を又は実用新案を利

用してなされた発明である。  
  又、再発明特許権者或いは製造方法特許権者が取得した特許実施権は、権利の譲渡、信託、相続、授

権或いは質権の設定について、元の特許権とともに行うべきである。  
  しかし､留意すべきなのは､再発明の制度は、2001 年 10 月 26 日付の特許法改正法において、国内優

先権の導入と伴って､既に廃止されている事である。   

 

 
第 80 条  第 29 条の再発明特許権者は元特許権者の同意を得なければ、その発明を実施することができ

ない。  
製造方法の特許権者がその製造方法により製造した物が、他人の特許に係るものであるときは、その他

人の同意を得なければ、当該発明を実施することができない。  
前二項の再特許権者と元特許権者、又は製造方法特許権者と物の特許権者は協議により相互に実施を許

諾する（クロスライセンス）ことができる。協議が成立しないときは、第 78 条第 1項により強制実施

を申請することができる。  
協議によって上記の実施権契約を達成できない場合、再発明特許権利しゃあ類は製造方法特許権利者は

元発明特許権利者或いは製品発明特許権利者に対して、第 78 条により強制実施権を申請する事が出来

る。但し、同強制実施権申請の際、再発明或いは製造方法特許に掛かる技術につき、新特許や製品特許

より、顕著なる経済的な重要性に富む重要な技術上の改良に相当するものに限って､強制実施を申請す

る事が出来る。 

再発明特許権利人或いは製造方法特許権利人が取得した特許実施権は、権利の譲渡､信託､相続､授権或

いは質権の設定につき、元の特許権に従うべきである。 

   
7、特許権者の特許証書番号の表示義務の緩和： 

第 82 条に但し書きを増設した。従来の規定は厳格に特許証書番号の標示義務の遂行を権利者の損害賠

償請求権利の行使に関する絶対的な先決条件としていたが、改正法では、侵害容疑者の侵害の故意或い

は侵害につき知り得べしの事実を立証できる場合につき標示義務遂行の条件の例外状況として認める。  
第 82 条   特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証書の番号を表示しなければならず、また

実施権者又は強制実施権者にも表示を要求することができる。表示をしなかった者は損害賠償を請求す

ることができない。但し､侵害容疑者の侵害の故意或いは侵害につき知り得べしの事実を立証できる場

合につき、其の限りではない。  
   
8、侵害模造品の原物及びその製造に係る原料や器具の廃棄処分やその他必要とされる処置を認める規

定の増設： 
第 88 条に第 3 項を増設した。発明特許権者或は専用権実施権者は特許権の侵害を受けた際、侵害模造

品の原物及びその製造に係る原料や器具の廃棄処分やその他必要とされる処置を請求することが出来る。  
第 88 条    特許権が侵害を受けたときは、特許権者は損害賠償を請求することができ、並びにその侵

害を排除することも請求できる。侵害のおそれがあるときは、それを防止することを請求することがで

きる。  
専用実施権者も前項の請求をすることができる。但し、特許権者が通知を受けた後、前項の請求をせず、

且つ契約には相反する約定がない場合に限る。  
発明特許権利者或いは専属特許権実施権者は第 88 条の民事上の請求をする際、侵害模造品の現物及び

其の製造に掛かる原料や機具の廃棄処分やその他必要とされる処置を請求する事が出来る。 

本条に定める請求権は、請求権者がその行為及び賠償義務を有する者を知ったときから二年間を経過し

て行使しないときに消滅する。行為があったときから 10 年間を超えたものも同様とする。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

発明者の氏名表示権が侵害を受けたときは、発明者氏名の表示、又はその他の名誉回復に必要な処分を

請求することができる。   

   
9、製造方法特許の侵害推定に関する改正： 

物の製造方法に関する特許への侵害に於いては当該特許に係る製造方法に依って製造した者が、其の製

造方法の特許出願前、国内外に公知でない時は、他人が製造した同一の物は、其の特許方法で製造した

ものと推定するとの規定がある。しかしこのような推定を反証で覆せる。現行法では容疑者によって他

の方法で製造出来ることを証明出来る限り、其の証明を反対証拠とみなすが、改正法ではこのような見

なし条項を削除する。  
第 91 条    製造方法に係る特許により製造された物品が、その製造方法の特許出願前に国内外におい

て発見されなかったものであるときは、他人が製造した同一物品はその方法特許によって製造されたも

のと推定する。  
前項の推定は、反証を提出してそれを翻すことができる。その他の方法でも同一のものを製造できる事

を被告が当該同一物品の製造に使用された方法は本件製造方法特許と異なることを立証したときは、反

証を提出したものとする。被告が立証する際に掲示された製造上及び営業上の秘密の合法的権益は、十

分に保障されなければならない。  
   
10、意匠権の存続期間に関する改正： 

意匠権の存続期間を現在の十年間から十二年間まで引き伸ばすこと。又、連合意匠権の権利期限は元意

匠の権利期間と同時に満了する。  
第 109 条  特許出願をした意匠が査定を経て公告されたときは、暫定的に意匠権の効力を生じる。   

 

査定を経て公告された意匠については、審査が確定した後、公告の日から意匠権を付与し、証書を交付

する。   

 

意匠特許権の存続期間は、出願日から起算して1012年をもって満了する。連合意匠の特許期間は元意匠

特許権の期間と同時に満了する。   

 

第 1 項の暫定的に生じる意匠特許権の効力は、出願手続きの不適法により出願が不受理され、又は異議

の成立により出願の拒絶査定が確定したときは、初めから存在しなかったものとみなす。 
   
11、意匠権の範囲に関する修正： 

意匠権は当該意匠に類似する意匠に及ぶようになっている。実質上の模倣（Substantial copy）に対す

る独占効果を認めることに依って、工業設計に対する保護を更に強化することを計っている。  
                    第 117 条  意匠権者は意匠を施すものとして指定した物品について、本法に別

段の定めがある場合を除き、他人がその同意を得ないで当該意匠特許に関わる物品或いはそれに類似の

物品のを製造し、販売し、使用し、若しくは前記目的のために輸入する行為を排除する権利を専有する。 

   

  意匠権の権利範囲は図面明書に記載された特許請求範囲を基準とする。必要があるときは、創作に関

する説明を斟酌することができる。  
12、第 118 条ノ 1条文新設： 

  本条は 2001 年 10 月 26 日に頒布された条文でるが、ＷＴＯへの正式加盟により発効するもので  
る。この条文は第 57 条第 3 項と同様な意味を持ち、意匠権者でない者が得た意匠権について、意匠権

者から無効審判を請求することにより、取り消された後、被授権者は実施を継続する場合、意匠権者の

書面通知を受けた日より意匠権者に合理的な実施料を支払わなければならない。 

   
第 118 条ノ 1  前条第 1項第 5号の実施権者は、その意匠権が無効審判を経て取消しとなった後も依然

に実施をしていたときは、意匠権者の書面通知を受け取った日から、意匠権者に合理的な実施料を支払

わなければならない。 

   
13、雑項： 

条文改正の関係上準用条文も若干変更されることになっている。（専利 105、122）  
第 105 条ノ 1  第 25 条ノ 1の規定は実用新案にこれを準用する。 

実用新案に関する無効審判の取扱いは第 42 条、第 43 条及び第 102 条ノ 1の規定を準用する。 

第 36 条ノ 1 から第 36 条ノ 6 まで、第 44 条、第 44 条ノ 1 及び第 73 条の規定は実用新案に準用しない。 

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第 122 条ノ 1  意匠権についての無効審判の取扱いは、第 42 条、第 43 条、第 116 条の規定を準用する。 

第 36 条ノ 1から第 36 条ノ 6 まで及び第 73 条の規定は、意匠に準用しない。 

   
14、ＷＴＯへの正式加盟後の既存特許権、意匠権の権利期間の延長：  
本条は 2001 年 10 月 26 日に頒布施行された条文であるが、第 2項、第 3項はＷＴＯへの正式加盟によ

り発効するものである。1994 年 1 月 23 日以前の旧法では、特許権の存続期間は、公告日より 15 年、

出願日より 18 年を超えてはいなけいとなり、ＷＴＯへの正式加盟の発効日に、このような特許権  
がまだ存続しているものに限って、その権利期間は改正後の規定によって扱われ、即ち、出願日より

20 年間の権利期間となる。  
意匠権の存続期間について、ＷＴＯへの正式加盟の発効日に、その意匠権は未だ存続しているものに限

って、権利期間は、改正後の規定によって扱われ、即ち、出願日より 12 年間の権利期間となる。   
   

   
15、今回改正内容の発効日： 

本法の改正法案は 1997 年 5 月 7日より頒布されたが、改正にかかった箇条の施行日は台湾の世界貿易

機関（WTO）への正式加盟を待って行政院が正式に定める。（専利 139 条）  
同院は 2002 年 1 月 1日を施行日に定めた。  
第 139 条  本法は公布の日より施行する。  
本法中華民国 86 年（1997 年）5月 7日に改正された第 21 条、第 51 条、第 56 条、第 57 条、第 78 条か

ら第 80 条まで、第 82 条、第 88 条、第 91 条、第 105 条、第 109 条、第 117 条、第 122 条、及び中華民

国 90 年（2001 年）10 月 4 日に改正された第 24 条、第 118 条ノ 1 の施行期日は行政院がこれを定める。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

（二）台湾商標法改正に関する報告   

 

 
商標の審査が既に国際化の趨勢にあることに鑑み、各国と相互に優先権承認の制度を確立するために、

台湾では 1993 年 12 月 22 日に修正公布された商標法において「中華民国と商標に関する相互保護条約

または協定を締結している国において 初の出願日の翌日より 6ヶ月以内に中華民国に登録を出願した

ものは優先権を主張することができる」という規定が設けられた。世界貿易機関（ＷＴＯ）へ加盟が正

式に発効するとともに、優先権主張の条件が更に緩和される。従来では､台湾と協定を締結した国の国

民に限って優先権の主張が認められたが、先般の実務上の規制緩和では、台湾と相互優先権容認の協定

を締結していない国の国民でも、 初の出願が互恵協定の締結国でされたものでさえあれば、現行の商

標法に基づいて優先権の主張が認められる。    
目下台湾と相互保護条約または協定を締結しているのは、ヨーロッパ同盟（ＯＨＩＭ）の他、オースト

ラリア、アメリカ、フランス、オーストリア及びニュージーランド等国がある。我国の商標実務によれ

ば、知財局（ＩＰＯ）は属地主義をとっており、即ち、出願人が上述の我国と相互に優先権を承認して

いる国家において 初の出願日より 6ヶ月以内に我国に対し登録出願するときに、優先権を主張するこ

とができる。  
WTO へ正式に加盟した後では、出願人が加盟国の国民であれば、加盟国における 初の出願を基礎に優

先権の主張が当然認められるほか、非加盟国の国民でも､加盟国の領域内での 初の出願を基礎に商標

の優先権を主張できるとされている。  
2002 年 1 月 1 日以降、台湾が WTO へ正式に加盟した後、商標出願の利便性と出願人に対する保護が一

段と向上すると思われる。  
   
第 4条  
中華民国と商標に関する相互保護条約若しくは協定を締結しており、又は相互に優先権を承認する国に

おいて、法により登録出願をした商標であって、 初の出願日の翌日より 6ケ月以内に中華民国に登録

を出願したものは優先権を主張することができる。  
②前項の規定により優先権の主張をした者は、出願と同時にその旨を声明し、並びに願書に外国での出

願日、出願番号及び出願を受理した国名を記載しなければならない。出願人は出願日から 3ケ月以内に

当該外国政府が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。出願に際して声明をせず、又は期

間内に証明書類を提出しなかったときは、優先権を失う。  
 

（三）台湾著作権改正に関する報告   

 

 
台湾は WTO の前身である関税貿易一般協定（GATT）に加盟申請して以来、14 年間の努力を経て、よう

やく 2001 年 11 月 12 日に開かれた世界貿易機関の閣僚会議で加盟を承認された。2002 年 1 月 1日より

正式に発効した。WTO に加盟するからには、WTO 協定の全ての規範を遵守しなければならない。知的財

産権の分野においては、「貿易関連知的所有権に関する協定（TRIPS 協定）」に合致することが前提と

なり、政府当局は 1998 年、著作権法のなかで TRIPS 協定に合致しない部分の改正を行った。改正案の

骨子は大別して次の十項目に分ける。  
1．  公開放送の定義を修正し、その範囲を拡大する。  
2．  公開実演の定義を修正し、範囲を拡大する。  
3．  発行の定義を修正し、複製を要件としない。  
4．  実演は保護を受ける著作物であることを明確にし、実演家が著作財産権を享有できる内容を規定

する。  
5．  著作権法は思想、概念の表現方法を保護し、思想、概念自体を保護しないという基本原則を掲示

する。  
6．  法人の著作は完成された日から 50 年内に（もとは 10 年）に公表されていなければ、その著作財

産権の保護期間は創作が完成された時点から 50 年を経過するまでとする。  
7．  コンピュータ・プログラムの著作物を含む貨物、機器をレンタルする行為は合理的使用に属する

旨の文言を追加する。  
8．  もともとは著作権法による保護を受けない著作は、台湾の WTO 加盟実現で保護を受けられるよう

に、新たに遡及保護の規定を設ける（第 106 条ノ 1）。  
9．  経過措置として二年の猶予期間を与える。WTO 加盟の前に著作権法による保護を受けない外国の著

作物を既に利用していて、WTO 加盟の後、二年内に引き続き利用を継続することを認める（第 106 条ノ

2）。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

10．  WTO 加盟の前に著作が改作されことにより  
作り上げた派生的著作物について、WTO 加盟後にも引き続きその利用を継続することができるように、

二年間の猶予期間を与える。つまり、WTO に加盟して二年を経過してはじめて使用料を支払う必要がで

てくる。（第 106 条ノ 3）  
著作権法第 117 条により、「この法律は公布の日から施行する。但し、第 106 条ノ 1から第 106 条ノ 3

までの規定は、世界貿易機関協定が中華民国の管轄区域内において効力を生ずる日から施行する。」と

なっている。したがって、前掲 1~7 は 1998 年 1 月 21 日に改正法が公布されて三日目（1月 23 日）か

ら施行することになった。一方で、8から 10 まで遡及保護に関する規定は台湾が正式に WTO の加盟国

になった日から施行する。  
このほか、2001 年 11 月にも小幅な改正があった。改正案のうち、TRIPS 協定に関連するのは、コンピ

ュータプログラムの著作財産権の存続期間を公表後 50 年から著作者の死後 50 年を経過するまでに延長

するところである。  
   

   
これまで著作権保護に関する相互協定の欠如により、日本国民或いは企業の著作物の台湾での保護が求

められなかったが、WTO の正式発効とともなって、原則上は台湾本国民並みの保護が与えられることに

なった。  
以下外国人の著作物の保護に関する WTO がもたらす変化を紹介する：  
   
一、外国人著作物の保護  
現行法では、大半の外国人の著作物は著作権を享有することが不可能である。しかし、台湾が WTO の一

員として受け入れられた以上、全ての加盟国の国民の著作物は台湾で著作権法による保護を受けること

になる。これが台湾の WTO 加盟実現によりもたらされた も大きな影響といえよう。  
   
外国人著作物の保護に関して、著作権法第 4条は次のように規定する。  
“外国人の著作であって、次に掲げる場合の一に該当するときは、本法により著作権を享有することが

できる。但し、条約或いは協定に別段の約定があり、立法院（国会）の議決を経て可決されたときは、

その約定に従う。  
      一．中華民国の管轄区域内において初めて発行され、或いは中華民国の管轄区域外において初め

て発行された日から三十日以内に中華民国の管轄区域内で発行されたものであるとき。但し、当該外国

人が属する本国が同じ状況の下においても中華民国国民の著作を保護し、かつそれが調査で事実と認め

られた場合に限る。  
二．条約、協定又はその国の法令或いは慣例により、中華民国国民の著作がその国で著作権を享有する

ことができるとき。”  
   第 4 条規定により、我が国著作権法による保護を受けられる外国人の著作物は、次のとおり

である （1）台湾と著作権を相互に保護する国の国民の著作、例えば、アメリカ、イギリス、スイス、

ニュージーランドの国民、香港現地の法人、又は台湾に居住しているスペイン、韓国からの移住者によ

って完成された著作物（著作権法第 4条 2号）   

（2）台湾で初めて発行された著作、又は外国で初めて発行された日から三十日以内に台湾で発行され

た著作物。但し、その外国人の国においても中華民国国民の著作を同じ状況の下に保護する場合に限る。

（著作権法第 4条 1号）   

（3）このほか、1993 年 7 月 16 日に調印が行われた台米間著作権保護協定により保護される著作物。

この協定における著作権の保護は、即ち著作権法第 4 条但し書でいう「条約或いは協定にほかに約定が

ある場合」に該当する。同協定の規定により、  
a．  アメリカにおいて初めて発行された著作又はアメリカの領域外において初めて発行された日から

三十日以内にアメリカで発行された著作である場合。  
b．  ベルヌ条約又は万国著作権条約の加盟国の境内において初めて発行された著作であって、第一発

行の日から一年内に次の各号の一に該当する者が書面をもって協議の上で専有の権利を取得し、かつ我

が国又はアメリカにおいて公衆の間に流通した著作である場合。  
①米国人又は我が国国民。  
②所在地を問わず、アメリカ人 

                   又は我が国民が 50％以上の株 

                   式又はその他専有の利益を有 

                   する法人。    
③所在地を問わず、米国人又は 

                   我が国民が直接支配している 

                   法人。    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

④所在地を問わず、米国法人又 

                   は我が国法人の支社又は子会  

                   社が支配している法人。  
c．  アメリカに住所を有する者の著作物。  
d．  我が国に住所を有する者の著作物。  
   
二、台湾が WTO に加盟したことによって、WTO 協定が我が国で効力を生ずる前に著作権法による保護を

受けない著作物は、同協定が台湾で効力を生じた後に保護されることになる。施行前に溯って既に存在

していた著作物を保護することに関しては、我が国著作権法によって保護されない著作物であると信じ

て、その利用に取り掛かり、或いは利用のために大きな投資を行っている利用者の法律への信頼及び権

益を配慮する必要性から、ベルヌ条約第 18 条第 3項にしたがって経過措置を取り入れる。  
遡及保護が実施される前に既に利用の行為（例えば所属の国が互いに著作権を保護する関係を持たない

外国人の言語著作物の翻訳或いはその美術著作物の印刷・製作、又は登録しておらず保護を受けない古

い歌曲の録音などに着手している）があって、又は利用が始まっていないが、重大な投資を行っている

ということについては、経過規定を設けるべきだとして、二年間の猶予期間を与えることにした。この

二年間の猶予期間内に、これらの利用者はかかる利用行為を継続することができ、本法第 6章及び第 7

章における著作権侵害への民事上、刑事上の責任問題が生じることはない。なおかつ猶予期間内に使用

料を支払う必要もない。  
   
第 106 条ノ 1  
  “著作物は、世界貿易機関（WTO）協定が中華民国の管轄区域内において発効する日の前に完成され

たものであって、本法の従来の規定により著作権を取得していないが、本法が定める著作財産権期間の

計算方法によりなお存続しているものは、本章に別段の規定がある場合を除き、この法律を適用する。

但し、外国人の著作物は本国における保護期間が既に満了したときは、これを適用しない。（第一項）

前項の但書にいう本国とは、西暦 1971 年文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第 5条規

定によりこれを定める。（第二項）” 
第 106 条ノ 2  
“前条の規定による保護を受ける著作物は、その利用者が WTO 協定が中華民国の管轄区域内において発

効する日の前に、既に当該著作物の利用に着手し、或いは当該著作物を利用するために重大な投資を行

ったときは、本章に別段の規定がある場合を除き、その発効日から起算して二年以内に引き続き利用を

継続することができ、第 6 章（民事責任）及び第 7章（刑事責任）の規定を適用しない。”  
三、遡及保護が実施される前に既に創作され、かつ WTO 協定が台湾において発効する前に従来の著作権

法による保護を受ける派生的著作物は、原著作とは別にもう一つ独立した創作が完成されたもので、そ

こには第 106 条ノ 2にいう利用行為よりも「既得権」があるはずである。この場合の派生的著作物の利

用を禁じたり、焼却したりすることはフェアと考えにくい。したがって、遡及して保護する著作権者に

対する保護は、派生的著作物の著作権者に公平な範囲内で扱われなければならない。その解決策の一つ

として、派生的著作の著作権者から、遡及して保護される著作権者に対して適当な報酬を支払うことが

考えられる。これはベルヌ条約第 18 条第 3項にも容認するはずである。  
よって、著作権法第 106 条ノ 3第 1項及び第 3項に、改作することにより創作した派生的著作物の利用

者に二年間の猶予期間を与えて、期間内に引き続き利用することを認め、さらに原著作の著作財産権者

に対する使用料の支払いを免除するほか、民事、刑事責任をも問わない旨の文言を盛り込んだ。つまり、

二年の期間が終了した後、原著作の著作財産権者に使用料を支払わなければ、継続して派生的著作物を

利用することができなくなる。使用料を支払わない場合は一般の債権と債務の関係で、著作権侵害での

民事・刑事上の責任問題は生じない。  
   
第 106 条ノ 3  
“WTO 協定が中華民国の管轄区域内において発効する日の前に、第 106 条ノ 1の著作物を改作して完成

された派生的著作物（注：日本でいう二次的著作物）であって、本法の従来の規定により保護されるも

のは、発効日の後にも引き続き利用を継続することができ、第 6章（民事責任）及び第 7章（刑事責

任）の規定を適用しない。  
   
   
前項の場合においては、その発効日から二年を経過した後に、利用者は原著作物の著作財産権者に対し、

当該著作物の利用について通常話し合いを経て支払うべき使用料に相当する額を支払わなければならな

い。   

    前二項の規定は、派生的著作物の保護に影響が及ばない。”  
   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

II. 特許ライセンス公平取引法違反事例の 新動向 
ＣＤ-Ｒライセンスをめぐって、PHILIPS ら三社が台湾公平取引委員会から罰金処分を受けた事件に関

し、新しい動きがあったので、ご参考までに関連新聞記事をまとめてお送り致します。  
   
今年 1月頃、台湾 CD-R メーカー各社に対するライセンス供与を公平取引法に禁じられている連合行為

（日本独禁法でいう共同行為）に当たるとして、台湾公平取引委員会（以下は公平会という）が

PHILIPS、SONY、太陽誘電三社に多額の罰金処分を決めたことに関連するニュースが連日新聞紙の紙面

を賑わし、各界から注目を集めた。新しいライセンス供与をめぐって CD-R メーカー各社と交渉を進め

ている 中に、ロイヤリティーの引き下げに台湾側に有利な材料が一つ増えると受け止められたこの処

分も、行政院訴願審議委員会が先日、PHILIPS ら三社が提出した訴願について訴願成立との結論を出し

たことで実質上翻されることになり、情勢が一転した。  
公平会が 1月の処分の後も、PHILIPS ら三社のライセンス供与に違法行為が続けられていないか、引き

続き監視していた。一方、PHILIPS らが同処分を不服として訴願を提出したところ、訴願審議委員会か

ら理由不十分で原処分を取消すべき旨の決定が下された。  
CD-R に係る特許技術の多くを把握している外国企業は PHILIPS をはじめとして、各社が各自もってい

る特許技術をまとめて、台湾メーカーにライセンスする形を取っていた。事前許可が必要とされる連合

行為にあたる一括ライセンスによって優越的市場地位の濫用を狙い、ライセンス料を不当に維持するこ

とを図っているとした公平会の当時の見解に対して、訴願審議委員会は、「PHILIPS らは CD-R メーカ

ー各社に一括ライセンスか別々ライセンスをするかの選択肢を用意した。自由にライセンスの形を選ぶ

ことができるならば、ロイヤリティー（ライセンス料）の支払いをめぐる紛争に公平取引法が介入する

余地がない。メーカーが一社だけの技術供与を受けては、CD-R のライセンス生産が不可能だ。三社が

水平的競争関係にあるからといって、連合行為の成立を認定するのは如何なものか、と公平会の判断に

態度を保留する」としている。  
公平会の処分をきっかけに、ライセンサーがロイヤリティーの引き下げに譲歩するのではないか、一時

明るい希望をもたらしたが、今回の処分取消しで、ライセンサーが要求するライセンス料をどう減らす

かがやはり大きな課題として残されている。また、優越的地位の濫用が疑われるライセンス契約におい

ての公平会による公平取引法の運用がつまずいたとの声も聞こえる。しかし、厳しい現実を直視しなけ

ればならない。ライセンス生産で世界市場を徐々に自分のものにしてきた見事な実績とは裏腹に、台湾

の各種記録媒体メーカーは、依然に主導権を握られたまま、身じろぎも自由にできない。  
   
III.著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付に関連する事件の処理原則  
20010115 改正  
1 目的  
 事業の公平競争を確保し、取引の秩序を維持し、また事業が著作権、商標権或いは特許権を濫用し、

不当に競争相手が著作権、商標権或いは特許権等を侵害する旨の警告状を外部へ送付する紛争事件を有

効に処理するために、本処理原則を制定する。  
   
2 用語定義  
本処理原則が称する警告状の送付は、事業が下記の方式を用いて、それ自身或いは他の事業の取引相手

もしくは潜在的な取引相手に対して、他の事業が前掲事業自身が所有する著作権､商標権或いは特許権

を侵害する旨の消息を頒布する行為を指す。  
1)，警告状； 
2)，敬告状； 
3)，弁護士状； 
4)，公開状； 
5)，新聞広告； 
6)，其の他の事業自身或いは他の事業の取引相手もしくは潜在的な取引相手に対して知らせ得る方式。  
   
3 著作権､商標権或いは特許権を行使する正当行為の例ーその 1  
 事業が下記の手続きの何れを実践し権利侵害を確認した後に、警告状を送付する場合、其の行為は著

作権法､商標法或いは特許法による権利行使の正当な行為とされる。  
 1)､裁判所の一審判決を経て著作権､商標権或いは特許権の侵害を確認できるもの。  
 2)、著作権､商標権或いは特許権を侵害し得る容疑対象物を、司法院と行政院によって協調指定され

た鑑定専門機構に送付し、鑑定報告書を作成してもらった上に、かつ警告状の送付に先だって侵害容疑

の製造者､輸入者或いは代理商社に対して通知をし、侵害の排除を要請したもの。  
 事業が前項第 2号の後半に掲げられる侵害廃除の通知を実践しないときでも、合理的な可能な範囲内

の注意義務を尽くした場合、もしくは前項の通知が客観上不可能な場合、権利行使の正当な行為とみな

すことが出来る。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
4 著作権､商標権或いは特許権を行使する正当行為の例ーその 2  
 事業が警告状を送付する前に、下記の手続きのいずれを実践し､かつ第 6点から第 9点の違法事情が

存在しない場合、其の行為は著作権法､商標法或いは特許法による権利行使の正当な行為とされる。  
 1)､警告状に司法院と行政院によって協調指定された鑑定専門機構に該当せぬ（他の主体が作成し

た）鑑定報告書の添付があり、かつ警告状の送付に先だって侵害容疑の製造者､輸入者或いは代理商社

に対して通知をし、侵害の排除を要請したもの。  
 2)､警告状において、其の著作権､商標権或いは特許権の明確な内容､権利範囲及び侵害される具体的

な事実につき明瞭な説明を付し、かつ警告状の送付に先だって侵害容疑の製造者､輸入者或いは代理商

社に対して通知をし、侵害の排除を要請したもの。  
 事業が前項第 2号の後半に掲げられる侵害廃除の通知を実践しないときでも、合理的な可能な範囲内

の注意義務を尽くした場合、もしくは前項の通知が客観上不可能な場合、権利行使の正当な行為とみな

すことが出来る。  
   
5 第 3 点と第 4 点を実践せずに警告状を送付する状況に関する処理  
 事業が第 3 点或いは第 4 点の手続きを実践せずに、直に警告状を送付し、其の行為が取引の秩序に影

響を与えるに足りる場合、公平取引法第 24 条の規定に違反するとされる。直ちに本委員会が処分を作

成する前に、事業が裁判所の第一審判決を提示し､（警告状の主張の正当性を）証明するものについて

は、其の限りでない。  
   
6 公平取引法第 19 条が規定した違法構成要件  
 事業が第 4 点の規定に従った場合でも、送付された警告状が特定の競争相手を損害することを目的と

し、競争相手の取引相手に同競争相手と特定の交易を拒否するよう勧誘する内容を含む時、其れが競争

を制限する又は公平競争を妨害する恐れを有する場合、公平取引法第 19 条第 1号の規定に違反すると

される。  
 前項の行為に従事する事業が、競争者の取引相手に自分と取引を行うように勧誘し、其れが競争を制

限する又は公平競争を妨害する恐れを有する場合、公平取引法第 19 条第 3号の規定に違反するとされ

る。  
   
7 公平取引法第 21 条が規定した違法構成要件  
 事業が第 4 点の規定に従った場合でも、送付された警告状が警告状の名義人自身の商品又は服務に関

して、虚偽不実或いは他人を誤解させる陳述を含む場合、公平取引法第 21 条の規定に違反するとされ

る。  
   
8 公平取引法第 22 条が規定した違法構成要件  
 事業が第 4 点の規定に従った場合でも、送付された警告状が競争の損害を目的とし、競争相手の営業

信用と名誉を毀損するに足りる虚偽事情の陳述がある場合、公平取引法第 22 条の規定に違反するとさ

れる。   
   
9 公平取引法第 24 条が規定した違法構成要件  
  事業が第 4 点の規定に従った場合でも、送付された警告状が下記のいずれの状況に該当し、それが交

易の秩序に影響を与えるに足りる場合は、公平取引法第 24 条に違反するとされる：  
1)､警告状の名義人が合法の著作権､商標権或いは特許権を持っていない場合；  
2)､著作権､商標権或いは特許権の権利範囲を誇示又は拡張する場合；  
3)､虚偽の陳述を以って、特定の競争相手又は漠然と示唆される市場における他の競争者が警告状の送

付主の著作権､商標権或いは特許権を侵害することを暗示すること；  
4)､その他第三者を欺瞞するあるいは著しく公平を失する陳述の内容を含む場合。  
   
10 不当に異業種事業に対して権利侵害の主張を公表する事案に対する本規定の適用  
  事業が異業種の事業に対して、自身の著作権､商標権或いは特許権が侵害される旨の警告状を不当に

公表し、従って不公平競争の事情を醸成する場合に於いても、本規定の適用を受けられる。  
============================================================================================

====  
▲其の他参考条文  
公平取引法 
第 22 条  
事業は、競争の目的をもって他人の営業上の信用を害するような不実な事項を陳述又は散布してはなら

ない。  
第 37 条  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

第 22 条の規定に違反したものは、行為者を１年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 5千万元以

下の罰金を科し又は併科する。  
前項の罪は親告罪とする。  
第 19 条   
次に掲げる行為の一に該当し、競争を制限し、又は公正な競争を妨害するおそれがあるものは、事業は

これを行ってはならない。  
一．特定企業を損害する目的をもって、他企業又は企業団体をして当該特定企業に対し、供給、購買又

はその他の取引を断絶する行為。  
二．正当な理由なく、他企業に対し、差別待遇を与える行為。  
  三．脅迫、利益による誘引又はその他不正当な手段で、競争者の取引相手方をして自己と取引を行う

行為。  
四．脅迫、誘利又はその他不正当な手段を用いて、他企業をして価格上の競争をせず、結合又は連合に

参与させない行為。  
  五．脅迫、利益による誘引又はその他不正当な手段を用いて、他の事業の製造販売の秘密、取引相手

方の情報或いはその他技術的秘密を獲得する行為。  
  六．取引の相手方の事業活動に不正当な制限を加えることを条件に取引を行う行為。  
第 21 条   
事業は、商品又はその広告の上において、或いはその他公衆が知ることができる方法によって、商品の

価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、有効期限、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、

加工者、加工地等について虚偽不実、若しくは錯誤に導く表示又は標記を行ってはならない。   
事業は、前項の虚偽不実又は錯誤に導く表示を記載した商品の販売、運送、輸出又は輸入をしてはなら

ない。  
  前二項の規定は事業のサービスにこれを準用する。  
広告代理業者があきらかに承知又は承知し得る情況下におかれているにもかかわらず、錯誤に導く広告

を制作又は設計したものは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告媒体業者がその伝達又は掲載の

広告が錯誤に導くおそれがあることをあきらかに承知又は承知し得るにもかかわらず、伝達又は掲載し

たものは、又広告主と損害賠償の連帯責任を負う。   
第 22 条  
  事業は、競争の目的をもって他人の営業上の信用を害するような不実な事項を陳述又は散布してはな

らない。  
第 24 条  
  本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取引秩序に影響するに足りる欺罔又は著しく公正

さを欠く行為を行ってはならない。  
   
刑法 
第 304 条  強制罪 
強暴又は脅迫を以って他人に義務のないことをさしめる､若しくは権利の行使を妨害するものは、三年

以下有期懲役､勾留又は 300 元以下の罰金に処する。  
第 305 条  恐喝危害安全罪 
他人の生命､身体､自由､名誉又は財産に対する害を与えることで恐喝をし、よって他人の安全に危害を

至らせる者は、二年以下の有期懲役､勾留､又は 300 元以下の罰金に処する。  
   
▲            解析--著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付に関連する事件の処理原則  
   
商業活動を遂行する中で、他人が自分に実害或いは脅威を及ぼしそうな事情に気づく場合、其の当事者

に対して現状を究明してもらって、注意を提起することが普通である。こういう時は、自分の利益が登

録や創作などの条件に基づいて権利として保護されている、例えば著作権、商標権或いは特許権の場合

と、実態権利は無いが相手の行為が不正競争防止法に規制される対象の場合などに実態権利状態の有無

等の条件が異なるので、対処方法と留意点も分かれる。   
台湾では、知的財産権の意識が向上する中、知的財産権侵害が企業間紛争の火種になる事案が年増しに

多発する。景況の影響もあろうか、市場戦略の見地とローヤルティを取り立てる目的などに駆られて外

国の優良企業が主導する侵害訴訟は増える一方だが、ドメスティックの地場企業同士も熾烈に知的財産

権侵害事件で鬩ぎ合う。次第に、知的財産権侵害が企業競争の切り札になりつつあるが、警告状や新聞

広告の乱発による営業妨害の懸念は権利濫用さしめないための正当な権利行使への反省が広範に進み、

つい公平取引委員会の処理原則の制定に導いた。（著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の

送付に関連する事件の処理原則・1997 年 5 月初制定・2001 年 1 月 新改正）  
  同原則は 10 か条設けてあるが、大原則をまとめれば次のとおりである：  
1，警告状の送付手順  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

原則上、警告状の送付に先だって侵害容疑の製造者､輸入者或いは代理商社に対して通知をし、侵害の

排除を要請することが必要である。但し、事業が上記の侵害廃除の通知を実践しないときでも、合理的

な可能な範囲内の注意義務を尽くした場合、もしくは前項の通知が客観上不可能な場合、権利行使の正

当な行為とみなすことが出来る。（処理原則第 3点から第 5点まで）  
2，警告状の内容と添付書類の要求  
（1）権利主張を明確にするための措置  
警告上を送付する前に、裁判所の一審判決を経て著作権､商標権或いは特許権の侵害を確認できるもの

は必ず公平取引法に抵触しない。それほど出来なくても、著作権､商標権或いは特許権を侵害し得る容

疑対象物を、司法院と行政院によって協調指定された鑑定専門機構に送付し、鑑定報告書を作成しても

らって、其の鑑定内容を掲示すれば正当化できる。（処理原則第 3 点から第 5点まで）  
 （2）競争相手の営業を妨害しないこと  
形式的な措置をクリーアしても、実質上の競争妨害の配慮も必要。公平取引法第 19 条、第 21 条、第

22 条又は第 24 条などに違反しないために、関係者の商業信用、市場における競争基本条件への尊重を

念頭に置く必要がある。（処理原則第 6 点から第 10 点まで）  
   
▲特別状況 
 近、日本や米国諸外国における特許などの権利を台湾のメーカーや貿易会社に主張する事案が発生

する。外国での権利を台湾国内のものに通告するための書状は、上記の著作権､商標権及び特許権の侵

害に関わる警告状の送付に関連する事件の処理原則の適用対象になるかどうかがまず問題になるが、原

則上警告状のあて先が台湾の業者になるので、同公平取引法と処理原則の管轄下に入ると思われる。  
 また、実態権利の有無によって、警告状の扱いも多少異なると懸念する向きもいるが、何れ権利主張

の基礎となる準拠法に基づく（1）権利侵害実態の分析と（2）関連法律の問題提示が二大ポイントであ

ることは変わりない。  特許権や意匠権を保有していない場合の対応は、原則上類似の配慮を要するが、

侵害する権利に関する説明がそれなりに異なる。即ち､特許や意匠の侵害意見書の形態と違い､この場合

では不正競争防止法違反の根拠に関する 低限の説明と論理を解き明かす必要がある。  
   
1､警告状の送付が公平取引法が取り締まる営業妨害行為を構成しないための基本措置：  
(1)警告状の送付手順：  
まずは侵害容疑品を製造又は提供元若しくは入荷元を勤めるサプライ業者自体に対する警告状の発送。

侵害容疑品の元となるものにあらかじめコンタクトせず直にその他の第三者､例えば零細商社と小売店

らに対して警告状を送付すると営業妨害の懸念が高まるのでご留意下さい。  
(2)文面と内容：  
権利存在の捏造は禁止。また、権利範囲と存続期間も虚偽表示してはいけない。其の上、特許や意匠が

如何に侵害されているかについての説明又は技術解析等の裏付も必要。単なる特定の行為を差し止めや

不遠慮な損害賠償の金額を直訴するだけの文脈では、たとえ第三者への送付がなくても、極端な場合で

はあるが強制罪乃至恐喝罪の成立が考えられる。 低限の、即ち権利侵害の実態を客観的に理解できる

程度の技術内容の説明を設け、敬告内容の合理性を確保する。又､過激なようご表現を避けて､侮辱を感

じさせない様心がけること。  
   
   
IV. 技術実施許諾協定に関する審理の処理原則（行政院公平交易委員会 審理技術授権協議案

件処理原則） 
   
2001 年１月１８日 第４８１回委員会 制定 
2001年１月２０日(90)公法字第00222 号 告示 
  
 科学技術の進歩に従い、産業における取引の型態は、伝統的な有形商品の買売及び役務の提供にとど

まらず、知的財産権の利用許諾をもその内容としてきている。知的財産権の実施許諾（ライセンス）を

通して、実施許諾者（ライセンサー）はそのライセンスにより一定の経済利益を得ることができ、被許

諾者（ライセンシー）もこのライセンスを得た技術の利用により新しい商品市場の開拓をすることがで

きる。したがって、技術取引を代表する「專利」（特許・実用新案・意匠の総称）及び専門技術（ノウ

ハウ）の実施許諾協定（ライセンス協定または契約）は、ライセンス技術の充分な利用に対し競争を促

進する効果をもつものである。しかし、技術ライセンス協定のライセンサーは、その市場での影響力を

増加させるため或いはライセンス協定の当事者間において相互の競争を回避するために、往々にして技

術ライセンス協定に若干の制限条項を附加し、その市場における地位を引き上げ高い経済利益を得よう

とすることがあるものである。これら限制条項に不当な運用があれば、当該ライセンス技術に独占が生

じるだけでなく、競争の制限や不公正競争が生じることとなり、「公平交易法」違反となる虞がある。

行政院公平交易委員会は、公平交易法の関連規範をさらに具体化するため、当委員会の過去の関係事案



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

における経験及び我国の現在の産業発展状況をもとに、また米国、日本及びＥＵの技術実施許諾に関す

る規定を参考にし、その運用基準をさらに明確にすることを期し、業者の遵守と関連案件処理に資する

よう本処理原則規定を定めるものである。  
一、（本処理原則の目的）  
 行政院 公平交易委員会（以下本委員会という）は、技術ライセンス案件の処理にあたり、公平交易

法の関連規範を具体化し、運用基準のさらなる明確化を期し、業者の遵守と関連案件処理に資するよう、

本処理原則を定める。  
二、（定義） 
 （一） 本処理原則において技術許諾協定（ライセンス協定）とは、特許実施許諾、ノウハウ実施許

諾、または特許及びノウハウの混合実施許諾に関するライセンス協定をいう。  
   
 （二） 本処理原則において特許とは、我国「專利法」により取得された特許または実用新案をいう。

我国において特許・実用新案を取得していないものにつきなされたライセンス協定で、我国の特定の市

場に対し競争の制限若しくは不公正競争の影響を生ぜしめるものについては、本処理原則の規定を準用

する。  
 （三） 本処理原則においてノウハウ（専門技術）とは、方法、技術、製造工程、配合方法、プログ

ラム、設計またはその他生産、販売若しくは経営に用いることのできる情報で、以下の要件に適合する

ものをいう。  
１、一般の当該種類の情報に関わる者に、知られていないもの  
２、その秘密性により実際的または潜在的な経済価値を有するもの  
３、所有者がすでに合理的な秘密保護措置をとっているもの  
 （四） 本処理原則にいう「商品」は、役務を含むものとする。  
三、（基本原則） 
 本委員会の技術ライセンス協定案件の審理は、ライセンサーが特許またはノウハウを有することによ

り、その特定の市場において市場力（market power）を有すると推定するものではない。  
四、（本処理原則の審査判断の順序）  
 （一） 本委員会の技術ライセンス協定案件の審理は、先ず公平交易法第４５条規定による審査をす

るものとするが、形式上專利法などに基づく権利行使の正当行為であっても、実質上特許権などの正当

な権利の行使範囲を超え、專利法などの発明創作の保障の立法趣旨に違背するときには、公平交易法及

び本処理原則により処理をしなければならない。  
（二）                   本委員会の技術ライセンス協定案件の審理は、ライセンス協定の形式若しくは

用語の拘束を受けるものではなく、技術ライセンス協定が以下の特定市場（relevant markets）に対し、

実際に若しくは可能性として競争の制限または不公正競争の影響を生ずるものではないかを重視するも

のである。  
   
１、ライセンス技術を利用し製造または提供した商品の属する「商品市場」（goods markets）  
２、当該特定技術と代替性を有することにより範囲の画される「技術市場」（technology markets） 
３、商品の研究開発に従事する可能性をもって範囲の画される「革新市場」（innovation markets） 
 （三） 本委員会の技術ライセンス協定案件の審理は、関連ライセンス協定内容の合理性を考慮する

だけでなく、以下の事項を斟酌しなければならない。  
１、ライセンサーがライセンス技術について有する市場力  
２、ライセンス協定当事者の特定市場における市場地位及び市場状況  
３、ライセンス協定が増加させた技術の利用機会と競争排除効果の影響の程度  
４、特定市場への進出の難易度  
５、ライセンス協定の制限期間の長短  
６、特定ライセンス技術市場の国際慣例または業界慣例  
五、（公平交易法に違反しない事項の例示）  
 技術ライセンス協定が以下の事項についてした取決めは、公平交易法の競争の制限または不公正競争

の規定に違反するものではないものとする。ただし、前述 三、四により審査斟酌し不当であるとされ

たものは、この限りでない。  
 （一） ライセンシーの実施範囲を製造、使用または販売に限るとする制限条項。  
 （二） 特許の有効期間内において、ライセンス協定に対してした期間の制限。ノウハウがライセン

サーに帰責できない事由において、ライセンスしたノウハウが営業秘密性を喪失するにいたったもので、

公開される以前にされたライセンス協定期間の制限も同様とする。  
 （三） ライセンス技術が製造過程の一部分である若しくは部品に属するものであり、計算上の便宜

のため、ライセンス技術の使用により生産した 終商品の製造、販売量またはライセンス技術商品製造

に必要な原料、部品の使用量若しくは使用回数をもって、ライセンス費用の計算基準とするもの。  
 （四） 特許ライセンス費用の支払いを分割払いまたは実施後の後払いにより支払いするとしたもの

で、ライセンシーが特許存続期間の満了後もその使用したライセンス技術の実施費用を支払わなければ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ならないとしたもの。 ライセンサーに帰責できない事由によりノウハウが公開されても、ライセンシ

ーは一定の期間一定の方法により当事者の自由意思に基いて決定されたライセンス費用を、継続してラ

イセンス協定が失効または終了となるまで支払わなければならないとしたもの。  
 （五） 技術ライセンス協定が、ライセンシーは改良技術または新しい応用の方法を非独占方式によ

り原ライセンサーにライセンス許諾すると取決めしたもの。  
 （六） 技術ライセンス協定が、ライセンシーにその 大の努力を尽くしライセンス商品を製造、販

売するよう取決めしたもの。  
 （七） ノウハウライセンス協定が、ライセンシーはライセンス期間またはライセンス協定満了後も、

営業秘密性を有するノウハウに対し秘密保持義務を有すると取決めしたもの。  
 （八） ライセンサーがライセンス費用の 低収入を確保するため、ライセンサーがライセンシーに、

ライセンス技術を利用した商品製造の 低量、ライセンス技術の 低使用回数 または商品販売につい

ての 低量を要求する取決めをしたもの。  
 （九） ライセンス技術が一定の効能に達するようにしライセンス商品に一定の品質を維持させるた

めに必要な範囲において、ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術の商品、原材料、部品

などについて一定の品質を維持する義務があるとするもの。  
 （十） ライセンシーはライセンス技術について、その移転または再許諾行為をしてはならないとす

るもの。但し、ライセンサーとライセンシーに別段の取決めのあるものは、この限りでない。  
 （十一） ライセンスの特許が有効であるまたはライセンスのノウハウが営業秘密となっていること

を前提とし、ライセンシーはライセンス協定満了後ライセンス技術を継続実施はできないとするもの。  
六、（公平交易法に違反する事項の例示）  
 （一） 競争関係にある技術ライセンス協定当事者間において、契約、協定またはその他の方式の合

意をもって、共同でライセンス商品の価格決定または数量、取引対象、取引地域、研究開発領域等の制

限をし、相互に当事者間の事業活動を制約し、特定市場の機能に影響を与えるものは、公平交易法第１

４条規定に違反するものである。  
   
 （二） 技術ライセンス協定の内容が、以下に掲げる各号の一に該当し、特定市場に対し競争の制限

または公正な競争を妨げる虞のあるものは、公平交易法第１９条第６号の規定に違反するものである。  
１、 ライセンス協定の当事者または関連事業が、競争商品の研究開発、製造、使用、販売などについ

て競争行為をすることを制限するもの。  
２、 顧客を隔離する目的で、特定の販売方式を使用しなければならないと規定するもの、ライセンス

協定相手方の技術使用範囲若しくは取引対象を制限するもの。  
３、 ライセンシーに、その必要としない特許若しくはノウハウの購入、受入れまたは使用を強制する

もの。  
４、 ライセンシーに、ライセンスを受けた特許若しくはノウハウについてした改良を、独占の方式を

もってライセンサーにフィードバックすることを強制するもの。  
５、                                    ライセンスした特許が消滅した後、若しくはノウハウがライセンシ

ーに帰責できない事由により公開された後において、ライセンサーがライセンシーの当該技術の自由使

用を制限するもの、またはライセンシーにライセンス実施費用の支払いを要求するもの。  
   
６、 ライセンシーの技術ライセンス協定満了後における、競争商品の製造、使用販売、または競争技

術の採用を制限するもの。  
７、 ライセンシーのその製造、生産したライセンス商品について、第三者への販売価格を制限するも

の。  
８、 技術ライセンス協定が、ライセンシーのライセンス技術の有効性について論議することを制限す

るもの。  
９、 ライセンサーが、ライセンシーにライセンスした特許の内容、範囲または有効期限等の情報の提

供を拒否すること。  
 （三） 技術ライセンス協定の当事者が独占的事業者であるとき、本項に例示された行為形態への該

当が、公平交易法第１０条の規定に違反するか否かについては、具体的な個別の事案によってこれを判

断する。  
   
七、（公平交易法に違反する可能性のある事項の例示）  
 （一） 技術ライセンス協定の内容が、特定市場において競争の制限または公正な競争を妨げる虞を

有するものは、公平交易法第１９条第６号の規定に違反する可能性のあるものである。  
１、 特許ライセンス協定が、特許の有効期間において、我国の領域内でライセンス地域の区分制限を

するもの。ノウハウライセンス協定が、ライセンサーに帰責できない事由によりライセンスしたノウハ

ウが営業秘密性を喪失したもので、公開される前のノウハウに対する区域制限も、同様とする。  
２、 制限の範囲が応用領域とは関連がないにもかかわらず、ライセンシーの販売範囲または取引対象

に制限をするもの。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ライセンシーの実施できるライセンス技術の応用領域及び範囲に制限条項を定めるもの。  
３、 ライセンシーの商品製造若しくは販売に上限を設け、またはその特許、ノウハウ使用回数に上限

を設け制限するもの。  
４、 ライセンシーに、必ずライセンサー若しくはその指定するものを通して販売をするよう要求する

もの。  
５、 ライセンシーのライセンス技術使用の有無を問わず、ライセンサーがライセンシーの特定の商品

の製造若しくは販売量により、ライセンシーにライセンス実施費用を支払うよう要求するもの。  
 （二） 技術ライセンス協定のライセンサーがライセンシーに対し、原材料、部品などをライセンサ

ー若しくはその指定する者から購入するよう要求するものが、ライセンス技術を一定の効能に達するよ

うにしライセンス商品の商標の信用評判を維持 またはノウハウの秘密性を保持するための合理的で必

要な範囲内のものではなく、特定市場において競争の制限または公正な競争を妨げる虞を有するものは、

公平交易法第１９条第１号または第６号の規定に違反する可能性のあるものである。  
 （三） 技術ライセンス協定が正当な理由なく、取引条件、ライセンス実施費用等について、ライセ

ンシーに対し差別待遇をする行為が、特定市場において競争の制限または公正な競争を妨げる虞を有す

るものは、公平交易法第１９条第２号の規定に違反する可能性のあるものである。  
八、（補充規定） 
 技術ライセンス協定の内容が、本処理原則の例示する行為形態に属さないものは、公平交易法の規定

に基づき、具体的個別の事案によりこれを判断する。  
 


