
は し が き

　昨今、アジアの各国が元気である。
　日本との知的財産関連の連携体制の強化（共同研究開発、ライセンス、現
地子会社の設立、ベンチャービジネスの展開等）が促進される一方で、権利
の侵害等に関連する係争事件も増加している。

　アジア諸国のなかでも、特に日本にとって重要なパートナーである中国、
インド、韓国、台湾における現地企業とのトラブルが多発している。その原
因は、日本と現地における法規制の違いについて―、あるいは、各種契約（例
えば共同研究開発契約、共同出願契約、ライセンス契約等）に対する各国独
自の規制・体系について―、これらを充分把握しないまま、契約の際に、日
本国内と同様の内容及び実質的な対応をとることにある。結果として、トラ
ブルに巻き込まれるケースが多く見受けられる。
　そこで、本書では上記 4カ国に焦点を絞り、現在最も多く締結されている
共同研究・開発契約、共同出願契約及びライセンス契約を対象として、契約
条項の決め方及び内容に関して留意すべき事項並びに各国における独自の法
規制について、できるだけ詳細かつ簡潔に解説する。

　本書が、皆様の当該各国における知的財産関連活動の参考になれば幸いで
ある。

� 平成22年 2月吉日

� 新出　篤弘/林田　淳也
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1 ．略記について
　本文中の以下の用語については、略記で表記した。

中国編
　現行法：特許法（第 3次改正）
　旧法　：特許法（第 3次改正前）
　新条例：技術輸出入管理条例（2002年 1月 1日施行）
　司法解釈（69・70・72頁）：�最高人民法院「特許紛争事件の審理に法律

を適用する問題に関する若干の規定」（法釈
（2001）21号2001年 7月１日施行）

�　　　　　（28・51・69頁）：�最高人民法院「技術契約紛争事件の審理に法
律を適用する若干の問題に関する解釈」（法
釈（2004）20号2005年 1月 1日施行）

�　　　　　（65～67頁）　　：�最高人民法院「特許権侵害紛争事件の審理に
おける法律の適用に関する若干の問題に関す
る解釈」（法釈（2009）21号2010年１月１日
施行）

台湾編
　審理法：知的財産案件審理法

2．太字表記について
　基本的に本文は明朝体で記載されているが、本文中で特に重要だと思われ
る用語及び文章に関しては太字のゴシック体を使用した。



【参考文献】
　本書を著すにあたって参考にさせていただいた文献は以下のとおり。
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第 1 章　各種契約書作成の際の留意点

各国共通

契約例▶
　本契約は日本語で作成されたものを正本とし、翻訳等の目的のために中国
語（韓国語）で作成されたものは、正本とはみなさないものとする。

　言語統一で意見が合わない場合には、両者が正確かつ共通して解釈で
きる用語として、英語を使用するようにする。万が一、現地用語（中国
語、韓国語等）を使用する場合でも、自社の現地関係会社の社員に翻訳
させるのではなく、現地で日本語が理解できる特許事務所や法律事務所
で、法律用語がわかる弁理士又は弁護士に内容をチェックしてもらうこ
と。契約で使用する用語は、日常会話で使用する言語とは違うことをま
ずは認識すべきである。

1 　外国との契約においては、契約言語をどのよ
うにするか

　中国、台湾、韓国では、日本の出先企業が多いため、契約言
語は日本語でも可能なケースが比較的多い。
　ただし、なかには、契約言語を日本語と現地語の二本立てと
するような条項（使用言語に関する条項）を現地側では要求し
てくる場合がある。かかる場合は、言語を日本語に統一し、現
地語（例えば、中国語、韓国語等）は翻訳としての位置づけと
し、正本は、日本語である旨を契約書中に明確に規定すること
が必要。
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通理由▶

　異なる言語を正本とすれば、重要な契約条項や法律解釈で認識や理解に違
いが生じ、争いに発展するケースが多いからである。

　かかる場合には、日本語と現地用語（中国語、韓国語等）との整合性
を誰が証明してくれるのかという問題が発生する。英語にすれば、世界
共通語であるため、その解釈で意見が異なるというリスクは、上記に比
べて低くなる。

ビジネスに即役立つ事例

塗装原料等の加工をしている日本のA企業と中国上海にある塗
装原料加工品の製造及び販売をしているB公司（A企業と上海の企

業との合弁会社）と、ノウハウ技術のライセンス契約を締結する

ことになった。相談を受けた契約案の内容は日本語で記載されて

いたため、日本語が正式用語として使用されるものと思っていた。

　A企業の担当者の話を聞くと、実際には、日本語と中国語（北京

語）をそれぞれ作成し、各自がそれぞれの用語を使用した契約書

を所有することで合意が成立していることを知った。しかも、中

国語の作成は、A企業の現地子会社の中国人（法律の専門家ではな

い）が作成したものであった。

　そこで、契約書正本を � カ国語で作成した場合、その内容の整

合性は誰が判断するのか、特に、重要な技術情報の特定（中国で

は情報の漏洩について充分なリスク管理をする必要がある）にお

いて、両方の契約書で対象技術について共通の理解が得られてい

るのか等の問題点を指摘した。

最終的には、契約書正本に使用する用語は日本語とし、中国語
は契約の翻訳書面として使用することになった（更に、当該中国

語の翻訳書面についても、中国における弁護士（日本語及び技術

内容も理解できる人）に委任し、作成してもらった。
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　したがって、国際契約上明確にすべき規定（例えば、言語の統一、契
約解釈、法制との関連、損害賠償、裁判又は仲裁管轄など）は契約書の
なかに漏れなく記載する必要が生じる。

理由▶
　たとえ、日本人同士（相手が現地会社の場合）であっても、また、契約内
容が簡単な秘密保持契約、共同研究契約、売買契約等であっても、更に、日
本語を正式言語として使用しても、国が異なると現地の法制や規制が関連し
てくる場合があり、これらを無視して締結又は実施することはリスクを伴う
ことになる。

　この点を充分認識して、各条項を規定するように心がけたい。ほとん
どの国では、契約上の取決めが優先されるが、当該取決めがない場合に
は、各国毎の法制や規制に基づき解釈される。そのために、重要事項に
ついては、必ず明記すること。
　各国毎の独自の規制内容については第 � 章で詳細に説明する。

2 　国際契約であることを認識すること

　日本語を使用したとしても、また、契約相手先が日本発の現
地会社であっても、契約当事者が異なる国にまたがる場合には、
当該契約は国際契約とみなされる。

ビジネスに即役立つ事例

医 薬品の原料メーカーであるA企業と、化学系のB企業が中国
の北京で起業したX公司との間で、取引契約を日本語で締結する

ことになった。
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　これまでも、A企業とB企業間では当該原料の売買について取引

関係があり、両者は、その延長上のつもりで、日本での契約条件

をそのまま置き換えて使用するつもりでいた。つまり、日本企業

と日本系の会社との取決めであっても、当該原料を使用するのが、

現地（中国本土）であり、契約は国際契約になるという認識がなかっ

た。

このため、国際契約として重要な条項である準拠法、係争解決
策（仲裁か裁判か、裁判の場合の管轄地はどうするのか）、現地法

制との関わり等で規定しておくべき条項はないのか等について検

討し、必ず当該条項は規定するように助言した。
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理由▶
　契約内容によって規制の対象が異なってくる。

　例えば、秘密保持契約のつもりで契約を締結したとしても、単なる情
報の開示だけを対象としている場合と、評価（実験や研究を含む）をす
ることを前提とし、開示又は提供するものが情報だけでなく物品も含ま
れている場合では、規制の対象が異なる。情報だけの場合では、各国と
も規制は厳しくないが、物品の提供（物が異なる国に移行する場合）の
場合には、当該物品が現地で輸出を禁止している対象であるかどうか、
また、輸入を規制している対象であるかどうかをチェックする必要が
生じる。また、評価（実験や研究を伴う場合）の結果、生じた研究成果
の内容によっては（発明が生じた場合、物品の改良がなされた場合等）、
現地の特許関連法制や物品の海外への流出についての規制の有無によ
り対応が異なる。
　一見、物の売買や物の販売許諾契約のように見えても、実は、技術情
報（ノウハウの場合も含めて）のライセンスの形態にしないとおかしい
ような条項を入れている場合は、その対価が売買代金の場合と、実施料
を含む代金の場合とでは、やはり事後処理（例えば対価送金の限度額の
設定、税金対策等）で問題が生じる場合がある。
　契約のなかにあらゆる要素をひとまとめにするようなケース（例えば、

3 　契約の意図を必ず明確にすること

　共同研究契約なのか、受託契約なのか、共同出願契約なのか、
出願譲渡契約なのか、特許ライセンス契約なのか、ノウハウラ
イセンス契約なのか、単なる売買契約なのか、販売許諾契約な
のか、代理店契約なのか等、契約上の意図を用語として明確に
記載すること。
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特許と商標のライセンスが混在している場合等）もまれにあるが、かか
る場合には、規制対象が何になるのか明確でない場合があり、国によっ
ては、どの官庁に届け出ればいいのか、その判断基準が複雑になる場合
もある。
　現地の子会社と契約を締結する際にも、日本では移転価格の規制が対
象となり、また、現地でも同様な規制を強いている国もあるため、当該
処理事項を認識しながら、契約内容を決定する必要がある。

ビジネスに即役立つ事例

製品に貼付する磁気カード（バーコード的な活用）を専門に製
造販売している日本のAメーカーが、台湾における科学者であり、

自己の会社を立ち上げているB（及びB公司）との間でBが開発し

た新規な磁気カードを日本で製造販売するための契約について相

談を受けた。

　Aメーカーは、当該B（契約の体裁はB公司）より磁気カード用

の原体の供給を受け、日本のユーザーの要望に応じた形に加工し

て販売することを希望し、契約内容も販売契約の形態をとること

を希望した。ところが、相談内容を分析すると、Bは、当該磁気カー

ドの製造及びその加工について日本でも特許を保有しており、Bか

ら供給を受け、日本のユーザー用に加工するには、その加工につ

いての実施許諾を得る必要があることが判明した。

更 に、Bは自己保有の当該特許（日本及び台湾）をB公司に譲
渡しているため、B公司との間での実施許諾契約の体裁をとる必要

があること（販売契約であれば、Aが日本において磁気カード原料

を加工する権利の前提が明確にならないこと、当該契約が国際契

約であり、その契約の目的が単なる売買契約とライセンス契約と

では規制の対象が異なってくること等）を説明し、Aメーカー及び

台湾のB（及びB公司）も当方の助言を理解した。
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