
1

タイにおける知的財産権タイにおける知的財産権

の実施に関する全体像の実施に関する全体像
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TRIPTRIPｓｓ協定以前の保護付与協定以前の保護付与

知的財産は各国の国内法だけで保護されて知的財産は各国の国内法だけで保護されて

いた。いた。

パリ条約・ベルヌ条約などの多国間条約加盟パリ条約・ベルヌ条約などの多国間条約加盟

国もあった。国もあった。
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TRIPsTRIPs協定の由来協定の由来

知的財産の問題を貿易交渉に取入れたのは知的財産の問題を貿易交渉に取入れたのは

ガットガット･･ウルグアイウルグアイ･･ラウンドが最初であった。ラウンドが最初であった。

19941994年年44月月1515日、ガット加盟国は日、ガット加盟国はWTOWTOの設立の設立

を批准した。を批准した。
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TRIPsTRIPs協定の由来（続）協定の由来（続）

貿易関連の知的財産の側面に関する協定貿易関連の知的財産の側面に関する協定

（（Agreement on Trade Agreement on Trade ‒‒ Related Aspects of Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, including Trade Intellectual Property Rights, including Trade 

in Counterfeit Goodsin Counterfeit Goods ））

TRIPsTRIPs協定協定が結ばれる。が結ばれる。
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TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

加盟国は、知的財産権保護を自国と加盟国は、知的財産権保護を自国と

他の加盟国の国民に付与する。他の加盟国の国民に付与する。
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TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

他の加盟国への保護付与他の加盟国への保護付与

•• 内国民待遇内国民待遇、、National TreatmentNational Treatment

•• 加盟国は加盟国は最恵国待遇を最恵国待遇を受ける、受ける、MostMost--
FavouredFavoured--Nation TreatmentNation Treatment （（MFNMFN））



7

TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

同盟国の履行義務として、協定の規約同盟国の履行義務として、協定の規約

にある最低限の保護基準により知的財にある最低限の保護基準により知的財

産権保護・実施の効果的措置をしなけ産権保護・実施の効果的措置をしなけ

ればならなく、少なくとも知的財産権保ればならなく、少なくとも知的財産権保

護に関して８項目の法律を制定しなけ護に関して８項目の法律を制定しなけ

ればならない。ればならない。
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TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

第一項目第一項目 著作権と著作隣接権著作権と著作隣接権

仏暦仏暦25372537年（西暦年（西暦19941994年）の法律により、ベ年）の法律により、ベ
ルヌ条約を基礎とした著作権保護が付与さルヌ条約を基礎とした著作権保護が付与さ
れている。著作権者の排他的権利は、そのれている。著作権者の排他的権利は、その
権利貸与にまで保護が及ぶ。また、ローマ権利貸与にまで保護が及ぶ。また、ローマ
条約に従った著作隣接権保護が、条約に従った著作隣接権保護が、実演家実演家
や、レコード及び映像や、レコード及び映像を普及する組織にも与を普及する組織にも与
えられているえられている
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著作権と著作隣接権著作権と著作隣接権

•• 著作権法は民事著作権法は民事･･刑事の罰則規定を有する。刑事の罰則規定を有する。

•• 条件を満たせば、アイデアを表現すると、登条件を満たせば、アイデアを表現すると、登
録をすることなく、自動的に保護される。録をすることなく、自動的に保護される。

•• タイでは、知的財産局が、証拠として著作権タイでは、知的財産局が、証拠として著作権
申告を受理しているが、これは登録制度では申告を受理しているが、これは登録制度では

ない。ない。
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著作権と著作隣接権（続）著作権と著作隣接権（続）

著作者が、著作者が、タイ国籍でない者又は外国にタイ国籍でない者又は外国に

居住する者の場合には、以下の条件で著作居住する者の場合には、以下の条件で著作
権法に基づいた保護が付与される。権法に基づいた保護が付与される。

著作物を発行していない場合、著作者は、著作物を発行していない場合、著作者は、
タイが加盟している著作権保護条約（タイが加盟している著作権保護条約（ベルヌベルヌ
条約と条約とTRIPTRIPｓｓ協定）加盟国の協定）加盟国の国籍を有する者国籍を有する者
であるか、又は、その国内でその著作活動のであるか、又は、その国内でその著作活動の
全期間又は大半の期間を行っていること。全期間又は大半の期間を行っていること。
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著作権と著作隣接権（続）著作権と著作隣接権（続）

著作物の発行を行った場合、その最初著作物の発行を行った場合、その最初
の発行を、タイ又はタイが加盟している著作権保の発行を、タイ又はタイが加盟している著作権保
護条約加盟国で行っていること。もしくは、最初護条約加盟国で行っていること。もしくは、最初
の発行を加盟国以外の国で行い、その後その発の発行を加盟国以外の国で行い、その後その発
行を、タイ又はタイが加盟している著作権保護条行を、タイ又はタイが加盟している著作権保護条
約加盟国で、最初の発行の日から起算して約加盟国で、最初の発行の日から起算して3030日日
以内に行った場合。以内に行った場合。
あるいは、最初の発行を行った時に、著作者あるいは、最初の発行を行った時に、著作者

はタイが加盟している著作権保護条約加盟国のはタイが加盟している著作権保護条約加盟国の
国籍を有しているか、もしくは、最初の発行を国籍を有しているか、もしくは、最初の発行を
行った時に、著作者が、タイ又はタイが加盟して行った時に、著作者が、タイ又はタイが加盟して
いる著作権保護条約加盟国に滞在していた場いる著作権保護条約加盟国に滞在していた場
合。合。
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TRIPsTRIPs協定による権利付与協定による権利付与

第二項目第二項目 商標商標

タイでは、仏暦タイでは、仏暦25342534年（西暦年（西暦19911991年）の年）の

商標法が商標とサービスマークに保護を商標法が商標とサービスマークに保護を

付与している。付与している。
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商標商標

•• 商標保護は自動的に発生しない。商標の所商標保護は自動的に発生しない。商標の所

有者は、登録をして完全な保護を受ける。有者は、登録をして完全な保護を受ける。

•• 登録がない場合に、告訴できるのは、刑法に登録がない場合に、告訴できるのは、刑法に

基づく商取引に関する犯罪の場合か、もしく基づく商取引に関する犯罪の場合か、もしく

は有名商標の場合のみである。は有名商標の場合のみである。



14

商標（続）商標（続）

外国で最初の登録出願をした商標の保護に外国で最初の登録出願をした商標の保護に

ついては、最初の登録日から起算してついては、最初の登録日から起算して66ヶ月以ヶ月以

内にその商標登録出願をタイで行えば、タイで内にその商標登録出願をタイで行えば、タイで

も保護が付与される。更に、外国での最初のも保護が付与される。更に、外国での最初の

商標登録出願日が、タイでの商標登録出願日商標登録出願日が、タイでの商標登録出願日

とみなされる。とみなされる。
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商標（続）商標（続）

初回の商標登録出願国は、タイに事業の初回の商標登録出願国は、タイに事業の

本店を持つ者、又はタイ国籍の者に対し同様本店を持つ者、又はタイ国籍の者に対し同様

の権利を付与しなければならない。更に、初の権利を付与しなければならない。更に、初

回の商標登録出願国は、出願者の真正な事回の商標登録出願国は、出願者の真正な事

業の主たる事務所がある国か、出願者が居業の主たる事務所がある国か、出願者が居

住する国であるか、又は出願者が国籍を有住する国であるか、又は出願者が国籍を有

する国であることなどの条件がある。する国であることなどの条件がある。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第三項目第三項目 地理的表示地理的表示

タイの仏暦タイの仏暦25462546年（西暦年（西暦20032003年）の地理年）の地理
的表示保護法は、公衆を誤認させる地理的的表示保護法は、公衆を誤認させる地理的
表示の使用防止、及びパリ条約に従った商表示の使用防止、及びパリ条約に従った商
取引の不正競争防止を規定している。取引の不正競争防止を規定している。
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地理的表示地理的表示

外国の地理的表示がタイで保護を受ける外国の地理的表示がタイで保護を受ける

には、には、 その国の国内法により保護付与されその国の国内法により保護付与され

ている地理的表示であること、並びにタイでている地理的表示であること、並びにタイで

の登録出願日まで継続して使用しているこの登録出願日まで継続して使用しているこ

とを示す明白な証拠を提示しなければならとを示す明白な証拠を提示しなければなら

ない。ない。



18

地理的表示（続）地理的表示（続）

登録出願者は、タイが加盟している地登録出願者は、タイが加盟している地

理的表示保護の条約や協定の加盟国籍理的表示保護の条約や協定の加盟国籍

を有するか、あるいは、前述の条約加盟を有するか、あるいは、前述の条約加盟

国又はタイに、居住するか又は加盟国に国又はタイに、居住するか又は加盟国に

真正な事業所がなければならない。真正な事業所がなければならない。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第四項目第四項目 工業意匠工業意匠

仏暦仏暦25222522年（西暦年（西暦19791979年）の特許法に、製品年）の特許法に、製品

デザインの保護に関する条項が規定されていデザインの保護に関する条項が規定されてい

る。る。
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工業意匠工業意匠

加盟国は、自由に創作された新規又加盟国は、自由に創作された新規又
は原図である工業意匠に対して、保護付は原図である工業意匠に対して、保護付
与の規定をしなければならない。この保護与の規定をしなければならない。この保護
を付与された意匠の所有者は、保護を付を付与された意匠の所有者は、保護を付
与された意匠の模造品や、保護を付与さ与された意匠の模造品や、保護を付与さ
れた意匠で構成された意匠の模造品のれた意匠で構成された意匠の模造品の
製造、売却、輸入を防止する権利を有す製造、売却、輸入を防止する権利を有す

る。る。
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工業意匠（続）工業意匠（続）

特許出願する製品デザインは、工業や工特許出願する製品デザインは、工業や工

芸の新規な製品デザインであること、そして芸の新規な製品デザインであること、そして

保護期間は特許出願日から起算して保護期間は特許出願日から起算して1010年年

である。である。
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TRIPsTRIPs協定に基づく協定に基づく保護付与保護付与

第五項目第五項目 特許特許

仏暦仏暦25222522年（西暦年（西暦19791979年）の特許法により年）の特許法により

特許の保護は、製品及び手法が、あらゆる技特許の保護は、製品及び手法が、あらゆる技

術分野における種々の発明であり、新規・高術分野における種々の発明であり、新規・高

度・かつ工業に適用できるものであれば、付度・かつ工業に適用できるものであれば、付

与される。与される。
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特許特許

•• 発明特許の保護期間は、タイでの特許出願発明特許の保護期間は、タイでの特許出願

日から起算して日から起算して2020年間である。年間である。

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）から、高度でない年）から、高度でない

発明に対しても、実用新案として保護してい発明に対しても、実用新案として保護してい

る。る。



24

特許（続）特許（続）

自然界に生息する微生物や微生物の組自然界に生息する微生物や微生物の組

織の一部織の一部･･動物動物･･植物植物･･動植物から抽出した物動植物から抽出した物
質に対する保護付与については、タイは反対質に対する保護付与については、タイは反対
している。商取引での独占防止、並びに人やしている。商取引での独占防止、並びに人や
動物の生命動物の生命･･健康を保全し、甚大な環境破壊健康を保全し、甚大な環境破壊
を避けるために、人や動物の病気についてのを避けるために、人や動物の病気についての
識別識別･･処置処置･･治療等の手法についても保護をし治療等の手法についても保護をし
ない。ない。
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特許（続）特許（続）

一方、植物品種改良一方、植物品種改良･･開発を奨励し、仏暦開発を奨励し、仏暦

25422542 年年 ((西暦西暦19991999年）の植物品種保護法に年）の植物品種保護法に

基づき、権利や保護を付与をし、その動機の基づき、権利や保護を付与をし、その動機の
育成と奨励をしている。育成と奨励をしている。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第六項目第六項目 半導体集積回路の半導体集積回路の

回路配置回路配置

タイの仏暦タイの仏暦 25432543年年((西暦西暦20002000年）の年）の半導半導
体集積回路の回路配置保護法は体集積回路の回路配置保護法は、、半導体集半導体集
積回路の回路配置積回路の回路配置、、半導体集積回路、回路半導体集積回路、回路
配置をされた製品等の開発配置をされた製品等の開発とと技術移転を特技術移転を特
別に奨励している別に奨励している 。。



27

半導体集積回路の半導体集積回路の

回路配置回路配置

どのような形態のデザイン・設計図・図面でどのような形態のデザイン・設計図・図面で
あってもあっても、集積回路の配置を示すものであり、、集積回路の配置を示すものであり、
設計者本人が製造し、集積回路業界で周知で設計者本人が製造し、集積回路業界で周知で
ないものに対して保護が付与される。あるいないものに対して保護が付与される。あるい
は、周知の回路配置を新しい回路配置に製造は、周知の回路配置を新しい回路配置に製造
し直し、集積回路業界で周知でないものなどし直し、集積回路業界で周知でないものなど
は、保護の対象となることもある。は、保護の対象となることもある。
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半導体集積回路の半導体集積回路の
回路配置回路配置 （続）（続）

国内外を問わず、回路配置を商業上利用国内外を問わず、回路配置を商業上利用

している場合には、登録出願は、回路配置がしている場合には、登録出願は、回路配置が
商業的に利用された日から起算して商業的に利用された日から起算して22年以内年以内
になさなければならない。もし、製造の完了後になさなければならない。もし、製造の完了後
から起算してから起算して1515年間回路配置が商業的に利年間回路配置が商業的に利
用されていない場合、登録することができな用されていない場合、登録することができな
い。い。
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TRIPsTRIPs協定に基づく保護付与協定に基づく保護付与

第七項目第七項目 営業秘密の保護営業秘密の保護

仏暦仏暦25452545年（西暦年（西暦20022002年）の営業秘密法は、営業年）の営業秘密法は、営業
上価値ある秘密情報であれば、営業秘密として保護上価値ある秘密情報であれば、営業秘密として保護
される。される。
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営業秘密の保護営業秘密の保護

•• 自由な事業活動を奨励。自由な事業活動を奨励。

•• 不正な事業活動を防止することによって、情不正な事業活動を防止することによって、情

報の所有者がその情報やノウハウを用い報の所有者がその情報やノウハウを用い

て、競合相手より有利になるためである。て、競合相手より有利になるためである。
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営業秘密の保護（続）営業秘密の保護（続）

•• 考案考案･･創作から生じた情報の中には、他の知創作から生じた情報の中には、他の知
的財産関連法で保護される対象にならないも的財産関連法で保護される対象にならないも
のがある。この場合、営業秘密としての保護のがある。この場合、営業秘密としての保護
を選択することもできる。を選択することもできる。

•• 情報の所有者は、この営業秘密が守られてい情報の所有者は、この営業秘密が守られてい
る限り、この営業秘密から商業上の利益追求る限り、この営業秘密から商業上の利益追求
ができ、他の知的財産に保護期間があるのとができ、他の知的財産に保護期間があるのと
異なる。異なる。
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TRIPsTRIPsに基づく保護付与に基づく保護付与

第八項目第八項目 契約による権利実施許諾等契約による権利実施許諾等

における反競争的行為の規制における反競争的行為の規制
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契約による権利実施許諾等に契約による権利実施許諾等に
おける反競争的行為の規制おける反競争的行為の規制

タイの仏暦タイの仏暦25372537年（西暦年（西暦19941994年）の著作年）の著作
権法権法のの保護保護に関するに関する条項条項はは、、他人に権利他人に権利
実施を許諾する上で、競争制限をする不実施を許諾する上で、競争制限をする不
正な条件を規定することはできないとして正な条件を規定することはできないとして
いる。いる。
これについては、これについては、 どのようなもどのようなもののがが競競
争制限争制限の合意にあたるかをの合意にあたるかを省省令が令が規定規定しし
ているている。。
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TRIPsTRIPs協定以外の保護付与協定以外の保護付与

この他、タイが付与している保護この他、タイが付与している保護

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）のタイ式医療に年）のタイ式医療に

関する知恵の保護関する知恵の保護･･奨励に関する法律奨励に関する法律
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タイ式医療とその知恵タイ式医療とその知恵

タイ式処方箋タイ式処方箋･･タイ式医療処方についてのタイ式医療処方についての

タイ式医療の知恵に関する権利保護には、タイ式医療の知恵に関する権利保護には、

登録が必要で、その保護期間は権利者の生登録が必要で、その保護期間は権利者の生

存期間と一致する。他人への譲渡は難しい存期間と一致する。他人への譲渡は難しい

が、遺産相続はできる。この法律では、タイが、遺産相続はできる。この法律では、タイ

国籍の者だけにこの保護を付与している。国籍の者だけにこの保護を付与している。
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TRIPsTRIPs協定以外の保護付与協定以外の保護付与

•• 仏暦仏暦25422542年（西暦年（西暦19991999年）の植物品種保年）の植物品種保

護法は、護法は、新種・特定の地域にだけ生息する新種・特定の地域にだけ生息する

植物・植物遺伝子などを保護している。植物植物・植物遺伝子などを保護している。植物

品種の登録には、登録出願日の一年以上品種の登録には、登録出願日の一年以上

前に品種改良者、又は品種改良者の同意前に品種改良者、又は品種改良者の同意

により、繁殖した品種の一部を、何らかの方により、繁殖した品種の一部を、何らかの方

法で国内外を問わず売却・販売していない法で国内外を問わず売却・販売していない

ことが必要。ことが必要。
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植物品種保護（続）植物品種保護（続）

登録出願日に、国内外を問わず、他登録出願日に、国内外を問わず、他

と異なる植物品種であること、更に、環境やと異なる植物品種であること、更に、環境や

国民の健康国民の健康･･安全に甚大な影響が無いこ安全に甚大な影響が無いこ

と。と。
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種々の知的財産を保護するタイの法律種々の知的財産を保護するタイの法律

は、権利者をタイ国籍の者かタイに居住すは、権利者をタイ国籍の者かタイに居住す

る者に限定せず、関連法の保護付与のたる者に限定せず、関連法の保護付与のた

めの出願要件を満たすならば、外国の権めの出願要件を満たすならば、外国の権

利者にも国民と同様の保護を付与してい利者にも国民と同様の保護を付与してい

る。る。
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TRIPsTRIPs協定後の保護付与協定後の保護付与

TRIPsTRIPs協定批准後協定批准後

経済的経済的･･技術的に発展した国は、技術的に発展した国は、TRIPsTRIPs協定協定

の最低限の保護基準より高い知的財産権のの最低限の保護基準より高い知的財産権の

保護をしている。新しい規則を作り、今までの保護をしている。新しい規則を作り、今までの

基準を拡張する「基準を拡張する「TRIPsTRIPsプラス」プラス」が生まれた。が生まれた。

「「TRIPsTRIPsプラス」プラス」をを二国間同盟・地域・多国間同二国間同盟・地域・多国間同

盟レベルで合意しようとする試みもあった。盟レベルで合意しようとする試みもあった。
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TRIPsTRIPs協定後の保護付与協定後の保護付与

タイ・アメリカ間自由貿易協定で、知的タイ・アメリカ間自由貿易協定で、知的

財産権実施について興味深い点をあげ財産権実施について興味深い点をあげ

る。る。
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タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定自由貿易協定

知的財産権実施について興味深い点知的財産権実施について興味深い点

•• 法定損害賠償 （法定損害賠償 （ PrePre--established established 
DamagesDamages））による損害賠償請求を選による損害賠償請求を選
択できるとする規定。択できるとする規定。



42

タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定（続）自由貿易協定（続）

•• 押収命令、侵害商品の処分、偽造商標が押収命令、侵害商品の処分、偽造商標が

除去された商品の流通経路除去命令など、除去された商品の流通経路除去命令など、

侵害商品の処置について裁判所は権限を有侵害商品の処置について裁判所は権限を有

する。する。
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タイ・アメリカ間タイ・アメリカ間
自由貿易協定（続）自由貿易協定（続）

著作権と商標の侵害者に対して、刑罰を規定

しなければならない。これには禁固・罰金刑、

侵害商品の押収・差押え・処分・侵害商品生

産に使用した機器の処分、この機器処分に

対する弁償はない等がある。
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タイの知的財産侵害対策タイの知的財産侵害対策

CDCD製造機械輸入統制策製造機械輸入統制策

CDCD製造管理製造管理策策

報奨金報奨金･･賞金策賞金策

阻止対策阻止対策

啓蒙対策啓蒙対策
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多すぎる刑事訴訟多すぎる刑事訴訟

権利者が警察・検察による刑事対策をとる方権利者が警察・検察による刑事対策をとる方

が、被害者による訴訟より多い。が、被害者による訴訟より多い。

告訴された者の多くは、大規模製造業者より告訴された者の多くは、大規模製造業者より

小売商が多い。小売商が多い。

被害者はタイの刑事による方法で、加害者か被害者はタイの刑事による方法で、加害者か

ら損害賠償を請求するのみである。ら損害賠償を請求するのみである。
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中央知的財産国際貿易裁判所中央知的財産国際貿易裁判所

中央知的財産国際貿易裁判所は、専門裁判中央知的財産国際貿易裁判所は、専門裁判

所で、仏暦所で、仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）年）1212月月11日に日に

設立された。設立された。
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裁判所の管轄裁判所の管轄

事件は事件は22種類に分けられる。種類に分けられる。

•• 知的財産事件については、民事知的財産事件については、民事･･刑事刑事

共に裁判管轄がある。共に裁判管轄がある。

•• 国際貿易に関する事件については、民国際貿易に関する事件については、民

事についてのみ裁判管轄がある。事についてのみ裁判管轄がある。
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管轄を有する知的財産事件管轄を有する知的財産事件

•• 商標・著作権・特許に関する刑事事件。商標・著作権・特許に関する刑事事件。

•• 商取引に関する刑事事件。例えば、原産地を商取引に関する刑事事件。例えば、原産地を
誤認させ消費者を混同させて販売、他人が創誤認させ消費者を混同させて販売、他人が創
作した標章名を使用、商標の偽造作した標章名を使用、商標の偽造･･模造、輸模造、輸
入、販売、販売の申し出など。入、販売、販売の申し出など。

•• 商標、著作権、特許に関する民事事件。技術商標、著作権、特許に関する民事事件。技術
移転契約・権利実施許諾契約紛争に関する移転契約・権利実施許諾契約紛争に関する
事件。事件。
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管轄を有する知的財産事件（続）管轄を有する知的財産事件（続）

•• 商取引に関する民事事件。商取引に関する民事事件。

•• 半導体集積回路の回路配置、科学的探求、半導体集積回路の回路配置、科学的探求、

営業名、商品原産地を示す地名に関する名営業名、商品原産地を示す地名に関する名

称、営業秘密、植物品種保護などの紛争に称、営業秘密、植物品種保護などの紛争に

関する民事関する民事･･刑事事件。刑事事件。
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管轄を有する国際取引管轄を有する国際取引

•• 売買、バーター取引、外国為替、国際サービ売買、バーター取引、外国為替、国際サービ

ス、国際運輸、その他関連する保険や法的行ス、国際運輸、その他関連する保険や法的行

為に関する民事事件為に関する民事事件

•• 信用状、国内外への送金、荷為替手形担保信用状、国内外への送金、荷為替手形担保

荷物保管証、これらについての保険に関する荷物保管証、これらについての保険に関する

民事事件民事事件
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管轄を有する国際貿易（続）管轄を有する国際貿易（続）

•• 船舶抑留に関する民事事件船舶抑留に関する民事事件

•• 市場占有、外国からの商品購買支援とサービ市場占有、外国からの商品購買支援とサービ

スに関する民事事件スに関する民事事件

•• 知的財産と国際取引に関する事件の旧債論知的財産と国際取引に関する事件の旧債論

争に関する調停の民事事件争に関する調停の民事事件
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仏暦仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）の知的年）の知的
財産と国際貿易事件の規定財産と国際貿易事件の規定

•• 裁判所に外国語（英語）の証拠書類を提出裁判所に外国語（英語）の証拠書類を提出

した場合、翻訳は不要である。した場合、翻訳は不要である。

•• 公判前協議のための召集がある。公判前協議のための召集がある。

•• 証人の供述書又は意見書を証人尋問の代証人の供述書又は意見書を証人尋問の代

替にすることができる。替にすることができる。
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仏暦仏暦25402540年（西暦年（西暦19971997年）の知的年）の知的
財産と国際貿易事件の規定財産と国際貿易事件の規定

（続）（続）

•• 裁判所は、法廷の外部にいる証人尋問をテレ裁判所は、法廷の外部にいる証人尋問をテレ

ビ会議で行ったり、インターネットを通じて英語ビ会議で行ったり、インターネットを通じて英語

での調停を認めることもあり、裁判の迅速化での調停を認めることもあり、裁判の迅速化

が図られている。が図られている。
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予防差止め命令予防差止め命令（（Preventive Preventive 
InjunctionInjunction））

•• 裁判所に対し、中間的差止め命令裁判所に対し、中間的差止め命令
（（ Interlocutory injunction Interlocutory injunction ））を、裁判所に事件を、裁判所に事件
が送致される前に請求することができる。が送致される前に請求することができる。

•• Anton Anton PillerPiller OrderOrderの原則に従い、令状を以っの原則に従い、令状を以っ
て侵害に関する証拠の保全て侵害に関する証拠の保全 ができる。ができる。
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外国との協力事業外国との協力事業

多くの中から、例を挙げると多くの中から、例を挙げると

•• 海外の学者海外の学者･･専門家による講義・意見交換・体専門家による講義・意見交換・体
験談がある。一方、講師として招かれることも験談がある。一方、講師として招かれることも
ある。ある。

•• 米国際開発局と米国際開発局とSTARSTAR--VietnamVietnamの共同事業での共同事業で
知的財産研修知的財産研修 をヴェトナムから判事を招聘しをヴェトナムから判事を招聘し
てて22週間行った。週間行った。
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国内の他機関との協力事業国内の他機関との協力事業

•• 学術面での協力は、知識交換の場として、学術面での協力は、知識交換の場として、

内外の資格者を招聘し、判事、裁判所職内外の資格者を招聘し、判事、裁判所職

員、他の司法機関からは検事・警察官、学員、他の司法機関からは検事・警察官、学

者、法律顧問、弁護士、その他希望者など者、法律顧問、弁護士、その他希望者など

と、新しい法律についての知識と、新しい法律についての知識･･体験の交体験の交

換をしている。換をしている。
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国内の他機関との協力事業（続）国内の他機関との協力事業（続）

•• 自由貿易協定相手国と知的財産について自由貿易協定相手国と知的財産について

の交渉に使用するために、判決や知的財の交渉に使用するために、判決や知的財

産局に関連する法律の情報を提供してい産局に関連する法律の情報を提供してい

る。る。
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外国との学術協力事業外国との学術協力事業

早稲田大学との協力では、知的財産事件早稲田大学との協力では、知的財産事件

の判決をデータベースにしている。中央知の判決をデータベースにしている。中央知

的財産国際貿易裁判所の上級判事が、最的財産国際貿易裁判所の上級判事が、最

高裁判決、中央知的財産国際貿易裁判所高裁判決、中央知的財産国際貿易裁判所

判決などから、タイの特異な判決を収集し、判決などから、タイの特異な判決を収集し、

英語に翻訳している。早稲田大学のウェブ英語に翻訳している。早稲田大学のウェブ

サイトから、閲覧できる。サイトから、閲覧できる。
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今後の政策今後の政策

•• 現在タイの政策としては、商業裁判所の設立現在タイの政策としては、商業裁判所の設立

がある。商業事件の訴訟法を制定して、一般民がある。商業事件の訴訟法を制定して、一般民

事から切り離し商業活動の状況と要求に対応事から切り離し商業活動の状況と要求に対応

する。する。

•• タイ著作権法の多くの点について改正への取タイ著作権法の多くの点について改正への取

り組みを行う。り組みを行う。
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この過去この過去77年間の責務から言えることは、中年間の責務から言えることは、中

央知的財産国際貿易裁判所は、事業者・投資央知的財産国際貿易裁判所は、事業者・投資

家・並びにいかなる国の者にも公正な保障をす家・並びにいかなる国の者にも公正な保障をす

る重要な役目を果たしたということであるる重要な役目を果たしたということである。。


