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COVID-19 の感染拡大に対応する
台湾特許庁の措置
理律法律事務所
弁理士

歐

姿漣

2020 年初頭から世界規模で感染拡大した COVID-19 に対応するため、各国政
府が都市のロックダウンや外国との往来制限を実施したことで、経済活動はもと
より、知的財産分野にも少なからず影響が及んでいます。このような状況に鑑み、
各国の特許庁は、特許出願及び中間処理の対応などへの影響を低減させるべく、
それぞれ施策を講じています。
台湾特許庁も国外での感染拡大を受け、主に以下の「期限徒過に対する措置」
及び「リモート面接」の二つの措置を実施しています。
一、期限徒過に対する措置
台湾特許庁は、2020 年 5 月 4 日から、特許出願人が COVID-19 に係る理由に
より、法定期間又は指定期間を徒過した場合、以下のような対応措置を受けられ
るようにし、原則的に、具体的な事情を勘案して寛容な認定をするとしています。
1. 法定期間
台湾特許法第 17 条第 2 項の規定により、出願人は COVID-19 に係る理由で
法定期間を徒過した旨を書面に明記し、証明書類を揃えて、特許主務官庁に
原状回復を請求できます。
2. 指定期間
COVID-19 に係る理由により指定期間を徒過した場合、特許庁の処分を受
ける前に、手続きを補完することが認められます。また、COVID-19 に係る
理由により本来の指定期限を延長する必要がある場合、関連する証明書類を
揃えて、特許庁に期限の延長を請求できます。原則として、特許庁は本来の
指定期間を 1 ヶ月間延長しますが、提出された証明書類によっては、1 ヶ月
間を超える延長が認められる可能性もあります。
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二、リモート面接
通常であれば、特許出願の審査中、又は無効審判の審理中、出願人、又は無効
審判の当事者自身は、特許庁での面接により、担当審査官／審判官に直接に説明
できますが、COVID-19 により、2020 年の初頭以来、台湾国外の出願人、代理
人等が自ら面接に出席できない状況が続いていることに鑑み、台湾特許庁は
2020 年 11 月 1 日をもって、現地代理人が特許庁内の面接室に通信機器を持ち込
み、出願人とリモート方式で即時的に意思疎通を図ることを許可しました。
リモート面接において、出願人に認められるのは、リモート方式による現地代
理人との意思疎通のみで、審査官との直接の遣り取りはできませんが、対面の面
接とほぼ同等の効果が期待できると思われます。
以上のように、台湾特許庁は、COVID-19 感染拡大による特許出願や中間処理
が受ける不利益を可能な限り解消できるよう、出願人にとって有益な措置を講じ
ています。
特にリモート面接においては、出願人自身の意見を間接的ながらリアルタイム
で審査官に伝えられることで、特許査定の可能性を高めることが期待できるため、
台湾入国に制約のある現状において、リモート面接は、国外の出願人にとって利
用する価値の高い措置であると思われます。
外 国 出 願 人 が 台 湾 で 特 許 出 願 及 び 中 間 処 理 の 対 応 を 行 お う と す る 際 に、
COVID-19 による障害に直面した場合は、当事務所でも、上記措置の積極的利用
の検討を提案しています。
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＜ Taiwan ＞
TIPO’s Measures to the Spread of COVID-19
Lee and Li, Attorneys at Law
Patent attorney

Tzu-Lien Ou

Governments in different countries have imposed city lockdowns and restrictions on
foreign traffic in response to the global spread of COVID 19 from the beginning of 2020. This
-

has affected not only economic activities but also the field of intellectual property. In view of this
situation, patent offices around the world are taking measures to reduce the impact on patent
application and prosecution handling.
The Taiwan Intellectual Property Office (TIPO), in consideration of the situation
outside Taiwan, has also implemented the following two measures : extension of deadlines and
remote interview.
1. Extension of deadlines
From 4 May 2020, the TIPO has taken the following measures in cases of expiration
of deadlines due to COVID 19. And, In general, the TIPO would be lenient in light of the specific
-

circumstances of the case.
(1) Statutory Period
In accordance with Paragragh 2, Article 17 of the Patent Act, the applicant
can request for reinstatements by explaining how the statutory period was delayed due to COVID

-

19 and attaching the relevant supporting documentation.
(2) Specified Period
If the applicant delayed the specified period due to COVID 19, the
-

relevant actions can be supplemented before the dismissal decision is served by the TIPO. In
addition, if the applicant considers that the original specified period needs to be extended, the
applicant can apply to the TIPO for an extension of the specified period by providing the relevant
documentation. In general, the TIPO will extend the original specified period for another month.
More than one month may also be extended, depending on the specific case.
2. Remote Interview
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Normally, the applicants or parties under the procedures of an application examination
or invalidation trial can explain the case directly to the examiner in charge during an interview at
the Patent Office. However, since the beginning of 2020, applicants and agents outside Taiwan
have not been able to attend the interviews in person. The TIPO, from 1 November 2020, has
allowed applicants to communicate with local agents remotely using communication devices in
the interview room in the Patent Office.
The remote interview allows the applicant to communicate only with the local agent
but not with the examiner directly. Nevertheless, it can be expected to be almost as effective as a
face to face interview.
-

-

As mentioned above, the TIPO has taken beneficial measures for applicants to reduce
as much as possible the disadvantages on patent application and prosecution due to COVID 19.
-

In particular, the remote interview is a method of indirectly but in real time
-

communicating the applicant’s views to the examiner and is expected to be effective in patent
examinations. As entry to Taiwan is currently restricted, this measure is of high value to foreign
applicants.
When foreign applicants face problems on patent application and prosecution in
Taiwan due to COVID 19, we suggest making active use of the above measures.
-

(Translated by TIIP)

