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台湾知的財産権の実態と近況

1-1

台湾におけるエンフォースメント機関の最新動向及び取組みについて

1-1-1 知的財産権保護に関する協議会
行政院は知的財産権保護に関する政策の推進を強化するため、2003 年に各関連省庁を横断した
「知的財産権保護に関する協議会」（保護智慧財産權協調會報）の設置を経済部に指示した。協議会
のメンバーとなる内政部警政署（日本の「警察庁」に相当）、法務部調査局、高等検察署、財政部関
税総局、経済部光ディスク合同査察チーム及び経済部知的財産局が、共同で「知的財産権保護の徹底
化に関する行動計画」の実施に参加する。行動計画は、法制の健全化、海賊版・模倣品への取締り強
化、水際措置の強化、法の執行者の専門性の向上、著作物利用の合法化、教育の宣伝普及、国際交流・
協力体制の強化、新発明の奨励という八項目を目標に掲げ、知的財産権を全面的に保護するネットワ
ークを構築する。
協議会は、経済部長が議長を、法務部及び内政部政務次長が副議長をつとめる。
このほか、法務部所属高等検察署は定期的に「知的財産侵害事件検挙の監督指導に関する報告会
議」を開き、行動計画を立てて検察・警察・調査機関及び各関連機関による海賊版・模倣品などとい
った知的財産権侵害物品の掃蕩等を行う。また専門性の高い知的財産権侵害事件を取り扱うため、各
地方検察署に知的財産権案件専門チームを設けたり専門担当検察官を指定したりするなどしている。
1-1-2 経済部「知的財産局」
知的財産局は主に商標権、特許権、著作権、集積回路の回路配置、営業秘密等知的財産に関連す
る法制の研究・検討・制定、登録業務を掌り、模倣品･海賊版撲滅キャンペーンや取締活動の舵取り役
を担う。
1-1-2-1 沿革及び組織
1998 年 10 月 15 日の立法院（国会）会議で経済部知的財産局組織条例について採決が行われ、可
決・成立したことにより、中央標準局が知的財産局に編制を変更し、特許権、商標権、著作権、集積
回路の回路配置（レイアウト）等知的財産権及び営業秘密を所管する専門機関としての法的根拠が与
えられた。中央標準局の現有の標準、度量衡業務については、商品検査局（商品検験局）が引き継ぐ
ことになり、標準検査局として組織を再編する。一方、職務の編成により設立された内政部著作権委
員会もその業務を知的財産局に引き渡した後で解散する。1999 年 1 月 26 日に経済部商品検査局が標
準検査局、そして中央標準局が組織を再編成し名前を知的財産局に変更して再発足し、これまで分散
していた業務と人力の一元化を図ることにより、完全な検査基準を設立し、知的財産権管理体制を構
築する。
今まで知的財産権に関する事務は経済部中央標準局、内政部著作権委員会、経済部「査禁倣冒商
品小組」（模倣品対策班）及び商業司がそれぞれ司っていたが、知的財産局が発足した後、中央標準
局が取り扱っていた特許、商標審査業務は段階的に新しく配置された専任審査官に引き渡していく。
それまで業務の成長に対応するために特別認可を受けて招聘した特許審査委員及び研究員については、
逐年人数を減らし、四年後には法定編制による定員の 20％を超えないようにする。
このほか、長年にわたって実施されてきた、学識者と専門家を特許審査委員に起用する制度も五
年後には全面的に内部審査に転換させる方針である。
組織改編後の知的財産局は七つの業務組（チーム）（総合企画組、専利一組、専利二組む、専利三
組、商標権組、著作権組及び資料サービス組並びに六つの行政チームに分かれる。一方、標準検査局
も同じく七つの業務組（第一組標準組、第二組農畜水産及び化学工業検査行政管理組、第三組機械電
機電子検査行政管理組、第四組度量衡組、第五組総合企画組、第六組検査組、第七組検定検査組）及
び六つの行政組に分かれる。
知的財産局発足後、「知的財産権国際化、サービス電子化、審査専門化」を目標に掲げ、そして
特許・商標の審査について、審査作業のスピードアップ及びサービスの質の向上のため、サービスの
自動化を進め、次の通り電子化サービスを提供していく方針である。（一）特許・商標手数料の自動
化システム、（二）意匠（十四万件）図面のデータベース、（三）特許書類の two dimension bar-code
自動入力システム、（四）閲覧、検索サービスに供する特許電子公報の作成、（五）国内外特許デー
タベースの統合、検索サービスシステムの構築、（六）英文ホームページによる国際化・ネットワー
ク化の情報サービスの提供。
1-1-2-2 2010 年の重点施策方針
■施策目標
1. 産業界のニーズ及び国際的動向に合わせて、知的財産権に関する法制の健全化を図る。
2. 審査によい環境を作り、特許・商標審査の質及び効率を向上させる。
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3. 専利師公会（弁理士会に相当）の運営に協力するほか、専利師の訓練を行い、専業代理制度の健
全化を図る。
4. 著作権への保護及びライセンシング体制の確立を推進し、文化産業の普及・発展に寄与する。
5. 知的財産専門人材の育成訓練を行う。
6. 本国特許・実用新案・意匠関連情報全文のデジタル化を推進し、知的財産関連情報の開示を通じ
てイノベーションを促し、産業競争力を強める。
7. 完全な電子化した環境作りを推し進め、知的財産サービスの優良化及び便利化を図る。
8. 知的財産権への保護で中国をはじめとした国際協力を強化し、わが国の国際社会における地位を
高め、台湾企業の世界市場進出の利益を確保する。
9. 引き続き各関連省庁間で海賊版・模倣品への取締りを協調支援し、知的財産権の保護を強化する。
■2010 年度の施策方針（基本計画案）
計画
重点項目
1.
知的財産権専門の人 2.
材の育成訓練
3.
4.
一、知的財産権に関
本国特許・実用新
連する科学技術
1.
案・意匠の全文のデ
の発展
2.
ジタル化
1.
外国特許情報検索シ
2.
ステムの優良化
3.
1.
知的財産権のネット
2.
二、知的財産権の保
ワークサービスの優
護を推進する
3.
良化
4.

実施内容
知的財産専門人材の育成訓練講座の開設。
「知的財産人材育成訓練学院」の事務所の維持・運営。
特許エンジニア（專利工程師）能力検定作業の実施。
国際交流の強化。
特許・実用新案・意匠出願書類の電子化。
米国意匠資料の図面処理作業の実施。
インフラ整備。
データベース利用のオンライン化。
教育カリキュラムの導入。
商標行政ファイル管理システムの開発・構築・メンテナンス。
オンライン出願関連システム機能の開発及びメンテナンス。
特許法改正に対応した特許出願・検索等サービスの強化。
機械室のソフトや設備の充実、運営管理及びメンテナンス。

■知的財産権の保護に関する三ヵ年行動計画
今までの知的財産権保護行動計画で相当の成果をあげてきたが、技術の日進月歩も犯罪手法を進歩
させている。国際社会は知的財産権保護問題を重く見て、各国間の経済貿易交渉における重要な議題
となっている。このため、知的財産局は諸関連機関を招いて検討した結果、今まで築き上げてきた土
台の上で、知的財産権保護行動計画を 2009 年から引き続き 3 年間実施することを決めた。
新しい 3 カ年計画は、持続的な取締りはもとより、教育宣伝、校内における知財権保護、国際社会
で関心が示されている課題以外、「『ISP 法案』の立法化、模倣品・海賊版の国境に跨る流通と中継
輸送問題、『商標輸出監視体制』の見直し、トレードドレス模倣行為の規制及び社名・商号における
著名商標使用問題」等項目を追加している。
同計画は次の目標を掲げている。
1．知的財産権関連政策及び法規の健全化、わが国法律制度の質の向上を目指す。
2．模倣品・海賊版の取締り強化、法執行者の専門訓練を行い、知的財産権保護を確実に実行する。
3．水際措置を強化し、模倣品・海賊版の取引を減らす。
4．校内での知的財産権保護対策を引き続き推進し、確実に実施する。
5．コンピュータソフト等著作物の合法的な利用を促進し、著作物の利用許諾体制（著作権のライセ
ンシング）を確立させる。
6．知的財産権に関する教育宣伝を強化し、国民の知的財産権に対する認識を深める。
7．国際交流・協力を強化し、国際社会の台湾における知的財産権保護への認知度を高める。
8．イノベーション促進、企業の特許商品化への支援、国際競争力の強化に協力する。
1-1-2-3 特許加速審査作業方案
近年、わが国知的財産局に対する特許・実用新案・意匠登録出願件数は 1 年当たり 8 万件余りに
達する。そのうち、特許出願は 5 万件余りもある。これだけ莫大な出願件数に直面して、知的財産局
は 2009 年 1 月 1 日から「発明専利（特許）加速審査作業方案」（Accelerated Examination Program,
AEP）を実施し、特許出願人に審査結果をより早く把握するルートを提供する。同局が出願審査期間
を短縮するため、一定の要件を満たす特許出願についての AEP 請求を認める。
同局がまとめたところ、加速審査制度を導入して 1 年間、平均して１ヶ月当たり７５件を受け付
け、処理に要した時間は平均で 52.5 日である。
他国の特許審査ハイウェー制度（Patent Prosecution Highway, PPH）に比べて、アメリカと日本
の場合を例にみてみると、2006 年 7 月から 2009 年 7 月までの 3 年間にアメリカはあわせて 10 カ国
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と試行的或いは永久的な PPH プログラムを実施しており、日本の場合は 9 カ国と PPH を実施してい
る。米、日特許庁が受け付ける PPH 申請はそれぞれ 1 ヶ月当たり 48.75 件、20.4 件である。但し、
米、日特許庁が年間受け付けている特許出願件数はわが国の 8 倍である。
同局は特許出願人の権利をより完全に保障し、かつ弾力的にこの方案を運用するために、加速審
査請求のできる事由は、今の外国対応出願が外国特許庁の実体審査を経て特許査定を受けたものから、
さらに次の二つの対象に拡大する。
1. 外国対応出願は米日欧三極特許庁から審査意見通知書及び検索報告が発行されているが、なお査定
されていない場合。
2. 商業上の実施のために必要なもの。
上記修正案は 2010 年 1 月 1 日から実施する。原則として加速審査請求は、知的財産局に所要書類
がすべて提出されてから 6 ヶ月或いは 9 ヶ月以内に審査結果通知が送付される。

申請時間
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計

2009年の加速審査請求件数
本国請求者
外国請求者
8
3
12
5
13
25
18
32
12
37
18
37
17
38
19
37
19
34
59
32
76
31
261
50
532
361

合計
11
17
38
50
49
55
55
56
53
91
107
311
893

1-1-2-4 知的財産専門人材養成
2005 年 11 月、知的財産専門人材の育成訓練プログラムが正式に決定された。知的財産局に「知
的財産人材育成訓練学院」（智慧財産培訓学院）オフィスが設置され、産官学から知的財産分野の
専門家七人を網羅したチームが養成講座のカリキュラム設計及び教材編成にあたっている。プログ
ラムは初級と上級のクラス、さらに特許法制、特許出願審査、パテントエンジニア、特許訴訟等幾
つかのクラスに細かく分けて設定されている。欧州特許庁の EPA（European Patent Academy）、
アメリカの国際知的財産研究所（International Intellectual Property Institute、IIPI）の専門家を講師
に招いて授業を強化し、知的財産に精通したプロフェッショナルな人材、IP 専門教育をサポートす
る教師のたまごを育てる揺りかごになることを目指している。
今の産業界で必要とされているのは技術の革新・研究開発に取り組む技術者だけでなく、知的
財産の創出、保護、応用等知的財産を管理する面においても素質の高い人材が強く求められている。
先進諸国に知的財産に関する人材の育成を目的とする専門機関が相次いで設置されていることから
も分かるように、研究開発の成果を保護し、会社の運営にそれを生かしていくうえで必要不可欠な
人材の確保の重要性に対する認識が極めて高い。
台湾における知的財産人材の質･量が不十分なため、知的財産局としては同学院を設置すること
によって、企業側が進んで研究開発の成果を特許権利化し、自ら知的財産管理体制を確立して出願
対象となる特許・商標の中身の向上を図ることに期待している。そのうえ、知的財産関連知識に精
通した法曹を養成し、知的財産権を侵害された権利者が有効な司法救済によって権利を確保できる
ように、教育面で支援していく考えである。
1-1-2-5 インターネット上の著作権侵害対策
音楽、映画等デジタルコンテンツが著作権者の許諾なしにインターネットで流されたり、イン
ターネット上のプラットフォームを利用してブランド品のノックアウトが販売されたりするケース
が相次ぎ、伝統的な海賊版･模倣品の流通パターンにとって代わる傾向が目立っている。サーバー犯
罪の急増にいち早く対応する必要性に鑑み、知的財産局は模倣品･海賊版のネット販売を摘発した者
を対象に知財権侵害関連物品の小売価格の 20%にあたる金額を民間人の通報者には報奨金、法執行
機関の人員には奨励金として支給するほか、「コンピュータソフトウェア保護強化に関する実施計
画」、そして「インターネット上の権利侵害抑止強化の実施計画案」の策定に向けた作業を着々と
進めている。
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知的財産局は法務部、教育部、電信総局、内政部警政署及び経済部所轄の関連部会、権利者団
体、インターネットサービスプロバイダー等を招集して討議した結果、インターネット上の権利侵
害抑止に関する実施計画案を決議した。具体的な実施要領、措置内容はおおむね次のとおりである。
一．改正著作権法の宣伝強化。
二．ISP 業者と権利者団体の連携と自律の強化。
三．キャンパスでのネットワーク管理強化。
四．インターネット上の権利侵害抑止。
インターネット上の権利侵害の抑止効果を高めるため、知的財産権保護警察隊とコンパクトデ
ィスク合同検査チームからパソコン、インターネット、科学技術関連法律知識に詳しい担当者を選
び、知財局「著作権チーム」に窓口を設けて「インターネット上の権利侵害専門捜査班」を結成さ
せ、インターネット上の権利侵害行為の取り締まりを強化する。また、これらの事件の摘発、捜査、
起訴の迅速化を図るため、法執行機関の実務担当者に対する訓練を強化している。さらに事件の摘
発や犯人の検挙に手柄を立てた捜査機関関係者、民間人の通報者に支給する報奨金を引き上げ、取
締り担当者の実績評価を行うことによってインターネット上の権利侵害問題への積極的な取り組み
を奨励する。捜査機関の摘発を免れようとして外国にあるサーバーに開設された不法サイトの摘発
が困難なため、友好国間との交流・対話ルート確立も必要不可欠としている。
ブログにおける著作権侵害事件が多発するなか、知的財産局は、無料ブログサービスを提供す
る大手サイトの担当者を招き、著作権侵害対策の一環として著作権者に CC（Creative Commons）
マークを表示するよう宣伝普及を促した。
「2007 年のデジタル格差調査報告」によると、台湾のブロードバンド人口は 1300 万人を超え、
そのうち三割は個人のブログを開設しており、そして七割を超えるユーザーが他人が開設したブロ
グへのアクセスを試したことがある。
2008 に入ってからインターネット上で発生する権利侵害事件を 842 件摘発し、うちブログにお
けるものが 342 件と全体に占める割合は 41%に達し、昨年同期比 19%の大幅増だったことが、知的
財産権保護警察隊のまとめで分かり、ブログにおける著作権侵害の深刻な実態が浮き彫りになった。
このような状況に鑑み、知的財産局は過去に実施していたインターネットにおける著作権表示、
いわゆる CC マークのさらなる普及促進に向けた取り組みを強化している。CC マークの表示によっ
て、著作権者は自己の著作を保護することができると訴えている。CC マークはそれぞれ意味が異な
り、例えば無断転載禁止とか、転載可能な場合、どう転載すればフェアユースかなど。表示は単独
でも、複数使ってもよい。
CCマーク表示
CCマーク

意味

氏名表示

非商業的利用

説明
著作者又はライセンサーが指示する方式でその氏名
を表示しなければならない。但し、如何なる方法にお
いても原作品著作者が保証することを暗示すること
は許されない。

商業目的でこの著作物を利用してはならない。

この著作物に改ざん、変更又は修正を加えて新たに創
作した二次的著作物を頒布するにあたって、この著作
同一条件でシェアする
物に関するライセンス条項と同一又はこれに類似す
るものを襲用しなければならない。

翻案禁止

この著作物の改ざん、変更又は修正を禁じる。

出所：http://creativecommons.org.tw/
1-1-2-6 ISP 法案
インターネット上の権利侵害行為はインターネットサービスプロバイダーが提供するサービス
を利用して遂行するもので、著作権への保護に大きな衝撃を与えている。これに鑑み、行政院はセ
ーフハーバー制度を参考にし、インターネットに権利侵害コンテンツが流れるのを有効に抑制する
ために提出した、「著作権法の一部を改正する案」、いわゆる ISP 法案（ISP 業者の民事免責事由）
が 2009 年 4 月 21 日、立法院で可決され、成立した。
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次に今回の法改正が著作権者、ISP 業者、ユーザーに対する影響をそれぞれ説明する。
一．著作権者への影響
1. 著作権者はその著作権を侵害した行為について、一般の司法救済手続きを通じて実際の権利
侵害者に権利を主張することができるほか、今回の改正規定により、ISP 業者に対し権利侵害
に係るコンテンツ或いは関連情報を速やかに除去（削除）、いわゆる通知／除去（Notice & Take
Down）することを通知し、損害の拡大を食い止めることも考えられる。
2. また、ユーザーが P2P ソフトを利用してその権利を侵害したことについて、著作権者もイ
ンターネット接続サービスを提供するＩＳＰ業者を通じて「警告書」を当該特定ＩＰアドレス
のユーザーに転送し、著作権侵害行為を行わないよう注意を訴えることができる。
二．ISP 業者への影響
1. ISP 業者にとって、権利者に協力して通知／除去（Notice & Take Down）手続を実行すれば、
他人の著作権を侵害したとされる行為については、権利侵害を告訴されるリスク及び権利侵害
容疑者と共同で民事責任を負担するを免除されることが可能である。これはいわば「セーフハ
ーバー」である。
2. ISP 業者がこのセーフハーバーに順調に入れるために、ユーザーにサービスを提供する前に、
ISP 業者はその著作権関連保護措置を明確にユーザーに告知しなければならず、またユーザー
が三回にわたって著作権侵害に関わったと告知されたときは、ISP 業者はそのサービスの全部
又は一部を停止することになる。
三．ユーザーへの影響
1. インターネットで権利者から許諾を受けていない音楽、文章若しくは映像のダウンロード、
転載、海賊版販売又はＰ２Ｐソフトを利用した伝達を任意で行ったことを、著作権者が発見し、
警告書を出したときに、ISP 業者は当該権利侵害に関わった情報を削除するほか、当該ＩＰア
ドレスのユーザーに著作権者が出した「警告書」を転送する
2. ユーザーがうっかりしてインターネットで他人の権利を侵害したようなことをしたときは、
今回の法改正で盛り込んだ「通知／除去（削除）」の手続で法律の訴追を避けることができる。
3. 特に説明しなければならないのは、今回の法改正でユーザーの個人情報及びプライバシー保
護は十分に配慮されている。もし、告発されたユーザーによる権利侵害情報が除去された後、
「復原通知」を出して除去された情報の復原を求めなかった場合、ISP 業者はそのユーザーの
個人情報を権利者に開示することができない。
本法案のポイントは次のとおり。
1. インターネットサービスプロバイダーの定義を新設する（第 3 条第 1 項第 19 号）。
2. インターネットサービスプロバイダーは第六章ノ一の民事免責事由の共通要件を適用する
ことができる（第 90 条ノ 4）。
3. 各種インターネットサービスプロバイダーがそのユーザーによる他人の著作権若しくは出
版権を侵害する行為について、本法に定めた手続を確実に遵守すれば、賠償責任を負わなくて
よい（第 90 条ノ 5 から第 90 条ノ 8）。
4. 情報保存サービスを提供するインターネットサービスプロバイダーが復原措置を実行する
ときに遵守すべき事項を定める（第 90 条ノ 9）。
5. インターネットサービスプロバイダーが規定により著作権若しくは出版権の侵害に関わっ
た情報を除去（削除）するときは、ユーザーに賠償責任を負わない（第 90 条ノ 10）。
6. 不実の通知若しくは復原通知により他人に損害を生じさせたものは、その生じた損害につい
て賠償責任を負う（第 90 条ノ 11）。
7. 主務官庁に法規命令で前掲関連新設条文の実行にあたっての細目を定める権限を付与する
（第 90 条ノ 12）。
1-1-2-7 2010 年の「著作権法」及び「著作権仲介団体条例」の改正
2010 年 1 月、「著作権法の一部を改正する案」及び「著作権仲介団体条例改正案」は立法院会
議で可決・成立した。
旅館、レストラン、デパート、コンビニ、観光バスなどといった営業場所でのテレビ、ラジオ
の番組放送はよく見られる著作物の利用行為であり、事前に放送する内容を知ることやコントロー
ルすることができないから、利用を許諾してもらうことが難しく、随時に刑事訴追を受けるリスク
にさらされている。このほか、広告で使われた音楽は広告製作会社が選ぶもので、ラジオ放送局や
テレビ局が決めることではないため、コマーシャルを放送する都度に、個別の権利者から著作権侵
害と訴えられるケースが少なくない。
このような問題を解決するため、今回の著作権法改正で、第３７条第６項第２号、第３号及び
第４号を新たに設けて、集中管理団体に加入していない権利者による個別の権利行使について、営
業場所で著作物を公開放送する二次的利用行為、及び個別の権利者が著作物を広告に複製すること
を許諾した後の公開放送又は同時的公開伝達の行為に関する利用者の刑事責任を免除する。上記利
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用者は個別権利者からの刑事訴追を受けることを心配せずに済むが、依然として使用報酬を支払う
義務がある。支払わないときは、権利侵害についての民事責任が免れない。
「著作権仲介団体条例」改正案のポイントは、「共同使用報酬率（使用料率）」及び「窓口の
一元化（単一窓口）」制度の導入である。現在、台湾では七つの仲介団体があり、かつ同種類の著
作物の仲介団体は一つだけではないから、利用者は同時に複数の団体と著作物の利用許諾をめぐる
交渉を行わうことがよくあり、団体がそれぞれ利用者から使用料を徴収することも不便である。利
用許諾をめぐる交渉の簡略化を図るため、今回の改正で、複数の団体は著作権所管庁が指定する利
用態様に関して「共同使用料率」を定める義務があり、またそのうちの一つの団体が利用者から徴
収しなければならない。指定される可能性のある利用態様は、旅館、美容室等公開場所における二
次的利用行為、カラオケ及び伴奏機器の利用などといった著作物の大量利用。共同使用料率の策定
は複数の団体の合意を得るには手間がかかるから、二年間の経過期間を置く。
使用料の徴収基準及び共同使用料率の各団体への分配を客観的かつ合理的にするため、知的財
産局は各仲介団体が管理する著作物が実際、市場での利用状況について実態調査を行う（第３条及
び第３０条）。
著作権仲介団体条例のその他の改正ポイントは次のとおりである。
1. 「著作権仲介団体」を「著作権集中管理団体」に改める。
2. 使用料率審議制度の変革（第２４条～第２６条）。
(1) 集中管理団体と利用者の使用料率をめぐる協議の自主性を尊重するため、使用料率の事前審
議制を事後審議制に改め、紛争があるときにはじめて主務官庁が介入して決定する。
(2) 「一曲料金」の費用徴収モデルを新たに設ける。利用者が年金制で使用料を算定するほか、
実際に使用する数で料金を計算する方法を選択することも可能である。
(3) 「使用料の仮支払」制度を新たに設ける
3. 集中管理団体と利用者間の緊張関係を適度に和らぐ。
(1) 集中管理団体が使用料率を定めていない場合、利用者の利用行為は刑事責任を免除される（第
２４条第７項）。
(2) 利用者が料率審議期間中に使用料の仮支払をした後、即刻著作物を利用をすることができ、
民事・刑事責任を負わない（第２６条第４項）。
(3) 利用者が集中管理団体が定めた費用徴収基準に従い、又は団体側が求める料金を支払った後、
利用許諾を受けたとみなす（第３４条第２項）。
著作権法第３７条、第８１条、第８２条の新旧条文対照表
改正条文
現行条文
第３７条 著作財産権者は他人に対し、その著作 第３７条 著作財産権者は他人に対し、その著作
物の利用を許諾することができ、利用の許諾に係 物の利用を許諾することができ、利用の許諾に係
る地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項 る地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項
は当事者の約定による。その約定が不明な部分に は当事者の約定による。その約定が不明な部分に
ついては、未許諾と推定する。
ついては、未許諾と推定する。
２ 前項の許諾は、著作権者が後にその著作財産 ２ 前項の許諾は、著作権者が後にその著作財産
権を譲渡し又は再許諾することにより影響を
権を譲渡し又は再許諾することにより影響を
受けない。
受けない。
３ 非独占的許諾における被許諾者（ライセンシ ３ 非独占的許諾における被許諾者（ライセンシ
ー）が著作財産権者の承諾を得ないで、その
ー）が著作財産権者の承諾を得ないで、その
授与された権利をさらに第三者の利用に許諾
授与された権利をさらに第三者の利用に許諾
することができない。
することができない。
４ 独占的許諾における被許諾者はその許諾され ４ 独占的許諾における被許諾者はその許諾され
た範囲内において、著作財産権者の地位をも
た範囲内において、著作財産権者の地位をも
って権利を行使し、また自己の名義をもって
って権利を行使し、また自己の名義をもって
訴訟上の行為をすることができる。著作財産
訴訟上の行為をすることができる。著作財産
権者は、独占的許諾の範囲内での権利行使が
権者は、独占的許諾の範囲内での権利行使が
できない。
できない。
５ 第 2 項から前項（第 4 項）までの規定は、中 ５ 第 2 項から前項（第 4 項）までの規定は、中
華民国 90 年（2001 年）11 月 12 日付け本法
華民国 90 年（2001 年）11 月 12 日付け本法
改正施行以前に為された許諾については、適
改正施行以前に為された許諾については、適
用しない。
用しない。
次の場合のいずれに該当するときは、第七章の規 ６ 音楽著作物は、利用許諾のもとでカラオケ装
置に複製された場合、利用者はそのカラオケ
定を適用しない。但し、著作物が著作権集中管理
装置を利用して当該著作物を公開に実演する
団体の管理下におかれた場合は、この限りでない。
ときには、第七章の規定を適用しない。但し、
一．音楽著作物が、利用許諾のもとでカラオケ
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装置に複製された場合、利用者はそのカラオケ
装置を利用して当該著作物を公開に実演する
場合。
二．最初に放送された著作物を再公開放送する
場合。
三．スピーカー又はその他の設備をもって最初
に放送された音声又は映像を公衆に伝達する
場合。
四．著作物が利用許諾を経て広告に複製された
後、広告放送者は当該広告を公開放送し又は同
時に公開伝送して、公衆に伝達する場合。
第五章 著作権集中管理団体並びに著作権の審
議及び調停委員会
第８１条 著作財産権者は権利の行使、使用料の
受取り及び分配のために、著作権所管庁の許可を
経て著作権集中管理団体を結成することができ
る。
２ 独占的利用許諾における被許諾者（利用権者）
も著作権集中管理団体に加入することができ
る。
３ 第 1 項の団体の設立許可、組織構成、職権及
びその監督、輔導は、別途法律をもってこれ
を定める。
第８２条 著作権所管庁は、著作権の審議及び調
停にあたる委員会を設置して、次に掲げる事項を
処理させなければならない。
一. 第 47 条第 4 項に定める使用料率について審
議すること。
二. 著作権集中管理団体と利用者間の使用料を
めぐる紛争の調停をすること。
三. 著作権又は出版権をめぐる紛争の調停をす
ること。
四. その他著作権の審議及び調停についての諮
問に応じること。
２ 第 1 項第 3 号に定める紛争の調停が刑事に関
わるものであるときは、親告罪の事件に限る。

音楽著作物が著作権仲介団体の管理下におか
れた場合は、この限りでない。

第五章 著作権仲介団体並びに著作権の審議及
び調停委員会
第８１条 著作財産権者は権利の行使、使用料の
受取り及び分配のために、著作権所管庁の許可を
経て著作権仲介団体を結成することができる。
２ 独占的利用許諾における被許諾者（利用権者）
も著作権仲介団体に加入することができる。
３ 第 1 項の団体の設立許可、組織構成、職権及
びその監督、輔導は、別途法律をもってこれ
を定める。

第８２条 著作権所管庁は、著作権の審議及び調
停にあたる委員会を設置して、次に掲げる事項を
処理させなければならない。
一. 第 47 条第 4 項に定める使用料率について審
議すること。
二. 著作権仲介団体と利用者間の使用料をめぐ
る紛争の調停をすること。
三. 著作権又は出版権をめぐる紛争の調停をす
ること。
四. その他著作権の審議及び調停についての諮
問に応じること。
２ 第 1 項第 3 号に定める紛争の調停が刑事に関
わるものであるときは、親告罪の事件に限る。

1-1-2-8 実績
台湾はかつて海賊版天国という汚名を背負い、その不名誉を挽回するために検察・警察等調査
機関は連携を密にして、海賊版・模倣品の取締りに力を入れている。長年にわたる努力が認められ、
2009 年 1 月 17 日に米スペシャル 301 条項の監視国リストから指定解除された。米通商代表部
（USTR）はスペシャル 301 条項に基づく「サイクル外レビュー」（Out of Cycle Review, OCR）
の結果、2009 年 1 月 17 日に台湾の「監視国リスト（Watch List）」指定解除を発表した。1998 年
以来の 11 年ぶりの指定解除で、台湾の近年の知的財産権保護への取組みが評価された形になった。
USTR が 2008 年 4 月 25 日に発表した年度報告書で、サイクル外レビューに関する条項を付け
てスペシャル 301 条項に基づき台湾を監視国に指定した。2001 年に米側から「海賊版天国（a haven
for pirates）」と非難されたほど、台湾は 8 年間の努力を経て、今や技術の革新（イノベーション）
と研究開発の拠点と位置づけられるようになった。
米側が特に関心を示している、知的財産裁判所の設立、校内での知的財産権侵害対策及び著作
権法改正案（ISP 法案）という三つの課題について、台湾当局は積極的に対処し、一応の成果をあ
げている。今回の指定解除について、経済部（日本の「経済産業省」に相当）は、知的財産権保護
はわが国が国際社会の一員として果たすべき義務であり、また産業発展と国際競争力の向上にも大
いに関わっている、とコメントするとともに、民間及び政府の司法機関（司法院）、行政機関（教
育部、法務部、税関、警政署等）、立法院の力合せが指定解除につながったと強調した。監視国指
定解除は、情報通信、ソフト、文化等知的財産権に密接に関連する産業には朗報で、投資誘致にも
有利である。
1980 年代の終わり頃から 1990 年代の初め頃まで、わが国は MTV における家庭用ビデオ使用、
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ブランド品のニセモノ、音楽 CD の海賊版等問題の深刻化で強く批判され、1992 年に米政府との了
解覚書（MOU）締結によってどうにか優先監視国への指定を免れた。ところが、1993 年になって、
米側はわが国が協議内容に基づいて著作権協定を批准しなかった、商標法と特許法も TRIPS 協定に
合致しない等を理由に、台湾を優先国（priority foreign country）に指定した。歴史的軌跡からみて、
アメリカがスペシャル 301 条の運用によって台湾を含む主要貿易相手国にどれだけのプレッシャー
をかけてきたかが伺える。
技術の進歩につれて、米側が指摘する課題や範囲は、営業秘密法や半導体集積回路回路配置保
護法からインターネット上の権利侵害、ISP（インターネット接続サービスプロバイダー）法案にま
でどんどん拡大していった。米側は台湾の知的財産権に対する保護への取組みを評価する一方、今
後も引き続きインターネット上の権利侵害対策に関する立法化、水際措置の強化、学校内・学術用
ネットワークを悪用した著作権侵害抑止への効果的な対応策及び医薬品・医療機器への特許権保護、
偽薬流通防止等を含む知的財産権保護体制強化の進展に目を光らせて注視すると釘をさしておいた。
【訳注：スペシャル 301 条とは、アメリカ合衆国の 1974 年通商法（The 1974 Trade Act）におけ
る知的財産権に対する対外制裁に関する条項。1988 年の包括通商競争力法 （Omnibus Foreign
Trade and Competitiveness Act） により創設された。】

2006年～2010年05月の各機関による海賊版・模倣品の摘発実績
警政署

調査局

知的財産権保護警察隊

期
間

件數

人數

摘発枚数
（光ディ 件數 人數
スク）

出動 延べ出動
回数
人数

件數

人數

光ディスク合同
査察チーム
立入
検査/
査察
工場数
指導
工場数
1,076
0
1,008
117
916
255
820
263

2006
5,158 5,688 1,177,523 119 180 6,209 26,597 1,935
2,057
2007
6,274 7,119 636,080 115 158 6,582 29,038 2,280
2,380
2008
6,093 6,656 1,396,305 70 114 6,275 28,001 2,127
1,946
2009
5,543 6,115 785,806 104 149 5,241 23,761 2,010
1,933
2010
1,789 2,028 845,487
37
55 1,560 6,267
667
694
333
1-5 月
注：警政署の数値には知的財産権保護警察隊の数値が含まれている
2006 年～2010 年 05 月の各機関による海賊版・模倣品の摘発実績
光ディスク合同
警政署
調査局
知的財産権保護警察隊
査察チーム
立入
検査/
摘発枚数
出動回
延べ出
査察工
（光ディ 件數
指導
期間 件數
人數
人數
件數
人數
数
動人数
場数
スク）
工場
数
2006 5,158
5,688
1,177,523 119
180
6,209
26,597
1,935
2,057
1,076
0
2007 6,274
7,119
636,080
115
158
6,582
29,038
2,280
2,380
1,008
117
2008 6,093
6,656
1,396,305 70
114
6,275
28,001
2,127
1,946
916
255
2009 5,543
6,115
785,806
104
149
5,241
23,761
2,010
1,933
820
263
2010
1-7
2,796
3,216
919,661
63
85
2,313
8,562
1,009
1,071
475
160
月
2009
1-7
3,171
3,426
452,969
67
94
3,259
14,798
1,219
1,118
504
157
月
增減
-11.83% -6.13% 103.03% -5.97% -9.57% -29.03% -42.14% -17.23% -4.20% -5.75% 1.91%
率
2010
1-7
459
131,380
9
12
330
1,223
144
153
98
23
月平 399
均
2009
1-7
489
64,710
10
13
466
2,114
174
160
72
22
月平 453
均

12

115

經濟部智慧財産局(教育宣
導)
TV
放
説明・宣
新聞報道
送
伝会召
回数
回
集回数
数
1
3
0

12
10
8

296
245
347

0

0

130

0

2

231

0%

-100.00%

-43.72%

0

0

19

0

0

33
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2009
全年
月平
均

462

510

65,484

9

12

437

1,980

168

161

68

22

0

1

注：警政署の数値には知的財産権保護警察隊の数値が含まれている

1-1-2-9 特許法の大幅な改正に向けて（2009.12）
特許法一部改正法案は 2009 年 12 月 3 日に閣議決定され、同 11 日に立法院へ送られた。今回
の改正は四つの方向性を指摘することができる。
1. 産業発展のニーズ：例えば動植物特許の解禁による農業科学技術の研究開発を促し、遺伝子組
み換えされた動植物も特許が保護する対象になり得る。医薬品実験・研究の免責等々。
2. 国際調和（ハーモナイゼーション）：TRIPS 協定の改正に合わせて、公共衛生課題への取組み、
優先権証明書類を補正する法定期限の修正、故意によらない法定期間の遅延の場合における回
復請求のできる規定の追加、及び優遇期間主張の適用拡大等々。
3. 審査実務上のニーズに応じて審査体制の健全化を図る。
4. 特許権の保護を強化し、特許権侵害の関連規定を改正する。
改正案の大綱（骨子）を次のとおり要約した。
1. 考案の位置づけを明確にする：考案の発明、実用新案及び設計の上位概念であり、考案が「実
用新案」或いは「設計」であるという誤解を招くを避け、また現行法における「考案」に対す
る広義、狭義の範囲が不一致するのを解決するため、発明、実用新案及び設計をともに考案の
類型に定める。（改正条文第 1 条）
2. 意匠（新式様専利）の名称を「設計意匠」（設計専利）に変更する：産業界及び国際間の設計
に対する保護の通常の概念に合わせ、並びに設計への保護対象を明確にするため、国際間の立
法例を参考に、現行「新式様」を「設計」に修正する。（改正条文第 2 条と第 123 条）
3. 発明、実用新案及び設計の「実施」の定義規定を新設：「実施」は「製造、販売の申し入れ、
販売、使用又は上記目的のために輸入をする」等行為を含み、「使用」の上位概念に属する。
現行法での「使用」と「実施」の用語の不一致による解釈上の問題を解決するため、「実施」
の定義規定を追加するとともに、関連規定における「実施」と「使用」の用語を修正する。（改
正条文第 22 条、第 58 条、第 89 条、第 124 条及び第 138 条）
4. 優遇期間の適用範囲を修正し、並びにその事由追加する：事実発生後 6 ヶ月以内に発明特許及
び実用新案の登録出願をする優遇期間の適用範囲は現行法では、新規性にとどまるが、今回の
改正で、新規性及び進歩性（設計意匠の場合は創作性）を含むように修正し、適用範囲を拡大
する。優遇期間を主張できる事由に、自己の意思により刊行物に発表した場合を新設する。（改
正条文第 22 条及び第 124 条）
5. 動植物特許出願の解禁：国内のバイオテクノロジー産業の発展を促進するため、動物・植物に
関する発明も特許のできる対象に加えいれる。（改正条文第 24 条）
6. 復権の導入：イノベーション、研究開発の成果への保護を奨励するため、出願人又は特許権者
が故意によらないで出願時に優先権を主張せず、主張しなかった、又は期間内に特許料（年金）
を滞納したとみなされ、権利喪失の効果を生じた場合、その権利の回復を請求する規定を新設
する。また、特許権を回復する効力は、原特許権消滅後から特許権回復許可の公告前に善意で
実施し又は必要の準備を完了した場合に及ばない。（改正条文第 29 条、第 52 条、第 59 条及び
第 72 条）
7. 分割出願時点の制限を緩和する：特許付与後分割制度を導入し、出願人が初審特許査定書送達
後 30 日以内に分割出願を提出することができる規定を新設する。（改正条文第 34 条）
8. 審査中の修正制度を完備させる：「補充、修正」の用語を「修正」に改め、出願人が自ら進ん
で修正を提出する時間の制限を削除する。審査の時間を引き延ばすのを避けるため、「最後通
知」制度を新たに設ける。即ち、特許事務所管庁から最後の通知があった後、出願人は特許請
求範囲を修正しようとしても、特定の事項についてのみ認められる。これに違反する場合、特
許事務所管庁は直接査定をすることができる。（改正条文第 43 条）
9. 医薬品又は農薬品の特許権権利期間の延長に関する規定を修正する：医薬品・農薬品特許権の
権利期間の延長に関連する規定を緩和し、許可証を取得するために発明を実施できない期間が
公告後２年以上とする現行規定の制限を削除する。特許権の権利期間が満了するときになお（延
長申請についての）査定がなされない場合、その権利期間は既に延長されたとみなす。特許権
権利期間の延長を認める範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途に限定する。（改正条
文第 53 条、第 54 条及び第 56 条）
10. 特許権効力が及ばない事項を修正・追加する：商業目的によらない未公開行為、特許権者が第
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72 条第 2 項により特許権の効力を回復しかつ公告を経る前に善意で実施し又はすでに必要な準
備を完了した場合、薬事法に定めた薬物検査登記許可又は外国の薬物販売許可を取得する目的
で行った研究、試験及びその他の必要な行為は、全て特許権の効力が及ばない事項とする。ま
た、権利消尽原則はいったい国際消尽或いは国内消尽原則に基づくかはそもそも立法政策であ
って、裁判所が事実により認定するすべがないため、今回の改正で明確に国際消尽原則による
ことを明確にする。（改正条文第 59 条、第 60 条）
11. 無効審判関連規定を修正する：職権による審査制度を廃止する。無効審判請求できる事由を修
正し、その請求事由は特許査定時の規定によることを明確に定める。ただ、分割、出願変更若
しくは更正が出願時に掲示された範囲を超え、又は更正が公告時の特許請求範囲を実質的に拡
大し若しくは変更するときは、当該事由はいずれも本質的な事項に属するため、特許査定時に
無効審判請求事由で定めていなくても、やはり無効審判を請求することができる。また手続規
定について、一部の請求項について請求することができること、無効審判の審査は職権により
斟酌、合併審査、合併審決及び審決前に取り下げができるなどの規定を追加し、並びに職権に
より更正を通知する規定を削除する。（改正条文第 73 条、第 75 条、第 77 条及び第 80 条~第
84 条）
12. 特許実施の規定を修正する：「特許実施」という名称を「強制授権」に改めるとともに、請求
事由、要件を含む関連規定を修正する。また、強制授権の処分を下すと同時に、補償金を算定
する。（改正条文第 89 条~第 91 条）
13. 公共衛生課題の規定を新設する：WTO が開発途上国及び後発開発途上国（最貧国）に協力し
て、その国内の公共衛生危機を解決するのに必要な特許医薬品へのアクセスを容易にするため
に強制授権のもと、医薬品を生産することを可能にし、並びにこの場合において強制授権を請
求することのできる適用対象を明確に定める。（改正条文第 92 条、第 93 条）
14. 特許権侵害関連規定を修正する：権利者民事救済請求権の性質からして損害賠償請求権および
侵害排除防止請求権を明確に定める。損害賠償の請求は、権利侵害行為者主観的な故意又は過
失があることを必要とする。合理的なロイヤリティーを損害賠償の計算方法とすることができ
るようにし、権利者の損害について法律上の合理的な補償の下限を設け、並びに適度に立証責
任の負担を免除する。また、特許表示に関する規定の趣旨を明らかにするために、表示を付加
しなかったものは損害賠償請求ができない規定を削除する。（改正条文第 98 条~第 100 条）
15. 実用新案制度：同一の者が同日に同じ考案についてそれぞれ発明特許及び実用新案登録出願を
した場合、特許査定前に二者択一を通知する規定を新たに設ける。即ち、発明特許を選ぶ場合、
その実用新案は初めから存在しなかったとし、実用新案を選ぶ場合、その発明について特許を
付与しない。実用新案の修正が明らかに請求時の範囲を超える場合も特許を付与しない事由の
一つとする規定を新設する。実用新案権者による権利行使の際の注意義務を修正する。実用新
案は形式審査（方式審査）制をとるが、無効審判と合併審査するときは実質審査を行い、並び
に合併査定をする。（改正条文第 32 条、第 114 条、第 119 条及び第 120 条）
16. 設計意匠制度：設計意匠について、部分設計、コンピュータ画面デザインといわれるアイコン
とグラフィカル･ユーザー･インターフェイス（GUI）、組物意匠の出願を認める。今回の改正を
機に、類似意匠（連合新式様専利）制度を廃止する代わりに、関連意匠（派生設計専利）制度
を導入する。（改正条文第 123 条、第 129 条、第 131 条）
1-1-2-10 商標の先取り防止策――「著名地方特色産業産地認定原則」
知的財産局は「一郷鎮（地方や町）一特産」の政策に合わせて、全国各地方に特色のある産業、
農業・漁業・牧畜業及び手工業（手工芸品）を他の地域産業或いは製品と区別すべく、その地名を
その地方の産業だけが使えるようにすることによって、地方に特色ある産業又は伝統技芸の発展を
続け、地方の競争力向上を目指し、さらに外国で商標の先取りなどわが国地名が不正に商標登録さ
れることのないように、「著名地方特色産業産地認定原則」を２００８年から起草し、各地方の特
産品の一覧の作成を試みている。ただ、産地の知名度は、時代の流れ、製品の生産販売の規模、持
続的な宣伝活動等客観的な要素によって変化するので、適時に一覧の改訂を行う。
認定原則の提出次第、知的財産局は各県・市政府（県庁・市庁）の管轄内に地方の特色のある
著名な産業の推薦を要請するほか、今年３月６日に各地方自治体、行政院農業委員会、交通部観光
局、経済部中小企業処及び商業司等政府機関を招いて会合を開き、逐一内容を検討し、「著名地方
特色産業産地一覧表」（３４６ヶ所の著名産地を収録）を完成したのである。アクセス先は次のと
おりとなっている。
(http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3015&guid=5ea9e737-264b-49f0-be33-5af
ec5122b37&lang-zh-tw)
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著名地方特色産業産地認定原則
（前略）いわゆる「著名地方特色産業産地」とは、特殊な自然又は人文環境により発展した、
当地を代表できるクラスター型産業の発展を遂げ、かつかなりの知名度を有する産地をいう。そ
の認定については次の五つの要素により総合的に判断する。
全国的信用‧名声を博し、広くわが国消費者に熟知されている特産品であって、かつ消費者に
とってその産地名称と緊密に連結し、並びに当該特産品は其の地域の代表的な産業であると認め
られるもの。例えば、「大渓（地名）」の「豆干」（豆腐で作った干し物やそれをしょう油など
の調味料を入れて煮込んだ物）、「台中（地名）」
の「太陽餅」（餡の入ったお菓子）等。
特殊な自然環境のなかで発展した特色のある地方産業。例えば、
「阿里山」のお茶（阿里山茶）、
「拉拉山」の「水蜜桃」（桃の一種）等。
歴史文化を伝承する価値があり、珍しくかつ其の文化を保存する意義のある産業であって、当該
地域で発展した相当の規模のあるもの。例えば、「后里（地名）」のサキソフォン、「蘭嶼（地
名）」の丸木舟。
伝統的な特色のある産業であって、その産地で生産した特定の製品は伝統的な技術又は独特な
技術によって作られたもので、地方の独特性を表し、他の地域の同じ産業或いは製品と区別でき
るもの。例えば、「新埔（地名）」の柿餅、「美濃（地名）」の紙傘等。
クラスター型経済を形成している産業であって、現地の商店はクラスターとなって発展し、産業
クラスターとしての経済効果を発揮している。例えば、「鶯歌（地名）」の陶器・磁器、「石門
（地名）」の活魚づくし等。

1-1-2-11 地理的表示への保護強化
商標制度の国際的調和を図る観点から、知的財産局は著名商標と産地証明標章への保護強化を
重点政策に掲げている。2007 年の半ばから関連審査基準が相次いで公布されたのに伴い、著名商標
が本来と異なる類別に登録されるのを避けるため、同局は出願審査を厳格に行う姿勢をアピールし
た。
同局商標グループが著名商標の保護に関する二つの中心的概念を示した。それによると、一つ
は、「誤認混同」の回避である。要するに世間によく知られる「ただ乗り」のことをいう。もう一
つは比較的新しいコンセプトである、識別力と商業上の信用の希釈化、いわば「ダイリューション」
の回避。これまでの著名商標に対する保護は同一の商品（役務）分野における公平な取引秩序の維
持に重点を置いていたが、今はその範囲が異なる分野にまで及ぶようになり、更なる保護を与えて
いる。
近年、数多くの輸出農産品について中国における商標先取り登録が発覚し、問題になったのを
受けて、知的財産局は産地証明標章、つまり地理的表示の登録を推進している。その土地ならでは
の自然環境から生まれた良質で、保護されるに値する農産品が外国で地理的表示によって保護され
るには、まず本国で保護されているものでなければならない。
阿里山茶など台湾ならではの特産品で名を知られる産地が中国で商標として不正登録されるこ
とが相次いだことを受けて、産地団体商標出願の資格を公会、協会、農会（農協）その他公益的性
格を有する団体に拡大することを盛り込んだ商標法改正案に関する公聴会が続々と開かれるなど地
理的表示への保護を強化しようとする動きが活発化している。
特産品の産地名称が不正に商標登録されるのを防ぐため、知的財産局は 2007 年に「証明標章・
団体商標及び団体標章審査基準」を制定し、同年に実施している。また WTO 加盟国として地理的
表示に対する保護が義務づけられ、それを実現するためにも産地証明標章や団体商標に関連する商
標法規定を改正する必要があった。
特産品を生産する地名が不正に商標登録されている問題に直面しているのは台湾だけではない。
日本の地方特産品が台湾で商標登録されているケースもしばしば耳にする。例えば日本の香川県観
光交流局は、台湾のうどん屋「土三寒六」を「さぬき大使館」として認定し、讃岐うどんの旨味を
通して台湾での認知度を高め、イメージアップを図っている。台湾でさぬき大使館の認定を受けた
のは「土三寒六」だけである。ところが、「土三寒六」は看板に「讃岐」という文字を使ったこと
で商標権者から警告書が届いている。これを受けて、台湾における約 400 社の日系企業からなる「日
本商工会」は先日、「讃岐」、「青森」、「佐賀」など日本地名の商標登録を取り消すよう台湾経
済部（経済産業省に相当）に訴願を提起した。日本の地名が台湾で商標になっていることに厳しい
目が向けられている。
これを受けて、公平会はニュースリリースで、「マスコミが報道した、日本農水省の調査で、
日本の産地名に類似する『包装』或いは『表示』を使っているが、実際は日本産でない農水産品が
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台湾市場で出回っていることについて、業者が他人の商標を包装に不実に表示した場合、商標権を
侵害する疑いがあり、また農産品市場取引法・商品表示法に違反する可能性がある。告発を受けた
場合は農業委員会や経済部等関係当局に移送して処理してもらう」とコメントした。
さらに、業者が商品の包装以外に、「広告」においてもその商品を日本産と偽って宣伝した場
合は公平取引法第 21 条第 1 項に反するおそれがあり、商品の産地について虚偽不実又は誤解を与え
るような表示をしたものは厳しく罰するという。
公平会は業者に対し、広告掲載若しくは市場取引は公平取引法に則って行わなければならず、
同法に違反するようなことがあれば、新台湾ドル 5 万元以上 2,500 万元以下の過料が科される、と
呼びかけている。
「讃岐」が台湾企業の商標となり、香川県の「さぬき大使館」認定を受けたうどん屋がかえっ
て「讃岐」の使用を禁止されていることほど理不尽なことは無いと日本関係者は思うだろうが、「讃
岐」うどんの商標登録はすでに十年間を超え、これを取り消すには十分な証拠が求められると知的
財産局長はいう。登録してから五年間を超えた商標についての取消し請求は更に出願人が悪意で登
録したことを証明しなければならない。
日本商工会は「讃岐」の商標登録について取り消しを求めるとともに、日本の地名や典故が商
標登録されることのないように商標審査の参考資料として知的財産局にリストを提供している。
台湾で商標登録された日本の地名：
地名
指定商品（営業項目）
青森
農産品の小売り、建材、下着・パジャマ、美容化粧品
佐賀
オートバイ、釣り用具、レストラン、缶詰、薬品
博多
即席ラーメン、ゴム
宇治
飲料
熊本
食品、メガネ
東京
服装、工業
1-1-3 経済部「査禁模倣商品小組」（模倣品対策班、2006.01.01 に撤廃）
知的財産権に対する保護政策を着実に進めるため、1981 年 3 月 13 日、経済部は「査禁模倣商品小
組」（通称、「禁倣小組」）を発足させた。模倣品に関する通報を受け付けるほか、模倣品対策や執行
計画の策定・推進、そして常に先頭にたって検察・警察・調査機関と協調しながら捜査・取締活動を仕
切ってきた。産業界に自社ブランドの立ち上げを奨励し、知的財産権を保護する重要性・必要性を宣伝
普及させ、商業倫理・市場秩序を建て直すことによる国のイメージアップに努めた。
2003 年 1 月 1 日に知的財産権保護警察隊が発足し、翌年 11 月 1 日に法制化されたことによって、
台湾における知的財産権保護、そして模倣品問題への取り組みは新しい節目に向かって歩き出した。こ
れを機に、同チームはもうこれ以上独立して存続する必要がなくなったとの判断から、廃止することに
なった。今まで模倣品対策で核心的な機能を果していた「禁倣小組」もとうとう終幕を迎えた。
同チームの役目は経済部で各省庁を横断した「知的財産権保護協調報告会議」、高等検察署で設置
した「知的財産権保護専門プロジェクト報告会議」、内政部警政署下の「知的財産権保護警察隊」が引
き継ぎ、模倣品・海賊版との戦いはまだ続いている。
1-1-4 経済部「光ディスク合同査察チーム」
（光碟聯合査核小組）
1-1-4-1 紹介
光ディスク製品が違法コピーに悪用される海賊版を効果的に取り締まるために、2001 年 11 月 16
日に「光ディスク管理条例」が制定された。経済部は同条例に基づいて、さらに「光ディスク管理業
務及び査察作業実施要点」を策定し、所轄国際貿易局、工業局、知的財産局及び標準検査局の関係者
をかき集めた「光ディスク合同査察チーム」を結成させ、法律に基づいて設立された光ディスクメー
カーを対象に全面的に査察を行っている。同チームは発足当初、臨時的に編成された組織であり、任
務の遂行に必要なときに上記四つの関係機関から人員を派遣して共同で査察を行う形をとっていたた
め、これといってめぼしい成果がなかった。2002 年、経済部は光ディスク査察業務の統合を図るため、
「光ディスク合同査察チーム併合計画」のもと、同年 9 月から上記四つの機関からそれぞれ二人の担
当者を内政部警政署保安第二本隊の本部に派遣し、同警察隊とともに機動的に行動する体制を取り入
れた。2003 年 1 月、知的財産権保護警察隊の発足に伴い、同チームは再び拠点を移転した。
査察は検査対象になる工場への事前通知はせず、警察の立会いの下、不定期に行われている。通
報があったときは、優先して処理する。
知的財産局による「インターネット上の権利侵害防止策」の実施にあわせて、光ディスク合同査
察チームは知的財産保護警察隊、知的財産局のスタッフと「インターネット上の権利侵害合同査察専
門プロジェクトチーム」を結成し、取締りを強化して積極的にインターネット上の知的財産権侵害事
件の摘発に取組んでいる。
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1-1-4-2

2006～2010 年 05 月の実績

光ディスク合同査察チームによる査察状況
査察件数 立入り検査・指導工場数
1,076
0
2006 年
1,008
117
2007 年
916
255
2008 年
820
263
2009 年
115
2010 年 1-5 月 333
情報源：光ディスク合同査察チーム
1-1-5 経済部「国際貿易局」
1-1-5-1 紹介
国際貿易局（国貿局と略称する）は 1969 年 1 月 1 日に発足した。経済・貿易環境の変化に対応
して何度も組織の再編成を図った。近年、貿易の自由化にあわせて、輸出入管理にネガティブリスト
を導入すると同時に、輸出入許可の申請件数を減らそうと、許可不要の項目を増やした。一方、外国
との経済貿易上の関係を強化するため、国際的経済貿易組織の活動にも積極的に参加している。
1-1-5-2

所管業務

所

管

第一組
第一科
輸入業務及び貨物分 輸入総合業務、ハイ
類業務
テク、車両関連商品
の輸入管理
第二組
第一科
輸出業務及び輸出入 総合業務及び輸出
業者登記管理
入業者登記管理

業

第二科
農産品、水産物、紙
製品及び印刷物の
輸入管理
第二科
農、林、漁、鉱業及
びハイテク

務

第三科
第四科
紡績品、金属、機械、輸入許可及び鉱産
電子及びその他の 物、化学品等の貨物
貨物輸入管理
輸入管理
第三科
第四科
紡績品管理及び輸 知的財産権、輸出貿
出産地表示
易紛争処理及び優
良業者の表彰
第三組
第一科
第二科
第三科
WTO、OECD 及びそ WTO（1）及び総合 WTO（2）及び
WTO（3）及びその
の他の国際経済貿易 業務
OECD 業務
他の国際経済貿易
組織関連業務
組織業務
第四組
第一科
第二科
第三科
第四科
APEC、アジア太平洋 APEC 関連業務
アセアン及び南ア 中国大陸、香港、マ 日本、韓国、オース
地域及び中国大陸と
ジア
カオ及びモンゴル トラリア、ニュージ
の経済貿易業務
ーランド及びオセ
アニア州
第五組
第一科
第二科
第三科
ヨーロッパ、メリカ、アメリカ、カナダへ ヨーロッパを中心 中南米、中東及びア
アフリカ及び中東地 の輸出拡大計画の に、外国駐在機関の フリカを対象に、外
区との間の経済貿易 実行、経費の確保・ 考査、外賓招待作業 国駐在機関の成績
業務
管理
考査、勤務評定、外
賓招待
総合企画委員会
第一科
第二科
総合企画業務
研究・考査
秘書室
文書科
事務科
貨物商品分類委員会
商品分類の審議及び
編集・印刷
人事室
会計室
統計室
政風室（風紀室）
資訊中心（情報センタ
ー）
国際貿易行政情報シ
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ステムの企画と実行
異議申立審議委員会
貿易処分に対する異
議申立の審議
紡績品検査チーム
紡績品検査業務
高雄事務所
第一科
輸入総合業務

第二科
輸出総合業務及び
輸出入業者登記

第三科
高雄事務所総合業
務

1-1-5-3 知的財産権輸出管理
貿易法第 2 条により、貿易は貨物及び貨物に付属する知的財産権の輸出入行為及びその関連事項
を含む。知的財産権の範囲は商標権、特許権、著作権及びその他法律によって保護される知的財産権
に及ぶ。また、貨物輸出管理規則第 3 章及び第 4 章にも商標の表示、物品に著作がつく場合の輸出に
関する規定が置かれている。輸出品における商標の不正な表示のないように、国際貿易局と財政部関
税総局が共同で「商標輸出監視システム運営執行手続き」を制定しており、登録商標への保護を強化
している。海賊版コンピュータプログラムの輸出は著作権者に損害を与えるのみならず、国のイメー
ジダウンにもなりかねないので、コンピュータプログラム関連製品輸出管理制度をも導入している。
1-1-5-3-1 商標の表示について
（1）輸出品の本体又はその内外の包装又は容器に商標が表示された場合、輸出者は自らその商標権の
帰属について確認しなければならない。他人の登録商標を無断で商品に表示することができな
い。
（2）輸出に際して、輸出者は輸出品に表示された商標の見本を正確に通関書類に明記し、又は貼付し
なければならない。商標の表示がないものは「商標なし」と明記する。
（3）商標が表示された貨物を輸出するときは、輸出申告書類に「商標なし」と記載することができな
いが、再輸出の外国貨物等について例外に認める場合がある。
1-1-6 経済部「標準検査局」
標準検査局は「光ディスク管理条例」に基づき、光ディスク製品に SID コード（出所識別コード）
が確実に表示されているかどうか、検査を実施している。検査をクリアしなければ、国内で販売するこ
とも海外へ輸出することも禁止される。
1-1-7 内政部警政署「知的財産権保護警察隊」（通称、
「保智大隊」）
1-1-7-1 紹介
「保安警察第二総隊知的財産権保護警察大隊」は 2003 年 1 月 1 日に発足した。特にこの日を選
んだのは、知的財産権保護への取り組みが新たな段階に入ったことを意味付ける狙いがあったからだ。
同警察隊は本来の保安警察第二総隊（本隊）の隊員からなり、総勢 220 人が知的財産権侵害事犯の摘
発に投入されている。大隊の下に三つの中隊があり、第一中隊に台北分隊、花蓮東部分隊、サーバー
犯罪捜査チーム、光ディスクチーム、新聞折込広告（による海賊版販売）チーム、第二中隊に桃園分
隊、台中分隊、第三中隊に嘉義分隊、高雄分隊がそれぞれ設置されている。製造業者、中間卸商、小
売店を重点対象に綿密な捜査網を張り巡らし、海賊版･模倣品の摘発で中心的な役割を果している。
インターネットを悪用したサイバー犯罪の頻発に対応して、警政署は個別案件への奨励金の引き
上げ、特別採点基準の導入、捜査設備の充実化等様々な対策を打ち出し、所轄機関に取締強化を指示
している。その一環として知的財産保護警察隊にサイバー犯罪捜査チームを設置し、サイバー犯罪の
情報分析や摘発に当たっている。サイバー犯罪捜査専門の第九捜査隊（通称「偵九隊」）と連携して
サイバー犯罪事犯の検挙で成果をあげることに大いに期待されている。
1-1-7-2

2003 年~2010 年 5 月の摘発実績

2003 年～2010 年 5 月の知的財産権保護警察隊における知的財産権侵害事犯の摘発状況
（単位：台湾元）
合計
著作権法違反
商標法違反
出動 動員
回数 人数
件数 検挙
被害総額
件数 検挙
被害総額
件数 検挙
被害総額
人数
人数
人数
（概算）
2003 2,017 1,025 6,624,092,380 1,748 715 5,229,471,150 269 310 1,394,621,230 4,110 36,990
2004 1,219 1,052 8,859,996,712 659 429 7,149,906,312 560 623 1,710,090,400 3,902 30,511
2005 1,428 1,593 7,914,724,219 495 576 4,852,194,571 933 1,017 3,062,529,648 4,933 18,771
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2006 1,935 2,057 22,361,047,633 1,042 1,093 20,371,087,029 893 964 1,989,960,604
2007 2,280 2,380 33,282,815,427 1,087 1,100 30,625,876,145 1,193 1,280 2,656,939,282
2008 2,127 1,946 14,708,633,989 1,254 988 12,624,836,737 873 958 2,083,797,252
2009 2,010 1,933 6,339,038,133 970 753 5,329,362,120 1,040 1,180 1,009,676,013
2010
1-5
667 694 3,405,086,395 267 209 1,554,419,899 400 485 1,850,666,496
月
99
98
178,406,703
39
24
70,800,167
60
74 107,606,536
1月
92
90
645,955,858
44
32
597,620,242
48
58
48,335,616
2月
219
220
1,584,607,927
100
85
505,064,930
119
135
1,079,542,997
3月
608,240,458
43
27
212,347,366
81
95 395,893,092
4 月 124 122
133
164
387,875499
41
41
168,587,194
92
123
219,288,255
5月
注：１．以上の数値には他の機関との合同捜査で摘発した事件が含まれている。
２．被害総額は権利者が概算したもの。

6,209
6,582
6,275
5,241

26,597
29,038
28,001
23,761

1,560 6,267
305
248
300
325
382

1,399
1,119
1,380
1,014
1,355

1-1-8 内政部警政署「刑事警察局第九捜査隊」（通称、
「偵九隊」）
刑事警察局第九捜査隊の前身は 1996 年 9 月に刑事警察局情報室の下に設置されたコンピュー
タ犯罪チームである。その後、1998 年 8 月、全国各県・市警察局にコンピュータ犯罪チームを設立
し、コンピュータ（サイバー）犯罪の捜査及び予防にあたっている。1999 年 7 月、情報室に所属し
ていたコンピュータ犯罪チームの編制を拡大して、ハイテク犯罪捜査を専ら担当する第九捜査隊（第
一チームと第二チーム）を結成した。第九捜査隊発足後、まもなく 2001 年 11 月、第三チームを設
立させ、さらに 2003 年 1 月にコンピュータ技術チームを、現在は、メンバー30 名で四チームに分
けて専ら情報通信、ネットワーク、ハイテク犯罪事件の捜査を担当している。
同捜査隊の主な職務内容は、「ハイテクを駆使した重大な犯罪事件の捜査」及び「ハイテク犯
罪情報科学技術の収集・研究」である。
ハイテクの発達に法律が追いつかないので、事件解決率の低下による治安の悪化が懸念されて
いる。そこで、全国における重大な犯罪事件の捜査及び刑事政策の策定を司る刑事警察局は情報室
及び情報通信監察センター等技術幕僚機関、そしてサイバー犯罪専門の第九捜査隊、電信警察隊を
統合して、「ハイテク犯罪防止センター」を結成し、2006 年 4 月 7 日に発足した。
第九捜査隊は、著作権法違反、出会い系サイトにおける詐欺事件、ハッカーの不法侵入による
営業秘密の窃取、オンラインゲームによる著作権法違反、日本語書籍ファイルの違法開示、海賊版
販売、個人情報の違法販売、アカウント・パスワードの不正取得、偽ブランド品のネット販売、イ
ンターネットを通じて行われた詐欺事件やギャンブル、禁制品の販売等々サーバースペースを悪用
した知的財産権侵害事犯を数々検挙し、これまでの活躍ぶりは大いに評価されている。また、国内
にとどまらず、外国警察機関と連携して国境を越えた犯罪組織（ネットバンクを悪用した詐欺、ロ
ンダリングなど）の摘発にも積極的に取組んでいる。
第九捜査隊だけでなく、第三捜査隊も中国、香港、台湾三地に跨る大規模な模倣品販売組織を
摘発した実績がある（1 万点以上の模倣品を押収し、被害総額はおよそ 1 億元。1 台湾元＝2.8 円）
1-1-9 内政部警政署「経済チーム」
1-1-9-1 知的財産権保護関連業務
➲知的財産権保護強化活動実施計画案の策定
➲海賊版･模倣品撲滅への取組み強化
➲全国一斉取締活動実施計画案の策定
➲警察機関における海賊版掃蕩作戦実施計画の策定
➲知的財産局の知的財産権保護活動に協力
➲露天商が集中するナイトマーケット及び光ディスク製造工場をパトロール
1-1-10 財政部「税関（関税総局及び各地税関）
1-1-10-1 沿革
関税総局は最初は「海関総税務司署」という名称で、1854 年に設立された。関税の徴収はもちろ
ん、西洋から伝わってきた新しい考え方や制度を導入し、海軍の建設、港務、郵政、運航補助設備、
気象、教育、外交などの活動にも積極的に取り組んだ。そのうち、港務、郵政は一時税関が所管する
ことになっていたが、港務局、郵政総局の発足にともなって、関係業務の引継ぎが行われた。運航補
助設備の管理については、税関が引き続きその責任を負う。中華民国の建国後もこの組織編成で運営
していた。1991 年 2 月 1 日付けで「財政部関税局組織条例」が公布され、「財政部関税局」になった。
本局は財政部に属し、関税業務の執行機関である。そして、関政司は財政部内部の幕僚機関であ
り、関税業務に関する政策決定並びに法令の研究・制定を掌る。
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1-1-10-2 組織構成
関税総局に、総局長一人、副総局長一人、主任秘書一人を置く。総局の下に課徴、課税原則、取
締り、検査及び見積り、保税及び税金還付、税関業務、情報処理、総務の八ヶ処、人事、経理、統計、
法制、監督・査察、風紀の六ヶ室、並びに訴願審議、輸入貨物原産地認定の両委員会及び課税原則分
類・見積りの評議会が置かれている。
1-1-10-3 税関の取組み及び水際措置
総局は関税の課徴、密輸の取締り、保税・税金還付、貿易統計、運航補助設備の建設及び管理を
掌るほか、その他の政府機関の委託による税金や手数料の徴収、管制をも行う。ここ数年、次々と業
務の効率化を図る措置をとってきた。例えば、24 時間態勢の輸出入貨物の通関自動化、入国通関手続
きの簡素化を導入して、効率的な税務行政やサービスの質の向上を実現している。近年、国際郵便を
利用した海賊版・模倣品の輸入が激増するのに対応するため、2005 年 3 月から全国際郵便物をエック
ス線検査装置にかける措置をとっている。
TRIPS 協定第三部――知的所有権の行使では、加盟国に対して輸入の知的財産権関連製品につい
ての水際措置をとることを義務付けている。台湾は知的財産権保護政策を確実なものにするため、輸
出品の検査に多額の金員を注ぎ込んで、「コンピュータプログラム関連製品輸出管理制度（Export
Monitoring System）」、「商標輸出監視システム」を導入したり輸出貨物検査を実施したりするなど、
海賊版や模倣品の海外への流出を食い止めることに努めている。
水際措置は大別して申立てによる差し押さえ、職権による差し押さえ、司法機関の介入による差
し押さえ又は準司法機関による差し押さえに分けられる。
現行商標法第 65 条から第 68 条まで、及び著作権法第 90 条ノ１と第 90 条ノ２、「税関による著
作権又は製版権（出版権）侵害物品の差押えに関する実施方法」、「税関の協力による特許・商標及
び著作権益保護措置の実施に関する作業要点」は、わが国税関が商標権及び著作権侵害物品を差し押
さえるにあたっての法的根拠である。
前掲規定により、著作権者又は商標権者が輸出入貨物がその享有する商標権又は著作権を侵害す
ると認めるときは、書面をもって財政部関税総局又は各地関税局に告発し、権利侵害疑義貨物の差し
止めを申し立てる。権利者は侵害物品の詳細をどう認定するかを説明し、権利侵害の事実を釈明しな
ければならないし、輸出入業者の名称、貨物の品名、輸出元・輸出先（港）及び期日等関連資料、及
び商標登録又は著作権証明書類を、税関が差止の申立てを受理するかどうかを判断するのに十分な資
料を提供する必要がある。
税関が上記書類を審査した後、告発の内容が不一致で、或いは具体的でないと認め、受理を拒否
した場合は、権利者に不受理の理由を説明すべきである。もし、税関が差し押さえの申立てを受理す
ると決めた場合、或いは告発の内容と一致する貨物を発見した場合には、直ちに商標権者・著作権者
に通知し、一定の時間内に税関に来てもらい、侵害物品かどうか認定させる。
税関が職権による差し押さえをするには「一時的に差し押さえる」措置というものがある。TRIPS
協定に照らし合わせて、著作権法第 90 条ノ 1 に「一時的に差し押さえる」措置を設けている。また「税
関の協力による特許・商標及び著作権益保護措置作業要点」に基づき、税関が職務遂行において、輸
出入貨物が商標権及び著作権を侵害するおそれがあると発見したときに、自ら進んで関税法、税関密
輸取締条例、貿易法、著作権法、商標法等関連規定に基づいて差し押さえを行うことができる。税関
からの通知を受けた権利者が現場に赴き、侵害物品かどうかについて認定に協力し、著作権侵害物品
と判断したときに税関は職権により、一時的に差し押さえることができる。この措置をとった後、権
利者は三営業日以内に、規定により税関に差し押さえを申し立てたり、或いは民事・刑事訴訟手続を
とらなければならない。さもなければ、通関に関する他の規定に反しない限り、税関は直ちにこれら
の貨物の通関を認めなければならない。
1-1-10-3-1 「 税 関 の 協 力 に よ る 特 許 ・ 商 標 及 び 著 作 権 保 護 措 置 の 執 行 に 関 す る 作 業 要 点 」
（2008.08.22）
一、特許権者、商標権者及び著作権者の権益を保障し、WTO「知的所有権の貿易関連の側面に関す
る協定」の主旨及び我国関連法令に基づく公平公正の原則により、正常な国際貿易を促進し、通
関の障害発生を回避する為、特に本要点を制定する。
二、本要点は商標権及び著作権について、原則的に告発保護の方法を採用し、商標権者及び著作権
者、権利者の被許諾者又はその代理人、権利者の代理人、権利者団体（以下、「権利者等」とい
う）より、税関に告発するものとする。但し、税関は権利者等の提示を経るか、他機関の通報又
は職務執行の際に、商標権及び著作権侵害の虞のある輸出入貨物を発見した場合、関税法、税関
密輸取締条例(中国語名：海関緝私条例)、貿易法、著作権法、商標法、民事訴訟法及び刑事訴訟
法等の関連規定に従い処理する。
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三、特許権侵害案件について、司法機関による仮処分決定を経て関連製品の輸出入を暫時停止する
場合、特許権者 (専用実施権者を含む) により被疑案件貨物の輸出入日及び地点、輸出入運輸機
関名称、便名等の具体的な資料又は輸出入申告書番号が提供された後に、税関が協力して行う。
但し、貨物が既に通関している場合は、この限りではない。
四、本要点告発保護の作業手順は以下のとおりである。
(一)権利者等は輸出入貨物について商標権又は著作権侵害の虞がある場合、書面で財政部関税総局
又は輸出入地関税局に告発を提起すべきであり、告発時には下記資料を提出しなければならない。
1．侵害事実及び侵害物を識別するに足る説明。
2．輸出入業者名称、貨物名、輸出入港及び日付、航空 (船舶)便名、コンテナ番号、貨物保管地
点等に関連する具体的な資料。
3．商標登録文書、著作権証明又はその他、著作権を認定するに足る文書。代理人ならば、代理
証明文書を添付しなければならない。
(二) 税関は前号の告発を受けた後に、告発内容が具体的であるかどうかを検討し、もし告発を受理
する場合は権利者等に通知しなければならない。もし不受理であっても通知し、 (必要な時は、
説明の為権利者等に出頭するよう通知することができる。) 不受理の理由を説明しなければなら
ない。
(三) 輸出入貨物の検査を経て、告発内容と一致した場合
1．税関は直ちに電話及びファクシミリで権利者等に通知し、権利者等は通知を受けてから一定
時間内 (航空輸出：四時間、船便輸出入及び航空輸入：一営業日)に税関へ出向いて認定を行
わなければならず、並びに通知を受けてから三営業日以内に権利侵害証明文書を提出しなけれ
ばならない。権利者等に正当な理由があって上記期限内に提出できない場合、書面で理由を疎
明し税関に延長を申請することができるが、一度限りとする。
2．税関は別途、電話及びファクシミリで輸出入者に通知し、輸出入者は通知を受けてから三営
業日以内に許諾文書又はその他権利侵害がないことを証明する文書を提出しなければならな
い。但し、輸出入者に正当な理由があって上記期限内に提出できない場合、書面で理由を釈明
し税関に延長を申請することができるが、一回限りとする。
(四)権利者等による権利侵害証明提出を経て、商標権侵害の疑いがあると認定された場合
1．輸出入者が前号第二目に規定された期限内に許諾文書、又はその他権益侵害がないことを証
明する文書を提出できない場合、税関は商標法第八十二条規定に従い案件を全て警察当局に移
送する。 (経済部知的財産局にも副本で通知) 。
2． 輸出入者が前号第二目に規定された期限内に許諾文書、又はその他権益侵害がないことを
証明する文書を提出した場合、税関は直ちに権利者等に通知しなければならない。
3．権利者等は前目の通知日より三営業日以内に、商標法第六十五条第一項規定に基づき税関に
事前押収を申請するか、又は税関が押収執行に協力するよう裁判所に保全手続きを申立てるこ
とができる。被押収者も商標法第六十五条第四項規定に基づき、税関に対して押収処分の取消
しを請求、又は裁判所に対して保全手続きの取消しを申立てることができる。
4．権利者等が前目規定期限内に、商標法第六十五条第一項に基づく税関への事前押収申請、又
は裁判所への保全手続き申立てを行わなかった場合、もし他の通関規定違反がなければ、税関
で代表的なサンプルを採取した後に、貨物を通関させる。
5．権利者等が税関に押収申請し、税関が通知を受理して押収した日から十二日以内に、権利者
等が商標法第六十一条規定に基づく押収物を侵害物とする訴訟提起、及び税関への通知を行わ
なかった場合、税関は押収を取消さなければならない。もし他の通関規定違反がなければ、代
表的なサンプルを採取した後に、貨物を通関させる。税関は必要に応じて上記期限を十二日延
長することができる。
(五) 権利者等による権利侵害証明提出を経て、著作権侵害の疑いがあると認定された場合
1．輸出入者が第三号第二目に規定の期限内に許諾文書又はその他権利侵害事情がないことを証
明する文書を提出できない時、税関は著作権法第九十条の一の規定に従い暫時通関差止め措施
をとり、権利者等に通知する。 (経済部知的財産局にも副本で通知)
2．税関が暫時通関差止め措施をとった後、権利者等が通知を受けた日から三営業日以内に著作
権法第九十条の一の規定に基づく税関への押収申立てをしないか、又は権利保護の為の民、刑
事訴訟手続きを行わない場合に、もしその他通関規定違反がなければ、税関は直ちに通関させ
なければならない。
3．輸出入者が第三号第二目規定の期限内に許諾文書、又は他の権利侵害事情がないと証明する
文書を提出した場合、税関は直ちに書面で権利者に通知しなければならない。権利者等は通知
を受けた日から三営業日以内に、著作権法第九十条の一の規定に基づく税関への事前押収申立
て、又は税関に押収の執行に協力してもらう為の裁判所への保全手続き申立てを行うことがで
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きる。期限を過ぎても手続きが行われない場合、もしその他通関規定違反がなければ、税関は
代表的なサンプルを採取し主務機関に参考として送付し、貨物を通関させなければならない。
4． 権利者等が税関に押収申請し、税関が通知を受理して押収した日から十二日以内に、押収物
を侵害物とする訴訟が提起されたとの告知がなかった場合、税関は押収を取消さなければなら
ない。またもし、その他の通関規定違反がなければ、代表的なサンプルを採取した後に、貨物
を通関させる。税関は必要に応じて上記期限を十二日延長することができる。
(六)権利者等による商標権や著作権侵害の事情がないと認定されたか、又は期限を過ぎても税関に
出頭して認定しないか、又は権利侵害証明文書の提出がなかった場合に、もしその他通関規定
違反がなければ、税関は直ちに通関させる。
五、権利者等の提示、又はその他機関の通報を経て、もし税関が輸出入貨物と提示又は通報の商標
権や著作権侵害貨物の外観が明らかに一致していることを発見した場合
(一) 税関は権利者等に認定に協力するよう通知するとともに、貨物輸出入者に許諾文書又は他の権
利侵害事情がないことを証明する文書を提出するよう通知しなければならない。もし税関が権
利者等の連絡資料を得られないとき、電話及びファックスで経済部知的財産局に関連の協力を
求めることができる。もし、税関が経済部知的財産局に電話ファックスした日から一営業日以
内に関連資料を得られず、その他輸出入通関規定に違反している事情もない場合、税関は代表
的なサンプルを採取した後に貨物を通関させる。
(二)権利者等は税関からの通知を受けた後、商標登録文書、著作権証明又はその他著作権を認定す
るに足る文書 (例えば、代理人であれば、代理証明文書の添付が必須) を提出して認定に協力し
なければならない。
(三)関連作業手順は第四点規定を準用する。
六、もし司法機関が輸出入貨物の具体的な商標権や著作権侵害の事実証拠を把握し、書面による税
関への通知、又は押収命令が出されたときに、税関が疑わしい貨物を発見した場合、押収執行に
協力しなければならず、貨物とともに案件を全て当該機関による処理の為に移送しなければなら
ない。もし貨物の保管が困難である場合、貨物を倉庫に保管するか、コンテナ集積所又は航空貨
物集積所等の元の貨物保管場所に保管することを権利者等に要請するよう当該機関に求めること
ができる。
七、税関による職務執行時に、輸出入貨物の外観から明らかに商標権及び著作権を侵害している虞
があるものが発見された場合の作業手順は以下のとおりである。
(一)商標権侵害が疑われる案件の処理は、その手順について第四点第三号、第四号、第六号規定を
準用して処理する。
(二)著作権侵害が疑われる案件の処理は、その手順について第四点第三号、第五号、第六号規定を
準用して処理する。
(三)もし税関が権利者等資料が得られないとき、電話及びファックスで経済部知的財産局に関連の
協力を要請することができる。もし、税関が経済部知的財産局に電話及びファックスした日よ
り一営業日以内に関連資料を得られず、その他輸出入通関規定に違反している事情がない場合、
税関は代表的なサンプルを採取した後に貨物を通関させる。
八、貨物について司法機関の判決を経て商標権や著作権侵害事実が確定したとき、税関は始めて権
利者等に、権益侵害貨物の送り主、輸出入業者、荷受人及び関連権益侵害物品の数量等資料を提
供することができる。 (代表者氏名、会社名称、住所等を含む) 。
1-1-10-3-2

特許権侵害物品の差し押さえ
特許権が侵害されているかどうか、著作権或いは商標権のように外見から判断するわけに
はいかないので、特許件侵害事件は裁判所の仮処分を仰ぎ、権利者が侵害疑義貨物に関する輸
出入資料を提供するのを待ってはじめて税関に仮処分の執行を協力してもらうことができる。
実務上、企業が民事訴訟法により仮処分又は暫時的な状態を定める仮処分を申立て、予め侵害
物品を差し押さえるケースが少なくないが、裁判所は仮処分の裁定をすることはそうは多くな
い。また、2008 年 7 月 1 日に知的財産案件審理法が施行されてから、証拠保全の必要性につい
て、裁判所は申立人が事件で勝訴する可能性（勝算があるかどうか）を斟酌しなければならな
いので、仮処分の申立てを審理するときに、特許権が取り消され、又は廃止される原因がある
か、関連権利侵害事実証拠を検証したうえで、勝訴の可能性を判断する。税関が権利者に協力
して特許侵害物品を差し押さえる確率は高いとはいえない。
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1-1-10-3-3

光ディスク輸出管理制度（SID コード表示、Source Identification Code）
台湾は年間 10 億枚を超えるブランクコンパクトディスクを輸出しており、海賊版に悪用さ
れた光ディスク（保存媒体）の海外への流出を効果的に食い止め、合法業者の権利を確保する
ために、音声･映像などが書き込まれた光ディスクの本体に SID コード（出所識別コード）の
表示が義務づけられている。SID コードが表示されていない光ディスクは輸出はおろか、国内
で販売することもできない。
SID コードが表示されていない光ディスク製品が通関検査の際に発見された場合、国際貿
易局は貿易法第 28 条により 3 万～30 万元の過料を科する。

1-1-10-3-4

チップマーキング制度
チップマーキングはゲームソフトに使われるチップの偽造防止を図ることを目的として
Mask ROM を適用対象とする制度であり、再輸出（一度外国から輸入した Mask-ROM を再び
輸出する）の場合を除き、すべての Mask-ROM に出所表示がなされていなければ輸出すること
ができない。台湾経済研究院と中華工商研究所はチップマーキングの登録機関として 2000 年 7
月 1 日から受け付けを始めた。
チップの設計や受注生産の業者は規定に従って登録しなければ、Mask-ROM の輸出が認め
られない。設計業者と受注生産業者によって登録内容も登録名義も異なる。登録内容としては、
前者は集積回路の Mask であり、後者はチップの本体である。登録作業はおおよそ 5～6 日間か
かる。登録作業終了後、登録機構は証明書を発行し、また輸出入品の検査に資するために、登
録手続きを完了した業者の名簿を作成して関税総局に提出し、変更があり次第、更新されるこ
とになっている。
2000 年 7 月 1 日から実施のチップマーキング制度に対応して、改正「貨物輸出管理規則」
及び税関での関連措置も同年 9 月から実施されている。
輸出の通関手続きをするにあたり、輸出者は商品分類番号、品名及び登録証明書番号を偽
りなく記載した輸出申告書類とともに経済部知的財産局の認可を受けた機構が発行するチップ
マーキング登録証明書の写しを提出しなければならない。税関は作業の手順により、輸出品を
「書類審査済み」（C2）又は「貨物検査済み」（C3）に分類する。
2000 年第四四半期から、税関は Mask-Rom の輸出に対して厳重な書類検査を実施してい
る。Mask-Rom の貨物検査には技術上の問題があるため、代わりに書類検査をすることにした
という。識別記号の書き込み、いわゆるチップマーキングをしておらず、かつ登録手続きを行
っていない場合、その製品の輸出は認められない。

1-1-10-4 2009 年の知的財産権侵害物品の差止実績
税関は「税関における特許・商標及び著作権権益保護措置の実施に関する作業要点」に基づい
て、知的財産権侵害物品の水際取締りを行っている。具体的に、商標権については、
「商標輸出監視
システム」及び「権利者による押収申立制度」がある。商標権者は商標法第65条から第67条までの
規定及び「税関における商標権侵害物品の押収実施規則」により、一定金額の保証金を担保に入れ
たうえで、税関に押収を申請することができる。著作権についても、権利者或いは発行権（製版権）
者が著作権法第90条ノ1及び「税関における著作権又は製版権侵害物の差し止めに関する実施方法」
により、保証金を担保に入れ、侵害疑義貨物の押収を申請することができる。このほか、映画著作
物（台湾では「視聴著作物という」）及び受注生産レーザーレコードについての著作権関連書類審査
制度、輸出海賊版コンパクトディスク審査制度がある。また、光ディスク製造機具及び光ディスク
の水際での審査、Mask-ROMを対象にするチップマーキング制度の下で登録証明書等の書類審査も
行っている。
税関における知的財産権保護への積極的な取り組み姿勢を内外にアピールするために、2005 年
1 月、税関密輸取締条例に第 39 条ノ 1（日本では第 39 条ノ 2 になる）を新設し、これにより、輸
出入申告が行われた貨物、郵便物又は旅行客が入国の際に持ち込む物品で、特許権、商標権又は著
作権（真正品の並行輸入を除く）の侵害に関わったものについて、最高で貨物価格の 3 倍にあたる
金額の過料を科することができるほか、侵害物品の没収も可能になった。改正税関密輸取締条例の
施行に伴い、知的財産権侵害事件、輸入品に関する不実な申告、又は不実の証憑書類の提出があっ
た場合の行為者に対する処罰がよりいっそう厳しくされた。同条例によるこれまでの過料処分は最
高額でも 9 万元程度にとどまるのと比べると、300 万元への大幅な引き上げは、知財権侵害への抑
止力を高めたい関係当局の狙いがうかがえる。
税関での水際措置の強化が奏功して、米国土安全保障省の税関･国境警備局及び移民関税執行局
が発表したデータによると、米税関で押収された台湾からの海賊版・模倣品は金額にして 2002 年の
2,650 万ドルから 2003 年の 61 万ドルへ、さらに 2004 年上半期では 6 万ドルとの大幅減となった。
知的財産権保護で大きな成果を収めたことが、2004 年 11 月の台米間の貿易及び投資枠組協定
（TIFA）交渉再開を実現しただけでなく、米スペシャル 301 条項に基づく優先監視対象リストから
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一般監視国への格下げにもつながった。
2009 年~2010 年 3 月の税関における知的財産権侵害事件の摘発実績
壹、知的財産権侵害疑義貨物の輸出差止：
一、 光ディスク管理条例に基づく
光ディスクについて
項目

知的財産権侵害疑義貨物の違法輸出の処理状況

SID コード 海 賊 版 の
の 未 印 刷摘
発
案
案
件 數量 件 數量
期間
數
數
2009 年 1－3 月
0
0
0
0
2009 年 4－6 月
0
0
0
0
2009 年 7－9 月
0
0
0
0
2009 年 10－12 月 0
0
0
0
2010 年 1－3 月
0
0
0
0
合計
0
0
0
0

光ディスク 送
検 調査局に移 警政署に移
チ ー ム に 移 事 件 数 送された事 送された事
送された事
件
数件
数
件
数
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

光ディスク製造機器の輸出：
項目
光ディスク製造機器の輸出申告書類の
未添付
期間
0
2009 年 1－3 月
0
2009 年 4－6 月
0
2009 年 7－9 月
1
2009 年 10－12 月
0
2010 年 1－3 月
1
合 計

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

著作権侵害
の疑いで警
政署に移送
された事件
数
0
0
0
0
0
0

貿易局の処理に移送された事件数
0
0
0
1
0
1

注：「光ディスク管理条例」と「光ディスク管理業務及び検査作業実施要点」により、2002 年 2 月 25
日から、輸出される光ディスクには SID コードの印刷が義務付けられている。そして「光ディスク製造
射出成型機器」を輸出するときには、光ディスク製造機器の輸出申告書類を添付しなければならない。
二、海賊版の摘発状況：
項目
違法輸出摘発状況
貨物名目、数量の不実な申告又は未申告
著作権侵害疑義貨物（海賊版）
期間
件数
数量
件数
数量
2009 年 1－3 月
3
133,710
0
0
2009 年 4－6 月
3
902
0
0
2009 年 7－9 月
5
68,986
0
0
2009 年 10－12 月
4
53,460
0
0
2010 年 1－3 月
3
7,634
0
0
合計
18
264,692
0
0
注：「輸出海賊版光ディスク査察・取締チーム作業要点」は 2003 年 3 月 6 日から実施。
三、チップマーキングについて（この制度は 2001 年 1 月 1 日から実施）
項目
件数
期間
0
2009 年 1－3 月
1
2009 年 4－6 月
0
2009 年 7－9 月
0
2009 年 10－12 月
0
2010 年 1－3 月
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合

1

計

50

四、商標について
商標輸出監視システム：
項目 登録商標と同じではあ 登録商標に類似する 商標申告の不一致で、知
るが、模倣の事実のない が、模倣の事実のある 的財産局に移送された
期間
事件
事件
事件
2009 年 1－3 月
0
0
85

合計
85

2009 年 4－6 月

0

0

98

98

2009 年 7－9 月

0

0

158

158

2009 年 10－12 月

0

0

174

174

2010 年 1－3 月

0

0

109

109

0

0

622

622

合

計

商標権侵害疑義貨物の輸出状況（商標輸出監視システムに該当する模倣事件を含む）：
項目
商標権侵害疑義貨物の輸出
侵害物品数
期間
2009 年 1－3 月
0
0
2009 年 4－6 月
0
0
2009 年 7－9 月
1
80,000
2009 年 10－12 月
2
22,672
2010 年 1－3 月
0
0
合 計
3
102,672
五、著作権侵害疑義貨物の輸出状況（海賊版を除く）
項目
著作権侵害疑義貨物の輸出
期間
2009 年 1－3 月
0
2009 年 4－6 月
0
2009 年 7－9 月
0
2009 年 10－12 月
0
2010 年 1－3 月
0
合 計
0

侵害物品数
0
0
0
0
0
0

弐、知的財産権侵害疑義貨物の輸入の摘発状況：
一、商標権侵害疑義貨物の輸入：
権利侵害物品数（合計：1,242,363 点）
項目 商標
権侵
害疑
自動
腕
メガ
期間
義貨
車部
時
革
靴類
衣類
タバコ
薬品
ネ
物の
品
計
輸入
2009 年 1－
68
1,632
806
71 12,077 1,460
0
0
498
3月
2009 年 4－
58
0
525
5
2,226 10,276
796,690
0
250
6月
2009 年 7－
75
2,589 1,423 271 2,352 25,797
229,990
0
279
9月
2009 年 10
69
0
467
141
332
3,978
0
39,000
260
－12 月
2010 年 1－
45
1,389
202
0
408
2,155
0
0
3,104
3月
合 計
315
5,610 3,423 488 17,395 43,666 1,026,680 39,000 4,391
注：この統計表に記載された数はタバコだけを箱で計算し、残りは最小単位で計算する。
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二、著作権侵害物品の輸入：
項目
著作権侵害疑義
貨物の輸入件数
期間
2009 年 1－3 月
9
2009 年 4－6 月
8
2009 年 7－9 月
6
2009 年 10－12 月
22
2010 年 1－3 月
17
合 計
62

海賊版（合計:36,731 点）
ゲームソフト

其の他

映画 DVD
（VCD を含む）

1,534
6,882
4,647
11,793
6,331
31,187

1,408
1,163
992
1,006
975
5,544

三、光ディスク管理条例に基づく：
光ディスク製造機器の輸入：
項目
光ディスク製造機器輸入申告書類の未添付
期間
0
2009 年 1－3 月
0
2009 年 4－6 月
0
2009 年 7－9 月
0
2009 年 10－12 月
0
2010 年 1－3 月
0
合 計

合計
0
0
0
0
0
0

2,942
8,045
5,639
12,799
7,306
36,731

国際貿易局に移送された件数
0
0
0
0
0
0

注：「光ディスク管理条例」と「光ディスク管理業務及び検査作業実施要点」により、2002 年 2 月 25
日から、輸出される光ディスクには SID コードの印刷が義務付けられている。そして「光ディスク製造
射出成型機器」を輸出するときには、光ディスク製造機器の輸出申告書類を添付しなければならない。
参、商標権・著作権侵害疑義貨物の輸入元：
輸入先
香港
マカオ
中国
期間
2009
1－3 月
2009
4－6 月
2009
7－9 月
2009
10－12 月
2010
1－3 月
合 計

フィリピン

商標 著作 商標 著作 商標 著作 商標
権
権
権
権
権
権
権

日本

ベトナム

その他

著作 商標 著作 商標 著作 商標 著作
権
権
権
権
権
権
権

42

3

18

3

4

0

0

0

0

0

1

0

3

3

28

1

12

1

9

1

2

0

0

0

2

0

5

5

18

2

4

0

7

0

0

0

0

0

0

0

46

4

37

0

10

1

8

0

0

0

0

0

1

0

13

21

22

8

6

0

7

0

10

9

125

6

44

5

28

1

67

33

2

0

0

0

4

0

1-1-11 法務部
模倣品が再び市場へ出回るのを防ぐため、法務部は 2008 年 4 月 25 日に各検察署宛に書簡を出し、
検察官が商標法違反事件を処理するときに、模倣品を押収した場合、押収物の所有権を放棄するかを被
告に尋問すべきである。また、犯罪の嫌疑が不十分で、不起訴処分となった場合、必ず押収した模倣品
について単独で没収の宣告をするよう裁判所に申し立て、模倣品の市場への流通を避ける。
法務部所属各地方検察署の 2008 年における知的財産権侵害事件の処理結果、犯罪容疑者のある件
数は 4749 件である。うち、通常手続に従って起訴した事件は 718 件、被告人 876 人、略式判決を申し
立てた事件は 1623 件、被告人 1737 人、起訴猶予処分にしたのは 1977 件、被告人 2054 件である。そ
して裁判所が有罪判決を言い渡し、かつ判決が確定し、刑罰を執行された被告人は 2501 人、有罪確定
率は 93.9%に達する。これは検察官が知的財産権侵害事件を処理するに当たって、慎重に起訴し、かつ
立証することの証しである。
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1-1-12 法務部「調査局」
1-1-12-1 紹介
本局は 1927 年に発足し、1949 年 4 月に「内政部調査局」に改編され、全国初めて立法手続きを
完了した調査機関として再発足した。同年 12 月、内戦に敗北した国民党政府とともに、台湾に拠点を
移した。1956 年 6 月、司法行政部の所轄機関になり、主に国家安全への危害や国家利益違反について
の事件調査・保安・防止事項を掌る。
司法行政部調査局は 1980 年 8 月 1 日に組織を再編成、法務部の傘下へ。今は専門的な調査機関
として活動し、知的財産権侵害事件の調査においては、検察･警察とともに最前線で活躍している。
1-1-12-2 主な活動内容
法務部調査局組織条例第 2 条により、調査局は国家安全への危害及び国家利益違反についての調
査・保安・予防を掌る。1998 年 10 月 30 日、行政院は調査局の所掌業務を次の通り修正した。
➲ 内乱の予防及び抑止
➲ 外患の予防及び抑止
➲ 国家機密漏えいの予防及び抑止
➲ 汚職の予防及び抑止
➲ 毒物の予防及び抑止
➲ 組織犯罪の予防及び抑止について各部署と連携
➲ 重大経済犯罪及び資金洗浄（マネーロンダリング）の予防及び抑止
➲ 国勢調査
➲ 上級機関の特別指示による国家安全及び国家利益に関する調査・保安・防止
1979 年、経済犯罪事件が深刻化するなかで、経済力に悪影響を及ぼすのを懸念して、政府当局は社
会安定や経済発展のために、調査局の下に「経済犯罪防制（犯罪の防止・抑制）センター」を設置
した。同センターは経済犯罪の防止及び調査に重点を置き、既に発生している犯罪行為を調査し、
犯罪そのものを根本的に解決する対策を講ずる。
■犯罪の予防と抑止
➧情報の収集・ファイリング・統計・分析を通して、犯罪の糸口を探し出し、適時に有効な予防
措置をとる。
➧学界、政府機関の政策決定の参考に資するために「業務執行年報」を発行する。
➧重大な経済犯罪の問題について、定期的に「経済犯罪を抑止する検討会」を開き、犯罪の原因、
法令や行政作業に不十分な点がないかを検討した結果をまとめて、関連機関に提出する。
■犯罪事件の調査
➧「経済犯罪の罪名及び範囲の認定基準」により、正常な経済活動の妨害、経済秩序への影響、
経済構造の破壊、不法利益の不当取得などの犯罪行為について調査を進める。これには詐欺、
横領、高利貸、密輸、税金の申告漏れ、貨幣の偽造・変造、有価証券の偽造・変造、銀行法違
反、証券取引法違反、公平取引法違反、先物取引法違反及び知的財産権侵害事件などが含まれ
る。
■2006 年～2010 年 5 月の知的財産侵害事犯の摘発実績
合計
商標権
件數
人數
件數
人數
2006 年
119
180
69
116
2007 年
115
158
85
117
2008 年
70
114
50
75
2009 年
104
149
74
89
2010 年 1-5 月
37
55
26
38
情報源：調査局

著作権
件數
50
30
20
30
11

人數
64
41
39
60
17

1-1-13 法務部高等検察署「知的財産権侵害取締協調監督作業チーム」
全国の検察機関が知的財産関連事件を処理するにあたっての方法を協調する。このチームはコン
ピュータプログラムのコピーなどといったコンピュータを悪用した犯罪事件の調査を検察部署の重点
的な業務の一環としているので、1998 年 4 月 16 日に「コンピュータ犯罪防止センター」を設立して
コンピュータ犯罪の抑止に力を入れている。同センターの主任は高等検察署の検事長が兼任する。こ
のほか、諮問・協調委員会も設けている。
■法務部「2009 年～2010 年度の消費者保護方案」
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この案では、法務部所轄検察機関及び調査局経済犯罪防止センターに対し、模倣品の取締りにつ
いて次の具体的な措置を重点施策方針に掲げている。
1. 所属検察機関検察官が知的財産権侵害事件の摘発及び追訴を厳しくするよう督促する。
2. 知的財産の権侵害事件について起訴時、公判に臨む時に求刑の意思表示を確実にする。
3. 服役に代わって罰金を科することができる判決が言い渡された場合、これを認めるかどうか慎重
に判断しなければならない。
4. 台湾高等検察署経済犯罪センター知的財産権侵害事件捜査専門チームの機能を強化し、事件処理
の能力を充実させる。
5. 検察・調査関係者の専門知識及び捜査テクニックを強化し、知的犯罪を抑止する。
6. 模倣品製造工場への摘発を強化し、積極的に経済部等関連機関による模倣品等取締り活動に協力
する。
1-1-14 法務部高等検察署「知的財産分署（支庁）
」
知的財産裁判所の創設に伴い、知的財産裁判所組織法第 5 条により高等検察署の下に「知的財産
分署」（知的財産支庁）が 2008 年 7 月 1 日に設置された。「未来性、国際性、ハイテク化」をモッ
トーに知的財産関係刑事事件の控訴、起訴を統一して行い、将来的には国際協力、事件処理経験の交
流を強化していく方針を打ち出している。知的財産分署は初期的に、検察官及び書記官をそれぞれ四
名置き、公訴を提起・維持し、判決書を受け取り、起訴不起訴を決定するほか、当事者が一審判決を
不服とした場合の控訴又は抗告及び再議（不起訴処分への不服申立て）の処理などに当たらせる。ま
た、各関係機関における知的財産権関連事件処理に統括・協調役を務める。
知的財産分署は、知的財産裁判所組織法第 3 条第 2 号により、刑法第 253 条から第 255 条、第
317 条、第 318 条の罪又は、商標法・著作権法違反、公平取引法第 35 条第 1 項における第 20 条第 1
項に関連する事件及び第 36 条における第 19 条第 5 号に関連する事件（登録商標・商号の偽造・模倣、
販売・陳列・輸入、虚偽不実の表示等（刑法第 253 条～第 255 条）、業務上又は職務上知り得た工商
秘密の漏えい、商標法・著作権法・公平取引法上の知的財産権侵害に関連する刑事事件）を対象に、
地方裁判所が通常、略式手続又は協議手続において為した第一審裁判を不服として控訴又は抗告をす
る刑事事件を取り扱う。
上記事件のほか、高等検察署管轄区域における各地方検察署の知的財産権再議（不起訴処分への
不服申立て）事件及び、諸関連機関における知的財産権侵害事件処理の統合・協調もその役目である。
■2008 年 7 月 1 日～2010 年 3 月の台湾高等検察署知的財産分署の新受事件数（単位：件）
年月別
2008 年
2009 年
3月
4月
5月
6月
7月
8月

合計
440
1,408
112
122
106
153
139
103

年月別
9月
10 月
11 月
12 月
2010 年
1月
2月
3月

合計
104
137
123
123
121
79
152

1-1-15 法務部地方検察署「知的財産権専門チーム」
1999 年 7 月に法務部が公布した「地方法院検察署検察官特別チーム試験実施の事件処理実施要点」
により、各地方検察署は知的財産権侵害などの特殊な犯罪類型について特別チームを設置して事件を処
理しなければならない。各地方検察署の「知的財産権専門チーム」には四名以上（全国 124 名）の検察
官が配置され、二年以上専ら知的財産権関連犯罪の処理に当たらせることになっている。
■2008 年 7 月 1 日～2010 年 3 月の地方検察庁における知的財産関係事件処理状況

年月別
2008
7-12 月
2009
3月

合計
（件）

通常手続起訴
具体的
具体的に
に求刑
求刑せず

処理状況
略式
起訴
判決
猶予
請求
処分

不起訴処分
職
一
権
般

其
の
他

著作
権法
違反

件名
商標
法違
反

そ
の
他

4,069

21

373

787

1,000

200

1,209

479

2,135

1,931

3

10,381
562

31

877
39

1,679
107

2,698
152

600
27

3,240
186

1,256
51

5,462
313

4,773
249

146

28
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4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
2010
1-5 月
1月
2月
3月

700
574
606
604
660
554
717
684
854

1
1
4
1
1
3
2
4

53
62
50
40
56
45
58
78
84

123
104
96
112
114
94
109
121
128

205
165
159
176
165
154
205
153
179

59
47
56
46
45
37
39
39
28

190
142
164
165
194
148
213
221
306

69
53
77
64
85
73
91
72
125

357
271
288
285
377
275
361
388
471

342
297
306
304
269
269
339
286
359

1
6
12
15
14
10
17
10
24

2729

42

230

392

694

124

894

353

1387

1313

29

505
400
575

－
－
6

36
39
45

67
66
74

137
98
147

22
17
26

182
133
189

61
47
88

254
210
316

243
186
253

8
4
6

■2008 年 7 月 1 日～2010 年 3 月の知的財産権関係事件の終局区分別既済人員
－地方検察署

年
月
別

総計

2008.07-12
2009
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
2010.01-05
1月
2月
3月

1315
3260
218
196
176
175
161
254
159
201
207
148
172
847
196
109
197

小計

1034
2595
171
155
127
131
135
193
125
153
169
110
138
691
159
92
162

死
刑

無
期
懲
役

6
ヶ
月
以
下

507
1272
87
87
57
63
59
83
64
67
86
47
62
352
74
46
93

6
ヶ
月
以
上
1
年
未
満
70
146
11
4
17
9
12
16
6
9
11
4
3
34
6
2
8

1
年
以
上
2
年
未
満
8
34
1
1
1
7
4
1
3
2
3
1
11
2
2
1

被告人数（法人を含む）
科刑
懲役
2
3
5
7
10
年 年 年
年
年
以 以 以
以
以
上 上 上
上
上
3
5
7
10
15
年 年 年
年
年
未 未 未
未
以
満 満 満
満
下
1
4
1

1

1

1

29

15
年
以
上

拘
留

罰
金

421
1057
66
52
44
48
60
83
46
68
68
54
68
279
72
40
57

27
82
5
11
8
4
4
7
8
5
2
2
4
14
5
2
2

刑
の
免
除

1

1

無
罪

免
訴

不
受
理

77
223
11
18
8
5
8
26
9
10
20
24
10
50
14
6
11

3
12
1
1
1

201
424
35
21
39
39
17
34
23
37
18
11
21
103
23
10
24

1
1
1

1
3
3
1

そ
の
他

5
1
1

1

2
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1-1-16 知的財産裁判所
1-1-16-1 担当事件
知的財産裁判所が管轄する民事、刑事、行政事件は次のとおりである。
専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当）、商標法、著作権法、光ディスク管理
条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平取引法が保護する知的財産
権に関する第一審と第二審の民事訴訟事件。本案に関連する証拠保全手続、保全手続を含む。
刑事事件については、刑法第 253 条から第 255 条まで、第 317 条、第 318 条の罪を犯し、又は商
標法、著作権法、公平取引法第 35 条第 1 項（第 21 条第 1 項に関連する）及び第 36 条（第 19 条第 5
号に関連する）に違反する事件について、通常の手続き、略式手続き若しくは協議の手続きにおいて
為された第一審判決への不服申し立てとしての控訴審又は抗告審。
また、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路回路配置保護法、
植物品種及び種苗法、公平取引法上の知的財産権に関する出願、（処分の）取消し又は廃止の手続き、
不正競争その他公法上の紛争に関する行政事件の第一審及び強制執行事件。
1-1-16-2 2008 年 7 月~2010 年 5 月の事件処理状況（表 1～9）
2010 年 1 月の新受事件は 156 件（民事 85 件、刑事 33 件、行政 38 件）で、前月比 23.8％増で
ある。既済事件は 122 件（民事 50 件、刑事 28 件、行政 44 件）で、前月比 2.4％減である。未済事件
は 548 件、前月比 6.6％増である。民事事件は 1 件につき平均で 160.1 日間、刑事は 99.3 日間、そし
て行政事件は 122.4 日間を要し、それぞれ前月比 9.8 日間、13 日間、16.4 日間早い。
2009 年の新受事件は 1,548 件（民事 749、刑事 367、行政 432 件）である。そのうち、1,364 件
は結審した。平均で一人当たりの裁判官は 1 ヶ月で 17.1 件の事件審理を終え、事件処理の所要時間は
平均で 114.9 日間、2009 年末までの未済事件は 514 件である。
事件の種類別にみると、民事は特許・実用新案・意匠に関連する事件が 190 件と最も多い。次い
で著作権の 76 件である。刑事については、著作権違反が 147 件、商標法違反が 63 件である。行政事
件は商標権関係が 262 件と最も多く、特許・実用新案・意匠関係が 135 件でこれに続く。
◆表 1
◆表 2
◆表 3
◆表 4
◆表 5
◆表 6
◆表 7
◆表 8
◆表 9

民事第一審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別
民事第二審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別
刑事第二審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別
行政訴訟第一審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別
民事訴訟既済件数―訴訟種類別
刑事第二審終局区分別
刑事訴訟既済件数―事件種類及び罪名別
行政訴訟既済件数―事件種類別
民事第一審保全処分及び秘密保持命令申立受理状況
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表１

民事第一審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別 200807~201005

事件の種類
総計
著作権（計）
侵害排除
侵害防止
質権設定
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
専利（計）
（特許・実用新案・意匠）
侵害排除
侵害防止
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
商標権（計）
侵害排除
侵害防止
移転
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
光ディスク管理条例
営業秘密法
集積回路回路配置保護法
植物品種及び種苗法
公平取引法
その他

単位：件
未済件数
205
26

受理件数
564
109

新受件数
564
109

既済件数
359
83

3
2
101
1
2

3
2
101
1
2

2
1
78
1
1

1
1
23

364

364

211

153

17

17

14

3

3
4
330
4
6
75
13

3
4
325
4
11
75
13

2
188
3
4
52
11

1
4
142
1
2
23
2

1
3
57

1
3
57

1
3
36

21

1

1

1

2

2

1

1

8
6

8
6

6
6

2

31

1
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表 2 民事第二審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別 200807-201005
事件の種類
総計 Total
著作権（計）
侵害排除
侵害防止
質権設定
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
専利（計）
（特許・実用新案・意匠）
侵害排除
侵害防止
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
商標権（計）
侵害排除
侵害防止
移転
契約
権利帰属
権利侵害
使用紛争
その他
光ディスク管理条例
営業秘密法
集積回路回路配置保護法
植物品種及び種苗法
公平取引法
その他

単位：件
未済件数
110
15

受理件数
319
70
4

新受件数
319
70
4

既済件数
209
55
4

10
2
53
1

10
2
53
1

8
2
40
1

182

182

107

75

4

4

2

2

3
3
166
2
4
56
9

3
3
165
2
5
56
9

3
3
95
1
3
42
7

71
1
1
14
2

3
2
40

3
2
40

3
1
30

1
10

2

2

1

1

2

2

1

1

4
5

4
5

1
3

3
2

32

2
13
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表 3 刑事第二審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別 200807-201005
罪
名
別
総計
普通刑法（計）
農工商妨害罪
秘密妨害罪
その他
特別刑事法（計）
著作權法違反
商標法違反
公平取引法違反
その他

受理件数
548
46
2
1
43
502
289
130

新受件数
548
37
1
36
511
291
138

既済件数
471
37
2
1
34
434
250
118

83

82

66

単位：件
未済件数
77
9

9
68
39
12
17

表 4 行政訴訟第一審受理事件・既済事件・未済事件数―事件種類別 200807-201005
単位：件
事件の種類
受理件数
新受件数
既済件数
未済件数
総計
846
846
680
166
商標
522
522
437
85
専利（特許・実用新案・意匠）
312
312
233
79
著作物
3
3
2
1
光ディスク管理
集積回路回路配置保護
植物品種及び種苗
公平取引法
1
1
1
その他
8
8
8
表 5 民事訴訟既済件数―訴訟種類別 200807-201005
単位：件
第一審
年月別

合計

計

著作權

專利權
注1

第二審
商標權 その他

計

著作權 專利權 商標權 その他

54
28
13
11
4
26
2008 年 7-12 月
206
43
126
31
6
133
2009 年 1-12 月 339
2009 年 01 月
16
12
8
4
4
02 月
20
13
3
7
3
7
03 月
35
25
6
18
1
10
04 月
30
21
3
14
4
9
05 月
26
10
4
6
16
06 月
34
21
6
8
5
2
13
07 月
27
17
3
11
3
10
08 月
15
9
4
4
1
6
09 月
28
16
3
10
2
1
12
10 月
32
21
5
12
4
11
11 月
30
21
1
15
3
2
9
12 月
46
20
5
13
1
1
26
119
29
69
13
8
56
2010 年 1-5 月 146
2010 年 01 月
25
14
3
9
1
1
11
02 月
22
18
4
9
4
1
4
03 月
25
16
3
10
2
1
9
04 月
37
19
4
13
2
18
05 月
37
52
15
28
4
5
14
注 1：専利権は日本でいう特許権、実用新案権、意匠権をまとめていう。

33

6
33
1
3
3
2
5
3
5
4
1
3
3
14
4
1
3
4
2

14
64
3
4
4
8
6
3
4
6
3
5
18
34
4
3
5
11
11

5
34
3
1
3
2
3
4
2
2
2
6
1
5
7
3

1
2
1
1

3
1
1

1
3
1
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表 6 刑事第二審終局区分別 200906-201005
單位：件、人
被告人数
科

既済件
数

年月別及び罪名別

2009 年 06 月
07 月
08 月
09 月
10 月
11 月
12 月
2010 年 01 月
02 月
03 月
04 月
05 月
2009 年 6 月～2010 年 5 月

合計
（人）

計
（人）

6
ヶ
月
以
下

6
ヶ
月
以
上
1
年
以
下

28
18
21
20
28
23
20
19
15
31
20
30
273

49
23
37
32
36
31
25
28
21
38
38
46
401

6
10
22
16
15
14
10
18
9
23
23
18
177

22

29

20

農工商妨害罪

1

1

1

1

秘密妨害罪

-

-

-

-

その他

21

28

251
著作権法違反

3
年
以
上
5
年
以
下

5
年
以
上
7
年
以
下

拘
留

無
罪

罰
金

その
他

3
3
8
1
8
6
4
10
2
5
8
3
61

2
3
1
1
2
4
2
1
16

1
1
2

2
1
1
1
1
6

1
1

1
3
3
2
1
10

11 8

1

-

-

-

-

-

5

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

10 8

1

-

-

-

-

-

5

4

372

157

80 53

15

2

6

1

10

6 106

93

138

217

73

29 40

4

-

-

-

3

6

66

69

商標法違反

66

83

30

29 1

-

-

-

-

7

31

15

公平取引法違反

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

その他

47

72

54

22 12

11

2

6

1

9

9

普通刑法

特別刑法

3
7
10
10
6
6
5
6
2
14
7
15
91

刑
懲役
1
2
年 年
以 以
上 上
2
3
年 年
以 以
下 下

-

3 24
9
- 10
5
- 13
1
7
1
6
6
6
8
1 10
6
6 111

-

15
4
5
11
8
6
5
2
6
6
7
22
97

表 7 刑事訴訟既済件数―事件種類及び罪名別 200807-201005
特
年月別

合計

計

著作権
法違反

別
商標法
違反

刑

法

公平取引
法違反

34

普
その他

計

通
農工商
妨害罪

刑
秘密
妨害罪

単位：件
法
その他
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2008 年 7-12 月
2009 年 1-12 月
2009 年 01 月
02 月
03 月
04 月
05 月
06 月
07 月
08 月
09 月
10 月
11 月
12 月
2010 年 1-5 月
01 月
02 月
03 月
04 月
05 月

91
265
22
16
19
17
33
28
18
21
20
28
23
20
131
19
15
31
20
46

84
247
21
16
17
14
31
25
16
20
19
25
23
20
120
18
13
27
17
45

49
147
11
12
9
10
21
13
9
12
9
15
15
11
68
11
6
15
10
26

25
63
8
3
4
4
8
8
4
1
5
6
5
7
33
6
4
6
3
14

0
-

10
37
2
1
4
2
4
3
7
5
4
3
2
19
1
3
6
4
5

7
18
1
2
3
2
3
2
1
1
3
11
1
2
4
3
1

1
1
1
0
-

1
0
-

5
17
1
2
3
2
2
2
1
1
3
11
1
2
4
3
1

表 8 行政訴訟既済件数―事件種類別
単位：件
年月別
2008 年 7-12
月
2009 年 1-12
月
2009 年 01 月
02 月
03 月
04 月
05 月
06 月
07 月
08 月
09 月
10 月
11 月
12 月
2010 年 1-5 月
2010 年 01
月
02 月
03 月
04 月
05 月

合計

商標

特許
実用新案
意匠

集積回路
光ディス
回路配置
ク管理
保護

著作物

植物品
公平取
種及び
引法
種苗

その他

106

66

40

-

-

-

-

-

-

403

262

135

-

-

-

-

-

6

29
23
32
34
30
37
28
43
36
44
37
30
171

20
12
22
25
16
17
19
28
29
30
22
22
109

9
11
10
9
14
20
9
14
7
13
13
6
58

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1
1
2
2
-

38

21

17

-

-

-

-

-

-

23
30
31
49

13
20
17
38

9
10
14
8

1

-

-

-

-

-

1
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表 9 民事第一審保全処分及び秘密保持命令申立受理状況 200807～201005
単位：件
項目別

新受件数

暫定的な状態を定める処分の申立て
（仮の地位を定める処分）
証拠保全
仮差押
仮処分
秘密保持命令の申立て
注：
1.認可件数=認可+(一部認可と一部却下)/2
2.却下件數=却下+(一部認可と一部却下)/2
3.管轄移転及び和解

合計

審理結果
撤回

認可

却下

その他

25

22

3.5

8

8.5

2注

109
54
6
8

109
53
6
8

7
10.5
2
3.5

13
0
1
2

89
42.5
2
2.5

0
0
1
0

1-1-17 知的財産権専業法廷
アメリカからの圧力と立法院（国会）からの要求を受けて、台湾台北地方裁判所は 1998 年 7 月 1
日に全国初めての知的財産権侵害事件を審理する専業法廷を設立した。
2008 年 7 月 1 日に知的財産裁判所が発足した後、同年 8 月 29 日に台北地裁に三つの金融専業法廷
が設置され、事件数と分配の流れはかなりの変化を見せている。一方、労働法廷が取り扱う事件数は従
来とさほど変わらないが、海商・国際貿易関係訴訟の数は比較的少ない。同裁判所には、金融専業法廷、
労働専業法廷、選挙専業法廷、知的財産専業法廷、少年家事専業法廷のほか、医療専門係、海商国際貿
易専門係、性的犯罪専門係等がある。ただ、人手不足の問題も懸念されている。
社会の多様化が進むにつれ、裁判官の専門化に対する期待も高まっている。そこで、各級裁判所は
法令により様々な専門法廷を設置しているが、専門法廷が果たすべき機能は予想通りに行かないのが現
状である。したがって、司法院はこの間、裁判官の専門化を実現し、裁判を適切に行うため、各地方裁
判所に設けられた専業法廷又は専門係を全面的に見直す考えを示した。

1-1-18 海岸巡防署（通称「海巡署」）
1-1-18-1 紹介
海上の安全を確保し、密入国・密輸を取り締まり、輸入禁制品を押収する等々はもともと内政部、
国防部、財政部及び行政院農業委員会がそれぞれの権限に基いて行っていたが、所掌事務や権限の不
一致から、業務の遂行に大きな支障を来たし、海上治安を維持するには深刻な問題になっていた。近
年、中国から偽タバコやプラセボ（偽薬）、輸入禁止の農産物・水産物・畜産物等の密輸が激増し、
社会治安や市場秩序に悪影響を与えている。こうした問題を徹底的に解決するために設けられたのは、
「海岸巡防署」である。同署は 2000 年 1 月 28 日に発足し、台湾の沿岸水域に発生する犯罪事件の予
防・捜査、海上における船舶の安全航行と遭難救助はもとより、知的財産権侵害物品への水際取締に
おいても重要な役割を果している。
本署の下に海洋巡防総局と海岸巡防総局があり、前者は元水上警察局と関税総局の密輸取締艦
艇・人員からなり、後者は元国防部海岸巡防司令部から編成される。
1-1-18-2 主な活動内容
●海洋巡防総局
➲海域に起きる犯罪事件の調査
➲海上における密輸取締
➲海上治安の確保
➲海上交通安全管理
➲海上紛争事件の情報収集・処理
➲警備救難
➲海洋環境保全と保育
➲漁業資源の確保
➲海上に起きる渉外事件の調査・処理
●海岸巡防総局
➲海岸管制区域の検査・管理
➲海岸における密輸取締、密入国・密出国取締
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➲海岸付近の監視活動
➲船舶の非法侵入等海路経由の交通管制
➲海岸におきる犯罪事件の捜査・防止、警備
➲海岸・漁港・商港の安全検査
➲海岸に起きる渉外事件の調査・処理
1-1-18-3 模倣品・海賊版への水際取締実績
海上保安が専門とはいえ、水際措置がより効率的に行われ、十分機能するうえでの「海巡署」の
存在感は大きく、実際、警察にも負けないぐらい見事な成果をあげている。
2008 年、海巡署が専門プロジェクトを六件執行した結果、被疑者 60 人を検挙している。うち、
模倣品に関連する事件は 4 件、被疑者 5 人、正規品の市場価格に換算すれば、1 億 1270 万台湾ドルに
相当する。摘発処理機関はいずれも海岸総局で、模倣品を含めた禁制品が見つかった地域は海岸、内
陸、商港に分布する。
これまで「海巡署」所属各地機動隊が、管轄警察と連携して中国から密輸入されたバッグ類、衣
類、時計等の偽ブランド品を差し止めたりするなど、知的財産権侵害事犯の検挙に一役買っている。
専門プロジェクト実施状況
模倣品摘発
2005 年注 1

案件数

被疑者人数

1

1

2006 年

-

-

2007 年

4

7

2008 年

4

5

-

-

注2

2009 年

情報源：海巡署年報
注 1：海賊版・模倣品の摘発に関しては 2005 年から統計を始めている。
注 2：2009 年の統計年報は 2010 年 6 月末に発表予定。
1-1-18-4

組織構成
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1-1-19 公平取引委員会
1-1-19-1 知財権侵害事件の取り扱い
1. 公平取引委員会は 1992 年に商標権と特許権侵害事件の処理手続に関して、経済部と協議した
ところ、未登録商標及び特許登記を済ましていない案件については同委員会が取り扱うことにな
っている。
2. 事業者が他人の未登録著名商標又は商品若しくは役務のトレードドレスを模倣し、公平取引法第 20
条に違反する可能性がある。同委員会は第 20 条違反者に対して、其の行為の停止を命じ、過料を科す
ることができるほか、連続して同法違反の場合は、地方検察署に移送して公訴を提起させる。3 年以
下の懲役、拘留又は新台湾ドル 1 億元の罰金の刑罰に関わる場合、損害を受けた事業者はまた民事損
害賠償請求訴訟を提起することができる。
3. 知的財産裁判所が発足したからには、争訟の早期解決を図り、専門の知的財産裁判所で知的財産関
係訴訟を審理させ、被害を受けた事業者が民事上の救済を求めることを促すため、公平取引法は法改
正を行い、同法第 20 条及び第 21 条の商品表示に関する規制を公平取引法ではなく、商標法、商品表
示法の管理下に置くようにする方向で検討している。
4. 著名商標のダイリューションについて、公平取引委員会での処理状況はどのようになっているか？
他人の著名な商品若しくは役務のトレードドレスを使用し、誤認混同というほどにはいっていないも
のの、他人の商業上の信用に便乗することと認められ、しかしながら公平取引法第 20 条の構成要件を
満たしていない場合、同法第 24 条で処理することができ、行為者に 5 万元から 2500 万元の過料を処
分することができる。
5. 現行商標法と公平取引法は、トレードドレスとただ乗りについて、十分な保護を与えている。権利
者は関連規定に基づいて権利を主張することができる。その救済方法は次の三点にまとめる。
(1) 刑事の部分：商標法第 81 条から第 83 条までの規定は登録商標への侵害について刑事罰を定め
ている。前掲規定に反することがあった場合、権利者は刑事訴訟法に従い、救済を求めるべきであ
る。
(2) 民事の部分：商標法第 61 条は商標権者の侵害排除及び損害賠償請求権を規定している。第 62
条により、明らかに他人の著名な登録商標であることを知りながら、当該著名商標と同一又はこれ
に類似するものを社名又は商号その他営業主体若しくは出所の標識に使用し、関連消費者に誤認混
同を生じさせる場合も商標権侵害となる。また、公平取引法第 20 条、第 24 条に定めた民事救済に
該当する事情があった場合、同法第 30 条は侵害排除及び損害賠償に関する請求権を規定している。
前掲規定は民事上の規定であり、裁判所が管轄することとなっている。当事者は先に一時的な保護
を受けたいときは、民事訴訟法第 538 条により裁判所に対し、「暫定的な状態を定める処分」（仮
の地位を定める処分）の申立てをすることができる。
(3) 侵害者が公平取引法第 20 条、第 24 条に定めたことで行政責任を負うべきときは、公平取引委
員会が管轄する。同委員会はその行為の停止又は改善を命じるほか、5 万元~2500 万元の過料を科
することができる。その処分を不服として行政救済を提起する場合は、行政裁判所が管轄する（不
正競争に関する行政事件の第一審は知的財産裁判所）。
1-1-19-2 2007 年～2009 年の不正競争関連事件処理状況
1. 模倣行為、
2. 虚偽不実又は人に誤解を与えるような表示、標識、広告をする行為、
3. 他人の商業上の信用を毀損する行為、
4. 取引秩序に影響する欺もう又は著しく公平さを欠く行為等の調査・処理は、
公平取引委員会第三処が取扱う。
同委員会が発表した年報によると、2009 年に処理された告発案件のうち、公平取引法違反で処分され
たのは 140 件（全体の 28.3％）。違法行為別にみると、不正競争に関連するものが 119 件（85％）で
最も多い。うち、虚偽不実又は人に誤解を与えるような広告をしたのが 93 件、欺もう又は著しく公平さ
を欠くのが 27 件とこれに続く。（表 1 をご参照）
一方、同委員会が職権による調査で処分をした案件は 183 件と前年比 14 件増加（8.3％増）、行為の
態様にみると、不正競争行為が 80.3％を占める。（表 2 をご参照）
表 1 告発事件における処分件数――不正競争関連
年別

不正競争
行為

他人の商品若しく
は役務に係る表示
の模倣行為
(公平取引法第 20
條)

虚偽不実又は人に
誤解を与える広告
をする行為
(同法第 21 條)
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他人の商業上の
信用を毀損する
行為
(同法第 22 條)

欺もう又は著
しく公平さを
欠く行為
(同法第 24 條)
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2007 年
2008 年
2009 年

81
77
119

1
1
1

年別

不正競争
行為

73
57
93

4

9
23
27

表 2 自主調査における処分件数――不正競争関連

2007 年
2008 年
2009 年
1-1-19-3

137
118
147

他人の商品若しく
は役務に係る表示
の模倣行為
(公平取引法第 20
條)
1
1
1

虚偽不実又は人に
誤解を与える広告
をする行為
(同法第 21 條)
88
93
120

他人の商業上の
信用を毀損する
行為
(同法第 22 條)
4

欺もう又は著
しく公平さを
欠く行為
(同法第 24 條)
50
28
28

技術の実施許諾協議案件に関する処理原則
行政院公平取引委員会の技術授権協議案件に対する処理原則
（2009.02.24）
90.1.18.第 481 回委員会議制定
90.1.20.（90）公法字第 00222 号告示
94.1.13.第 688 回委員会議にて名称、前言、第 1 点、第 2 点、第 4 点及び第 8 点修正
94.2.24.公法字第 0940001290 号告示
94.8.26.公法字第 0940006979 号で第 6 点修正告示
96.4.26.第 807 回委員会議にて全文修正
96.5.8.公法字第 0960003850 号告示
98.2.4.第 900 回委員会議にて全文修正
98.2.24.公法字第 0980001569 号告示

一、（目的）
行政院公平取引委員会（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、公平取引法
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、（名詞定義）
(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「専利法」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場合については、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、先ず公平取引法第 45 条規定による審査をするものと
するが、形式上専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、専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、公平取引法及
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
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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、生ずる可能性の
ある又は実際に生ずる競争の制限または不公正競争の影響に重点を置くものとする。
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、（公平取引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、公平取引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
場合は、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最終商品の製造、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こと。
(四)特許ライセンス費用は分割払い又は実施後の後払いにより支払いするとした場合、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取決
めしたこと。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、ライセンシーは約
定に基づいてライセンス費用を、継続して支払わなければならないとした場合。
(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こと。
(六)技術ライセンス協定が、ライセンシーはその最大の努力を尽くしライセンス商品を製造、販売する
よう取決めしたこと。
(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こと。
(八)ライセンサーがライセンス費用の最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最低量、ライセンス技術の最低使用回数または商品販売について
の最低量を要求する取決めをしたこと。
(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こと。
(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こと。
(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こと。
六、（技術ライセンス協定制限事項の例示）
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場合は、技術ライセンス協定当事
者はこれを行うことができない。
技術ライセンス協定の内容が、次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場合は、ライセンス協定の当事者はこれを行うことができない。
(一)技術ライセンス協定期間または期間満了後、ライセンシーが、競争商品の研究開発、製造、使用、
販売、もしくは競争技術の採用について行うことを制限すること。
(二)顧客を隔離する目的で、または許諾範囲と関係がなく、ライセンシーの技術使用範囲若しくは取引
対象を制限すること。
(三)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こ
と。
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(四)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こと。
(五)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こと、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こと。
(六)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こと。
(七)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こと。
(八)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。
(九)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
ること。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。
(十)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
設け制限すること。
(十一)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者を通して販売をするよう要求するこ
と。
(十二)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こと。
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で、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場合は、ライセン
ス協定の当事者はこれを行うことができない。
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場合は、
ライセンス協定の当事者はこれを行うことができない。
七、（法律効果）
技術ライセンス協定の当事者が独占的事業者であり、第六点に例示された態様に違反したときは、公
平取引法第十条の違反に該当する可能性がある。
事業者が、第六点第一項に違反したときは、公平取引法第十四条の違反に該当する。
事業者が第六点第二項に違反したときは、公平取引法第十九条第六号の違反に該当する。
事業者が第六点第三項に違反したときは、公平取引法第十九条第一号または第六号の違反に該当する
可能性がある。
事業者が第六点第四項に違反したときは、公平取引法第十九条第二号の違反に該当する可能性がある。
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■ 添付：台湾におけるエンフォースメント機関の体系図

台湾におけるエンフォースメント機関の体系図
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1-2

台湾での権利行使の方針
1．積極的に法的手段の限界に挑む
権利の限界に挑む厳正で積極的な態度が重要である。権利は実際行使されてからはじめて抽
象概念から具体性を帯び、世間一般に認められるものである。そのため、権利者は権利を最大限
に行使しなければ、権利の具体的な効果と権利の範囲が明確に認識されがたい。たとえば類似商
標を取り消したい場合、ある程度予想を試みることはできても、類似性の認定基準はどのように
係争商標に当てはまるかは、実際争わないと予想しにくい。著名性の程度もまた類似性の認定の
結果に影響を与える。第三者や客観的な環境によって権利主張の許容範囲が浮動する場合も多い。
たとえば、外国における商標の著名性を台湾で主張する必要性が、台湾でその商標を襲用する向
きの使用態様によって異なる。また、権利者の果敢な主張によって、権利の強固性が異なる。か
つて他人の商標を襲用する場合、代理関係の存在がなければ取り消しの理由にならない時代が続
いたが、大勢の商標権者の努力によって、徐々に認定の基準が緩和されてきた。不正競争の分野
も同じく、誤認混同の認定基準が次第に認定基準の更新によって合理化されつつある。
逆に、権利を主張しないまま眠らせていれば、第三者の侵害行為を容認するに等しく、現在
の損害がなくても将来に向かう権利行使の支障をきたすケースが多い。たとえば他人の登録した
自分の商標に酷似する商標を早急に取り消さないと、自分の登録商標が希釈され、ひいては自分
の名義で類似商標を登録する権利まで制限される。特許の例を見ても同様である。医薬品の特許
侵害被疑のある相手方に対して早急に差止請求をしなければ、相手側に特許権非侵害と製造販売
行為を容認せよとの旨の仮処分を先に取得された場合、権利行使がさらに困難になる。司法当局
の観点にしても、限界に挑む果敢な態度で権利行使を展開する権利者をある程度評価する傾向が
ある。
但し、正当な権利行使と権利乱用の境界線が、民主化の発展とともに曖昧になる部分も現れ
ている。特に特許侵害行為の刑事訴訟においては、実体技術面の認定が困難なため、検察官の捜
査と押収の令状の妥当性が疑問視され、台湾国内の産業界から厳しい批判があがった。その個別
事件における強制処分の妥当性に対する批判が、特許侵害に対する刑事罰則全体の正当性を否定
するまでにエスカレートした。人権保護と自由民主主義の台頭に伴って、検察官による司法強制
権の介入には非常に慎重になった。特許侵害行為に対しては、即効性を重視する場合、やはり民
事訴訟や仮処分の効果が注目されている。2005 年からは、仮処分のほか、資産に対する仮差押
と証拠資料を取得するために発動される証拠保全手続きの積極的な応用が注目されている。
また、取引関係にある相手に対して知的財産権を主張する際、相互の関係を過度に懸念する
ことなく、法律上の権利義務を客観的に調べて把握した上で動くことが大切である。権利を過度
に主張して相手方からの逆襲に負けてしまってもよくないが、逆に、遠慮しすぎて主張するタイ
ミングを失うのもよくない。そこは良心的な専門家又は弁護士などのアドヴァイスを受けて冷静
に判断して果敢に行動する必要がある。
2．知的財産権の公益性に対する尊重
権利行使は権利者に法的利益の保証を付与する手段であるとともに、社会秩序の維持のため
の体制でもある二重の性格を持ち合わせている。利己的な効果を上げると共に、法による社会正
義と経済上の正義を守る役割も果たしている。特に刑事訴追について社会公共のための公益性の
性格が強い。そのため、国家は行政機関と司法機関への投資と人員の投入を通して、権利行使の
便宜化と効率化を図っている。権利者の正当な権利行使であれば、国家の各方面からの支援を受
けるのは社会公共全体も反射利益を受けるので正義にかなうことだが、それが不正競争や和解金
の取り立てなどの手段に悪用される場合、国も公的な支援を提供する正当な根拠が欠ける。例え
ば、検察官と警察が公権力を発動し、捜索令状の発行の元で偽造用偽物を押収した後に、明らか
な証拠があるにもかかわらずに、当事者が金銭和解契約の取り交わしで告訴を取り下げる場合、
検察側や警察と調査機関に、自分たちの努力は単に権利者が賠償金を強請るための効果を生み出
すのに利用されたに過ぎないと反感を持たれても仕方がない。
特に刑事訴訟の権利行使は一貫性が重要である。原則として、弁護士は刑事事件において成
功報酬の受領が禁止されている。権利行使が第三者によって悪用されることがないように気を付
けることも重要である。
3．攻撃と防御の準備を万全に
積極的に提訴などにより行う権利行使のほか、第三者の競合活動や攻撃に有効に対応できる
ための準備と他人の権利の侵害とならないための対策も、広義の権利行使に入る。攻勢をかける
だけでは十分に自分の権限を保障できない場合が増えている。他者の権利行使によって自分の利
益が脅かされることにも注意すべきである。それには権利侵害の虞がある商業活動、例えば商号
名称の使用、商標の登録と使用、技術の利用などに関して、特許と商標の出願や公開資料の調査
を確実に実施するほか、万一訴訟を起こされたときに抗弁の材料に困らないように、自分の善意
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を証明できる資料を普段から収集するのも大切である。最低限の他者の権利に関する調査を怠っ
た場合、すでに展開した市場投資の善後策を強いられると労力と出費上の負担が増幅するので、
権利調査は早期に専門家に委託して着実に行ったほうが賢明であろう。
自分の権利を有効に主張できるための対策も早期に工夫すべきである。たとえば他人の無断
使用や襲用（抜駆け）登録に対応できるように、商品の入荷と販売を立証できる書類証拠を早急
に確保することも大事である。コピーされやすい意匠商品又は商標は権利化の登録のほか、他人
の襲用登録を防ぐべく、自社の使用証拠やカタログ等の資料を知的財産局に送付して公開資料と
して提供する手段もある。
4. 継続的且つ抜本的な展開と推進が必要
暴利がある限り、模造品の製造と販売を働く傾向は無くなることはない。なぜなら、他人の創
作と技術開発を模倣することにより自己投資を免れる分、暴利が浮くからである。真正品が売れ
るほど特許、意匠や商標、著作権であるかを問わず、短時間内に模造品の製造販売ラインを立ち
上げる動機と誘因が増幅するので、たとえ効率よく根絶に成功したことがあっても、同じ徒党の
手による権利侵害行為の再発の事例が後を絶たない。その点、侵害者側に対して十分にインパク
トを与えるほどの実刑若しくは損害賠償責任を加える必要がある。
また持続性と徹底性に欠ける権利行使は、模造品による侵害を撲滅する効果を上げられない
ばかりでなく、模造品の闇市相場を間接的に上げてしまい、模造品業者に経済的な反射利益を与
えてしまうような“洛陽の紙価を高める”皮肉な現象を誘発する。そのため、健全な事業環境と
競争優勢を確保するには、模造品の対策は持続的且つ抜本的に推進する必要がある。
又、成熟製品の市場に於ける不正競争法に関連する比較宣伝方法、誇大宣伝等の問題商法の発
生が増えている。それに対応するため、従来の特許と商標法の他、著作権法、商品表示法、消費
者保護法、公平取引法などの法規と関連ガイドラインの遵守と運用が急務となっている。
以上のような状況を鑑みて、台湾国内での知的財産権の権利行使にあたっては次の三つのポ
イントが重要である。
1. より完全なる権利基礎を持つこと
知的財産権侵害を主張するために、刑事訴訟と民事訴訟を提起出来る権利をなるべく早期
に取得し、確保する。創作主義に基づいて発生する著作権の場合でも、立証資料として著作物
の創作時点を立証する資料、米国に於ける証明登録資料などを準備しておけば、権利行使がよ
り確実且つ迅速に展開できる。登録権利(特許、意匠、商標)の場合、早期の出願と登録が重要で
ある。
2. 周到な情報網と証拠収集能力
模造品のソースを突き止める調査能力と検事及び裁判官が信用しやすい有力な証拠の収集
能力が重要である。
3. 経験豊富な訴訟代理人
早急に正確な判断と有効な取締を実行出来るベテラン法律事務所と実務経験のある知的財
産権訴訟専門弁護士の助力を得る。又、中国に於ける台湾の業者の模倣品製造販売活動につい
て情報収集と法律手段を講じたい場合でも、台湾の法律事務所と調査会社の助力を得て進行し
たほうが無難だが、まめに進捗について把握して、実績を明確に要求して依頼するのが重要で
ある。調査会社も現地の代理人経由の依頼のほうが受けやすいこともあり、信頼できる現地代
理人の確保が重要である。
2006 年～2009 年の各機関による海賊版・模倣品の摘発実績
警政署

調査局

知的財産権保護警察隊

期
間

摘発枚数
出動
（光ディ 件數 人數
回数
スク）

延べ出
動
人数

件數

人數

2006
5,158 5,688 1,177,523 119 180 6,209 26,597 1,935
2007
6,274 7,119 636,080 115 158 6,582 29,038 2,280
2008
6,093 6,656 1,396,305 70 114 6,275 28,001 2,127
2009
5,543 6,115 785,806 104 149 5,241 23,761 2,010
注：警政署の数値には知的財産権保護警察隊の数値が含まれている

2,057
2,380
1,946
1,933

件數

人數
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光ディスク合同
査察チーム
立入
査察
検査/
工場数
指導
工場数
1,076
0
1,008
117
916
255
820
263
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2007-201007 各機關執行査緝仿冒成果統計表

期間

件數

人數

押収ディ
スク(總枚
數)

件數

人數

出動
次數

出動
人次

件數

人數

査察
軒数

検査/
指導
軒数

2007
2008
2009
2010
1~7 月
2009
1~7 月

6,274
6,093
5,543

7,119
6,656
6,115

636,080
1,396,305
785,806

115
70
104

158
114
149

6,582
6,275
5,241

29,038
28,001
23,761

2,280
2,127
2,010

2,380
1,946
1,933

1,008
916
820

117
255
263

經濟部智慧財産局
(教育宣導)
TV
説明
新聞
放
会
報道
送
(召
(紙面
回
集回
数)
数
数)
1
12
296
3
10
245
0
8
347

2,796

3,216

919,661

63

85

2,313

8,562

1,009

1,071

475

160

0

0

130

3,171

3,426

452,969

67

94

3,259

14,798

1,219

1,118

504

157

0

2

231

-11.83
%

-6.13%

103.03%

-5.97%

-9.57%

-29.03%

-42.14%

-17.23%

-4.20%

-5.75%

1.91%

0
%

-100.
00%

-43.
72%

399

459

131,380

9

12

330

1,223

144

153

98

23

0

0

19

453

489

64,710

10

13

466

2,114

174

160

72

22

0

0

33

462

510

65,484

9

12

437

1,980

168

161

68

22

0

1
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内政部警政署

增減率
2010
1~7 月平
均
2009
1~7 月平
均
2009 月
平均

保二總隊第一大隊
(保智大隊)

法務部調査局

經濟部光碟聯合
査察小組

備註: 内政部警政署の下の案件は､保二總隊第一大隊が処理した案件を含む。
2009 年内政部警政署台湾地区警察機関における知的財産権侵害事件処理件数

2009 年

合計
件数
260
334
731
360
393
725
368
403
375
745
338
511

人数
296
324
774
409
422
794
407
474
393
878
367
577

商標権
件数
98
89
356
166
211
394
168
194
203
340
152
249

人数
135
104
390
192
227
424
183
225
221
375
171
272

著作権
件数
162
245
375
194
182
331
200
209
172
405
186
262

人数
161
220
384
217
195
370
224
249
172
503
196
305

CD 枚数
37,253
21,766
28,250
38,343
22,919
98,798
10,640
74,292
13,239
94,385
87,724
63,197

著作権関連渉外事件
米国以外の他国
米国関連
関連
件数
人数
件数
人数
79
54
5
5
114
52
28
33
101
38
37
39
54
53
26
28
44
31
30
31
50
43
43
47
52
36
31
34
43
41
19
19
58
36
41
42
64
59
69
71
48
26
26
34
25
17
37
41

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1-12 月
5,543 6,115 2,620 2,919
2,923 3,196 785,806
732
486
392
424
累計
2008 年
6,093 6,656 2,843 3,245
3,250 3,411 1,396,305 945
683
425
361
同期
対前年
-9.03% -8.13% -7.84% -10.05% -10.06% -6.30% -43.72% -22.54% -28.84% -7.76% -17.45%
増減率
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1-3

台湾の裁判制度及び知的財産権実務界の構成

1-3-1 裁判制度
(1) 一般裁判制度
裁判は民事、刑事及び行政など三種類があり、原則として条件つきの併行が認められている。各種
の知的財産権の侵害事件につき刑事効果が付与されている他、刑事裁判進行中に係属中の刑事裁判法
廷に付帯民事裁判手続を提起できるとされ、民事損害賠償の請求手段が更に強化されている。民事及
び刑事の裁判は三審終審制度に基づくが、特定の法定最高刑罰及び民事上の請求金額未満の事件は二
審で終審となる。行政訴訟は行政処分に対する不服申立の手続きに当たる訴願及び再訴願の救済手段
として設けられ、2001年以降は二審終審制に転換してきた。台湾全国に19の地方裁判所があり、6の
高等裁判所があり、最高裁判所を頂点として各裁判所の行政管理は行政院法務部が統轄している。
全国裁判所の数：それぞれ民事と刑事法廷が設けられている（括弧内の数字は台湾における各級裁
判所
■最高裁判所（1）
■高等裁判所（6）
◇台灣高等法院
台灣高等法院台中分院、
台灣高等法院台南分院、
台灣高等法院高雄分院、
台灣高等法院花蓮分院、
◇福建高等法院金門分院、
■地方裁判所（地方法院 20）
◇台灣高等法院所轄
台北地方法院、
士林地方法院、
板橋地方法院、
桃園地方法院、
新竹地方法院、
宜蘭地方法院、
基隆地方法院、
◇台灣高等法院台中分院所轄
苗栗地方法院、
台中地方法院、
南投地方法院、
彰化地方法院、
◇台灣高等法院台南分院、
雲林地方法院、
嘉義地方法院、
台南地方法院、
◇台灣高等法院高雄分院、
高雄地方法院、
屏東地方法院、
澎湖地方法院、
◇台灣高等法院花蓮分院、
花蓮地方法院、
台東地方法院、
◇福建高等法院金門分院
福建金門地方法院、

裁判は民事、刑事及び行政など三種類があり、原則として条件つきの併行が認められている。各種
の知的財産権の侵害事件につき刑事効果が付与されている他、刑事裁判進行中に係属中の刑事裁判法
廷に付帯民事裁判手続を提起できるとされ、民事損害賠償の請求手段が更に強化されている。
司法院は2005年に向かって「知的財産専門裁判所」及び「民事訴訟への証拠開示手続き導入」の実
施可能性について検討する方針を明らかにした。これらの構想が実現できれば、知的財産関連産業の
発展及び民事訴訟の進行に大きな影響を与えることになる。事件の審理終結の迅速化、ひいて司法資
源の節約を図り、また訴訟の長期化によるビジネスチャンスの喪失を避け、社会資源の無駄な消耗を
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防ぐことができるだろうから、台湾における特許権、商標権、著作権その他ビジネス紛争の早期解決
に寄与することが期待される。
(2) 行政訴訟制度の変革
1998 年 10 月 2 日、全文 308 条の行政訴訟法の全面改正が行われ、台湾の行政争訟制度に重大な変
革をもたらした。改正法は 2001 年 7 月より発効した。行政手続法の改正と相まって、従来の行政救
済制度から再訴願を廃止、従来の一審だけの行政訴訟体制が二審級体制に改正された。また、行政訴
訟の手続きがさらに完備され、公共性格を帯びたうえ民事訴訟制度並みに本格化されてきた。それに
よって知的財産権の権利行使の実体認定の体制をさらに強化している。改正後の行政訴訟法の知的財
産権に関連する重要箇所を下記に説明する。
一．「二級二審」制を増設して、行政裁判所を「高等行政裁判所」と「最高行政裁判所」に分ける。
要するに、訴願人が訴願の決定に不服があるときは高等行政裁判所に対して、取消し訴訟又は義
務を課す訴えを提起することができ、高等行政裁判所の裁決に不服があるときは最高行政裁判所
に上訴をすることができる。高等行政裁判所を第一審の裁判所とし、事実及び法律について審理
する。そして最高行政裁判所は上訴審の裁判所とする。
二．訴訟の種類を追加する。現存の取消し訴訟を除くほか、確認訴訟、給付訴訟及び義務を課す訴え
を追加する。即ち、（一）行政処分又は訴願決定に不服がある場合に提起する「取消しの訴え」、
（二）請求に対する拒絶又は不作為について提起する「義務を課す訴え」（請求の内容は「行政
処分をすべき訴え」及び「特定の内容の行政処分をすべき訴え」の二種を含む）、（三）処分に
ついて無効、違法、又は公法上法律関係の存否の確認を求める訴訟、（四）公法上の原因により
生じた財産上の給付の請求又は行政処分以外の非財産上の給付の請求又は公法上の契約により
生じた給付訴訟（一般の給付訴訟）、である。ただ、取消し訴訟を提起できる者は行政機関によ
ってなされた違法な行政処分に限り、不当な行政処分はその対象に含まれていない。
三．訴願前置主義の現状維持。但し、行政訴訟を提起するには訴願手続を経る必要があるものは、取
消訴訟及び行政処分を求める訴訟にのみ適用する。その他の訴訟を提起する場合、その性質によ
り訴願前置主義を適用しない。又､争点主義に基づき､訴願の段階に提示された争点に限定して審
理が行われる原則となっている。そのため､訴願の段階でなるべく争点を提示し尽くす必要があ
る。
四．概括主義を導入して、「行政訴訟事件」の範囲を拡大する。「公法上の争議」は、法律に別段の
定めがある場合を除き、すべて行政訴訟を提起することができる。
五．行政訴訟と民、刑事訴訟との関係を修正し、「第一次権利保護優先制度」を採用する。民事又は
刑事訴訟の裁判は、行政処分が無効又は違法であるかどうかを根拠とする場合、行政争訟手続に
基づきこれを確定しなければならない。また行政訴訟のうちの一般給付訴訟の裁判に関して、行
政処分を取消すべきなのかどうかを根拠とするものは、本法により取消訴訟を提起するときにこ
れを併合して請求するものとする。
六．行政裁判所は通常の裁判所との間で同一事件についてその裁判権の帰属をめぐって争議が生じ
たときは、司法院の大裁判官がこれを解釈する。
七．原告適格の範囲を明確に定める。客観訴訟を除き、「法律上の利益」の有無を判断基準とする。
このほか、同時に原告適格の問題に係るものについては、「団体訴訟」の許容性を認める。
八．訴訟経済原則に合致するために、訴訟参加制度を修正し、並びに裁判の結果の分岐を防止する。
九．行政訴訟は裁判費を徴収しない。但し、その他訴訟を進行するために必要とされる費用は敗訴し
た当事者がこれを負担しなければならない。
十．行政訴訟手続の開始は当事者進行主義をとり、訴訟手続きの進行及び終結はその性質により職権
進行主義を兼ねて採用する。
十一．訴訟目的の処分に関し、当事者に処分する権利があって、かつ公益に関係のない場合を除き、
任意にこれをなすことができず、つまり、当事者処分権主義について制限を加えなければならな
い。
十二．行政処分又は決定の執行は原則として行政訴訟の提起により停止しない。
十三．高等行政裁判所の第一審の訴訟手続は口頭審理主義を原則とし、最高行政裁判所の上訴審の手
続は書面審理主義を原則とする。ただし、特定の条件付きで口頭弁論を行うこともできる。
十四．行政裁判所は取消訴訟については職権により証拠調べをしなければならない。その他の訴訟に
ついては公益を保護するためのものにおいても同様とする。
十五．「事情判決」制度を採用する。行政裁判所が取消訴訟を審理した結果、原処分又は審決が違法
ではあるが、それを取り消し、又は変更することにより、公益に著しい障害を生じる場合におい
て、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度、又は防止方法その他一切の事情を考慮し
たうえ、原処分又は裁決の取り消し又は変更が明らかに公益に適合しないと認めるときは、裁判
所は原告の訴えを棄却することができる。行政裁判所がかかる事情判決をするときは原告の請求
により、原告が違法な処分又は裁決により受けた損害について、判決において被告の行政庁に賠
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償を命じて、原告の利益を配慮しなければならない。
十六．利害関係にある善意の第三者も確定判決について救済を申立てることができるようにするた
めに、改めて審理する旨の規定を増設する。
十七．行政訴訟法は公法上の争議を処理する法律で、私法上の法律関係を処理する民事訴訟法とは異
なるが、両者の間では性質の相当な個所もないわけではないので、関連規定を準用することがで
きる。したがって、本法が改正されるにあたって、民事訴訟法の全条文について逐一検討した。
民事訴訟法の規定のうち、行政訴訟の特性に合わないものは別段の定めを設ける。重要な原則に
属するものは、民事訴訟法における同様の規定を本法の改正草案に盛り込む。その他の細部につ
いて、行政訴訟法と共通の性質を有していて、準用の必要があるものは、各編、章、節に従って
その準用を逐条列挙し、明確を期する。
1-3-2

関連法律実務家の資格

1-3-2-1

法曹界の構成

1-3-2-1-1 法曹界の構成
裁判官の資格
裁判官は弁護士と同じく一般 4 年制大学の法学部を終了したもの或は法律学科の修士号修得したもの
が殆どで技術問題に精通する者が少ない。特許事件の侵害判断については、ほとんど標準局や専門鑑
定機関の意見に一任する。弁護士や証人による技術面の説明にかかる技法が重要とされている。又、
いくつか主要な裁判所では、特定の法廷に（一般事件も担当させる傍らに）知的財産権間連の事案を
審理させる擬似の専門法廷制度を導入しているところはあるが、担任の裁判官は 2 から 3 年位階の頻
度で転任することによって、専門裁判官の育成制度が定着しにくくなり、制度の趣旨を損ねている。
2004 年 1 月頃、司法院は 2005 年に向かって「知的財産専門裁判所」及び「民事訴訟への証拠開示
手続き導入」の実施可能性について検討する方針を明らかにした。これらの構想が実現できれば、知
的財産関連産業の発展及び民事訴訟の進行に大きな影響を与えることになる。事件の審理終結の迅速
化、ひいて司法資源の節約を図り、また訴訟の長期化によるビジネスチャンスの喪失を避け、社会資
源の無駄な消耗を防ぐことができるだろうから、台湾における特許権、商標権、著作権その他ビジネ
ス紛争の早期解決に寄与することが期待される。
1-3-2-1-2 裁判官及び検察官の人数、挙用条件及び構成などについて
台湾における裁判官人数は概算で 1300 人、検察官人数は 700 人ほど、弁護士人数は 3800 人程度
である。中央標準局で登録してある特許代理人の数は 5400 人ほどにのぼるが、実際執務するのは 200
名程度と見られる。
裁判官と検察官は“司法官特別試験”という国家試験のもとで選抜されている。近年では 5500 人
ほどの受験者の中から、100～200 程度の合格者を挙用する。裁判官は弁護士と同じく一般 4 年制大
学の法学部を終了したもの或は法律学科の修士号修得したものが殆どで技術問題に精通する者が少な
い。特許事件の侵害判断については、ほとんど標準局や専門鑑定機関の意見に一任する。弁護士や証
人による技術面の説明にかかる技法が重要とされている。
司法人員人事条例第九条により、地方裁判所（地方法院）またはその分院の裁判官、地方裁判所又
はその分院検察署の検察官は、次の資格の一を備えるものから任命する。
一．司法官試験に合格した者
二．かつて判事、裁判官、検察官に任じ、司法院審査を経て合格と認めた者
三．弁護士試験に合格し、且つ弁護士職務を三年以上執行し、成績優秀であって薦任職任用の資格を
備えている者
四．かつて公立又は認可を経た私立大学、独立学院の法律学科又は法律大学院（法律研究所）を卒業
して、三年以上公立又は認可を経た私立大学、独立学院の教授、助教授に任じ、又は五年以上講
師に勤め、主要な法律科目を講義し、法律専門の著作があり、司法院又は法務部の審査に合格し、
且つ薦任職任用の資格を備えている者
（注：薦任職任用資格とは職階制によって官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、いずれか
の職給に格付けすることをいう）
司法改革の一環として、裁判官の起用制度を巡っても盛んな議論がされている。現行の司法試験制度
は裁判官と検察官のみの試験と弁護士の試験に分けられており、裁判所と民間法曹の人材を一画するシ
ステムとなるので、互いの交流と融和の妨げの原因になる恐れが反省の焦点となり、試験制度の改正案
が近年考試院と司法院によって考案されている。
その他、弁護士資格に基づく裁判官の資格の付与に関する検定制度の緩和と合理化も弁護士会を中心
として推進されている。従来では裁判官退官者の弁護士法曹に下る人間が多数を占め、弁護士が裁判官
になる場合は司法当局の厳格な審議によって人数が極めて少数に留まるアンバランスな現象が継続し、
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裁判官尊弁護士卑の傾向に拍車をかける嫌いがある。民間法曹のステータス向上と裁判官人材の質的向
上を目指す改革が具体策を必要としている。
司法官試験（裁判官及び検察官）と弁護士試験とは同一の試験ではない。近年の応募者数、合格者
数ついては別表をご参照ください。
1-3-2-1-3 司法裁判官
＊2009 年度司法院及び所属機関裁判官人数：大法官 15 人、法官 1494 人。
＊司法官試験統計 1992-2010
年度
応募者数
全科目受験者数
合格者数
1992
3,624
99

合格率
2.73%

1993

3.85%

3,662

1994

141

3,720

120

3.23%

4,327

150

3.47%

1995

4,327

1996

4,506

4506

100

2.22%

1997

5,012

3,732

173

4.64%

1998

5,170

4,185

125

2.99%

1999

5,220

3,991

185

4.64%

2000 第一回

4,524

3,606

98

2.71%

2000 第二回

4,703

3156

91

2.88%

2001

5,133

2002

5,267

3,793
3,832

124
132

3.27%
3.44%

2003

5,072
5,666

3,587

98

2.73%

2004

3.10%

5,602

3,897
3,819

121

2005
2006

6,305

4,603

182
155

4.77％
3.37%

2007

6,384

4,660

155

3.33%

2008

5,980

4,519

190

4.2%

2009

6,558

5,150

121

2.35%

2010

7,961

6,245

146

2.33%

1-3-2-2 弁護士の資格取得の条件及び構成について
弁護士法（律師法）第三条の規定により、毎年行われる弁護士試験に合格し、且つ研修訓練を経て
合格と認められた中華民国人民は、弁護士になることができる。又、下記の資格の一に該当する者は
検定をもって弁護士試験を行う。
①かつて裁判官又は検察官に任じた者
②公立又は認可を受けた私立大学、独立学院の法律学科を卒業し、公立又は認可を受けた私立大学、
独立学院法律学科または法律大学院（研究所）で専任教授を二年、助教授を三年若しくは講師を五
年勤め、主要な法律科目を講義した者
③公立又は認可を受けた私立大学、独立学院の法律学科を卒業し、又は軍法官試験に合格し、薦任職
相当の軍法官に六年以上在職した者
台湾では大陸法体系に従い、弁護士は原則上みな法廷で訴訟活動を行えるが、特殊な規定(弁護士法)
によって、地方裁判所が管轄する当地の弁護士会に会員登録しなければ、当該地方裁判所で代理人と
して活動できない。その弁護士の行為能力を不当に制限する法律を撤廃する動きが続いている。
弁護士試験の受験者数及び合格者数については次の表をご参照ください。

1-3-2-2-1
年度
1990
1991
1992

弁護士試験統計 1999-2010
応募者数
3,472
3,977
4,223

全科目受験者数

合格者数
290

合格率

363
3,296
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1993

4,695

3,700

563

15.22%

1994

3,803

215

1995

5,108
5,173

3,758

287

5.65%
7.64%

1996

5,202

1997

5,440

4,151
3,915

293
265

6.77%

1998
1999

5,714
6,009

4,129
4,064

231
564

5.59%
13.88%

2000

6,565

4,395

264

2001

6,424

326

6.01%
7.06%

2002

359

7.77%

2003

6,430
6,727

4,616
4,623
4,799

388

8.09%

2004

7,084

399

8.01%

2005

7,502

4,979
5,300

427

8.06%

2006

7,942

5,546

448

8.08%

2007

8,266

5,677

455

8.01%

2008

8,469

6,128

494

8.06%

2009

8,947

6,644

536

8.07%

2010

9,822

7,482

600

8.02％

7.06%

弁護士資格は裁判官選抜の司法官試験とは別の“専門職業技術人員高等試験”という国家試験に合
格したものに与えられる。弁護士の試験に近年毎年7000人ほどの受験生が参加し、200～300名前後
の合格者が出る。裁判官と弁護士試験における受験者資格は同様で、原則として四年制大学法学部を
終了したものに限られたが、最近は一定の選考試験に合格したものでも参加できるようになり、外国
人でも受験できるようになってきている。また、従来の受験者はほとんど法学部出身のものに限り、
技術背景出身の者は極めて稀である。しかし、最近では米国のロースクールに近いプロセスを踏まえ
て、理工科専攻の大学卒業生が台湾で更に法学大学院で三年間のコースを終了してきた者が増え、技
術を知る法律家が活躍する時代を促している。
1-3-2-2-2 弁護士団体について
台湾全国では、おおよそ5000名ほどの弁護士が登録され、各地方県市において台北市のように3000
人程の会員を持つ大規模な弁護士会から、百名未満の小型弁護士会まで計20箇所の弁護士会に所属さ
れている。一弁護士につき、19箇所の地方裁判所の中の4箇所にしか登録を受けられない制限があっ
たが、2002年の法改正で同制限が撤廃された。但し、特定の地方裁判所で弁護人又は訴訟代理人とし
て活動するには、同地方裁判所の所属地域の弁護士会に会員として加盟していなければならない。全
国弁護士会を個人会員制に切り替えて、一括の入会で全国各地の裁判所で自由に活動できる総会制の
導入に向けて改革は長年討議されているが、地域の弁護士会の反対で尚実現されていない。
台湾全国弁護士会（日弁連に相当）は会員制ではなく代表制を取り、各地方の弁護士会の理事、幹
事によって全国弁護士会の理事会及び幹事会を構成している。
台北弁護士会は台湾全国の弁護士の総数の2分の1以上に相当する3500人もの会員を擁している。
同会のもとで26の専門委員会が設けられ、知的財産委員会もその重要名構成をなしている。1990年理
事長制を選挙によって確立して以来、台北弁護士会は弁護士同業者団体として再発足し、内部組織の
改造から社会改革まで全分野において活躍してきた。26の専門委員会を首位で率いる弁護士倫理風紀
委員会、人権保護委員会、司法改革委員会、及び憲法と行政法委員会などが同弁護士会の司法制度に
対する改革の意欲と切望を体現する。同時に国際委員会及び中国大陸委員会の存在と活動が、国際交
流への意気込みを表している。
又、台湾法曹界では、約8割の弁護士が独立開業をしているローカル個人法律事務所であったが、
弁護士の人数が増える一方でその比重が減ってきている。渉外事務所で知的財産関係事件を手がける
比較的規模の大きい事務所を利用する場合、紹介かインターネットなどの情報源を通してコンタクト
することが出来る。一方こうした大規模な事務所では、多数のクライアントを抱えており、コンフリ
クトの問題があるので、依頼する場合には、相手となる台湾企業の名称を具体的に提示した上で、コ
ンフリクトチェックをしてもらい、バッティングの疑慮をクリーアしてから正式に依頼したほうが得
策である。
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1-3-2-3 特許出願代理人の資格について
外国人が台湾で特許を出願したい場合は、“専利代理人”という資格を持つ台湾の住民によって代
行すべきとされている。しかし、目下台湾ではまだ特許出願代理人のみの資格を与えるような試験が
ないので、暫定の法律によって次の四種類のものが特許出願代理する資格が与えられている。
①裁判官又は弁護士の資格者、
②会計士の資格を有する者公認会計士、
③国家試験によって選抜された工、鉱業技師登記証書を受領した特定の公認専門技士、及び
④専科学校以上を卒業し、且つ特許主務官庁で審査官勤続2年以上の者。
専利代理人（弁理士に相当する）の組織は法律の欠如により未だに結成されていない。その代わり
に、APAA（ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION）の台湾部会（TAIWAN GROUP）が現在
の台湾弁理士会の役割を果たしている。同グループは、現在台湾の特許業務主務官庁である中央標準
局で特許代理人の資格登録を受けた約170名ほどの実務家がメンバーとして参加している。ＡＰＡＡ
に参加していない代理人はほかにまだ5000名ほどいると言われているが、なかには実際営業していな
い名ばかりの特許代理人も多いようである。
2006年3月現在では、90年代で立案された特許弁理士（専利師）法草案がまだ行政院の最終決定を
待っているので、法律化の期日はなお先送りされるようである。
■専利師法（弁理士法）案 19年がかりでようやく法案成立 (20070615)
専利師法（弁理士）案が1988年11月18日に初めて立法院へ上程されてから19年近くが経ち、よう
やく成立に漕ぎ着けた。既存専利代理人（特許代理人）の法案への抵抗が根強かったが、一定の条件
を満たしていれば、専利師になるための国家試験を受験免除でクリアできるという制度設計に調整さ
れたため、今度こそ無事関門を突破した。同法は7月11日に総統令をもって公布され、公布の日から6
ヶ月を経過した日に施行する。
法案の重点ポイントは、1．専利師は国家試験に合格し、免許を取得しなければならない。2．職業
訓練を修了し、登録を終え、専利師公会（弁理士会）に加入しなければ、専利師法に定めた業務を行
ってはならない。3．専利師は、事務所のもとで業務を行う。4．法令違反があれば懲戒を受ける。5．
一定の資格要件を満たした専利代理人は専利師試験の受験免除を申請することができる。6．専利代
理人の免許を持っている者は、継続して特許・実用新案・意匠の出願等関連業務を行うことができる、
などがあげられる。専利師の資格を持っていない、若しくは法定の業務執行要件を満たしていないに
もかかわらず、専利師としての業務を行っていた者に対し、5万元以上25万元以下の過料を科するこ
とができ、また違法な行為を続けていた場合、1年以下の懲役に処する。このほか、登録をしていな
い、専利師公会に加入していない、若しくは業務停止処分を受けながら業務を継続していた者は、3
万元以上15万元以下の過料罰を連続して処せられることがある。
法案の焦点となる既存専利代理人の存続問題について、一定の条件を満たしている者はは専利師法
施行後1年以内に受験免除を申請し、同法施行後3年以内に専門職業訓練を修了すれば、専利師の資格
を与えるという特例措置が第35条に定められている。例えば、
一．特許代理人の免許をもつ技術士、弁護士、公認会計士は同法第9条に定める業務を1年以上行って
いた場合。
二．公務員高等試験、高等試験に相当する特殊試験又は技術員試験に合格し、公務員に転任して特許
実体審査を2年以上担当し、かつ特許代理人の免許をもって第9条に定る業務を1年以上行っていた場
合。
三．専任の特許審査委員として特許実体審査を2年以上以上担当し、かつ特許代理人の免許をもって
第9条に定める業務を3年以上行っていた場合。
既に専利代理人の免許を取得した者が専利師に転任せず、引き続き専利代理人として関連業務を執行
することもできる。
知的財産局の統計では、現在登録済みで合法的に業務執行できる専利代理人はおよそ8500名、うち
4200名が弁護士で、専利師法に定める試験免除の資格を満たしている者は約1200名、全体の15％を
占めている。
外国人も法の定めにより専利師試験を受けることができる。但し、業務執行に当たっては、経済部
の許可が必要となり、また台湾法令及び専利師公会の定款を遵守しなければならない。外国人専利師
が業務遂行のため関連機関に意見陳述をするときは、中国語でしなければならず、その提出書類も中
国語で記さなければならない。
知的財産局は7月17日に関連部会や特許代理人として活動している関係者たちを招いて公聴会を開
き、専利師試験及び現行特許代理人免許の専利師資格への転換の具体的な作業手順等について討議す
る予定である。（2007.06）
1-3-2-3-1
年度

専利師試験 統計
応募者数

全科目受験者数
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合格者数

合格率
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2008
2009
2010

1,367
858
711

748
466
352

37
38
13

4.95％
8.15％
3.69％

1-3-2-3-2 公会
■ 初の専利師合格証書交付式 10 月 24 日に開催
■ 11 月中旬の国家試験合格発表待って公会設置へ
10月24日に台湾初めての専利師（弁理士に相当）合格証書交付式が行われ、台湾における特許代
理制度は新しいスタートを迎えた。
専利師法により、専利師の資格を取得する方法は二つある。一つは、国家試験に合格することで
ある。もう一つは一定の資格を満たした特許代理人が国家試験の全科目試験免除の認可を受けて
かつ60時間に及ぶ専門訓練コースを修了して試験に合格することである。試験免除が認められる
特許代理人はおよそ300人いる。知的財産局では三年間で六コースに分けてこの300人を対象に専
門訓練を行う予定であり。
8月15日から9月20日にかけて行われた第一コースの訓練に参加した50人のうち47人が合格して、
24日の交付式に知的財産局の王美花局長から専利師証書を手渡された。当所所長の林志剛弁護士
もその一人であった。合格者のうち、10人は弁護士の資格を持っている。
専利師管理制度をより完全なものにするため、知的財産局では専利師職業訓練実施方法及び専利
師懲戒規則を検討しており、専利師懲戒委員会も設置する予定である。何よりも専利師が業務を
執行するのに専利師公会（弁理士会）への登録が必要であるため、公会の早期設置が望ましい。
知的財産局は、11月12日予定の台湾初めての専利師国家試験合格者発表をまって、多様な分野の
人材を集めた陣営で公会の設置作業を始めたいとしている。
専利師制度の実施は特許代理人のこれからの業務執行を妨げないが、特許代理人は知的財産局、
そして専利師は専利師公会と専利師懲戒委員会の管理下に置かれることになるため、管理制度が
異なり、また専利師と特許代理人という二重の身分での業務執行に問題が生じるのではと懸念す
る声も出ている。
■

台湾専利師公会の現況
2009年12月11日、中華民国専利師公会が台北を本拠点として成立した。2010年12月現在では、
173名ほどの会員の下で、理事長一名、理事15名及び監事5名の理事会幹事会の統率下に、事務局
と八の専門委員会がおかれている。
詳細はHTTP://WWW.TWPAA.ORG.TW/ALL-ABOUT.PHPご参照。
台湾専利師公会の組織構成略図
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1-3-2-4 商標出願代理人の資格について 外国人が台湾で商標を出願したい場合は、台湾の住民によ
って代行すべきとされている。しかし、目下台湾ではまだ商標出願代理人に関する特定の資格認定制
度が設けられていない。台湾において住所さえ持っていれば誰でも商標登録の出願を代理できる事に
なっている。但し、「商標師法」の制定とともに商標師と言う資格を要求する制度の導入が近年標準
局の商標処によって提案されている。98年7月現在では未だ法案の立法院への提起が見られていない
が、特許代理人の商標出願における代理人を努める権限が剥奪されることになる恐れがあることから、
特許代理人業界と主務官庁間の斡旋があった上、立法院の都合で2000年以降からの棚上げの状態が、
2006年現在までなお続いている。
1-3-2-5 弁護士及び特許代理人の費用の規定について
法律は特に弁護士費用について規定を置いていないが、台北弁護士会（律師公会）が報酬の目安基
準として「台北律師公会会員収受酬金辧法」を設けている。
特許代理人については特に規制が設けられていない。台湾では 1991 年公平取引法施行以降、同業
者組合による費用の設定という慣行が禁止されるようになってきた。弁護士会の公定費用表も時々問
題にされることがある。
1-3-2-6 主務官庁と関連機関
■ 経済部知的財産局
主務官庁と関連機関
台湾では、知的所有権の主務官庁は行政院経済部所轄の“中央標準局”という官庁で、500名程度
の人員が編成されている。1999年以降は“知的財産局”の設立条例に基づいて、正式に知的財産局に
組織変更されてきた。その組織再編につれて、従来行政院経済部所轄の“査禁倣冒小組”も知的財産
局に編入され、各官庁と警察機関などより人員が出向で集り、関連庁所の知的財産権保護施措が有効
に取られるよう政府各部門間の連絡ネットワークを強化する特設の組織として業務を続ける。同小組
は現在各機関からの出向勤務人員15名ほどによって構成されている。従来内務省所轄の著作権委員会
も知的財産局におさまった。但し、2006年1月頃に、専門のIP警察部隊が順調に機能していることな
どを背景に、査禁小組はIPOに於ける組織編成はいっそう撤廃される運びになった。
知的財産局(Taiwan Intellectual Property Office / TIPO)は主に商標、特許、著作権、集積回路の回路
配置、営業秘密に関する法制の研究・検討・制定、登録事項を掌り、並びにコピー商品取締活動の協
調の役を担う。
TIPO 設立及び組織編成と業務実態
1998 年 10 月 15 日の立法院（国会）会議で経済部知的財産局組織条例について採決が行われ、可
決・成立した。この条例の成立により、中央標準局が知的財産局に編制を変更した後、特許権、商標
専用権、著作権、集積回路の回路配置（レイアウト）などの知的財産権及び営業秘密を管理する専門
機関としての法源を賦与された。中央標準局の現有の標準、度量衡業務については、商品検査局（商
品検験局）が引き継ぐことになり、標準検査局として組織を再編する。一方、職務の編成により設立
された内政部著作権委員会もその業務を知的財産局に引き渡した後で解散する。1999 年 1 月 26 日に
経済部商品検査局が標準検査局、そして中央標準局が組織を再編成し名前を知的財産局に変更して再
発足し、これまで分散していた業務と人力の一元化を図り、もって完全な検査基準を設立し、知的財
産管理のメカニズムを構築する。
今まで我が国における知的財産権に関する事務は経済部中央標準局、内政部著作権委員会、経済部
模倣商品取締グループ（経済部査禁倣冒商品小組）及び商業司がそれぞれ司ることになっていたが、
知的財産局が発足した後、中央標準局が取り扱っていた特許、商標審査業務は次第に新しく配置され
た専任審査官に引き渡して処理させる。それまで業務の成長に対応するために特別認可を受けて招聘
した特許審査委員及び研究員については、年々人数を減額し、2007 年前後には法定編制による定員の
20％を超えないようにする。2006 年では、嘗て 700 名いた外部審査員の人数が、400 名弱に抑制さ
れている。2008 年頃には 80 余名しか残っていない。
このほか、長い間実施されてきた、学者と専門家を特許審査委員に招請して特許出願審査に協力を
求める制度も五年後には全面的に内部審査に回帰させる方針である。
組織改編後の知的財産局の構造の骨子についてはおおむね七つの業務組（グループ）
（総合企画組、
専利（特許）一組、専利二組、専利三組、商標権組、著作権組及び資料サービス組並びに六つの行政
組に分かれる。一方、標準検査局も同じく七つの業務組（第一組標準組、第二組農畜水産及び化学工
業検査行政管理組、第三組機械電機電子検査行政管理組、第四組度量衡組、第五組総合企画組、第六
組検査組、第七組検定検査組）及び六つの行政組に分かれる。
合併後の知的財産局の三大目標として陳明邦局長は「知的財産権国際化、サービス電子化、審査専
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門化」を挙げている。そして特許・商標の審査について、審査作業のスピードアップ及びサービスの
品質改良のために、知的財産局は引き続きサービスの自動化を促進し、近いうちに次の電子化サービ
スを設立する見通しである。（一）特許・商標手数料の自動化システム、（二）意匠（十四万件）図
面のデータベース、（三）特許書類のtwo dimension bar-code自動入力システム、（四）閲覧、検索サ
ービスに供する特許電子公報の作成、（五）国内外特許データベースの整合、検索サービスシステム
の構築、（六）英文のホームページによる国際化・ネットワーク化の情報サービスの提供。
台湾知的財産局組織図

特許出願と文献検索作業の電子化の推進 その他、IPOが2002年よりが特許の文献データ公開と検索
の環境を電子化に整備することの前提となる特許電子出願の導入に積極的に取り組むようになり、目
下韓国特許庁(KPO)と提携して綿密な計画の下で2004年7月ころをめどに部分的な導入を目指して第
一段階の実施を予定していた。しかし､法制度の改正と技術上の課題などが障壁となり、3年間近く滞
った。結局台湾の業者と提携することになって、2008年度に漸く正式に発足したが、2010年度現在で
は、出願案件全体の約1割ほどによって利用されているに止まっている。
審査待ち特許出願案件の増大化と審査官増員の実態 又、特許出願の審査に携わる審査官の人数を
2004年中に100名ほど増やして240名ほどの定員編成を目指す予算の確保に成功したので、審査品質
の更なる向上が期待される。2010年現在では、特許審査官の人数は160名ほどに増えている。
しかし審査官の実在人数が審査待ちの特許出願案件の蓄積に十分にこたえられない減少が2007年
以降より次第に明らかになってきた。2010年頃では、審査待ちの特許出願案件が既に14万件ほどの規
模に達している。現在実在の240名の審査官、即ち160名正規審査官と80名ほどの外部契約嘱託審査官
の合計人数のキャパシティーより、当面の14万件ほどのバックロッグを解消するには3年間ほどを要
する見通しとなる。但し、審査官を法定定員のレベルに増員しなければ、毎年の約4500件の新規審査
待ちの案件に発生に有効に対応できないと思われる。そのため、定員枠の増員を約40名を募集する仕
組みと、定員枠外の5年任期嘱託審査官170名の増員プログラムも進められている。計画通りの増員が
実現されれば、2013年どころには、平均審決期間が2010年度の約36ヶ月より大幅に短縮して、約24
ヶ月間のレベルになると予想されている。
表

台湾知的財産局に於ける特許及び商標審査官法定定員人数と実在人数、又関連の審査官増員計画。
審査官全員
定員数
355~381

特許審査官
法定人員数
特許審査官
約 240 名
2010 年実在人
数
2010 年度増員 210 名
計画審査官人員

審査官
定員数
121~133 名

20 名

140 名

80 名

39 名

5 年任期嘱託
審査官 170 名
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助手審査官
定員数
193~195 名

外部
契約審査官

高級審査官
定員数
41~53 名

IP 訴訟実務マニュアル 2011
数
商標審査官
法定人員数

79~85 名

13~15 名

39~43 名

表

27 名

台湾知的財産局に於ける溜まる審査待ち案件と伸びる特許審決所要期間の推移
2010 年審決予想 2010 年現在審査 2010~2012 審査 2010 以降年次新 2012 年審決予想
平均所用期間
待ち出願案件数 可能案件数
規審査待ち件数 平均所用期間
期間
36.8 ヶ月
14 万件超える 10 万 1300 件
4500 件
46 ヶ月
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2

権利及び権利行使の手段

■権利の根拠
出願と登録が必要な知的財産権のなか、特に特許の世界では、台湾に於いてはまだPCTを初めとする
国際協力体制に加盟していないのが現状である。権利化を巡る制度上の融通が他の国々ほど利かないこ
ともあるので､権利化のステップを法定期限に遅れないように取る心構えが比較的に必要であり、面倒で
はあるが権利者のご配慮を願いたい。
WTOの加盟国の国民に対して、加盟国に於ける第一次特許出願日より一年間の期限が優先権期限とな
り､その期間内での台湾特許出願が優先権主張の資格を認められるのみで､PCTの枠組みほど長い猶予期
間は容認されていない。優先権の主張は出願と同時にする必要があるが、詳細の資料、例えば優先権出
願の件名や出願番号などについては、後ほど訂正できる。
但し出願の際は英語、日本語又はその他の諸外国語の原文明細書を提出すれば出願日を確保できる。
優先権証明証書と、委任状並びに譲渡証明書は出願日より四ヶ月以内に提出すればよい。発明者の宣誓
書の提出は不要になっている。
2-1 特許権の種類
2-1-1 概説
特許権（発明特許、実用新案権及び意匠権）
■発明特許 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう（特許法第21条）。
出願してから18ヶ月経過した後に出願にかかる内容の書誌的事項と要旨は公開される。優先権を主張し
た場合は優先権日より18ヶ月経過してから公開される。出願日より3年以内に実体審査を請求しなけれ
ば出願は取下げとみなされる（特許法第36条～第41条）。平均24ヶ月前後で審決が下される。権利存続
期間は出願日より20年間有効である。査定通知に基づいて納費が済めば公告がなされ、公告の日より特
許権が付与され、証書が交付される（特許法第51条）。
■実用新案 実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、物品の形状、構造又は装置
に関するものをいう。（特許法第93条）
出願自体は公開の対象にならない他、審査請求も不要である。権利存続期間は出願日より起算して10年
をもって満了する（特許法第101条）。
■意匠
意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて訴求
する創作をいう（特許法第109条）。2004年の法改正以降、従来の美感に関する要件が削除された効果
として、工業設備の備品や機械装置のユニットやパーツなども意匠登録の対象となり、意匠登録の保護
対象が拡大されたた。
出願自体は公開の対象にならない他、審査請求も不要である。提出の図面については、通常は六面図に
斜視図を添付する必要があるが、複数の斜視図のみを提供することも可能である。説明も付記する必要
がある。
権利存続期間は出願日より起算して12年をもって満了する（特許法第113条）。
最近の動向
（2004年4月）
現行特許法 台湾IPOでは2002年4月頃に特許法改正法案が作成され、行政院に送付された後、同年6
月上旬に国会に上程された。2003年2月6日付けで国会で可決され、実用新案権と意匠権の侵害に対する
刑事罰則の削除に関する改正条文が2003年3月31日付け発効となったのを除き、同改正法は2004年7月1
日より施行開始となった。
主な改正箇所は実用新案と意匠の権利侵害に関する刑事罰の廃止、審決に合わせて特許証書を発行する
制度の導入と共に、特許証書発行前の告期間内での異議申し立て制度を廃止、又実用新案の形式審査制
度の導入などである。
2-1-2 現行特許法（2003年通過､2004年7月施行）の要綱を次に提示する。
台湾特許法（注：台湾では、日本でいう特許、実用新案、意匠を『専利法』と名づけた法律に定めて
いる。以下本法という）は1944年5月29日に公布され、1949年元旦に施行されて以来、既に八回の法改
正を経ている。前回の改正法案は2002年10月4日に立法院（国会）を通過し、同月24日に公布されたも
のである。なお、WTO加盟に向けて優先審議となった改正案は、1997年5月7日に公布され、2002年1
月1日に正式加盟の実現に伴い、同日から施行された。WTO加盟国の一員となった以上、これまでWIPO
やWTOの主導で進められてきた特許法制のハーモナイゼーション化に歩調を合わせるとともに、審査促
進、産業発展などの観点から特許法全般を見直す必要性があるとして、改正案が2002年11月頃に提出さ
れた。また、2002年に開かれた経済発展諮問委員会がまとめた報告にも「知的財産権審査体制の健全化」
が重点項目として盛り込まれ、同法案は2003年2月6日に国会通過して､2004年7月1日より発効した。ま
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た､同改正法対応の特許法施行細則改正案は２004年7月に施行され、その後2008年8月19日に一部条文が
改正された。さらに、特許法改正と連動して、特許審査基準も大幅に改定された、。
尚、特許権期間の延長の制度は、WTO加盟に向けた特許法改正でWTOの加盟国の国民出願人に適用
が認められてきた。特許法第52条によれば、「①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(販売実施)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。②前項の出願をするときは、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。③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。」2004年元日以降では、販売許可に所要の臨床実験データに関する外国での
臨床資料の転用が認められるようになり､規制の緩和が更に実現されてきた。
（2009年12月）
■特許法改正案、12月11日に立法院へ
特許法一部改正法案は12月3日に閣議決定され、同11日に立法院へ送られた。今回の改正は四つの
方向性を指摘することができる。
1. 産業発展のニーズ：例えば動植物特許の解禁による農業科学技術の研究開発を促し、遺伝子組み換え
された動植物も特許が保護する対象になり得る。医薬品実験・研究の免責等々。
2. 国際調和（ハーモナイゼーション）：TRIPS協定の改正に合わせて、公共衛生課題への取組み、優先
権証明書類を補正する法定期限の修正、故意によらない法定期間の遅延の場合における回復請求のでき
る規定の追加、及び優遇期間主張の適用拡大等々。
3. 審査実務上のニーズに応じて審査体制の健全化を図る。
4. 特許権の保護を強化し、特許権侵害の関連規定を改正する。
■改正法案大綱（骨子）は次のとおり要約した。
1. 考案の位置づけを明確にする：考案の発明、実用新案及び設計の上位概念であり、考案が「実用新案」
或いは「設計」であるという誤解を招くを避け、また現行法における「考案」に対する広義、狭義の範
囲が不一致するのを解決するため、発明、実用新案及び設計をともに考案の類型に定める。（改正条文
第1条）
2. 意匠（新式様専利）の名称を「設計意匠」（設計専利）に変更する：産業界及び国際間の設計に対す
る保護の通常の概念に合わせ、並びに設計への保護対象を明確にするため、国際間の立法例を参考に、
現行「新式様」を「設計」に修正する。（改正条文第2条と第123条）
3. 発明、実用新案及び設計の「実施」の定義規定を新設：「実施」は「製造、販売の申し入れ、販売、
使用又は上記目的のために輸入をする」等行為を含み、「使用」の上位概念に属する。現行法での「使
用」と「実施」の用語の不一致による解釈上の問題を解決するため、「実施」の定義規定を追加すると
ともに、関連規定における「実施」と「使用」の用語を修正する。（改正条文第22条、第58条、第89条、
第124条及び第138条）
4. 優遇期間の適用範囲を修正し、並びにその事由追加する：事実発生後6ヶ月以内に発明特許及び実用
新案の登録出願をする優遇期間の適用範囲は現行法では、新規性にとどまるが、今回の改正で、新規性
及び進歩性（設計意匠の場合は創作性）を含むように修正し、適用範囲を拡大する。優遇期間を主張で
きる事由に、自己の意思により刊行物に発表した場合を新設する。（改正条文第22条及び第124条）
5. 動植物特許出願の解禁：国内のバイオテクノロジー産業の発展を促進するため、動物・植物に関する
発明も特許のできる対象に加えいれる。（改正条文第24条）
6. 復権の導入：イノベーション、研究開発の成果への保護を奨励するため、出願人又は特許権者が故意
によらないで出願時に優先権を主張せず、主張しなかった、又は期間内に特許料（年金）を滞納したと
みなされ、権利喪失の効果を生じた場合、その権利の回復を請求する規定を新設する。また、特許権を
回復する効力は、原特許権消滅後から特許権回復許可の公告前に善意で実施し又は必要の準備を完了し
た場合に及ばない。（改正条文第29条、第52条、第59条及び第72条）
7. 分割出願時点の制限を緩和する：特許付与後分割制度を導入し、出願人が初審特許査定書送達後30
日以内に分割出願を提出することができる規定を新設する。（改正条文第34条）
8. 審査中の修正制度を完備させる：「補充、修正」の用語を「修正」に改め、出願人が自ら進んで修正
を提出する時間の制限を削除する。審査の時間を引き延ばすのを避けるため、「最後通知」制度を新た
に設ける。即ち、特許事務所管庁から最後の通知があった後、出願人は特許請求範囲を修正しようとし
ても、特定の事項についてのみ認められる。これに違反する場合、特許事務所管庁は直接査定をするこ
とができる。（改正条文第43条）
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9. 医薬品又は農薬品の特許権権利期間の延長に関する規定を修正する：医薬品・農薬品特許権の権利期
間の延長に関連する規定を緩和し、許可証を取得するために発明を実施できない期間が公告後２年以上
とする現行規定の制限を削除する。特許権の権利期間が満了するときになお（延長申請についての）査
定がなされない場合、その権利期間は既に延長されたとみなす。特許権権利期間の延長を認める範囲は、
許可証に記載された有効成分及び用途に限定する。（改正条文第53条、第54条及び第56条）
10. 特許権効力が及ばない事項を修正・追加する：商業目的によらない未公開行為、特許権者が第72条
第2項により特許権の効力を回復しかつ公告を経る前に善意で実施し又はすでに必要な準備を完了した
場合、薬事法に定めた薬物検査登記許可又は外国の薬物販売許可を取得する目的で行った研究、試験及
びその他の必要な行為は、全て特許権の効力が及ばない事項とする。また、権利消尽原則はいったい国
際消尽或いは国内消尽原則に基づくかはそもそも立法政策であって、裁判所が事実により認定するすべ
がないため、今回の改正で明確に国際消尽原則によることを明確にする。（改正条文第59条、第60条）
11. 無効審判関連規定を修正する：職権による審査制度を廃止する。無効審判請求できる事由を修正し、
その請求事由は特許査定時の規定によることを明確に定める。ただ、分割、出願変更若しくは更正が出
願時に掲示された範囲を超え、又は更正が公告時の特許請求範囲を実質的に拡大し若しくは変更すると
きは、当該事由はいずれも本質的な事項に属するため、特許査定時に無効審判請求事由で定めていなく
ても、やはり無効審判を請求することができる。また手続規定について、一部の請求項について請求す
ることができること、無効審判の審査は職権により斟酌、合併審査、合併審決及び審決前に取り下げが
できるなどの規定を追加し、並びに職権により更正を通知する規定を削除する。（改正条文第73条、第
75条、第77条及び第80条~第84条）
12. 特許実施の規定を修正する：「特許実施」という名称を「強制授権」に改めるとともに、請求事由、
要件を含む関連規定を修正する。また、強制授権の処分を下すと同時に、補償金を算定する。（改正条
文第89条~第91条）
13. 公共衛生課題の規定を新設する：WTOが開発途上国及び後発開発途上国（最貧国）に協力して、そ
の国内の公共衛生危機を解決するのに必要な特許医薬品へのアクセスを容易にするために強制授権のも
と、医薬品を生産することを可能にし、並びにこの場合において強制授権を請求することのできる適用
対象を明確に定める。（改正条文第92条、第93条）
14. 特許権侵害関連規定を修正する：権利者民事救済請求権の性質からして損害賠償請求権および侵害
排除防止請求権を明確に定める。損害賠償の請求は、権利侵害行為者主観的な故意又は過失があること
を必要とする。合理的なロイヤリティーを損害賠償の計算方法とすることができるようにし、権利者の
損害について法律上の合理的な補償の下限を設け、並びに適度に立証責任の負担を免除する。また、特
許表示に関する規定の趣旨を明らかにするために、表示を付加しなかったものは損害賠償請求ができな
い規定を削除する。（改正条文第98条~第100条）
15. 実用新案制度：同一の者が同日に同じ考案についてそれぞれ発明特許及び実用新案登録出願をした
場合、特許査定前に二者択一を通知する規定を新たに設ける。即ち、発明特許を選ぶ場合、その実用新
案は初めから存在しなかったとし、実用新案を選ぶ場合、その発明について特許を付与しない。実用新
案の修正が明らかに請求時の範囲を超える場合も特許を付与しない事由の一つとする規定を新設する。
実用新案権者による権利行使の際の注意義務を修正する。実用新案は形式審査（方式審査）制をとるが、
無効審判と合併審査するときは実質審査を行い、並びに合併査定をする。（改正条文第32条、第114条、
第119条及び第120条）
16. 設計意匠制度：設計意匠について、部分設計、コンピュータ画面デザインといわれるアイコンとグ
ラフィカル･ユーザー･インターフェイス（GUI）、組物意匠の出願を認める。今回の改正を機に、類似
意匠（連合新式様専利）制度を廃止する代わりに、関連意匠（派生設計専利）制度を導入する。（改正
条文第123条、第129条、第131条）
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2-2 商標権
2-2-1 概説
■商標・サービスマーク専用権、独占販売権、独占代理権
■商号権・会社名・氏名独占権
商標出願の世界に於いても､台湾はマドリード条約に加盟していないので、第三者が不法に先登録を
受けないうちに有効に台湾特許庁に対する出願を提起することも重要である。
■2010年現在現行商標法の骨子
2010 現在の現行商標法は、2003 年 11 月より改正された法律である。この法律の具体的な特徴は
概ね次のとおりである。
1. 商標表示範囲の拡大：商標の定義を拡大し、商品及び役務について使用される標章を「商標」でカバ
ーする。
2. 規制緩和及び行政手続きの簡素化：行政手続きの簡素化を図るため、便宜上登録出願に必要な書類を
減らす。
3. 商標となりうる構成要件に音声及び立体的形状からなるものを追加：従来法では、商標登録を受ける
ことのできるのは平面的なものに限るが、今回の改正で音声及び立体的形状からなるものが登録可能
な対象に加えられ、商標の態様及び保護がより多元的になる。
4. 商標使用の定義規定の修正
5. 行政手続法対応の改正：代理、期日及び期間、公示送達、商標主務官庁所持情報の公開、書面及び電
子方式による出願、忌避等に関して、行政手続法の関連規定に合せて改正を行う：インターネットが
普及するにつれ、電子化が進み、そんな世界の流れの中で、従来の書面による出願はもちろん、電子
出願という選択肢が一つ増えたことで、出願手続きがより一層便利になった。
6. 査定書における審査員署名制度の採用
7. 著名商標（周知商標）の保護強化：国際社会の立法動向にあわせて、周知商標に対する保護を強化し、
既得権者の権利確保を図る。このほか、ウェブサイトの経営者が営利の目的でサイトへアクセスする
人数を増やそうと、他人が所有する登録商標を自己の会社若しくは商号の名称、又はドメイン名とし
て登録することが多発し、これをめぐるトラブルが相次いでいることから、消費者に混同誤認を引き
起こすのを防ぐため、これらの行為を一切禁止することとする。
8. 一出願多区分制の導入：従来法では、商標権は、指定商品・指定役務ごとに登録される。したがって、
指定商品･指定役務が異なれば、出願人が一々商標登録出願をしなければならない。新法により、一
の出願につき、複数の分類に属する商品又は役務を指定することができるので、出願は手間取らずに
済む。
9. 分割制の導入：出願、商品又は役務、商標権につき新法により分割することができる
10. 登録料分納制度の導入：権利人の判断を尊重して、従来の 10 年間一期の登録料納付制度を、三年間
と七年間の二期に別けて分納することが出来る制度に変更した。
11. 商標権の効力が及ぶ範囲の明文化：商標権者が登録を経てその指定商品又は役務について商標権を
取得するが、第三者による同一若しくは類似の商標を同一若しくは類似の商品又は役務に使用するこ
とを排除することができることを明文規定することにした。
12. 登録出願の時間短縮のため「付与後異議申立制度」への移行：一方、早期の権利取得のため、付与
の査定を受けた者が登録料を支払えば商標登録・公告されることになり、公告後 3 ヶ月以内に何人も
異議申立をすることができる。
13. 連合商標の廃止及び防護商標の逐次廃止：個々の商標の特性を重視し、商標制度の正常化を期して
このような改正が行われた。
14. 更新登録出願における実体的審査の廃止：今まで商標の更新登録出願に際して、商標使用の状況を
チェックされるが、今回の改正で使用についての審査が廃止され、登録料さえ支払えば更新が完了す
る。
15. 商標権侵害物品に関する水際措置の明確化：商標権の保護をより一層に充実するために、税関に於
ける商標権侵害の貨物に対して、特定な条件の下で押収して関連の措置を取ることが出来る一連の規
定が明文化された。
16. 産地証明標章が対象の出願に関する根拠規定を置く：商品又は役務の特性、品質及び精密度の他、
産地又はそのほかの事項を証明するために、証明表彰の登録を出願することが出来るとの明文規定が
設けられた。
17. 団体標章の明文化
18. 経過規定：商標法全般にわたる今回の改正は制度から出願手続きに係る書類作業の細かい部分にま
で調整を行い、さらに実務関係者をはじめ国民の理解を十分に得るには広く宣伝する必要があるため、
新法の適用に対応するのに十分な時間を行政機関及び国民に与えるため、改正法は公布の日より 6 ヶ
月を経過した後に施行されることになる。
■新たな法改正の議論
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商標法改正草案の要点説明 20100401
商標法（以下、本法という）は国民政府が1930年5月6日に制定公布し、1932年1月1日から施行し
て以来、11回の改正が行われ、現行の商標法は2003年5月28日に公布、2003年11月28日に施行されてい
るものである。
近来、工商業が急速に発展し、商取引形態が活発に行われているため、本法における若干の規定は
適用するには不十分であり、商標権侵害部分の規定も司法実務適用上の疑義を生じさせることとなる。
且つ商標流通は国際性があり、各国の商標出願手続の統合と調和を図るための商標法に関するシンガポ
ール条約（The Singapore Treaty on the Law of Trademarks,STLT）は2006年3月にシンガポールにおい
て開催された外交会議で採択され、2009年3月正式に発効したことに鑑み、国際的な規範との調和を図
るため、同条約に関する規定を本法に入れ、商標権の更なる保護を目的としている。2006年から現行の
商標法に関する規定が積極的に検討されるとともに、2008年頃六回の商標法改正草案の公聴会及び六回
の学者実務者委員会議が続々と開催され、各界から寄せられた意見を踏まえ、今度の「商標法改正草案」
を作成した。その改正要点は次の通りである。
1.章節名称を調整
本法の体系を明確にするため、条文の改正に伴い章節名称を調整する。
2. 本法の保護客体を明確化
本法によって保護され、登録出願を経て権利を取得した客体を明確にする。これには商標権、証明標
章権、団体標章権と団体商標権を含む。（改正条文第一条及び第二条）
3. 商標使用行為の態様を明確化
世界諸国の立法例を参考に、商標の各種使用行為を明確にするとともに、販売の目的をもって性質上、
デジタル映像音声、電子媒体、インターネット又はその他の媒体を通して商品又は役務を所持し、陳
列し、販売し、輸出入することも商標の使用行為に該当することを明確にする。（改正条文第五条）
4. 本法の保護客体を拡大
国際的な趨勢を踏まえ、商品又は役務の出所を識別するに足りる標識を商標登録の保護客体として認
められることを受け入れるとともに、登録出願に係る商標見本が鮮明で、明確で、完全で、客観で、
持久で、容易に理解可能で表現したものでなければならないことを明確にする（改正条文第十八条及
び第十九条第三項）
5. 博覧会による優先権に関する規定を新設
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS）第二条の規定により、パリ条約第十一条における博覧会による優先権に関す
る規定を本法に入れる。（改正条文第二十一条）
6. 商標見本が実質変更でない場合を明確化
諸外国の立法例を参考に、商標見本が実質変更でない場合、登録出願後に変更することもできること
を明確にする。（改正条文第二十三条但し書）
7. 商標登録出願事項及び登録事項の誤りを訂正できる規定を新設
商標登録出願事項及び登録事項が商標の同一性、又は指定商品又は役務の使用範囲の拡大に影響を与
えない条件下で、出願人は誤りの訂正を請求することができることを明確にする。（改正条文第二十
五条及び第三十八条）
8. 商標共有に関する規定を新設
産業界のニーズに応え、一つの商標を二人以上が共有できることを明確にするとともに、それに応じ
て商標権共有に係る申請、移転、分割、減縮、使用許諾と質権の設定に関する規定を新設する。（改
正条文第七条、第二十八条及び第四十六条）
9. 商標の不登録事由を改正
（一） 商標登録の積極的要件と消極的要件を、二つの条文にそれぞれ明確に規定する。（改正条文
第二十九条及び第三十条第一項）
（二） 商標が単に商品又は役務の説明、通用標章或いは名称、又はその他の識別性のない標識であ
る場合は、登録を受けることができないことを明確に規定する。その他、商標が機能性を有するもの
として登録できないものは商品又はその包装容器の立体形状、顔色、音声等の非伝統的商標だけに限
るべきではなく、機能性の問題もあるので、それを改正する。（改正条文第二十九条第一項第一号、
第二号、第三号及び第三十条第一項第一号）
（三） パリ条約第六条の三の規定により、世界貿易機関の加盟国の国の紋章、旗章及びその他の記
章、又は各国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに政府間国際機関の識別記号を保
護するための条文を改正する。（改正条文第三十条第一項第二号、第五号及び第六号）
（四） 商標コンセント制度に同意することについて、現行法に定める商標及びその使用にかかる指
定商品又役務が同一であることを排除する場合のほか、その他著しく不当な事項もあり、万全を期す
るため、商標併存登録の同意は著しく不当な事項がない場合を前提とすべきである旨の条文を新設す
る。（改正条文第三十条第一項第一号但し書）
（五） 審査効率の向上のため、商標、識別性又は機能性のない部分を含むものについて、出願人が
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権利不要求を声明するのは、当該部分が商標権の範囲に関して疑義を生じさせる恐れがある場合のみ
必要とされている。声明しない場合は、当該商標が登録できないものとする。（改正条文第二十九条
第三項及び第三十条第四項）
10. 登録料の納付期間を守れなかった場合の権利回復に関する規定を新設
シンガポール条約の精神を参考に、登録料の納付期間を守れなかった場合の権利回復に関する規定を
新設する。権利の安定性を確保し、権利回復に伴う混同が生じ得る商標併存の発生を避けるために、
権利を回復することができない旨の例外規定を設ける。（改正条文第三十二条第三項）
11. 登録料の分納に係る規定を削除
現行法では登録料を二期に分けて納付するとの規定は、ライフサイクルが比較的短い商品の商標を淘
汰する立法趣旨を達成しなかったのみならず、商標権者が第二期登録料の未払いで商標権を喪失する
リスクを増加させたので、現行法第二十六条の登録料を分納するという規定を削除する。
12. 合理的な使用に対する規定でカバーされている指示性の合理な使用の場合を改正
商標の合理的な使用には記述性の合理的な使用と指示性の合理的使用の二種類があり、後者は第三者
が自己の商品又は役務の品質、性質、特性、機能等を表示し顕示するものとして他人の商標を使用す
ることであり、例えば比較広告又は修繕の役務、又は自己の部品が商標権者の製品に利用できるいっ
た表示はいずれも商標として使用されたものではなく、商標権の効力による拘束を受けない。万全を
期するため、国外の立法例を参考に、商品又は役務の「性質」又は「特性」を表示するものとして使
用される場合を含む条文を新設する。（改正条文第三十六条第一項第一号）
13. 独占（専用）使用権と非独占（通常）使用権に関する規定を新設
商標法に関するシンガポール条約を参考に、独占使用権の定義及び再使用許諾に関する規定を新設し、
専ら被許諾者に属する権益を保障するため、専ら被許諾者に属する権利行使等に関する規定を新設す
る。（改正条文第三十九条）
14. 登録商標に対する無効審判又は廃止の請求があったときは、請求前三年以内の使用証拠を提出すべ
きである旨の規定を新設
無効審判又は廃止の請求に係る商標の登録が満三年経過した場合は、請求者は無効審判又は廃止の請
求前三年以内における当該争議商標の使用証拠又は不使用の正当理由を提出しなければならない。
（改
正条文第五十七条及び第六十七条）
15. 商標権侵害に関する規定を改正
（一）侵害行為の態様を明確化
排他的な商標権の及ぶ範囲を明確にするため、商標権者は他人の商標権の侵害行為を排除することが
できる規定を明確化する。（改正条文第六十八条）
（二）商標権侵害責任の成立に係る主観要件の明確化を図る
商標権侵害の排除及び防止では、行為者に主観上故意過失があることを必要としないが、損害賠償で
は、行為者に主観上故意過失があることを要する。（改正条文第六十九条第一項及び第三項）
（三）「商標権侵害の認定」に係る規定を改正
1. 商標権侵害と見なされた場合、著名商標の識別性又は信用・名誉に損害を与える恐れがあるこ
とを立証すれば足りることを明確に規定する。それは著名商標への保護が不十分になることを避ける
ためである。
2. 商標権侵害の恐れがあることを明らかに知りながら、商品又は役務と結合していないラベル、
タグ、包装容器又は役務に関連する物件を製造し、所持し、陳列し、販売し、又は輸出入する等の行
為は商標権を侵害する行為とみなす規定を新設する。
（四）水際対策の職権による押収及び侵害物品情報の提供に関する規定を新設
税関が職権で押収する法的根拠を新設する；押収物の機密資料保護を損なわないという状況下におい
て、税関は申請人又は被押収者の申請により、商標権侵害物品であるかを確認するため、その押収物
の検閲を許可し、商標権者に侵害物品に関する情報を提供することができる。（改正条文第七十五条
及び第七十六条）
16. 証明標章及び団体商標に関する規定を改正
（一）証明標章の定義の改正及び産地証明標章の定義の新設
証明標章の定義を改正するとともに、産地証明標章の定義及びその申請に関する規定を明確にする。
（改正条文第七十九条ないし第八十三条）
（二）産地団体商標の定義等に関する規定を新設
産地団体商標の定義を改正するとともに、その申請及び産地証明標章に準用する規定を新設する。
（改
正条文第八十七条、第八十八条及び第九十 条）
17. 証明標章権への侵害に関する刑事罰を新設
証明標章は商標に比べ公益性が高いものであり、証明標章権への侵害が社会公衆にもたらす損害は商
標より大きいことに鑑み、証明標章権への侵害に関する刑事罰を新設するものとする。その他、証明
標章権侵害の恐れがあることを明らかに知りながら、販売し、又は販売の意図をもって他人の登録を
受けている証明標章と同一又は類似のマークを付したラベル、包装容器又は他の物件を製造し、所持
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し、陳列した場合、証明標章権へ侵害のみならず、公益に危害を及ぼすこともあり得るので、その禁
止を明記する規定を明確にするものとする。（改正条文第九十五条）
18. 侵害物品であることを明らかに知りながら、電子媒体又はインターネットを通じて販売し、意図的
に販売することに関する刑事罰を新設
電子商取引及びインターネット発達における経済発展の状態に応じるため、電子媒体又はインターネ
ットを通じて販売し、意図的に販売する行為も商 標権を侵害する行為とみなす規定を明確にする。
（改
正条文第九十六条）
19. 過渡条項を新設する
今回の改正では登録商標に対する無効審判又は廃止の請求があったときは、使用証拠を提出しなけれ
ばならない事、並びに当該証拠がその真実使用に合致しなければならない事等の規定は、本法改正施
行後に提出された無効審判又は廃止案件のみ適用され、本法施行前に受理された商標に対する無効審
判又は廃止の案件には適用されない（改正条文第百四条第二項及び第百五条第二項）
20. 匂い商標の登録出願に関する規定は主務官庁で定める日から施行する規定を明確化
匂い商標が鮮明で、明確で、完全で、客観で、持久で、容易に理解可能で表現するという要求を満た
すためにどうやってするかを斟酌すれば、本法の施行後に、主務官庁は規定新設による実務作業を準
備し、対外宣伝するために、時間が必要になるので、その施行の日は、別に定めるものと規定する。
（改正条文第百六条第二項）
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■付録：
商標法第23条第1項第12号でいう著名商標の保護に関する審査基準
中華民国2007年11月9日
経済部経授智字第09620031170号
1.

前書き
著名商標は莫大な費用、努力と時間の投入により形成されるため、著名商標の権利者が心血を注い
だ努力を保護し、他人が勝手に著名商標の信用‧名誉及び識別性に便乗することを防止するのを目的に、
著名商標に対し一般の商標に比べより効果のある保護を与える必要がある。従って、各国の法律又は国
際公約では著名商標に対する保護は一般の商標に比べより強化されている。わが国の商標法も例外では
なく、著名商標の保護を強化するため、第23条第1項第12号に定める他人による登録を防止するという
消極要件を除き、第62条第1項における他人による使用を阻止するという積極要件も規定されている。
本基準は、商標登録出願及び異議申立、無効審判の段階において係争商標の出願登録が商標法第23条第
1項第12号の規定に違反するか否かを如何に審査するかを対象とし、商標法第62条第1号により権利侵害
と認定されるものに関しては、司法官庁により判断されるものであり、本基準における範疇ではない、
としている。
著名商標の保護に対し、著名商標が表彰する出所との誤認混同を起こす恐れを防ぐほか、減損又は
希釈化を避けるために著名商標自体の識別性及び信用‧名誉に対し保護を与えなければならない。2003
年改正前の商標法では、著名商標の保護に関して、改正前商標法第37条第7号において「商標見本が他
人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの」は登録出
願を受けることができない旨の規定を設けている。前項条文では「誤認混同の恐れ」にのみ言及し、「著
名商標の識別性又は名誉信用に減損を生じさせる恐れ」という文言が記載されていないが、実務上、著
名商標に対する保護を強化するため、著名商標が表彰する出所との誤認混同を起こす恐れ、或いはその
識別性又は信用‧名誉に減損を生じさせる恐れにかかわらず、「誤認混同の恐れ」はこの2つの状況をカ
バーするものとする。但し、この2つの保護対象それぞれに異なる理論基礎と適用範囲を有しているため、
区分する必要がある。従って、2003年改正後の商標法第23条第1項第12号は「誤認混同の恐れ」と「著
名商標の識別性又は信用‧名誉に減損を生じさせる恐れ」をそれぞれ明文化されることになる。
第23条第1項第12号前段は、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤
認混同を生じさせるおそれがあるものに該当するときは、登録を受けることができないと明記している。
当該規定の内容から分かるように、それは同項第13号の規定と同じで、いずれも関連する消費者に商品/
役務の出所について誤認混同を生じさせる恐れを防止するためのものであり、当該2つの条文の関連性に
関しては後で説明する。
第23条第1項第12号後段は、商標が他人の著名商標又は標章と同一又は類似し、著名商標又は標章
の識別性又は信用‧名誉に損害を生じさせるおそれがあるものに該当するときは、登録を受けることがで
きないという規定になっている。当該規定の趣旨は著名商標と特定の商品/役務の出所との間の連結力を
弱めることによって著名商標の識別性を希釈化させ、或いは著名商標の信用‧名誉に損害を生じさせるこ
とを防止することにある。
第23条第1項第12号前段と後段の規定それぞれに異なる理論基礎と立法趣旨を有しているため、本
基準を作成し、案件を審理するための根拠とした。
2.

第23条第1項第12号前段の規定の適用について
商標の基本機能は商品又は役務の出所を区別することにあるから、従来の混同の恐れに関する理論
はそれを中心に、商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせうる各種の参酌要素を取り入れて論
じる。各国の商標法では、商標が商品又は役務の出所を識別する機能を有するよう確保することも主な
趣旨の一つとしてあり、消費者の利益を保護する。又、関連する消費者は両商標が表彰する商品又は役
務が同一の出所から由来すると誤認混同する恐れがないが、両商標に賛助関係、従属関係又は連結関係
があることを連想しうる時、わが国では実務上、それを誤認混同の恐れがあるものとして認めることに
なるので、関連する消費者に誤認混同を生じさせる恐れがあるとは、商標が消費者に与える印象が、関
連する消費者に商品又は役務の出所について誤認混同を生じさせる可能性があることを指し、異なる出
所の商品又は役務を同一の出所から由来するとの誤認、或いは両商標の使用者間に関連企業、使用許諾
関係、加盟関係或いはその他の類似関係があるとの誤認が含まれる。
「誤認混同の恐れ」に関する規範は第23条第1項第12号前段及び同項第13号に規定されており、両
者の区別は保護の客体が異なることにある。第12号前段による保護の客体は著名商標であり、第13号に
よる保護の客体は登録商標又は先に出願された商標であるため、同一用語‧同一定義の法理に基づき、
「誤
認混同の恐れ」を判断するうえで、この2つの規定が一致性を有することは当然である。従って、第23
条第1項第12号前段に規定する「誤認混同の恐れ」の判断において、2004年5月1日公布の「誤認混同の
恐れ」に関する審査基準も援用することができる。
第23条第1項第12号前段の趣旨は誤認混同の恐れのないよう著名商標を保護することにあり、且つ
当該規定に違反するか否かを最終的に考慮する基準は関連する消費者に誤認混同を生じさせるか否かに
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あるので、以下では先ず第23条第1項第12号前段の規定による保護の客体、即ち拒絶理由に引用し、又
は紛争事件に根拠となる商標（以下、先行商標と略称）が著名商標であることを説明し、その後で関連
する消費者に誤認混同を生じさせるか否かを判断するための参酌要素を説明する。
2.1

商標が著名商標である

2.1.1 定義
所謂著名商標とは、商標が表彰する識別性と信用‧名誉が消費者に熟知されるものを指すが、商標の著
名度には高低の差があり、例えば商標が表彰する識別性と信用‧名誉が既に「一般消費者」に普遍的に認
知されている場合、当該商標は比較的高い著名性を有しており、商標が表彰する識別性と信用‧名誉が特
定の関連商品市場では「関係消費者」に熟知されているものの、「一般消費者」に普遍的に認知されて
いることが証明されていない場合、当該商標は比較的低い著名性を有している。但し、著名度の高低に
かかわらず、商標が表彰する識別性及び信用‧名誉は既に「関連消費者」に広く認識されていれば、当該
商標を著名商標として認定するには十分である。従って、商標法施行細則第16条の「本法にいわゆる著
名とは、既に関連する事業者又は消費者に広く認識されていると認定できるに足る客観的証拠があるこ
とを指す」という規定は、WIPOで規定された著名商標保護の関連規範と同様に、商標が表彰する識別
性及び信用‧名誉は既に「関連する事業者又は消費者」に広く認識されているものであれば、当該商標を
著名として認定し、商標法著名商標の保護に関する規定によって保護を受けることができる。
又、商標法施行細則第16条の規定にいう関連する事業者又は消費者とは、商標を使用する商品/役務の
取引範囲を以って基準とする。それには下記3種類の情況が含まれるが、但しこれらには限られない。
1. 商標が使用する商品又は役務の実際又は可能な消費者
2. 商標が使用する商品又は役務の販売ルートに関連するもの
3. 商標が使用する商品又は役務を経営する関連業者
その他、商標が上記の中の一つの関連する事業者又は消費者に広く認識されているときは、著名商標
であると認定すべきである。更に、先行商標が著名であるか否かの判断については、第23条第2項の規
定によれば、その判断の時点は出願時を基準とする。
2.1.2 著名商標の認定
商標が著名であるか否かは国内消費者の認知度を基準として判断すべきであり、国内消費者が当該商
標の存在を広く認識するようになったのは、それが国内において広く使用された結果であるため、商標
が著名であることを主張しようとする者は、原則として、当該商標が国内において使用されていること
を示す関連証拠を提出しなければならない。たとえ商標はわが国において使用されたことがなく、或い
はわが国において実際に広く使用されていないにしても、当該商標が国外において広く使用され、わが
国に及ぶ程度の知名度を獲得していることを証明する客観的な証拠資料があれば、当該商標を著名とし
て認定することができる。又、商標の知名度がわが国に及ぶかどうかは、当該商標の使用地域範囲はわ
が国と密接な関係があるか、例えば経済貿易、観光の往来が頻繁であるか、文化、言語が類似するか等
の要素を総合的に判断すべきである。その他、当該商標の商品がわが国で販売される新聞雑誌を通じて
広く報道され、或いは当該商標がインターネット上に広範囲に頻繁に討論される等も、当該商標の知名
度がわが国に及ぶかどうかを判断する参考要素とすることができる。
商標がわが国において出願されているか、又は登録になっているかどうかは、著名を認定するための
前提要件でなく、パリ条約第6条の2の規定により、未登録の著名商標に対しても保護されるべきである。
わが国はWTO会員国として、加盟国はパリ条約の規定を遵守する義務があるというTRIPS協定第2条の
規定に従えば、第23条第1項第12号前段の規定によって保護される著名商標は既登録又は未登録の著名
商標を包括すべきであり、言い換えると、たとえ先行商標が未登録の著名商標であっても、第23条第1
項第12号前段の規定による保護の客体として扱うこともできる。当該条項前段の規定と同項第13号の
「商標が同一又は類似の商品又は役務における他人の『登録商標』又は『先に出願された商標』と同一
又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるものに該当するときは、登録を
受けることができない」という規定を適用する時、両者の最大の違いは、国内において出願されておら
ず、又は登録されていない先行商標の場合、主張できるのは第23条第1項第12号前段の規定のみであり、
同項第13号の規定を適用することを主張することはできない。
2.1.2.1 著名商標認定の参酌要素
著名商標の認定には、個別の情況につき、下記の認定に資するに足る著名要素を総合的に酌量すべき
である。
1. 商標識別性の強弱
識別性が強い商標ほど、消費者に与える印象が強く、関連する事業者又は消費者に広く知られて
いる著名商標になり易い。例えば、比較的強い識別性を持つ独創的な商標は任意的商標よりも、関
連する事業者又は消費者に広く知られている著名商標になり易い。
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

関連する事業者又は消費者が商標を知り又は認識している程度
関連する事業者又は消費者が商標を知悉又は認識している程度は、関連証拠により之を証明する
ことができる。もし市場調査及び意見調査資料があれば、これを関連する事業者又は消費者が商標
を知り又は認識している程度に対する証拠とすることもできる。
商標の使用期間、範囲及び地域
商標の使用期間、範囲及び地域に関する証拠資料の提出から、商標は関連する事業者又は消費者
に広く認識されている著名程度に達したかどうかを推論することができ、ここで重点を置くのは商
標権者が実際に行う商業活動である。一般的には、商標の使用期間が長ければ長いほど、範囲及び
地域が広ければ広いほど、当該商標が関連する事業者又は消費者に広く認識されている著名程度に
達する可能性が高くなる。
商標の宣伝期間、範囲及び地域
商標の宣伝期間が長ければ長いほど、範囲及び地域が広ければ広いほど、当該商標が原則として、
関連する事業者又は消費者に広く認識されている著名程度に達する可能性が高くなる。但し、商標
の宣伝程度が非常に集中的に広く行われ、例えば広告、宣伝品又はマスコミ（インターネットを含
む）などを通じて全国へ集中的に掲載し放送する場合、商標の宣伝期間が長くなくても、当該商標
が関連する事業者又は消費者に広く認識されている著名程度に達する可能性もある。
商標登録を出願している又は登録されたか、その登録、登録出願の期間、範囲及び地域
著名の認定に関しては、商標権者が通常先行商標の実際の使用証拠を提出するほか、国内外にお
ける登録書類も提出して立証を行う。商標が世界各国で出願され又は登録されたか、その登録の数
及び期間は、当該商標が著名であるかどうかを認定する参酌要素の一つとすることができる。商標
が世界各国で出願され又は登録されたことが多ければ多いほど、期間が長ければ長いほど、当該商
標が市場で広く使用されているという証拠になりうる可能性が高くなり、更に当該商標が既に関連
する事業者又は消費者に広く認識されている著名程度に達したと認定される可能性も高くなる。
商標がその権利の執行に成功した記録、特に行政又は司法官庁を経て著名であると認められた事情
を指す。
商標がその権利行使に成功した記録とは、例えば著名であると認定した異議審決書、無効審判決
定書、訴願決定書或いは裁判所の判決書等である。又、この要素を考慮する際に、その権利の執行
に成功した時点に注意する必要がある。因みに、著名商標の著名性は時間の経過とともに変更が生
じることがあり、もしその権利行使に成功した時点が処分時点より随分経過してしまったら、例え
ば行政又は司法官庁が著名商標を認定した時点は処分時点より3年間を超えていたら、この場合、そ
れが著名商標であるかどうかは、その他の関連証拠を参酌して判断すべきである。
商標の価値
原則として、商標の価値が高ければ高いほど、当該商標が関連する事業者又は消費者に広くに認
識される可能性が高くなる。
その他著名商標であると認められるに足る要素
上述各項の著名商標認定の参酌要素は著名であるかどうかの認定をするための例示であり、要件
として列挙されるわけではなく、且つ個別案件の場合、上述のすべての参酌要素を提出する必要は
無く、個別の情況により、著名商標であると認められるに足る参酌因素を考量すべきである。

2.1.2.2 著名商標認定の証拠
前述した著名の認定に資するに足る参酌要素は、下記の証拠により之を証明することができる。
1. 商品又は役務の販売発票（公式レシート）、市販の記録書類、輸出入書類及びその販売数量、市場
占有率、販売高の統計に係る明細等資料。
2. 国内外ニュース、雑誌又はTV等マスコミにおける広告資料、広告枠の大小、金額、数量、広告の放
映実績、テレビコマーシャル監督放送の記録リスト、車体、バス停、MRT駅、高速道路沿いの広告
及び店舗看板、道路看板などの証拠資料を含む。
3. 商品又は役務販売の拠点及びその販売ルート、場所の配置情況、例えば、デパート、チェーンスト
ア又は各地拠点の設置情況及び時間などの証拠資料。
4. 商標の市場における評価、鑑価、販売高の順位、広告高の順位又はその営業状況等の資料、例えば
国内外で公信力のある新聞雑誌が発表する世界ベストブランドトップ100のランキング、台湾ブラ
ンドの価値トップ10に関する資料、各種類の商標商品に対する消費者の満足度調査、或いはインタ
ーネットでユーザによる評価資料などの証拠資料。
5. 商標の使用開始時点及びその継続使用等資料、例えば会社概要及びプロフィール、広告看板を設置
した日付などの証拠資料。
6. 商標の国内外における登録書類、例えば商標登録証又は世界各国における登録一覧表等。
7. 公信力のある機構から発給された関連証明又は市場調査の報告等資料。
8. 行政又は司法官庁が為した認定に関連する書類、例えば異議審決書、無効審判決定書、訴願決定書
或いは裁判所の判決書等。
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9.

その他商標が著名であることを証明する資料、例えば国内外の展覧会、展示会での商品展示又は販
促活動などの証拠資料。
又、商標の使用証拠は、その図案及び日付の標示又はその図案及び日付を識別できる証拠資料がなけ
ればならず、決して国内にあるものに限らない。但し、国外で為された証拠資料は尚も国内の関連する
事業者又は消費者が知っているか否かを以って判断する必要がある。その上、具体的に挙証し、並びに
著名商標であると認定されたとき、商標権者から同じ証拠を提出して之を証明する様要求しないことが
できる。但し、個別事件審査の必要により、尚もその関連証拠を取揃えて之を証明する様要求すること
ができる。例えば前の案では先行商標が著名であると認定されても、前案と後案とを比較すると、後案
における両商標の類似性が比較的低く、又は商品/役務の類似性が比較的低ければ、前案よりも高い著名
性の程度を要求する場合、誤認混同の恐れがあると認定される可能性は比較的高くなる。従って、商標
権者にもっと多くの関連使用証拠を提出してそれを証明する様要求することができる。
2.2 関連公衆に誤認混同させる恐れの有無を判断するための参酌要素
前述の通り、第23条第1項第12号前段と同項第13号はいずれも「誤認混同の恐れ」を規定しており、
関連消費者が商品/役務の出所について誤認混同する恐れを防止することを立法趣旨としたものである
ため、第23条第1項第12号前段の規定を適用する場合においては、誤認混同の恐れの有無を判断するた
めの参酌要素及び各参酌要素の内容に関して、例えば商標識別性の強弱、商標の類否並びにその類似程
度、商品/役務の類否並びにその類似程度、先権利者の多角化経営の情況、関連消費者の各商標に対する
熟知度等は、同項第13号の規定と同様に、前記に掲げられた「誤認混同の恐れ」に関する審査基準を援
用することができる。
その他、混同の恐れの理論では誤認混同の恐れの有無を判断するための参酌要素の間に相互関係があ
ることを認め、例えば商標の著名度が高ければ、商品／役務の類似程度が低くても、やはり容易に誤認
混同を引き起こす。
その上、当該規定は同項第13号の規定と同じく商標類似の要件を定めたものであるにもかかわらず、
商標類似も誤認混同の恐れの有無を判断するための参酌要素の一つであり、条文中とくにこの参酌要素
を構成要件とした理由は、商標類似が誤認混同の恐れを招来する可能性が極めて高いからである。然し
ながら、それは絶対必然的ものではなく、その他の重要な要素の存在、例えば両商標が市場において相
当長い期間併存しており、商品/役務の関連消費者に熟知されていて容易に区別できる場合、誤認混同の
恐れが無いものである。従って、誤認混同の恐れの有無を判断するときは、できる限り関連要素を参酌
考慮して初めて比較的正確に誤認混同の恐れの有無を判断することができる。
3.

第23条第1項第12号後段の規定の適用について
2003年に改正され追加された第23条第1項第12号「著名商標又は標章の識別性又は信用‧名誉に減損
を生じさせる恐れ」という規定は前述のとおり、実務上著名商標の識別性又は信用‧名誉に対する保護を
明文化したものであるため、その趣旨は著名商標の識別性又は信用‧名誉に減損を生じさせることを防止
することにある。伝統的混同の恐れの理論の範囲は先商標権者との賛助関係、従属関係又は連結関係を
連想させるものまでに拡大されたが、先行商標の登録に関しては、関連する消費者に誤認混同を生じさ
せる恐れがなくても、著名商標の識別性又は信用‧名誉を減損する可能性がある場合、外国の立法例を参
酌すると、希釈化理論の範疇に属するものであるので、国際と連接することを目的として、特に混同の
恐れと希釈化理論のシステムを明確に分ける。原則上、著名商標の識別性又は信用‧名誉を減損するとい
うのは、著名商標に対する更なる高水準の保護に関係するものであるので、もし他人が同一又は類似の
商標を登録出願し、関連する消費者にそれが同一の出所に由来するか又は異なる出所だがその間に関連
性があるかのように誤認させる可能性がある時、第23条第1項第12号前段の規定を適用すれば足り、同
条項後段の規定を適用する必要は無い。
以下は商標希釈化の意義と類型、商標希釈化による保護を適用する商標、商標希釈化の恐れの有無を
判断するための参酌要素を踏まえ、第23条第1項第12号後段の規定の適用について説明する。
3.1 商標希釈化の意義と類型
第23条第1項第12号後段に規定する「著名商標又は標章の識別性又は信用‧名誉を減損する恐れ」とい
う文字から分かるように、わが国の商標法に規定される商標希釈化の類型は「著名商標の識別性を減損
する恐れ」と「著名商標の信用‧名誉を減損する恐れ」の2種類を含むものであり、それぞれの意義を次
のように述べている。
3.1.1 著名商標の識別性を減損する恐れ
著名商標の識別性を減損する恐れとは、著名商標の識別性が弱まる可能性があることを指し、即ち著
名商標を特定の商品又は役務に使用した時、本来は人々にある特定の出所だけを連想させるのが、使用
許諾を受けていない第三者の使用行為により、当該商標がかつて単一出所を強烈に表示した特徴又は魅
力が徐々に弱まり又は消散した場合には、かつて単一出所を強烈に表示した当該商標が二種又は二種以
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上の出所を表示する商標となり得り、又は当該商標は大衆の心の中に単一連想或いは独特性という印象
を残せなくなる。例えば、消費者は「コカコーラ」の文字を見たり聞いたりすると、すぐに連想するの
は当該商標として販売している飲料商品である。もし第三者が「コカコーラ」と同じ商標を異なる商品
に使用していると、市場では相当期間にわたって販売した後、消費者が「コカコーラ」の文字を見たり
聞いたりしてから思うのは、当該文字が元々の「コカコーラ」飲料だけでなく、第三者の「コカコーラ」
商品を指す可能性もある。この場合、かつて単一出所を強烈に表示した「コカコーラ」商標は二種又は
二種以上の出所を表示する商標となり得り、又は当該商標は大衆の心の中に単一連想或いは独特性とい
う印象を残せなくなる。従って、当該「コカコーラ」商標の識別性が既に希釈化され又は弱まるという
ことは十分あり得るのである。
3.1.2 著名商標の信用‧名誉を減損する恐れ
著名商標の名誉‧信用を減損する恐れとは、著名商標の信用‧名誉が汚損される可能性があることを指
し、即ち使用許諾を受けていない第三者の使用行為により、消費者に著名商標を代表する品質、信用‧
名誉について低下し又はマイナスであるという連想を生じさせる。例えば、第三者が心身に危険を及ぼ
すような、又は信用‧名誉を毀損させるような方式で著名商標を使用していると、人に著名商標の信用‧
名誉について低下したという連想を生じさせる。例えば先行商標の使用に係る指定商品は一般大衆の心
身に危険を及ぼすに足り、又は著名商標がいつも標榜する上品で高貴なイメージを低下させうるもので
あれば、人に著名商標の信用‧名誉について低下したという連想を生じさせる。
上述の商標希釈化の意義の説明から分かるように、商標希釈化は概念的に著名商標自体の保護に主に
重点を置き、著名商標に対する商品又は役務の出所を識別する能力又はその表彰する信用‧名誉の減損を
防止するものであり、概念的に関連消費者が商品又は役務の出所について誤認混同する恐れの防止に重
点を置いた伝統的混同の恐れの理論とは異なっている。
3.2 商標希釈化による保護を適用する商標
前述の商標希釈化という概念の起源と理論から分かるように、商標に対する希釈化保護は伝統的混同
の恐れの理論の保護範囲内で著名商標の識別性又は信用‧名誉に損害が及ぶ場合を有効的に保護するこ
とができないことを解決するものである。従って、両商標の商品/役務の市場に隔たりがあり、且つ営業
利益の衝突情況が顕著でない場合、消費者はそれが同一又は何らかの関連がある出所に由来すると誤認
しないが、もし先行商標の登録を許可することにより、先行商標の識別性又は信用‧名誉に減損を生じさ
せる可能性がある場合、それは商標に対する希釈化保護が解決する問題である。かかる商標を保護する
ことは、既に営業利益の衝突情況が顕著でない市場に跨り、自由競争に大きな影響を及ぼし、且つある
文字、図形、記号又はその連想式が独占化される等の危険を伴うので、斯様な損害と危険を減少させる
為、商標に対する希釈化保護は比較的高い著名性を有する商標に限って行うべきである。従って、第23
条第1項第12号後段の商標に対する希釈化保護に関する規定は、同条項前段の規定よりも商標の著名性
をより高く要求する傾向がある。又、著名商標認定の参酌要素及びそれに関する証拠は前述の2.1.2.1と
2.1.2.2と同じであるが、その証拠の証明力の程度はより高く要求され、例えば商標をその商品又は役務
について使用する期間及び範囲、商標広告及び宣伝の期間及び範囲、当該商標として販売される商品又
は役務の数量、金額又は地理範囲等のいずれも、比較的長く、多く、広範な期間、数量、金額及び範囲
等が要求されている。従って、商標の著名性は一般公衆に普遍的に認知されるに至ったものであれば、
第23条第1項第12号後段の規定を適用することが比較的可能である。
3.3 商標識別性又は‧名誉の減損の恐れの有無を判断するための参酌要素
第23条第1項第12号後段の商標に対する希釈化保護に関する規定は、最終的に著名商標の識別性又は
信用‧名誉が弱化する又はそれらに損害を生じさせる可能性があるか否かを基準として判断するもので
ある。又、第23条第1項第12号の規定は商標類似の要件を定めたものであるにもかかわらず、商標類似
も商標希釈化の恐れの有無を判断するための参酌要素の一つであり、条文中とくにこの参酌要素を列挙
した理由は、商標類似が商標希釈化の恐れを招来する可能性が極めて高いからである。然しながら、そ
れは絶対必然的ものではなく、その他の重要な要素の存在により、商標希釈化の恐れが無くなる可能性
がある。従って、商標希釈化の恐れの有無を判断するときは、できる限り関連要素を参酌考慮して初め
て比較的正確に商標希釈化の恐れの有無を判断することができる。以下では商標希釈化の恐れの有無を
判断するための参酌要素をそれぞれ説明する。
3.3.1 商標の著名の程度
前述の通り、商標に対する希釈化保護は比較的高い著名性を有する商標に限って行うべきであり、又、
商標の著名性の程度が高いか否かは当該商標が認知されている地理的範囲及び当該商標が消費者に普遍
的に熟知されている程度と関係している。一般的には、もし商標が表彰する識別性又は信用‧名誉は国内
の大部分の地区における圧倒的大多数の消費者に普遍的に認知されていれば、当該商標は比較的高い著
名性を具えており、且つその識別性と信用‧名誉が損害を被る可能性は比較的高い。
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3.3.2 商標の類似の程度
商標希釈化という概念制定の背景、論理と目的から分かるように、自由競争に対しての損害を減少さ
せるために、その適用範囲は非常に例外的な情況のみに限るべきである。それ故に、類似程度を要求す
る場合、商標希釈化の恐れは誤認混同の恐れよりも商標の類似の程度をより高く要求し、即ち第23条第
1項第12号前段と後段の規定は商標類似の要件を定めたものであり、それぞれ判断するための参酌要素
であるが、両者の類似の程度に対する要求は同じではなく、後段規定が同条項前段の規定よりも類似の
程度をより高く要求している。係争商標と先行商標とが同一である場合、著名商標の識別性又は信用‧
名誉に損害を生じさせる恐れがあることを証明することは比較的容易であるが、それに比べ、両商標は
同一ではなく、且つ類似の程度も高くない場合、著名商標の識別性又は信用‧名誉に損害を生じさせる恐
れがあることを証明することは困難である。
3.3.3 商標が他の商品/役務について普遍的に使用される程度
もし商標が第三者に異なる商品/役務について広く使用されていれば、当該商標の排他的使用の程度は
比較的低く、その識別性又は信用‧名誉に損害を生じさせることは有り得ない。例えば「UNITED
AIRLINE」或いは「第一銀行」は著名商標であるにもかかわらず、単なる「UNITED」或いは「第一」の
みを商標とするものは既に第三者に異なる商品/役務において広く使用されているので、「UNITED」或
いは「第一」商標の希釈化を主張しようとすれば、その可能性は比較的低い。
3.3.4 著名商標の先天的又は後天的な識別性の程度
著名商標が先天的又は後天的な識別性であることを問わず、いずれも商標希釈化による保護の客体と
なることができ、且つ著名商標の識別性が強ければ強いほど、その識別性に損害を生じさせることを認
定し易くなる。商標の識別性はその著名度の高低と関わっているが、商標自体の創意性も商標識別性を
判断するためのもう一つの重要な要素に属するので、商標希釈化による保護の客体は比較的高い識別性
と著名度を有する商標であるべきであり、そして創意性のある商標がかかる識別性と著名度に達するこ
とは比較的容易である。
3.3.5 その他の参酌要素
著名商標の識別性又は信用‧名誉に損害を生じさせる恐れの有無を判断する場合、その他の参酌要素が
まだあり、例えば係争商標の権利者が他人にその商標と著名商標を連想させようと意図しているかどう
かである。言い換えれば、係争商標の権利者が故意に係争商標における先行商標と同じ文字又は図形を
拡大したり、字体を増大することなどによって、係争商標の権利者がその商標と著名商標を連想させよ
うと意図していることを推論することができる場合、それを判断の参酌要素とすることもできる。その
他、係争商標と先行著名商標の間に存在する実際連想の具体的な証拠も著名商標の識別性又は信用‧名誉
に損害を生じさせる恐れの有無を判断するために役立つものである。
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2-3

著作権
著作権法の改正によって、WTO 加盟国所属の国民の著作物は台湾に於いても原則として創作主義に
基づいて著作権が認められて来た。著作権者である事実を立証するための書物や記録を厳重に用意して
権利行使に生かすことが重要であるほか、ライセンスを与える場合でも複製許諾の範囲と形態が明確で
あることを心がける必要がある。

2-3-1 概説
■台湾と日本との条約関係
1945 年台湾は戦後日本統治を終え、中華民国国民政府に接取された。中華民国は 1971 年頃まで国
連の加盟国であり続けたが、中華人民共和国との確執で同年国連から脱退したのをきっかけに、国連傘
下の国際条約加盟国の資格を殆ど放棄したか剥奪されてきた。
1972 年以降から、日本を含めて西側主要諸国は次々に中国と国交樹立を実現、同時に台湾と国交断
絶を実行するようになった。中華民国と日本との戦後講和条約も、とうとう締結せずに日本から国交断
絶されてしまった。国連離脱と国交断絶のなか、台湾は日本等主要国と正式の条約の締結が極めて困難
な状況が現在まで継続している。
国際政治の岐路に立たされる台湾は、国交断絶の前提に実質外交を展開して、特に積極的に米国や
日本等経済大国とは経済貿易関連の双方協定の締結に基づいて国際貿易の活発化を促進してきた。
特許と商標権の保護と優先権の主張に関する二国間の協定は、台湾と日本の間には既にそれぞれ
1960 年代と 1990 年代より実現されてきたが、著作権保護の相互協定は台湾の WTO 加盟の正式発効日
の 2002 年元日まで実現されていなかった。
台湾と日本両国間では国交の断絶状態は当分改善され難いが、台湾の WTO 加盟を機に、多国間条
約の加盟国同士としての協力関係が再構築されつつある。台湾はベルヌ条約でもローマ条約でも加盟国
でないため、両条約の正式の拘束力を受けていない。
一方、WTO の加盟国に遵守義務が課される TRIPs の内容に合致するために、台湾は著作権法を含め
知的財産法制度と権利行使の効率性全般に関する国際調和を 1990 年代以降、10 年以上にわたり複数の
法改正を推進してきた。TRIPs の規定が概ね前期のベルヌ条約とローマ条約の主旨をカバーするとすれ
ば、台湾の知的財産制度も概してそれぞれの条約に対応しているといえよう。
2002 年元日以降、台湾が WTO に正式に加盟したことによって、拘束力が生じると共に、同条約が
規定する各分野の知的財産権の保護に関する加盟国の国民への内国民待遇の法律効果が正式に発行した。
そのため、懸案となった台湾に於ける日本国民や法人の著作権の保護に関する空白の状態が終焉を告げ、
日本の国民と企業がほぼ日本と世界各地域における同等の著作権の権利の主張と保護を受けることがで
きるようになった。勿論台湾に於ける著作権の内容と権利行使の方式は台湾の法律に従うことになる。
2-3-2 台湾の著作権法制度
2-3-2-1 著作権の概念について
台湾は 1895 年から 1945 年の半世紀に渡る日本による植民地統治を経たので､その間の著作権法は
日本の旧著作権法を踏襲していた。1945 年第二次世界大戦の終息より、台湾は国民党政府がもたらす法
制度を受け継ぐようになるが、それでも欧州と日本を支配する大陸法体系（civil law）を中心とする法制
度の運行が継続された。
従来から成文法に依存する法体系に著作権法が台湾で積極的に改正され､重視されるようになった
契機は、1985 年の著作権法の大改正だったといえよう。同年度の改正法では、著作権登録発生主義を廃
止し、創作保護主義を導入することによって画期的な制度面の更新を実現した。著作権業務の主務機関
も元来の行政院内政部傘下の「著作権審定委員会｣より、同部の｢著作権委員会｣に名称変更された。1999
年に知的財産権保護を強化する施策の一環として実現された主務官庁の組織再編により、｢知的財産局
（Taiwan Intellectual Property Office / TIPO）｣が新たに設けられた。同局は、行政院経済部の直轄機関
であり、日本の特許庁と同じく特許と商標の権利取得のための出願業務を管轄するほか、著作権法関連
業務も総括する。従って著作権業務の主務機関は半世紀以上振りに行政院内政部より知的財産局に移っ
た。これにより、台湾に於ける著作権の法体制とその運行は、知的財産権を代表する特許､商標と並んで、
従来の文化や教育を支える公的資産の性格を一層希薄化させる上、権利者と産業の資産として保護され
るべきビジネス･オブジェクトの性格を強めてきたように思われる。
WTO 加盟を目指して、台湾政府は 1998 年 1 月 21 日付け及び 2001 年 11 月 12 日付け発効の著作
権法改正案を法律化してきたが、何れも WTO の基本要請対応の小幅な修正で、インターネットを利用
するデジタル通信技術の躍進に対応するための修正は殆どなかった。
2002 年以降では、WTO 加盟後の立法施策の補遺を含め、米国等諸外国の要請と日進月歩のデジタ
ル通信技術による著作権を取り巻く環境の激変に有効に対応すべく、台湾は著作権法改正を 7 回経た。
最近行われた法改正は 2010 年 2 月に公布されたものである。
日本企業と個人の著作権は、2004 年の著作権法改正で、台湾に於いても一層有効に WTO 加盟国並
みの保護を受けて権利行使も正常に展開できるようになってきた。
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2-3-2-2 著作権の保護対象物について
■前置き
著作物の分類に関して､著作権法は例示規定を置いている。主に第 5 条がそれに該当する。
一方、第 5 条を含め著作権法の用語の定義を巡って、本法第 3 条に詳細の規定が設けられている。
■改正著作権法（ISP 法案）2009.05.13 公布
第3条
この法律における用語は次のとおり定義する。
一. 著作物：文学、科学、芸術若しくはその他の学術の範囲に属する創作物をいう。
二. 著作者：著作物を創作する者をいう。
三. 著作権：著作物の完成により生じる著作人格権及び著作財産権をいう。
四. 公衆：不特定の者又は特定且つ多数の者をいう。但し家庭及びそれと正常の社交関係にある多数の
者はこの限りでない。
五. 複製：印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記その他の方法により直接、間接、永久又は一時的に再
製することをいい、脚本、音楽の著作物その他これに類する著作物の実演、放送を録音し、又は録
画すること、また建築に関する設計図若しくは模型に従って建築物を完成することもこれに属する。
六. 公開口述：口述又はその他の方法により著作物の内容を公衆に伝達することをいう。
七. 公開放送：公衆に直接聞かせ又は見せることを目的として、有線電気通信、無線通信その他の設備
の放送システムによる送信を行うことにより、音声若しくは映像を通じて著作物の内容を公衆に伝
達することをいう。原放送者以外の者によって、有線電気通信、無線通信その他の設備の放送シス
テムによる送信を行うことにより、元放送されていた音声若しくは映像を公衆に伝達することもこ
れに属する。
八. 公開上映：単一又は複数の視聴機器その他映像を伝送する方法により、同一の時間に著作物の内容
を現場若しくは現場以外の一定の場所にいる公衆に伝達することをいう。
九. 公開実演（上演･演奏）：演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏その他の方法により著作物の内容を現場の
公衆に伝達することをいう。拡声器その他の装置により元放送されていた音声又は映像を公衆に向
けて伝達するのもこれに属する。
十. 公開伝送：有線電気通信、無線通信の電気通信回路その他の通信方法により、音声又は映像を通じ
て公衆に対して著作物の内容を提供し又は伝達することをいい、公衆が各自に選定する時間に、又
は場所において上記の方法により著作物の内容を受信することを含むものとする。
十一. 改作：翻訳、編曲、書き換え、映画の撮影その他の方法により原作品について新たに創作をする
ことをいう。
十二. 頒布：有償であるか又は無償であるかを問わず、著作物の原作品若しくは複製物を公衆の取引又
は流通に提供することをいう。
十三. 公開展示：公衆に著作物の内容を展示することをいう。
十四. 発行：権利者が公衆の合理的需要を満足させることのできる複製物を頒布することをいう。
十五. 公表：権利者が発行、放送、上映、口述、実演（上演･演奏）、展示その他の方法により著作物の
内容を公衆に提示することをいう。
十六. 原作品：著作物に最初固定されているものをいう。
十七. 電子的権利管理情報：著作物の原作品又はその複製物において、又は著作物の公衆への伝達がな
されるときに表示される著作物、著作の名称、著作者、著作財産権者又はその利用許諾を受けた者
及び利用期間若しくは条件を特定するに足る電子的関連情報をいい、数字、符号を用いてこれらの
情報を表示するものもこれに属する。
十八. コピーガード措置：他人が無断で著作物にアクセスし、又はこれを利用するのを有効に禁止し又
は制限するために著作権者が採用した、設備、器材、部品、技術その他の科学技術的方法をいう。
十九. インターネットサービスプロバイダーとは、次のサービスを提供する者をいう。
(一)インターネット接続サービスプロバイダー：その制御又は運営するシステム又はネットワーク
を通じて、有線若しくは無線で情報の伝送、発送、受信、又はその過程においての媒介及び一時的
保存のサービスを提供する者
(二)快速読み取りサービスプロバイダー：利用者の要求に応じて情報を伝送した後、その制御又は
運営するシステム又はネットワークを通じて、当該情報を媒介し、かつ一時的に保存し、その後当
該情報の伝送を要求する利用者が速やかに当該情報にアクセスするサービスを提供する者。
(三)情報保存サービスプロバイダー：その制御又は運営するシステム又はネットワークを通じて、
利用者の要求に応じて情報を保存するサービスを提供する者。
(四)サーチサービスプロバイダー：利用者にインターネット上の情報に関する索引、参考若しくは
リンクのサーチ又はリンクのサービスを提供する者。
前項第八号に定めた現場若しくは現場以外の一定の場所は、映画館、倶楽部、ビデオテープ若しくは
レーザーディスクが再生される場所、旅館（ホテル）の部屋、公衆の使用に供される交通機関その他不
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特定の者の出入りに供される場所を含む。
2-3-2-3 台湾著作権法の権利保護対象に関する説明
著作権法が著作物として認められるものは、①著作物の内容と表現媒体の種類の概念と、②創作段
階の概念など概ね二つのジャンルに分けられている。
著作物の内容と表現媒体の種類で分類するのは第 5 条の規定である。著作権法に列挙された著作物
は十項目あり、その存続期間はそれぞれ異なる。
第5条
この法律にいう著作物を例示すると、次の通りである。（著作物として保護される対象）
一 言語の著作物
二 音楽の著作物
三 演劇、舞踊の著作物
四 美術の著作物
五 撮影の著作物
六 図形の著作物
七 視聴覚著作物
八 録音の著作物
九 建築の著作物
十 コンピュ－タプログラムの著作物
（注：撮影、視聴覚、録音及び実演の著作に関する著作財産権の権利期間は著作公表後 50 年間を経過す
るまでとする。その他の著作物は原則として著作者の生存している間、及び死後 50 年間を経過するまで
の間、存続する。）
前項各号に例示された著作物の内容は、主務官庁がこれを定める。
著作権法第 5 条第 1 項各号の著作物内容例示規則
行政院内政部はかつて 1992 年に著作権法第 5 条で示される著作物の具体内容を例示する規定を頒布
したことがある。
同規則第 2 条によると、次の対象物がそれぞれのジャンルに該当することが分かる。
著作権法第 5 条の分類項目
特別規則の例示対象物
一 言語の著作物
詩、詞、散文、小説、演劇脚本、学術論文、講演原稿、其の他。
二 音楽の著作物
楽譜、歌詞、其の他。
三 演劇、舞踊の著作物
舞踏､黙劇､歌劇､話劇及び其の他の演劇や舞踏著作物。
四 美術の著作物
絵画、版画、漫画、コミックス、動画、素描、書法、字形絵画、彫刻、
美術工芸品と其の他。
五 撮影の著作物
写真、スライド写真(投影フイルム)、其の他撮影の制作方法によって創
作される著作物。
六 図形の著作物
地図、図表、科学技術や工程設計図及び其の他。
七 視聴覚著作物
映画、録画、ディスクビデオ、電脳ディスプレイに表示される映像、及
び其の他器械や設備によって表現される系列映像であれば、音声の付随
如何を問わず、あらゆる媒体物に付することの出来る著作を指す。
八 録音の著作物
あらゆる機会や設備によって表現される系列音声で、それがあらゆる媒
体に付することが出来る著作物を指す。但し視聴覚著作物に付随する音
声はそれに該当しない。
九 建築の著作物
建築設計図、建築模型、建築物及び其の他建築著作。
十 コンピュ－タプログラム 直接的に又は間接的に電脳に一定の機能や結果を発生させることを目
の著作物
的とする組み込まれる指令の組み合わせからなる著作物を指す。
尚、同規則第 3 条は、著作権法第 6 条及び第 7 条による編集著作物は、それらの性格によって前
項各号の分類に該当することとする。
2-3-2-4 著作物の創作段階で分類されるものは、原始著作物と相対的な概念で捉えられるもの。
A 二次的著作物
第 6 条は、
「原著作物を改作した創作は二次的著作物であり、独立の著作物としてこれを保護する。
二次的著作物の保護は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。」と規定している。
B 編集著作物
第 7 条は「資料の選択及び編集・レイアウトにつき独創性を有するものは、編集著作物であり、独
立の著作物としてこれを保護する。
2 編集著作物の保護は、それに収録された著作物の著作権に影響を及ぼさない。」と規定する。
2-3-2-5

特殊著作物
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A 実演著作物
演劇と舞踊の著作物のほか、演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏その他の方法により著作物の内容を現場
の公衆に伝達することを公開実演（上演･演奏）という。拡声器その他の装置により元放送されていた音
声又は映像を公衆に向けて伝達するのもこれに属する(第 3 条第 9 号)。小説は朗読の対象となるのと、
音楽作品は演出や演奏によって発表されることは従来の概念のとおりの実演だが、拡声器やその他の装
置によって放送するのも実演と見なされることに留意したい。すなわち、ここで言う「実演」とは、生
やライブの演出の形態に限定されていない。
実演著作物に関して､台湾は独立した著作物として扱う。
*第 7 条ノ 1 実演家が現存の著作物又は民俗的創作をもとにした実演は独立の著作物としてこれを保
護する。
実演に対する保護は原著作物の著作権に影響を及ぼさない。
また第 26 条により、著作者はこの法律に別段の定めがない限り、その言語、音楽又は演劇、舞踊の
著作物を公に実演（上演･演奏）する権利を専有するとされているが、しかし一旦ある実演かによって(合
法的に)実演されてしまった後、その実演家は、拡声器その他の機材でその実演を公に上演・演奏する権
利を専有する。但し、その実演を複製し、又は公開放送した後にさらに拡声器その他の機材で公開に演
出する場合は、この限りでない。すなわち､原則として実演家は実演の生放送に関してのみ独占独占的排
他権を有する。
その他第 28 条ノ 1 では、著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、所有権を移転する方
法によりその著作物を頒布する権利を専有すると規定する一方、実演家は、その実演が録音の著作物に
複製されたものについて、所有権を移転する方法によりこれを頒布する権利を専有する。
B 録音著作物
録音著作物はもとより第 5 条第 1 項第 8 号で著作物として認定されているが、台湾では録音物につい
て他にも多数の条文を以って特段の規定を設けていることに注目すべきである。米国を中心とする歌謡
曲業界のアルバム販売権益の保護を重視する行政上の配慮がうかがわれる。
録音著作物権利者の権利と実演家の権利との折り合いは少し複雑な関係にある。
*第 26 条によれば録音の著作物が公に実演された場合、著作者は公開実演をした者に対して利用報
酬（使用料）の支払いを請求することができる。尚前項の録音著作物に関する実演が複製された場合は、
録音著作物の著作者及び実演家が共同して利用の報酬の支払いを請求する。その一方が先に請求したと
きは、利用の報酬を他方に分配しなければならない。
その他第 28 条ノ 1 では、著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、所有権を移転する方
法によりその著作を頒布する権利を専有すると規定する一方、実演家は、その実演が録音の著作物に複
製されたものについて、所有権を移転する方法によりこれを頒布する権利を専有する。
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録音著作物を実演す
るものに対する報酬
請求権
28 条（3）

原著作者

実演家の権利
基礎規定
28 条ノ 1

実演家の公開
放送所有権
26 条

実演家

録音著作者
実演家

実演家と録音者の共同複
製報酬請求権
26 条

実演家の
頒布権
28 条ノ 1

複製者

2-3-2-5 著作権保護の実態
下記の対象商品に関しては、それぞれ特定種類の著作物に該当して、関連の著作物の権利者が権利を
主張して、台湾で著作権の保護を受けられる。
同一の商品に関して複数の著作権者が平行して権利行使できる状況もありうる。例えば演劇著作物を
視聴著作物として作成して発行された著作物を無断複製するものは、演劇の原著作者と、脚本著作者、
その他振り付け著作者、実演者、視聴著作物の作成者等の著作権者の権利を侵害することになるので、
それぞれの権利者によって権利が行使されることがある。
実際の商品
出版物：雑誌、小説刊行物、漫
画
カラオケ新譜集、カラオケ伴奏、
宝塚演劇の録画テープや DVD、
オペラ公演 DVD
漫 画 本、キャラクター商品、デ
ザイン商品
世界の夜景 DVD
写真集、各種百貨図鑑、
平面地図集、データ地図商品、
ナビデータ DVD、DVD 電子地図
集
映画、
トレンディードラマ DVD・VCD,
漫画動画 DVD・VCD,
コンサート DVD・VCD
宝塚演劇の録画テープや DVD、
オペラ公演 DVD
世界の夜景 DVD

特別規則の例示対象物
詩、詞、散文、小説、演劇脚本、学
術論文、講演原稿、其の他。
楽譜、歌詞、其の他。
舞踏､黙劇､歌劇､話劇及び其の他の
演劇や舞踏著作物。
絵画、版画、漫画、コミックス、動
画、素描、書法、字形絵画、彫刻、
美術工芸品と其の他。
写真、スライド写真(投影フイルム)、
其の他撮影の制作方法によって創
作される著作物。
地図、図表、科学技術や工程設計図
及び其の他。
映画、録画、ディスクビデオ、電脳
ディスプレイに表示される映像、及
び其の他器械や設備によって表現
される系列映像であれば、音声の付
随如何を問わず、あらゆる媒体物に
付することの出来る著作を指す。
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著作権法第 5 条の分類項目
一 言語の著作物
二 音楽の著作物
三 演劇、舞踊の著作物
四

美術の著作物

五

撮影の著作物

六

図形の著作物

七

視聴覚著作物
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音楽 CD、
名作の朗読 CD
日本おとぎ話 CD

建築設計図、内装設計図、
3D ソフト、各種電脳ソフト、

あらゆる器械や設備によって表現
される系列音声で、それがあらゆる
媒体に付することが出来る著作物
を指す。但し視聴覚著作物に付随す
る音声はそれに該当しない。
建築設計図、建築模型、建築物及び
其の他建築著作。
直接に又は間接的に電脳に一定の
機能や結果を発生させることを目
的とする組み込まれる指令の組み
合わせからなる著作物を指す。

八

録音の著作物

九

建築の著作物

十 コンピュ－タプログラ
ムの著作物

2-3-2-6 著作権の保護対象から除外されるもの
著作権法第 9 条は著作物の権利対象から除外される者を列挙する。次のものは、著作者は著作権を
主張でないとされている。著作財産権のほか、著作人格権の存在も否定されている。著作権の対象から
除外されるものは根本的且つ絶対的に著作物として見なされないので、著作権を前提とする｢合理的利
用｣の相対的な概念と異なる。
一. 憲法、法律、命令或は公文書。公文書とは、公務員が職務上書き上げた告示文書の原稿、演説の原
稿、新聞の原稿及びその他の文書を含む。
二. 中央或いは地方官庁が前号の著作物について作成した翻訳物或いは編集物。
三. 標語及び通用の記号、名詞、公式、図表、記入用紙、帳簿或いはカレンダー。
四. 単に事実を伝達する新聞報道からなる言語著作物。
五. 法令により行なわれる各種の試験問題及びその予備用の試験問題。
2-3-3 罰則規定について説明
著作権法第七章 罰 則
第 91 条
無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又
は新台湾ドル 75 万元を科し、又はこれを併科する。
2 販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6 ヶ月以
上 5 年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科することができる。
3 光ディスクに複製することにより、前項の罪を犯したものは、6 ヶ月以上 5 年以下の懲役に処し、又
は新台湾ドル 50 万元以上 500 万元以下の罰金を併科する。
4 著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。
第 91 条ノ 1
無断で所有権を移転することにより著作物の原作品又はその複製物を頒布し他人の著作財産権を侵害し
たものは、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以下の罰金を科し又はこれを併
科する。
2 著作財産権侵害に係る複製物であることを明らかに知っていながら、これを頒布し、又は頒布を意図
して公開に陳列し若しくは所持していたものは、3 年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 7 万元以上 75
万元以下の罰金を併科する。
3 前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクであるときは、6 ヶ月以上 3 年以下の懲役に処し、又は新
台湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科する。但し、第 87 条第四号に違反して輸入された光デ
ィスクは、この限りでない。
4 前二項の罪を犯した者がその物品の出所を供述し、これにより（捜査機関による）検挙が成功したと
きは、その刑を軽減することができる。
第 92 条
無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝送、公開展示、改作、編集又は貸与すること
により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 75 万元
以下の罰金を科し又はこれを併科する。
第 93 条
次の各号のいずれかに該当するときは、2 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以
下の罰金を科し、又はこれを併科する。
一．第 15 条から第 17 条までの規定の定める著作人格権を侵害した場合。
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二．第 70 条の規定に違反した場合。
三．第 87 条第 1 項第一号、第三号、第五号又は第六号のいずれかの方法により他人の著作権を侵害し
た場合。但し、第 91 条ノ 1 第 2 項及び第 3 項の定める場合は、この限りでない。
四．第 87 条第 1 項第七号に違反した場合。
第 94 条
削除
第 95 条
第 112 条の規定に違反したものは、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以上 25 万元以
下の罰金を科し又はこれを併科する。
第 96 条
第 59 条第 2 項又は第 64 条の規定に違反したものは、新台湾ドル 5 万元以下の罰金を科する。
第 96 条ノ 1
次の各号のいずれかに該当するときは、1 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以
上 25 万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
一．第 80 条ノ 1 の規定に違反した場合。
二．第 80 条ノ 2 第 2 項の規定に違反した場合。
第 96 条ノ 2
本章により罰金を科するときは、犯人の資力及び犯罪収益を斟酌しなければならない。犯罪収益が罰金
の最も多い額を超えるときは、その犯罪収益の範囲内で情状を考慮して加重することができる。
第 97 条
削除
第 97 条ノ 1
事業者が公開伝達の方法をもって、第 91 条、第 92 条及び第 93 条第四号の罪を犯し、裁判所の判決を
経て有罪とされた者は、直ちにその行為を停止しなければならない。その行為を停止せず、かつ所管庁
が専門家・学識者及び関係業者を招集して侵害の状況が重大で、著作財産権者の権益に著しく影響する
と認定した場合、所管庁は 1 ヶ月を限定して改正を命じ、期間が満了してなお改正をしないときは、営
業停止を命じ又は休業を強制することができる。
第 98 条
第 91 条から第 93 条、第 95 条から第 96 条ノ１までの罪を犯し、犯罪の用に供され、又は犯罪によって
得た物品は、これを没収することができる。但し、第 91 条第 3 項及び第 91 条ノ 1 第 3 項の罪を犯した
場合、没収し得るものは犯人に属するものに限らない。
第 98 条ノ 1
第 91 条第 3 項又は第 91 条ノ 1 第 3 項に定める犯罪を犯した行為者が逃げ失せ、確認するすべがない場
合、犯罪の用途に供され、又は犯罪により得た物について、司法警察機関は直接これを没収することが
できる。
2 前項没収に係る物について、没収された金員を国庫に納めるほかは、これを焼却する。その焼却又は
没収金の処理手続については、社会秩序保護法の関連規定を準用してこれを行う。
第 99 条
第 91 条から第 93 条まで、第 95 条の罪を犯した者は、被害者その他告訴権を有する者の申立により、
判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう命じることができ、その費用は被告の負担とする。
第 100 条
本章の罪は告訴をまって論ずる。但し、第 91 条第 3 項、第 91 条ノ 1 第 3 項の罪はこの限りでない。
第 101 条
法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被用者その他の従業員が、業務の遂行により第 91 条から
第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪を犯したときは、各該当規定により行為者を処罰する
ほか、当該法人若しくは自然人に対しも各該当条文に定める罰金を科する。
2 前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して為した告訴又は告訴の取り下げは、他方にも効力が及
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ぶ。
第 102 条
認許を受けない外国法人は、第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪に関して告
訴又は自訴をすることができる。
第 103 条
司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は出版権を侵害することで告訴され、告発された者に対し
て、法によりその侵害物品を差押え、送検することができる。
第 104 条
削除
2-3-4 著作権の登録制度について
著作権の登録制度は 1970 年代から廃止されている。
一方、著作権の出版権は尚残っている。
■ 関連条文一覧
第四章 出版権
第 79 条
著作財産権がなく、又は著作財産権が消滅した文字的著述又は美術の著作物について、出版者が文字的
著述を整理、印刷し又は美術著作物の原作品を複写し、印刷し又はこれらに類する方法により複製のう
え最初に発行し、並びに法により登記をした場合には、出版者はその版面につき、複写し、印刷し又は
これらに類する方法により複製する権利を専有する。
2 出版者の権利は、出版完成時から起算して 10 年存続する。
3 前項の保護期間は、当該期間が満了する当年の最終日を以て期間の終了とする。
4 出版権の譲渡又は信託は、登記を経なければ、第三者に対抗することができない。
5 出版権登記、譲渡登記、信託登記及びその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁がこれを定める。
第 80 条
著作財産権の消滅に関する第 42 条及び第 43 条の規定、著作財産権の制限に関する第 44 条から第 48 条
まで、第 49 条、第 51 条、第 52 条、第 54 条、第 64 条及び第 65 条の規定は、出版権においてこれを
準用する。
第四章ノ一

権利管理に関する電子情報及びコピーガード措置

第 80 条ノ 1
著作権者によってなされた権利管理に関する電子的情報は、これを削除し又は変更することができない。
但し、次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、この限りでない。
一．行為時の技術的制限により、著作の権利管理に関する電子的情報を削除し又は変更しなければ、当
該著作物を合法的に利用することができない。
二．録音（録画）又は伝送のシステム転換にあたって、技術上削除又は変更が必要とされるとき。
2 著作の権利管理に関する電子情報が不法に削除され又は変更されたことを明らかに知っている場合
は、当該著作物の原作品又はその複製物を頒布し、又は頒布を意図してそれを輸入し若しくは所持する
ことができず、また公開放送、公開実演又は公開伝送をすることもできない。
第 80 条ノ 2
著作権者が他人が無断で著作物にアクセスするのを禁止し又は制限するために採用したコピーガード措
置については、合法的に許諾を受けない限り、これを解除し、破壊し、その他の方法を用いてこれを回
避してはならない。
2 コピーガード措置の解除、破壊又は回避を図るための設備、器材、部品、技術若しくは情報は、合法
的に許諾を受けない限り、これを製造し、輸入し、公衆の用に提供し又は公衆のためにサービスを提供
してはならない。
3 前二項規定は、次の場合に適用しない。
一．国家安全を維持・保護するために行う場合。
二．中央又は地方機関が行う場合。
三．ファイル保存機関、教育機関又は公衆の用に供する図書館が、資料を取得するかどうかを検討す
るために行う場合。
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四．未成年者を保護するために行う場合。
五．個人情報を保護するために行う場合。
六．コンピュータ又はネットワークの安全テストを行うためにする場合。
七．暗号化の研究をするために行う場合。
八．リバースエンジニアリングを行うためにする場合。
九．その他主務官庁が定めた場合。
4 前項各号の内容は、主務官庁がこれを定め、定期的に検討するものとする。
2-3-5 外国人の著作物に対する保護について
日本企業と個人の著作権は、2004 年の著作権法改正で、台湾に於いても一層有効に WTO 加盟国並
みの保護を受けて権利行使も正常に展開できるようになった。
台湾著作権法（以下は本法という）は 1928 年 5 月 14 日に施行されて以来、計十回の改正が行われ
てきた。近年、インターネットの発達は情報通信及び電子商取引に無限の可能性をもたらす一方、今ま
での著作権法では想定していない事態が生じており、電子ネットワークに流通するデジタル著作物への
権利保護に大きな衝撃を与えている。情報伝達を取り巻く環境が急激に変化し、ボーダレス化が進むな
か、伝統的な法制度ではもはやデジタル化した社会の変革に対応しきれないという現実に、国際社会は
直面している。世界知的所有権機関（WIPO）は IT 社会にいち早く対応するための「WIPO 著作権条約」
及び「WIPO 実演・レコード条約」を 1996 年 12 月に制定し、国際的枠組みにおける著作権保護をより
一層充実させた。ここ数年、同二条約の実施に伴う著作権法改正が各国で進められているが、わが国で
は、未だに新たな技術的発展によって生じた諸課題について適切な対応策を打ち出していない。かよう
な次第で、現下の国際的立法動向を踏まえつつ、インターネットを通じての情報伝達及び電子商取引の
活発な発展を促進し、IT 社会における著作者の権利保護を強化するための、あるべき著作権法制の構築
に向け、新設 14 か条、改正 39 か条、計 53 か条の条文を盛り込んだ改正案を作成し、2003 年 7 月 9 日
より施行された。
日本の企業や個人にとっては、今回の改正法の施行は従来多種の制限を受ける台湾に於ける日本企
業と個人の著作権の保護と権利行使事項がようやく正常化される画期的な法改正となっている。是非大
いにご重視ご活用頂くことを願う。

2-3-6 WTO 加盟に伴なう「経過期間」について
改正著作権法が設けた権利行使の｢経過猶予措置｣
著作権法の改正が日本国民と企業(以下日本人と略す)にとって大きなメリットをもたらしたのは従
来著作権の取得を巡る制限が 2002 年 1 月 1 日をもって大幅に解除されることになり､日本人でも台湾で
著作権を創作主義に基づいて取得できることである。創作主義とは､著作物を創作を完成した時点で創作
者に自動的に著作権が付与される原則である。
2002 年元日は台湾の WTO 加盟の正式発効日となるが、その時点を境に、従来では、日本人の著作
物は台湾で最初の発行をされたもの､或いは台湾以外の地域で発行された場合でもその発効日以降 30 日
以内に台湾で発行されたものでなければ台湾で著作権が与えられないことになり、第三者による海賊品
の製造販売行為に対してもコピーの差止や民事損害賠償請求の追及はできない。同じく､台湾の国民でも
日本で著作権の保護を自動的に受けられなかった。その時代は既に終わった。2002 年元日以降では、日
本人が新規に創作した著作物ならば、創作地を問わず、台湾で著作権の保護が与えられる。他方､2002
年元日以前に創作された著作物に対しても、原則として著作権も付与される。この部分は、著作権が特
に台湾に於ける日本人の著作権保護をめぐって問題を起こす点である。一番問題になるのは、2002 年 1
月 1 日以前から､日本人の著作物を無断コピーを開始した台湾の業者らが､自分らの海賊版印刷物を製造
販売するための｢重大な投資｣が、突然著作権侵害の責任を問われ、継続使用を差し止められたりすると
なるのは酷過ぎるとして､「投資」を回収するために海賊品の製造販売をしばらく継続させてもらうべき
との主張だった。結局二年間はそのまま従来のコピー設備を利用してコピー活動に勤しんでも宜しい旨
のいわゆる著作権保護に関する｢経過措置｣が導入される運びとなった。即ち、無断コピー活動とそのた
めの重大な投資が 2002 年元日以前から開始されたものならば、2003 年 12 月 31 日まで継続しても､刑
事訴追と民事損害賠償請求を受ける心配がないということである。但し 2003 年 6 月以降の無断コピー
品については、損害賠償とは別の名目の｢補償金｣を支払う義務がある旨の改正が行われた。
無論他人の原作を無断コピーする海賊品の複製と販売の行為は、開始された時点と関係なく、コピ
ー品の複製に関わる者が他人の知的所有物をコピーする事実について知らずにコピー行為を営むことは
まず考えられない。しかし､法の見地からすれば､日本人の著作物が台湾でまだ著作権が与えられていな
かったという｢法律事実｣に照らせば、権利すら存在していない対象物に対して誰でも自由にコピーでき
るはずだろうとの予想と信頼を主張するのも非難し難い理屈である。権利者不在の状態を確認できる状
態で､訴追されないだろうとの信頼は法律の規定によって生じたものなので、その法律規定がもたらす法
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律関係を「信頼」する者が、法律が改正されても、ある程度法律によって最低限の保障を受けられるの
はまず法の正義にかなうと思われる。
このような配慮に基づいて、2001 年改正著作権法第 106 条の 1 から第 106 条の 3 により、2002 年
元日以前から無断複製行為を開始したものに対して、二年間の｢侵害責任免除の猶予期間｣を与えること
になった。
2003 年の 12 月 31 日は､たとえ 2002 年元日以前から開始されてきた無断複製海賊行為でも、その
日を以って打ち切らなければならない日付である。海賊品の製造行為の猶予期間の締め切りとなる。一
枚 40 元の日本歌手の CD やトレンディードラマの DVD は、これで市場から徐々に消えるだろう。
コピー品の製造行為の猶予期間の締め切りは 2003 年年末である一方、海賊品の在庫の販売は 2004
年 7 月まで延ばされていた。。
ようやく台湾でも日本の著作権が正常に成立し権利行使が出来る時代に入った。
▲著作権侵害の摘発に備えるべき物的証拠
①包装箱（パッケージ）、カバーの図面と表記を鮮明に写した海賊版（海賊版）サンプルと写真、販売
店頭や製造工場又は倉庫の様子。
②被疑侵害者によって掲載され、或いは発行された海賊版の広告、日付を証明できるほうがさらによい。
③海賊版の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。
④海賊版製造又は提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を示した経理資料。
⑤被疑侵害者の会社情報、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リストを含む（発注元へ海賊
版の購入を停止するよう勧告するため。但し、公平取引法に抵触しないように要注意）。
⑥複製、印刷、輸送、販売拠点の住所と活動パターン。販売店頭や製造工場又は倉庫の様子。
⑦複製と印刷の設備や機械を提供する者、及びラベルやマークの印刷をする者。
⑧被疑侵害者の故意を立証するための資料：権利者と当該著作権についての通信記録にのコピーや利用
許諾契約書。被疑者が権利者の著作物にアクセスした事実を立証する証拠、例えば係争著作物の送付
領収書等。また、正規品と海賊版の取扱いの違い、収納場所の区別、複数の仕入元の管理形態、価格
設定の格差など。被疑侵害者が海賊版に対する犯罪意識を反映する、手掛かりにできるものならば、
収集すべき情報とみて入手に努めるべきである。

2-3-7
■
■
■
■

著作権法の改正法案の重点 2009-2010

著作権法 ISP 法案 立法院を通過、通称「セーフハーバー条項」盛り込む（2009.04）
「文化創意産業発展法案」可決・成立、「著作財産権質権設定登記」及び「著作権者不明の場合の
強制利用許諾」規定盛り込む（2010.01）
「二次公開放送」、「広告音楽」及び「著作権仲介団体」関連法案 立法院を通過（2010.01）
孤児著作物、法により利用許諾申請かつ使用料支払った上で利用が可能（2010.02）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------著作権法 ISP 法案 立法院を通過、通称「セーフハーバー条項」盛り込む（2009.04）
インターネット上の権利侵害行為はインターネットサービスプロバイダーが提供するサービスを利用
して遂行するもので、著作権への保護に大きな衝撃を与えている。これに鑑み、行政院はセーフハーバ
ー制度を参考にし、インターネットに権利侵害コンテンツが流れるのを有効に抑制するために提出した、
「著作権法の一部を改正する案」、いわゆるＩＳＰ法案（ＩＳＰ業者の民事免責事由）が４月２１日、
立法院で可決され、成立した。
次に今回の法改正が著作権者、ＩＳＰ業者、ユーザーに対する影響をそれぞれ説明する。一．著作権
者への影響
１．著作権者はその著作権を侵害した行為について、一般の司法救済手続きを通じて実際の権利侵害
者に権利を主張することができるほか、今回の改正規定により、ＩＳＰ業者に対し権利侵害に係る
コンテンツ或いは関連情報を速やかに除去（削除）、いわゆる通知／除去（Notice & Take Down）
することを通知し、損害の拡大を食い止めることも考えられる。
２．また、ユーザーがＰ２Ｐソフトを利用してその権利を侵害したことについて、著作権者もインタ
ーネット接続サービスを提供するＩＳＰ業者を通じて「警告書」を当該特定ＩＰアドレスのユーザ
ーに転送し、著作権侵害行為を行わないよう注意を訴えることができる。
二．ＩＳＰ業者への影響
１．ＩＳＰ業者にとって、権利者に協力して通知／除去（Notice & Take Down）手続を実行すれば、
他人の著作権を侵害したとされる行為については、権利侵害を告訴されるリスク及び権利侵害容疑
者と共同で民事責任を負担するを免除されることが可能である。これはいわば「セーフハーバー」
である。

■
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２．ＩＳＰ業者がこのセーフハーバーに順調に入れるために、ユーザーにサービスを提供する前に、
ＩＳＰ業者はその著作権関連保護措置を明確にユーザーに告知しなければならず、またユーザーが
三回にわたって著作権侵害に関わったと告知されたときは、ＩＳＰ業者はそのサービスの全部又は
一部を停止することになる。
三．ユーザーへの影響
１．インターネットで権利者から許諾を受けていない音楽、文章若しくは映像のダウンロード、転
載、海賊版販売又はＰ２Ｐソフトを利用した伝達を任意で行ったことを、著作権者が発見し、警告
書を出したときに、ＩＳＰ業者は当該権利侵害に関わった情報を削除するほか、当該ＩＰアドレス
のユーザーに著作権者が出した「警告書」を転送する
２．ユーザーがうっかりしてインターネットで他人の権利を侵害したようなことをしたときは、今
回の法改正で盛り込んだ「通知／除去（削除）」の手続で法律の訴追を避けることができる。
３．特に説明しなければならないのは、今回の法改正でユーザーの個人情報及びプライバシー保護
は十分に配慮されている。もし、告発されたユーザーによる権利侵害情報が除去された後、「復原
通知」を出して除去された情報の復原を求めなかった場合、ＩＳＰ業者はそのユーザーの個人情報
を権利者に開示することができない。
本法案のポイントは次のとおり。
１．インターネットサービスプロバイダーの定義を新設する（第３条第１項第１９号）。
２．インターネットサービスプロバイダーは第六章ノ一の民事免責事由の共通要件を適用することがで
きる（第９０条ノ４）。
３．各種インターネットサービスプロバイダーがそのユーザーによる他人の著作権若しくは出版権を侵
害する行為について、本法に定めた手続を確実に遵守すれば、賠償責任を負わなくてよい（第９０
条ノ５から第９０条ノ８）。
４．情報保存サービスを提供するインターネットサービスプロバイダーが復原措置を実行するときに遵
守すべき事項を定める（第９０条ノ９）。
５．インターネットサービスプロバイダーが規定により著作権若しくは出版権の侵害に関わった情報を
除去（削除）するときは、ユーザーに賠償責任を負わない（第９０条ノ１０）。
６．不実の通知若しくは復原通知により他人に損害を生じさせたものは、その生じた損害について賠償
責任を負う（第９０条ノ１１）。
７．主務官庁に法規命令で前掲関連新設条文の実行にあたっての細目を定める権限を付与する（第９０
条ノ１２）。（2009.04）
「文化創意産業発展法案」可決・成立、「著作財産権質権設定登記」及び「著作権者不明の場合の
強制利用許諾」規定盛り込む（2010.01）
「文化創意（カルチャークリエーション）産業発展法案」は立法院の審査を通過し、可決・成立した。
そのうち、第 23 条により文化創意産業はは当該産業で生じた著作財産権を目的物とする質権をもって著
作権所管庁に質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限等登記をすることができる。また、第 24
条により、利用者が文化的なアイディア商品を作るために、全ての努力を尽くしてでも、既に公表され
た著作物について著作財産権者が不明又はその所在が不明なため、利用許諾を受けることができない場
合、著作権所管庁に対し許諾を得られない原因を釈明し、かつ著作権所管庁による再確認を経て、利用
許可を受け、並びに使用料を供託したときは、許可された範囲内において当該著作物を利用することが
できる。
上記第 23 条は「著作財産権の質権設定登記」に関する規定であって、文化創意産業において生じた著
作物の著作財産権の質権設定による融資を促進し、また取引の安全を保障することができる。そして第
24 条「著作権者不明の場合の強制利用許諾」によれば、ずっと昔の著作物又はその他の原因によって著
作財産権者が不明、又はその所在が不明な状況のなかで、利用者に著作物を合法的に利用するルートを
提供し、著作物の利用及び文化創意産業の発展を促すことができる。この二つの規定により、文化商品
の融資及び歴史の長い著作物の再利用の活発化を図り、経済的な価値を見出すことへの期待が大きい。
■

＊第 23 条
文化創意産業において生じた著作財産権を目的物とする質権に関し、その設定、譲渡、変更、消滅又
は処分の制限は、著作権所管庁に登記することができる。登記をしない場合は、善意の第三者に対抗す
ることができない。但し、混同、著作財産権又は担保債権の消滅により質権が消滅した場合は、この限
りでない。
前項登記の内容は、如何なる人も閲覧を申請することができる。
第 1 項の登記及び前項の閲覧に関する規則は、著作権主務官庁が定める。
著作権所管庁は第 1 項及び第 2 項の業務を民間機構又は団体に委託することができる。
＊第 24 条
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利用者は文化的なアイディア商品を作るために、全ての努力を尽くしてでも、既に公表された著作物
について、その著作財産権者が不明、又はその所在が不明なため、利用許諾を得られない場合、著作権
所管庁に利用許諾を得られない状況を釈明し、かつ著作権所管庁による再確認を経て、許諾認可を受け、
並びに使用料を供託した者は、許可された範囲内において当該著作物を利用することができる。
著作権所管庁は前項許諾許可について、適当な方法で公告し、並びに政府広報に掲載しなければなら
ない。
第 1 項の使用料の金額は一般の著作物の利用をめぐる自由な交渉を経て支払うべき合理的な使用料に
相当しなければならない。
第 1 項により許諾許可を得て完成した文化的なアイディア商品の複製物には、著作権所管庁の許可期
日、文書番号及び利用許可の条件と範囲を明記しなければならない。
第 1 項の許可申請、使用料の詳しい計算方法その他実行すべき事項に関する規則は、著作権法主務官
庁が定める。
第 1 項により、利用を許可した後、その申請に不実な事情があることを発見した場合、著作権所管庁
はその許可を取り消さなければならない。
第 1 項により、利用許可を受けた後、著作権所管庁が許可した方式で著作物を利用しない場合、著作
権所管庁はその許可を廃止しなければならない。（2010.01）
「二次公開放送」、「広告音楽」及び「著作権仲介団体」関連法案 立法院を通過（2010.01）
「著作権法の一部を改正する案」及び「著作権仲介団体条例改正案」は先日、立法院を通過した。
旅館、レストラン、デパート、コンビニ、観光バスなどといった営業場所でのテレビ、ラジオの番組
放送はよく見られる著作物の利用行為であり、事前に放送する内容を知ることやコントロールすること
ができないから、利用を許諾してもらうことが難しく、随時に刑事訴追を受けるリスクにさらされてい
る。このほか、広告で使われた音楽は広告製作会社が選ぶもので、ラジオ放送局やテレビ局が決めるこ
とではないため、コマーシャルを放送する都度に、個別の権利者から著作権侵害と訴えられるケースが
少なくない。
このような問題を解決するため、今回の著作権法改正で、第 37 条第 6 項第 2 号、第 3 号及び第 4 号
を新たに設けて、集中管理団体に加入していない権利者による個別の権利行使について、営業場所で著
作物を公開放送する二次的利用行為、及び個別の権利者が著作物を広告に複製することを許諾した後の
公開放送又は同時的公開伝達の行為に関する利用者の刑事責任を免除する。上記利用者は個別権利者か
らの刑事訴追を受けることを心配せずに済むが、依然として使用報酬を支払う義務がある。支払わない
ときは、権利侵害についての民事責任が免れない。
「著作権仲介団体条例」改正案のポイントは、「共同使用報酬率（使用料率）」及び「窓口の一元化
（単一窓口）」制度の導入である。現在、台湾では七つの仲介団体があり、かつ同種類の著作物の仲介
団体は一つだけではないから、利用者は同時に複数の団体と著作物の利用許諾をめぐる交渉を行わうこ
とがよくあり、団体がそれぞれ利用者から使用料を徴収することも不便である。利用許諾をめぐる交渉
の簡略化を図るため、今回の改正で、複数の団体は著作権所管庁が指定する利用態様に関して「共同使
用料率」を定める義務があり、またそのうちの一つの団体が利用者から徴収しなければならない。指定
される可能性のある利用態様は、旅館、美容室等公開場所における二次的利用行為、カラオケ及び伴奏
機器の利用などといった著作物の大量利用。共同使用料率の策定は複数の団体の合意を得るには手間が
かかるから、二年間の経過期間を置く。
使用料の徴収基準及び共同使用料率の各団体への分配を客観的かつ合理的にするため、知的財産局は
各仲介団体が管理する著作物が実際、市場での利用状況について実態調査を行う（第 3 条及び第 30 条）。
著作権仲介団体条例のその他の改正ポイントは次のとおりである。
1.「著作権仲介団体」を「著作権集中管理団体」に改める。
2.使用料率審議制度の変革（第 24 条～第 26 条）。
（1）集中管理団体と利用者の使用料率をめぐる協議の自主性を尊重するため、使用料率の事前審議制
を事後審議制に改め、紛争があるときにはじめて主務官庁が介入して決定する。
（2）「一曲料金」の費用徴収モデルを新たに設ける。利用者が年金制で使用料を算定するほか、実際
に使用する数で料金を計算する方法を選択することも可能である。
（3）「使用料の仮支払」制度を新たに設ける
3.集中管理団体と利用者間の緊張関係を適度に和らぐ。
（1）集中管理団体が使用料率を定めていない場合、利用者の利用行為は刑事責任を免除される（第
24 条第 7 項）。
（2）利用者が料率審議期間中に使用料の仮支払をした後、即刻著作物を利用をすることができ、民事・
刑事責任を負わない（第 26 条第 4 項）。
（3）利用者が集中管理団体が定めた費用徴収基準に従い、又は団体側が求める料金を支払った後、利
用許諾を受けたとみなす（第 34 条第 2 項）。
著作権法第 37 条、第 81 条、第 82 条の新旧条文対照表
■
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改正条文
第 37 条 著作財産権者は他人に対し、その著作
物の利用を許諾することができ、利用の許諾に係
る地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項
は当事者の約定による。その約定が不明な部分に
ついては、未許諾と推定する。
2
前項の許諾は、著作権者が後にその著
作財産権を譲渡し又は再許諾することにより影響
を受けない。
3
非独占的許諾における被許諾者（ライ
センシー）が著作財産権者の承諾を得ないで、そ
の授与された権利をさらに第三者の利用に許諾す
ることができない。
4
独占的許諾における被許諾者はその
許諾された範囲内において、著作財産権者の地位
をもって権利を行使し、また自己の名義をもって
訴訟上の行為をすることができる。著作財産権者
は、独占的許諾の範囲内での権利行使ができない。
5
第 2 項から前項（第 4 項）までの規定
は、中華民国 90 年（2001 年）11 月 12 日付け本
法改正施行以前に為された許諾については、適用
しない。
次の場合のいずれに該当するときは、第七章の
規定を適用しない。但し、著作物が著作権集中管
理団体の管理下におかれた場合は、この限りでな
い。
一．音楽著作物が、利用許諾のもとでカラオケ
装置に複製された場合、利用者はそのカラオケ装
置を利用して当該著作物を公開に実演する場合。
二．最初に放送された著作物を再公開放送する
場合。
三．スピーカー又はその他の設備をもって最初
に放送された音声又は映像を公衆に伝達する場
合。
四．著作物が利用許諾を経て広告に複製された
後、広告放送者は当該広告を公開放送し又は同時
に公開伝送して、公衆に伝達する場合。
第五章 著作権集中管理団体並びに著作権の審
議及び調停委員会
第 81 条 著作財産権者は権利の行使、使用料の
受取り及び分配のために、著作権所管庁の許可を
経て著作権集中管理団体を結成することができ
る。
2
独占的利用許諾における被許諾者（利
用権者）も著作権集中管理団体に加入することが
できる。
3
第 1 項の団体の設立許可、組織構成、
職権及びその監督、輔導は、別途法律をもってこ
れを定める。
第 82 条 著作権所管庁は、著作権の審議及び調
停にあたる委員会を設置して、次に掲げる事項を
処理させなければならない。
一. 第 47 条第 4 項に定める使用料率について審
議すること。
二. 著作権集中管理団体と利用者間の使用料を
めぐる紛争の調停をすること。
三. 著作権又は出版権をめぐる紛争の調停をす

81

現行条文
第 37 条 著作財産権者は他人に対し、その著作
物の利用を許諾することができ、利用の許諾に係
る地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項
は当事者の約定による。その約定が不明な部分に
ついては、未許諾と推定する。
2
前項の許諾は、著作権者が後にその著
作財産権を譲渡し又は再許諾することにより影響
を受けない。
3
非独占的許諾における被許諾者（ライ
センシー）が著作財産権者の承諾を得ないで、そ
の授与された権利をさらに第三者の利用に許諾す
ることができない。
4
独占的許諾における被許諾者はその
許諾された範囲内において、著作財産権者の地位
をもって権利を行使し、また自己の名義をもって
訴訟上の行為をすることができる。著作財産権者
は、独占的許諾の範囲内での権利行使ができない。
5
第 2 項から前項（第 4 項）までの規定
は、中華民国 90 年（2001 年）11 月 12 日付け本
法改正施行以前に為された許諾については、適用
しない。
6
音楽著作物は、利用許諾のもとでカラ
オケ装置に複製された場合、利用者はそのカラオ
ケ装置を利用して当該著作物を公開に実演すると
きには、第七章の規定を適用しない。但し、音楽
著作物が著作権仲介団体の管理下におかれた場合
は、この限りでない。

第五章

著作権仲介団体並びに著作権の審議及
び調停委員会
第 81 条 著作財産権者は権利の行使、使用料の
受取り及び分配のために、著作権所管庁の許可を
経て著作権仲介団体を結成することができる。
2
独占的利用許諾における被許諾者（利
用権者）も著作権仲介団体に加入することができ
る。
3
第 1 項の団体の設立許可、組織構成、
職権及びその監督、輔導は、別途法律をもってこ
れを定める。
第 82 条 著作権所管庁は、著作権の審議及び調
停にあたる委員会を設置して、次に掲げる事項を
処理させなければならない。
一. 第 47 条第 4 項に定める使用料率について審
議すること。
二. 著作権仲介団体と利用者間の使用料をめぐ
る紛争の調停をすること。
三. 著作権又は出版権をめぐる紛争の調停をす

IP 訴訟実務マニュアル 2011
ること。
四. その他著作権の審議及び調停についての諮
問に応じること。
2 第 1 項第 3 号に定める紛争の調停が刑事に関
わるものであるときは、親告罪の事件に限る。

ること。
四. その他著作権の審議及び調停についての諮
問に応じること。
2
第 1 項第 3 号に定める紛争の調停が刑
事に関わるものであるときは、親告罪の事件に限
る。
（2010.01）
■

孤児著作物、法により利用許諾申請かつ使用料支払った上で利用が可能（2010.02）
「文化創意産業発展法案」は 2010 年 1 月 7 日に立法院で可決、成立した。同法案第 24 条は著作権者
不明の孤児著作物について、利用者が文化的なアイディア商品を作るために、全ての努力を尽くしてで
も、既に公表された著作物について著作財産権者の身元又はその所在が不明なため、利用許諾を受ける
ことができない場合、著作権所管庁に対し許諾を得られない原因を疎明し、かつ著作権所管庁による再
確認を経て、利用許可を受け、並びに使用料を供託したときは、許可された範囲内において当該著作物
を利用することができる、と定めている。著作物の利用及び文化創意産業の発展を促進するため、この
規定は年代が古い、又はその他の原因により著作財産権者が不明又はその所在が不明な特別な状況にお
いて利用者に著作物を合法的に利用する方法を提供する。
然しながら、立法の過程において全く問題がないわけではない。利用者が全ての努力を尽くして著作
権者を探したことをどう証明するか、そして知的財産局が利用許可をするときにその使用料をどう決め
るか、が議論された。
一．「全ての努力を尽くした」をどう判断するか？
次に外国の立法例を参考にみてみよう。カナダの場合は、その著作権委員会が利用者に著作権者探
しの方法を指導する。まずは著作権集中処理団体から着手し、次はインターネット、出版社、図書館、
博物館及び教育機関等を通して探す。日本は文化庁が公告した「著作物利用裁定申請ガイドライン」に
より、「著作権者の氏名を知っている」と「著作権者の氏名を知らない」場合の著作権者捜索方法が異
なる。このほか、利用者は社団法人著作権情報センターの著作権者探し窓口に捜索広告を 30 日以上の期
間継続して掲載することが義務付けられ当ている。韓国の場合はその総統令で定めた「相当な努力」の
認定基準により利用者が著作財産権者の氏名又は名称、住所・居所等関連情報を著作権信託管理業者に
送り、当該管理業者が書簡で所在を把握することができないと回答してきた場合、又は送付して 1 ヶ月
以上経ったにもかかわらず、回答が得られず、かつ全国発行の新聞紙又は文化観光部情報通信網で 10
日以上公告した場合、相当な努力を尽くしたと認定される。
二．「使用料」をどう決めるか？
使用料について、著作物の種類及び利用態様に関わるので、統一した基準を策定することが難しいの
で、個別案件ごとに事実にマッチした判断結果を出すべきである。まず申請者は知的財産局に使用料の
計算方法を説明する。例えば、市場で同種類の著作物が利用されている場合に支払う使用料の額、著作
物を利用しようとする範囲、利用者がその文化的なアイディア商品について取引をするときに予め受け
取ろうとする対価、著作物を利用しようとする回数、期間、利用しようとする著作物が申請者が作る文
化的なアイディア商品に占める割合、申請者が作る文化的なアイディア商品について他の著作権者に支
払った使用料等。このほか、知的財産局は国内の各著作権者団体及び関連利用者に照会し、必要なとき
に著作権審議及び調停委員会の意見を諮問し、これら関連団体の意見をまとめたうえで、具体的な個別
案件においてベストな判断をする。
カナダは 1990 年以来、2007 年 1 月末に至るまで、192 件の許諾がなされている。日本は「著作権者
が不明等の場合の裁定制度」を実施以来、昭和 1972 年に同制度を最初に適用してから 2009 年まであわ
せて 46 件の実績がある。実務上、今まで孤児著作物をめぐる著作権侵害の問題が発生していない背景に
は、周到な法制度と関連措置が取られていると考えられる。知的財産局によると、孤児著作物の利用許
諾をめぐる制度を導入するには諸外国の立法例及び経験を参考に、利用者側が相当な努力を払っても権
利者と連絡することができない場合においてのみ、この制度を適用することができるように定める。
（2010.02）
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2-4 公平取引法の関連権利
■トレードドレス商品化権
■ドメインネーム独占登録使用権
■商号権・会社名・氏名独占権
■著名商標の希薄化防止の差し止め請求権
上記の権利は、公平取引法で明文化されているとは限らないが、通常同法に解決対策が求められる。
特にドメインネームの登録権、著名商標に対する第三者の無断使用から起こりうる商標の希釈化を懸念
する事案において、他の法律では辟易されがちな難問はよく公平取引法に解答を求める。無断の並行輸
入が商標権の侵害になるかについての認定も単純な商標使用の領域を超え、並行輸入者の商品における
付記と標識の状態と、それらの状態が消費者間の誤認混同を生じさせる確率などの認定は、またして公
平取引法の領域に入る。
勿論、同法の条文でもそれらの状況が明文化されているわけではなく、当事者の主張と説得力によ
って実務見解が形成されうる世界となり、権利者と代理弁護士の決心と腕が試される可能性とリスクが
併存する領域である。
それぞれの事案の内容によって、公平取引法や商標法等の規定によって当事者の独占権利の保護を
図れる。1999年2月に同法は改正されたが、罰則に関する改正を注目すべきである。同法第35条によれ
ば、第20条第1項の規定に違反したときは、中央主務機関（公平取引委員会）が第41条の規定により、
期限を定めて其の行為の停止、改善又は必要な是正措置を講ぜず､改善をせず､又は必要な是正措置を講
ぜず、又は停止した後に再び同一もしくは類似の違反行為をしたときは、行為者に対して3年以下の有期
懲役､拘留に処し、又は新台湾ドル1億元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
罰金の上限は旧法よりずいぶん引き上げられたものの、被告側に相当な猶予の機会を与えることに
よって、もとより“周知”をめぐる定義の法的解釈上の厳格さによって実現しにくい当事者の不正競争禁
止請求権の実現が、さらに不透明色を帯びたと懸念される。
特許、商標等の知的財産専用権と不正競争禁止法律の運用
特許と商標の正当な権利行使の場合は、原則として公平取引法に抵触しないが、近年では米国のア
ンチトラスト法の提訴事件の多発の影響を受け、特許や商標の権利主体に対する不正競争禁止条文に違
反する旨の告発が急増している。IP諸権利の侵害を巡る警告状の送付に関するガイドラインが99年ごろ
に制定されて以来、物権効果を持つはずのIP諸権利の絶対的な対人と対物の効力がある程度制限を受け
るようになり、新たな競争原理と法体制の形成の芽生えが見受けられている。
また、真正品の並行輸入が著作権物を除いて、特許と商標に関連するものに対しては原則として容
認されるとの法律条文のあり方によって、公平取引法の不正競争禁止関連規定に基づいて対応する余地
が増え、公平取引法を軸とする法的論戦の分野が広がろうとしている。
2-4-1 基本
公平取引法は、日本の不正競争防止法と独占禁止法に相当する内容について規定する法律だが、不正
競争行為の様態に凡そ下記の7種類に分けることができる。
①不正価格設定行為（第18条）
②一般企業競争活動においての不正競争行為、中には
a． 悪性集団敵対行為。
b． 差別待遇行為。
c． 脅迫や不正利益に基づき競合者の取引相手に自分と取引するよう誘引する勧誘行為。
d． 脅迫や不正利益に基づく誘引による価格競争又は連合結合行為への誘引。
e． 脅迫や不正利益に基づく誘引による秘密漏洩を勧誘する行為。
f．
他人の事業活動に不正な制限を加えることによって取引を勧誘する行為など（第19条）。
③事業者が提供する商品又はサービスに関する関連事業者又は消費者の誤認混同を生じさせる不正競争
行為（第20条）。主に次のような行為が挙げられる。
a. 関連事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品の容器、
包装の外観又はその他の他人の商品を示す表示と同一標識と紛らわしいものを商品に使用する行為
（第20条第1項）
b. 関連事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号、商標、営業表示、サービスマー
ク等と紛らわしいものを自分のサービス、施設又は商業活動に使用する行為。（第2項）
c. 未登録の外国著名商標の模倣行為（第3項）
④商品又はサービスに関する虚偽不実の標識、広告或は宣伝（第21条）
⑤他人の営業上の信用を害するような不実な事項の陳述又は宣伝（第22条）
⑥悪質マルチ商法（第 23 条）
2002 年の改正によって、マルチ商法に関する規制が大幅に詳細化された。
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多層連鎖販売の管理をはじめ、加入者の解約及び返品の申請、販売加入者の契約終止及び脱退、加入者
に対する損売賠償、違約金の請求禁止、多層連鎖販売事業の主務官庁に対する申告義務に関する規定等々
新設の条文が多い。
⑦一般不正競争行為（24条）
不正競争行為の規制の帝王条項、同条は「この法律に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取
引秩序に影響するような欺瞞又は公正を欠くような行為を行ってはならない」と規定している。
公平取引委員会 公平取引法の運用、特に特定の行為に関する法律条文の適用につき、公平取引委員会
によって制定された基準に従って判断されることになっている。具体的な職務は以下の通りである。
1. 公平な取引環境を形成し保持するための国の政策及び法律規定の起案、
2. 公平取引法に関する公平取引関係事項の審議及び裁判所からの特定事案に関する意見提供の要請へ
の対応、
3. 事業活動及び経済状況の調査事項又は公平取引法に違反する事件の調査。
4. 公平取引法違反の当事者に対する行政処罰を与えることなどの処分事項。
公平取引法に関係する裁判の進行と判決の内容も通常、同委員会の意見や決定書の内容を順守した形
でなされる。

2-4-2 罰則――民事損害賠償及び刑事罰則、行政処分罰などの規定
■民事差し止め請求権と損害賠償請求権
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合、被害者はそれを排除することを請求す
ることができる。また侵害のおそれがあるときは、その防止を併せて請求することもできる。事業者が
本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合は、損害賠償の責任を負わなければならない。
損害賠償の計算 裁判所は前条被害者の請求により、事業者の故意による行為である場合、侵害の情状
を斟酌して損害額以上の賠償額を定めることができる。但し、すでに立証された損害額の三倍を超過し
てはならない。侵害者が侵害行為によって利益を受けている場合、被害者は専ら当該利益について損害
額を計算することを請求することができる。
消滅時効 公平取引法違反の民事責任に対する請求権は、請求者が行為及び賠償義務者を知った時か
ら二年間、これを行使しないことによって消滅する。行為の時から十年間を経過したときも同様である。
判決書内容の公開 被害者が本法の規定により裁判所に裁判を起こしたときは、侵害者の費用負担に
おいて判決書の内容を新聞紙に掲載することを請求することができる。
■刑事罰則
公平取引法が制定されたばかりの90年代初期では、比較的に刑事罰則が厳しかったが、90年代末に入
った後、徐々に刑事罰則の適用の先行条件に、行政の改善命令及びそれに服しない場合の罰金の処分が
必ず下されるという「行政処分前置干渉」と行政罰の拡大によって刑事罰則が緩和されてきた。しかし
罰金の金額が大幅に引き上げられた。
不正競争類型のなかで違反の効果として刑罰を与えるのは、第 10 条（独占事業による不正行為の禁
止）、第 14 条（事業結合届出義務の違反）、第 19 条（一般企業競争活動においての不正競争行為）、
第 20 条（混同誤認を引き起こす商法に関する制限）、第 21（虚偽広告及び虚偽の表示などに関する制
限）条、第 22 条（競争のため他人の営業に害を与えるような虚偽陳述を散布すること）及び第 23 条第
1 項（悪質マルチ商法）等である。
独占、連合及び模倣行為の処罰
第 10 条、第 14 条、第 20 条第 1 項の規定に違反したときは、中央主務機関が第 41 条の規定により
期限を定めてその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてその行
為の停止、改善をせず、又は必要な是正措置を講ぜず、又は停止した後に再び同一若しくは類似の違反
行為をしたときは、行為者に対して三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル一億元以下の罰
金を科し、又はこれを併科する。
一般企業競争活動においての不正競争行為
第 19 条の規定に違反し、中央主務機関が第 41 条の規定により期限を定めてその行為の停止、改善
又はその是正に必要な措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてその行為の停止、改善をせず、又は
その是正に必要な措置を講ぜず、又は停止した後再び同一若しくは類似の違反行為をしたときは、行為
者に対して二年以下の有期懲役、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これを併
科する。
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商業上信用毀損の処罰
第 22 条の規定に違反したものは、行為者を一年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 5 千万
元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
前項の罪は親告罪とする。
法人の罰金責任
法人が前三ヶ条の罪を犯した場合は、前三ヶ条の規定によってその行為者を処罰するほか、当該法
人に対しても各該当条文の罰金を科する。
第23条の規定に違反したものは行為者に対して三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル一
億元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
第20条或は第23条に違反した者に対して、最高3年の懲役と新台湾ドル100万元までの罰金で処罰する
ことができる。第22条に違反した者に対しては1年以下の懲役、拘留若しくは新台湾ドル50万元以下の
罰金に処し、又はこれを併科することができる。
また、両罰規定を取り入れて、その行為者が所属する法人に対しても更に重複して罰金に処する。
事業結合規定違反に対する過料処分
事業者が第 11 条第 1 項、第 3 項の規定に違反して結合をし、又は届出後中央主務官庁からその結
合を禁止されているにもかかわらず結合をし、又は第 12 条第 2 項の結合に付けられた負担を履行しな
い場合、第 13 条の規定により処分するほか、新台湾ドル 10 万元以上 5000 万元以下の過料に処する。
事業の結合に関し、第11条第5項但し書第2号に定める場合に該当するときは、新台湾ドル5万元以
上50万元以下の過料に処する。
違法な多層連鎖販売の処分
第 23 条の規定に違反したものは、第 41 条の規定により処分するほか、その状況が重大なものは解
散、営業停止又は強制休業を命ずることができる。
第 23 条ノ 1 第 2 項、第 23 条ノ 2 第 2 項又は第 23 条ノ 3 の規定に違反したものは、期限を定めて
その行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びに新台湾ドル 5 万元以上、2500 万元以下
の過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要
な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じること
ができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に
応じて連続して新台湾ドル 10 万元以上、5000 万元以下の過料に処することができる。その情状が重大
なものは解散、営業停止又は強制休業を命じることもできる。中央主務官庁が第 23 条ノ 4 により定め
た管理規則に違反したものは、第 41 条の規定により処分する。
■行政の処分効果
違法行為の期限付き停止又は改善
公平取引委員会は本法規定に違反した事業者に対して、期限を定めてその行為の停止、改善又はそ
の是正に必要な措置を命じ、並びに新台湾ドル 5 万元以上、2500 万元以下の過料に処することができる。
期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、
引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若
しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続して新台湾ドル 10
万元以上、5000 万元以下の過料に処することができる。
調査拒否の処罰
公平取引委員会が第 27 条の規定により調査を行うときに、調査を受ける者が期限内に正当な理由が
なく調査を拒否し、出頭して意見を陳述することを拒否し、又は関係帳簿、書類等の資料若しくは証拠
物の提出を拒んだ場合、新台湾ドル 2 万元以上 25 万元以下の過料に処する。調査を受ける者が再び通
知を受けたにもかかわらず、正当な理由無しにこれを拒み続けた場合、公平取引委員会は引き続き調査
を通知し、並びに出頭して意見を陳述し、又は関係帳簿、書類等の資料若しくは証拠物の提出がなされ
るまで、回数に応じて連続して新台湾ドル 5 万元以上 50 万元以下の過料に処することができる。
公平取引法の違反事件の摘発は公平取引委員会へもできるが、裁判所に訴訟を提起する形でも可能
である。特に注意すべきなのは、同委員会は司法機関ではないので、刑事効果をもたらすような処分や
判決を出すことができず、下された処分は行政処分の性質しか有しないので、不服を申し立てるには訴
願などの行政救済手続によって行われる。ただし、裁判所に公平取引法関連の事件を提起した場合にお
いても、公平取引委員会に対する裁判官からの諮問がしばしばあるので、公平取引委員会の見解は相当
な影響力を持っている。司法機関に事件を摘発した場合でも、検察官乃至裁判所は公平取引委員会の決
定を待って処分や判決を下すことがよくある。
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知的財産権の侵害に関する不正競争行為は主に商品の標識に関する商標又は意匠の盗用が中心とな
り、第20条第1項第1号の適用で規制することが考えられる。しかし、同条項の要件として模倣される対
象が関係事業者又は消費者に広く認識されていることが必要で、その前提条件の成立が目下依然として
困難が伴う。
2-4-3 真正品並行輸入の制限
真正品並行輸入の場合においても、不正競争の問題が絡みがちである。特許権、商標権乃至著作権
を侵害した場合はそれぞれの権利に基づいての侵害行為に対する差止は勿論可能だが、真正品の並行輸
入はWTO加盟国を原始国とする著作権著作物だけについて禁じられている。しかし、並行輸入の業者が
自分の扱う商品を正規代理店の輸入品であるかのように消費者に誤認混同させるような不正確な標識、
例えば正規代理店扱いの商品と紛らわしい標識、或は同じライセンシーによって製造された商品でも、
それぞれのライセンシーの区別をわざと紛らわす行為、或は製造地、包装者について虚偽の記載をする
場合は、公平取引法第21条に違反することになり得る。又、特定のメーカーのグッドウィル（ＧＯＯＤ
ＷＩＬＬ）を侵害する場は、やはり規制すべきだとされている。例えば、同じ真正品でも、製造国とメ
ーカーによって、品質の信頼度や他の評価における差があるのに、一義に真正品として、消費者に両者
の区別が付かないような形で輸入して販売する場合、誤認混同の恐れがあるとして禁じるべきだとされ
ている。但し、明確にその旨を示すような裁判前例はまだ現れていない。
又、真正品の並行輸入であるとの認識のもとで偽造品を輸入する或いは販売する場合は、偽造品販
売或いは輸入の罪が成立しない旨の判例が出ている。
2-4-4 周知性と著名商標の認定基準
商標権又は意匠権を持っていないパッケージデザインが盗用された場合、商標権、意匠権等に基づい
て対抗する事ができないが、公平取引法の規定に拠って何処まで食い止められるかについて各界の関心
が高い。このような事例は、厳格的な意味の知的財産（商標）権の侵害よりも、消費者を欺瞞すること
に非難の的が大きいとの考えが有力である。それでも、知的財産権の侵害に関する不正競争行為は、比
較的に多発するのは、やはり商品の外観や標識に関する商標又は意匠の盗用が中心となり、この場合は
同法第20条第1条第1号の適用で規制することが考えられる。しかし、同条項の要件として模倣される対
象が関係事業者或いは消費者の間で広く認識されていることを要求するので、前提条件を満たすための
立証が重要である。
2-4-5 周知性について
台湾の公平取引法においては「周知」という用語の代わりに、「関係事業者又は消費者の間で広く認
識されている」という文言が使用されている。第20条の言う「関係事業者又は消費者の間で広く認識さ
れている」ことの具体的な内容について、公平取引委員会が制定した「公平交易法第20条案件に関する
処理原則」（2010年2月版）は以下のように解釈している。
「関係事業者又は消費者の間で広く認識されている」とは、相当の知名性を有して、関係事業者又は
消費者の多数に周知されていることをいう。
又、商品などの表示が関係事業者又は消費者の間で広く認識されているかどうかについての具体的な
判断基準を次のように例示している。
(1) 広告に関する投資――当該表示を宣伝する広告の量が関係事業者又は消費者に当該表示に対する
イメージを生じさせるに足りるか。
(2) 当該表示を使用する商品又は役務（以下「当該商品と役務」と言う）が市場に進出した時期の長
短――当該商品と役務が市場にて販売された期間において、関係事業者又は消費者に当該表示に対す
るイメージを生じさせるに足りるか。
(3) 当該商品と役務の市場での販売量――当該商品と役務の市場における販売量が、関係事業者又は
消費者に当該表示に対するイメージを生じさせるに足りるか。
(4) 当該商品と役務の市場での占有率――当該商品と役務の市場占有率が、関係事業者又は消費者に
当該表示に対するイメージを生じさせるに足りるか。
(5) マスメディアにおける地位――当該商品と役務が媒体の広範な報道を経て、関係事業者又は消費
者に当該表示に対するイメージを生じさせるに足りるか。
(6) 当該商品と役務の品質及びその評判
(7) 当事者が当該表示に係る商品又は役務について、科学的、公正的、かつ客観的な市場調査資料を
提供している。
(8) 主務機関の見解。
「関係事業者又は消費者」の定義：当該商品又は役務に関して販売・購入等取引関係が発生する可能性
のある者を指す。
2-4-6

商標の著名性について
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公平取引法第20条第1項第3号は登録を受けていない外国の著名商標と同一又は類似のものを使用し
てはならないと規定している。また、実務上、著名商標に関する審査基準がある。著名性を証明するた
めの資料については後に紹介する。
2-4-7 営業秘密
トレードシークレットが不正に使用されていることを発見した場合には、どのような手段を講じれば
よいのか。
業務上知り或いは保持している工商業の秘密情報に関して法令又は契約によってそれを保守する義務
を負う者が正当な理由なく、秘密を漏洩した場合、刑法317条の工商秘密漏洩罪に該当するときは一年
以下の懲役乃至新台湾ドル3,000元の罰金に処せられることがある。また公平取引法第19条5号に不正の
秘密取得についての禁止規定が置かれている。1996年1月、営業秘密法が法律化されて、それらの法律
と競合するようになっている。
2-4-8 外国の有名商品やトレードドレスの模倣に関する問題
外国企業が台湾に知的財産権（商標又は意匠）に関する登録を有していない場合、同外国企業の商品
の外観形状とほぼ同一の外観形状を有する商品を台湾企業が販売している事案において、台湾企業の商
品は廉価攻勢で早くも外国製の本物の市場を侵食している。この場合、有名商品と主張して、そのトレ
ードドレスの保護を公平取引法によって受けることはできるだろうか。
この様な場合において、確かに公平取引法により保護を受けることがよく検討されている。トレード
ドレスの保護は益々公平取引委員会の注目を浴びているが、台湾では2010年現在に至っても、なお日本
の不正競争防止法第2条規定に相当する｢商品化権｣の導入が実現されていない。
以下は登録権利で保護されていない商品の外観設計が侵害される場合、公平取引法による法手段の説
明である。
・適用法律条文
公平取引法第20条第1項第1号は商品の外観形状の模倣に対する保護に関する規定に該当するとよく
言われている。
・同条文の違反効果
同条に違反した場合、公平取引法第35条によって、行為者に3年以下の禁錮刑、拘留に処せる他、新
台湾ドル100万元以下の罰金を科す事ができる。最悪周知性などの立証が認められず第20条第1項第1号
の主張が成立できない場合においても、同法第24条によって行政上の規制を加える事が考えられる（第
24条：本法に別段の規定がある場合を除き、企業は其の他取引秩序に影響するような欺瞞又は公正に失
する行為を行なってはならない。）。同条項によれば、他人が積極的に自分のデザインを模倣し、明ら
かに取引秩序を乱す恐れがあることを立証できれば、たとえ当該盗用されたデザインが周知でなくても、
同模倣行為を差し止める事ができる。
・適用のルート
二通りがある。一つは直接公平取引委員会に申告する方法であり、もう一つは民事や刑事訴訟を提起
する方法である。前者は当然裁判手続ほどの格式を持たないし、強制力を持つ措置を採るのも困難であ
る。また行政処分の効果しか得られない。処分が出るには凡そ一年はかかる。ただし公平取引委員会の
見解が依然として権威的であり、当事者間の間柄によって訴訟沙汰を避けたい場合において利用するも
のも少なくない。また、公平取引委員会での手続きより、裁判の進行が比較的に迅速なほうで6―8ヶ月
で一審を終了できる。当事者に対する威喝効果においても、裁判の方が優れているであろう。
・条文分析
公平取引法第20条はやはりトレードドレスの保護に関する規定が最も多い条文であるので、その条文
の内容及び要件を次の通りに分析する。
Ａ．模倣される対象：他人の姓名、商号、会社名称、商標、商品の容器、包装、外観又はその他人の商
品を表彰する表示。トレードドレスの保護の根拠となる要素を含むかどうかについて次の通りに述べる。
（Ａ）トレードドレスの保護に関して公平取引委員会は原則として製品がメーカーを連想させるだけ
の独特の外観の要素を持っているかについて厳格に要求するスタンスを示しているだけで、基本的に
トレードドレスの保護を否定していない。この様な基本姿勢から見れば、公平取引法第20条第1項は
まだ商品自体の外観や形状に保護を与える潜在可能性が有ると思ってもよかろう。しかし、トレード
ドレスであろうが、それが業界や消費者の間で十分有名になっていないと同条項によって保護を受け
る事はできない。
（Ｂ）トレードドレスとなるものは必ず実用性と機能性の性質を帯びないものに限る。工業的な実用
性と機能性を有する者は意匠法や工業デザインなどの分野によって保護すべきだとされている。また、
意匠権の権利期間が切れてから、登録の対象はたとえ周知のものであったとしても同条項の適用を受
ける事ができない。
Ｂ．商品の商標、容器、包装、その外の表記が関係事業者又は消費者の間で広く認識されていること。
周知性の認定基準に関しては、前記をご参照下さい。関係事業者又は消費者は、商品を扱う売買店と業
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界一円を含む。これについて立証するには知名度に関するアンケート調査と、広告の出費、商品の発売
時間、市場占有率などが挙げられている（公平取引委員会制定の「公平交易法第20条案件に関する処理
原則」による）。また台湾国内の周知が前提要件となり、外国においての知名度はむしろ副次的な参考
事実にすぎない。
Ｃ．模倣行為： 周知の他人の氏名、商号、商標、容器、包装、その外の表示を同様又は類似の使用をし
て、他人の商品と混同を招く行為。又上記の（著名表示を無断に使用した）ものについての販売、運送、
輸出或は輸入等の行為。混同を招く恐れがあれば十分だが、その判断基準として消費者が特定の商品を
購入するときに通常払う注意の度合、特定の商品の価格、特定商品の性質等を考慮する。
Ｄ．公平取引法第20条の成功例及び関連条文第24条の掲げる要件の該当性
商品の外観に対する権利の独占が一般の企業の競争力を不当に制限する事を予想して、公平取引委員
会は極度にトレードドレスの保護基準を慎重に認定している。従来は、あまりに厳密に公平取引法第
20条第1項の基準の合致を要求して、事案の成立がかなり困難だった。ついに96年に日本の有名メー
カーＨ社の製品の外観が模倣された疑いで告訴されたトレードドレス侵害の件に対して、第20条に基
づいて侵害成立の判定が始めてなされた。其の他、トレードドレスの侵害の容疑事件に関して、同法
第24条に規定された基準で検討するような傾向を強めている。すなわち、トレードドレスの模倣使用
行為が、その企業や個人の当該行為が取引秩序に影響を与えるような欺瞞の故意があり、又それが公
正に失する行為である事を要件として認定する。しかし、前述の通りに、同上の違反効果は差止命令
と罰金に過ぎず、刑事禁錮刑はない。
Ｅ．外国人が保護を受けるには、台湾とその外国人の所属する国との間に相互待遇、相互承認の協定が
必要である。日本との相互保護に関しては、日本の不正競争防止法の改正によって、相互承認の相手国
に属する外国人が、日本国内に住所又は事務所を設けていなくても、相互協定によって法律の保護を主
張できるようになっている。台湾もそれに合わせて、条件を緩和して、日本人に台湾での住所と事務所
の設立を要求しないように緩和している。しかし、そもそも日本と台湾の間に公平取引の保護に関する
相互協定が事実上あるかどうかについては未だ不明なため、論理的に言えば、日本国民や法人の台湾で
の公平取引法による保護の適用の主張が、台湾人が日本国内で不正競争防止法の保護を受けている事例
を事前に疎明しなければ認められないはずである。しかし、実務上既に日本人や企業法人は既に自分の
名義で不正競争に関する事件の告発人や当事者となるケースが数多くあり、事実上障害になり得ないも
のである。
2-4-9 不実広告の限界
業者が競合業者の製品を広告により当てつけでけなしたりする場合、相手の競合業者から公平取引法
違反の訴訟を受けて、広告包装の差し止めの仮処分を受けたり、損害賠償責任を負ったりすることがあ
りうる。関連広告業者にも連帯責任がある。
公平取引法第 21 条：①事業者は商品若しくはその広告に、若しくは其の他公衆に知らせる方法で、商
品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限（賞味期限）、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を招く表示又は表記をしてはならない。
②事業者は、前項の虚偽不実若しくは錯誤を招く表示を記載した商品の販売、運送、輸出若しくは輸入
をしてはならない。
③前二項の規定は役務にこれを準用する。
④広告代理業者が明らかに知っていながら、又は知ることの出来る状況のもとにもかかわらず、錯誤を
招く広告を制作し､若しくは設計した時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
又は掲載した広告が他人の錯誤を招く恐れがあることを明らかに知っていて、若しくは知り得るにもか
かわらず、それを伝達し、又は掲載したときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広告イメージキ
ャラクターと広告主が故意に虚偽不実又は他人の錯誤を招く表示又は表記を共同でしたときは、広告主
と損害賠償の連帯責任を負う。
⑤前項においていう広告イメージキャラクターとは、広告主のほかに、広告で商品又は役務に対する意
見、信頼、発見若しくは体験の結果を反映する人又は機構をいう。
第 22 条：事業者は、競争の目的を持って他人の営業上の信用を害するような不実な事柄を陳述し又は
流布してはならない。
■ 関連事例と判決
美最時（Melchers）が大益公司を告訴し、 台湾で勝訴
台湾の知的財産権保護に成果 外資企業の賞賛を獲得
行政院公平交易委員会処分書
処分番号：公処字第 096182 号
案件摘要：公平取引法第 20 条違反
処分期日：2007 年 12 月 28 日
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関連法律：公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号、第 24 条
主文：
一、被処分者が輸入並びに販売した商品は、「美最時」表示と同一又は類似のものを使用し、他人の商
品との混同を招いたので、公平取引法第 20 条第 1 項第 l 号規定に違反した。
二、被処分者は本処分書送達の翌日より、直ちに前項違法行為を停止するべきである。
三、新台湾ドル 50 万元の過料に処す。
■ハイライト
中国大陸の外資に対する吸引力はまさに無敵の勢いだが、台湾はただ外資が中国大陸に突き進むのを見
ているしかないのだろうか。最近、指標意義のある案件が、台湾での知的財産権保護に明らかな成果が
有ったことを示し外資の賞賛を集めた。これで台湾の商業経済界のポイントアップが期待できる。
行政院公平取引委員会（以下、公平会と称する）は昨年 12 月末に決定を下し、大益有限公司がドイツ美
最時（Melchers）貿易公司の名称を無断使用して、自社で製造販売していた電動工具機に「美最時」の
名称を貼り、消費者にそれがドイツ美最時が代理しているドイツ博世（Bosch）工具機であると誤認さ
せる事情があったとして公平取引法に基づき大益公司を新台湾ドル 50 万元の過料処分とした。
ドイツ美最時は、長年同社が台湾における長年博世工具機の総代理であり、美最時を名称として商標登
録はしていなかったが、今回相手方が美最時の名称をブランド名にして、同一製品の販売をしたことは、
真偽混合の消費者を欺瞞するやり方であり、美最時の商業的損失と名誉毀損を引き起こしたと強調した。
ドイツ美最時貿易台湾支社の執行董事幸殷訶は、公平会の審決が会社にとっても公正なものであり、外
資企業にとっても、今回の判例は台湾が外資の知的財産を保護すると宣言したものであり、また台湾は
外国投資家が信賴することのできる所であると思うし、中国大陸のこの方面の事情とは大きな差がある
と述べた。
美最時貿易 Bosch 工具機業務部総経理である王珮瑤の話しによると、事件が特殊なので美最時も告訴し
た当初から、弁護士と商標法を研究しただけでなく、公平取引法も併せて研究したという。
本件は、相手方公司に自らの公司名称とブランドがあるにもかかわらず、美最時を製品ブランドにし、
関係機関もこのような行動は消費者を誤認させる嫌疑があると考え、最終的には公平取引法の決定によ
って、美最時の勝利となっただけでなく、他の自社ブランドと商標を守る業者にとっても参考とするこ
とができ、自己保護能力の向上に繋がるものである。
美最時は台湾でこれまで貿易及びドイツ製品の代理業務を主としてきており、直接一般消費者に対して
いないので国内の知名度は高くないが、実際には美最時と一般によく知られているイギリスの怡和等ヨ
ーロッパ洋行と同じく、いずれも百年以上の歴史がある老舗の国際貿易商である。
美最時は、1866 年に香港を本部として積極的に中国とヨーロッパ間の貿易を扱い、第二次世界大戦まで
遠東地区で大いに活躍したドイツ洋行である。【2008-04-14/経済日報/A6 版/兩岸財経】
■裁判概要
1.ドイツ美最時貿易股份有限公司はドイツ BOSCH 社が製造する電動工具の台湾地区総代理であり、そ
の「美最時」文字表徴は既に BOSCH 電動工具及び当該商品の販売、メンテナンスを代表するものとし
て広まっており、電動工具の関連事業又は消費者に知られていた。従って、「美最時」は関連事業者又
は消費者に広く認知された表徴である。いっぽう大益有限公司商品の包裝及び商品の標示にも、「美最
時」文字があり、申告者「美最時」の表徴と同一又は類似のものを使用し、なお且つ大益有限公司は外
包裝の中国語「美最時」文字の下に、別途墨色に白抜きの外国語「Melchers」文字を加えており、
「Melchers」
もドイツ美最時貿易股份有限公司の外国語名称であるので、既に大益有限公司は販売した商品に他事業
者表徴を積極的に使用した行為があり、関連事業者又は消費者に商品の出所がドイツ美最時貿易股份有
限公司であると誤認誤信させ、「混同」させる事情があったと認定できる。
2.公平会は以下の点を斟酌した。即ち、その違法行為の動機、目的及び予期された不当利益、違法行為
の取引秩序に与える危害程度、違法行為が取引き秩序に危害を与える持続期間、更には違法行為で得ら
れた利益、事業の規模、経営状況及びその市場地位、違法形態がかつて中央主管機関の指導や警告を受
けたかどうか、過去の違法形態、回数、間隔及び受けた処罰、違法後の改悛及び調査協力の態度、及び
その他要素。同法第 41 条前段規定に従い、即刻の違法行為停止を命じるとともに、新台湾ドル 50 万元
の過料処分とした。

信義房屋広告不実
裁判番号：96 年度訴字第 3284 号
裁判期日：2008 年 6 月 12 日
裁判概要：公平取引法
関連法条：公平取引法第 21 条
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主文：
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告が負担する。
■ハイライト
（1） 公平取引委員会（以下、公平会と称する）は民衆と不動産業者から告発を受け、信義房屋がサイ
トでの広告で「支払いの安全保障－不動産売買の契約実行保証」、「銀行が対応し、売買双方の財産権
／支払いの安全を保証し、すべてのリスクをゼロにする」と宣伝したが、公平会は実際の取引結果を調
査したところ、契約実行の保証ができないばかりか、全くのゼロリスクでもないことを発見したので、
当該広告が不実であると認定し、新台湾ドル 120 万元の過料を科した。
（2） 信義は不満として、「契約実行保証の委任契約書の代行」は一定の事務を代行するのみの委任契
約で、保証責任を負う必要がなく、保証契約でもないので、広告は誇大、不実ではないと強調した。
（3） 裁判所は、「保証」とは、民法規定または一般的な社会通念を問わず、「保証人が他人に代わり
債務もしくは責任を負う」ことの意味で、信義房屋は「不動産売買の契約実行保証」、「リスクをゼロ
にする」をスローガンに掲げたので、「サービス提供者或いは保証銀行が売買取引過程で発生するリス
クを引き受ける」と消費者に認知、または期待させる可能性があるが、実際上、保証銀行は違約者に代
わり債務を履行したり、更に被保証人に代わり違約者に対し賠償を請求したりする義務がないので、広
告は明らかに不実である。
（4） 公平会は、信義房屋が不動産仲介市場のリーダー役であり、毎年の營業額が新台湾ドル 50 億元近
くに達し、その上、当該違法広告の掲載が既に十年をこえていること等を考量し、新台湾ドル 120 万元
の過料を科し、裁判所も妥当であると認定し、公平会の処分を維持し、信義房屋の請求を棄却した。
■事実概要
民衆は、原告がそのサイトでの部屋仲介の広告で「支払いの安全保障－不動産売買の契約実行保証」、
「銀行が対応し、売買双方の財産権を保証する／支払安全、更に安信建築経理公司が、公正な第三者の
役割としてすべての事項を処理し、もし取引過程でいかなる方に違約の事情が発生し、調査を経て事実
であると確認された場合、銀行が対応し、あるべき賠償責任を負い、すべてのリスクをゼロにする」（即
ち「不動産売買の契約実行保証」制度及び「銀行が取引のゼロリスクを保証する」、以下係争広告と称
する）と宣伝していると告発したが、被告は実際の取引結果を調査したところ、契約実行が保証できな
いばかりか、全くのゼロリスクでもないので、虚偽不実若しくは錯誤を招く不実な広告であると認定し、
原告が係争広告で「不動産売買の契約実行保証」、「リスクをゼロにする」と宣伝したことについて、
そのサービスの品質、内容が虚偽不実若しくは錯誤を招く表示が、公平取引法第 21 条第 3 項が同条第
1 項を準用する規定に違反したとして、同法第 41 条前段の規定により、2007 年 4 月 13 日公処字第
096075 号処分書（以下原処分と称する）送達の翌日から、前項の違法行為を直ちに停止するよう被告に
命じ、被告に対する新台湾ドル 120 万元の過料を科した。被告は不服として行政院に訴願（日本の不服
申立てに相当）を提起したが、棄却された。
■判決内容及び理由概要
（1） 契約実行保証について、現行法令には明文で規定された定義がないが、保証で表明した以上、当
然法令規定または一般的な社会共通の概念に該当する必要があり、自ら発明し、解釈するものではない。
保証の定義は、民法規定、または一般的な社会通念を問わず、保証人が他人に代わり債務または責任履
行の責任を負うことをいう。
（2） 原告は係争広告で「不動産売買契約の実行保証」、「リスクをゼロにすること」等を称し、且つ
「銀行が対応し、保証すること」、「あるべき賠償責任を負うこと」及び「リスクをゼロにすること」
等の文字説明が、「売買取引の過程で発生する可能性がある全部、または主なリスクは、すべてサービ
ス提供者もしくは保証銀行が負い、買い手または売り手は当該リスクと責任を負担する必要がないこと」
を一般的な取引相手に認知、期待させることになる。
（3） しかし係争契約の実行保証に関する契約の約定では、保証銀行は違約の方に代わり被保証人に対
する債務を履行した後、被保証人に代わり違約者に賠償を請求する義務がないので、明らかに民法また
は一般的な社会通念で認知されている保証の機能がない。係争制度実施の結果は、広告で宣伝された契
約の実行保証、保証銀行が対応し、あるべき賠償責任を負い、すべてのリスクをゼロにするとの效果に
達しない。調べたところでは、実際の情況と一致しておらず、そのサービスの品質、内容が虚偽不実若
しくは錯誤を招く表示であるので、虚偽不実及び錯誤を招く不実な広告であると認定される。
（4） 本件告発人の一人である不動産仲介業者は、仲介業務執行の過程で、顧客が原告の広告に保証效
果があることを信用し、原告の誇大な報道で競争の劣勢に立たされることを避けるために、原告の不実
な広告と不公平競爭の行為を被告に告発した。従って、係争広告が錯誤を招くまたは決定の程度は、原
告が称したような極めて少ないケースではなく、その影響は、係争広告を信用し、誤った認知及び期待
から発生する一般的な消費者の権益に損害を与えるばかりでなく、関連の不動産仲介市場の法律を守る
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同業及び取引秩序にも、重大なマイナス影響を及ぼし、実に厳重に公共利益を侵害するものである。
（5） 原告は被告の 1997 年 7 月 30 日の第 300 回委員会議の決議に従い、不当な期待の発生を避けるた
めに、広告で充分な告知の義務を果たし、消費者に当該制度を認識させることなく、且つ被告の 1999
年 7 月 7 日の第 400 回委員会議で認定された違法な「ゼロリスク」用語を採用したので、原告の係争広
告には錯誤を招く事情があると認定し、広告作成の時に故意または過失がなかったとは言えず、明らか
に公平取引法第 21 条の規定に違反するとして、被告に新台湾ドル 120 万元の過料を科したことは、妥
当である。

一社のみで支社はない － 台北地方裁判所 93 年度自字第 15 号判決の評論
一、前言
公平取引法（以下「公平法」と称する）第 22 条では「事業者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柄を陳述し又は流布してはならない。」となっている。本条規定の
目的は事業の営業上の信用を保護し、虚偽不実な事柄の陳述若しくは流布による競争者に対する打
撃を禁止し、商業競争の公平を維持する。
公平法のほか、刑法の「誹謗罪」においても信用及び名誉の誹謗を禁止し、法人の信用及び名誉
をも保障するので、公平法及び刑法の法律適用関係を明らかにする必要がある。
二、事実概要
甲乙両社は共に飴を販売している。甲社は A ヌガー商品は自ら製造販売のものであり、ほかの業
者に製造を依頼していない、と称しているが、一方、乙社は自社が販売している B ヌガー商品と甲
社の A ヌガー商品とは同一業者が生産したものであり、ヌガー商品を販売しているとき、顧客に
「我々の B ヌガーと甲社の A ヌガー商品は同一加工業者が生産したものです。」と称した。
甲社は自社が生産した A ヌガー商品の市場占有率が約七割位で、すでにヌガーの代名詞となって
おり、乙社が明らかに甲社の A 商品の名声を利用している、と認めた。乙社は商品が同一業者が生
産したものであると称し、甲社には財務危機があり、倒産に直面している云々の不実な消息を散布
したので、甲社は事実を明らかにし、会社の名誉を保護するため、ある新聞紙の掲示内容を看板に
製作し、例えば「いやがらせ」、「名を盗用した宣伝」、「名を借用した販売」、「乙社の B 商品
は甲社の A 商品の商業的名誉にあやかった」などの広告を甲社の歩道に掛け、記者会見まで開いた。
各新聞社も次々と「乙社の B 商品は甲社の A 商品の商業的名誉にあやかった」ことに関する事情を
報道した。
上記の事実に基づき、乙社は台北地方裁判所に自訴を提起し、ヌガーをセールスするとき、顧客
に「我々の B ヌガーと甲社の A ヌガー商品は同一加工業者が生産したものです。」と称したことは
一度もなかったので、被告が指摘したことは事実ではなく、被告の行為は明らかに社会大衆を自訴
人が不実な販売をしていると誤認させ、自訴人の社会的人格及び名声信用、地位にダメージを与え
たので、甲社が刑法第 310 条第 2 項の加重誹謗罪及び公平法第 22、37 条の競争を目的とした商業
上信用毀損罪を犯した疑いがある、と主張した。
三、判決要旨
台北地方裁判所では、甲社には確かにマスコミに陳述、指摘した事情が事実であると信じられる
相当な理由があり、且つ甲社の商業利益及び消費者の公共利益に関わりがあるので、乙社による商
業的名誉にダメージを受けた、と一方的に称しただけで、被告二人が競争を目的とし、悪意でその
社会的人格及び信用を侵害した、と認めることができず、それに審査した結果、そのほか甲社には
確かに乙社が指摘した上記の悪意誹謗の事情を証明する積極的な証拠がなかったので、甲社を無罪
と判決した。
四、問題争点及び評論分析
（一）公平法営業毀損罪の構成要件
公平法第 22 条では「事業者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柄を陳
述し又は流布してはならない。」となっている。その構成要件は、次の通りである。
１．競争の目的がある
競争目的の存在は本条に適用する前提用件である。
２．事業名誉を損害した行為
公平法第 22 条に規範されるものは、「不実」な陳述又は流布であり、評論又は意見などの「価値判断」
には及ばない。
３．客体に含まれる商品、役務及び営業主管の誹謗
競争を目的とし、他企業の所有者又は主管に関する不実な事情の陳述又は流布も公平法第 22 条に規範
される範囲である。
４．営業上の信用の損害に至る危険
解釈上では、営業上の損害を与えるか否かについては、実害の発生が必要ではなく、行為は現実の損
害を与えなかったが、すでに危険状態を起こしたのであれば足りるものである。
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（二）競争の目的に基づいた行為である否か
営業誹謗罪成立の前提は、誹謗行為が競争目的に基づいた行為である。本件の判決では、甲社の行為
は競争を目的としたのではなかったので、自身の合法的権益を保護し、侵害されないようとした自弁、
自衛の行為であり、競争目的とは無関係である、と認められた。
公平法の営業誹謗罪と刑法の誹謗罪とは保護する法益が完全に異っており、営業誹謗罪が保護してい
るのは抽象的な交易秩序及び営業者の名誉であり、刑法の誹謗罪が保護しているのは個人の名誉法益
なので、不実な事情を散布した一つの行為で同時に社会法益、個人の商業名誉法益及び個人名誉法益
を兼ねたものを侵害した場合、同時に公平法第 22 条及び刑法第 310 条第 2 項の加重誹謗罪に違反し、
一つの行為で二つの罪を犯したことになるので、想像競合に属し、より罪が重い公平法第 22 条で論断
されるべきである。

不動産広告の売り文句に「国家交響楽」を使用したことが、「国家交響楽団」の商標権や氏名権の侵害
にあたらないとした事例
台湾台北地方裁判所民事判決
裁判番号：95 年度智字第 103 号
裁判期日：2007 年 01 月 29 日
関連法律：民法第 18 条第 1 項、第 19 条、第 184 条第 1 項前段と後段、第 185 条、商標法第 61 条第 1
項、第 62 条、公平取引法第 21 条、第 24 条、第 30 条、第 31 条
件名：損害賠償請求
主文：原告の訴え及び仮執行申立てを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
■ハイライト
教育部（文部科学省に相当）関係の行政法人「国立中正文化センター」が設立した「国家交響楽団」
は 2003 年に、高音と低音の音符記号及び文字「国家交響楽団」からなる標章について商標登録を受け
ている。
「興益發建設会社」が建設する大規模の高級集合住宅の販売を引き受けた「甲山林」は、華麗なる史
詩、交響曲らしいスケールの大きさと雄大さに加え、音楽文化の深みを感じさせる、ヨーロッパの風情
を漂わせた貴族の住まいをコンセプトにその住宅を「国家交響楽」（以下、係争住宅）と名づけ、大受
けしたという。
これを知った原告は、被告が無断で「国家交響楽」を不動産販売に使用し、消費者に誤認混同を生じ
させ、その権利に損害を与えたとして、建設会社「興益發」と販売代理「甲山林」を相手取って新台湾
ドル 165 万元の損害賠償と「国家交響楽」の使用差止めを求めた。
裁判所は、原告商標と被告の不動産広告の広告文（コピー）は文字と図案を異にし、かつ商品役務の
性質が全く違うので、消費者が購入の際にその住宅は中正文化センターに所属の国家交響楽団が販売す
るものと勘違いするようなことはあり得ないとしたうえで、中正文化センターの氏名権に対する法的保
護は「中正文化センター」に限り、中正文化センターが所有する商標「国家交響楽団」には及ばないと
の見解を示した。
■判決要旨
（一）被告は原告が所有する商標権を侵害したかどうかについて
1．商標法第 61 条より、商標権者がその商標権を侵害したものに対し、損害賠償を請求することが
できる。同法第 62 条により、商標権者の同意を得ないで、①他人の著名な登録商標であることを明
らかに知っていながら、それと同一若しくは類似の商標を使用し、又は当該著名商標中の文字を自己
の会社名、商号、ドメイン名その他の営業主体若しくは出所を表す表示にすることにより、当該著名
商標がもつ識別力若しくは信用を毀損するに至らしめた場合、②他人の登録商標であることを明らか
に知っていながら、当該商標中の文字を自己の会社名、商号、ドメイン名その他の営業主体若しくは
出所を表す表示にすることにより、商品若しくは役務の関連消費者に誤認混同を生じさせた場合、の
いずれかに該当するときは、商標権侵害とみなす。また通常の知識や経験を有する消費者が商品を購
入する際、通常の注意を払ってもなお混同誤認のおそれがあるときは、商標の類似とされる。
2．本件原告の登録商標は高音と低音の音符記号および「国家交響楽団」の文字で構成され、音楽、
演奏、芸術等への使用を指定している。「国家交響楽団」の文字は特別にデザインされていない。一
方、被告が不動産販売広告に使用していた「国家交響楽」のうち、「国家」の二文字のサイズが「交
響楽」の四分の一ぐらいの大きさに過ぎず、上下並列で「交響楽」の左側に配列されていて、文字の
上方にダブルノート（二連符）の音符記号が印されている。両方の文字と図案のデザインは異なり、
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かつそれを通じて消費者に訴えようとする商品、サービスも全く性質の違うもので、一般の消費者か
らみて、係争住宅を原告の国家交響楽団が販売するものと間違えることは当然ない。
3．被告は「国家交響楽」を係争住宅の名前として使用していたのであって、会社名その他の営業主
体を表す表示として使用していない。これは、係争住宅の広告に「興益發関連企業の斉裕営造と興益
發が共同開発」や「興益發建設が出資」などが記載されていることからも明らかである。係争住宅の
営業主体は被告の興益發建設であることは明白で、被告はその営業主体若しくは出所を表す表示とし
て「国家交響楽」を係争住宅の名前にしたいう原告の主張は事実ではない。
4．華麗なる史詩、交響曲らしいスケールの大きさと雄大さに加え、音楽文化の深みを感じさせる、ヨー
ロッパの風情を漂わせた貴族の住まいをコンセプトに係争住宅を「国家交響楽」と名づけたのであっ
て、「国家交響楽の勇壮で華麗な建築楽章が聞こえる」はマーケッティング活動のために考えたキャ
ッチフレーズであるという被告の主張には一理ある。ましてや「国家交響楽」というのは国民の生活
にとけ込んだ日常用語であり、普通名称化している。国家交響楽団が排他的・独占的に使う言葉でも
なければ、サービスマークを表す表示でもない。したがって、「国家交響楽」が意味するものは、音
楽に対する一種の単純な感覚で、原告の登録商標「国家交響楽団」とは意味合いが違い、類似商標を
問題にすることでもない。
（二）原告の氏名表示権が侵害されたかどうかについて
民法第 19 条により、氏名権が侵害されたときは、損害賠償を請求することができる。氏名権は人
格権の一種で、法律の主体がその氏名を排他的に使用する権利であり、身分上「同一性の利益」であ
る。原告「国立中正文化センター」について、その氏名権が保護される範囲は「国立中正文化センタ
ー」に限る。すなわち、原告の「国立中正文化センター」についての排他的・独占的権利とは、何人
も「国立中正文化センター」という名称を原告に無断で使用したり、不当に使用したりすることがで
きないことをいう。この権利が、その法人格が所有する商標「国家交響楽団」にまで及ばない。した
がって、被告が国家交響楽を使用したからといって、原告の氏名権を侵害したことにはならない。
（三）公平取引法に違反したかどうかについて
1．公平取引法第 21 条により、事業者は、商品若しくは広告その他公衆に知らせる方法で、商品の価格、
数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限（賞味期限）、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を招く表示又は表記をしてはならない。
事業者は、前項の虚偽不実若しくは錯誤を招く表示を記載した商品の販売、運送、輸出若しくは輸入
をしてはならない。前二項の規定は事業者の役務にこれを準用する。広告代理業者が明らかに知って
いて、又は知り得るにもかかわらず、錯誤を招く広告を制作し、又は設計したときは、広告主と損害
賠償の連帯責任を負う。広告媒体業者が伝達しようとする広告又は掲載広告が他人の錯誤を招くおそ
れがあることを明らかに知っていて、又は知り得るにもかかわらず、それを伝達し又は掲載したとき
は、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。また、本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他
の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（第 24 条）。
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合、被害者はそれを排除することを請求する
ことができる。また侵害のおそれがあるときは、その防止を併せて請求することもできる（第 30 条）。
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合は、損害賠償責任を負わなければならない
（第 31 条）。
2．公平取引法は取引秩序の維持と消費者利益の保護、公正な競争の確保を目的とする。要するに、双方
当事者の間に競争があってこそ、この法律を適用する余地がある。なぜなら、競合関係にある企業間
で不正競争を行い、他人の利益に損害を与えるのを避けるためである。本件双方当事者が属する事業
分野は互いに競い合う関係がないうえ、音楽の実演団体と不動産の開発販売業者が目指す顧客層も違
うため、消費者に混同誤認を生じさせ、不正競争を図ろうとしたことはとても考えにくい。まして、
被告らによる係争住宅の販売広告にどこが不実で錯誤を招く事実があるかについて、原告は説明して
おらず、その権利がどのように侵害されたか、どれほどの損害を受けたかの立証もしていない。この
ため、同法第 31 条が前提とする「他人の権益を侵害した」要件を満たしていない。
以上のことから、原告が権利侵害行為の法律関係に基づく本件請求を理由なきものとして棄却する。

価格の比較広告は消費者の商品選択に有利なもので、販促方法としては商業上の信用毀損に当たらない
とした事例
裁判番号：台湾高等裁判所民事判決 94 年度智上字第 53 号
件名：損害賠償‐広告宣伝のオリジナリティー＆価格の競争
主文：上訴を棄却する。第二審の訴訟費用は控訴人が負担する。
■ハイライト
台湾のチェーンドラッグストア「屈臣氏」は「誓います！以上の商品はうちが一番安い！」という値
段競争広告文が台湾統一グループ傘下のチェーンドラッグストア「康是美」の不興を買い、「康是美」
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は商業名誉賠償の訴訟を提起したが、高等裁判所では値段競争広告は消費者の商品選択に有利であり、
販売促進の手法としては不法ではないと認め、昨日「屈臣氏」の勝訴が判決された。
「屈臣氏」と「康是美」は国内のライバルチェーンドラッグストアであり、目下共に大挙して中国に進
出している。
台湾屈臣氏個人用品商店公司は 2004 年 3 月頃に、統一生活事業公司傘下のドラッグストア「康是美」
の広告宣伝物を「屈臣氏」七つの店舗に置いて、「誓います！以上の商品はうちが一番安い！」という
広告宣伝文を価格競争文句とした。
「屈臣氏」の価格競争宣伝策略に対して統一「康是美」は反撃した。統一グループでは「屈臣氏」の
作為は当該公司の広告著作権を不当に改作したもので、改作の目的は顕かに消費者が「康是美」での消
費意慾を低下させ、「康是美」の商業的名誉損失をもたらすに至ることにあると認めた。
それ故、統一生活事業公司は告訴を提起して「屈臣氏」に対し損害賠償として NT$3,000,000 の支払
いを請求し、並びに中国時報、聯合報及び自由時報等新聞の全国版の一面半分サイズでの判決書の全文
の掲載を要求した。
ところが、第一審の裁判官は「康是美」の広告宣伝文は全体的にオリジナリティーが高くなく、芸術、
美学、社会全般文化の発展変化からでも顕かな幇助がなく、著作権の保護要件を具有していない、と認
めた。
又、「屈臣氏」は双方商品の広告を一箇所に置いて消費者の比較に供した手段は不法ではなく、せい
ぜい消費者の購買前の値段比べの不便を減少させるだけであると認めた。
もし統一生活事業が称する通り、市場競争に従って、随時値段を決定しない企業では競争相手の行為
が商業的名誉侵害であると指摘することができる、としたら、同一業者の連合独占を求めることになる
ので、統一生活事業の主張は理由がなく、棄却すべきである、と裁判官は認めた。
統一生活事業は一審判決に不服として上訴を提起したが、高等裁判所はその上訴を棄却し、統一生活
事業の敗訴を判決したが、本件は最高裁判所に上告することができることになっている。
■判決要約：
一、事案の概要
控訴人統一生活事業股份有限公司は「COSMED 康是美」「歓喜選、快楽頌超値選」（プロモーション
期間：3 月 22 日-3 月 28 日）DM 広告宣伝物（係争著作物）の設計レイアウト及び完稿を終了し、係争
著作物を全国の「COSMED 康是美ドラッグストア」店舗に発送し、販売促進のプロモーションを実施し
たが、被控訴人屈臣氏個人商品股份有限公司は控訴人の係争著作物を改作して価格比較用の広告を製作
し、それを店舗の入り口に置き、且つ屈臣氏公司では係争著作物中の 21 項もの商品が販売されていない
のに、店頭に「誓います！以上の商品はうちが一番安い！」旨の広告宣伝文として引用したので、控訴
人は被控訴人の改作目的は消費者が控訴人商店での消費意慾を低下させ、控訴人の商業的名誉損失をも
たらすに至った、と主張した。それ故、控訴人は①賠償金 NT3,000,000 を支払うこと②自由時報、中国
時報、聯合報の全国版一面半分サイズで判決全文を掲載すること等を要求したが、理由がないと認めら
れ、棄却された。
控訴人は 2004 年 3 月 2 日に従業員が制作した商品のデジタル撮影著作を研色公司の設計、レイアウ
ト及び完稿作業に交付し、並びに同年月 8 日に沈氏公司の係争著作物のサンプル作り及び印刷作業を始
めた。その後、係争著作物を複製し、同年月 22 日から 28 日までの間に全国全ての「COSMED 康是美
ドラッグストア」の店舗販売促進プロモーションで配った。屈臣氏公司は係争著作物を無断で改作し、
七つの店舗の入り口に置いていた事実については、既に著作権所属協議書、オーダーシート、係争著作
物、写真等を証拠として提出していて、それに屈臣氏公司には争議がないので、真実であると認められ
る。
二、理由：
1. 係争著作物は著作権法に規範されている著作であるか否か。控訴人は著作権法に基づいて賠償が請
求できるか否か。
有限のスペースの中に商品を系統的に分類し、表にし排列した後、価格を表示し、定期的に販売促
進を行う広告宣伝方式はディスカウントショップ、スーパー、デパート等でよく見かけるが、印刷
した商品図形が僅かに商品を忠実に撮影し印刷しただけで、販売促進商品の品名及び価格説明に供
する、その表現方式には限りがあり、且つその中の一部分の商品図形は、たとえば化粧品モデルの
図形は、その商品を生産した業者が自ら作成した図形が採用され、その他のディスカウントショッ
プ、スーパー若しくはデパートが製作した広告宣伝文の一部分の商品図形と同一なので、業界でよ
く見られる宣伝文と比べても、係争著作物の内容及び全体的外観には作者の主観的精神、知恵、文
化、創意の表現がなく、作者の個性及び独創性さえも表現されておらず、オリジナリティーがある
とは言えないので、当然著作権法の保護を受けることができない。控訴人が主張した係争著作物は
著作権法に規範されている著作であり、著作権法の保護が受けられるべきであることは採用できな
いものである。
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2.

3.

控訴人が財団法人台湾経済発展研究院專利侵害鑑定報告を提出し、係争著作物が鑑定された結果、
確かに著作権法に規範されている著作物である云々と主張したが、その鑑定報告は控訴人が一方的
に鑑定を依頼したものであり、その公正性には疑問があり、且つ鑑定報告にも「本件著作物の撮影
著作部分……は普通の創作行為の一つであり、需要能力も特殊ではなく、高度の能力及び技術もい
らない。……美術著作部分……この創作行為に必要な能力が特殊ではなく、高度の能力及び技術も
いならい。」云々となっているので、係争著作物の製作には高度な能力及び技術を必要としないた
め、係争著作物の場合は、僅かに販売する商品を単純に描写するだけでよいもので、商品がプロモ
ーション期間における特別価格こそが重点なので、文学、科学、芸術又はその他の学術範囲の表現
方式に限りがあるので、著作権法に規範されているオリジナリティーを具有していず、控訴人はそ
の鑑定報告に基づいて係争著作物が著作権法に規範されている著作であるとしたことは、採用でき
ないものである。
被控訴人は控訴人の商業的名誉を侵害したか否か。侵害行為の賠償責任を負うべきか否か。
控訴人は係争広告板が消費者に控訴人店舗の全ての商品が屈臣氏公司のよりも高いと思わせるの
で、控訴人の商業的名誉に損害を与えた云々と主張したが、価格競争は市場効能の重要なものであ
り、比較の結果は商品の価格情報が提供でき、消費者の選択に有利で、消費者が価格を比較した後、
被控訴人のほうを選び、控訴人を選ばないことは理性のある消費者が自由経済活動の下での必然的
結果であり、被控訴人に侵害行為があると認めたり、控訴人の商業的名誉に損害をもたらしたと認
めたりすることはできないことである。
控訴人は七つの店舗での 2004 年 3 月 15 日から 26 日までの売上げ表を提出し、屈臣氏公司の係争
広告行為が確かに控訴人の売上げに減損を及ぼした云々と主張したが、小売業の売上げの高低には
多くの原因によって左右されるものである：たとえば天気、消費者の主観的好み、当地商圏のレベ
ル、消費力、消費者の各店舗のサービスについての好み、経済環境全体の景気等が、小売業の売上
げに影響を与えるので、控訴人が提出した売上げ表だけではその売上げが広告期間に客観上減損し
た、とは認められ難い。それ故、控訴人の売上げは屈臣氏公司の係争広告行為には相当の因果関係
がないので、控訴人のこの部分の主張は採用できないものである。
控訴人は屈臣氏公司の係争広告行為のため、売上げ又は商業的名誉が減損した事実について、証明
できる証拠も提出しないので、屈臣氏公司及びその法定代理人は連帯して損害賠償責任を負うべき
である云々と主張したことは根拠がない。従って、自由時報、中国時報、聯合報に判決全文を掲載
する旨の請求も理由がないものである。
以上をまとめると、被控訴人の係争著作物の不当改作によって控訴人の商業的名誉に損失を与えた
旨の控訴人の主張は採用できるものではなく、著作権法第 87 条、第 88 条、第 89 条、民法第 184
条第 1 項前段、第 184 条第 2 項、第 195 条等の規定によって被控訴人は連帯して控訴人に新台湾ド
ル$3,000,000 及び起訴状の写し送達後の翌日より弁償日迄、周年利率 5％で計算した利息を給付し、
並びに掲載費用を負担し、自由時報、中国時報、聯合報の全国版の一面半分サイズで判決全文を掲
載する旨の控訴人の請求には理由がなく、仮執行の申立も併せて棄却されるべきであり、原審では
控訴人の敗訴を判決し、仮執行の申立を棄却したことには誤りがなかったが、上訴の趣旨では原判
決が不当であるとし、破棄し改めて判決するよう求めたことには理由がないので、棄却されるべき
である。

2-4-10 出店企業への取引制限 台湾公取委が百貨店等流通業規制基準を改定
2003 年、台湾台北 SOGO 百貨店の近くにあるショッピングセンター、Breeze Center のオープンで、
市場争奪戦が白熱化し、出店企業に対して Breeze Center への商品供給を制限していた SOGO は、台湾
公平取引委員会（日本の公取委に相当、以下公平会）から過料処分が下され、当時では業界の話題の的
となっていた。公平会は、「公平取引法における流通事業に対する規制基準」（公平取引法の流通事業
への規範に関する説明）の改定について説明を行った際、営業区域や取引相手方に関して流通事業者が
出店企業に不当な取引制限を加えたときは、台湾ドル 5000 万元以下の罰金に処せられることがあると
述べた。
同規制基準は、流通事業の事業者がその取引相手方に対して営業地域及び取引相手方に関する不当
な取引制限、或いは不当な返品をする行為を主な対象としている。このほか、情報透明化の原則に基づ
き、出品商品の撤収、コーナー閉鎖、在庫不足商品、返品などについて、流通業者は事前に取引相手方、
例えばメーカー、サプライヤー、出店企業等と協議のうえ、書面をもってこれを約定し、並びに関連証
拠や資料を開示しなければならない。
今回の改定で、公平会はわが国産業の現況を踏まえ、さらに日本と韓国の立法例を参考に次の四つ
の「流通事業者による不当な返品の行為態様」を新たに盛り込んだ。一、商品の汚染、毀損または（使
用か賞味）期限超過は取引相手方の責めに帰せられないにもかかわらず、返品すること。二、正当な理
由がなく、在庫商品の調整、売り場の改装または商品の陳列棚の取り替えといって返品すること。三、
販促期間内に商品を大量に仕入れた後、正当な理由なしに売り残った商品を通常価格で返品すること。
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四、その他の正当な理由なしに商品を返品すること。
公平会は、事業者が自己の持続的競争優位性を築き、競合他社の競争力を減損するため、取引相手
方の特定商品について自己の指定した販売経路でしか販売することが許されないように不当な制限をし
たときは、公平取引法第 19 条第 6 号に違反する可能性があり、そのような場合には二年以下の懲役並
びに 5000 万元の罰金に処されることになる。このほか、流通事業者が市場情報を把握している優位性
を利用して、取引相手方の権益に影響する重要な取引条件、例えば陳列商品の撤収、コーナー閉鎖、在
庫不足商品、返品などに関する情報を十分に開示しないときは、同法第 24 条に違反するとして、5 万元
以上 2500 万元以下の過料に処されることがある。

■

関連事例と判決

茂嘉公司による商品外観特徴盗用事件 アップル社が一部勝訴
台北高等行政法院判決
判決番号：96 年度訴字第 998 号
案件摘要：公平交易法
裁判期日：1997 年 12 月 20 日
関連法律：公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号、第 24 条
主
文：
訴願（不服申立て）に対する決定及び原処分の内、参加人が製造している「Super Tangent」商品外観が
公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反したと原告が申告したことに関する部分は、す
べて取消す。
被告は、参加人が製造している「Super Tangent」商品外観が公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第
24 条規定に違反したと原告が申告した事件について、本判決の法律見解に基づき、別途適法な処分をす
べきである。
原告のその他の訴は棄却する。
訴訟費用は被告が二分の一を負担し、その他を原告が負担すること。
■事 実
(1) 原告（元名称米国・アップルコンピューター、その後米国・アップルと合併し、名称を米国．アッ
プルと改めた）は台湾国際専利法律事務所に委託し、2005 年 7 月 28 日に被告に参加人が製造販売
していた「Super Tangent」、「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品の外観デザインが原告「iPod
Shuffle」商品の外観特徴を盗用したものであり、関連事業者又は消費者を混同誤認させる虞がある
ので、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及第 24 条規定に違反した等と申告した。
(2) 被告は 2006 年 10 月 13 日公法字第 0000000000 号書簡で原告に返信し、その中で以下のように指
摘した。当該案件は被告 2006 年 10 月 12 日第 779 次委員会議で決議され、原告が主張する長方形
デザインは商品慣用の形状であり、円形のタッチパネル式インターフェイスも実用機能性形状であ
り、市場でも類似した商品があり、これら機能性外観は商品供給元を表徴しないので、公平交易法
で言う表徴ではなく、双方の商品「Top Tangent」、「EZTangent」及び「iPod Shuffle」のパッケ
ージデザインの色、正面主要部分及び全体外観を比較しても、異なっており、供給元を混同させる
ことはない。
「Super Tangent」商品は外観正面、背面、色彩、使用方式に於いて、原告「iPod Shuffle 」
とは異なっており、更に一般 iPod 使用者は原告商品の商標図案、商品特徴等を詳細に知っており、
なお且つ MP3 Player 消費者の注意力も一般消費者より高く、当該商品の外観は混同を招く虞がな
い。また、「Super Tangent」と参加人がドイツハーノヴァーの展示会に出品した「SuperShuffle」
とは別のものである。つまり、参加人が製造販売していた「Super Tangent」、「Top Tangent」及
び「EZ Tangent 」商品は、現有事実証拠に基づいても公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24
条規定違反とは認定しがたい。しかし、争議を終結させる為、既に別途書簡で参加人に注意した。
しかし、原告はこれを不服として訴願（不服申立て）を提起し決定により棄却されたので、本裁判
所に行政訴訟を提起した。
■理 由
(1) 参加人が製造した「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品の長方形形体及び円形五方向タッチパ
ネル式インターフェイス（以下、円形五方向キーと呼ぶ）は、原告「iPod Shuffle」商品に似ている
が、その配置にはモニターがあり、これは原告「iPod Shuffle」にはなく、明らかに異なっている。
なお且つ通常の注意をすれば、混同の可能性はないので、公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号規定違
反の要件に該当するとは言えない。
(2) また、参加人がドイツハーノヴァーの展示会に出品した「Super Shuffle」商品（原処分ファイルの
被告審議案件添付 3 参照）の外観表示は、原告「iPod Shuffle」商品外観表徴と完全に同一であるも
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のの、参加人製造の「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品にはモニター外観表徴があり、明ら
かに異なっている。つまり、参加人製造の「Top Tangent」及び「EZ Tangent」商品がドイツハー
ノヴァーの展示会に出品した「Super Shuffle」商品の延長であり、また原告「iPod Shuffle」商品を
高度に盗用したり、又は積極的に原告の商業的名誉に便乗して公平取引法第 24 条規定に違反したと
は認定しがたい。
■判決内容及び理由摘要
(1) 原告「iPod Shuffle」商品の単純な長方形形体、又は単純な円形五方向キー、は当該商品の表示を構
成していないが、その全体を連合した外観は公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号所定の「表示」であ
る。公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号の保護する商品表徴、そして被告が公平取引法第 20 条案件の
処理原則第 4 点、第 7 点、第 8 点、第 9 点に依拠して提示した単純な商品慣用形状、又は単純実用
機能を有している機能性形状についての見解からすると、それぞれは商品又は供給元を表彰する機
能を有していないので、公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号所定の「表示」ではない。但し、商品全
体の連合した外観は特別顕著であり、関連事業者又は消費者にそれが商品を表示するものだと認識
させるに足るものであり、これによって他人の商品又は役務と区別できるものなので、やはり公平
取引法第 20 条第 1 項第 1 号が保護する「表示」だと認定すべきである。如何なる実体商品も材質
の如何を問わず、販売する時は、全て一定の形状及び外観があり、即ち当該商品が人に使用された
り、運送又は納品しやすいという実用性と機能性の目的の為に存在するが、だからと言って製造者
の精進及び商品美化の為の外観改良の努力が消されてなくなるわけではない。単純にある種の実用
性又は機能性要求を満たす商品形状が保護を受けないのを除き、もしその全体の連合した外観に当
該商品に識別力または二次的意義特徴を具有させるものならば、それは即ち単純な実用性又は機能
の要求により存在する商品形状及び外観ではなく、公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号の保護を受け
ないと軽率に認定することはできない。原告「iPod Shuffle」商品の純白の色彩デザイン、長方形形
体及び円形五方向キーの全体構成の連合した外観は特別顕著で、特に当該商品の供給元を識別する
重要なイメージであり、単純な機能又は功能性のニーズにより存在している形状ではなく、その全
体の連合は特別顕著な為に原告が供給し販売している商品だと識別することができる。従って、そ
の全体外観について既に公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号で定める表示であり、保護を受けるべき
だと認めるべきであり、実用性又は機能性も有するからそれと異なるということではない。本件被
告が原告「iPod Shuffle」商品について、当該商品を連合して全体的な観察をせずに、個別部分に分
解して個々に観察し、軽率に原告「iPod Shuffle」商品外観が公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号所定
の「表示」ではないと認定したことには、まだ斟酌の余地があると言える。
(2) なお且つ公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号の「関連事業者又は消費者」とは、当該商品又は役務に
ついて販売、購入等取引関係が発生する可能性がある者であり、単に案件関連商品の使用に慣れて
いる者にとって、まだ商品を使用していない「潛在」取引相手であるというだけでなく、上記条項
の関連消費者にも属するはずである。よって、被告は普通の知識経験を持つ関連事業者又は消費者
の普通の注意力を以って案件関連商品の外観表徴について混同があるか否かを判断するべきであ
る。
(3) 参加人「Super Tangent」商品正面表示の「LUXPRO」は、L、U、X、P、R、O 等 6 個の英文字で
構成されており、参加人が登録を許可された商標図案（本裁判所ファイル 227、228Ｐの参証一、二）
は、引き伸ばされた「L」及び稲妻形状の「X」、と U 、P、R、O 等英文字で構成されていて、即
ち参加人「Super Tangent」商品正面にはその登録が許可された商標図案を使用していない。なお且
つ「LUXPRO」の「LUX」は上等、華美の意味が隠されており、「PRO」には前、先行の意味が隠
されており、人に深い印象を与え、明らかに消費者に当該商品が上等で先行した製品であると暗示
しているので、参加人が登録を許可された商標図案と関連性があると連想させることは難しく、つ
まり消費者は「LUXPRO」文字から当該商品が参加人が製造した商品だと知ることができず、原告
「iPod Shuffle」商品と区別することができないことから、即ち案件関連商品に混同の虞がないとは
認定し難い。
(4) この外、原告「iPod Shuffle」商品と参加人「Super Tangent」商品にはどちらも円形五方向キーが
あり、その形状に細微な差異があったとしても、やはり円形五方向キーが当該 2 商品の主要部分で
あるという認定には影響しない。
(5) また、原告「iPod Shuffle」商品背面に表示されている欠けたリンゴ図案及び iPod 商標と、参加人
「Super Tangent」商品背面表示の Super Tangent は販売時にパッケージにより覆われるので、普
通の知識経験を有する関連消費者が普通の注意を以って見ても商品背面を見ることができず、その
差異性を知ることができない。なお且つ当該部分は被告が案件関連商品の表徴と認定しておらず、
被告がこれを以って案件関連商品が混同を構成したか否かを判断したことには、斟酌の余地がある。
(6) また原告は、参加人の「Super Tangent」商品が純白デザインで、原告「iPod Shuffle」商品の純白
デザインと同一であり、参加人に別途黒、、赤 2 タイプがあったとしても、上記純白デザインの案
件関連商品に混同の虞がある判断に影響しないと申告した。
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(7) 案件関連商品の使用方法は前述のとおりで、原告「iPod Shuffle」商品の全体の連合した外観が当該
商品に既に識別性と二次的意義特徴を具有させていることに影響はなく、被告がこれに依って案件
関連商品に混同の虞があるか否かを判断していることは、採用できない。
(8) 参加人がドイツハーノヴァー展示会に出品した「Super Shuffle」商品は、本件で原告が申告した商
品ではないが、その長方形体、円形五方向キーの設計排列及び白色デザインの全体外観がいずれも
原告「iPod Shuffle」商品と完全に同一であり、なお且つ当該商品が原告「iPod Shuffle」商品名称
に似た「Super Suffle」文字を使用していることから、ドイツ及び我国メディアも原告商品宣傳方法
を模倣していると批評し、参加人代表者も当該公司の「 知名度が低いので、アップル iPod Shuffle
を利用した」等と述べている上、（原処分ファイル審議案添付 39、40 参照）参加人がドイツハー
ノヴァー展示会に出品した「Super Shuffle」商品外観を見ると、正面「LUXPRO」文字と円形五方
向キーに微妙な差異がある外は、その他規格全て後日製造した係争「Super Tangent」商品と同一で
ある。従って、被告が事後参加人がその製品名を「Super Tangent」と改称したこと及びその正面キ
ーを改めて円形十字キーの五方向キーにして「LUXPRO」と表示したこと（その使用方法は参加人
が登録許可された商標図案ではない）等を理由に、軽率に係争参加人「Super Tangent」商品が積極
的に原告の商業的名誉に便乗したり、又は原告の努力成果を搾取した事情はないと認定したことは、
明らかに参加人による上記のような積極的な模倣の便乗過程、意図及び関連行為を見逃している。
(9) 以上をまとめると、被告が係争書簡で、原告が申告した参加人製造の「Super Tangent」商品外観は
公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反していないとしたことには疑いがないこと
もなく、訴願（不服申立て）決定が原処分上記違法部分について訂正していないことには、討論の
余地がある。即ち原告による当該部分の訴願決定及び原処分の取消しの訴えには、理由があり、許
可されるべきである。参加人「Super Tangent」商品外観が公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及び第
24 条の規定に違反しているか否かは、被告の調査認定でもその事実証拠がまだ明確になっていな
い。つまり原告が被告に対し、参加人「Super Tangent」商品が公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号及
び第 24 条に違反するとの処分をするよう訴えた部分については、まだ全部に理由があるという程度
に達していない。上記規定に基づき、原告が参加人製造の「Super Tangent」商品外観が公平取引法
第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定に違反すると申告した事件について、被告に本判決の法律見
解に基づき別途適法な処分をするよう命じる。

「白人牙膏」は結局「黑人牙膏」の名称及びパッケージの外観を模倣したか否か？
裁判番号：96 年度訴更一字第 00067 号
裁判期日：2008 年 01 月 17 日
裁判概要：公平交易法
関連法条：公平交易法第 20 条、24 条
主
文：原告の訴えを棄却する。
第一審（確定部分の外）及び差し戻し前の第二審訴訟費用は原告が負担する。
■ハイライト
「白人牙膏」は結局「黑人牙膏」の名称及びパッケージの外観を模倣したか否か？黑人牙膏（歯磨き粉）
が訴訟を提起し、2 社の訴訟が十年にも及んでいる。台北高等行政裁判所の新たな判決では、消費者は
「黑白」を詳しく弁別することができ、白人牙膏を製造した嘉聯公司は無事ということになっている。
黑人牙膏は好來化工公司が製造しているものであり、国内の歯磨き粉市場に重要な地位を占めている
が、嘉聯實業の白人牙膏が出現した後、多くの顧客が奪われたので、「黑白の争い」の局面を迎えてい
る。
好來化工公司は 1997 年頃に、嘉聯實業製造の白人牙膏が、「黑人牙膏」の名称及び商品の外観を模
倣したとして、公平会に告発した。公平会は違法ではないと認定したので、好來化工公司は不服として
行政訴訟を提起したが、裁判所の見解が不一致なので、訴訟は十年が経っても、確定しないままになっ
ている。
最初最高行政裁判所は公平会の「違法ではない」決定を取消し、改めて審査するよう公平会に要求し
た。公平会は審査した後、原決定を維持したので、好來化工公司は行政訴訟を提起し、台北高等行政裁
判所では始めて、「白人」の行為が模倣を構成し、「黑人」を製造した好來公司に勝訴の判決を下した。
今度は、公平会が不服として、上訴を提起し、最高行政裁判所は案件を差し戻した結果、黑人牙膏を
製造した好來化工公司がまた敗訴の結果を受けた。好來化工公司は上訴を提起することができるので、
黑人牙膏が望む通りの、白人牙膏の名称とパッケージの変更ができるか否かについては、まだはっきり
していない。
台北高等行政裁判所による「白人」勝訴判決では、黑人牙膏と白人牙膏をみると、両者パッケージ図
案の構想と全体デザインが異なり、公平交易法（取引法）規定の「同一または類似の使用」の要件と一
致しないことになっている。
合議廷では、「白人」名称が合法的な登録商標であり、登録の時間も既に 20 年経っており、ある程度
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の知名度があり、黑人牙膏とはそれぞれの市場を持っているので、黑人牙膏が両者の名称に相対性があ
るとして、消費者に誤認させるものと認定できない、と判断している。
■事実概要
原告は 1997 年頃に、参加人である嘉聯實業股份有限公司（以下嘉聯公司と称する）製造の「白人牙
膏」が、原告製造の「黑人牙膏」名称及び商品の外観を模倣し、行為時の公平交易法第 20 条第 1 項第 1
号及び第 24 条の規定に違反すると被告に告発した。被告は 1998 年 4 月 21 日付公字第 0000000-000
号書簡で、嘉聯公司が行為時の公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条の規定等に違反しなかった
と原告に返答した。原告は不服として、行政訴訟を提起し、最高行政裁判所 89 年度判字第 2549 判決で
不服申立て（再度）に対する決定、不服申立てに対する決定及び原処分を取消した。その後被告は重ね
て審査し、2002 年 3 月 5 日付公字第 00000000000 号書簡（以下原処分と称する）により、本案は現在
の証拠により、嘉聯公司が「白人牙膏」商品を製造、販売した行為は公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号
及び第 24 条規定に違反すると認定し難いと原告に書簡で返答した。原告は不服として、不服申立てを提
起し、棄却された後、行政訴訟を提起し、本院では独立して被告の訴訟に参加するよう嘉聯公司に命じ
る旨裁定し、その後、本院の 2005 年 7 月 13 日の 92 年度訴字第 706 号判決では、「不服申立に対する
決定及び原処分がすべて取消され、原告が参加人製造の『白人牙膏』が『黑人牙膏』商品表示及びパッ
ケージの外観を模倣したとし、公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号及び第 24 条規定の事件に違反したと告
発したことについて、被告は本判決の法的見解により改めて処分すべきである。原告のその他の訴えが
棄却され、訴訟費用は被告が 2 分の 1 を負担し、その他は原告が負担する。」となっている。被告は不
服として、上訴を提起し、最高行政裁判所 2007 年 3 月 15 日の 96 年度判字第 400 号判決で原判決の不
服申立てに対する決定、原処分が取消され、改めて処分するよう被告に命じ、当該訴訟費用の部分はす
べて取り消され、本院に差し戻され、改めて審理されることになった。
■理由概要
（1）
「事業者は、その営業において提供する商品又は役務について、次に掲げる行為をしてはならない：
関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品の容器、
包装の外観又はその他他人の商品を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の商品と混
同誤認を生じさせ、又は当該表示を使用した商品を販売、運送、輸出若しくは輸入する行為。」、
「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。」、「公平取引委員会は本法規定に違反した事業者者に対
して、期限を定めてその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びに 5 万台湾ドル
以上、2500 万台湾ドル以下の過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、
改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又は
その是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正
に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続して 10 万台湾ドル以上、5000 万台湾ドル以下
の過料に処することができる。」と公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号、第 24 条、第 41 条にそれぞ
れ明文で定めている。
（2）調べたところでは、本件原告所有の「黑人牙膏」の全体商品外観は関係事業者または消費者に通常
認識されている表示であり、原告はその製造の「黑人牙膏」商品のパッケージに使用された黄色の
背景色は関係事業者もしくは消費者に通常認識されている表示の根拠であると主張した。しかし商
品の表示から判断すると、当該商品にはデザインの独自性及び全体性があるか、その他商品と区別
する特徴が形成するか否かによるべきであり、商品の表示は全体観察に該当すべきで、全体のパッ
ケージをそれぞれ色、形状、筆跡等の独立項目により観察することができない。
（3）消費者またはその他の取引相対人が「黑人牙膏」商品を弁別する場合、その「黑人」と「白人図」
商標の外、商品全体外観（正面と裏側の黑人文字、白人図及び黄色）を主な特徴とし、単に某色で
観察、弁別するものではない。原告提出の添付の第 1 ページと第 2 ページを見ると、係争商品のパ
ッケージの背景色は黄色である外、緑色もあり、且つその上に黑人文字があり、中央の位置に明ら
かに黑白 2 色の帶帽（帽子をかぶっている）人頭図もあり、その下に「健齒乾淨清涼有勁（きれい
な歯で清涼、元気）」または「超氟（フッ素）」、「天然薄荷（ミント）」等文字が記載されてい
るので、当該商品のパッケージ図案は多種類の色、図案及び文字等で組み合わせられ、単に黄色で
その商品をパッケージするものではないので、「黑人牙膏」商品に使用された黄色の背景色は、関
係事業者または消費者に通常認識されている表示が単独に形成されるものであると原告が主張した
ことは、認定し難い。
（4）原告が提出した広告量等の販売資料を斟酌すると、すべて黑人牙膏商品全体の外観を訴求し、当該
商品パッケージに使用された黄色の背景色は既に関係事業者または消費者に通常認識されている表
示とすることができない。
（5）更に、原告販売の歯磨き粉のパッケージに多種類の異なるデザインがあり、例えば黑白、緑色のパ
ッケージ及び単一の深黄の背景色のパッケージ等で、消費者は原告の商品出所を弁別し、単一の黄
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色で区別するものではなく、黄色の背景色が関係事業者または消費者に通常認識されている表示を
単独に形成する具体的な証拠もないので、原告の主張は信用できない。
（6）また調べたところでは、原告と参加人の製品はすべて歯磨き粉商品であり、参加人所有の「白人牙
膏」商品パッケージの文字、図形、全体外観は原告所有の「黑人牙膏」と比較すると、二者は色、
図案、文字、または製造業者名称等において、共に明らかに差別がある。
（7）ファイル資料を斟酌すると、「黑人牙膏」と「白人牙膏」の歴年のパッケージの「黑人牙膏」の正、
反面には、「黑人牙膏」または DARLIE 文字があり、帶帽人頭図が明確で、緑背景色に白線で表示
される「純白健康‧清涼、元気」文字があり、偶に赤背景色の「国際化‧新たなパッケージ」文字も
あり、上から下まで直線排列し、側面は DARLIE または黑人（超氟）牙膏である。「白人牙膏」商
品のパッケージ図の裏側が WHITE MEN であり、左から右まで橫排列で、側面は中央に緑と白のス
トライプがあり、白色字体の白人牙膏または WHITE MEN 文字が表示されている。白人牙膏と黑人
牙膏の正、裏、側面パッケージにはいくつかの「白人」商標、WHITE MEN 文字、「黑人」、「白
人図」商標及び会社名称があり、区別することができることは、関連資料が巻末にあり、証拠にな
る。
（8）「黑人牙膏」と「白人牙膏」2 パッケージ図案の構想及び全体デザインが同一ではなく、公平交易
法規定の「同一または類似の使用」の要件と合致しない。原告と参加人の上記 2 製品の外観では、
中国語、外国語の名称はすべて異なり、且つ黑人牙膏商品のパッケージの明確な位置に帶帽人頭図
形があり、区別でき、人に与える印象も極めて深刻である。白人牙膏のパッケージには表示がない
ので、全体外観、デザイン理念または読音において、二者は明らかに差異があり、時と所を別にし
隔離観察しても、一般商品の購入者を誤認せしめるおそれがなく、その表示の商品出所と外観につ
いて一般商品の購入者に連想させ、誤って買うおそれがあるとは言い難い。
（9）更に事業者はもし他人商品の外観または表示を剽窃し、積極的に他人の信用評判にただ乗り、もし
くは他人の努力成果を搾取した場合、商業倫理上非難されるべきであり、市場競爭の機能に影響し、
公平交易法第 24 条の取引秩序に影響するに足りる公正さを欠く行為を構成する。
（10）調べたところでは、原告と参加人所有の上記 2 商品はすべて歯磨き粉商品であるが、前記の通り、
参加人である嘉聯公司の「白人牙膏」商品パッケージの文字、図形は「黑人牙膏」の全体外観と比
較しても、色、図案、文字を問わず、製造業者の名称まで明らかに異なっており、上記 2 パッケー
ジ図案の構想及び全体外観が同一ではないので、当然他人の商品外観を剽窃し、他人の努力成果を
搾取した情事があるとは言い難い。
（11）原告の黑人牙膏商品パッケージ図案は単色のみで構成されたものではなく、正面と裏側の黑人文
字、帶帽人頭図等の主な特徴を含み、原告はこれをもって歯磨き粉商品に使用した色─即ち黄色に、
他人の使用を排除する権利があると主張することはできない。更に参加人である嘉聯公司が白人牙
膏に使用した淺黄色と黑人牙膏に使用した深黄色を比較すると、つやまたは視覚においても、すべ
て差異があるので、つやに原告の黑人牙膏商品パッケージを模倣した事情があるとは認定し難い。
（12）参加人の白人牙膏商品は 1989 年から 1996 年まで続々とテレビ、新聞、雑誌等媒体で広告が広く
掲載され、大量の広告費を投入し、宣伝し、潤利公司の監督、評価報告及び白人牙膏シリーズ製品
カタログが原処分の巻末にあり、証明になり、何回にわたり広告を掲載し、抽選を行い、知名度を
向上させ、二者の商品が市場において長期的に併存し、何年にわたり各自に使用し、それぞれ信用
評判を築きあげた。二商品外観については、一般消費者を誤認せしめるおそれがあるとは言い難い。
（13）「白人」名称は合法的な登録の商標であることから、商品に表示され、商標法の正当に権利を行
使する行為であり、且つ商標登録から現在まで 20 年も経っており、白人牙膏商品も、市場での販売
から現在までの国内販売時間も 20 年に近く、市場での一定の販売量及び占有率があり、相当な知名
度を持っているはずなので、原告所有の黑人牙膏、参加人所有の白人牙膏商品及びその商品に使用
されたパッケージ図案は、長期的に市場で併存し、各自に何年も使用しており、それぞれの信用評
判を築きあげ、係争 2 商品の外観について顕著な差異があり、当該 2 商品の名称に相対性があるの
で、一般消費者を誤認せしめるおそれがあるとは言い難い。
（14）被告の原処分では、本案の手元の証拠により、参加人の「白人牙膏」商品の製造販売行為は公平
交易法第 20 条及び 24 条の規定に違反すると認定し難いことには、間違いがなく、不服申立ての決
定が維持されたことも、妥当である。原告の訴えにより、声明に示す通りの訴訟取消の請求部分は、
理由がないので、棄却されるべきである。

優越的地位にある特許権者はライセンス契約でライセンシーに製造設備一覧表の提供を求めるのは一
理あるが、販売報告書の提供を義務付けることはライセンシーの取引相手方（バイヤー等）のプライバ
シーを侵害するおそれがあるため、公平取引法上認めるべきことではないとした事例
台北高等行政裁判所判決
裁判番号：96 年度訴字第 3612 号
裁判期日：2008 年 10 月 20 日
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主
文：訴願決定及び原処分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
■ハイライト
フィリップス（PHILIPS）は、台湾 CD-R メーカーと結んだ特許実施契約で「製造設備リスト」及び
「販売報告書」の提出を義務付けていたことが、公平取引法で禁じられている、取引秩序に影響し得る
公平さを欠く行為であるとされ、600 万元の過料処分を受けている。この処分を不服とした行政裁判で、
台北高等行政裁判所はフィリップスの主張の一部を認めて製造設備リストの提出請求は違法ではないと
し、公平取引委員会（以下、「公平会」）に新たな処分を命じた。
この事件は 2001 年 3 月、フィリップスが新しいライセンス契約を提示することに端を発した。契約
では、生産機器設備の機種タイプ、番号、サプライヤーや取付期日などを記載した「製造設備リスト」、
さらに国別・品番ごとにバイヤーの身元と使用商標を明記した「販売報告書」をいずれの四半期終了後
30 日以内に提出することをライセンシー側に義務付ける。これについて、公平会はロイヤリティーの徴
収と直接に関係することでないとしたうえで、ライセンサーのフィリップスは自社ブランドで CD-R 製
品を販売し、市場での支配的な地位を濫用してライセンシーに特許権の実施許諾と無関係な資料の提供
を強要することが公平取引法第 24 条違反に該当し、同法第 41 条前段規定により、フィリップスに前掲
違法行為の即時中止を命じた。
フィリップスは高等行政裁判所における裁判で、ライセンシーに「製造設備リスト」の提出を求める
のは、ライセンシーの最大生産能力を理解するためであり、生産能力が分かれば CD-R 生産量申告に漏
れはないかを判断し、またその生産量に基づいて徴収すべきロイヤリティーを算定することができると
主張する。これについて、公平会はライセンシーが生産管理を通じて把握した重要な知識と技術は営業
秘密に該当し、生産能力利用率及び経営コスト等市場競争に関係する重要な情報であり、ライセンサー
のフィリップスは契約締結上優位に立つことを利用してリストの提供を要求し、これによってメーカー
各社がコストダウンにつながる技術や方法を知ろうとしたため、不正競争に該当すると反論する。
裁判長は、特許権者としてフィリップスはそもそも CD-R の製造プロセス及び生産方法を熟知してお
り、ライセンシーから告げられるのを待つまでもない。たとえフィリップスはライセンシーの機器設備
の機種・品番等情報がわかっても製造設備の実際の組合せ状態や機器の調整、生産能力等はいつでも変
えることができ、ライセンシーがかかる資料を提出した後でさえ、新たに製造プロセスを組み直すこと
が可能だから、製造設備リストの提出要求は商業的に非難されることではない、と判示する一方、
「販売
報告書」については、フィリップスは特許権侵害誤認防止や通関手続きの迅速化、ロイヤリティーの二
重徴収の回避などの観点からフィリップスはその必要性を主張するが、裁判長は、ライセンシーの取引
相手方のプライバシーを侵害するおそれがあり、かつその主張とロイヤリティー算定との関連性につい
て原告側が積極的に立証をしていないため、（公平会の処分は）根拠のない処分ではないとした。
■事案概要
原告はこれまでに採用していた一括ライセンスを取りやめ、2001 年 3 月に新たな CD-R 特許技術実施
契約（以下、係争契約）を提示し、単一でライセンシーに CD-R 関連特許技術の実施を許諾するが、係
争契約ではライセンシーがライセンサーに対し、各種生産機器設備の機種・品番・サプライヤー及び取
り付け期日等を明記した「製造設備一覧表（リスト）を提供しなければならず、またいずれの四半期終
了後 30 日以内に、国別及び製品カタログ毎にバイヤーの身分及び使用商標を明確に記載した「販売報告
書」の提出をライセンシー側に義務付ける。ところが、ライセンシーへのこのような義務付けはロイヤ
リティー徴収とは直接に関係することでなく、かつ原告も自社ブランドで CD-R を販売しているため、
市場地位を濫用してライセンシーにライセンシングと無関係な情報提供を強要する疑いがもたれてい
る。被告が調査したところ、係争契約による「製造設備一覧表」及び「販売報告書」提供の義務付けは、
取引秩序に影響するに足りる、著しく公平さを欠く行為であり、公平取引法第 24 条規定に違反し、同法
第 41 条前段規定により、2006 年 4 月 26 日付第 095045 号処分書で原告に対し、処分書が送達された日
の翌日から直ちに前項違法行為の停止及び新台湾ドル 600 万元の過料を命じた。フィリップスは公平会
の処分を不服として訴願手続をとり、訴願決定でも公平会の見解が維持されたため、フィリップスは更
に高等行政裁判所に訴訟を提起した。
■判決要旨
一．公平取引法第 24 条、第 41 条はそれぞれ「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もう又は著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。」、
「公平取引委員会は
本法規定に違反した事業者に対し、期限を定めてその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じ、並
びに新台湾ドル 5 万元以上、2,500 万元以下の過料を科することができる。期限を超えても、なおその
行為を停止、改善せず、又は必要な是正措置を講じないときは、引き続き期限を限定してその行為の停
止、改善又は必要な是正措置を命じることができ、またその行為の停止若しくは改善、又は必要な是正
措置が講じられるまで、回数に応じて連続して新台湾ドル 10 万元以上、5,000 万元以下の過料を科する
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ことができる。」を規定している。同法第 24 条は、取引秩序への影響に足りるものを前提要件とし、即
ち取引秩序全体（例えば被害者人数の多少、被害額や損害の程度、他の事業者に威嚇効果をもたらすか、
特定の団体若しくはグループに対する欺もう又は著しく公平さを欠く行為等々）に影響し、又は将来潜
在的に多数の被害者に影響する効果のあるものをいい、取引秩序に実質的に影響を与えたものに限らな
い。同規定は市場メカニズムへの影響に配慮して定められたものであり、事業者が市場での優勢を利用
して自由市場の取引秩序に影響することと、市場経済機能及び消費者の権益に重点を置いている。
二．本件争点は、原告が係争契約でライセンシーに「製造設備一覧表」及び「販売報告書」の提出を要
求することが、公平取引法第 24 条に違反するか？合理的な商業目的があるか？（リストと報告書は）機
密情報でなく、かつその提供に必要性が見出せるものかどうか？にある。次に分析して述べる。
（一）原告が市場情報で相対的に（ライセンシーに比べて）優位にたつ事業者かどうかについて
１．公平取引法第 24 条が定める「その他取引秩序に影響するに足りる欺もう、又は著しく公平さを欠く
行為」は、公平取引法が経済法である特性を斟酌して、かつ公平取引法の立法趣旨を考量して、その時
の経済状況に即応した管理をすべきである。営業競争手段についていえば、その手段の不法性は直接又
は間接に「競争効果・機能」を妨げる可能性があるという観点から、もし取引当事者双方が契約締結に
際して地位が不平等であれば、その手段は経済全体の発展及び公共利益から考えると、公序良俗の本質
に違背し、同業界における競争者の公正な競争を妨げ、又はその取引相手方は正確な選択ができないよ
うにすれば、同規定に反すると論ずるべきである。さらに、市場での地位についていえば、取引の量、
数、金額の多少又は市場シェアだけが市場でどのぐらいの支配力をもつかを判断する基準ではなく、個
別の具体的な事件について、双方が取引条件において対等かどうかを考量しなければならない。したが
って、取引行為は、事業者間の競争関係において規制されるべきであって、また事業者と消費者の間の
取引関係においても同様に規制されるべきである。このため、契約当事者が地位の不平等を利用するこ
とへの禁止は、事実上優越的地位の濫用の禁止とは根が一緒である。即ち、第 24 条は取引秩序の維持・
確保を目的とするため、この場合においては適用される。
２．相対的な優位性は、事業者が市場における「絶対的な」勢力から測るものでなく、供給と需要の両
側が特定の取引関係において「相対的な」経済的依頼関係が生じるかどうかについて判断すべきである。
要するに、依頼者が被依頼者に対し、主観的、客観的ともにその供給又は需要を解消する十分かつ合理
的な方法がない窮境にあってこそこれに属する。したがって同法第 24 条でいう「著しく公平さを欠く」
とは、著しく公平さを欠く方法をもって競争又は商業取引を行うものをいう。例えば、市場情報で優越
的な地位にある事業者が、取引相手方が保有する情報（この事件においては技術情報を指す）の不平等
その他取引上相対的に劣位に立つことを利用して不公平な取引を行う行為が、これに属する。
３．原告は、
「自分が所在する『市場』はライセンシーとは異なると主張する。では、原告はどのような
『市場』に所在するかというと、それは『CD-R 製造技術』という市場である。その『CD-R 製造技術』
市場には、ライバルのソニー、太陽誘電があり、また原告は『Philips』というブランドで CD-R を販売
していないので、CD-R 市場ではライセンシーと競争関係にはないという。また本件特定市場は光ディ
スクという保存媒体の市場に属し、CD-R を除くほか、DVD-R、DVD-PLUS 等多くの規格が存在する。
たとえ原告が所有する CD-R 製造技術に関する特許は CD-R を製造するのに必要な特許技術であっても、
CD-R とその他の「光保存媒体」との間に合理的な代替性があり、即ち CD-R の生産ラインは簡単に
DVD-R その他の光ディスク製品の生産ラインに転化することが可能なため、原告は相対的に優越的な地
位にあらず、
「著しく公平さを欠く」行為もないため、
「取引秩序に影響する」ことが不可能である。」と
主張する。
４．被告は、
「不公平な競争は、市場競争程度が低下するかどうかを問わず、事業者がその市場支配力又
は市場情報における優越的な地位を以って相対的に劣位の相手方と取引を強行すれば、商業倫理上非難
されるべきものがある。しかも、公平取引法第 24 条でいう『取引秩序に影響するに足りる』の構成要件
はその行為が客観的に著しく公平さを欠き、取引秩序に影響する可能性さえあれば十分であり、取引秩
序に実質的な影響を与えたものに限らない（最高行政裁判所 95 年度判字第 808 号判決を参照）。本件原
告とソニーは共同で CD-R 規格を制定し、台湾 CD-R メーカーがいわゆるオレンジブッグ（記録型コン
パクトディスクの規格書）に定められた規格を製造しようとするときは、原告の特許実施許諾を受ける
ほかない・・・」と答弁する。
５．一般の製造業の営業慣習によると、その支払う金額がライセンスを受けて製造する物品と関係し、
かつ製造条件の一だけでなく、特許権、商標権、著作権その他法律によって保護される知的財産権を取
得するために支払わざるを得ない、当該物品と関係する代金こそロイヤリティーといえる。原告は、係
争ロイヤリティーはメーカーが製造する CD-R に基づいて算定されるが、ライセンシー、即ちメーカー
が CD-R を製造するということは過程に過ぎず、最終的な目的は販売であるため、ロイヤリティーを算
定するには製造設備一覧表と販売報告書が欠かせない、と主張する。係争製造設備一覧表及び販売報告
書が関わる事項は前に述べたロイヤリティーの定義に拘らず、締約当事者が取引市場における全ての潜
在的な競争関係及び可能な限りの影響要素をも考量しなければならない。事業者が提供する商品又は役
務が代替可能性があってこそ競争関係が存在する。本件原告とソニー等各社は共同で規格を制定するた
めその間には代替性が存在せず、互いに競争関係にはない。ライセンシーに比べると、CD-R 技術市場
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では圧倒的な優位性があり、この「絶対的な技術ライセンシング」はライセンシーが当該市場に進出す
る前に既に分かっていた市場生態であり、契約自由原則に基づき、当然ながら、事後に「特許権による
排他的優位」を根拠に、自分の会社は「相対的な劣位」に立つことを主張することができない。また、
「埋没費用ないしサンク・コスト（sunk costs）」又は投下資本がロックイン（lock-in）されると主張す
ることもできない。
６．原告は特許権を所有するため、そもそも自ら製造し、又は他人に CD-R の製造を委託して販売する
ことができる。単に CD-R 製造販売市場（技術市場と異なる）についていえば、原告とライセンシーは
確かに潜在可能な競争関係が存在するといえる。さらに、原告は係争契約によって入手した製造設備一
覧表と販売報告書は、潜在の CD-R 製造販売市場においては市場競争に関わる重要な情報である。逆に、
ライセンシーは特許技術の独占的な性格のため、ライセンス契約をするかどうかという二者択一の自由
しかなく、契約内容を決定する自由は失ってしまう。両方を比較すると、原告は確かに市場において相
対的に優位に立ち、市場情報において優越的地位にある事業者であることは間違いない。係争契約の内
容に著しく公平さを欠くことがあった場合、取引秩序に影響する可能性は十分ある。このため、本件争
点は、原告はその市場における相対的な優位を利用して、係争契約でライセンシーに製造設備一覧表及
び販売報告書の提供を要求し、公平取引法第 24 条に違反したかどうか、にある。
（二）原告がライセンシーに「製造設備一覧表」の提供を要求することについて
１．原告は、
「ライセンシーに製造設備一覧表の提供を求めるのは、ライセンシーの最大生産能力を知る
ことによって、ライセンシーの（ライセンサーに対する）CD-R 出荷量申告に漏れはないかを判断し、
どのぐらいのロイヤリティーを徴収するかを概算し、並びにライセンシーがロイヤリティーの支払を回
避する目的で任意に製造設備を改装して他の用途に転用し、或いは他人に売却するなどを防止するため
である。」と主張する。
２．被告は、
「製造設備一覧表の提供要求は合理的な商業目的によらないものである。製造設備一覧表を
通じて CD-R を製造するのに要する設備の配合の量及びどの機種の設備と組み合わせることで最高の生
産効率を達成することができるかを知るためである。技術の進歩によるコストダウン効果はライセンシ
ーが生産管理において把握した重要な知識と技術であり、会社の営業秘密である。生産能力の利用率及
び経営コスト等市場競争に関わる重要な情報が含まれ、通常経営者が秘密扱いするものであり、一般の
ビジネスルートを通じては入手できない情報である。」と主張する。
原告は契約締結に際しての優越的地位を利用して、市場競争に関わる製造過程情報（ロイヤリティー算
定と無関係）の提供をライセンシーに求める。かかる情報はライセンシーはどのようにして生産能力利
用率を向上させ、コストダウンにつなげることに関する重要な参考資料の一部で、ライセンシー会社の
経営コスト及び市場競争に関連する機密情報であることは確かである。
３．営利事業の営業コストや生産能力に影響する要素は製造設備だけではない。原告が CD-R 関連技術
の特許権者として、そもそも CD-R の製造プロセスの流れ及び生産方法を熟知し、どのような製造機器
設備を備えるべきかについても詳しいはずであり、ライセンシーが告知してはじめて知るまでもない。
そのうえ、CD-R の製造プロセスの流れはどのメーカーでもさほど変わらず、公開情報といっても過言
ではない。市場競争に関係する機密情報でない以上、原告がかかる情報を利用して市場での優位性を高
める心配もない。ましてや、製造設備の実際の組合せ状態や各機器の微調整、パラメータ設定及び生産
能力の如何は常に変わらないものではない。製造設備一覧表を提出してからも材料配合や製造過程の組
合せを新たに調整することができ、ライセンシーの制御可能な範囲にあることに変わらない。
CD-R の製造プロセスに関する情報だけでその営業コストを推論するという被告の主張は、自分に都合
のよい部分だけを取り上げている。
「製造設備一覧表」はいわゆる営業秘密に当たらない。原告もその一
覧表を入手しただけで、ライシーの生産コストを推算することができない。製造設備リストによってラ
イセンシーの生産能力や生産能力の変化を推測し、さらに実際の生産量を通じて生産能力利用率等生産
情報を把握し、原告会社の生産コストダウンの根拠にすることはビジネス上の正当な目的ではないとい
うことから、原告がかかる情報を入手することによってメーカーのコストダウン技術や方法を知るのは
不正競争に該当する、という被告の認定に異議があって当然である。
５．さらに、原告が求める販売報告書は国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情
報を明確に記載しなければならない。ところが、その後の手続はどうするか？かかる情報に基づいてバ
イヤーに更なる確認をしたかどうか、又はバイヤーが使用する商標について何ら知的財産権の主張をし
たかどうかなどについて、原告は合理的な説明に資する積極的な証拠を示していないので、合理的な商
業目的と必要性があるという主張は信用し難い。
（三）原告がライセンシーに「販売報告書」の提出を要求することについて
１．係争契約第 5.03 条及び添付書類 C3 によると、ライセンシーが提供すべき書面の販売報告には、ロ
イヤリティーの算定に関係するライセンシーの生産量及び第三者から購入したライセンス製品を除
き、ライセンス製品のあらゆる販売先および関連商標並びにライセンシーに製造を委託した委託会社
の名称、委託生産の数量及び関連商標も含めて記載しなければならない。原告によると、販売報告書
の提出を要求するのは、ロイヤリティーの算定、ライセンシーが提供する販売資料の具体的な数量及
び正確性の確認、係争契約違反の回避が目的だという。そのうち、販売先（バイヤー）の身分情報に
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ついては、ライセンシーのクライアントへの営業妨害の回避、ライセンス製品通関の迅速化、取引に
おいては一回のみのロイヤリティー徴収の確保が目的である。
２．
「債」は特定の者の間の権利義務関係であり、債権者が債務者に対してのみ給付を請求することが許
される。第三者には債務者に対して債権者への給付を請求する権利はない。原告はライセンシーに対
し、国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報を記載した販売報告書の提出を
係争契約で義務付けている。CD-R 製造の最終的目的は販売であるため、出荷量でロイヤリティーを
計算すべきであるという原告の主張は全く筋の通らない話ではないが、しかしながら、ロイヤリティ
ーの算定はライセンシーが製造する CD-R を根拠とするのであって、ライセンシーから CD-R を購入
する者はロイヤリティーを支払う必要はないと原告は話している。ならば、ライセンシーが CD-R を
製造した後、誰に販売したかは製造業務及びロイヤリティーの支払いとは無関係で、
「債の相対性原則」
に基づき、原告はそもそも CD-R のバイヤーに如何なる権利を主張する余地はない。したがって、間
違いなくかかる情報は機密情報である。原告は更に、ライセンシーの取引相手方（バイヤー）の身分
及びその使用する商標等情報は販売量を正確に確認するには必要だというが、ライセンシーは同社及
び CD-R に関連する該当年度の営業税、営利事業所得税並びに関連納入、販売、在庫等帳簿の明細を
提供すれば、CD-R 生産量・出荷量を確認するのに十分である。
ライセンシーが誰と取引をするか、取引条件をどうするかはもともとその権利であり、原告は知的財産
権者であることを理由に干渉してはならない。また、CD-R のバイヤーの立場から考えれば、原告と
は取引関係はないし、債の相対性が存在するわけでもないのに、原告がライセンシーと結んだ係争契
約を通じて容易にその機密情報を取得することができるのであれば、バイヤーのプライバシー及び権
利を蔑ろにするのは許されるべきなのか？
３．原告は情報提供の必要性について、さらにクロス・ライセンスを持ち出す。即ち、もしライセンシ
ーの販売先と原告との間にクロス・ライセンスの関係が存在していれば、CD-R の部分についてはロ
イヤリティーを原告に支払う必要はなくなるので、ライセンシーにバイヤーの身分及びその使用する
商標等情報の提供を求めるにはそれなりの理由がある。ところが、原告はライセンシーに CD-R を購
入する者はロイヤリティーを支払う必要がないと言っていることから、ライセンシーに上記情報を提
供させても販売先にまで確認を行うことが不可能である。たとえクロス・ライセンス関係が存在する
ことを知らない場合であっても、ライセンシーが事後にそれを根拠にロイヤリティーの返還を主張す
ることができるにとどまり、ライセンシーの取引相手方はロイヤリティーを支払う必要がないことに
変化をもたらすわけではない。したがって、その要求の正当性及び必要性に疑問を覚える。また、通
常の場合、営利事業はその営業コストへの配慮から、ロイヤリティー又は利用料の二重徴収があるか
どうかを慎重に確認し、（あった場合）自ら進んで原告に告知するはずである。
４．原告は、
「ライセンシーの製品は世界各国に販売しており、各国税関が CD-R 製品について、原告会
社に対しライセンス生産かどうかの照会をする可能性があり、税関でライセンス製品が誤って差し押
さえられるのを避けるためにも、販売先の身分及びその使用商標等情報を提供する必要がある」と主
張する。しかし、裁判所で調べたところ、CD-R そのものから一目で見て、原告、又は日本企業のソ
ニーか太陽誘電のライセンス供与を受けて製造したものかどうかが判別できない。CD-R 本体からラ
イセンサーが判らなければ、当然それを販売した後、他国の税関へ輸入される際に問題が生じない。
各国税関が関連法令に従って輸入貨物を検査するのであって、ある特定の営利事業者又は特定の種類
の貨物についてライセンス製品かどうかを確かめるために存在するわけではない。税関における密輸
等への取締りは、検査回避、関税の申告漏れや水際措置からの逃れを防止することを目的としている。
原告がいうライセンス製品の通関を加速させるためではない。原告は輸出入貨物の通関の流れを係争
ロイヤリティーの算定と一概に論ずるのは明らかである。況してや原告は、商品販売後、いずれの四
半期の終了後 30 日以内に販売報告書を提出するとしているため、事後の販売情報は販売時の貨物通関
ないし輸出入申告と関わらないし、それを確認検査するすべもない。
以上をまとめると、原告がライセンシーに対する販売報告書の提出を係争契約で義務付けた部分につい
て、国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報を明確に記載しなければならない
という情報提供要求には合理的な商業目的と必要性がなく、被告はかかる情報が営業秘密に属し、市場
競争に関係する重要な情報であるとし、原告がライセンス契約締結に際して知的財産権者の優越的地位
を濫用して、ロイヤリティーと無関係な機密情報提供を義務付けるのは公平取引法第 24 条に定めた「著
しく公平さを欠く行為」の構成要件を満たし、処分を行ったことに根拠がある。

公平交易法における事業者の定義及び潜在的競争概念について
ー 最高行政裁判所 97 年判字第 437 号判決に対する簡単な評論
1、事実の概要
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A 会社は、2000 年 8 月 4 日に行政院公平取引委員会（以下公平会という）に、米系会社 B が無断で
その取引相手方に警告書を送付したことにより、その取引相手方に「楚留香伝奇」等古龍の小説六冊の
購入及び販売などの取引行為を差し止めさせたことが、公平取引法の関連規定に違反するとして告発し
た。公平会が調査した結果、B 会社が弁護士を通じて、2000 年頃に不当にも二回にわたり前記小説の著
作権が侵害された旨の警告書を競争相手方の川下業者に送付したことが、明らかに取引秩序に影響する
に足りる不公正な行為であるとし、公平取引法第 24 条に違反するとして、同法第 41 条前段の規定に基
づき、90 年 10 月 26 日（90）公処字第 171 号処分書でもって、B 会社に処分書送達後の翌日より、即
時、取引秩序に影響するに足りる不公正な行為の停止を命じたほか、新台湾ドル 50 万元の過料に処した。
B 会社は不服として、訴願を提起したが、棄却されたのですでに台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起
したところ、同院の 91 年訴字第 4859 号判決により訴願の決定及び原処分が共に破棄された。公平会が
不服として、上訴を提起したところ、最高行政裁判所による 95 年判字第 2128 号判決でもって、「原判
決を破棄し、台北高等行政裁判所に差し戻す」ことになった。その後、原審裁判所の 96 年訴更一字第
18 号判決により棄却されたので、B 会社が不服とし、本件の上訴を提起したが、最高行政裁判所の 97
年判字第 437 号判決により棄却され、確定した。
２、最高行政裁判所 97 年判字第 437 号判決について
B 会社が警告書を送付したことは、第三者に全面的に A 会社の出版物の購入差止めの効果をもたらし、
すでに A 会社の出版業における地位に打撃を加える目的を果たした。また、B 会社は A 会社との間の図
書出版契約書は、台湾台北地方裁判所の 88 年国貿字第 17 号民事判決により「B 会社と A 会社には、出
版の法律関係がある」と確認されていて、B 会社は、前記判決の内容を知っているのに、なおも二度に
わたり弁護士に A 会社の取引相手方への警告書の送付を依頼したことは、原判決で法により確定した事
実である。B 会社が、前記の通り A 会社がその著作権を侵害した旨の警告書を送付した行為は、警告書
案件処理原則第三点、第四点の規定に該当しないばかりでなく、裁判所による判決の内容と相違した陳
述をし、積極的に情報を隠蔽したことにより、錯誤を引起させる欺瞞行為に該当することは明らかであ
る。更に A 会社の取引相手方は、B 会社による前記警告書の送付行為に対して、訴訟沙汰にならないよ
うにするために、A 会社が出版した武侠小説をすべて回収し、販売を停止したほか、在庫品をすべて返
品したことなどから、すでにその取引相手方即ち A 会社に損害を来たし、取引秩序に影響するに足りる
ことは当然であり、B 会社の行為は、すでに公平交易法第 24 条に違反するものである。
原判決は、B 会社が公平交易法第２条第４号でいう「その他商品又は役務を提供して取引をする個人
又は団体」に該当すること、及び B 会社と A 会社には潜在的競争関係があり、且つ同一の製造、販売段
階に属していることなどに関して、すでにその理由を釈明し、その法律の適用は妥当を欠くものではな
い。
３、評論
３-１本件の主な争点が二点ある。一つは、認可を経ていない B 会社は、公平交易法第 2 条でいう「事業
者」の定義に該当するか否か、もう一つは、B 会社は台湾において係争著作物の出版を A 会社に許諾し
たが、改めて自ら出版したり、第三者に出版の許諾をしたりしなかったことから、A 会社とは同一の製
造販売段階における競争関係にあるか否か、である。
３-２認可を経ていない外国会社は、公平交易法第 2 条でいう事業者として、認められるか否か？
本件の B 会社は、アメリカのカリフォルニア州において登記した会社であり、対外的に会社の性
質を有するが、台湾における政府機関の認可を経ていないので、会社法でいう外国会社ではないことか
ら、公平交易法第 2 条第 1 号でいう事業者とは認められ難いものである。
前記の通り、認可を経ていない外国会社は、公平交易法第 2 条第 1 号でいう事業者ではないが、
台湾においてはどのような法的性質を有するものかについては、最高裁判所 50 年台上字第 1898 号判例
に基づくと、「認可を経ていない外国法人は、法人として認められないが、なお代表者又は管理者を設
立する非法人団体と見なされる。…」となっている。この判例から、認可を経ていない外国会社は、台
湾の法律上では、法人として見なされないが、なお非法人団体の性質を有するものであると明確に見解
が示されている。また、高等行政裁判所 96 年訴更一字第 18 号判決でも、「本件の B 会社は、非法人団
体ではあるが、性質上、営利社団に属し、独立且つ自主的に取引の決定をすることができることから、
市場においては有効な競争単位の主体であり、明らかに独立性を有している。そして、同社は、台湾に
おいて A 会社と締結した係争契約書は、著作権の使用許諾であり、一定の対価が支払われ、経済性を有
するものである。更に係争契約書は性質上、著作権法第 37 条でいう著作権許諾契約であり、その取引の
性質は、約定した存続期間内における継続的給付の提供に該当し、当該期間内に行った取引は、継続的
な経済活動ではないとは言い難く、また継続性の要件をも満たしていることから、B 会社は、公平交易
法第 2 条第 4 号でいう事業者に該当することは当然である。」とされた見解は、本件の最高行政裁判所
97 年判字第 437 号判決でも支持されていることから、原処分が維持されることになった。
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本稿では、外国会社が、認可を経ていなくても、外国においてすでに「会社」の組織で発足し且つ登記
され、取引に従事しているのであれば、この商業組織は本質上、独立性、経済性、継続性等の要件を
満たしているので、改めて台湾「境内」における経済活動が前記の要件を有するか否かの事実を検討
する必要はない。
３-３本件の B 会社は、A 会社に台湾における係争著作物の出版を許諾したが、別に自ら出版したり、第
三者に出版の許諾をしたりしなかったことから、A 会社とは同一の製造販売段階における競争関係があ
るか否かについては：
本件の当事者が、同一の製造販売段階における競争関係にあるか否かについては、公平交易法で
いう「競争」の概念から判断されるべきである。同法第 4 条に基づくと「本法において競争とは、二以
上の事業者が市場において比較的有利な価格、数量、品質、役務又はその他の条件によって取引の機会
を求める行為をいう」と規定されている。競争とは、既存事業者が相互に取引の機会を求める顕著な競
争をいう他に、なお関連市場の活動に参与する可能性のある潜在的競争も含まれることは、競争法の基
本原則である。従って、事業者は潜在的競争の可能性がある場合には、規制上、同一の製造販売段階に
おける競争関係にあるものに含まれるので、市場における既存競争者とは限らない。それ故、本件の B
会社と A 会社とが締結した契約書は、著作権許諾であることから、出版図書契約第 3 条に基づくと、B
会社には、当該著作物についてなお「自ら出版したり、第三者に出版を許諾したりする」権利を有する
ことになり、たとえ、B 会社が、A 会社と同時に係争著作物を出版しなくても、なお、随時に「著作権
の所有者」として係争著作物を出版できることから、関連市場において比較的有利な価格、数量、品質、
役務又はその他の条件によって取引の機会を求めることができるので、A 会社とは同一の製造販売段階
に該当すると認定されるべきである。本件の台北高等行政裁判所 96 年訴更一字第 18 号及び最高行政裁
判所 97 年判字第 437 号判決では、当事者間で同一の製造、販売段階における競争関係に関する原処分
の認定を支持した見解を示したことは、賛成に値するものである。
4、結論
本件の終審である最高行政裁判所 97 年判字第 437 号判決の結果から、B 会社が公平交易法第 2 条第 4
号でいう「事業者」であると認定されているが、原審である高等行政裁判所による 96 年訴更一字第 18
号判決における理論上の誤解を指摘したこともないー即ち認可を経ていない外国会社は、その組織の形
態は本質上、独立性、経済性及び継続性などという同号の必要とする要件を満たさなければならなく、
しかもこれらの要件は我が国の「境内」における経済的取引活動を認定基準としないことである。それ
故、本稿では、この部分に関する判決の結論は賛成に値するが、その論拠には、なお斟酌の余地がある。
また、争点二の部分については、原処分での理由の論述が不十分であるが、そのロジックは競争法の基
本原理に違反することもなく、前記の終審裁判所による判決では、原審及び原処分の見解を維持し、即
ち B 会社は A 会社との間に確かに潜在的競争関係があり、しかも同一の製造販売段階に属するものと認
定したこの法律事実を基礎とし、本案が公平交易法第 24 条の規定に関わるか否かについて実体の判定を
行った判決の見解はなお適切である。
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2-5

営業秘密保持権
1995 年 12 月 22 日国会で可決されて、1996 年 1 月 17 日総統令をもって公布され、現在既に施行
されている。条文は全部で 16 条だけだが、情報社会における秘密保守の原則の集大成の法律となってい
る。要点を次の通りに集約する。
１．明確な定義：
権利の肥大化による情報停滞を防ぐため明確に営業秘密の定義を冒頭に設けている。本法でいう営
業秘密とは、方法、技術、製造過程、処方、プログラム、設計或いは其の他生産、販売若しくは経
営の情報に使われるもので、且つ下記の要件を満たしたものを指す。
これらの類の情報に係わる一般の人に知られているものではないもの。
その秘密性により、実際的又は潜在的経済価値を有するもの。
所有者が既に秘密保持のための合理的措置を取っているもの。
２．職務上の研究開発に関る営業秘密は原則として雇用者の所有となる。
３．営業秘密の侵害様態の分類
不正な方法をもって営業秘密を取得したもの（日本の不正競争防止法第3項第1号に相当）。
前号の指す営業秘密であると知りながら、或いは重大な過失により知らずに営業秘密を取得、使用
又は漏洩（不法開示）するもの（日本の不正競争防止法第3項第2号に相当）。営業秘密を取得した
後、第1号の営業秘密であることを知りながら、或いは重大な過失により知らずに、それを使用又
は漏洩するもの（事後の故意）（日本の不正競争防止法第3項第3号に相当）。
法律行為によって取得した営業秘密を不正な方法で使用又は漏洩したもの。
法令により営業秘密を保守する義務がある者がそれを使用又は理由なくして漏洩する場合。
但し、侵害にならない除外の規定が置かれていない。
４．営業秘密の侵害を受けたものへの差止請求権、侵害防止請求権及び関連物品の廃棄及び必要な処置
の請求権（第 11 条）。
５．営業秘密侵害による民事損害賠償義務及び損害賠償請求に関する時効の制限（第 12 条）。
故意又は過失により、不法に他人の営業秘密を侵害したものは、損害賠償の責任を負わねばならな
い。但し、損害賠償請求権は、請求権者が侵害行為があったこと、及び賠償義務者を知った時から
2 年間不行使により消滅する。侵害行為の時より 10 年経過した時もまた同じである。
６．損害賠償請求金額の推定（第 13 条）
損害賠償金額の算定基準は次のように明文で規定されている。
民法第216条によって請求するする。但し、被害者がその損害を立証できない場合は、通常それを
使用するときに予期できる利益から、侵害された後に同一の営業秘密を使用して得た利益を差し引
いて得た差額をその受けた損害の額とすることができる。
侵害者が侵害によって得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要費用を立証できな
い場合は、その侵害行為によって得た収入の全額をその利益とみなす。
侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求により、その侵害された情状を考慮して損害額
以上の賠償を算定することができる。但し、既に立証された損害額の三倍を超過してはならない。
７．専門法廷の設立及び非公開審判の可能性 （第 14 条）
裁判所で営業秘密の訴訟事件を審理するとき、専門の法廷を設け又は専門の者を指定して審理させ
ることができる。当事者が提出した攻撃又は防御方法が営業秘密に関連する時、当事者からの申請
に基づき裁判所が妥当であると認めた時は、公開審判せず又は訴訟資料の閲覧を制限することがで
きる。
８．相互原則 （第 15 条）
外国人の所属する国が台湾との条約或は協定によって、若しくはその国の国内法によって台湾の国
民の営業秘密に対して保護を与える場合、その外国人も台湾で営業秘密に関する保護を受けられる。
実務上は事例に応じて個別的に証拠に基づいて認定するようにしているが、公平取引法などの分野
に見られるように、日本人が主体となる場合は殆ど権利を主張し保障を求めることができる。
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2-6 集積回路の回路配置権
1．用語の定義（第2条）
集積回路：トランジスター、コンデンサー、レジスタ、或いは其の他の電子及びその間の連接線路
を半導体材料の表面、または材料の内部に集積し電子回路の機能を有する製品又は半製品を指す。
回路配置：集積回路に電子素子及びこの素子を接続した導線の平面又は立体的設計を指す。
頒布：売買、ライセンス、譲渡をし、又は売買、ライセンス譲渡の為に陳列することを指す。
商業利用：商業の目的で回路配置又は当該回路配置を含む集積回路を公開頒布することを指す。
複製：光学、電子又は其の他の方式で、くり返し回路配置又は当該回路配置を含む集積回路を製作
することを指す。
リバース・エンジニアリング：集積回路から分析、評価を経て、その元来の電子回路図、又は機能
図を習得し、そして、それに基づき機能が互換出来る集積回路の回路配置を設計すること。
2．管轄機関は経済部で、同機関は主務機関を指定することができる（第3条）。
3．外国人に対する保護の条件は形式相互主義と実質相互主義を平行して採択している（第5条）。現在
日本の企業や個人の創作者の登録申請も受け付けられている。
4．外国人の出願形式条件（1）（第8条）
台湾に住所を持つ代理人に委任しなければならない。
5．出願の必要書類及び添付物品 （第10条）
図式、写真実物サンプル等の代わりの書面理由説明書及び創作者の創作証明書類が必要である。
6．出願日の認定基準 （第12条）
政府料金の納付及び第10条規定の書類が完備した日を申請日とする。
7．出願の時間的制限 （第13条）
商業使用後2年以内に出願しなければならない。
8．登録主義 （第15条）
回路配置権は登録により発生する。
9．保護の要件 （第16条）
新規性：創作者の知的努力によるもので他人の設計を盗用したものでないもの。
進歩性：創作の時点において集積回路の産業及び回路配置の設計者からして、平凡、普通又は周知
に属するものでないもの。
特別状況の保護条件認定基準：平凡、普通又は周知の素子による組み合わせ、又は回路を連結して
設計した回路配置については、其の全体の組み合わせが、前項の要件に合致したものについてのみ、
保護を与える。
10．登録済みの権利者の権利内容 （第17条）
権利者は以下の権利を有する。
独占複製権：回路配置の一部又は全部を独占で複製する権利。
独占輸入、頒布及び応用権：商業目的で、回路配置、又は当該回路配置を含む集積回路を輸入、頒
布したもの。
11．権利除外条項 （第18条）
回路配置権は次の事項に及ばない。
1) 研究、教育又はリバース・エンジニアリング等の目的に基づいて、他人の回路配置を分析又は
評価のために複製する
2) 前項の分析又は評価の結果により、第16条の条件に合致した回路配置又はそれに基づいて作ら
れた集積回路。
3) 合法的に複製された回路配置又は集積回路を所有する者が、その合法的に所持する回路配置又
は集積回路を輸入又は頒布したもの。即ち真正品の並行輸入品の第一次販売を認める事を明文で
規定する。
4) 善意第三者の所持する集積回路侵害品。
5) 善意第三者の偶然の同一創造。
12．権利期間 （第19条）
登録出願日、又は最初の商業利用日の内、いずれか日付の早い方より10年間権利を付与する。
13．登録対抗事項 （第22条）
譲渡、実施権許諾並びに質入れの設定、移転、変更、及びその消滅。
14．強制実施許諾 （第24条）
前提：一般として、公共利益の増進のために限定するが、特殊の場合として、回路配置権者に不正
競争にかかわる事情がある場合、それにつき裁判所の判決又は行政院公平取引委員会の不正競争に
関する判断や処分が確定されたものは、公共利益の増進効果の有無にかかわらずに、強制実施許諾
の申請ができる。又、強制実施は独占できず、他人が同一の回路配置権について、更に実施権を取
得できるとしている。強制実施にともなって実施料の支払義務があり、その金額の評価基準を主務
機関が当事者間に争議がある場合決定することができる。強制実施権の譲渡、譲渡、実施許諾或は
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質権を設定するなどは、必ず関連営業と併合して同時にしなければならない。
15．権利登録の取消し （第27条）
裁判所の確定判決によって権利が不存在と判断された場合に、回路配置権が取り消されることにな
る。ただ、主務機関により付与された権利を否定する権限のある裁判所の確定判決も、当該権利を
取り消し得る訴訟の種類などにつき、実務的な諸問題は実例の発生を待って始めて解決される。其
の他本法規定違反によって権利無効になる場合は次の通りである。
第5条乃至第7条 共有者関係の問題
第10条 登録出願の形式条件の欠如
第13条、第39条 登録出願の時間的制限及び遡及規定
第38条 費用の滞納
第16条 実体的な条件の欠如
16．権利者の侵害に対する救済権能 （第29条）
権利者自身が回路配置権の侵害に対する救済権能を有する以外に、独占的（専用）実施権の権利者
の権能も事前に権利者本人に請求してから救済の権利を行使できる。救済権の権能は侵害排除（差
止）請求権、侵害防止請求権及び損害賠償請求権である。侵害品を使用した完成品を扱う悪意の第
三者又は証拠によって知り得た第三者が不法複製にかかる回路配置によって作成された集積回路
に関して、商業目的で輸入又は頒布する場合も、回路配置権の侵害とみなす（但し、集積回路が製
品と分離された場合はその限りでない）。又、侵害救済権の行使の際、鑑定書添付の義務がある。
複数の侵害者は、連帯損害賠償の債務を負う。そのほか、第18条第4号の善意の第三者に対して侵
害事実の通知及び鑑定書を送付した後、当人がその行為を商業目的で継続した場合、回路配置権者
はその第三者に対して通常利用によって徴収しうる実施料に相当する額を損害賠償金額として請
求することができる。
17．損害賠償額の計算（推定） （第30条）
損害賠償金額の算定基準は次のように明文で規定されている。
民法第216条による。但し、その損害を証明するために、証拠方法を提供できない場合は、通常回
路配置を利用するときに得られる利益から、侵害された後に同一の回路配置を利用して得た利益を
差し引いて得た差額を損害とみなす。
回路配置権を侵害した場合は、侵害者が侵害によって得た利益とする。侵害者がそのコスト又は必
要費用を立証できない場合は、その回路配置自体或はそれを含む集積回路全体の販売によって得た
収入の全額をその利益とみなす。
請求により裁判所が侵害状況を斟酌して決定した、新台湾ドル500万元以下の金額を損害額とみな
す。
18．侵害者の謝罪広告掲載の責任 （第32条）
19．外国法人や団体の民事訴訟提起権利 （第33条）
特許法や商標法などと同じく、集積回路設計権の侵害訴訟に関する権利の行使は、台湾で認可を得
ていない外国法人または団体にも認められている。
20．本法の規定は回路配置権人や第三者が他の法律によって取得した権利を害しない（第35条）。
21．遡及規定 （第39条）
この法律の施行前2年以内において最初の商業上の利用をした者は、この法律の施行後6ヶ月以内
に登録申請を行うことができる。一方、登録に際して形式審査しか行わない。業者間の悪質競争の
道具として悪用されないよう、民事救済の手段しか認められず、刑事罰則は置かれていない。
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2-7 個人情報保護権
個人情報が､本人の意志を尊重せずに濫用される場合、加害者に対して、当事者は差止請求権とともに、
刑罰を求めることができる。
定義：
第 2 条 本法の用語を以下の通り定義する。
一、 個人情報とは、自然人の姓名、生年月日、国民身分証の統一番号、パスポート番号、特徴、指紋、
婚姻、家庭、教育、職業、病歴、医療、遺伝子、性生活、健康検査、犯罪歴データ（前科）、連絡
先、財務状況、社会活動、及びその他直接或いは間接的な方法により当該個人を識別し得る情報を
指す。
二、 個人情報ファイルとは、システムの構築に基づき、オートメーション機器或いは非オートメーショ
ン方法により検索、整理し得る個人情報の集合を指す。
三、 収集とは、如何なる方法により個人情報を取得することを指す。
四、 処理とは、個人情報ファイルを構築或いは利用するためになされる資料の記録、入力、保存、編集、
更正、複製、検索、削除、出力、連結或いは内部伝送を指す。
五、 利用とは、収集した個人情報を処理以外のために使用することを指す。
六、 国際伝送とは、個人情報を国（境）を越えて処理或いは利用することを指す。
七、 公務機関とは、法により公権力を行使する中央或いは地方機関或いは行政法人を指す。
八、 非公務機関とは、前号以外の自然人、法人或いはその他団体を指す。
九、 当事者とは、個人情報の本人を指す。

■

個人情報保護法改正、報道の自由とネット上の利用に配慮した内容に（2010.04）
プライバシーや公益の定義があいまい 課題残る
先日、コンピュータが処理する個人情報の保護に関する法律の改正案が法令名を「個人情報保護法」
に変更し、立法院を通過した。プライバシーを保護しながら報道の自由にも配慮した最終案は様々な課
題を残したまま、新しい扉を開いた。改正法は個人情報の開示、検索及び更正などに対する自主的支配
を強化するとともに、個人情報保護のグローバル化時代の到来を迎えるため、アジア太平洋経済協力機
構が規定するプライバシー保護ポリシー、APEC プライバシー・フレームワーク（APEC Privacy
Framework）に掲げられたプライバシーの損害、個人情報の収集制限、当事者への通知などの原則を取
り入れている。
改正案のポイントは次のとおり説明する。
１．保護客体と適用主体の拡大：同法が保護する客体を全ての個人情報に拡大し、また業種別の制限
を撤廃して、あらゆる法人、団体及び個人による個人情報の収集・処理・利用を規制の対象とする。
２．プライバシー保護と報道自由のバランス：この法律は個人情報を保護するための基本法ではある
が、現代の民主国家として報道の自由をも尊重しなければならない。プライバシーと報道の自由の均衡
性が取れるように、マスコミが時事報道をする公益目的での個人情報の収集は、当事者に通知する必要
がない。このほか、公共利益に関連するもの、又は一般的なソースから入手した個人情報について、非
公務機関でもそれを収集したり処理したりすることができる。
３．インターネットにおける個人情報の利用：Facebook（フェイスブック）やブログなどに他人と一
緒にとった写真を掲載したりするなど、社会活動（社交上の活動）又は家庭生活の目的の範囲内であれ
ば、改正法第 51 条第 1 項により本法の適用を排除し、民法に立ち返って適用する。公の場所或いは公
開活動で収集・処理・利用した、他人の個人情報を取り込んでいない映像・音楽データも、利便性や他
人と一緒に写真をとったことに関する共同利用目的からこの法律の適用対象外とする。同条が規定する
社会活動又は家庭生活の目的の範囲内に属しない行為は、第 19 条と第 20 条による収集・処理・利用で
なくてはならない。公共利益に関連するもの、又は一般的なソースから入手した個人情報ならば、本法
の個人情報の収集又は処理に関する規定に合致する。
４．民事・刑事及び行政法上の罰則の強化：民事・刑事・行政上の罰則を調整し、同一事件における
民事損害賠償の最高額を新台湾ドル 2 億元に引き上げる。被害者がその被害額を証明することができず、
又は証明するのに困難がある場合、裁判所に対し侵害の状況を斟酌して、新台湾ドル 500 元以上 2 万元
以下の範囲内で算定するよう求めることができる。また、当事者が救済を求めることを容易にするため、
集団訴訟（団体訴訟）制度を導入する。刑事罰は主に営利目的の違法行為について、5 年以下の懲役及
び 100 万元以下の罰金の併科ができるようにするほか、非親告罪とする。行政罰については過料の最高
額を引き上げる。
５．特殊な個人情報の収集制限等：医療、遺伝子、犯罪歴データ（前科）などの特殊な個人情報の収
集・処理・利用は、法律が明確に規定する厳格な要件の下、自ら公開し又は既に合法に公開され、統計
又は学術研究等の目的の場合に限って認める。このほか、個人情報を利用して初めてダイレクトマーケ
ティングを行う時は、本法により当事者は受け入れを拒否する権利がある。業者は受け入れ拒否の意思
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表示をする方法と所要費用を提供しなければならない（例えばフリーダイヤル、料金受取人払の返信用
封筒）。
公共利益、一般的な情報入手ソース、著しくより保護するに値する重大な利益、公の場所や公共活
動など、今回の改正案に定義がはっきりしない法律概念がたくさん盛り込まれている。法務部はこれに
ついて、民間団体及び学識者、専門家を招いて検討したうえで、個人情報法施行細則で明確に定義する
としている。但し、実務上ある程度裁判官が個別案件について実際の情況によって判断しなければなら
なくなると思われ、判決と判例の蓄積を通じて法体系の安定化を図っていく。（2010.04）
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2-8

権利行使のグレーゾーン
いわゆるグレーゾーンは、およそ以下二種類の状況を指す。一つは権利行使の対象となるべき権利
について、当事者の粗忽によって権利化作業が怠られ、そのため台湾においては当該権利が存在せず当
然権利を主張することできない場合である。もう一つは、係争の当事者の利益は､法律で明文化した規定
が置かれていないため、保護されていない場合である。以下は比較的に不明確な権利に関する実務上の
問題点をみてみよう。
Q1．真正品並行輸入の取り扱い
台湾において、真正品の並行輸入に関する規制は近年の法律改正と裁判実務の条文適用の解釈によ
って、大分緩和されている。自由貿易の趨勢と相俟って、並行輸入の許容範囲は特許関連製品を始め
として、商標使用の商品乃至半導体集積回路の回路配置権に関わる真正品までも拡大されている。唯
一明白な例外となるのは、米国との特別著作権保護協定に従って著作権法で明文を以って、真正著作
物の並行輸入を禁止していることである。
現在、真正品の並行輸入については、殆ど法律によって明文に規定されている。
（1）商標権商品の真正品並行輸入の法的根拠（許容）
商標法第30条第2項は次のように規定している。
「登録商標が付される商品が、商標権者により又はその同意を得た者により市場に於いて取引
流通され、又は関連機関が法により競売又は処分する時は、商標権者は当該商品について商標
権を主張することができない。但し、商標の変質、毀損を防止するため、又は其の他の正当な
事由がある時はこの限りでない。」
（2）特許及び実用新案に関する真正品並行輸入の取り扱い（許容）
特許と実用新案権の権利範囲は特許権と同一の規定を適用している（特許法108条。57条を準
用）。すなわち権利消尽原則が認められている。
第57条は下記の通り規定している。
「特許権の効力は次の各号に及ばない。
1～5 省略
6．特許権者が製造し、又はその同意を得て製造された特許物品の販売の後に、当該物品の使
用又は再販売すること。上記製造、販売は国内に限らない。」
（3）著作権法における真正品並行輸入の禁止規定（禁止）
台湾の著作権第87条は並行輸入を禁止する旨の規定を置いている。
第87条 （著作権侵害事由の様態）
「左記事情につき、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権利又は製版権を侵害した
ものとみなす。
1～3 省略
4．著作財産権者の同意を経ずして原著作物又はその複製品を輸入した場合。
5～7省略」
（4）意匠権にかかる真正品の並行輸入権を容認する規定（許容）
特許法第125条は意匠権の効力の例外情況を規定している。
第125条（意匠権効力の例外）
「①意匠権の効力は、次の各号の事情に及ばない。
1～5 省略
6．意匠権者が製造し、又はその同意を得て製造した意匠に係る物品が販売された後、当該物
品を使用し、又は再販売する行為。上記製造販売は国内に限らない。
②省略。第6号の販売出来る地域は、裁判所が事実に基づいて認定する。」
（5）半導体集積回路の回路配置権にかかる新製品の並行輸入権の容認規定（許容）
半導体集積回路の回路配置保護法第18条（権利除外条項に関する規定）
「回路配置権は次の事項に及ばない。
1) 研究、教育又はリバース・エンジニアリング等の目的に基づいて、他人の回路配置を分
析又は評価のために複製する
2) 前項の分析又は評価の結果により、第16条の条件に合致した回路配線或はそれに基づい
て作られた集積回路。
3) 合法的に複製された回路配置又は集積回路を所有する者が、その合法的に所持する回路
配置又は集積回路を輸入又は頒布したもの。即ち真正品の並行輸入品の第一次販売を認
める事を明文で規定する。」
Ｑ2．台湾で商標権によって保護を受けていないが、外国で登録されている商標権を台湾で適切な保
護を受けるためにはどのような方法があるか。
台湾の商標法は先願登録主義を取っており、先に登録出願した物に登録が与えられ、権利を付与
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されることになるので、商標権の確保を図るためには、早めに登録出願を行うべきである。もし商標
の登録前に係争が発生した場合、たとえ早期の使用を立証出来ようが、商標が出願に係っていようが、
依然として権利を主張出来ない。
一方、商標の登録前に、他人によって先に登録又は出願される場合、当該登録又は出願に対して、
盗用登録か出願の理由で無効審判或は異議申し立てをする事が出来る。その際、対象商標の採択と創
作の経緯を示す証拠資料の他、長期間に渡って対象商標を使用してその著名性を高め、乃至既に著名
となった事を立証出来る下記の資料を提出出来れば、勝訴の見込みは一層高まる。
1. 諸外国での登録資料又はリスト
2. 対象商標を付した商品の販売実績、ことに台湾向けの販売実績を示す資料の提出が肝要
3. 対象商標に関する新聞雑誌に関する広告
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2-9

権利侵害の民事責任と刑事罰則の規定

2-9-1 方針転換----従来の刑事訴訟中心の権利行使対策から民事措置の活用への変化
台湾に於ける知的財産権の侵害は、特許権、実用新案権、意匠権を除き、殆ど刑事罰の対象となる。
刑罰の内容を考えれば、先進国家の基準にしては相当厳しい法律制度と言えよう。
刑事罰、特に懲役刑の威喝効果は極めて明白である。侵害者は禁固刑を免れるため、起訴前から示
談を真剣に進めて、協力的な態度を見せ、引いてはより合理的な和解賠償条件を申し出るようになる。
其れゆえ、従来の台湾での知的財産権の権利行使及び取締は刑事手続きを中心に展開するといえよう。
但し、2001年10月に発明特許侵害に対する刑事罰が廃止されたのに続き、2003年1月に実用新案と
意匠権を侵害する者に科された懲役刑が全面廃止され、知的財産権法制の刑事政策に大きな影響を与え
た。そのほか、公平取引法違反の刑事罰則も99年度に緩和された。
公平取引委員会の決定の発令の構造上の長期化等々が、特許やその他知的財産関連権利の侵害訴訟
に於いて権利者の攻勢に支障を多少来すことが近時多発する傾向がある。より実効性のある解決方策と
して次第に活発に活用されるのは民事上の仮処分や仮差押えなどのアプローチである。
2-9-2

権利別罰則要約

2-9-2-1 特許権
現在、発明特許権をはじめ、実用新案権と意匠権の侵害行為に対する刑事罰の規定は既に廃止され
ている。
発明特許権の侵害に関する刑事罰則は既に2001年10月の改正で廃止された。それまでは、最高三年
の懲役刑の罰則が設けてあった。
実用新案及び意匠の侵害に関する刑事罰則も2003年1月3日可決の特許法改正法によって廃止された。
その改正された部分については2003年4月1日をもって発効した。
■ 発明特許の刑事罰則廃止を巡って
■ 特別注釈： 発明特許の刑事罰則廃止を巡って
▲ 発明特許の刑事罰廃止に関する背景説明
2002年の特許法改正の基軸の一つとなる発明特許の刑事罰規定の廃止について、知的財産権に関与
する各界、即ち発明者、出願人、権利者及び代理人全てより、反対や懸念の声が上がっている。しかし、
2000年9月ころに国民党所属の議員から発議されたばかりの議案として、半年間も経たない非常に短い
間に法案が成立し、又与野党の折衝協議も経て、順調に今期国会会期内に通過できる見込みとなること
には、それなりの背景がある。
殆どの国々で見られる現象ではあるが、従来の国内産業と企業に対する保護主義とWTOが代表する
国際市場統合活動への対応との軋轢が台湾でも続いている。
▽ 刑罰が1990年代まで特許権利行使の中心制度となった背景
IP保護を巡る国際調和を基調に、台湾は60年代以来厳しい刑事罰則を以って、発明、実用新案と意
匠など三種類の特許権利に対する侵害行為を制裁する体制を維持してきた。そのため、権利者は常に刑
事告訴を始め、種種の刑事手段を利用して、特許侵害被疑者に権利を行使してきた。刑事手段が割とス
ムーズに運用できる背景には、1987年まで戒厳令が敷かれた台湾では、違法による刑事制裁はさほど問
題にされないままに済む社会政治的な環境があった。海賊王国の汚名を返上するために、厳酷な刑罰が
不可欠である法家思想が主流となり、権利者や検察、裁判側のみならず、被疑者側まで特許侵害行為は
刑事罰に値する違法行為とのコンセンサスが常識のように定着していた。そのため、手形不渡りも懲役
の原因になる時代と平行して、90年代初頭までは、特許権の侵害に関して刑事訴訟が比較的に順調に利
用されてきた。
マクロ的な背景：多元的な発展がもたらす台湾における権利意識の変化
しかし、90年代以降、いくつかの現象が特許権侵害の刑事罰則制度の運用を揺さぶりはじめた。
(1) 台湾の政治改革と民主化運動の活発化
国民党の集権統治が動揺し、政党間の競争に追われて、様々な利益団体からの支持を確保するた
めに、従来の諸外国との合意に基づいて成立している国政方針に逆らう立法運動が活発になった。
(2) 台湾の産業体系の転換
戦後従来から主流産業となった労働集約型の加工産業が、コンピュータ、半導体及び精密機械、
電気製品等に取って代わられ、資本集約と技術集約型の産業が盛んに発達してきた。それに伴い、
台湾の産業界による特許出願件数も増加してきた。台湾国内においても地場企業や個人発明家が取
得する特許も増え、それらの権利行使の姿勢も積極的になってきた。それまで外資企業の特許権を
保障するために考案された特許制度に、国内産業界のニーズに合わせる調整が押し迫ってきた。
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(3) 刑事訴訟制度を悪用する事例の多発
特許紛争事件が急増し、外国権利者のみならず、特に台湾国内の企業や個人による、時々不適切
な権利行使の事例が相次いで起きるようになった。また、刑事告訴や訴訟による営業妨害に近い活
動も多発するようになった。
(4) 国際間の制度と実務との調和
一方、WTOに加盟するため、特許法を始めとするIP処方の国際調和も数回に渡って法改正を
通して行われてきた。台湾の業者らも外国のIP法制度への関心が高まってくる。又、1992年に
発効した公平取引法の運用によって、特許を始めとする権利の行使にあたる相手側乃至第三者
に対する配慮も盛んになり、権利行使と競争原理の平衡原則の実現が司法当局の新たな命題に
なりつつあった。
ミクロ的な背景：国内産業と不正競争原理の台頭
上記の現象が2000年台湾初代の野党推薦総統立候補の当選によって、更に拍車が掛かった。
(1) 政権交代による旧与党の変化
50年間集権統治を続けた国民党が、国会での過半数議席を占めたままに野に下り、政権を譲るこ
ととなった。政党自体の死活問題もさる事ながら、同党の議員らは、統率が崩壊する党への依存度
が薄れ、めいめいが各種の支持団体にアピールすため奔走する風潮が更に強化された。特に従来の
政治力を通して、国内産業界と密通する向きが多い国民党所属の議員らは、更に地場産業の代弁者
ぶりを忌憚なく強めてきた。
(2) グローバル不況の影響
世界規模の不況に苛まれ、台湾の産業界の事情も深刻になる一方であった。台湾政府では中国へ
の資本と生産拠点の移行が過剰に進む懸念に対応すべく、国内産業を台湾に引き止めるために、新
政府時代になってからも、国民党時代から悪用されてきた経済市場への施策上と法体制上の干渉を
余儀なくされた。まして、国会では半数以上が国民党所属の議席なので、利権派の族議員による政
策干渉行為を根絶するのは困難であった。其れ故、利権誘導型の立法や法改正(改悪)も一部で活発
化した。
(3) 政権転換が民主化運動の成熟を見せる一方、国民の権利意識の向上にも寄与する
IP権利行使においても、従来の外資企業対国内地場産業の固定図式が徐々に崩れ、国内企業や個
人による権利行使が更に活発になった。個人発明家による濫訴の風潮が蔓延し、日系企業も其の対
応に追われるようになった。又、刑事訴訟を避けるために、別途無効審判を起こす常套の抵抗手段
が定着化しつつあり、正当な刑事訴訟によるの権利行使のルートも効果が若干弱まっていた。
(4) 国家機関の公権力の特許権権利行使に対する介入が一層慎重になりつつある
戒厳令時代では、法の内容如何と関係なく違法となれば刑罰に値すると認識された分、司法や警
察も法執行の裁量権と決定権限を大きく与えられた。実際刑事訴訟手続きが特許権利行使に最も寄
与する点の一つは､捜査と押収など強制処分に掘る大量の証拠物を発見､入手又差し押さえる効果に
あった。
しかし、民主化が進み、権利意識が盛んになり、司法機関や警察は不当な処分による行政や私法上
の責任を回避するため、徐々に私法上の紛争事件への介入を避けるようになった。特に商標侵害事件に
おける侵害の判断が比較的に容易であるのに対して、特許侵害事件では実体上の判断が常に高度技術と
長期間を要するし、判断する主体によって見解の対立が多発するので、警察局や査禁小組等の行政機関
団体によって敬遠されるようになった。司法機関も似たような傾向が見られるようになった。どの裁判
所や検察署でも、なるべく複雑な実体上の判断を避けたく、鑑定専門機関の見解を採択する方針を採る
ようになった。これらが原因で、国家権力の介入を前提とする刑事訴訟の手続は、国民一般の権利意識
の高揚と権利抵触の不明瞭さに反比例して効率の後退現象が見られることとなった。
其の他、刑事訴訟法の改正も進み、従来莫大な職権を擁する検察官に対していくつか制限が加えら
れてきた。2001年7月より、検察官による刑事押収と捜査令状を発行する権限が、例外的な場合を除い
て全て裁判所へ移行されるようになった。権利行使する側だけではなく、行使される側の基本権への配
慮も高まり、従来ほどの即効性が鈍化した。
其の結果、公権力の介入に頼るより、担保金の供託に基づく民事上の仮処分や仮差押えの諸手段が
90年後半以降から盛んになり、特許権利行使の形態が徐々に民事手続きのパターンに移行してきている。
他方、発明特許権侵害の刑事罰の廃止を賛成する流派では、米国を始めとする諸外国が従来特許侵
害を刑事罰対象から外していることを盛んに強調していた。しかし、民事損害賠償訴訟面の制度上の充
実と賠償金額の高額認定基準の水準を見れば、まだ米国等に及ばない事実は否定できなかった。
▽ 発明特許の刑事罰廃止の外国企業への影響
上記の背景を考慮した上では、発明特許の特許刑事罰廃止にはそれなりの背景が有ることは認めら
れる。しかし、下記の矛盾点も存在した。
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(1)実用新案と意匠権の侵害は、なぜまだ刑事罰の対象になるのか？
発明特許の定義を見ると、従来の特許法では「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の高度な
創作である。」と規定されていた（2004年の法改正において「高度な」の文言が削除された）。当時、
審査実務上、審査官は「技術的思想が高度でない」事を理由に出願を拒絶するか、｢実用新案」への出願
変更を示唆する事が多かった。何故実用新案と意匠を侵害するものに対しては刑事罰が適するのに、一
番高度な創作に当たる｢発明特許｣に限って、其の権利に侵害するものが刑事罰を免れるというのは、ま
ったく物事の軽重緩急の基本的な均衡原則を無視する、明らかにロジックに反する状態に違反するとい
う見方があった。
実際、統計によると、発明特許、実用新案と意匠権のそれぞれの権利者の背景分析を見れば、発明
特許の権利者の中に外国企業が最も高い比重を占めている。逆に、実用新案と意匠の分野の特許権件数
では、台湾国民の権利者が其の絶対多数を占めている。発明特許は外国企業の得意分野であるのに対し
て、実用新案と意匠は台湾発明者の独擅場と言えよう。
そのため、外国企業が一番大量に権利化を進める発明特許に限って、其の権利侵害行為に対して刑事
罰を廃止する動きは、贔屓目で見ても外国人の権利行使への対抗手段であるに解釈される虞があり、内
国民保護偏重の謗りは免れない。これらの矛盾点を解消すべく2003年4月1日より、実用新案と意匠の侵
害行為に対する罰則を廃止する法改正案が発効した。
(2)米国など先進諸国での実態を履き違えてないか？
確かに米国は従来から刑事罰の規定を置かずに、民事訴訟だけで特許侵害事件を処理してきたが、
同国では緻密な民事訴訟上の証拠取得、証拠開示と証拠力等に関する証拠法則、及び尋問や立証に関す
る規定も充実している上、高額な賠償金額も是認されている。其の点、台湾は確かに仮処分の運用は比
較的に簡易ではあるが、本訴訟の制度面の整備ではまだ改善の余地がないわけでもない。
他方、日本とドイツでは、特許の先進国でありながら、共に刑事罰規定を保留している。同国らの
刑事制度によって、初歩的な侵害容疑者に対して有効に制裁や威嚇の効果を達成できるとの話もよく聞
き及んでいる。
特許侵害行為に対する刑事罰は国際主流から遅れた不合理な制度だから廃止すべきとの主張は、特
許権の効率的な権利行使方策を民事手続きなどの整備によってもっと具体的に確保しないままでは、国
際調和の真義を捻じ曲げる保護主義の口実といわれかねない。
▽ しかし、実務の運営効果から見れば、外国企業が果たして特許権侵害の刑事罰廃止によって不利を
被るだろうか？
1 市場管理の見地からの民事手続きの実効性
上記の公的権力の行使の自己抑制という大きな時代的な背景の中では、特許発明の侵害事件に付き
纏う侵害事実を立証するために技術鑑定の結果を裁判所に最終的に納得させるための手続きが煩雑な上、
当事者間の攻防手段による確定判決を勝ち得るまでのプロセスの牛歩化などによって、結局刑事訴訟だ
けを通して権利行使を進めても、権利者側の市場管理の時効上の要請に間に合わないことが多い。
訴訟の牛歩化の欠点を凌ぐべく、商品の市場におけるライフスパンと規模などを想定したうえ、そ
れに相当する担保金を供託し、早急に仮処分を申立て、競合の模造品の製造販売行為を差止る対策が次
第に実績を上げている。市場優先の発想に切り替われば、必ずしも刑事手段に頼る必要がないし、逆に
民事手段で先手を打った方が効率がよい。むしろ従来の発想のままに刑事手段に偏重していた場合の方
が、不起訴処分を受けなかったとしても、訴訟中に相手方からの無効審判などの対抗手段に直面し、刑
事訴訟が停止される局面に陥り、解決が長引くケースが頻発していた。伝統的な刑事訴訟による特許権
の権利行使活動の実益が必ずしも民事手段の活用で収められる効果に優るとは限らないだろう。
現実上、TIPLOでは新台湾ドル 6,000万元(約2億円)の供託金で仮処分を実現したケースも扱ったこ
とがあり、近年の実務経験からすれば、仮処分の活用が益々重要視されるようになっている。無論、権
利無効を前提とする権利行使行為に対抗するための反対仮処分の申請も可能で、しかも実際許可された
こともあるので、仮処分の攻防も粘り強さの勝負の場となっている。
特許権を巡る企業間の競争が、綿密な法律攻防戦によって行われる構図が台湾でも次第に出来つつあ
る。
2 訴訟費用の見地からのバランス効果
相手の濫訴を防ぐ点も考えられる。従来の刑事手段中心のシステムでは、刑事訴訟の二審口頭弁論
終了までには、いつでも｢付帯民事訴訟｣を提起でき、訴訟費用不要であった。其のような背景が有り、
個人発明者や中小企業では、往々にして交渉が物別れになった後に、腹いせで特許侵害の刑事訴訟を提
起してくることがあった。原告側に費用の負担が皆無の場合は、濫訴を誘発するきらいを免れなかった。
他方、民事訴訟の基本ルールでは、利用者の納費制度となる。仮処分では供託金、そして本案訴訟
では訴訟裁判費の納付が義務づけられる。そのため、個人権利者や中小企業の不適切な権利行使を誘発
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する無料の刑事訴訟制度を修正する方が、不必要な特許紛争の火種の発火を未然に防ぐ効果もあるので、
必ずしも外国企業権利者に不利とは限らない。
▽ 発明特許の刑事罰廃止の台湾企業に与える影響
フィリップス社他三者が、主体となる光ディスクのライセンス契約を巡る公平取引法違反の決定が
特許権の前提条件となるべき市場独占権限をアンチ・トラストの見地から大幅に制限する見解を示して
いる。従来の認識からすればそのような解釈観点は大分アンチ・パテント的で理解に苦しむ見解と見て
取られるが、ヨーロッパや米国諸国でも似たような特許権の絶対性に対する法制度上や司法見解上の見
直しが進んでいるようでは、このような特許権と他の次元の権利との競合関係に対する反省や見直しは
もはや台湾一国だけの現象に止まらないと思われる。しかし、産業技術の更新を奨励する特許権と特許
制度の絶対的で高度な法益価値が、果たして比較的に低度な取引主体間の相対的な公平平等の利益を保
障する正当競争の原理によって大幅な制限を受けてよいのか。法益間の取捨選択については､やや配慮が
不十分で短絡的だと思われる。
同じく、特許権の保障のための権利行使手段と、権利行使手続き上の他方の当事者間との公平性及
び平等のバランスの維持に関しても、それぞれの制度、即ち特許権制度と一般人権保証の関連制度が保
障する対象となる法益を確認しないままでは均整の採れた制度が作れない。
従来の刑事罰中心のシステムの運営が、勿論運営の実態を通して権利者にとってまだ不十分と思わ
れがちではあるが、外観上がやや権利者に偏重する傾向があった。近年の特許法改正は、従来の権利者
偏重体制に対する反動から、旧体制を修正する気運が高まるのは理解できるが、やはり特許法の産業に
対する貢献度と立法主旨等の原点を十分に配慮しなければ、国家産業全体の健全な発展の環境整備に支
障を来たしかねないと思われる。
全般を見れば、台湾企業各界は過去半世紀以来の守勢中心の特許活動を通して、曲がりなりにも特
許業界の基本を最低限に心得ているはずなので、当該法改正によって大きな影響を受けることもないと
思われる。
▽ 発明特許の刑事罰廃止が台湾経済に与える影響
2000年以降、台湾でも日本の産業構造転換に似たような産業構造の全面的転換と更構築の時期を迎
えている。
近年、特許制度の改正が数回に渡って行われが、TRIPSの掲げる諸原則をほぼ取り入れており、急
激な変化も最小限に押さえられている。そのため、外国企業に与える保障効果が大幅に変わることなく
順調に運用されている方である。
発明特許の刑事罰廃止に関する改正は、1994年の法改正で見られた発明特許の懲役刑罰規定の削除
という前例に即した漸進的な改正の一環に当たる。懲役実刑の規定を廃止した1994年の改正に対しても、
各界から悪影響の懸念もあったが、幸い実際の権利行使実務に於いてはそれほど影響が出なかった。台
湾の経済情勢を見ても、1998年のアジア金融恐慌を見事に凌ぎ、ややバブル気味もあったが、2000年ま
での産業全般の景況も最高値を記録した。2000年以降の世界的不況期に入ってからは、相当影響も出て
きたが、知的財産権関連の数値、例えば出願の件数と外資投入と技術提携の成約件数を見ても、まだ成
長の局面である。むしろWTOへの加盟と合間って、台湾では知的財産権の企業競争における重要性が更
に注目され、本格的な知的財産戦略活動の時代が到来すると思われる。
台湾の本格的な知的財産権利行使環境整備が、民事制度の充実とともに、WTOへの加盟と連動して
徐々に定着してくる事を期待される。
▽ 発明特許の刑事罰廃止の台湾の一般企業の反応
一般企業の反応については実際調査したことはないが、否定的な見解は殆ど聞かれない。
産業界一般は自身の基本権の保障を強化する方針を楽観視する。特許戦略を積極的に展開する一部
のハイテク産業にとっても、同業者同士と刑事告訴の提起と出荷品の押収や生産設備の差押え等による
被害で脅かし合ったりしなくて済むと歓迎する向きが多い。
全般的に観察すれば、今回の発明特許の刑事罰廃止の台湾企業に与える影響は、最初危惧するほど
大きくなく、特許紛争の解決手段を従来の国家公権力の介入による刑罰の威嚇効果に頼る介入方式から、
当事者同士の法的手段による民事手続きの攻防戦略の展開と言う民間主導の紛争解決方式の軌道に引き
戻す積極的な効果さえあると期待されている。
2-9-2-2 商標権
2003 年の商標改正法は、商標侵害の刑事行為に関して更に明確に定義を加えた。又、条文も簡素化
された。第 81 条において、次のように規定されている。
「商標権者又は団体商標権者の同意を得ず、次に掲げる情況の一に該当するものは、3 年以下の有
期懲役、拘留、又は新台湾ドル 20 万元以下の罰金を科し又は併科する。
一、 同一商品又は役務において、同一の登録商標又は団体商標を使用したとき
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二、 類似商品又は役務において、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関係する消費者に誤認混同
を生じさせるおそれがあるとき
三、 同一又は類似商品又は役務において、その登録商標又は団体商標と類似する商標を使用し、関係
する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき」
同法第 82 条により、「前条の商品であることを明らかに知りながら販売し、販売の意図をもって陳
列し、輸出又は輸入したものは、一年以下の有期懲役、拘留、又は 5 万元以下の罰金を科し又は併科す
る。」
また、同法第 83 条により、「前 2 条の罪を犯して製造、販売、陳列、輸出又は輸入した商品又は
役務の提供に使用した物品又は書類は、犯人が所有するものかを問わず、これを没収する。」
一方、従来では悪意をもって他人の登録商標の中の文字を自己の社名又は商号名称の主要部分に使
用して、同一又は類似商品の業務を経営し、利害関係人からその使用停止を請求されたにもかかわらず、
その使用を停止しなかった者は、1 年以下の有期懲役、拘留又は新台湾ドル 5 万元以下の罰金に処する
との規定があったが、改正法では削除された。
■ 関連の刑法上の虚偽表示罪と文書偽造罪もよく適用される
第253条 商標や商号の偽造模倣罪――2年以下の懲役、拘留若しくは3千元以下の罰金。
第254条 偽造され、又は模倣された商標や商号の商品を故意に販売し、販売目的のために陳列し、又
は輸入する者を処罰する罪――2000元以下の罰金。
第255条 商品の原産国又は品質について虚偽の表示をした場合――1年以下の懲役、拘留又は1000元以
下の罰金。
第210条 私文書を偽造或いは変造する罪――5年以下の懲役。
第216条 変造や偽造された私文書を行使する罪――偽造と変造の罪に準じて処罰する。
2-9-2-3 著作権
著作権法第七章 罰

則

第 91 条
無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又
は新台湾ドル 75 万元を科し、又はこれを併科する。
販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6 ヶ月以上 5
年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科することができる。
光ディスクに複製することにより、前項の罪を犯したものは、6 ヶ月以上 5 年以下の懲役に処し、又は
新台湾ドル 50 万元以上 500 万元以下の罰金を併科する。
著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。
第 91 条ノ 1
無断で所有権を移転することにより著作物の原作品又はその複製物を頒布し他人の著作財産権を侵害し
たものは、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以下の罰金を科し又はこれを併
科する。
著作財産権侵害に係る複製物であることを明らかに知っていながら、これを頒布し、又は頒布を意図し
て公開に陳列し若しくは所持していたものは、3 年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 7 万元以上 75 万
元以下の罰金を併科する。
前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクであるときは、6 ヶ月以上 3 年以下の懲役に処し、又は新台
湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科する。但し、第 87 条第四号に違反して輸入された光ディ
スクは、この限りでない。
前二項の罪を犯した者がその物品の出所を供述し、これにより（捜査機関による）検挙が成功したとき
は、その刑を軽減することができる。
第 92 条
無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝送、公開展示、改作、編集又は貸与すること
により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 75 万元
以下の罰金を科し又はこれを併科する。
第 93 条
次の各号のいずれかに該当するときは、2 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以
下の罰金を科し、又はこれを併科する。
一．第 15 条から第 17 条までの規定の定める著作人格権を侵害した場合。
二．第 70 条の規定に違反した場合。
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三．第 87 条第 1 項第一号、第三号、第五号又は第六号のいずれかの方法により他人の著作権を侵害し
た場合。但し、第 91 条ノ 1 第 2 項及び第 3 項の定める場合は、この限りでない。
四．第 87 条第 1 項第七号に違反した場合。
第 94 条
削除
第 95 条
第 112 条の規定に違反したものは、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以上 25 万元以
下の罰金を科し又はこれを併科する。
第 96 条
第 59 条第 2 項又は第 64 条の規定に違反したものは、新台湾ドル 5 万元以下の罰金を科する。
第 96 条ノ 1
次の各号のいずれかに該当するときは、1 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以
上 25 万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
一．第 80 条ノ 1 の規定に違反した場合。
二．第 80 条ノ 2 第 2 項の規定に違反した場合。
第 96 条ノ 2
本章により罰金を科するときは、犯人の資力及び犯罪収益を斟酌しなければならない。犯罪収益が罰金
の最も多い額を超えるときは、その犯罪収益の範囲内で情状を考慮して加重することができる。
第 97 条
削除
第 97 条ノ 1
事業者が公開伝達の方法をもって、第 91 条、第 92 条及び第 93 条第四号の罪を犯し、裁判所の判決を
経て有罪とされた者は、直ちにその行為を停止しなければならない。その行為を停止せず、かつ所管庁
が専門家・学識者及び関係業者を招集して侵害の状況が重大で、著作財産権者の権益に著しく影響する
と認定した場合、所管庁は 1 ヶ月を限定して改正を命じ、期間が満了してなお改正をしないときは、営
業停止を命じ又は休業を強制することができる。
第 98 条
第 91 条から第 93 条、第 95 条から第 96 条ノ１までの罪を犯し、犯罪の用に供され、又は犯罪によって
得た物品は、これを没収することができる。但し、第 91 条第 3 項及び第 91 条ノ 1 第 3 項の罪を犯した
場合、没収し得るものは犯人に属するものに限らない。
第 98 条ノ 1
第 91 条第 3 項又は第 91 条ノ 1 第 3 項に定める犯罪を犯した行為者が逃げ失せ、確認するすべがない場
合、犯罪の用途に供され、又は犯罪により得た物について、司法警察機関は直接これを没収することが
できる。
2 前項没収に係る物について、没収された金員を国庫に納めるほかは、これを焼却する。その焼却又は
没収金の処理手続については、社会秩序保護法の関連規定を準用してこれを行う。
第 99 条
第 91 条から第 93 条まで、第 95 条の罪を犯した者は、被害者その他告訴権を有する者の申立により、
判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう命じることができ、その費用は被告の負担とする。
第 100 条
本章の罪は告訴をまって論ずる。但し、第 91 条第 3 項、第 91 条ノ 1 第 3 項の罪はこの限りでない。
第 101 条
法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被用者その他の従業員が、業務の遂行により第 91 条から
第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪を犯したときは、各該当規定により行為者を処罰する
ほか、当該法人若しくは自然人に対しも各該当条文に定める罰金を科する。
2 前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して為した告訴又は告訴の取り下げは、他方にも効力が及
ぶ。
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第 102 条
認許を受けない外国法人は、第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪に関して告
訴又は自訴をすることができる。
第 103 条
司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は出版権を侵害することで告訴され、告発された者に対し
て、法によりその侵害物品を差押え、送検することができる。
第 104 条
削除
2-9-2-4 公平取引法関連諸権利
■誤認混同から守られる権利
日本の不正競争防止法と独占禁止法に相当する法律内容は、台湾においては公平取引法によって併せ
て規定されている。同法は 1999 年 2 月に施行されて以来、4 度の改正を経た。特許権、商標権や著作権
等の権利の保護範囲を定めるというより、公平取引法は、取引や競争行為の正当性を規範する法律に当
たる。知的財産権に関わるのは主に第三章以降の不正競争の規定だが、第 20 条の規定は其の主なもので
ある。関係事業者又は消費者に広く認識されている他人の氏名､商号又は社名､商標､商品の容器､包装外
観或いは其のほか他人の商品を示す表示と同一又は類似のものを使用し、他人の商品と誤認混同を生ず
るに至り､もしくは当該表示を使用した商品を販売､運送､輸出又は輸入する行為は禁止される（第 20 条
第 1 項第 1 号）。自分の商品や名称の知名度などが同法の規定に合致したものと認定された場合、其の
商品や商標やサービスマークの所有者は不正競争慣行の行為者に対して不正行為の差止請求権を行使で
きる（公平取引法第 18 条以下）。
■誠実表示義務違反差し止め請求権と損害賠償請求権
不正の広告､虚偽の商品表示、消費者に混同や誤解を来す商品や役務の宣伝文句、産地の虚偽表示、内
容物の欺まんめいた表現や商品包装、競争相手への不当な当て付けや攻撃、等々、それらの商業慣行は
既に商標や特許乃至著作権の領域を大分超え、主に公平取引法と消費者保護法等の周辺規制で取り締ま
ることになっている。
■ドメインネーム登録権
目下ドメインネームの登録は各国のインターネットの専門会社に委ねられている。台湾の登録機関
TWNIC（財団法人台湾ネットワークインフォメーションセンター）は民間会社の形式であり、「ドメイ
ン名登録に関する管理規則」を制定しており、申請者の資格と類別などの審査だけ形式上行うのみで、
登録される対象の名称などについて、申請者の権限に関する調査や審査などは一切行っていない。登録
されたドメインネームもリストアップの公開や公告を行わない。既に著名会社の名称や商品名を無断に
自分の名義で登録している者が多い。現行商標法において、ドメインネームなどの登録により他人の商
標権を侵害すると看做される規定が設けられている。公平取引法によって規律する可能性もあるとみら
れている。
目下ドメイン名の紛争につき、情報産業機構（III、Informaiton Industry Institute）と台北弁護士会が仲
裁機構として機能している。
2-9-2-5 営業秘密法
差止請求権と損害賠償請求権に基づき民事責任を追及する。原則として刑事罰則はない（但し、刑法
に工商秘密漏洩罪がある）が、公務員の責務上の秘密情報漏洩罪、または代理人、弁護人、鑑定人もし
くは証人や仲裁者等の身分を有する者の秘密情報漏洩罪が設けてある(営業秘密法第9条)。
2-9-2-6 集積回路の回路配置保護法
差止請求権と損害賠償請求権に基づき民事責任を追及する。刑事罰則はない。
2-9-2-7 個人情報保護法
差止請求権と損害賠償請求権に基づき民事責任を追及するほか、刑事罰も設けられている。
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2-9-3 商標法上の民事侵害責任と虚偽表示禁止処罰規定
■商標権民事侵害責任
第 61 条
商標権者はその商標権を侵害したものに対し、損害賠償を請求することができ、その侵害排除を請求
することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。
商標権者の同意を得ず、第 29 条第２号の各規定の一に該当するときは、商標権を侵害するものとする。
商標権者が第１項の規定により請求を行うときは、商標権侵害に係る物品又は侵害行為に用いられた
原料又は器具に対し、廃棄又はその他の必要な処置を請求することができる。
第 62 条
商標権者の同意を得ず、次に掲げる事情の一に該当するものは、商標権を侵害するものとみなす。
一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら同一又は類似の商標を使用し、又は当該著
名商標にある文字を自らの会社名、商号名、ドメイン名又はその他の営業主体を表彰し、又は出所の標
識として、著名商標の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるとき
二、他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標にある文字を自らの会社名、商号名、
ドメイン名又はその他の営業主体を表彰し、又は出所の標識として、商品又は役務に関連する消費者に
誤認混同を生じさせるとき
第 63 条
商標権者が損害賠償を請求するときは、次の各号に掲げる一を選択してその損害を計算することができ
る。
一、民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明する証拠方法を提供できないときは、商標権
者はその登録商標を使用することにより通常得られる利益から、侵害された後に同一の商標を使用して
得た利益を差し引いた差額をもって損害を受けた額とすることができる
二、商標権侵害行為により得た利益による。商標権侵害者がその原価又は必要経費を挙証できないとき
は、当該商品を販売した収入の全部をその所得利益とする
三、押収した商標権侵害にかかる商品の販売単価の 500 倍から 1500 倍迄の金額を損害額とする。但し、
押収した商品が 1500 個を超えるときは、その総額で賠償金額を定める
前項の賠償金額が明らかに相当しないときは、裁判所がそれを参酌し減額することができる。
商標権者の業務上の信用・名声が侵害により損害されたときは、別途相当する賠償額を請求することが
できる。
第 64 条
商標権者は、商標権侵害者に商標権侵害案件の判決書全文又は一部を新聞に掲載する費用の負担を請
求することができる。
第 65 条
商標権者は輸入又は輸出において商標権を侵害する物品に対し、税関に予め差押を申請することがで
きる。
前項の申請は、書面を以って行い、侵害事実を釈明しなければならず、税関において当該輸入貨物の
CIF 価格又は輸出貨物の FOB 価格の保証金相当又は相当の担保を提供する。
税関が差押申請を受理したときは、速やかに申請人へ通知しなければならない。前項の規定を具備す
るものと認定し、差押を実施するときは、書面を以って申請人及び被差押人へ通知しなければならない。
被差押人は、第 2 項の保証金額の倍額の保証金又は相当の担保を提供し、税関へ差押の取消及び輸出
入貨物の通関に関する規定による処分を請求することができる。
税関は対象の差押物件の機密資料を保護する状況において、申請人又は被差押人の申請によりその差
押物件を検閲することができる。
差押物件に関して、申請人が裁判所により商標権侵害の確定判決を受けた場合、第 66 条第 4 項の規
定に該当するものを除き、被差押人は差押物件の貨物延滞費、倉庫賃貸費、積み卸し費用等の関連費用
を負担しなければならない。
第 66 条
次に掲げる情況の一に該当するものは、税関は差押を取消さなければならない。
一、申請人が税関の差押通知を受理した日から 12 日以内に、第 61 条の規定により差押物件を侵害物件
として訴訟を提起せず、税関へ通知しなかったとき
二、申請人が差押物件を侵害品として訴訟を提起し、裁判所の裁定により請求棄却が確定したとき
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三、差押物件が裁判所による確定判決を経て、商標権侵害に該当しないとされたとき
四、申請人が差押の取消を申請したとき
五、前条第 4 項の規定に該当するとき
前項第 1 号に規定する期限は、税関が必要により 12 日の延長をすることができる。
税関が第 1 項の規定により差押を取り消すときは、輸出入貨物の通関に関連する規定により処理しな
ければならない。
第 1 項第 1 号乃至第 4 号の事由により差押を取り消す場合、申請人は差押物件の貨物延滞費、倉庫賃
貸費、積み卸し費用等の関連費用を負担しなければならない。
第 67 条
差押物件が裁判所の判決を経て商標権侵害に該当しないと確定したときは、申請人は被差押人が貨物
を差押えられたことにより、又は第 65 条第 4 項の規定により提出した保証金で受けた損害を賠償しな
ければならない。
申請人は第 65 条第 4 項に規定する保証金について、被差押人は第 65 条第 2 項に規定する保証金につ
いて、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第 4 項及び第 65 条第 6 項に規定する貨物延滞費、
倉庫賃貸費、積み卸し費用等の関連費用は、申請人又は被差押人の損害を優先して賠償する。
次に掲げる情況の一に該当するときは、税関は申請人の申請により第 65 条第 2 項に規定する保証金
を返還しなければならない。
一、申請人が勝訴の確定判決を受け、又は被差押人との和解が成立し、すでに保証金の提供を継続する
必要がなくなったとき
二、前条第１項第１号乃至第 4 号に規定する事由により差押が取消され、被差押人が損害を被るに至っ
た後、又は被差押人が勝訴の確定判決を受けた後、申請人が 20 日以上の期間を定め被差押人へ権利行使
を催促しても行使しなかったことを証明したとき
三、被差押人が返還に同意したとき
次に掲げる一の情況に該当するときは、税関は被差押人の申請により第 65 条第 4 項に規定する保証
金を返還しなければならない。
一、前条第１項第１号乃至第 4 号に規定する事由により差押が取消され、又は被差押人と申請人との和
解が成立し、すでに保証金の提供を継続する必要がなくなったとき
二、申請人が勝訴の確定判決を受けた後、被差押人が 20 日以上の期間を定め申請人へ権利行使を催促し
ても行使しなかったことを証明したとき
三、申請人が返還に同意したとき
第 68 条
前 3 条に規定する差押申請、差押取消、差押物件の検閲、保証金又は担保の納付、提供と返還の手続
き、必要書類及びその他の遵守事項にかかる規定については、主務官庁が財政部と共にこれを定める。
第 69 条
第 33 条の規定により商標の使用許諾を受けたものは、その使用権が損害を被った場合は、本章の規定
を準用する。
第 70 条
外国法人又は団体でも認許を受けたものに限らず、本法に規定する事項について告訴、自訴又は民事
訴訟を提起することができる。
第 71 条
裁判所が商標訴訟案件を処理するために、専門の法廷を設立し、又は専任者を指定して処理すること
ができる。

■商標法刑事罰則
第 81 条
商標権者又は団体商標権者の同意を得ず、次に掲げる情況の一に該当するものは、3 年以下の有期懲
役、拘留、又は 20 万元以下の罰金を科し又は併科する。
一、 同一商品又は役務において、同一の登録商標又は団体商標を使用したとき
二、 類似商品又は役務において、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関係する消費者に誤認混
同を生じさせるおそれがあるとき
三、 同一又は類似商品又は役務において、その登録商標又は団体商標と類似する商標を使用し、関
係する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとき
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第 82 条
前条の商品であることを明らかに知りながら販売し、販売の意図をもって陳列し、輸出又は輸入した
ものは、一年以下の有期懲役、拘留、又は 5 万元以下の罰金を科し又は併科する。
第 83 条
前 2 条の罪を犯して製造、販売、陳列、輸出又は輸入した商品又は役務の提供に使用した物品又は書
類は、犯人が所有するものかを問わず、これを没収する。
2-9-4 刑法上の虚偽表示罪と文書偽造罪
第253条 他人を欺瞞する意図を以って、既に登録した商標、商号を偽造又は模造した者は、2年以下の
懲役、拘留若しくは3千元以下の罰金に処し、又は併科する。
第254条 偽造又は模造の商標、商号を使用した貨物であると明らかに知りながら販売し、若しくは販
売を意図して陳列し、又は外国から輸入した者は、2千元以下の罰金に処する。
第 255 条 ①他人を欺瞞する意図を以って、商品の原産国又は品質について虚偽の記載、又はその他の
表示をした者は、1 年以下の懲役、拘留又は 1 千元以下の罰金に処する。
②前項の商品であることを明らかに知りながら販売し、若しくは販売の意図を以って陳列し、又は外国
から輸入した者もまた同じである。
第210条 私文書を偽造、変造し、公衆又は他人に損害を生じさせるに足りるときは、5年以下の有期懲
役に処する。
第216条 第210条乃至第215条の文書を行使した者は、文書の偽造、変造又は不実事項登載若しくは不
実事項を登載させた規定によって処断する。

2-9-5 著作権法
■著作権侵害民事責任規定
著作権法 （2010 年 02 月 10 日公布）
第六章 権利侵害の救済
第 84 条
著作権者又は出版権者は、その権利を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵
害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる。
第 85 条
著作人格権を侵害した者は、損害賠償の責任を負わなければならない。財産上の損害ではない場合にお
いても、被害者は相当の金額の賠償を請求することができる。
前項の侵害について、被害者は著作者の氏名若しくは名称の表示、内容の訂正又はその他名誉回復に適
当な処分を請求することができる。
第 86 条
著作者が死亡した後にその遺言状に別段の指定がないかぎり、次に掲げる者は、順位に従って第 18 条に
違反し又は違反のおそれがある者に対し、第 84 条及び前条第 2 項の規定により、救済を請求すること
ができる。
一. 配偶者
二. 子女
三. 父母
四. 孫、孫女
五. 兄弟姉妹
六. 祖父母
第 87 条
次の各号のいずれかに該当するときは、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権又は製版権（出
版権）を侵害したものとみなす。
一．著作者の名誉を侵害する方法でその著作物を利用した場合。
二．出版権の侵害に係るものであることを明らかに知っていながら、それを頒布し、又は頒布を意図
して公開に陳列し若しくは所持していた場合。
三．著作財産権者又は出版権者から複製についての許諾を受けない複製物又は出版物を輸入した場合。
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四．著作財産権者の同意を得ないで著作物の原作品若しくはその複製物を輸入した場合。
五．コンピュータプログラムに関する著作財産権の侵害にかかわる複製物を営業に使用した場合。
六．著作財産権侵害に係るものであることを明らかに知りながら、所有権の移転若しくは貸与以外の
方法により頒布し、又は著作財産権侵害に係るものであることを明らかに知りながら、頒布を意図
して公開に陳列し若しくは所持していた場合。
七．著作財産権者の同意若しくは許諾を得ないで、公衆がインターネットを通じて他人の著作物を公
開伝達し若しくは複製して著作財産権を侵害するのに供用することを意図して、公衆に著作物の公
開伝達若しくは複製ができるコンピュータプログラム又はその他の技術を提供し、利益を受けた場
合。
前項第七号の行為者は広告その他の積極的な措置をとり、公衆がコンピュータプログラムその他の技術
を利用して著作財産権を侵害することを教唆し、誘導し、扇動し、説得した者は、同号にいう意図を有
するものとする。
第 87 条ノ 1
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第 4 号の規定を適用しない。
一. 中央又は地方機関の利用に供するために輸入したとき。但し学校又はその他の教育機構の利用に
供するために輸入し、又は資料保存を目的とせずに映画著作物の原作品若しくはその複製物を輸入
したときは、この限りでない。
二. 営利を目的としない学術、教育若しくは宗教機構の資料保存のため、映画著作物の原作品若しく
は一定の数量の複製物を輸入し、又はその図書館での借覧若しくは資料保存の目的で映画著作物以
外のその他の著作物の原作品若しくは一定の数の複製物を輸入し、かつ第 48 条の規定によりこれ
を利用しなければならないとき。
三. 輸入者の個人的使用に供するため、又は入国者の荷物の一部として著作物の原作品若しくは一定
の数量の複製物を輸入したとき。
四. 貨物、機器、若しくは設備に付けられた著作物の原作品若しくはその複製物であって、貨物、機
器若しくは設備の合法的輸入とともに輸入されたときは、当該著作物の原作品若しくはその複製物
を使用する際、又は貨物、機器若しくは設備を操作する際には、それを複製してはならない。
五. 貨物、機器又は設備の案内書又はマニュアルに付属して貨物、機器又は設備の合法的輸入ととも
に輸入されたとき。但し、主に案内書又はマニュアルを輸入したときは、この限りでない。
前項第 2 号及び第 3 号の一定の数量は、主務官庁が別途これを定める。
第 88 条
故意又は過失により他人の著作財産権又は出版権を不法に侵害した者は、損害賠償の責任を負う。数人
が共同で不法に侵害したときは連帯して賠償責任を負う。
前項の損害賠償につき、被害者は次の規定により択一して請求することができる。
一. 民法第 216 条の規定により請求する。但し、被害者がその損害を証明できないときは、その権利
の行使により通常の情況からして予期できる利益から、侵害を受けた後に同一権利を行使して得た
利益を差引いた差額を以てその受けた損害の額とすることができる。
二. 侵害者に対し侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がその原価又は所要費用を証明
できないときは、その侵害行為により取得した全部の収入をその得た利益とする。
前項の規定により、被害者が容易にその実際の損害額を証明できないときは、裁判所に対して侵害の情
状を斟酌して新台湾ドル 1 万元以上 100 万元以下の賠償額を算定するよう請求することができる。損害
行為が故意に為され、且つ情状が重大な場合は、賠償額を新台湾ドル 500 万元にまで増やすことができ
る。
第 88 条ノ 1
第 84 条若しくは前条第 1 項により請求するときは、侵害行為により製作された物、若しくは主として
侵害の用途に使われた物について、焼却廃棄その他必要な処置を請求することができる。
第 89 条
被害者は侵害者の費用負担において、判決書内容の全部又は一部を新聞紙、雑誌に掲載することを請求
することができる。
第 89 条ノ 1
第 85 条及び第 88 条の損害賠償請求権は、請求権者が損害のあったこと及び賠償義務のある人を知った
時から起算して 2 年間行使しないことにより消滅する。権利侵害行為のあった時から 10 年間を超えた
ときも同様とする。
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第 90 条
共同著作物の各著作権者はその著作物を侵害した者に対し、それぞれ本章の規定により救済を請求し、
並びにその持分に基づき、損害賠償を請求することができる。
前項の規定は、その他の関係により成り立つ共同著作財産権若しくは出版権の共有者においてもこれを
準用する。
第 90 条ノ 1
著作権者又は出版権者は、その著作権若しくは出版権の侵害に係る物品を輸入し、若しくは輸出した者
に対し、あらかじめ税関に差押えを申し立てることができる。
前項の申立ては書面を以てこれをし、侵害の事実を釈明するとともに、差押処分を受ける者が差押えに
より蒙った損害の賠償の担保として、その輸入貨物について税関が見積った税金完納後の価格又は輸出
貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。
税関が差押えの申し立てを受理したときは、直ちに申立人に通知しなければならない。前項規定に適合
して差押えを行うときは、書面をもって申立人及び差押えを受ける者に通知しなければならない。
申立人又は差押え処分を受けた者は、税関に対し差押えられた物件の検査を申し立てることができる。
差し押えられたものについて、申立人が裁判所の民事確定判決を経て著作権又は出版権の侵害に係るも
のとされたときは、税関がこれを没収する。没収された物のコンテナ使用期間超過料金、倉庫賃貸、積
み卸し等の関連費用及び焼却廃棄処分に要する費用は、差押処分を受けた者が負担しなければならない。
前項の焼却廃棄処分に要する費用に関し、税関が期間を限定して納付することを通知しても納付のない
ときは、法により移送して強制執行を行う。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関が差押処分を廃止し、輸出入貨物の通関に関連する規定に
より処理するほか、申立人は差押処分を受けた者が差押えにより蒙った損害を賠償しなければならない。
一. 差し押えられたものが、裁判所の確定判決を経て著作権又は出版権を侵害したものに当たらない
と判断されたとき。
二. 税関が申立人に差し押えの受理を通知した日から 12 日以内に、差し押えの物件を侵害物品とする
訴訟が提起された旨の告知を受けなかったとき。
三. 申立人が差押処分廃止の申立てがあったとき。
前項第 2 号に定める期間は、必要なときに税関がこれを 12 日間延長することができる。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関は申立人の申立てにより保証金を返還しなければならない。
一. 申立人が勝訴の確定判決を取得し、又は差し押えを受けた者との間に和解が成立し、引続き保証
金を提供する必要がなくなったとき。
二. 差押処分廃止後、申立人は、20 日以上の期間を定めて差押処分を受けた者に権利の行使を催告し
たにもかかわらず、権利行使の行為がなかったことを証明したとき。
三. 差押処分を受けた者が返還に同意したとき。
差押えを受けた者が、第二項の保証金につき、質権者と同一の権利を有する。
税関が職務の遂行にあたって、輸出入貨物の外観から明らかに著作権を侵害する疑いがあるものを発見
したときは、一営業日以内にこれを権利者に通知するとともに、輸出入者に利用許諾を受けたことに関
する資料を提供する旨の通知を出すことができる。権利者が通知を受けた後、空運で輸出する貨物につ
いては四時間以内に、空運で輸入する貨物と海運で輸出入する貨物については一営業日以内に、税関に
出頭し（侵害物品であるかどうかの）認定に協力しなければならない。権利者が不明で、若しくは通知
が不可能な場合、又は権利者は通知した期限内に税関に出頭し、認定に協力しなかった場合、又は権利
者の認定を経て係争目的物が権利侵害に関わっていない場合においては、その他通関に関する規定に違
反しない限り、税関は直ちに貨物を通関させなければならない。
権利侵害疑義貨物と認定されたときは、税関は暫く通関を差し止める措置をとらなければならない。
税関は暫く貨物の通関を差し止める措置をとった後、権利者は三つの営業日以内に、第 1 項から第 10
項までの規定により税関に押収の申立をせず、又は権利保護のための民事・刑事訴訟手続を行わなかっ
た場合においては、その他通関に関する規定に違反しない限り、税関は直ちに貨物を通関させなければ
ならない。
第 90 条ノ 2
前条の実施方法は、主務官庁が財政部と共同でこれを定める。
第 90 条ノ 3
第 80 条ノ 1 若しくは第 80 条ノ 2 の規定に違反して著作権者に損害を生じさせたものは、賠償責任を負
う。数人が共同で違反したときは、賠償の連帯責任を負う。
第 84 条、第 88 条ノ 1、第 89 条ノ 1 及び第 90 条ノ 1 の規定は、第 80 条ノ 1 若しくは第 80 ノ 2 条の
規定に違反した場合にこれを準用する。
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第六章ノ一

インターネットサービスプロバイダーの民事免責事由

第 90 条ノ 4
次の規定に該当するインターネットサービスプロバイダーは、第 90 条ノ 5 から第 90 条ノ 8 までの規定
を適用する。
一．契約、電子伝達、自動探査システム又はその他の方法により利用者にその著作権又は出版権の保
護措置を告知し、並びに当該保護措置を確実に実行する。
二．契約、電子伝達、自動探査システム又はその他の方法により利用者に三回の権利侵害行為があっ
た場合にサービスの全部又は一部を終止することを告知する。
三．通知文書を受け取る連絡窓口に関する情報を公告する。
四．第 3 項の認識技術又は技術的保護手段を実行する。
インターネット接続サービスプロバイダーは著作権者又は出版権者からそのサービス利用者による著作
権侵害関与の行為に関する通知を受け取った後、その通知を電子メールで利用者に転送したときは、前
項第 1 号規定に該当するとみなす。
著作権者又は出版権者が著作権又は出版権を保護するための認識技術又は技術的保護手段を提供する場
合、主務官庁の許可を得たときは、インターネットサービスプロバイダーは協力して実施しなければな
らない。
第 90 条ノ 5
次の各号に該当する場合、インターネット接続サービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著
作権又は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一．情報伝送は、利用者が実行し、又は請求するものである場合。
二．情報の伝達、発送、リンク又は保存は、自動的な技術によって行われ、かつインターネット接続
サービスプロバイダーは伝達される情報について如何なるフィルタリング又は改変もしなかった
場合。
第 90 条ノ 6
次の各号に該当する場合、快速読み取りサービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又
は出版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一．読み取りされる情報を変更しなかった場合。
二．情報提供者が自動的に読み取りされるオリジナル情報の改変、削除又は遮断をするときに、自動
的な技術を通じて同じ処理を行った場合。
三．その利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を著作権者又は出版権者から受けた後、直ちに権
利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
第 90 条ノ 7
次の各号に該当する場合、情報保存サービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出
版権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一．利用者が権利侵害に関わったことを知らない場合。
二．利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を受けていない場合。
三．著作権者又は出版権者からその利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を受けた後、直ちに権
利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
第 90 条ノ 8
次の各号に該当する場合、サーチサービスプロバイダーはそのサービス利用者が他人の著作権又は出版
権を侵害した行為について、賠償責任を負わない。
一．サーチ又はリンクされる情報が権利侵害に関連したものであることを知らない場合。
二．利用者の権利侵害行為により直接財産上の利益を受けていない場合。
三．その利用者が権利侵害行為に関わった旨の通知を著作権者又は出版権者から受けた後、直ちに権
利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
第 90 条ノ 9
次の各号に該当する場合、情報保存サービスプロバイダーは、第 90 条ノ 7 第三号の処理状況について、
利用者と約束した連絡方法若しくは利用者が示した連絡情報により権利侵害に関与した利用者に伝達し
なければならない。但し、その提供するサービスの性質から通知が不可能な場合は、この限りでない。
前項の利用者が権利侵害のあったことを否認する場合、復原請求の通知文書を提出して、情報保存サー
ビスプロバイダーが削除し又は他人がアクセスできないようにしたコンテンツ又は関連情報の復原を求
めることができる。
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情報保存サービスプロバイダーは前項の復原通知を受けた後、直ちに復原通知文書を著作権者又は出版
権者に転送しなければならない。
著作権者又は出版権者は情報保存サービスプロバイダーから前項通知を受けた日の次の日から営業日
10 日間以内に、情報保存サービスプロバイダーに対し当該利用者を相手に訴訟を提起した証明を提出し
た場合、情報保存サービスプロバイダーは復原の義務を負わない。
著作権者又は出版権者は前項規定により訴訟提起の証明を提出しない場合、情報保存サービスプロバイ
ダーは遅くとも復原請求通知を転送した日の次の日から営業日 14 日間以内に、先に削除し又は他人がア
クセスできないようにしていたコンテンツ又は関連情報を復原しなければならない。但し、復原が不可
能な場合、事前に利用者に告知し、又は利用者が復原することができるようにその他の適当な方法を提
供しなければならない。
第 90 条ノ 10
次に掲げる場合のいずれに該当する場合、インターネットサービスプロバイダーは権利侵害に関わった
サービス利用者に対し、賠償責任を負わない。
一．第 90 条ノ 6 から第 90 条ノ 8 までの規定により、権利侵害に関わったコンテンツ又は関連情報を
削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
二．サービス利用者が権利侵害に関わったことを知った後、善意で権利侵害に関わったコンテンツ又
は関連情報を削除し、又は他人がアクセスできないようにした場合。
第 90 条ノ 11
故意又は過失により、インターネットサービスプロバイダーに対し不実の通知又は復原請求通知を発し、
利用者、著作権者、出版権者又はインターネットサービスプロバイダーに損害を与えたものは、損害賠
償責任を負う。
第 90 条ノ 12
第 90 条ノ 4 の連絡窓口の公告、第 90 条ノ 6 から第 90 条ノ 9 までの通知、復原請求通知内容、記載す
べき事項、補正及びその他遵守すべき事項は、主務官庁が定める。

■著作権法刑事罰則
著作権法 （2010 年 02 月 10 日公布）
第七章 罰 則
第 91 条
無断で複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又
は新台湾ドル 75 万元を科し、又はこれを併科する。
販売若しくは貸与を意図して、無断複製することにより他人の著作財産権を侵害した者は、6 ヶ月以上 5
年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科することができる。
光ディスクに複製することにより、前項の罪を犯したものは、6 ヶ月以上 5 年以下の懲役に処し、又は
新台湾ドル 50 万元以上 500 万元以下の罰金を併科する。
著作物は個人的に参考にし、又は合理的に利用したときは、著作権侵害を構成しない。
第 91 条ノ 1
無断で所有権を移転することにより著作物の原作品又はその複製物を頒布し他人の著作財産権を侵害し
たものは、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以下の罰金を科し又はこれを併
科する。
著作財産権侵害に係る複製物であることを明らかに知っていながら、これを頒布し、又は頒布を意図し
て公開に陳列し若しくは所持していたものは、3 年以下の懲役に処し、又は新台湾ドル 7 万元以上 75 万
元以下の罰金を併科する。
前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクであるときは、6 ヶ月以上 3 年以下の懲役に処し、又は新台
湾ドル 20 万元以上 200 万元以下の罰金を併科する。但し、第 87 条第四号に違反して輸入された光ディ
スクは、この限りでない。
前二項の罪を犯した者がその物品の出所を供述し、これにより（捜査機関による）検挙が成功したとき
は、その刑を軽減することができる。
第 92 条
無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝送、公開展示、改作、編集又は貸与すること
により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 75 万元
以下の罰金を科し又はこれを併科する。
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第 93 条
次の各号のいずれかに該当するときは、2 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 50 万元以
下の罰金を科し、又はこれを併科する。
一．第 15 条から第 17 条までの規定の定める著作人格権を侵害した場合。
二．第 70 条の規定に違反した場合。
三．第 87 条第 1 項第一号、第三号、第五号又は第六号のいずれかの方法により他人の著作権を侵害
した場合。但し、第 91 条ノ 1 第 2 項及び第 3 項の定める場合は、この限りでない。
四．第 87 条第 1 項第七号に違反した場合。
第 94 条
削除
第 95 条
第 112 条の規定に違反したものは、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以上 25 万元以
下の罰金を科し又はこれを併科する。
第 96 条
第 59 条第 2 項又は第 64 条の規定に違反したものは、新台湾ドル 5 万元以下の罰金を科する。
第 96 条ノ 1
次の各号のいずれかに該当するときは、1 年以下の懲役若しくは拘留に処し、又は新台湾ドル 2 万元以
上 25 万元以下の罰金を科し又はこれを併科する。
一．第 80 条ノ 1 の規定に違反した場合。
二．第 80 条ノ 2 第 2 項の規定に違反した場合。
第 96 条ノ 2
本章により罰金を科するときは、犯人の資力及び犯罪収益を斟酌しなければならない。犯罪収益が罰金
の最も多い額を超えるときは、その犯罪収益の範囲内で情状を考慮して加重することができる。
第 97 条
削除
第 97 条ノ 1
事業者が公開伝達の方法をもって、第 91 条、第 92 条及び第 93 条第四号の罪を犯し、裁判所の判決を
経て有罪とされた者は、直ちにその行為を停止しなければならない。その行為を停止せず、かつ所管庁
が専門家・学識者及び関係業者を招集して侵害の状況が重大で、著作財産権者の権益に著しく影響する
と認定した場合、所管庁は 1 ヶ月を限定して改正を命じ、期間が満了してなお改正をしないときは、営
業停止を命じ又は休業を強制することができる。
第 98 条
第 91 条から第 93 条、第 95 条から第 96 条ノ１までの罪を犯し、犯罪の用に供され、又は犯罪によって
得た物品は、これを没収することができる。但し、第 91 条第 3 項及び第 91 条ノ 1 第 3 項の罪を犯した
場合、没収し得るものは犯人に属するものに限らない。
第 98 条ノ 1
第 91 条第 3 項又は第 91 条ノ 1 第 3 項に定める犯罪を犯した行為者が逃げ失せ、確認するすべがない場
合、犯罪の用途に供され、又は犯罪により得た物について、司法警察機関は直接これを没収することが
できる。
前項没収に係る物について、没収された金員を国庫に納めるほかは、これを焼却する。その焼却又は没
収金の処理手続については、社会秩序保護法の関連規定を準用してこれを行う。
第 99 条
第 91 条から第 93 条まで、第 95 条の罪を犯した者は、被害者その他告訴権を有する者の申立により、
判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう命じることができ、その費用は被告の負担とする。
第 100 条
本章の罪は告訴をまって論ずる。但し、第 91 条第 3 項、第 91 条ノ 1 第 3 項の罪はこの限りでない。
第 101 条

170

IP 訴訟実務マニュアル 2011
法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被用者その他の従業員が、業務の遂行により第 91 条から
第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪を犯したときは、各該当規定により行為者を処罰する
ほか、当該法人若しくは自然人に対しも各該当条文に定める罰金を科する。
前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して為した告訴又は告訴の取り下げは、他方にも効力が及ぶ。
第 102 条
認許を受けない外国法人は、第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条ノ 1 までの罪に関して告
訴又は自訴をすることができる。
第 103 条
司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は出版権を侵害することで告訴され、告発された者に対し
て、法によりその侵害物品を差押え、送検することができる。
第 104 条
削除

2-9-6 公平取引法の罰則
■公平取引法民事責任規定
第 30 条 権利保護
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合、被害者はそれを排除することを請求する
ことができる。また侵害のおそれがあるときは、その防止を併せて請求することもできる。
第 31 条 権利侵害行為の責任
事業者が本法の規定に違反し、他人の権益を侵害した場合は、損害賠償の責任を負わなければならな
い。
第 32 条 損害賠償の計算
裁判所は前条被害者の請求により、事業者の故意による行為である場合、侵害の情状を斟酌して損害
額以上の賠償額を定めることができる。但し、すでに立証された損害額の三倍を超過してはならない。
侵害者が侵害行為によって利益を受けている場合、被害者は専ら当該利益について損害額を計算する
ことを請求することができる。
第 33 条 消滅時効
本章に定める請求権は、請求者が行為及び賠償義務者を知った時から二年間、これを行使しないこと
によって消滅する。行為の時から十年間を経過したときも同様である。
第 34 条 判決書内容の公開
被害者が本法の規定により裁判所に裁判を起こしたときは、侵害者の費用負担において判決書の内容
を新聞紙に掲載することを請求することができる。
■公平取引法の行政罰と刑事罰則
第 35 条 独占、連合及び模倣行為の処罰
第 10 条、第 14 条、第 20 条第 1 項の規定に違反したときは、中央主務官庁が第 41 条の規定により期
限を定めてその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてその行為
の停止、改善をせず、又は必要な是正措置を講ぜず、又は停止した後に再び同一若しくは類似の違反行
為をしたときは、行為者に対して三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル一億元以下の罰金
を科し、又はこれを併科する。
第 23 条の規定に違反したものは行為者に対して三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル
一億元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
第 36 条 公正競争妨害の処罰
第 19 条の規定に違反し、中央主務官庁が第 41 条の規定により期限を定めてその行為の停止、改善又
はその是正に必要な措置を命じたにもかかわらず、期間を超えてその行為の停止、改善をせず、又はそ
の是正に必要な措置を講ぜず、又は停止した後再び同一若しくは類似の違反行為をしたときは、行為者
に対して二年以下の有期懲役、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これを併科
する。
第 37 条

商業上信用毀損の処罰
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第 22 条の規定に違反したものは、行為者を一年以下の懲役、拘留に処し、又は新台湾ドル 5 千万元
以下の罰金を科し、又はこれを併科する。
前項の罪は親告罪とする。
第 38 条 法人に対する処罰
法人が前三ヶ条の罪を犯した場合は、前三ヶ条の規定によってその行為者を処罰するほか、当該法人
に対しても各該当条文の罰金を科する。
第 39 条 重罰
前四ヶ条の処罰が、他の法律においてより重い規定が置かれている場合は、その規定による。
第 40 条 事業結合規定違反に対する過料処分
事業者が第 11 条第 1 項、第 3 項の規定に違反して結合をし、又は届出後中央主務官庁からその結合
を禁止されているにもかかわらず結合をし、又は第 12 条第 2 項の結合に付けられた負担を履行しない
場合、第 13 条の規定により処分するほか、新台湾ドル 10 万元以上 5000 万元以下の過料に処する。
事業の結合に関し、第 11 条第 5 項但し書第 2 号に定める場合に該当するときは、新台湾ドル 5 万元
以上 50 万元以下の過料に処する。
第 41 条 違法行為の期限付き停止又は改善
公平取引委員会は本法規定に違反した事業者に対して、期限を定めてその行為の停止、改善又はその
是正に必要な措置を命じ、並びに新台湾ドル 5 万元以上、2500 万元以下の過料に処することができる。
期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な措置を講じなかったときは、
引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることができ、またその行為が停止若
しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応じて連続して新台湾ドル 10
万元以上、5000 万元以下の過料に処することができる。
第 42 条 違法な多層連鎖販売の処分
第 23 条の規定に違反したものは、第 41 条の規定により処分するほか、その状況が重大なものは解散、
営業停止又は強制休業を命ずることができる。
第 23 条ノ 1 第 2 項、第 23 条ノ 2 第 2 項又は第 23 条ノ 3 の規定に違反したものは、期限を定めてそ
の行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じ、並びに新台湾ドル 5 万元以上、2500 万元以下の
過料に処することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又はその是正に必要な
措置を講じなかったときは、引き続きその行為の停止、改善又はその是正に必要な措置を命じることが
でき、またその行為が停止若しくは改善され、又はその是正に必要な措置が講じられるまで、回数に応
じて連続して新台湾ドル 10 万元以上、5000 万元以下の過料に処することができる。その情状が重大な
ものは解散、営業停止又は強制休業を命じることもできる。中央主務官庁が第 23 条ノ 4 により定めた
管理規則に違反したものは、第 41 条の規定により処分する。
第 42 条ノ 1 営業停止期間
本法により処する営業停止の期間は、一回につき 6 ヶ月間に限る。
第 43 条 調査拒否の処罰
公平取引委員会が第 27 条の規定により調査を行うときに、調査を受ける者が期限内に正当な理由がな
く調査を拒否し、出頭して意見を陳述することを拒否し、又は関係帳簿、書類等の資料若しくは証拠物
の提出を拒んだ場合、新台湾ドル 2 万元以上 25 万元以下の過料に処する。調査を受ける者が再び通知
を受けたにもかかわらず、正当な理由無しにこれを拒み続けた場合、公平取引委員会は引き続き調査を
通知し、並びに出頭して意見を陳述し、又は関係帳簿、書類等の資料若しくは証拠物の提出がなされる
まで、回数に応じて連続して新台湾ドル 5 万元以上 50 万元以下の過料に処することができる。
第 44 条 過料の強制執行
前四ヶ条の規定により処された過料の納付を拒んだ者は、裁判所に移行して強制執行を行うものとす
る。

2-9-7 消費者保護法
第二章 消費者の権益 / 第四節 消費情報の規範
第22条
企業経営者は広告の内容の真実性を確保しなければならず、企業経営者が消費者に対して負う義務は広
告の内容を下回るようなことがあってはならない。
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第22条ノ1
企業経営者は消費者と信用に関する取引を行うとき、支払うべき全ての総費用の年率を広告上に明示し
なければならない。
②前項の総費用の範囲及び年率の算定方法については、各目的事業の主務機関が定めるものとする。
第23条
①広告を掲載し又は報道するマスメディアの経営者が、広告の内容が事実と一致しないことを明らかに
知っていながら、又は知り得るときは、消費者が当該広告を信頼することにより受けた損害について、
企業の経営者と連帯責任を負う。
②前項の損害賠償責任は、予めそれを制限し或いはそれを抛棄する約束をしてはならない。
第24条
①企業経営者は商品表示法等の法令により商品又は役務の表示をしなければならない。
②輸入商品又は役務は、中国語による表示及び説明書を添付しなければならず、その内容は原産地の表
示及び説明書より簡略であってはならない。
③輸入商品又は役務について、原産地で警告表示を付記したものは前項の規定を準用する。
第25条
①企業経営者が消費者に対して商品又は役務の品質を保証するときは自ら進んで書面による保証書を提
出しなければならない。
②前項保証書には次に掲げる事項を明記しなければならない。
一．商品又は役務の名称､種類､数量、製造番号又は品番があるものはその製造番号又は品番。
二．保証の内容。
三．保証期間及びその起算方法。
四．製造業者の名称､住所。
五．販売取次業者によって売り出されるものはその取次業者の名称及び住所。
六．取引期日。
第26条
企業経営者が提供する商品についてその性質及び取引上の慣習に基づいて、防震、防湿、防塵又はその
他商品を保存するために必要な包装をし、もって商品の品質及び消費者の安全を確保しなければならな
い。但し、その内容を誇張し、又は過大な包装をしてはならない。

2-9-8
第1条
第2条
第3条
第4条

第5条

第6条

第7条

商品表示法（2003 年 6 月 25 日改正）
商品の正確な表示を促進して企業経営者の信用、名誉を保護し、消費者の権益を保障し、
良好な商業規範を樹立させるために特に本法を制定する。
商品の表示は、本法の規定による。本法に規定がない場合、又はその他の法律に比較的厳格
な規定がある場合は、その他の法律の規定を適用する。
本法にいう主務機関とは、中央においては経済部、直轄市においては直轄市政府、県（市）
においては県（市）政府を指す。
本法における用語について以下の通り定義する。
一、 商品の表示とは、企業経営者が商品を陳列販売するときに、商品本体、内外包装又は
説明書になされる表示を指す。
二、 企業経営者とは、商品の生産、製造、輸入或いは販売を以って営業とする者を指す。
商品の表示は、顕著性及び表示内容の一致性を有していなければならない。
商品の体積が小さすぎる、ばら売り或いはその他性質が特殊であることから、商品本体或い
はその包装に表示するのに適さない場合、消費者が認識するに足るその他の顕著な方法を以
ってこれに代えなければならない。
商品の表示に次の事情があってはならない。
一、 虚偽不実又は誤解を生じさせるとき
二、 法律の強行規定或いは禁止規定に違反するとき
三、 公共の秩序又は善良な風俗に反するとき
商品表示に使用する文字は、中国語を主とし、英語或いはその他外国語を補助とすることが
できる。
商品の表示が中国語で適切な表示をすることが困難である場合は、国際通用文字或いは符号
を以って表示することができる。
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第8条

第9条

第10条

第11条

第12条
第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

輸入商品を国内市場に流入させる時、輸入業者は、本法の規定により、中国語の表示及び説
明書を付け加えなければならない。その内容については、原産地の表示及び説明書を簡略す
ることはできない。
外国の製造業者の名称及び住所は、中国語で表示しないこともできる。
商品を市場に流入させる時、生産業者、製造業者或いは輸入業者は、以下事項を表示しなけ
ればならない。
一、 商品名称
二、 生産業者、製造業者の名称、電話、住所及び商品の原産地。輸入商品に該当するとき
は、輸入業者の名称、電話及び住所を付記しなければならない。
三、 商品内容
(一) 主要成分又は材料
(二) 重量、容量、数量又は度量等：その重量、容量或いは度量は、度量衡法における
法定単位で表示しなければならないが、必要な時は、その他単位を付記すること
ができる。
(三) 規格又は等級
四、 国暦又は西暦の製造期日。但し、時効性があるものの場合、有効期限或いは有効期間
を付記しなければならない。
五、 その他中央主務機関の規定により表示すべき事項
商品に次の事情の一があるときは、その用途、有効期間、使用、保存方法及びその他注意す
べき事項を表明しなければならない。
一、 危険性があるとき
二、 衛生上の安全に関係あるとき
三、 特殊性質を有し又は特別処理を要するとき
中央主務機関は、商品の正確な表示を損なわず、且つ消費者の権益を保護することを元に、
特定の商品につき、表示事項及び表示方法を公告、規定することができ、第 5 条、第 8 条か
ら前条までの規定の制限を受けない。
販売業者は、本法規定に基づかずに表示された商品を販売或いは販売のための申出、陳列し
てはならない。
直轄市或いは県（市）の主務機関は、不定期に市場に流入する商品に対して抽出検査をする
ことができる。販売業者はこれを回避、妨害、拒絶することができず、並びに供給業者の関
連資料を提供しなければならない。主務機関に所属する人員が前項抽出検査を行う時、証明
書類を提示しなければならない。
市場に流入する商品に第 6 条各号の規定の事情の一がある場合、直轄市或いは県（市）の主
務機関は、生産業者、製造業者或いは輸入業者に対して期限を定めて改善するよう通知しな
ければならない。期限が到来しても改善しない場合、新台湾ドル 3 万元以上 30 万元以下の
罰金を科すことができ、並びに改善するまで連続して処罰することができる。情状が重大で
ある場合、6 ヶ月以下の営業停止或いは休業を命じることができる。
市場に流入する商品に以下事情の一がある場合、直轄市或いは県（市）の主務機関は、生産
業者、製造業者或いは輸入業者に対して期限を定めて改善するよう通知しなければならない。
期限が到来しても改善しない場合、新台湾ドル 2 万元以上 20 万元以下の罰金を科すことが
でき、並びに改善するまで連続して処罰することができる。
一、 第 7 条第 1 項に違反する表示
二、 第 8 条第 1 項の規定に基づかずに付記された中国語の表示或いは説明書
三、 第 9 条規定に基づかない表示
四、 第 10 条規定に基づかない表示
五、 第 11 条規定により公告された表示事項或いは表示方法に違反している場合
販売業者が第 12 条規定に違反して、本法規定に基づかずに表示された商品を販売或いは販
売のための申出、陳列した場合、直轄市或いは県（市）の主務機関は、期限を定めて陳列販
売を停止するよう通知することができる。当該商品が身体或いは健康に直ちに危害を及ぼす
場合は、直ちに陳列販売を停止するよう命じることができる。これを拒絶して遵守しない場
合、新台湾ドル 2 万元以上 20 万元以下の罰金を科すことができ、並びに陳列販売を停止す
るまで連続して処罰することができる。
販売業者が第 13 条第 1 項規定に違反して、抽出検査を回避、妨害或いは拒絶、又は供給業
者の関連資料を提供しない場合、新台湾ドル 2 万元以上 20 万元以下の罰金を科すことがで
き、並びに連続して処罰することができる。
第 14 条から第 16 条までの処罰につき、主務機関は、必要があるときは、大衆メディアにお
いて当該企業経営者の名称、住所、商品を公告し、或いはその他必要な処置を行うことがで
きる。
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第19条
第20条
第21条

本法により科された罰金につき、期限を定めて納付するよう通知されたにもかかわらず、期
限が到来しても納付しない場合、法により裁判所に移送して強制執行する。
中央主務機関は、本法を執行するために商品表示審議委員会を設け、商品表示及び表示すべ
き種類に関する事項を審議することができる。
本法は、公布後 1 年経過した日に施行する。

2-9-9 営業秘密法
第9条
①公務員が公務の取扱により他人の営業秘密を知り又は保有したときは、これを使用し又は理由なくこ
れを漏洩してはならない。
②当事者、代理人、弁護人、鑑定人、証人及びその他の関係者が司法機関の取調べ又は審理により他人
の営業秘密を知り又は保有したときは、これを使用又は理由なく漏洩してはならない。
③仲裁者及びその他の関係者が仲裁事件を処理するときは、前項の規定を準用する。
第10条
①左に掲げる場合の一に該当するときは、営業秘密の侵害とする。
1） 不正な方法をもって営業秘密を取得したもの。
2） 前号の指す営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失により知らずに営業秘密を取得、使
用又は漏洩するもの。
3） 営業秘密を取得した後、第1号の営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失により知らずに、
それを使用又は漏洩するもの。
4） 法律行為により取得した営業秘密を不正な方法で使用又は漏洩したもの。
5） 法令により営業秘密を保持する義務がある者がそれを使用又は理由なくして漏洩する場合。
②前項にいう不正な方法とは、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、守秘義務違反、他人を誘引して秘
密保持義務を違反させるもの、その他これらに類似する方法を指す。
第 11 条
①営業秘密が侵害されたとき、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害の虞があるとき
は、その防止を請求することができる。
②被害者が前項の請求をしたとき、侵害行為により作成されたもの又は専ら侵害の行為に供されたもの
の廃棄処分又はその他必要な措置を請求することができる。
第 12 条
①故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償の責任を負う。数人が共同で不
法に侵害したときは、連帯損害賠償の責任を負う。
②前項の損害賠償請求権は、請求権者が侵害行為のあったこと及び賠償義務者を知った時から2年間行使
しないときは、時効によって消滅する。侵害行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
第 13 条
①前条により損害賠償を請求したとき、被害者は、左の各号に掲げる規定より、一つを選択して請求す
ることができる。
一． 民法第 216 条の規定により請求する。但し被害者がその損害を立証できないときは、通常それを使
用するときに予期できる利益から、侵害された後に同一の営業秘密を使用して得た利益を差し引いて得
た差額をその受けた損害の額とすることができる。
二． 侵害者が侵害行為によって取得した利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要な費用を
立証できないときは、その侵害行為によって取得した全部の収入をその利益とする。
②前項の規定により侵害行為が故意になされたときは、裁判所は被害者の請求によりその侵害された情
状を考慮して損害額以上の賠償を算定することができる。
③但し、既に立証された損害額の三倍を超過してはならない。
第 14 条
①営業秘密に係る訴訟事件を審理するために、裁判所は専門の法廷を設け又は専門の者を指定して審理
させることができる。
②当事者が提出した攻撃又は防御方法が営業秘密に関わる場合においては、当事者が申立てをしたうえ、
裁判所がそれを妥当と認めたときは、裁判を公開せず、又は訴訟資料の閲覧を制限することができる。
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2-9-10 集積回路回路配置保護法
第29条 権利者の侵害に対する救済
①回路配置権者は、その回路配置権を侵害する者に対して損害賠償を請求することができ、並びにその
侵害を排除するよう請求することができる。侵害の虞があると証明するに足る事実があるときは、これ
を防止するよう請求することができる。
②独占的ライセンシーも前項の請求を行うことができる。但し、回路配置権者が通知後、前項の請求を
行っておらず、且つ契約に相反する約定がない場合に限る。
③前二項の規定は、第三者が、商業目的で輸入又は頒布をする物品に、不法複製にかかる回路配置によ
って作成された集積回路が含まれていることを明らかに知っているか、或いは知り得ることを証明する
に足る事実がある場合においてもこれを適用する。第但し、侵害者が集積回路と製品を分離している場
合はその限りでない。
④回路配置権者或いは独占的ライセンシーが前項権利を行使するとき、鑑定書を添付しなければならな
い。
⑤複数の者が共同で不法に回路配置権を侵害したときは、連帯して損害賠償の責任を負う。
第30条 損害賠償額の計算
前条により損害賠償を請求するとき、左の各号の一つを選択してその損害を算定することができる。
(1) 民法第216条による。但し、その損害を証明するために、証拠方法を提供できない場合は、通常回
路配置を利用するときに得られる利益から、侵害された後に同一の回路配置を利用して得た利益を差し
引いて得た差額を損害とする。
(2) 回路配置権を侵害した場合は、侵害者が侵害によって得た利益とする。侵害者がコスト又は必要費
用を立証できない場合は、その回路配置自体或はそれを含む集積回路全体の販売によって得た収入の全
額をその利益とする。
(3) 請求により裁判所侵害状況を斟酌して決定した、新台湾ドル500万元以下の金額を損害額とする。
第32条 侵害者の謝罪広告掲載の責任
第29条でいう侵害を受けた者は、回路配置権を侵害している集積回路を廃棄し、及び判決書の内容の全
部或いは一部を新聞紙に掲載するよう請求することができる。その費用については敗訴側が負担する。
第33条
外国法人や団体は、本法において規定された事項について、民事訴訟を提起することができ、既に認可
を受けている者に限定しない。

2-9-11 個人情報保護法（2010 年 5 月 26 日総統令公布。）
※本法の一部又は全ての条文は未発効であり、最終的な発効期日は未定である。2010年5月26日に改正
公布された本法の全文の施行期日については、行政院が定めるものとする。但し、現行法（コンピュー
タ処理による個人情報保護法）条文の第19-22条、43条の削除は、公布日より施行される。
第28条
①公務機関が本法の規定に違反して、個人情報を不法に収集、処理、利用し、又はその他当事者の権利
に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。但し、損害が天災、事変又はその他
不可抗力によるときはこの限りでない。
②被害者は非財産上の損害についても、相当の金額の賠償を請求することができる。その名誉が侵害さ
れた場合、名誉回復のための適切な処分を請求することができる。
③前2項の情況により、被害者がその実質損害額を証明しがたい、又は証明できないときは、裁判所に、
侵害情況に基づいて、１人１事件につき新台湾ドル500元以上2万元以下で算定するよう請求することが
できる。
④同一原因事実に基づき多数の当事者の権利が侵害を受けた事件に対して、当事者が損害賠償を請求し
た場合、その合計最高総額は新台湾ドル2億元までとする。但し、当該原因事実に係る利益が新台湾ドル
2億元を超えるときは、当該利益までとする。
⑤同一原因事実により受けた損害総額が前項金額を超えるときは、被害者が受ける賠償金額は、第 3 項
に規定された、1 人 1 事件あたりの最低賠償金額が新台湾ドル 500 元であるとの制限を受けない。
⑥第２項の請求権は譲渡もしくは継承できない。但し、金額を以って賠償する請求権が既に契約により
承諾され、又は既に起訴されたときは、この限りでない。
第29条
①非公務機関が本法の規定に違反して、個人情報を不法に収集、処理、利用し、又はその他当事者の権
利に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。但し、故意又は過失が無いことを
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立証できるときは、この限りでない。
②前項の規定に基づき賠償を請求するときは、前条第２項から第6項までの規定を適用する。
第41条
①第６条第1項、第15条、第16条、第19条、第20条第1項の規定、又は中央目的事業主務機関が第21条
により発した国際伝送制限の命令又は処分に違反し、他人に損害を与えたときは、２年以下の有期懲役、
拘留又は新台湾ドル20万元以下の罰金を科す。
②営利を意図して前項の罪を犯したときは、5年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル20万元以下の罰金
を併科することができる。
第42条 自己若しくは第三者の不法の利益のため、又は他人の利益を損害する意図で、個人情報ファイ
ルを不法に変更、削除又はその他不法の方法で以って個人情報ファイルの正確性を害し、他人に損害を
与えたときは、5年以下の有期懲役、拘留、又は新台湾ドル100万元以下の罰金を科し又は併科する。
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侵害
行為
類型

2-9-12 権利基礎と権利内容
■ 侵害行為の分類と刑事罰則及び民事責任の一覧表（数字は各法律の条文番号）
権利行使 差止請求権 処罰方 仮差押
模倣
権利根拠 製造 販 陳 輸 輸 使 頒 虚偽
複製 売 列 入 出 用 布 広告 不正取得 条件/鑑 /損害額の 法/侵害 え規定
定書送付 計算基準 排除・侵
漏えい
表示
模倣
害物品
盗用
の廃棄、
没収
130

131Ⅱ~
Ⅳ

84~86

上記と同じ 125 128 128 128

130

131Ⅱ~
Ⅳ

上記と同じ

上記と同じ 126 129 129 129

130

131Ⅱ~
Ⅳ

上記と同じ

特許
権侵
害
実用
新案
権侵
害
意匠
権侵
害
商標
権侵
害
集積
回路
配置
権
営業
秘密

56、57

著
作
権

84
85
86

123 127 127 127
124
127

27
29Ⅱ
30
15
16
17

124

82 82 82 82 81 81

31

2~4
7

10

86

処罰方法 専門 外国
/判決書 法廷 法人
の新聞で の設 の訴
置 訟権
の掲載

88
89

91

86

85Ⅱ 88
89

91

86

85Ⅱ 88
89

91

63
63Ⅱ

61

63Ⅲ 64

71

70

29
30

32

32

34
36

33

14

15

11
12
13
85~88
89-1

91
92~9
9

84

処罰
方法/
業務
上信
用毀
損賠
償
85Ⅱ

84
88-1

90-1

85

89

著名 商標法
商標 23(12)
公取法
20、24、35

商標法
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90-1： 第 90 条ノ 1
公取法： 公平取引法
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3

刑事告訴前の準備作業
すべての法的手段の前提は法律事実に立脚する。その意味では、刑事告訴だけではなく、民事訴訟の
提訴、または訴訟前の警告や交渉などをはじめる前に、法律効果をもたらす事実、すなわち法律事実を
明確に把握することが必要である。又、特定の法律事実を明確に立証するための証拠も周到に確保する
必要がある。
3-1 証拠収集--法律事実の把握とそれを立証する証拠を確保
3-1-1 証拠収集の端緒
1．侵害事件の形跡を発見する
何等かの情報源によって権利侵害の形跡が現れた場合、権利者は追跡調査をして、自ら犯人を
探し出す方法も有るが、普通は知的財産権侵害事件専門の特許法律事務所を通して調査会社に証
拠の収集を依頼して、刑事告訴或いは民事の法律手段の準備を整える。時折、お節介な興信所は
商売気から針小棒大な情報を売り込んでくることもあるので、情報に翻弄されないように、信頼
できる特許法律事務所に相談したうえ、情報収集の方針を検討したほうが無難で効率的である。
大規模な侵害事件や模造事件の調査につき、国家の治安維持と犯罪関連情報収集の専門機関に
協力してもらうことも考えられる。行政院法務部の調査局は、その大規模な人材と調査に関する
専門技術を持ち合わせており、警察機関と検察機関と提携して、国家安全に関係する重大な刑事
事件や内乱罪、外患罪、汚職罪、暴力団等の組織犯罪事件や密輸、不法取引、脱税等の経済犯罪
事件の調査等を中心とする既存の職務を遂行する傍ら、近年では知的財産権侵害事件の証拠集め
と摘発の事業を主導するようになってきている。但し、最近民主化の進展に伴って、国家権利の
濫用との批判を更に警戒するため、調査手法が一層慎重になっていると言われている。例えば、
従来では侵害嫌疑のある業者に従業員に扮して潜入して、又虚偽の注文を外部から入れて、侵害
嫌疑のある業者が受注するまでの証拠を一部始終に入手することによって、不法行為の立証に資
する大胆な調査手法があった。更に、警察、検察と調査局三位一体の時代も過去の名残になりつ
つある。時代の進歩に伴い、各部署ごとに業務の専門家と分業化も進んでいる。ことに国民全体
の法と権利意識が高まる中、証拠の合法性に関しても次第に厳しく要求されつつある。又、民事
不介入という観点においては、調査局は、警察局よりもっと公共治安に重点がおかれる性格を有
している。暴力団がらみや犯罪組織関連の事件に於いては、調査局の調査力を切り札として利用
することもあるが、やはり例外的である。又、調査局は一般の検察機関とは根本的に違うので、
非国家機関の個人の告発や通報は原則として受理しないが、その提携機関の検察署、禁倣小組や
警察局に告訴してから同局の協力を仰ぐ。結論を言うと、知的財産権侵害の不法行為に関する証
拠の収集に関しては、調査局、または警察局、その他知的財産権保護保安部隊などの協力も効果
が大きいが、当事者が自分の意志で依頼若しくは指揮できる存在ではないので、当事者自身の証
拠収集の努力が依然として重要である。
2．証拠収集の対象物
権利侵害を立証するための重要証拠を権利別に羅列する。
基本資料：
法的責任を追及する対象の特定被疑者が個人の場合、最低限その氏名を把握する。絶対必要
という訳ではないが、住所と連絡手段等、当該人物を特定できる資料も出来るだけ確
認する。相手方が会社法人の場合、その名称をはじめ住所や電話などを入手する。刑
事告訴や民事訴訟などを提起する場合、必ずしも当事者の詳細資料を完全に明記する
必要はないが、最低限対象を特定するために、通常、氏名や会社名の他、訴状を送達
するために住所の特定も必要となる。そのため容疑者の名刺を確保するのもポイント
である。但し住所が不明或いは偽住所しか掴んでいない場合でも、人物特定さえ出来
れば司法手段を提起するのに差し支えはない。ホームページに模造品の広告を掲載し
ている事実を把握すれば、そのホームページの所持者を対象に告訴や訴訟提起も出来
る。

証拠資料：
▼特許権
▽留意事項 発明特許に関する侵害行為の刑事罰則は2001年10月の法改正により削除されて
いる。又実用新案と意匠の侵害に対する刑事罰則も2003年4月1日より廃止されている。
ご留意ください。
①模造品サンプルと写真、プロセスや方法特許の場合は完成品の写真のほか、製造現場の写真
も入手すべきである（製造や販売拠点の写真）。又、先方に先立って適格の鑑定機関に技術
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鑑定を内密に依頼し、有利な理論構成を先駆けて確保する。
②侵害被疑者によって掲載或いは発行された特許侵害品目の広告（パンフレット等の宣伝出版
物）。日付を証明できるほうが更によい。
③模造品の販売価格と販売実績を立証できる領収書と帳簿。
④模造品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を表す
経理資料（模造品販売の領収書、伝票など）。
⑤侵害被疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リスト等。（その目
的は、発注元へ模造品の購入を停止するよう勧告するためである。ただし、公平取引法に抵
触しないように注意する）。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの
担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
⑥製造、輸送、若しくは販売拠点の住所と活動パターン、販売店頭や製造工場若しくは倉庫の
風景。
⑦製造設備機械を提供する者。意匠侵害の場合、金型の場所の確認も必要である。
⑧被疑者の故意を立証するための資料、権利者と当該特許権に関連する通信のコピーや技術提
携契約書。但し特許侵害の故意に関する扱いは目下特許侵害鑑定要点の検討の課題となって
いる。
⑨先方から自分の特許に対する無効審判を仕掛けられることを予想し、権利の有効性を主張す
る答弁資料の用意、若しくは特許請求範囲の修正の腹案の準備。
▼商標権と著作権侵害に関して
①包装箱の図面と表記を明確に写した模造品サンプルと写真、販売店頭や製造工場又は倉庫の
風景。自分の台湾以外の登録商標の図面を盗用した台湾の登録商標を無効審判にかけるため
には、ついでに襲用商標の登録権利者の悪意を立証できるオリジナル商標にアクセスした事
実資料も入手すべきである。又、先方に先立って適格の鑑定機関に商標類似に関する鑑定を
内密に依頼し、有利な理論構成を先駆けて確保する。又、商標のほか、偽造品と真正品の判
別基準も明確に作成すれば警察側に協力してもらいやすい。正式な制度にはなっていないが、
偽造物の判別要領の紙面の資料を警察または税関に提供すれば、ある程度偽造品の摘出の協
力は期待できる。勿論現在ではまだ政府機関にそれを受理する義務が法律によって明文化さ
れていない。（製造や販売拠点の写真）
②侵害被疑者によって掲載或いは発行された商標権侵害品目の広告（パンフレット等の宣伝出
版物）。日付を証明できるほうが更によい。
③模造品の販売価格と販売実績を立証できる領収書と帳簿。
④模造品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を現す
経理資料（模造品販売の領収書、伝票など）。
⑤侵害被疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リスト等。（その目
的は、発注元へ模造品の購入を停止するよう勧告するためである。ただし、公平取引法に抵
触しないように注意する）。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの
担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
⑥製造、輸送、若しくは販売拠点の住所と活動パターン、販売店頭や製造工場若しくは倉庫の
風景。
⑦製造設備機械を提供する者。
⑧被疑者の故意を立証するための資料、権利者と当該特許権に関連する通信のコピーや技術提
携契約書。但し特許侵害の故意に関する扱いは目下特許侵害鑑定要点の検討の課題となって
いる。
⑨先方から自分の特許に対する無効審判を掛けられることに備え、権利の有効性を主張する答
弁資料の用意、若しくは商標指定商品や役務の修正と増加の腹案も準備すべきである。又自
分の商標権の有効性と周知性を主張するために、使用証明と商品の市場好評度、注目度など
のアンケートや調査の資料の確保も肝心である。
▼著作権侵害に関して
①包装箱の図面と表記を明確に写した海賊品サンプルと写真、販売店頭や製造工場又は倉庫の
風景。著作権侵害に関しては被疑者が権利者の著作物にアクセスした事実を立証する証拠（例
えば係争著作物の送付領収書等）。又、係争の商品に付される表示の他、海賊品と真正著作
権物の判別基準も明確に作成すれば警察側に協力してもらいやすい。正式な制度にはなって
いないが、海賊物の判別要領の紙面の資料を警察または税関に提供すれば、ある程度海賊品
の摘発の協力は期待できる。勿論現在ではまだ政府機関にそれを受け付ける義務が法律によ
って明文化されていない。
②侵害被疑者によって掲載或いは発行された著作権侵害品目の広告（パンフレット等の宣伝出
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版物）。日付を証明できるほうが更によい。
③海賊品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。
④海賊品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を表す
経理資料。
⑤侵害被疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リスト等。（その目
的は、発注元へ模造品の購入を停止するよう勧告するためである。ただし、公平取引法に抵
触しないように注意する。）。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するとき
の担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
⑥製造、輸送、若しくは販売拠点の住所と活動パターン、販売店頭や製造工場若しくは倉庫の
風景。
⑦無断コピーのために使用する設備機械の場所、または印刷版、金型、コンテンツソースを提
供するもの。
⑧自分の著作権の有効性を立証するため、自国の国会図書館にて係争著作物の登録証明、また
はその登録番号を用意すること（創作期日を立証する創作日誌などの記録文書の提示）。台
湾では著作権の存在を立証するために著作物を民間組織に登録する方法は法律の承認をまだ
得ていない。
▼公平取引法に違反する不正競争行為侵害に関して
①包装箱の図面と表記を明確に写した模造品サンプルと写真、販売店頭や製造工場又は倉庫の
風景。著作権侵害に関しては被疑者が権利者の著作物にアクセスした事実を立証する証拠（例
えば係争著作物の送付領収書等）。又、登録権利がなければ通常警察や調査局は介入を控え
るが、係争の商品に付される商標の他、偽造品と真正著作権物の明確な判別基準もがあれば
警察側にある程度目をつけてもらえる。
②侵害被疑者によって掲載或いは発行された係争商品の広告、日付を証明できるほうが更によ
い（製造や販売拠点の写真）。
③模造品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書と帳簿。
④模造品製造或いは提供委託の発注書類や契約書、顧客リスト、又は各顧客の発注金額を表す
経理資料。
⑤侵害被疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目乃至主要顧客リスト等。（その目
的は、発注元へ模造品の購入を停止するよう勧告するためである。ただし、公平取引法に抵
触しないように注意する）。侵害行為の立証のほか、場合によって仮処分を申請するときの
担保金の計算の参考資料として利用することも考えられる。
⑥製造、輸送、若しくは販売拠点の住所と活動パターン、販売店頭や製造工場若しくは倉庫の
風景。
⑦自分の商品または役務の知名度を主張するため、市場における進出の経緯、広告の投資と実
績、市場占有度、消費者の注目度、認識度、また係争商品や役務と自分の商品や役務との類
似性と消費者に与える混同誤認の錯覚の度合。アンケート資料も参考にできる。

3-1-2 証拠の出所・証拠収集方法
下記の通り項目ごとに紹介する。
a 調査会社
調査会社は通常警察機関と協力関係がよく、取締りに欠かせない媒体でもある。ただし、入手する情
報に見合わないほどの高額の請求をする杜撰な興信所に出くわさないため、ワンクッションを置
いて弁護士の紹介を得て協力してもらった方がもっと効率的な付き合い方ができる。複数の調査
会社を利用する当事者もいるが、それらの情報を整理する作業はやはり法律事務所が果たすべき
である。
一部の調査会社によれば、国際化する模造品製造販売集団を根絶するためには、個別の模造
業者を捕まえるだけでは足りず、必ず関連の情報を綿密に収集した上、集団の関係者同士を国境
を越えて芋づる式に追撃していくしか方法がないとの説がある。確かに、複雑化する知的財産関
連の犯罪や侵害事件、特に数カ国に渡る製造と発注と販売の拠点を把握する国際間の知的財産検
侵害事案においては、ますます高度な情報収集と調査の技能を必要とされている。台湾の製造業
が中国において並行して行っている傾向が上昇する中、中国における知的財産権侵害製品の製造
拠点と販売会社を突き止めるるための要請も増えている。しかし一方、台湾側で模造品の製造販
売に関わる被疑者を追跡する警察官たちの立場からすれば、最も動機を与えてくれるのは台湾国
内の取締り実績による報奨金のことであることも忘れてはならない。たとえ複雑な国際犯罪組織
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の調査事業に寄与できたとしても、直接に自分の管轄区域内の案件となり、自らへの加点と賞与
に繋がらなければ、かえって時間と精力を割く動機が殺がれる場合もある。権利者と代理人はそ
の辺の機微をつかめば現場の警察ネットワークを更に有効に駆使できると思われる。
調査会社への依頼及び調査会社と法律事務所の関係 案件の推進のためにも、 当事者のため
でも、弁護士を通して調査会社を利用するほうが法律手段の展開に密接した情報収集活動を効率
よく行えるはずである。そのため、通常、当事者、特に外国人の方に於いて、現地の案件の情報
収集に関しては、法律事務所を通して現地の調査会社を利用する形態を取っている。又、調査事
項を具体的に指示した上、希望する形態の報告書と期限などを明確に要求することが重要である。
しかし、ごく少数に留まるが、法律事務所をライバル視する調査会社もある。入手した情報
を当事者が依頼する法律事務所を差し置いて直接当事者に手柄を示さんばかりに提示したり、法
律事務所を情報網から締め出そうとして弁護士の存在を矮小化するとたくらむような調査会社
がある。いざ訴訟の準備段階になると、弁護士が急遽突き出された訴訟資料を十分に吟味もでき
ずに訴状を叩き上げる窮状を見舞われる。弁護士側は特に主導権を握りたがるよりも、告訴や起
訴に備えて有効に行動するために、調査会社より入手の情報を当事者よりも早い時点で把握する
様になるだけである。
逆に法律事務所の立場からすれば、訴訟をはじめとするオモテの法律業務を本業とする法律
事務所は、到底法律手段を支えるウラの事実を調べる興信所の業務をこなす本領と意欲もないの
が本音である。刑事と民事責任を追及するための情報収集は調査対象に敵意を抱かせる危険にさ
らす行動が必要なので、当事者も都合上顔合わせの機会を減らしたほうがよいのと同じく、現地
弁護士はなるべく加担しない。その意味では調査会社のサービスも大変ではあるが、弁護士の業
務と競合することはないと思われる。
調査費用 調査費用は弁護士に依頼する事件に関しても、調査会社利用の場合は調査会社が請
求する費用を法律事務所が実費として請求する形のみで、弁護士費用の請求と関係しないのが普
通である。
調査費用は調査会社と調査形態によって大分異なるが、調査対象を限定する依頼の場合、一
対象に関して調査会社の事務所と調査解消との距離によって違うが、新台湾ドル 1.8 万元乃至 2.5
万元ほどかかるのが相場である。調査活動が行われても希望通りの結果がない場合、事前に費用
折半など割引きの約束があれば然るべき費用減免も可能なので、具体的に取り決めるべきである。
特定対象に関する調査のほか、市場全体を把握する一定期間にわたる監視作業も依頼の項目
になる。但しレポートの制度を具体的に要求しないと情報価値の疑わしい報告書でお茶を濁され
ることがあるので留意すべきである。
専門領域 調査会社によって規模も専門領域も大分異なる。4、5 人程度のフルタイムスタッ
フからなる現地の小規模会社が台湾国内の対象に対する調査に向かう。その業務は大まかに、①
模倣業者の行動監視と模倣品製造販売の証拠を収集する活動、②会社の業務や取引対象、財務事
情又は役員などの実態を把握する現状調査、③会社や個人の不動産や銀行口座など資産の調査等
に分けられる。他国に拠点を置く外資系の調査会社は通常国境を跨る業者の動きの追跡に向いて
いるが、台湾国内の業者の製造販売拠点を抉る作業には割高であるか、若しくは苦手である場合
が多い。その代わり、動向を綿密に追跡する方法で評判高い多国間調査会社もある。
又、特定の分野の業界を専門とする調査会社もある。例えば、偽造タバコの製造販売の最大
拠点となった中国に於いて著名なタバコメーカー数社からを共同依頼を受けて長年その業界の
調査に取り組む会社のように、依頼人のニーズによって特定分野に業務が特化するものがあるが、
それぞれの調査会社の過去の実績について把握した上で依頼したほうが無難である。

■証拠の取得についての合法性要求－－おとり捜査の合法性
台湾では米国のように証拠の合法性についての要求は厳格ではない。従来、後日の訴訟に必
要となる証拠の収集と確保のため、権利を侵害する完成品や部品を製造販売する人に興味を示し
て、問題の製品を購入しようとする買い手と偽って、模造品不法製造者を誘い寄せて販売の申出
をして、見積書や領収書を取得したり、或いはアルバイト工員として模造品製造の工場に潜り込
んで、半ヶ月間密かに証拠収集に励んでからさっさと辞めるような所謂おとり捜査は、興信所の
証拠集めの常套手段として見なされ、今までは未だ裁判所にも特に問題とされていない。但し営
業秘密法及び個人情報保護法など企業や個人の情報を保障する法律の成立に依り、従来のような
放任主義も多少修正されるようになるであろう。また、弁護士や調査会社の調査人員など、法律
によって司法警察の身分を持たない者による強制捜査と押収が不法であると主張され、証拠物と
証言を否認する被告も増えているので、証拠収集の段階の合法性への配慮が重要である。
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又、無断に録音したテープは、証拠としての合法性はあるが、合成処理である等との抗弁に
よってその信憑性が弱められる場合が多い。調査会社からの情報の持ち込みについては、契約し
ていない場合でも、著名企業の場合には調査会社からアプローチがある。
尚、最近の実例で見られたおとり捜査の合法性の判断基準も参考にする価値がある。海賊版
ソフトウェアの製品を販売するものは、大手振って海賊製品を掲示などしないで内緒に販売を携
えるのが普通である。そのため､販売行為を立証するための証拠は入手しにくい。販売者の口頭
での販売の申出を証拠とするために警察官が顧客を扮してそれを誘導する手法を使う場合もあ
る。しかし､顧客と偽った警察官が自発的に海賊版の商品を尋ねて開示してもらう要請をする場
合、たとえ販売側がそれに応じて海賊商品を提示して見せて取引を成立させたとしても､その取
引は証拠を収集するための警察官の“誘導致”によって誘発或いは教唆されたものとして､その
誘導自体の合法性の問題を取り上げて取引によって入手した証拠の合法性を否定する裁判所の
見解がある。例えば｢正規品が高いから海賊版はないのか？｣とたずねるのは勿論教唆になる。｢正
規品が高いから他に安いものはないのか？｣と言っても海賊版品を購買する意欲が明らかだから
犯罪教唆を免れない。その手のおとり捜査は合法性の問題が濃厚で起訴や有罪証拠に使われにく
い。
犯罪の教唆と一線を画す著作物の海賊版商品を販売する行為の証拠集めの手法として、偽り
の顧客は積極的且つ直接に海賊商品の提示を誘導するのを避けて、間接的に海賊品を提示するよ
うな意欲を引き出すまでの言動までしか取らないのがポイントである。例えば､「予算が限られ
ているので､もうちょっとまけてほしい」とか、「この値段ではどうにもならないから、他の商
品はないのか？」や「まけてもらえなければ買うのを諦めるしかない」と海賊品の購買の示唆を
避けて、値切りに徹するほうが、教唆の疑いなしに海賊品を販売する証拠を集められる。

Q．調査会社による定期的市場調査；定期的市場調査契約の内容および費用の具体事例について。
台湾の製造元⇒バイヤー⇒海外市場という経路で台湾市場に出回らない製品の製造元特定調査
は可能か。又、スポットの調査依頼を受け付ける場合の調査活動と費用等について。
----台湾の興信業界では、例えば、中華徴信所企業股份有限公司（www.credit.com.tw）が、よく
台湾企業の経営実態、営利情況について、定期的な市場調査を行い、並びにその資料を整理して
一冊の単行本にまとめた上、商工業界の参考資料として提供している。そのような単行本は年に
一冊出版され、約新台湾ドル 6000 元で販売されている。なお、特定の事項、例えば､ある台湾メ
ーカーの海外販路、或は当該メーカーの海外販売対象については、興信所の人員による個別調査
を経なければならないことになっており、その調査費用は、一件毎に約新台湾ドル 1 万 5000 元
から新台湾ドル 2 万元となっている。
Q．新聞広告に基づくタレコミの慣習は台湾でもあるか。又、新聞広告掲載費用とタレコミ謝礼
の具体的にどの程度であるか。
----新聞に広告を掲載して、大衆に告発を奨励したりすることは、あまり見受けられないが、新聞
への掲載費用は、掲載する版やサイズの大小によって異なり、約新台湾ドル 3 万元から 10 万元
までとまちまちである。謝礼として給付される奨金はそれぞれの情況によって定められるべきも
のであり、具体的な金額については第三者は知ることができない。
Q．消費者からの問い合わせ；台湾に現地事務所がない外国企業の製品に対する問い合わせを受
け付ける行政窓口は存在するのか。
----目下警察や検察機関の告訴や告発の提起についてのみであり、情報諮問だけの行政窓口は設け
られていない。
Q. 台湾の業者が中国にも贓品製造販売の拠点を設置する場合、どのように証拠を収集したほう
がよいのか。
----中国で発生した権利侵害事件については、原則として台湾の司法権の管轄が及ばない。但し、
首謀者が台湾の業者の場合、台湾で教唆や指令を出したことを立証できれば、台湾で保護される
権利が侵害された事実に基づいて訴追することも可能である。
その場合、中国で情報収集の活動を起こす必要があるが、台湾を拠点とする調査会社でも、中
国に支店や提携事務所があればある程度カバーできる。その後は従来台湾に於ける評判、活動範
囲、中国での調査実績、専門とする品目の分野などについて詳しく把握した上、法律事務所の紹
介を受けて、具体的な事項を明確に依頼するのがポイントである。

b 調査局

202

IP 訴訟実務マニュアル 2010
近年、一連の日本製PCゲーム対応のCD－ROM模造品の摘発に、全国の調査局の支局や警察
局による実績が次々に報道されて、知的財産権事件における調査局の活躍が目立つ。調査局の元
来の役割は、法務部調査局組織条例第2条によれば、国家安全への危害及び国家利益違反につい
ての調査・保安・防止事項を掌ることである。しかし、台湾政府の知的財産権保護を強化する方
針に基づいて、公共政策の性格を帯びた私的権利にあたる知的財産権の侵害事件の取締りに積極
的に関与してきた。
当事者の自主的な調査活動を待たずに、調査局は、自ら主導する調査と家宅倉庫や工場の踏
み込み捜査により大量の模造品の摘発と押収が実行された後に、始めて地元の代理人に通告する
というような、政府機関の自発的な活動による知的財産権侵害事件制裁の活動が活発になりつつ
ある。当事者が台湾の特許代理人より連絡を受けた後に本件の訴追作業が開始する事案が急速に
増えている。
調査局は犯罪の被害者にあたる知的財産権の権利者らの代理人とダイレクトにコンタクト
や提携するのを排除することが少なく、比較的にプロらしく仲間感覚で協力できる対象にもなる。
但し､民間の調査会社とはもとより性格が違うので、告訴を受理するにしても、当事者の要望通
りに捜査を行う仕組みではなく、上部の国策指導を受け、明確な目的意識が強く、自主的に捜査
プランを練り、プロット通りに進める趣向がある。そのため、スムーズに情報提供と協力ができ
る代理人なら、比較的に緊密にコーディネートし、効果的に犯罪の摘発作業が進む。しかし､メ
リットがある一方、警察部隊ないし検察官と同じく管轄地域に敏感な点がある。各調査局の内部
業務に過度にかかわりすぎると、他の管轄地域の警察や調査機関の管轄地域に乱入すると排斥さ
れることもありうる。
しかし、2003 年以降では、知的財産保護大隊（保護智慧財產權警察大隊）の正式運行によ
って、商標権、著作権侵害事件を中心とする知的財産犯罪案件の摘発と取締り業務の主役は、明
らかに調査局より知的財産保護警察大隊に移って来ている。この実態体は、知的財産侵害案件の
摘発実績の統計資料にも明瞭に反映している。
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2006 年～2010 年 05 月の各機関による海賊版・模倣品の摘発実績

期間

件數

人數

摘発枚数
（光ディス
ク）

件數

人數

出動
回数

延べ出
動
人数

件數

人數

2006 年
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
1-7 月
2009 年
1-7 月
增減率
2010 年
1-7 月平
均
2009 年
1-7 月平
均
2009 年全
年月平均

5,158
6,274
6,093
5,543

5,688
7,119
6,656
6,115

1,177,523
636,080
1,396,305
785,806

119
115
70
104

180
158
114
149

6,209
6,582
6,275
5,241

26,597
29,038
28,001
23,761

1,935
2,280
2,127
2,010

2,057
2,380
1,946
1,933

光ディスク合
同
査察チーム
立入
検査/
査察
工場
指導
工場
数
数
1,076 0
1,008
117
916
255
820
263

2,796

3,216

919,661

63

85

2,313

8,562

1,009

1,071

475

160

0

0

130

3,171

3,426

452,969

67

94

3,259

14,798

1,219

1,118

504

157

0

2

231

-11.83%

-6.13%

103.03%

-5.97%

-9.57%

-29.03%

-42.14%

-17.23%

-4.20%

-5.75%

1.91%

0%

-100.00%

-43.72%

399

459

131,380

9

12

330

1,223

144

153

98

23

0

0

19

453

489

64,710

10

13

466

2,114

174

160

72

22

0

0

33

462

510

65,484

9

12

437

1,980

168

161

68

22

0

1

29

警政署

調査局

知的財産権保護警察隊

經濟部智慧財產局(教育宣導)

TV 放
送回
数

新聞報道
回数

説明・宣
伝会召集
回数

1
3
0

12
10
8

296
245
347

注：警政署の数値には知的財産権保護警察隊の数値が含まれている

c 刑事警察局と各保安警察部隊及び知的財産権保護専門警察隊
行政院内政部（内務省）のもとに各地の刑事警察局が司法警察と警察官として犯罪摘発から捜
査、押収の執行まで法の強制効果をもたらす。警察局の協力は地域的な要素があり、興信所との協
力関係に影響されやすい。各警察局の管轄地域が相当細分化され、それなりに犯罪者の動向を直接
に把握する能力に優れている。民間の調査会社との協力関係も構築しやすい。そのため、調査会社
が必要な情報を提供できれば、現場における有効な執行が期待できる。管轄地に張り付く性格から
して、管轄地域外にある法律事務所から直接連絡を受けたりするより、調査会社とコーディネート
するのに慣れている。
その他、行政院警政署所轄の各保安警察部隊は、従来の国営事業の警備と地方治安維持の任
務から解任された後、知的財産権侵害事件の摘発活動に運用されつつある。目下五つほどの部隊
の中で、ゲームソフト内臓のCD-ROMと著作権侵害事件に注力する部隊と各様の偽造ブランド品
や嗜好品の取り締まりを専門とする部隊とそれぞれ守備分野が異なるように専業化も進んでい
る。
最近、一連の日本製PCゲーム対応のCD－ROM 、又キャラクター関連生活用品とファッシ
ョン製品の模造品の追跡と摘発が、全国の警察局と保安部隊によって次々に実行され、その実績
が広範に報道されて、知的財産権侵害事件における行政側の関与と役割がさらに強化されたと見
られている。当事者達の自主的に調査活動を待たずに、警察当局の熱心な刑事が調査局に負けな
いほどの綿密な捜査網と熟練した手法で確実な証拠を確保したうえ、大量の模造品の押収に成功
した事例が急増している。
知的財産権保護警察大隊の設立 知的財産権を保護する環境を整備する要請が高まる中、台
湾は率先して「知的財産権保護警察大隊」の設立を手がけて、大きな実績をあげている。2003
年 1 月 1 日、行政院警政署管轄下の保安警察第二総隊の傘下に、編成定員 220 名程の同大隊が数
年間の討議と準備を経て正式に創設され、同時に運営が発足した。保安警察第二総隊は 97 年頃
以来、台湾国内において光ディスクのを媒体とするゲームソフトや映画及び音楽ソフトの模造品
の摘発に最も積極的且つ高い実績を上げる政府側の知的財産権の保護の取り組みを実施する警
察部隊として公表されたものである。しかし、知的財産権法務の専門化に合わせて、臨時任務編
成にしたがって知的財産権侵害事件を摘発するための各警察部隊より結成された人員を固定編
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成のもとで知的財産権関連事件を専門に担当する専門部隊を設立する要請が高まってきた。しか
し予算の制限によって政府は各部署の人員編成の縮小と凍結を既定方針に掲げるなか、特に警察
部隊に対して編成縮小を急いでいた。かくような逆境を凌ぎ、第二総隊の実績と専門能力が行政
院側に高く認められ、知的財産権関連摘発と取締りの専門業務を担う部隊の設立にまで同総隊を
中心に事が進行した。台湾政府が知的財産権保護対策にかけて、全面的且つ抜本的、又持久的な
取り組みの現われとして、各界から大いに期待をかけられている。2003 年 1 月 1 日に正式に発
足して以来、4 月上旬まで既に 700 回ほどの出動を実施し、200 件以上の事案を立案した上、被
告人 42 名ほど送検したほか、25 万枚ほどの違法模造 CD の押収に成功してきた。また、大規模
なビジネスソフトの海賊品製造販売組織を成功に摘発してきて、その実績が米国当局にも大いに
評価されている。更に、近年、各種商標、著作権を侵害するも贓品･海賊品の製造販売を行う犯
罪者とその拠点の摘発の実績が更に評価されている。犯罪者側は実物を展示する屋台販売方式の
リスクを嫌って、チラシ宣伝を経て、インターネットを限定媒体に運営することが多くなった。
不法取引だから通常のホームページを出して堂々と宣伝する代わりに、ネット・カフェで発信し
たり、バーチャルアドレスから遣り取りするようにして正体をくらます。このようなモダン技術
による犯行を地道に突き止めて犯人とその拠点を掴めえるノウハウを知財保護警察大隊の若手
のメンバーらが積極的に習得して、次々に個人や集団の犯罪者の摘発をやり遂げ、ネット上の犯
罪を打撃する専門部隊の好評を博している。
目下、同大隊の総局は台北県にあり、傘下として台北、台中及び高雄にそれぞれ第一、第二
及び第三中隊がおかれている。一中隊毎に二つの分隊が設置してあって、総勢二百名ほどのメン
バーによって組織されている。
d 税関による措置
d-1 台湾における知的財産権侵害物品の水際取締制度の概説
知的財産権侵害態様の国際化が進むなか、税関の役割が増えている。
台湾の税関当局では、90年代以降、密輸や違法の武器、薬物等の貨物のほか、知的財産権侵
害の物品の摘発と押収乃至司法当局への送検の事業を行うようになってきた。国際物流の自由化
にまぎれて大量化する偽造品の輸出入を食い止めるためには、税関に更に多大な判断権限と強制
処分権を与えるシステムが必要である。しかし、台湾の税関当局において、現在でもまだ実現さ
れていないのは、米国や香港の税関における準司法決定権限のもとで独自の判断で侵害嫌疑にか
かる貨物に対する調査、押収と立案等の処分を下す権限の確保である。知的財産を有効に保護す
るには、侵害を構成する偽造品や模造品の流出を効率的に差止ることに重点が係っている。台湾
における水際管理機構による知的財産権侵害の模造品の取締制度に於いての位置づけ及び機能
を簡略に説明する。
■関連法律規定の説明 台湾では貿易法を始めとする輸出入を管轄する諸法律により、貨物に
付される知的財産権も適用対象として明文で規定している。
■貿易法 貿易法第2条において、「本法にいう貿易とは、貨物の輸出入行為及び関連事項を
指す。前項の貨物とは、貨物に付された商標権、特許権、著作権及びその他法律によって保護
されている財産権を含む。」と規定している。また、輸出入業者と個人は、国際貿易局で登録
を済まされた品目について或いは特別の品目の制限の下でしか輸出入を行うことが出来ない。
貿易法第17条第1号において、輸出入者が台湾又は外国の法律によって保護される知的財産権
を侵害する行為を禁止する旨の規定を置いている。当該規定の違反の罰則として、新台湾ドル
3万元以上30万元以下の罰金に処する他、事情が重大な場合に経済部国際貿易局によって一ヶ
月以上一年以下の貨物輸出入禁止処分又は輸出入業者登録を取り消すことが出来るように規定
している（貿易法28条）。輸出入に係る貨物が台湾又は外国の知的財産権を侵害することが立
証された場合に限って、同貿易局は輸出入者に輸出入行為の一時的な停止を命じる権限がある
（貿易法第30条）。
■貨物輸出管理規則 貨物の輸出入に関する規制の中で、輸出の規制が輸入の規制より仔細に
規定されている。貨物輸出管理規則は、輸出者に対して扱う貨物に使用された商標について申
告する義務を課すように規定し、検査の結果申告が実物と合致しない場合に、輸出業者が、当
該商業の商標専用権者より発行された証明又は他の模倣の事情を否定出来る証拠を提出しない
限り、通関を認めてはならないと規定している（貨物輸出管理規則第10-12条）。
■関税法 第15条が知的財産権に侵害の商品の通関を禁止する旨の規定を置いている。下記の
流通禁止品目については、輸入してはならない。
（1）偽造の貨幣、証券、銀行券及び偽造品印刷の使用にかかる鋳型。
（2）特許権、商標権及び著作権を侵害する物品。
（3）其の他法律による流通禁止品目。
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第96条
輸入してはならない貨物につき、税関は、納税義務者に期限を定めて輸入を取り消すよう命
じなければならない。納税義務者が書面で放棄の申立てをした場合、或いは税関規定の期限内
に輸入取消を行わなかった場合、税関は、その貨物を売却して現金に換えて当該金銭を取得し、
納付すべき関税及び必要費用を控除した後に、もし残額があれば、国庫に帰属させなければな
らない。
前項及び第73条第2項、第74条第2項の規定により処理された貨物が、売却して現金に換える
ことができず焼却廃棄する必要があるときは、納税義務者に期限を定めて税関の監視下で自ら
焼却廃棄する旨、通知しなければならない。期限到来しても焼却廃棄しない場合、税関によっ
て直ちに焼却廃棄され、その関連費用については、納税義務者が負担し、且つ期限を定めて税
関に納付するものとする。
保証金の納付、或いは課税により通関させた貨物が、税関による調査の結果、第一項の期限
を定めて輸入取消を命じなければならない事由に該当する場合で、納税義務者が輸入取消して
輸出させることができないときは、税関はその保証金を没収するか、或いはその貨物価格を追
納させることができる。
■著作権法
著作権法第90ノ1条が著作権侵害物品の輸出入の差止申立に関して規定がある。
■商標法 商標法第65条から第68条も税関による商標権を侵害する貨物の押収申し立てに関
する手続きの規定を設けている。
d-2税関による貨物押収の措置----司法上の対策と行政上の対策、及びその比較
著作権を侵害する海賊品が税関を通過する際、著作権者としては権利侵害の不法商品を押収
してそれを証拠として裁判所に提示して法手段をとることを希望するはずである。その目的を
実現するためには、台湾では二通りの方法が考えられる。
(1) 司法による対策----民事訴訟法の仮処分命令を通して、特定主体の特定の商品に関する輸出
入行為を差し止める。対人効果が発生する。処分を受ける者が税関に貨物を経由する場合、結
果的にその裁判所の命令を持って税関に輸出入にかかる権利侵害被疑貨物の押収を実施しても
らうことになるが、判断は裁判所の権限に留まる。これについて、民事手続きの章の中の保全
手続きのセクションで説明する。
(2) 行政による対策----著作権法第90ノ1条と「税関の協力による特許・商標及び著作権保護措
置の執行に関する作業要点」（2008年8月修正）に基づいて、税関に特定の輸出入にかかる著
作権侵害嫌疑の貨物を押収する。対物効果が中心の対策である。税関に若干の準司法裁量権を
与えて、権利者の要請に基づいて、税関が独自の権限で著作権侵害嫌疑に掛かる貨物を押収し
て、権利者に訴追の手がかりを確保することが主旨である。この制度は90年代以降から導入さ
れてきたものだが、ようやく2003年6月になって初めてその制度を実施するための作業要点が
公布され、数度の改正を経て、2008年8月に現行の作業要点が公布された。
司法上の対策と行政上の対策は、終局的には税関という行政機関によって実施されることに
はなるが、手続きと当事者の権利義務関係が根拠となる法律規定によって大分異なるので、こ
こに表で相違点を列挙してみる。
■民事訴訟法の仮処分と著作権法及び商標法による税関の貨物押収制度の比較
■著作権第 90 条ノ 1 及び商標法第 ■裁判所の仮処分命令による
押収
65 条等による税関押収
処分の原因
輸出入に掛かる著作権或いは製版 債権者が金銭請求以外の請求を
権を侵害嫌疑のあるものに対して 保全したい場合、その請求対象の
押収したい場合（著作権法第 90 現状の変更によって将来強制執行
条ノ 1 第 1 項）
をすることができない恐れ、或い
は執行が甚だ困難になる恐れがあ
る場合に限って請求できる（民事
訴訟法第 532 条）。
決定する期間
税関
管轄裁判所(民事訴訟法第 524 条)
実施する機関
税関
税関が実施する時もある
反対担保金供託制度とそれに基づ 著作権に関しては無し。商標権に 有り。
く押収或いは仮処分の取り消しの 関してはある。
民事訴訟法第 536 条：仮処分が保
制度の有無
全する請求が金銭の給付でその目
的を達成できるものである、或い
は債務者が仮処分によって補償し
がたい重大な損害を蒙り得る、若
しくは其の他特別な事情がある場
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合、裁判所が仮処分の決定書に、
｢債務者が所定の担保金を供託し
た後、その仮処分を免除又は取り
消す｣との文面を記載することが
できる。仮にその旨の記載がない
場合でも、債務者も裁判所に担保
金の供託に合わせて仮処分決定を
取り消すよう請求することが出来
る。
但し、その｢反対担保｣の金額は、
決して仮処分を申請した原告側の
供託した金額と同一視してはなら
ない。被告側が供託すべき担保金
の金額は、原告側が当該仮処分が
取り消された場合蒙り得る損害を
見積もった金額で定めるべきであ
る。原告側が最初に供託した担保
金に相当する金額を供託して仮処
分を取り消してもらった事案もあ
るが、それは偶然に両者の事情を
考慮して算出された金額が一致す
る場合に限るとしか考えられな
い。
担保金計算の容易度

強制処分の対象と行動態様

申立人の資料提示義務の煩雑度

著作権法の税関押収制度の条文
では保証金と称するが、主旨は担
保金と同様。
保証金の算出基準は簡単明快。
輸出入貨物について税関が見積っ
た税金完納後の価格又は輸出貨物
の本船渡し価格に相当する保証金
を提供しなければならない。(著作
権法第 90 条ノ 1 第 2 項、商標法
第 65 条第 2 項)
限定された税関を通関する貨物
に対する物理的な留置の措置。

被告側が処分による実体訴訟が
確定判決を得るまでの期間におい
て蒙り得る損害を見積もった金額
なので、比較的に複雑で算出しが
たい。

被告側の特定の作為或いは不作
為を法的に禁止する命令。処分を
受ける側が故意にその命令を違反
する場合は罰則に処する。
告発時に提供すべき資料（税関 民事訴訟法第 525 条、第 526 条
の協力による特許・商標及び著作
権保護措置の執行に関する作業要
点）
商標権者、及び著作権者、権
利の被許諾者又はその代理人、権
利者の代理人、権利者団体は、商
標権又は著作権を侵害した輸入又
は輸出の物品に対し、書面を以っ
て関税総局又は輸出入地の関税局
宛に告発すべきで、告発時には併
せて下記の資料を提供すべきであ
る。
(1)侵害 の事実及び侵害物を識別
できるに足る説明。
(2)権利侵害被疑に関連した輸出
入業者の名称、貨物名称、輸出
入の地点及び日付、航空機（船
舶）の便名、コンテナの番号、
貨物保管場所等関連の具体的
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資料。
(3)商標登録の書類、著作権の証明
又はその他著作権を認定でき
るに足る書類。
(4)もし代理人であれば、代理証明
書類を添付すること。
被告側の反論の機会の有無
特に無し。
真正品と偽造品の相違点を説明す 必要。但し、特定の形態の資料ま
る資料
では要求されていない。
終局処分の比較
権権利侵害事実が裁判等で確定した
場合、原則として押収された貨物
は廃棄或いは没収される。
押収されたものについて、申立
人が裁判所の民事確定判決を経て
著作権又は出版権の侵害に係るも
のとされたときは、税関がこれを
没収する。没収された物のコンテ
ナ使用期間超過料金、倉庫賃貸、
積み卸し等の関連費用及び焼却廃
棄処分に要する費用は、差押処分
を受けた者が負担しなければなら
ない。前述の焼却廃棄処分に要す
る費用に関し、税関が期間を限定
して納付することを通知しても納
付のないときは、法により移送し
て強制執行を行う。
取り消し原因の比較
②終局処分
B 権利侵害事実が裁判等で
否定される場合
次の各号のいずれかに該
当するものは、税関が差押
処分を廃止し、輸出入貨物
の通関に関連する規定によ
り処理するほか、申立人は
差押処分を受けた者が差押
えにより蒙った損害を賠償
しなければならない。
一. 差し押えられたものが、
裁判所の確定判決を経て著
作権又は出版権を侵害した
ものに当たらないと判断さ
れたとき。
二. 税関が申立人に差し押え
の受理を通知した日から
12 日以内に、差し押えの物
件を侵害物品とする訴訟が
提起された旨の告知を受け
なかったとき。
三. 申立人が差押処分廃止の
申立てがあったとき。
担保金返還の原因
保証金と称する。第 90 条ノ 1 第 9
項：
次の各号のいずれかに該当する
ものは、税関は申立人の申立てに
より保証金を返還しなければなら
ない。
一. 申立人が勝訴の確定判決を取
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有り。（民事訴訟法第 528 条）
必要。更に、急迫した事態に関す
る説明も必要。
権利侵害事実が裁判等で確定とな
る場合でも、仮処分はそのまま有
効状態を継続する。

民事訴訟法第 529 条、530 条

民事訴訟法 531 条：
仮差押の決定が初めから不当で
あったという原因で取り消され、
或いは第 529 条第 2 項及び第 530
条第 3 項の規定によって取り消さ
れたときは、、債権者は、債務者
が仮差押又は担保の提供によって
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得し、又は差し押えを受けた者
との間に和解が成立し、引続き
保証金を提供する必要がなくな
ったとき。
二. 差押処分廃止後、申立人は、
20 日以上の期間を定め て差押
処分を受けた者に権利の行使を
催告したにもかかわらず、権利
行使の行為がなかったことを証
明したとき。
三. 差押処分を受けた者が返還に
同意したとき。
貨物の一部が侵害を構成する問題
の有無
処分が実行されるまでの時間
推定 1 週間くらい(実例がない)

処分の有効期間

蒙った損害を賠償しなければなら
ない。
仮差押が保全する請求が、既に起
訴されている場合、裁判所は、第
一審口頭弁論終結前に、債務者の
申立てにより、本案判決の中で債
権者に前項の賠償をするよう命じ
なければならない。債務者が申立
てないときは、申立てることがで
きる旨通知しなければならない。

個別に認定する

3 週間乃至数ヶ月間。
余り税関の貨物の押収に間に合わ
ない。
特定の貨物に対する物理的な処 仮処分が取り消されるまで継続
分なので、いずれ貨物を廃棄或い 的に有効。
は没収することになる。そのきっ
かけは原則として貨物が権利侵害
物品であることが実証される時点
となる。すなわち、権利侵害事実
が裁判等で確定となる場合、押収
されたものについて、申立人が裁
判所の民事確定判決を経て著作権
又は出版権の侵害に係るものとさ
れたときは、税関がこれを没収す
る。没収された物のコンテナ使用
期間超過料金、倉庫賃貸、積み卸
し等の関連費用及び焼却廃棄処分
に要する費用は、差押処分を受け
た者が負担しなければならない。
前述の焼却廃棄処分に要する費用
に関し、税関が期間を限定して納
付することを通知しても納付のな
いときは、法により移送して強制
執行を行う。

■上記の分析のとおりに、民事訴訟法による仮処分と税関による侵害品の押収という二つの制
度は、相当な相違点があるので、実際の状況に応じて活用するか、両者を平行して運用するか
で応用すべきだと思われる。民事訴訟法の仮処分は近年手続きの煩雑化が見られ、もとより2
週間ほどの審理時間が掛かるなどによって、余り税関の貨物の押収に向かないと思われる。税
関による侵害品の押収も実際の施行規則が周到でなく、実例が極めて少ないのが現状である。
そのため、実務上最も活用される押収の名目は、上記の制度より刑事訴訟法の告訴に基づく
犯罪関連品目の押収令状の申請と発行の制度である。
d-2-1 著作権侵害被疑貨物の押収を申立出来る権利者の条件
著作権者又は出版権者は、その著作権若しくは出版権の侵害に係る物品を輸入し、若しくは
輸出した者に対し、あらかじめ税関に差押えを申し立てることができる。
d-2-2 申立の形式必要条件--書面形式と担保金の納付
前述の申立ては書面を以てこれをし、侵害の事実を釈明するとともに、差押処分を受ける者
が差押えにより蒙った損害の賠償の担保として、その輸入貨物について税関が見積った税金完
納後の価格又は輸出貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。保証金
の納入期限は最長12日までとする。
■告発時に提供すべき資料
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（税関の協力による特許・商標権及び著作権保護措置の執行に関する作業要点）
商標権者及び著作権者、権利の被許諾者又はその代理人、権利者の代理人、権利者団体（以
下「権利者等」という）は、商標権又は著作権を侵害した輸入又は輸出の物品に対し、書面を
以って関税総局又は輸出入地の関税局宛に告発すべきで、告発時には併せて下記の資料を提供
すべきである。
(1)侵害の事実及び侵害物を識別するに足る説明。
(2)権利侵害被疑に関連した輸出入業者の名称、貨物名、輸出入の地点及び日付、航空機（船舶）
の便名、コンテナの番号、貨物保管地点等関連の具体的資料。
(3)商標登録の書類、著作権の証明又はその他著作権を認定するに足る書類。
(4)もし代理人であれば、代理証明書類を添付すること。
d-2-3 税関の対応形態の分類
(1)内容確認、判断と当事者への通知
■判断要点
税関にて前号の告発の通知を受けた後に、告発の内容は具体的であるか否かを
研討判断し、もし申請を受理したときは、権利者等に通知しなければならない。もし受理しな
い場合も権利者等にその旨通知し（必要あれば権利者等に現場に出頭させて説明するよう通知
することができる）及び受理しない理由を説明しなければならない。
■通知 認定手続き進行の通知
一旦税関にて告発事件を受理し検証した結果、もし物品が告発の内容とが一致したときは、
直ちに電話及びファクシミリで以って権利者等に通知し、権利者等は通知を受けた後の一定時
間内（空便で輸出：4時間、船便で輸出入及び航空便で輸入：1作業日）に税関に赴き認定を行
わなければならず、また通知を受けてから三営業日以内に権利侵害証明文書を提出しなければ
ならない。また、税関は、別途電話及びファクシミリで以って、物品の輸出入業者に通知受領
後三営業日以内に使用許諾文書又はその他権利侵害がないことを証明する文書を提供するよう
通知する。
税関が差押えの申立てを受理したときは、直ちに申立人に通知しなければならない。前項規定
に適合して差押えを行うときは、書面をもって申立人及び差押えを受ける者に通知しなければ
ならない。
(2)処分
①中間処分
A 権利者等による権利侵害証明提出を通じて著作権の侵害の疑いが認定されたとき
輸出入業者が使用許諾文書又はその他権利侵害事情がないことを証明する文書を提出できな
いとき、税関は、著作権法第90条の1及び「税関の著作権又は製版権侵害物品に係る差押え実
施規則」の規定により、税関に保証金を提供して差押え処分を申請し、又は裁判所に保全処分
を申請する。
期限を過ぎても未だ処理しないとき、もしその他の通関規定に違反することがなければ、税
関は、代表的なサンプルを採取した上で、貨物を通関させ、並びに刑事訴訟法第241条の規定
により、サンプルを採取して税関所在地の司法機関に告発することができる（経済部知的財産
局にも併せて通知すること）。
B.輸出入業者から使用許諾に係る書類を提出したとき、税関は直ちに書面を以って権利者等に
その旨通知し、権利者等は税関からの書面による通知を受取った日より3作業日以内に、法の
規定により、税関に差押え処分を申請し、又は裁判所に保全処分の申請を行ない、税関による
差押えの執行に協力すべきであり、もし期限を過ぎても処理しないとき、別段その他の通関規
定に違反することがなければ、税関は代表的なサンプルを採取した後に貨物を通関させ、並び
に参考迄に主管機関宛に書面を送付すべきである。
②終局処分
A 権利侵害事実が裁判等で確定となる場合
差し押えられたものについて、申立人が裁判所の民事確定判決を経て著作権又は出版権の侵
害に係るものとされたときは、税関がこれを没収する。没収された物のコンテナ使用期間超過
料金、倉庫賃貸、積み卸し等の関連費用及び焼却廃棄処分に要する費用は、差押処分を受けた
者が負担しなければならない。前述の焼却廃棄処分に要する費用に関し、税関が期間を限定し
て納付することを通知しても納付のないときは、法により移送して強制執行を行う。
B 権利侵害事実が裁判等で否定される場合
次の各号のいずれかに該当するものは、税関が差押処分を廃止し、輸出入貨物の通関に関連
する規定により処理するほか、申立人は差押処分を受けた者が差押えにより蒙った損害を賠償
しなければならない。
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一. 差し押えられたものが、裁判所の確定判決を経て著作権又は出版権を侵害したものに当た
らないと判断されたとき。
二. 税関が申立人に差押えの受理を通知した日から12日以内に、差押えの物件を侵害物品とす
る訴訟が提起された旨の告知を受けなかったとき。
三. 申立人が差押処分廃止の申立てがあったとき。
d-2-4 申立人側の権限と義務
(1)権限 納入した保証金の返還を請求する権限
次の各号のいずれかに該当するものは、税関は申立人の申立てにより保証金を返還しなけれ
ばならない。
一. 申立人が勝訴の確定判決を取得し、又は差押えを受けた者との間に和解が成立し、引き続
き保証金を提供する必要がなくなったとき。
二. 差押処分廃止後、申立人は、20日以上の期間を定めて差押処分を受けた者に権利の行使を
催告したにもかかわらず、権利行使の行為がなかったことを証明したとき。
三. 差押処分を受けた者が返還に同意したとき。
(2)義務
申立ては書面を以てこれをし、侵害の事実を釈明するとともに、差押処分を受ける者が差押
えにより蒙った損害の賠償の担保として、その輸入貨物について税関が見積った税金完納後の
価格又は輸出貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。
d-2-5 被申立人側の権限と義務
(1)権限
①税関に対して押収された貨物を検証するよう申し立てる権限
申立人又は差押え処分を受けた者は、税関に対し差押えられた物品の検査を申し立てることが
できる。
②申立人が納入した保証金に対する質権
差押えを受けた者が、第二項の保証金につき、質権者と同一の権利を有する。
d-2-6 事前通報制度の運用
d-2-6-1 事実通報
権利者、権利者の使用許諾先、権利者の代理人、権利者の団体から提示し、又はその他の機
関からの通報による事件の作業手続き：
(一) 権利者、権利者の使用許諾先、権利者の代理人、権利者の団体から提示し、又はその他
の機関からの通報により、もし税関にて輸出入の物品が提示乃至通報された商標権又は著作権
を侵害した物品の外観とが明らかに一致するとき：
1. 税関は、権利者、権利者の使用許諾先、権利者の代理人、権利者の団体に認定に協力する
よう通知するとともに、物品輸出入業者に使用許諾の資料又は他の権利侵害事情がないことを
証明する文書をを提供する様通知しなければならない。税関が、権利者、権利者の使用許諾先、
権利者の代理人、権利者の団体の連絡資料を得られないとき、電話或いはファクシミリを以っ
て経済部知的財産局宛に必要な協力を要請することができる。もし税関が1作業日以内に関連
の資料を得られず、又別段その他の輸出入通関規定にも違反する事情がなければ、税関では代
表的な見本を採取した上で当該物品を通関させなければならない。
2. 権利者、権利者の使用許諾先、権利者の代理人、権利者の団体が税関からの通知を受取っ
た後は、商標の登録書類、著作権の証明又はその他明らかに著作権を認めるに足りる書類（も
し代理人であれば、代理人の証明書類を添付すること）を提供し、並びに認定に協力しなけれ
ばならない。作業手続きに関しては、当該要点の第四点の規定により之を処理する。
（二） 司法機関が、輸出入物品が商標権又は著作権を侵害している具体的な事実、証拠を把
握しており、書面を以て税関に通知し或は差し押え命令を提示し、税関が被疑物品を発見した
ときは、押収執行に協力しなければならず、物品とともに案件を全て当該機関による処理のた
めに移送しなければならない。仮に物品の保管に困難があるときは、物品を貨物倉庫、コンテ
ナ集積所又は航空貨物の集積所等の元の物品の保管場所に保管することを権利者等に要請する
よう当該機関に請求する。
d-2-6-2 確定判決の通報
物品に商標権又は著作権を侵害した事実があり、司法機関の判決を経て確定したとき、税関
は始めて権利者に侵害物品に係る出荷人、輸出入業者、荷受人及び関連の権利侵害物品の数量
等資料（代表者の姓名、会社名、所在地等を含む）を提供することができる。
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■著作権法関連規定一覧（2010年02月10日施行改正法より）
第90条ノ1
著作権者又は出版権者は、その著作権若しくは出版権の侵害に係る物品を輸入し、若しくは輸
出した者に対し、あらかじめ税関に差押えを申し立てることができる。
前項の申立ては書面を以てこれをし、侵害の事実を釈明するとともに、差押処分を受ける者が
差押えにより蒙った損害の賠償の担保として、その輸入貨物について税関が見積った税金完納
後の価格又は輸出貨物の本船渡し価格に相当する保証金を提供しなければならない。
税関が差押えの申し立てを受理したときは、直ちに申立人に通知しなければならない。前項規
定に適合して差押えを行うときは、書面をもって申立人及び差押えを受ける者に通知しなけれ
ばならない。
申立人又は差押え処分を受けた者は、税関に対し差押えられた物件の検査を申し立てることが
できる。
差し押えられたものについて、申立人が裁判所の民事確定判決を経て著作権又は出版権の侵害
に係るものとされたときは、税関がこれを没収する。没収された物のコンテナ使用期間超過料
金、倉庫賃貸、積み卸し等の関連費用及び焼却廃棄処分に要する費用は、差押処分を受けた者
が負担しなければならない。
前項の焼却廃棄処分に要する費用に関し、税関が期間を限定して納付することを通知しても納
付のないときは、法により移送して強制執行を行う。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関が差押処分を廃止し、輸出入貨物の通関に関連す
る規定により処理するほか、申立人は差押処分を受けた者が差押えにより蒙った損害を賠償し
なければならない。
一. 差し押えられたものが、裁判所の確定判決を経て著作権又は出版権を侵害したものに当た
らないと判断されたとき。
二. 税関が申立人に差し押えの受理を通知した日から12日以内に、差し押えの物件を侵害物品
とする訴訟が提起された旨の告知を受けなかったとき。
三. 申立人が差押処分廃止の申立てがあったとき。
前項第2号に定める期間は、必要なときに税関がこれを12日間延長することができる。
次の各号のいずれかに該当するものは、税関は申立人の申立てにより保証金を返還しなければ
ならない。
一. 申立人が勝訴の確定判決を取得し、又は差し押えを受けた者との間に和解が成立し、引続
き保証金を提供する必要がなくなったとき。
二. 差押処分廃止後、申立人は、20日以上の期間を定めて差押処分を受けた者に権利の行使を
催告したにもかかわらず、権利行使の行為がなかったことを証明したとき。
三. 差押処分を受けた者が返還に同意したとき。
差押えを受けた者が、第二項の保証金につき、質権者と同一の権利を有する。
税関が職務の遂行にあたって、輸出入貨物の外観から明らかに著作権を侵害する疑いがあるも
のを発見したときは、一営業日以内にこれを権利者に通知するとともに、輸出入者に利用許諾
を受けたことに関する資料を提供する旨の通知を出すことができる。権利者が通知を受けた後、
空運で輸出する貨物については四時間以内に、空運で輸入する貨物と海運で輸出入する貨物に
ついては一営業日以内に、税関に出頭し（侵害物品であるかどうかの）認定に協力しなければ
ならない。権利者が不明で、若しくは通知が不可能な場合、又は権利者は通知した期限内に税
関に出頭し、認定に協力しなかった場合、又は権利者の認定を経て係争目的物が権利侵害に関
わっていない場合においては、その他通関に関する規定に違反しない限り、税関は直ちに貨物
を通関させなければならない。
権利侵害疑義貨物と認定されたときは、税関は暫く通関を差し止める措置をとらなければなら
ない。
税関は暫く貨物の通関を差し止める措置をとった後、権利者は三営業日以内に、第1項から第
10 項までの規定により税関に押収の申立をせず、又は権利保護のための民事・刑事訴訟手続
を行わなかった場合においては、その他通関に関する規定に違反しない限り、税関は直ちに貨
物を通関させなければならない。
第90条ノ2
前条の実施方法は、主務官庁が財政部と共同でこれを定める。
第90条ノ3
第80条ノ1若しくは第80条ノ2の規定に違反して著作権者に損害を生じさせたものは、賠償責任
を負う。数人が共同で違反したときは、連帯して賠償責任を負う。
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第84条、第88条ノ1、第89条ノ1及び第90条ノ1の規定は、第80条ノ1若しくは第80ノ2条の規定
に違反した場合にこれを準用する。
■商標法関連条文一覧（2003年11月28日施行改正法より）
第65条
商標権者は輸入又は輸出において商標権を侵害する物品に対し、税関に予め差押を申請するこ
とができる。
前項の申請は、書面を以って行い、侵害事実を釈明しなければならず、税関において当該輸入
貨物のCIF価格又は輸出貨物のFOB価格の保証金相当又は相当の担保を提供する。
税関が差押申請を受理したときは、速やかに申請人へ通知しなければならない。前項の規定を
具備するものと認定し、差押を実施するときは、書面を以って申請人及び被差押人へ通知しな
ければならない。
被差押人は、第2項の保証金額の倍額の保証金又は相当の担保を提供し、税関へ差押の取消及
び輸出入貨物の通関に関する規定による処分を請求することができる。
税関は対象の差押物件の機密資料を保護する状況において、申請人又は被差押人の申請により
その差押物件を検閲することができる。
差押物件に関して、申請人が裁判所により商標権侵害の確定判決を受けた場合、第66条第4項
の規定に該当するものを除き、被差押人は差押物件の貨物延滞費、倉庫賃貸費、積み卸し費用
等の関連費用を負担しなければならない。
第66条
次に掲げる情況の一に該当するものは、税関は差押を取消さなければならない。
一、申請人が税関の差押通知を受理した日から12日以内に、第61条の規定により差押物件を侵
害物件として訴訟を提起せず、税関へ通知しなかったとき
二、申請人が差押物件を侵害品として訴訟を提起し、裁判所の裁定により請求棄却が確定した
とき
三、差押物件が裁判所による確定判決を経て、商標権侵害に該当しないとされたとき
四、申請人が差押の取消を申請したとき
五、前条第4項の規定に該当するとき
前項第1号に規定する期限は、税関が必要により12日の延長をすることができる。
税関が第1項の規定により差押を取り消すときは、輸出入貨物の通関に関連する規定により処
理しなければならない。
第1項第1号乃至第4号の事由により差押を取り消す場合、申請人は差押物件の貨物延滞費、倉
庫賃貸費、積み卸し費用等の関連費用を負担しなければならない。
第67条
差押物件が裁判所の判決を経て商標権侵害に該当しないと確定したときは、申請人は被差押人
が貨物を差押えられたことにより、又は第65条第4項の規定により提出した保証金で受けた損
害を賠償しなければならない。
申請人は第65条第4項に規定する保証金について、被差押人は第65条第2項に規定する保証金に
ついて、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第4項及び第65条第6項に規定する貨物延
滞費、倉庫賃貸費、積み卸し費用等の関連費用は、申請人又は被差押人の損害を優先して賠償
する。
次に掲げる情況の一に該当するときは、税関は申請人の申請により第65条第2項に規定する保
証金を返還しなければならない。
一、申請人が勝訴の確定判決を受け、又は被差押人との和解が成立し、すでに保証金の提供を
継続する必要がなくなったとき
二、前条第１項第１号乃至第4号に規定する事由により差押が取消され、被差押人が損害を被
るに至った後、又は被差押人が勝訴の確定判決を受けた後、申請人が20日以上の期間を定め被
差押人へ権利行使を催促しても行使しなかったことを証明したとき
三、被差押人が返還に同意したとき
次に掲げる一の情況に該当するときは、税関は被差押人の申請により第65条第4項に規定する
保証金を返還しなければならない。
一、前条第１項第１号乃至第4号に規定する事由により差押が取消され、又は被差押人と申請
人との和解が成立し、すでに保証金の提供を継続する必要がなくなったとき
二、申請人が勝訴の確定判決を受けた後、被差押人が20日以上の期間を定め申請人へ権利行使
を催促しても行使しなかったことを証明したとき
三、申請人が返還に同意したとき
213

IP 訴訟実務マニュアル 2010

第68条
前3条に規定する差押申請、差押取消、差押物件の検閲、保証金又は担保の納付、提供と返還
の手続き、必要書類及びその他の遵守事項にかかる規定については、主務官庁が財政部と共に
これを定める。
第69条
第33条の規定により商標の使用許諾を受けたものは、その使用権が損害を被った場合は、本章
の規定を準用する。
■税関における処置の手順
税関の協力による特許・商標及び著作権保護措置の執行に関する作業要点
公(発)布日：2003 年 06 月10 日
修正日：2008年08月22日
1. 二○○三年六月十日付財政部関税総局台総局緝字第 0920103926号公告にて全文 5点を制
定発布
2. 二○○四年五月二十日付財政部関税総局台総局緝字第 0931008469号令にて第3点条文を修
正発布、並びに二○○四年五月十七日より実施
3. 二○○五年六月一日付財政部関税総局台総局緝字第 09410107421号令にて名称及び全文7
点を修正発布、並びに二○○五年六月一日より施行 (元名称：税関の協力による商標権及び
著作権保護措施執行作業要点)
4. 二○○八年八月二十二日付財政部関税総局台総局緝字第09710173301号令にて全文8点を修
正発布、並びに二○○八年九月一日より発効
一、特許権者、商標権者及び著作権者の権益を保障し、WTO「知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定」の主旨及び我国関連法令に基づく公平公正の原則により、正常な国際貿易を促
進し、通関の障害発生を回避する為、特に本要点を制定する。
二、本要点は商標権及び著作権について、原則として告発保護の方法を採用し、商標権者及び
著作権者、権利者の被許諾者又はその代理人、権利者の代理人、権利者団体（以下、「権利
者等」という）より、税関に告発するものとする。但し、税関は権利者等の提示を経るか、
他機関の通報又は職務執行の際に、商標権及び著作権侵害の虞のある輸出入貨物を発見した
場合、関税法、税関密輸取締条例(中国語名：海関緝私条例)、貿易法、著作権法、商標法、
民事訴訟法及び刑事訴訟法等の関連規定に従い処理する。
三、特許権侵害案件について、司法機関による仮処分決定を経て関連製品の輸出入を暫時停止
する場合、特許権者 (専用実施権者を含む) により被疑案件貨物の輸出入日及び地点、輸出
入運輸機関名称、便名等の具体的な資料又は輸出入申告書番号が提供された後に、税関が協
力して行う。但し、貨物が既に通関している場合は、この限りではない。
四、本要点告発保護の作業手順は以下のとおりである。
(一) 権利者等は輸出入貨物について商標権又は著作権侵害の虞がある場合、書面で財政部関
税総局又は輸出入地関税局に告発を提起すべきであり、告発時には下記資料を提出しなけれ
ばならない。
1.侵害事実及び侵害物を識別するに足る説明。
2.輸出入業者名称、貨物名、輸出入港及び日付、航空 (船舶)便名、コンテナ番号、貨物保
管地点等に関連する具体的な資料。
3.商標登録文書、著作権証明又はその他、著作権を認定するに足る文書。代理人ならば、代
理証明文書を添付しなければならない。
(二) 税関は前号の告発を受けた後に、告発内容が具体的であるかどうかを検討し、もし告発
を受理する場合は権利者等に通知しなければならない。もし不受理であっても通知し、 (必
要な時は、説明の為権利者等に出頭するよう通知することができる。) 不受理の理由を説明
しなければならない。
(三) 輸出入貨物の検査を経て、告発内容と一致した場合
1. 税関は直ちに電話及びファクシミリで権利者等に通知し、権利者等は通知を受けてから
一定時間内 (航空輸出：四時間、船便輸出入及び航空輸入：一営業日)に税関へ出向いて認
定を行わなければならず、並びに通知を受けてから三営業日以内に権利侵害証明文書を提
出しなければならない。権利者等に正当な理由があって上記期限内に提出できない場合、
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書面で理由を疎明し税関に延長を申請することができるが、一度限りとする。
税関は別途、電話及びファクシミリで輸出入者に通知し、輸出入者は通知を受けてから
三営業日以内に許諾文書又はその他権利侵害がないことを証明する文書を提出しなければ
ならない。但し、輸出入者に正当な理由があって上記期限内に提出できない場合、書面で
理由を釈明し税関に延長を申請することができるが、一度限りとする。
(四) 権利者等による権利侵害証明提出を経て、商標権侵害の疑いがあると認定された場合
1. 輸出入者が前号第二目に規定された期限内に許諾文書、又はその他権益侵害がないこと
を証明する文書を提出できない場合、税関は商標法第八十二条規定に従い案件を全て警
察当局に移送する。 (経済部知的財産局にも副本で通知) 。
2. 輸出入者が前号第二目に規定された期限内に許諾文書、又はその他権益侵害がないこと
を証明する文書を提出した場合、税関は直ちに権利者等に通知しなければならない。
3. 権利者等は前目の通知日より三営業日以内に、商標法第六十五条第一項規定に基づき税
関に事前押収を申請するか、又は税関が押収執行に協力するよう裁判所に保全手続きを
申立てることができる。被押収者も商標法第六十五条第四項規定に基づき、税関に対し
て押収処分の取消しを請求、又は裁判所に対して保全手続きの取消しを申立てることが
できる。
4. 権利者等が前目規定期限内に、商標法第六十五条第一項に基づく税関への事前押収申請、
又は裁判所への保全手続き申立てを行わなかった場合、もし他の通関規定違反がなけれ
ば、税関で代表的なサンプルを採取した後に、貨物を通関させる。
5. 権利者等が税関に押収申請し、税関が通知を受理して押収した日から十二日以内に、権
利者等が商標法第六十一条規定に基づく押収物を侵害物とする訴訟提起、及び税関への
通知を行わなかった場合、税関は押収を取消さなければならない。もし他の通関規定違
反がなければ、代表的なサンプルを採取した後に、貨物を通関させる。税関は必要に応
じて上記期限を十二日延長することができる。
(五) 権利者等による権利侵害証明提出を経て、著作権侵害の疑いがあると認定された場合
1. 輸出入者が第三号第二目に規定の期限内に許諾文書又はその他権利侵害事情がないこ
とを証明する文書を提出できない時、税関は著作権法第九十条の一の規定に従い暫時通
関差止め措施をとり、権利者等に通知する。 (経済部知的財産局にも副本で通知)
2. 税関が暫時通関差止め措施をとった後、権利者等が通知を受けた日から三営業日以内に
著作権法第九十条の一の規定に基づく税関への押収申立てをしないか、又は権利保護の
為の民、刑事訴訟手続きを行わない場合に、もしその他通関規定違反がなければ、税関
は直ちに通関させなければならない。
3. 輸出入者が第三号第二目規定の期限内に許諾文書、又は他の権利侵害事情がないと証明
する文書を提出した場合、税関は直ちに書面で権利者に通知しなければならない。権利
者等は通知を受けた日から三営業日以内に、著作権法第九十条の一の規定に基づく税関
への事前押収申立て、又は税関に押収の執行に協力してもらう為の裁判所への保全手続
き申立てを行うことができる。期限を過ぎても手続きが行われない場合、もしその他通
関規定違反がなければ、税関は代表的なサンプルを採取し主務機関に参考として送付し、
貨物を通関させなければならない。
4. 権利者等が税関に押収申請し、税関が通知を受理して押収した日から十二日以内に、押
収物を侵害物とする訴訟が提起されたとの告知がなかった場合、税関は押収を取消さな
ければならない。またもし、その他の通関規定違反がなければ、代表的なサンプルを採
取した後に、貨物を通関させる。税関は必要に応じて上記期限を十二日延長することが
できる。
(六) 権利者等による商標権や著作権侵害の事情がないと認定されたか、又は期限を過ぎても
税関に出頭して認定しないか、又は権利侵害証明文書の提出がなかった場合に、もしその他
通関規定違反がなければ、税関は直ちに通関させる。
2.

五、権利者等の提示、又はその他機関の通報を経て、もし税関が輸出入貨物と提示又は通報の
商標権や著作権侵害貨物の外観が明らかに一致していることを発見した場合：
(一) 税関は権利者等に認定に協力するよう通知するとともに、貨物輸出入者に許諾文書又は
他の権利侵害事情がないことを証明する文書を提出するよう通知しなければならない。もし
税関が権利者等の連絡資料を得られないとき、電話及びファックスで経済部知的財産局に関
連の協力を求めることができる。もし、税関が経済部知的財産局に電話ファックスした日か
ら一営業日以内に関連資料を得られず、その他輸出入通関規定に違反している事情もない場
合、税関は代表的なサンプルを採取した後に貨物を通関させる。
(二) 権利者等は税関からの通知を受けた後、商標登録文書、著作権証明又はその他著作権を
認定するに足る文書 (例えば、代理人であれば、代理証明文書の添付が必須) を提出して認
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定に協力しなければならない。
(三) 関連作業手順は第四点規定を準用する。
六、もし司法機関が輸出入貨物の具体的な商標権や著作権侵害の事実証拠を把握し、書面によ
る税関への通知、又は押収命令が出されたときに、税関が疑わしい貨物を発見した場合、押
収執行に協力しなければならず、貨物とともに案件を全て当該機関による処理の為に移送し
なければならない。もし貨物の保管が困難である場合、貨物を倉庫に保管するか、コンテナ
集積所又は航空貨物集積所等の元の貨物保管場所に保管することを権利者等に要請するよ
う当該機関に求めることができる。
七、税関による職務執行時に、輸出入貨物の外観から明らかに商標権及び著作権を侵害してい
る虞があるものが発見された場合の作業手順は以下のとおりである。
(一) 商標権侵害が疑われる案件の処理は、その手順について第四点第三号、第四号、第六号
規定を準用して処理する。
(二) 著作権侵害が疑われる案件の処理は、その手順について第四点第三号、第五号、第六号
規定を準用して処理する。
(三) もし税関が権利者等資料が得られないとき、電話及びファックスで経済部知的財産局に
関連の協力を要請することができる。もし、税関が経済部知的財産局に電話及びファックス
した日より一営業日以内に関連資料を得られず、その他輸出入通関規定に違反している事情
がない場合、税関は代表的なサンプルを採取した後に貨物を通関させる。
八、貨物について司法機関の判決を経て商標権や著作権侵害事実が確定したとき、税関は始め
て権利者等に、権益侵害貨物の送り主、輸出入業者、荷受人及び関連権益侵害物品の数量等
資料を提供することができる。 (代表者氏名、会社名称、住所等を含む) 。
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d-3 水際取締の評価
水際取締り事業が直面する実務上の困難点に触れてみる。
1) 通関貨物の量の膨大さに屈して、サンプリングチェックによって部分的な検査しか出来ない
のが通常である。また、知的財産権侵害如何に関する認定をめぐる技術的な難点もある。論理
上では、知的財産権侵害嫌疑の貨物が検出された場合、麻薬や拳銃のような物品が見つかる場
合と同じように、法律によって即時押収できるはずだが、知的財産権侵害については、拳銃類
などの典型的な流通禁止品よりも認定上の困難点が多くある。
2) 他方、法律では輸出入業者に誠実な申告義務を課す他、税関に対して知的財産権侵害被疑物
品に関する通関を差し止める行政上の処分権も与えている。ただし不法業者は常に架空の貿易
会社の名義を借りて輸出を行うことが多く、直接処分を受けることを逃れることによって輸出
を継続する手法が多用され、税関の監督による取締りの実効を求めにくい。
関税法を始めとする諸法規は建前の方針だけを掲げるが、具体的な方法を施行細則などで
3)
規定していない。また、マンパワーと検査技術の制限によって、被疑商品の検出率が低下しが
ちである。輸入品もほぼ事情が同じである。関税法など法律も実務的な困難点を予想して、税
関での検査の実施に関する具体的な方法と基準については行政機関自身の判断と裁量に委ね
るように規定している。
4) その上、国家公務員の守秘義務により制限を受け、必要な情報を入手しにくい。一般国家公
務員は秘密保守義務を負い、輸出入業者の通関貨物の詳細品目と数量等の資料を権利者に提供
しないことになっている。確かに商標専用権者の名義で禁倣小組に相関の資料を入手してもら
うことも考えられる。しかしたとえ禁倣小組が権利者の要請に応じて税関に協力を求めたとし
ても、税関がその要請に拘束される訳ではない。むしろ例外的にしか認められない。結果とし
ては、入用の情報を入手するのに最も有効なアプローチはやはり輸出入業者に対して刑事訴訟
を提起し、検察官の捜査権に基づいて令状のもとで強制力のある捜査活動を進める方法である。
又、訴訟提起の後でも、輸出入業者の従来の模造品輸出入行為について確認したい場合、訴訟
継続中に検察官に書面で主務機関に請求してもらうことができる。
5) 税関の段階での取締りに関して、効果が顕著に現れにくい要素は、やはり有期懲役刑がない
事であろう。文明国家の基準にしたがえば、規定を違反した者に対する行政処分と罰金を課せ
ば十分だが、禁固刑を廃止した法律は往々にして骨抜きにされてしまう。違法が見つかって、
輸出免許を取り上げられたとしても、組織的な犯罪者は会社を新設すれば又旧業を操ることが
出来る。文書偽造罪は有期懲役の罪だが、悪質な業者はその道の常習犯が多い。優良大手メー
カーの名義を盗用してまかり通ることもある。水際措置は確かに知的財産権保護対策のもう一
つ武器だが、法律上の規制と技術上の困難の狭間におかれる税関が既存の障害を取り払って、
もっと有力な運営環境の確保に成功できればこそ其の真の価値を発揮できよう。

d-4 一般的な水際取締を実行するには
(1) 水際取締の対象と範囲（輸出入、権利、申立て又は職権など）
対象：
a．人的対象：主に輸出業者のみ。外国メーカーに及ばない。
b．物的対象：商標法又は著作権法違反の商品の輸出入に限る。すなわち商標の外見によ
って侵害の判断が出来る商品に限る。特許技術の分析は摘発者の知的財産局（IPO、
元中央標準局）と法務部指定の鑑定機関の作成した鑑定報告に委ねる。貨物の差押え
は台湾の司法機関の令状と裁判の効力について相互承認の有る外国の確定判決のもと
で初めて可能となる。
ｃ．申請者：商標権者又は著作権者の本人或はその代理人に限る。
ｄ．受付機関：税関、警察署、調査局又は禁倣小組。貨物の差押え他取締行動が欲しい場
合、常に検察官より捜査状をもらう必要が前提的にある。
ｅ．範囲：国境外の取締、すなわち貨物船が入港して税関に係るまでは税関として検査の
作業を開始出来ない。差押えも裁判所の決定がなければ難しい。
(2)

水際取締手続きの流れ
水際取締を開始するには、次の手続きを取るべきである。
1．侵害被疑製品のある船舶の名称、船便、運送期間、コンテナー・カーゴ番号等の確認と
取得。
2．情報を警察署、調査局又は禁倣小組、或は裁判所に提供する。
3．検事から捜査令状を発行してもらうか、又は民事法廷で担保金を供託して、仮処分決定
をもらって、貨物の差止めを目指す。
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4．カーゴの通関後、司法警察とともに税関に赴き模造品の差押えを実施する。
5．案件を検察官に移送する
d-5

最近の動向
税関などによる水際取締は、まだ幾つかの障害が伴っているといえよう。しかし、それは
台湾特有の事情というよりも、経済発展の途上における一過的な現象と捉えるべきところもあ
ろう。海外からの外注生産拠点として､製造輸出産業を経済発展の中心に据えてきた過去50年
近くの経済発展の歴史を持つ台湾にとっては、財産権保護制度を完備するのは時間がかかる。
しかし近年台湾の民間及び政府両極のコンセンサスにおいては、知的財産権を重視することに
よって国際経済社会での競争力を更に高めることが認識され、半導体とコンピュータなどハイ
テク分野の産業の勃興とともに、知的財産権制度の整備を重要国策として進めるべきだとして
しる。工業生産力の発展とともに、輸出重視型から次第に内需型の形態に転換する現象が見ら
れ、同時に技術とブランドの開発能力も日増しに成長してきている。このような先進国に見ら
れた発展を促進し又保障するために、水際救済措置の効率性と公正度においても先進国並みの
水準に引き上げるべく制度と実務運営の改善の動きが更に顕著になっている。
特に、90年代以来、民間消費力の向上と為替レートの調整などによって、台湾の輸入ブー
ムは更に大量化が進む。台湾はASEAN乃至中国の重要な輸出先となっており、同時に同地域
からの偽造品の一大市場にもなりつつある。製造業の海外進出に従って模造品のメーカーの海
外移行運動が盛んに見られる。国内で実際に侵害品の製造販売に従事する業者が減り、輸出量
も減少しつつある。このような背景に鑑み、輸出に対する監視ばかりではなく、輸入貨物に関
する模造品の水際取締の必要性も次第に高まってきた。それに応じて、禁倣小組も輸出貨物に
絡む知的財産権侵害問題に関する取締の強化を最大の課題の一つに掲げている。
税関が密輸貨物若しくはコピー商品を発見又は差押えた場合、法により取り扱うするほか、
できれば、メーカー、合法な輸入業者若しくは知的財産権者に告知し、協力を求めることを望
む業者もある。だが、関税総局の話では、全国各地の港（基隆、台中、高雄、花蓮などの港）
で処理している貨物の量が多く、当事者や関係者に一々通報するとなると、作業の効率の低下
につながりかねないので、なかなかそうはいかない。
また、税関は主に関税の賦課・徴収を行い、法律が全面的に改正するまで、輸出入貨物の
取締りはなお付帯事項である。知的財産権侵害物品の取締に関連する規定は関税法第 15 条「禁
制品を輸入してはならない」とあるだけで、そのうえ知的財産権侵害の事実を認定する権限も
なければ、ただ侵害の疑いを理由に長期間係争物品を差押さえる権限もない。輸入業者又は政
治的有力者が人民の権利及び自由を侵害したことを理由に税関の処分に不服を申し立てるこ
とのないように、税関は通常知的財産権侵害物品の取締りについて慎重かつ保守的な立場を取
っている。もちろんこれはあくまで総局の立場であり、各地の税関なら、当事者又はその代理
人が積極的かつ十分に情報を提供すれば、税関も積極的に取締行動を行うことができる。速や
かにコピー商品の予定通関時間及び数量を事前に把握しておいて、タイミングよくそれを差押
さえた場合、代理人が早速検察官による捜索令状をもらい、法律救済手段を講じることができ
る。したがって、税関はやはり知的財産権侵害物品を取締る重要なルートの一つである。
密輸貨物又はコピー商品の処理、廃棄及び焼却はここ数年大きな問題となっている。例え
ば、1999 年から 2000 年までの 2 年間で差押さえられた密輸のたばこは 200 万パックを超え
ている。各地の焼却炉はたばこのニコチンで設備が損傷したことから、たばこの焼却を拒否し
ている。大量の密輸たばこは北部の基隆から中部、更に南部へ運んで処理するときもある。遠
隔地に位置する焼却炉も密輸たばこの焼却を引き受けかねないとの姿勢を示している。そのた
め密輸貨物が山積みしている。倉庫の保管能力に限度があり、また保管及び焼却など密輸貨物
の処分に要するコストアップは間接に税関が取締りを行う意欲や能率に影響し、深刻な問題と
なっている。
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3-2 警告状及び通告書
---台湾に於ける特許侵害の警告状の送付を巡る不正競争等の法律責任について
警告状を送付する際に権利が実際成立していて、又警告状の送付の方式が公平取引法に違反してい
なければ特に警告状の送付する側に法律責任を追及することが出来ない。権利行使に関する行為が実施
される時点に存続する権利は法律と行政処分などによって作成された信頼できる法律状態があるので、
当事者が当該実体上の法律状態を主張すること自体が、違法性はないとされている。勿論、権利を主張
する方式に関しては、公平取引法に付随される「知的財産権の侵害に関する警告状の送付のガイドライ
ン」を遵守しなければ違法の法律責任はある。
又、特許侵害事件の被告側から、権利行使を進める権利者側に対して、権利の無効原因やその他の
瑕疵の存在を承知した上で権利行使をしたとか、権利行使の手段の一環としての第三者に対する警告状
或いは広告の内容が虚偽であるとか、若しくは権利が爾後に無効審判決定を受けたことなどを主張して、
民法第 197 条、又は公平取引法第 24 条、第 33 条等に基づいて損害賠償を求めた事例は有るが、成立し
た事例は殆どない。一方、仮処分を執行した後に本案訴訟判決で原告が敗訴したり、権利自身が無効に
なったりした場合、原告側は供託された担保金などを被告側の損害を填補すべく没収されたり、その他
の民事責任を負う事例はある。
下記の参考資料をご参照ください。
3-2-1【警告状の送付からみる不正競争行為に関する取り扱い】
3-2-2【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例】
一、改正特許法では釈字第 548 号及び公平取引法による特許権者の警告状送付の制限が解除されるか否
かについて
二、裁判番号：台湾台北地方裁判所民事判決
93 年度訴字第 3371 号
件名：権利侵害行為損害賠償
三、台湾最高裁判所 91 年台抗字第 275 号判決
件名：仮処分
四、台湾台北地方裁判所 92 年度智字第 10 号判決
件名：権利侵害行為損害賠償
■ 付録：行政院公平取引委員会の事業者が著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件
に対する処理原則 (20100128 改正)
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3-2-1

警告状の送付からみる不正競争行為に関する取り扱い
警告状は基本的に侵害事実の告知と差し止めの請求が趣旨の文書である。形式に特にこだわる必要
がないが、内容は主に権利者の権利の存在の宣言、侵害の事実、侵害行為が負うべき刑事責任と民事責
任、並びに侵害の差し止め請求とそれに応じない場合は民事刑事の責任追及の表示である。このほか、
関連する情報の提供、例えば偽造品の出所と在庫等情報の告知、在庫品の提示、帳簿の開示等の要請も
記載されているが、実効性が薄いながら、よく見られる。また、証拠収集を保全するために、警告状を
出した直後に令状に基づいて家宅捜査と押収を実行すべきである。
被疑者の侵害行為の程度が軽微で、直ちに刑事告訴を提起する必要がないと判断したときは、ひと
まず侵害者に警告状を発してもよい。逆に、被疑者の模倣行為が重大なことを十分に証明できる証拠物
をつかんだときは、速やかに刑事告訴及び捜索・押収の行動に移すことができる。この場合、警告状を
発するとしたら、被疑者が自分の犯行がすでに発覚し、マークされたことを知り、さらには模造品の隠
蔽工作に走ることにもなりかねないので、かえって後日に展開の捜索や押収行動に不利になる。
警告状の内容に関し、特定の対象に対して侵害行為の停止を求めるときは、侵害の停止を要求する
根拠（権利者であること）を明示し、被疑者にこれ以上侵害行為を継続しないこと、及びこれまでの権
利者に与えた損害への賠償などを約束するように求める旨の文言を盛り込むべきである。
関連業者又は消費者に対して広く警告をする場合は通告書を配布し、若しくは新聞紙に通告を掲載
する方法で、権利者が自己の権利を侵害した行為に対して法律責任を追及する旨の意思を伝え、権利者
の権利保障を図る。
警告状を送付するにあたって、特に競争相手（例えばメーカー、輸入業者）宛てに発する場合、公
平取引法に抵触しないように行政院公平取引委員会が制定した「著作権、商標権又は特許権侵害事件に
おける警告状の送付に関する処理原則」に注意しなければならない。
従来では旧特許法第 131 条（2003 年 4 月削除）により、特許権者がその特許権を侵害した製品の
メーカーに刑事告訴を起こすときは、侵害者に対して侵害の排除を要求する書面通知を提出しなければ
ならなかった。こうした通知の内容は警告状と似ているが、これをしっかり保存するために、内容証明
で差し出したほうがよい。捜索活動が行われる前日、又はその二日前が内容証明の差出しに適する時機
と思われる。
警告状の作成・送付名義人・送付に要するコスト
■警告状のポイント
--権利者として特定権利が侵害された事実を主張すること。
--相手方が頒布する、又は製造販売に関わる製品が海賊版、模倣品又は知的財産権侵害疑義貨物に該当
することを指摘すること。
--係争の侵害行為及び証拠物件を発見した経緯と権利侵害の厳重性等を指摘すること。
--違法行為の即時停止を請求すること。
--違法に製造・販売された商品の数量、在庫状況、入手経路、仕入れ価格、販売対象などに関連する情
報の開示を請求すること。
■送付名義人
権利者自身の名義で送付する。取引関係などから相手方とある程度関係を維持することを期待し
たり、婉曲に訴えたい場合は、権利者自身の名義で警告状を出すのもよい。
弁護士が代理して送付する先方に法的手段をとる決心を示してプレッシャーをかけたい場合、弁
護士の名義で警告状を送る方法もある。
■コスト
警告状の作成には事実構成を明記し、法的手段の法律根拠も説得力高く論じる他、公平取引法な
ど関連規制に抵触しないための配慮が必要とされる。
又、警告状を弁護士の名義で出す場合、弁護士事務所の代理人料もコストに入る。
そのため､事案の複雑性や証拠書類の量によって異なるが、通常では新台湾ドル 3 万元から 5 万
元程度の費用を見積もる。
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送付に際しての留意事項
1 特定の対象
送付対象は次の順で優先順序がある（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をご参照）。
第一順位：警告状の送付に先だって侵害嫌疑の製造者､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。
第二順位：小売店、量販店、デパート、一般商号等。
2 不特定の対象（新聞紙への掲載）
警告状の送付方法は目的によって異なる。主に被疑者に侵害行為の停止を求める場合は通常一般
の警告状（対象が特定）で行う。また、場合によっては新聞紙に掲載して公に警告の声明をすること
もできる。つまり、対象を特定しないで、ただ権利者の権利が侵害され、違法コピー商品を見つけた
などの事実のみを述べることによって、消費者に注意を呼びかける。但し、新聞紙への掲載による公
開警告は特許侵害事件起訴前の書面による侵害排除請求との要件を満たさない。
警告状を発した後、権利侵害被疑者はなお模倣行為を続け、しかも権利者の要求に応じない場合
は告訴を提起して権利を行使するしかない。警告状送付後、鑑定書などの関連書類を揃えて管轄検察
署に告訴を提起することができる。侵害者と示談するときは告訴権の時効に注意しなければならない。
又、複数の不特定の被疑者、販売店又は製造者に対して、個人宛ての警告状の代わりに、通告書
を新聞紙に掲載することもよくある。権利者が権利を行使する決心の意思表示として、侵害行為者を
威嚇する効果があるほか、知的財産権を重視するスタンスを消費者や同業界にアピールすることもで
きる。但し、公平取引委員会が制定した「著作権､商標権及び特許権の侵害に対する警告状の送付に
関連する事件の処理原則」によれば、警告状の送付が公平取引法が禁止する営業妨害行為にならない
ように注意しなければならない。
◆解析--著作権､商標権及び特許権の侵害に対す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があることに気
づいた場合、その当事者に対して実際の状況を究明してもらって、注意を喚起させることが普通
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、実体的権利は無いが相手の行為が公平取引法
に規制される対象の場合などに実体的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、知的財産権保護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イヤリティー収入の増加などに駆られ
て外国の優良企業が主導する侵害訴訟は増える一方、国内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。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の濫用にならない正当な権利行使への反省が広範に進み、ついに公平取引委員会が
関連事件の処理原則の制定に取り掛かった。（著作権､商標権及び特許権の侵害に対する警告状の送付に
関連する事件の処理原則・1997 年 5 月 14 日に公布・2007 年 5 月 8 日に最新改正）
同原則は 10 か条からなり、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
原則として警告状の送付に先だって侵害嫌疑の製造者､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、事業者が上記の侵害排除の通知を実践しな
いときでも、合理的に可能な範囲内での注意義務を尽くした場合、もしくは上記の通知が客観的に
不可能な場合などには、侵害排除通知の手続きが行われたとみなす。（処理原則第 3 点から第 4
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
警告状を送付する前に、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
きるものは決して公平取引法に抵触しない。そこまで出来なくても、著作権､商標権いは特許権の
侵害対象物品の鑑定を専門機関に依頼し、鑑定の結果をまとめた報告書を提示すれば正当化できる。
（処理原則第 3 点から第 4 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アしても、実質上の競争妨害への配慮が必要。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、関係者の商業上の信用、市場における競争状況といっ
た基本条件への尊重を念頭に置く必要がある。（処理原則第 5 点から第 10 点まで）
◎特別状況
最近、日本や米国等の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
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発生している。外国での権利を台湾にいる企業等に通告するための書状は、上記の著作権､商標権及び特
許権の侵害に対す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、原則として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、実体的な権利の有無によって、警告状の取り扱いが若干異なると懸念する向きもあるが、権
利主張の基礎となる法的根拠に基づく（1）権利侵害実態の分析、及び（2）関連法律の問題提示が二大
ポイントであることに変わりはない。特許権や意匠権を保有していない場合の対応は、原則として類似
かどうかへの配慮を要するが、侵害する権利に関する説明はそれぞれ異なる。即ち､特許や意匠の侵害意
見書の形態と違い､この場合においては公平取引法違反の根拠に関する最低限の説明と論理を解き明か
す必要がある。
3, 留意事項
(1)警告状の送付手順
まずは侵害被疑品の製造又は提供元若しくは入荷元となる供給業者自体に対して警告書を発送
する。侵害被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､例えば零細企業
や小売店に対して警告状を送付すると営業妨害とされる可能性が高くなるので、ご留意下さい。
(2)文面と内容
権利の存在の捏造は禁物である。また、権利範囲と存続期間も虚偽表示をしてはならない。その
うえ、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けも必要である。
単なる特定の行為を差止め、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。最低限、権利侵害の
実態を客観的に理解できる程度の技術内容を説明することが、通告内容の合理性を確保できる。又､
過激な用語表現を避けて､侮辱を感じさせないよう様心がけることも大切である。
次に警告状の具体的な作り方を実例によってご紹介する。

222

IP 訴訟実務マニュアル 2010
■

警告状の作り方（実例）

警告状（案）
拝啓
より、下記事項の申し立てと委任を受けた。
１．当事者
（１）当社は世界的に有名な
製品の設計開発業者で、製造生産された各種製品及び開発
設計した
等は内容の品質が精良で、
が充実なことから世界各
地に遍く販売され、深く消費者の好評を得て愛用されている。中でも当社が設計開発した
は
年
月
日に日本で正式に発行されて、著作権法第 4 条の規定により、当
社は上記著作物の内容（音楽、影像、写真、人物造形及びテーマ等を含む）について、台
湾における著作権を享有しているので、当社にはその著作物の複製、改作等の権利があり、
当社の同意なくしては法により、何人もこれを複製、模造してはならないことになってい
る。
（２）ところが、
に設置する
（以下佳○公司という）が出版、陳列、
は当社の利用許諾を得ずに、勝手に当社が創作した
を
販売の
に複製並びに
に
として掲載した。又、勝手に当社の上述創作の中に使用
した
を
にも掲載した。（添付書類）著作権法第
条の規定では「第
条の罪を犯すことを業とする者は、 年以上
年以下の有期懲役に処し、新台湾ドル
万元以下の罰金を併科することができる。」
が勝手に
の創作成果を盗用し、
等商品を大量的に複製、陳列、販売し
連続して台湾で当社の著作財産権を侵害する
た行為は明らかに上述の著作権法の規定に違反し、著しく
の合法的権益を侵害す
るものである。
（３）従って、
に上記の事情を伝えて頂き、本書信到達後 7 日以内に経緯についての説明を
を回収した後、
書面で提出して頂き、並びに 2 週間以内に市場に流通している上述
すべての仕入及び出荷伝票等の証明資料を開示し、在庫品を併せて貴弁護士に引渡して廃
棄処分を行うこと。又、
に謝罪広告を掲載し、再び当社の著作権を侵害する
等
商品を生産、陳列、販売しないことを保証す、もし違反した場合は懲罰的違約金として新
台湾ドル
元を無条件で支払う旨の誓約書の提出を求めるものである。さもなけれ
ば、当社は民、刑事の告訴を提起し、貴社の負うべき責任を追及するという趣旨の書函を
貴弁護士代理で出して頂きたい。」
２．ここに上記のとおりご通知申し上げ、然るべく処理されたい。
敬具
佳○出版有限公司

御中

添付書類：佳○出版有限公司の「□□□□攻略本」のコピー1 部
台湾国際專利法律事務所
弁護士 ○○○
弁護士 ○○○
中華民国○○年○○月○○日
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3-2-2

【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例】

【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例の一】
特許法では釈字第 548 号及び公平取引法による特許権者の警告状送付の制限が解除されるか否かについ
て
●公平取引委員会の特許権者に対する警告状送付の制限
特許権者の警告状送付の制限に関しては、公平取引委員会が制定した「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」による。同原則は、
「事業の公平競争を確保し、
取引の秩序を維持し、有効に事業が著作権、商標権若しくは特許権を濫用し、不当に競争相手がその著
作権、商標権若しくは特許権等を侵害するとした警告状を外部へ送付して発生した不正競争事件を処理
するために、本処理原則を制定する。」（同原則第１点）を目的とすることから、主に競争相手の間での
活動を拘束するものであって、また事業が異業種の事業に対して、自身の著作権､商標権若しくは特許権
が侵害される旨の警告状を不当に公表し、不正競争を行った場合においても、本規定の適用がある（同
原則第１０点）。
同原則で処理する行為とは、「事業者による警告状送付の行為」をいう。その定義については、事
業者が警告状、通告書、弁護士書簡、公開状、新聞広告又は、自己の事業若しくは他の事業の取引相手
方もしくは潜在的な取引相手方に知らせることのできる文書をもって、自己の事業若しくは他の事業の
取引相手方若しくは潜在的な取引相手方に対して、特定の競争相手を名指しして他の事業者がその所有
する著作権､商標権若しくは特許権を侵害する旨のメッセージ（風説）を流布する行為をいう（同原則第
２点）。
不正行為とはどういうことを意味するかについては、同原則では、第３点に正当な行為について、次
のとおり明確に規定している。（著作権､商標権若しくは特許権を行使する正当行為の例ーその 1）
「事業者が下記の権利侵害の確認手続きのいずれかを実践した後に、警告状を送付した場合は、その
行為は著作権法､商標法若しくは特許法による権利行使の正当な行為と見なす。
１．裁判所の一審判決を経て著作権､商標権若しくは特許権の侵害を確認したもの。
２．「著作権審議及び調解（調停）委員会」の調停・認定を経て著作権侵害を確認したもの。
３．特許権の侵害に関わったとされる物品を専門機構に鑑定させ、鑑定報告書を取得し、かつ警告状
を送付する前、又は送付と同時に侵害嫌疑の製造者､輸入者若しくは代理商社に通知して侵害の
排除を請求したもの。
事業者が前項第 3 号後段に掲げる侵害排除の通知を行っていない場合でも、事前に権利救済手続を取
ったり、若しくは合理的に可能な範囲内での注意義務を尽くした場合、又は前項の通知が客観的に不可
能な場合、又は具体的な事実や証拠に基づいて告知を受けるべき者は既に権利侵害紛争の事情を知りえ
た場合、権利行使の正当な行為とみなす。」としている。
第４点（著作権､商標権若しくは特許権を行使する正当な行為の例ーその 2）により、「事業者が警
告状を送付する前に次に掲げる権利侵害の確認手続きを実践し、かつ第５点から第８点に定める違法な
事情が存在しない場合、著作権法､商標法若しくは特許法による権利行使の正当な行為と見なす。
１．警告状を送付する前、又は送付と同時に侵害嫌疑の製造者､輸入者若しくは代理商社に通知して侵
害の排除を請求したもの。
２．警告状には、警告状を受ける者が係争権利が侵害される可能性を知りうるように、その著作権､
商標権若しくは特許権の明確な内容､権利範囲及び侵害された具体的な事実（例えば、係争権利
に関わる物品はいつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入されるかについて）につ
いて明確に説明すること。
事業者が前項第 1 号に掲げる侵害排除の通知を実行しなかった場合でも、事前に権利救済の手続き
をとったり、合理的に可能な範囲内での注意義務を尽くした場合、又は具体的な事実や証拠に基づいて
告知を受けるべき者は既に権利侵害紛争の事情を知りえた場合、権利行使の正当な行為とみなす。」

１

処理原則
第５点第１項

２

第５点第２項

第 3 点を実行しなかった場合の不当な警告状の内容
規制の対象
法令違反条項
事業者は第４点に定める先行手続きを実行したかどう 公平取引法
かにかかわらず、警告状を送付した行為について、そ 第 19 条第 1 号
の警告状の内容には特定の競争相手への損害を目的と
し、競争相手の取引相手方に同特定競争相手との取引
を拒否することを促し、競争制限又は公平な競争を妨
害する恐れがある場合。
事業者が第５点第１項の行為により、競争相手の取引 公平取引法
相手方を自己と取引するようにし、競争制限又は公平 第 19 条第 3 号
な競争を妨害する恐れがある場合。
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３

第６点

4

第７点

５

第８点

事業者は第４点に定める先行手続きを実行したかどう
かにかかわらず、警告状を送付した場合、その内容に
はその商品又は役務に関して、虚偽不実若しくは誤解
を招くような陳述があるもの。
事業者は第４点に定める先行手続きを実行したかどう
かにかかわらず、警告状を送付した場合、その内容に
は競争相手に損害を与えることを目的とし、競争相手
の商業上の信用を毀損するに足りる不実の陳述がある
もの。
事業者は第４点に定める先行手続きを実行したかどう
かにかかわらず、警告状を送付した場合、その内容に
は、次のいずれかに該当し、取引の秩序に影響を与え
るに足りるもの。
１．著作権を所有していない、又は法により商標権若
しくは特許権を取得していないことを明らかに
知っている場合。
２．著作権､商標権若しくは特許権の権利範囲を誇示し
又は拡張する場合。
３．その競争相手若しくは市場における他の競争相手
が違法にその著作権、商標権若しくは特許権を侵
害していることを示唆する不実の陳述。
４．その他の人を欺くような陳述（欺もう）又は著し
く公平さを欠く陳述。

公平取引法
第 21 条第 1 項又は第 3
項
公平取引法第 22 条

公平取引法第 24 条

●釈字第 548 号について
大法官会議が公布した 2002 年 7 月 12 日付け第 548 号解釈では、「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」第三点、第四点の規制が合憲化された。同号解釈
では、裁判所による判決又は鑑定報告の提出について合法的に警告状を送付する必要前提であると認定
し、次の通り見解を示している。
「事業者が第三者に対して特許権侵害を主張する旨の警告状送付行為は、特許法第 88 条に基づく
侵害排除及び防止の請求権の行使に該当するものであるが、権利が濫用されてはならないことは、法律
の基本原則であり、権利者がこの義務を尊重すべきであり、前記の処理原則が新たに付与されたもので
はない。同処理原則第三点、第四点について、行政院公平取引委員会では事業が第三者に対して知的財
産権を侵害する旨の警告状を散布した事件の処理原則、公平取引法第 45 条にいう正当な行為の権利行使
を例示した解釈に該当するか否かについて、国民の権利行使にあたり、法律に設けられていない制限を
加えたこともなく、法律の留保原則に反しないばかりか、許諾が明確であるかどうかの問題が生じるこ
ともなかったので、憲法に反しない」としている。

台北高等行政裁判所による関連判決の検討
一、 92 年度訴字第 2947 号
（一）事実概要
（１）原告である名翊汽車裝潢有限公司は、台尊公司の川下業者宛（つまり多多汽車百貨材料行等四社）
に、台尊公司が原告の「汽車座椅脚架固定座改良結構」の特許権を侵害したことにより、法によ
り告訴が提起され、検察官、警察官による立ち入り捜索が実施され、犯罪事実が確実であるため、
刑事訴追のほかに、巨大な民事損害賠償責任も免れないとして、前記の特許権による如何なる模
造品の販売をしてはならず、訴訟沙汰にならないよう求めた旨の内容証明郵便を送付した。
（２）原告は、係争警告状に特許証書及び中華民国特許公報を付したが、その上に裁判所による判決書
とか、侵害を受けた具体な事実を釈明する書簡又は公正的且つ客観的な鑑定報告等具体的に侵
害を受けた証明書類が付されなかったので、受信者がその特許権を侵害したか否かを合理的に
判断する根拠もない状況の下で、その不信を招き、その競争相手との取引を拒むことに至った。
（二）コメント
本事件は、三回にわたる訴願が行なわれたが（その中の二回については訴願会により原処分が取り消
された）、最後は処分を余儀なくされたが、公平取引委員会では、原告が警告状に鑑定報告を付
したり、侵害を受けた具体的な事実を釈明したりしなかったとして、同社による特許権の行使
「検察機
が公平取引法の違反になると認定した。特許法の規定は別として、本事件の問題点は、
関及び警察官による立ち入り捜索が実施され、摘発されたこと」の事実が、主務機関に何故「侵
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害を受けた具体的な事実」として見なされなかったかのにあるもので、言い換えれば、主務機
関は犯罪捜査機関が特許侵害に対する侵害の見解を否認した。もう一歩踏み込んで言うと、特
許法に基づくと、原告が告発者の川下業者に対して警告書を送付した行為が、合法であること
は、川下業者が「販売の申出をする」ことがあり得るので、特許法に基づき、特許権者には防
止する権利を有するものである。
二、 92 年度訴字第 1688 号
（一）事実概要
（１）原告である高元平が、関連メーカー宛に通知書簡の送付を長鑫国際専利商標事務所張登欽に依頼
し、またそれに先立って製造メーカーである基士特公司に通知するように伯欣公司に求めたが、
前記書簡では僅かに係争特許権の番号を明記しただけで、その特許権の明確な内容、範囲及び侵
害を受けた具体な事実について釈明しなかったため、受信者がそれに基づく合理的な判断を下す
ことに至った。
（２）原告は､前記警告状を送付する前に、特許権を侵害する可能性がある対象物品を司法院及び行政院
が指定した専門的な鑑定機構である中国生産力中心に送付し、鑑定を要請した。その鑑定報告書
では、
「基士特実業股份有限公司」により製造され、西瑞企業有限公司及び伯欣企業有限公司に販
売されている「抽水馬達泵」が、高元平、李為仁が有する第 85213873 号「抽水馬達泵の改良構
造」特許（実用新案第 146526 号特許権）の特許請求の範囲とはほぼ同一である」と結論付けら
れている。しかしながら、原告が送付した警告状には、前記の鑑定報告が付されていず、その上
に僅かに『特許権者が証拠及び侵害鑑定報告を有している』云々と汎称されたのみなので、受信
者をして合理的な判断をする根拠がない境地に陥らしめている。
（３）原告は警告状を送付する前に係争製品の製造メーカーの詳細な住所を知る由もないので、事前通
知の手続きを実践できないと主張した。
（二）コメント
本事件は製造メーカーをないがしろにして、警告状を送付した事件であり、原告は製造メーカーに侵害
排除を請求しない状況の下で、直接警告状を製造メーカーの販売店に送付したことは、主張の趣
旨で述べたとおりで、特許法の排他権が「販売の申出」にまで拡張されたので、本事件の事実が
改正後の法の下では合法である。
本事件において、原告は製造メーカーの住所を知らないことを理由にし、事前に当該製造メー
カーに侵害排除の請求を求めることができないと抗弁したが、裁判所では、会社の住所は経済部
のサイトで検索すれば、判明できるものであり、抗弁が成立しないと認定している。著者も、裁
判所では特許権者が情報を入手する能力を考慮しなければならず、つまりサイトで会社の情報を
検索することは、特許権者が有すべき権利であるかどうか、更に政府機関がサイトでの情報が正
確であるかどうかについての保証が付けられていないので、特許権者がそれを根拠にし、入手し
た情報を以って行動を取ったとき、裁判所では特許権行使の難しさを考慮したうえ、特許権者に
対する有利な判決を下すべきであることを提案する。
三、 92 年度訴更一字第 18 号
（一）事実概要
（１）原告である百年康股份有限公司が 1998、1999 年頃に、参加人である西合事業股份有限公司が販
売している「TEN-880S 微電腦低周波治療器」の販売店宛に、警告状を送付したが、送付前に製
造メーカーつまり参加人である帆勝股份有限公司に侵害の排除を請求しないばかりか、西合公司
による模造及び製品が衛生署による許可を得た具体的な内容についても釈明しなかったことから、
西合公司が特許権を侵害したとの誤認を生じせしめることに至った。
（２）原告は、警告状に、品番 TEN-880S の低周波治療器が日本の MARUMAN 社による PAN-100 低周
波治療器を模造したものであると主張しているが、当該 PAN-100 低周波治療器が原告の代理商品
であるが、台湾において特許出願が行われていなかった。
（二）コメント
本事件において､台北高等裁判所では、原告敗訴の判決を言い渡した。判決理由によると、原
告が警告状で主張したのは日本の特許権であることから、特許権の原則が属地主義であり、原
告が特許権に基づく正当な行為を行使したのではないことは論をまたないものであるとしてい
る。
四、 91 年度訴字第 2144 号
（一）事実概要
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（１）原告費嘉駒が「熱水器水盤洩壓防凍装置」特許の出願者や創作者ではないばかりでなく、特許権
を侵害する可能性のある対象物を公正で且つ客観的な鑑定機構での鑑定に送付し、鑑定報告を取
得したり、警告状にその特許権の明確な内容、範囲及び侵害を受ける具体的な事実を釈明したり
しなかったが、受信者がこれでもって合理的に判断が下せるとの告発を受けた。同氏が特許の創
作者であると称し、告発者の協力メーカーに書簡を送付した。
（２）係争特許権は出願番号第 86218165 号「熱水器水盤洩壓防凍装置」の実用新案特許であり、前記
特許の創作者及び出願者がともに原告の配偶者曾綺梅であったが、原告は 2000 年 9 月 7 日に経
済部知的財産局に対してその登録出願権の譲渡申請を行い、同局による 2000 年 10 月 26 日付書
簡で登録が許可されたが、原告が警告状を送付する前は特許権者ではなかった。
（３）原告は、送付前に新庭公司が係争製品のメーカーであることが確認できないままに、2000 年 7 月
16 日に新庭公司等の関連業者に警告状を送付し、その後、係争パーツの出所を確認した後、さら
に同年 8 月 8 日に係争パーツメーカーである七宇会社にも書簡を送付した。
（二）コメント
本事件の争点は、原告が警告状を送付した当時、特許権者でもなかったことにあるので、
裁判所では出願した特許権者ではないので、法により特許権者であると主張し、特許法に基づ
く権利が行使できないと認定した。当時の特許法第 105 条の規定が第 59 条を準用しており（つ
まり現行特許法第 108 条の規定が第 59 条を準用する）、実用新案特許の譲渡登録は主務機関に
行われなかった場合には、第三者に対抗できないが、特許権の譲受人が侵害者に対しての特許
権を主張できないと規定したのではなく、僅かに侵害者が登録を完了していないことだけを、
対抗の理由とすることができるのみである。
その他、本事件の特許権者は製造メーカー（侵害者）の情報収集が難しいことから、先に販売
店に警告状を送付したとの状況であるが、特許法では、特許権者に公平取引法に違反する虞が
（即ち販売店）も含むので、特許権者が権利の保護行
ないことになる。排他権は「販売の申出」
動を取るにあたり、製造メーカーから始める必要がなくなることから、その侵害排除行為時に
障碍を来たす可能性が低くなる。
五、 90 年度訴字第 3960 号
（一）事実概要
（１）元王実業股份有限公司は、原告である新篙実業有限公司が 1999 年 7 月に出版した第 105 期台湾
電玩雑誌第 75 ページに掲載した広告（係争広告と称する）について「元王公司によるロット機が、
新篙会社により特許侵害の告訴が提起され、すでに起訴され、係属中であるとし、訴訟沙汰にな
らないようにするために、模造品を購入しないように呼びかける」とした旨を被告に対して検挙
した。
（２）原告と元王公司はともに、ロット機の製造業者であり、業界においては競争関係にあり、原告の
代表者である邱英邦が「彩票機防盜取之結構」の実用新案について、経済部知的財産局に出願を
登録し、審査の結果、特許が許可された。公告期間が満了し、審査が確定した後、特許証書を交
付されることになった。元王会社の代表者洪世元が「彩票機彩票防盜取之結構」の実用新案特許
を登録出願し、経済部知的財産局が審査した結果、特許を受けたが、原告が公告期間内に異議の
申立を行ったので、同局では「本件の異議申立が成立し、特許を与えない」とした特許異議審決
書で審決を下した。
（３）台中地方裁判所検察署検察官は、元王会社の代表者洪世元が特許法に違反すると認定し、公訴を
提起した。また、同氏は、経済部知的財産局に対して、邱英邦による「彩票機防盜取之結構」実
用新案特許が特許法に違反するとして、無効審判請求を行ったところ、同局は無効審判が成立し
ないとした審決をしたのに対して、洪世元が不服とし、再三訴願を提起したが、ともに棄却され
た。その期間に、台中地方裁判所では、
「彩票機防盜取之結構」の実用新案無効審判請求事件がな
おも行政救済手続中で確定されていないと認定し、1999 年 6 月 8 日に洪世元に対する特許法違反
事件の訴訟手続きの停止を決定した。
（二）コメント
本事件と前記 92 年度訴字第 2947 号との共通点は、公平取引委員会が犯罪捜査機関が特許
侵害に対する見解を否定したが、台中地方裁判所での特許刑事事件において、
「特許権の無効推
定」の態度を取り、本事件の原告は特許の侵害を受けた被害者であるのに、保護行動を取る過
程における権利の不当行使者となるに至った。
その他、本事件と 92 年度訴字第 2947 号からでも、特許権者が民事権利の救済を得る前に、
行政法に違反するとして、罰金が科されるリスクもある。それにもかかわらず、特許法による
刑事罰の規定がすでに廃止され、将来、検察官と公平取引委員会の特許侵害に関する見解が異
なる事情がなくなる筈である。
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結論
特許法では、排他権を「販売の申出」にまで拡張したので、公平取引委員会による「著作権､商標
「特許権者自身又は他の事業
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」は、
の取引相手または潜在取引相手」を保護するために設けられるものであるが、いわゆる「取引相手」に
は、「販売の申出」が含まれるべきであることから、前記の原則が大法官会議による支持を得ているが、
特許法の下で適用できるとは限らない。
特許権者を保護するために、公平取引委員会では、条項を改正するか、それとも警告状送付の規制
を解除するかに着手すべきである。特許権侵害に関わる民事紛争が完全に民事裁判所の管轄下に置かれ、
裁判所では具体的な事件に対して、民法第 72 条の「法律行為が、公共秩序又は善良な風俗に反するとき
は、無効とする」との規定に基づき、ケースごとに正義を保護することで、特許権者の権利濫用への疑
念をなくすことである。

【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例の二】
裁判番号：台湾台北地方裁判所民事判決
93 年度訴字第 3371 号
件名：権利侵害行為損害賠償
原告：華邦電子股份有限公司
法定代理人：乙○○
被告：光展電脳有限公司
法定代理人：甲○○
主文：被告が連帯して添付の「謝罪表明」、本件判決の当事者部分及び判決主文をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
各新聞紙の一面に広告として掲載すること。
原告のその他の訴を棄却する。
訴訟費用は被告が連帯して七分の六を負担し、その他は原告が負担する。
判決要約：
本件で双方が争論している点は、第一回目の掲載行為の権利侵害行為請求権が時効になるか否か、第
二回目の掲載行為が権利侵害行為及び公平取引法第 24 条の違反を構成するか否か、という点にある。
（一）第一回目の掲載行為の時効についての抗弁部分
１．請求権は請求権者が行為及び賠償義務者を知った時から 2 年間行使しないことによって消滅する。
行為の時から 10 年間を経過した時も同様である。民法第 197 条第 1 項、公平取引法第 33 条に明
文が規定されている。
２．調査したところ、被告の第一回目の掲載行為は 2002 年 7 月 23 日のことで、且つ原告は掲載さ
れた当日にその行為を知っていることについても争議がなかったもので、被告光展会社が本件の
特許侵害から生じた争議については、かつて 2002 年 1 月頃に被告甲○○を被告光展会社の代表
として原告あてに警告状を発送し、原告が生産した係争 IC チップ が係争特許を侵害すると指摘
し、一方、原告は 2002 年 5 月 23 日付書状で行政院公平取引委員会に、被告光展会社の上記警告
状発送の行為は公平取引法第 24 条の規定に違反する、と摘発したことなどについては、双方が共
に争議しなかったことであることは、行政院公平取引委員会処分書公処字第 092060 号もファイ
ルに添付されており調べることができるので（本裁判所ファイル 1 の第 35 ページから第 44 ペー
ジ）、原告は被告光展会社が原告による係争特許の侵害及び公平取引法第 24 条の違反を指摘した
ことについて詳しく知っていた、と認定できる。原告も 2002 年 7 月 23 日に被告の上記第一回目
の掲載行為を知り、被告の掲載行為はその名誉などの権利を侵害したほか、公平取引法第 24 条の
規定にも違反する、と知っていた。それにもかかわらず、原告は 2004 年 7 月 30 日になって始め
て本件訴訟を提起したことは、起訴状に本裁判所の受取日付があり証明できるもので（本裁判所
ファイル 1 第 5 ページ）、原告は被告の第一回目の掲載行為の権利侵害行為請求権が既に 2 年の
時効になったと認定できる。それ故、被告が第一回目の掲載行為は時効になったとの弁解は採用
できる。
３．原告はかつて 2004 年 7 月 22 日に内容証明書簡で被告に権利侵害行為及び公平取引法違反によ
る賠償責任を負担するよう要求したが、その書簡が合法的に被告に送付されなかったことは、台
北 24 支郵局第 499 号内容証明書簡、差し戻された封筒がファイルにあり証明できるので（本裁
判所ファイル 1 第 128 ページから第 132 ページ）、原告の上記内容証明書簡をもって賠償を請求
したことで、時効の進行が中断できる云々との主張は採用できないものである。
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（二）第二回目の掲載行為の部分
１．公平取引法に別段の規定がある場合を除き、事業者はそのほか取引秩序に影響するに足りる著しく
公平さを欠く行為を行ってはならない。特許法により権利を行使する正当な行為は、公平取引法の規
定を適用しない。これは公平取引法第24条、第45条に明文が規定されている。事業者の警告状の発送
について、いわゆる権利を行使する正当な行為は、特許権者が警告書を発送する前に特許侵害である、
と第一審判決に認められ、又は司法院及び行政院に指定された侵害鑑定の専門機構から鑑定報告を取
得し、又は警告状に司法院及び行政院に指定された専門機関でないものから取得した鑑定報告を添付
し、又は警告状に特許権に関する明確な内容、範囲及び侵害の具体的事実を明らかに説明し、受取人
はそれによって合理的な判断ができることなどを指している。
２．調査したところ、被告は第二回目の掲載行為の時、原告提供の華碩会社電子回路基板の係
争ICチップが係争特許を侵害する、と指摘する前に、被告は裁判所から特許権が確かに侵害
された旨の第一審判決を取得していないし、特許権侵害被疑目的物を司法院及び行政院に指
定された専門鑑定機構に鑑定をも依頼しなかったことについては、双方に共に争議がないこ
ととである。又、被告光展会社はかつて長江国際特許商標事務所に鑑定を依頼したが、その
鑑定は華碩会社P4B電子回路基板が係争特許を侵害したか否かについて鑑定の目的物とした
もので、原告が生産した係争ICチップを鑑定の目的物としたのではなかった。原告は被告が
鑑定を依頼した電子回路基板に使用されたのは原告が生産した係争ICチップであることを否
認し、且つその鑑定報告にもそのICチップの写真が添付されていず、鑑定目的物の電子回路
基板に原告が生産したICチップが使用されたことが証明できず、ましてその鑑定では僅かに
Winbond38791SD ICチップが原告が生産した係争Winbond83971 SD ICチップではない、こ
とを叙述しただけで、原告が生産した係争W55F10 ICチップの鑑定が行われていないことに
ついては、特許鑑定報告がファイルに添付され証明できるので（本裁判所ファイル1第91ペ
ージから第96ページ）、上記鑑定報告は原告が生産した係争ICチップが係争特許を侵害した
ことを証明できないものである。そして被告は第二回目の掲載行為の時に具体的にその特許
の明確な内容、範囲、侵害された事実について叙述せず、特許証書又は特許公報のコピーも
添付しなかった故、原告はそれによって合理的判断ができないので、被告の第二回目の掲載
行為は特許権を行使する正当な行為ではない、と認める。
３．被告甲○○は係争特許の創作者で、呂新讃を特許権者として登録されているが、係争特許
は無効審判が請求された後、経済部知的財産局によって取り消され、且つ被告光展会社は第
二回目の掲載行為などの書簡の不当発送のため、公平取引委員会に取引秩序に影響するに足
りる著しく公平さを欠くもの、と認定され、公平取引法第24条違反として処分されたことは
前述の通りとなっている。被告甲○○は被告光展会社の業務を行うため、2002年7月31日に
電子時報第6版に被告光展会社の名義で前述の記事を掲載し、原告が提供した華碩会社電子
回路基板の係争ICチップが係争特許を侵害し、原告の社会上、経済上の信頼性などの評価を
貶め、過失により原告の名誉、信用を侵害することになり、まして被告の上記掲載行為は原
告の取引先に原告が生産した係争ICチップは他人の特許権を侵害することと思わせるので、
公平取引法第24条の取引秩序に影響するに足りる著しく公平さを欠く行為に当り、公平取引
法第24条違反を構成する。それ故、原告は被告甲○○の前述過失行為が原告の名誉、信用を
侵害するとして、民法第195条の規定により、原告に対して、賠償責任を負わなければなら
ず、被告光展会社は会社法第23条第2項の規定により、被告甲○○と連帯して負担すべきで
ある、という主張には根拠がある。
４．不法に他人の名誉、信用を侵害した者は、被害者は財産上の損害でなくても相当な金額の
賠償を請求することができ、名誉が侵害された者は名誉回復の処置を請求することもできる。
それは民法第195条第1項に明文が規定されている。名誉回復の方法については、性質上では
損害賠償の原状回復に属し、回復の方法及び範囲は名誉妨害の方法、名誉の損害程度を斟酌
した上、適当な処置を行うものである。又、
「会社は法によって組織した法人であり、その名
（最高裁判所62年台上字第
誉が損害を受け・・・謝罪広告の掲載その名誉の回復に足りる。」
2806号判例要旨をご参照）という見解から、最高裁判所は謝罪広告の掲載を名誉回復の適当
な方法であると認定していることがはっきりしている。被告は電子時報第6版に前述の記事
を掲載したことがその新聞を読んだ原告の取引先、その他の読者などの社会大衆に原告が生
産した係争ICチップが係争特許を侵害する虞があると誤認混同させる可能性があり、原告は
被告に中国時報、聯合報、自由時報、工商時報及び電子時報に添付の謝罪広告を掲載し、原
告の取引先、その他の読者などの社会大衆に原告が生産した係争ICチップは係争特許を侵害
していないことを説明するよう要求したことは、原告の名誉回復の適当な処置であり、許可
すべきであると認定する。
５．被害者が公平取引法の規定によって裁判所に訴訟を提起した時に、侵害者の費用負担にお
いて、判決書の内容を新聞紙に掲載することを請求することができることは、公平取引法第
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34条に明文が規定されている。本件被告は公平取引法第24条に違反したので、原告は前述の
規定によって、被告に本件判決当事者及び主文の部分を中国時報、聯合報、自由時報、工商
時報及び電子時報に掲載するよう要求したことは根拠があるものである。
６．原告は名誉権の損害について、被告が前述の記事を掲載したため、注文量が下がったと主
張し、民法第184条、公平取引法第31条、会社法第23条第2項の規定に基づいて、被告が連帯
して新台湾ドル100,000元の財産上の損害を賠償するよう請求したが、被告がそれを拒否し
た。原告はこの部分に関して、注文が下がったため損害を受けたことを証明する証拠を提出
しなかったので、民事訴訟法第222条第2項の当事者が損害を受けたことを証明し、その金額
を証明できないとき、又は証明にあきらかに重大な困難があるときという状況とは同一では
ないので、原告のこの部分の請求は根拠がない。
７．刑法上の誹謗罪の成立は行為者の行為が故意に基づいたものに限る一方、民法の他人の名
誉の不法侵害は行為者の行為が故意か過失かを問わず、損害賠償の責任を負わなければなら
ないことは、民法第184条第1項前段及び第195条第1項に明文が規定されている。司法院大法
官会議釈字第509号解釈とは刑法第310条の誹謗罪が憲法の人民の言論自由基本権と矛盾し
ているか否かに対して解釈したものであり、民事の権利侵害行為に適用しないので、被告が
司法院大法官釈字第509号解釈を引例したことは採用できないものである。それ故、原告民
法第195条、公平取引法第34条、会社法第23条第2項の規定により、被告が連帯して添付の謝
罪広告及び本件判決の当事者、主文の部分を中国時報、自由時報、工商時報及び電子時報に
それぞれ一日掲載するよう要求したことには理由があり、許可されるべきである。その他の
請求については、理由がないので、棄却されるべきである。双方のその他の主張、陳述及び
提出した証拠を斟酌した上、本裁判所の前述判決に影響しないので、斟酌する必要がない。
訴訟費用負担の根拠は民法訴訟第79条、第85条第2項である。

【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例の三】
台湾最高裁判所 91 年台抗字第 275 号判決
件名：仮処分
判決要約
暫時状態を定める仮処分は、債権者の強制執行を保全するものではなく、紛争のある法律関係につい
て、暫時状態を定める必要がある時、保全手続きの仮処分と性質が似ているので、民事訴訟法第五百三
十八条特別規定を準用するものである。
このような法律関係は、それが財産若しくは非財産の法律関係であるかを問わず、権利者が全て仮処
分で定められている暫時状態に基づきその権利を実現することができ、義務者も暫時、現状存続の義務
を容認すべきである。将来本件訴訟で損害賠償請求権を主張するかどうかはまた別の問題であり、権利
者が暫時状態を定める仮処分を申立てることに影響はない。
最高裁判所民事決定
91 年度台抗字第 275 号
再 抗告 人 百慕達商泰科資訊科技有限公司台湾分公司
法定代理人 邱明宏
再抗告人が相手方鴻海精密工業股份有限公司間の仮処分申立て事件において、2002 年 3 月 8 日台湾
高等裁判所の決定（九十一年度抗字第四七一号）に対し、再抗告を提起したことについて、本裁判所は
以下のように決定する。
主 文
原決定を破棄し、台湾高等裁判所に差戻す。
理 由
本件再抗告人は次のように主張する。「当社は相手方鴻海精密工業股份有限公司と同じくインテル社
（Intel Corporation）に認証されたソケット（MPGA 478 Socket）のサプライヤーである。係争ソケッ
トはインテル社ノート型パソコン CPU の Pentium 4 の部品で、相手方の独占市場であったが、2001 年
10 月 31 日に、当社が販売しているソケットがその中華民国第一一八０六０号特許を侵害したとして、
相手方が刑事告訴を提起すると同時に、台湾証券取引所の株式市場観測サイト及び各大規模メディアで
当社が製造しているソケットがその特許を侵害したという事実と異なる情報を流したことにより、公平
取引法に著しく違反し、当社の正当な営業行為に影響を及ぼした。
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調べてみると、相手方の特許は、新規性と進歩性を欠いており、特許取得の要件を満たしていないの
で、当社より経済部知的財産局に当該紛争特許について無効審判を請求した。本件は、重大な損害の発
生を防ぐ為、暫時状態を定める仮処分が必要である。そこで当社によるソケット（MPGA 478 Socket）
輸入販売若しくはその他当該製品関連の商業行為を相手方が容認し、当社による前述活動を一切妨害、
干渉又は阻止してはならないと命じるよう台湾板橋地方裁判所（以下、板橋地裁と呼ぶ）に申立てた。
その後、板橋地裁は仮処分を許可する決定をしたが、相手方はこれを不服として原裁判所に抗告を提起
した。」
原裁判所は、以下の理由により板橋地方裁判所の再抗告人担保供託による仮処分を許可する決定を破
棄し、再抗告人の申立てを棄却した。
「民事訴訟法第五百三十八条の規定によれば、係争の法律関係において、暫時状態を定める仮処分をす
る場合、その訴訟対象の法律関係に継続性がなければならないことになっているので、本案の請求でも
当該紛争の法律関係がそうであって始めて適用できる。従って、債権者は強制執行を保全しようとする
対象の法律関係又は権利及びその請求権発生の原因事実を具体的に疎明すべきである。いわゆる法律関
係とは、金錢請求以外にも、民事訴訟の対象、継続性のあるもの等がこれに属し、例えば、所有権、通
行権、占有状態、扶養義務、特許権等、被侵害又は紛争のある時はすべてこれに当たる。もし特許権の
被侵害により仮処分を申立てる場合は、債権者による特許権と関係のある貨物の販売、又はその其他類
似行為を禁止する。本件では再抗告人が本案訴訟は将来的に民法第一百八十四条、公平取引法第二十二
条、第二十四条、第三十一条の損害賠償請求権等に基づくと主張した。その訴訟対象は既に金錢の請求
であり、本案訴訟で勝訴判決を受けた後に、相手方に賠償を請求できるのであるから、紛争のある法律
関係には暫時状態を定める必要がなく、再抗告人の申立ては許可されるべきではない。」
暫時状態を定める仮処分は、債権者の強制執行を保全するものではなく、紛争のある法律関係につい
て、暫時状態を定める必要がある時、保全手続きの仮処分と性質が似ているので、民事訴訟法第五百三
十八条特別規定を準用するものである。このような法律関係は、それが財産若しくは非財産の法律関係
であるかを問わず、権利者が全て仮処分で定められている暫時状態に基づきその権利を実現することが
でき、義務者も暫時、現状存続の義務を容認すべきである。将来本件訴訟で損害賠償請求権を主張する
かどうかはまた別の問題であり、権利者が暫時状態を定める仮処分を申立てることに影響はない。
本件で双方が争議している法律関係が特許権である以上、再抗告人が重大な損害の発生を避ける為に
暫時状態を定める仮処分を申立てることは、許されないことではない。原裁判所が上記理由を以って本
件には暫時状態を定める仮処分を申立てる必要がない云々と認定したことについては、まだ議論の余地
がある。再抗告の論旨で、原決定が不適切であるとして、破棄を申立てたことには理由がないとは言え
ない。
以上に依拠し、結論として本件再抗告には理由があるので、民事訴訟法第四百九十二条第二項に基づ
き主文のように決定する。

【警告状の送付及び不正競争行為に関連する判決例の四】
台湾台北地方裁判所 92 年度智字第 10 号判決
件名：権利侵害行為損害賠償
原告：MONOLITHI.科技股份有限公司
被告：O2 MICRO
被告：凹凸電子股份有限公司
主文：原告の訴及び仮執行の申立は共に棄却する。
訴訟費用は原告が負担する。
判決要約
一、双方の主張と爭点：
原告は被告凹凸科技公司が正当に権利を行使せず、原告の権益を損害した件数は十数件にも達したと
列挙したが、原告の供述をまとめたところでは、1.原告は公平取引法に違反していないことを知りなが
ら、公平取引委員会に告発し、並びに刑事告訴を提出した。2.被告凹凸科技公司は会社のサイトで訴訟
についての情報を流した。3.特許法第 95 条規定により、わが国の特許法でその権利を保護することがで
きないことを知りながら、被告凹凸科技公司はわが国で仮処分を申立て、並びに本件訴訟を提起した。
4.被告は特許の有効性に瑕疵があり、及び鑑定報告書の記載が不実であることを知りながら、仮処分を
申立て、また仮処分、仮差押え執行の手続若しくは本件の訴訟手続において数回にわたり原告の権利を
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侵害し、不法に原告の名誉権、営業上の信用評判及び営業利益を侵害した行為について、被告が否認し、
また前記の通り弁解したが、本件の斟酌では、原告が称した被告凹凸科技公司の前記行為は、正当に権
利を行使した行為であり、また不法に原告の名誉権を侵害しておらず、もしくは権利侵害行為に該当し
ないと認めている。
（一）被告凹凸科技公司の台湾子会社は、原告が公平取引法に違反したと公平取引委員会に告発し、並
びに原告の台湾子会社の従業員に対し公平取引法の違反として刑事告訴を提起した部分
１．調べたところでは、原告と被告凹凸科技公司との特許権侵害訴訟の審理に、原告は米国裁判所
により判決が下されておらず、特許侵害の鑑定報告もないのに、取引先に対し弁護士書簡を発
送し、被告凹凸科技公司が特許権を侵害したと指摘したことは、被告凹凸科技公司の取引先に
よる知らせ及び問い合わせたメールが巻末にあるので、証明になる（本裁判所卷第 2 宗第 49
ページから第 52 ページまでを参照）。従って、被告凹凸科技公司の台湾子会社は、原告の台
湾子会社が弁護士書簡を発送した行為が公平取引法に違反したと公平取引委員会に告発し、並
びに公平取引法に違反したとして告訴を提起したことは、当事者の権益保護の正当な行為であ
り、法に違反することなど一切ないものである。
２．しかし、被告凹凸科技公司の台湾子会社が救済の方法として、原告の台湾子会社の行為が公平
取引法に違反するか否かについての調査を主務機関に請求したことは、権益保護の正当行為で
あり、いかなる法にも違反することはない。
３．以上をまとめると、本件被告凹凸科技公司の台湾子会社は原告が言った通り原告の台湾子会社
が公平取引法に違反していないことを知りながら、告発したことを原告が証明できないことか
ら、当然告発が成立しないとして、被告凹凸科技台湾子会社の告発行為が権利侵害行為に該当
すると主張してはならない。
（二）被告凹凸科技公司が会社のサイトで訴訟についての情報を流し、並びにマスコミに訴訟に関する
意見及び声明を発表した行為は、権利侵害行為に該当するか否かについて
１．被告凹凸科技公司は確かに士林地方法院に仮処分を申し立て、士林地方裁判所による第 5446
号決定で許可されたことは、前記の通りである。従って、凹凸科技公司が会社のサイトで情報
を頒布したことは、真実且つ客観的な訴訟情報である。また原告は確かに被告凹凸科技公司の
米国 615 号特許を侵害するか否かについては、米国裁判所が審理し、判決することであり、
その訴訟及びその情報の客観的な真実に影響を与えないものである。原告は、権利を侵害しな
いとの理由で、被告凹凸科技公司が前記訴訟を提起し、情報を公開したと主張し、その客観的
な訴訟情報が「不実」であると指摘したことは、信用できないものである。
２．これによって、原告も再三訴訟情報を頒布し、また双方の訴訟もしくは訴訟前の保全処分の行
為は、公開できない事項でもなく、その部分の情報掲載の通り、事実に反しないので、当然名
誉権の侵害とは無関係である。以上をまとめると、原告は被告凹凸科技公司が訴訟情報を頒布
し、その名誉を侵害したと指摘したことは、明らかに根拠がないものである。
３．また被告がその声明を発表した時、たとえ事実と異なる報道をしたと被告が主張している記者
を招待しなくても、その他の方法を通して声明をその記者または所属の新聞社に渡すことがで
きるので、被告凹凸科技公司がその新聞を発表したことが原告の権利を侵害したとは認定され
ない。また後者について、被告凹凸科技公司は別件（即ち、本裁判所 93 年度訴字第 622 号）
の一審または勝訴判決の後、声明を発表し、その判決では華碩電腦公司が敗訴判決を受けたの
で、声明で引用された「華碩電腦には凹凸科技が製造したのではない番号 MP1015 及び MP10
11A 以外の冷陰極蛍光ランプ（CCFL）の使用を容認するよう凹凸科技に請求する権利がない。」
という結論は、正確である。たとえその声明の第二点で別件訴訟の由来及び判決宣告後の法律
效果が記載されたとしても、この部分はすべて訴訟外の内容であり、被告凹凸科技公司はこの
部分が別件判決で認定された事実であると称しなかったので、被告凹凸科技公司が使用した文
字は、原告が認定した事実と一致しないとして、被告凹凸科技公司が権利侵害と関係があると
は認定できない。更に、その声明ではその件の判決宣告期日、裁判番号が明確に記載されてお
り、マスコミ及び国内で双方の製品を使用する関連業者がその件の判決全文を取得した後、裁
判所が認定した華碩電腦公司と被告凹凸科技公司との訴訟と裁判所が認定した事実、及び得た
心証について判断することができるので、被告が声明を発表したとして、権利濫用の嫌いがあ
るとは認定できないことである。
（三）被告凹凸科技公司が仮処分、仮差押えを申立て、並びに民事訴訟を提起したことは、特許法第 91
条に違反するか否かについて
認可を経ていない外国法人又は団体は、本法が規定する事項について告訴、自訴、又は民事訴訟を提
起することができる。但し、条約又はその本国の法令、慣例により、中華民国国民又は団体が同国にお
いて同等な権利を受けられる場合に限る。団体又は機構で結ばれた特許保護に関する協議が、経済部に
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より許可された場合も、同様とすると特許法第 91 条に明文で規定されている。またケイマン諸島の特許
及び商標法第 2 条の規定により、「特許は英国が発明に対し許諾した期間限定独占権であるもの」とな
っており、その第 6 条の規定では英国で特許権を取得した場合、英国の特許権効力がケイマン諸島に及
び、ケイマン諸島で登録された特許について、その特許権の効力は英国での特許と完全に同じであると
なっている。またわが国と英国との間にも特許権に関する相互協定がある。従って、原告は、被告凹凸
科技公司が相互規定に違反したので、民事訴訟及び保全手続を提起することができないと主張したこと
は、信用できないことである。
（四）被告が特許の有効性に瑕疵があり、及び鑑定報告書の内容が不実であることを知りながら、仮処
分を申立て、並びに仮処分、仮差押えの執行手続または本件訴訟の手続において数回にわたり原告の権
利を侵害するか否かについて
１．原告はまた、被告凹凸科技公司所有のわが国第 152318 号特許は米国 09/437,081 申請案を優先
権日としたが、その申請案は米国特許主務機関により棄却され、その後米国第 615 号特許を
取得したが、わが国第 152318 号特許はそれに応じて修正されておらず、被告凹凸科技公司が
わが国第 152318 号特許に重大な瑕疵があることを知りながら、仮処分を申立て、権利侵害行
為に該当すると主張しているが、調べたところでは次の通りである。
２．前述のように、本件被告所有の第 152318 号特許は摘発されたが、現在わが国の特許行政機關
により取り消されていないので、当然被告凹凸科技公司は係争特許権の存続期間にわが国の特
許法が特許権者に与えた排他性のある権利を合法的に行使することができるものであり、もし
被告凹凸科技公司は原告または他人がその所有の第 152318 号特許を侵害したと認定した時
に、本件訴訟の提起で救済することができるほか、勝訴判決を取得する前に、暫定的な状態を
定める仮処分の保全執行手続により、今後勝訴判決を取得した後、本件の請求が満足できるこ
とを確保することができる。また権利者が仮処分もしくは仮差押えを申立てることが正しか否
かについては、仮処分の決定をした裁判所、仮差押えの決定をした裁判所及び抗告裁判所が審
理する事項である。調べたところでは、原告が第 5446 号決定に対し不服として抗告を提起し、
台湾高等裁判所により審理された後、92 年度抗字第 995 号決定により棄却された。原告は再
び最高裁判所に抗告したが、最高裁判所による 92 年度台抗字第 380 号決定により棄却されて、
確定した。これによって、被告凹凸科技公司は裁判所に申立て、第 5446 号決定を取得したこ
とは、最初から不当により、取り消されたことではないことが証明できるものである。
３．原告は優先権日の特許申請案が修正されたとして、わが国の特許主務機関が独立して審査し、
わが国第 152318 号特許を許可したことに対し、疑問を提出したことにはそもそも理由がない
ものである。わが国の特許法により、特許出願者が先にその他の国家で特許を出願し、優先権
を主張した場合、その後外国出願に関する審査結果を問わず、わが国の特許主務機関に報告し、
もしくはわが国の特許申請案を修正する義務がないことは、特許保護が属地主義を前提として
おり、異なる国で特許を出願した場合には、当然各国の特許主務機関の審査意見によらなけれ
ばならないものである。
４．また本件第 5446 号仮処分の本件訴訟は現在裁判所で審理中であり、被告凹凸科技公司が仮処
分を申立てた時には、すでに司法院及び行政院が共同して指定した專業鑑定機構、即ち台湾科
技大学に鑑定を依頼し、鑑定報告が提出されたが、原告は一方的にその鑑定報告の内容が不実
であると指摘したことは、原告が最高法院 90 度台上字第 2381 号判決を引用し、仮処分を申
立てた当事者は仮処分を申立てた時に第三者に鑑定を要請し、その後提起した「本件訴訟」が
敗訴し、確定した後、他方の当事者が、仮処分を申立てた当事者に対し損害賠償を訴訟で請求
する情況とは異なるものであるので、原告がその件を引用したことは、信用できないことであ
る。
５．被告凹凸科技公司の従業員が仮処分の手続中に、裁判所に陳述したことは、仮処分を申立てる
ための論拠であり、この主張に合理的な根拠があるか否かについては、裁判所が心証に基づい
て判断すべきであり、原告の主観的な認知と異なるとして、非事実に基づき原告を指摘したと
認定してはならないものである。
６．原告は、被告凹凸科技公司が第 5446 号決定の本件訴訟を遅延させたので、権利侵害行為に該
当すると指摘したことも、理由がないものである。
調べたところでは、原告は第 5446 号仮処分の債務者であり、その仮処分を取り消すのであれば、
裁判所に期限内に起訴するよう被告凹凸科技公司に命ずるよう申立て、また士林地方裁判所に
よる決定により、被告凹凸科技公司が本件訴訟を提起した後、合法的に送達され、債権者は期
限内に起訴しなかった場合、原告は仮処分決定の取り消しを裁判所に申立てることができる。
しかし被告凹凸科技公司の代理人が 2003 年 6 月 3 日に裁判所による決定を受けたことについ
ては、士林地方裁判所の受領印が証拠となり（本裁判所卷第 3 宗第 53 ページを参照）、被告凹
凸科技は直ちに決定の期間内に本件訴訟を提起し、遅延がないものである。
７．従って、訴訟物の金額について双方が弁論する必要があり、もしくは関連証拠を提出し、説明
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した後、裁判官もある程度の心証をつかむことができた。また訴訟手続において原告が納める
べき裁判費用がどのくらいなのかについては、起訴の手続要件であり、裁判所が職権により調
査して認定すべきことであり、もし裁判所が訴訟費用を査定した後、被告凹凸科技公司が期間
内に納めなかった場合、訴えの提起が、方式に合わないとして、裁判所が民事訴訟法第 249
条第 1 項第 6 号により本件訴訟を棄却する可能性がある。また第 5446 号仮処分決定の本件訴
訟に関しては、本件原告が裁判費用の手続について抗弁したので、本件訴訟が遅延し、進行し
なかった。この訴訟指揮は、裁判所が主導権を握っており、被告がこれで訴訟を遅らせること
ができないので、原告は、被告が全部の訴訟費用を納めずに、別件の訴訟の遅延を意図したと
指摘したことは、理由がないことである。
８．被告が仮処分、仮押収の決定を取得した後、執行手続をしたことは、権利侵害行為に該当しな
かったことについて
被告凹凸科技公司が第 5446 号仮処分の決定を取得した後、財政部関税局及び華碩電腦公司を含
む 16 社がその仮処分を執行する関連官庁であると認定したので、強制執行法第 129 条の 1 の
規定により協力を前記官庁に申立て、執行裁判所は、当然この部分が確かにその仮処分を執行
するための必要な手段であるか否かについて審査することができる。本件は、執行裁判所が必
要であると認定し、強制執行法第 140 条、第 135 条、第 128 条の規定により執行命令を下し、
財政部関税局及び華碩電腦公司等 16 社にも送達するもので、もし原告が、執行裁判所による執
行命令には下すべきではないのに、下したとの違法なことがあると認定した場合、強制執行法
第 12 条により執行裁判所に異議することができ、そうすると、執行裁判所が許可、もしくは棄
却することになるので、債権者が執行方法を執行裁判所に申立て、執行裁判所が許可した後、
その執行命令を債務者以外の第三者に送達したとして、債権者に権利侵害行為があるとは認定
できないものである。
９．原告は以前、被告が税関に書簡を発送し、または調査を税関に要求した行為は第 606 号決定に
違反するとして、被告を処罰するよう本裁判所執行処に請求し、本裁判所が原告の指摘を審理
したところ、被告が正当に権利を行使したと認定したので、原告の処罰の申立てを棄却した後、
原告が不服として抗告し、再抗告したが、それぞれ高等裁判所及び最高裁判所により棄却され
たことは、被告が提出した本裁判所 92 年度執聲字第 9 号決定、台湾高等法院 92 年度抗字第
3971 号決定、最高法院 93 年度台抗字第 88 号決定等が巻末にあり、証明になる（本裁判所卷
第 6 宗第 127 ページから第 138 ページまでを参照）。被告の行為が権利侵害に該当すると原
告が理由もなく再三論争し続けていることは、信用できないものである。
１０．また被告凹凸科技公司は、原告の台湾子会社従業員である許致中及び王素雯が刑法第 139 条
に違反するとして刑事告訴を提起したことについては、不起訴処分が確定したが、原告は被告
の前記刑事告訴が誣告であると証明できない場合には、提起した刑事告訴が成立しなかったの
で、原告の権利を侵害したと認定できない。
１１．調べたところでは、たとえ被告凹凸科技公司が従業員を派遣し、執行裁判所と共に仮差押え
を執行したとしても、債務者の財産を捜査する権限がないので、執行裁判所は被告凹凸科技公
司の従業員が原告の台湾子会社で、徹底的に捜査し、勝手に写真を取ること等を容認すること
ができないもので、たとえこのようなことがあったとしても、原告側の従業員が直ちに執行裁
判所に異議を申立て、その行為の制止を請求すべきである。さもなければ、被告凹凸科技公司
が仮差押えの執行名義を取得し、執行手続を行っただけで、権利侵害があるとは認定し難いこ
とである。
二、以上をまとめると、被告凹凸科技公司及びその台湾子会社が行った前記行為が、原告の権利を侵害
することがなく、被告凹凸電子公司にも原告の権利を侵害した行為がない。従って、原告が権利侵害行
為の法律関係により、金銭賠償、判決全文の掲載、及び原告の声明第 3 項通りの行為を容認するよう被
告に訴訟で請求したことは、根拠がないので、棄却すべきである。
■ 付録：行政院公平取引委員会の事業者が著作権､商標権及び特許権の侵害に関わる警告状の送付案件
に対する処理原則
2010.1.19 第 950 回委員会議改正全文
2010.1.28 公法字第 0990000718 号令公布
一、（目的）
行政院公平取引委員会(以下本会という)は、事業者の公正な競争を確保し、取引の秩序を維持し、また事
業者が著作権、商標権又は特許権を濫用し、不当に競争相手が著作権、商標権又は特許権等を侵害する
旨の警告状を外部へ送付し、不正競争を生じさせ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。
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二、（用語定義及び適用対象）
本処理原則において事業者による警告状の送付とは、事業者が下記の方式を用いて、それ自身又は他の
事業者の取引相手若しくは潜在的な取引相手に対して、他の事業者がその著作権、商標権又は特許権を
侵害する旨を頒布する行為を指す。
1．警告状
2．敬告状
3．弁護士書簡
4．公開状
5．新聞広告
6．その他の事業者自身又は他の事業者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書面
三、（著作権法､商標法又は特許法に基づく権利行使の正当行為の例ーその 1）
事業者が次に掲げる手続きを遂行し、権利侵害を確認した後に、始めて警告状を送付する場合、その
行為が著作権法､商標法又は特許法に基づく権利行使の正当行為に該当するものとする。
1､裁判所の一審判決を経て著作権､商標権又は特許権の侵害を確認することができたもの。
2、著作権の審議及び調停委員会の調停認定を経て、著作権の侵害を確認することができたもの。
3、特許権を侵害し得る被疑対象物を、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、
且つ警告状の送付に先だって侵害嫌疑の製造者､輸入者又は代理商社に対して通知をし、侵害の排除を請
求したもの。
事業者が第 1 項第 3 号の後段に掲げる侵害排除の通知を怠ったとしても、事前に権利救済手続きを取
った場合、又は合理的且つ可能な範囲内で注意義務を尽くした場合、又は前項の通知が客観上不可能な
場合、又は通知受領人が既に権利侵害争議を知っていると認めるに足る具体的な証拠がある場合、既に
侵害排除の通知手続きを遂行したものとみなす。
四、（著作権法､商標法又は特許法に基づく権利行使の正当行為の例ーその 2）
事業者が次に掲げる権利侵害の確認手続きを遂行し、且つ公平取引法第十九条、第二十一条、第二十二
条、第二十四条に規定する違法事由に該当せずに、始めて警告状を送付するときは、著作権法、商標法
又は特許法に基づく権利行使の正当行為とされる。
1､警告状の送付に先だって事前に又は同時に侵害嫌疑の製造者､輸入者又は代理商社に対して通知をし、
侵害の排除を請求したもの。
2､警告状において、その著作権､商標権又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
(例えば、係争権利についていつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入がなされたか等)につき
明瞭な説明を付し、受領人に、係争権利が侵害嫌疑がある事実を十分知らせた場合。
事業者が前項第 1 号に掲げる侵害排除の通知を怠ったとしても、事前に権利救済手続きを取った場合、
又は合理的且つ可能な範囲内で注意義務を尽くした場合、又は前項の通知が客観上不可能な場合、又は
通知受領人が既に権利侵害争議を知っていたと認めるに足りる具体的な証拠がある場合、既に侵害排除
通知手続きを遂行したものとみなす。
五、（法的效果）
事業者が第 3 点又は第 4 点に規定する先行手続きを遂行せずに、直ちに警告状を送付し、且つ取引秩序
に影響するに足りる欺罔又は著しく公正さを欠く行為に該当する場合、公平取引法第二十四条の規定に
違反するとされる。
事業者が第４点に規定する先行手続きを遂行し、警告状を送付したにも関わらず、その内容が不正競争
の事由に関わるとき、本会は具体的な個別事件によって、公平取引法第十九条第一号、第十九条第三号、
第二十一条、第二十二条、第二十四条の規定に違反するか否かを検査する。
六、（事業者は不当に外部に対しそれと同一の生産、販売の段階における競争関係を有しない事業者が
権利侵害に関わる旨を公表した場合においても、本処理原則の適用を受ける）
事業者は不当に外部に対しそれと同一の生産、販売の段階における競争関係を有しない事業者が、その
著作権、商標権又は特許権を侵害する旨の警告状を公表することにより、不正競争の事由に該当する場
合においても、本処理原則の適用を受ける。
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3-3 侵害訴訟の所要時間及び基本出費の概算
侵害訴訟又はそれに関連する調査、保全処分、行政救済、行政訴訟、税関検証等の手続きに関する出
費と弁護士費用などを、経験に沿って概要的にまとめてみた。実際の出費は個別案件の情況によって大
きく異なる場合があるので、ご留意ください。
3-3-0 証拠収集・調査と警告状送付
証拠収集期間 通常 1~3 ヶ月
一社に対する調査費用は平均 NT 2~4 万元。
一社に対する警告状送付は平均 NT 5 万元。
3-3-1

IP 関連刑事訴訟の所用期間及び費用の概算

□刑事訴訟前の関連調査
告訴から提訴まで検察官による取り調べの期間 3 ヶ月~1 年；弁護士費用は平均 NT15 万元上下(調
査法廷三回ほど開催の場合)。裁判所所在地域によって交通時間の多少などにも左右される。
□刑事訴訟
1) 一審：所要時間：8ヶ月~1年；裁判所での処理期限は1年4ヶ月。起訴から最後の公判廷までの期間
を指す。基本出費：NT20万元より（公判庭三回開催の場合）。裁判所所在地域によって交通時間の
多少などにも左右される。
2) 二審：所要時間：8ヶ月~1年。裁判所の処理期限は2年。基本出費：NT20万元より（公判庭三回開
催の場合）。裁判所所在地域によって交通時間の多少などにも左右される。
3)三審：所要時間：3ヶ月~1年間ほど
裁判所処理期限：12ヶ月まで
弁護士費：6 万元~15 万元
■

刑事訴訟の所用期間と経費の概算
■証拠収集及び
調査と警告状の
送付(訴訟 前の準
備期間)

■刑事告訴か
ら検察官の取
り調べ及び提
訴までの段階

■一審

■二審

■三審

所
用
期
間

証拠収集期間と
して、通常 1 ヶ月
から 3 ヶ月ほ ど
で調査レポート
が作成されて権
利者に届く。

およそ 3 ヶ月
から 12 ヶ月。

裁判に要する期間は 8
ヶ月から 12 ヶ月ほど。
裁判所 での処理期限は
16 ヶ月。提訴から最後
の公判 廷までの期間を
言う。

8 ヶ月から 1 年
間ほど。裁判所
の処理期限は
2 年。

費
用

一社に対する調
査費用：およそ新
台湾ドル 2~4 万
元
一社に対する警
告状送付の費
用：およそ新台湾
ドル 5 万元

平均 15 万元前
後(取調べが三
回ほど開催の
場合)裁判所所
在地域によっ
ても違う。

弁護士費用
通常新台湾ドル 20 万
元より。(公判廷が三回
開催される場合)但し、
公判廷 の回数と裁判所
所在地 による交通時間
の多少 などに比例して
増減す る。弁護士費用
は原則 上勝訴側でも敗
訴側に 請求することが
出来ない。

弁護士費用
通常新台湾ド
ル 20~30 万元
前後。(公判廷
三回ほど開催
の場合)

書面審理によ
って行い、法律
適用上の問題
の上訴理由に
限定される。通
常 3 ヶ月（形
式理由で却下
の場合）乃至一
年かかる。
弁護士費用
通常 6~15 万元
前後となる。
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3-3-2

IP 関連民事訴訟の所用期間と費用概算

□民事訴訟関連手続き
仮差止め（仮処分）命令は通常申請から裁定が下りるまで6~10ヶ月間かかるが、これより長引く場
合もある。被告側の弁論や意見聴取が原則上必要。担保金の計算は申立て人が算出方法と結論の金額
を提示して、裁判官が被告側の意見を参酌して定める。
仮差押えは通常申請から裁定が下りるまで2~4週間かかる。申立て人が法律関係の釈明をする上担
保金を納付すれば裁定を求められる。被告側の弁論や意見聴取が不要。仮差押えの場合は申請者が債
権証明で主張する返済すべき債権の金額に相当する担保金を納付する
仮処分と仮差押の裁判費はそれぞれNT 1000元である。担保費は当事者の主張を参考にして裁判官
が定める。
仮処分と仮差押手続きの弁護士費用は、およそNT 5万元から30万元程度になる。
裁定下付より約10日以内に執行する必要がある。
□民事訴訟
審理経過と出費概算：
1）一審：
所要時間は6~12ヶ月；裁判所での処理期限は1年4ヶ月。起訴から最後の口頭弁論までの期間を言う。
弁護士依頼基本出費：NT20乃至50万元上下；特許事件が更に嵩む。（訴訟費用担保金（台湾に住所
を持たない外国人が原告の場合）、請求標的に依って異なる訴訟費用、被告の無効審判請求に対応す
る為の費用及び仮処分などの偶発又は不確定の出費はここに含まれていない、又、法廷弁論の回数に
比例して増加するし、裁判所所在地域によって交通時間の多少などにも左右される。訴訟費用は請求
金額の1%から0.8%くらいに相当する）（下記付録表参照）
2）二審：所要時間は6ヶ月~1年。裁判所の処理期限は2年。
弁護士依頼基本出費はNT20乃至50万元上下（裁判所所在地域によって交通時間の多少などにも左右
される。）。裁判費用は一審の半分を追加する。
3）三審：原告の請求金額がNT150万元を上回る場合に限ってみとめられる。書面審理によって行い、
通常1年以上かかる。弁護士依頼出費：NT 15~25万元上下。
■

民事訴訟の所要期間と経費の概算
■一審
所用期間：
裁判に要する期間は 6 ヶ月
から 12 ヶ月ほど。裁判所
での処理期限は 16 ヶ月。
提訴から最後の口頭弁論ま
での期間を言う。
弁護士費用

裁判費用

通常 NT20 万元から 50 万
元前後。担保金、訴訟の請
求標的によって異なる訴訟
費用、被告の無効審判請求
に対応するための費用及び
仮処分などの偶発又は付随
のと異なる。又、弁護士費
用は口頭弁論の回数と裁判
所所在地による交通時間の
多少などに比例して増減す
る。
弁護士費用は原則上勝訴側
でも敗訴側に請求すること
が出来ない。
請求金額の 0.8 から 1%に
相当する金額となる。裁判
費用は敗訴側が負担するの
が普通。

■二審
6 ヶ月から 1 年間ほど。裁
判所の処理期限は 2 年。

通常 NT20~50 万元より。

訴訟費用は一審の半分が追
加される。

■訴訟関連手続き裁判費の基準（單位 NT元）
聲 請 事 件
裁判費
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■三審
所用期間：原告の請求金額
が NT150 元を上回る場合
に限って認められる。書面
審理によって行い、法律適
用問題を上訴理由に限定さ
れる。通常一年以上かかる。
通常 15~25 万元前後とな
る。

二審と同じ。
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500 元

支払命令の申請
訴訟参加或いは訴訟参加の却下
の申立て
仮差押、仮処分或いは仮差押、
仮処分の取消しの請求
■訴訟裁判費の基準
財産權に因み起訴／上訴
訴訟対象物の金（價）額
10 萬元以下
逾 10 萬元~100 萬元部分
100 萬元
逾 100 萬元~一千萬元部分
一千萬元
逾一千萬元~一億元部分
一億元
逾一億元~十億元部分
十億元
逾十億元部分

1,000 元
1,000 元

第二、三審

第一審
1,000 元
110 元/萬
10,900 元
99 元/萬
100,000 元
88 元/萬
892,000 元
77 元/萬
7,822,000 元
66 元/萬

1,500 元
165 元/萬
16,350 元
148.5 元/萬
150,000 元
132 元/萬
1,338,000 元
115.5 元/萬
11,733,000 元
99 元/萬

■弁護士費用及び調査会社費用等基本出費の概要（單位 NT 萬元）
地区
北
項目
2
4~6
5

調査会社調査費用
警告函（含翻譯）
取締

南

2.5

3

6

8

偵査庭（3 次）
一審（3 次）
法廷
二審（3 次）
一審
民事（非特許案件）法廷
二審
三審
特許案件
行政救済
訴願
行政訴訟第一審
行政訴訟第二審

8~10
10~12
12~15
10~15
12~18
14~20
8~13
10~15
12~18
20~35
30~45
30~45
20~35
30~45
30~45
15~25
50~100（100 を超える場合がよくある）
6~10
8~15
8~15

税関検証

2~3

刑事

3-4

中

4~6

4~6

特許侵害の鑑定

鑑定報告書の作成（特許侵害事件に関して）
従来では特許侵害事件に関しては、告訴を提起する際、鑑定書の提示が必要である。しかし2010年現
在では、すべての特許侵害に関する刑事罰則は既に廃止されている。一方、民事手続きにおいても鑑定
に依存する度合いが高い。以下は従来の経緯も含めて鑑定の留意事項をまとめる。
▼旧特許法第131条(2003年4月削除)
①本章の罪は第130条を除くほか、親告罪とする。
②特許権者が第123条から第126条までの規定により告訴を提起したときは、侵害鑑定報告書及び特許権
者の侵害者に対する侵害排除請求の書面通知を提出しなければならない。
③前項の書類を提出しないときはその告訴を不適法とする。
④司法院と行政院は協調して、侵害鑑定の専門機構を指定しなければならない。
■過去の経緯----指定鑑定機関
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2010年現在では発明特許はおろか、実用新案と意匠の侵害行為に対する刑事罰則は既に廃止されてい
る現況において、刑事告訴の合法条件となっていた｢指定鑑定機関による鑑定意見書｣の問題は発生しな
いが、従来の経緯に付いて触れてみる。
鑑定書を作成する権限を有する機関は標準局指定の鑑定機関に限定するかどうかは一時実務上の争点
となっていた。1995年の8月に法務部と中央標準局が65箇所ほどの機関を知的財産権係争事件の鑑定機
関としてリストアップした。それによって、以降の特許を始めの知的財産権係争事件の告訴における提
出すべき鑑定書は指定機関によるものに限るという原則が掲げられた。当事者の権利甚大な影響を与え
るあまりに急な発表だったので、実務界に大きな波紋を投げた。
それまでの実務は鑑定書の作成機関について厳格に要求していなかったので、割と迅速に鑑定書を提
出することができた。しかし、特定の鑑定機関に限定されると、指定された鑑定機関は必ずしも受理す
るとは限らず、また鑑定費用も新台湾ドル5、6万元に上るため、権利者の出費もかさむ。又、指定の鑑
定機関が鑑定書作成を遅らせる傾向があり、依頼人の告訴の時効が守られにくい恐れがあって、結果的
には依頼人の訴訟権を害しがちで、知的財産権の保護を弱めることにし兼ねないと企業界と特許代理人
など実務家達から猛烈に反対されていた。実際、鑑定機関が見つからない状況も多発し、依頼しても鑑
定機関は指定の専門分野に関する事件の鑑定依頼を必ずしも引き受けてくれないので、当事者はよく鑑
定できないという状態に陥り、それにより権利行使も中断せざるを得ないことがあった。尚、特許の主
務機関であるIPO自身は審査業務の立場に齟齬するや余力不足などの理由で鑑定の依頼を固く断る傾向
があった。
欧米先進国では、民間の専門鑑定会社による鑑定書の役割の大きさを参考すれば、鑑定機関を政府当
局により限定された機関のみとする施策の妥当性と必要性を見直すべきだと議論されていた。少なくと
も、告訴の段階の初歩的な鑑定は、侵害の有無の確定判決に直結するわけではないという性格からすれ
ば、係争分野の技術専門家であれば十分に鑑定意見書を作成できるはずだと唱えられていた。民間実務
家らは法務部と中央標準局に対して上記のように力説した。当時、ほとんどの検察官は鑑定機関の資格
を厳格に追究しないで告訴を受理したが、たまに指定鑑定機関による鑑定書でなければ、告訴は不法と
して却下するケースもあったので、実務界から再三に解釈を促され、とうとう法務部と標準局が折れて、
告訴の鑑定報告について指定の鑑定機関の鑑定報告書に限定しないとの意見書を公表した。
その後、一般鑑定人の作成した鑑定報告書が告訴の合法の参考資料として容認されるようになったが、
まもなく司法機関から異なる実務見解が示された。
1998年1月頃、最高裁判所の判決が、非指定鑑定機関による鑑定書を添付した告訴の合法性を否定し
た旨を判示し、物議を醸した。やがて､検察側の合同会議において、告訴の段階の鑑定書は指定期間によ
るものに限らないとの決議を発表した節もあった。当時、大分混乱状態も継続しているなか、法令によ
る定見はまだ確立されていなかったが、後日被疑者や相手方から難詰されないよう、また検察官に強い
心証を形成させるために、一定の規模を有する専門鑑定機関の意見書を告訴提起とともに添える者がほ
とんどであった。それに対して、被疑者（被告）側も他の鑑定機関が作成した鑑定意見書を提出して反
論したほうが望ましいとされていた。
特許権侵害事件において、特許権者が刑事告訴を提起するときは旧特許法第 131 条により指定鑑定機
関が作成した鑑定書を提出しなければならない、ということについて大法官会議で出された見解（第 507
号解釈）によると、特許権者が告訴権を濫用する事実がなく、しかも警告状を発して侵害者に他人の特
許権を侵害する可能性のあることを告知したときは、告訴の提起とともに指定鑑定機関が作成した鑑定
報告書を添付しなくてもよい。指定機関による鑑定書の添付を告訴の要件とするのは人民が裁判を受け
る権利を過度に制限することであり、憲法に違反する虞がある。
しかし従来の鑑定書の作成の義務が余りにも繁雑すぎるきらいがあるので、2001 年 10 月の法改正で
規制緩和が行われた。2001 年改正法の条文によれば、鑑定書の形式は既に要求されずに、｢技術対比報
告書｣という形態の書類で足りるようになった。報告書の作成者も鑑定期間などに限定されずに､技術専
門家或いは権利者自身でもよいとなった。
2003 年法改正により、旧特許法 131 条規定が削除され、刑事告訴の合法条件となっていた｢指定鑑定機
関による鑑定意見書｣の問題はなくなった。
■仮処分か係争手続きに於ける侵害鑑定人の指定
仮処分をはじめ、裁判所に特許権侵害を主張する場合、有力な鑑定書の提示が必要となる。但し、現
在の制度では、(刑事罰は既に排除されたから不問にする)民事手続きが開始する時点から、両当事者の合
意によって推される特定の専門鑑定人を裁判所が指定する場合は極めて稀で、通常では両当事者が各自
に自分の出費で鑑定人に鑑定報告書の作成を依頼して、めいめいに鑑定報告書を裁判所に提出すること
になる。対立する鑑定意見がある場合、鑑定人同士が検察官や裁判官の前で論争する形態で裁判官の心
証を形成させる。しかし、もとより実体技術の判断が苦手だから裁判官や検察官は鑑定専門家の報告書
を要求するのに、ほぼ必然的に対立する両当事者が自費で雇った鑑定人による鑑定意見の是非を見出す
ことは不可能に等しい。その時点で再度裁判官が第三鑑定人を指定する事案もよくある。
しかし、最初から両当事者によって拘束力を持つような鑑定意見書の作成を可能とさせたほうが、時
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間と経費の無駄を避けれるだろうとの反省と権利者の希望が強まってきている。最初から両当事者の合
意で単独の鑑定人を依頼するか、両当事者の鑑定人を依頼する権利を尊重する場合でも、両当事者が独
自で立てる鑑定人の意見が対立する現象は当然で必然的なことを予想して、それを公正に見極める第三
の鑑定人が仲裁役にまわるべく事前に合意で設けることも考えられる。商品のライフスパンが短縮化す
る現代産業環境において、有効に特許権利を保障するには、鑑定意見が早期に決着するような工夫を民
事手続きに組み入れる必要が大いにある。
鑑定基準の留意事項
改正専利法の正式施行に合わせて、特許法に於ける侵害責任としての刑事罰の全面廃止に伴い、法務
部と知的財産局の指定鑑定機関リストの撤廃と共に、従来の「特許侵害鑑定基準」は、既に 2004 年 7
月 1 日より廃止された。
一方、台湾知的財産局は 2004 年 6 月に、2003 年度の専利法改正の施行に合わせて編集された「特許
侵害鑑定要点」を発表した。この「特許侵害鑑定要点」の性格は、知的財産局の内部参考資料に止まる
ものとして最初設定されたものだが、台湾司法院が管轄各級の裁判所が特許侵害鑑定を巡って判断する
際、同「特許侵害鑑定要点」を参考にすべきものとする推奨を受けたので、現在は非法定の基準であり
ながら、法的拘束力はないが、各界から特許侵害鑑定の判断に関する重要な準則として利用されている。
以下は上記「特許侵害鑑定要点」の第三章「侵害鑑定」第二節「特許権利範囲が解釈された後の本件
特許と侵害対象物の抵触に関する対比のステップ」を引用して、発明特許の侵害の鑑定に関する具体的
なステップを紹介する。
■付録
第三章 鑑定方法
第二節 釈明された請求の範囲を鑑定される対象とを対比する
対比する前、請求の範囲の技術特徴及び鑑定される対象の技術内容を正確的に釈明すべきである、当
該釈明する工程は鑑定の基礎的な仕事であって、鑑定結果の正確性を直接に影響する。
一、請求の範囲の技術特徴の釈明
(一) 組合わせ又は分解すべき技術特徴について
全要件原則は、請求の範囲に記載されているそれぞれの技術特徴を鑑定される対象に対応、且つ鑑定さ
れる対象に表され、その中、用語的及び均等的な表現とも含まれている。従って、鑑定される対象の中、
数多くの部品、成分又は工程で請求の範囲の單一技術特徴を達する性能、又は、鑑定される対象の中、
単一部品、成分又は工程で請求の範囲の多数技術特徴からなる組合を達する性能は、当該技術特徴が鑑
定される対象に対応表現することを言える。
(二) 技術特徴を省略することができない
請求の範囲に記載される内容は１つ技術手段の全体であり、従って、部品、成分又は工程を幾つ分解又
は組み合わせても、請求の範囲に記載されている技術特徴を省略する事ができない。
二、鑑定される対象の技術内容の釈明
(一) 請求の範囲の技術特徴に対応すべき
鑑定される対象を釈明して得た部品、成分、工程又はその結合關係が請求の範囲の技術特徴に対応すべ
きである、鑑定される対象の中、請求の範囲の技術特徴に関連しない部品、成分、工程又はその其結合
関係を対比内容に導入することができない。技術特徴を釈明する時、通常には、請求の範囲の文字の記
載に基づいて、請求項ごとに相対的に独立で実現で特定な性能、性能を発生する部品、成分、工程及び
その結合關係を技術特徴として設定すべきである。
(二) 鑑定される対象に関する命名基準
鑑定される対象と請求の範囲とを対比する場合、それぞれの命名が対比する基礎に該当しない。鑑定さ
れる対象の部品、成分、工程又はその結合關係の命名に対して、当該部品、成分、工程又はその結合關
係が当該技術特徴の文義とは同一である場合、通常には、当該技術特徴の用語で命名すべきである。若
し、鑑定される対象の部品、成分、工程又はその結合關係が当該技術特徴之文義と完全に同一ではなく、
且つ、既に名稱が有する場合、当該名稱で命名する；若し、名稱がまだ付けていない場合、当業者に属
する技術分野の名稱で命名すべきである。
(三) 注意事項
1.特許の対象が物である場合、提出した鑑定される対象も物にすべきである；また、提出した鑑定物に
ある請求の範囲の請求の対象に対応する物に基づいて対比すべきである。鑑定される対象の結構を検視
できない場合、当該鑑定される対象を分解することができるが、但し、回復できない状況で破壊される
可能性がある場合、当該事情を先ず裁判所に通知した後、鑑定を行うべきである。鑑定される対象が僅
かに一部の部品である場合、裁判所に完全な物を提供した後に、鑑定を行います。特許の対象が組成物
である場合、請求の範囲に記載する成分及び配合割合を提供した鑑定される対象に対比すべきである。
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鑑定される対象に含有する不純物又は製造工程の残留物に対して、通常には対比を行わない。
2.製造方法で物の請求の範囲を限定する場合、請求の範囲に記載されている内容は物及び製造方法を含
むものであるが、但し、その特許の対象は物であるため、鑑定される対象が「最終生成物」に基づいて
鑑定することで済む。請求の範囲の「最終生成物」の技術特徴が鑑定される対象に不完全な対応表現関
係である場合、鑑定機関が当該鑑定される対象を特許の権利範囲に含むかどうかを判断するため、被告
は当該製造方法が既に実施されている証拠を提供すべきである。
3.特許の対象が方法である場合、提出した鑑定される対象にある請求の範囲に記載されている請求の対
象に対応する方法とを対比すべきである。提出した鑑定される対象には当該実施方法を立証する証拠を
含むべきである。鑑定される対象の実施方法を確認する場合、必要により、現場で検査又は実験をする
べきである。若し特許の対象が方法であって、鑑定される対象が物である場合、又は提出された書類証
拠に具体的な技術内容を欠如する場合、当該関連する証拠を揃った後、更に対比を行うべきである。特
許の対象が用途である場合、特許の対象が方法である方式として処理すべきである。
三、文言読取
(一)「文言読取」の意味
「文言読取」は、解釈された後の特許請求の範囲の中の技術特徴の文言意味は、完全に対応して被鑑定
対象の中にに表現されているか否かを確認することである。
(二)「文言読取」の成立要件
提訴された請求項の中の少なくとも１つの請求項における全ての技術特徴が完全に被鑑定対象の中に対
応して表現されていないと、「文言読取」に合致しない。まず「全要件原則」に合致してから、始めて
「文言読取」に合致することが成立できる。
(三)「文言読取」を判断する際の留意事項
1.特許請求の範囲と被鑑定対象とを対比する際に、解析された後の特許請求の範囲における技術特徴を、
被鑑定対象における対応のエレメント、成分、手順又はその結合関係に対して逐一に対比すべきである。
被鑑定対象に、解析された後の特許請求の範囲における技術特徴の何れかの１つが欠如した場合は、
「文
言読取」に合致しない。
2. 被鑑定対象に、解析された後の特許請求の範囲における技術特徴の全てが含まれており、かつその
他の技術特徴も追加されたものは「文言読取」に合致するか否かは、特許請求の範囲の中に記載される
接続用語の表現方式により、決められるべきである。
（1）開放式の接続用語について言うと、もし特許請求の範囲における技術特徴は「Ａ、Ｂ、Ｃが含まれ
る（包括される）こと」であるのに対し、被鑑定対象における対応のエレメント、成分、手順又はその
結合関係は「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」である場合は、被鑑定対象は「文言読取」に合致すると判断すべきであ
る。
（2）閉鎖式の接続用語について言うと、もし特許請求の範囲における技術特徴は「Ａ、Ｂ、Ｃからなる
もの」であるのに対し、被鑑定対象の対応するものは「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄからなるもの」である場合は、
被鑑定対象は「文言読取」に合致しないと判断すべきである。
（3）半開放式の接続用語について言うと、もし特許請求の範囲における技術特徴は「主にＡ、Ｂ、Ｃか
らなるもの」であるのに対し、被鑑定対象の対応するものは「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄからなるもの」であるが、
Ｄは実質上、技術特徴に影響を及ぼさないエレメント、成分、手順又はその結合関係である場合は、被
鑑定対象は「文言読取」に合致すると判断すべきである。
（4）その他の方式で表現する接続用語について、先に明細書の内容を参照し、ケースバイケースで、そ
の接続用語は開放式、閉鎖式又は半開放式の何れかに属するかを判断してから、更に上述の方式により、
被鑑定対象は「文言読取」に合致するかを判断すること。
3.特許請求の範囲に記載された技術特徴は上位概念的な総括用語であるのに対し、被鑑定対象における
対応のものは、相応する下位概念である場合は、被鑑定対象は「文言読取」に合致すると判断すべきで
ある。
4.被鑑定対象は「文言読取」に合致しているが、被告が「逆均等論」の適用があると主張した場合は、
更に被鑑定対象は「逆均等論」の適用があるかを対比すべきである。
5.被鑑定対象は「文言読取」に合致しているが、被告が「逆均等論」の適用があると主張していない場
合は、被鑑定対象が特許権（文言）の範囲に入っていると判断すべきである。
6.対比の結果、被鑑定対象は「文言読取」に合致しない場合は、更に被鑑定対象は「均等論」の適用が
あるかを対比すべきである。
四、逆均等論（ Reverse Doctrine of Equivalents ）
(一) 「逆均等論」の意味

「逆均等論」は「消極均等論」とも称され、特許権者が特許請求の範囲の文言範囲を任意に
拡大するのを防止するために、特許請求の範囲の文言範囲を限縮するものである。もし被鑑定
対象は既に特許請求の範囲の文言範囲にカバーされているが、被鑑定対象は実質上の異なる技
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術手段を以って実質上の同一機能又は結果を達成できた場合は、
「文言読取」を阻却するため、
被鑑定対象が特許権（文言）の範囲に入っていないと判断すべきである。
(二)

「逆均等論」の成立要件

被鑑定対象は、既に「文言読取」に合致しているが、実質上は発明（実用新案）の詳細説明
に開示された技術手段を利用していない場合は、「逆均等論」の適用がある。例えば、電池電
極に係る特許案件において、その特許請求の範囲に多数の細孔が形成された金属板からなる電
極と記載されており、発明の詳細説明には、電極における細孔の作用は気泡の圧力を制御する
ためのもので、該細孔の直径は 1～50µｍであると記載されているが、特許請求の範囲には別
に細孔の直径及びその作用などの技術特徴が記載されていない。これに対し、被鑑定対象の電
極も多数の細孔が形成された金属板からなる電極であり、被鑑定対象の技術内容と特許案件の
特許請求の範囲とを対比した後、文言読取に合致しているが、被鑑定対象の金属板における細
孔の直径は 50µｍよりも遥かに大きいため、気泡の圧力を制御する作用も微少であるので、被
鑑定対象は実質上、特許案件にかかわる発明に開示された技術手段を利用していないようで、
「逆均等論」を適用できる余地がある。
(三) 「逆均等論」を判断する際の留意事項
１.被告が「逆均等論」の適用があると主張したい場合、その前提として、既に「文言読取」に合致して
いること。
２.「逆均等論」の対比は、明細書に記載された発明（又は実用新案）の詳細説明の内容（書面開示、そ
れに基づいて実施可能な程度などが含まれる）により決められるべき、特許請求の範囲に記載された技
術特徴について逐一に検視して説明すること。
３.被鑑定対象は「文言読取」に合致しているし、「逆均等論」の適用もある場合、被鑑定対象は特許権
の範囲に入っていないと判断すべきである。
４.被鑑定対象は「文言読取」に合致しているが、「逆均等論」の適用がない場合、被鑑定対象は特許権
（文言）の範囲に入っていると判断すべきである。
五、均等論（ Doctrine of Equivalents ）
(一) 「均等論」の意味

「均等論」は特許権者の利益を保障する立場に基づき、他人が単にその特許請求の範囲に記
載された技術特徴について、非実質的な変更又は置換をするだけで、特許権侵害の責任を回避
しようとすることを防ぐためのものである。文字だけで特許請求の範囲を精確で漏れなく完全
に表現することには、先天上の克服できない困難があるため、特許権の範囲は特許請求の範囲
に記載された技術特徴の均等範囲まで拡大することができ、単に特許請求の範囲の文言範囲に
留まるべきではない。
(二)

「均等論」の成立要件

特許請求の範囲に記載された技術特徴に相対して、被鑑定対象のエレメント、成分、手順又
はその結合関係の変更又は置換には、実質的な差異（subatantial difference）をもたらせない
場合、「均等論」の適用がある。まず「全要件原則」に合致してから、始めて「均等論」の適
用があることが成立できる。
(三)

「均等論」の対比方式

もし被鑑定対象における対応のエレメント、成分、手順又はその結合関係と特許請求の範囲
に記載された技術特徴とは、実質上相同の技術手段（way）を以って実質上相同の機能
（function）を達成し、実質上相同の結果（result）をもたらした場合、被鑑定対象における対
応のエレメント、成分、手順又はその結合関係と特許請求の範囲に記載された技術特徴とは、
実質上の差異がないとして、「均等論」の適用があると判断すべきである。「実質上相同」と
は、両者の差異はこの発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者が容易に完成
できるものであるのを指す。
これらの３つのステップの対比は、特許請求の範囲に記載された技術特徴と被鑑定対象にお
ける対応のエレメント、成分、手順又はその結合関係の相似性を考慮するからである。例えば、
特許請求の範囲に記載された技術特徴はＡ、Ｂ、Ｃであるのに対し、被鑑定対象における対応
のエレメント、成分、手順又はその結合関係はＡ、Ｂ、Ｄである。仮にＣとＤとの両者は「文
言読取」に合致しない場合、更にＣとＤとの両者は「実質上相同の技術手段を以って、実質上
相同の機能を達成し、実質上相同の結果をもたらすか」を判断すべきである。もし両者の「技
術手段」、「機能」、「結果」の何れかも実質上相同である場合、ＣとＤとは実質的な差異が
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ないとして、被鑑定対象と特許請求の範囲とは「均等論」の適用があると判断すべきである。
(四)

「均等論」を判断する際の留意事項

１.もし被鑑定対象には、解析された後の特許請求の範囲の何れか１つの技術特徴が欠如して
いる場合、「均等論」の適用がなく、被鑑定対象は特許権の範囲に入っていると判断すべきで
ある。
２.「均等論」の対比は、特許権侵害行為発生時の、この発明の属する技術分野における通常
知識を持っている者の技術水準により考慮すべきである。
３.「均等論」の対比は、解析された後の特許請求の範囲の技術特徴と、被鑑定対象における
対応のエレメント、成分、手順又はその結合関係との中で、文言読取に合致しない技術内容に
ついて逐一（element by element）に対比すべき、特許請求の範囲の全体（as a whole）を被
鑑定対象に対比してならない。
４.もし被鑑定対象と特許請求の範囲との対応技術特徴についての「技術手段」、「機能」、
「結果」の何れかの１つに実質上の差異がある場合、「均等論」の適用がない。
５.発明の詳細説明に開示されているが特許請求の範囲に記載されていない技術は、社会大衆
に奉仕するものと見なされるべきである。例えば、特許請求の範囲に単にＡが記載され、Ｂの
記載がない場合、たとえＢはＡの均等物又は方法であっても、Ｂが特許請求の範囲に記載され
ていないからには、社会大衆に奉仕するものと見なされるべきであるので、「均等論」の適用
ができない。
６.もし被鑑定対象は「均等論」の適用がない場合、被鑑定対象は特許権の範囲に入っている
と判断すべきである。
７.もし被鑑定対象は「均等論」の適用があるし、且つ被告は「禁反言」又は「先行技術によ
る阻却」の適用があることを主張していない場合、被鑑定対象は特許権（均等）の範囲に入っ
ていると判断すべきである。
８.もし被鑑定対象は「均等論」の適用があるし、且つ被告は「禁反言」又は「先行技術によ
る阻却」の適用があることを主張している場合、更に被鑑定対象は「禁反言」又は「先行技術
による阻却」の適用があるかを対比すべきである。
六、禁反言
(一)「禁反言」の意味
「禁反言」は「出願履歴禁反言」の略称であり、特許権人が「均等論」を借りて、特許出願から特
許保守過程の如何なる過程又は如何なる文件において限定された又は排除された事項を再度主張するこ
とを防止するものである。請求項は特許範囲を限定する根拠であり、一旦公告されたら、如何なる者で
も、出願から保守過程のいずれの段階の文件を得ることができ、特許権人が該当過程における補充、補
正、更正、答弁及び答弁の信頼に基づいて、特許権人が「均等論」を借りて、元々限定された又は排除
の事項を再度主張することを許容できない。よって、「禁反言」は「均等論」の阻却の理由とすること
ができる。
(二)「禁反言」の成立要件
もし、鑑定対象が「均等論」に適用し、該当適用部分が特許権人が出願から保守過程において、既
に放棄又は排除された事項であれば、「禁反言」に適用する。例えば請求項の技術特徴は A、,B、C で
あり、鑑定対象が対応する素子、成分、ステップ又はその結合関係が A、,B、D であれば、譬え特許権
人が出願当時において、A、,B、D の記載があったとし、出願過程で A、,B、D を A、,B、C に補正した
のであれば、鑑定対象は「禁反言」に適用すると判断すべきである。しかし、特許権人が出願から保守
過程において、D は C と同じ意味であることを言明おり、且つ補充、補正又は更正について、特許性に
関係しないのであれば、鑑定対象は「禁反言」に適用しないことになる。
(三)「禁反言」判断の注意事項

１. 「禁反言」の主張が被告に対して有利のであれば、被告が証拠を列挙する責任を持たすべ
きである。「禁反言」に適用するかどうかの関わる出願履歴ファイルは被告から提供すべきで
あり、又は被告が法院に対して調査するようと主張すべきである。もし、被告が「禁反言」を
主張しなければ、他人は主動的に被告に対して又は法院に対して、履歴ファイルを提供するこ
とを要求することはできない。
２. 「禁反言」と「均等論」の両者が適用の際に、矛盾が発生した場合、「禁反言」は優先的
に適用する。
３. もし、請求項が補充、補正又は更正があった場合、特許可能性があるかどうかを探求すべ
きである。特許権人は補充、補正又は更正の際に、理由を説明する義務が有り、もし、理由が
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明白である場合、その理由により「禁反言」に適用するかどうかを具体的に判断すべきである；
もし、理由が不明白である場合、特許可能性と関わると推定し、「禁反言」に適用する。もし、
特許権人がその補充、補正又は更正が特許可能性とは無関係であることを証明できれば、鑑定
対象が「禁反言」に適用しないと判断すべきである。
４. 鑑定対象が「均等論」に適用し、「禁反言」及び「先行技術の阻却」に適用しないものだ
と、鑑定対象が特許（均等）権範囲に含まれることと判断すべきである。
５. 鑑定対象が「均等論」に適用し、且つ「禁反言」に適用するのであれば、鑑定対象が特許
権範囲に含まれないと判断すべきである。
七、先行技術の阻却
(一)「先行技術の阻却」の意味
「先行技術」は出願日（優先権を主張するものは、優先権日とする）を含む以前のあらゆる公衆で得ら
れる情報であり、世界中の如何なる場所、如何なる言語又は如何なる形式、例えば書面、電子、口頭、
展示又は使用するのものなどに限らない。先行技術は公衆財に属し、如何なるものであっても使用でき、
特許権人が「均等論」により拡張し、先行技術を含むことは許容できない。よって、「先行技術の阻却」
は「均等論」の阻却の事由になり得る。
(二)「先行技術の阻却」の成立要件

鑑定する対象は「均等論」を適用しても、被告側によって「先行技術の阻却」を適用するこ
とを主張され、且つ鑑定する対象はある先行技術と同一、または全く同一ではないが、当該先
行技術とその発明の属する技術分野における通常の知識との簡単な組み合わせによるもので
あると判断される場合、「先行技術の阻却」を適用する。例えば、特許請求の範囲の技術特徴
はＡ、Ｂ、Ｃであり、鑑定する対象の対応素子、成分、ステップ又はその結合関係はＡ、Ｂ、
Ｄ’であり、先行技術の対応素子、成分、ステップ又はその結合関係はＡ、Ｂ、Ｄである。権
利侵害行為が発生するとき、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術
水準としては、ＣとＤ’との間に実質的な差異がない場合、「均等論」を適用するが、Ｄ’はＤ
と同一、またはＤとその発明の属する技術分野における通常の知識との簡単な組み合わせによ
るものである場合、「先行技術の阻却」を適用する。
(三)「先行技術の阻却」の判断の注意事項

１. 「先行技術の阻却」との主張は被告側に有利となるので、被告側が挙証責任を負うとされ
る。被告側は「先行技術の阻却」を主張しないと、他人は、鑑定する対象が「先行技術の阻却」
を適用するか否かを判断するために、先行技術に関連する資料を自発的に提供することができ
ない。
２. 鑑定する対象は「均等論」を適用するが、「禁反言」及び「先行技術の阻却」を適用しな
いものであれば、鑑定する対象は特許権（均等）の範囲に入っていることを判断すべきである。
３. 鑑定する対象は「均等論」を適用し、且つ「先行技術の阻却」を適用するものであれば、
鑑定する対象は特許権の範囲に入っていないことを判断すべきである。

第三節

その他の注意事項

一、特許権は有効と見なすべき、特許権の供与又は取消しは、特許所管機関の職権に属すとさ
れ、鑑定時、特許権の有効性について判断することができない。当事者は特許権の有効性を争
う場合、無効審判により解決すべきである。
二、被告側は、特許権を取り消すことを主張するために、無効審判を提起する場合、鑑定を続
けるか否かは裁判所の指示によって行われる。
三、特許権者は明細書又は図面の更正を申請する場合、鑑定を続けるか否かは裁判所の指示に
よって行われる。
四、鑑定する対象は特許法第７８条（第１０８条を準用）に記載の「再発明」を実施する場合、
特許権の範囲に入っているか否かは、鑑定の流れにより判断すべきである。
五、当事者は特許請求の範囲の解釈及び文意読取、逆均等論、均等論、禁反言及び先行技術の
阻却に対して判断を下す場合、自らに有利な事実を主張することができるとともに、裁判所の
参酌のため、事実について挙証を行うべきである。例えば、当事者は特許請求の範囲を解釈す
るとき、内部証拠または外部証拠の出所及び理由を明記すべきである。
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六、鑑定に必要となる資料が裁判所にある場合、裁判所は、鑑定機構へ利用可能な通知をすべ
きである。必要に応じて、裁判所は、職権又は請求により、証人又は当事者に鑑定に必要とな
る資料を提供するよう命じることができる。鑑定機構は鑑定を行う場合、裁判所に証拠を取り
調べることや、証人又は当事者を訊問することなどを請求することができる。許可を経た後、
証人又は当事者に質問を出すことができ、そして、当事者も意見を主動的に提供することがで
きる。
七、鑑定機構は、裁判所の要求した鑑定事項に基づき意見を返答すべきであるが、裁判所の要
求していない事項に対しては、返答する必要がない。
八、鑑定機構と当事者との間に利益の衝突が生ずる場合、法律により、自ら回避するべきであ
る。但し、裁判所は、選任できる、または当事者の合意によって指定できる適切な者がないと
認める場合、これに限定しない。
九、特許請求の範囲の解釈は、法律問題（question of law）に属し、当事者又は鑑定機構は、
特許請求の範囲の解釈に争いがある場合、裁判所は職権により認定すべきである。
十、必要に応じて、鑑定過程を写真撮影、録音又は録画により証拠を保留すべきである。
十一、鑑定機構は、作成した鑑定報告に対して秘密を守るべきである。

付録－指定鑑定機関及びその専門分野一覧
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付録－指定鑑定機関及びその専門分野一覧
鑑定機関・分野
台湾大学
台湾工業技術学院
陽明医学院
清華大学
中央大学
交通大学
中興大学
中正大学
雲林技術学院
中山大学
屏東技術学院
台湾海洋大学
成功大学
台湾大学電力研究
試驗中心
台湾營建研究中心

1
■
■
■

2
■

3

4

5
■

6
■

7
■

8

9

10
■
■

11
■

■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■

12

13

14
■

15

16

17
■
■

18
■
■

19

20
■

21
■
■

22
■
■

23
■

■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■
■
■

■
■

■
■

■
■
■
■

■

農業工程研究中心
食品工業発展研究 ■-4
所
生物技術開発中心

■-1
■
-1,3
■
-1,2,
3
■-1

農業機械化研究発
展中心
中華穀類食品工業
■-3
技術研究所
中華経済研究所
台湾経済研究院
台北病理中心
■-1
慶齢工業研究中心
資訊工業策進會
中華電腦中心
台灣電子檢驗中心
工業技術研究院
■-1

25
■
■

26
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■

27

28

29

30

31

32

33

34

35

■

■

■
■

■
■

24
■
■

■

■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■

■
■
6-1

■
■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■-2

■

■

■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

■
■

■
■
■

■

■

■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■-2

■
-1,3
■-3

■

■
-1,2

■

■-2
■-2
■
■-1
-1,2

■

■

■-1 ■

■
-1,3

■

■
■
-1,3

■

■

■-2
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■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■
-1,2

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■
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1
鑑定機関・分野
中國生産力中心
金屬工業研究發展
中心
車輛研究測試中心
中國技術服務社
聯合船舶設計發展
中心
中國紡織工業研究
中心
橡膠工業研究試驗
中心
中央研究院
台灣省農業試驗所
中國石油公司煉製
研究所
台灣糖業研究所

2

3

4

5

6

7
8
■-1
■-1

9

10

11 12
■-1

13

14 15
■-1

16

17

18 19
■-1
■-1

20

21
■

22
■

■
■

23

24

25
■

26

27

28

29

30

31

32

■

■-1
■
■

■
■
■
■-3
■
-1,3

台灣電力綜合研究
所
交通部運輸研究所
中央研究院
行政院衛生署預防 ■
1,4,5
研究所
行政院衛生署藥物
■-3
檢驗局
中國化學會
中國機械工程學會
中國化學工程學會
中國工程師學會
中國土木水利工程
學會
中國礦冶工程學會
中國印刷學會
中華民國物理學會
中華民國建築師公
會全國聯合會
中華民國電機技師
公會全國聯合會

■
■

■-1

■-3

■
-1,2

■-1

■

■

■
■
■

■-1
■-1
■-2
■-2

■-3 ■-1
■
-1,3

■

■-1

■-1
■-1 ■-2

■
■

■-1

■

■

■
■

■
■-1

■
■
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33

34

35
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1
2
鑑定機関・分野
中國農業工程學會
■-1
中華民國醫學工程學 ■-1
會
中華材料科學學會
台灣區瓦斯器材工業
同業公會
中華民國建築學會
亞洲專利代理人協會 ■-1 ■
-1,3
中華民國總會
中華民國土木技師公
會全國聯合會
中華民國律師公會
中華民國工業設計協
會
中華民國光學工程學
會
中華民國珠寶玉石鑑
定協會
鑑定分野
1
2
医学・ 農業
病理
医学工程
獣医
牧畜

3

4

5

6

7

8

9

10 11
■-3

12

13

14 15
■-1

16

17

18

19

20

21

22

23
■

24

25

26

■

■

■

■

■

■

■

29

30

31

32

33

■

■

34

35

■
-2,4
■

■

■-1
■
■-1

■-1
■ ■-1 ■
-1,3
■
-1,3

■-1
■
-1,2
■-1

■-1 ■

■-1

■

■
■

■-1
■
■

7
8
9
材料工程 印刷工程 気象

化学工程 造紙工程

動物漁業 食品

10
建築

11
12
工業設計 日用品

建造工程 空間設計
土木

ゴム
プラスチ
ック設備

病原微生
物
肝炎血液
試験

13
紡績

14
15
16
17
18
19
20
環境工程 海岸工程 消防救急 交通運輸 機械工程 造船船舶 制御工程
海洋環境
機械
燃焼設備 水資源工 工業安全
程
衛性
熱流処理

空調設備
排気設備

試験

28

■-1

3
4
5
6
林産加工 水産事業 生物化学 化学

21
22
23
情報管理 通信工程 測量

27

24
物理

25
26
27
28
29
30
電子電機 光学・ 原子工程 宇宙航空 エネルギ 採鉱
試験工学
ー
エネルギ
ー 効率
石油工業

31
宝石
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32
33
34
35
発破技術 スポーツ マスコミ 法律
武器関係 娯楽
経済分析

農業機械
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4

告訴

4-1 告訴要件及び告訴状
4-1-1 告訴権者
a 一般告訴權人
犯罪の被害者は告訴をすることができる。それが法人の場合、会社の代表者が代理して告訴を
提起することになる（刑事訴訟法第 232ー236、238 条）。
犯罪の事実に対して、誰でも告発することができる（刑事訴訟法第 240 条）。
特許権侵害事件については、2003 年改正で刑事罰則が廃止された。親告罪となる著作権侵害事件
においては、告訴がないと検察は職権により捜査を開始することができない。
一方、公訴罪であるはずの商標権侵害事件に於いて、将来の刑事訴訟継続中に発言力と影響力
を保つため、告訴を合法的に提起した方がよい。また、検察官が不起訴処分を下す傾向にあると判
断し、不起訴処分が下される前の段階なら、自訴を提起することも可能ではあるが、告訴人の身分
が既に確認された方が更に提起しやすい。
いずれの場合でも、告訴権者は刑事訴追手続きにおいて、重要な役割と影響力を持つことは確
かである。
万一検察官から不起訴処分を受けた場合でも、被害者として再議の提起もできる。又､被告から
の受け入れられる和解の提示がある場合、和解を成立させる際、告訴人の身分として刑事裁判法廷
に告訴の取下げを申し出ることができ､被告人の実刑の免除や緩和に相当の影響力を持つ立場を確
保できる。実際、捜査段階より検察官から告訴提起の催促を受けるケースも多い。
b 実施権又は使用権者の告訴權･独占実施権者と非独占実施権者の権限上の違い
■実施権者の登録--特許と商標権の実施権授与は登録が対抗条件
商標と特許の実施権授与関係は、主務機関への申告と登録が第三者へ対抗力の必須条件なので、
それがない場合、往々にして告訴の瑕疵になりうる。（特許法第 59 条、商標法第 33 条）
独占実施権者の場合、原則として独自で告訴を提起することが出来る。法律規定では、特許権
と著作権は原則として独占実施権を有するものに限って告訴提起などの権利行使行為を独自で出来
る。商標権については、実施権授与の登録済みの実施権者であれば、権利侵害の権限を行使できる。
但し、それは民事上の損害賠償と差し止めなどの主張に限定され、刑事告訴などには及ばないとす
る向きもある。
c 独占販売代表者或いは總代理人の權限
■独占的実施権者が特許の被疑侵害者に侵害の排除や防止の権限を行使する前に特許権者に対する
通知する義務
独占的ライセンシーが権利者と締結された実施契約は対人的な効果をしか持たない。それによ
って、特許の実施権だけを主張できる。一方、特許権者としては依然として権利者の地位を保有し、
その地位がライセンシーに譲渡されたわけではない。よって、特許権が侵害される場合、侵害防止
や侵害行為の差止などの請求権乃至損害賠償請求権の行使については、特許権者自身がそれらの権
限を放棄しない限り、特許権者に限ってのみ認められる。但し、独占的ライセンシーにも保護が与
えられている。特許法では独占的ライセンシー（専用実施権者）が特許権を侵害する事実が見つか
る場合、特許権者に権利行使の催告をした上、特許権者が然るべく権限を行使しない場合に限り独
占的ライセンシーが代位して侵害行為の主体に対して特許などの権利を主張できるとしている。従
って独占的ライセンシーの特許権者に対する通知の内容は、侵害事実だけではなく、侵害者も知っ
ていれば通知する義務もある。また、商標権の使用許諾を受けた実施権者にも提訴権があるとされ
ているので、特に独占的ライセンシー又は登録を受けたライセンシーに限定して初めて告訴権が認
められるとは限らない。
尚、民事上の救済手段に関してはライセンシーも権利行使が出来るが、刑事告訴などの手段に
関しては規定上不明であると主張する向きもいる。
著作権の独占的ライセンシーでは民事及び刑事の権利行使が両方可能だが、独占的ライセンシー
が自分の名義で告訴などの訴訟上行為を行った場合、権利者自身は改めて告訴などを行うことが出
来ないとされている。（著作権法第37条）
特許法第 84 条（*2003 年以降は刑事罰廃止により、告訴権の行使は不可）
①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るほか、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。
②専用実施権者も前項の請求をすることができる。但し、契約に他の約定がある場合はその約定
に従う。
③発明の特許権者又は専用実施権者が前二項の規定により請求をするときは、特許権の侵害に係
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る物品又は侵害行為に係る原料若しくは器具について、廃棄又はその他必要とされる処置を請
求することができる。
④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、又はその他名誉回復に必要な
処分を請求することができる。
⑤本条に規定する請求権は、請求権者が行為及び賠償義務者を知ったときより二年間、行使しな
いときは消滅する。行為があったときより 10 年間を超えたものも同様とする。
商標法第 69 条
第 33 条の規定により使用許諾を受けて商標を使用する者がその使用権を侵害されたときは、
本章の規定を準用する。
d

共有権利の場合の委任状
刑事告訴のを提起する場合、たとえ複数の権利者が共有する権利でも、何れの権利者でも独
自で権利侵害の刑事責任を追及すべく刑事告訴を提起することが出来る。(しかし告訴の後にその
取下げを恣意に出来るとは限らない)。
委任状は告訴、起訴、上告、上訴それぞれの段階毎に新たに提出する必要があり、それらの手
続きを予め一本にまとめる概括委任状は認められない。
委任状には基本的に①委任者と受任者の名称、②その住所、③委任事件、及び④委任範囲を明
記する必要がある。

■ 民事委任状との違い：一方、民事訴訟の委任状に関しては、権利に基づいて訴訟を提起す
ることが権利の有効性の認定に影響を与えることになるほか、権利行使の結果として多方面から他
の共有者に不利益を与える場合（例えば、損害の主張が認められないことや、損害賠償金額が不十
分である等）もあり得るので、必ずしも共有者各自が随意に民事訴訟行為を提起できるとは限らな
い。
著作権
これに関して、著作権法は、共同著作物の各著作権者は、その著作物を侵害したものに対し、
それぞれ（個別に）救済を請求し、並びにその持分に基づき、損害賠償を請求することが出来ると
の明文規定を置いている（台湾著作権法第 90 条）。
特許権と商標権
特許の共有関係は従来から認められており、商標の共同出願も明文規定はないものの実務上
認められている（2010 年 3 月 4 日付の商標法改正草案において、共有関連規定が新設される予定
である）。但し、特許法も商標法も著作権法第 90 条のような共有者個人の民事上の権利行使行為
を容認するような規定は置いていない。共有権利者が個別に、民事上の権利行使行為が出来るかど
うかは、共有関係が「共同共有関係」に該当するか、それとも「分別（個別）共有関係」に該当す
るかによって結論が異なる。
特許権と商標権の場合は、一般的には権利の分割が不可能な権利として考えられているので、
訴訟の類別を言うと｢必要共同訴訟｣の種類に属すると思われる。よって、一特許権又は一商標権の
民事上の権利の行使は、共有者全員から委任状を貰う必要があるとされている。
しかし、共有関係の中には、法律の規定（例えば遺産相続者らが特定の権利に対して共有す
る場合）若しくは習慣または法律行為によって、「共同共有」関係にある場合、共有者間の関係が
共有物を分割するまでは比較的に緊密であることなどから、提訴する場合当該訴訟が「必要共同訴
訟」になると言われている。この場合、提訴するのに適格な原告は「共有者全体」となり、個別の
個人では出来ないと思われる。
それに対して、同じく共有関係であっても、「共同所有」と違って、「分別共有」の形態だ
と、共有者個人は自分の「持分」部分に応じて、民事上の権利を主張し執行して自分の要望を満た
すことが可能である。例えば、商標権の指定商品が A 区分と B 区分からなる中、共有者Ⅹが A 区
分に対して専用権を有するもので、共有者 Y が B 区分の指定商品に対して専用権を有するという
「分別共有」の形態の共有関係だと、Ⅹと Y はそれぞれ自分の指定商品に及ぶ権利を第三者に、個
別に権利侵害の差止めと損害賠償を請求することが出来るはずである。一方、共有者の持分が明確
に区別できない場合、例えば特許権の共有者、若しくは指定商品の区分に関して明確に共有者の特
定の者に割り当てていない時、各自の権利の持分の範囲があいまいなままでは、独自の名義で権利
行使することが比較的に想像しにくいと思われる。権利が共有者同士に対して明確に分割できるか
どうかと言う観点から見ても、同じような観察が出来る。
侵害訴訟の提起は権利者側の立場から考えればまだ権利を処分するほどの重大な事柄ではな
いはずなので、必ずしも権利者側の訴訟上の適格条件を厳しく要求する必要はないとも思われるの
で、当事者間で個別的に提訴することを禁止する特約がない限り、共有者の中の個人が単独で訴訟
を提起することを、少なくとも提訴によって発生する「共有者全体」に対して「有利」な法律効果、
例えば時効の中断、侵害行為の差止めなどの効果は、是認すべきであるが、損害賠償金額のような
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比較的複雑な法律事項においても、その他の共有者の「共同提訴」若しくは最小限でも「訴訟参加」
無しで、一律共有者の中の一員ないし一部の人間による訴訟で決定されてしまうようでは、十分に
納得できない。そこでは訴訟の最終的な効果に関しては権利自体が分割可能な場合、共有者めいめ
いに訴訟に参加するか否かで決めるほうが合理的だろう。
e

刑事手続きに於ける告訴人の権限と影響力
（1）捜査手続き中において、それに参加して助力を与えることが出来る。
（2）捜査の結論（起訴か不起訴か）に対して影響力を発揮することが出来る
捜査が一段落する時点で、検察官は「起訴」、若しくは「不起訴」又は「起訴猶予」計三
通りの処分をすることが出来る。現行法では、「不起訴」処分又は「起訴猶予」処分が
確定に至っては、確定判決と同様の「実質的確定力」を持つようになり、刑事訴訟法第
260 条の事由にあたる場合を除き、同一案件に対して、再び起訴することが出来ないと
いう効力をもたらす。その「不起訴」又は「起訴猶予」処分に対して「再議の申請」に
よって、確定に至らせない手段をとることが出来るのは、告訴人のみであるので、告訴
人が刑事操作手続きに於ける影響力が決定的なほどに大きいと思われる。
（3）「再議」が却下された場合、「審判交付」の請求が出来ること
告訴人が再議を申し立てて、それでも再議が却下された場合、告訴人が管轄裁判所に再議
却下処分書を受領してから 10 日間以内に、管轄権のある地方裁判所に、「審判交付」を
申請することが出来る。その申請が合法で理由がある場合、裁判所がその「審判交付」
を受け入れる裁定を下し、その処分が発効する時点より、同案件に対しては「公訴」が
提起されたと法律的に見なされる。
（4）被告と司法取引を行うこと
訴訟進行中に、告訴人が告訴の取り下げ又は司法取引（有罪自認）に応じることに
よって、被告と交渉することが可能である。
（5）上訴を請求すること
案件の上訴請求期間内では、告訴人は検察官に上訴を請求する権限を有する。

4-1-2

告訴期間
親告罪においては、その告訴は告訴権者が犯人を知った後に 6 ヶ月以内に提起しなければな
らない（刑事訴訟法第 237 条）。通常、犯人を知る時点の判断は提出された証拠によって認定す
る。
一般的に、公訴罪の商標権侵害事件に於いても、告訴をする場合、告訴期間内にす る必要
がある。
著作権も親告罪なので、告訴期間の合致も重要である。

②

4-1-3 告訴状の書き方及び委任状
■告訴状の内容
A 捜索令状を申請する際に必要な告訴状の基本的な内容
1 被告の氏名と住所
2 知的財産権が侵害されている事実
3 捜索したい場所（被告の住所又は模造品の所在地）
4 関連証拠物と書状
① 起訴状の写し
② 被疑者に送付された警告状の写し
③ 商標登録証書若しくは特許証書等権利根拠の証明文献
④ 模造品の特徴と数量を表す写真、データ等の資料
⑤ 模造品を購入したときに貰った領収書、模造品の広告、販売向けの模造品サンプル、真
正品と模造品を区別する「真偽識別対比表」
⑥ 権利者が作成した鑑定報告書
B 捜索実施後にフォローとして添付する資料
① 押収物が模造品であるか否かを示す鑑定報告
押収物が模造品である場合、対象真正品の販売価格
a 外国人(法人)委任状の認証—当事者と被告の確認
■告訴と訴訟提起の条件－－法人の認可不要、但し委任状の認証必要
台湾と日本は国交がないが、両国の国民の国内での提訴権利を司法実務上は相互に認めているの
で、原則として日本人は台湾で知的財産権侵害について告訴したり、訴訟を提起したりする権
利が保障されている。台湾で認可を受けていない日本の法人は、それらの法律の明文によって
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告訴と起訴を妨げない。
知的財産権侵害事件は、性質によって公訴罪と親告罪とがある。商標権侵害事件は社会利益を重
視するので、被害者の告訴を待たずに犯罪事実の発覚又は摘発検挙を以って検察官の意思と職
権で起訴する事になる。それと対照して、特許及び著作権侵害の事件に於いては、著作権侵害
の常習犯罪を除いて、殆ど親告罪である。
親告罪に於いては、合法の告訴が起訴の法定条件となるが、その中に侵害の認定が専門知識を要
する特許権の侵害事件については、更に厳格な告訴条件がある。上記の通りに、特許権利者が
特許侵害を警察官に訴えるときに、被疑侵害者に送付した侵害行為の差止請求の書面通知と侵
害に関する鑑定を同時に提出する義務が有る。それらの書類の提出を実行しない場合は、告訴
が違法とされる。
b 空白委任状の問題
委任状が認証を受ける場合、必ず被告人の特定をしなければならない。被告の欄が空白のままの
委任状に認証を与えないのが目下の主務機関の原則である。
4-1-4

告訴（告発）受理機関
告訴と告発は、書状或いは口頭で検察官或いは司法警察官に対して行うべきである。口頭の告
訴と告発は調書を作成しなければならない。口頭告訴と告発の便宜を図るため、検察署に告訴と告
発ベルを設置することが出来る（刑事訴訟法第 242 条）。
■司法警察官：中央及び各県市自治体の警政署長、警察局長、及び警察総隊隊長、並びに憲兵隊
長官は司法警察官であり、検察官による犯罪事件の捜査に協力する職権を持つ（刑事訴訟法第
229 条）。
■検察官の指揮に服従する司法警察官：警察官長、憲兵隊官長、及び法令によって特定事項に関
して司法警察官の職権を行使することができるものが検察官の指揮を受け､犯罪の捜査にかか
るべきである（刑事訴訟法第 230 条）。
■司法警察：警察､憲兵及び法令によって特定事項に関して司法警察官の職権を行使することが
できるものが検察官の指揮を受け､犯罪の捜査にかかるべきである（刑事訴訟法第 231 条）。
以下、各告訴と告発の受理機関の特色を要約して説明する。
a.管轄裁判所検察署
管轄検察署に告訴を提起又は告発する。
■特色
O—検察官の権限が最も大きく、直接国家訴追権の発動につながる利点がある。
X—証拠に関する要求が厳しく、内部の書類往復も手間取りがちで、警察など司法警察を実際動
かすまでの時間が長引く傾向にある。
b.経済部査禁模倣商品小組 ＊但し、同小組は既に２００６年頃より全面撤廃された。
経済部知的財産局禁倣小組に告発する。
同小組事件が告発を受理してから、侵害に関する鑑定を全て知的財産局の判断に委ねる事にし
ている。ＩＰＯから肯定的な鑑定を得た場合、更に事件を司法機関（管轄検察署）に移送する。
同小組が実地調査の必要性があり、迅速に取り締まる実益性が有るとする場合、警政署など関連
機関と連携して、地元の警察機関と組んで調査を行う。確実な証拠を入手した場合、警察側が事
件を直ちに司法機関に移送し、禁倣小組に副本を送付する。
禁倣小組に協力してもらう実益は、もっと能率的に侵害事件の証拠を取得できることと、警察
機関から一層直接な助力を得られることなどが挙げられる。
■特色
O—税関などの関連行政機関と密接に連絡を取り協力してもらえるフレキシブルな強調力を生か
し、大規模なアクションによく脚光を浴びた。
X—近頃の警察及び調査機関の対等に比べて、人員不足と職権の制限などが深刻化し、機能の萎
縮が懸念されている。
c.警察局（警察官長）
各地の警察機関に告発する。
警察機関はすべての刑事犯罪被疑事件の告発を受理する権限を持っている。知的財産権侵害被
疑事件の告発を受けた場合、各地の警察機関は直ちに権限に基づいて、証拠の収集に入る。確実
な証拠を入手した場合は、検察官に移送する。
地元の訴訟代理人が刑事手続きに精通して、管轄の警察機関に正確な情報を提供出来る場合、
将来本件の強制処分の執行を直接担当する地元の警察機関に最初から協力してもらえるのは、よ
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り迅速で効率的な取締を期待する事が出来るので、かなり多用されているアプローチとなってい
る。
■特色
O—行動力に富み、即効性が高い
X—管轄区域の制限に弱く、局地性のアクション以外は困難
d 調査局
■特色
O—ネットワークに強く、スタッフのレベルが高く、周到な事前調査と充足な活動力で大規模
のアクションに適する。
X—捜査プロットにこだわり、機を失する恐れもある。又警察署ほどアクセスしやすくない。
4-2

警察・調査機関での調書作成
警察に捜索を依頼した場合、令状を申請するために、まず警察局で告訴状の送付とともに告訴
調書の作成も完了する。本件の取締りにつき、既に警察官の了承を得たという書面の証拠になる。
その後、警察官と同行して、検察署に検察官へ起訴状と証拠サンプルなど所要の書類物品の提示と
ともに、事情の説明をしたうえ、令状の申請をする。
Q. 差押えられた模造品を計算し、又は模造品であるかどうかを確認するために代理人を押収の現
場で立ち会わせる権限は検察官にあるか。
――検察官が担当事件について職権により強制処分又は命令をする権限があるが、模造品の数量
の計算や模造品の認定について、特に押収物の数が極めて少ない場合、遠隔地にいる代理人
又は当事者を現場まで行かせる必要がないはずである。このような無理な注文に対して、弁
護士は適当に拒否してもよいが、但し協力しない案件が多ければ警察と検察官側の同権利者
の IP 権侵害事件の取締り捜査に対する意欲が殺がれる恐れがある。

4-3

捜索令状の申請
侵害事実の立証と損害賠償額を有利に計算するため、侵害製品を大量に押収する事が望まれる。
予め警告状を出すと、不法模造品を隠匿される恐れがあるため、出来れば警告状を差し出した日の
翌日ないし二、三日以内に捜索令状を申請して発布許可を得て、同日に捜査現場に踏み込み、証拠
物の押収を実行した方が効果的である。
又､全国に侵害被疑者の拠点が多数各地に散在する場合、一個所だけ先に取り締まれば、他方の
被疑者らに消息が即刻伝わり、証拠物隠匿の作業などの予防体制を敷かれることが多いので、引き
続きの捜索活動の実績に響く恐れがある。タイミングを把握できるだけの行動力に富む弁護士と調
査会社の協力が特に肝心である。
特に最近の被疑侵害者は犯罪証拠の隠滅をはかり、短期間に生産拠点を変えたりするゲリラ型
の生産体制を取るのと、昼間は合法の生産や営業を操業し、夜間だけ不法の模造品生産に取り掛か
る昼夜交代体制で運営しているなど犯罪技法の向上が見られ、権利者側は更に追跡調査の工夫と公
権行為の迅速性を講じるべきである。
捜索、差押えなどの強制処分は検察官による捜索令状をもって行われるものである。ただ、執
行の主体は警察であるため、実務上は直接管轄の警察機関に捜索を申し立てることになる。 捜索の
申立を受けた警察機関より担当検察官に対して捜索令状の申立が為される。
捜索令状の申立に必要な証拠物や書類は主に次のものがある。
1． 特許証書及び特許公報。
2． 模造品を購入した領収書又は模造業者によって出された価格表、真正品、模造品及びその写真。
3． 鑑定報告。
証拠が十分に揃った場合、告訴を提起するとともに捜索を請求することもできる。捜索により
確保した証拠物は裁判官の心証形成に作用し、訴訟の進行に大いに役立つ。
■捜索許可の権限は裁判所へ 警察側は対応に大忙し
2001 年 7 月 1 日から捜索をするには裁判官の許可が必要となった。通常、捜索及び緊急捜索につ
いては裁判官が検察・警察（捜査機関）の書面による申立て或いは報告を受けて許可するかしな
いかを審査する。捜索を受ける者の権益に関わる「自らの意思で同意する捜索」及び「付帯捜索」
については、法務部は注意事項を制定しており、捜索に当たる人員が捜索を受けた者に脅迫、詐
欺或いはその他の不正方法により強制的に当事者に同意させることができない。また付帯捜索の
範囲にも制限を加えなければならない。不法に捜索、押収をしたことによって取得した物は審判
時に証拠物として認められない。
「通信保障及び監察法」が施行され、勾留と捜索権は先後して裁判所の権限へ移行した後、一
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部の警察関係者の間には、警察側が犯罪捜査においての主導権を失い、犯罪の摘発に悪影響を及ぼ
しかねないという懸念の声があがっている。しかし一方、改正刑事訴訟法は、警察に現場を封鎖、
検証する権限をある程度与えることによって、司法警察の職権執行力を最低限確保することにした。
制度の改正による検察官と警察官員の職務遂行の実務運用面への影響が思いやられる。
4-4 取締り
4-4-1 取締作業
侵害事実の立証と損害賠償額を有利に計算するため、侵害製品を大量に押収する事が望まれる。
特許侵害の場合、警告状を送付する義務が有るが、日にちが経てば不法模造品を隠匿される恐れが
あるため、出来れば警告状を差し出した日の翌日ないし二、三日以内に捜索令状をもって現場踏み
込みの捜査を展開した方が効果的である。
製造設備や装置の押収
特に最近の被疑侵害者は犯罪証拠の隠滅をはかり、短期間に生産拠点を変えたりするゲリラ型
の生産体制を取るのと、昼間は合法の生産や営業を操業し、夜間だけ不法の模造品生産に取り掛か
る昼夜交代体制で運営しているなど犯罪技法の向上が見られ、権利者側は更に追跡調査の工夫と公
権行為の迅速性を講じるべきである。模造品の製造装置や器具は高価なものが多く、それを抑えら
れれば権利侵害の被疑者に大きな打撃を与えられるので、最近侵害被疑品の製造に携わる工場内の
製造装置や器具が稼動中に、捜索令状により、機械設備全体を押収する事例が増える。裁判官によ
っては、稼動している最中でなくても、現場で押収された証拠から当該設備が模造品の製造に供さ
れるものと判断できる場合に限って、製造設備や機械を押収する場合もある。又、必ずしも専門に
模造品の製造に使われる設備だけのみ押収できるのではなく、不法に模造品の製造に供されること
さえあれば、メインに合法の商品の製造に使われる場合でも押収の対象になりうる。
捜索で押収したい対象物は前もって行ってきた調査作業のときと原則として変わらないが、家宅
の踏み込みの権限を与えられたうえ、実際のサンプルの他、製造と販売の仕組みや実績を実証でき
る帳簿や契約書､それら複数の被疑者間のやり取り文書などを大量に押さえるべきである。
但し、以上の事項は刑事罰が廃止された特許権侵害事件に関する適用はない。
代理人の役割
捜索活動は実際警察官にのみ権限があるが、本件の経緯に詳しい告訴人やその代理人又は弁護
士に偽造品の判別などに関し協力を命じることも少なくないので、通常弁護士なども同行したうえ、
現場の付近で待機することが多い。一方、代理人は捜索を自ら執行する権限が法律によって与えら
れてないので、必ず警察官や検察官の要請と命令がある場合に限って、捜索現場で捜索の協力や実
施を行うことができる。逆に、たとえ警察官と検察官より要請がないにも関わらずに無断で捜索活
動に荷担する場合、公務執行妨害罪を問われることがあり得る。又、たとえ警察官や検察官から協
力を命じられる場合でも、相手側からの報復で訴えられる実例もあるので、最大限に配慮すべきで
ある。
押収品の内容確認と保管
又、押収したものに対して､量だけではなく具体的な内容の把握も重要である。いったん警察
に押収され、封じられた後は、検察官の承諾無しに開封して閲覧させてもらうのが困難になり、せ
っかくの押収も台無しになりかねない。
押収品の保管を当事者に命ずる事例が多い。当事者にはそれを引き受ける法的義務はないもの
の、踏み込み捜査まで実行してくれた警察部隊と検察官の功績に免じて政府機関の負担を軽減する
ために、余裕がある限り代行保管を受諾するか申し受けることがよくある。特に警察や調査機関が
自発的に発動した捜索において、積極的に協力することが勧められる。その場合、保管費用は当事
者の自費となっている。
4-4-2 警察調査機関の発動による取締
警察局や調査局より捜索実施の通報を受けた場合、代理人は速やかに指定の場所に出向き、押収
された証拠物の数量の計算を行い、証拠物の収納と保管作業に積極的に応じるべきである。
押収されたサンプルの量にこだわらずに、感謝の気持ちを適切に表し、その後の作業を積極的に
事件の送検に向かって進めるべきである。押収された模造品の数量が少ない場合、現場まで行くの
も億劫となる当事者や代理人の反応もある程度理解できるが、それでは警察と調査等法執行部隊側
の好意を踏み躙ることとなる。せっかく綿密な情報収集と現場の布陣と調査の結果やっと押さえら
れた取締りの実績なので、たとえ数量が少なくてもその熱意と功績は肯定すべきである。以後、警
察調査機関からの協力を得るためのきっかけをつくる意味でも、積極的に捜索活動に協力すべきだ
と思われる。
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周到なフォローを以って、関連機関の積極的なレスポンスと協力をさらに引き出すことができる。
なお、大規模の捜査活動が実績を上げた後、当事者の方から担当の警察局や調査局に感謝状や表
彰状を送れば、上層部門に対するアピールの材料とすることができな、功績を称えるマスコミ向け
の宣伝報道材料としての価値もあるので、喜んでもらえる。台湾では、検察と裁判官等の司法機関
は勿論、警察や調査機関が、知的財産権侵害事件で追及されたロイヤリティーや賠償金より上前を
取るようなことは絶対無い。ただし、当事者からの感謝と評価の表示を通して、部署内の実績評価
と報奨金を確保する慣習が存在する。当事者も積極的に行政機関の実績と貢献を評価して表敬訪問
と表彰状の贈呈を通して褒賞すれば、今後の権利行使が更にスムーズに進行でき、全体の実績の向
上に繋がる。
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5 捜査と起訴前の取り調べ
【概説】捜査(証拠物を入手するためのアクションも含めて)後の検察官の取り調べ
警察・調査機関が模造品を押収した後、直ちにその模造品、押収に関する調書、告訴状､委任状などを
地方検察署に移送して、検察官により取調べをする。模造品を発見しなかったときは、あらかじめ犯罪
行為を証明する証拠を十分に集めておいたのであれば、直接関係証拠物を揃えて地方検察署に告訴を提
起することも考えられる。
公判において、地方検察署は主に犯罪事実、例えば模造品の出所、係争商標の使用状況などについて
被告に尋問する。
捜査が一段落した後、被告に確かな犯罪の嫌疑があると認めたときは、検察官は起訴を決め、それか
ら、裁判所の刑事法廷によって事件の審理が行われる。検察官が同事件を不起訴処分としたことについ
て不服があるときは、告訴人は不起訴処分書を受け取った日から 7 日内に再議の申立により救済を請求
することができる。このほか、検察官は模造に係る事件について刑事訴訟法第 451 条により簡易手続を
請求する可能性がある。
5-1 捜査の手続
5-1-1 捜査手法
捜査は原則として内密で行われる。捜査の行動は公開しない。また、公判に入るまで捜査の内容は公
開しない。
5-1-2 捜査の主体
捜査は検察官が主導権を握り、警察の協力のもとで行われる。そして被害者の告訴人とその弁護士が
参与する。
1. 検察・警察機関――捜査の主体
権能区分理論に基づき、検察官は捜査機関であり、そして警察・調査機関は捜査に協力する補助機関
である。双方は協力関係にあるが、一方が捜査を指揮し、他方が命令を受けて捜査行動を起こ
す関係にある。捜査の開始はいかなる条件をも必要とせず、検察機関は国によって特別に設置
された犯罪訴追の司法機関であり、主観的に犯罪の嫌疑があるとさえ認めれば、自ら進んで捜
査活動を繰り広げることができる。
捜査によって得られた証拠は被疑者を起訴できるかどうかを決めるカギである一方、裁判所が証拠を
調べるときの参考にも役立つ。台湾の刑事訴訟制度は起訴状一本主義を取っていないので、起
訴状には検察官が認定した事実及び関係証拠物が全部並べ立てられ、裁判官の心証に影響を与
えかねない。
2.告訴代理人の役割
告訴は告訴権者が捜査機関に犯罪の事実を申し入れ、訴追を請求する意思表示であるとはいえ、犯
罪の類型により、告訴の意味も違ってくる。親告罪において、告訴人はその告訴で捜査の開始
の必要条件を満たすだけでなく、検察官による不起訴処分に対して告訴人は「再議」を通して
不服を申し立てる権限もある。検察官が捜査を始めた後、告訴代理人は警察と連絡をとって捜
査の進捗状況を確認し、告訴人に代わって更なる資料を検察官に提供することができる。
5-1-3

証拠保全
刑事訴訟法第 219 条の一によれば、告訴人、犯罪容疑者、被告人又は弁護人が証拠が毀損
される、若しくは偽造、変造、隠匿される、又は利用困難になりそうな場合、捜査中において
検察官に捜索、押収、鑑定、検証、証人訊問、又はその他必要な「（証拠）保全処分」を申し
立てることが出来る。
同案件が未だ送検されていない場合、捜査を実行している司法検察官或いは司法警察の所
属する機関の所在地の管轄地方裁判所に於ける検察所検察官対して、上記の「（証拠）保全処
分」を申請することが出来る。（刑事訴訟法第 219 条の三）
案件が第一審裁判所に継続している場合、被告又は弁護人が証拠を保全する必要があると
考えるとき、第一回の審判期日以前に、裁判所若しくは受命裁判官に対して「（証拠）保全処
分」を申請することが出来る。急迫の事情がある場合、訊問を受けるものの居住地若しくは証
拠物の所在地の地方裁判所に対して申請することも出来る。検察官あまた恥訴人が起訴された
後、第一回審判期日前に、証拠保全の必要があると考えるとき、同じく裁判所若しくは受命裁
判官に対して「（証拠）保全処分」を申請することが出来る。（刑事訴訟法第 219 条の四）
刑事訴訟法における証拠保全の規定は、
（家宅や人身の）捜索或いは押収の根拠にもなる。

5-2 起訴及び不起訴
起訴になるかどうかは原則として罪証が確実かどうかによる。
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5-2-1 起訴
1. 公訴の提起
捜査によって得られた証拠について、被告に犯罪の嫌疑があることを認定するに足りると認めたとき
は公訴を提起しなければならない。理論上、検察官は捜査手続の主宰であり、検察官は自ら
捜査して得た証拠をもって公訴を提起するかを決めることになっているが、司法院の解釈に
より、検察官が司法警察官の捜査結果、又はその他の方法で得た証拠を根拠に、被告に犯罪
の嫌疑があると 認めた場合においても、公訴を提起することができる。
2. 被告と犯罪事実の追加
刑事訴訟法第 265 条により、第一審の弁論が終結するまでに相関する犯罪又は本件で問われる罪の誣
告罪について起訴を追加することができる。
5-2-2 不起訴
1. 不起訴処分の確定と再議
捜査が終わった事件に関し、刑事訴訟法の法定事由に当るものについて、検察官が職権上の裁量を経
て、公訴を提起する必要がないと認めたときは、不起訴処分として訴訟手続きを終了させる
ことができる。検察官が為した不起訴処分書は告訴人、被告などに送達しなければならない。
告訴人が検察官の不起訴処分に不服があるときは同不起訴処分書を受け取った日から 7 日内
にその上級検察機関に再議の申立をすることができる。もし、再議に理由がないとして却下
された場合は、同事件は不成立と確定することになる。
又、検察官は告訴案件に対して、「起訴猶予処分」を下すことも出来る。それに対してもやはり即訴
人だけが「再議申立て」を提起して、確定至らしめないように試みることが出来る。
2. 不起訴処分の確定力
不起訴処分が確定すれば、新しい事実若しくは新しい証拠が発見され、又は再審できるその他の特定
事由がない限り、同一事件について再び起訴することができない。したがって、検察官の不
起訴処分は裁判所の判決と同じような実質上の確定力がある。
3. 不起訴処分の確定力--「再議」が却下された場合、告訴人は「審判交付」の請求が出来る
告訴人が再議を申し立てて、それでも再議が却下された場合、告訴人が管轄裁判所に再
議却下処分書を受領してから 10 日間以内に、管轄権のある地方裁判所に、「審判交付」を申
請することが出来る。その申請が合法で理由がある場合、裁判所がその「審判交付」を受け
入れる裁定を下し、その処分が発効する時点より、同案件に対しては「公訴」が提起された
と法律的に見なされる。
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6

刑事訴訟における審理段階
6-1 訴訟手続の進行
検察官が起訴した刑事事件は、裁判所の刑事法廷によって事件の審理が行われる。裁判官は検察官の
起訴事実及び証拠物についてさらに確認する。例えば、押収物を検証したり、関連問題について関係
主務機関に鑑定意見の提供を要求したりする。告訴人が地方法院（地裁）の刑事判決に不服があると
きは、判決書を受け取った日から十日内に検察官に控訴の申立をしなければならない。

6-1-1 審理
1.準備手続
（１）被害者の参加
（２）証拠の提示と証人の陳述
（３）訴訟書類の閲覧にあたっての注意事項
2.口頭弁論
（１）告訴人と被告
（２）告訴代理人及び被告弁護人の注意事項
❒簡易手続
簡易手続は原告に不利な場合もある。適用の条件を満たしているかどうかに注意しなければならない。
適用の条件を満たしていないにもかかわらず、簡易手続を適用した場合、その決定或いは判決に
抗告又は上訴を提起すべきである。
簡易手続に関する条文を次のとおり列挙する。
民事訴訟法
●第 449 条 第一審裁判所は被告のが取り調べの段階における自白又はその他現に存在する証拠
物によりその犯行を認定するに足りるときは、検察官の申立てにより、通常の審判手続を経ず、
直ちに簡易判決によって処刑することができる。但し、必要があるときは処刑前に被告を訊問す
ることができる。
前項事件の担当検察官が通常の手続により起訴し、裁判所の訊問を経て被告が犯行を自白し、簡
易判決によって処刑すべきと認めるときは、通常の審判手続を経ず直ちに簡易判決によって処刑
することができる。
前二項規定により科される刑は執行猶予を宣告されるか、又は罰金で刑に代えることのできる有
期懲役若しくは拘留、又は罰金に限る。
●第 449-1 条

簡易手続の事件は簡易法廷により審理する。

●第 450 条 簡易判決によって処刑したときは没収又はその他必要な処分を併せて処することが
できる。
第 299 条第 1 項但書の規定は前項判決において準用する。
●第 451 条 検察官が事件の情状を斟酌して、簡易判決によって処刑すべきと認めるときは直ちに
書面をもって申し立てなければならない。
第 264 条の規定は前項申立てにおいて準用する。
第一項の申立ては起訴と同一の効力を有する。
被告が取り調べの段階で自白したときは、検察官に対して第一項の申立てを請求することができ
る。
●第 451-1 条 前項第一項の事件に関し、被告が取り調べの段階で自白したときは、検察官に刑
を受け入れようとする範囲又は刑の執行猶予を受ける意向を表明することができ、検察官がそれ
に同意したときは、調書にその旨を明記したうえ、被告の意思表示に基づいて直ちに裁判所に求
刑し又は刑の執行猶予の宣告を請求しなければならない。
検察官が前項の求刑又は請求をする前に、被害者の意見をたずね、また情状を斟酌して被害者の
同意を得た上で、被告に次に掲げる事項を命じることができる。
一. 被害者に謝罪する。
二. 被害者に相当金額の賠償金を支払う。
被告が犯行を自白していて第 1 項の表示をしなかったときは審判中に裁判所にこれをなす
ことができ、検察官もまた被告の表示により裁判所に求刑し又は刑の執行猶予の宣告を請
求することができる。
第一項及び前項の場合において、裁判所は検察官の求刑又は刑の執行猶予に係る請求の範囲内で
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判決をしなければならない。但し、次に掲げる場合のいずれかに該当するときはこの限りでない。
一. 被告が犯した罪が第 449 条に定める簡易判決によって処刑することのできる事件に当たら
ないとき。
二. 裁判所が認定した犯罪事実が明らかに検察官の求刑の根拠となる事実と一致しない、又は
審判中にその他の裁判上の犯罪事実を発見し、検察官の求刑が明らかに不適切と認めるに
足りるとき。
三. 裁判所が審理を経て無罪、免訴、不受理又は管轄違いとすべきと認めるとき。
四. 検察官の請求が明らかに不当であり又は著しく公平さを欠くものであるとき。
●第 452 条 検察官が簡易判決による処刑の申し立てをした事件について、裁判所が第 451 条ノ 1
第 4 項但書の場合に該当すると認めるときは通常手続を適用して審判しなければならない。
●第 453 条

簡易判決によって処刑した事件について裁判所は直ちに処分をしなければならない。

●第 454 条 簡易判決は次に掲げる事項を記載しなければならない。
一. 第 51 条第 1 項の記載をする。
二. 犯罪の事実及び証拠。
三. 適用すべき条文。
四. 第 309 条各号に掲げる事項。
五. 簡易判決が送達された日より 10 日内に上訴を提起することができる。但し、上訴のできな
いものはこの限りではない。
●第 455 条 書記官が簡易判決の原本を受領した後、直ちに正本を作成し当事者に送達しなければ
ならない。
●第 455-1 条 簡易判決に不服があるときは、管轄の第二審地方裁判所合議制法廷に上訴を提起す
ることができる。
一. 第 451 条ノ 1 の請求により為された判決について上訴することができない。
二. 第 1 項の上訴は第 3 編第 1 章及び第 2 章の第 361 条以外の規定を準用する。三. 簡易手続
を適用する事件について為された決定に不服があるものは、管轄の第二審地方裁判所合議制法廷に抗告
を提起することができる。四. 前項の抗告は第 4 編の規定を準用する。
6-1-2

訴訟手続の停止
審判の停止とは、起訴後何らかの法定事由の存在により暫くの間審判を始めない、又は既に
始まった審判手続の進行を暫く停止することをいう。以下は知的財産権侵害事件に関する特別規
定である停止事項について述べる。
特許権（発明、実用新案､意匠を含む）に係る民事又は刑事訴訟において、出願、異議申立、
無効審判請求、取消しが確定する前に捜査又は審判を停止することができることになっている
（特許法第 94 条）。実務上、上記規定は捜査手続にも適用する。つまり、捜査中、容疑者又は
第三者が告訴人の特許権に対して異議申立、又は無効審判請求、又は取消しなどを提出した場合、
容疑者がさらに無効審判請求などの行政手続をとることによって訴訟を遅らせようとすること
を回避するために、検察官は通常捜査手続を一旦停止する。実務上、この訴訟手続きの停止は一
回限りとされている。
商標権侵害訴訟の継続中でも商標無効審判などの進行によって訴訟手続きが停止されるこ
とがある。

Ｑ．特許裁判は無効審判の結果を待たなければならないか？
台湾では知的財産局が無効審判の管轄機関となり、裁判所は直接其の審理を行わない。
無効審判は提起する主体に関して制限がないし、提起する時期も自由である。警告状を受けた権
利侵害容疑者から、無効審判を請求されることもよくあるが、無効審判の動機などもまったく問わ
れることがない。
無効審判の結果に民事裁判又は刑事裁判の判決が依存することがよくあるので、法律によって裁
判所は無効審判の結果が確定となるまで裁判の進行を停止することを許すが、停止することが必ず
しも必要ではない。勿論専門判断の責任を嫌って、停止決定を下す場合が殆どである。又、2001
年 7 月以降では、係争事件が同時に行政裁判所で継続する場合、刑事や民事の訴訟手続きは停止し
なければならないようになった。
しかし、2008 年 7 月以降、知的財産権関連事件審理法の施行と共に、管轄裁判所は権利の有効
性についても、侵害等の知的財産関連扮装事件の審理と一括して判断することが可能となった。知
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的財産裁判所に係属する案件はほぼ裁判官が一括判断することになるが、各地方裁判所に係属する
案件でも裁判官が権利の有効性について判断することが多い。
民事訴訟法第 182 条
訴訟の全部又は一部の裁判が、他の訴訟に掛かる法律関係の成立如何に依存する場合、裁判所は
当該訴訟が終了するまで、決定を以って本訴訟を停止することが出来る。
前項の規定は、法律関係の成立如何が本件継続の裁判所以外の機関によって決定される場合、そ
れを準用する。
刑事訴訟法第 297 条
犯罪の成立如何又は刑の免除事項につき、民事上の法律関係に依存する場合、当該民事事件は既
に起訴されたとき、其の民事手続きが終結するまで刑事裁判を停止できる。
6-2 判決
6-2-1 有罪判決
1.双方当事者からの不服がない――判決確定
（1）新聞での判決内容の掲載
侵害を受けた者は有罪判決が確定した後、敗訴側の費用負担において判決書の全部又は一部を新聞に
掲載することについて、裁判所に決定を申立てることができる。
（2）民事賠償への影響
2. 上訴
告訴人が宣告刑について不服があるときは、検察官に上訴の申立てをすることができる。刑事訴訟
法第 344~346 条に定める上訴権者は、検察官、自訴人及び被告などの当事者を除いて、被告
の法定代理人若しくは配偶者、又は原審の代理人若しくは弁護人のみに限り、被告の利益の
ために独立で上訴することができる。
Ｑ．権利行使の基礎権利（特許権、商標権、著作権等）が事後に無効とされた場合、原告はどのよ
うな責任を負うか？
----権利の無効原因について、明確な認識があり、又無効となるべき権利を故意の意図で積極的に、
被告側の不利若しくは自分の不当な利得を図るために、権利行使の行為を発動する場合でない限
り、通常誣告罪や名誉毀損罪などを構成しない。又、権利が存在する限り、侵害鑑定意見書の内容
に故意による虚実名陳述に加担しない限り、事後当該権利が無効とされる際、原告側に民事損害賠
償責任も発生しないはずである。
但し、公平取引委員会が頒布する警告状に関するガイドラインの掲げる準則に反したことを知っ
た上で、尚改善しない場合は、民事損害賠償責任が生じ得る。20100603

6-2-2 無罪判決
1.誣告罪の追加
公訴手続において、検察官は第一審の弁論終結前に、本件に相関する犯罪又は本件で問われ
る罪の誣告罪について、起訴を追加することができる。
2.上訴
告訴人は地方裁判所（地裁）の無罪刑事判決に不服があるときは判決書を受け取った日から
十日内に検察官に上訴の申立をしなければならない。当事者が下級裁判所の未確定判決に不服
があるときは、上級裁判所に上訴を提出して原判決の取消し又は変更を請求することができる。
6-3

再審の訴え、非常上告
確定した無罪判決又は有罪判決に対して、原告はなお法により非常上告又は再審の訴えを提起す
ることができるが、実益があることはあまり期待できないし、現実にこのようなケースはめったに
ない。

6-3-1 再審の訴え
再審の訴えに関して次の法律規定がある。
●第 420 条 有罪判決が確定した後、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、判決
を受けた者の利益のため、再審を申し立てることができる。
一、原判決が根拠にした証拠物が偽造又は変造によるものだと証明されたとき。
二、原判決が根拠にした証言、鑑定又は通訳が偽りであると証明されたとき。
三、有罪判決を受けた者が誣告されたと証明されたとき。
四、原判決が根拠にした通常裁判所又は特別裁判所の裁判が既に裁判変更と確定したとき。
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五、原判決、原審判決若しくは判決前に行われた調査に関与した裁判官、又は取り調べ若し
くは起訴に関与した検察官がその事件において職務上の罪を犯したことが証明されたと
き。
六、確実な新証拠を発見したことで、有罪判決を受けた者が無罪、免訴、刑の執行免除又は
原判決で認定された罪名より軽い罪の判決を受けるべきと認めるに足りるとき。
前項第 1 号から第 3 号まで、及び第 6 号に掲げる場合の証明は、判決が確定した場合、又
はその刑事訴訟を開始若しくは続行できないのが証拠不十分によるものではない場合に限る。
●第 421 条 第三審裁判所に上訴できない事件は前条規定を除くほか、第二審で確定した有罪判
決が、判決に影響を十分に生じさせうる重要な証拠を参酌しなかった場合においても判決を
受けた者の利益のため、再審の申立てをすることができる。
●第 422 条 有罪、無罪、免訴又は不受理の判決が確定した後、次の各号に掲げる場合のいずれ
に該当するときは判決を受ける者の利益のため、再審の申立てをすることができる。
一、第 420 条第 1 号、第 2 号、第 4 号又は第 5 号の場合に該当するとき。
二、無罪若しくは相当の刑より軽い刑の判決を受けた者が、訴訟上又は訴訟外において自白
し、又は確実な新証拠を発見して有罪若しくは重刑判決を受けるべき犯罪事実があると
認めるに足りるとき。
三、免訴若しくは不受理の判決を受けた者が、訴訟上又は訴訟外において自ら供述し、又は
確実な新証拠を発見したことで、免訴若しくは不受理とされる原因がないと認めるに足
りるとき。
●第 423 条 再審の申立ては刑罰の執行が完了した後、又はすでに刑の執行を受けない場合にお
いてもこれをなすことができる。
●第 424 条 第 421 条規定により、重要な証拠の斟酌に漏れがあって再審の申立てをするときは、
判決が送達された後 20 日内にこれをしなければならない。
●第 425 条 判決を受けた者の不利益のための再審申立は、判決が確定した後、刑法第 80 条第
1 項に定める期間の二分の一を経過した場合はこれを為すことができない。
●第 426 条 再審の申立ては判決の原審裁判所が管轄する。
判決の一部が上訴され、一部が上訴されていないが、そのいずれの部分についても再審の申
立てをし、第二審裁判所においてその上訴審で確定した部分について再審を開始する旨の決定
をしたときは、第一審で確定した部分についての再審申立も第二審裁判所がこれを管轄する。
第三審で確定した判決についての再審申立は、第三審裁判所の裁判官に第 420 条第 5 号に掲
げる事由がある場合を除き、第二審裁判所がこれを管轄するものとする。
●第 427 条 判決を受けた者の利益のための再審申立は次の各号に掲げる者がこれをすること
ができる。
一、管轄裁判所の検察官。
二、判決を受けた者。
三、判決を受けた者の法定代理人又はその配偶者。
四、判決を受けた者が既に死亡したときはその配偶者、直系血族、三親等内の傍系血族、二
親等内の姻族又は家長、家族。
●第 428 条 判決を受けた者の不利益のための再審申立は、管轄裁判所の検察官又は自訴人がこ
れをすることができる。但し、自訴人による再審の申立ては第 422 条第 1 項規定に該当する場
合に限る。
自訴人が既に行為能力を喪失し又は死亡したときは、第 319 条第 1 項に列挙する自訴を提起
しうる者が前項の申立てをすることができる。
●第 429 条 再審の申立ては再審の書状に理由を記載したうえ、原判決の謄本及び証拠を添付し
て、管轄裁判所にこれを提出する。
●第 430 条 再審の申立ては刑の執行を停止する効力がない。但し管轄裁判所の検察官は再審の
決定前にその停止を命じることができる。
●第 431 条

再審の申立ては再審の判決が下される前にこれを取り下げることができる。
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再審の申立てを取り下げた者は再び同一の理由をもって再審の申立てをすることができな
い。
●第 432 条

第 358 条及び第 360 条規定は再審の申立て及びその取り下げにおいて準用する。

●第 433 条 裁判所が再審申立ての手続が規定に違反すると認めるときは決定をもってこれを
却下しなければならない。
●第 434 条 裁判所は再審の理由がないと認めるときは、決定をもってこれを却下しなければな
らない。
前項の決定をした後、再び同一の理由をもって再審を申し立てることができない。
●第 435 条 裁判所は再審の理由があると認めるときは、再審開始の決定をしなければならない。
前項の決定をした後、決定をもって刑の執行を停止させることができる。
第 1 項の決定に対して、3 日内に抗告をすることができる。
●第 436 条 再審開始の決定が確定した後、裁判所はその審級の通常の手続により審判のやり直
しをしなければならない。
●第 437 条 判決を受けた者がすでに死亡した場合、その利益のために再審の申立てが為された
事件においては口頭弁論を行わず、検察官又は自訴人が書状に意見を陳述した後、直接判決を
する。但し、自訴人がすでに行為能力を喪失し又は死亡したときは、第 332 条規定に定める訴
訟を継承することができる者より一ヶ月内に裁判所に対して訴訟の継承を申し立てる。訴訟を
継承する者がおらず、或いは期間を過ぎても継承しない場合、裁判所は直接判決を下すか、又
は検察官に意見の陳述を通知することができる。
判決を受けた者の利益のため再審の申立が為された事件において、判決を受ける者が再審判
決前にすでに死亡した場合は前項の規定を準用する。
前二項規定により為された判決については、上訴をすることができない。
●第 438 条 判決を受けた者の不利益のために再審の申立が為された事件において、判決を受け
た者が再審判決前に既に死亡した場合は、その再審の申立及び再審の決定は効力を失う。
●第 439 条 判決を受けた者の利益のために再審の申立が為された事件において、有罪判決を言
い渡すときは、原判決で言い渡された刑より重いものであってはならない。
●第 440 条 判決を受けた者の利益のために再審の申立が為された事件において、無罪判決を言
い渡されたときは、その判決書を公報又はその他の新聞に掲載しなければならない。
6-3-2 非常上告
●第 441 条 判決が確定した後、当該事件の審判は法令に違反するものと発見したときは、最高
裁判所検察署検事総長は最高裁判所に非常上告を提起することができる。
●第 442 条 検察官が前条の事情を発見したときは、意見書に当該事件のファイル及び証拠物を
添付して、最高裁判所検察署検事総長に非常上告の提起を申し立てる。
●第 443 条

非常上告の提起は、非常上告書に理由を記載したうえ、最高裁判所に提出する。

●第 445 条

非常上告の判決は口頭弁論を経ずにこれを行う。

●第 446 条 最高裁判所の調査は非常上告の理由に指摘された事項に限る。
第 394 条の規定は非常上告に準用する。
●第 446 条

非常上告に理由がないものと認めるときは判決をもってこれを却下する。

●第 447 条 非常上告に理由があるものと認めるときはそれぞれ次の各号の判決をしなければな
らない。
一、原判決が法令に違反したときはその違反の部分を破棄する。但し原判決が被告に不利な
ものであるときは当該事件について改めて判決をしなければならない。
二、訴訟手続が法令に違反したときはその違反した手続を破棄する。

262

IP 訴訟実務マニュアル 2011
前項第 1 号の場合は、審判権がないと誤認して受理しなかったもの、又はその外被告
の審級上の利益を維持する必要があるときは原判決を取消して、原審裁判所に判決前の
手続に基づいてさらに審判をさせることができる。但し、原確定判決より重い刑を言い
渡すことができない。
●第 448 条 非常上告の判決は前条第 1 項第 1 号但書及び第 2 項規定によりされたものを除いて
は、その効力を被告に及ぼさない。
6-4 被告の抗弁手段
6-4-1 権利の否定
特許権に対して異議の申立又は無効審判の請求をする。商標権については無効審判の請求をし、又は
取消しの訴えを起こす。著作権の場合はその有効性について抗弁する。
6-4-2 反訴
▼申立の種類
（1）損害賠償
（2）誹謗
（3）ライセンス契約の公平取引法違反
例えば Ａ．権利期間満了の権利をパッケージライセンスに盛り込むこと。
Ｂ．複数のライセンサーに市場独占又は共同行為（連合行為）の疑いがある。
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6-5

刑事訴訟の手続きの流れ

■刑事告訴と訴訟手続の流れの概要

刑事
告訴

刑事
起訴

2 ヶ月から
12 ヶ月以上

裁判所より
起訴理由補
充状と答弁
状の交換の
通知（その旨
の通知抜き
で準備法廷
を開くこと
もよくある）

約 1 ヶ月間

近年では検察官が
通 常 被害 者から なる
告 訴 人ま たはそ の告
訴代理人（弁護士）を
取調べに召喚せずに、
容 疑 者だ けを出 頭さ
せ て 取調 べを執 り行
う 傾 向が 強まっ てい
る。
また、事態の複雑度
合 い と証 拠の入 手状
態によって、各案件ご
と の 取調 べ法廷 の回
数 と 頻度 が極め て異
なる減少が目立つ。
また、検察官に対し
て 直 接告 訴を提 起す
るほか、警察官に告訴
を提起する場合は、警
察 官 の判 断で検 察官
に 送 致す る前に 付随
の 調 査に 取り掛 かる
こともあるので、日程
の ず れ込 みがよ くあ
る。

1 回目の
交互尋
問法廷

準備
法廷

3-4 週間

3-4 週間

2 回目の
交互尋
問法廷

3-4 週間

3 回目の
交互尋
問法廷

3-4 週間

最終回
の口頭
弁論

3-4 週間

3 回目交互尋問法廷：
交 互 尋 問 制 度 が 2003
年 9 月以降導入されて
以来、刑事法廷の弁論に
費やされる時間が延び、
検察側と被告側及びそ
の弁護人の負担が急激
に高まってきている。
交互尋問形式の口頭
弁論公判定の回数も案
件によって随分異なり、
2 回で終了場合、5 回以
上まで行われる案件が、
それぞれ多くなってい
る。

準備法廷：交互
尋問制度の導入
に伴って、準備法
廷においては必
ず取り調べるべ
き証拠の列挙と
訴訟争点の整理
と確認を行う。
しかし、当事者
主義偏重政策の
導入によって、告
訴人やその代理
人に対する通知
が省略される。ま
た、たとえ出席で
きても、証人とし
ての供述を除い
て、口頭で意見陳
述するなどの発
言権が通常与え
られない。一方、
書面で告訴人の
希望尋問事項を
提示することを
認める法廷が増
えている。
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■知的財産刑事第二審手続の概要
被告ま
たは検
察官が
上訴

地方裁判所
よりファイ
ルを知的財
産裁判所に
移送

約四週

上訴が法律方 式に
合致 するか否かに
ついて 審査し、補
正できる ものは、
期間を定 めてその
補正を 命 じる。期
限を過ぎても補正
せず、または上訴
が法律で許可され
るべきではなく、
もしくは上訴権が
喪失した場合、口

準備手続

約四～八週

必要があれ
ば、合議廷で
技術審査官の
指定を決定す
る。

第二回目
の準備手
続

約四～八週

約四～八週

双方の証拠、証拠能力、
論争しない事項、主な
爭点、及び刑事訴訟法
第 273 条第 1 項で規定
されたその他の事項を
整理する。被告、弁護
人が知的財産権の無效
性抗弁または善意先使
用等の抗弁を提出する
場合、準備手続中にお
いて提出すべきであ
る。裁判所は当事者が
申立てた証拠調査の内
容により、鑑定、書状
による調査、ファイル
取寄せまたはチェック
等を行う。
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第一回目の
審判期日

約二週

準備手続終
結 を 説 諭
し、審理期
日 を 定 め
る。

第二目の
審判期日

約二週

裁判所が証
拠調査を進
め、証拠を
提示し、且
つ検察官と
弁護人が 弁
論を行う。
必要があれ
ば、再び第
二回目の審

判決

IP 訴訟実務マニュアル 2011
7

自訴

7-1 概説
犯罪の被害者は自訴を提起することができる（刑事訴訟法第 319 条）。自訴人は刑事訴訟手続きの原告
となり、被告の犯罪事実を訴追することができる。被害者が自訴の手続をとろうとするときは、今後
の訴追手続が順調に行われるように、まず被告の犯罪を証明するに足りる十分な証拠を掌握したうえ
で、自訴を提起したほうが無難である。
7-2 起訴のタイミング
検察官の捜査はかなり時間がかかる。押収証拠をじっくりと検討して民事賠償の主張が採用されるよう
に対応策を考えていくのであれば、捜査中に改めて自訴を提起した方がよい。
7-3 注意事項
1. 自訴状
自訴状には自訴人が押印しなければならない。そして被告の人数に応じて自訴状の謄本を提出しなけ
ればならない。
告訴人は検察官の捜査終了前に改めて自訴を提起することができる。また、被害者も最初から直接自
訴を提起することができる。代理人が委任を受けてこれを行うときは、自訴状における自訴人のサ
インがなければ、手続は不適法となる。
2.自訴の主体
特許法第 91 条に定める互恵原則の要件を満たせば、たとえ認許を受けていない外国法人又は団体で
あっても自訴を提起することができる。自訴事件は原則として自訴人が検察官の職務を遂行する。
自訴人が召喚を受けたのに理由無く法廷に出頭せず、又は陳述をしないときは、自訴が取り下げら
れたとみなす。この場合には、検察官は裁判所の通知を受けて訴訟を担当することができる。
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8

民事訴訟手続

8-0

独占的ライセンシー及び共同権利人または「認許」を受けていない外国法人の提訴について

Ｑ．独占的ライセンシーの提訴及び訴訟参加
原則として、独占的ライセンシー(台湾特許法第 84 条の表現では専属被授権者で、唯一単独の実施権
者を指すもので、特許権利者自身の実施権まで排除するとは限らない。)のみが特許権侵害訴訟を提起で
きる。また、独占的ライセンシーの権利行使は、従来では特許権利者に対して権利行使を催促したにも
関わらずに特許権利者自身が特許権利の行使を拒否することを前提としていたが、現在はそういう規制
がない。勿論特許ライセンス契約に反対の約款がない場合に限って権利行使が認められる。
独占的ライセンシーの訴訟参加
訴訟参加 他人の訴訟によって利害関係が生じる第三者は、其の中の一方を補助すべく、当該訴訟の継
続中に、訴訟に参加できる。(民事訴訟法第 68 条)独占的ライセンシーの立場は、まさに特許侵害の容疑
が発生した場合に提起された特許訴訟によって利害関係が生じる第三者に相当するので、訴訟に参加す
ることが認められる。しかし実務上の参加実例はそう夥しくは見られない。実際訴訟に参加しなくても、
証人として証言を供したり、証拠書類を提示したりする役割を果たせば十分に補助の効果を上げられる。
訴訟参加を認められても、当事者の補助者にみなされるのみで、補助する対象の当事者の訴訟行為に抵
触する場合、参加者の行為は効力を生じない。(民事訴訟法第 61 条)
参加人は次の権限を持つ：
(1)補助する対象の当事者の故意又は過失の行為によって、参加者が知らない攻撃又は防御の手段を取
らずに終わったか、若しくは参加者に帰責出来ない事由で参加者が有効な攻撃又は防御の手段を取
れなかった場合、参加者は裁判の結果に不服を申し立てることが出来る。(民事訴訟法第 63 条)
(2)両方当事者の同意を得た場合、参加者は本訴訟を補助する対象の当事者から担当することが出来る。
(民事訴訟法第 64 条)
Ｑ．共有される知的財産権の訴訟提起に関して
一

民事事件
（一）前提
■ 民事委任状との違い：民事訴訟の委任状に関しては、権利に基づいて訴訟を提起すること
が権利の有効性の認定に影響を与えることになるほか、権利行使の結果として多方面から他の共有
者に不利益を与える場合（損害の主張が認められないか、損害賠償金額が不十分とか）もあり得る
ので、必ずしも共有者各自で随意に民事訴訟行為を提起できるとは限らない。
著作権
これに関して、著作権法は、共同著作物の各著作権者は、その著作物を侵害したものに対し、
それぞれ（個別に）救済を請求し、並びにその持分に基づき、損害賠償を請求することが出来ると
の明文規定を置いている。（台湾著作権法第 90 条）
特許権と商標権
特許の共有関係は従来から認められているほか、商標の共同出願も 2007 年の改正草案で導
入される予定となっている。但し、特許法も商標法も著作権法第 90 条のような共有者個人の民事
上の権利行使行為を容認するような規定は置いていない。共有権利者が個別に、民事上の権利行使
行為が出来るかどうかは、共有関係が「共同共有関係」に該当するか、それとも「分別（個別）共
有関係に該当するかによって結論が異なる。
特許権と商標権の場合は、一般的には権利の分割が不可能な権利として考えられているので、
訴訟の類別を言うと｢必要共同訴訟｣の種類に属すると思われる。よって、一特許権又は一商標権の
民事上の権利の行使は、共有者全員から委任状を貰う必要があるとされている。
しかし、共有関係の中には、法律の規定（例えば遺産相続者らが特定の権利に対して共有す
る場合）若しくは習慣または法律行為によって、「共同共有」関係にある場合、共有者間の関係が
共有物を分割するまでは比較的に緊密であることなどから、提訴する場合当該訴訟が「必要共同訴
訟」になると言われている。この場合、提訴するのに適切な原告は「共有者全体」となり、個別の
個人では出来ないと思われる。
それに対して、同じく共有関係であっても、「共同所有」と違って、「分別共有」の形態だ
と、共有者個人は自分の「持分」部分に応じて、民事上の権利を主張し執行して自分の要望を満た
すことが可能である。例えば、商標権の指定商品が A 区分と B 区分からなる中、共有者Ⅹが A 区
分に対して専用権を有するもので、共有者 Y が B 区分の指定商品に対して専用権を有するという
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「分別共有」の形態の共有関係だと、Ⅹと Y はそれぞれ自分の指定商品に及ぶ権利を第三者に、個
別に権利侵害の差止めと損害賠償を請求することが出来るはずである。一方、共有者の持分が明確
に区別できない場合、例えば特許権の共有者、若しくは指定商品の区分に関して明確に共有者の特
定のほうに振り当てていない時、各自の権利の持分の範囲があいまいなままでは、独自の名義で権
利行使することが比較的に想像しにくいと思われる。権利が共有者同士に対して明確に分割できる
かどうかと言う観点から見ても、同じような観察が出来る。
侵害訴訟の提起は権利者側の立場から考えればまだ権利を処分するほどの重大な事柄ではな
いはずなので、必ずしも権利者側の訴訟上の適格条件を厳しく要求する必要はないとも思われるの
で、当事者間で個別に提訴することを禁止する特約がない限り、共有者の中の個人が単独で訴訟を
提起することを、少なくとも提訴によって発生する「共有者全体」に対して「有利」な法律効果、
例えば時効の中断、侵害行為の差止めなどの効果、は是認すべきだが、損害賠償金額のような比較
的に複雑な法律事項においても、その他の共有者の「共同提訴」若しくは最小限でも「訴訟参加」
無しで、一律共有者の中の一員ないし一部の人間による訴訟で決定されてしまうようでは、十分に
納得できない。そこで訴訟の最終的な効果に関しては権利自体が分割可能な場合、共有者めいめい
に訴訟に参加するか否かを決めるほうが合理的だろう。20100602
（二）民事差し止め請求及び損害賠償請求訴訟の実態について
特許権利を共有するもの同士は、特許権の損滅等の状況において一致した利害を共有するので、
訴訟の提起と訴訟継続中の対応は食い違ってはならない。共同特許権に関連する訴訟においては、
共同権利者が共同で提起して共同原告となるか、又は共同被告となって防御する事が出来る。(民事
訴訟法第 53 条・一般共同訴訟)例えば権利侵害訴訟の場合では、侵害に関する認定の結果次第で権
利範囲が不利に認定されることも有りうるが、共有者全員の共同提訴を強制すると、かえって権利
者に不利を被らせる虞があるから、原則上権利共有者のいずれでも提起できると考えられている。
その時、一の権利共有者は共有人数割の請求金額しか主張できなくなる。その上、特許侵害訴訟は、
民事においては損害賠償請求の他、特許請求範囲が侵害容疑物に及ぶ事に関する確認の請求も前提
として判断されるが、後者については明文で訴訟請求事項に記載されなければ、本件訴訟の訴訟物
とみなされずに、判決の既判力が及ばないとされる。よって、他の権利共有者は本件損害賠償請求
訴訟が敗訴確定になった後でも、或いは訴訟継続中でも、独自に損害賠償請求訴訟を提起してもよ
いと考えられる。但し、実務上では分別提訴しても併合審理を命じられたりするので余り実益もな
い。他の共有者らも後に共同原告に名を連ねる事が常態だが、たとえ権利者の一員が権利行使を放
棄する場合でも、権利行使は違法とならない。
又、権利共有者の一人が単独提訴した後でも、他の権利共有者が独立に訴訟参加をし、共同訴
訟人に昇格することも出来る。(民事訴訟法第 62 条)
しかし、権利共有者同士らは、前提上内部的に法律関係を統合する必要があるので、訴訟進行
中においては、必要共同訴訟人の関係を適用する(民事訴訟法第 56 条・必要共同訴訟)。
単なる特許権の存在を確認するための訴訟においては、上記の侵害賠償請求訴訟と違い、原則
上権利共有者全員連名で提起すべきである。
二、刑事訴訟においての告訴
共有権利の場合の委任状
刑事告訴を提起する場合、たとえ複数の権利者が共有する権利でも、何れの権利者でも独自
に権利侵害の刑事責任を追及すべく刑事告訴を提起することが出来る。(しかし告訴の後にその取
下げを恣意に出来るとは限らない)。
委任状は告訴、起訴、上告、上訴それぞれの段階毎に新たに提出する必要があり、それらの
手続きを予め一本にまとめる概括委任状は認められない。
委任状には基本的に①委任者と受任者の名称、②その住所、③委任事件、及び④委任範囲を明
記する必要がある。
Q.

共有される著作権の権利行使に関して
著作権法第 40 条は著作権の処分、行使と譲渡に関しては共有者全体によってのみ可能との規定を置
くほか、第 90 条は権利侵害に対する権利行使は共有者単独でも自分の持分に応じて可能との規定を置い
ている。
そのため、著作権の侵害を排除するための民事及び刑事訴訟の提起は、原則上著作権共有者の中の
単独者によっても可能のはずである。
但し、実務からすれば、非常緊急の事態があり間に合わない場合を除いて、複数の権利共有者がい
ても、権利行使の場合はなるべく中の一名に権限を集中委託して、その委託を受けたものが単独の名義
で弁護士を委任する形態をとったほうが無難である。その理由は主に①他の共有者の承諾を示す書面が
なければ、被告側が自己防衛のために原告の権利の合法性や原告の適格などについてを抗弁して、訴訟
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進行を妨害する恐れがある；②権利の実態状態と侵害事実に関する審理のほか、賠償金金額から原告の
持分を定める際、判決が他の共有者に与える拘束力を気に掛け、裁判所側も迅速に判決を下すのに抵抗
を感じる場合がある。また、共有者の一名が単独で提訴する際、請求権の事項を中断するなどの有利な
法律効果を共有者全体に蒙らせるかどうかも疑点が残り得る。
従来の事例では、複数の著作権共有権利者がいる場合では、特定の権利者に権利行使の委託をする
旨の委託書を作成した上、公証と認証を経て、同被委託人によって単独の名義で弁護士の委任状を作成
させ、同委任状を公証と認証を経た上裁判所へ提出するアプローチを取るのが普通である。何れの共有
者全体に対しても権利行使の効果が及ぶし、裁判所側も原告側の適格な地位を信頼することによるメリ
ットもあり、又和解や上訴など迅速な対応が必要な際を考えれば、提訴の事前に権利行使の意向を取り
合わせて、意思の統合を外部に表明したほうが原告側に有利になると思われる。
Q. 認許を受けていない外国法人の訴訟権の実態
----台湾特許法第 91 条の規定を広く適用することによって、特定の外国において、台湾のみ認許法人
が提訴の制限を受けなければ、当該外国の法人が台湾で認許を受けていなくても提訴が出来ると見
なされている。20100603
8-0-1

短期消滅時効
民法第 125 条は一般消滅時効期間を十五年と定めているが、不法行為、例えば特許､商標､著作権
などの知的財産権に対する侵害行為を含めたもの、に関する損害賠償請求権の消滅時効は、原則上損
害賠償請求権利者が責任者を知った時点から二年間、または損害をもたらす不法行為が発生してから
十年間を計算する。(民法第 197 条、特許法第 84 条、商標法第 61 条、著作権法第 89-1 条))不法行為
が継続状態にある場合、その状態が終了する時点より起算する。
不当利得返還請求権は原則上通常の 15 年間の請求権時効の制限を受ける。
特許や商標などの権利者は、第三者の侵害行為の差し止めを請求する場合は、行為が継続さえす
れば、随時請求できるので、比較的に時効の問題が少ないが、損害賠償の請求に関しては、侵害行為
が一段落して停止した後から、請求権の消滅時効を起算するので、時効にかからないうちに書面で正
式に損害賠償請求の意思を伝えるか､提訴するかで時効の中断を計る用意をすべきである。他に起訴と
同等に消滅時効を中断する効果を持つ方法もある：
1 督促手続きによって支払命令の申し出をすること；
2 調解の申請又は仲裁要請の提起；
3 和解債権若しくは破産債権の申告；
4 告知訴訟の提起；及び
5 執行開始手続き或いは強制執行の申請。

2004 年 7 月までに公告された特許案件は、例え公告期間内に異議申立を受けた場合でも、出願人
は擬似の特許権を与えられる。そのため、正式に特許証書の発行を受けていない時期でも、特許権を
ある程度第三者に対して主張できる。異議申立が特許主務機関の判断を経て､その決定に対して当事者
が経済部の訴願委員会へ不服申し立てを提起できるし､その後も更に高等行政裁判所と最高行政裁判
所など二回の行政訴訟で争うことが出来るので、確定した結論を得るまで二年間以上もかかる。擬似
の権利者は侵害容疑のあるものによる異議申立への対応に追われるだけではなく、権利行使を妨害す
るために異議申立を濫用するものに対しては、弁護士と相談したうえで、警告状の送付を始め､仮処分
の申請や民事差止と侵害による損害賠償請求の訴訟を提起するなりの法的手段を、消滅時効にかから
ないうちに講じることを心がけるべきである。
特に異議申立に対して､特許主務機関から､訴願委員会を経て続けて特許査定を維持するような決
定が下された場合、ほぼ行政訴訟で逆転されることもないので、裁判所に対しても、異議申立人が侵
害行為をなす当事者である場合なら特に、先方の異議申立は権利者の権利行使を阻害する作戦としか
捉えられないと主張して、権利者の請求を強く訴えれば裁判所の心証を権利者側に有利にすることも
期待できる。
＊但し異議申し立ての制度は 2004 年 7 月以降から法改正の施行によって全面廃止された。
8-1 付帯民事訴訟の手続
刑事責任の確定に伴って、付帯民事訴訟を提起することができる。付帯民事訴訟の原告は刑事法廷で
調べた証拠を直接引用することができ、訴訟費用を支払う必要もない。効率的でかつ経済的にもメ
リットがある。
1. 証拠問題
知的財産権に関する特別法には民事賠償責任についての規定が置かれている。刑事訴訟法第 487 条に
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より、犯罪行為により損害を受けた者は二審弁論終結前に、刑事訴訟手続きにおいて付帯民事訴訟
を提起し、被告及び民法により賠償責任を負う者に対してその損害の回復を請求することができる。
刑事手続における資料及び事実を効果的に利用するために、付帯民事訴訟は刑事訴訟で調査した証
拠を直接引用することができるとなっている。そしてその判決は刑事訴訟判決で認定された事実を
根拠にし、かつ刑事訴訟と同時に下さなければならない（刑事訴訟法第 499､600、601 条）。
2. 訴訟費用
民事訴訟は刑事手続を通じて、検察官が起訴した後、刑事に付帯する民事訴訟を提起する形で行わ
れる。刑事付帯民事訴訟の最も大きなメリットは原告は裁判費用を支払わずにすむことである。民
事判決での勝訴を受けて、敗訴側に対して賠償を求める場合、被告に賠償に供する十分な財産があ
ることを確認するために、民事訴訟を起こす前に、まず興信所に依頼して被告の財産状況を調査し
てもらうことである。場合によって、仮差押えの申立をする必要もある。訴訟費用は、請求する金
額の 0.8%から 1%ほどに相当する金額となる。
3. その他の注意事項
（1）付帯民事訴訟について、刑事法廷が同訴訟の煩雑さからして審判が終わるまで長い時間がかか
るとして民事法廷に移行したときは、同訴訟は独立した民事事件となり、法により単独で事実
の認定をし、法律を適用することができ、刑事法廷で認定された事実に拘束されない。
（2）民事法廷の判決は刑事判決の結果を踏まえて言い渡される場合が多い。刑事法廷に先立って判
決を下すことはめったにない。したがって、事件は刑事法廷から民事法廷に移されたとはいえ、
民事法廷は往々にして訴訟手続きを停止させるので、民事上の問題を速やかに解決することは
期待できない。
8-2

知的財産権侵害に関する民事訴訟

8-2-1 概説
知的財産権に係る民事訴訟における請求の内容は損害賠償及び相手方に対する侵害行為の停止を主と
する。その他、侵害の恐れがある場合、それを未然に防止する措置を要求する内容の請求もある。
民事手続より刑事手続を優先させることが多いので、刑事事件が起訴された後、刑事に付帯する民事
訴訟の形で民事手続をとることができる。ただ、権利侵害行為の時効は二年間であり、捜査、又
は再議の過程で時間が長引いて請求権の時効が消滅する可能性があることに注意しなければなら
ない。
商標法第 63 条第 3 項により、損害賠償額は押収された商標権侵害に係る商品の小売り価格の 500 倍
ないし 1500 倍でこれを計算することができる。今までの判決では 800 倍の賠償額を取るのが普
通である。商標権者の信用上の損害は一定の計算基準がないため、結局係争商標の知名度で賠償
額が決まるということになる。知名度が高ければ、賠償が求めやすくなる。
著作権法第 88 条により、被害者がその実際の損害額を容易に証明できないときは、裁判所に対して侵
害の状況により新台湾ドル 1 万元以上 100 万元以下の賠償額の算定を請求することができる。
特許法第 89 第 1 項には損害賠償の計算基準が定められている。原則として、権利者が被告の売り上
げ資料を取得してその損害を証明することを必要としている。公平取引法も同様である。
商標法第 68 条、著作権法第 89 条及び公平取引法第 34 条はいずれも、権利者は被告の負担において
判決書の全部又は一部の内容を新聞又は雑誌に掲載することを請求することができる、と定めて
いる。このほか、特許法第 93 条により、侵害された者は勝訴判決が確定した後、裁判所に対して
判決の全部又は一部の新聞での掲載についての決定を申し立てることができる。その費用は敗訴
側の侵害者が負担する。
8-2-2 民事損害賠償
1. 基本原則
民事損害賠償の範囲は法律に別段の定め又は契約における別段の約定がある場合を除き、
債権者の受けた損害についても賠償しなければならないほか、因果関係のある逸失利益を補
填する責任もある。これは民法第 216 条に定められている。通常の状況或いは既定の計画、
若しくは設備投資又は其の他特別事情によって予期できる利益も逸失利益と見なされる。
また、被害者が損害を受けたことを既に証明したが、損害の数と額を証明できないとき、
裁判所は損害の原因及びその他一切の事情を斟酌したうえ、自由心証でその額を決める。
一方､特許法､商標法と著作権法など特定分野の知的財産権ごとに特則も設けてある。その
中に名誉回復の措置､或いは新聞に於ける謝罪広告の掲載などの形態の民事責任まで特別に
規定している場合もある。
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■ 訴訟金額算定の問題点----訴訟金額の設定
（1）客観上の問題---起訴或いは仮処分を申請する時点に於ける訴訟利益或いは訴訟金額の算定
問題
訴訟や保全手続きを提起する或いは申請する際、実体上の証拠の準備のほか、訴訟金額の設定
も重要な事項となる。裁判費も訴訟請求金額の 0.8 から 1%に相当する金額となるので、訴訟金
額の認定は重要な事項となる。
訴訟費用は、提訴する時点における訴訟対象（標的物）の価格金額に準ずる。一般の市場取
引価格がない場合、原告が訴訟対象（標的物）に対して所有する利益に準ずる。特許権や商標権
の侵害訴訟の場合、その原告の利益は被告が特定の製品の製造または、訴訟係属期間（判決が確
定するまでの間）に於いて、販売行為を停止することによって受けられる客観的な利益によって
割り出すことが出来る。訴訟継続の期間は普通三年三ヶ月間と見なされる。
訴訟金額は訴訟の種類によって計算の方法も異なるが、各種の知的財産権の侵害訴訟におい
ては、主に原告が被告に対して請求する損害賠償金額に限るように思われがちだ。しかし、実際
訴状などに出る請求事項を対照すれば、差し止めの請求が常に最初の順位に並べられる。
訴訟の中で侵害行為の差し止め請求の請求項目を、どのように金銭的に捉えるか、またはど
のように訴訟標的の金額を算定するかという問題がまず発生する。
例：
特許権侵害訴訟の訴訟請求項目は主に次の二項目に分けられる：
一 被告自身による係争特許権技術を利用する製品の無断の製造、販売、輸出、運送、交付、販
売を目的とする陳列、及び第三者に上記行為を許諾するすべての行為の差し止め、及び
二 被告に対して特許権侵害による損害賠償として金
万元を請求すること。
問題① この二項目の相互関係につき、第二項目を第一項目の付随請求と位置付ける見解もあ
るが、この見方からすれば、むしろ金額が具体的に出やすい第二項目の損害賠償金額を、訴訟対
象と見なさないで、訴訟費用の計算の対象からはずせると主張する見方である。 この問題をめ
ぐって、賛否両方の見解が並立している。原告は自分に有利な方針で主張すべきである。
問題② 一方、第一項目の差止請求の訴訟金額の計算はどうすべきか？
被告側の特定の行
為の差し止めによる訴訟利益の設定は状況に基づく仮定でしか推測できないので、困難度が高く、
例え客観上ある程度可能でも起訴の時点では十分に参考にできる情報がなく、通常では期待しが
たい。そのため、以下三通りの対策が挙げられるが、当事者らがその金額についてもめる場合裁
判官が定めるときもある：
a 実際損害 実際の損失金額の認定が困難なため、最高裁判所に対して控訴できる最低限の控
訴利益 150 万元に一割を上乗せした 165 万元に設定する方法；
b 逸失利益 原告が被告の特定の行為を差し止めることによって得られる推定の利益で訴訟金
額を設定する。この方法が比較的に合理的だが、実際この方式で金額の試算が可能なのは、提訴
前の段階から原告が既に被告の営業や収益（例えば年間収益報告書、権利を侵害する製品の販売
状況、被告の製造体制に占める比重など）などに関する情報を十分に確保した場合に限られる。
又、原告が嘗て仮処分命令を得た場合、その仮処分申請手続きにおいて主張した損害金額をベー
スに本案裁判訴訟金額にする方法。被告は常に損害賠償金額の計算のために所要な資料を開示し
たがらないから、原告が嘗て保全手続きで損害の推定金額に関して十分に測定できる資料を陳述
したか又は提示したものがあれば、再度それを利用して本案の訴訟費用の計算に生かすことがで
きる。
c 不当利得 被告が侵害行為の加担によって得た不当な利益を損害賠償金額とする。但し被告
の不当利得は必ずしも全部原告側に帰属するとは限らないので、被告側の利得の中から、原告の
権利を侵害する行為と因果関係がある部分を合理的に算出するフォーマットを提示することによ
って説得力を強化することが重要である。
d 権利自体の金銭的な価値 専門家の鑑定による権利の市場価格の金額によって定めるアプロ
ーチもある。
（2）主観上の問題--訴訟費用の算定は当事者の営業状況や経営実態に頼るところが多く、被告はおろか、原告
の立場でも積極的に提示したがらない傾向がある。一方、保全手続きも訴訟費用担保が必要な訴
訟の提起を巡って、担保金や訴訟費用の金額を問題にして上告する手段で本案の実体レベルの進
行を阻害する法廷戦略もある。訴訟活動前の情報収集が益々重要になる。
■

純粋財産上の損害と人格上の侵害との分類
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特許権を侵害した場合の損害賠償は、原則として直接財産上の損害と商業信用や名誉に与え
る損害とに分けられる。
（一）財産上の損害の計算
財産上の損害の計算は、実際発生した損害と逸失された利益とに大別される。又権利を侵害
する側の不当利得を損害賠償金額と見なすこともできる。
両者は概念上紛らわしい場合もあるが、無断に他人の特許権利技術を利用して商品を発売し
た場合は、権利者にとって期待できる利益を受け損ねた観点からして、権利者の逸失を填補する
ほうが合理的のようだが、それも抽象概念から抜けがたい。無断実施者が特許権係争技術の利用
によって得た利益を算出して、それを特許侵害による権利者が蒙った損害と見なす規定を適用し
たほうが比較的に損害賠償金額が計算しやすい。それは侵害者の不当利得返還の規定である。不
当利得は侵害行為によって得た金額から関連のコストを差し引いたネット利益に限定されるが、
その金額を提示する立証責任は原則上原告にある。一方、被告は特許侵害事実が確認された時点
で関連資料を提示するように裁判所に命じられる。
一方、特許技術が製品全体をカバーできるとは限らない。それより、むしろ製品の部品に寄
与される特許技術のほうがよくある。この種類の特許技術が侵害された場合、財産上の損害の計
算は多少複雑化する。
実際の特許（実用新案）権侵害事案から見られる損害賠償金額の計算のプロセスをを確認し
てみる。
（1）係争特許技術の利用が、無断で当該特許技術を利用して製造販売される製品の市販価格に
おいて占める金額上の比重。これは原則上「製品に於ける特許価値の鑑定報告」によって算出さ
れる。当該鑑定報告書の作成はいくつかの「工商研究院」が依頼を受けている。製品の価値に於
ける特許技術が占める価値上の比重を割り出すには、製品の価値を支配する主な 11 もの項目を
考察する必要がある：（1）特許安定性に関する三項目：製品の斬新度；品質の良さ;特許戦略；
（2）その他の要素：製品のラインアップ；複数ブランドシリーズ；競争戦略；促販活動；コマ
ーシャル；促販陣容；生産効率など。特許安定性を図る項目は 11 項目の中 3 項目を占めるので、
前提特許安定率が 27.3％となる。
（2）更に別の角度から、上記の前提特許安定率が本件の係争製品において実際適用できる数値
を精算する。主に製品の①斬新度、②実施程度；③拡散力；④特許技術の強度と範囲；⑤特許脅
威度などに関して、50 点から 150 点までのスケールで採点して、本件製品の特別偏差値を割り
出す。平均値 500 点に対して、本件製品が 520 点の総合得点を得た場合は、当該製品の特許価値
比重偏差値は 520／500＝1.04 となる。その偏差値を上記の前提数値にかけた場合、本件の特許
価値比重率は 28.4 となる。
（3）一方、消費者と関連業者らを対象に行った市場調査で得た本件の製品の特許価値比重数値
は 23.8．最終的にこの数字と前項の数値と平均値を取って、26.1 との最終数値を得る。
（4）最後に、本件に於ける係争製品の売上を計上した上、そこから原価コスト（一般製作原価
及び特許を実施するにかかる必要なコスト）を差し引いて、残った数字を上記の特許価値比重数
値にかけて、本件に於ける被告が無断に特許技術を利用したことによって得られた不当利益の金
額を算出する。
またこの損害賠償金額は、被告が訴訟継続の期間において、侵害行為を係属することによっ
て得られる不当利益（若しくは原告が蒙る損害）をベースに計上された金額と見なされる。訴訟
継続期間は普通提訴される時点より、判決が最終的に確定するまでの三年三ヶ月間を平均期間と
する。下記の算式の中には出てないが、実際の計算式では重要なポイントとなる。
専門家による特許権価値比重数値＝28.3
市場調査による特許価値比重数値＝23.8
＝26.1
特許価値比重平均数値
総売上金額
＝3000 万元
控除すべく原価とコスト＝①一般製作原価②特許実施に必要なコスト＝2000 万元
ネット利益
＝1000 万元
特許価値平均数値
＝ 26.1％
特許無断実施による不当利得
＝ 261 万元
（二）特許権利者の商業上の名声と信用に対する毀損の損害賠償
特許権の侵害が実際権利者の商業上の名声を侵害しているかどうかは、主に侵害行為が市場
において特許権利者の製品或いは役務に関して、消費者、取引関係者等に誤認混同の印象を与え
ているかで判断する。ある判決では、製品の部品に関与する特許技術の侵害は、製品の外観や包
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装に顕著な形態で特許製品であることの表彰がなければ、一般財産上の損害はあっても、消費者
や取引関係者らは当該無断に特許技術を応用した製品の流通によって特許権利者に対してマイナ
ス印象をもつようになることもないので、商業上の名声に対する損害賠償の問題は特にないとし
ている。
又、被告が明らかに特許権に抵触しているにもかかわらずに、権利行使の経過において、問
題の特許権が無効であるとか、特許権利者が特許権を濫用しているとか明らかに特許権利者の名
誉を損傷しうる言動を取ったことがある場合も、特許権利者の商業上の名声の侵害につながる。
特許法
第85条 前条規定により、損害賠償を請求するときは、次の各号のいずれを選んでその損害を算
定することができる。
一．民法第216条の規定による。但し、証拠方法を提供してその損害を証明することができない
ときは、特許権者はその特許権を実施して通常得られる利益より、損害を受けた後に同一特
許権を実施して得られる利益を差引いた差額をその受けた損害の額とする。
二．侵害者が侵害行為によって得た利益による。侵害者がそのコスト、又は必要な経費について
立証できないときは、当該物品を販売して得た収入の全部をその所得利益とする。
前項規定のほか、特許権者の業務上の信用が侵害行為により毀損されたときは、別途相当金額
の賠償を請求することができる。
前二項規定により侵害行為が故意になされたときは、裁判所は侵害の状況を斟酌して損害
額以上の賠償額を決定することができる。但し、損害額の三倍を超えることはできない。
第86条 他人の特許権を侵害するために使用された物、又はその行為により生じた物については、
侵害された者の請求により、仮差押えを行い、賠償すべき判決があった後に、賠償金の全部又は
一部にこれを充当することができる。
当事者が前条の起訴及び本条の仮差押えの申立をしたときは、裁判所は民事訴訟法の規定に
より訴訟による救済を許可しなければならない。
第 88 条 特許に係る訴訟案件について、裁判所は判決書の正本を一部特許主務機関に送付しな
ければならない。
第 89 条 被侵害者は、勝訴判決が確定した後、裁判所に対して敗訴者の費用負担において判
決書の全部又は一部を新聞に掲載するよう決定の申立をすることができる。
2. 特別法の規定
■特許法
a．損害額の算定
①一般の損害賠償
特許法第85条により、損害賠償を請求するときは、次の各号の一を選んでその損害を算定す
ることができる。
一．民法第216条の規定による。但し、証拠方法を提供してその損害を証明することができ
ないときは、特許権者はその特許権を実施して通常得られる利益より、損害を受けた後に同一
特許権を実施して得られる利益を差引いた差額をその受けた損害の額とする。
二．侵害者が侵害行為によって得た利益による。侵害者がそのコスト、又は必要な経費につ
いて立証できないときは、当該物品を販売して得た収入の全部をその所得利益とする。
三．裁判所が特許主務機関又は専門家に委託して算定した数額による。但し、この条項は2003
年以降廃止された。
②業務上の信用の損害賠償
特許権者の業務上の信用が侵害行為により減損されたときは、別途相当金額の賠償を請求す
ることができる。
侵害行為が故意になされたときは、裁判所は侵害の状況を斟酌して損害額以上の賠償額を決
定することができる。但し、損害額の三倍を超えることはできない。
③新聞での判決内容の掲載
特許法第 93 条により、被侵害者は、勝訴判決が確定した後、裁判所に対し、敗訴者の費用
負担において判決書の全部又は一部を新聞に掲載するよう決定の申立をすることができる。
b．付随条件――特許表示
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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ない。
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、権利侵害者が特許に関わる物品であることを知っていて、又
はそれを知り得ることを証明するに足りる事実があるときはこの限りでない。
□

付録：特許表示に関する台湾実務解説

一

特許表示に関する現行規定
專利法第 79 條により、特許権者に対し特許の番号の表示が義務付けられている。「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
にも番号の表示を要求することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。
但し、権利侵害者が特許物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明するのに足りる
事実がある場合は、この限りでない。」。同条は実用新案・意匠に準用する。即ち、特許権者には特許
物品又は当該物品の包装パックに特許証書の番号を表示する義務があり、かつこの義務を果たすことは
損害賠償請求をするときの構成要件の一つである。要するに、特許物品又はその包装パックに特許番号
が表示されていない場合、特許権者は、権利侵害者がそれを特許物品と明らかに認識している、又はそ
れを知りうることを証明するのに足りる事実を立証しない限り、侵害者に対する損害賠償請求が認めら
れない。
二

特許表示の立証責任の帰属
最高裁判所は 87 年度台上字第 921 號民事判決で、「否認者は立証不要」という立証責任分配原則に
より、被告（権利侵害容疑者）が専利法第 79 条を根拠に特許権者に損害賠償請求権がないことを抗弁す
るときは、原告、即ち特許権者は特許物品における特許証書番号表示又は被告が特許物品の存在を明ら
かに知っている、又は知りうることを立証する責任を負う。但し、同条但し書の規定、また実務上特許
権者は訴訟に先立って警告書を侵害者に送付することが多いので、立証責任を負わせることで訴訟にお
いて不利益を受けることにはならないだろう。なぜなら、侵害者は警告書によって特許物品の存在を知
ることができるからである。
三 裁判実務
（一）最高裁判所の特許番号の未表示に関する見解
専利法により特許物品又はその包装に特許証書の番号が表示されているかどうかは重要な攻撃方法と
の見解が、最高裁判所から示されている。同裁判所は 97（西暦 2008）年度台上字第 365 號民事判
決で、特許権者は訴訟において検証のために提出した特許製品に特許表示が為されているものの、
その販売する全ての特許製品に特許番号が表示されたラベルが貼られたかどうかを保証することが
できないため、最高裁はこれを理由に原判決を破棄して差し戻した。そしてほかの判決では、係争
特許製品にはこの製品に関して特許権があり模倣を禁止する、またカタログにも特許出願中という
警告文が表示されているが、それでも特許権者が法により特許番号表示の義務を果たしていると認
定できず、加えて原審では双方当事者はライバル同士で、必ず相手方の製品に留意するに違いない
ことや、国内の特許データバングによる検索サービスが普及していることなどを理由に権利侵害容
疑者が係争特許を知らないはずはないとした原判決を理由不十分で破棄した（最高裁判所 97 年度台
上字第 754 號民事判決）。以上の判決から、最高裁判所は專利法第 79 條但し書規定が権利侵害に
対する損害賠償請求のための特別要件であり、故意過失の主觀要件ではないと考えている結論が得
られる。特許権者が法により特許表示の義務を果たしていれば、権利侵害者は故意過失が求められ
る権利侵害の主観要件を満たしたと推定することができる。逆に、法に基づく特許表示をしていな
いが、権利侵害者がそれを特許物品と明らかに認識している、又はそれを知りうることを証明する
のに足りる事実を立証さえできれば、例えば警告書を送付するなど、上記主観要件を満たしたと推
定することもできる。
（二）知的財産裁判所の特許番号の未表示に関する見解
台湾知的財産裁判所は発足して間もないが、特許表示に関する判決を三件出している。その判決で示
された見解から、同裁判所が特許表示の有無及び専利法第 79 条但し書規定に該当するかについて、
他の裁判所のこれまでの司法判断より比較的実務的であるといえる。例えば同裁判所は 97 年度民專
上易字第 4 號民事判決で、係争特許製品の外装に特許権者が所有する特許の番号が表示されている
と直接認定し、かつその製品の外側の包装パックに貼付された注文書（発注書）も証拠になる。こ
れなら合法的な特許表示とみられる。もう一件は、特許権者は法に従った特許表示をしたと証明す
ることができないが、権利侵害と訴えられた控訴人は、他人の特許を侵害することになるかどうか、
特許事務所に調査を依頼したため、特許権者の特許権の存在を知っていたと自ら認め、同条但し書
規定の規定に該当するとされた。（知的財產裁判所 97 年度民專上易字第 3 號民事判決）。
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四

特許表示の方法
特許証書の番号はなるべく直接特許物品に表示したほうが望ましいが、物品の体積が小さい、或い
は番号が多い場合、物品の包装パック或いは製品カタログに表示してもよい。中国語で表示する場合は
例えば「中華民国第 XXX 号発明専利（発明専利：特許、新型専利：実用新案、新式様専利：意匠）」、
英語で表示する場合は例えば「R.O.C. Patent XXX」或いは「R.O.C. Pat.XXX」。マーケッティング活動
を考えて、商品が流通する市場に通用する言葉で表示すべきである。もし単一物品に多くの特許がある
場合、例えばノートパソコンに搭載する液晶パネル、キーボード、集積回路、メインボード、USB ポー
トなどのパーツにそれぞれ特許が違う場合、該当特許ごとに一々番号を表示しなければならない。
五

不実表示の法律効果
若し、特許を出願していない、或いは出願中であって特許査定が未だ出ていないのに、製品または
その包装に特許番号をでっち上げた場合、特許番号の不実表示による法律責任が追及される可能性があ
る。不実表示は刑法、公平取引法、商品表示法又は民事の権利侵害行為（不法行為）などの関連法規で
規制する対象としてその関連規定が現行専利法から姿を消した。その一方、実務上特許番号の不実表示
で、公平取引委員会から処分されたケースが少なからずある。したがって、特許物品に非ず、又は特許
方法で製造された物でないのに、特許番号を表示した場合、公平取引法違反に要注意。
公平取引法第 21 條第 1 項は「事業者は、商品若しくはその広告、若しくは其の他公衆に知らせる
方法で、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限（賞味期限）、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を招く表示又は標識
をしてはならない。」と定めている。今まで公平取引委員会は同条を根拠に不実表示と認定した態様は、
「特許権を取得していないのに、特許表示をする」、「既に権利期間が満了した特許に基づく表示をす
る」、「未実施の特許を表示する」などが挙げられる。同法第 41 条により、公平取引委員会は不実表示
について次のいずれかの処分にすることができる。
（一）期間を限定してその行為の停止、改善又は必要な是正措置をとることを命ずる。
（二）新台湾ドル 5 万元以上、2,500 万元以下の過料に処する。
（三）期間を超えてもなお改善をしない場合、継続して期間を限定してその行為の停止、改善又は必要
な是正措置をとることを命ずることができる。
六

関連法改正の最新動向
知的財産局は 2009 年年 3 月 2 日に公告した専利法の一部を改正する案（仮）では、第 79 条が削除
されることになっていたが、パブリックコメントを取りまとめた結果、同条は第 100 条に移設され、
「特
許物品には特許証書の番号を表示しなければならない。特許物品に表示することができない場合、ラベ
ル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で表示することができる。表示を付け加えなかった場
合、損害賠償請求時に侵害者がそれを特許物品と明らかに知りながら、又は知り得ることを証明するの
に足りる事実があることを立証しなければならない。」という内容に改められている。
□ 付録：特許証書番号の具体的な表示方法の問題について
１、特許物の表示は、例えば半導体製造装置の中の「△△△」である場合、長期にわたり、正常な稼働
情況で、高温環境下に曝されるために製品に直接貼れることができません。
２、考えられる「特許表示」の方法
2－1 方法の一 次に掲げるラベルは当該「△△△」のパッケージへの貼付が可能です。
2－2 方法の二 次に掲げるラベル内容は当該「△△△」の「取扱説明書」に印刷することが可能です。
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３、具体的な問題
3－1 表示の内容に規制があるかどうかについては、特別な規制が設けられていないのが現況です。
特許表示の内容は、前記添付の通りに、また、中華民国における特許を含むその他の国の特許に
相応する特許番号も同時に付することができます。
3－2 具体的な表示方法及び新法の立法趣旨を現行法にも適用できるかどうかについて
もし、特許物の使用形態又は性質により、直接表示することができない場合でも、上記の表示方
法はいずれも現行法にも、また「新法」にも合致します。また、現行法の適用及び解釈は「新法
改正草案立法趣旨」により釈明、適用できることになっています。
3-3 「特許表示」をどのように挙証するかについて
前記の特許物である「△△△」が市場に公開販売されている物品ではなく、単に特定のクライア
ントに対して個別に販売しているだけであれば、特許権者は、未開封時の外観に特許表示のつい
ている状態を証拠に資するために、写真を撮るなど、証明に足りるどのような方法も採ることが
できます。
3－4 表示証拠の援用については、特許製品の供給がストップして「特許表示」の提供も一時不可能に
なった場合でも、過去の表示証拠を続き援用することができます。また、販売事実がなかった場
合でも、「公告」により侵害者が「知り得る」ことを証明できることは、数多くの判例で裏付け
られているようです。
3－5 特許公告又は公開公告を、第三者が『特許物であることを知り得る』根拠とすることができます。
また、特許権者が送付した「警告状」により特許の侵害を具体的に指摘する方法以外に、包装、
説明書、カタログ等も「知り得ること」の証明として挙げることができます。
新法改正草案

現行法

改正草案立法趣旨

第百条 特許物には特許証書の番号を表示しなければならない。特許物に表示す
ることができない場合、ラベル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で
表示することができる。表示を付け加えなかった場合、損害賠償請求時に侵害者
がそれを特許物品と明らかに知りながら、又は知り得ることを証明するに足りる
事実があることを立証しなければならない。
第七十九条 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番号の表示を要求するこ
とができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない。但し、
権利侵害者が特許物品であることを知っていて、又はそれを知り得ることを証明
するに足りる事実がある場合は、この限りでない。
1. 条項の番号を変更する。
2. 特許表示の目的は、主に特許権者が特許物に明確に表示をすることを奨励し、
他人の特許権を侵害しないよう公衆の注意を喚起することにある。現行法の「表
示をしなかった場合、損害賠償を請求することができない」との規定は、特許表
示が特許侵害の損害賠償を提起する前提条件又は特別要件であるとの誤認を引
き起こしやすい一方、見解が多岐に分かれることにも繋がる。法適用の疑義を生
じさせないために、現行法所定の「損害賠償を請求することができない」との規
定を削除する。
3. また、一部の特許物はその体積が極めて小さいこと、個別包装なしのもの又は
特殊な性質により、特許物本体又はその包装に表示するのに適さないので、例え
ば、チップに関わる特許の場合は、その特許物又はその包装における特許証書番
号の表示という要求が、行き詰まることは明らかである。また、施工（工事）方
法特許は、実際に物又はその包装に表示することができないことを酌量した上、
アメリカ特許法第２８７条及びイギリス特許法第６２条第１項の規定を参考に
し、特許表示の方法を特許物に表示することを原則とし、物に表示できないとき、
ラベル、包装又は其の他他人が認識しうる顕著な方法で表示することができると
改正する。もし、表示を付け加えなかった場合、損害賠償請求時に侵害者がそれ
を特許物と明らかに知っていたか、又は知り得ることを証明するに足りる事実が
あることを立証しなければならない。
4. 「物品」を「物」に改正した理由は、改正条文第 58 条の説明三と同じである。

■商標法
①一般の損害賠償
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商標法第 61 条により、商標権者はその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求するこ
とができる。又、その侵害の排除を請求することもできる。侵害のおそれがあるときは侵害を
防止することを請求することができる。その損害賠償額の計算は、商標法第 63 条により次の
三つの方法の一を選んでその損害を計上することができる。一．民法第 216 条の規定による。
但し、その損害を証明するための証拠方法を提供できないときは、商標権者はその登録商標を
使用することによって通常得られる利益から、侵害された後同一商標の使用によって得た利益
を控除した差額をその受けた損害の額とすることができる。二．商標権を侵害した者がその侵
害行為によって得た利益による。商標権侵害者がそのコスト又は必要経費について立証できな
いときは、当該商品を販売して得た収入の全部をその所得利益とする。三．押収した商標権侵
害に係る商品の販売単価の 500 倍から 1500 倍までの金額を損害額とする。但し、押収した商
品が 1500 点を超過する時は、その総価額で賠償金額を定める。前項の賠償金額が明らかに相
当しないときは、裁判所は情状を参酌して軽減するすることができる。
②業務上の信用の損害賠償
商標権者の業務上における信用が侵害行為により毀損を受けたときは、別途相当の金額の賠
償を請求することができる。
③新聞での判決内容の掲載
商標権者は商標権を侵害した者の費用負担において商標権侵害を認定した判決書の全部又は一部
の新聞での掲載を請求することができる。(商標法第 64 条)
■著作権法
①一般の損害賠償
著作権法第 88 条により、著作権者は故意又は過失により他人の著作財産権或いは出版権を
不法侵害した者に対して損害賠償を請求することができる。その損害賠償額については同条に
より次の三つの方法から択一して請求することができる。
一．民法第 216 条の規定により請求する。但し被害者がその損害を証明できないときは、そ
の権利の行使により一般の情況からして予期できる利益から、侵害を受けた後に同一権利
を行使して得た利益を差引いた差額を以てその受けた損害の額とすることができる。
二．侵害者に対し侵害行為により取得した利益を請求する。但し侵害者がその原価或いは必要
費用を証明できないときは、その侵害行為により取得した全部の収入をその所得利益とす
る。
三．被害者が容易にその実際の損害額を証明できないときは、裁判所に侵害の情状により新台
湾ドル 1 万元以上 100 万元以下の賠償額の算定を請求することができる。損害行為が故意
に為され、且つ情状が重大なときは、賠償額を新台湾ドル 500 万元までに増やすことがで
きる。これはいわゆる法定損害賠償額という。
②新聞での判決内容の掲載
著作権法第 89 条により、被害者は侵害者の負担において、判決書の内容の全部又は一部の
新聞、雑誌での掲載を請求することができる。
③著作人格権が侵害された場合も、侵害者するものに対して差止請求､防止措置の請求と損害
賠償請求が出来る。非財産上の損害が発生する場合でも、被害者が金銭の賠償を請求できる。
著作人格権に対する侵害の救済として、他に著作者の氏名又は名称の標示請求権と訂正請求権
若しくは其の他名誉回復の適切な処分が含まれる。
④著作権を侵害するものに侵害排除又は予防若しくは損害賠償請求などをする場合は、合わせ
て侵害行為によって作成された物品或いは侵害行為に供されたものに対して、破棄か其の他必
要な措置を取ることが出来る。
■公平取引法
①一般の損害賠償
公平取引法第 30 条から第 32 条に、被害者の公平取引法違反の事業者に対する侵害行為の差し
止め請求権と侵害防止請求権を設けるほか、損害賠償請求権の規定も設けてある。
同法に違反したことにより、他人の権益を侵害したとき、侵害する側は損害賠償責任を負う。
被害者は裁判所に対して侵害の状況を参酌して、事業者が故意に行った行為について損害額以上
の賠償を算定することを請求することができる。但し、既に証明された損害額の三倍を超えては
ならない。侵害者が侵害行為により利益を獲得したとき、被害者はなお同利益について損害額の
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計算を請求することができる。
消滅時効も一般の不法行為と同じく､被害者が加害者の行為及び責任を負うべきものを知って
から 2 年間、侵害行為が発生してから 10 年間となっている。
②新聞での判決内容の掲載
公平取引法第 34 条により、被害者は裁判所に訴えを起こしたときに侵害者の負担において判
決書の内容を新聞に掲載することを請求することができる。
■営業秘密法
①一般の損害賠償
営業秘密法第 13 条により、営業秘密を侵害された者が損害賠償を請求するときは次の方法を
択一して請求することができる。一．民法第 216 条の規定により請求する。但し被害者がその損
害を立証できないときは、通常それを使用するときに予期できる利益から、侵害された後に同一
の営業秘密を使用して得た利益を差し引いて得た差額をその受けた損害の額とすることができ
る。二、侵害者が侵害行為によって取得した利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必
要な費用を立証できないときは、その侵害行為によって取得した全部の収入をその所得利益とす
る。また、侵害行為が故意になされたときは、裁判所は被害者の請求によりその侵害された情状
を考慮して損害額以上の賠償を算定することができる。但し、既に立証された損害額の三倍を超
過してはならない。
②新聞での判決内容の掲載
同法に関連規定がない。
■集積回路回路配置（レイアウト）保護法
①一般の損害賠償
集積回路回路配置（レイアウト）保護法第 29 条により、回路配置権者はその回路の配置権を侵害
した者に対して、損害賠償のほか、その侵害の排除を請求することもできる。侵害の虞がある
と認めるに足りる事実があるときは、その防止を請求することができる。独占的ライセンシー
専属実施権者もまた請求することができる。但し、回路配置権者が通知を受けても請求せず、
かつ契約に反対の約定がない場合に限る。配置権者又は専属実施権者が権利を行使するときは
鑑定書を添付しなければならない。
損害賠償を請求できる範囲は同法第 30 条により次の方法から択一して計算することができ
る。一．民法第 216 条の規定により請求する。但し、その損害を証明する証拠方法を提供できな
いときは、被害者は通常回路の配置を利用して獲得できる利益から、侵害された後に同一の回路
配置を使用して得た利益を差し引いて得た差額をその損害額とすることができる。二．侵害者が
侵害行為によって取得した利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要な費用を立証で
きないときは、同回路の配置又は同回路の配置を含む集積回路を販売して取得した全部の収入を
その所得利益とする。法定損害賠償額について、裁判所は被害者の請求によりその侵害された情
状を参酌して新台湾ドル五百万元以下の金額を算定することができる。
②新聞での判決内容の掲載
第 29 条にいう被侵害者は敗訴側の負担において、別途判決書の内容の全部又は一部を新聞に掲載
することを請求することができる。
■個人情報保護法
①一般の損害賠償
損害賠償の計算方法は同法違反に係る主体は公務機関であるかどうかによる。
第 28 条により、公務機関が規定に違反したことにより、当事者に損害を生じさせたときは、損害
賠償責任を負う。但し、損害が天災、事変又はその他の不可抗力による事由により生じたとき
はその責任を免除される。財産上の損害でなくても、被害者は相当金額の賠償を請求すること
ができる。その名誉が侵害されたときは、なお名誉回復に適当な処分を請求することができる。
この二つの損害賠償の総額は一事件につき一人当たり、新台湾ドル二万元以上十万元以下の範
囲で計算する。但し、被害者が受けた損害が当該金額を超えることを証明できるときはこの限
りでない。同一の原因、事実に基づき、当事者に対して負う損害賠償責任の限度（合計額）は
新台湾ドル二千万元以下とする。また、第 29 条は、非公務機関が同法規定に違反したことによ
り、当事者の権益に損害を生じさせたときは、故意によるものではないこと、又は過失のない
ことを証明できる場合を除き、損害賠償責任を負わなければならない、と定めている。
このほか、第 31 条により、損害賠償においては、本法規定のほか、公務機関は国家賠償法の規定、
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そして、非公務機関は民法の規定を適用する。
②業務上の信用の損害賠償
前に述べたように、被害者は財産上の損害を受けなくても、相当金額の賠償を請求することがで
きる。その名誉が侵害された者はなお名誉回復に適当な処分をするよう請求することができる。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-3 付録．QA：
訴訟種類
Q1：「消極的確認の訴え」とは特許権者が権利を主張する前に、まず裁判所の判決をとおして、特許権
者の請求権が存在しないことを確認し、権利侵害訴訟の発生を防ぐことである。但し、民事訴訟法の規
定によれば「消極的確認の訴え」は「原告に確認判決を受けるはずの法律上の利益がある」ことと、な
お且つ「代替となる他種訴訟を提起することができない」という制限がある。現在司法実務上では、ど
のような状況が「原告が確認判決を受けるはずの法律上の利益」で、無効審判請求と行政訴訟ルートが
「消極的確認の訴え」の提起と代替することができる「他種訴訟」なのかについては、いずれも今後明
確にされるべきである。
A：
特許損害賠償請求権が存在するか否かの「消極的確認の訴え」は知的財産裁判所でも目下判決が二例し
かないが(97 年度民專訴字第 15 号と 97 年度民專訴字第 55 号)それを参考とすることができる。；一例
目は特許権者(被告)が原告の契約相手に原告がその特許権を侵害している疑いがあると伝えた為に、原
告が契約できなくなったというもので、原告は裁判所に被告に権利侵害行為請求権が存在しないことを
確認するよう請求した。裁判所は確かにこのような状況下で、原告に「消極的確認の訴え」提起の「確
認の利益」があるとして受理したが、審理中に被告が他人に対して原告が特許権を侵害しているとの疑
いを主張したことがないことが発覚し、原告敗訴となった。判決書中では、審理を経て原告が主張して
いる「確認の利益がある」という事実が存在しないことが発覚したので、特許権者が原告に対し権利侵
害訴訟を提起していない内に、もし原告が特許について取消し又は廃止されるべきだと主張する場合、
その性質は特許無効審判請求に近いので、行政訴訟ルートにより処理するべきであると説明している。
もう一つの例は原告が特許権者の警告書に返信して、権利侵害していないと告知した後に、特許権者が
絶え間なく警告書を原告の取引き先に送付し、なお且つ遅々として原告を起訴しなかったものである。
原告は訴えられる危険を先に回避するため、被告請求権の不存在を確認するよう「消極的確認の訴え」
を提起し、その起訴理由では当該特許の無效も含まれていた。
そこで被告はもし原告が特許が無效だと考えるなら、順序に沿って無効審判請求と行政訴訟手続きをす
るべきで、これは「消極的確認の訴え」と代替することができる「他種訴訟」にあたるので、原告は「消
極的確認の訴え」を提起することができないと主張した。しかし、裁判官は行政訴訟事件の特許が有効
か否かの確認は、請求権の存在の確認ではないので、「消極的確認の訴え」の提起と代替できる他種訴
訟ではないと判断し、当該案件を受理した。審理をしたところ、原告製品は係争特許の特許出願範囲に
入っていなかったので、特許権者の原告製品による権利侵害の損害賠償請求権も存在しないと判決され
た。
よって、上述の判決二例に依れば、現在「消極的確認の訴え」を提起する前提は、上記二例の状況のよ
うに、特許権者が先ず他人に特許権を主張しなければならず、それで始めて裁判所から「原告に確認判
決を受けるはずの法律上の利益」が認定され、「消極的確認の訴え」を提起することができる。しかし、
現在業界では研究開発過程に於いて、競合業者の特定特許を侵害しているかどうかの疑いが常々発生し
ている為、業界では特許権者が主張する前に、賠償請求されるリスクを事前に避けることを目的として、
特定特許に対し先に「消極的確認の訴え」を提起する必要性があると考えられている。この点について
は、知的財産裁判所が「司法院 2009 年度知的財産法律座談会」の中で「確認利益の有無」は各案件ご
とに判断する必要があると説明しているのみで、上述判決以外、どの種の状況が「原告に確認判決を受
けるはずの法律上の利益がある」と認められるのかについては説明がない。
「消極的確認の訴え」の中で権利有效性抗弁を提出できるかどうかについて、知的財産裁判所はその回
答として次のように述べている。：知的財産案件審理法第 16 条第 3 項の規定に依れば、裁判所から取
消し、廃止の原因があると認定された場合、知的財産権者は当該民事訴訟に於いて他人に権利を主張す
ることができないことになっており、よって消極的確認の訴えに於いて、原告は権利有效性、権利侵害
の有無及び実施可能性等の攻擊方法を以って特許権者の特許には取消し又は廃止の原因があると主張し、
裁判所に特許権者が主張する請求権が存在しないことを確認するよう請求することができるが、もし裁
判所に特許権取消しの判決を望む場合、やはり行政訴訟のルートで行わなければならない。(参考法律：
知的財産案件審理法第 1 条、第 16 条、知的財産案件審理細則第 29 条、民事訴訟法第 247 条)。
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手続審理
Q2：知的財産裁判所の設立以来、訴訟の目的の価額をどのように定めるかが、常に討論の争点の一つと
なってきたが、これまで討論されたものは次のようなものである。
1. 特許法第 84 条第 1 項後段に基づく侵害排除又は防止の請求の声明時、訴訟の目的の価額をどのよ
うに計算するのか?
2. 「侵害の防止、排除及び停止」及び「損害賠償」を同時に請求する時、価額を合算するのか？
3. 特許法第 89 条、商標法第 64 条、著作権法第 89 条及び公平交易法第 34 条に基づき判決書内容を新
聞に掲載するよう請求する時の裁判費用はどのように計算するのか？
4. 被告がその特許権、商標権及び著作権を侵害し原告の名誉も侵害されたと考え、新聞に謝罪文を掲
載するよう求めた時、どのように訴訟の目的の価額を計算するのか？
5. 原告が民事訴訟を提起したが裁判費用を完納していなくて、補充納付するよう裁判官が決定した場
合、被告に当該決定を送付するのか?
A：
1. 特許法第 84 条第 1 項後段に基づく排除請求又は侵害防止の声明について、司法院 98 年度知的財産
法律座談会では多数が訴訟の目的の価額は原告が被告の侵害停止により得る利益を以って定められ
るべきだとしたが、当該利益が関係する要素は多岐に渡り確定が難しく、民事訴訟法第 77 条の 12
の決定できない事情に該当するので、第三審に上告できない最高利益額に十分の一を加えてこれを
定め、現在は新台湾ドル 165 万元としている。
2. 最高裁判所の見解に依れば、侵害排除、侵害防止及び賠償損害の請求は、特許法第 84 条第 1 項、
第 3 項規定に従って行う三項の異なる方法の声明であるが、それが依拠する請求の訴訟の目的の法
律関係は、同じく特許権侵害に由来するものであり、当該三項の請求の間には互いに依存又は関連
関係が存在するので、同時に「侵害の防止、排除及び停止」及び「損害賠償」を請求する時は、民
事訴訟法第七十七条の二第二項の規定に基づいて、損害賠償請求の価額を合算することはしない。
3. 特許法第 89 条、商標法第 64 条、著作権法第 89 条及び公平交易法第 34 条に基づく請求の場合、司
法院 98 年度知的財産法律座談会では多数がそれは財産権に起因した起訴ではないので、民事訴訟法
第 77 条の 14 に基づき、裁判費用新台湾ドル三千元を徴収すべきだとの考えを示した。
4. 名誉が侵害を受けて民法第 195 条第 1 項に基づき名誉回復を請求する時について、司法院 2009 年
度知的財産法律座談会では、多数がそれは財産権に起因した起訴ではないので、民事訴訟法第 77
条の 14 に基づき、裁判費用新台湾ドル三千元を徴収すべきだとの考えを示した。
5. 訴訟費用は確かに原告により前納されるが、これは被告の訴訟費用負担利益に関わるので、司法院
98 年度知的財産法律座談会では、多数が被告に送付して抗告の機会を与えるべきで、補充納付決定
が確定した後に割当して審理するべきだとの考えを示した。実務上も大変多くの訴訟に於いて原告
による訴訟費用完納の有無について被告が争議する問題が発生しているが、もし訴訟開始時にこれ
を確認することができれば、訴訟の遅延を避けることができる。(参考法律：知的財産案件審理法第
1 条、民事訴訟法第 77 条の 1、第 77 条の 2、第 77 条の 12、第 77 条の 14)。
Q3：台湾の特許法第 84 条第 1 項前段規定に依れば、特許権が侵害を受けた時，特許権者は損害賠償を
請求でき、独占的実施許諾の状況については、特許権者が損害賠償を請求できるかの規定がないのか？
また、もし当該ライセンス契約が登記されていない場合、ライセンシーはやはり損害賠償を請求するこ
とができるのかについても、争議がある。
A：
現在著作権法だけが独占的ライセンサーは、許諾範囲内に於いて権利行使することができないと規定し
ているが、特許法では明文化されていない。実務上では、特許権者は特許の独占的実施許諾範囲内に於
いて、権利の権能が既に空洞化しているので、侵害者に損害賠償を主張することができないとされてい
る。特許法第 59 条では確かに「特許権者はその発明に係る特許権を他人に譲渡、信託、実施許諾又は、
質権を設定する時、特許主務機関に登記しなければ、第三者に対抗することができない。」と規定され
ているが、但し、その状況は未登記の場合であり、ライセンシーがその他のライセンシーに特許実施許
諾権を主張することができないというだけである。特に、台湾の実務では権利元のライセンサーは既に
独占的実施許諾により、侵害者に損害賠償を請求することができないとされている。よって、もしライ
センシーも未登記であれば権利侵害者に対抗できないので、権利侵害行為が発生しても、誰も権利主張
できないという結果になってしまう。このような事情により、司法院 2009 年度知的財産法律座談会で
も、多数が未登記の独占的ライセンシーも損害賠償を請求することができるとの見解を示した。(参考法
律：特許法第 59 条)。
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保全手続
Q4：知的財産案件の暫定状態を定める処分の申立てでは、当該法律関係の存在及び暫定状態を定める必
要性を疎明しなければならない。したがって、裁判所は「保全の必要性」を審理する外、更に「権利有
效性」と「権利侵害の有無」を審理しなければならない。手続き上は、一般の保全処分で採用されてい
る書面審査とは異なり、裁判所が法廷で審理する。しかし、司法院が制定した「知的財産民事事件で暫
定状態を定める処分の審理方式」に依れば、過去、裁判所は 2 から 3 ヶ月以内に決定しなければならな
いので、審理時間が不十分であることから、実務上では暫定状態を定める仮処分の許可率が低くなって
おり、権利者の即時的な保護としては不十分だと言える。
A：
知的財産裁判所の回答としては、知的財産裁判所の案件処理期限の規則に従い、申立ての受理より四ヶ
月を過ぎても未終結のものはリストアップされ、五ヶ月を過ぎても未終結のものは遲延案件に入れると
のことである。但し、暫定状態を定める処分案件はやはり法廷での審理が必要なので、一般の申立てと
は異なるので、同様の案件処理期限を適用することは難しく、知的財産裁判所も既に司法院に案件処理
期限を緩和して八ヶ月で遲延とするよう要望を出した。現在司法院で当該案件処理期限規則の検討が進
められている。現在新たに修正された「知的財産民事訴訟事件審理方式」で設定されているスケジュー
ルは、知的財産裁判所の審理期間を最長五ヶ月にするというものである。(参考法律：知的財産案件審理
法第 22 条、知的財産案件審理細則第 37 条)。
Q5：知的財産裁判所による証拠保全に関する決定の執行が拒絶された時、司法警察を指揮して強制力に
よる搜索ができるか否かについては争議がある。知的財産案件審理法第 18 条第 4 項規定に依り、証拠
保全手続きに於いて相手方が正統な理由なく拒絶した場合、必要程度の範囲内で強制力による排除をす
ることができるので、裁判官も司法警察を指揮して搜索を進めることができるという考えもあるが、そ
の一方で、これは民事訴訟手続きであるから、強制力の介入は節制すべきだとの考えもある。
A：
台湾の一審及び二審裁判官の代表が出席した司法院 2009 年度知的財産法律座談会では、多数が現在特
許法は既に無罪化しているので、刑事上の搜索方式を用いて執行するのは過当であり、「必要」の範囲
を超えているという見解を示した。従って、多数が強制執行法の物の引渡しに関する請求権執行規定を
準用して民事手続きにより保全手続きを執行するのみで、警察を指揮して搜索を行うことはできないと
している。(参考法律：知的財産案件審理法第 10 条、第 18 条第 4 項、強制執行法第 123 条以下、刑事
訴訟法第 122 条以下)。
Q6：特許法第 86 条に依れば「他人の特許権を侵害する為に使用された物、又はその行為により生じた
物については、侵害された者の請求により仮差押えをし、賠償の判決があった後に、賠償金の全部又は
一部にこれを充当することができる。」となっている。
疑問なのは、当該条項に基づく仮差押と、一般民事訴訟の仮差押とはどこが違うのかということである。
もし、債務者に無資力又は浪費、財産隠匿の事情がない場合、特許法に基づいて仮差押をすることがで
きるか?
A：
司法院 2009 年度知的財産法律座談会では、多数が特許法第 86 条は執行の目的を規定しているのみであ
り、申立人が疎明しなければならない仮差押の原因は、やはり民事訴訟法第 523 条の規定に依る、後日
執行不可能又は執行が困難となる虞の事情だという見解を示している。例えば債務者が無資力又は財産
を隠匿しても、他人の特許権を侵害する物だという認定のみで、直ちに裁判所に仮差押の実施を請求す
ることはできない。なぜなら執行時に「他人の特許権を侵害する為に使用された物」と認定することは、
その判断が容易ではないからである。本条規定は実務上困難があるので、特許法修正草案では既に削除
されている。(参考法律：特許法第 86 条、民事訴訟法第 523 条、第 526 条)

実質審理
Q7：技術審査官は裁判官の心証形成に影響力を持ちますが、現行制度の下では、当事者が意見を示せる
機会がない。その事情は次のとおり。：
1. 技術審査官の職責は裁判官の訴訟に関わる技術事実への理解を助けることであり、従って知的財産
案件審理法第 5 条で技術審査官に裁判官の忌避規定を準用すると規定されており、技術審査官の意
見が裁判官に偏った影響を与える事態を回避できるようになっている。現在、知的財産裁判所では
案件受理後、裁判官が準備手続きの一回目の審理前に、技術審査官と案件の事情を討論するが、当
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2.

3.
4.

5.

該裁判所が技術審査官を指定する時に、直ちに当事者に知らせることをしないので、当事者が開廷
前に忌避すべき技術審査官を忌避すよう要求することができない。
現在、知的財産裁判所技術審査官の人数はわずか 9 名であり、技術審査官に対し全ての各種争議技
術について十分に理解するよう求めることは困難である。審理時、裁判官がもし技術審査官に全過
程出廷するよう求めなければ、当事者も直接技術審査官に説明する機会がなくなってしまう。；
制度上、技術審査官が作成した技術審査報告は裁判官の参考として提出されるだけで、当事者は閲
覧することができず、意見を述べることもできない。；
技術審査官の配置により、当事者からの専門家証人による技術説明の提出、又は権利侵害が疑われ
る製品を専門鑑定機関に送って鑑定してもらうことを、知的財産裁判所が排除してしまう懸念があ
る。；
技術審査官が行政訴訟中に、当事者が主張していない理由について、別途意見を提供し、結果的に
裁判官が唐突な裁判を行うことがある。

A：
1. 過去、裁判所が技術審査官を指定する際、決定は技術審査官にのみ送られ、当事者には送られなか
った。よって、当事者が機を逃さずに技術審査官の忌避を請求することができなかったので、知的
財産裁判所も以後は同時に当事者へも送付することを承諾した。しかし、現在の実務上では、技術
審査官指定の決定に、抗告出来ないと付記されていることも少なからずあり、当事者がそれに不服
を示すことができなくなっている。 (参考法律：知的財産案件審理法第 5 条、知的財産案件審理細
則第 11 条、第 13 条)。
2. 原則上必要な事情がある以外、例えば他の裁判所案件の支援等、又は案件状況に於けるニーズの程
度によるが、知的財産裁判所は技術審査官が全過程に参与するべきだとしているが、現在当事者に
質問するケースは少ない。(参考法律：知的財産案件審理法第 4 条、知的財産案件審理細則第 13 条
第 3 款、第 14 条)。
3. もし、裁判所に技術報告の公開を求め、当事者が閲覧したりそれに対して意見を提出することを認
めるなら、技術報告は即ち証拠と位置づけられ、報告を作成する技術審査官も法廷で尋問を受けな
ければならなくなるので、これは現在の当事者が技術審査官に対し質問できないという規定と不一
致になる。また、裁判官は別途、確かに技術報告を閲覧することができないが、技審官、裁判官が
提出した技術問題に注意することで、技術審査官の考えを理解できると説明している。また、もし
当事者に技術報告閲覧を開放することができないなら、少なくとも裁判官にその心証を公開するよ
う求め、当事者が意見を表明する機会を得られるようにするべきだという考えに対し、ある裁判官
は、各案件中の勝敗のポイントとなる争点について、当事者が攻防できるよう適度に開示するべき
だとの考えを示した。しかしその一方である裁判官は、各案件ごとに認定する必要があり、公開す
べき事情を掌握するのは難しいと述べている。(参考法律：知的財産案件審理細則第 16 条第 2 項與
第 18 条)。
4. 確かに、専門家証人の提出には制限があるとの声があるが、知的財産裁判所は技術審査官の配置に
より当事者が専門家証人を提出することを制限することはないと回答している。知的財産裁判所裁
判官も、鑑定を排除してはいないが、まず双方が主張し、なお且つ理由を説明しなければならない
としている。(参考法律：知的財産案件審理法第 4 条)。
5. 行政訴訟は職権による調査原則を採用し、当事者による主張の拘束を受けないことになっているが、
行政訴訟法でも証拠調査の結果は弁論できるよう当事者に告知するべきだと規定している。当事者
は技術審査官が作成した報告を閲覧できないので、もし裁判官が心証を公開しないとすると、当該
状況は実質的に行政訴訟法の規定に違反することになる。この部分については裁判官より、技術審
査官には当事者が提出した争点についてのみ報告を提出するように求めると回答があった。(参考法
律：行政訴訟法第 125、141 条)。
Q8：知的財産裁判所は審理のスピードを過度に強調しているが、当事者に十分な攻防の機会を与えてい
ない。その事情は次のとおり。：
1. 起訴又は上訴後相手方に与える一回目の抗弁までの時間が短すぎる。
2. 準備手続き中に双方がまだ完全に意見陳述し終わっていないのに、争点整理をするので、双方が十
分に争点を提出する機会を制限している。
3. 特許有效性に関わる争議の時、十分な検索時間を与えていない。；
4. 審理時に双方に十分な陳述の機会を与えておらず、例えばそれは、専門家証人提出の制限、専利師
（弁理士）の発言を許可しない等である。
5. 煩雑な問題に関わる案件に於いて、現在審理の方式は攻防できる十分な時間を与えていない。
A：
知的財産権裁判所は今年知的財産案件審理方式を修正し(添付をご参照)、裁判官が具体的な案件で、通
常は審理方式に基づき、当事者と案件進行スケジュールを決定する。その中には、調査の内容、順序等
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が含まれるが、もし当事者が協力しない場合、失権效等の法的效果が発生する可能性がある。
上述の問題について、現在新たに公布された審理方式と実務運営の現況は次のとおり。：
1. 現在の知的財産裁判所が新たに公布した審理方式は、一回目の回答期間を 30 日とし、一般裁判所の
7-10 日より長くなっている。
2. 現在準備手続き中で、下記の事情が発生した後は、争点制限を提出することができない。
(1) 特定の争点、例えば特許有效性については、裁判所が定めた期間内に提出しない場合、再び
提出することができない。
(2) 準備手続き中は、随時争点を提出することができるが、但し裁判官が双方に争点について意
見があるかと尋問し、当事者が調書に署名した後は、正当な理由がない場合、再び争点を変
更することはできない。
3. 有效性争議の前案の検索期間に関しては、現在双方が法廷で協議し、裁判所が双方の意見を考慮し
て、合理的な期間を決定しますが、現在知的財産裁判所が公布している審理計画に依れば、原則上
は一ヶ月です。もし、もっと長い期間が必要な場合は、過去の経験に照らして、裁判所が当事者に
具体的な理由を説明するよう求める。
4. 確かに、専門家証人の提出が制限を受けるとの声があるが、知的財産裁判所は技術審査官の配置に
より当事者による専門家証人の提出を制限することはないと回答している。専利師（弁理士）の発
言が制限を受けるかどうかの状況は、単なる特定な案件のみの例に止まる。
5. 現在の平均では一審が 7 ヶ月、二審が 5 ヶ月で終結しますが、初期の受理案件が比較的に少なかっ
た上、裁判所も先に簡単な案件から結審したので、終結までの期間が短くなったと思われる。受理
案件が増加するに従い、審理に必要な期間も長くなる傾向がある。また、新たに修正された審理方
式では、審理方式が双方ともに本国人である事情に適用される場合だと付記説明されており、なお
且つ特に、実際の審理に必要な期間は各案件の状況により調整するものであると説明されている。
従って、現在審理方式は過去に比べてフレキシブルなものになっている。但し、当該審理方式は今
年度(2010 年)三月末に公布されたものなので、その実施効果はまだこれから見守ってゆく必要があ
る。

Q9：知的財産権審理法規定に依れば、当事者が知的財産権に取消し又は廃止されるべき理由があると主
張又は抗弁した場合、裁判所はその主張又は抗弁に理由があるかどうかを独自に判断し、訴訟は停止し
ないことになっている。但し、裁判所の実務運営上では、各法廷不一致であり、ある裁判官は審理期日
を決める際に、行政訴訟判決結果が出るのを待ってから行うが、そうしない場合もある。
A：
知的財産裁判所は、現在原則的に民事権利侵害訴訟では、無効審判請求の進度又は行政訴訟の進度を考
慮して審理期日を定めると回答している。但し、もし当事者が待つ必要がないと表明したり、又は知的
財産局が知的財産裁判所の判決後に無効審判請求を審決するとの見解を提出した場合、裁判所は先に判
決を下す。よって、現在裁判官が審理期日を定める際に行政訴訟の結果を待つのかどうかは、やはり、
各裁判官が独自に斟酌し決定していると言える。(参考法律：知的財産案件審理法第 16 条第 1 項)。
Q10：現在特許権利侵害案件に於いて、もし特許が無效だと判定された場合、裁判所は双方に再び権利
侵害の有無について弁論を命じることはないが、審級保障の観点からすれば、特許有效性と権利侵害の
有無はいずれも審理して、双方の利益の平衡を保障するべきだと思われる。
A：
しかし、知的財産案件審理法第 16 条第 2 項では、もし特許が無效だと認定された場合、原告の訴えも
棄却されると規定されており、裁判官も判決書の中で権利侵害の有無について説明を加えることはない。
確かに裁判官は裁判所の特許有效性と権利侵害の有無をいずれも審理したと説明しているが、現在のと
ころ、当事者はやはり裁判官の心証を知ることができない。また、確かに新たに修正された審理方式で
は、先に特許有效性を審理し、後で権利侵害の有無を審理する順序で進行することになっているが、審
理方式は単に裁判官が当該類の案件を審理する際の参考に供されるだけであり、現在の実務上では、裁
判官が各案件の状況を見てどれを先に審理すべきか調整しています。例えば、権利侵害と指摘された製
品が、明らかに侵害していない状況があれば、裁判官は必ずしも有效性から先に審理を始める必要はな
いと考える。(参考法律：知的財産案件審理法第 16 条第 2 項)。
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□

付録：知的財産裁判所及び知的財産案件審理体制

最高行政裁判所

最高裁判所

控訴審

最高裁判所

上告審

知

的

行政訴訟第一審

財

産

上告審

裁

民事訴訟第二審

*特許/実用新案/意匠権事件
*商標権事件

*光ディスク管理条例
*集積回路の回路配置利用権事件
*植物品種及び種苗法事件

所
刑事訴訟第二審
*商標権事件

民事訴訟第一審

*著作権事件

判

*特許/実用新案/意匠権事件

*著作権事件
*公平取引法第 35 条 1 項（20
条 1 項に関する）/36 条（19 条

*商標権事件
*著作権事件
*光ディスク管理条例
*営業秘密

経済部訴願審議委員会

訴

*集積回路の回路配置利用権事件
*植物品種及び種苗法事件

願

地方裁判所

刑事訴訟第一審

知的財産局
特許・商標再審査委員会注
（「専利・商標復審委員会」）

知的財産局
審査部

注：日本特許庁審判部に相当。知財裁判所の創設
にあわせて設置する予定。いつ設置するかメドが
立っていない。08 年現在、特許・商標行政救済手
続きについて現行の「四審四級」を「三審三級」
に改める方向で検討中。
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8-4

民事訴訟の停止
訴訟の全部又は一部の裁判が、他の訴訟に掛かる法律関係の成立如何に依存する場合、裁判所
は当該訴訟が終了するまで、決定を以って本訴訟を停止することが出来る。
但し、2008 年以降知的財産関連事件審理法の施行に伴い、同類型の事件が係属する裁判所（知
的財産裁判所または一般の民事管轄裁判所）が、本件の実体権利（特許、商標または著作権等）の
有効性に関して認定する権限が認められるので、当事者の権利無効の抗弁によって、侵害訴訟の裁
判手続きが停止する必要性がなくなる。
Ｑ．特許裁判は無効審判の結果を待たなければならないか？
台湾では知的財産局が無効審判の管轄機関となり、裁判所は直接其の審理を行わない。
無効審判は提起する主体に関して制限がなく、提起する時期も自由である。警告状を受けた権利
侵害容疑者から、無効審判を請求されることもよくあるが、無効審判請求の動機などもまったく問
われることがない。
無効審判の結果に民事裁判又は刑事裁判の判決が依存することがよくあるので、法律によって裁
判所は無効審判の結果が確定となるまで裁判の進行を停止することを許すが、停止することが必ず
しも必要ではない。勿論専門判断の責任を嫌って、停止決定を下す場合が殆どである。
但し、異議申立や無効審判で権利者の権利行使を妨害する作戦も目下の法制度では仕方がない現象
だが、権利の有効性が特許庁の決定の次に訴願委員会の決定によっても維持された場合、相当権利
の正当性と有効性を期待できると思われるので、例え侵害容疑者が行政訴訟まで提起しても、権利
者は行政訴訟の判決が確定するまで待たずに、特に民事上の不法行為による請求権が時効にかから
ないうちに然るべき警告又は提訴若しくは仮処分の請求をすべきである。
しかしいずれにしても、この裁判手続きの停止による IP 紛争事件の訴訟進捗の遅延が深刻な問題
となり、抜本的な解決方法として「知的財産関連案件審理法」が制定され、管轄裁判所が独自の権
限で本裁判事件において、権利の有効性に関して認定する権限が与えられた。
一方、裁判所の侵害事件に於ける本案 IP 権利有効性の認定が、事後に知的財産局（IPO）の正式
な無効審判請求手続きに於ける認定の結果と異なる場合は、法律上の論理だけでは、司法当局の権
限と行政主務機関の権限が互いに阻害しなく並行するものと理解することは可能だが、当事者にと
っては納得しにくい結果になり兼ねない。このような矛盾する裁判上の判定結果と行政主務機関の
認定結果を防ぐために、台湾の知的財産局（IPO）は、裁判所で紛争事件の根拠となる IP 権利に対
して、事後にその有効性が問題にされる無効審判などの案件が発生する場合、なるべく先立った裁
判手続き上で考察された証拠資料などを引用して、周到に考慮したうえで判断することを方針とす
ると発表している。又、「知的財産権関連審理法」の規定によれば、裁判所が特定の権利の有効性
に関して判断する際、知的財産局に審査官などの人員の訴訟参加を要請することが出来るとされて
いる。なるべく早期に行政側と司法当局の間に、密な連携と討議に基づいて齟齬しない見解を確保
するための措置になると思われる。（知的財産案件審理法第 16 条及び第 17 条）
■民事訴訟法第 182 条
訴訟の全部又は一部の裁判が、他の訴訟に掛かる法律関係の成立如何に依存する場合、裁判所は
当該訴訟が終了するまで、決定を以って本訴訟を停止することが出来る。
前項の規定は、法律関係の成立如何が本件継続の裁判所以外の機関によって決定される場合、そ
れを準用する。
■刑事訴訟法第 297 条
犯罪の成立如何又は刑の免除事項につき、民事上の法律関係に依存する場合、当該民事事件が既
に起訴されたとき、其の民事手続きが終結するまで刑事裁判を停止できる。
■知的財産案件審理法
第 16 条 当事者が特定の知的財産権に関して、取り消し又は廃止等の原因があると主張する或いは
抗弁する場合、裁判所はその主張若しくは抗弁に対して理由があるか否かについて独自で判断する
ことが出来る。そのとき、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、特許法、植物品種及び種苗法又は他
法律に規定される「訴訟手続きの停止」の適用を受けない。
前項の場合において、裁判官が権利に関し取り消し、廃止の原因が存在すると判断するとき、当該
権利の権利者は相手側の当事者に同権利を主張することが出来ない。
第 17 条 裁判所は、当事者の前条第 1 項による主張若しくは抗弁について判断するため、必要なと
きに決定（決定）をもって知的財産所管機関（知的財産局）に訴訟参加を命ずることができる。
知的財産所管機関が前項規定により訴訟に参加したときには、前条第 1 項の主張若しくは抗弁につい
ての理由の有無に関するものに限って、民事訴訟法第 61 条の規定を適用する。
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民事訴訟法第 63 条第 1 項前段、第 64 条の規定は、知的財産所管機関が訴訟に参加する場合におい
てこれを適用しない。
知的財産所管機関が訴訟に参加した後において、当事者は前条第 1 項の主張若しくは抗弁について争
わない場合、裁判所は訴訟参加の決定（決定）を取り消すことができる。
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8-5
■

民事訴訟手続きの流れの概要
民事訴訟の提訴と訴訟手続の流れ

裁判所より起訴理
由補充状と答弁状
の交換の通知（その
旨の通知抜きで準
備法任を開くこと
もよくある）

民事
起訴

約 1 ヶ月間

1 回目の
準備
手続

約 1 ヶ月間

2 回目の
準備
手続

3-4 週間

3 回目の
準備
手続

3-4 週間

3-4 週間

3 回目の準
備手続：
通常 3 回
ほどある

1 回目の準備手続：
地方裁判所では、当事
者に緊張感を与えて証
拠資料を早期に裁判所
に提示させるように、ま
た随時訴訟審理を合法
的に終了できるように、
法廷準備手続を省略し
てすべての手続を口頭
弁論と称することがよ
くある。
高等裁判所における
第二審訴訟の場合は、必
ず準備手続形態の法廷
が 2 回から 5 回ほど開
かれる。最後に口頭弁論
公判廷で締めくくる。そ
のため高等裁判所の第
二審手続のほうが早く
終了できる。
最高裁判所は書面審
理のみで、6 ヶ月ほどで
判決が下される。
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4 回目の
準備
手続

5 回目の
準備手続
又は最終
口頭弁論

3-4 週間

2-4 週間

5 回目の準
備手続を
とるのは、
複雑案件
の場合

判決の
言渡し
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■

案件受
理：
審査廷に
移行

知的財産民事一二審訴訟事件手続の概要（特許権利侵害事件を例に）

第一回目の
書面先行
（被告に答
弁状の提出
を命ずる）

約 30 日

手続審査、
もし不足の
部分がある
場合、補充
を原告に命
じる決定を
する。

約 30 日

もし被告が抗
弁手続を裁判
所に提出した
場合、裁判所は
先に手続き事
項について審
理を行い、約 60
日要する。被告
が実体法上の
抗弁を提出し
た後、必要な時
に裁判所は技
術審査官を指
定する。

準備
手続

第二回目
の書面先
行（双方
より爭点
整理状提
出）

もし必
要があ
れば、第
三回目
の書状
交換を
行う。

約 30 日

第一回目
の口頭弁
論

約 45~60 日

手続審理終
結後、審理廷
を決定し、準
備手続にお
いて争点整
理を行い、且
つ審理計画
を立てる。
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第二回目
の口頭弁
論

約 45~60 日

毎回の口頭弁論
で弁論する予定
の争点、使用す
る証拠方法を、
全部裁判所に提
出し、且つ写し
を先方に送付す
る。もし被告が
特許無効の抗弁
を提出した場
合、裁判所は先
に特許有効性の
争点について審
理を行う。

第三回目
の口頭弁
論（必要
な時）

約 45~60 日

権利侵害であるか
否かについて審理
を行う。双方に特
許範囲の説明につ
いての論争がある
時、裁判所は双方
の弁論を説諭す
る。

判決
(本件
終結)

約 14~21 日

損害賠償
範囲につ
いて審理
を行う。
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保全手続
特許侵害の権利行使は、2002 年頃までは刑事罰則に基づいて刑事訴訟法主導の時代が続いていたが、
刑事罰が撤廃されてから、民事損害賠償と差止請求訴訟に切り替わった。民事訴訟は特許無効審判など
によって停止されることが良くあるから、市場での優位性を即時に確保するため、仮処分と仮差し押さ
えなどの民事保全手段が試みられている。2003 年 9 月の民事訴訟法改正で、仮処分の即効性が削がれて
きたが、その代わりに仮差押の制度が多用されるようになった。
9-1 仮処分
9-1-1 仮処分の要件
暫定状態を定める仮処分：紛争にかかる法律関係において、重大な損害を防ぐために､又は緊急
な危険を回避するために、若しくは其の他類似の状況がある場合、暫定状態を定める仮処分を
請求することが出来る。これは本案訴訟で紛争にかかる法律関係を確定できる事案に限定され
ている(第 538 条)。 これも一般に、特許権が侵害されると主張する権利者が侵害容疑者に侵
害行為を差し止めることを目的とする仮処分の根拠となっている。
債権者は金銭給付の請求以外の請求に関して、事後の強制執行を保全するために、仮処分を
申請することができる。しかし、仮処分は請求される対象物の現状が事後強制執行ができないか、
或いは執行が甚だ困難になる虞がある場合に限定されている（民事訴訟法第 532 条）。
知的財産権の権利者が自己権利を侵害行為から守るのに、まず考え付くのは侵害者に対して
知的財産権の侵害に関わる商品の製造・販売停止を要求することである。
IP 権利に対する侵害事件、特に技術的な内容について商標権や意匠権の侵害ほど容易に判明
することが出来ない特許権侵害の場合、当事者間に侵害事実に関してコンセンサスを達成できな
いままでもより強制力のある法的手段が要望される。それは 2001 年までの従来では、特許侵害
の刑事罰の規定によって、容疑者側に刑事告訴を行ううえ、現場踏み込み捜査及び製造器具の押
収（差し押さえ）など強制処分を加えることが出来た。ただ、特許権侵害に対する刑事罰の規定
が廃止された現在では、権利者としては早急に権利を侵害行為から保全するための手段を他のル
ートに求めるしかない。このような背景で早期に侵害行為を排除及び停止させるために、仮処分
という手段が多用されてきた。
勿論特許権侵害に止まらずに、意匠権の侵害、ないし、相手方が権利者のトレードドレスを
使用して商品を製造・販売していた場合、権利者は侵害者が刑事法に違反したことを主張するこ
とができず、唯一考えられるのは民事手続を通じて侵害者の製造・販売行為に仮処分を行うのみ
である（民事訴訟法第 532 条）。
一方、商標権と著作権の侵害に関しては原則上刑事罰の法的手段が応用できるので、仮処分
の利用が比較的に少数に止まる。
仮処分はまず、裁判所に仮処分の決定を申し立てることである。裁判所が許可した仮処分に
ついての決定には、権利者が義務者が関連商品の製造・販売を差し止めることができる旨の記載
以外、権利者が提供すべき担保金の金額も含まれる。
権利者は決定の内容により裁判所に担保金を供託した後、裁判所民事執行処に仮処分執行の
申立をする。権利者からの申立を受けて、民事執行処は直ちに決定に基づいて差し止めの命令を
発し、又は訴訟代理人が立ち会いの上、書記官により差押えの手続を執行する。
9-1-2

仮処分の申請及び執行
侵害事件の調査が始まってから訴訟が行われるまでの間、権利侵害者の侵害行為に対する
差し止めは仮処分が最も効果的である。仮処分は金銭以外の請求を根拠として取られる保全手
段であり、訴訟係属前か訴訟係属中を問わず、申立により仮処分を執り行うことができる。そ
の要件は次の通りである。
1. 方式合法条件
（１）管轄裁判所に申し立てる。つまり、事件の管轄裁判所が管轄する。但し、差し迫った
場合には、請求対象の所在地にある地方法院がこれを管轄する。
（２）手続に従うこと。請求と仮処分の原因について疎明しなければならないことに注意す
る。債権者は前記疎明をしていないが、債務者が受け得る損害について既に裁判所が
決めた担保を提供したときは、仮処分の命令を妨げない。
（３）相互保護主義：外国人が申請する場合、その所属国が台湾と仮処分の手続きに関して
相互承認の実績があること。勿論特許や商標乃至著作権に基づく仮処分の場合はそれ
ぞれの実体権利の保護に関しても相互の国民に与え合う事実がある国の国民又は所
属法人に限定されている。
（４）合法の委任：会社が請求する場合、その代理人が合法の委任を受けていること。
（５）前提権利があること：知的財産権の侵害行為を差し止める旨の仮処分を請求する場合、
最低限特許権又はその他の権利が存在していることを示す必要がある。一方、その権
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利が例え無効審判にかかっている場合でも、仮処分はそこまで実態状態を判断し確定
するための手続きではないので、取りあえず拘らないことになる。又､権利が存在す
るばかりでなく、権利が侵害を受けている事実も疎明する必要がある。最近の裁判所
の決定によれば、鑑定意見書の提出に関しては一応形式上最低限の疎明義務と見なさ
れる傾向がある。一方、鑑定意見書の疎明があっても、緊急性が存在するかの判断は
又侵害の有無と切り離して当事者それぞれの営業や特許関連技術の実施状況と市場
占有状況などを観察して決定される。要するに純粋な実体問題としての侵害事実の認
定は仮処分命令を下す裁判所にとっては前提(必要)条件ではあるが､決して充分条件
ではない。鑑定の対象と係争の侵害物品との一致性もよく争点になるが、そういう形
式上の議論が優先に主張されるし、裁判所も先に注目する問題である。
2. 実体条件
（1） 強制執行の対象となる非金銭的請求を保全するための請求がある。
（2） 法益の考量 請求対象の現状が変更され、後日強制執行ができず、又は執行が難し
い虞がある。重大な損害或いは緊急な危険を回避するため、若しくは其の他類似の状
況があって必要がある場合に限定されている。その点仮処分は仮差押より条件が厳し
い(民事訴訟法第 532 条)。 この状況に関して、原告側が疎明する義務があるほか、
通常の場合、担保金の供託を命じることが殆どである。それに合わせて、原告は通常
仮処分の申立書に、担保金の供託を行う意向を示す記載を入れる。
又、裁判所は通常仮処分命令発令と執行によって、被告が蒙る損害が、仮処分命
令を下さずに被告の行為を容認して原告が蒙る損害より軽微であると判断する場合
に限って、仮処分命令を下す。場合によっては、公衆や社会全体の利益も考慮の対象
になる。
（3） 実体法律関係に対する評価 原告の主張が成立する見込みが相当程度存在する場合
に限って、仮処分の命令を下す。これに関して、知的財産案件審理法が明文規定を置
いているし、実務上の重要な考慮要件になっている。20100603
*ご留意：緊急性が欠如と見なされないように
2002 年以降では、権利行使の原因となる事態が発覚してから数ヶ月経過した後に提起
される仮処分請求に対して、権利者自身が権利行使への関心が低いように見えて、仮処分の
緊急性が存在しないように裁判所が推考して仮処分の請求を却下した例が増えている。その
ため､仮処分を要する状況が発生してから､又はその事実を発見してから､なるべく早めに仮
処分の請求を提起できるように準備を整えるほうが無難。
一方、仮処分を提起するのに､適正な準備が必要なので､そのためにかかる時間が経過し
ても､不当に仮処分の提起を遅らしたとの主張に反論できる。例えば、事実の調査と弁護士の
選定に相当時間がかかるのは普通で､大抵三ヶ月間ほどの余裕が認められる。又特許権が侵害
されている事実を示すために提示する必要のある｢特許技術侵害鑑定(意見)書｣の作成に関し
ても､適格で有能､且つ利害衝突のない鑑定機関を選定するのと､鑑定意見書自体の作成など
に相当時間を費やす。およそ三ヶ月間ほどの余裕が認められる。それらの準備を速やかにす
すめれば、侵害行為を発見してから四五ヶ月間ほど経過した場合でも不当に権利行使を怠っ
たと認定されることが多分ないと思われる。
時間の経過の他、両方当事者がそれぞれ係争の事態において、どのような不利益を蒙ると
する実況又は予想される未然の損害の規模、危険の重大さ、又それを回避する必要性の緊急
性も仮処分の正当性を支える緊急性の重要な判断要素になってきている。例えば、特許権利
者が中規模の会社で自社の特許権の技術を大規模に実施していない､若しくは実施があって
も大した市場規模をもっていない場合、仮処分の緊急且つ必要性を巡る説得がやや困難な事
例があった。勿論その緊急性の判断は、必ずしも客観的且つ絶対的な数値でしか測れないだ
ろう。例えば、例え権利者の実施の全体市場占有率が微小でも、権利者にとっては既に精一
杯の業績で、逆に権利者のような中小規模の事業主にとっては、ただでさえ限られた市場規
模だからこそ、他社の無断実施による自社の固有市場に対する侵食が死活問題になるとの議
論も出来る。こういう相対性の議論は、無断実施に携わる他社の状況に関してもよく展開さ
れる。他社が大規模な事業主の場合は、無断実施による製品の事業規模はその会社にとって
微小な売上しか占めないが､侵害を受ける権利者にとっては莫大な被害をもたらす行為との
主張もよくされる｡
かつての事例では次の事項が権利者側によってよく主張された：
■技術研究開発への投資の回収が無断実施によって極めて困難になる；
■過去の投資の金額を提示すること；
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■係争知的財産権の独占運用によって確保されてきた市場地位
しかし、裁判所は仮処分による差し止めがない場合に、権利者がどの程度の具体的な損
害を蒙り得るとの予想をより明確に開陳して欲しい旨の決定がよく見られる。
その上、当事者間が対立する直接の競合事業者であるかどうかの考慮も仮処分の緊急必
要性を判断する要素になる。また係争の対象権利或いは係争技術が差し止める対象事業に於
いて運用される度合いも考慮される。例えば、無断にチップ専門開発の会社の特許技術を一
部採用して開発したチップを搭載するノートブックを販売する第三者は、チップの専門製造
会社と同様に、果たしてチップ特許権利者が請求する仮処分の制限を受ける義務があるかと
なると、裁判官はもっと多方面に観察して定めるだろう。
3．被告側の対抗手段----反対担保金供託による仮処分の取消し及び反対仮処分
(1) 反対担保金供託による仮処分の取り消し
被告は反対担保金を提供して、仮処分取り消しを申し立てることが出来る。
反対担保金の供託を許容する旨の記載が仮処分の命令になくても、被告は自ら反対担保金の
供託によって仮処分の取消しを請求することができる。但し、それは次の特段の事情のもとで
しか容認されない。：仮処分が保全する請求は金銭の給付で目的を達せるもの、或いは債務者
側が仮処分の執行によって補償しがたい重大な損害を受ける場合、又はその他の特別事情があ
る場合に限る。
その点、仮処分の決定は仮差押より被告側に厳しい。財産仮差押に関しては、原則上被告
の反対担保金の供託によって取り消すことが出来るが、仮処分の場合は特段の事情が必要(民事
訴訟法第 536 条)。
仮処分の取消しの理由は次に限定される：
a 仮処分が保全する請求が金銭の支払いによって目的達成できるものの場合；或いは
b 被告が当該仮処分によって保障しがたい重大な損害；または
c 其の他の特別事情。
(2)

反対仮処分
特許や商標などの知的財産権の権利者が、自分の権利が侵害されたか、又はされているこ
とを主張して、侵害する側の債務者の侵害行為を差し止めるために仮処分命令を下すよう請求
するのが通常の仮処分だが、逆に権利侵害にならないとともに自分の特定行為を権利者が容認
すべき旨の仮処分請求が債務者側によって提起されている。これを反対仮処分と略称する。台
湾では最近反対仮処分を先に獲得して､権利者からの権利行使を先手で守る戦術を利用する向
きが増えている。又､権利侵害行為差し止めの仮処分請求手続き継続中、または仮処分決定が下
付された後でも、それに対抗する反対仮処分請求を提起して、侵害容疑者側の行為をなお容認
させようとする向きも増えている。台湾の学者に､日本では権利者側の侵害行為差し止め仮処分
より、権利行使の不作為を命じる反対仮処分のほうが優位に存続させるべきとの通説があると
主張するものがいる。実際日本でそういう通説の存在が確認されていないが、台湾の最高裁判
所はその仮説を是認して、債務者側の後発の反対仮処分を優位に認め、先だった侵害行為差し
止めの仮処分を獲得した権利者が提起した反対仮処分を取り消すための控訴を棄却した事例が
ある。
Q. 本当に反対の仮処分のほうが優位なのか？----権利侵害行為差し止めの仮処分が執行され
た後でも､反対仮処分を以ってそれに対抗することは可能か？
現在の実務前例に､権利侵害行為差し止めの仮処分の執行の前に提起された反対仮処分に対
して、前者の執行以後にも尚後者の請求を許可した事案がある。又いわゆる反対仮処分優位論
の仮説によれば、たとえ権利侵害行為の差し止めの仮処分が執行されたあとに提起される反対
仮処分請求でも、そのまま許可すべきと主張するものもいるが、登録権利の実体効果が懸念さ
れる。
その為、2009 年現在では、先発の仮処分は反対仮処分が後発の処分より優位性があるのが
通説となっている。
(3)

仮処分命令に対する抗告
仮処分の決定が下付された後に、債務者はそれに対してそれを取り消すべく控訴できる。
仮処分が下付されて執行されても、10 日間内に被告側が管轄の高等裁判所に対して抗告す
れば、なおその命令を取り消す可能性がある。高等裁判所においては、実体上の審理を含め仮
処分の担保金と下付する理由までその妥当性を判断し、担保金の改定(通常は引き上げ)や仮処分
の取消しなどの決定を下す。
但し元の仮処分を取り消す旨の決定が確定になるまでに、元の仮処分が既に執行された法
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律上の効果は、事後同仮処分が取り消された事実によって影響されることがない（民事訴訟法
第 528 条）。そのため、仮処分決定を得てから､速やかに執行に移ることも大切である。
■裁判所の被告側意見聴取：2003 年の改正民事訴訟法により、債務者側の自由を拘束する仮処
分を下す前には、通常債務者と債権者両方の口頭陳述を聴取する必要がある。例外的に裁判所
がそれが妥当でないと判断する場合に限って両方当事者の口頭陳述の機会を与えなくてもよい
が。この口頭陳述の手続きは、従来の規定では不用だった。この両方当事者による口頭陳述の
プロセスが実践されるに伴い、両方当事者が提示する資料と開陳する主張が極端に増加する一
方で、裁判所仮処分の命令となる決定を下すのに、更に時間をかけて慎重にしなければならな
くなっている。そのため、仮処分の訴訟手続化の現象が発生して､従来から仮処分請求手続きに
見られた比較的に簡便な特色が大分暈けている。
■原告側に対して一定の期間以内に起訴することを要求する
本案がまだ提訴されて裁判所に係属していない場合、裁判所は債務者側の請求によって、
原告に一定の期間内に本案訴訟を提起するよう命じる必要がある。債権者が期限内に提訴しな
ければ、債務者は裁判所に許可された仮処分命令の決定を取り消すよう要求することが出来る。
(民事訴訟法第 529 条) この本案訴訟の訴訟対象も、よく当事者間で激しく主張が対立する。
特に債務者側が反対担保の供託を申し出て仮処分を免除する動きがある場合、債権者が反対担
保金を裁判所に高額に認定してもらうために、権利侵害による損害を極端に厳重に､すなわち金
額的に極めて高額に主張する場合、その損害を計上する金額がそのまま本案訴訟の請求金額に
(場合によっては原告側の意向に反しても)裁判所によって認定されてしまい、膨大な訴訟費用の
納付を余儀なくされてしまう場合がある。仮処分命令を請求する経過においても、債権者側が
慎重に来るべき本案訴訟の訴訟対象に関して予め把握して､戦略を立てて臨むべきである。
4．所用期間、執行条件及び経費；
所用期間 従来の制度では、原告側の申立を受理して、裁判所がほぼ職権に基づく審査を経て、
決定を以って決定命令を下す段取りをとるので、仮処分の申請より 2 週間から 4 週間ほどで普通
決定が下される。
2003 年以降の民事訴訟法改正法施行以来、裁判所が殆ど被告側の意見聴取をするようになり、
被告側の反論や抗弁の内容も一層本訴らしき実体化、法律化、ひいては煩雑化と全面化が進み、
本訴に負けないぐらいの法律訴訟手続き攻防戦が展開する事例が増加している。そのため、数ヶ
月から一年以上まで審理時間が長期化する傾向が見られてきている。
5．費用
弁護士費用 弁護士費用は従来の制度では新台湾ドル二十万元程度ぐらいかかったが、2003 年民
事訴訟法の改正によって、手続きの長期化と煩雑化に拍車がかかり、出廷の回数が激増する中、
弁護士費用も従ってかさむようになってきている。2004 年現在では一件につき弁護士費用が 50
万元以上かかってしまうケースが増えている。
6．担保金算定
■担保金金額の算定基準
仮処分の担保金は被告が仮処分を受けた場合処分が解除されるまで、仮処分が将来無効と確定
になったことを仮設して、被告がこれによって蒙った損害を想定した金額となる。
一般的には、権利者側から申し立てられる仮処分の担保金金額は、被告側が相当の期間内に
おいて、特許の技術の実施と当該技術実施によって製造された製品の販売を差し止めるために被
告側が蒙る損害を予想して得られた金額となる。相当の期間というのは、通常訴訟が提起されて
から第三審判決が最終的に確定になるまでの 3 年 3 ヶ月間の期間に準ずる。
その為に、被告の特定技術に対する使用形態、製品の中における当該技術が施される程度と
範囲、その実施の成果が製品全体の価値に占める比重、及び被告側の生産規模、製品のライフス
パン、又原告側の権利の権利期間、更に原告側が提訴した後に確定勝訴判決を得るまでの期間等
の要素を総合して計上されるものとされる。一部の要素は原告が提起する本訴に於ける訴訟費用
の算定原則に似ているが、主に被告側の事情によって左右される方程式であるところに特徴があ
る。
■担保金金額の算定式
×特定技術実施の収益
×月間製品出荷数
×生産月間（通常訴訟期間の 39 ヶ月間に相当と推定される）
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＝収益減少金額
収益減少金額＋製造停止による違約金などの付随損失
＝仮処分の担保金金額
担保金は原告側が将来確定勝訴の場合、原告に戻される。逆に、仮処分の不当によって取り
消されたり、或いは原告側が一定期間内に提訴しなかった場合、担保金は被告側が蒙った損害の
賠償に優先的に宛てられる。不当な申立が増えていることを鑑みて、担保金の金額は申立人が一
年間受け得る損失の 2 倍から 3 倍まで大幅に引き上げられた。近年の経験から見れば、仮処分に
於ける担保金の認定に関する裁判官の独断がやや懸念される。又、被告側の抗告によって、担保
金が高等裁判所の二審決定で一審の 6000 万元から 2 億元ほどに引き上げられる例もある。
申請する側が供託する担保金の金額は請求金額と被告側がこうむる予想損害の金額によっ
て変動する。2003 年以降の新制度では、被告側の意見聴取が定例化してきて、担保金の勘案を
巡る反論も多岐化して、意見の対立にさいなまれる裁判官の苦境が伺われる。ある事例では原告
側が既に 2 億元ほどの担保金を算定して供託の準備を整えたのに、被告側からは数十億元に上る
損害を主張されて、暫く事態が膠着した事例もある。
又、両方当事者ともその傾向はあるが、特に被告側の立場からすれば、かかってきた仮処分
のために、例え仮処分申立て人に巨額の負担を背負わせたい場合でも、必ずしも自社の営業状態、
販売数字などを仮処分の担保金の算定のために明白に提示したいとは思わない。その為、担保金
適正金額は、当事者からの申告に頼るよりも、規模が大きい法人当事者の場合は特にそうだが、
経済産業界の名声のある出版物に出た統計数字などをベースに算出することが良くある。
但し一旦担保金が裁判所によって定められた以上、例え債務者側より担保金に対する不服の
控告が提起されても、指定の担保金さえ供託すれば原則上仮処分の決定の下付の妨げになること
はない。
他方、仮処分の反対担保の供託による取り消しは全く禁止されるものではないが、但しそ
れは被告側に回復しがたい損害が予想される場合に限ると規定されている。その上、たとえ反対
担保の供託を条件にもとの仮処分を取り消すことがあっても、反対担保の金額は、元来の原告(仮
処分の申立て人側)の供託した金額をそのまま援用するわけがなく、必ず原告側が(被告の行為を
差し止める旨の)仮処分を取り消された場合蒙り得る損害を想定して計上された金額でなければ
ならない。しかし、近頃では原告が納入した担保金と同等の金額の納付を認めて、仮処分決定を
取り消した事案が増えている。それも極めて法制度の誤用と考えられている。
仮処分の原告側の担保金と被告側の反対担保金の計算基準を必ず峻別すべきである。
仮処分決定後、30 日以内に処分を受けた債権者側が強制執行の申し立てをしなければ決定が
無効になる。執行の請求に別途執行料金がかかる（強制執行法第 132 条及び第 28-2 条）。非財
産行為又は不作為を強制する仮処分は新台湾ドル 3000 元の執行費用がかかる。仮差押は債権金
額の 0.7%に相当する金額の執行費用がかかる。
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■

仮処分の流れ

2003年以降は長期化の傾向

▼

が顕著、平均6ヶ月乃至12ヶ

申立

る(債権

月以上経過。

者)側は仮
処分許可
の命令送
達後三十

○

裁判所が仮

日以内に

の要請に応じて本案訴

人が債務者の反論

処分の担保金供

執行の申

訟提起の命令決定を債

に対して書面など

託金額及び許可

立を行う

権者宛てに出した後七

で再答弁。

の命令を下す

必要。

日間以内に債権者は提

▼仮処分
債権者の申立及び仮処
分の理由を疎明した
上、担保金の金額を提

▼

示する

申立(債権者)

○

裁判所が債務者側

訴すべきである

(数回にのぼる)

▼▲両方当事者への交互陳述の
要請
暫定状態を定める仮処分(必ず
重大な損害を防止するか、急迫
の危険を回避する或いは其の他
類似の状況に応じて、又当該法

▲

債務者側が担

▲

債務者は仮処分の

▲

債務者側は

保金の金額に関し

命令或いは担保金金額

原告に対して本
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に対して抗告(裁定送

案訴訟の提起を

の提示も可能。(数

達後20日以内に)を提

要求することが

回)

起できるが、執行の効

出来る。

律関係が本案訴訟で確定できる

力に即時に影響を与え

もの)の申立に関して、裁判所は

ない。

仮処分の正当性に関する判断を
するために、必要に応じて両方
当事者に陳述の機会を与えるこ
とが出来る。(1-2回)
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Provisional Injunction

According to information released by the IP Court,
a time span of about 3-4 months is usually needed.

▼
1. Creditor’s application
for injunction with
preliminary showing of
the claim and the ground
for injunction
2. Creditor will indicate
the proposed method, if
any, for calculating the
amount of the security
bond in the application.

The court will give the
parties the opportunity
to present their
argument unless the
court considers it
inappropriate to do so.

The court will give the
parties the opportunity to
present their argument
unless the court considers
it inappropriate to do so.

○Ruling for
provisional
injunction issued
upon creditor’s
provision of the
court-assessed
amount of security
bond.

▼ Creditor’s
motion for
execution
within 30 days
after the date of
service of the
ruling.

▲ Debtor may taken an
interlocutory appeal within
10 days after the date of
service of the ruling.
Execution of the ruling will
not be affected.
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○ The court may,
upon motion or on
its own initiative,
revoke an
injunction where an
action is not
initiated within 30
days.

▲ Debtor moves for
the court to order the
creditor to initiate the
action within the time
period fixed by the
court.
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■

知的財産民事暫定状態を定める処分手続の概要（特許権利侵害事件を例に）

申立人に

第一回目

よる申立

の書状交

て

換完了

約四～六週

裁判所が申立人の
補正すべき部分に
ついて、申立人に
補正を命ずると共
に、申立状の写し
を先方に送付す
る。もし 先方が外
国人であ る場 合、
外国への送達期
間、双方 当事者 の
証拠収集及 び書 状
を提出するために
必要な時間の加算
を考量すべ きであ
る。

第一回目
の意見陳
述期日

第二回目
の書状交
換（必要な
時）

約二～三週

技術審査官
が初歩的な
意見を裁判
官に提供す
る。

約二～三週

約二～三週

技術審査官が現場で協
力する。裁判官は重大
な損害または急迫な危
険の発生防止のため
に、保全に必要な事実
について、：
1. 申立人の今後勝訴
の可能性；
2. 暫定状態を定める
処分の許可、棄却は 申
立人または先方に補填
できない損害を与える
か否か；
3. 双方当事者損害の
程度の考量；
4. 公眾利益にいかな
る影響を与えるか等に
ついてを斟酌すべきで
ある。
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第二回目の
意見陳述期
日(必要な
時)

決定
(本件終
結)

約三～五週

技術審査官
が現場で協
力する。

たとえ申立人が暫
定状態を定める処
分の原因及び保全
必要性を疎明した
としても、裁判官
は担保提供を申立
人に命じ た後、暫
定状態を定める処
分を下すことがで
き、担保金額は、
先方が既に提出し
た証拠を斟酌すべ
きで、暫定状態を
定める処分により
生じる損害額を釈
明すべきである。
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＜具体的事例研究＞
（一）化学・医薬品特許の権利行使に見られる仮処分の反対仮処分の攻防事案
医薬品の特許訴訟がマーケットの救済において手遅れになりがちなので、仮処分が多用される。
一例を挙げてみる。或医薬関係の特許を巡る侵害紛争事件で、特許侵害の容疑を受けた一方が新台湾
ドル.3000 万元程の担保金を供託して、権利者の権利行使を禁止する旨の仮処分を申立て、数回に及ぶ
上告を経て確定処分を得たが、権利行使する他方の当事者は、独占的ライセンサーではあるが、新台湾
ドル.7000 万元程(二億日本円を超える)担保金を積み、侵害行為の差し止め仮処分の請求にやはり数回に
渡る上告の末に成功した。しかし、まったく逆の二つの処分の執行が捗らずに、最後は当事者間の和解
で収束した。事件は 2 年間ほど掛かった。
＜事案 1＞ 医薬品特許係争事件の仮処分
本件重点
1
特許侵害事件における攻撃防御方法

2

仮処分の申立てがなされた後の、本案訴
訟における合法的訴訟目的物

3

事件に関わっている双方当事者がそれ
ぞれ仮処分の申立てをした場合、如何に
訴訟目的物により本案訴訟の提起が合
法的になされるかどうかを認定するの
か？

特許侵害容疑者が反対担保を提供することによって
仮処分を申し立てる場合、さらに本案訴訟を提起する
必要があるか。もし本案訴訟を提起する必要があると
すれば、その訴訟目的物は何か。
仮処分申立後、本案訴訟を提起した場合、その訴訟目
的物と仮処分請求に係る目的物の「同一性」に関する
認定原則。
双方ともに仮処分を申し立てた場合、一方が起こした
「本案訴訟」の目的物と他方が起こすべき「本案訴訟」
での目的物の同一性を如何に認定するか？

本件経緯（当事者の間で繰り広げられている訴訟手続の進展）
J による反対担保仮申立てをめぐっ R は裁判所に対し期間を限定し R による特許侵害差止めに係る仮
て
て J に起訴することを命じるよ 処分
う請求する
0
R の代理人、TIPLO が内
容証明で J 宛てに特許侵
害に関する警告状を送付
した。
1 1998 J が R の代理人が送って
0616 きた警告状について簡単
に返答した。
1-2
地方裁判所が J の仮処分
申立てを却下した（87 年
裁全字 2256 号）。
J は直ちに高等裁判所に
抗告を提起。
2 1998 高等裁判所は J の抗告に
0819 対し地裁の原決定を破棄
する旨の決定を告知（89
抗字 1858）。
3 1998 地裁の執行命令
0919
4 1998 R が最高裁判所に再抗告
1228 を提起する。
11 1999 R が高裁に対し、J に
0316 期間を限定して起訴す
ることを命じるよう請
求した。
18 1999 R が J による特許侵害
0316 の差止めに関する仮処
分を申し立てる。
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19 1999 地裁が R の仮執行申立
0416 てを却下（88 裁全字
1279 号）。
5

1999 最高裁が R の再抗告につ
0428 いて原決定を破棄し（88
抗字 149 号）、新たに決
定をするよう高裁に差し
戻す。
20 1999 R が（19 番の【88 裁全
0430 字 1279 号】に対して）
抗告を提起する

6

1999 高裁が反対担保を許可す
0526 る決定をする（88 抗更字
13 号）
22 1999 R が【88 裁全字 1279
0531 号】について迅速な決
定をするよう高裁に申
し立てる。
21 1999 高裁が原決定（88 裁全
0527 字 1279 号）破棄の決定
（88 抗字 1580 号）を
下す。
R が 6000 万元を担保に
供することで、特許侵
害容疑者による係争物
の製造販売、輸入等の
行為を差し止めること
が認められる。
12 1999 R に よ る 前 記 申 立 て
0610 （期間を限定した起訴
命令）について高裁が
却下の決定（88 声字
28）。

7

1999 地裁の執行命令
0715
13 2000 R が前記高裁の却下決
0715 定に対し最高裁に抗告
を提起。

8

1999 R は【88 抗更字 13 号】
0722 について再抗告を提起し
た。
23
執行
24 1999 J の抗告を却下。抗告が
0816 法定期限を超える（88
年抗字 1580 号）。
25
J から再審の申立て。
28 1999 台北市政府から TIPLO
0902 宛てに仮処分の関連事
項を訊問する書簡が届
く。
26 1999 J が R 及び TIPLO に対
0908 し 21 番の仮処分の命
令及び執行は違法であ
るとを警告する。
29 1999 台北地裁が TIPLO に対
0908 し、執行の申立てをな
ぜ 30 日間の期限が過
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ぎてからするのか、そ
のわけを尋ねる。
14 1999 最高裁が高裁に差し戻
0910 す旨を決定（88 台抗字
402 号）。
30 1999 TIPLO から地裁の前記
0916 訊問に返答するための
陳述書（民事上）を提
出。
15 1999 高裁による申立却下の
1006 決定（88 年度声更（一）
字 7 号）。
16 1999 R が最高裁に抗告を提
1020 起。
17 2000 最高裁による抗告却下
0331 の決定（89 年度台抗字
第 113 号）。
10 2000 R の申立てを却下とした
0914 最高裁の決定（87 年度台
声字 44 号）。
J の反対担保仮執行命令
確定申立てを執行する。

（二）製造装置特許の権利行使に見られる仮処分の反対仮処分の攻防事案
＜事案２＞ 製造装置特許の侵害事件
本件重点
重
点
1
権利行使のもととなる権利の取得の 模倣品の発覚は権利行使のきっかけになるが、権利行使
重要性
を可能足らしめるのはやはり健全な権利の存在に限る。登
録を条件とする特許と商標に関しては、権利は出願だけで
はなく、権利を付与する審決を経て、公告になる(特許)又は
公告期間が満了してから(商標)権利が発生する。早急な権利
取得が重要。
2
製造装置に関する特許に抵触する模 製造装置の模倣品はサンプル等の証拠の入手と押収の困
倣品製造装置の取り締まりの難点と 難さから、権利行使の展開が複雑。顧客を介して競合の模
留意事項
倣装置製造販売に係る業者を検出する方法はあるが、顧客
が板挟みになる。極端な場合は顧客の模倣品を使用する行
為自体の不法性を摘発する可能性を示唆する手段もある
が、厚誼を損ないかねないし、恐喝罪の容疑も心配。
3
困難な権利行使をあえて展開する必 万障を乗り越えて模倣容疑の装置を検察官の指定機関に
要性と反省
鑑定してもらう段階になっても、クレームの用語問題や鑑
定機関の見解等によって有利に展開しない場合もある。し
かし、権利を行使しないままでは、模倣装置の製造販売が
更に蔓延る。製造装置の本体の値段と製造量による現金生
産高等で換算される仮差押えの供託金が高額になり過ぎる
傾向にあるので、仮処分の申立も逡巡しがち。
本件経緯
第一段階：権利取得及び最初の調査
1997-08
原告 A 社
被告 B 社
原告は、台湾での顧客を通して、B 社が A 社製品 X1 に類似の装置 Y を販売し
ていることを知った。
1
1997-09
どう対応すべきか、TIPLO に相談。
TIPLO は、その装置 X について特許権を即急に取得するようアドバイスした。
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2

2000-01-01

3

2000-01-28

4

2000-02-03
2000-02-04

5

2000-05-11

6

2000-05-18

7

2000-05-18

8
9
10

2000-05-23
2000-05-17
2000-05-23

（当該装置は特許出願中である）
A 社特許出願中の案件が他の代理人から TIPLO に移管された後、TIPLO が主務
機関に働きかけ、審査を迅速に行うよう促した結果、ようやく 2000 年 1 月 1
日に査定公告となった。
A 社の日本代理人 F 事務所から、訴訟及び差押さえの準備作業について詳しく
質問する手紙が届いた。
TIPLO より前記書簡に対して返答した。
公告中の A 社製品 X2（被告 B 社製品 Y2 装置に対応）に対する異議申立てがあ
った。
これについて TIPLO に対策を尋ねた。
X1 の特許公告期間が満了、特許料の納付も完了、特許証書を受領した。A 社は
FAX で、模倣機の押収が困難な場合、ライセンス供与の方向で交渉を進めるな
どその後の対策を尋ねてきた。
TIPLO は、特許侵害の立証は技術の比較に関わるもので、具体的な侵害事実の
教示を A 社にお願いした。
A 社が TIPLO の返答について疑問に思う箇所を列挙して電子メールで送ってき
た。
TIPLO より前記メールに内容再確認の返事をした。
A 社が係争装置について B 社製品と比較したリストを渡した。
A 社が早速、同社特許装置と模倣機との比較表を添付して返信を送った。

第二段階：警告状の送付
11
2000-06-23
TIPLO が B 社への警告状の内容について A 社に確認を求めた。
12
2000-06-26
A 社は、第三者又は代理人等専門家の客観的意見に基づいて作成された鑑定書
の欠如を心配して、補充書類として検察関連機関に提出するための鑑定書の作
成を TIPLO に依頼した。
13
2000-07-04
A 社の依頼に対し、TIPLO は、「警告状の送付の際に添付する鑑定書は、第三
者或いは指定機関によるものに限定していない。特に本件係争物はものを成形
させる装置で、実物を取得するのは容易なことではない。実物が欠けていては
有効な鑑定書の作成は無理であろう。また現段階での鑑定書は単に参考に供す
るものに過ぎないので、鑑定書作成の主体に拘るには及ばない。」と返事した。
14
2000-07-04
A 社が TIPLO の見解を了承した。なお、同社にて新たに侵害事実が判明したの
で、その結果に合せて鑑定書の追加修正を依頼した。
2000-07-11
B 社宛てに警告状を発送した。7 日間の期限付きで回答を求める。
15
2000-07-13
TIPLO が A 社に対し第一回の費用請求をするとともに、Y2 に関する警告状を
2000 年 7 月 11 日に B 社宛てに送付したことを報告する。
16
2000-08-01
A 社は、7 月 11 日に警告状を発送した後、相手方のＢからどのような応答があ
ったかを尋ねた。
17
2000-08-04
TIPLO より B 社の応答について報告した。
18
2000-08-08
A 社が、B 社の代理人（弁護士）と協議をすべきかどうかについて、TIPLO に
意見を求める。
19
2000-08-15
TIPLO より対応策を提言する。
20
2000-08-22
A 社は、B 社にライセンス供与をしない考えを示し、しかるべき法的手段をとる
方針であると表明した。
21
2000-08-24
TIPLO が A 社に対し特許侵害に係る民事、刑事手続を説明する。
22
2000-08-25
A がは、直ちに B 社を相手取って刑事告訴を提起するよう TIPLO に指示する。
第三段階：刑事告訴
23
2000-09-01
24

2000-09-05

25

2000-09-06

26
27

2000-09-08
2000-09-04

TIPLO より、刑事告訴の提起には鑑定書が必要であることを手紙で A 社に知ら
せる。
前記書簡に続いて、民事、刑事手続提起のタイミング及びそのメリット・デメ
リットについて補足説明した。
A 社が、さらに民事、刑事手続をあわせて運用することについて詳しく質問し
た。
TIPLO より A 社の意向を確認し、告訴の段取りを説明する手紙を送った。
A 社の別の特許代理人 W から、X2 に対する異議申立てが不成立となったが、9
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28

2000-09-14

29

2000-09-29

月 1 日に異議申立人は不服としてさらに訴願を提起した旨の報告があった。
B 社模倣機の販売状況に関し、A 社が警察や調査機関による捜査での出荷実績情
報の入手を指示した。
1 週間以内に捜索令状を申請し、捜査活動が本格的に展開する見込みを A 社に
報告する。

第四段階：捜索の展開
2000-10-04
TIPLO の申立により、検察官が捜索令状を発行し、同日午前 11 時に警察、関係
者らが一斉に捜索を開始した。捜索の結果、カタログ及び帳簿を証拠物として
押収した。
30
2000-10-30
捜索後、検察官が取調べ法廷を開き、調査を続行する。B 社は侵害事実がない
ことを証明するために自ら鑑定報告を提出した。
30
2000-11-03
TIPLO より A 社に捜索の過程及び結果を報告する。
31
2000-11-06
A 社が侵害物品が押収されていないことを心配し、再鑑定の必要があるかを尋
ねた。
32
2000-11-10
TIPLO が A 社を代表して、検察官に B 社に係争装置を再鑑定に提供することを
命じるよう請求した。これに対し、被告 B は、再鑑定のため顧客に装置を提供
させることはその顧客の権益に損害をもたらしかねないとして拒否した。
33
2000-12-28
B と第三者との間で行われている訴訟等の実体を調べて状況を把握するように
とした A 社の要求に対し、TIPLO が調査の結果を報告した。また、B 社の顧客
の Q に対して、鑑定に成形機を提供すれば損害賠償の請求はしないという交換
条件の提示を A 社に建議した。
2001-04-04
地方検察署で引き続き取り調べが行われ、検察官は TIPLO による再鑑定の申立
てに同意した。再鑑定は「財団法人技術研究院」に委託することになった。
34
2001-04-09
A に再鑑定の許可及び鑑定の方法を報告する。
鑑定の対象となる機器は B 社が提供する。機器の大きさを考慮して、A 社、TIPLO
及び鑑定機関の鑑定関係者ともに当該機器が設置されている場所へ行き、鑑定
を行うことになる。
35
2001-06-19
A が TIPLO に報告書の提出を催促する。
36
2001-07-20
地検署から鑑定を予定する日時及び場所についての電話を受け、早速現場検証
の準備作業に取り掛かる。

（三）偽造酒品商標の権利行使に見られる仮処分の反対仮処分の攻防事案
＜事案 3＞
偽造酒品商標侵害事件
本件重点
1
積極的に情報収集。

2

3

警察当局の情報筋によって発覚した犯行の追跡が大切。発覚し
た偽造品は往々にして多種類有り、捜査調書の記載から漏れない
よう留意する必要がある。又、追跡調査をタイミングよく続行す
るのも重要。
訴追を徹底すること。
有罪判決を得る前に和解金の示談などを呑んだり或いは積極
的に和解の交渉を提案したりしたら、警察当局の立場が悪くな
り、協力姿勢に悪影響を与える。又露骨に訴追の取り下げと引き
換えに和解賠償金を要求する場合、恐喝罪になり兼ねないので要
注意。
真偽を洞察し、被告の言い逃れ 刑事訴訟に於いては、初期に作成された調書が事後の裁判の結
を即座に指摘する。
果を左右する重要な書類なので、犯行を示唆する記載を明確にす
れば、有罪判決に導ける。その代わり、被告が拷問などを主張し
て、調書に記載された内容を爾後に否定しようとする傾向もまれ
にあるが、かかる主張の真実性は提起される時点と拷問の描写の
明確さなどを観察すれば判定できるはず。調書が作成される時点
以前でなければ、幾ら拷問の苦情があっても、調書の真実性が否
定されることはない。

本件経緯
1
19990913

複数の新聞によって、S 社の商標とブランドを偽造した酒が警察当局の捜査
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19990215
2
3
4
5
6

19990223
19990225
19990303
19990922
19991920

7

19991206
19991206
20000405

8

20000410
20000529

9

20000602
20000821

10

20000828
20000911

11

20000915
20001023

12

20001026
20001116

13
14

20001128
20001205
20001207
20010104

15

20010108
20010118
20010129

16

20010208

17
18
19

20010212
20010606
20011101
20020123

によって発見された情報が報道された。
S 社の台湾販売店 C 社から上記の新聞記事切り抜き数枚付きの連絡が TIPLO
に送られてきた。
TIPLO から上記情報を S 社に報告。
酒偽造の容疑者に対して再度警察当局がレードを行った。
TIPLO による追跡調査のレポート。
法律費用の請求。
19990225 のポリスレードに続くはずの進展がないため、検察側に対し打診
し、その状況を S 社に報告。
19990213 のポリスレードに続き検察官の長査定開催。
上記の長査定に関して、TIPLO が S 社に報告。
19990213 のレードの被告人が起訴され、公判廷の調査尋問手続きが執り行
われた。被告人 Hung 氏が闇で偽造酒の製造に係る人間がいると主張。
上記の進行につき、TIPLO から S 社に報告。
第 2 回目の公判廷が開かれた。被告の Hung 氏が真犯人だと主張する Wu 氏
が見つからず、Hung 氏の言い分が不確実に。
公判廷のレポート。
第 3 回目の公判廷が開かれ、裁判官が被告が真犯人だと主張する Wu 氏を確
認したが、当人は強盗事件で勾留されているので、本件と関係していないはず
だと認定した。被告の Hung は依然として偽造酒の製造犯行を否定し続けたが、
理由があやふや。
上記公判廷レポート。
第 4 回目の公判廷が行われた。
被告の Hung が Tsai と言う人間、即ち本件の真犯人 Su に債務返済を強制し
た者を証人に指名したが同証人 Tsai 氏は被告が偽造に関与していないことも
立証できなければ、Su が偽造酒の製造にかかわっていたことも立証できない。
上記公判廷レポート。
第 5 回目の公判廷開催。
被告の指名するもう一人の証人が出廷できずに止まっている。又、被告は供
述が強制拷問によってなされたものだと主張した。
上記公判廷レポート。
地方裁判所判決送達。
被告は商標法第 62 条の連続犯行と刑法第 339 条の詐欺罪及び第 212 条特別
許可の文書の偽造と当該偽造文書の行使等の罪名が認められ、2 年 6 ヶ月の懲
役刑に処されることとなった。
上記公判廷レポート。
請求書の送付。
被告が高等裁判所に対して控訴提起。
高等裁判所第 1 回目の公判。被告はほぼ前言を繰り返し、調書記載の犯行を
否認した。
上記公判廷レポート。
高等裁判所第 2 回目公判。
証人 Liu と Gu が出廷したが両者の証言が矛盾。
その上、主要証人が依然欠席。拷問の説は不発。
召喚された二者の証人に Li という警官だけが出廷した。被告の勾留中の同室
者 Wu が出頭しなかった。Li は家宅拷問に参与しなかったことを強調したが、
被告は同人に殴られたと断言。一方、被告が拷問を受けた時点は捜査時の告訴
調書尋問の前ではないと供述したのに、調書の内容を覆す理由がないと TIPLO
の弁護士が質疑。尚、被告の身体に外傷が検出されず、拷問の立証が困難。
上記公判廷レポート。
請求書送付。
高等裁判所での本件進行につき催促の結果を S 社に報告。
高等裁判所より判決。
法律の改廃と没収の対象品等若干の欠陥によって、原判決を破棄したが、詐
欺と酒造許可偽造並びに行使の罪の確立に基づき、同じく 2 年 6 ヶ月の懲役刑
の実刑判決を下した。控訴不可の事件なので、本件終了。
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最終回請求書送付。

（三）キャラクター模倣品事件の権利行使に見られる仮処分の反対仮処分の攻防事案
＜事案 4＞ キャラクター模倣品事件
本件重点
1
積極的に情報収集。

2

模倣品を根絶するための 証拠
集め

3

真正品と模倣品の差異を常に
洞察し、警察と司法当局に自信
を与える準備を日頃から重ね
る。

模倣品の関連情報を入手する情報網は、現地法人が押さえる場
合が多い。無論調査会社の専門調査が不要なわけではないが、ア
ンテナを適切に調整して常に情報を集める心がけが必要。警察当
局も次第に権利者自身の情報力を期待するようになる。
模倣品の流通ルートを押さえる手段として、製造元を根絶する
のがポイント。販売ルートだけ止めても、供給さえあればまた市
場に出回ることは必至。
普通は販売業者から製造業者へとたどり着くが、時折工場の踏
み込み捜査で最大量の拳銃が発見されるケースもある。利害が絡
む場合、暴力団が経営する工場まで白状しない被告も少なくな
い。そのため、販売者の家宅店舗の捜査の際、伝票と帳簿の押収
が必要である。
真正品と模倣品の見分けがつかないときもあるが、それは検察
官の目には立案し難い曖昧な事案である。警察当局も冤罪を被せ
るまいと恐れて、紛らわしするケースを忌避する。
そのため、模倣品の特徴を日頃から把握し、いざ証言を求めら
れた際検察官や警官の前でずばり真偽を断言できる自信が大切。

本件経緯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

1998/11/27
1998/11/27

台湾支店から模倣品発覚の通報
日本 S 社本社からの返事
刑事告訴委任状の作成（紫成社宛て）
1998/11/27-1998/12/01 商標権侵害容疑事件調査報告書
1998/12/10
調査報告書の要約報告
1999/02/04
刑事告訴委任状の作成（緻美社宛て、押印の要請）
1999/02/04
S 社から返事、既に送付したとのこと
1999/02
刑事告訴委任状の作成（菲英社宛て）
1999/02/09
第一回目のポリスレード
1999/03/06
上記ポリスレードの報告及び案件の分析（追加告訴容疑者の浮上と追跡調査
継続の余地等につき）
10 1999/03/10
S 社より返事（追跡調査と追加告訴の要請）
11 1999/03/18
追跡調査報告書
12 1999/04/01
追跡調査の連絡の要約報告
13 1999/04/01
追跡調査の結果につき台中調査站防犯組への連絡
14 1999/04/08
S 社よりフォロー調査の指示
15 1999/03/16
認証済み委任状の送付の通知
16 1999/08/10
起訴状の日本語訳と報告（紫成社の責任者呉氏に対する起訴状）
17 1999/08/26
第一回目調査法廷報告書及び要約報告書簡
18 1999/09/21
台中大震災発生
2000/02/11
関連警官による検証の実施及びその報告
19 2000/03/27
第一回目刑事公判廷
2000/04/12
報告書及び要約報告書簡
20 2000/04/12
第二回目刑事公判廷
2000/04/21
報告書及び要約報告書簡
21 2000/05/05
判決書送達
2000/05/19
判決内容報告
22 2000/05
被告呉から高等裁判所に対して控訴が提起された
2000/06/13
高等裁判所第一回目の公判廷
2000/07/05
上記公判廷の報告
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法律費用、請求書送付

Q.

権利者でもない第三者が、権利行使を未然に排除するために特定の製造販売行為について権利者か
ら差止を受けない旨の反対仮処分を申請することが合理的なのか？実際発生しているか？ 反対仮
処分と仮処分を取り消すための反対担保は果たして合法な手段か？
(1) 特許権侵害の被告となりうるものが先手を打って、特許権利者の差止を排除する旨の反対仮処分を
申請して許可を貰う事例は、5 年程前から台湾の実務界で見られるようになって、このごろますます
このような風潮が見られる。事情の疎明と共に膨大な担保金も納付してあるケースが殆どだが、しか
しそれによって特許権利者の本来の権利行使が極めて困難な状態になるので、その不当な側面が次第
に明らかになりつつあり、近頃司法当局も規制すべき現象として課題視して、将来の取り扱いを巡っ
て盛んな討議を進めている。
(2) 特許の係争事件に於いて、権利者は本件訴訟に入る前に、差し止めなどの手段を講じるべく仮処分
を申請する傾向が高い。しかし、反対に、被告となる人間が予め権利者の差し止め要求を拒否するた
めに、自分の特定の製品の製造販売行為が特許権に拘束されないような仮処分命令を獲得する風潮も
5 年程前から目だってきた。このような反対仮処分は、全く権利基礎がないままに、逆に権利者の権
利行使のために設けられた保全手続きを先制する効果を生じるものなので、特許権の根本的な実益を
否定する恐れがあり、極めて不当な措置と考えられる。
又、権利者側の仮処分に対抗して、被告側も最近、権利者側の供託した担保金と同一額の反対担保
金を供託して、裁判官に元の差し止め仮処分を取り消してもらう事案が増えている。仮処分の反対担
保の供託による取り消しは全く禁止されるものではないが、但しそれは被告側に回復しがたい損害が
予想される場合に限ると規定されている。その上、たとえ反対担保の供託を条件にもとの仮処分を取
り消すことがあっても、反対担保の金額は、絶対元来ぼ原告(仮処分の申立て人側)の供託した金額を
そのまま援用するわけではなく、必ず原告側が(被告の行為を差し止める旨の)仮処分を取り消された
場合蒙り得る損害を想定して計上された金額でなければならない。しかし、近頃では原告が納入した
担保金と同等の金額の納付を認めて、仮処分決定を取り消す事案が増えている。それも極めて法制度
の誤用のと考えられている。

Q.

反対仮処分優位論で侵害行為差し止め仮処分を牽制する事案

A 権利者側・元仮処分進捗
A^(A の親会社)の名義で元仮処分請求提起 2002-1101
7000 万元ほどの担保金
2002-1231
A 地裁 元仮処分請求許可
2003-0108
A 地裁 元仮処分執行
2003-0113

2003-0120
A^が担保金に関して反論し、20 億元ほど 2003-0204
主張した

高裁 元仮処分維持
最高裁 元仮処分を維持
A 地裁に対して本案訴訟提起
訴訟金額 17 億元
高裁 元仮処分維持

2003-0320
2003-0331
2003-0430
2003-0514
2003-0717
2003-0925
2003-1121
2004-0213
2004-0304
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B 侵害容疑者側・反対仮処分進捗

反対仮処分提起 400 万元ほどの担保金
戦術：A^社の他、その子会社 A 社まで B 社の
行為を容認する主体に指定して、元の A^の仮
処分の請求人と若干主体上の相違を装って、
後発の反対仮処分の不法性を粉飾する。
B 地裁 反対仮処分許可
B が A^に本案訴訟の提起を要請､
戦術：訴訟費用に関しては A^が主張する権利
侵害による損失の金額である 20 億元が相当
と主張する。
B 地裁 反対仮処分停止決定下付
B 地裁 反対仮処分執行通知書送付
高裁 B 地裁の反対仮処分を棄却

B 地裁の反対仮処分を維持

最高裁

高裁

A 抗告却下(反対仮処分維持)
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2004-0423
B 地裁に対して改めて提訴
訴訟金額が 2 億元ほどに
戦術：A 地裁に対して提起された元の本案
訴訟は 訴訟金額が高すぎるので取り下げ
る意向だが、訴訟費用納付期限前に案件管
理が別系統である B 地裁に対して他の共
同被 告を追加して改めて提訴することに
よっ て期限内に有効に本案訴訟を提起す
る条件を満たすよう図った。
2004-0719
2004-1117

最高裁 A 社再抗告却下(反対仮処分維持)
最高裁 A 社再審却下(反対仮処分維持)

疑問点 1. 元の仮処分が執行された後でも、反対仮処分請求の提起も尚容認され得るのか？
疑問点 2. 元の仮処分が執行された後でも、それに対する公告と反対仮処分請求などの成立によって、
執行の効果が殆ど無意味にされないのか？それをどう処理すればよいか？
疑問点 3. 仮処分と反対仮処分の担保金が極端に異なる理由は何か？
疑問点 4. 権利者の本案訴訟の訴訟金額は、侵害によって発生し得る損害に相当するはずなのか？しか
し本件の場合、なぜ侵害容疑者の反対仮処分のための担保金がわずか 400 万元に定められた
のに、逆に権利者の本案訴訟の訴訟金額が 17 億元もあるとされたのか？
疑問点 5. 仮処分の前提条件にある「緊急措置を要する状況」は、特許権利者の立場からすれば、鑑定
意見書で特許が侵害されていることを示す技術上の疎明をする以外に、何が必要だろうか？
管理者自身或いは合法のライセンシーによる大規模な実施があり、既存の市場に侵食が発生
する現象の示唆が必要か？特許権に抵触するだけの証明では必ずしも仮処分でもって他人の
権利侵害容疑の行為を差し止めることが出来ないのか？
疑問点 6. 部品メーカーに対する販売差し止めの仮処分があっても、その部品を使用する製品メーカー
に対する製品販売差し止めの仮処分の成立が保障されるか？

9-2

仮差押
9-2-1

仮差押の申請
権利者が侵害者の侵害行為について損害賠償を主張するに足りる十分な証拠を把握している
ときは、これらの証拠を根拠に侵害者の財産を対象に裁判所に仮差押えの申立をすることができる。
権利者が侵害者の場所に権利侵害に係る商品が保管されていることを知り得たときは直ちに仮差
押えの決定を申立て、仮差押えの決定を執行する形で事件の関連模造品を差押えることができる。
仮差押えの執行にあたっては、まず裁判所に仮差押えの決定の申立をしなければならない。
仮差押えの決定により、債務者が一定の金額を担保に入れれば、仮差押えが取消されることも
ある。そうすれば、債務者は権利者の仮差押えを取消すことができ、事件に関連する商品も差押え
られずにすむ。この意味では、資産の価値と担保金の金額の大きさ及び被告者の資産規模との関係
次第で、仮差押えは仮処分のような効果が期待できない。
また、特許権の侵害に対する刑事罰の廃止に伴って、より効果的に第三者の侵害行為を牽制す
るのにやはり先に仮処分を掛ける必要が切実になりつつある。一方、2003年の民事訴訟法の改正に
よって、仮処分が原告申告主義から両方当事者進行主義に切り替わったので、仮処分の迅速性も著
しく低下してきた。また､例仮処分を合法的に提起できて許可を得た場合でも、何れ本訴の提起が
必要なので、そのためには、実体権利の有効性である確保が絶対不可欠な要素であることは変わら
ない原則である。
2004年以降は、長期化しつつある仮処分の代わりに、特許侵害の容疑者側の製造設備などの資
産を損害賠償金の担保として仮差し押さえを加える手法が多用されるようになってきた。特に中小
企業の被告にとって、抵当など担保権つきの製造機材や重要資産が押収されると、銀行に対する融
資信用が破綻して銀行から取引拒否を受けることになり兼ねなく、絶大なインパクトがあるので、
即効が相当期待できる。又特許侵害の実体面の審理を一切行わないし、担保金の金額も押収される
資産の時価の二分の一乃至三分の一程度で収まるので、原告側にとっては実に便宜的なプロセスで
ある。ただ侵害に関する技術上の実体鑑定をすべて先送りして経済的な打撃を即時に与えるこのや
り方は、権利の濫用に流れる傾向も見受けられるので、何れ裁判所の対応が慎重に或いは消極的に
変わるかもしれない。
一方、台湾の現地企業も次第に特許紛争事件への対応方法を心得てきている。特許侵害の警告
や提訴を受けると、一気に複数の無効審判を権利者の特許に対して提起して強気に反撃をかけるケ
ースが増えている。その際権利者の特許権の有効性があらゆる観点から検証され、改めて特許出願
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時期の先行技術への対抗性から内容の正確性までの確認の重要性が高まっている。
中小企業の被告はよく資産を家族の名義に変更するなどして資産隠蔽を図るが、早急に資産を
凍結できれば、膨大な損害賠償金の納付の確保により再犯防止と業界へのアピールの効果を図れる。
仮差押は原則上債務者の財産を対象とするが、台湾専利法第86条によって、「他人の発明特許
権を侵害するために用いられるもの、若しくはその侵害行為から生まれたものでも、仮差押さえの
対象物になりうる」とされている。他人の特許権を侵害するために使用されるもの又はその侵害行
為により生じるものについて、被害者の請求により仮差押えを執り行い、賠償すべき旨の判決が下
された後、それを賠償金の一部に当てることができる。これにより、模造品及びその生産設備も最
後の剰余価値を発揮することができる。ただ、一つ注意すべきは、模倣品のような流通を禁止され
ているものを販売したり、金銭と引き換えたりすることができないということである。原則として
模倣品は没収しなければならない（刑法第38条）。
仮差押えはつまり金銭的請求又は金銭的請求になり得るものを保全する強制執行であり、（付
帯）民事損害賠償訴訟を提起するかどうかを決めるにあたって、まず被告の財産状況を調査し、賠
償金の支払いに十分な財力があるかどうかを確認するとともに、差押えに供する財産の価値をも評
価すべきである。訴訟係属前か訴訟係属中を問わず、仮差押えの執行は申立により始まる。その要
件は次の通りである。
1. 合法条件
（1）管轄裁判所に申し立てる。事件の管轄裁判所、及び仮差押えの対象の所在地にある地方法
院（地裁）、両方とも管轄権を有する。但し執行上の便宜を図れば執行対象物の所在地のほ
うが宜しい。
（2）手続に従うこと。請求と仮処分の原因について疎明疎明しなければならないことに注意す
る。債権者は前記疎明疎明をしていないが、債務者が受け得る損害について既に裁判所が決
めた担保を提供したときは、仮処分の命令を妨げない。
2. 前提条件
（1）強制執行の対象となる金銭的請求又は金銭的請求になり得るものを保全するための請求が
ある。
（2）仮差押書には将来提供できる担保物件の名称を記載すべきである。例えば現金若しくは譲
渡可能の定期預金手形、後者の場合は銀行の名称も記載すべきである。
（3）仮差押え原因の疎明 申請者は本件に関して、後日強制執行ができず、又は執行が難しい
虞があることを裁判所に対して疎明する必要がある。以下はその疎明の要領と実例を紹介す
る。
（4）本件（実体案件）が未だ提訴されていない場合、裁判所は債務者の請求によって、債権者
に対して一定期間内に提訴することを命じることが出来る。（民事訴訟法第 529 条）
■ 仮差押え原因の疎明の要領と実例
一、
申立人は、仮差押えの原因、即ち債務者には「今後強制執行を行うことができなくな
ったり、執行が甚だ困難になったりするおそれがある」との状況があることを疎明し
なければならない。申立人は、債務者が財産を浪費し、負担を増加したり、財産に対
して積極的な不利益処分をしたことから無資力の状態になったり、遠方に引越し、行
方をくらましたり、財産を隠したりする事実の証拠（例えば債務者の不渡り証明、債
務者財務報告及び営業収入の明細、債務者の所在地に送付したが差し戻された返送通
知証明、債務者の財務状況がよくない旨の新聞報道など）の資料を提出すべきである。
二、
申立人は、仮差押えの原因について、疎明の責任を尽くすべきであり、もし疎明が不
十分の場合、担保を供して疎明の不十分を補足することができる。但し、担保を供す
ることで疎明の責任に取って代えることはできない。例えば、「何回も催促したが、
債務者が支払うことを拒絶した」又は「債務者が既に行方不明で連絡できない、又は
既に財産を処分した」などの文字を述べただけでは、関係証拠を提出したと説明する
ことはできない。たとえ担保を供して疎明の不十分を補足することを陳述したとして
も、裁判所は、仮差押えの原因を疎明しなかったことを理由に申立を棄却することが
できる。
三、
特許権侵害における仮差押えの案件について、裁判所は申立人が既に仮差押えの原因
を疎明したと認め、仮差押えの申立を許可した例
（一）申立人が仮差押えを申し立てたとき、債務者に既に不渡りの記録があり、取引
もすでに停止され、今後強制執行を行うことができないおそれがある。申立人
は、発行された手形取引信用資料を証明書類として添付している（最高裁判所
97 年台抗字第 265 号決定）。
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（二）債務者会社による中国投資資金は年々増加の傾向があり、並びに大量の資金が
外部に流出している状況も発生しているので、強制執行を行うことができなく
なったり、執行が甚だ困難になったりするおそれがあることは明らかである。
申立人は、相手方会社の財務報告、営業収入明細及び中国での投資金額、債務
者会社の公式サイトでの説明資料を証拠として添付している（最高裁判所 96
年台抗字第 930 号決定、最高裁判所 96 年台抗字第 189 号決定、台湾高等裁判
所 95 年抗字第 1807 号決定）。
（三）債務者の財産に対する仮差押えを第三者に申し立てられ、一方、債務者の配偶
者が代表者となっている会社には最近 1000 万元も増資した状況があり、今後
強制執行を行うことができないおそれがある。申立人は、第三者による債務者
の財産の仮差押え執行命令及びその配偶者が代表者を務める会社の会社変更登
記表を証拠として添付している（台湾高等裁判所 98 年抗字第 1711 号決定）。
（四）債務者会社の全ての財産の総額は、仮差押えを申し立てた金額よりやや高くな
っているが、全ての動産、株式、現金などの財産は処分し易い状態であるので、
たとえ今後相手方の本件における請求権が確かに存在したとしても、当該財産
に対する強制執行を行うことができなくなるおそれがある。それに、目下不動
産取引市場が不景気で、買い手の価格協議の余地がより大きいことなどの状況
から見ても、やはり債権が全額を満たすことができないおそれもある。申立人
は、債務者の最新財産及び所得明細書を証明として添付している（台湾高等裁
判所 98 年抗更一字第 11 号決定）。
（五）債務者会社の輸出総額の実績が年々下降し、最近の年度輸出総額の実績は 3 年
前の半分にも及ばず、前年度の総合所得税の各類別所得も僅かに 7 万元あまり
だったので、債務者は財産を隠匿した事情があることが明らかである。申立人
は、財務者の所得明細書、国際貿易局のメーカー輸出入実績資料検索結果など
を証拠として添付している（台湾高等裁判所 96 年抗字第 1911 号決定）。
四、
特許侵害における仮差押え申立書面の範例
（一） 本件は未だ係属していない仮差押え申立書面の範例。
（二） 本件は既に知的財産裁判所に係属している訴訟中の仮差押え申立書面の範例。
（次のページをご参照）
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実例その一

[本件は未だ係属していない仮差押え申立書面の範例]

民事 仮差押え申立書面
申立人 ○○株式会社
（即ち債権者）
○○に設置
法定代理人 ○○○
住所同上
相手方 ○○○株式会社
（即ち債務者）
○○に設置
法定代理人 ○○○
○○に居住
仮差押えを申し立てる。
請求事項
一、申立人が現金又は等価の○○銀行の譲渡可能の定期預金証書を担保に供した後、相手方の全ての財
産に対して、新台湾ドル$500 万の範囲内において仮差押えの執行を許可する。
二、手続費用は相手方が負担する。
事実及び理由
一、
知的財産案件審理法第 22 条の規定において、仮差押え、仮処分若しくは暫定的な状態を定める
処分の申立は、起訴前に係属すべき裁判所に申立てる、と規定されている。本件は特許権侵害
の損害賠償の保全手続きの件であり、貴裁判所の管轄であるので、貴裁判所は本件仮差押えの
申立に対し、管轄権を有する裁判所であることをまずここに述べる。
二、
債権者が金銭の請求若しくは金銭の請求に代えることができる請求について強制執行を保全し
ようとする場合、仮差押えを申立てることができる。仮差押えは、今後強制執行を行うことが
できなくなったり若しくは執行が甚だ困難になったりするおそれがあるときでなければ、行う
ことができない。請求及び仮差押えの原因は疎明しなければならない。前項の疎明が不十分で
あり、債権者が担保を供すると陳述し、又は裁判所が適当であると認める場合、相当な担保を
定め、担保を供した後仮差押えをすることを命じることができる。これらは、民事訴訟法第 522
条第 1 項、第 523 条第 1 項、第 526 条第 1 項、第 2 項により明文で規定されている。
三、
調査したところ、相手方が生産販売した「○○」機器（声証一）は、申立人の第○○号「○○」
発明特許の特許請求の範囲に入り（声証二）、既に特許権侵害の行為を構成している（声証三）。
相手方は、上記権利侵害物品の生産販売において、少なくとも新台湾ドル$500 万以上の利益を
得ているので、申立人は特許法第 84 条及び第 85 条の規定によって、相手方に新台湾ドル$500
万の賠償金を請求する。
四、
又、相手方が中国の○○公司による投資した資金は、年々増加の傾向があり、相手方の財務報
告の中国での投資金額に関する記載によると（声証四）、相手方が 97 年度に中国に投資した金
額は総計 US$100 万であり、98 年度に中国に投資金額は総計 US$300 万であり、工場、生産ラ
インを中国に移していることが明らかである。もし相手方の財産に対して仮差押えを行わない
のであれば、今後強制執行を行うことができなくなったり、又は執行が困難になったりする可
能性がある。したがって、今後の強制執行を保全するため、申立人は、仮差押えの請求及び原
因を以上の通り疎明し、もし疎明が不十分であると貴裁判所が認めるのであれば、申立人は担
保を供し、疎明の不十分に取って代えることにする。
五、
以上を総合すると、保全のため、債務者の財産を差押えて頂くよう要請する。
知的財産裁判所 御中
証拠物：
声証一：相手方の製品カタログのコピー1 部。
声証二：特許証書のコピー1 部。
声証三：鑑定報告のコピー1 部。
声証四：相手方の会社財務報告のコピー1 部。
中

華

民

國

年
申立人
法定代理人
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実例その二

[本件は既に知的財産裁判所に係属している訴訟中の仮差押え申立書面の範例]

民事 仮差押え申立書面（既に起訴された）
申立人 ○○株式会社
（即ち債権者）
○○に設置
法定代理人 ○○○
住所同上
相手方
○○○株式会社
（即ち債務者）
○○に設置
法定代理人 ○○○
○○に居住
仮差押えを申し立てる。
請求事項
一、申立人が現金又は等価の○○銀行の譲渡可能の定期預金証書を担保に供した後、相手方の全ての財
産に対して、新台湾ドル$500 万の範囲内において仮差押えの執行を許可する。
二、手続費用は相手方が負担する。
事実及び理由
一、債権者が金銭の請求若しくは金銭の請求に代えることができる請求について強制執行を保全しよう
とする場合、仮差押えを申立てることができる。仮差押えは、今後強制執行を行うことができなく
なったり若しくは執行が甚だ困難になったりするおそれがあるときでなければ、行うことができな
い。請求及び仮差押えの原因は疎明しなければならない。前項の疎明が不十分であり、債権者が担
保を供すると陳述し、又は裁判所が適当であると認める場合、相当な担保を定め、担保を供した後
仮差押えをすることを命じることができる。これらは、民事訴訟法第 522 条第 1 項、第 523 条第 1
項、第 526 条第 1 項、第 2 項により明文で規定されている。
二、調査したところ、相手方が生産販売した「○○」機器（声証一）は、申立人の第○○号「○○」発
明特許の特許請求の範囲に入り（声証二）、既に特許権侵害の行為を構成している（声証三）。申
立人は、特許法の規定によって、相手方に新台湾ドル$500 万の賠償金を請求するが、当該案件は貴
裁判所にて審理中である。（案件番号○○年○○字第○○号、声証四）
三、ところが、相手方は、財務困難のため既に銀行の取引から拒絶され（声証五）、明らかに支払い能
力がなく、且つ相手方の財産が既に第三者より強制執行を申し立てられている（声証六）。もし相
手方の財産に対して仮差押えを行わないのであれば、今後強制執行を行うことができなくなったり、
又は執行が困難になったりする可能性がある。したがって、今後の強制執行を保全するため、申立
人は、仮差押えの請求及び原因を以上の通り疎明し、もし疎明が不十分であると貴裁判所が認める
のであれば、申立人は担保を供し、疎明の不十分に取って代えることにする。
四、以上を総合すると、保全のため、債務者の財産を差押えて頂くよう要請する。
知的財産裁判所 御中
証拠物：
声証一：相手方の製品カタログのコピー1 部。
声証二：特許証書のコピー1 部。
声証三：鑑定報告のコピー1 部。
声証四：裁判通知書のコピー1 部。
声証五：手形取引信用資料の検索結果 1 部。
声証六：執行命令のコピー1 部。
中
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3．所用期間
所用期間 従来の制度では、原告側の申立を受理して、裁判所がほぼ職権に基づく審査を経て、
決定を以って命令を下す段取りをとるので、仮処分の申立より 3 乃至 4 週間ほどで普通決定が下
される。仮処分制度と対照して、被告の財産隠匿の懸念があるので、仮差押の管轄裁判所は被告
側の意見聴取をしないまま原告の主張と疎明疎明に基づいて審理し、3 週間ほどまでの期間内で
決定を下すのが普通。但し最近仮差押の理由の疎明に関して、裁判所の要求が厳しくなる傾向が
あるほか、案件数が増えるなどで所用期間が伸びる傾向にある。弁護士から積極的にモニターし
て申立書類でプッシュしたりする必要がある。
9-2-2 費用
執行費（裁判所執行所の費用）は新台湾ドル 1000 元
弁護士費用 弁護士費用は約新台湾ドル十五万元～三十万元程度かかる。理由の疎明に関して
書面資料のボリュームに比例する他、差押える対象財産の調査手続き、担保金の供託手続き、
強制執行の申立、などのステップの手数料が含まれる。
9-2-3

仮差押えの担保金と反対担保金
申請する側が供託する担保金の金額は請求金額と被告側がこうむる予想損害の金額によって
変動する。仮差押さえの担保金は被告が仮差押さえ処分を受けた場合処分が解除されるまで、仮
差押さえ処分が将来無効と確定になることを仮定して、被告がこれによって蒙った損害を想定し
た金額となる。実務上では担保金は押収する対象物の時価と関係なく、むしろ請求する債権金額
の 1／2 ないし 1／3 ほどに相当する金額で定められる。一方、仮差押さえの反対担保の供託によ
って原則上仮差押は取下げられる。反対担保金の金額は、やはり差し押さえの対象物の時価の金
額と関係なく、請求される債権金額の全額となるので、債務者側に対する金銭的な負担が比較的
に大きいと思われる。
申立から裁判所の決定まで、早い場合は約 1 週間で、通常約 3~4 週間かかる。仮差押えは権
利侵害の容疑者に損害賠償と弁護士費用の支払いに十分な財産があることを確保する手続である。
被告が受け得る損害について既に担保金を供託した場合でも、請求及び仮差押えの原因について
の疎明は免除されない。他方、請求及び仮差押えの原因が疎明されたとしても、裁判所はなお債
権者に担保を提供させることができる。したがって、仮差押えの決定を請求する前に、通常担保
金を預けなければならない。
担保金の金額は原則として執行名義となる債権の金額の 1／2 乃至 1／3 を基準とする。
また、
差押えられた物品設備や銀行口座、不動産の価値が極めて高い場合には、裁判所は請求の対象を
考慮して担保金の額を引き上げることもある。担保に供するものは現金のほか、裁判所の許可の
もとに有価証券ないし定期預金をもって現金に代えることもできる。

9-2-4

仮差押の執行とその効果
仮処分決定後に、30 日以内に処分を受けた債権者側が強制執行の申し立てをしなければ決定
が無効になる。執行の請求に別途執行料金がかかる。執行費用は申請する債権金額の 0.8％（強制
執行法第 132 条及び第 28-2 条）。
仮差押が被告側の銀行口座に対して行われる場合、被告側の銀行からの融資格付けが銀行よ
り下げられ、資金繰りの能力が大幅に低下すると思われる。これは被告側の知的財産権侵害によ
る賠償責任を果たす返済能力を確保すると同時に、被告の事業能力に対しても多大なダメージを
与えることが狙える。
一方、仮差押さえの反対担保の供託によって原則上仮差押は取消される。この意味では、損
害賠償の金額、担保金の金額の大きさ及び被告側の資産規模などの関係によって、仮差押の効果
が別れるので、当事者の資金力の戦いの性質が若干あると思われる。その為、裁判官にはあまり
原告がひたすらに資金力を振るうような印象を与えないほうが、仮差押命令を取得しやすいだろ
う。

■

知的財産民事仮差押手続の概要（特許権利侵害事件を例に）

裁判所
の決定

申立人に
よる申立
て
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約 2~3 週

9-3

証拠の保全
相手方の侵害事実を裏付ける証拠を取得することが困難な事件では、裁判所に証拠保全の申立をす
ることが考えられる。例えば、製法特許に関連する事件で、相手方が果たして権利者の方法特許の内容
を使用しているかどうかの証拠を取得することができない場合、証拠保全を申し立てる方法が考えられ
る（民事訴訟法第 368 条）。刑事訴訟法の証拠保全も他にある。
証拠保全の申立が成功するかどうかの重要なカギは、証拠が滅失する虞れ、又は使用困難の虞れが
あることを疎明することにある。
証拠保全は起訴の前より管轄裁判所に対して申し立てることが出来る。しかし、通常では裁判所は
証拠保全の申立に対する対応が極めて慎重で、申し立て人が主張する事実をある程度証明できる具体的
な証拠がなければ、公権力に基づく証拠の提示させる命令を下すことを避けている。
又、証拠保全の命令に基づいて、原告が書記官の同行で被告側の住所へ赴き、所要証拠の提示を要
求するとき、被告がそれに拒否する場合でも、最高でも過料ぐらいしか課徴することが出来ないので、
証拠保全の申立の実質的な効果が限られている。20100603
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10

公平会への摘発
公平取引法第 20 条､第 24 条に違反する模倣事件、例えば他人の所有する有名なアニメのキャラク
ターを立体的な人形（キャラクター商品）に作り上げ、又は他人のトレードドレスをコピーする行為が
商標､特許､著作権法の規制を受けない事件について、公平取引法による摘発が考えられる。1999 年改正
された公平取引法第 35 条により、第 20 条の規定に違反した者は、公平取引委員会に是正を命じられて
も、なお法により是正しない場合においてのみ刑事責任を問われる。違法者に対する威嚇効果があまり
期待できないことから、被告を裁く法律がほかにない場合にのみ公平会に摘発する。
摘発が提出されてから、最も速くて公平会は八ヶ月ほど後に結論を出す。
＊公平取引法第２０条及び第２１条に関する案件の処理原則の改正のご案内（2010.03）
台湾公平取引委員会は、公平取引法の一部の規定に該当する案件に関して処理原則を定めており、
この間（2 月 25 日）公平取引法第 20 条及び第 21 条に関する案件の処理原則のうち主に案件の処理手続
について改正を行い、並びに即日より発効することを公布した。
次にそれぞれの改正内容及び本法の関連規定をみてみよう。
■公平取引法第 20 条に関する案件の処理原則についての改正
二十．（不受理案件の処理手続）
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、業務部門が意見を付けて、当番の委員に移送して審査
を行い、主任委員（長官）又は副主任委員の認可を経た後、ファイルに保管し（ファイリング）、又は
回答書簡を出して案件を終了し、並びに定期的にまとめて委員会議に報告する。
（一）告発事件が本処理原則により処理しないことができる場合。
（二）告発には具体的な内容がない場合。
（三）告発事項が単に双方当事者の紛争に関するもので、而も双方当事者の間に既に和解が成立した
場合、又は告発者が告発を撤回した場合。

➠公平取引法第 20 条（模倣行為の禁止）
事業者は、その営業において提供する商品又は役務について、次に掲げる行為をしてはならない。
一．関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、商標、商品の容
器、包装の外観その他他人の商品を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の商品と
混同誤認を生じさせ、又は当該表示を使用した商品の販売、運送、輸出若しくは輸入をする行為。
二．関係事業者又は消費者に通常認識されている他人の氏名、商号若しくは社名、標章その他他人
の営業、役務を示す表示と同一若しくは類似のものを使用し、他人の営業若しくは役務の施設又
は活動と混同誤認を生じさせる行為。
三．同一の商品若しくは同類の商品について、登録を受けていない外国の著名商標と同一若しくは
類似のものを使用し、又は当該商標を使用した商品の販売、運送、輸出若しくは輸入をする行為。
前項の規定は、次に掲げる各号の行為について適用しない。
一．普通の使用方法で、商品自体について慣習上通用されている名称、若しくは取引上同類の商品
に慣用されている表示を使用する行為、又は当該名称若しくは表示を使用した商品の販売、運送、
輸出若しくは輸入をする行為。
二．普通の使用方法で取引上同種の営業又は役務で慣用の名称若しくはその他の表示を使用する行
為。
三．善意で自己の氏名を使用する行為、又はその氏名を使用した商品の販売、運送、輸出若しくは
輸入をする行為。
四．前項第一号又は第二号に掲げる表示について、関係事業者又は消費者に通常認識されるように
なる以前からこれと同一又は類似のものを善意に使用していた行為、又はその表示は善意の使用
者からその営業とともに承継して、使用した行為、又はその表示を使用した商品の販売、運送、
輸出若しくは輸入をした行為。
事業者は他の事業者の前項第三号及び第四号の行為により、その営業、商品、施設若しくは活動が
損害を受け、又は混同を生じさせるおそれがあるときは、他の事業者に適当な表示の付記をするよう求
めることができる。但し、単に商品の運送を行うものに対しては、これを適用しない。
■同法第 21 条に関する案件の処理原則についての改正
（第二章 案件の処理手続）
十三、告発事件を業務部門が初歩的に審理した後、その告発の事実、理由が本法の要件と明らかに一致
しないか、またはただ告発者の個人の損害もしくは不利益に関するもので、取引秩序、公共利益に
与える影響が軽微であると十分に認定できるものは、調査を経ないで、業務部門が意見を付して、
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当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を経た後、先に書簡で告発者に返
答し、毎月まとめて委員会議に報告して追認する。
告発案件について、業務部門が初歩的に審理し、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認める
ときは、前項手続を準用する。
（一）被告発者が既に営業停止、解散、引越しによる行方不明で、調査を行うことができない。
（二）表示若しくは標記に係る商品がなお販売中されているが、被告発者が告発される前に自らその
表示若しくは標記の使用を停止し、または変更した。
（三）告発者が告発した事実が、本会の処分に含まれている。
（四）告発案件が撤回された後、告発者は新たな証拠もなく、同一事件に対し再び告発した。
案件は業務部門が初歩的に審理し、その告発内容は本法規定に違反しないものと実質的に認定した
場合、業務部門が意見を付して、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を
経た後、ファイルに保管し（ファイリングし）、または回答書簡を出して案件を終了し、次週委員会
議に報告し、追認する。
十四、案件調査中に次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、調査を停止することができ、業務部
門が意見を付して、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を経た後、フ
ァイルに保管し（ファイリングし）、または回答書簡を出して案件を終了し、毎月まとめて委員会
議に報告する。
（一） 事業者が表示または標記に使用した用語が曖昧（違法するか否かのグレーゾーンにある）で、
その他目的事業主務官庁または法規に解釈規定若しくは禁止規定がなく、その内容が一般の消
費者に広く認知されておらず、例えば常用の非法定用語、或いは具体的な判別基準がない場合
は、処分を下さないと告発者に書簡で回答することができる。
（二） 表示若しくは標記に係る商品がなお販売されているが、被告発者が告発される前に自らその表
示若しくは標記の使用を停止し、又は変更した。
（三） 被告発者が既に営業停止、解散、引越しによる行方不明で、調査を行うことができない。
（四） 告発者が告発した事実が、本会の処分に含まれている。
（五） 同一の告発者が告発後に撤回し、その後正当な理由がなく、事業者による同一の表示または標
記について再び告発した。
（六） 取引秩序、公共利益と関係がない民事事件。
（七） 刑事事件に関わるもの。
（八） 双方当事者が和解し、取引秩序、公共利益に与える影響が軽微な事件。
（九） 告発方式に不備があり、期限内に補正するよう告発者に書簡で要請し、期限を超えても補正し
ないもの。
（第三章 簡易作業手続）
十九、簡易手続により処理された処分案件は、直接簡式処分書、回答書簡ドラフトを起案し、当番の委
員に移送して審査することができ、主任委員または副主任委員の認可を経た後、先に発送して、次
週委員会議に提出し、報告する（追認）。
審査の過程において異見があり、委員会議に提出し審議すると指示を経た場合、その指示に従い、委
員会議に提出し審理しなければならない。
二一、簡易不処分案件は署名したうえで、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の
認可を経た後、先に発送し、次週委員会議に提出し、追認する。
審査の過程において異見があり、委員会議に提出し審議すると指示を経た場合、その指示に従い、委
員会議に提出し審理しなければならない。
➠公平取引法第 21 条（虚偽の記載又は広告）
事業者は、商品若しくはその広告に、若しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の価格、数量、
品質、内容、製造方法、製造日期、使用期限（賞味期限）、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を招く表示又は標記をしてはならない。
事業者は、前項の虚偽不実若しくは錯誤を招く表示を記載した商品の販売、運送、輸出若しくは輸
入をしてはならない。
前二項の規定は事業者の役務にこれを準用する。
広告代理業者が明らかに知っていながら、又は知ることのできる情況の下にもかかわらず、錯誤を招く
広告を制作し、若しくは設計したときは、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
達又は掲載した広告が他人の錯誤を招くおそれがあることを明らかに知っていて、若しくは知り得るに
もかかわらず、それを伝達し又は掲載したものは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。
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＊公平取引法改正、虚偽不実の広告にイメージキャラクターの共同責任を追及（2010.05）
公平取引法第 21 条の改正案が 5 月 18 日の立法院会議で可決されたことにより、広告イメージキャ
ラクターが故意に虚偽不実又は消費者に誤解を与えるような意見を表明するするときは、消費者の権利
確保のため、広告主と共同で損害賠償責任を負わねばならない。
これまでにイメージキャラクターとして広告に出た芸能人或いは有名人たちが使用体験を語った
り商品の効能などを誇大に宣伝したことで問題になったケースはしばしば耳にする。然しながら、現行
公平取引法により、このような場合において広告主とともに法的責任を問われるのは広告代理業者と広
告媒体業者のみ。
このため、議員立法で公平取引法第 21 条の改正案が提出され、業者と共同で虚偽不実又は人に誤
解を与えるような表示又は表記をする故意が、広告に出演したイメージキャラクターにもあったときは、
損害賠償について広告主と連帯の法的責任をとってもらう。
広告主のほか、広告で商品又はサービスに対する意見、信頼、発見若しくは体験を反映する人又は
機構が、広告イメージキャラクターにあたる。
公平取引法第 21 条の新旧条文対照表
改正条文
現行条文
第 21 条 事業者は、商品若しくはその広告に、若 第 21 条 事業者は、商品若しくはその広告に、若
しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の価格、 しくはその他公衆に知らせる方法で、商品の価格、
数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期 数量、品質、内容、製造方法、製造日期、使用期
限（賞味期限）、使用方法、用途、原産地、製造 限（賞味期限）、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 者、製造地、加工者、加工地等について、虚偽不
実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をし 実又は人に誤解を与えるような表示又は表記をし
てはならない。
てはならない。
事業者は、前項の虚偽不実又は人に誤解を与え
事業者は、前項の虚偽不実又は人に誤解を与え
るような表示のあった商品の販売、運送、輸出若 るような表示のあった商品の販売、運送、輸出若
しくは輸入をしてはならない。
しくは輸入をしてはならない。
前二項の規定は事業者の役務にこれを準用す
前二項の規定は事 業者の役務にこれを準用す
る。
る。
広告代理業者が明らかに知っていながら、又は
広告代理業者が明らかに知っていながら、又は
知ることのできる情況の下にもかかわらず、人に 知ることのできる情況の下にもかかわらず、人に
誤解を与えるような広告を制作し、又は設計した 誤解を与えるような広告を制作し、又は設計した
ときは、広告主と損害賠償の連帯責任を負う。広 ときは、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した広告が他人に 告媒体業者がその伝達又は掲載した広告が他人に
誤解を与えるおそれがあることを明らかに知って 誤解を与えるおそれがあることを明らかに知って
いて、若しくは知り得るにもかかわらず、それを いて、若しくは知り得るにもかかわらず、それを
伝達し又は掲載したときは、広告主と損害賠償の 伝達し又は掲載したときは、広告主と損害賠償の
連帯責任を負う。広告イメージキャラクターと広 連帯責任を負う。
告主が故意に虚偽不実又は人に誤解を与えるよう
な表示又は表記を共同でしたときは、広告主と損
害賠償の連帯責任を負う。
前項においていう広告イメージキャラクターと
は、広告主のほかに、広告で商品又は役務に対す
る意見、信頼、発見若しくは体験の結果を反映す
る人又は機構をいう。

■ 付録：公平交易法行政規則→処理原則→
1 公平交易法第 20 条案件に関する処理原則(仿冒表徴) -2010.02.25
2 公平交易法第 21 条案件に関する処理原則(不実広告) -2010.02.25
3 公平交易法第 24 条案件に関する処理原則(欺罔或顯失公平行為)-2005.02.24
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■ 付録 1：
公平交易法行政規則→処理原則→仿冒表徴
行政院公平交易委員会の公平交易法第 20 条案件に関する処理原則 (2010.02.25)
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN Order is hereby given, for the revision on
Paragraph 20 of "FTC Disposal Directions on Handling Cases Governed by Article 20 of the Fair
Trade Act" (revised directions take into force from 25th, February 2010)
１．83.7.6.第 143 回委員会議通過
２．87.7.8.第 348 回委員会議修正第 10 点通過
３．88.3.20(88)公参字第 00782 号書簡修正全文 21 点公布
４．94.2.24.公法字第 0940001293 号令修正名称及び第 1,20 点公布;並びに 94.2.24 より発効（元名称：
行政院公平交易委員会処理公平交易法第 20 条案件原則）
５．94.8.26.公法字第 0940006982 号令修正第 7~13,16,20 点公布;即日発効
６．99.2.25. 公参字第 0990001304 号令修正第 20 点;並びに 99.2.25 より発効
一、 目的
行政院公平交易委員会（以下、本会）は、事業者間の公平な競争を確保し、消費者の権益を保障し、公
平交易法（以下、本法）第 20 条に定める模倣事件を効果的に処理するため、特に本処理原則を制定する。
二、 （名詞釈義一）
本法第 20 条においていう関係事業者又は消費者とは、当該商品又は役務に関して販売・購入等取引関係
が発生する可能性のある者をいう。
三、 （名詞釈義二）
本法第 20 条においていう関係事業者又は消費者の間で広く認識されているとは、相当な知名度を持って
いて、関係事業者又は消費者の多くに周知されていることをいう。
四、（名詞釈義三）
本法第 20 条においていう表示とは、識別性又はセカンダリー・ミーニングを有する特徴であって、商品
又は役務の出所を示し、関係事業者又は消費者がそれによって異なる商品又は役務であることを区別す
ることのできるものをいう。
前項の識別性とは、ある特徴が特別に顕著で、関係事業者又は消費者がそれを見れば、その特徴が表す
商品又は役務は特定の事業者によって製造（生産）又は提供されるものであると認識することのできる
ものをいう。
第 1 項のセカンダリー・ミーニングとは、本来、識別性を有しない特徴が長期的に継続して使用されて
いたことにより、関係事業者又は消費者の間で知られるようになり、彼らはその特徴から商品又は役務
の出所を連想することができ、これによりその特徴に持たせた商品又は役務の出所を区別することので
きるもう一つの意味合いのことをいう。
五、（名詞釈義四）
本法第 20 条にいう同一又は類似の使用について、同一とは文字、図形、記号、商品の容器、包装、形状
若しくはその組み合わせの外観、排列、カラー設定が完全に同一であることをいい、類似とは、主要部
分を襲用して関係事業者又は消費者が購入するするときに普通の注意を払っても混同誤認の虞のあるも
のをいう。
六、（名詞釈義五）
本法第 20 条においていう混同誤認とは、商品又は役務の出所につき誤認、誤信があることをいう。
七、表示の判断要素
本法第 20 条においていう表示とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するものをいう。
(一) 文字、図形、記号、商品の容器、包装、形状、又はその組み合わせが特別に顕著で、関係事業者又
は消費者がそれによって商品又は役務を表す標識と認識するに足り、他人の商品又は役務と区別が
つくもの。
(二) 文字、図形、記号、商品の容器、包装、形状、又はその組み合わせ自体は特別に顕著ではないが、
相当の時間にわたって使用されていたことにより、関係事業者又は消費者が認識するに足り、また
これを商品又は役務の出所と連想することのできるもの。
八、表示の例示
次に掲げる各号は本法第 20 条でいう表示に該当する。
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(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)

氏名。
商号又は会社名称。
商標。
標章。
特別に設計され、識別性を持つ商品の容器、包装、外観。
本来、識別性を持たない商品の容器、包装、外観が長期間にわたって継続して使用されていたこと
により、セカンダリー・ミーニングを持たせるようになったもの。

九、表示に該当しないものの例示
次の各号は商品又は出所を表す機能がないため、本法第 20 条でいう表示に該当しない。
(一) 商品について慣用されている形状、容器、包装。
(二) 商品に関する説明文字、内容又は色彩。
(三) 実用的又は技術的機能を有する形状。
(四) 商品の内部構造。
(五) 営業又は役務の慣用名称。
十、関係事業者又は消費者の間で広く認識されているかの判断要素
表示が関係事業者又は消費者の間で広く認識されているかどうかを判断するには、次の事項を総合的に
勘案しなければならない。
(一) 当該表示を売り物にする広告の量が、関係事業者又は消費者に当該表示に対するイメージを生じさ
せるに足りるか。
(二) 当該表示を有する商品又は役務が市場に於いて販売された時間が、関係事業者又は消費者に当該表
示に対するイメージを生じさせるに足りるか。
(三) 当該表示を有する商品又は役務の市場に於ける販売量が、関係事業者又は消費者に当該表示に対す
るイメージを生じさせるに足りるか。
(四) 当該表示を有する商品又は役務の市場占有率が、関係事業者又は消費者に当該表示に対するイメー
ジを生じさせるに足りるか。
(五) 当該表示を有する商品又は役務が媒体の広範な報道を経て、関係事業者又は消費者に当該表示に対
するイメージを生じさせるに足りるか。
(六) 当該表示を有する商品又は役務の品質及びその評判。
(七) 当事者が当該表示に係る商品又は役務について、科学的、公正的、かつ客観的な市場調査資料を提
供している。
(八) 関連主務官庁の意見。
前項第七号の当事者が提供した市場調査資料を勘案するときは、本会第 322 回委員会会議を通過し、ま
た第 347 回会議で修正・可決された「行政院公平交易委員会による当事者提供市場調査報告に関する評
価要項」を適用して処理する。
第一項に列挙された考慮事項は、その他の関連事項を参照して総合的に勘案しなければならない。
十一、混同誤認の判断要素
第 20 条においていう混同誤認を引き起こすか否かを判断するには、次に掲げる事項を勘案しなければな
らない。
(一) 普通の知識経験を有する関係事業者又は消費者の注意力の程度。
(二) 商品又は役務の特性、差異化、価格等が注意力に対する影響。
(三) 表示の知名度、企業規模及び企業イメージ。
(四) 表示には独特の創意が見られるか否か。
十二、判断原則
表示の同一又は類似の使用であるか否かを勘案するには、客観的事実に基づき、次の原則によりこれを
判断する。
(一) 普通の知識経験を有する関係事業者又は消費者が普通の注意を払うことを原則とする。
(二) 全体観察及び主要部分（要部）比較の原則。
(三) 時と場所を異にして隔離的観察をする原則。
十三、認定手続き
表示が関係事業者又は消費者の間で広く認識されているか、同一又は類似の使用か否か、又は混同誤認
を生じる否かについては、次の手続きによってこれを認定する。
(一) 本会委員会議により認定する。
(二) 相当な争議があって判断し難いものは、公聴会或は座談会を開催することができる。学者・専門家、
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業者代表、消費者代表、関連産業組合及び機関の意見を諮問し、本会認定の参考に供することがで
きる。
(三) 影響が重大でかつ相当な争議があって、判断し難いものは、公正・客観的な団体、学術機構に委託
して、アンケート調査で一般大衆又は関連取引相手の意見を聴取することができる。
十四、（会社名称）
二の会社名称の中に異なる業務種類が明記されているものは、その会社名称は本法第 20 条でいう同一又
は類似の使用に該当しない。
普通の使用方法を以って、会社法により登記した会社名称を使用する場合、関係事業者又は消費者に広
く認識されている他人の営業と混同誤認を生じさせるような積極的行為がないときは、本法第 20 条の規
定に違反しない。
十五、（商号名称）
普通の使用方法を以って、商業登記法により登記した商号名称を使用する場合、関係事業者又は消費者
に広く認識されている他人の営業と混同誤認を生じさせるような積極的行為がないときは、本法第 20
条の規定に違反しない。
十六、本法第 20 条と第 24 条規定の適用原則
次の各号に掲げる場合が本法第 20 条規定の構成要件に該当しないときは、第 24 条規定違反によってこ
れを処理することができる。
(一) 他人の著名な商品又は役務の表示を襲用し、混同誤認を生じさせるようなことがないと謂えども、
積極的に他人の商誉に便乗することがある場合。
(二) 他人の商品又は役務の外観を模倣し、積極的に他人の努力成果を搾取し、競争者に対して著しく公
正さを欠き、取引秩序に影響するに足りる場合。
前項の場合は、商品の外観が公衆の自由に利用できる技術であるものについては適用しない。
十七、（既往に遡及しない原則）
公平交易法施行前に、すでに多数の関連業者によって共同使用されている商品の容器、包装、外観その
他の表示であって、関係事業者又は消費者がその容器、標示の外観からその出所を区別することができ
ないときは、ある特定の事業者から最も先に使用したとの主張があった場合でも、他人の使用を排除す
ることができない。
十八、（告発方式）
他の事業者による本法第 20 条規定違反を告発するものは、書面を以て具体的な内容、真実の氏名及び住
所を明記させなければならない。口頭でこれを行うときは、本会が書面記録を作成し、そこに告発者が
署名又は押印する。
告発は、真実の氏名、住所、署名（押印）又は具体的な内容がないときは、これを処理しないことがで
きる。但し明らかに公共利益を侵害する虞があるときは、公平な競争及び消費者の利益を確保するため、
職権によりこれを調査・処理することができる。
十九、（告発者による事実証拠の提供）
他の事業者による本法第 20 条違反を摘発するものは、関連商品又は役務の表示が関係事業者又は消費者
に広く認識されていることについての証拠、及び他の事業者が違法に関わっている具体的な事実や証拠
を提供しなければならない。
前項によって関連資料を提供しないものは、書面を以て相当の期限内に提供するよう通知する。期限を
超過しても提供しないときは、その告発に具体的内容がないものと見なす。
二十．（不受理案件の処理手続）
次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、業務部門が意見を付して、当番の委員に移送して審査し、
主任委員（長官）又は副主任委員の認可を経た後、ファイルに保管し（ファイリングし）、又は回答書
簡を出して案件を終了し、並びに定期的にまとめて委員会議に報告する。
（一）告発事件が本処理原則により処理しないことができる場合。
（二）告発には具体的な内容がない場合。
（三）告発事項が単に双方当事者の紛争に関するもので、而も双方当事者の間に既に和解が成立した場
合、又は告発者が告発を撤回した場合。
二十一、（被告発事業者が意見を陳述する機会）
本会が事業者に対して処分を為す前に意見陳述の機会を与えなければならない。但し、本会が期間を限
定し、事業者に出頭して意見陳述し、又は書面を提出して説明することを通知した後、期限を超過して
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もに出頭せず、又は書面による説明を提出しない場合は、この限りでない。
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■ 付録 2：
公平交易法行政規則→処理原則→不実広告
行政院公平交易委員会の公平交易法第 21 条案件に関する処理原則 (2010.02.25)
FAIR TRADE COMMISSION, EXECUTIVE YUAN Order is hereby given, for the revision on partial
provisions of "FTC Disposal Directions on Handling Cases Governed by Article 21 of the Fair Trade Act"
(revised directions take into force from 25th, February 2010)
83.8.31.第 151 回委員会議通過
85.12.24.第 269 回委員会議修正全文
86.10.15.第 311 回委員会議第 22 点、第 23 点修正；第 26 点削除
88.4.6.第 387 回委員会議第 6 点及び第 16 点修正
88.11.3.第 417 回委員会議第 16 点及び第 21 点修正
91.9.26.第 568 回委員会議全文修正
91.11.5.公參字第 0910010812 号令公布
94.1.13.第 688 回委員会議名称修正
94.2.24.公法字第 0940001278 号令公布
94.8.26.公法字第 0940006949 号令公布第 13 点、第 23 点修正
96.11.15 第 836 回委員会議全文修正
96.11.30.公參字第 0960010188 号令公布
98.11.11.第 940 回委員会議修正
98.11.19.公參字第 0980010463 号令公布
99.2.10.第 954 回委員会議
99.2.25.公參字第 0990001296 号令公布修正第 13 点、第 14 点、第 19 点及び第 21 点
第一章 総則
一、行政院公平交易委員会(以下本会と称する)は、事業者の公平競争を確保し、消費者の権益を保障し、
公平交易法（以下本法と称する）第 21 条を効果的に執行し、事業者が商品（役務）またはその広告の上
において、或いはその他公衆に知らせる方法によって、虚偽不実もしくは錯誤に導く表示又は標記をす
ることを禁止するために、本処理原則を制定する。
二、本法第 21 条が称する商品（役務）とは、経済価値を有する取引対象及び集客効果を有するその他の
直接的な取引対象ではない関連取引事項をいい、事業者の身分、資格、営業状況、その他事業者、公益
団体または政府機関との関係、事業者がその取引に対し付帯して提供した景品、贈呈品等を含む。
三、本法第 21 条においていう、その他公衆に知らせる方法とは、直接または間接的に非特定の一般もし
くは関係公衆に見聞させる伝播行為をいう。
看板、名刺、商品（役務）説明会、事業者が資料をマスコミに提供したり、報道の方法で掲載したり、
書簡の発送により事業者に見聞させ、公開販売の書籍に情報を掲載したり、紹介販売の方法により宣伝
資料を消費者に配布したり、商品使用マニュアルを専門家に渡したり、更に情報を公衆に頒布すること
等は、すべてその他公衆に知らせる方法をいう。
四、本法第 21 条にいう表示または標記については、文字、言語、音、図形、記号、数字、映像、色、形
状、動作、物体もしくはその他方法により商業価値を有する情報または観念を表現し、もしくは伝播す
るに足りる行為をいう。
五、本法第 21 条においていう虚偽不実とは、表示または標記が事実と一致せず、その差異が一般もしく
は関係公衆に受け入れられず、錯誤に導く認知または決定の虞があるものをいう。
六、本法第 21 条にいう錯誤に導くこととは、表示または標記が事実と一致するか否かにかかわらず、一
般、もしくは関係公衆を錯誤に導く認知または決定の虞があるものをいう。
七、虚偽不実または錯誤に導く表示、もしくは標記を判断する原則は以下の通り：
（一） 表示または標記は関連取引相手の普通の注意力の認知により、虚偽不実もしくは錯誤に導く事
例があるか否かについて判断すべきである。
（二） 表示または標記について、隔離的観察をすると、真実であるが、併せて観察した後の全体イメ
ージ及び効果に、関連取引相手を錯誤に導く認知または決定の虞があった場合、それは錯誤に
導くということである。
（三） 表示または標記の内容を対比もしくは特別顕著な方法により行う場合、特別顕著な主要部分が
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（四）

消費者が取引するか否かを決定する主要要素になりやすい。従って、虚偽不実もしくは錯誤に
導くか否かについて、当該特別顕著な主要部分を単独で観察した後、判定することができる。
表示または標記は客観的に多重の合理的な解釈を有する時、その中の、一つが真実である場合、
不実の部分がないとみなす。但し、錯誤に導く意図が明確である場合、この限りではない。

八、前点各号の判断原則の適用時に下記の要素を考量すべきである：
（一） 表示または標記と実際の状況との差異の程度。
（二） 表示または標記の内容を普通の知識経験を有する関連取引相手が合理的に判断し、取引の決定
に影響を与えるに足りるか否か。
（三） 競争における事業者及び取引相手の経済利益に与える影響。
九、広告が虚偽不実もしくは錯誤に導くか否かについては、広告主が広告を使用した時の客観的な状況
により判断すべきである。
広告主が広告を使用した時、今後の給付内容を広告と一致させることができないと予知し、または先に
知ることができる場合、その広告には虚偽不実もしくは錯誤に導くことがあるとみなす。
第一項でいう客観的な状況については、広告主による今後の給付能力の提供、法令の規定、商品（また
は役務）の供給……等をいう。
第二章

案件の処理手順

十、本会は他の事業者による虚偽不実もしくは錯誤に導く表示または標記にかかわる告発事件を処理す
る時に、書面を以って具体的な内容、真実の氏名及び住所を明記するよう告発者に要請すべきである。
口頭でこれを行うときは、本会が書面記録を作成すべきで、告発者に対し朗読するか、または閲覧させ、
その内容に間違いがないことを確認し、年月日を明記した後、告発者が署名または押印する。
十一、本会は他の事業者による虚偽不実もしくは錯誤に導く表示または標記にかかわる告発事件を処理
する時に、事実及び証拠を調査する必要に基づき、関連商品、包装、広告等の必要な事実及び証拠を提
供するよう告発者に要請し、また他の事業者による表示または標記により、関連取引相手が虚偽不実も
しくは錯誤に導くことに合理的な疑いを持つに足ること、及びその受けた損害を説明するよう告発者に
も要請すべきである。他人に告発を委託するものは、委任書を提出すべきである。
十二、担当機関は告発書簡または電子メールを受け取った後、本会の公文書処理マニュアルの規定に従
い処理するほか、先ず告発の手順により下記の事項を審理すべきである。：
（一）
第 10、11 点の規定に該当するか否か。もし具体的な内容がなく、真実の氏名または住所もな
く、及びに他機関からの書簡により、前記状況の 1 つに該当すると判明したときは、受理しな
いことができる。
（二）
書簡に告発の性質があるか否かについて、当事者の真意を探求すべきである。書簡が広告の真
実性についての問い合わせ、広告内容に不実の部分があるという憶測、または本会に移送して
鑑定を要請する等告発の性質がないものの場合は、担当機関は告発の手順により他案として告
発することを書簡で告発人に返答することができる。
（三）
書簡は本会が担当するか否か。もし書簡が民、刑事事件、他機關が担当する事件で、または法
条競合であるので、本会と他機關との協議の結論により他機關が担当することになった場合、
担当機関が本会の担当事件ではないとして書簡で返答するか、もしくは関係主務官庁に移送し
て処理すべきである。
（四）
告発者が告発の表示または標記により、損害もしくは不利益を受けたか否か。非競争事業者ま
たは非取引相手が告発を提起した場合、不利益を受けた具体的な事実及び証拠を添付し、改め
て書簡で告発を提起するよう告発者に書簡で返答することができる。
前項各号の告発手順の処理及び回答書簡に該当しない場合、自ら処理し、毎月まとめて委員会議に報告
して追認を経ることを担当機関の主管者に許諾する。
告発事件は同時に本法第二十一条及びその他の条文の規定にかかわり、且つ第一項の各号の事由がある
ものは、前二項の規定により処理することができる。
告発事件が重大な公共利益にかかわるものは、第一項規定を適用せず、職権により積極的に調査するこ
とができる。
十三、告発事件を業務部門が初歩的に審理した後、その告発の事実、理由が本法の要件と明らかに一致
しないか、またはただ告発者の個人の損害もしくは不利益に関するもので、取引秩序、公共利益に与え
る影響が軽微であると十分に認定できるものは、調査を経ないで、業務部門が意見を付して、当番の委
員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を経た後、先に書簡で告発者に返答し、毎月ま

320

IP 訴訟実務マニュアル 2011
とめて委員会議に報告して追認する。
告発案件について、業務部門が初歩的に審理し、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、
前項手続を準用する。
（一） 被告発者が既に営業停止、解散、引越しによる行方不明で、調査を行うことができない。
（二） 表示若しくは標記に係る商品がなお販売中されているが、被告発者が告発される前に自らその
表示若しくは標記の使用を停止し、または変更した。
（三） 告発者が告発した事実が、本会の処分に含まれている。
（四） 告発案件が撤回された後、告発者は新たな証拠もなく、同一事件に対し再び告発した。
案件は業務部門が初歩的に審理し、その告発内容は本法規定に違反しないものと実質的に認定した場合、
業務部門が意見を付して、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を経た後、
ファイルに保管し（ファイリングし）、または回答書簡を出して案件を終了し、次週委員会議に報告し、
追認する。
十四、案件調査中に次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、調査を停止することができ、業務部
門が意見を付して、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員の認可を経た後、ファイ
ルに保管し（ファイリングし）、または回答書簡を出して案件を終了し、毎月まとめて委員会議に報告
する。
（一） 事業者が表示または標記に使用した用語が曖昧（違法するか否かのグレーゾーンにある）で、
その他目的事業主務官庁または法規に解釈規定若しくは禁止規定がなく、その内容が一般の消
費者に広く認知されておらず、例えば常用の非法定用語、或いは具体的な判別基準がない場合
は、処分を下さないと告発者に書簡で回答することができる。
（二）
表示若しくは標記に係る商品がなお販売されているが、被告発者が告発される前に自らその表
示若しくは標記の使用を停止し、又は変更した。
被告発者が既に営業停止、解散、引越しによる行方不明で、調査を行うことができない。
（三）
（四）
告発者が告発した事実が、本会の処分に含まれている。
（五）
同一の告発者が告発後に撤回し、その後正当な理由がなく、事業者による同一の表示または標
記について再び告発した。
（六）
取引秩序、公共利益と関係がない民事事件。
刑事事件に関わるもの。
（七）
（八）
双方当事者が和解し、取引秩序、公共利益に与える影響が軽微な事件。
（九）
告発方式に不備があり、期限内に補正するよう告発者に書簡で要請し、期限を超えても補正し
ないもの。
十五、本法第 21 条の案件について、本会とその他主務官庁は順に下記の原則を適用し、分担する：
特別法は一般法に優先する。
（一）
重い法は軽い法に優先する。
（二）
前項分担の結果により、各主務官庁に移送し、処理する案件の類型は、附表一の通り。
十六、本原則が定める取引秩序、公共利益に影響を与える判断原則は次の通り：
（一） 被害者の人数の多寡。
（二） その業界の普遍的な現象であるか否か。
（三） 商業倫理により非難されるべきか。
（四） 能率競争に損害を与える程度。
十七、表示または標記について虚偽不実もしくは錯誤に導く案件類型の例示は附表二の通り。
第三章 簡易作業手順
十八、違法広告事件で、取引秩序、公共利益に与える影響が軽微で、且つ次に掲げる場合のいずれかに
該当するときは、簡易処分案件手順により処理することができる。：
（一） 表示または標記は事実と明らかに一致しておらず、案件の内容が単純な案件。
（二） 処分の前例があり、且つ本会が定める規範の説明に違反したか、または処理原則もしくは本処
理原則第 17 点が定める違法行為の類型にあたる場合。
違法のおそれがあるが、取引秩序、公共利益に与える影響が軽微である事件で、且つ次に掲げる場合の
いずれかに該当するときは、簡易不処分案件手続により処理することができる。：
（一）
違法のおそれがあるが、行政指導により注意及び改善を要請することができる。
（二） 案件が関わる部分が告発者の個別の損害または不利益だけで、違法の状況が軽微である。
（三）
本処理原則が定める調査の停止事項に該当する。
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法に違反しない案件は、簡易不処分案件手続により処理することができる。
十九、簡易手続により処理された処分案件は、直接簡式処分書、回答書簡ドラフトを起案し、当番の委
員に移送して審査することができ、主任委員または副主任委員の認可を経た後、先に発送して、次週委
員会議に提出し、報告する（追認）。
審査の過程において異見があり、委員会議に提出し審議すると指示を経た場合、その指示に従い、委員
会議に提出し審理しなければならない。
二十、簡式（書式化）処分書に記載される内容は下記の通り：
（一）「行政院公平交易委員会処分書」文字及び書類番号。
（一）
被処分者及びその代表者（責任者）、代理人の名称及び住所。
（二）
主文。
（三）
事実。箇条書きの簡潔な用語により本会が認定する違法な事実を説明する。
（四）
理由。要件事実が認定する理由を簡潔に説明し、もし被処分者が調査申請したか、または提出
（五）
した事実もしくは証拠について、調査せず、或いは受け入れない場合、段落ごとにその理由を
記載する。
（六）
証拠。調査により得た関連の事実証拠を記載し、例えば告発書簡、広告名称、被処分者が陳述
した意見、被処分者が提出した資料、被処分者の営業調査により得られた所得資料、本会のそ
の他の調査により得られた資料 （例えば写真、統計資料、商品実物、本会が関係機関、団体
に問い合わせた後の回答書簡）、その他の機関、団体の資料（例えば判決、起訴状、鑑定意見
等）。
（七）
適用法条。本法第 21 条第 1 項、第 2 項、第 3 項。本法第 41 条。
註記。不服申立ての教示部分及びその他の記載すべき事項。
（八）
二十一、簡易不処分案件は署名したうえで、当番の委員に移送して審査し、主任委員または副主任委員
の認可を経た後、先に発送し、次週委員会議に提出し、追認する。
審査の過程において異見があり、委員会議に提出し審議すると指示を経た場合、その指示に従い、委員
会議に提出し審理しなければならない。
二十二、案件が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本章の規定を適用しない：
（一）
本法第 41 条後段に該当する事情。
罰金が 40 万元をこえる場合。
（二）

附表一

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四

各主務官庁に移送し、処理する案件の類型表

案件類型
商品または役務の広告内容に医療効能があると暗示する
もの
化粧品の広告
食品広告が食品衛生管理にかかわるもの
医療広告
乳製品の不実表示
一般商品の表示
タバコやお酒の表示
立案された塾の広告

主務官庁
行政院衛生署

行政院衛生署
行政院衛生署
行政院衛生署
行政院衛生署
経済部
財政部国庫署
直轄市、県（市）主務教育行政機
関
就業または従業員募集の推薦・紹介の時に不実広告があっ 行政院勞工委員会
たもの
新聞局により審査、許可された放送、テレビ広告
新聞局
アダルト広告及び怪力乱神等の広告
新聞局
旅行サービス広告
交通部観光局
証券または先物取引業の虚偽不実もしくは錯誤に導く広 行政院金融監督管理委員会
告
法により会計師の資格を取得していないのに、会計師の資 行政院金融監督管理委員会
格を取得していると人を誤認させる広告を掲載する案件。

322

IP 訴訟実務マニュアル 2011
十五
十六
十七
十八

金融関係法規の規範に関する広告
行政院金融監督管理委員会
移民業務に関する広告
内政部
不動産仲介業広告、不動産仲介業管理条例規範の範疇にあ 内政部
るもの
その他、本会とその他行政機関が協議した結果、他機関が その他機関
先に処理すべきもの。

附表二
項目
一

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二一
二二
二三

表示または標記は虚偽不実もしくは錯誤に導く案件類型例示

案件類型
表示または標記が、事業主体が他事業者の(総)代理商、(総) 販売店、支店機構、メンテナン
スセンターまたはサービスセンター等の一定の資格、信用があるか、もしくはその他取引相
手をひきつけ、取引できるものであると人に誤認させるもの。
表示または標記が、政府機関、公益団体が主催もしくは協力機関、或いは政府機関、公益団
体と関係があると人に誤認させるもの。
表示または標記が、他事業者の名称もしくは製品ブランドが既に変更されたと人に誤認させ
るもの。
表示または標記が、営業規模、事業者もしくは商品(役務)ブランドの創立時期もしくは存続
期間を誇張し、且つその開きが大きすぎるもの。
表示または標記が、他人の技術(協力)または許諾を得ていると偽称するもの。
表示または標記が、既に特定の賞を取得していると人に誤認させ、商品(役務)の地位を引き
上げるもの。
表示または標記が、特許、商標の許諾もしくはその他知的財産権を取得していると人に誤認
させるもの。
表示または標記が、特定商品(役務)の独占的な供給者であると人に誤認させるもの。
表示または標記が、その商品(役務)が責任保険をかけているものであると人に誤認させるも
の。
表示または標記の価格が、長期的に実際の価格と一致せず、且つその開きが大きすぎるもの。
長期的に特価または類似した名義により価格を表示しているが、実際は本来の価格であるも
の。
最低価格の表示があるが、最低価格の商品(役務)に該当しないか、または最低価格の商品(役
務)に該当する数量が少なすぎるので、一般人が受け入れ困難なもの。
表示または標記が、一定の価格を支払うと宣伝する商品(役務)を得られると人に誤認させる
もの。
表示または標記の具体的な数字が、実際と一致せず、その開きが一般の取引相手が受け入れ
られる程度をこえるもの。
表示または標記が説明する役務の項目もしくは等級と、実際との開きが一般の取引相手が受
け入れられる程度をこえるもの。
表示または標記が商品(役務)が一定の品質を有すると説明しているが、その開きが一般の取
引相手が受け入れられる程度をこえるもの。
表示または標記が、商品(役務)は既に政府機関による証明もしくは許可を得ていると人に誤
認させるもの。
表示または標記が、公文書の記載を援引し、商品(役務)品質について人に誤認させるもの。
表示または標記が、出版品の実際の演出者、作成者もしくは制作参加者について人に誤認さ
せるもの。
表示または標記が、商品に特定の機能があると人に誤認させ、且つその開きが一般の取引相
手が受け入れられる程度をこえるもの。
実際は条件、負担、期間またはその他制限等があるのに、表示または標記で明示しないもの。
表示または標記が、異なる資格、性質、品質の商品(役務)を併せて論述し、その言及する商
品(役務)にすべて同一の資格、性質、品質があると人に誤認させるもの。
製品の原産地(国) の表示または標記が、当該原産地(国)で生産、または製造されるものであ
ると人に誤認させるもの。但し、当該産地(国)名称が既に製品通用の説明である場合、この
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二四
二五
二六
二七
二八
二九

三十

三一

限りではない。
投資性商品または役務を販売する事業者による表示、もしくは標記が、加盟者または販売店
が巨額の収入を得ていると人に誤認させるもの。
表示または標記が、商品（役務）に一定の効果があると説明し、医学学理または臨床試験に
おいて根拠がないもの。
表示または標記の利率が、実際に成約した利率と一致せず、その開きが一般の取引相手が受
け入れられる程度をこえるもの。
表示または標記が、その商品(役務)製造者もしくは提供者であると人に誤認させるもの。
表示または標記が、政府が特定資格、公職試験もしくは特定業界の検定試験を主催すると人
に誤認させるもの。
表示または標記が、景品(或いは贈呈品)キャンペーンの優遇内容、参加方法(人数、期間、数
量、方式)、抽選期日と実際には一致しないか、或いは条件、負担、またはその他制限等があ
ることを明示しないもの。
広告で「第一」、「冠軍」、「最多」、「最大」等最高級の客観的な事実の陳述語を使用し
ているが、販売の数字または意見調査等を証明する客観的なデータがなく、且つ広告におい
て資料の出所が記載されていないもの。
広告で商品（役務）の「希少な性質」または数量限定を強調し、不実の数量を販売したもの。
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■ 付録 3：
公平交易法行政規則→処理原則→欺罔或顯失公平行為
行政院公平交易委員会の公平交易法第 24 条案件に対する処理原則 (2005.02.24)
82.12.29 第 117 次委員会議通過
90.12.20 第 528 次委員会議通過
91.1.9 公法字第 0910000252 号書簡分行
94.1.13 第 688 次委員会議通過
94.2.24 公法字第 0940001299 号令発布
一
（目的）
公平交易法第 24 条（以下、本条）は概括性規定であることに鑑みてその適用の具体化、明確化を期す
るため、特に本処理原則を制定する。
（公平交易法第 24 条適用の基本精神）
二
本条と民法、消費者保護法等その他法律の関連規定との別を明確にするため、「取引秩序を影響するに
足りる」の要件をもって、公平交易法又は本条に適用するかの選別の準拠と為すべきである。即ち係争
行為において市場取引秩序に影響を生じるに足りるとき、始めて本会は本条の規定によって当該案件を
受付るが、もしも「取引秩序を影響するに足りる」の要件に合致しないものは民法、消費者保護法或は
その他法律をもって救済を要請することを促すということである。
本条の適用範囲を確定するため、「取引秩序を影響するに足りる」の要件をもって前提と為すべきであ
る。先に「競争制限」の規範（独占、結合、連合行為及び垂直競争制限）を検証し、次に「不公平競争」
の規範（例えば、商業模倣、不実広告、営業誹謗）を検証する。前記の特別規定が係争行為の不法内容
を十分に規範できない場合に限って、本条適用の余地が有る。よって、本条を以て公平交易法のその他
条文の適用と区別することはただ「補充原則」関係の適用が有るわけで、本条は単に公平交易法のその
他条文規定に包攝されない行為においてのみ適用する。もし公平交易法のそのたの条文規定が某違法行
為に対して既にこれを十分に論述しているとき、即ち当該個別規定がすでに当該行為の不法性を十分に
評価している、或いは当該規定が当該行為の不法の内容を補充に規定した場合、当該行為についてはた
だ当該個別条文規定を構成するか又は構成しないかの問題が有るのみで、更に本条で以って規範を補充
する余地はないのである。これに反して、もし当該個別条文規定では十分に当該違法行為を評価し切れ
ない時に始めて本条を以て補充規範を加える余地が有るのである。
「消費者権益の保護」に関しては、係争事業者がその相対的優勢の地位をもって、「欺罔」または「著
しく公正さを欠く」販売手段を利用して消費者権益が損害を受けるに至り、「取引秩序を影響するに足
りる」の要件に合致するかを検視して本条規定に適用するかを判断する準拠とする。
三
（その他法律との競合を明確にする。）
本条が事業者に対する規範は、常にその他法律との競合の疑義が有るので左記事項を考慮してこれを判
断すべきである。
（一）
元々事業者と事業者或は消費者との間の契約約定は、自由意志に基づいて締結した取引条
件である。その内容が明らかに不公平か否か、又は事後に約定に依って履行したか否かを問わ
ず、この契約行為は契約法を以ってこれを規範する。係争行為が競争秩序又は市場取引秩序に
危害を及ぼすときにおいて、始めて例外的に本条の適用がある。例えば契約内容に著しく公正
さを欠く部分があっても、若しもそれが「取引秩序に影響するに足りる」の要件に合致しない
場合、民事方法によって救済・解決すべきである。前記要件に合致し、公共利益を考慮すると
きにのみ、始めて本条が介入してこれを規範する。
（二）
消費者権益の保護は元々公平交易法第 1 条に明定された立法の目的ではあるが、両者の保
護法益の重点を区別するため、本条が消費者権益に対する介入には、
「取引秩序に影響するに足
りる」との要件に合致し、かつ公共利益性質を有する行為を限りとする。例えば、業者が消費
者に対して相対的に市場優勢の地位に在る場合、或いは（問題となる一方的なメーカ優勢現象
は）当該業種において普遍的な現象として見られている場合、消費者がサプライヤーに高度に
依頼する或いは選択の余地がない等々のために損害を受けた情況に限られるべきである。
（三）
知的財産権者がその知的財産権を侵害する虞れがある者に対しては、知的財産権関連法律
によって自ら侵害者に通知し、その侵害の排除を請求することができる。但し、確認及び先行
通知の手順を履行する前に、直接その競争相手の販売ルート又は消費者（取引相対人又は潜在
的な取引相対人）に対して、口頭或いは書面をもって、相手方がその権利を侵害したとの表明
を為し、しかも受信者が合理的に知的財産権の濫用により不公正競争を真偽を判断する根拠を
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示されていない場合は引き起したことに属するので、これには本条の適用がある。これはつま
り、公平交易法が知的財産権の口頭或は書面警告行為に介入するのは、その権利の非正当行使
が不公正競争を引き起すことを前提としている。又それがの公平交易法に違反したか否かの判
断は､ただその形式上の権利行使の正当手順を践行したか否かを以って為せば、足りるのである。
実体上の権利侵害の事実認定迄には及ばない。
四
（公平交易法其他条項規定との区別適用）
本条の規定を適用するには、「補充原則」に符合しなければならない。即ち、本条は公平交易法のその
他の条文が言い及していないの行為に対してのみ適用する。若しも公平交易法のその他条文の規定が某
違法行為に対して既に包攝し尽した場合、即ち当該個別条文の規定で当該行為の不法性を充分に評価で
き、又は当該個別条文の規定がすでに十分当該行為の不法性を規制する場合、当該行為はただ当該個別
条文の規定を構成するか或は構成しないかの問題しかなく、別段本条によって規範を補充する余地はな
いのである。当該個別条文の規定が当該違法行為の評価規範と為し得ないときにのみ、始めて本条をも
って規範を補充する余地があるのである。
五
（取引秩序に影響するに足りるの判断において考慮すべき事項）
本条で称する取引秩序とは、善良風習の社会倫理及び効能競争の商業競争倫理に符合する取引行為をい
う。その具体的な内容は、社会倫理及び自由、公平競争精神がこれを依拠にして維持できる所の取引秩
序なのである。
「取引秩序に影響するに足りる」を判断する時、全体の取引秩序に影響するに足りるかを考察する（例
えば、被害者人数の多寡、引起した損害の量及び程度、その他事業者に対して警戒効果があるか、及び
特定の団体や集団に対する欺罔または著しく公正さを欠く行為であるか、等事項）或いは将来潜在的な
確認する。又、取引秩序に対する影響は
多数の被害者に影響を及ぼす効果がある案件であることを
既に発生した事案には限られないのである。尚単一の個別的非経常性の取引紛糾に関しては、民事救済
を求めるべきであり、本条の規定には適用しない。
六
（欺罔の判断において考慮すべき事項）
本条で称する欺罔とは、取引相対人に対して、重要な情報について積極的欺瞞又は消極的な隠匿によっ
て人を錯誤に導く方式で取引に従事することをいう。
前項で称する重要な取引情報とは取引決定に影響するに足りる重要な取引情報を指す。所謂人を錯誤に
導くとは、客観上一般大衆の誤認を引起すか否か、或いは取引相手が騙される合理的な確率（可能性さ
えあれば、任意ではない）があるかを以って判断の基準とする。同時に、取引相手の判断能力を考量す
る基準は「合理的判断」とすべきである。（極端に低い注意程度を以って判断基準とはしない）。そのよ
く見られる類型は左記の如くである。
（一）
信頼力ある主体と冒称する或いはそれに依付して便乗する。
（二）
不実な販売促進手段
（三）
重要取引情報を隠匿する
七
（著しく公正さを欠くの判断において考慮すべき事項）
本条で称される「著しく公正さを欠く」とは、「著しく公正さを欠く方法で競争或いは商業取引を行う」
者をいう。そのよく見られる主要な内容は三つの類型に分けられる。
（一）商業競争倫理に背く不公正競争行為
1. 他人の努力成果を榨取する
違法の如何を判断する時、原則上次のことを考察すべきである、（一）或いは高度剽窃された標的は、
当該事業者が既に相当程度の努力を投入したもので、市場において一定の経済利益を有し、而もそれが
係争行為によって搾取されたもの（二）その冒称または剽窃の結果が、取引相対人をして両者が同一の
来源、同系列の産品或は関係企業であると誤認させるに至る等効果がなければならない。しかし、もし
その採用手段の非難性が非常に高い（例えば完全一致の剽窃）ものは、たとえ前述二要素の情況には属
さないけれども、やはり違法の虞があり、具体的ケースの実際情況によって、これを総合判断する。そ
の常に見られる様態は左記の通り：
（1）他人の商誉に依付便乗する
本条の保護する商誉であるかを判断するには、当該ブランドが市場において相当の知名度を有するか、
且つ市場の関係事業者或は消費者が一定の品質の連想を生じるかを考察すべきである。
（2）高度剽窃
高度剽窃を判断するには、次のことを総合考察する：（一）当該剽窃は「完全一致」に達したか、或は
「高度近似」の程度であるか、（二）剽窃者が払った努力や投資対価とそれと引き換えに得られた競争
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優勢又は利益との関連性および相当性、及び（三）剽窃される対象の市場競争における独特性及び占有
状態。
（3）他人の努力を利用して、自己の商品または役務を推展する行為。
2. 競争相手を損害する目的で、公正競争を阻害する行為その常に見られる類型は次の通り：
（1）不当の比較広告：
比較広告の中に、自己及び他人の商品或いは役務について不実の陳述はしてないけれども、同様の製品
に対しては異なる計測方法又基準を採用して比較する手法、或は重要な比較項目の中に、単に自分側の
比較的優良な項目を打出し、故意に相手方の優良項目を無視したりして不公平な比較結果を全体の印象
に於いて造り上げることを意図するもので、しかし一方、公平交易法第 22 条の構成要件には符合しない
もの。
（2）競争相手の取引相手側に対して、その競争相手が知的財産権を侵害したと表示する行為知的財産権
権利者が市場にその権利を侵害する可能がある商品を発見し、その直接侵害の製造者或いは同等地位に
ある商品輸入の輸入者または代理者等に対して、侵害の通知、排除の請求をすることは法により権利を
行使する正当行為であるから、その内容の真偽虚実を問わず、共に知的財産権争議に属することである
故に、本条の適用はない。もしそれが間接侵害の販売業者又は消費者（即ち競争相手の取引相手又は潜
在取引相対手）に対して、自分の競争がその権利を侵害したと表明（書面又は口頭方式を問わず）する
とき、その必要の確認及び先行通知の手順を経ないものは、相手方の取引相対人に疑慮を生じさせるに
足りるので、甚だしきに至っては取引を拒絶されることになるもので、本条の「著しく公正さを欠く行
為」を構成するものである。
（二）社会倫理に符合しない手段で取引に従事する行為よく見られる類型は例えば：取引相対人を脅迫
又は騒擾する方式で、取引相対人が取引を決定する自由意思が抑圧された情況下に、取引を完成させる
行為。
（三）市場の相対的優勢な地位を濫用して、不公平取引に従事する行為相対的な市場力又は市場情報の
優勢地位を有する事業者が、取引相手人（事業或は消費者）の情報上不対等又はその取引上の相対的な
弱勢地位を利用して、不公平取引に従事する行為。
常に見られる類型は例えば：
1. 市場機能が停止し、供需の均衡が喪失したとき、事業が代替性の低い民生必需品またはサービスを提
供し、商業倫理或は公序良俗に反する方式で取引に従事する行為。
2. 情報が透明化されないために引き起した著しく公正さを欠く行為。
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11

和解

11-1 和解の基本原則
刑事、民事手続又は公平会への摘発が行われるなか、双方当事者に和解の意思があれば、話し合い
で和解を図り、紛争を解決することができる。
1. 和解成立のタイミング
事件が起訴される前の段階では、被告を戒める効果が薄いから、起訴になってはじめて和解の交
渉に入るのがベターである。事件が起訴された後、商標法など親告罪に属しない事件について、告
訴人は告訴を取り下げることができない。但し、被告と告訴人との間に既に和解が成立した場合、
裁判官はそのような事情を考慮して、被告に罰金刑又は執行猶予を言い渡すことができる。特許侵
害に係る事件は親告罪に属するので、告訴人は和解成立時に告訴を取り下げることができる。
2. 和解契約の内容
通常、和解契約には、侵害（1）和解金、（2）今後このような侵害行為を一切しない旨の誓約書、
（3）謝罪広告の掲載、（4）模造品を引き渡すことなど、被告に対する要求が盛り込まれる。
3. 和解金（示談金）の取扱い
和解金の話し合いは訴訟代理人の仲介のもとで協議するのも結構だが、当事者独自で密談するケ
ースもよくある。弁護士費用をカバーできるだけの金額を心がける。和解金の受領は弁護士を経由
することが多いので、信頼できる法律事務所に委託する。
4. 和解成立後の謝罪広告の掲載
謝罪広告の内容と質を確保するために、訴訟代理人が内容を起稿し、費用を侵害者から収めたう
え、掲載を手配する。
11-2 弁護士が和解関連事務処理にあたっての留意事項
11-2-1 和解のマイナス効果
訴訟事件が進んでいる間に、当事者が自ら進んで和解条件を提示してくることがよくある。和
解は争いの当事者の間に妥協点をさぐる試みであるが、往々にして当事者が訴訟による法律上の救
済を回避する言い訳になる。和解成立の可能性を前提にして、事実を歪曲したり証拠隠滅を図る。
法律判断が重視する事実が途中で何かの人為的工作で闇に隠され、事実に基づく公平、正義の価値
観を貫くことができなくなり、司法の客観的法的効果に影響をもたらし、検察官・警察及び調査人
員が積極的に犯罪事件に取り組む意欲を妨げ、ひいて司法体制及びその機能にも影響しかねない。
和解にも前記のようなマイナス効果があることから、弁護士倫理規範には特に和解及びその他
の関連事項の処理原則に関する規定が設けられている。ここに弁護士倫理規範と見比べながら、注
意すべき原則を述べてみる。
1．真実重視原則
多くの被告は取り調べの段階で関連資料を提出せずに、ただひたすら和解に持ち込もうとする。
例えば、原告が模造品の数量及び種類を記録する帳簿の提出を求めても、被告が素直に応じてくれ
ない。ただ原告が告訴を取り下げ、検察官が捜査を停止することを意図して、和解金のことを切り
出す。しかし、訴訟の本質は真実を追求すること及び真実の追求により正義を貫くことであり、当
事者が金銭など真実から離れる手段を用いて司法手続に介入し或いはそれを干渉しようとすること
は断じて許されない。したがって、争訟をやめる機能があるとして法律上限度的に認められている
が、慎重に進めていかなければならない。
和解金の計算は原則として事実の状況をもとに行わればならない。当然、被告が訴追されるこ
とを予想する状況では、真実を供述し訴訟関連資料或いは証拠物を提供することが期待できないが、
真相を究明しようがなく断念せざるを得ない場合を除き、いったん公権力による犯罪行為の訴追に
踏み切った以上、検察官の意向を尊重し、真相を究明する可能性を考慮して、できるかぎり訴追を
徹底すべきである。
●第 11 条 弁護士は訴訟結果の勝敗にこだわって真実の発見を無視してはならない。
●第 27 条 弁護士は受任事件について、正直に法律意見を委任者に告知しなければならず、故意
に法令を曲解し又は告知の内容を欺罔して、委任者が誤って不正確な期待又は判断をすることに
導くことができない。
●第 28 条 弁護士は、受任事件について有利な結果を約束することができない。
●第 29 条 弁護士は職務執行の際、和解、訴訟回避（取下げ）又は罪を認めることが当事者の利
益及び法律正義に合致すると認めるときは、協力してその成立を促すべきである。
●第 36 条 ①弁護士は取扱事件の対象から財産上の利益を獲得することができない。但し、法に
より受任した報酬及び費用につき留置権を行使する場合、又は本規範により報酬を受
ける場合は、この限りではない。
②弁護士は、未終結の訴訟事件について直接或いは間接に係争対象物を譲り受けるこ
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とができない。
2．透明化原則—調査は綿密かつ正確に行う
如何なる和解条件も正義・公平原則に基づいて取り決めるべきである。このため、客観的に調
査し、事実を確認することは肝心である。当事者が和解金の額をいい加減に決めたり、終始態度が
一貫しない場合、そのペースに乗らないことに注意する。原告にせよ、被告にせよ、確かな事実に
基づいてこそ自己の権益を守るのに最大の保障である。
例えば、和解契約に複数の当事者が関与する場合、各当事者の利害関係及び事実関係を正確に
把握し、各当事者の請求権に依拠して和解金の額を決め、相手方と交渉を進めるべきである。連帯
賠償責任を負う共同加害者はまず被害者に対して保険給付責任を負う当事者又は関係者及び給付金
額について確認する。被害者と保険契約を締結した保険者（保険会社）、被害者の労災保険給付、
さらに保険者に再保険者が支払う給付額などをすべて詳しく確認しておけば、交渉で主導権を握る
ことになり、また有利な条件を求めることもできる。
●第 6 条 弁護士は、弁護士としての品位及び尊厳に合致するよう、言行を慎まなければならな
い。
●第 7 条 弁護士は、弁護士の職務を公共職務と自覚し、職務執行にあたり、当事者の合法権益
及び公共利益をともに考慮しなければならない。
●第 8 条 弁護士は、職務執行にあたり、誠実信義、公平、理性及び良知に基づかなければなら
ない。
●第 16 条 ①弁護士は、事件の委託を受けた後、忠実に証拠収集、案件の探究をしなければなら
ず、並びに訴訟手続外において案件又は証拠力に関連する事項について証人を尋問することがで
きる。但し、証人に迷惑をかけたり、又は尋問により得られたものを不正使用してはならない。
②弁護士は、威嚇、利益の誘引、欺瞞又はその他不当な方法により証拠を取得してはならない。
③弁護士は、自ら又は他人を教唆、幇助することにより、証人が召喚されたときに証言するため
に出頭させないようにすること、又は証人が証言するため出頭する時に真実の陳述をさせないよ
うにすることをしてはならない。但し、証言を拒絶する事由があるときは、弁護士は、証人に証
言拒絶についての関連法律規定を説明することができる。
●第 19 条 弁護士は、当事者の指示を理由に本規範に違反する行為をしてはならない。
3．相手方との関係
単純でかつ公正な立場に立って、相手方が理由を捏造して訴訟又は交渉の進行を妨げることの
ないように、弁護士は相手方当事者と適切な関係を保つことが大切である。紛争の発生を未然に防
ぐために、当事者、相手方当事者又はその弁護士との間のやりとりについては詳しく正確に記録し
て状況を把握する。
●第 40 条 弁護士は、受任た事件について、委任者の許諾又は同意を得る前に、理由なく相手方
と直接交渉することはできず、また相手方の報酬若しくは贈呈を受け取ることもできない。
●第 41 条 弁護士は、受任事件を処理する時に、相手方又は関係者が既に弁護士を委任したこと
を知ったときは、当該受任弁護士の同意を得ないで直接相手方と事件について討論すべきではな
い。
4．相手方弁護人との関係
挙動の怪しげな弁護士、又は弁護士ではないのに、弁護士に成りすまして和解交渉を邪魔する
者もたまにいる。この場合、激しく反応せずに、同じ弁護士仲間としてお互いに尊重しあって、厳
正たる態度で接すべきである。
●第 42 条 弁護士はお互いに尊重し合い、同業者の正当な利益に配慮し、また同業者からの質問
に応え、返答できないときはその理由を告げるべきである。
●第 43 条 弁護士はその他の弁護士を誹謗中傷すべきではない。また当事者にそうすることを教
唆することもできない。
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12

裁判以外の紛争処理
裁判以外の方法により知的財産権の紛争を処理できる機関は一般的ＡＤＲ及び専門的ＡＤＲに分け
られる。
1. 一般的ＡＤＲ：台湾における現行のＡＤＲ制度の内、仲裁と郷鎮市調解（調停）委員会の調停は
民事確定判決と同一効力を有し、調停できる事項を限定していないので、両者とも知的財産権の
紛争の処理に適用できる。
2. 専門的ＡＤＲ：専門的知的財産権の紛争を処理するＡＤＲ制度としては、知的財産権に関する特
別法の規定により、行政機関の協力のもとで調停を達成させるもの、または知的財産権に関係す
る民間団体の協力のもとで調停を達成させるものがある。その性質は、当事者間における契約の
効力を有するのみである。この種の調停として下記のものが挙げられる。即ち、
(1)著作権：著作権法第 82 条は、主務機関は次の事項を処理するため、著作権審議及び調停委員
会を設置すべきと規定している。
①著作の譲渡、強制許諾及び使用の最低価格または使用報酬に関する紛争の調停。
②著作権集中管理団体と使用者間の使用報酬に関する紛争の調停。
③著作権または製版権に関する紛争の調停
④その他著作権の審議及び調停に関する諮問の受理
(2)集積回路配置：集積回路の回路配置保護法（中国語名：「積体電路電路布局保護法」）第 36
条は集積回路の回路配置にかかる管轄専門機関は回路配置権の鑑定、争議の解決及び強制許諾な
どの事項を処理するため、鑑定・調停委員会を設置することができると規定している。
■台湾のＡＤＲ制度における知的財産権に関する処理機関
1. 仲裁：「中華民国商務仲裁協会」
2. 調停：
（1） 知的財産局著作権審議及び調停委員会（2004.3.31 付経済部令）
（2） 知的財産局集積回路配置鑑定・調停委員会（1999.11.17 付経済部令）
（3） 郷鎮市（市町村）調解（調停）委員会
■台湾の仲裁及び調停制度
▼仲裁
1. 紛争に関わる当事者は仲裁契約を書面で締結していれば、仲裁人は仲裁法第 1 条により仲裁法
廷を開いて仲裁することができる（2009 年 12 月 30 日改正の仲裁法）。当事者間に仲裁契約が
ある場合、もし当事者の一方が仲裁に付さずに、別途訴訟を提起したときは、他方の当事者は
裁判所に対して訴訟停止の裁定を申立て、一定の期間内に仲裁に付することを原告に命じるこ
とができる（仲裁法第 4 条第 1 項）。
2. 所要時間と費用：仲裁の申立にあたっては係争目的物の金額に応じて仲裁費用を支払う。仲裁
の進行について当事者の間に約定がないときは、仲裁法廷は仲裁人として選定された旨の通知
を受けた日から十日内に、仲裁の場所及び訊問の期日を決めて双方当事者にこれを通知し、か
つ六ヶ月内に判断書を作成しなければならない。必要なときは三ヶ月延長することができる（仲
裁法第 21 条第 1 項）。
3. 仲裁の保全：仲裁手続が進行している間でも、当事者は債権の執行を保全するため、民事訴訟
法の規定により裁判所に仮差押又は仮処分を申立てることができる。
4. 効力：仲裁判断は当事者間において裁判所の確定判決と同一の効力を有する。但し、当事者は
裁判所に強制執行の申立をする前に、仲裁判断につき裁判所に執行決定の申立をすべきであり、
これを得てからはじめて強制執行ができるのである（仲裁法第 37 条第 2 項）。
▼調停
1. 郷鎮市調停委員会による調停：理論上、郷鎮市調停委員会は当事者または被害者の同意を得て、
一般の知的財産権事件の調停ができるが、知的財産権は高度の専門性を有するため、実務上この
種の事件は稀である。調停の申立があっととき、調停委員会は速やかに調停の期日を決めなけれ
ばならない。郷鎮市の役所は調停成立した日から七日以内に執行決定のために調停書を管轄裁判
所に送達すべきことになっている。調停が成立した後、当事者は当該事件につき更に訴訟の提起、
告訴、または自訴を行ってはならない。裁判所による執行決定を経た民事調停は、民事確定判決
と同一の効力を有する。
2. 知的財産局著作権審議及び調停委員会による調停：本委員会の主任委員は知的財産局局長が兼任
し、21～29 名の委員については局長が関係機関の代表、学者､専門家及び本局業務の関係者から
選出して兼任させ、任期は 2 年とする。そして紛争事件の調停にあたっては、同委員会が 1 名な
いし 3 名の委員を指定してこれを行う。調停が成立したときは、紛争当事者間の契約とみなされ
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ライセンス契約

Q1 台湾でライセンス契約を締結する場合、特別の契約発効条件はあるか。特定の政府機関へ届け出や
登録などをする必要はあるか。これらの形式条件は契約の効力発生にどのような影響を与えるか。そ
れらの条件の内容（基準、要件等）と審査期間に留意すべき事項はあるか。又、届け出や許可を受け
なかった場合、罰則・制裁はどのようになっているか。
A：技術や知的財産権のライセンス契約を一般の民法上の契約と同一視することができる。民法第 153
条の規定によれば、「当事者は相互に一致した意思を表示したときは、その意思表示は明示又は黙示
を問わず、契約は直ちに成立する」となっている。知的財産権の実施や使用の許諾について、数多く
の関連規定は「ライセンス契約は主務機関に登録を申請しなければならない。登録手続を経なかった
者は第三者に対抗することができない。」と定めている（商標法第 33 条第 2 項、第 80 条／専利法（台
湾でいう「専利法」は日本の特許、実用新案、意匠の三法をともに同法で規定している。以下台湾特
許法という）第 59 条、第 108 条、第 126 条／集積回路回路配置保護法第 22 条）。なお、2003 年 4
月 29 日に改正された商標法第 33 条第 3 項の規定によれば、「使用権の登録後に商標権が移転された
場合、その使用許諾契約は譲受人に対し引き続き有効に存続する」と定めている。一方、これに対し、
著作権法及び営業秘密法は登録をもって対抗する制度をとっていない。
もう一つ注意すべき点は、台湾特許法第 60 条である。同条は、専利権（特許権）の譲渡又は実施許
諾に関する契約は次の事項の一に該当する条項を締結したことにより、不正競争を生じさせた場合、
その約定は無効とする、と定めている。（1）譲受人の使用する物品又は非譲渡人あるいはライセンサ
ーでない者の供給する方法を禁止又は制限する者。（2）譲受人に対し、譲渡人に特許保護を受けてい
ない物品又は原料を購買することを要求する者。この規定は、第 108 条及び第 129 条の規定により新
型専利（実用新案権）及び新式様専利（意匠権）の場合に準用する。
技術合作条例は 1995 年に廃止されたので、技術移転契約は政府機関に許可を申請する必要がなく
なった。但し、前に述べたように、商標、特許及び集積回路の回路配置などに関するライセンス契約
を締結した後、主務機関に登録手続を済ませてはじめて対抗力を持つことになる。従って、技術移転
又はライセンス契約を締結するにあたって、やはり主務機関に登録を申請することが不可欠である。
Q1-1 登録のある実施権者の第三者対抗力は、日本特許法の「登録された通常実施権者」の第三対抗
力と同様と考えてよいのか。それとも、台湾では専用実施権者でなくても、登録された実施権社
は損害賠償請求権や差止め請求権を確保できるのか。
A：実施権契約の登録の第三者に対する対抗力は、物権的な効果を持ち、契約当事者以外のすべての
当事者に対して主張できる点に於いては、日本の｢登録された通常実施権者｣の第三者対抗力と同様
と考えられる。
但し、特許侵害による差止め請求権、又は損害賠償請求権などは、原則として特許権者自身のほ
か、専用実施権者のみに与えられるもので、通常実施権者には上記の権限がないとされている。そ
れらの権限の行使は主として特許権者ないし専用実施権者にのみ認められるものとして、他の通常
実施権者の場合は主務官庁での登録の有無と関係なく、原則として与えられない。では、通常実施
権者の実施権登録のメリットは何かというと、主に第三者、場合によっては特許権を譲り受けた第
三者の特許抵触の指摘等に対して自分の権限を主張する根拠となるところである。原則として、通
常実施権者は、損害賠償請求権や差止め請求権の主体にはなれない。
2001年の特許法改正の際、特許権侵害についての刑事罰が廃止され、また2003年1月の改正によ
り実用新案権の侵害および意匠権侵害についても刑事罰の規定が廃止された。従って、2003年3月
31日に新特許法が施行された後は、特許権、実用新案権、意匠権の侵害に対する刑事罰が無くなり、
特許権者が告訴を提起する権利もなくなることになった。
Q2．台湾で締結される技術提携やライセンス契約に、契約の対象となる実体の権利（特許、商標、著作
権など）の存在が要求されるのか。また、出願中（審査中）のものでも契約の対象となるか。
A：著作権法第 10 条の定めるところにより、著作者は著作物を完成した時点よりその著作権を享有する。
要するに、著作権について我が国は登記主義を採用しておらず、著作権の取得は登記を要件としない。
このため、登記を待つことなく、著作物が完成した時点からライセンス契約をすることができる。
著作権を除き、商標権、特許権又は集積回路回路配置権等の知的財産権は法により登録し又は許可
を受けた後でないと、国から何ら権利を付与されないので、もちろん理論上存在しない権利は契約の
対象となり得ない。従って、登録を受ける前の許諾はできない。
2003 年 2 月 6 日に改正された台湾特許法第 51 条第 2 項の規定により、特許出願をした発明は公告
の日から特許権を与え、証書を交付する。また、同条第 1 項の規定により、「特許出願をした発明が
査定を経て許可されたときは、出願人は査定書の送達翌日から３ヵ月以内に証書代及び第一年目の年
金を納付した後公告し、期限内に納付しない者は公告せず、その特許権は初めから存在しなかったも
のとみなす」。この場合、民法第 246 条の規定により、「給付不能なものを契約の対象としている」
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として、契約は無効となる。
Q2-1 未登録の特許出願について実施権許諾契約をしても、契約としての効力がないということであ
るのか。
A：原則 一般的にいう法律上の契約は、相当明確な主体と主な客体の存在が構成要件となる。当事
者同士が不明確なまま、契約は発効するすべがない。同じく、契約の目的若しくは履行義務が課さ
れる事項が不明確な状態では、契約も発効し得ないとされる。
特許権実施契約の場合、同契約の目的に当たる｢特許権をライセンシーに実施させる｣ことは、特許
権自身の明確な存在と限定が通常不可欠な前提条件と考えられる。そのため、出願中ではあるが、
登録にまでは至っていないという特許権を契約の目的を達成するために対象物に指定するのは、契
約に関する明確な履行可能原則に反すると想定される。
特例
但し、台湾民法第 246 条第 1 項後段では、「履行不能の状況が除去することができるもの
であり、且つ当事者が契約締結の際、その履行不能の状況が除去された後に給付すべきことを予期
したときは、契約は依然有効である」と規定している。
従って、当事者らが出願中の特許は将来何れ特許権を取得できると見通しを立てたうえでライセ
ンス契約を締結した場合、特に｢特許になる｣ことを互いに予期することを明文で約定しておけば、
同特許権実施契約自体の効力は維持できないとも限らない。但し、特許出願中の未然の権利化を客
観的に｢予期｣できるかどうかについて、実務上統一された見解がまだ見られないので、そうと言い
切れるかは未知の要素が残っている。
また、同法第 246 条第 2 項は、「停止条件又は始期付きの契約において、条件の成就或いは期限
到来前に履行不能の状況が除去されたときは、その契約は依然有効である」と定めている。条件付
きの形式をとれば、法律上の効力は確保できると解すべきである。
履行不能という概念はきわめて繁雑で、かつ時代の流れに左右されやすいので、近時ではなるべ
く給付不能を理由に契約を無効と解することを容認しないように契約の効力を維持する見解が中心
的になっている。
Q2-2 日本では、「未登録特許の実施許諾契約」は多々締結しているが、台湾ではそのような契約を
しても、当事者間で一方が「無効」を理由に解除できるのか。
A：日本で｢未登録特許の実施許諾契約｣が流行する背景には、契約自由原則の定着のほか、特許出
願件数の膨大化による権利付与の牛歩化という十数年来の現象も挙げられる。勿論、権利化のス
ローダウンに関して台湾も免れないが、審査請求制度と早期公開制度の実質導入はようやく 2002
年 10 月 26 日以降に実現されることもあり、2003 年 2 月 6 日に改正された特許法においても出
願査定が許可され、証書料及び第一年目の年金が納付された後、特許権を与える制度となってい
るので、出願中の特許に関する運用の度合いと共通価値観や信頼性の形成は一般出願人の間、ま
た法曹界や特許実務界では、まだコンセンサスが薄い。特に特許権の潜在的価値や競争力に目覚
めた台湾の業界では、最近、実施許諾契約を権利侵害の訴えを免れるための最小限の投資と見立
てる傾向を見せている。このような変化を背景に、給付或いは履行不能の疑いのある｢未登録特許
の実施許諾契約｣を台湾企業を相手に締結しても、先方から契約無効を主張されたり、実施料支払
いを拒否されたり、さらには公平取引法違反などを訴えられる可能性がある。
Q2-3 未登録特許の許諾契約につき、租税、送金などの面で、問題が生じますか？無効な契約に基づ
く送金は許されないのか。無効な契約で、源泉徴収義務がなくなるのか。
A：｢未登録特許の実施許諾契約｣を台湾企業と締結しても、知的財産局に対して同契約を登録するこ
とができないので、政府機関を含む第三者に対する対抗力は発生しない。その結果、20%にも及ぶ
ロイヤリティー所得税免除の優遇措置は、登録特許でなければ受けられない。
送金の際、根拠となる契約関係が有効であるかについてまでのチェックは普通行われないが、送
金元のライセンシーが税金免除の申告等をしようとする場合、主務機関の認定を受けなければなら
ないので、｢未登録特許の実施許諾契約｣の場合は先ず認定を得られないことによって、申告義務を
クリアした形で所望の送金をしてもらうのが難しい。
また、ロイヤリティーの支払いにあたり、納付税金分を予め差し引いた金額だけを送付し、後に
なって免税措置の適用申請と認可を経て政府より予納税金の返還を受領することになるので、送金
の際には税金が差し引かれた金額となる。
なお、無効な契約に基づいて得られた収入は原則として源泉徴収の対象から除外されない。無効
契約の後始末として実際受領した金額が払い戻された証明がなければ、収入分の金額に応じる源泉
徴収は行われる。
Q2-4 台湾企業であるライセンシーと日本企業であるライセンサーの間で未登録特許実施権許諾契
約の準拠法が「日本国法」に指定された場合、送金や租税面でどのような影響があるのか。
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A：準拠法は契約自体の法律効果と当事者間の権利義務関係に影響するが、租税等の政府による行政
上の管理事項に支配力が及ばない。台湾からの送金と租税などに関する規制や特典などは台湾の法
律規定に従わなければならない。
Q2-5 台湾の専用実施権はどのように定義されているのか。
A：台湾特許法には、専用実施権の用語を定義する条文は置かれていないが、台湾で取得した特許権
に関して、特許権者自身を除いて、実施権を与えられる唯一の実施権者というふうに解されている。
複数の実施権者がいる場合と峻別される単一の排他的な実施権者である。日本特許法第 77 条のよう
に詳細に規定されてはいないが、実務上の見解としてほぼ趣旨は一致しているかと思われる。但し、
台湾では専用実施権を他人に付与した場合でも権利者自身の実施権が保留されるのが普通で、どち
らかというと米国流の実務見解に近い。この点において、権利者自身の実施権まで専用実施権の設
定によって排除される日本の制度とは根本的な違いがある。例えば、特許権者の許諾無しに実施権
の第三者に対する付与や、専用実施権の譲渡などは許されない。
Q3 台湾で締結されたライセンス契約において、ライセンサーに対してどのような法律上の保護が与え
られているか。
A：現行法律ではライセンサーがその知的財産権の実施又は使用を他人に許諾しても、知的財産権を享有
する者である立場に何ら変更をきたすことはない。故に、ライセンサーは知的財産権を享有する状態
を維持していれば、知的財産権の所有者と同様の権利を有し、著作権法、商標法、特許法、半導体集
積回路の回路配置保護法及び営業秘密法等による保護を受けられる。
2009 年 12 月 3 日に行政院で可決された特許法修正草案第 64 条第 3 項において、「独占的ライセン
シーは、許諾された範囲内において、発明特許権者及び第三者が当該発明を実施することを排除す
る。」と規定されている。新法が可決された後、独占的ライセンスの状況の下において、発明特許権
者は当該発明を実施できないということに注意する必要がある。
Q4 ノウハウもライセンス契約の対象になり得るか？ノウハウ実施契約のライセンサーは法律上どの
ように保護されているか。
A：現在、我が国においてライセンサーのノウハウは、主に営業秘密法で保護されている。同法第 2 条
により、営業秘密とは「方法、技術、製造過程、処方、プログラム、設計又はその他生産、販売ある
いは経営の用途に供する情報であって、次の要件に該当するものをいう。（1）これらの類の情報に係
わる一般の人に知られているものではないもの。（2）その秘密性により、実際的又は潜在的経済価値
を有するもの。（3）所有者が既に秘密保持のための合理的措置を取っているもの」をいう。同法第
11 条から第 13 条までの規定により、営業秘密を侵害された者は、その侵害行為の排除及び法定金額
による損害賠償を請求することができる。ただ、営業秘密法は刑事的罰則を設けていない。もし、当
事者の間で契約を締結しているのであれば、理由なく営業秘密を漏洩した者は、刑法第 317 条の「工
商秘密漏洩罪」に違反する恐れがある。
Q5 特許などのライセンス契約におけるロイヤリティーの外国への送金について、どのような規制或は
優遇措置があるか。
A： 1.規制
所得税法第 71 条、第 73 条及び第 88 条第 2 項により、（1）我が国内において固定した営業場所又
は居住場所を有する営利事業又は個人に属する者は、その取得したロイヤリティーについて、それを
支払った営利事業が所定の税率により源泉徴収（天引き）をしたうえ、所得税法第 71 条の規定により、
これを併合して申告する。（2）営利事業又は個人は、国内おいて固定した営業場所又は居住場所を有
しない場合、その取得したロイヤリティーについて、ロイヤリティーを支払った営利事業が所定の税
率により、これを源泉徴収するものとする。なお、「各類所得税源泉徴収率標準（中国語名：各類所
得扣繳率標準）」第 2 条第 6 項の規定により、納税義務者が中華民国国内に居住する個人又は中華民
国国内に固定した営業場所を有する営利事業である場合、そのロイヤリティーを源泉徴収する割合は、
給付金額の 10％とし、又、同標準第 3 条第 6 項の規定により、納税義務者は中華民国国内に居住して
いない個人又は中華民国国内に固定した営業場所を有しない営利事業は 20％とする。
上述各規定のほか、「外国為替収支又は取引申告管理法」の規定により、ロイヤリティーを外国に
送金するときは、下記の制限を受けなければならない。内政部が審査・発行する「中華民国在留外国
人居留証」を取得していない外国自然人又は我が国の登記証明を取得していない外国法人は、毎回の
外貨購入金額が 10 万ドル又は同額の外貨を超えていない場合は、直接に「民間送金の外貨購入申告書」
をもって手続をすればよい。もし、毎回の外貨購入金額が 10 万ドル又は同額の外貨を超えている場合
は、中央銀行に届出て許可を得てから行うものとする。
2. 優遇措置
わが国所得税法第 4 条第 21 号には、「営利事業が新しい生産技術或いは製品を導入し、又は製品
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の品質を改良し、生産コストの削減を図るため、主務機関の特別認可を受けて外国営利事業が所有す
る特許権、商標権及び各種特許権利を利用するときは、当該外国営利事業に支払われるロイヤリティ
ー、及び政府主務機関の認可を受けた重要な生産事業がプラント建設のため外国事業に支払う技術的
役務の報酬については、所得税の納付を免除する。」とある。このため、主務機関（経済部工業局）
が税金免除の証明を交付するかどうかの審査に当っての準則として、財政部は「外国営利事業が取得
する製造業、技術サービス業及び発電業のロイヤリティー及び技術サービス報酬の免税案件に関する
審査原則（中国語名：外國營利事業收取製造業技術服務業與發電業之權利金及技術服務報酬免税案件
審査原則、以下は審査原則という。2007 年 07 月 06 日付け改正公布）を公布している。
Q6 ロイヤリティーについて「課税免除」の優遇措置が設けられているが、優遇適用の申請で認められ
る要件は、特許の登録と実施権の登録のみであるのか。それ以外に技術内容などで付加要件があるか。
A：
1. 優遇措置の方針
最近、ロイヤリティーに関する免税申請について、主務官庁では新しい見解が示された。専門家を
招いて開いた会合で出された結論に基づき、経済部工業局は、今後免税申請案を次の三つの方針にそ
って審査する方針をまとめた。
一．審査原則第 5 条により、外国事業が台湾で登録を受けた特許権の使用を、当該特許権が存続し
ている期間内に、技術提携の形で台湾国内の製造業及び関連技術サービス業に許諾し、かつこれ
を経済部知的財産局に届け出て登録を済ませた者は、経済部工業局に特別の認可を申請すること
ができる。認可が下りれば、当該許諾により取得したロイヤリティーに対する所得税の課徴は所
得税法第 4 条第 21 号により免除される。
二．外国事業が台湾で特許権を取得していない場合、審査原則第 7 条により、供与される技術が産
業育成・発展を促しているか、同技術の供与がもたらす実質的な影響について審査する。
三．外国事業が特許権侵害を名目に特許実施料を要求してくる場合、国内の事業者が要求に応じて
支払う特許料は「ロイヤリティー」ではなく、「賠償金」とみて処理する。このような場合は、
所得税免除の優遇措置の対象から外される。
2. ロイヤリティーの免税証明申請の要件
「審査原則」では、外国の営利事業が「専門技術」又はわが国専利法（日本の特許、実用新案、意
匠の三法に相当）により登録を受けた専利権（日本の特許権、実用新案権、意匠権を含む。以下同様）
を我が国営利事業に提供して、我が国の営利事業から支払われた（特許）実施料の所得について、所
得税の納付免除を申請するときは、下記の要件を満たさなければならない。
（1）この「専門技術」又は「専利権」によって、我が国会社の製品に対し、下記の場合のいずれかに
該当しなければならない。
a.新製品を生産し又は製造することができる。
b.生産量の増加、品質の改良又は生産コストの軽減に貢献できること。
c.新しい生産技術を提供することができること。
（2）
「資本」とせずに、一定のロイヤリティーを取得するという業務提携である旨の約定があること。
（3）提供するのが「専利権」である場合、次の三要件を満たすことが前提となる。
a.わが国専利法（台湾特許法）により、登録を受けた専利権であること。
b.その専利権がなお存続中であること。
c.知的財産局にて実施許諾登録を済ませたこと。
（4）「専門技術」を提供する場合、次の産業への提供に限られている。
a.通信工業、b.情報工業、c.消費的電子工業、d.航空宇宙工業、e.医療保健工業、f.汚染防止処理工
業、g.特殊化学品及び製薬工業、h.半導体工業、i.高級材料工業、j.精密機械及び自動化工業。
3. 技術役務（サービス）の報酬は所得税の納付が免除される
経済部工業局の審査を経て許可された前記産業に属する股份有限公司（株式会社）が、工場の操業
開始前に、外国の営利事業に工場建設に必要な技術役務の提供（①生産方法、②製造工程の設計、③
工事に必要な基本設計、④工事に必要な細部設計、⑤機械設備の設計に限定）を依頼し、経済部工業
局の許可を得た場合、当該外国の営利事業がそれにより取得した技術役務の報酬は、所得税法第 4 条
第 21 号の規定により所得税の納付が免除される。
会社の形態が股份有限公司（株式会社）である発電業者が発電所の操業開始以前に、外国の営利事
業に発電所のプラント建設に必要な企画、工事の基本設計又は細部設計及び機械設備の設計等に関す
る技術役務の提供を依頼し、経済部能源委員会（エネルギー委員会）の許可を得た場合、当該外国営
利事業がその技術役場の提供により取得した報酬は、同じく所得税法第 4 条第 21 号の規定により、
所得税の納付が免除される。

335

IP 訴訟実務マニュアル 2011
4. ロイヤリティー（特許実施料）の所得税免除申請に関する実務
（1）主務機関――経済部工業局
a.
所要日数――約二週間～三週間（休日を除く）
b.
申請時に提出すべき書類
甲、申請書
乙、技術提携により生産する製品のカタログ一部
丙、.専利権（特許、実用新案、意匠を含む）実施許諾契約書又は技術供与契約書（ライセ
ンス契約）のコピー一部
丁、工場登記証の写し 1 部。技術サービス業者は会社営利事業登記証の写し又は株式会
社登記表の写し 1 部を提供する。本国の教育、文化、公益、慈善機関又は団体は、最
新年度の営利事業所得税決算申告書の写し 1 部を添付しなければならない。
戊、外国営利事業から委託を受けて申請する場合、申請委託書 1 部を添付する。
己、特許権のロイヤリティーの免税を申請する場合、経済部知的財産局による特許証書及
びライセンス登記証書の写しを各 1 部添付する。
庚、商標権のロイヤリティーの免税を申請する場合、経済部知的財産局による商標登録証
書及びライセンス登録証書の写しを各 1 部添付するとともに、本国営利事業と技術協
力している商標が商品、役務において併列していること又はその関連物品のサンプル
カタログの写し 1 部を提供する。
辛、専門技術のロイヤリティーの免税を申請する場合、我が国の業者が申請当時又は期間
満了後 1 年以内に取得した新興重要戦略性産業産品又は技術サービス項目の許可書簡
の写し 1 部、又はその他当該技術協力が新興重要戦略性産業に該当することを証明す
る関連資料の写しを添付することができる。
壬、技術サービス報酬の免税を申請する場合、前項の許可書簡の写し又はその他証明書類
を添付する。
（2）主務機関――財政部国税局
a.
所要日数――約二週間～三週間（休日を除く）
b.
申請時に提出すべき書類は上記の（1）b.の諸書類に加え、経済部工業局の免税許可書を
も添付しなければならない。
5. 納付した税金の返還を申請する場合
我が国経済部工業局よりロイヤリティーの免税証明書が交付される前に、国内業者が国外の営利
事業にロイヤリティーを送金する場合、所得税法により源泉徴収として所得税を控除しなければな
らないので、経済部工業局発行の免税証明書を取得した後、それ以前の 5 年間に納付した所得税の
返還を台湾国税局に申請することができる。その後は国内の業者に免税証明書さえ提示すれば、所
得税源泉徴収の手続きを取らなくてすむ。
Q7 ライセンス契約のライセンス料料率の算定基準、納付の方法と時期などに関してはどのような規定
があるか。
A：各権利の実施許諾に関する「実施料」については、特に規定を置いていない。
Q8 台湾での技術提携やライセンス契約における対象製品、対象製品に関する部品の調達方法、販売方
法、品質管理、対象製品の輸出等について具体的な制約や規制があるか。
A：特許の実施許諾について、台湾特許法第 60 条により、専利権（日本でいう特許、実用新案、意匠を
含めていう）の譲渡又は実施許諾に関する契約は次の事項の一に該当する条項を締結したことにより、
不正競争を生じさせた場合、その約定は無効とする。（1）譲受人の使用する物品又は非譲渡人あるい
はライセンサーでない者の供給する方法を禁止又は制限するもの。（2）譲受人に対し、譲渡人に特許
保護を受けていない物品又は原料を購買することを要求するもの。この規定は、第 108 条及び第 129
条の規定により、実用新案権（新型専利）及び意匠権（新式様専利）に準用する。
その他の技術の許諾について、一般的に言えば、法律は当事者が契約の条項を自由に約定すること
を認めている（例えば、著作権法第 37 条及び営業秘密法第 7 条等の規定）。よって、当事者は対象
製品及び対象製品の部品の調達方法、販売方法、品質管理、対象製品の輸出等について自由に約定を
することができる。但し、契約の条項はやはり民法の関連規定及び信義誠実の原則に基づいて制定さ
れなければならない。
Q9 「ノウハウライセンス契約」、「技術援助契約」について
A：台湾には「ノウハウライセンス契約」「技術援助契約」といった類型の契約を特別に定める法令は
ない。よって、ロイヤリティーの約定や契約の期間等に関しても契約自由の原則による。
また、特許ライセンス契約は特許権の存在が前提となるので、ライセンス期間は特許権の存続する
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間に限られる。つまり、特許は最長で 20 年（台湾特許法第 51 条第 3 項）、実用新案は 10 年（同法
第 101 条第 3 項）、意匠については 12 年（同法第 113 条第 3 項）となる。
Q10 実施権の譲渡や移転について、特別の定めがあるか。仮に日本特許法第 94 条のような規定があ
る場合、当該規定は任意規定であるか、それとも強行規定であるか。
A：台湾特許法第 65 条によると、特許権者は、実施権者又は質権者の承諾を得ないで、特許権を放棄し、
又は特許明細書の補正或いは範囲の減縮をすることができないとなっている。
権利者が実施権者の同意を得ないで上記の行為を行う場合、主務機関に登録済みの実施権者又は質
権者の申立てによって、当該行為を無効にすることができるとされている。その意味では、それらの
規定は強制力のある規定であるとともに、当事者の意思次第で運用できる条文とは異なる条文である。
Q11 その他特許ライセンスに関する注意事項
（1）特許ライセンス許諾を受けたものに対し、第三者に対する再許諾を制限することができる。
（2）特許ライセンス許諾を受けたものに対し、ライセンス契約によって取得した権利を第三者に譲渡
することを制限できる。
（3）契約を締結するにあたり、ライセンス許諾によって生ずる納税負担についても取り決めをしてお
くべきである。
（4）特許が出願中であるならば、契約の秘密保持義務及び違約によって生じた損害賠償について取り
決めをしておくことが重要であると思われる。
ライセンス契約が無効、解除或いは解約となったときに、ライセンスを受けていた者はただちに当該
特許権による商品の製造、販売を停止し、また一定期間内に回収できるよう明確にしておくべきである。
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▲

参考 技術実施許諾協定に関する審理の処理原則
行政院公平取引委員会の技術授権協議案件に対する処理原則
(20090224)
90.1.18.第 481 回委員会議制定
90.1.20.（90）公法字第 00222 号告示
94.1.13.第 688 回委員会議にて名称、前言、第 1 点、第 2 点、第 4 点及び第 8 点修正
94.2.24.公法字第 0940001290 号告示
94.8.26.公法字第 0940006979 号で第 6 点修正告示
96.4.26.第 807 回委員会議にて全文修正
96.5.8.公法字第 0960003850 号告示
98.2.4.第 900 回委員会議にて全文修正
98.2.24.公法字第 0980001569 号告示

一、（目的）
行政院 公平取引委員会（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、公平取引法
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、（名詞定義）
(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「専利法」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場合については、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、先ず公平取引法第 45 条規定による審査をするものと
するが、形式上専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、専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、公平取引法及
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、生ずる可能性の
ある又は実際に生ずる競争の制限または不公正競争の影響に重点を置くものとする。
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
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五、（公平取引取引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、公平取引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
場合は、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最終商品の製造、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こと。
(四)特許ライセンス費用は分割払い又は実施後の後払いにより支払いするとした場合、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取決
めしたこと。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、ライセンシーは約
定に基づいてライセンス費用を、継続して支払わなければならないとした場合。
(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こと。
(六)技術ライセンス協定が、ライセンシーはその最大の努力を尽くしライセンス商品を製造、販売する
よう取決めしたこと。
(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こと。
(八)ライセンサーがライセンス費用の最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最低量、ライセンス技術の最低使用回数または商品販売について
の最低量を要求する取決めをしたこと。
(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こと。
(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こと。
(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こと。
六、（技術ライセンス協定制限事項の例示）
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場合は、技術ライセンス協定当事
者はこれを行うことができない。
技術ライセンス協定の内容が、次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場合は、ライセンス協定の当事者はこれを行うことができない。
(一) 技術ライセンス協定期間または期間満了後、ライセンシーが、競争商品の研究開発、製造、使用、
販売、もしくは競争技術の採用について行うことを制限すること。
(二)顧客を隔離する目的で、または許諾範囲と関係がなく、ライセンシーの技術使用範囲若しくは取引
対象を制限すること。
(三)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こ
と。
(四)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こと。
(五)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こと、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こと。
(六)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こと。
(七)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こと。
(八)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。
(九)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
ること。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。
(十)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
設け制限すること。
(十一)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者を通して販売をするよう要求するこ
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と。
(十二)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こと。
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で、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場合は、ライセン
ス協定の当事者はこれを行うことができない。
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場
合は、ライセンス協定の当事者はこれを行うことができない。
七、（法律効果）
技術ライセンス協定の当事者が独占的事業者であり、第六点に例示された態様に違反したときは、公
平取引取引法第十条の違反に該当する可能性がある。
事業者が、第六点第一項に違反したときは、公平取引取引法第十四条の違反に該当する。
事業者が第六点第二項に違反したときは、公平取引取引法第十九条第六号の違反に該当する。
事業者が第六点第三項に違反したときは、公平取引取引法第十九条第一号または第六号の違反に該当
する可能性がある。
事業者が第六点第四項に違反したときは、公平取引取引法第十九条第二号の違反に該当する可能性が
ある。
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