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(四) 模倣に対する刑事的救済 

1. 関連法律 

台湾における知的財産権の犯罪について、商標権侵害と著作権侵害を除いて、専利

侵害(特許権侵害、実用新案権侵害、意匠権侵害)に関する刑事罰則は 2003 年 3 月 31

日の専利法改正により廃止されたため、専利権者は専利権侵害者に対し民事訴訟を提

起することしかできなくなった。商標権侵害と著作権侵害についての刑事罰がまだ残

っているため、民事訴訟のほか、刑事訴訟を起こして対応することも可能。公平交易

法に違反する不正競争行為については、「先に行政指導、司法制裁が後」という原則

がとられているが、行政指導に従わない場合、刑事責任を課せられる可能性がある。

以下は、商標法及び公平交易法における刑事罰則を主に説明する。 

また、従来、刑事訴訟手続きに関しては、刑事訴訟法及び同施行法などによるが、

2008 年 7 月 1 日に組織法及び審理法が施行されて以降、知的財産権の侵害に対する刑

事的救済の訴訟手続きは、優先的に「智慧財産法院組織法」(知財裁判所組織法、以

下「組織法」と略称する)及び「智慧財産案件審理法」(知財事件審理法、以下「審理

法」と略称する)の規定を適用することとなる。審理法及び組織法に規定のない場合、

刑事訴訟法及び同施行法などによることになる(審理法第 1 条)。 

2. 刑事訴訟手続の概要 

(1) 手続概要 

刑事訴訟は、被害者の告訴により、検察官が取り調べを行い、取調べの結果により、

起訴、不起訴或いは起訴猶予の処分を下される。一旦起訴され公訴が提起された場合、

裁判所にて公判が行われ、検察官、告訴人、被告及び弁護人が攻撃、防御を行い、法

院が判決を言い渡す構造である。 



 

191 

 

(2) 刑事手続のフローチャート 
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3. 刑事罰の種類及び内容 

(1) 刑事罰の対象 

商標法は、商標に関する犯罪として、商標権侵害罪(商標法第 95 条)、証明標章権侵

害罪(商標法第 96 条)、模倣品販売罪(商標法第 97 条)を規定し、これに対し刑事的制

裁を加えている。公平交易法は、模倣侵害に関する犯罪(公平交易法第 20 条第 1 項の

規定に違反する場合)として、当該行為者を懲役、拘留又は 1 億台湾元以下の罰金又

はその併科に処すことができる。これに関する詳しい内容については、下記(4)、(5)

を参照。 

(2) 非親告罪 

上述の商標法、公平交易法に関する刑事犯罪は非親告罪である。つまり、被害者ま

たは法律の定める告訴権を有する者の告訴がなくても検察官が職権により取り調べ

を行い起訴することができる。しかしながら、現行実務上、非親告罪である商標権侵

害事件において、将来の刑事訴訟係属中に影響力を保つため、告訴の提起を受けて、

検察官が捜査を開始した場合が少なくない。そのメリットは、万一検察官から不起訴

処分を受けた場合、被害者として不服の再議を提起することができ、また裁判所の判

決に対して検察官経由で控訴を提起することができるということである。 

(3) 両罰規定 

公平交易法第 38 条の規定により、法人が公平交易法第 35、36、37 条に違反する場

合、前三条の規定により行為者を罰するほか、その法人に対しても、当該各条に定め

る罰金に処すことができる。 

(4) 商標権の場合 

 商標権侵害罪(商標法第 95 条) 

商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次の各号のいずれ

かの行為を為した場合、3 年以下の懲役、拘留又は NT$200,000 以下の罰金に処し、

又は併科する。 

A. 同一の商品又は役務に、同一の商標又は団体商標を使用する。 

B. 類似の商品又は役務に、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関連する消費者に

混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 

C. 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標又は団体商標と類似する商標を使用

して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。 
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 証明標章権侵害罪(商標法第 96条) 

証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、同一又は類似の商品又は役務に、

登録した証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連する消費者に誤認、誤信させ

るおそれがある場合は、3 年以下の懲役刑、拘留若しくは NT$200,000 以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。(1 項) 

前項の証明標章権侵害のおそれがあると明らかに知りながら、販売のため或いは販

売を意図して、他人が登録した証明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装

容器又はその他の物品を製造、所持、展示した場合も同様である。(2 項) 

 模倣品販売罪(商標法第 97条) 

商標権及び証明標章権侵害に該当する商品であることを明らかに知りながら、販売

のため又は販売を意図し、当該物品を所持、展示、輸出若しくは輸入した者は、1 年

以下の懲役、拘留又は NT$50,000 以下の罰金に処し、又は併科する。電子メディア又

はネットワーク方式を通じて行った場合も同様である。 

 没収(商標法第 98 条) 

商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は書類は、犯人の所有に属す

るか否かを問わず、これを没収する。 

(5) 不正競争行為の場合 

公平交易法において模倣侵害に関する規定は主に上述の公平交易法第 20条である。

公平交易法第 35条により、第 20条第１項の規定に違反した場合は、中央主管官庁は、

第 41 条の規定により期限を定め、その違法行為の停止、改善、又は必要な是正措置

をとるよう命じることができる。指定された期限を過ぎても、その違反行為が停止も

改善もされず、又は必要な是正措置がとられない場合、又は一旦停止後再び同様又は

類似の違法行為がなされた場合、当該行為者に 3 年以下の懲役、拘留又は１億台湾元

以下の罰金又はその併科に処すことができる。 

また、営業秘密侵害行為については、公平交易法第 36 条により、第 19 条の規定に

違反し、公平交易委員会が第 41 条の規定により当該違反行為の停止、改正又は必要

な是正措置を採るよう命じたにもかかわらず、指定された期限を過ぎても当該違反行

為が停止、改正されず又は必要な是正措置が採られない場合、又は一旦停止後、再び

同様又は類似の違法行為がなされた場合、行為者に 2 年以下の懲役、拘留又は 5000

万台湾元以下の罰金又はその併科に処すことができる。 
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4. 刑事罰に科するための要件 

(1) 商標権の場合 

① 商標権侵害罪(商標法第 95 条) 

A. 商標権者、又は団体商標権者の同意を得ていない 

行為者が商標権者、又は団体商標権者の同意を得ず、他人の商標を使用することは、

商標権侵害罪の構成要件の一つである。行為者の故意という要件が明記されていない

が、行為者の故意は刑事処罰成立の前提となるので、行為者の故意の有無は究明しな

ければならない。 

B. 侵害行為 

a. 同一の商品又は役務に、同一の商標又は団体商標を使用する。 

b. 類似の商品又は役務に、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関連する消費者に

混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 

c. 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標又は団体商標と類似する商標を使用

して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。 

C. 他人の商標が登録を受け、かつ有効に存在している。 

D. 侵害者には販売を目的で商標としての使用行為がある。 

商標使用とは、販売の目的で商標を商品、役務又はその関連物件に用いたり、若し

くは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はその他媒介物を利用して、

関連消費者にそれが商標であると認識させることができるものをいう。 

E. 侵害者が使用している商標が他人の登録商標と同一或いは類似を構成する。 

② 証明標章権侵害罪(商標法第 96 条) 

A. 証明標章権者の同意を得ていない 

行為者が証明標章権者の同意を得ず、他人の証明標章を使用することは、証明標章

権侵害罪の構成要件の一つである。商標権侵害罪と同様に、行為者の故意という要件

が明記されていないが、行為者の故意は刑事処罰成立の要件となるので、行為者の故

意の有無は究明しなければならない。 

B.  侵害行為 



 

195 

 

行為者が同一又は類似の商品又は役務に、登録した証明標章と同一又は類似の標章

を使用し、関連する消費者に誤認、誤信させるおそれがある場合。 

C. 他人の証明標章が登録を受け、かつ有効に存在している。 

D. 侵害者には販売の目的で商標を使用する行為がある。 

商標使用とは、販売の目的で商標を商品、役務若しくはその関連物件に用いたり、

又は平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア若しくはその他媒介物を利用

して、関連消費者にそれが商標であると認識させることができるものをいう。 

③ 模倣品販売罪(商標法第 97 条) 

A. 模倣品であることを認識している。 

行為者が他人の製造した商品が商標権侵害を構成する模倣品であることを明白に

認識しているという直接故意を有することを言う。従って、模倣品を他人の登録商標

商品と誤認し、販売する場合は商標権侵害の刑事犯罪は成立しない。 

B. 模倣品を販売、又は販売を意図し、模倣品を所持、展示、輸出若しくは輸入する行

為。 

(2) 不正競争行為の場合 

前述のとおり、公平交易法における模倣侵害に関する規定は、主に上述の公平交易

法第 20 条である：関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号

又は会社の名称、商標、商品容器、包装、外観、又はそのほか、他人の商品を示す表

示と同一又は類似するものを使用し、他人の商品と混同誤認を生じさせるに至るか、

若しくは当該表記を使用した商品を販売、運送、輸出あるいはい輸入すること(公平

交易法第 20 条第 1 項第 1 号)。 

当該規定の要件については、殆ど上記の商標権侵害罪(商標法第 95 条)、証明標章権

侵害罪(商標法第 96 条)と模倣品販売罪(商標法第 97 条)と同じであるため、上記の内

容を参照のこと。 

なお、1999 年の法改正により、中央主務官庁は前述の不正競争行為に対し、まず行

政指導として期限を定め、不正行為の停止、改善を命じるか、又は是正措置をとるよ

う命じ、指定された期限を過ぎても、その違反行為が停止、改善されず、又は必要な

更正措置がとられない場合、又は一旦停止後再び同様又は類似の違法行為がなされた

場合、初めて刑事罰を科することになる。この点に注意を要する。 

5. 権利者がとり得る手段 
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(1) 情報の収集 

権利侵害の形跡があった場合、権利者は追跡調査をして侵害容疑者の洗い出しを急

ぎ、刑事告訴の準備をするために情報を収集する。以下に、情報収集の対象物につい

て、権利侵害を立証するための重要情報を説明する。 

①  模倣品サンプルと写真。 

②  侵害容疑者によって掲載或いは発行された模倣品の広告(日付を証明できるもの)。 

③  模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書、レシート。 

④  侵害容疑者の会社登記資料、代表者の氏名など。 

(2) 情報の収集方法 

権利侵害の形跡があった場合、通常は知的財産権侵害事件専門の法律事務所を通じ

て調査会社に情報の収集を依頼する。また、商標権侵害と疑われる輸出入貨物を発見

した場合、侵害品の輸出入に関する情報を入手するには、台湾においては、「関税総

局に対しての模倣品輸出入提示」(税関登録)の手続きを通じて、税関より輸出入貨物

に対するサンプリング・チェックを行い、商標権侵害物品を発見することが可能であ

る。 

(3) 告訴、告発 

告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が検察官或いは司法警察官に対し犯罪事実

を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいう。犯罪の被害者は告訴をすることがで

きる。法人の場合は、会社の代表者が代理して告訴を提出することができる。(刑事

訴訟法第 232-236、238 条)なお、第三者に商標の使用を許諾し、智慧財産局に登記す

る場合、その使用権者も告訴をすることができる。 

親告罪において、その告訴は告訴権者が犯人を知ってから 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、犯人を知った時点の判断は提出された証

拠によって認定する。ただし、商標権侵害は親告罪ではない。 

告発とは、告訴権者以外の者が検察官或いは司法警察官に対し犯罪を訴追するよう

求めることをいう。犯罪の事実に対しては、何人もこれを告発することができる(刑

事訴訟法第 240 条)。告訴と違い、告発の期間につき制限がなく、告発を取消した後

も再告発ができる。 

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行うべきである。

口頭の告訴と告発を受け、検察官又は警察は調書を作成しなければならない。口頭の
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告訴と告発の便宜を図るため、検察庁に告訴と告発ベルを設置することができる(刑

事訴訟法第 242 条)。 

(4) 検察・警察機関による捜査 

捜査の開始はいかなる条件も必要としない。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、告訴、告発、自首又は他の事情によって主観的に犯罪

の容疑があることさえ認めれば、自ら進んで捜査活動を行うことができる。台湾の刑

事実務において、検察官は捜査機関であり、警察・調査機関は捜査に協力する補助機

関である。検察官は捜査を指揮し、警察・調査機関は検察官の命令に従い捜査を行う。 

(5) 検察による事件処理の決定 

検察官は、捜査によって得られた証拠を判断し、公訴の提起(公判又は略式)、不起

訴(嫌疑なし、告訴権なし、起訴猶予、犯罪を構成しない)などの事件処理決定を行う。 

(6) 保護智慧財産権警察大隊について 

台湾での海賊版・模倣品の取締活動については、1981 年に設置された経済部「査禁

模倣商品チーム」が中心となって、模倣品に関する通報の受付けや取締活動を行って

きたが、その後、内政部警政署保安警察第二総隊内に「保護智慧財産権警察大隊」(通

称「保智大隊」)が成立し、同チームは廃止された。 

内政部警政署は海賊版一掃計画を実施するため、行政院長(首相)の指示により、2003

年 1 月 1 日に保智大隊が成立した。保智大隊には保安警察第二、第四、及び第五総隊

からなり、大隊の下に二つの中隊を設け、台北、桃園、台中、嘉義、高雄、花蓮にそ

れぞれ分隊を配置した。同大隊は、発足後、直ちに隊員を対象とする専門知識訓練を

行い、製造業者、中間卸商、小売店の三方面に綿密な捜査網を張り巡らし、海賊版ソ

フトや不法コピーの著作権侵害、偽ブランドの商標権侵害を効率的に取り締まってい

る。最近はインターネット上の知的財産権侵害、主に商標権又は著作権侵害物品のオ

ンライン販売を取り扱うサイトを積極的に取り締まりを行っている。 

警政署の発表によると、保智大隊の発足以来、2004 年の知的財産権侵害事件の摘発

件数は 4209 件、侵害物品の時価総額は 86 億 700 万元余り。2005 年の摘発件数は 4648

件に増え、侵害物品の時価総額は一気に 100 億元の大台を突破する 108 億 8600 万元

に上っている。2011 年の摘発件数は 2243 件に減ったが、侵害物品の時価総額は 122

億 9000 万元に上っている。 

(7) 主なお問い合わせ先 

台北地方検察署 電話 (02)2314-6871 
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台中地方検察署 電話 (04)2223-2311 

高雄地方検察署 電話 (07)216-1468 
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6. 知的財産刑事事件の審理 

(1) 知的財産刑事事件の範囲 

審理法第 23 条により、知的財産刑事事件には次に掲げる案件が含まれる。 

① 刑法第 253 条の商標、商号を偽造又は模倣する罪、第 254 条の商標、商号を偽造

又は模倣する貨物を販売、陳列、輸入する罪、第 255 条の商品に虚偽の標記をし、

且つ該商品を販売、陳列、輸入する罪。 

② 刑法第 317 条の業務上知り得た商工業上の秘密を漏洩する罪、第 318 条の公務員

が職務上知り得た商工業上の秘密を漏洩する罪。 

③ 商標法、著作権法の規定に違反して犯した罪。 

④ 公平交易法第 35 条第 1 項の第 20 条第 1 項に関する模倣行為に係る罪及び第 36

条の第 19 条第 5 号に関する不正な方法を以って他の事業者の秘密を入手し公正競

争を妨害する罪。 

(2) 技術審査官の設置 

審理法第 4 条によると、訴訟過程において、裁判官が必要と認めるとき、案件に関

する技術問題に協力するよう技術審査官に命じることができる。(技術審査官に関す

る説明は、三(三)7(2)参照) 

(3) 判決の基礎 

審理法第 30 条により、第 8 条第 1 項の規定は(つまり裁判所がすでに知っている特

別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与えなければ、判決の基礎として採用するこ

とができない)、第 23 条の案件又はその附帯民事訴訟を審理するとき、これを準用す

る。(審理法第 8 条第 1 項に関する説明は、三(三)7(3)を参照) 

(4) 秘密保持命令 

審理法第 24 条により、訴訟資料に営業秘密が含まれている場合、裁判所は申立て

により非公開で審理することができる。申立てにより又は職権で、ファイル内の文書

又は証拠物の検閲、抄録又は撮影を制限することもできる。また、第 30 条により、

第 11 条～第 15 条の規定(秘密保持命令に関する規定)は、第 23 条の案件又はその附帯

民事訴訟を審理するとき、これを準用する。(秘密保持命令に関する説明は、三(三)7(5)

を参照) 

(5) 権利の有効性の認定 
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知的財産刑事訴訟につき、審理法第 30 条には第 16 条第 1 項の規定が準用されるこ

とが明文化されており、商標権などの知的財産権を侵害していると訴えられた刑事被

告も、当然、知的財産権の付与に瑕疵があることを以って、犯罪を否認することがで

き、刑事裁判所もその主張につき実質的な認定を行わなければならず、裁判を停止す

る裁定を下すことはできない。 

7. 上訴、不起訴処分に対する不服 

(1) 上訴 

裁判を受けた者(被告、検察官)や被告の法定代理人、配偶者または原審の代理人や

弁護士は上訴することができる。告訴人、被害者が原審の判決に対し不服する場合、

上訴理由をもって検察官に上訴の提起を請求することができ、明らかに理由無しの場

合を除き、検察官が告訴人、被害者の請求を拒絶することはできない(刑事訴訟法第

344、345、346 条)。 

上訴期間は 10 日であり、判決書が送達されてから起算する(刑事訴訟法第 349 条)。

上訴提起の手続きは、上訴書状を原審裁判所に提出しなければならない(刑事訴訟法

第 350 条)。 

審理法第 25 条第 1 項には、「少年刑事事件を除き、第 23 条に列挙される知的財産

犯罪について、地方裁判所が通常、簡易裁判又は協議手続きにより下した第一審判決

を不服として上訴又は抗告する場合に、知財裁判所にてこれを為す」と定められてい

る。したがって、知財裁判所は、少年刑事事件以外、地方法院が通常、簡易裁判又は

協議手続きにより下した判決を不服として第二審に上訴又は抗告された知的財産刑

事事件を管轄する。 

また、審理法第 26 条により、知財裁判所が第 23 条の案件に関して行った裁判に対

し、別に規定がある場合を除き、第三審裁判所に上訴又は抗告することができる。し

たがって、控訴審判決に対して上告する場合は最高裁判所に上告する。 

(2) 不起訴処分に対する不服 

告訴人が検察官の不起訴処分又は起訴猶予処分に不服する場合、同不起訴処分書又

は起訴猶予処分書を受け取った日から 7 日以内に、原検察官を通じてその上級検察機

関に再議の申立てをすることができる(刑事訴訟法第 256 条)。告訴人が上級検察機関

の再議却下処分に対し不服する場合、再議却下処分書を受け取ってから10日以内に、

弁護士を委任し理由状をもって、一審裁判所に交付審判を申請することができる(刑

事訴訟法第 258-1 条)。 

(3) 再審 
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有罪判決が確定した後、原判決が根拠にした証拠物は偽造又は変造によるものだと

証明されたという原因などで、判決を受ける者の利益のため、再審を申し立てること

ができる(刑事訴訟法第 420 条)。有罪、無罪、免訴又は不受理の判決が確定した後、

原判決が根拠にした証拠物は偽造又は変造によるものだと証明されたという原因な

どで、判決を受ける者の不利益のため、再審を申し立てることもできる(刑事訴訟法

第 422 条)。 






