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(三) 模倣に対する民事的救済 

1. 関連法律 

従来、知的財産権の侵害に対する民事的救済について、台湾においては通常の民事

訴訟であると認められ、民事訴訟の一般原則が適用される。したがって、実体的な内

容に関しては、専利法、商標法、民法などの法律に規定されているが、訴訟手続きに

関しては、民事訴訟法及び同施行規則などに規定されている。しかし、2008 年 7 月 1

日に「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)が施行されて以降、

知的財産権の侵害に対する民事的救済の訴訟手続きは、優先的に審理法及び組織法の

規定を適用することとなる。ちなみに、審理法及び組織法に規定のない場合、民事訴

訟法及び同施行規則などによることになる(審理法第 1 条)。 
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2. 民事訴訟手続の概要 

(1) 訴訟手続のフローチャート 
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(2) 法院に提出すべき書類 

 訴状(判決を請求する事項、主張及び証拠を明記しなければならない。) 

 訴訟代理人を委任した場合、委任状を提出しなければならない。その委任状には、

会社印と代表者印を押捺する必要がある。また、外国法人の場合、公証及び認証を

取り付けるよう命じられることはあるものの、手続き緩和のため、公証、認証を受

けなくても、相手方からこの委任状につき異議を唱えなければ、委任状が認められ

る。 

(3) 訴訟費用 

 第一審訴訟費用：請求する訴訟標的の金額が 10 万台湾元以下であれば、訴訟費用

は 1000 台湾元とする。10 万台湾元を超え 100 万台湾元以下の部分、訴訟費用は訴

訟標的の金額の 1％とする。100 万台湾元を超え 1000 万台湾元以下の部分、訴訟費

用は訴訟標的の金額の 0.9％とする。1000 万台湾元を超え 1 億台湾元以下の部分、

訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.8％とする。1 億台湾元を超え 10 億台湾元以下の部

分、訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.7％とする。10 億台湾元を超えた部分、訴訟費

用は訴訟標的の金額の 0.6％とする。 

 第二審及び第三審の訴訟費用：上記第一審の計算基準に基づき、50％割増の裁判費

用を追加徴収される。 

3. 民事訴訟の対象となる侵害行為 

(1) 専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の侵害 

専利権侵害とは、専利権者の同意を得ずに、特許物品を製造、販売の申し出、販売、

使用又は輸入すること、又は当該方法をもって直接製造した物品を製造、販売の申し

出、販売、使用又は輸入することである。専利法は、アメリカ、ドイツ、日本と異な

り「直接侵害」と「間接侵害」に分けておらず、専利法第二章第七節の規定及び民法

の損害賠償に関する規定によって侵害行為を定義する。以下は、通説の専利侵害判断

方法及び専利侵害態様について説明する。 

① 専利侵害判断方法 

まず、対象となる物品専利又は方法専利の権利範囲を文言の解釈で特定する。次に、

専利侵害判断理論である「全要件原則」と「均等論」によって、専利侵害として訴え

られた物品又は方法と前述の特定された専利権請求範囲とを比較し、係争物品又は方

法が前述の特定された専利権請求範囲に入れば、専利侵害を構成し、入らなければ、

専利侵害を構成しないとする。 
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「全要件原則」とは、当該専利の構成要件的特徴を全てそのまま使用する場合、専

利侵害を構成することをいう。 

「均等論」とは、当該専利の構成要件的特徴の全部を使用するのではなく、ある要

素が抜けていたり、付け加えられていたりするものの、当該専利の核心的特徴をその

まま使用して実質的に同一なものと評価される場合、専利侵害を構成することをいう。 

② 専利侵害態様 

A. 専利直接侵害： 

第三者が専利権者の同意を得ずに、当該物品を製造、販売の申し出、販売、使用又

は輸入すること、又は当該方法をもって直接製造した物品を製造、販売の申し出、販

売、使用又は輸入することは、専利直接侵害を構成する。専利法第 96 条第 1 項の規

定は、専利直接侵害の態様である。 

B. 専利侵害教唆： 

第三者が自ら当該物品を製造、販売の申し出、販売、使用又は輸入すること、又は

当該方法をもって直接製造した物品を製造、販売の申し出、販売、使用又は輸入する

ことはしないが、専利直接侵害者を積極的に唆すことは専利侵害教唆を構成する。た

だし、これは専利直接侵害が成立することを前提とする。専利法においては、この侵

害態様を特に規定しておらず、実務上、民法第 185 条の「共同不法行為」によって侵

害者の責任を問う。 

C. 専利侵害幇助： 

第三者が特許侵害品であることを知りながら、侵害品を作成するのに重要な部品又

は専用設備を製造し供給することは、専利侵害幇助を構成する。ただし、これも専利

侵害教唆の場合と同様に、専利直接侵害が成立することを前提とする。専利法におい

ては、この侵害態様を特に規定しておらず、実務上、民法第 185 条の「共同不法行為」

によって侵害者の責任を問う。しかしながら、この規定を使用しての対応には、相当

以上の困難を伴う。 

(2) 商標権の侵害 

商標法第 68 条の規定により、商標権者の同意を得ずに、販売の目的で、下記に掲

げる事情のいずれかに該当する場合、商標権侵害を構成する。 

① 同一領域での侵害 

同一の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用する場合。 
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類似の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用することにより、

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。 

② 類似領域での侵害 

同一又は類似の商品又は役務において、その登録商標と類似の商標を使用すること

により、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。 

また、商標法第 70 条により、商標権者の同意を得ずに、次のいずれかの情況を有

する場合、商標権の侵害と見なす： 

A. 他人の周知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、該商標の識別力又は信用を損なう恐れがある場合。 

B. 他人の周知著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該周知著名商標中

の文字を自己の会社、商号、団体、ドメインネーム若しくはその他の営業主体を表

彰する名称とし、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある、又は該商

標の識別力若しくは信用を損なうおそれがある場合。 

C. 第 68 条の商標権侵害に該当するおそれがあることを明らかに知りながら、商品若

しくは役務と併合して使用しないラベル、タグ、包装容器、又は役務と関係のない

物品を製造、所持、展示、販売、輸出若しくは輸入する場合。 

③ 商標権侵害の例外 

次に掲げる事情については、商標法第 36 条の規定により、他人の商標権の効力に

よる拘束を受けない： 

A. 商業取引の慣習及び信義則に合致する方法で、自己の氏名、名称又はその商品又は

役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品又は役務自体に

関する説明を表示し、商標として使用しない場合。 

B. 商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。 

C. 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又

は役務に使用する場合。ただし、これは元使用の商品又は役務に限る。その場合、

商標権者は、当該商標を使用する者に対して、適当な区別表示の付記を要求するこ

とができる。 

(3) 不正競争行為の場合 

① 商品主体、営業主体の混同行為；著名商標の使用行為 
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公平交易法第 20 条の規定により、事業者は、その営業上提供する商品又は役務に

つき、次に掲げる行為をしてはならない(公平交易法第 20 条第 1 項)： 

A. 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、外観又はその他に、他人の商品を示す表徴と同一又は類似

するものを使用し、それをもって他人の商品と混同を生じさせること、又は当該表

徴を使用する商品を販売、運送、輸出或いは輸入すること。 

B. 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、

標章又はその他に、他人の営業、役務を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、

それをもって他人の営業又は役務の施設又は活動と混同を生じさせること。 

C. 同一又は類似の商品について、未登録の外国の著名な商標と同一又は類似するもの

を使用すること、又は当該商標を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入するこ

と。 

前述の規定は、次の各号に掲げる行為に適用しない(公平交易法第 20 条第 2 項)： 

A. 通常の使用方法で、商品自体の慣用名称又は取引上同類の商品の慣用表徴を使用す

ること、又は当該名称又は表徴を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入するこ

と。 

B. 通常の使用方法で、取引において同種の営業又は役務の慣用名称その他表徴を使用

すること。 

C. 善意で自己の氏名を使用すること、又は当該氏名を使用する商品を販売、運送、輸

出又は輸入すること。 

D.公平交易法第 20 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に定める表徴が関連事業又は消費者に

一般的に認識される前に、善意でそれと同一又は類似するものを使用し、又は善意

で当該表徴を使用する者からその営業とともに当該表徴を譲り受けて使用し、又は

当該表徴を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入すること。事業者は、他の事

業者が前項第 3 号又は第 4 号の行為により、自己の営業、商品、施設又は活動が損

害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合は、他の事業者に対し、適当な表示

を付すよう請求することができる。ただし、これは商品の運送しか行わない事業者

には適用しない。 

② 営業秘密侵害行為 

公平交易法第 19 条第 6 号の規定により、脅迫、不当な利益で誘引その他不正な方

法をもって、他の事業者の生産販売上の秘密、取引相手の資料その他関連技術上の秘
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密を取得する行為で、それが競争を制限又は公正な競争を阻害するおそれがある場合

は、事業者はこれをしてはならない。 

③ 不当ドメインネーム登録行為などの禁止 

台湾の実務では不当ドメインネーム登録行為に関して、他人の著名商標或いは著名

表記をもってドメインネームに登録する場合、商標法第 70 条 1 項 2 号に基づき対応

するほか、公平交易法第 20 条及び第 24 条「本法にある規定以外にも、事業者はその

他取引の秩序に影響を与えるに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為をしてはな

らない。」という規定を根拠に対応することも可能。 

4. 侵害に対する救済の種類及び内容 

専利権、商標権の侵害、不正競争行為がある場合、その侵害者に対しては、侵害行

為の差止と損害賠償を請求することができる。なお、公平交易法第 20 条第 3 項の規

定によると、他の事業者が公平交易法第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号の行為により、

自己の営業、商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合

は、他の事業者に対し、適当な表示を付するよう請求することができる。 

(1) 侵害の差止請求権 

侵害の排除を請求すること、また侵害のおそれがある場合、その防止を請求するこ

とができる権利をいう。 

(2) 損害賠償請求権 

故意又は過失により不法に他人の権利を侵害した場合、被害者は侵害者に対し、損

害の賠償を請求することができる権利をいう。 

(3) 不当利得返還請求権 

民法第 179 条により、法律上の原因がなくて利益を受け、これがために他人に損害

を及ぼしたときは、その利益を返還しなければならない。専利法に明文の規定はない

が、理論上専利権者が不当利得返還請求権を有することは認められる。 

(4) 信用回復請求権 

専利法第 96 条第 5 項により、発明者は氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏

名表示又はその他名誉回復のために必要な処分を請求することができる。 

5. 請求権発生の要件 

(1) 専利・商標の場合 
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① 侵害の差止請求権 

専利権・商標権は無体財産権或いは準物権であると認められ、それら権利に属する

「排他性」という性質によって、専利・商標を侵害され、又は侵害のおそれがある場

合、同請求権を行使することができる。つまり、侵害があった場合は、同請求権をも

って侵害者に対し侵害行為の停止を請求することができる。実際に発生した侵害では

なく、侵害のおそれがある場合、侵害のおそれのある客観的な事実があれば、侵害防

止請求権を主張することができる。ちなみに、侵害の差止請求権の主張は、侵害者の

故意又は過失を前提とせず、権利侵害又は侵害のおそれがあれば足りる。 

② 損害賠償請求権 

民法不法行為の一般原理により、以下の要件を要する。 

A. 侵害行為 

B. 行為の違法性 

C. 違法な侵害による損害 

D. 侵害行為と損害発生の間の因果関係 

E. 侵害者の故意・過失 

F. 侵害者の責任能力 

G. 専利権侵害の場合、物品或いは包装に専利権表示をすること 

特許表示をしなければ、侵害者が特許侵害品であることを知っていたこと或いは知

りえることを証明しなけれならない。 

(2) 不正競争行為の場合 

① 侵害の差止請求権 

公平交易法第 30 条の規定により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害

するに至った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそ

れがある場合も侵害の予防を請求することができる。したがって、専利権・商標権侵

害の場合と同様に、侵害があった場合、侵害者に対し侵害行為の停止を請求すること

ができる。実際に発生した侵害ではなく、侵害のおそれがある場合も、侵害のおそれ

のある客観的な事実があれば、侵害防止請求権を主張することができる。また、その

侵害の排除・防止請求権の主張は、侵害者の故意又は過失を前提とせず、権利侵害又

は侵害のおそれがあれば足りる。 
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② 損害賠償請求権 

公平交易法第 30 条の規定により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害

するに至った場合は、損害賠償の責任を負う。同規定に鑑みれば、損害賠償請求権が

発生する要件については、民法不法行為の一般原理を適用し、すなわち故意又は過失

を備えなければならない。上記の五(一)2.を参照。 

③ 適当な表示の請求権 

公平交易法第 20 条第 3 項の規定により、事業者は、他の事業者の公平交易法第 20

条第 2 項の第 3 号又は第 4 号の行為により、自己の営業、商品、施設又は活動が損害

を受け、又は混同を生じるおそれがある場合は、他の事業者に対し、適当な表示を付

するよう請求することができる。 

6 . 当事者適格 

(1) 専利権に基づく場合 

① 専利権者 

発明者は、専利を出願し、査定公告された後、専利証書を受領し専利権を取得して、

専利権者となる。専利権者は専利権が侵害される場合、損害賠償の請求、侵害排除の

請求、又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害防止の請求を行うことができる。 

② 専用実施権 

専用実施権(exclusive license)とは、専利権者が一定の時間及び領域内において、ラ

イセンスを受けた者にのみ許諾する実施権をいう。専利権者は前述した特定の時間又

は領域内でライセンシー以外の第三者に当該専利の実施権を許諾することができず、

自らも当該専利権の実施ができない。契約で別途規定がある場合を除き、専用実施権

者は専利権が侵害される場合、損害賠償の請求、侵害排除の請求、侵害するおそれの

ある者に対し、その侵害防止の請求を行うことができる。 

③ 通常実施権 

通常実施権(non-exclusive license)とは、専利権者が一定の領域、期間内において、

同一の専利を二人以上に実施権を許諾することができるほか、自らも当該専利権を実

施することができる権利をいう。台湾の専利実施権の許諾に関する現行実務において

は、かかる通常実施権がよく見られる。専利権が侵害される場合、通常実施権を許諾

した専利権者は、損害賠償の請求、侵害排除の請求、侵害防止の請求を行うことがで

きるが、専利法には通常実施権者が権利侵害の排除、防止請求権につき規定されてお

らず、通常実施権者が専利権を「使用」する権限のみを有していることに鑑みれば、
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通常実施権者は、許諾された範囲内において、他人が発明を実施した場合であっても、

差止め請求、損害賠償請求を行うことはできない。このような場合、専利権者に、差

止め請求、損害賠償請求を行ってもらうこととなる。 

(2) 商標権に基づく場合 

商標権を取得すれば、商標権者として侵害の排除・防止などを請求できる。第三者

に商標の使用を許諾し、智慧財産局(日本語訳：知的財産局、日本の特許庁相当)に登

記する場合、第三者は侵害の排除・防止などを請求できる。商標法によれば、台湾で

は通常使用権と専用使用権のように登録することは可能となる。特許と同様、専用使

用権者も許諾された実施権範囲内に、商標権者と第三者による商標の使用を排除する

ことができる。 

(3) 不正競争行為の場合 

公平交易法第 30 条、第 31 条により、他人に侵害差止請求権及び損害賠償請求権を

主張できるのは、他人が商品・役務の表徴を模倣し、権利の侵害があった場合、或い

は権利の侵害のおそれがあった場合に限られる。つまり、その被害者は当該商品・役

務の表徴の権利者に限られる。また、一般消費者については、公平交易法により、侵

害の差止請求権及び損害賠償請求権を主張することができない。 

7. 知的財産民事事件の審理 

(1) 知的財産民事事件の範囲 

組織法第 3 条第 1 号、第 4 号の規定に基づき、知的財産民事事件には次に掲げる案

件が含まれる。 

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、あるいは公平交易法により保護される知的財産権に関

して生じた第一審及び第二審民事訴訟事件。(組織法第 3 条第 1 号) 

その他、法律により規定される又は司法院により指定される知財裁判所が管轄する

案件。(組織法第 3 条第 4 号) 

具体的には、組織法に適用する知的財産民事事件の範囲は次のようになる(「智慧

財産法院審理細則」《以下「審理細則」と略称する》第 2 条)。 

 知的財産権の権利の帰属又はその出願権の帰属及びその報酬に係る紛争事件 

 契約に係る紛争事件 

A. 知的財産権のライセンス契約に係る事件 
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B. 知的財産権の譲渡、質権設定、信託、登録の同意、出願権の譲渡及びその他の契

約に係る紛争事件 

権利侵害に係る紛争事件 

A. 知的財産権侵害のうち財産権に関する紛争事件 

B. 知的財産権侵害のうち人格権に関する紛争事件 

 知的財産権の使用によって生じる補償金、権利金に係る紛争事件 

 公平交易法の知的財産権益保護に係る事件 

 知的財産権の証拠保全及び保全手続きに係る事件 

 その他、法律により規定される又は司法院が指定した知財裁判所が管轄する事件 

(2) 技術審査官の設置 

知的財産案件は通常、複数の分野に跨る科学技術専門問題に関わり、技術面での専

門的なレベルを引き上げるため、知財裁判所に各種技術分野を専門とする技術審査官

を配置する。組織法の規定によると、知財裁判所には技術審査官室を設けて技術審査

官を置き、技術審査官の採用は知的財産の専門知識及び技術を具える職員を任用、招

聘又は一時的に他官庁より出向してもらい、これに充てることができる。原則的に、

技術審査官は裁判所の命令を受け、審理する案件の技術判断、技術資料の収集・分析

及び技術に関わる意見を提供し、法により訴訟手続きに参与する(組織法第 15 条第 4

項)。詳しく言えば、技術審査官の職務内容は以下のとおりである(審理法第 4 条)： 

 訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、専門知識に基づき

当事者に説明又は質問する。 

 証人又は鑑定人に直接質問する。 

 裁判官に意見陳述を行う。 

 証拠保全時に証拠の調査に協力する。 

技術審査官は、裁判官をサポートするために裁判所に常任する職員であり、それが

裁判官に対して行った陳述は証拠資料とすることはできない。当事者は自らが主張す

る事実について依然として立証責任を負わなければならず、技術審査官の陳述を証拠

として直接引用することはできない。また、技術審査官は当事者の質問を受け付けな

い。技術審査官が裁判官に対して行った口頭又は書面による陳述は、性質上、諮問し
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聴取された意見であり、もし判決の基礎として採用するのであれば、法により当事者

に弁論の機会を与えなければならない。 

(3) 心証公開 

知的財産訴訟には技術審査官制度が導入されており、技術審査官が個別案において

裁判官に対し意見を陳述した後、裁判官が事件についてすでに知り得た如何なる適用

すべき特殊な専門知識も、訴訟関係人はこれを知らないことが多く、もし裁判官が判

決前に当事者にその専門知識上の認識及び判断を適当に開示して、当事者に意見を表

明する機会を与えなければ、当事者にとっては不意打ちの裁判となり、当事者の正当

な権益の保障を妨げる。したがって、審理法第 8 条第 1 項には「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」と明確に規定されている。 

また、審理法第 8 条第 2 項には「裁判長又は命令を受けた裁判官は、事件の法律関

係について、当事者によく説明しなければならず、並びに適時その法律上の見解を表

明することができ且つ適度に心証を開示することができる」と規定されているが、こ

れは、訴訟法の学理を参照し、当事者に裁判官の技術問題についての内容を確実に把

握させ、不安から無意味な訴訟を起こすことのないよう、重要な争点につき裁判所と

速やかにコンセンサスを得て、且つ調停を促し、より機能を発揮しやすくするもので

ある。 

(4) 営業秘密の保護 

裁判は原則上、公開方式でこれを行わなければならないが、当事者が訴訟において

提出する攻撃防御方法が、当事者又は第三者の営業秘密に関わるとき、もし依然とし

て一律公開裁判とするのであれば、おそらく当事者又は第三者に重大な損害を与える

ことになるであろう。したがって、審理法第 9 条には「当事者の提出する攻撃又は防

御方法が、当事者又は第三者の営業秘密に関わり、当事者が申立てを行い、裁判所が

適当であると認める場合、非公開裁判とすることができる。双方の当事者が非公開裁

判に合意した場合にも同様とする(第 1 項)。訴訟資料が営業秘密に関わる場合、裁判

所は申立て又は職権により、訴訟資料の閲覧、抄録又は撮影を許可しない又は制限す

る旨の裁定を下すことができる(第 2 項)」と規定されている。 

(5) 秘密保持命令 

訴訟の促進及び営業秘密の保護のいずれにも配慮し、当事者が営業秘密を提供する

ことによって損害を被る可能性を低くするため、審理法第 11 条～第 15 条に秘密保持

命令制度に係る規定を特に設けた。秘密保持命令とは、証拠などの訴訟資料中に、も

し営業秘密が含まれているとき、裁判所が営業秘密保有者からの申立てを受けて、該

営業秘密につき訴訟以外の目的での使用又は開示を禁止する命令を出すことを指す。
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審理法第 11 条第 1 項にはその要件が規定されており、当事者又は第三者がその保有

する営業秘密につき、下記要件に該当することを釈明する場合、裁判所は該当事者又

は第三者の申立てにより、他方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人に

対し、秘密保持命令を出すことができる： 

当事者の書面の内容にその営業秘密が記載され、或いは既に取り調べられ又は取り調

べられるべき証拠がその営業秘密に関わる。 

営業秘密が開示され、或いは該訴訟以外の目的で使用されることにより、該当事者

又は第三者の該営業秘密に基づく事業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、

その開示又は使用を制限する必要がある。 

秘密保持命令を受けた者が命令中に規定されている事項に違反して、訴訟以外の目

的での使用を実施し、或いは秘密保持命令を受けていない者に開示した場合、審理法

第 35 条第 1 項の規定により、3 年以下の懲役、拘留、又は NT$100,000 以下の罰金に

処する又は併処することができる。 

(6) 権利の有効性の認定 

智慧財産局による審査を経て許可され取得した知的財産権につき、その付与及び剥

奪は伝統的にいずれも行政の「専属権事項」に属すものと認められており、その正確

性に係る審査は行政訴訟手続きにより処理しなければならない。訴訟の審理中に、も

し当事者から知的財産権の有効性に係る抗弁が提出された場合、往々にして、審理中

の訴訟を停止する裁定を下し、行政訴訟の結果が確定するのを待つが、これによって

普通裁判所の訴訟終結時期が引き延ばされる、知的財産権に対し有効な保護を与える

ことができないといった問題も派生する。 

審理法第 16 条第 1 項には、「当事者が、知的財産権には取消し若しくは無効すべ

き理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につ

き自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種

及種苗法、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規定を適用しない」と明確に

規定されており、民事侵害訴訟中、裁判所は、知的財産権に取消し又は無効すべき理

由があるか否かといった争点につき、判断を下す権限を有し、その民事訴訟の判決が

行政処分又は行政訴訟手続きの結果を待たなければならないことを理由に、訴訟手続

き停止の裁定を下すことはできない。また、第 2 項には「裁判所が取消し、廃止すべ

き理由があると認めたとき、知的財産権者は、該民事訴訟において、相手方に権利を

主張することができない」と規定されている。つまり、かかる判断は原則的に、該訴

訟においてのみ相対効力を生じ、知的財産権者がその他の訴訟において依然としてそ

の権利を主張できることを阻止するものではない。 
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(7) 証拠保全 

知的財産権が侵害を受けた事実及び損害の範囲に係る証拠が滅失又は隠蔽される

ことなく、知的財産権者が訴訟において立証することができ、有効な救済を獲得する

ためには、証拠保全が必要である。審理法によると、証拠保全の申立ては、管轄の裁

判所に対して行い、裁判所が証拠保全の実施を許可するとき、技術審査官に、現場に

赴いて職務を執行するよう命ずることができ、また、裁判所が必要であると認めると

き、尋問を受けた者の住居所又は証拠物の所在地の地方裁判所に、証拠保全の実施を

委託することができる(審理法第 18 条第 1 項、第 3 項、第 7 項)。 

また、民事訴訟法第368条以降の条文には証拠保全手続きについて規定されており、

相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強制処分を実施す

ることができないのに対し、審理法第 18 条第 4 項には特別に、「相手方が正当な理

由なく証拠保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強制的にこれを排除することができ

る。但し、必要な程度を超えてはならない。必要なときには、警察に協力を求めるこ

とができる」と規定されている。 

8. 提訴管轄 

審理法第 7 条は、「組織法第 3 条第 1 号、第 4 号に定める民事事件は、知財裁判所

の管轄とする」と定めている。知財裁判所が取り扱う知的財産に関する民事訴訟の審

判事務の管轄範囲は以上のとおり規定されているものの、審理細則第 9 条により、知

的財産に関する民事訴訟事件は知財裁判所の管轄に専属しておらず、知的財産に関す

る民事訴訟事件に対し、他の民事裁判所が実体審理を行う場合、上級裁判所は管轄の

錯誤を理由として原判決を廃棄してはならない。よって、知的財産に関する民事事件

は当事者の選択により、知財裁判所又は普通裁判所で行われるものの、現時点の司法

実務では普通裁判所は知的財産に関する民事事件を自ら審理せず、知財裁判所に移転

するのは殆どである。 

以下に、普通裁判所の管轄権に関する民事訴訟法の規定を説明する： 

(1) 訴訟は、被告の住所地の裁判所が管轄する。被告の住所地の裁判所が職権を行使

することができないときは、その居所地の裁判所が管轄する。訴訟の原因事実が

被告の居所地に発生したときは、その居所地の裁判所が管轄する。(民事訴訟法第

1 条第 1 項) 

(2) 私法人その他訴訟当事者となることができる団体に対する訴訟は、その主たる事

務所、又は主たる営業所の所在地の裁判所が管轄する(民事訴訟法第 2 条第 2 項)。 
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(3) 外国法人その他訴訟当事者となることができる団体に対する訴訟は、その台湾に

ある主たる事務所、又は主たる営業所の所在地の裁判所が管轄する(民事訴訟法第

2 条第 3 項)。 

(4) 事務所又は営業所を有する者に対して、その事務所又は営業所に関して訴訟をす

るときは、その事務所又は営業所の所在地の裁判所が管轄する。(民事訴訟法第 6

条) 

(5) 不法行為に関して訴訟を提起するときは、行為地の裁判所が管轄することができ

る。(民事訴訟法第 15 条第 1 項) 

(6) 共同訴訟の被告が複数人であり、その住所が同一裁判所の管轄区域内にないとき

は、各住所地の裁判所がいずれも管轄権を有する。ただし、第 4 条乃至前条によ

り共同の管轄裁判所を定めているときは、その裁判所が管轄する。 

9. 主張・立証 

(1) 専利権侵害訴訟等の場合 

専利権とは、法律で規定する一定の期間内に専利権者に賦与される排他的効力を有

する権利を言い、法律で別途規定のある場合を除き、他人が専利権者の同意を得ずに、

当該専利物品の製造、販売、販売の申し出、使用、若しくは輸入すること、又は専利

方法を使用することを専利権侵害として排除することができる。専利権が侵害される

場合、専利権者及び専用実施権者は、損害賠償の請求、侵害排除の請求、又は侵害す

るおそれのある者に対し、その侵害防止の請求を行うことができる。専利権者及び専

用実施権者が前述した請求を行う場合、専利権を侵害する物品又は侵害するための原

料、道具の廃棄又は他の必要な処置の請求を行うことができる。 

① 専利権侵害の鑑定 

鑑定は民事訴訟法に明確に規定される証拠方法の一つである。鑑定とは、学識、経

験を持つ者又は団体が学識、経験に基づき、具体的事実を判断することをいう。鑑定

人は裁判所により選任され、裁判過程中において鑑定意見を陳述し、かかる陳述は証

拠として用いられる。 

また、裁判過程において、鑑定人は当事者及び裁判所の質問を受けることができる。

鑑定人の報酬は訴訟費用の一部であり、最後の判決時に裁判所から、当事者が負担す

るよう命じられる。 

以前の専利権侵害の訴訟実務において、裁判所はよく専業鑑定機構を指定し、鑑定

を行わせた。専利法第 103 条には、「司法院は、専利侵害鑑定の専門機関を指定する

ことができる。裁判所は、発明専利訴訟を受理し、前項の機関に委託して鑑定させる
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ことができる。」と定めている。更に、各裁判所の参考に提供するために、司法院は、

専利侵害鑑定の専門機関を務める意思があり、且つ務めることが適切である機関、合

計 57 所のリストを秘台庁民一字第 0930016881 号書簡をもって各裁判所に通知した。

但し、2008 年 7 月 1 日より組織法と審理法が施行されて以降、専利訴訟に技術審査官

が配置され、専利の有効性と侵害構成の有無につき、裁判官をサポートできるため、

現在の専利権侵害の訴訟実務において、裁判所が別途に専業鑑定機構を指定し、鑑定

を行わせるケースは少なくなる。他方、専利権者は専利権侵害製品の技術特徴が専利

物品の専利権範囲内に入ることを証明するために、前記司法院に指定された鑑定機関

に委託し、専利権侵害鑑定報告書を提出することは良くある。但し、専利権者の依頼

により作成された鑑定報告書は民事訴訟法に定められる「鑑定」という証拠方法では

なく、「証拠」のひとつに過ぎない。 

また、各裁判所の参考に供するために、智慧財産局が専利権侵害鑑定要点を公布し

た。各裁判所が審理を行う際、当該専利権侵害鑑定要点を参考にして侵害の認定を行

うことになる。当該専利権侵害鑑定要点によると、専利権侵害の鑑定・認定の流れは

次の二段階に分かれる：1) 専利請求の範囲を解釈する、及び 2) 解釈を経た専利請求

の範囲と鑑定対象を比較する、である。解釈を経た専利請求の範囲と鑑定対象とを比

較することは、1) 専利請求の範囲の技術特徴を解析する、及び 2)鑑定対象の技術内

容を解析する、ことが含まれる。 

② 専利権侵害の証明 

専利権侵害を証明するためには、専利権者が以下の事項について立証しなければな

らない： 

A. 係争専利権が有効であること。 

B. 専利権侵害者が確かに権利の侵害行為を行った事実。 

C. 専利権侵害者の故意又は過失。 

したがって、専利権者又は専用実施権者が前述の請求を行う場合、専利証書を提出

し、専利製品又は専利方法が如何なる時間、場所、方法によって、製造、販売、販売

の申し出、使用、若しくは輸入されるかについて、証拠を提出してはじめて専利侵害

を証明することができる。 

③ 損害賠償の範囲 

A. 損害額の想定及び算定 

専利権者が損害賠償を請求する場合、受けた損害及び失った利益の賠償を請求する

ことができる。しかし、証拠又は方法を提供してその損害を証明することができない



 

181 

 

場合、専利権者は専利権の実施により通常に取得できる利益から、損害を受けた後に

同一専利権を実施して得た利益を差し引き、その差額を損害金額とすることができる。

また、専利権者は専利権侵害者が侵害行為により得た利益を賠償請求として選択する

こともできる。専利権侵害者がそのコスト又は必要な費用を立証できない場合は、当

該物品を販売した全収入をもって、得た利益とする。また、専利法により、実施権の

授与により得られる合理的権利金をもって賠償として請求することも可能となる。 

B. 専利権者の精神的な損失及びその賠償 

専利権者の業務上の信用及び名誉が侵害により損害される場合、別途それに相当す

る金額の賠償を請求することができる。 

C. 損害賠償額の算定 

権利侵害者の権利侵害行為が故意である場合、裁判所がその侵害状況に基づき、損

害額以上の賠償を下すことができる。 

D. 文書の提出義務 

a. 文書の提出に関する規定 

民事訴訟法により、当事者は下記の各文書を提出する義務を負う： 

i. 当事者が訴訟手続きにおいて引用したもの。 

ii. 他方当事者が法律に従い、交付又は閲覧を請求できるもの。 

iii. 他方当事者の利益のために作成したもの。 

iv. 商業帳簿 

v. 本件訴訟に係る事項のために作成したもの 

専利権者は、自らが請求を希望する証書、例えば、権利侵害者が所持する文書を提

出するよう裁判所に請求することができる。証明される事実の重要性、及び専利権者

の請求が正当であると裁判所が認める場合、権利侵害者に対し文書を提出するよう裁

定しなければならない。実務上、裁判所が損害賠償金額を計算する場合は、権利侵害

者に対し、それに係る商業帳簿の提出を命じ、専利権侵害製品の販売により得た利益

を証明するよう求めることがよく行われる。 

b. 文書の提出命令に従わないことの法律的効果 
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審理法第 10 条第 1 項の規定によると、文書を所持する者が正当な理由なしに裁判

所の文書提出命令に従わない場合、裁判所は当事者に対し NT$ 30000 元以下の過料を

課すことができ、必要に応じ強制処分を裁定することもできる。 

(2) 商標権侵害訴訟の場合 

① 一般の損害賠償 

商標法第 69 条により、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、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場合、侵害の防止を請求することがで

きる。商標権侵害に対する最も有効な救済手段は、侵害の差止請求権の行使である。

そして、商標権侵害行為に有効適切に対応するには、まず民事訴訟法に基づく仮処分

申請を提出することが考えられる。仮処分については、本章の 12(1)を参照。なお、

商標法第 99 条により、外国法人又は団体は認可・許可を受けた者に限らず、本法に

規定される事項について、告訴、自訴又は民事訴訟を提起することができる。 

また、損害賠償の計算については、商標法第 71 条により、次の四つの方法のうち

一つを選んでその損害を算定することができる。 

A. 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、方法を提出す

ることができない場合、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、その受けた損害とすることができる。 

B. 侵害者がその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経費

について立証できない場合は、当該商品を販売して得た収入の全部を侵害者の受け

た利益とする。 

C. 押収した商標権侵害に係る商品の小売り単価の 1500 倍までの金額による。但し、

押収した商品が 1500 個を超える場合は、その総額を賠償額とする。 

D. 商標権者が他人に使用許諾を授与した場合受け取られるロイヤリティーの金額を

その損害とする。 

前項の賠償額が明らかに不適切である場合、裁判所はこれを減額することができる。 

② 業務上信用の損害賠償 

商標権者の業務上の信用が侵害によって損なわれた場合、相当する金額の賠償を別

途請求することができるという条項が削除されたため、業務上信用毀損として損害賠

償を請求することができなくなる。 
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③ 新聞紙での判決内容の掲載 

商標法では侵害者の費用負担で、商標権侵害の事実に係る判決文の全部又は一部を

新聞紙に掲載することができるという規定が削除されたものの、民法第 195 条 1 項に

基づき、新聞紙に判決内容を掲載するよう請求することができる。 

(3) 不正競争行為侵害訴訟等の場合 

① 一般の損害賠償 

公平交易法第 30 条により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害するに

至った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあ

る場合も侵害の予防を請求することができる。その侵害の排除・防止請求権の行使に

ついては、本章の 12(1)を参照。 

公平交易法第 31 条により、事業者が同法の規定に違反し他人の権益を侵害するに

至った場合は、損害賠償の責任を負う。公平交易法第 32 条により、裁判所は被害者

からの請求に対して、事業者の行為が故意によるものと認める場合は、侵害の情況に

より、実際に被った損害額以上の賠償を定めることができる。但し、その額は証明さ

れた損害額の 3 倍を超えることはできない。侵害者がその侵害行為から利益を得た場

合は、被害者は、当該利益に基づく損害額の算定を請求することができる。 

② 新聞紙での判決内容の掲載 

公平交易法第34条により、被害者は同法の規定により裁判所に訴訟を提起する際、

侵害者の費用負担で判決文を新聞に掲載するよう請求することができる。 

10. 判決 

(1) 判決手続 

判決は、言渡し(口頭弁論を経たもの)又は公告(口頭弁論を経ないもの)によって対

外的に成立し、効力が発生する。言渡し期日は原則として弁論終結の時から 2 週間以

内指定される。 

(2) 判決の効力 

判決の効力は、当事者の他、訴訟係属後当事者の承継人となった者及び当事者又は

その承継人のために請求の目的物を占有する者に対しても効力を有する。他人のため

原告又は被告となった者に対する確定判決は、その他人に対しても効力を有する(民

事訴訟法第 401 条)。 

(3) 判決の執行 
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判決が確定したときは、給付判決としての執行力を持つ。確定前であっても、判決

主文に仮執行が付されたときは、その判決は執行力を持つ。判決がどのような執行力

を持つかは、判決主文の内容によって決まる。 

損害賠償請求を認容する判決が確定したときは、その執行は、金銭の支払いを目的

とする金銭請求権についての強制執行(強制執行法第二章の規定)による。差止請求権

の行使としてなされた不作為(例えば、特定の物を製造しない)を求める訴訟における

請求認容の判決が確定した場合、その執行方法は、不作為を目的とする不作為請求権

の執行方法による(強制執行法第 129 条)。 

11. 上訴 

(1) 上訴裁判所の連絡先及び所在地 

①控訴裁判所 

台湾高等法院  住所 台北市重慶南路一段 124 号 

        電話 (02)2371-3261 

 

智慧財産法院  住所 台北県板橋市県民大道 2 段 7 号 

        電話 (02)2272-6696 

 

②上告裁判所 

最高法院    住所 台北市長沙街一段 6 号 

        電話 (02)2314-1160 

 

(2) 上訴の要件 

判決を不服とする当事者は、地方裁判所がなされた判決に対し高等裁判所に控訴し、

智慧財産法院がなされた判決に対し智慧財産法院に控訴する。また、控訴審判決に対

して上告する場合、いずれも最高裁判所に上告する(民事訴訟法第 437、464 条、審理

法第 19、20 条)。 

控訴と上告の場合には、判決正本の送達を受けてから 20 日の不変期間内に、上訴

の提起をしなければならない。ただし、一審判決言渡し後送達前の上訴も効力を有す

る。(民事訴訟法第 440、481 条) 

控訴審においては、原判決の事実認定及び法律判断のいずれも争うことができ、そ

の審理は続審主義による。最高裁判所に対する上告は、原判決の法律判断のみを争う

もので、法令違反を理由とするものでなければ、これを行なうことができない。 
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また、財産権について上訴した第二審判決に対しては、上告によって受ける利益が

台湾ドル 150万元を超えないときは、上告することができない(民事訴訟法第 466条)。

ちなみに、改正民訴法により、当事者双方が通常審判手続きを経た第一審の終局判決

に対して、第一審裁判所の認定した事実が間違っていないと認める場合、双方合意の

上で、最高裁判所に対し上告することができる(民事訴訟法第 466-4 条)。 

12. 保全処分 

(1) 侵害差止め仮処分 

前述のとおり、侵害差止め仮処分は知的財産権侵害に対する最も有効な救済手段で

ある。知的財産権侵害を理由とする仮処分は、知的財産権侵害行為がなされ、あるい

はなされるおそれがある場合に、知的財産権の権利者が自己の権利を侵害行為から守

るために行なわれるものである。特に、侵害者が権利者の商品を製造・販売していた

場合、差止めを命ずる仮処分命令を得て、侵害者の侵害行為を暫定的に差止める法律

状態を形成することができる。また、2003 年の民事訴訟法の改正により、仮の状態を

定める仮処分も認められるようになった。これも一般に、知的財産権が侵害されると

主張する権利者が侵害容疑者に対し、侵害行為を差止めることを目的とする仮処分の

根拠となっている。理論上、仮処分と仮の状態を定める仮処分とは区別があるものの、

裁判所の実務においては、仮処分と仮の状態を定める仮処分を区別せず、申請者の申

請内容によって裁定する。 

仮処分に関する法条：債権者が金銭の請求以外の請求について強制執行を保全する

ことを望むときは、仮処分を申し立てることができる。仮処分は、請求の目的の現状

の変更によって将来強制執行をすることができないおそれ、又は執行が困難となるお

それがある場合でなければ、これを行うことができない(民事訴訟法第 532 条)。 

仮の状態を定める仮処分の法条：紛争にかかる法律関係において、重大な損害を防

ぐため、又は緊急な危険を回避するために、又はその他類似の状況がある場合、仮の

状態を定める仮処分を請求することができる。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られる。(民事訴訟法第 538 条)。 

① 要件 

A. 被保全権利があること 

知的財産権の侵害行為を差止める旨の仮処分、又は仮の状態を定める仮処分を請求

する場合、専利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。 

B. 仮処分の必要性があること 
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民事訴訟法第 532 条により、仮処分の必要性は、係争物に関する仮処分については

「請求対象の現状が変更され、後日強制執行ができないか、又は執行が難しいおそれ

があるとき」と規定され、仮の状態を定める仮処分については、民事訴訟法第 538 条

により、「争いがある法律関係について債権者に生ずる重大な損害又は緊急な危険を

避けるためにこれを必要とするとき」と規定している。その必要性については、例え

ば侵害者が模倣品の販売を始め、権利者の売上高が減る場合は保全の必要性があると

判断され、また模倣品があって権利者の信用が毀損された場合も保全の必要性がある

と見なされる。 

C. 担保金 

一般的に仮処分命令を発するとき、一定の保証金を供託するよう求められる場合が

多い。裁判所が許可した仮処分についての裁定には、義務者の関連商品の製造・販売

を差止めることができる旨の記載のほか、権利者が提供すべき担保金の金額も含まれ

る。担保金の数額については、債務者が被るであろう損害予想額によって決まる。 

 審理 

仮処分の審理方式は、原則として口頭弁論を行なわず、書面審理で行なうが、裁判

所は仮の状態を定める仮処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を与えなければなら

ない。但し、申立て人が、処分前に相手方に陳述させれば不当な事情が生じる旨主張

し、並びに確実な証拠を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限りでない(審

理法第 22 条第 4 項)。 

 証明(疎明) 

仮処分においては、証明の程度は疎明で足りる(民事訴訟法第 526 条を準用)。疎明

とは、ある事実の存在又は不存在について、裁判官が一応確からしいという心証を得

ることをいう。但し、仮の状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その

紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため又は差し迫った危険を回避するた

め又はその他類似の情況を有するために必要性を有する事実について、疎明しなけれ

ばならない。その疎明に不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない。

また、申立ての理由につき疎明されても、裁判所は依然として申立て人に担保金の提

供を命ずることができ、かかる担保金が供託された後に仮の状態を定める処分を為す。

(審理法第 22 条第 2、3 項)。 

 仮処分の執行 

一定行為を禁止する不作為を命ずる仮処分命令は、債務者に送達しなければならな

い。また、強制執行法第 132 条により、債権者が仮処分裁定を受けてから 30 日以内

に強制執行の申立てをしなければ、執行することが出来なくなる。 
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(2) 仮差押 

仮差押とは、金銭の請求又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

行を保全するため、強制執行の対象となる債務者の所有財産の現状そのままを維持す

ることを目的とする保全処分である。なお、仮差押の対象は原則として債務者の現存

財産に限られるが、他人の専利権を侵害する行為に用いた物、又は当該侵害行為によ

り生じた物は、権利者の請求により、仮差押を行い、賠償の判決後、賠償金の全部又

は一部に充当することができる。つまり、その規定により、仮差押の対象は債務者の

現存財産に限られず、専利権侵害する行為に用いられた物、又は当該侵害行為により

生じた物に及ぶ。 

仮差押に関する法条：債権者が金銭の請求又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ときは、仮差押を申立てることができる。前

項の申立ては、条件或いは期限を付ける請求についても行うことができる(民事訴訟

法第 522 条)。 

① 要件 

A.  強制執行を保全する対象は、金銭の請求又は金銭の請求に代えることができる請

求である。 

B. 仮処分の必要性があること 

民事訴訟法第 523 条により、仮処分の必要性については、「将来強制執行をするこ

とができなくなるおそれ、または執行が困難となるおそれがあるとき」と規定されて

いる。 

C. 担保金 

民事訴訟法第 526 条第 1 項により、請求及び仮差押の原因は疎明しなければならな

い。ただし、それに関する事実の疎明については、事実上困難であるため、実務にお

いては、民事訴訟法第 526 条第 2 項により、債権者が提出する担保金によって仮差押

の裁定を下すことができる。また、担保金の金額は原則として根拠とする債権又は差

押対象物の価値の三分の一を基準とする。担保に供するものは現金のほか、裁判所の

許可のもと、有価証券或いは定期預金をもって現金に換えることができる。 

 仮差押命令の手続き 

A 被告の財産状況の調査 

B 仮差押申立書を管轄裁判所又は仮差押係争物の所在地裁判所に提出 
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C 裁判所は原告の主張と疎明に基づいて審理する 

D 仮差押裁定の決定 

E 仮差押の執行 

 仮差押の執行 

裁判所は仮差押裁定を債務者に送達しない。強制執行法第 132 条により、債権者が

仮差押裁定を受けてから 30 日以内に強制執行の申立てをしなければ、執行すること

が出来なくなる。 

(3) 債務者が保全処分に反する行為をした場合 

不動産に対する仮処分或いは仮差押が裁判所の職権で登記機関に通知し登記され

ると、他人がこれを処分しても、債権者に対抗することができない。 

執行官が保全処分の対象物に保全処分の表示を行った場合、債務者がその表示を損

害、除去、汚損、或いはその効力を失わせた場合、刑法第 139 条の妨害公務罪が成立

し、1 年以下の懲役、拘留或いは罰金を受ける。 

債務者が不作為仮処分命令に違反した場合、代替執行(債務者の費用で物的状態を

除去する)、間接強制(違反時、債務者の拘引、留置、又は罰金)を通じて救済される。 

13. 民事訴訟上の和解 

訴訟上の和解は、当事者双方が互いにその主張を譲り合い、一致した解決方法を訴

訟において陳述することをいう。和解とは、判決以外の原因で訴訟が終了する方式で

ある。民事訴訟法では、当事者間の和解意思が極めて一致する場合、当事者の申請に

よって、裁判所(受命又は受託裁判官)は、事件解決のため適当な和解条件を定めるこ

とができる。当事者が和解条件に同意すれば、和解の申請を撤回することができない

(民事訴訟法第 377、377-1 条)。 

裁判上の和解が成立したときにはその内容が和解調書に記載され、和解調書は確定

判決と同一の効力がある(民事訴訟法第 380 条)。和解は当事者双方の妥協によって成

立するものであるから、事後の紛争処理が円滑に履行される場合が多く、時間的にも

迅速な解決を得られるというメリットがある。 

14 債務者が任意で返済しない損害賠償債権の確保(強制執行) 

確定の終局判決、民事訴訟法により成立した和解などで債務名義を得ても、債務者

が任意で返済しない場合、債権者の申請によって強制執行手続きを行なうことができ
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る。損害賠償債権の強制執行は金銭請求権であり、その強制執行手続は強制執行法第

二章の規定による。 

強制執行法第二章の規定による、金銭請求権の強制執行手続きについては、財産の

執行対象を差押え、それを金銭に換え、その金銭を債権者に分配するの 3 段階で行わ

れ、売却される財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)に応じて手続が細分され

ている。なお、金銭請求権については、債務者の執行開始時における全財産が責任財

産となるが、ただし、債務者といえども社会の一員であり、それにふさわしい生活を

営む権利は保障されなければならないので、一定範囲の動産が執行対象から除外され

る。すなわち、差押禁止財産となる(強制執行法第 53 条)。 

債務者所有の財産現況を把握するには、強制執行法第 19 条により、裁判所は職権

によって税務機関その他の関連機関、又は債務者の財産を知っている人に対し、債務

者所有の財産現況を調査することができる。また、強制執行法第 20 条により、裁判

所は債務者に対し財産現況を明らかにするよう命じることができる。債務者が虚偽の

報告する場合、又は責任財産を隠す、若しくは処分する場合、強制執行法第 22 条に

より、債務者を拘引、拘留することができる。 

強制執行手続きを申請するには、債務名義によって提出すべき書類が異なる。確定

判決との債務名義については、判決書正本及び判決確定の証明書を提出しなければな

らない(強制執行法第 6 条)。債務者に強制執行に供する財産がなく、又は財産があっ

ても強制執行を経た後に得る金額がなお債務弁済に不足するときは、裁判所は債権者

に対し一ヶ月以内に債務者の財産を調査報告するよう命じなければならない。無財産

であるか、又は債権者に調査報告を命じても、期限が到来したにもかかわらず故意に

報告しないとき、裁判所は、財産があることを発見した時に再度強制執行する旨を明

記した証書を発行して債権者に交付し、所持させなければならない(強制執行法第 27

条)。 






