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書式  
 

鑑定報告書 
案件番号: 〇〇 

 
 
西暦〇〇年〇〇月〇〇日 
 
宛先人：〇〇 
 
 
拝啓 
 
〇〇により差押さえられた、当社の「〇〇」商標図様が表示されたサンプルについて、

本鑑定報告を提出する。差押さえたサンプルの関連情報は下表の通りである。

 
製品の名称 数量 写真 

〇〇 〇〇 付録 
 
 
 
当社〇〇は、中華民国登録第〇〇号「〇〇」商標の商標権者である。当社の認識及び

確信に基づいて、差押さえられた当該サンプルは、当社が製造し、又は製造を許諾し

た商品でないことをここに証明する。 
 
 
 
 
 
 
     
（略） 
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六、民事手続き 
模倣に対する民事的救済に関し、制度の概要、流れ、各手続きの基本的事項につい

ては、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（ 年 月発行）」

に記載した内容を参照されたい。本章では、日本企業の知財担当者が実際の実務を行

う観点から、実務上の運用、並びにその留意点を解説する。

（一）保全手続き～仮差押、仮処分 

保全命令とは、権利者の権利を保全するために、その確定、実現までの間に、裁

判所によってされる仮差押、仮処分、暫定状態を定める仮処分などの裁判所命令の

ことである。 

特に、知的財産侵害事件では、知的財産侵害者が侵害商品を製造、販売している

場合、専利（特許、実用新案、意匠が含まれる。以下同じ）、商標、著作権などの

権利者は膨大な損害を被るため、一刻も早く法律を通じ、侵害者の侵害行為を差し

止めることが重要である。したがって、権利者は、民事判決が確定するまで待つの

ではなく、「仮処分」又は「暫定状態を定める仮処分」を裁判所に申立てることを

検討すべきである。

知的財産案件審理法（智慧財產案件審理法）第 条 項、第 条に基づき、知

的財産侵害事件に関する仮差押、仮処分、暫定状態を定める仮処分は、民事事件の

審、 審と同様に、専門の智慧財産法院が管轄している。以下、智慧財産法院の

実務状況を説明する。 

1. 暫定状態を定める仮処分の審理 

理論上、仮処分とは、「金銭請求以外の請求について強制執行を保全する」こ

とを目的とする「仮処分」 民事訴訟法第 条 、と「紛争にかかる法律関係に

おいて、重大な損害を防ぎ、又は緊急な危険を回避する」ことを目的とする「暫

定状態を定める仮処分」 民事訴訟法第 条 項、 項 に区別されるが、裁判所

の実務においては、知的財産侵害事件は主に「暫定状態定める仮処分」を利用

するので、以下では、「暫定状態を定める仮処分」を対象とし、実務上の状況を

説明する。

暫定状態を定める仮処分の要件として、民事訴訟法第 条では、「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」と規定されている。この法条の要件事実について、申
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立人は「疎明」 の責任を負う。疎明不足の場合、裁判所は、その申立てを却下

することになる（知的財産案件審理法《智慧財產案件審理法》第 条 項）。ま

た、裁判所は、暫定状態を定める仮処分を認めるかを審理する際は、具体的に、

申立人勝訴の可能性、権利の有効性及び侵害された事実に加え、申立てを認め

た場合当事者に回復できない損害を与えるか、双方の損害の程度、公衆利益へ

の影響などの要素を総合的に判断しなければならない（知的財産案件審理法細

則《智慧財產案件審理法細則》第 条 項）。

また、一般の保全命令は秘密審理で行われるが、この「暫定状態を定める仮

処分」（申立手数料は 元）は、被申立人（本案訴訟の被告）への影響が

非常に大きいため、申立人が被申立人に通知すべきではない特殊な事情がある

ことを立証できた場合を除き、原則として被申立人に意見陳述の機会を与えな

ければならない旨規定されている（知的財産案件審理法《智慧財產案件審理法》

第 条 項）。よって、一旦、権利者が「暫定状態を定める仮処分」を申し立て

れば、相手方がそれを知り、隠蔽工作を行う可能性があるので、注意する必要

がある。 

仮処分申立を認められた場合、強制執行法第 条により、債権者は仮処分決

定を受けてから 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。侵害訴訟に関する暫定状態を定める仮処分の強制執行については、

例えば専利侵害の場合、実務上、裁判所は、「被申立人は、対象製品を製造、販

売してはならない」との暫定状態を定める仮処分決定を送達して決定を遵守す

るよう被申立人に命じ、被申立人が違反した場合、課徴金を課する方法（強制

執行法第 条準用第 条 項）で強制執行しているが、被申立人が更に違反し

た場合、上記「被申立人は対象製品を製造、販売してはならない」との暫定状

態を定める仮処分決定に基づき、被申立人が所在する地方裁判所に対し、模倣

業者の工場・倉庫から裁判所の支配下の倉庫に模倣品を搬送し、保管するよう

請求することが考えられる（強制執行法第 条準用第 条第 項）。

商標権侵害の場合、裁判所は「申立人が担保金を供した場合、被申立人は同

一又は類似する指定商品に係争商標と同一又は類似する商標を使用してはなら

ない」などの暫定状態を定める仮処分決定（智慧財産法院 年度民暫字

第 号民事裁定）を被申立人に送達することにより、決定を遵守するよう被申

立人に命じ、被申立人が違反した場合に課徴金を課する方法（強制執行法第

条準用第 条第 項）で強制執行している。

暫定状態を定める仮処分はあくまで保全処分であるので、当事者間の問題を

                                            
23 訴訟法上、裁判官に、一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすることをいう。「証明」

という用語に対して用いられる。 



 

- - 

立人は「疎明」 の責任を負う。疎明不足の場合、裁判所は、その申立てを却下

することになる（知的財産案件審理法《智慧財產案件審理法》第 条 項）。ま

た、裁判所は、暫定状態を定める仮処分を認めるかを審理する際は、具体的に、

申立人勝訴の可能性、権利の有効性及び侵害された事実に加え、申立てを認め

た場合当事者に回復できない損害を与えるか、双方の損害の程度、公衆利益へ

の影響などの要素を総合的に判断しなければならない（知的財産案件審理法細

則《智慧財產案件審理法細則》第 条 項）。

また、一般の保全命令は秘密審理で行われるが、この「暫定状態を定める仮

処分」（申立手数料は 元）は、被申立人（本案訴訟の被告）への影響が

非常に大きいため、申立人が被申立人に通知すべきではない特殊な事情がある

ことを立証できた場合を除き、原則として被申立人に意見陳述の機会を与えな

ければならない旨規定されている（知的財産案件審理法《智慧財產案件審理法》

第 条 項）。よって、一旦、権利者が「暫定状態を定める仮処分」を申し立て

れば、相手方がそれを知り、隠蔽工作を行う可能性があるので、注意する必要

がある。 

仮処分申立を認められた場合、強制執行法第 条により、債権者は仮処分決

定を受けてから 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。侵害訴訟に関する暫定状態を定める仮処分の強制執行については、

例えば専利侵害の場合、実務上、裁判所は、「被申立人は、対象製品を製造、販

売してはならない」との暫定状態を定める仮処分決定を送達して決定を遵守す

るよう被申立人に命じ、被申立人が違反した場合、課徴金を課する方法（強制

執行法第 条準用第 条 項）で強制執行しているが、被申立人が更に違反し

た場合、上記「被申立人は対象製品を製造、販売してはならない」との暫定状

態を定める仮処分決定に基づき、被申立人が所在する地方裁判所に対し、模倣

業者の工場・倉庫から裁判所の支配下の倉庫に模倣品を搬送し、保管するよう

請求することが考えられる（強制執行法第 条準用第 条第 項）。

商標権侵害の場合、裁判所は「申立人が担保金を供した場合、被申立人は同

一又は類似する指定商品に係争商標と同一又は類似する商標を使用してはなら

ない」などの暫定状態を定める仮処分決定（智慧財産法院 年度民暫字

第 号民事裁定）を被申立人に送達することにより、決定を遵守するよう被申

立人に命じ、被申立人が違反した場合に課徴金を課する方法（強制執行法第

条準用第 条第 項）で強制執行している。

暫定状態を定める仮処分はあくまで保全処分であるので、当事者間の問題を

                                            
23 訴訟法上、裁判官に、一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすることをいう。「証明」

という用語に対して用いられる。 

 

- - 

訴訟で解決することを促すために、裁判所は、一定の期間（通常は仮処分決定

送達後 日）内に訴訟を提起するよう権利者に命じることになる。期間内に訴

訟を提起しなかった場合、相手方の請求または裁判所の職権で暫定状態を定め

る仮処分を取消すことができる（知的財産案件審理法《智慧財產案件審理法》

第 条 項）。

したがって、社内の意思決定にかなりの時間を要する日本企業にとっては、

委任状の手配から社内での根回しまで、あらかじめ「暫定状態を定める仮処分」

と侵害訴訟提起の要否を合わせて検討する必要があると考えられる。 

仮差押 の審理

仮差押は、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の

強制執行を保全するために、強制執行の対象となる債務者の所有財産の現状を

そのまま維持することを目的とする保全処分である。すなわち、権利者が仮差

押を通じて損害の回収を図る手段である。

実務上の運用では、「暫定状態を定める仮処分」と異なり、仮差押の審理は、

非公開で行われ、債務者である被申立人に意見陳述の機会は与えられない。例

えば、裁判所が仮差押を許可する裁定が下りても、被申立人に隠蔽工作の時間

を与えないように、被申立人には通知しない。

ちなみに、規定上は仮差押事件の裁判所の決定に対して抗告ができ、「抗告手

続きにおいて、抗告の受理裁判所は債権者及び債務者に意見を述べる機会を与

えなければならない」という条文 民事訴訟法第 条 項 はある。実務上は、

裁判所が仮差押を認めた場合、当該仮差押決定に基づき執行することとなり、

債務者が当該執行により仮差押の存在を知ることになる。一方、裁判所が仮差

押の申立てを却下し、申立人がそれに対して抗告した場合、仮差押の目的（被

申立人が隠蔽工作を行う前に、その財産を保全するという）を達成するために、

被申立人には通知しない。

裁判所の審理ポイントは、仮差押の理由の有無である。最高裁判例では以下

のように述べられている。

「仮差押の理由」は、民事訴訟法第 条 項によれば、債務者が将来強制

執行できなくなるおそれ、又は執行が困難となるおそれがあることを指す。

例えば、債務者が財産を浪費し、負担が増加し、又は財産に不利益な処分を

し、無資力状態になる場合、又は債務者が遠方に行き、行方不明となり、財

                                            
仮差押制度の概要について、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（ 年

月発行）」 頁ご参照。
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産を隠蔽した場合、又は、債権者が催告をしたが依然として返済を拒絶した

場合において、さらに債務者の職業、資産、信用などの状況を総合的に判断

すると、既存財産の資力が失われる状態に達したとき、又は債権者の債権額

と大きく差があるとき、又は財務上の異変があるときなどにこれが認められ

る。債務者が返済を拒絶したという理由だけでは、直ちに仮差押の理由があ

ると認定することはできない（最高裁 年台抗字第 号民事判決）。

したがって、仮差押申立の成功率を高めるために、仮差押を提起する前に、

模倣業者である債務者について、上記のいずれかの要件が存在するかを調査す

ることをお勧めする。

（二）本案訴訟の請求 

 付帯民事訴訟について

刑事付帯民事訴訟は、「犯罪により損害を受けた者は、刑事訴訟手続において

付帯的に民事訴訟を提起でき、被告人及び民法による損害賠償責任を負う者に

対し、損害の回復を請求できる」という制度である（刑事訴訟法 条）。通常

の民事訴訟と比較すると、台湾の刑事付帯民事訴訟制度を利用する主なメリッ

トは、裁判所費用が不要であることで、その他の手続きはほぼ同じである。

理論上、一般の民事事件では、当該刑事事件を審理する刑事法廷が刑事附帯

民事訴訟を審理するとされているが、実務上は同じ地方裁判所の民事法廷に移

送され、専門の民事法廷において一般の民事事件と変わらない審理が行われる

ことが多く、一方、智慧財産法院（知財裁判所）では、同一の法廷で刑事事件

と刑事附帯民事訴訟を審理、判決することになる 。

ただし、刑事訴訟法第 条によれば、刑事訴訟第２審の口頭弁論終結前に

刑事付帯民事訴訟を提起しなければならないので、時期に注意する必要がある。

また、台湾の民法 条及び専利法 条 項、商標法 条 項、著作権法

条の では、不法行為の訴訟時効はいずれも 年で、権利者が侵害行為及び賠

償義務者を知った日又は知り得た日から起算される。これは、日本の民法第

条に規定されている「 年」よりも短い。なお、「権利者が侵害行為を知った日

又は知り得た日」は、被告が立証責任を負うが、一般的には遅くとも被告に警

告書が届いた時点から時効の進行が開始するので留意すべきである。

                                            
具体例として、智慧財産法院 年度刑智上易字第 号刑事判決と智慧財産法院

年度附民上字第 号民事判決ご参照。
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告書が届いた時点から時効の進行が開始するので留意すべきである。

                                            
具体例として、智慧財産法院 年度刑智上易字第 号刑事判決と智慧財産法院

年度附民上字第 号民事判決ご参照。
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 請求内容

民事訴訟の目的は、被告に懲罰を与えることではなく、権利者の損害を回復

するのであり、一般の民事訴訟より、知的財産事件上の請求内容は柔軟で多様

である。

専利に基づく場合、侵害業者の侵害行為を停止するよう差止請求できること

に加え、金銭の損害賠償、侵害品及び侵害行為にかかわる原料と器具を廃棄す

るよう請求することもできる（専利法 条）。

商標権に基づく場合、模倣業者の侵害行為を停止するよう差止請求できるこ

とに加え、金銭の損害賠償、模倣品及び侵害行為にかかわる原料と器具を廃棄

するよう請求することもできる（商標法 条）。

著作権に基づく場合、差止請求（著作権法第 条）、損害賠償（著作権法第

条）、模倣品及びその原料、製造器具の廃棄（著作権法第 条の ）のほか、

被告の費用で判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載するよう（著作権法第 条）

請求することもできる。判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載することは、現

地における他の業者に警告する効果を有すると考えられる。ただし、侵害者の

侵害事実を認めつつも、被害の回復と掲載の必要性の両方を考慮し、掲載を命

じなかった判決がある。（智慧財産法院 年度民著上字第 号民事判

決）。

損害賠償請求と異なり、差止請求は故意・過失などの主観的要件が要求され

ず、裁判所に認められる可能性が比較的高いと考えられる。

また、差止請求の訴額及び裁判所費用の算定については、裁判所の職権で決

定されることになるが、算定不能の場合、訴額は台湾ドル 万元と認定され

る 。この場合の裁判費用は台湾ドル 元となるが、実務上、原告の差止

請求を妨害するために、被告は全力で「差止請求により原告が得る利益は膨大

であり、高額な訴額又は裁判費用を算定すべきである」と主張してくることが

予想される。また、裁判費用に関する裁判所の決定に対しては、最高裁まで抗

告、再抗告できるので、被告は、裁判費用の算定を用いて訴訟を遅延させよう

とする可能性を否定できない。

被告が同意した場合、又は請求の基礎事実が同一である場合などを除き、原

則として、訴状が被告に送達された後は訴えの変更ができない（民事訴訟法第

                                            
26

民事訴訟法第 条の 「訴額が算定困難である場合、同法第 条で定められる第 審に上告で

きる最低金額（注：現在は台湾ドル 万元）の十分の一を加算する。」
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条）。従って、被告の反論を想定しつつ、後日訴えを追加、変更する必要が

生じないように、訴訟を提起する際に十分請求事項を検討すべきである。

 被告の選定

まず、制度上、模倣業者の代表者個人も、会社の業務執行に際し法令に違反

して他者に損害を与えた場合、当該他者に対して会社と連帯して損害賠償責任

を負う（会社法 条 項）。模倣業者の代表者個人に圧力を与えるために、実

務上、知的財産侵害事件では、提訴する際に、模倣業者の代表者個人も被告に

することが多い。

また、提訴の相手方は、模倣品を製造する製造業者はもちろん、外国から模

倣品を輸入する輸入業者、及び店頭又はネットで模倣品を陳列・販売する販売

業者も、被告とすることが考えられる。

ただし、差止請求と異なり、上記模倣業者に対し損害賠償を請求する場合、

被告の「故意、過失」という主観的要件が要求されるため（専利法 条 項、

商標法 条 項、著作権法第 条 項）、提訴前に詳しく被告の様態ごとに「故

意、過失」の有無を検討する必要がある。

特に台湾の専利法には、日本の専利法 条のような「過失の推定」の規定

が設けられていないので、侵害者の「故意・過失」の有無がよく争点になる。

実務では、専利権は登録及び公告の制度を採用している以上、同業界の競合他

社であれば、その商品の生産、販売の前に、他人の専利を侵害するか最低限の

調査する義務を有するところ、調査を行わず、なお製造、販売した場合、少な

くとも他人の専利を侵害したことにつき「過失」があると認定した判決がある

（智慧財産法院 年度民専訴字第 号民事判決）。

商標権に基づく訴訟については、同業界の専門的業者であれば、合理ではな

い低価格で購入する場合専門的業者の経営能力により合理的にみて真正品では

ないのではないかという疑問が生じるはずであり、その能力の範囲内でその真

偽について合理的調査を行うべきであるので、何ら調査をせず単なる提供者の

取得ルートを信じた場合、主観上被告が係争商標の存在を明らかに知っていた

かはともかくとして、少なくとも他人の商標を侵害することにつき「過失」が

あると認定した判決がある（智慧財産法院 年度民商上字第 号民事判

決）。ただし、被告が夜市の屋台又は小売業者である場合、常に新しい商標の公

告に注意する能力はないため、係争商標が公告されてからたった ヶ月で摘発

された場合に、「原告の商標を侵害する『故意、過失』はなかった」と判示され

た例もある（智慧財産法院 年度民商上易字第 号民事判決）。
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条）。従って、被告の反論を想定しつつ、後日訴えを追加、変更する必要が

生じないように、訴訟を提起する際に十分請求事項を検討すべきである。

 被告の選定

まず、制度上、模倣業者の代表者個人も、会社の業務執行に際し法令に違反

して他者に損害を与えた場合、当該他者に対して会社と連帯して損害賠償責任

を負う（会社法 条 項）。模倣業者の代表者個人に圧力を与えるために、実

務上、知的財産侵害事件では、提訴する際に、模倣業者の代表者個人も被告に

することが多い。

また、提訴の相手方は、模倣品を製造する製造業者はもちろん、外国から模

倣品を輸入する輸入業者、及び店頭又はネットで模倣品を陳列・販売する販売

業者も、被告とすることが考えられる。

ただし、差止請求と異なり、上記模倣業者に対し損害賠償を請求する場合、

被告の「故意、過失」という主観的要件が要求されるため（専利法 条 項、

商標法 条 項、著作権法第 条 項）、提訴前に詳しく被告の様態ごとに「故

意、過失」の有無を検討する必要がある。

特に台湾の専利法には、日本の専利法 条のような「過失の推定」の規定

が設けられていないので、侵害者の「故意・過失」の有無がよく争点になる。

実務では、専利権は登録及び公告の制度を採用している以上、同業界の競合他

社であれば、その商品の生産、販売の前に、他人の専利を侵害するか最低限の

調査する義務を有するところ、調査を行わず、なお製造、販売した場合、少な

くとも他人の専利を侵害したことにつき「過失」があると認定した判決がある

（智慧財産法院 年度民専訴字第 号民事判決）。

商標権に基づく訴訟については、同業界の専門的業者であれば、合理ではな

い低価格で購入する場合専門的業者の経営能力により合理的にみて真正品では

ないのではないかという疑問が生じるはずであり、その能力の範囲内でその真

偽について合理的調査を行うべきであるので、何ら調査をせず単なる提供者の

取得ルートを信じた場合、主観上被告が係争商標の存在を明らかに知っていた

かはともかくとして、少なくとも他人の商標を侵害することにつき「過失」が

あると認定した判決がある（智慧財産法院 年度民商上字第 号民事判

決）。ただし、被告が夜市の屋台又は小売業者である場合、常に新しい商標の公

告に注意する能力はないため、係争商標が公告されてからたった ヶ月で摘発

された場合に、「原告の商標を侵害する『故意、過失』はなかった」と判示され

た例もある（智慧財産法院 年度民商上易字第 号民事判決）。
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 請求の主体（原告）

原告となれる知的財産権者は、著作権者、台湾の智慧財産局（日本の特許庁

に相当）に登録済みの専利権者、商標権者である。また、日本及び台湾はとも

に の加盟国であるので、日本人が日本において創作した著作物が日本法に

基づきまだ存続期間内であれば、台湾の著作権法の保護対象となる（著作権法

第 条 号）。

専用使用権を許諾した場合

台湾の著作権法によれば、権利者は、他人に通常使用権と専用使用権を許

諾することができる。著作権法第 条 項では、「専用使用権者は、権利を

許諾した範囲において、著作財産権者として権利を行使し、自己の名義で訴

訟上の行為を行使することができる。原著作財産権者は、専用使用の範囲に

ついては、権利の行使をしてはならない」と規定されている。例えば日本企

業が台湾代理店に専用使用権を許諾した場合、許諾された実施権の範囲内で

は、第三者による著作権の使用を排除することができるのは、その専用使用

権者である台湾代理店のみで、著作権者である日本企業は権利行使できず、

提訴しても原告適格がないとして訴えは却下されることになるので、留意す

べきである。

一方、専利、商標については、他人に専用使用権を許諾した場合でも、契

約において当事者間に別段の合意があれば、権利者も自己の名義で提訴でき

るになる（専利法 条 項、商標法 条 項解釈）い。

専利、商標の専用使用権を智慧財産局に登録していない場合に専用使用権

者が自己の名義で権利行使できるかについては、実務の見解は多岐にわたっ

ている。登録をしなくても提訴できるという判決があった ものの、最高裁

の見解が統一されていないので、専用使用権者の名義で提訴する場合、提訴

前に、専用使用権の登録手続きの完了及び専用使用期間を確認した方がよい。

通常使用権を許諾した場合

一方、例えば日本企業が台湾代理店に通常使用権を許諾した場合、通常使

用権者は、自己の名義で模倣品業者を提訴できないので、専利権者、商標権

者又は著作権者である日本企業の名義で提訴しなければならない。さもなけ

れば、訴えを却下されることになるので注意すべきである。

                                            
商標の場合については、「智慧財産法院 年度民商上字第 号民事判決」を参照されたい。

専利の場合については、「智慧財産法院 年度民専訴字第 号民事判決」を参照されたい。
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提訴の際、たとえその商標権者又は著作権者が、外国法人又は団体として

台湾で会社登記又は認許（法人としての資格を認める）の手続きしていなく

とも、外国法人又は団体を保護するために、各法律に基づき民事提訴できる

とされている（専利法 条、商標法第 条、著作権法 条では、刑事

告訴できることのみが規定されているが、実務上、民事訴訟を提起すること

もできる）。

 賠償の算定、証明

賠償額は、侵害の態様、侵害行為により得た利益、そして侵害者の悪意など、

様々な要素にかかわるので、一概には言えず、基本的に下記のように異なる方

法で計算される。

 

専利侵害

（専利法 条）

一、民法２１６条に基づき、権利者は、侵害期間に侵害

により受けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又

は失われた利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益

三、他人に使用権を許諾する際の合理的なライセンス料

商標権侵害

（商標法 条）

一、民法 条に基づき、権利者は、侵害期間に侵害によ

り受けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又は失

われた利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益（侵害者がその費用又は必

要経費を立証できない場合、その営業収入の全部を

利益と見なす）。

三、摘発された侵害商品の販売価格の 倍以下の金額

を損害賠償額とできる（摘発された侵害商品が

件を超える場合、総額で損害賠償額を決める）。

四、商標権者が他人に使用権を許諾する際のライセンス料

著作権侵害

（著作権法 条）

一、民法 条に従い、権利者が侵害期間に侵害により受

けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又は失われ

た利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益（侵害者がその費用又は必

要経費を立証できない場合、その営業収入の全部を

利益と見なす）。

法定賠償額：被害者がその損害額を立証できない場合、裁

判所は権利侵害行為の情状に基づき、 万～ 万の損
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提訴の際、たとえその商標権者又は著作権者が、外国法人又は団体として

台湾で会社登記又は認許（法人としての資格を認める）の手続きしていなく

とも、外国法人又は団体を保護するために、各法律に基づき民事提訴できる

とされている（専利法 条、商標法第 条、著作権法 条では、刑事

告訴できることのみが規定されているが、実務上、民事訴訟を提起すること

もできる）。

 賠償の算定、証明

賠償額は、侵害の態様、侵害行為により得た利益、そして侵害者の悪意など、

様々な要素にかかわるので、一概には言えず、基本的に下記のように異なる方

法で計算される。

 

専利侵害

（専利法 条）

一、民法２１６条に基づき、権利者は、侵害期間に侵害

により受けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又

は失われた利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益

三、他人に使用権を許諾する際の合理的なライセンス料

商標権侵害

（商標法 条）

一、民法 条に基づき、権利者は、侵害期間に侵害によ

り受けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又は失

われた利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益（侵害者がその費用又は必

要経費を立証できない場合、その営業収入の全部を

利益と見なす）。

三、摘発された侵害商品の販売価格の 倍以下の金額

を損害賠償額とできる（摘発された侵害商品が

件を超える場合、総額で損害賠償額を決める）。

四、商標権者が他人に使用権を許諾する際のライセンス料

著作権侵害

（著作権法 条）

一、民法 条に従い、権利者が侵害期間に侵害により受

けた損失又は逸失利益（得べかりし利益又は失われ

た利益）を請求できる

二、侵害行為により得た利益（侵害者がその費用又は必

要経費を立証できない場合、その営業収入の全部を

利益と見なす）。

法定賠償額：被害者がその損害額を立証できない場合、裁

判所は権利侵害行為の情状に基づき、 万～ 万の損
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害賠償額を職権で決定できる。侵害行為が故意で悪質な場

合、裁判所は 万までの賠償金に増額できる。

実務上、権利者が侵害期間に侵害により受けた損失又は逸失利益を立証する

ためには、権利者は、例えば侵害期間の間に真正品の単価又は販売数が減少し

たことを示す営業報告書などの証拠を提出する必要がある。そして、売上の減

少が侵害者の侵害行為と因果関係を有することを証明する必要がある。

実務上、商標権者が商標法 条 号に基づき「摘発された侵害商品の販売価

格の 倍以下の金額を損害賠償額とする」ことを主張する際に、侵害者が

販売している模倣商品が数種類ある場合、解釈上、各商品の販売価格に一定の

倍数をかけて計算するのではなく、各商品の販売価格によって一旦平均販売価

格を算出した上、一定の倍数（例えば 倍、裁判所の職権で決まる）をかけ

て計算すべきとした判決がある（智慧財産法院 年度附民上字第 号

民事判決）。また、他人に使用権を許諾した際のライセンス料を立証するために

は、類似の商品についてのライセンス契約書の提出は欠かせない。

侵害者が侵害行為により得た利益については、侵害商品の販売量に当該商品

の個別収益を乗じて算定するので、それを立証するために、侵害期間の侵害品

の単価又は販売数を記載しておき、侵害者が当局に提出した文書、例えば税関

輸入申告書、法人税申告書を裁判所に申請することができる。また、商業帳簿

などの文書の提出を被告に命じるよう、裁判所に申請することもできる（文書

提出命令、民事訴訟法 条）。

 侵害鑑定

知的財産侵害訴訟の中で、侵害事実を立証するために第三者機関に鑑定を依

頼すべきか否かについては、費用と時間がかかるため権利者にとっては非常に

重要な問題である。

裁判所を経由せず、鑑定を依頼する場合

専利侵害訴訟の場合、係争製品が係争専利（当該発明）の技術的範囲に入

るかについては、やはり技術的な判断が要求される。裁判所を経由せず、権

利者が自ら第三者機関に鑑定を依頼した場合、当該鑑定報告の結果は、裁判

所を拘束する効力がなく、裁判所は、自らの判断で第三者機関の技術鑑定の

結論を覆すことが可能である。 

著作権侵害訴訟の場合、被告は、特に無断で改作された侵害品が真正品と

類似しているかを争ってくることが多い。その類似性という争点に対し、裁

判所を経由せず、権利者が自ら第三者機関に鑑定を依頼した場合、被告も別
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の第三者機関に鑑定を依頼し、正反対の結論が書かれた鑑定書をもって対抗

してくることもあり得る。

裁判所を経由し、鑑定を依頼する場合

一方、裁判所を経由して、第三者機関に鑑定を依頼する場合、やはり原告

の権利者が鑑定費用を支払うが、その鑑定の結果は、裁判所に対しかなりの

影響力があると考えられる。ただし、公正を保つために、手続き以外の実質

事項について、権利者は第三者機関と議論することはできない。したがって、

鑑定の第三者機関を決める前に、この第三者機関の選定が非常に重要であり、

判決の結果にもつながるので、事前に弁護士などの専門家と相談し、第三者

機関の候補リストを裁判所に提出したほうがよい。 

（三）訴訟期間と費用

「表１」 のとおり、最近５年間の智慧財産法院が審理した第一審民事訴訟（専

利、商標、著作権のほか、公平交易法の事件も含む）の審理期間については、一件

あたりの事件終結までの平均日数は、 年は 日であったのが、 年には

日となっており年々増加している。

表１：最近 年の智慧財産法院が審理した第一審民事訴訟の受理及び審理状況

受理の件数

既決 未結

一件あたりの

事件終結まで

の平均日数合計 旧事件 新事件

年

  年

 年

年

年
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http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?view=article&catid=39%3A2013-01-07-03-11-41&id=1126%3
A1&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100061(訪問日：

年 月 日
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の第三者機関に鑑定を依頼し、正反対の結論が書かれた鑑定書をもって対抗

してくることもあり得る。

裁判所を経由し、鑑定を依頼する場合

一方、裁判所を経由して、第三者機関に鑑定を依頼する場合、やはり原告

の権利者が鑑定費用を支払うが、その鑑定の結果は、裁判所に対しかなりの

影響力があると考えられる。ただし、公正を保つために、手続き以外の実質

事項について、権利者は第三者機関と議論することはできない。したがって、

鑑定の第三者機関を決める前に、この第三者機関の選定が非常に重要であり、

判決の結果にもつながるので、事前に弁護士などの専門家と相談し、第三者

機関の候補リストを裁判所に提出したほうがよい。 

（三）訴訟期間と費用

「表１」 のとおり、最近５年間の智慧財産法院が審理した第一審民事訴訟（専

利、商標、著作権のほか、公平交易法の事件も含む）の審理期間については、一件

あたりの事件終結までの平均日数は、 年は 日であったのが、 年には

日となっており年々増加している。

表１：最近 年の智慧財産法院が審理した第一審民事訴訟の受理及び審理状況

受理の件数

既決 未結

一件あたりの

事件終結まで

の平均日数合計 旧事件 新事件

年

  年

 年

年

年
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A1&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100061(訪問日：

年 月 日
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また、「表２」 のとおり、最近 年間の智慧財産法院が審理した第二審民事訴訟

（専利、商標、著作権のほか、公平交易法の事件も含む）の審理期間については、

一件あたりの事件終結までの平均日数は、 年は 日であったのが、

年には 日となっており、やはり年々増加している。

表二：最近 年の智慧財産法院が審理した第二審民事訴訟の受理及び審理状況

受理の件数

既決 未結

一件あたりの

事件終結まで

の平均日数合計 旧事件 新事件

年

  年

 年

年

年

 

事件の内容により訴訟期間が変化することはいうまでもない。模倣業者と訴訟又

は和解のいずれで解決を図るかは、訴訟の審理期間も含めて考える必要がある。

また、費用について、一般的には、知的財産侵害事件の弁護士費用（報酬）は、

事件の内容（事案の難易、事件の処理に要する時間・労力など）、事件の処理をす

るために必要な実費（交通費、通信費、鑑定費用、裁判所費用 など）を別として、

各事務所の基準に応じて決まる。

また、日本と異なり、台湾では基本的に「成功報酬」の制度（事件等が終了した

ときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価として依頼者は報酬を支払する

制度）は存在せず、名目上も、報酬の種類として、着手金や報酬の区別もない。

                                            
29 智慧財産法院
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?view=article&catid=39%3A2013-01-07-03-11-41&id=1126%3
A1&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=100061 (訪問日：

年 月 日

裁判所費用の概要について、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（ 年

月発行）」、 頁ご参照。
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（四）和解 

訴訟の途中で、当事者双方の合意によって和解が成立した場合、訴訟を取下げる

ことができる。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。判決以外に訴訟を終了させる方式の一つである。

また、和解とは、実際には「裁判上の和解」と「裁判外の和解」に分かれる。「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り（民事訴訟法第 条）、裁判せずとも強制執行がで

きる効力がある。他方、「裁判外の和解」の場合、それが成立しても、和解契約に

ついて改めて裁判所の審理を経なければならない。したがって、「裁判上の和解」

の方が権利者にとって有利だと認識されている。

調査、警告状発送、そして民事、刑事の手続を実行した後、模倣品侵害業者から

和解の提案を受けた場合、権利者は、模倣品侵害業者と交渉の上、和解するかを検

討することができる。和解の条件については、一般的には、和解金の支払以外に、

各事件の個別状況に応じて、「模倣品の在庫の引渡し」、「模倣品の廃棄」、「謝罪文

の掲載（模倣品侵害業者の自社ウェブサイト又は大手新聞紙、メディア、雑誌）」

又は「再び侵害しないこと。再び侵害した場合は、懲罰的違約金を支払う旨の誓約

書の発行」などの条件を権利者が模倣品侵害業者に要求することが多い。

和解又は判決のいずれで解決を図るかは、権利者にとって極めて難しい問題であ

る。権利者が希望する条件、被告から提供された条件を総合的に考える必要がある。

詳細は、本マニュアル第 章「侵害再発防止の心掛け」を参照されたい。

   

                                            
裁判上の和解については、公益財団法人交流協会発行の「台湾模倣対策マニュアル（ 年 月発

行）」、 頁ご参照。



産業財産権における模倣対策のご案内
　公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業
を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地に
て以下の活動をしております。

　　１．台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
　　２．弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
　　　　現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
　　３．産業財産権に関する相談窓口の設置
　　　　産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、
　　　　幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

　　　　※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
　　　　　公益財団法人日本台湾交流協会  貿易経済部までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０３－５５７３－２６００
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：０３－５５７３－２６０１
　　　　　　　　　　　Ｈ　Ｐ： http://www.koryu.or.jp
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