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五、刑事手続
権利者が自ら調査を実施し市場で模倣品を発見した際に権利者が行なう対応とし
て、刑事告発又は告訴を行なうことによって刑事捜査を発動させることも考えられ
る。本章では刑事手続に関連する事項を説明する。

（一） 権利者の刑事手続における役割
～権利者は刑事告訴すべきか
捜査機関の力を借りての情報取得
権利者が自ら調査を実施し模倣品を発見した場合、商標の模倣及び著作権に
関しては、刑事責任の対象であるため、権利者は捜査機関に対し告発又は告訴
をすることにより捜査機関による捜査を発動させることもできる。例えば、刑
事警察大隊、調査局又は検察署に対し刑事告訴し、捜査を通じ、国家の司法権
をもって調査し、模倣品侵害業者が誰か及びその犯行内容を明らかにすること
ができる。例えば、権利者がインターネット上でネット販売者が模倣品を販売
しているのを発見した場合に、たとえ模倣品を注文して購入できたとしても、
インターネット上の販売者は自らの情報を開示しないことが多いので、販売者
に関する情報を得ることができない。この場合、刑事告訴により犯罪捜査を発
動させ、捜査機関が各サイバーモール（電子商店街）或いはその他の事業者に
対して、当該サイト販売者の情報を照会し取得する以外に方法はない。
告訴人の法的地位
捜査機関が、公衆からの通報、自発的捜査、他案件の取締り・捜査などを通
じて権利者の権利を侵害する模倣品を発見した場合、権利者は鑑定に協力すべ
きである。では、これに加えて、権利者は模倣品侵害業者に対して刑事告訴を
すべきであろうか。これを検討する際には、権利者は、自らの予算に加えて、
刑事告訴の有無によって何が違ってくるのかを考慮する必要がある。刑事訴訟
法上、告訴人には一定の権利が認められている。以下、これについて説明する。
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刑事告発は、誰でも行なうことができる。一方、刑事告訴は、被害者によりなされなければならない。
商標権又は著作権が侵害された場合、商標権者又は著作権者は告訴することができる。
--

刑事訴訟法

告訴人の権利

補足説明

第  条の 


証拠保全の申立て 

告訴人は、証拠が隠滅、偽造、変造
若しくは隠匿され、又は使用困難に
なるおそれがあるときは、捜査期間
中、検察官に対し捜索、押収、鑑定、
検証、証人尋問又はその他の必要な
保全処分を申立てることができる。

第  条の 


証拠保全の立会い 

告訴人は、捜査期間中、証拠保全が
妨げられるおそれがある場合を除
き、その保全を申立てた証拠につい
て、証拠保全を実施する際に立会う
ことができる。
証拠保全の日時及び場所は、前項が
規定する立会うことができる者に
通知しなければならない。

第  条第  不起訴、起訴猶予等の処分書の受 
項、第  項
領 
検察官が不起訴、起訴猶予、起訴猶
予取消し処分をし、又はその他の法
定の事由に基づいて不起訴処分と
する場合、その処分理由を記載した
処分書を作成しなければならない。
前項の処分書は、その原本を告訴人
に送達しなければならない。
第  条

起訴状の受領 
第  条第  項及び第  項の規定

は、検察官の起訴状にこれを準用す
る。

第  条

再議申立権 
告訴人は、不起訴又は起訴猶予処分
書を受領してから  日以内に不服
の理由を記載して、原検察官を通じ

権利者が刑事告訴しな
かった場合、検察官が
被疑者の責任を過小評
価し、不起訴又は起訴

て直接上級裁判所検察署の検察長 猶予処分にしたとして
又は検察総長に対して再議を申し も、権利者には再議に
立てることができる。
よる救済を求めること
ができない。

--

第  条の 


第  条


審判交付の申立て 

告訴人が再議棄却処分に対して不
服がある場合は、処分書を受領して
から  日以内に弁護士に委任して
理由書を提出し、当該案件に関して
第一審裁判所に対して、審判に付す
ことを請求することができる。
判決原本の受領 
判決原本は、告訴人及び告発人に送
達しなければならない。告訴人は上
訴期間内において、検察官に対し意
見を陳述することができる。

権利者が刑事告訴又は
告発をしなければ、裁
判所は判決書を権利者
に送付する義務がな
い。したがって、権利
者は模倣品侵害業者に
有罪の判断がなされた
かどうかを把握するこ
とが困難となる。よっ
て、検察官に対し上訴
期限内に、上訴の要否
を申立てるか否かを決
めることもできない。

刑事告訴のメリット
上記のとおり、権利者は、刑事告訴をすることにより、刑事捜査の力を借り
て模倣品侵害業者に関する情報を明らかにすることができる、刑事訴訟法上の
告訴人の地位を取得することが可能になる、というメリットがある。実務上は、
権利者が告訴するメリットはこれ以外にもある。すなわち、告訴人として刑事
手続きに参加することができること、警察による案件処理の詳細や検察署への
移送に関する状況を比較的容易に知ることができること、検察署又は裁判所に
係属している案件の進捗状況を知ることができることなどのメリットがある。
また、検察官が処分する際又は裁判所が判決を出す際にも告訴人の意見と考え
方を参考にすることが多い。さらに告訴人と被告人の間に調停法廷を用意し、
双方に和解協議の機会を与える場合もある。また、著作権法違反の罪の多くは
親告罪であり、刑事告訴がされなければ、そもそも刑事捜査を発動することが
できない6。



また、著作権法第  条は「第  条ないし第  条、第 条の罪を犯した場合、被害者その他の告
訴権を有する者の申立てにより、判決書の全部又は一部を新聞紙に掲載することを命じることができ、
その費用は被告が負担する。」と規定している。
--

（二）刑事告訴状の提出先：警察、調査局又は検察署
権利者は、捜査機関に対し告発及び告訴することにより捜査機関による捜査を発
動させることができる。告発状、告訴状の提出先には、警察、調査局、検察署及び
税関7がある。警察には、商標権及び著作権侵害を専ら扱う知財警察である「刑事
警察大隊」がある。刑事警察大隊、調査局、検察署の紹介については「二.模倣品の
調査及び発見 二 職権調査を行なう政府機関の範囲」を参照されたい。以下で
は、比較表の形でこれら三つの部局に対し刑事告訴する場合の差異を説明する。
項目

刑事警察大隊

商 標 権 又は著 専 門 的 に 商 標
作 権 刑 事犯罪 法・著作権法侵
捜査の熟練度 害刑事捜査案件
を処理する。

調査局

検察署

商標法違反又は著作
権法違反の告発・告訴
案件を受理、調査する
ことができる。しか
し、調査局が政策的に
重視しているのはこ
の種の案件ではない。

商標法違反又は著作権
法違反の告発・告訴案
件を受理、調査するこ
とができる。しかし、
専門的にこの種の案件
を処理する機関ではな
いので、実務上、検察
官はまず検察事務官又
は警察に犯罪状況を調
査し証拠を収集させ、
報告書を提出させる。

案 件 追 跡の容 権利者又は通報 権利者又は通報者か
易度
者から案件を受 ら案件を受理した後、
理した後、密接 密接かつ機動的に権
かつ機動的に権 利者・通報者と継続的
利者・通報者と に連絡して協力して

案件を受理した後は裁
判所の内部手続により
案件が分配され（台湾
では検察庁は裁判所に
属している）、担当の

捜査を進めていくと
は必ずしもいえない。
調査局は調査上の必
要性を考慮し、権利者
又は通報者に連絡し
て協力を要求するか
否かを決める。

検察官が捜査廷を開く
が、その際権利者又は
通報者に通知し法廷で
の説明を求めるか否か
を決める。

継続的に連絡し
て協力して捜査
を進めていくこ
とができる。

特 別 な メリッ 権利者が既に証 権利者が既に証拠収 権利者が刑事警察大隊
ト

拠 収 集 を 完 了 集を完了し、かつ全台 又は調査局のいずれか
し、かつ全台湾 湾において同時に模 に刑事告訴しても、案
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権利者が税関に対し刑事告訴する場合の多くは、税関で模倣品を発見した後、権利者がまず税関に刑
事告訴し、その後税関が刑事告訴をその他の調査案件と併せて検察署に移送しさらに捜査させること
になる。
--

において同時に
模倣品を捜査し
排除することを
計画しているた
めに、北部、中
部、南部の「偵
一隊」、「偵二
隊」及び「偵三

倣品を捜査し排除す
ることを計画してい
るために、各地の調査
局の各部署の協力が
必要であるような場
合で、且つ当該案件に
高度な秘密保持を必
要とするときに有益

隊」等の協力が である。
必要であるよう
な場合に有益で
ある。

件は検察署に移送され
捜査が継続されること
になる。したがって、
権利者が刑事告訴の立
件記録のみを求めると
いう場合、刑事警察大
隊や調査局ではなく、
直接、検察署に対し刑
事告訴することが考え
られる。

（三）親告罪及び非親告罪～告訴期間
親告罪の告訴は、告訴することができる者が犯人を知った日から  ヶ月以内にし
なければならない。商標法違反は非親告罪であるので権利者はいつでも刑事告訴で
きるが、著作権違反の罪の多くは親告罪であるため、厳格に告訴期間を守らなけれ
ばならない。
親告罪




（）著作権法第  条第  項
無断で複製したことにより他人の著作財産権を侵害した者
（）著作権法第  条第  項
販売又は貸与の目的をもって無断で複製の方法により他人の著作
財産権を侵害した場合
（）著作権法第  条の  第  項
無断で所有権移転の方法によって著作物のオリジナル又はその複
製物を頒布し他人の著作財産権を侵害した場合
（）著作権法第  條の  第  項
著作財産権を侵害する行為によって作成された複製物であること
を明らかに知りながら、これを頒布し、又は頒布を目的として公開



刑事訴訟法第  条第  項。
--

展示又は所持する場合。


（）著作権法第  條
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、編集又は貸与の方法により他人の著作財産権を侵害し
た場合



（）著作権法第  条
第  条ないし第  条に規定する著作人格権を侵害した場合
第  条の規定に違反した場合
第  条第  項第  号 著作者の名誉を害する方法をもってその著作
物を利用した場合。 、第  号 著作財産権者又は製版権者の許諾な
く複製された複製物又は製版物を輸入した場合。 、第  号 コンピ
ュータープログラムの著作財産権の侵害する複製物を業として使
用する場合。 又は第  号 著作財産権を侵害する物品であることを
明らかに知りながら所有権移転若しくは貸与以外の方法で頒布し
た場合、又は著作財産権を侵害する物品であることを明らかに知り
ながら頒布を意図して公開展示又は所持する場合。 に定めるいず
れかの方法により他人の著作権を侵害した場合。但し、第 条の
の第 項及び第 項に定める場合は、この限りではない。
第  条第  項第  号（著作財産権者の同意又は許諾なく、公衆に
インターネットを通じて他人の著作を公開送信又は複製させるこ
とを意図し、著作財産権を侵害し、公衆に公開送信若しくは複製で
きるコンピュータープログラム又はその他の技術を提供し、それに
よって利益を受けた場合。）の規定に違反した場合



（）著作権法第  条
第  条の規定に違反した場合



著作権法第  条は「前条の規定により音楽著作物を利用する者は、その録音著作物の複製物を台湾管
轄外区域において販売してはならない。」と規定している。

著作権法第  条は以下のように規定している。
 年  月  日付本法改正施行前に、同改正法施行前の旧法の保護を受けていた外国人の著作物
の翻訳については、その著作権者の同意を得ていない場合、 年  月  日付本法改正施行後は、
第 条ないし第  条の規定に該当する場合を除き、当該翻訳物を複製することはできない。
前項に規定する翻訳物の複製物は、 年  月  日付本法改正法の施行日から 年を経過した後、
販売してはならない。」と規定している。
--



（）著作権法第  條
第  条第  項又は第  条の規定に違反した場合



（）著作権法第  条の 
第  条の  の規定に違反した場合
第  条の  第  項の規定に違反した場合
非親告罪
商標法違反の全ての刑事罰
（）商標法第  条第  号
商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として同一
の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用する
こと
（）商標法第  条第  号
商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として類似
の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用した
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
こと



著作権法第  条は以下のように規定している。
合法のコンピュータープログラム著作物の複製物の所有者は、自ら使用している機器の必要に応
じて当該プログラムを修正し、又はバックアップのため当該プログラムを複製することができる。
但し、当該修正物又は複製物の使用は当該所有者に限る。
前項の所有者が滅失以外の事由により原複製物の所有権を失った場合、著作財産権者の同意を得
た場合を除き、その修正又は複製したプログラムを廃棄しなければならない。

著作権法第  条は以下のように規定している。
第  条ないし第  条、第 条の  ないし第  条、第  条、第  条、第  条、第  条、第
 条、第  条ないし第  条の規定により他人の著作物を利用する場合には、その出所を明示し
なければならない。
前項の出所の明示にあたっては、無記名著作物又は著作者が不明である場合を除き、著作者の氏
名又は名称を合理的な方法によりなさなければならない。

著作権法第  条の  は以下のように規定している。
著作権者が付した権利管理電子情報は、これを削除又は改ざんすることができない。但し、次に
掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一、行為当時の技術的な制限により、著作物の権利管理電子情報を削除又は改ざんしなければ当
該著作物を合法的に使用することができなくなる場合。
二、録音録画又は伝送システム転換時、その転換技術上必要な削除又は改ざんである場合。
著作権管理電子情報が違法に削除又は改ざんされたものであることを明らかに知りつつ、当該著
作物のオリジナル若しくはその複製物を頒布し、又は頒布を意図して輸入若しくは所持してはな
らない。また、公開放送、公開実演又は公開伝送することもしてはならない。

著作権法第  条の  第  項は「適法な許諾を得ずに、無断複製防止措置を解読、破壊又は回避する
ことに供する設備、部材、部品、技術又は情報を製造、輸入、公衆に提供し又はこれらのものをもっ
て役務を提供してはならない。」
--

（）商標法第  条第  号
商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として同一
又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を
使用したことにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそ
れがあること
（）商標法第  条第  項
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
たことにより、関連する消費者に誤認、誤信させるおそれがある場
合
（）商標法第  条第  項
第  条第  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、他人が登録した証明標章と同一また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、販売又は販売を意図して製造、
所持、展示した場合
（）商標法第  条
他人の行った第  条、第  条の商品であることを明らかに知りな
がら、販売、又は販売を意図して所持、展示、輸出又は輸入した場
合
（）著作権法第  条第  項
光ディスクで複製する方法で著作権法第  条第  項の罪を犯した
場合
（）著作権法第  条の  第  項
著作権法第  条の  第  項の罪を犯し、その複製物が光ディスク
である場合

（四）侵害の鑑定
権利者が刑事告訴するか否かにかかわらず、刑事警察大隊、調査局、検察署等の
刑事捜査機関及び裁判所にとって、権利者による協力のうち最も重要なのは鑑定で
ある。即ち、証拠物が、果たして権利者が生産又は授権生産した真正品であるのか、
それとも模倣品であるのかを判定することである。
後日被告人が法廷において、権利者が自ら行った真偽判定は公平性に欠けるとし
て、権利者が提出した鑑定報告の証拠能力を否定する可能性はある。しかし、案件
の初期段階においては、権利者の鑑定協力がなければ、基本的に捜査機関は偽物で
あるか否かを識別することができないので、模倣品侵害案件はそれ以上進められな
い。よって、捜査機関から権利者に対し鑑定への協力を求められたときは、積極的
に協力すべきである。なお、別の段階の問題として、後日の刑事訴訟手続において、

--

刑事訴訟法第  条第  項の規定に基づいて裁判所又は検察官が権利者に嘱託し
鑑定を行うことによって、権利者が提出した鑑定報告に証拠能力が生じさせること
ができるかという問題がある。
侵害鑑定報告書の内容及び形式については、本章最後の書式 、 を参照された
い。
警察は、捜査を完了し事件を検察署検察官へ送付する前に、通常、権利者に対し
権利侵害に係る模倣品についての「権利侵害報告書」の提出を求める（「七、水際
対策」書式  参照）。その主な目的は、権利者の同種商品の市場販売価格に模倣品
の数を乗じて模倣品全部のおおよその市場価格を計算することにより、警察内部の
業務処理の成果を評価することにある。従って、実務上は必ずしも「権利侵害報告
書」が案件と併せて検察署に移送されるわけではない。

（五）和解すべきか否か
和解のメリット
権利者は和解を通じて、模倣品侵害業者に対し、損害金を支払うこと、謝罪
広告を掲載すること、具体的な上流業者の情報を提供することを要求すること
ができる。さらに模倣品侵害業者に対し、再犯しないことを保証し、再犯した
ときに巨額の懲罰性違約金を支払うことを定めた承諾書を提出させることを要
求できる。これは模倣品侵害業者の再犯に対し、相当な抑止効果を有すると考
えられる。
そのほか、和解は紛争を終了させ有益な関係を構築する機会ともいえる。和
解交渉の際、権利者が模倣品侵害業者からライセンスの付与を要求され、将来
権利者の商品の購買業者又は販売代理業者になる可能性もある（「十一、侵害
再発防止の心掛け」参照。）。従って、和解すべきではない場合を除き、権利
者は模倣品侵害業者との和解協議の余地を残し、柔軟に対応できるようにして
おくことをお勧めする。なお、和解すべきではない場合としては、権利者の商
品自体の特殊性により和解しないほうがよい場合（例えば一部の最上級の酒類
業者が内部政策により偽酒業者と和解すべきでないと考えるとき）、模倣品侵
害業者が大規模な製造業者である場合、権利侵害を繰り返している不法業者で


刑事訴訟法第  条  項は「裁判所又は検察官は、病院、学校又はその他相当する機関、団体に対
し、鑑定、他人の鑑定の審査を嘱託することができ、この場合第  条ないし第  條の  の規定を
準用する。口頭報告又は説明が必要な場合、鑑定又は審査を実施した者にそれを命じることができる。
」
と規定している。

実務上、被告人は時に外国法人の身分を有する権利者が提出した鑑定報告は我が国の外国における
領事館の認証を得ていないと抗弁することもある。しかし裁判所は、必ずしも外国法人の身分を有す
る権利者が提出した鑑定報告について我が国の外国における領事館の認証を得ることを要求するとは
限らない。
--

ある場合などがある。
和解のタイミング
模倣品侵害業者は、その行為の発覚後、自発的に権利者に連絡し和解交渉を
もちかけてくる場合がある。親告罪の場合を除き、一般的には案件が検察署に
移送される前に模倣品侵害業者と和解することは勧められない。その理由とし
ては、刑事警察大隊、調査局等の捜査部局の捜査人員へのイメージの問題にか
かわるということがある。即ち、刑事警察大隊、調査局等の捜査部局が捜査を
完了して検察署に移送する前に、権利者と模倣品侵害業者が和解に達してしま
うと、実際、刑事警察大隊、調査局等の捜査部局の実績に影響を及ぼす可能性
がある。また、刑事案件の初期段階で和解することは、刑事を盾に取って過大
な民事上の請求をしているというマイナスイメージが生じる可能性もある。
和解後の刑事手続
基本的には、和解は民事行為である。しかし親告罪の場合、双方が和解すれ
ば、権利者は刑事告訴を取下げるので、刑事案件はこれで終了する。一方、例
えば商標法違反などの非親告罪の場合、和解をしたか否かは、実務上、検察官
が被疑者に対する起訴を猶予するか、裁判所が被告人に対し執行猶予を与える
か否かを決める際に、相当大きな影響を与える。

（六）訴訟に要する期間と費用
訴訟に要する期間
 刑事警察大隊
警察が通報又は刑事告訴を受けた後、被疑者に出頭を求め取り調べるまで
の期限や検察官を通じて裁判所に捜索状を請求し捜索するまでの期限につ
いては、厳格な規定はない。その理由は、警察が必要な情報を収集するのに
時間がかかることがあり、また必要な情報が収集できるとは限らないからで
ある。一方、警察が「被疑者に出頭を求め取調べた」場合、警察内部の規定
により、 ヶ月以内に案件を検察署に移送しなければならないとされている。
また、警察が捜索した場合、捜索日から  ヶ月以内に案件を検察署に移送し
なければならないとされている。
 調査局
調査局が通報又は刑事告訴を受けた後、被疑者に出頭を求め取り調べるま
での期限や検察官を通じて裁判所に捜索状を請求し捜索するまでの期限に

--

ついても、厳格な規定ない。その理由は、やはり調査局が必要な情報を収集
するのに時間がかかることがあり、また必要な情報が収集できるとは限らな
いからである。一方、調査局が「被疑者の出頭を求め取調べをした」場合等
については、警察の内部規定のような、 ヶ月以内又は  ヶ月以内に案件を
検察署に移送しなければならないという規定はない。しかし、正当な理由な
く案件を遅滞させ検察署に移送しなかった場合、内部評価において調査員の
成績の業績評価にも影響が出る。
 検察署
検察官が刑事事件の捜査を行うときは、「検察機関の案件処理期限及び遅
延防止の要点」（檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點、以下「要点」とい
う。）が適用される。「追加の捜査なしに捜査を終結できる案件」又は「さ
らに捜査しなければ終結できない案件」のいずれの場合も、「要点」は検察
官に対し「案件を受取ったら速やかに処理する」ことを要求している。具体
的に捜査を終結し処分を出すまでの期限は規定されていないが17、「要点」
第  項は「案件は、継続的に進行しなければならない」としている。
そのほか、「要点」には、「督促」制度が規定されており、検察官の案件
処理を管理監督する仕組みを定めている。例えば、「各裁判所検察署は、
ヶ月を超えて進行していない案件を発見した場合、自ら原因を調査し、これ
を改善しなければならない」、「研考科は  ヶ月を超えて進行していない案
件について報告表を作成し、担当検察官に通知し案件を進めるよう督促しな
ければならない」、「検察機関は研考科に月ごとに案件を検査し記録を行わ
せ、 ヶ月を超えて進行していない案件については、検査通知表に記入し検
察官に通知する。検察官は、処理が進んでいないことについて正当な事由が
ある場合、通知を受けてから  日以内に処理が進んでいない原因を述べ、長
官に報告して承認を受け、研考科及び統計室に提出しなければならない」18と
いったことが定められている。
 裁判所
裁判所の案件処理の期限には、主に「各級裁判所の案件処理期限実施要点」
（各級法院辦案期限實施要點）が適用される。案件の類型に応じて期限が定
められており、案件を受理した日から所定の期間内に終結していない案件に



一般的には、案件が検察署に係属しかつ案件の分配が完了した後、約  年以内に検察官は捜査を終
結し処分を下すべきとされている。これに加えて、検察署内部で約  ヶ月ごとに状況の確認がなされ
ており、遅延しているにもかかわらず理由がない場合、検察署内部で担当検察官の上官が調査の対象
となるので、間接的に担当検察官を拘束することができる。

「検察機関の案件処理期限及び遅延防止の要点」（檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點）第  条
第  項。
--

ついては、裁判所長がその処理を督促することに加えて、月ごとに作成され
る遅滞案件報告表に記入され上層部に報告される。期間は、民事・刑事の
「簡易手続第一審」の案件の期限は  ヶ月、民事・刑事の「通常手続第一
審」の案件の期限は  年  ヶ月、民事・刑事の「第二審」の案件の期限は 
年、民事・刑事の「第三審」の案件の期限は  年となっている。
また、「刑事妥当迅速審判法」第  条、第  条では、以下のように規定さ
れている。
第７条 第一審係属日から  年を超えて判決が確定できなかった案件につ
いては、法律により無罪判決を言渡すべきである場合を除き、裁判所は、
職権又は被告人の申立てにより、以下の事項を斟酌し、被告が迅速な審
判を受ける権利を侵害され、且つ情状が重大であり、適切な救済を与え
るべきであると認めた場合には、その刑を軽減しなければならない。
一、訴訟手続の遅滞が、被告人による事由であるか否か。
二、案件の法律、事実における複雑さと訴訟手続の遅滞とのバランス。
三、その他の迅速審判と関連する事項。
第  条 案件が第一審係属日から  年を超えて判決が確定せず、且つ最高
裁判所より  回以上差戻された後、第二審裁判所が第一審の無罪判決を
維持した場合、又はその無罪の差戻し審判決、差戻し前に同級裁判所が
 回以上の無罪判決をした場合、これに対し最高裁判所に上告すること
ができない。
費用
権利者が刑事告訴する場合、刑事警察大隊、調査局等の捜査機関に費用を支
払う必要はない。一方、弁護士に刑事告訴の代行を依頼する場合の費用は、一
般的には、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）、
又は各事務所の基準に応じて決められるため、相場というものは存在していな
い。



「各級裁判所の案件処理期限を実施する要点」（各級法院辦案期限實施要點）第  条。
刑事訴訟法第  条第  号は「最高で三年以下の有期懲役、拘留又は罰金刑のみの罪について、第三
審裁判所に上告してはならない」と規定している。従って商標法違反の刑事犯罪は、いずれも最高裁
判所に上告することができない。一方、ごく一部の著作権法違反の刑事犯罪は最高裁判所に上告する
ことができる。



--

文書範例 121
鑑定報告
案號：〇〇
鑑定樣品:
〇〇等單位自嫌犯〇〇處所徵信購得或取締查扣「疑似為仿冒〇〇商標或著作權之〇〇商品」〇〇
件
(請參附件照片)
鑑定結果:
檢視樣品之相片後，本人在此證明系爭商品為仿冒品。
鑑定理由:

鑑定人: 〇
〇
公司
(職稱)

鑑定人資格文件請參「附錄」
鑑定日期:西元〇〇
年〇〇
月〇〇
日
核准人：〇〇公司
負責人－〇〇
用印日期：西元〇〇
年〇〇
月〇〇
日

21

有關「鑑定人資格文件」主要是日後檢察署或法院會藉此初步評斷鑑定人是否確實具有辨識鑑定商品
真偽之適格性。一般而言，鑑定人在公司的職務若與商品相關或是定期接受商品介紹與辨識訓練等經歷，
大多會為檢察署或法院所認可。
--

附錄：
本人 〇〇〇，任職於以設計與行銷知名「〇〇」品牌包括〇〇商品在內之〇〇公司。為維
護公司長期並經年累月方建立為世界所著名之商標，包括但不限於「〇〇」
、
「〇〇」與「〇〇」
等商標，以及保障消費者之權益，〇〇公司對於打擊侵害此揭品牌之仿冒業者不遺餘力，
同時積極配合法院、檢察署、調查局與警察單位所查扣疑似為仿冒「〇〇」品牌商品之鑑
定事宜。
為提供專業之相關鑑定協助，本人曾參與下列辨識真仿品之教育訓練：

西元〇〇年〇〇月〇〇日參與春夏商品教育訓練
西元〇〇年〇〇月〇〇日參與秋冬商品教育訓練
西元〇〇年〇〇月〇〇日參與春夏商品教育訓練
西元〇〇年〇〇月〇〇日參與秋冬商品教育訓練
西元〇〇年〇〇月〇〇日參與春夏商品教育訓練
西元〇〇年〇〇月〇〇日參與秋冬商品教育訓練

--

文書範例 2
鑑定報告書
案號: 〇〇

西元〇〇
年〇〇
月〇〇日
受文者：〇〇

敬啟者，
茲為由〇〇所查扣標示為本公司所有之「〇〇」商標圖樣樣品提出本鑑定報告。系爭扣案樣
品之相關細節如下表所示：
產品名稱

數量

相片

〇〇

〇〇

附錄

本公司〇〇，為中華民國註冊第〇〇號「〇〇」商標之商標權人，依據本公司之認知與確信，
在此證明系爭扣案樣品並非本公司所製造、或授權製造之商品。

（略）

--

書式 22
鑑定報告書
案件番号：〇〇
鑑定サンプル:
〇〇等の部局が被疑者〇〇のところで調査のため購入又は取締りにより差押さえた
「〇〇商標又は著作権の〇〇商品の模倣疑似品」〇〇件
(添付写真をご参照ください)
鑑定結果:
サンプルの写真を確認した結果、当該商品は模倣品であることをここに証明します。
鑑定理由:

鑑定人: 〇〇社
(役職)

鑑定人資格書類は「別紙」をご参照ください。
鑑定日:西暦〇〇年〇〇月〇〇日
許可者：〇〇会社
代表者－〇〇
押印日付：西暦〇〇年〇〇月〇〇日

22

「鑑定人資格書類」は、主に将来検察署又は裁判所が、鑑定人が確実に鑑定商品の真偽を識別する
ための適格性を有するか否かについて、予備的に判断する根拠になる。一般的に、鑑定人の会社にお
ける職務が商品と関係しているとき、又は定期的に商品の紹介及び識別訓練等を受けた経歴があると
きは、多くの場合検察署又は裁判所に許可されることになる。
--

別紙
私 〇〇〇 は、〇〇商品を含む著名ブランド「〇〇」の設計及びマーケティン
グを行っている〇〇社に在職している。当社が長年の歳月をかけて築き上げてきた世
界的著名商標（「〇〇」、「〇〇」及び「〇〇」などの商標を含むが、これらに限定さ
れない）を保護し、消費者の権利利益を保障するために、当社は、これらのブランド
を侵害する模倣業者を撲滅することに力を注ぐとともに、裁判所、検察署、調査局及
び警察部局が差押さえた「〇〇」ブランド商品の模倣品と疑われる商品の鑑定に積極
的に協力する。
専門的な関連鑑定の協力を提供するために、私は以下の商品の真偽を識別する
教育訓練に参加した。
西暦〇〇年〇〇月〇〇日春夏商品教育訓練
西暦〇〇年〇〇月〇〇日秋冬商品教育訓練
西暦〇〇年〇〇月〇〇日春夏商品教育訓練
西暦〇〇年〇〇月〇〇日秋冬商品教育訓練
西暦〇〇年〇〇月〇〇日春夏商品教育訓練
西暦〇〇年〇〇月〇〇日秋冬商品教育訓練

--

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）

--

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

［特許庁委託］

台湾模倣対策マニュアル（実務編）
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