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二、模倣品の調査及び発見
権利者が模倣品をなくすために最初に行わなければならないことは、模倣品の調査
及び発見である。しかし、大きな台湾市場において、いかなる方法であれば効率的に
調査を実施し模倣品を発見することができるか。これについては、二つの方法が考え
られる。一つは、権利者自ら調査を行うこと、もう一つは、商標又は著作権の侵害案
件が刑事犯罪となる場合に、関係政府機関の職権による調査の発動を請求することで
ある。以下では、この二種類の調査方法について、その詳細及び手続きを説明する。

（一）企業が自ら模倣品を調査する方法及びそれに要する費用
調査会社の選択
 適切に調査会社を選択することの重要性
模倣品の存在は企業のマーケットに対し大きな影響を与えるため、権利者
の多くは模倣品の問題を非常に重視している。権利者の商品を購入する消費
者、権利者の従業員、販売代理店、エージェント又はその他の提携先が市場
で模倣品を発見したときは、多くの場合は直接又は間接的に権利者に通報す
る。これら権利者への通報によって得られた模倣品に関する手掛かりが不明
確である場合又は初期的な法的対応をするために十分な証拠を収集できな
かった場合等は、後日、法的手続きにおいて証拠収集者が証人として法廷に
召喚される可能性を考慮して、権利者は通報を受けた後、専門的な調査会社
に依頼し、既に把握した手掛かり又は特定の調査対象者に関する証拠を収集
することが多い。
また、模倣品を発見したが、関与している業者の特定ができず、或いは模
倣品の存在を発見しないが、マーケットにおいて果たして模倣品が販売され
ているかを調査したい場合（例えば、定期的に市場上の違法模倣品をチェッ
クすることが会社内部の方針になっているとき）も、調査会社に調査を依頼
することがある。しかし、様々な調査会社が存在し、且つそれぞれの質に差
があるので、特に違法な調査手段を使わない信頼できる調査会社をいかに選
択するかは、権利者にとって重要なことである。すなわち、信頼できる調査
会社でなければ、忠実にその経験をふまえて調査をすることによって権利者
の目的を達成することは期待しがたい。更に重要なことは、合法的な手段で
調査を行なう調査会社でなければ、その自身の違法調査行為により権利者が
違法行為を行なうことになってしまい、そして報道機関に違法行為を報道さ
れるという重大なリスクが生じてしまうことである。
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 調査会社を選択する方法
①法律事務所を通じて調査会社に依頼する方法
専門的に模倣品侵害案件を処理している法律事務所は一般的に長期間
提携している調査会社のリストを有し、権利者は法律事務所を通じて専門
的に模倣品調査をしている調査会社に依頼することができる。これに加え
て、法律事務所を通じて依頼することには以下のようなメリットがある。
 専門の弁護士はもともと大量に模倣品侵害訴訟案件を処理した経験を
有しているため、調査会社に対し、将来、法的行動をとるときのため
の調査の方向性を指示することができること
 専門の弁護士によって調査会社を監督し、且つ調査会社に対し違法な
調査手段をとらないように注意させることができること
 調査で最も重要なのは秘密保持であるが、権利者がいろいろな調査会
社と接触してまわることは、調査対象者及び調査の方針が漏洩するリ
スクがあり、後日の証拠収集に対し不利益が生じる可能性があること
 権利者が調査会社と直接接触せず弁護士が法的観点から調査会社に必
要な事項のみの連絡をすることができること
② 自ら調査会社を選択する際に考慮すべき事項
権利者が、法律事務所を通じず自ら調査会社に依頼する場合、調査会社
選択の際に考慮すべき事項及びその理由は、以下のとおりである。
考慮事項

理由

設立時期

長年の調査経験がある調査員が独立して設立した
調査会社である場合を除き、設立からの期間が 
年未満の調査会社に依頼することはお勧めしない。
その理由は、設立からの期間の短い調査会社は、一
般的に調査の経験と技術がなく、かつその忠誠度、
秘密保持の程度についても、市場による評価を経て
いないからである。

過去に受任した案
件の性質

調査会社には、個人の配偶者の浮気を主に調査して
いる会社も、商業調査を専ら行なっている会社もあ
る。専門的に商業調査案件を行なっている調査会社
に依頼することをお勧めする。

調査会社の調査員
について過去ネガ
ティブなニュース、
評価又は刑事案件

調査会社の調査員は案件を調査するために権利者
の内部情報を得るが、一方で調査対象者に接触する
可能性がある。調査会社の調査員の質に問題がある
場合、調査対象者に対し権利者の調査方法を漏らす
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の記録を有するか

ことによって不当な報酬を得る可能性、権利者の代
理人であると装い不当に調査対象者を恐喝し金銭
を強要する可能性、又は違法な調査手段を使い権利
者のイメージに重大な悪影響を与える可能性があ
る。これらのような調査会社の調査員を選んでしま
うことがないよう、権利者は調査会社と接触する場
合、自らインターネットで当該調査会社についてネ
ガティブなニュースや評価がないか、又は違法な調
査手段の使用について検察官から起訴され、若しく
は裁判所から刑罰を言渡されたことがないか、又は
賠償支払いを命じる民事・刑事案件の記録がないか
を予め調べるべきである。

見積もり

調査費用は、基本的に調査の類型ごとに一定の相場
がある。台湾北部、中部、南部各地に行くための費
用の見積りは異なるものの、概ね一定の市場の相場
がある。権利者が自ら調査会社を訪問した場合、報
酬の相場に詳しくないことが原因で莫大な調査費
用を払ってしまう可能性もある。権利者が市場の相
場を理解していれば、不当な見積りを出した調査会
社をまずリストから除外することができる。
調査会社の報酬の相場については、あくまで予備的
検討のための参考であるが、本章別紙を参照された
い。具体的な案件においては、調査会社に評価及び
正確な見積を請求すべきである。

初期段階で提供し

経験のある調査会社は殆ど、最初の接触の段階で実

た調査方針の実現
可能性

行可能性のある調査方針を示すことができる。例え
ば、製薬業者である権利者が市場において偽物の薬
や模倣薬の有無の調査を希望する場合、経験のある
調査会社であれば、台湾で登録されている医薬品販
売店の名簿を調べ、同時に製薬業者または製薬業者
の販売代理店と取引していない医薬品販売店、又は
製薬業者または製薬業者の販売代理店との取引が
突然大幅に減少した医薬品販売店を調査するよう
アドバイスするはずである。
また、調査対象者が直接消費者に対し販売していな
い上流業者である場合、経験のある調査会社は予め
十分な準備をした上で、偽装の又は既存の関係を通
じて中流の業者を装って順調に当該調査対象者で
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ある上流業者に接触することができる。特に特許侵
害案件においては、最近は半導体又は液晶などのハ
イテク製品部品の購入者は概ねごく少数の業者に
限られており、調査対象者に信頼されなければ、サ
ンプルを取得することさえできず、そして警告状送
付又は訴訟等の権利行使のための手続きも開始す
ることができない。
従って、権利者は、調査会社が最初に提案した調査
の方針の実行可能性を判断し、当該調査会社と連携
するかを決めることができる。
規模又は協力して
いる調査員の数

権利者が定期的に大規模に市場の違法模倣品を排
除することを会社の方針としている場合、権利者が
必要とする調査は必然的に大量且つ密集したもの
となるため、規模が小さ過ぎる、又は外部の協力調
査員が少なすぎる調査会社は、かかる権利者の需要
を満たすことはできない。

外国語能力又は外

権利者自身が中国語が分からず、調査会社に日本語

部提携している翻
訳会社の品質

又は英語等の外国語の報告書の提供を求める場合、
調査会社がこのような外国語能力を有することも、
権利者が調査会社を選択する際の必要な事項であ
る。
実際、このような外国語能力を有する調査会社は多
くはない。したがって、多くの場合、調査会社は連
携している翻訳会社に依頼するが、この場合翻訳会
社も翻訳を通じて調査の内容を知ることになるの
で、翻訳会社の専門翻訳の能力に加え、翻訳会社が
信頼できるかを認識することも重要である。
実際、多くの権利者が秘密保持目的で、法律事務所
に調査会社の調査報告の翻訳を依頼している。

インターネット上の模倣品調査
今日のインターネット取引は、実体取引よりも活発となっており、大部分の
販売者は自らの会社若しくは商号のオフィシャルサイトを成立し、または電子
商取引プラットホーム、フェイスブック等のソーシャルネットワーキングサー
ビスを利用するなどの方法で、ネット店舗を有する。
「Yahoo!奇摩」オークショ
ン、露天ネットオークションなどは、台湾でよく利用されている電子商取引プ
ラットホームであり、最近有名になったのが、
「蝦皮」オークションという電子
商取引プラットホームである。
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従って、ここ数年は、模倣品の調査及び発見は、まずインターネットの調査
をすることから始まるのが一般である。ネット調査は、権利者が模倣品侵害業
者の存在及びその権利侵害のありうる態様を知る最初の手段であり、その結果
に応じてさらに調査会社の調査員に依頼し特定又は不特定の模倣品侵害業者と
接触し証拠収集をするかを決める。実際、指示を受けた調査会社の調査員も概
ねネット調査から始め、これに応じてさらなる具体的な調査戦略を立てること
になる。
インターネット上の模倣品調査について最も重要な点は以下のとおりであ
る。
重要事項

理由

ページの時間及びサイト
アドレスを保存 セーブ
する

サイト上のページの更新スピードは速いので、模倣
品と疑われる商品に関する情報がページに掲載さ
れているのを発見したときは、直ちに保存すること
が必要である（例えば、PDF で保存する）。保存内
容は、模倣品の情報に加えて、保存日時及び保存し
たサイトのアドレスも表示されていることが必要
である。保存日時により模倣品侵害業者の侵害時点
が分かり、そしてサイトアドレスを保存することに
より証拠収集の情報源を証明できるからである。
さらに、模倣品と疑われる商品に関する情報がペー
ジに掲載されているのを発見したとき、権利者は法
律事務所を通じて公証人に権利侵害のページの公
証を依頼することがある。これは後日模倣品侵害業
者からページの真実性を否認されることを防ぐた
めである。

売主を特定するための情
報を保存する

売主を特定するための情報（自然人の氏名又は会社
名称、連絡電話、連絡住所、電子メールアドレス及
び銀行口座番号等を含むが、これに限らない）を保
存する。これは、後日模倣品侵害業者を具体的に特
定することにより、警告状の送付又は法律訴訟の提
起というさらなる法的行動をとることができるよ
うにするためである。
携帯番号及び銀行口座番号については、後日関係政
府機関が携帯番号及び銀行口座番号を通じて当該
携帯番号及び銀行口座番号を申請した者を特定す
ることができ、これによって模倣品侵害業者を具体
的に特定することができる。
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売主の取引メッセージ及
び評価を保存する

以下のような情報を収集できるよう、売主の取引メ
ッセージ及び評価を保存する：
売主の経営規模を証明するために、「模倣品侵害業
者の具体的な取引記録回数」を保存する。
売主が既にその販売する商品は模倣品であること
を知っていたことを証明するために、「消費者（買
主）は売主が商品の品質が悪いこと又は模倣品を販
売したことに対しクレームを出した」ことに関する
記録を保存する。
「商品が安価であるため真正品であることを期待
できない」、
「真正品と酷似している」又は「A 級品
です」などの記載は、直接又は間接的にその商品が
模倣品である情報を示すものであり、売主が既に販
売する商品が模倣品であることを知っていたこと
を証明することに資するものである。

（二）関係政府機関による模倣品の職権調査――関係政府機関
訪問、関係の維持など
関係政府機関が職権調査を発動するメリット
以上の説明は権利者が自ら模倣品を調査する方法及び費用に関するものであ
ったが、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
者は関係政府機関に対し告発及び告訴により関係政府機関による職権調査を促
すこともできる。
権利者が自ら模倣品を調査するよりも、関係政府機関の職権調査は、より効
果的でありかつ権利者にとって費用の節約にもなる。例えば、警察はある電子
商取引プラットホーム上にある売主が権利者の商標を模倣した商品を販売した
疑いがあると認識し、且つ権利者が鑑定報告書を提出し当該売主が販売してい
る商品が確かに模倣品であることを確認した場合、警察は正式に当該電子商取
引プラットホームに書簡を送付し当該売主を特定できる資料の提供を求めるこ
とができ、電子商取引プラットホームは警察の刑事調査に協力するためその資
料を提供する。一方、権利者が電子商取引プラットホーム業者に対し売主を特
定できる資料の提供を要求しても、電子商取引プラットホーム業者は個人情報
に該当するという理由で拒絶している。
また、注意すべきであるのは、電子商取引プラットホーム業者のメインフレ
ームが台湾にない場合、たとえ警察が正式に当該電子商取引プラットホーム業

--

者に対し当該売主を特定できる資料の提供を求めても、実際、当該業者が海外
のメインフレームで保存している資料の提供を取得できない場合が多いことで
ある。
なお、関係政府機関による模倣品の職権調査は刑事事件に係るものに限定さ
れるため、商標法又は著作権法違反に限定され、専利法違反は含まれない。専
利法違反は民事責任しかないので、関係政府機関は原則として私人間の紛争に
主体的に介入しておらず、また介入すべきもないからである。
職権調査を行なう政府機関の範囲
 権利者が模倣品を職権調査する政府機関を適切に認識する必要性
関係する政府機関には、警察、調査局、検察署及び税関などがある。警察
の中には、商標権及び著作権侵害を専ら扱っている知財警察である「刑事警
察大隊」がある。
これらのなかで、税関には商品の輸出入業務を管理、監視するため、特殊
な水際管理措置システムがある。関連する規定には、「税関による商標権保
護措置実施規則」（海關執行商標權益保護措施實施辦法）、「税関が特許及び
著作権保護措置の協力・執行に関する作業要点」（海關配合執行專利及著作
權益保護措施作業要點）などが含まれる。これについて、第７章「水際対策」
詳しく説明する。
商標権及び著作権の登録を受理する行政機関が智慧財産局であるため、商
標権又は著作権侵害案件に詳しくない権利者又は通報者は直接に智慧財産
局に対し通報することがある。かかる通報に対して、智慧財産局は、関連証
拠を改めて警察、調査局、検察署に提出ように書簡で回答したり、或いは直
接案件を警察、調査局、検察署に移送したりするが、いずれにしても、多か
れ少なかれ案件処理の進捗が遅れることになる。さらに後者の場合、初期の
段階で警察、調査局、検察署等の担当者等の連絡情報を取得できるとは限ら
ない。従って権利者は模倣品について職権調査を行なう政府機関を正確に認
識すべきである
 刑事警察大隊
刑事警察大隊以外の警察機関も商標権法違反又は著作権法違反の告発・告
訴案件を受理することができるが、刑事警察大隊（知財警察）に比べれば専
門性を欠いている。したがって、知財案件の告発・告訴案件は「刑事警察大
隊」に対し提出することが望ましいと考える。以下は刑事警察大隊及び各管
轄区域の支署に関する情報を表にしたものである。
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(資料の出所: http://spsh.yamnet.com.tw/ezportal/homeweb/catalog.php?infoscatid=15)

連絡電話
部署

駐在部署

所在地
自動電話

刑事警察大隊 台北

警察用電話

  

大隊部 

新北市新店区安豐路 
号


連絡電話
部署

駐在部署

所在地
自動電話

偵一隊

台北

警察用電話

 


新北市新店区安豐路 
号

偵二隊

台中

 


台中市南屯区忠勇路
 号

偵三隊

高雄

 

高雄市新興区六合一路
 号

 法務部調査局
調査局は、その設置根拠法令によると、国家の安全の維持及び犯罪の防止
をその職務としている。犯罪の防止については、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が、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。従って権利者が既に証拠収集を完了
し、かつ全台湾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、各地の調査局の各部署の協力が必要であるような場合を除き、単一
で個別的な商標法違反又は著作権法違反の告発・告訴案件は、「刑事警察大
隊」に対し提出し、商標法・著作権法違反の告発・告訴案件の処理を求める
方がよいと考えられる。
以下は調査局の所在地及び各管轄区域の支所に関する情報を表にまとめ
たものである。

--

(資料の出所: https://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=68997624-8ae6-4d5d-955c-dd97c5ca1f87)

12 部署

所在地

代表

通報電話

台北市調査処

台北市基隆路二段  号

 

 

高雄市調査処

高雄市成功一路  号

 

 

新北市調査処

新北市板橋區漢生東路  巷  号  

 

基隆市調査署

基隆市崇法街  号

 

 

桃園市調査処

桃園市桃園區縣府路  号

 

 

新竹市調査署

新竹市經國路三段  号

 

 

新竹縣調査署

新竹県竹北市光明五街  号

 

 

苗栗縣調査署

苗栗市玉清路  号

 

 

臺中市調査処

台中市西區英才路  号

 

 

彰化縣調査署

彰化市卦山路  号

 

 

南投縣調査署

南投市民族路  号

 

 

雲林縣調査署

斗六市鎮南路  号

 

 

嘉義市調査署

嘉義市文化路  号

 

 

嘉義縣調査署

嘉義県朴子市朴子一路  号

 

 

臺南市調査処

南市永華路二段  号

 

 

屏東縣調査署

屏東市合作街  号

   

花蓮縣調査署

花蓮市中美路  之  号

 

臺東縣調査署

台東市中興路二段  号

宜蘭縣調査署

宜蘭市津梅路  号

 

 

澎湖縣調査署

澎湖県馬公市新明路  号

 

 

航業調査処

台中市梧棲区臨港路  段  号  

 


 
 

 

航業処基隆調査署 基隆市中正路  号

 

 

航業処高雄調査署 高雄市前鎮区佛公路  号

 

 

福建省調査処

金門県金城鎮西海路一段  号

 

 

馬祖調査署

連江県南竿鄉介壽村  号

 

 

北部地区機動工作署新北市中和区永和路  号

 

 

中部地区機動工作署台中市西屯区福順路  号

 

 

南部地区機動工作署高雄市小港区平和南路  号

 

 

東部地区機動工作署花蓮市瑞美路  号

 

 

 検察署
台湾各地の検察署は、その管轄区域内の案件に関して商標権法違反又は著

--

作権法違反の告発・告訴案件を受理することができる。しかし、専門的に商
標法・著作権法違反の告発・告訴案件を処理する「刑事警察大隊」のように
権利者又は通報者から案件を受理した後、密接かつ機動的に権利者・通報者
と継続的に連絡して協力して捜査を進めていくことは期待しづらい。検察署
が案件を受理した後は内部手続により案件が分配され、担当の検察官により
捜査廷を開き権利者又は通報者に通知し法廷で説明を求めるかを決めると
いう、より複雑な手続きがある。従って権利者が単に刑事告訴の立件記録を
求めており、その後の捜査に協力したくない場合を除き、基本的には、「刑
事警察大隊」に対し商標法・著作権法違反の告発・告訴案件の処理を求める
方が良いと考えられる。
関係政府機関訪問、関係の維持
以上のように、関係政府機関の職権調査を利用すれば、権利者が自ら模倣品
を調査するより効果的であり且つ権利者にとって費用の節約にもなる。しかし
権利者は多数存在するため、どのようにしたら自らの商標権及び著作権に対し
て関係政府機関に関心を持たせ職権調査を発動させることができるのであろう
か。関係政府機関は自発的に著名商標の権利侵害の可能性がある案件を調査す
ることもあるが、基本的には権利者から提供される情報、権利者との信頼関係
によるところが大きい。すなわち、関係政府機関に対し自己の商標登録の態様、
商品の種類、現在よく見られる模倣品の種類及び模倣の手法などを報告し、そ
して、市場上の模倣品の多発により関係政府機関が職権調査を発動することに
よって、模倣を根絶し、権利者の権利及び消費者が合法安全な商品を買える権
利を保護すべきことを強調する事が重要である。
刑事警察大隊の主な業務は商標の模倣又は著作権に関する案件の処理である
ので、当該部署に時間的に余裕がある場合、一般的に権利者と話し合うことを
歓迎しているので、同機関を訪問することによって、普段から信頼関係をたも
つことができることに留意すべきである。権利者とその権利に関する情報を共
有することによって当該部署は実際に案件を受理する際に円滑に権利者からす
ぐ鑑定について協力を得られるからである。しかし調査局及び検察署について
は、その所管する案件は商標の模倣・著作権に関する案件に限定されておらず、
また検察署については、検察官は司法の独立を考慮する必要があり、かつ平日
も捜査廷の開催などで多忙であるから、法律に関する特別な研究会といった機
会がない限りは、権利者が調査局及び検察署を訪問することは難しい。
税関との関係については、後述「七、水際対策」の章で詳しく説明する。

--

別紙:

報告の言語
台湾ドル（税込み）

中国語


中国語＋英語又は
中国語＋日本語
日本語報告書を提
供しない調査会社
もある 

一、模倣案件の調査及び証拠収集
（サンプル費用は別途計算する）
ネットによるサンプルの購入のみで、実店舗 
訪問調査はない場合



台北市又は新北市





北部

（基隆市、苗栗以北。但し、台北市及び新北
市を除く）



中部（台中、彰化、南投以北）





南部





宜蘭





花蓮以南





二、模倣案件の取締りへの参加
（調査会社の人員が取締りの現場に赴く必要がある場合）
台北市又は新北市





北部





中部 台中、彰化、南投以北 





南部





宜蘭





花蓮以南





（基隆市、苗栗以北。但し、台北市及び新北
市を除く）

三、模倣案件の証人
（調査会社の従業員が検察署又は裁判所へ赴き、証人になる場合 
台北市又は新北市





北部

（基隆市、苗栗以北。但し、台北市及び新北
市を除く）



中部（台中、彰化、南投以北）





--

南部





宜蘭





花蓮以南





四、大規模に全台湾を範囲に調査する場合
（特定の業種において、特定の商品の販売状況を特定し調査する場合）
 軒以内、一軒の平均調査費用





 軒以内、一軒の平均調査費用





 軒以内、一軒の平均調査費用





 軒以内、一軒の平均調査費用





--

三、模倣品発見後の行動
権利者が自ら調査を実施することによって市場で模倣品を発見したときに権利者
がとることのできる主な行動及び対策には、サイバーモール（電子商店街）に対して
通報すること、警告状を送付すること、民事訴訟を提起すること、及び刑事告発又は
告訴により刑事捜査手続の発動を促すことなどがある。しかし、如何なる行動又は対
策をとるべきかは、権利者の考え方や目的により異なる。

（一）権利者が自ら模倣品を発見した際の法的行動の選択：警
告状、民事手続、刑事手続
各サイバーモール（電子商店街）に対する通報
 サイバーモール（電子商店街）で証拠を収集した結果模倣品が扱われている
ことが判明したが、単に侵害行為の停止のみを望む場合
権利者が単に模倣品業者の「模倣品販売による侵害行為の停止」を希望し
て い る に す ぎ ず 、 か つ 、 権 利 者 が 「 Yahoo! 奇 摩 」 オ ー ク シ ョ ン
（ https://tw.bid.yahoo.com/ ） 又 は 「 露 天 」 イ ン タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン
（http://www.ruten.com.tw/）等のサイバーモール（電子商店街）で証拠となる
模倣品を購入した場合は、特に警告状を送付する必要はない。各サイバーモ
ール（電子商店街）の「知的財産権侵害商品の摘発に関する規則」に従って
権利者声明書及び通報書などに記入すれば（例えば、
「Yahoo!奇摩」オークシ
ョンの規定は https://tw.mall.yahoo.com/help/policy/copyright.html、
「露天」イン
タ ー ネ ッ ト オ ー ク シ ョ ン の 規 定 は http://www.ruten.com.tw/system/server_
center.htm?000600050026 で入手可能である）、各サイバーモール（電子商店街）
が通報を受理しこれを処理する。権利侵害が認定されれば販売は中止され、
またサイト上から当該商品が削除されることになる。
 留意すべき事項
各サイバーモール（電子商店街）が模倣侵害を認定しても、売主の個人情
報を保護するため、その対処はインターネット上から商品を削除することに
とどまり、権利者に対し売主の連絡先等の情報を提供することは拒否してい
ることに留意すべきである。したがって、権利者の目的が、単に模倣品業者
の「模倣品の販売による侵害行為の停止」を求めることにとどまらず、さら
に上流業者の情報提供、損害賠償を請求するなどその他の要求も含む場合、
権利者は最初から各サイバーモール（電子商店街）に通報するという手段を
取るべきではなく、以下に挙げるその他の行動及び行為を選択し、実行すべ
きである。

--

警告状の送付
 警告状を送付する理由
権利者が自ら調査し市場で模倣品を発見した場合において、まず警告状を
模倣品侵害業者に送付することがあるが、その場合、通常、以下のような理
由による。
① 権利者の模倣品侵害業者に対する要求事項が多岐にわたる場合
権利者がサイバーモール（電子商店街）で模倣の事実があることを発見
した場合において、権利者の要求が、単に各サイバーモール（電子商店街）
に通報しインターネット上から商品を削除することにとどまらず、さらに
模倣品侵害業者に対し「権利者の損害の賠償」、「謝罪広告の掲載」、「在
庫の模倣品の引渡し及び処分」或いは「具体的な上流業者の情報の提供」
等を要求する場合、警告状に権利者の具体的な要求を明確に記載しておく
必要がある。
② 遅くとも警告状を受け取った日の翌日から模倣品侵害業者は侵害事実を
明確に知っていた（「明知」）と主張したい場合
商標法又は著作権法の刑事責任は、行為者に「直接故意（明知）」又は
「故意」があることを要件としている。そこで、このような主観的構成要
件を模倣品侵害業者が確実に満たしているという証拠を収集できなかっ
た場合に、実務上、権利者は警告状を送付して、模倣品侵害業者が遅くと
も警告状を受け取った日の翌日から「明知」していたことになると主張す
るケースが多い。商標については、智慧財産法院  年度刑智上易第 
号刑事判決がこのような見解を採用しているが、裁判所がこのような主張
を受け入れるかどうかについては、ケースバイケースで判断されることに
なる。
③ 権利者が正式な民事・刑事の法的行動をとるか否かをまだ決めていない場
合
民事訴訟・刑事訴訟も選択肢の一つであるが、いきなり訴訟の対策をと
る場合、時間・費用が掛かるため、侵害事情が深刻でなく、訴訟する前に、
警告状送付も対応方法のひとつになると考える。警告状の相手方の模倣品
侵害業者の返答いかんによって、さらに民事又は刑事の法的行動をとるか
どうかを決める場合もある。

--

 警告状の内容及び注意事項
警告状の内容及び注意事項については、後掲「四、警告状送付」の章で詳
しく説明する。
民事手続、刑事手続
 権利者が民事手続、刑事手続に従って案件を処理する理由
権利者が自らの調査で市場において模倣品を発見した場合において、模倣
品侵害業者に対し民事手続又は刑事手続をとる理由としては、通常、以下の
ようなものがある。
① 権利者が模倣品侵害業者に警告状を送付したが、模倣品侵害業者から何ら
回答がなかった場合。
② 権利者が模倣品侵害業者に警告状を送付し、模倣品侵害業者と交渉を始め
たが、双方による協議の結果、模倣品侵害業者の対応が権利者の要求に達
しなかった場合。
③ 悪質性が重大な模倣品侵害業者（例えば、再犯である場合、侵害の規模が
膨大である場合、又は上流のサプライヤーである場合など）に対して、直
接民事又は刑事の手段を講じることを考慮する必要があり、先に警告状を
送付するには及ばず、さらに警告状がやぶ蛇となりその後の刑事捜査にお
ける押収に悪影響が生じるのを防止すべきであると権利者が考えた場合。
 注意事項
民事・刑事手続の詳細については、後掲「五、刑事手続」及び「六、民事
手続」の章で詳しく説明する。
また、原則として、商標法、著作権法又は専利法に違反する模倣品に対し
て、上記の考え方で処理することができるが、専利法に違反する模倣品に関
しては刑事責任がないため、刑事手続を利用することはできない。

（二）関係行政機関が模倣品を摘発した場合における関係行政
機関への対応、協力方法等
上記 一 では、権利者が自ら模倣品を発見した場合に、権利者の考え方及び目的
に応じて、サイバーモール（電子商店街）への通報、警告状送付、民事・刑事訴訟
手段等をとる等の法的行動を臨機応変に自ら選択できるということを述べた。しか
し、模倣品の案件は刑事犯罪に関わるので、模倣品が関係政府機関（例えば、税関、

--

警察又は調査局等）により摘発される場合もある。これは、商標法又は著作権法違
反の場合に限られ、専利法違反の場合については、単なる私人間の権利侵害の紛争
には原則として関係政府機関が自ら積極的に介入することはないので、含まれな
い。関係政府機関により模倣品が摘発された場合、法的行動を主導するのは関係行
政機関であるため、権利者が関係行政機関にどのように対応し協力すべきかについ
て、以下に説明する。
鑑定への協力
 権利者は、関係行政機関から真偽判定の要請を受けた場合、積極的に協力す
べきである
権利者による関係行政機関への協力のうち、関係行政機関にとって最も重
要であるのは鑑定である。即ち、関係行政機関が特定した物品（例えば、あ
るインターネットで売主がインターネット上に掲載している疑わしい商品
の写真）又は押収した証拠物（一般市民が関係行政機関に告発した際に提出
した証拠物又は関係行政機関が先に証拠として収集した証拠物又は関係行
政機関が取締りの結果押収した証拠物）等が、果たして権利者が生産又は授
権生産した真正品なのか、それとも模倣品であるのかを判定することが最も
重要である。後日被告が法廷において、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、案件の発端においては、権利者の鑑定協力がなければ、基
本的に関係行政機関は真偽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くなる。よって、関係行政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。
 鑑定の嘱託
大多数の模倣品侵害案件の被告は、権利者の鑑定報告結果を争わない。そ
の理由は、権利者の多くは真正品の生産業者であり、だれよりも商品の詳細
及び特徴を熟知しているからである。しかし、一部の少数の案件においては、
権利者が提出した鑑定報告の証拠能力を被告が執拗に否定するケースもあ
る。その場合の対応方法は、刑事訴訟法第  条  項の規定1により、裁判所
又は検察官が権利者に嘱託し鑑定を行なせることによって権利者が提出し
た鑑定報告に証拠能力を生じさせるというものである。ただし、被告が頑な
に、公平性を欠くという理由をもって、権利者が嘱託鑑定を受けるべきでな
い、と裁判所又は検察官に対し主張することが想定される。この場合、権利

刑事訴訟法第  条  項「裁判所又は検察官は、病院、学校又はその他相当な機関、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，第  条ないし第  條の  の規定に準用し；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命じることができる。
」

--

者がかつて、例えば偽造薬模倣品案件で、裁判所から権利者の製薬工場試験
室での化学分析鑑定を嘱託され公文書を作成したことがあるなど、裁判所又
は検察官が権利者に嘱託するに足るような実績があれば、通常その他の案件
においても裁判所又は検察官はそれにならって処理する。
なお、侵害鑑定報告の内容及び書式については、後掲「五、刑事手続（四）
侵害鑑定」、
「六、民事手続（二）本案訴訟の請求 侵害鑑定」及び「七、水
際対策 書類文例」を参照されたい。
証拠収集への協力
関係行政機関が模倣品を摘発するにあたり、如何なる証拠物も未だ押収して
いない場合は、模倣品侵害業者等の被疑者から証拠収集のために購入する必要
がある。関係行政機関は、その予算に制限があったり、又は年度の予算が既に
残っていないなどという場合に、権利者に対し、費用を負担して被疑者から物
品を購入し、証拠収集してほしいと要請することもある。
「二、模倣品の調査及
び発見」の章で言及したように、証拠収集を行う者は、自身が後日、法的手続
きにおいて証人として法廷に召喚される可能性を考慮したうえで、専門の調査
会社に証拠収集を依頼することが多い。権利者は、自身が模倣品対策の予算を
設けているのか否か、及び、関係行政機関の証拠収集に協力することが、将来
的に関係行政機関による権利者市場の模倣品撲滅の重視に繋がるのかどうか、
の兼ね合いなどを考慮して、このような費用を負担するかを決定することにな
る。

（三）行動をとる前の留意点
以上、権利者が自らの調査で模倣品を発見した場合及び関係行政機関により模倣
品が摘発された場合という二つの状況について、それぞれ権利者がとることのでき
る行動及び協力を説明した。行動及び協力をする前の最も重要な留意点は、そもそ
も権利者自身が模倣品の撲滅及び処理に対し如何なる方針又は姿勢をとっている
のかという点である。模倣品侵害案件処理の目標が、
「侵害行為の停止」か、
「権利
者の損害の賠償」か、「謝罪広告の掲載」か、「模倣品の引渡し及び在庫品の処分」
か、それとも「具体的な上流業者の情報の提供」なのか、等を定めて、初めて、権
利者がとるべき行動を決めることが可能になる。また、関係行政機関の模倣品摘発
に対し、権利者は、将来の模倣品の撲滅又は処理を見据えた長期的計画のもと、積
極的に協力するのか、それとも単に鑑定協力はするが費用は負担しないという消極
的態度にとどめるのか、などを前もって決めておくことにより、関係行政機関から
の要求に対し即座に対応することができると同時に、権利者自身の目的も達成され
ることになる。

--

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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