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第二章 商標保護の重要性

第一節 商標保護の重要性

商標保護の重要性について、第三者による先取り登録、および権利侵害の二

つの側面から討論する。自身が使用する商標について、台湾で登録出願をして

いなければ、自国で使用中の商標が第三者により台湾で先取り登録（冒認登録

ともいう）される可能性がある。商標が先取り登録されてしまった場合、後か

ら出願した商標が登録査定される可能性は極めて低く、このままでは台湾で商

標権を取得することができない。台湾では当該商標権を第三者が持つことにな

り、この状態で台湾で第三者が登録した商標を使用した場合、当該第三者から

商標権侵害を訴えられるリスクがある。よって、自身の商標保護をしっかり行

わないければ、会社の無形資産を確保できないだけでなく、商標権侵害の紛争

に関わり、会社は第三者から損害賠償を請求されるなどの事態になりかねない。

そこでまず、商標にはどのような機能があるのか、そして商標の法律上の地位

を理解することは、企業が商標保護の重要性を理解する助けとなるはずである。

一、商標とは

台湾商標法第 条に「 商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記

号、色彩、立体形状、動き、ホログラム、音など、又はその結合によって構成

するものをいう。 前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指

示されている商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品又は役務と区別でき

るものをいう。」と規定されている。

これによれば、商標は商業主体の商品又は役務を表彰するのに用いる標識で

ある。『商品又は役務を表彰する標識とは、一般消費者が一見すれば、それが

商品又は役務を代表するブランドであると分かる識別性を有するものを指す。

他人の商品又は役務と区別できるというのは、一般消費者が一見して、それが

特定の主体の商品又は役務を代表するとわかる識別性を有することを指す。よ

って、商標又は役務の標章が「識別性」を有するかの判断は、一般消費者の立

場に立って、一般生活の経験により、商標又は標章の全体について観察し、そ

の使用方法、実際の取引の状況及びそれが使用を指定している商品又は役務等

を総合して審酌しなければならない。』 智慧財産法院 年度行商訴字第 号
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行政判決を参照

二、商標の機能

（一）識別機能（ ）

識別機能とは、自己の商品と他社の商品の区別を識別する機能であり、これ

は即ち商品の同一性を表示する機能でもあり、商標の基本的な機能である。営

業者が商品に商標を付すことは、自分の文書を識別するために署名捺印するよ

うなものであり、商業競争において重要かつ不可欠なものである。

（二）出所表示機能（ ）

出所表示機能とは、商標を使用した商品が同一の出所の商品であることを表

示する機能である。同一の出所という点について、商標の発展からみると、早

期の商標は商品の物質の出所しか表示できず、狭義のものであったが、営業方

法の発展と取引過程の複雑化により、消費者は必ずしも商品の詳細な製造者や

提供者の情報を知る必要がなくなっており、ライセンサーが商標を使用するこ

とも含めて、同一の商標が使用された商品は同一の出所であると認識し、同一

の出所という概念は広義になっている。

（三）品質保証機能（ ）

品質保証機能とは、商標が付された商品が一定の品質を有することを示す機

能である。商標の品質保証機能は、商標が示す商品が高水準の品質であるとい

うわけではなく、品質の良し悪しや物質の出所に関わらず、同一の商標が付さ

れた商品は同一の品質であることを示している。消費者は商標を付された商品

の品質を認知、信頼することにより商品を選択し、営業者にとってみれば商品

の信頼を築くという効果がある。

（四）広告宣伝機能（ ）

消費者に商標を認知させたり、商標を付した商品の特長や営業者の印象を向

上させ、その印象を用いて再度購入する意欲を生じさせる機能である。商品の

選択は必ずしも理性によるものではなく、感情的な影響も受けている。商標は

その商標権者と消費者の媒体であり、消費者の商品に対する購買意欲に直接接

触することができる。現代の大量生産、大量販売の高度発展社会において、商

標の広告宣伝機能はより重要になってきている。

 

 
第二章 商標保護の重要性

第一節 商標保護の重要性

商標保護の重要性について、第三者による先取り登録、および権利侵害の二

つの側面から討論する。自身が使用する商標について、台湾で登録出願をして

いなければ、自国で使用中の商標が第三者により台湾で先取り登録（冒認登録

ともいう）される可能性がある。商標が先取り登録されてしまった場合、後か

ら出願した商標が登録査定される可能性は極めて低く、このままでは台湾で商

標権を取得することができない。台湾では当該商標権を第三者が持つことにな

り、この状態で台湾で第三者が登録した商標を使用した場合、当該第三者から

商標権侵害を訴えられるリスクがある。よって、自身の商標保護をしっかり行

わないければ、会社の無形資産を確保できないだけでなく、商標権侵害の紛争

に関わり、会社は第三者から損害賠償を請求されるなどの事態になりかねない。

そこでまず、商標にはどのような機能があるのか、そして商標の法律上の地位

を理解することは、企業が商標保護の重要性を理解する助けとなるはずである。

一、商標とは

台湾商標法第 条に「 商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記

号、色彩、立体形状、動き、ホログラム、音など、又はその結合によって構成

するものをいう。 前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指

示されている商品又は役務の出所を認識させ、他人の商品又は役務と区別でき

るものをいう。」と規定されている。

これによれば、商標は商業主体の商品又は役務を表彰するのに用いる標識で

ある。『商品又は役務を表彰する標識とは、一般消費者が一見すれば、それが

商品又は役務を代表するブランドであると分かる識別性を有するものを指す。

他人の商品又は役務と区別できるというのは、一般消費者が一見して、それが

特定の主体の商品又は役務を代表するとわかる識別性を有することを指す。よ

って、商標又は役務の標章が「識別性」を有するかの判断は、一般消費者の立

場に立って、一般生活の経験により、商標又は標章の全体について観察し、そ

の使用方法、実際の取引の状況及びそれが使用を指定している商品又は役務等

を総合して審酌しなければならない。』 智慧財産法院 年度行商訴字第 号

- 3 -



 

 
例を挙げると、消費者が量販店でテレビを購入するとき、豊富な種類のテレ

ビがある。この中からどうやって選択するのか。このとき、各テレビには

、 、 、 などの商標が付されており、その他のメーカと区

別することができ、消費者は自分の好きなメーカのテレビを選択することがで

きる。これらのテレビは必ずしも商標権者の国で製造されたものとは限らず、

海外のメーカが台湾の業者にライセンスして台湾で製造されたものもあるが、

オリジナルの商標が表示されている。消費者は、これらの商標を通じて、たと

え国外の商標権者のメーカーが製造したものではないとしても、ライセンス業

者が製造したものであると認識するとともに、同等の品質があると認識する。

消費者は特定のブランドの製品を使用して気に入ったり、又は知人の紹介によ

り自分が所望する性質があることを認識するなど、商標を媒介として正確な商

品を選択する。消費者が購入する際の媒体としているため、業者もメディアで

大々的に宣伝をして自社製品の特長や印象を向上させる。

商標は、識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を有してお

り、全ての企業が商品を販売する際に商標は不可欠であると言える。ところが、

品質の低い商標模倣品が流通すると、これまで築いてきた商標の印象や信頼が

汚染されてしまうことから、商標を保護することが重要性である。

三、商標の法律上の地位

台湾の商標制度は登録主義を採用しているので、商標権は主務官庁に登録出

願し、登録されてからはじめて取得できる。登録した後なければ、第三者に対

する排他権を行使できず、つまり第三者に対して権利侵害を主張することがで

きない。また、商標権者の権利を作り出したのであれば、商標権者は使用する

義務があり、正当な理由なく 年を超えて使用されていなければ、あらゆる者

がこれに対して取消審判を請求することができる。

未登録の商標は、第三者から権利を主張されなければ、その使用に問題がな

いものの、たとえ他人が模倣しても、未登録の商標の所有者は第三者に対して

商標権侵害を主張する権利がない。ただ、未登録の商標が台湾で一定期間使用

され、表徴の地位を取得した場合、公平交易法の関連規定により、第三者に対

して表徴権を主張して排他することができる。
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第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介

台湾で事業展開するにあたって、商標の問題を避けて通ることはできない。

オリジナルブランドを有する企業（以下「オリジナル企業」）が台湾で直営の

形態で経営する場合、自身の商標を使用する前に、商標が合法に登録されてい

るかに注意しなければならない。直営ではなく、台湾現地の代理店を通じて販

売する場合も、商標の使用に関して、より詳細に注意を払う必要がある。本文

では、オリジナルブランドを有する日本企業と台湾代理店との間で発生しがち

な紛争の形態から討論し、関連事例を通して理解を深め、それからライセンス

の登記問題について論じていき、日本企業が台湾で事業展開する前に注意すべ

き商標問題について整理する。

また、台湾での事業展開のもう一つの形態として、例えば、日本企業が台湾

でイタリアブランドの商品を販売するように、日本企業が自身のブランドを持

たずに他の企業の製品を代理販売する場合がある。本文で紹介するような、代

理店に起こり得る商標問題に注意しなければならない。

一、 代理店とオリジナル企業との間で生じる商標紛争のタイプ

一  商標権の帰属に関する紛争

、 商標出願前にオリジナル企業の同意を得たか否か

よくある紛争のタイプの一つは、オリジナル商標の台湾での権利帰属の問題

である。商標は属地主義を採用しているため、日本で商標を登録していても、

台湾で排他権を取得するためには、台湾でも登録出願しなければならない。登

録されてはじめて台湾商標法による保護を受けることができる。しかし、台湾

の市場を重視しなかったり、商標出願などの費用を節約するなどの理由のため

に台湾で登録出願しない企業がある。そして、台湾の代理店が長年にわたって

努力することにより商標の知名度が上がった場合、当該商標が有名になったの

は、代理店の努力の成果であり、商標権は代理店に帰属すると考える。オリジ

ナル企業は、商標の知名度が上がってきているため、商標を放棄しようとは思

わず、オリジナル企業こそが合法な商標権者であると主張する。このような状

況で、台湾代理店が商標を出願して登録すれば、紛争が発生する。
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智慧財産法院行政判決 年度行商訴字第 号の事例では、日本企業が代理

店 と数年提携した後、理由があって提携が終了し、代理店 と提携を開始し

た。その後代理店 はオリジナル企業の商標を登録出願し、代理店 に対して

商標権侵害訴訟を提起した。最終的に日本企業が登録無効審判を行うことでよ

うやく当該商標を取り消すことができた。この判決の争点の一つは、代理店

が商標を登録出願することを、オリジナル企業が同意したか否かである。

商標法第 条第一項第 号規定 「次に掲げる各号のいずれかに該当する商

標は、登録することができない：…十二、同一又は類似の商品又は役務につい

て、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人と

の間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人

の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、そ

の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。」。この条文の但書の内

容から、代理人が登録出願することをオリジナル企業が同意すれば、当該商標

に不登録事由がなくなり、その後代理関係が終了したとしても、登録された商

標の効力には影響しないことがわかる。

しかしながら、代理店とオリジナル企業が商標の権利義務関係の問題を契約

書に明確に約定していなかった場合、双方の間の真意が何であるかが不明確に

なってしまい、裁判所が関連事実証拠をもとに認定しなければならなくなる。

裁判所が事実証拠を踏まえて、オリジナル企業が代理店に商標出願に同意した

と認定した場合、無効審判又は取消審判を通じて商標を取り戻すことができな

くなる。ただし、もし双方が代理店契約を締結する際に、契約終了後に商標を

オリジナル企業に返還することを約定していれば、契約を通じて商標の返還要

求することができる。

先ほど紹介した智慧財産法院行政判決 年度行商訴字第 号の事実関係の

ように、オリジナル企業が無効審判により代理店が先取りした商標の登録を取

消しできればよいが、もし取り消すことができなかった場合、商標を取り戻す

ことができないどころか、代理店 は代理店 から権利侵害を訴えられ、その

賠償責任は、代理店契約の瑕疵担保責任によりオリジナル企業に請求される。

オリジナル企業は、代理店 に商標を使用許諾したのであれば、本来、合法的
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に有効で、かつ権利侵害をしない商標を代理店 に提供しなければならないに

もかかわらず、代理店 がオリジナル企業の商標を使用した製品を販売したこ

とで権利侵害を訴えられたのであれば、これにより生じた全ての損失はオリジ

ナル企業が賠償しなければならない。

また、オリジナル企業が、代理店が商標の登録出願することに同意したとし

ても、代理店の名義で登録することに同意したか、又は代理店が代わりに手続

きを行うことだけに同意したのかが争点となることがあり、契約書にはっきり

と「自己の名義で」登録出願してもよいかをはっきり約定しておく必要がある。

、同意した範囲はどこまでか

オリジナル企業が代理人に商標登録出願することに同意したことを証明でき

る書面を代理店が有する場合、実務上、同意した登録範囲はどこまでか？とい

う点が争点となる。上述の登録の名義が誰であるかの紛争の他、実務上、同意

した登録範囲について考えの食い違いがあり、一体どの図案のどの商品区分に

ついて登録を同意したのかが問題になることがある。これについては、「 」

商標の事例が代表的である。

「 」商標紛争の発端は、 年に 社が 社にライセンスして「 」

商標商品の代理販売が開始し、その協議書には、 社が香港、日本以外の国で

「 」商標の登録出願ができると約定されていた。 社は、 年頃に台
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録した商標は非合法であるとして、それらの「 及侍者図」商標を譲り受
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てをした案件である。これらの異議申し立ての案件の判決結果のほとんど

 

 
智慧財産法院行政判決 年度行商訴字第 号の事例では、日本企業が代理
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商標権侵害訴訟を提起した。最終的に日本企業が登録無効審判を行うことでよ
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ように、オリジナル企業が無効審判により代理店が先取りした商標の登録を取

消しできればよいが、もし取り消すことができなかった場合、商標を取り戻す

ことができないどころか、代理店 は代理店 から権利侵害を訴えられ、その

賠償責任は、代理店契約の瑕疵担保責任によりオリジナル企業に請求される。

オリジナル企業は、代理店 に商標を使用許諾したのであれば、本来、合法的
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は裁判所により商標を取り消しされた。その理由としては、 社は代理契約

の当事者ではないため、 社から商標登録出願することの同意を直接得てい

ないため、その出願は合法ではないと判断された。

 代理契約期間に出願した「 」商標 社が代理契約の契約期間に、

社が登録出願することに同意したシリーズの「 」商標である。その

後に 社に譲渡され、 社が代理契約終了後にこれらの「 」商標につ

いて無効審判を提起した。 社の主張は、契約時の合意は、契約の目的によ

り解釈すれば、代理契約の契約期間においてのみ商標を登録することがで

き、契約終了後は含まれていないうえ、すでに代理契約は終了しているの

で、「 」商標は取消されるべきであると主張した。この主張に対し

て、裁判所の判決は、商標の商品区分によって異なる裁判結果となった。

バッグ類の商品に対して、裁判所は、 社が商標の出願に同意したので

あれば、これらの商標に不登録事由がなく、たとえ両者の代理契約が終

了しても、契約終了前に取得した権利には影響しないと認定した。よっ

て、「 」商標のバッグ類の商品区分に対する無効審判案は、 社が

いずれも敗訴した。台北高等行政法院 年訴字第 号行政判決参照

バッグ類以外の商品は、裁判結果が異なった。例えば、衣服商品の商品

区分は、契約で同意した範囲ではないとして、 社が勝訴した 台北高等

行政法院 年度訴字第 号判決参照 。ベルト等の商品区分では、

同意した範囲内であるとして、 社が敗訴した 台北高等行政法院 年度

訴字第 号判決参照 。

以上のことから、同じ契約の文言解釈に対する裁判所の見解は異なることが

分かる。代理店が商標を登録することに同意した約定に関して、契約の解釈や

裁判所による事実認定に応じて、各裁判所の判断が異なる可能性がある。よっ

て、契約の中でオリジナル企業が代理店による商標登録に同意すると約定する

場合、後日争議が生じることを避けるため、商標権者の名義、商標図案、指定

する商品又は役務の範圍等を詳細に明記しておくべきである。

本件商標の争議により、 社は台湾で商標権を取り戻せず、台湾市場になかな

か再進出することができなかったが、 年 月に数年の訴訟を経た両社は和
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解し、ようやく 社は台湾に再進出した。
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て代理店が登録した商標を取り消した。智慧財産局と裁判所の判断が異なって
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訳する方法は色々あるため、中国語に翻訳した商標とオリジナルの英語商標が

類似を構成しないと裁判所が認定する可能性もある。このため、中国語の商標

権の帰属を代理契約の中できちんと約定しておけば、代理契約が終了した後も、

中国語商標の権利を確保することができる。

三 商標に関するの文書の真偽にかかる争議

次に紹介するのは、代理店が智慧財産局に提出した文書が文書偽造であると

オリジナル企業が主張する場合である。例えば、代理店が提出した、オリジナ

ル企業が登録出願に同意した同意書が、後にオリジナル企業によって無効であ

ると訴えられた事例がある 智慧財産法院行政判決 年度行商訴字第 号案
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バッグ類以外の商品は、裁判結果が異なった。例えば、衣服商品の商品

区分は、契約で同意した範囲ではないとして、 社が勝訴した 台北高等
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同意した範囲内であるとして、 社が敗訴した 台北高等行政法院 年度

訴字第 号判決参照 。

以上のことから、同じ契約の文言解釈に対する裁判所の見解は異なることが

分かる。代理店が商標を登録することに同意した約定に関して、契約の解釈や

裁判所による事実認定に応じて、各裁判所の判断が異なる可能性がある。よっ

て、契約の中でオリジナル企業が代理店による商標登録に同意すると約定する

場合、後日争議が生じることを避けるため、商標権者の名義、商標図案、指定

する商品又は役務の範圍等を詳細に明記しておくべきである。

本件商標の争議により、 社は台湾で商標権を取り戻せず、台湾市場になかな

か再進出することができなかったが、 年 月に数年の訴訟を経た両社は和
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例参照 。また、代理店がオリジナル企業との間で台湾商標権を代理店の名義に

移転することを約定したが、オリジナル企業によってその移転の文書が偽造で

あると主張されることがあり、実務上でも実際にこのような事例が発生してい

る。代理店はこれらの文書の提出にあたって、その依拠となる契約書の文言に

注意しなければ、偽造文書であると訴えられる可能性があるので注意が必要で

ある。以上のことから、オリジナル企業と代理店との間の紛争の多くは契約の

文言が明確でないことに起因することが多い。このため、オリジナル企業と代

理店が代理店契約において権利義務関係を明確に約定しておくことが重要であ

る。

四 ライセンス契約終了後の在庫品の処理

代理店契約終了後、代理店が商標表示されている在庫品を継続して販売した

場合、権利侵害の問題はあるのかについて、いくつかの事例をあげて説明する。

【事例 】

オリジナル企業と生産販売を行う代理店は契約終了後三ヶ月以内に在庫品を

完売すると約定したが、製造しても良い数量や、販売先が自然人又は法人に限

るのかについて約定していなかった。代理店がライセンス期間内に製造した製

品を、三ヶ月以内に別の法人に販売し、当該法人がその転売を行った。代理店

がライセンス期間内に製造した製品は、理論上は合法に生産された真正品であ

り、法人に販売した時点でオリジナル企業の商標権はすでに消尽し、たとえ契

約終了後に市場に流出したとしても、オリジナル企業は権利侵害を主張するこ

とはできない（智慧財産法院刑事判決 年度刑智上易字第 号を参照 。オ

リジナル企業と代理店は一定期間内に在庫を完売することを明確に約定してい

たものの、ライセンス期間に代理店が製造してもよい数量を約定しておらず、

このライセンス期間に代理店が製造した商品は全て真正品である。代理店が約

定した期間内にそれらの在庫を販売さえすれば、オリジナル企業の商標権は販

売された時にすでに権利が消尽し、買受人がそれらの商品を市場に流通させて

転売することは、当然権利侵害の問題がない。

【事例２】
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商標ライセンス契約において契約終了後六ヶ月を商品の処分期間として定め、

その処分期間後は販売してはならず、代理店はオリジナル企業の商標を除去し

なければならないと約定していた。よって、代理店が契約に反して処分期間後

も当該商標を付して商品を販売したことは、使用許諾を得ずに同じ商標を同じ

商品に使用したとして、商標権侵害を構成する 智慧財産法院刑事判決 年度

刑智上易字第 号を参照 。事例１と異なるのは、契約において約定した在庫

の処分期間を過ぎた後、代理店はオリジナル企業の商標を付した商品を販売し

てはならず、オリジナル企業の商標を除去しなければならないと約定していた。

代理店がそのまま販売を継続した場合、ライセンス範囲ではなく権利は消尽し

ていないので侵害にあたる。

【事例３】

両社間に書面の商標ライセンス契約はないものの、期限のない商標使用許諾

の関係が成立していた。継続的契約は、事前通知しなければ終了することがで

きないことから、合法的に契約を終了していない場合、ライセンス関係は継続

して有効であり、権利侵害の問題はない。 智慧財産法院刑事判決 年度刑智

上易字第 号を参照 。この事例は、商標ライセンス契約が継続的契約であると

認定され、商標権者が法により契約を終了する手続きを採っていなかったため、

ライセンス契約は継続して有効であると判断された。このため、代理店が商標

を使用することは、権利侵害とはいえない。

【事例４】

代理店は自ら生産を行い、中国で販売を行うことの許諾を受けていた。そし

て中国での販売先の会社がその商品を台湾に転売したことは、「権利消尽の原

則」が適用される。裁判所は真正品の平行輸入であるとして、権利侵害にはあ

たらないと認定した 智慧財産法院刑事判決 年度刑智上易字第 号 。オリ

ジナル企業は中国の代理店が製造販売することに同意しているため、本件の商

品は真正品であり、その後、台湾の業者が台湾に並行輸入して台湾で販売して

も、権利侵害を構成しない。

【事例５】

ガソリンスタンドが商標ライセンス契約終了後に、オリジナル企業の商標を

 

 
例参照 。また、代理店がオリジナル企業との間で台湾商標権を代理店の名義に

移転することを約定したが、オリジナル企業によってその移転の文書が偽造で
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文言が明確でないことに起因することが多い。このため、オリジナル企業と代
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場合、権利侵害の問題はあるのかについて、いくつかの事例をあげて説明する。

【事例 】

オリジナル企業と生産販売を行う代理店は契約終了後三ヶ月以内に在庫品を

完売すると約定したが、製造しても良い数量や、販売先が自然人又は法人に限

るのかについて約定していなかった。代理店がライセンス期間内に製造した製

品を、三ヶ月以内に別の法人に販売し、当該法人がその転売を行った。代理店

がライセンス期間内に製造した製品は、理論上は合法に生産された真正品であ

り、法人に販売した時点でオリジナル企業の商標権はすでに消尽し、たとえ契

約終了後に市場に流出したとしても、オリジナル企業は権利侵害を主張するこ

とはできない（智慧財産法院刑事判決 年度刑智上易字第 号を参照 。オ

リジナル企業と代理店は一定期間内に在庫を完売することを明確に約定してい

たものの、ライセンス期間に代理店が製造してもよい数量を約定しておらず、

このライセンス期間に代理店が製造した商品は全て真正品である。代理店が約

定した期間内にそれらの在庫を販売さえすれば、オリジナル企業の商標権は販

売された時にすでに権利が消尽し、買受人がそれらの商品を市場に流通させて

転売することは、当然権利侵害の問題がない。

【事例２】
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継続してしてガソリン給油の役務を行ったことに、権利消尽原則の適用はない。

智慧財産法院民事判決 年度民商上字第 号を参照 。ガソリンスタンドが

ライセンス契約終了後に、すでに購入したが販売していない在庫のガソリン商

品について、権利消尽の原則を適用できることに疑義はない。但し、ガソリン

スタンドの看板にオリジナル企業の商標を継続して使用することは、当該ガソ

リンスタンドがガソリン給油の役務を行うことを表徴しており、この部分に消

尽の原則の適用はなく、ガソリン給油の役務を行うことは権利侵害を構成する。

【事例６】

代理店はオリジナル企業から商品を買受けたが、販売代理契約終了後も商品

は売れ残り大量の在庫が残った。代理店が看板にオリジナル企業の商標を用い

てオリジナル企業の商標の商品を引き続き販売していることは、合理使用であ

ると判断された 智慧財産法院民事判決 年度民商訴字第 号参照 。事例五

と事例六の違いとして、商標を「商品」に使用するのと、「役務」に使用する

のは異なる概念である点に注意する必要がある。この事例において、代理店が

購入した未販売の商品にも権利消尽の原則の適用がある。オリジナル企業はこ

れに対して権利侵害を主張しておらず、代理店の看板にオリジナル企業の商標

を掲げたことが権利侵害であると主張した。裁判所は、代理店が看板を掲げた

行為はただ取り扱っている商品を表示しただけであり、該商標をもって自己の

小売の役務を表徴しているわけではなく、他人の商標を他人の商品に使用する

ことは、商標法第 条第 項第 号の商標の使用にはあたらないと認定した こ

の点については、「指示的合理使用」の概念であり、詳しくは第六章第三節で

紹介する 。

これらの事例の中で、代理店が契約終了後に在庫品を販売することが権利侵

害と認める場合とそうでない場合があることが分かる。そのポイントは、代理

店が販売する在庫品が、ライセンスされた商品であるのか？ライセンスの有無

の認定が重要なのは、商標法第 条第 項前段規定：「登録商標を付した商品

が、商標権者又はその同意を得た者により国内外の市場で取引きされ流通する

場合、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。」と規定

されているためである。もしライセンスされた商品であれば、商標権者の権利
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は消尽し、権利侵害を主張することができない。但し、商標権者の同意を得ず

に販売したものであれば、消尽原則の適用がなく、権利侵害を構成する。

二、代理店がライセンスの登記をしなかった場合の不利益

外国のオリジナル企業が台湾で商標を登録し、代理店が台湾でオリジナル企

業の商標で商品を販売する場合、オリジナル企業の商標の使用許諾を受ける必

要がある。両社がライセンス契約を締結した後、ライセンスの登記を行う必要

があるのか？登記しなかった場合、代理店にとってどのような不利益が生じる

のか

年に改正された商標法第 条第一、二項に「 商標権者は、その登録商

標の使用を指定した商品又は役務の全部又は一部について、指定地区で専用使

用権又は非専用使用権を許諾することができる。 前項の使用許諾は、商標主

務官庁に登記していない場合、第三者に対抗することができない。」と規定さ

れている。ライセンスの登記は商標ライセンスが効力を有するための要件では

ないものの、第三者に対抗するための要件である。代理店が合法にライセンス

を取得するのに、登記の必要はない。しかしながら、商標ライセンスを受けた

ことを主務官庁に登記せず、後にオリジナル企業が第三者に商標を移転し、一

つ目の代理店が商標を継続して使用していることに対して当該第三者から権利

侵害を訴えられた場合、一つ目の代理店は登記していないことを理由として第

三者に対抗できず、権利侵害であると認定される虞がある。このような事例は

実際にも発生しているので注意が必要である。

実務上の見解によると、代理店がライセンス登記をしていなければ、オリジ

ナル企業が商標を移転した際、オリジナル企業が商標を移転した日以降、代理

店は商標権侵害を構成し、讓受人は代理店の権利侵害を主張することができる。

商標法に「ライセンス登記した後に，商標権が移転された場合、そのライセン

ス契約は讓受人に対して継続して存在する」と規定されているので、反面解釈

すると、ライセンス登記をしていなければ、代理店は、讓受人に対してライセ

ンス契約が継続して存在すると主張することができず、権利侵害を構成する。

よって、代理店が商標ライセンスを取得した時、主務官庁でのライセンス登

記を行わなければ、代理店はオリジナル企業がいつ商標を移転するのか分から

 

 
継続してしてガソリン給油の役務を行ったことに、権利消尽原則の適用はない。

智慧財産法院民事判決 年度民商上字第 号を参照 。ガソリンスタンドが

ライセンス契約終了後に、すでに購入したが販売していない在庫のガソリン商

品について、権利消尽の原則を適用できることに疑義はない。但し、ガソリン

スタンドの看板にオリジナル企業の商標を継続して使用することは、当該ガソ

リンスタンドがガソリン給油の役務を行うことを表徴しており、この部分に消

尽の原則の適用はなく、ガソリン給油の役務を行うことは権利侵害を構成する。

【事例６】

代理店はオリジナル企業から商品を買受けたが、販売代理契約終了後も商品

は売れ残り大量の在庫が残った。代理店が看板にオリジナル企業の商標を用い

てオリジナル企業の商標の商品を引き続き販売していることは、合理使用であ

ると判断された 智慧財産法院民事判決 年度民商訴字第 号参照 。事例五

と事例六の違いとして、商標を「商品」に使用するのと、「役務」に使用する

のは異なる概念である点に注意する必要がある。この事例において、代理店が

購入した未販売の商品にも権利消尽の原則の適用がある。オリジナル企業はこ

れに対して権利侵害を主張しておらず、代理店の看板にオリジナル企業の商標

を掲げたことが権利侵害であると主張した。裁判所は、代理店が看板を掲げた

行為はただ取り扱っている商品を表示しただけであり、該商標をもって自己の

小売の役務を表徴しているわけではなく、他人の商標を他人の商品に使用する

ことは、商標法第 条第 項第 号の商標の使用にはあたらないと認定した こ

の点については、「指示的合理使用」の概念であり、詳しくは第六章第三節で

紹介する 。

これらの事例の中で、代理店が契約終了後に在庫品を販売することが権利侵

害と認める場合とそうでない場合があることが分かる。そのポイントは、代理

店が販売する在庫品が、ライセンスされた商品であるのか？ライセンスの有無

の認定が重要なのは、商標法第 条第 項前段規定：「登録商標を付した商品

が、商標権者又はその同意を得た者により国内外の市場で取引きされ流通する

場合、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。」と規定

されているためである。もしライセンスされた商品であれば、商標権者の権利
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ず、前述の事例での裁判所の見解によれば、ある日オリジナル企業が商標を移

転すれば、その移転日をもって、代理店はいままで合法に使用できた地位から、

突然に違法な使用となり権利侵害を構成することになる。

この他、商標法第 条第 項に「商標権が侵害されたとき、専用使用権の許

諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義を以って権利を行使

することができる。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」

と規定されている。このため、独占ライセンスの場合、一体権利侵害を主張で

きるのは商標権者なのか、又は独占使用権を有するライセンシーなのかについ

ても、契約の中で明確に規定しておく必要がある。

三、台湾での事業展開前に実施しておくべき事項

前述の各種の紛争からわかるように、外国企業である日本企業が台湾での投

資や事業展開を行う際に、商標について次の事項に留意する必要がある。

（一）商標登録を受けること

商標出願してから商標登録を受けるまでに少なくとも約８ヶ月かかるうえ、

商標登録を受けるまでの間に商標を使用した場合、第三者によって権利侵害を

訴えられる可能性があるため、外国企業は台湾で正式に商標を使用する前に、

予め商標出願した方が得策である。もしまだ登録されていない商標について他

人に使用許諾をするのであれば、ライセンス契約においてライセンシーは商標

が未登録又は出願中であることを承知しているとの内容を明記し、双方の権益

を明確に約定しておくべきである。そうすれば、今後争議が発生したとき、両

当事者の契約に基づいて処理することができる（未登録の商標は商標法の規定

を適用して権利を主張できないからである）。

（二）必要に応じて商標、証明標章、団体商標、団体標章として出願すること

第三章で詳しく説明するが、台湾現在の商標法の制度には、商標、証明標章、

団体商標、団体標章等があり、外国企業は使用形態によって商標、証明標章、

団体商標又は団体標章登録を出願すべきである。多くの国では、証明標章や団

体標章の制度がないため、証明標章や団体標章の代わりに商標を「役務」への
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使用として登録することがあるが、台湾で適切な保護を受けるためには、態様

に合った登録出願をしなければならない。

（三）商標ライセンスの登記を行うこと

外国企業が代理店であり、他のブランドの製品を独占的に代理販売する場合、

商標の使用許諾を取得する際に、その商標はオリジナル企業が台湾で合法的に

登録を受けたものであるかについて確認すべきである。また、商標の使用許諾

を受けたものの、オリジナル企業がその後商標権を第三者に譲渡したことによ

り、第三者から権利侵害であると訴えられることを避けるために、智慧財産局

でライセンス契約の登記を行っておくほうがよい。

（四）契約において商標権及び中国語訳の商標の帰属を明確に定めること

外国企業が商標の出願手続きを現地の代理店に任せる場合、将来、両当事者

が商標権の帰属について争いが生じることを避けるために、代理店にオリジナ

ル企業の名義で登録出願してもらうのか、それとも代理店自身の名義で登録出

願してもよいのかについて明確に約定すべきである。なお、外国企業は代理店

自身の名義で登録出願することに同意した場合、不登録事由が存在しないので、

その後無効審判をもって登録を取消しすることができなくなるので注意が必要

である。

また、中国語訳の権利帰属についても配慮が必要となる。代理店が中国語訳

の商標を使用した場合、中国語訳の商標の権利は誰に帰属するのか、契約終了

後にオリジナル企業に商標又は中国語訳の商標を返還する必要があるのかを契

約において明確に定めるべきである。代理店が商標出願することに同意する場

合には、登録する商標の図案や形式、ならびに登録する商品や役務の範囲につ

いても、契約において明確に定めるべきである。

（五）ライセンス契約終了後の在庫品処理について

ライセンス契約を締結する際に、ライセンス契約が終了した時のことを想定

して契約内容を定める必要があり、契約終了時に在庫品又は当該商標が付され

た不良品をどのようにして処理すべきかについて、契約書に明確に定めておく

べきである。もしオリジナル企業はライセンス契約終了後に代理店が製造、販

 

 
ず、前述の事例での裁判所の見解によれば、ある日オリジナル企業が商標を移

転すれば、その移転日をもって、代理店はいままで合法に使用できた地位から、

突然に違法な使用となり権利侵害を構成することになる。

この他、商標法第 条第 項に「商標権が侵害されたとき、専用使用権の許

諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義を以って権利を行使

することができる。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」

と規定されている。このため、独占ライセンスの場合、一体権利侵害を主張で

きるのは商標権者なのか、又は独占使用権を有するライセンシーなのかについ

ても、契約の中で明確に規定しておく必要がある。

三、台湾での事業展開前に実施しておくべき事項

前述の各種の紛争からわかるように、外国企業である日本企業が台湾での投

資や事業展開を行う際に、商標について次の事項に留意する必要がある。

（一）商標登録を受けること

商標出願してから商標登録を受けるまでに少なくとも約８ヶ月かかるうえ、

商標登録を受けるまでの間に商標を使用した場合、第三者によって権利侵害を

訴えられる可能性があるため、外国企業は台湾で正式に商標を使用する前に、

予め商標出願した方が得策である。もしまだ登録されていない商標について他

人に使用許諾をするのであれば、ライセンス契約においてライセンシーは商標

が未登録又は出願中であることを承知しているとの内容を明記し、双方の権益

を明確に約定しておくべきである。そうすれば、今後争議が発生したとき、両

当事者の契約に基づいて処理することができる（未登録の商標は商標法の規定

を適用して権利を主張できないからである）。

（二）必要に応じて商標、証明標章、団体商標、団体標章として出願すること

第三章で詳しく説明するが、台湾現在の商標法の制度には、商標、証明標章、

団体商標、団体標章等があり、外国企業は使用形態によって商標、証明標章、

団体商標又は団体標章登録を出願すべきである。多くの国では、証明標章や団

体標章の制度がないため、証明標章や団体標章の代わりに商標を「役務」への
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売した商品が市場に残らないようにしたいなら、予め契約において約定してお

く必要がある。在庫品について約定しておらず、代理店が在庫品を流通させて

しまった場合、在庫品もオリジナル企業の同意を得たものであると認定される

可能性があり、この場合、消尽の原則の適用により合法なものとして扱われて

しまう。

（六）権利侵害者に対して権利主張できる範囲について

前述のとおり、専用使用権者はそのライセンス範囲内で権利侵害者に対して

自ら権利を主張することができるが、契約において権利行使するのは商標権者

であると定めることも可能である。そのため、専用使用権のライセンス期間に

おいて、誰が権利侵害者に対して権利を主張し、その主張の範囲はどこまでな

のかにつき、契約で明確に定めておくことで、双方の権益をはっきりさせるこ

とができるだけでなく、この契約の約款を根拠として合法的に訴えを提起する

ことができる。

（七）準拠法の問題について

商標は一般的に国際性を有し、オリジナル企業と販売代理店との間のライセ

ンス契約は国際的なものが多く、例えば一つの契約を締結すると、同時に販売

代理店にアジア各国の商標事務の処理を授権することがある。しかし、各国の

商標法の制度が異なり、準拠法の規定も異なるため、各国の法制度にも留意し

なければならない。その例として、過去に世界的に話題となった案件がある。

台湾 社が投資した深セン 社は２００１年にＩＰＡＤ商標を中国に出願し、

その後台湾 社は 等世界各国でＩＰＡＤ商標登録を取得した。２００９年８
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添付資料５

商標並存同意書

______________株式会社の出願第 号「 」商標が、当社の登録

第 号「 」商標と並存することに同意する。

商標並存に同意後、今後当社が出願する商標が、前述の出願第 号

「 」商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似す

る場合、該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了

解した。

経済部智慧財産局 御中

同意者：           股份有限公司（印）

代表者：          （印）

統一編号：

住所：

電話：

印鑑宣誓書

この商標並存同意書に捺印した印鑑は確かに登録第 号商標の商標権

者が所有するものと証する。又、印鑑の偽造や盗用事情が発生した場合、当社

はそれにより生じた全ての法的責任を負うことをここに宣誓する。

同意者： 股份有限公司（印）

代表者：   （印）

西暦 年 月 日

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

日本台湾交流協会ＨＰ： http://www.koryu.or.jp
台湾知的財産権情報サイト： http://chizai.tw/

［特許庁委託］　台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）
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