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(六) 契約(民法)による保護 

 

１、契約条項の制定による 

 

(1)品質保証 

 

 消費者が継続的に純正品の消耗品を購入するように誘導する方法の一つが、

純正品の消耗品を使用することを品質保証サービスの前提とすることである。

このような条項は、これまで家庭電化製品の例えばパソコン、プリンター、携

帯等でよく見られてきた。つまり、消費者がもし一定期間内の無料品質保証サ

ービスを純正品メーカーに提供してもらいたい場合、純正品メーカー又はその

認証した消耗品を購入しなければならない。非純正品の修理部品・消耗品によ

る不具合は、無料品質保証サービスを受けることができない。 

 

 このような条項は、家庭電化製品の場合においてよく見られる。例えば、 

 

A、「A 社」は、自社の製品を購入する需要者に品質保証及びメンテナンスサ

ービスを提供する145。その内容は、「お買い上げの製品は、品質保証期間及

びその保証範囲内において、取扱説明書の注意事項をお守りいただけなか

った原因による故障、或いは自然災害（例えば地震・雷・異常電圧等）等

による故障以外は、台湾における正規販売店にて無償の品質保証サービス

を提供致します（部品代及び技術料金は発生しません）」である。 

 

但し下記の場合は有償修理となっている。「非純正品の消耗品又は部品を

ご使用になった場合」、「台湾における正規販売店が認定した規格の付属品、

部品、又は消耗品(例えばレーザープリンタ専用紙)等をご使用にならなか

った場合」、「弊社が指定する機関以外の第三者やお客様による分解、修理」

等の状況においては、品質保証サービスを提供しないことになっている。

そして、「品質保証期間において、正規販売店以外の消耗品をご使用にな

ったことが発見された場合、有償修理となります」とも規定されている。 

 

B、「B 社」の条項によると、プリンター、スキャナー、デジカメ、ワイドフ

ォーマットプリンター等の機械本体につき、購入日から 1 年間の無償品質

保証サービスを提供する。購入日より 2 年以内、プリンターの本体及びノ

                         
145 参照：https://pc.fujixerox.com.tw/warranty （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
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ズル(廃トナーボトルは、消耗品に属する)等は純正品のインク又はインク

タンクしか適用できず、非純正品のインク又はインクタンクを使用したこ

とによる故障・不具合に対しては、無償品質保証サービスを提供しないこ

ととなっている。その他の消耗品及び消耗性である部品は、品質保証の範

囲内に含まれていない146。 

 

C、「C社」147の条項によると、需要者が購入後、C社のオフィシャルサイトに

おいて登録して、購入証明をアップロードすると、1 年の無償品質保証が

提供される。但し、下記の状況では有償となっている。「非純正品の消耗品

（如トナー）や部品、若しくは弊社の認定規格以外の付属品、部品、消耗

品等（例えばレーザープリンタ専用紙）等。弊社が指定する機関以外の第

三者による修理又は分解等」。 

 

D、「D 社」の無償品質保証条項148には、「当該無償品質保証書により、お買い

上げ日より一年間、正常な使用状態における故障の場合は、無償で引取修

理をご提供致します」と書いてあり、「但し、無償品質保証期間内において、

下記の状況が発生した場合は保証対象外となり、技術料金及び部品代をお

客様にご負担いただくことになっております。……非純正品の消耗品・部

品をご使用になったことで故障を起こした場合。お客様による本製品を改

造、分解、修理した場合……弊社が指定する機関以外の第三者による技術

人員修理で故障を起こした場合」149と規定されている。 

 

E、日系自動車販売店「E社」の「品質保証」条項には150、「部品の品質や機能

は、外観からは判断しづらいため、使用する部品の品質が不良である場合

は、他の関連部品の損傷を起こしかねない。(弊社は)、日本本社の認定す

る純正品の採用に拘っているため、品質が保障されている。純正品の品質

を確保するために、有償部品の交換日から一年以内又は二万キロ走行時点

（いずれかの早い方まで）の部品品質保証を提供致します。お客様の正常

な使用において、部品の材質又は製造不良による損壊は、無償修理致しま

                         
146 参照：https://myepson.epson.com.tw/Service/aboutAfterSales.aspx?tabid=3 （最終閲覧日：

2019 年 12 月 23 日）。 
147 参照：https://www.ricoh.com.tw/ugC_Register-1y-Terms.asp （最終閲覧日：2019 年 12 月

23日）。 
148 参照：https://www.brother.tw/zh-tw/contents/warranty-terms （最終閲覧日：2019 年 12 月

23日）。 
149 同上。 
150 参照：https://www.toyota.com.tw/afterservice/guarantee.html （最終閲覧日：2019 年

12 月 23 日）。 
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す。日本本社の認定する純正品は、信頼できる品質のみならず、保証も付

いております」と規定されている。但し、「使用又はメンテナンスの不当に

より、過失、事故、天然災害、非正規品をご使用になったこと、お客様自

ら改造又は分解して他社の自動車に付けることによる故障」は、無償保証

の範囲から外されている。 

 

F、携帯の大手メーカー「F社」の無償品質保証条項には151、「お客様が代理店

よりお買い上げになった弊社の純正品のハードウェア乃至最初のパッケー

ジ中における純正品の付属品の材質および製造上の瑕疵に対し…お買い上

げ日より１年の『無償品質保証期間』を提供致します」と規定されている。

但し「本条項は、弊社ブランド以外の他社のハードウェア又はソフトウェ

アに適用致しません」とあり、更に「…弊社の製品規格にそぐわない第三

者の部品又は製品の使用による損壊…弊社が指定する機関又はメンテナン

スセンター以外の第三者による修理又は改造、アップグレード等による損

壊…弊社の書面同意なく改造又は機能変更した製品」等の場合による損壊

は、無償品質保証の範囲から外されている。 

 

(2)優待価格 

 

 もう一つの、需要者に純正品の消耗品を購入する意欲を向上させる手法とし

て、優待価格がある。 

 

 一例を挙げると、製品又は装置を購入する際に、二種類のプランが提供され

る。プラン Aは買い切り価格であり、プラン B は、需要者がプラン A より格安

の値段で当該製品を手に入れることができるが、買い切りではないため、後

に消耗品の交換の必要があれば、需要者は、純正品の消耗品・修理部品を購

入する義務が付けられている。プラン Aのメリットは、所有権が譲渡されたた

めに、原則として需要者は自らメンテナンス又は消耗品のメーカーを自由に選

択できる。しかし、デメリットとしては、購入価格が高額であり、そして自ら

メンテナンス及び部品交換のコストや手間を負担しなければならない152。 

 

                         
151 参照：

https://www.apple.com/legal/warranty/products/warranty-rest-of-apac-traditional-

chinese.html （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
152 参照：https://www.aurora.com.tw/oa/oa-solutions/0j155394505443984827 （最終閲覧日：

2019 年 12 月 23 日）。 
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 例えば使用年数が比較的に長く、単価も比較的に高いカラーインクジェット

プリンターにつき、レンタルのキャンペーンが行なわれるケースもあるが、使

用者にレンタル期間に一定数量の消耗品を購入する義務が付けられる場合も

ある。例えば「契約期間中に 24 個のインクタンクを購入しなければならない

が,色は問わない(最初に付けてあるインクタンクは含まれていない)」、且つ

「契約期間満了の際に、24 個のインクタンクを購入していない場合は、最後

の一ヶ月においてまとめて購入しなければならない」153というような取り決め

等がある。 

 

(3)所有権の代わりに使用権 

 

 もう一つよく見られる方法としては、特定な製品の修理部品自体を独立して

取引の対象とすることで、当該修理部品を元の売買関係から外すことである。 

例えば、台湾の電動バイクの一番大手な O 社が、その一押しの電動バイク

「S○○○」を上市するとき、当該製品の販売について契約条項を工夫した。 

 

A、O 社の「S○○○売買契約書」154によると、需要者は、O社から S○○○本体

一台を購入し、O 社も販売することに同意する。但し、当該売買対象の走

行のために使用しなければならない電池（型番：XXX）は、本件契約の売買

対象物に属さないことを需要者は理解し、承認（acknowledge）している。

電池の所有権は、買い手に譲渡しないため、買い手も電池の所有権を取得

しないという旨が記されている。そもそも、電池の所有権は O 社のもので

はなく、イギリス領バージン諸島企業 Q社が所有している。 

 

B、電池について、需要者と Q 社の間で別途交わした「電池サービス契約」条

項によると155、需要者は、電動バイクを購入したにもかかわらず、電池に

対して所有権がなく、需要者は実際、Q 社から電池のセットアップ、交換

又は充電サービス(以下は、「電池サービス」と称す)を購入することに過ぎ

ない。 

 

                         
153参照：

https://oga.kmu.edu.tw/images/attachment/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F%E7%A7%9F%E8

%B3%831050501.pdf （最終閲覧日：2020 年 2 月 24 日）。 
154 参照：https://store.gogoro.com/tw/legal/SmartscooterPurchaseAgreement_1001 （最終

閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
155 参照：https://store.gogoro.com/tw/legal/battery-contract （最終閲覧日：2019 年 12 月

23日）。 
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 しかも、当該契約に「使用者は Q社が電池の唯一の所有権者と認識しており、

使用者は当該電池に対して、所有権やその他の物権、知的財産権又は他の権利

を享有しておらず、本契約に規定される電池の使用権の他、使用者は、当該電

池に対して所有権、留置権又はその他の物権等の権利を主張、行使してはなら

ず、使用者は当該電池のいかなる権利又は権益も第三者に譲渡してはならない」

と記されている。 

 

 上記でも分かる通り、製品における核心的な部分である電池はバイク本体か

ら独立され、単独な取引の対象として、Q 社名義で契約が締結されている。一

方、電動バイクのほうは、O社名義で契約が締結されている。 

 

 このように取引の主体を別々にすることで、知的財産権の売買による権利

消尽を遮断する他、核心的な部品の使用規定も別途定められており、競合他

社(他の電池製造メーカー)のアフター市場のエコシステムに参入するハード

ルを高める。例えば、Q社との間で結ばれた電池サービス契約によると、電池

の使用者は、当該使用規範に従わなければならない156。 

 

A、使用者は、善良な管理者の注意義務を以て当該電池を使用しなければなら

ず、電池保管規則にも従わなければならない。もし使用者が当該電池の使

用権限を他人に許諾し、その他人が占有又は使用させる場合は、当該他人

を電池保管規則及び本契約の規定を従わせるべきである。 

 

B、使用者は自ら、また他人を教唆して当該電池又はパーツの分解をしてはな

らず、当該電池を台湾以外の地域に持ち込むこともできない。 

 

C、別段の定めがない限り、当該電池サービスをビジネス又は事業目的に利用

することができない。 

 

D、もし使用者自ら、また他人を教唆して当該電池を分解した場合は、台湾刑

法の器物損壊罪等の刑事責任を有し、使用者は、当該電池の賠償基準によ

り賠償する外、懲罰的損害賠償として、別途当該電池のファクトリーリセ

ットのコストの 100 倍の金額を Q社に賠償しなければならない157。 

 

                         
156 同上、6条。 
157 同上、11 条。 
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E、もし使用者自ら、また他人を使って当該電池を台湾以外の地域に持ち込ん

だ場合は、懲罰的損害賠償として、別途当該電池のファクトリーリセット

のコストの 100 倍の金額を Q社に賠償しなければならない。 

 

(4)サブスクリプション方式 

 

 近年は、サブスクリプション方式も段々使われるようになっている。所謂サ

ブスクリプション方式とは、いくつかの類似パターンがあり、一番典型的なも

のは、X社コピー機のモードである。コピー機は販売される当初において、値

段がかなり高かったため、X社はレンタルの方向で販売促進した。そうするこ

とで、使用者は大量なコストで機械設備を購入することなく、コピーする量に

沿って料金を支払うことになっている。このように、X社はコピー機を世に押

し出すことが功を奏し、X社のブランド名も「コピー機」の代名詞ともなった。 

 

 このように、値段の設定により、需要者に「購入」ではなく「レンタル」を

選ぶよう誘導する動きは、設備製造業者にも見られる。 

 

 例えば、「F社」は、その「静電キッチンフード」について、「買い切り」又

は「レンタル」を選択することができる158。レンタルプランは、低めの金額が

メリットである以外に、メンテナンス等のアフターサービスを提供すること

で、需要者との間の長期的な関係を築くことができる。このようなメンテナン

スサービスのニーズにより、ブランド業者のアフター市場における地位をより

一層強化できて、メンテナンスと修理を掌握することで能動的な立場に立ち、

顧客にも継続的に純正品の消耗品・修理部品を選択するニーズ及びモチベー

ションを得られるのであろう。 

 

 台湾の自動車市場において、「M 社」は自動車メーカーと提携し159、「サブス

クリプションレンタルサービス」を提供している。毎月レンタル料を支払うこ

とで、より低い価格で、提携指定するブランドの新しい自動車を使用するこ

とができ、しかもそのレンタル料金に保険・税金・メンテナンス代金等一連

のサービスも含まれており、毎年新しい車に取替ることが可能であり、「専属

の“執事”による完璧な自動車使用サービス」というキャッチフレーズの文字

通りのサービスを受けることができる。このようなやり方は、需要者のほうも

                         
158 参照：http://www.euroasia.tw/leasing-program/ （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
159 参照：https://www.easyrent.com.tw/UPLOAD/event//108event/1914/index.html （最終閲

覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
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新しい車を使用できると同時に、需要者に特定のメーカーから修理部品を購

入するように仕向けることができるため、純正品メーカーが、消費者の修理

部品・消耗品を選ぶ消費者行動モデルを把握することができ、垂直統合のよ

うな機能をも果たしている。 

 

２、契約の自由の限界 

 

(1)消費者保護法 

 

 消費者は、「消費者保護法」に基づいて、企業の付合契約において無償品質

保証責任を排除することは、公平を欠くとを主張することもある。 

 

 これについて、消費者保護法 11 条に「企業経営者が付合契約に定める条項

は、平等互恵の原則に基づかなければならない。」と規定されている。さらに、

第 12 条に「Ⅰ付合契約における条項が信義誠実の原則に違反し、消費者に対

して明らかに公平を欠く場合は無効とする。Ⅱ付合契約における条項に次のい

ずれかの状況があった場合は、明らかに公平を欠くものであると推定する。一、

平等互恵の原則に違反している場合。二、条項とその適用を排除した任意規定

の立法趣旨とが明らかに矛盾している場合。三、契約の主な権利若しくは義務

が、関連条項の制限により、契約の目的を達成することが困難になった場合」

と規定されている。 

 

 上述の規定を土台に、主務官庁160は、特定の類型の商品売買に関し、普通取

引約款について記載すべき、又は記載できない事項という要綱を制定した。 

 

 例えば、「電化製品の特質又は消費者のこの分野についての専門知識の欠如

により、消費者は往々にして、商品が交付される際にすぐ瑕疵を発見できない

という考慮に基づき、販売者は交付後の合理的な期間内においては、瑕疵担保

責任が課されている。従って消費者は、当該合理的な期間内において瑕疵を発

見した場合、やはり販売者に対して権利を主張することができる」との旨が記

されている。主務官庁は、電化製品売買の普通取引約款の条項に対し「約定で

交付時に発現できない瑕疵の担保責任の排除又は制限してはならない」と指摘

した161。 

                         
160 ここでは行政院を指す。台湾の最高行政機関である。 
161 「電化製品売買の普通取引約款について記載すべき又は記載できない事項」を参照。

https://www.ey.gov.tw/Page/DFB720D019CCCB0A/f6ba3f43-981d-4533-a555-79910d9eaeb3 ）
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 尚、自動車関係について、「車の構造は複雑であり、消費者のこの分野につ

いての専門知識の欠如により、消費者は必ずしも商品が交付される際にすぐ瑕

疵を発見できるわけではないという考慮に基づき、販売者は交付後の合理的な

期間内においては、民法等の法律による瑕疵担保責任が課されている。従って

消費者は、当該合理的な期間内において瑕疵を発現した場合、やはり販売者に

対して権利を主張することができる」という見解により、主務官庁は、「自動

車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記載できない事

項」162において、特別に「契約で車の交付時に発現できない瑕疵の担保責任を

排除又は制限してはならない」と規定している。 

 

 しかしながら、自動車の修理部品の場合は、交通安全及び車用修理部品の製

造の専門性に鑑み、今日の実務においては、純正品メーカーが付合契約にお

いて、車の所有者が、非純正品の部品を使用し、若しくは純正品メーカーの

指定方法に従ってメンテナンスしない場合は、品質保証サービスを排除する

事由として成り立てるという旨を認めることもある。例えば、【彰化地方裁判

所 106 年度彰小字第 430 号】修理費用給付請求事件がある163。 

 

 原告は被告である代理店より、S社が製造した自動車を購入し、無償品質保

証期間は 4年であった。原告が購入して 4年未満の間に、当該車両を運転して

いたところ、トランスミッションバルブボディが故障していまい、動力がうま

く伝わらず、被告のメンテナンス工場で修理し、その際に技術料金を支払った。

そこで、原告は「係争自動車のトランスミッションバルブボディは、無償品質

保証期間内に故障したことから、被告が無償品質保証責任を負うべきである」

と主張した。 

 

S 社の代理店である被告は、原告が純正品メーカーの指定した方法でメンテ

ナンスしていないため、その無償品質保証責任を排除できると主張したことに

対し、原告は、当該条項に公平を欠くと主張した164。 

 

 被告は、原告が無償品質保証条項を適用できない理由について、「係争自動

                                                                       
（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 

162 参照： 

https://www.ey.gov.tw/Page/DFB720D019CCCB0A/da1e4254-26b6-413f-9a11-0e9cb34ccfa1 

（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。 
163 以下の内容は、当判決より抜粋した。 
164 同上。 
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車のトランスミッションバルブボディの故障について、被告は一代理店として、

無償品質保証を付与するかどうかを決める権限がない。純正品メーカーの技術

スタッフの鑑定により、係争トランスミッションバルブボディの故障と判明し

た後、被告は原告のために無償品質保証の申請を行ったが、無償品質保証条項

にそぐわないとの理由で、メーカー側に却下された」と主張した。その主な理

由は、「原告が購入する際にサインした同意書又は交付する前のチェックリス

トと無償品質保証マニュアルにより、係争自動車は每年若しくは 15,000 キロ

走行毎に、純正品メーカーの指定した機関にて、純正品メーカーの定めた定期

メンテナンスを行わなければならないが、原告はこの規定を知りながら、購入

後から事故発生までに、一度も純正品メーカーの指定した機関でメンテナンス

を行っていない。この為、既に無償品質保証の権利を失い、被告は無償品質保

証責任を負うべきではない」165ということである。 

 

 裁判所は、無償品質保証責任について、下記のように判示した。原告が車の

交付時にサインした同意書の 2条 3項に、最初の 4年間、純正品メーカーの無

償品質保証を受けることができるが、「交付時より 4 年以内、下記のいずれの

条項に違反する場合は、直ちに前述の無償品質保証の権益を失うことになり、

記載された無償保証の約定は自動的に失効となる…。三、係争自動車は S社の

の規定に従い、毎年若しくは 15,000 キロ走行毎に、S社の指定した機関にて、

S社の定めた定期点検を行い、その認定した化学合成油を使用し、更に、オー

ナーマニュアル及び無償品質保証マニュアルの規定に従わないといけない」と

いう内容が記されていた。 

 

 上記の内容により、被告の係争自動車に対して担う無償品質保証責任とは、

每年若しくは 15,000 キロ走行毎に、純正品メーカーの指定した機関にて、純

正品メーカーの定めた定期点検を行い、その認定した化学合成油を使用すると

いう前提において、点検無償品質保証責任を負うわけである。本件の原告は、

購入日から 3年余り、事故当日の故障まで、一度も純正品メーカーの指定機関

において点検修理を行ったことがなく、正に上記の同意書 2条 3項の規定にそ

ぐわず、原告の、被告が無償品質保証責任を負うべきという主張に理由がない

と裁判所は判示した。 

 

 裁判所は続いて下記のように述べた。「自動車の修理・点検は、専門性のあ

る分野であるため、一般な純正品メーカーも自社の製造販売している車の部品、

                         
165 同上。 
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組み立て、チューニングの状況については比較的よく知っており、決まった点

検修理の流れやステップも設けられている。一般論からすると、純正品メーカ

ーの点検修理の品質は、普通のサードパーティーより比較的に良好であると思

われるため、上記の条項において、オーナーは指定機関で定期点検を行ってこ

そ、無償品質保証を受けることができる旨に対し、これは自動車という商品

の特性に即しており、車の交付時に発現できない瑕疵の担保責任を排除又は

制限してもないため、契約締結の当事者地位の不平等による明らかに公平を

欠くことに当たらず、原告の上記の主張は取るに足りない。」166 

 

 上記でも分かるとおり、自動車修理部品に係る場合は、現在一部の台湾実務

の見解によると純正品メーカーの修理部品のほうが比較的に安全であり、主務

官庁も「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記

載できない事項」167において、「メンテナンスに際に、自動車に部品交換の必

要がある時、別段の定めがない限り、修理工場は、純正品メーカーの部品で交

換すべきである」168と明記した。したがって、もし自動車の純正品メーカーが、

安全性、品質又は専門性等の正当な考慮から、ディーラーや代理店に純正品の

修理部品で交換するように指示し、更に消費者は契約条項に従って自動車を使

用しない場合は無償品質保証責任を負わないと、普通取引約款において規定し

た場合は、消費者保護法に違反しない。 

 

(2)公平交易法 

 

 企業が、契約条項により、「販売後」に取引相手に制限を掛けることは、公

平交易法 20 条169により規制されている。 

 

                         
166 同上。 
167 参照：https://www.ey.gov.tw/File/C6885279824C700C?A=C （最終閲覧日：2019 年 12 月

23 日）。 
168 所謂純正品の部品とは、自動車メーカーは自らまたは他人に生産を委託し、メーカー名義

で供給する新品の部品を指す件。「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記

載すべき又は記載できない事項」にある「記載すべき事項」三条の（五）を参照。 
169 公平交易法 20 条に、「次の各号の行為のいずれかがあり、競争を制限するおそれがある場

合、事業者はこれをなしてはならない。一、特定の事業者を損害することを目的として、

その特定の事業者に対し供給、購買、又はその他取引を断絶するよう他の事業者に促す行

為。二、正当な理由なしに他の事業者に対し差別待遇を与える行為。三、低価格を以て誘

引することその他の不公正な方法により競争者が競争に参与し又は従事することを阻害す

る行為。四、脅迫、利益の提供による誘引その他の不公正な方法により他の事業者に価格

競争をさせず、又は結合、連合又は垂直的競争制限に参与させる行為。五、不公正に取引

相手の事業活動を拘束することを条件としてこれと取引を行う行為」と規定されている。 
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