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 ≪裁判所の見解≫
 係争図案の表示から判断すると、やはり商標の「使用」に当たる。被告は
係争図案をチップに付けており、その使用態様は、かなり目に付きやすい
箇所に表示するものである。裁判当時の商慣習からすると、商標を目につ
きやすい箇所に表示するのが一般的であり、会社名は目立つ所を商標に譲
るため、一番目立つ所に置かないのが普通である。係争図案を目立つ所に
表示したことから、被告がこれを商標として使用したことは疑いようがな
い。
しかも、被告はかつて係争図案を商標登録出願したことがあったため、や
はりこれを「商標」として使用する意図があり、単に会社名として使用し
たわけではないといえる。
 しかし、引用商標及び係争商標が類似商標でなく、外観、称呼又は観念上
は異なり、実際の取引の流れや当該産業の購入者の取引実情から斟酌する
と、両商標は、需要者に混同誤認を生じさせるおそれはなく、類似商標で
はない。
 被告の係争商標の使用行為によってどのような損害を受けたかを立証し
ていない。
この為、原告の請求を棄却する。
(2) 小結
台湾の裁判実務において、商標の類否判断は、指定商品又は指定役務の需要
者が通常有する注意力を基準として行われる。上記裁判例から分かるように、
半導体業界が使用する関連設備・修理部品乃至消耗品は、一般的な民生用の商
品でなく、購入者は製造業者や販売代理店である。当該購入者は、IC 製品の
注意力や判別力が高く、異なるメーカーの IC 製品を容易に区別できるため、
商標自体に高度な識別力がなく、被疑侵害者が類似する図案・文字商標を用い
る場合でも、半導体という分野で商標権により権利を保護することは容易でな
い。
(二)自動車業界に関連する裁判例
台湾の自動車業界（オートバイ業界を含む）における、消耗品・修理部品の
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関連判決を調べてみると、専利権、商標権の別を問わず、知的財産権による権
利を主張する裁判例がよく見られる。その中で、特許又は実用新案の裁判例に
ついて確認してみると、原告はほぼ台湾企業で、原告の専利権者に不利な結果
を招いたものが多く、半数以上は専利が無効であるとして敗訴してしまってい
た。
権利者側の勝訴率を上げるためには、起訴する前に、自分が所有する専利の
有効性が、先行技術という「試練」を乗り越えられるかどうかを予め検証す
ることが必要である。そして一番重要なのは、新規性・進歩性といった、専
利自体の質を上げることだろう。
自動車のパーツに係る商標の案件からは、商標権を主張した原告の多くが勝
訴判決を勝ち取っていたことがわかる。このことから、台湾における需要者が
自動車のパーツを購入する際に、当該パーツに有名なブランドの商標が付さ
れているかどうかが、購入を検討する要素の一つとなっていると推量できる。
したがって、正規品のメーカーが、自社の製品に自社ブランドの商標を付け、
消費者に商標が付されているもののみが正規品であると告知することは、模
倣対応としては有効かもしれない（少なくとも、サードパーティーが商標ま
でも模倣した場合は、商標権侵害の責任を追及する法的な手段を取ることが
できる）。
以下に、自動車の修理部品・消耗品に関する裁判例を説明する。
尚、この分野の特許・実用新案の裁判例はかなり多いため40、専利に新規性
又は進歩性がないとされた例と、技術的範囲に属さないとされた例と、専利権
者の勝訴となった例を、それぞれ一つずつ挙げておく。

40

例えば、（1）【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 19 号】民事判決（台湾実用新案登録第
M276781 号「緩衝装置調整機構」）；(2)【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 98 号】民事
判決（台湾実用新案登録第 M430430 号「外付け式踏板セット」）；(3)【知的財産裁判所 107
年度民専訴字第 44 号】民事判決（台湾実用新案登録第 M536321 号「照明構造」）；(4)【知
的財産裁判所 107 年度民専訴字第 45 号】民事判決（台湾特許第 I586562 号「車両用無線警
報装置およびその制御方法」）；(5)【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 102 号】民事判
決（台湾実用新案登録第 M369879 号「タンクキャップの構造改良」）等がある。
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１、特許、実用新案
(1)専利に新規性又は進歩性がないとされた例
専利権者が特許、実用新案を以て訴訟を起こした裁判例で、一番よく見られ
るのは専利無効の抗弁がなされたものである。以下の通り紹介する。
A、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 20 号】実用新案侵害事件民事判決
━ 進歩性がない
 ≪概要≫
原告 X は、台湾実用新案登録第 M466052 号「車両巻込防止側板」
（以下は、
052 実用新案と称す）の権利者である。
被告のスウェーデン企業台湾支社41Y 社は、原告が経営している X1 社から
052 実用新案製品を購入し、自社の製造した「牽引車」に組み立て、共同
被告のイギリス領バージン諸島企業の台湾支社 Z 社が当該製品を販売し
た。
後に、Y 社は原告から 052 実用新案製品を購入することを止めたが、それ
でも引き続き「牽引車」（以下は、被告製品と称す）を製造し続け、Z 社
により売り出された。
原告の調べによると、被告製品に付けられた「巻込防止側板」という部品
は、Y 社が被告の台湾企業 Z 社に依頼して製造させたものである。原告が
専利侵害鑑定専門機構に被告製品の鑑定を依頼したところ、052 実用新案
の技術的範囲に属するという結果が出た。そして、原告は被告等に 052 実
用新案の実用新案技術評価書を送付し、侵害行為を停止するように求めた
が、断られてしまったため、Y 社と Z 社に侵害差止訴訟を提起し、損害賠
償を請求した。
 ≪被告の主張≫
乙第 5、7 号証の組み合わせが、052 実用新案の請求項 1 が進歩性を有し
ないと証明できる42。
41

42

台湾の民事訴訟法の規定によると、支社に法人格はないが、当該支社の業務範囲内の事項
に限り、訴訟において当事者能力があり、原告・被告となることができる。
乙第 5 号証：中国第 201626485 号「サイドスカート及びそのロック機構」専利、その公告
日は 052 実用新案の出願日より 3 年早い。
乙第 7 号証：台湾第 D139470 号「左側スカート」意匠、その公告日は 052 実用新案の出願
日より 3 年早い。
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 ≪裁判所の見解≫
 乙第 5 号証は、052 実用新案の請求項 1 に記載の全ての技術的特徴を開示
しており、たとえ構成に僅かな差異があっても、当業者が容易になし得る
変更である。
よって、乙第 5 号証は 052 実用新案の請求項 1 が進歩性を有しないことを
証明できる。
 乙第７号証は、左側スカートを開示しており、車両巻込防止側板の側板本
体が示されている。乙第７号証もまた車両巻込防止側板に関連する技術分
野に属するので、当業者であれば乙第 5 号証及び乙第７号証に開示の技術
を簡単に組み合わせる動機付けがあり、052 実用新案の請求項１の考案を
容易に完成し得る。
よって、乙第 5 号証及び乙第 7 号証の組み合わせによって 052 実用新案の
請求項 1 が進歩性を有しないことを証明できる。
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052 実用新案

乙第 5 号証

 対比理由の詳細は、下記の通りである。
052 実用新案の請求項 1 は、「側板本体と、少なくとも 1 つの第 1 の連結
板及び第 2 の連結板と、複数の弾性緩衝手段とを備え、前記側板本体は、
内面の前後両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第 1 の固定片及び第 2 の固定
片が設けられていて、前記第 1 の固定片及び第 2 の固定片の上下両端にそ
れぞれ少なくとも 1 つの第 1 の連結部及び第 2 の連結部が設けられており、
前記第 1 の連結板及び第 2 の連結板は、表面が大型車両のシャシーと連結
可能であり、一側の上下両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第１の組み合わ
せ部及び第 2 の組み合わせ部が設けられ、前記第 1 の組み合わせ部及び第
2 の組み合わせ部はそれぞれ前記側板本体の前記第 1 の固定片及び第 2 の
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固定片の前記第 1 の連結部及び第 2 の連結部に対応して連結されており、
前記弾性緩衝手段は、押圧後に元の形状に戻る弾性を有し、前記第 1 の連
結板及び第 2 の連結板に対して上下左右での多点平衡振動防止及び揺れ
低減をもたらす制振弾力を付与するために、それぞれ前記第 1 の連結板及
び第 2 の連結板の前記第 1 の組み合わせ部及び第 2 の組み合わせ部と前記
側板本体の前記第 1 の固定片及び第 2 の固定片の前記第 1 の連結部及び第
2 の連結部との連結箇所の間に連結されている、車両巻込防止側板。」で
ある。
乙第 5 号証と対比すると、「乙第 5 号証のサイドスカート及びそのロック
機構」は、即ち 052 実用新案の車両巻込防止側板に相当する。
乙第 5 号証は、サイドスカートフレーム（1）（側板本体） を有し、サイ
ドスカートフレームの両側にはフレーム側梁（5）が設けられている（側
板本体の内面の前後両端にそれぞれ少なくとも１つの第１の固定片と第 2
の固定片が設けられている）。
しかも、乙第 5 号証のフレーム側梁の一端には突起を有する位置決め軸ト
ラニオン（61）が設けられ、他端には突起を有するゴムソフトパッドトラ
ニオン（31）が設けられているという技術的特徴（前記第 1 の固定片及び
第 2 の固定片の上下両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第 1 の連結部及び第
2 の連結部が設けられており）が有り、乙第 5 号証のサイドスカート取付
フレームの両側には取付フレーム側梁（8）
（第 1 の連結板及び第 2 の連結
板）があり、取付フレーム側梁の一端にそれぞれ設けられている位置決め
バヨネット（9）とフレーム側梁の位置決め軸が互いに対応しており、他
端に設けられているソフトパッドフック（10）とフレーム側梁のゴムソフ
トパッドが互いに対応している（前記第 1 の連結板及び第 2 の連結板の前
記第 1 の組み合わせ部及び第 2 の組み合わせ部はそれぞれ前記側板本体の
前記第 1 の固定片及び第 2 の固定片の前記第 1 の連結部及び第 2 の連結部
に対応して連結されている）。
乙第 5 号証のゴムソフトパッドとナイロン緩衝ソフトパッド（弾性緩衝手
段）は、サイドスカートフレームとサイドスカート取付フレームとの連接
箇所に設けられていて（弾性緩衝手段はそれぞれ前記第 1 の連結板及び第
2 の連結板の前記第 1 の組み合わせ部及び第 2 の組み合わせ部と前記側板
本体の前記第 1 の固定片及び第 2 の固定片の前記第 1 の連結部及び第 2 の
連結部との連結箇所の間に連結されている）、052 実用新案の弾性緩衝手
46

― 46 ―

段と同様に、押圧後に元の形状に戻る弾性と平衡振動防止の効果を有す
る。」
上記の対比により、請求項に取消すべき事由があるため、原告の訴えを棄
却する。
(2) 被告製品が専利の技術的範囲に属さないとして、権利者側が敗訴した例
一般的に、前記の知的財産案件審理法 16 条の規定に基づき、訴訟で被疑侵
害者が専利無効性及び専利の技術的範囲に属さないとの抗弁を挙げることが
よく見られる。しかし、台湾における知的財産案件の審理実務では、まず被疑
侵害品が専利の技術的範囲に属すかどうかについて審理され、もし属さない
という結論に至った場合、有効性については斟酌せず、そのまま専利権者の
敗訴となっている。以下は一例を挙げて説明する43。
A、【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 104 号】実用新案侵害事件民事判決
 ≪概要≫
原告の台湾企業 X 社は、台湾実用新案登録第 M485184 号「自動車エンジン
カバーの補強構造」（以下 184 実用新案と称す）の実用新案権者である。
原告は、被告の台湾企業 Y 社が製造販売した型番「11340-ALH4-XXXX」の
自動車エンジンカバー（以下は、被告製品と称す）が原告の実用新案権を
侵害したとして、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。
 ≪原告の主張≫
オールエレメントルールに則って 184 実用新案の請求項 1 と被告製品にお
ける対応技術内容を比較すると、被告製品は、自動車エンジンカバーの部
品に属するものであり、同様に吸気室と排気室とを有し、同様に吸気室と
排気室との間に排気路が設けられ、同様に排気路を構成する外カバー板を
有し、同様に排気路を構成する内カバー板を有し、同様にそれぞれ外カバ
ー板と内カバー板の両端側に連接している側板を有し、同様に吸気室と排
気室とのいずれか一方の表面内側に内に突出するように複数のリブを有
し、いずれか隣り合う 2 つのリブの交接箇所において湾曲弧構造設計を呈

43

このような裁判例には、他に【知的財産裁判所 101 年度民専訴字第 99 号】民事判決（第
I259817 号「車両用安全ベルト」特許）等がある。
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している。
よって、文言侵害に当たる。
また実施例で見ると、184 実用新案の「リブ」が縦横に交錯して多辺形状
となるよう前記吸気室と前記排気室の表面内側に設けられている一方で、
被告製品の「リブ」は縦横に交錯して円環状になるよう前記吸気室と前記
排気室の表面内側に設けられている。
しかし、両者のリブの縦横に交錯してなる形状は、それぞれ隣り合う 2 つ
のリブの交接箇所が呈す湾曲弧の大きさや曲率が異なる点で差異がある。
また、それは、多辺形状であれ円環状であれ、いずれも主に応力を分散し
て自動車エンジンカバー全体の筐体強度を向上させるためのものである。
被告製品における対応技術内容と 184 実用新案の請求項 1 の技術的特徴は、
実質的に同じ手段で（円環状のリブと多辺形状のリブとが対応する）、実
質的に同じ効果を得ており（自動車エンジンカバー全体の筐体強度の向
上）、被告製品は均等侵害を構成しているとされるべきである。
 ≪被告の主張≫
被告製品は 184 実用新案の請求項 1 の文言範囲に属さない。
被告製品の吸気室及び排気室の表面内側には、内に突起するようにリブ構
造を有するが、多辺形状ではないので、被告製品は、184 実用新案の請求
項 1 で限定されている「複数の前記リブが縦横に交錯して多辺形状となる
よう前記吸気室と前記排気室の表面内側に設けられている」という技術的
特徴を有しない。
被告製品のリブ構造は円形状であり、しかもいずれか 2 つの隣り合うリブ
同士の接触は「点」対「点」であり、直線が交わることで形成される夾角
は何ら存在しない。ましてや 184 実用新案の請求項 1 で限定されている「い
ずれか２つの隣り合うリブの間に円弧状のリード角が形成される」という
技術的特徴も有しない。
被告製品は 184 実用新案の請求項 1 の均等範囲に属さない。
被告製品が有する「円形リブ」と、184 実用新案の請求項 1 で限定されて
いる「多辺形状のリブ」及び「いずれか 2 つの隣り合うリブの間に円弧状
のリード角が形成される」という技術的特徴との間には、実質的な差異が
あるので、被告製品は 184 実用新案の請求項１の均等範囲に属さない。
184 実用新案の請求項 1 は既にその「リブ」構造が「多辺形」状であるこ
とを特に限定しており、もしも 184 実用新案の請求項 1 で限定されている
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「多辺形」リブを、円形の態様をも含むと原告により拡大解釈されるなら
ば、「クレーム限定の無力化（claim vitiation）
」に当たり、法に適うも
のではなく、均等論の適用は認めがたい。
 ≪裁判所の見解≫
 184 実用新案で用いられている「リブが縦横に交錯して多辺形状となる」
という技術的特徴と、被告製品の「リブが縦横に交錯して円環状となる」
という技術内容には、
「多辺形」であるか「円環」であるかの違いがある。
もしも「多辺形」の均等範囲を「円環」を含むほどに拡張すると、円形に
は夾角が存在せず、いわゆる隣り合うリブは 2 つの円が切点を有するよう
接するものであるので、184 実用新案の請求項 1 における「いずれか 2 つ
の隣り合うリブの間に円弧状のリード角が形成される」という技術的特徴
はその対比対象が全く存在しないことになる（円環そのものには隣り合う
リブがなく、また 2 つの円環は切点を有するよう接するので、円弧状のリ
ード角も形成されない）。
前述の技術的特徴は 184 実用新案が従来技術の課題を解決するための重
要な特徴である。もしも 184 実用新案における「多辺形」の均等範囲に「円
環」を含むとまで拡大解釈すると、請求項における重要な技術的特徴がそ
の限定効力を完全に失うこととなるので、「多辺形」と「円環」の両者は
手段に根本的な違いがあり、均等侵害に該当すると認めるべきではない。
よって、原告の請求を棄却する。
B、小結
上記の判決で分かる通り、特許又は実用新案権を侵害しているか否かの判断
は、主に二つのステップに分けられる。第一のステップは請求項の解釈であり、
第二のステップは、係争専利解釈後の請求項の技術的特徴の分析及び対応する
技術内容につき、対比させることであり、その流れは下記のようになる。


侵害疑義品が「クレームの文言に読み取る」ことができるかどうかを判
断する。
もしそうである場合は、文言侵害に当たるが、そうでない場合、専利権
者により「均等論の適用」が主張された際、それについて更に判断する。
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侵害疑義品に「均等論」が適用されるかどうかを判断する。
被疑侵害者が制限事項（即ち「オールエレメントルール」、
「審査経過禁
反 言 」、「 先 行 技 術 に よ る 阻 却 制 限 」 又 は 「 Dedication の 法 理
（Disclosure-Dedication Rule）
」を主張する場合、これらの制限事項
も含めて斟酌しなければならない。制限事項が一つでも成立した場合は、
「均等論」は適用されず、均等侵害には該当しない。



若し被疑侵害者が上記の抗弁をせず、又は主張はしたものの、制限事項
が１つも成立しなかった場合、均等論が適用されるかどうかを判断する。
「均等論」が適用される場合、侵害疑義品が均等侵害に該当すると判断
され、適用されない場合は疑義品は侵害に該当しない44。

なお、裁判において、製品が専利の技術的範囲に属するか否かという争点を
先に審理すると、技術的範囲に属さないと認めた場合に、専利の有効性の審理
に時間を費やす必要がなくなるため、より速やかに紛争を解決できるよう、最
初からこれに絞って審理し判断を下す裁判官も多い。台湾知的財産裁判所の審
理は迅速なので、専利権者は、訴訟を提起しようとする前に、裁判で受け身に
なってしまうことを避けるため、まず専利の技術的範囲の解釈、又は侵害疑
義品が専利の技術的範囲に属するか等の争点を想定して、十分に準備してお
いたほうが望ましい。
(3) 専利権者が勝訴した例
自動車産業に係る関連の特許・実用新案権の判例において、専利権者が勝訴
した案件はさほどに多くなく、以下に一例を挙げて説明する。
A、【知的財産裁判所 102 年度民専訴字第 117 号】実用新案侵害事件民事判決
 ≪概要≫
原告 X は、自動車の蓄電池の研究開発と製造をするメーカーであり、台湾
実用新案登録第 M380582 号「充電機能を有する鉛蓄電池カバー」
（以下は、
582 実用新案と称す）の権利者である。
被告の台湾企業 Y 社は、蓄電池設備のメーカーであり、原告の競合会社で
44

知的財産局、2016 年、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁 1-2。
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もある。原告は被告が原告の依頼を受けて蓄電池を製造した直後に、原告
の同意やライセンスを得ないまま、582 実用新案登録の請求項 1 の技術的
範囲に属する蓄電池（以下は、被告製品と称す）を製造し、販売し始めた。
被告の Z と W も、インターネット上で被告製品を掲載・販売しており、そ
の製品はいずれも Y 社が製造販売したものであった。
上記の趣旨で、原告は侵害差止と損害賠償を求める訴訟を提起した。
 ≪被告の主張≫
被告製品は 582 実用新案の実用新案登録請求の範囲に属さない（証拠を提
出）。
被告製品の出力リード線通し孔の設計は、582 実用新案と異なり、カバー
体の後方に設けられるものではなく、カバー体の両隣に設けられている。
従って、正負両極の各リード線はカバー体の両側から引き出されて出力リ
ード線に接続されている。
このような設計により、リード線の充電のための取り出しと収納がより容
易となる。
被告製品の購買者には機動性を求める人が多く、出力リード線通し孔が電
源の両側に配置されていることで、充電対象機器の取り付けが容易であり、
機能が大幅に向上されている。
このように、被告製品は実質的に異なる技術により 582 実用新案と比べて
更なる機能の向上を実現したものであり、582 実用新案の明細書に記載の
技術手段を利用したものではないことが明らかである。
よって、被告製品が 582 実用新案の実用新案登録請求の範囲に属さないこ
とが証明され、当然ながら侵害事由が存在しない。
また、582 実用新案には有効性がない（証拠を提出）。
 ≪裁判所の見解≫
 〔文言侵害を否定〕
原告は、被告製品における「２つの出力リード線通し孔が前記収容空間の
一側に設けられている」ことが、582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C「2
つの出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設けられている」という
文言範囲に属する旨を主張した。
しかし、被告製品の写真からは、2 つの出力リード線通し孔が収容空間の
両側に設けられていることが見受けられ、582 実用新案の請求項 1 の構成
要件 C「2 つの出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設けられてい
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る」という文言とは異なっている。
よって、原告の当該部分の主張は採用することができず、被告製品は 582
実用新案の請求項 1 の構成要件 C の文言範囲に属さない。
 〔均等侵害を認定〕
被告製品における「2 つの出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設
けられている」との旨は、582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C「2 つの
出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設けられている」との旨と比
較すると、通し孔を設ける位置が異なるのみであり、両者の技術的特徴は
実質的に同一である。
また、両者は共に、出力リード線である正負両極のリード線を通すという
機能により、正負両極のリード線を前記 2 つの出力リード線通し孔を介し
て収容空間に通してから、鉛蓄電池の正負両極の接点に電気的に接続でき
るようにするという作用をもたらすものである。
従って、被告製品と 582 実用新案は、実質的に同一の技術手段で、同一の
効果を得て、同一の結果を達成するものであることから、被告製品の技術
内容は 582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C の均等範囲に属するものと解
するべきである。
 〔有効性を肯定〕
被告等は、582 実用新案の有効性を争った際に、証拠 2 として「自動車着
信アラート及び緊急救援装置」の特許文献を提出した。この文献により
582 実用新案の請求項 1 の公告時の実用新案登録請求の範囲が新規性を有
しないことを確かに証明できる。
しかし、原告は本件訴訟中に知的財産局に実用新案登録請求の範囲の訂正
を申請していた。この為、訂正申請書の内容と訂正前の請求項 1 の内容を
比較した。
この訂正は、582 実用新案の図 1～図 6 に開示されている技術的特徴を請
求項１に組み入れることで、カバーと鉛蓄電池の連結関係をより一層限定
するものである。この為、実用新案登録請求の範囲の減縮に当たり、出願
時の明細書及び図面に開示された範囲を超えず、且つ実用新案登録請求の
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範囲を実質的に拡大又は変更するものでもない。したがって、裁判当時の
専利法 67 条 1 項第 2 号及び 67 条 2、4 項の規定に合致する故、訂正は認
められるべきである。
そして、当該訂正が行なわれた場合、582 実用新案の訂正後の請求項１に
記載の「前記カバーは前記鉛蓄電池の周囲を覆い囲むように設けられるの
ではなく前記鉛蓄電池の上部を覆うように設けられている」という技術的
特徴は、証拠 2 には開示されていない。
上記により、582 実用新案に取消すべき事由はなく、被告製品の技術内容
は 582 実用新案の請求項 1 の均等範囲に属する。
B、小結
上記の裁判例で分かる通り、自動車産業の専利訴訟において、特許及び実用
新案権の権利者が、勝訴を勝ち取ることは容易でなく、専利の技術的範囲の解
釈、侵害疑義品は専利の範囲に属するか、専利の有効性等の難関が立ち塞がっ
ているため、上質な特許明細書で出願すること、及び専利のポートフォリオの
構築は重要なことである。
２、意匠
自動車産業においても、意匠権を主張する裁判例がある。注意すべきなのは、
一般的な非侵害抗弁や専利に取消すべき事由があるといった抗弁の他に、最近
では、専利権者の優越的地位の濫用により公平交易法に違反するとの抗弁がな
される裁判例も出てきた。
(1)【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 31 号】意匠権侵害事件民事判決
━ 意匠に創作性がない
 ≪概要≫
原告の台湾企業 X 社は、台湾意匠登録第 D122419 号「サイドウォール装飾
片」（以下、419 意匠と称す）の意匠権者である。
原告は訴外人 Q が販売した折り畳み自転車に、被告の台湾企業 Y 社が製造
販売しているタイヤ（以下は、被告製品と称す）が用いられていることに
気づいた。
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被告製品には、被告の商標が付されていた上、原告の 419 意匠権を侵害し
ている疑いがあったため、原告が別途訴外人 K からタイヤを購入して確認
してみた。その結果、やはり製造元は Y 社であった。
原告は 419 意匠が侵害されたとして、損害賠償を求める訴訟を提起した。
 ≪被告の主張≫
被告製品は、419 意匠の類似範囲に属さず、また 419 意匠に創作性がない。
引例として、台湾実用新案登録第 92213100 号「自転車ホイールフレーム」
（以下は、引例 1 と称す）と 419 意匠の出願日前に公開された「2008 BIKE
SOLUTIONS」製品のカタログ（以下は、引例 2 と称す）、及び乙第 6 号証で
ある、419 意匠の出願日前に公開された他社の「アリスタデュアルワイパ
ーシステム」商品のウェブサイト資料を提出した。
 ≪裁判所の見解≫
 〔引例 1 と引例 2 の組み合わせは、創作性を否定する証拠にはならない〕
419 意匠は、自動車やオートバイのタイヤのサイドウォールに取り付けら
れる、薄くて長い帯状のサイドウォール装飾片に係るものであり、帯の長
手方向に延伸するように長方形格子で構成された複数本のストライプ溝
が設けられていて、隣り合う長方形格子は互い違いになっており、各長方
形格子の同じ側には深さが徐々に浅くなるグラデーション溝が設けられ
ている。
その特徴は、平面視における模様デザインとして明るさのグラデーション
がついた長方形格子ストライプが横方向に連続して配列されている点に
ある（次ページの添付図 1 を参照）。
これに対して、引例 1 の図面に示される模様デザインは、矩形ユニットが
縦横に互い違いに配列されているものであり、一般的な籐細工パターン
（次ページの添付図 2 を参照）に類似する。
よって、419 意匠と引例 1 に示された模様は、配列方式が異なり、係争意
匠では「明るさのグラデーションがついた長方形格子ストライプが横方向
に連続して配列されている」のに対し、引例 1 は籐細工パターンに類似す
る「矩形ユニットが縦横に互い違いに配列されている」ものである上に明
るさのグラデーションもないので、両者は全体的な視覚的効果が異なり、
また類似するものでもない。
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引例 2 に示される模様は、シート状のブラックカーボン繊維材質で形成さ
れたストライプである。その長方形格子と各長方形格子の色の間には濃淡
のコントラストがあるが、長方形格子そのものには 419 意匠のような明る
さのグラデーション効果がなく、引例 2 と 419 意匠は全体的な視覚的効果
が異なりまた類似するものでもない。
よって、引例 1 と引例 2 を組み合わせても、419 意匠が創作性を有しない
とする証拠になり得ない。
 〔419 意匠は、創作性を有しない〕
乙第 6 号証に開示されている「アリスタデュアルワイパーシステム」（次
ページの図表の付録図 3 を参照）は、互い違いに横方向に連続して配列さ
れている長方形格子であって、しかも各長方形格子の同じ側には深さが
徐々に浅くなるグラデーション溝が設けられている。
この為、419 意匠の矩形シートは従来形状であることがわかる。
419 意匠の模様は、乙第 6 号証及び被告が法廷にて提示した現物サンプル
に既に見受けられるものなので、乙第 6 号証に示されている模様をそのま
ま転用したものと言える。
全体の設計は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容
易に創作することができたものであり、創作性を有せず、原告の請求を棄
却する。
知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 31 号判決別紙
添付図 1

添付図 2（引例 1、実用新案登録
「自転車ホイール」）

55

― 55 ―

添付図 3（乙第 6 号証のワイパーシステム）

(2)【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 34 号】意匠権侵害事件民事判決
━ 権利者による意匠権の行使が独占的地位の濫用に当たるか否か
 ≪背景及び概要≫
この案件は近時の意匠権侵害に関する重要な判決であり、その訴訟過程に
おいて、何名もの大学教授が裁判所に意見書を提出し、若しくは自ら出廷
して意見を述べたほか、その判決書も百頁を超えるほどの大作であった。
本件訴訟の原告ドイツ企業 X 社は、世界の自動車メーカー上位 10 位に入
るメーカーで、台湾意匠登録第 D128047 号「車両のヘッドランプ」の意匠
権者である（以下は、047 意匠と称す）。
被告の台湾企業 Y 社が製造・販売した自動車ライト（以下、被告製品とい
う）が原告の XXX クラス（以下、本件車型という）に用いられる 047 意匠
を侵害したとして、侵害差止と損害賠償を求める訴訟を提起した。
本件訴訟は意匠侵害の案件であったが、被告製品が 047 意匠の類似範囲に
含まれるかよりも、更に重要な争点として、原告 X 社の権利行使が台湾の
公平交易法に違反するかどうか45が注目された。
被告 Y 社は訴訟において、自社が以前何度もリーズナブルな条件を以て本
件意匠の実施許諾をしてくれるよう原告に要請したものの、ことごとく拒
否されてきた。この為、原告 X 社は公平交易法上の「独占的地位の濫用、
競争阻害」46、「正当な理由なしに差別的に取り扱う行為」47、「取引秩序
に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く行為」48に違反するとし、原告

45

46

47

48

最終的に、一審裁判所は、被告製品が 047 意匠の類似範囲に属し、047 意匠に取消すべき事
由はないと判断した。
公平交易法 9 条により、「独占の事業者は、次の行為があってはならない。一、不公正な
方法を以て直接、又は間接に他の事業者が競争に参与することを阻害すること。…四、そ
の他市場地位を濫用する行為」と規定されている。
公平交易法 20 条 2 号の規定である。詳しくは「弐、五、（六）、2、（2）、A」（頁 156
以降）を参照。
公平交易法 25 条の規定である。詳しくは、「弐、一、（四）」（頁 14 以降）を参照。
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の権利行使が権利の濫用、信義誠実の原則の違反となると抗弁した。
本件で裁判所は、意匠侵害訴訟において一般的に判断すべき事項（047 意
匠に取消すべき理由があるかどうか、被告製品が 047 意匠の類似範囲に属
するかどうか等）を判断したのみならず、本件の事実が公平交易法の規定
の各要件に合致するかどうかをも判断した。そして、審理した結果、全面
的に原告の主張を肯定した。
被告が台湾内の大手サードパーティーメーカーであるので、本件判決は今
後、台湾の自動車スペアパーツ業界に多大な影響を及ぼすかと思われる49。
本件における「公平交易法に関わる争点」に対する双方当事者の主張及び
裁判所の判断は、下記の通りである。なお、争点及び内容が多いため、以
下は争点ごとに分けて紹介する。そして、公平交易法の争点につき、被告
が攻撃側に、原告は防御側にあるために、まずは被告の主張、そして原告
の反論、最後に裁判所の見解を紹介する。
 ≪争点一≫「関連市場」とは
「独占的地位の濫用」について判断する前提として、いわゆる「独占」と
は、事業者が「関連市場」において競争がない状態にあり、又は圧倒的な
地位を有し、競争を排除できる能力を有する場合を指す50。したがって、
本件に関わる「関連市場」の特定、そしてその範囲はどこまで及ぶかが、
まず問題となる。
 ≪被告の主張≫
本件の「関連市場」とは、本件車型用のライトのスペアパーツ市場に限ら
れる。なぜなら、新車販売市場で販売されるのが自動車そのものであるの
に対し、自動車のスペアパーツ市場で販売されるのは、あくまでも自動車
修理用のパーツであり、機能の面と需要者の需要の面から見れば両者間に
代替性がなく、同一の市場ではないからである。なお、パーツは消費者が
既に購入した特定の車型に完全に合致しなければならないので、消費者は
実際、購入した車型のパーツ市場に「封じ込められている」
（locked-in）。
要は、一旦本件車型を購入すれば、他のブランドのライト、又は本件車型
以外のライトを以て修理することはできない。

49
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本件は 2019 年 8 月 16 日に判示。
公平交易法 7 条 1 項の規定である。
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 ≪原告の主張≫
消費者が特定のブランドの自動車を購入することを検討する際、その自動
車の単価を考えると同時に、自動車のパーツを交換するコストをも考える
はずであるため、自動車のスペアパーツ市場と新車販売市場は同一の市場
である。そして、もし原告がライトの価額を引き上げるなら、消費者も自
動車そのものを保有することで生じるコストの増額を考えて他のブラン
ドの自動車を購入してしまう。したがって、新車販売市場とスペアパーツ
市場を同一の市場と見なすべきである。
 ≪裁判所の見解≫
新車販売市場とスペアパーツ市場は同一の市場であり、その理由は下記の
通りである。
 供給者が商品若しくは役務の値段を引き上げる場合、需要者が取引対象を
変えたり、他の商品若しくは役務で代替したりすることができる範囲なら、
同一の市場と見なされるべきである。
 たとえ消費者がスペアパーツ市場に封じ込められて代替できる選択肢が
なくても、新車販売市場に充分な競争がある以上、その封じ込めに実質的
な意味がないので、新車販売市場とスペアパーツ市場を同一の市場と見な
してよい。
 本件訴訟において、ある専門家が意見書で次のように述べている。
「通常、自動車の買い手は個人の需要とコストパフォーマンスのみを考え、
購入後の修理及びパーツ交換などを考慮しない。何故なら、自動車の修理
とパーツ交換には、偶発性と高度な不確実性がある。且つ、自動車の買い
手は、自動車の購入時に、パーツの値段を逐一知ったり覚えたりするとは
限らず、当人は完全な情報（perfect information）を把握することがや
はり困難であるため、修理コストは自動車購入に係る意思決定に影響を与
えない。したがって、スペアパーツ市場を新車販売市場から独立させて
別々に観察しなければならない。」
しかし、それは採用できない。そもそも、本件車型を購入する需要者は下
記の二種類に分けることができる。
1）、購入後、ライトの修理をするなら、選択肢が限られて価額も比較的に
高いことを知りながら、尚も本件車型の購入を希望する需要者
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2）、上記の 1）、の状況を知らずに本件車型を購入した需要者。このタイ
プの消費者はさらに二種類に分けることができる。
（2-1）上記の 1）、の状況を知った後、この状況が X 社のブラント価値に
よるものと納得した需要者
（2-2）はじめから上記の 1）、の状況を知らず、知った後はライトの修理
費用が気になり、スペアパーツ市場では競争が不足でその権益が
損なわれると思った需要者
本件車型のライトのスペアパーツ市場を独立した市場と見なす主な理由
は、上記の 2-2 のような需要者の利益を保護するためである。しかし、そ
れほどライトの修理費用が気になるなら、自動車の購入したその時に、購
入後のライト修理がどのような状況となるかを予め注意すべきである。こ
うして、注意を怠った消費者を保護することは、必ずしもよりよい競争秩
序を構築できないのではないかと思われる。
 修理の需要・頻度は人により異なる。ビジネス上の目的で自動車を購入す
る場合、自動車を利用する頻度が高く、修理の需要と頻度も高くなる。一
方、たまにしか自動車を移動手段としない場合、修理の需要は高くないた
め、修理コストもそれほど気にならない。こうして、新車の価額と修理の
価額から生じる利益の割合をどのように調整するかは、もとより新車販売
市場とスペアパーツ市場で形成する単一市場の調整メカニズムで最も効
率的な決定をすべきである。頑なにライトのスペアパーツ市場を独立した
市場とすれば、必ずこのような単一市場の調整メカニズムの形成を阻害し
てしまう。
 ≪争点二≫「原告が市場において競争のない状態にあり、又は競争を排除で
きるほどの圧倒的地位を占めているか」
 ≪被告の主張≫
原告は本件車型のライトの 047 意匠権を所有しており、且つ本件車型に取
り付けられるライトは本件意匠に完全に同等なものでなければならない
（must match）ので、被告は被告製品に 047 意匠を使用しなければならず、
回避、代替する余地がない。原告が 047 意匠による独占排他的権利を行使
すれば、他の業者による本件車型のライトの製造を禁止できるので、原告
は市場を独占している。
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 ≪原告の反論≫
原告の新車販売市場における占有率は 6％から 8％でしかなく、市場に主
導的な地位を有しない。また、意匠の性格からすると元々多様性があり、
不可欠施設（essential facility）でも標準必須特許（SEP）のようなも
のでもないので、市場を独占する地位とならないはずである。
 ≪裁判所の見解≫
新車販売市場とライトのスペアパーツ市場が同一の関連市場である以上、
原告による新車販売の市場占有率が低いため、原告はこの市場に独占的地
位を有さない（原告の主張を認める）。
 ≪争点三≫「原告が自由競争を制限するおそれのある行為を為したか」
 ≪被告の主張≫
被告製品はいずれも国連欧州経済委員会（ECE）による品質テストを受け
て承認されているほか、原告の中国における関連企業も何度も被告の子会
社からライトを購入しているため、被告製品に安全性があり、原告が実施
許諾を拒否するのは正当な理由がない。なお、社外品パーツの製造業者が
数多あるにもかかわらず、原告が被告だけに対して意匠権侵害訴訟を起こ
したのは、とりもなおさず差別的に取り扱う行為であり、自由競争を制限
するおそれがある。
 ≪原告の主張≫
意匠権者はもとより法律により許諾の対象を選択する自由を享有できる
ため、これは実施許諾を拒否する正当な理由である。
 ≪裁判所の見解≫
下記の理由により、原告は自由競争を阻害するおそれのある行為を行って
いない。
 たとえ原告が 047 意匠の実施許諾を拒否しても、被告は尚も他の意匠の実
施許諾を受けたライト、又は意匠権で保護されていないライトを製造・販
売することができ、需要者も新車販売市場において他の選択肢を持ってい
るので、スペアパーツ市場に競争の阻害をもたらすおそれがない。言い換
えれば、完全競争市場において、意匠の実施許諾をするかどうかは、もと
より私的自治の原則、契約自由の原則の範囲内の事柄であるので、裁判所
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は介入する必要がない。
 実施許諾を拒むことは、もとより専利権者の自由であり、実施許諾を拒む
ことが優位な市場地位の濫用となって競争を制限するおそれがあるかど
うかを認定する場合、
緩やかな認定基準を採用してはならない。そもそも、
意匠の開発コストを負担しない競争者が低価額を打ち出すことは簡単で
ある上、技術上又は品質上の些少な差別化をすることもそれほど難しくな
いので、意匠権者が実施許諾を拒むと直ちに優位な市場地位の濫用となる
ような羽目に陥れば、意匠権者による開発・創造の動機付けを喪失させて
しまう。
 元を正せば、被告製品は、単に 047 意匠を実施するだけで、別に 047 意匠
に基づいて改めて新しい製品を創出したわけではないため、原告が実施許
諾を拒絶したことは、新製品の開発を阻害せず、専利法における創作を奨
励し産業の発展を促進する精神にも反しない。
 ≪争点四≫「原告が取引秩序に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く行
為を行ったか」
 ≪被告の主張≫
原告と他のドイツの自動車メーカーは、ドイツ連邦議会が欧州連合の「修
理（免責）条項」（repair clause 即ち、修理用部品は意匠権による保護
が及ばないようにする規定）に関わる改正指令を採決することを阻止する
ために、ドイツ自動車産業連合会を通じて「パーツ市場の競争を阻害せず、
且つ権利を保護する法律を用いて独立系の業者及び独立系の部品ディー
ラーと市場シェアを奪う行為もしない」と宣言した。
原告と他の自動車メーカーの前記の承諾、及び原告と各自動車メーカーが
長年前記の承諾を守ってきた実際の行為から、被告には原告がスペアパー
ツ市場の発展を妨害しないという信頼が生じたので、形状・外観上、正規
品と同等（must match）のライトのスペアパーツ製品を製造・販売したわ
けである。
しかし、欧州連合が 2014 年 5 月に「修理（免責）条項」を欧州全体に導
入するという提案を撤回した途端、原告はその承諾を反故にし、被告をス
ペアパーツ市場から排除するために、ドイツと台湾において訴訟を起こし、
047 意匠を以て本件製品の製造・販売差止を請求した。
原告のこの承諾を反故にした行為は、原告とスペアパーツ市場において競
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争する被告にとって著しく公正を欠くものである。
 ≪原告の反論≫
被告のいわゆる承諾とは、ドイツ自動車産業連合会の会長がドイツ意匠法
改正の方向について意見を述べるために 2002 年に連邦首相府（federal
chancellery）に送付したレターに過ぎない。このレターは原告の声明で
もなく、原告も誰にも声明又は承諾をするための授権をしていない。
 ≪裁判所の見解≫
下記の理由で原告が取引秩序に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く
行為を行っていない。
 自動車メーカーらの「承諾」がどのような法的性格を持っているかは、台
湾の裁判所より、ドイツの裁判所が判断をする方が相応しい。
ドイツのケルン裁判所は、その 2017 年 5 月 9 日の判決（双方当事者は本
件と同一）で、その「承諾」は政治的性質（political character）しか
帯びず、スペアパーツ市場において更なる権利行使の動きがある場合、立
法者が立法活動を通じて適宜な制限を加えると表明したのみである。なお、
控訴審裁判所は、「自動車メーカーが自動車の個別のパーツに対する保護
に対し以前より大きな力を注ぎ、且つ権利を行使することでアフター市場
を左右しようとする場合、立法者の介入が必要となる」と記載するドイツ
連邦議会の文書を引用した。その承諾によってパーツの製造者に如何なる
権利若しくは法律上の地位をも与えていないと読み取れる。
 上記のドイツの裁判所の一、二審判決から分かるように、ドイツの立法者
のその承諾に対する認識は、法律上、意匠権者が権利行使の規模を拡大す
ることができるが、そのときは立法者が介入することとなるということで
ある。換言すれば、この承諾に反して生じた効果は、政治上のものであり、
法律上のものではない。
 被告が招いた専門家のうち、その承諾を FRAND 宣言(Fair, Reasonable,
and non-discriminatory)になぞらえるべきであると主張した者がいる。
しかし、FRAND 宣言とは、企業は自社の技術を規格とするために、特許権
行使の制限を承諾するものである。即ち、このような承諾は、自社の特許
が規格となって膨大な実施許諾のニーズと利益が生じることと引き換え
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るものであり、FRAND 宣言と自社特許が規格となることの間に対価関係が
ある。このような法理の基本構造では、FRAND 宣言に法的拘束力があると
裁判所が認定することは合理的であるが、本件ではこのような対価関係は
存在していない。
 被告が招いた専門家のうち、その承諾を原告とドイツ政府の間で締結され
た第三者のためにする契約と見なされるべきであると主張した者がいる。
しかし、この契約は、自動車メーカーに如何なる有意義な対価をも取得さ
せないので、英米法の概念からすれば、約因(consideration。対価性とも
訳される)がない限り、契約は成立しない。なお、大陸法の概念から言え
ば、この承諾は贈与契約に準ずられるべきであるが、贈与人は贈与前にい
つでも贈与を撤回することができる。なお、この第三者のためにする契約
の効力が台湾に及ぶかどうかは非常に疑わしい。
 ≪争点五≫「権利の濫用」
この他、被告は上記の理由に基づいて、原告が訴訟の方式で被告をスペア
パーツ市場から排除することを意図し、その意匠権を保護するための手段
の必要性を超えており、権利の濫用となると主張した。
しかし、裁判所は、原告が権利侵害をしたライトに対し意匠権を行使する
ことを制限する法定事由が存在しないため、原告が意匠権行使で侵害を排
除することは権利濫用とならないと判断した。
被告は既にこの判決について控訴したようである。控訴審裁判所が一審裁
判所の判断を覆すかどうかは、今後見守っていかなければならない。
そして本件の争点は、公平交易法及び専利法が入り混じるものであり、今
後の自動車産業関係の専利訴訟において、このような専利権濫用の抗弁が
続いていくかにも注目すべきである。
３、商標
商標法違反には、民事責任と刑事責任に関わるものがある。以下は、それぞ
れについて分けて説明する。
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(1)民事事件
A、【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】商標権侵害民事事件控訴審判決
━ 同意を得ずに、模倣品の自動車スペアパーツに登録商標を表示
 ≪概要≫
商標権者即ち原告である被控訴人のドイツ企業 X 社及び W 社は、国際的に
有名な自動車及び自動車部品を製造するメーカーであり、台湾において、
指定商品を「自動車、自動車部品」とし、「THREE POINT STAR IN RING（記
号商標）」、
「MERCEDEZ-BENZ」、
「BMW（記号商標）」等の記号又はラテン文字
を横書きにした登録商標 45839、35126、20643 号を有している。
 ≪原審における原告の主張≫
被告 Y1 は、被告の台湾企業 Y 社の代表者であり、その製造したブレーキ
パッド商品（以下は、被告製品と称す）及びパッケージ上において、前記
の登録商標と同じ図案及び型番を表示した。
被告製品は、被告台湾企業 Z 社（代表者は同じく被告の Z1）により自動
車修理工場に売り出された。
そして更に Z 社も、W 社のロゴマークを無断でパンフレット、名刺や見積
書に表示していた。
そこで、X 社と W 社は、一審裁判（【士林地方裁判所 89 年度重訴字第 612
号商標権侵害事件】）を起こして、被告等が連帯して損害賠償責任を負い、
商標権侵害の民・刑事判決を新聞紙に掲載するように求めた。
 ≪原審における被告等の主張≫
・Y 社
従業員の勝手な行為で自分はまったく預かり知らない。
・Z 社
自分の販売したものが模倣品であったとは知らなかった。
W 社の自動車パーツの輸入・販売を経営しているため、上訴人が名刺にお
いて W 社のロゴマークの表示をしても、それは商標の使用でなく、単に W
社の自動車パーツを販売しているという説明に過ぎず、ましてや需要者に
Z 社が W 社の代理店、若しく当該ロゴマークの商標権者であると混同誤認
を生じさせることもなく、そもそも名刺に販売代理店等の記載はない。
Z 社は W 社の並行輸入品、時には W 社の代理店から仕入れることもあるた
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め、いずれにしても W 社の利益を上げることにつながり、W 社にとって損
害はないはずである。
商慣習からすると、一般の自動車修理工場が W 社の自動車の修理も承る場
合、看板において皆 W 社のロゴマークを付けている。それと同じく、フェ
ア・ユースに該当するはずである。このロゴマークを表示することは、
「当
社は W 社のパーツの輸入を承り、W 社の商品も販売する」という説明に過
ぎず、需要者がこの表示だけで、Z 社が製造メーカーや商標権者、販売代
理店である等の混同誤認を生じることもない。Z 社は、このような表示は、
商標法の立法目的に違反しておらず、当該メーカーの製品を販売した以上、
名刺やチラシに当該メーカーの商標を表示したとしても、商標権者又は許
諾権者の同意を得たと見なしてもよいので、フェア・ユースに該当するは
ずである。
 ≪原審における裁判所の見解≫
原告の請求を受け入れる。
（その後、被告らは控訴した）
 ≪控訴審における裁判所の見解≫
 「真正品」があってこそ「並行輸入」が成立するが、本件において被告製
品が模倣品である以上、「真正品の並行輸入」とは関わりはない。
 Z 社は、W 社の自動車のためのパーツだけを販売しており、その名刺や見
積書にも W 社のロゴマークしか表示されていない。他の同業者は、多数の
メーカーのスペアパーツを提供しているため、多くのメーカーの商標を表
示しているが、Z 社の経営態様において、W 社のロゴマークだけを表示す
ることは、需要者に混同誤認を生じさせるに足り、Z 社が W 社の正規販売
店であると誤認させてしまった。
 控訴人即ち被告等は、X 社と W 社の両社の商標が表示されている模倣品の
ブレーキパッドを販売したため、控訴人は連帯して損害賠償責任を負わな
ければならない。
 尚、被告製品は被控訴人の X 社と W 社による検査が行われていないため、
被控訴人が求める品質管理基準を満たしているかどうかも疑わしいこと
であり、需要者が被控訴人等の製品を不良品であると誤認した場合は、両
社の信用・名誉が失われてしまいかねないので、控訴人はこれに対しても
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損害賠償責任を負わなければならない。
B、【知的財産裁判所 100 年度民商訴字第 38 号】商標権侵害事件民事判決
━ 運輸・物流業者の潜在的な権利侵害責任について
 ≪概要≫
原告台湾企業 X 社は、台湾の有名なオートバイメーカーであり、登録第
705963 号、第 787369 号「SYM」等の商標（以下は、本件商標と称す）の
商標権者である。
本件商標は、自動車、オートバイ及びそのスペアパーツを指定使用商品と
している。
原告は、税関から「疑義貨物を発見したため、権利者による認定手続きを
行う」との通知を受け、現場へ赴き、点検を行った。そして、被告 Y の輸
入した疑義貨物（以下は、係争貨物と称す）が、原告の生産した XX 車系
オートバイのシリンダー及びそのピストン、ガジオンピン、ヘッドガスケ
ット及びそのパッケージ等を模倣したものであることが分かった。係争貨
物のシリンダー上には、
「SYN」商標がミリングカッタ加工されており、本
件商標の「SYM」の「M」文字が「N」に加工されていた。係争貨物は、シ
リンダー上の型番から、原告が生産した機種であることが明らかになった。
そこで、原告は侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。
 ≪被告の主張≫
当人は、運輸業者に過ぎず、本当の権利侵害者ではなく、係争貨物の本当
の輸入者は証人の Z である。
Z は、中国で係争貨物を仕入れた後、訴外人 Q 社の物流業者に中国からの
輸出手続きを依頼し、さらに Q 社は、通関業者に依頼して台湾への輸入手
続きを行った。
そもそも、Z 自身には輸出入免許がなく、貨物もさほど多くないため、貨
物の宛先を運輸業者である被告 Y にしたのであり、Z が Q に依頼したとき
には、商標の非侵害保証条項が盛り込まれた書面を Q に提供している。
被告は、あくまでも運輸業務を提供しただけで、受託貨物が模倣品である
かどうかについては、専門的な知識も有しておらず、ましてや係争商標を
侵害する故意もない。しかも Q も、Z から受託する際に、商標権非侵害の
宣誓書を出してもらっていた。
この為、被告は、輸入される前に係争貨物に接触することができず、当然
過失もない。
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 ≪裁判所の見解≫
本件被告が本当の輸入者ではない限り、当然故意も過失もない。
この為、原告の請求を棄却する。
C、【新北地方裁判所 99 年度智附民字第 9 号】商標権侵害事件民事判決
━ 商標の知名度は、権利侵害の立証にも役に立つ
 ≪概要≫
「Benz」の商標は、原告ドイツ企業 X 社の所有する登録商標であり、自動
車及びそのパーツ等を指定商品とする。
被告 Y 等は、氏名不詳の者から「Benz」商標が表示されている車用ペダル、
ラジエーターキャップ等のパーツ（以下は、係争商品と称す）を購入し、
ショッピングサイト上で販売した。原告が発見した後、被告等を刑事告訴
（【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】商標権刑事侵害事件）した他、
付帯民事訴訟を以て、侵害差止及び損害賠償を請求し、判決文を新聞紙に
掲載することを求めた。
 ≪被告の主張≫
自分の販売したものが模倣品であるとは全く知らなかった。
 ≪裁判所の見解≫
 被告等が係争商品を購入した際、レシート等(例えば権利証や領収書等)
が何もなかったことは、有名な自動車大手メーカーの一般的な販売フロー
に悖る。
 それほど有名な商標が表示されている製品でありながら、被告等の仕入れ
価格が真正品とかけ離れていたことから、一般人でもその差異を察知でき
ると言え、まして被告が分からないはずがなく、その抗弁は採用できない。
本件は、商標権侵害が成立し、損害賠償の請求を認める。
D、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 11 号】商標権侵害事件民事判決
━ 同業者は、同業の商標に対して知悉している可能性が高い
 ≪概要≫
前記の B の案件（【知的財産裁判所 100 年度民商訴字第 38 号商標権侵害事
件】）の審理により、本当の輸入者が Z であることが明らかになり、当人
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も物流業者に依頼して輸入したことを承認したため、台湾企業 X 社は改め
て Z に対し、侵害差止及び損害賠償訴訟を起こした。
被告 Z が係争貨物のスペアパーツを輸入したのは、バイクの修理を生業と
しているためであり、係争貨物を原告の真正品の 1/10 という非常に格安
な値段で仕入れてきた。
原告は、被告 Z が同業者である以上、このような尋常ではない安さは、模
倣品である故ということを知っていたはずであると主張した。また、当該
XXX 車系の売れ行きが好調であるため、点検修理のニーズも多く、もし被
告が係争貨物を修理に用いるのであれば、原告のアフター市場において重
大な損失を受けると強調した。
 ≪被告の主張≫
商標検索をしたところ、
「SYN」という商標がなかったため、権利を侵害し
ていないと安心して輸入したに過ぎず、特に原告の商標権を侵害する故意
も過失もなかった。
 ≪裁判所の見解≫
 係争貨物に「SYN」と記載されていたが、確認してみたところ、「SYN」の
「N」は、「M」を加工したものであった。また、係争貨物には原告製品の
型番が記されたままである。このため、やはり模倣品であることが判明し
た。
 被告は専門的なオートバイ修理業者であるため、原告会社の型番を見れば、
それが模倣品であることに気づいたはずであり、商標検索をして「SYN」
商標がないというだけで過失がないとは到底認められない。
 なお「SYN」と「SYM」は類似商標であり、一般需要者に混同誤認を生じさ
せるおそれがあるため、商標権の侵害として、原告の訴えに理由がある。
E、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 31 号】商標権侵害事件民事判決
━ 価格が正規品とかけ離れているため、模倣品と知らなかったとは言え
ない
 ≪概要≫
原告オランダ企業 X 社は、有名な照明器具のメーカーであり、照明器具等
を指定商品とする登録第 1462244 号及び第 235411 号「PHILIPS」商標（以
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下は、合わせて係争商標と称す）を有している。
被告の台湾企業 Y 社は、中国広州から模倣品である車用ライトを輸入し、
グループ企業の被告台湾企業 Z 社に販売した。
当該模倣品は市場に出回っており、しかも原告の「PHILIPS」商標と同一
の商標が表示されていた。この為、X 社は、Y 社、Z 社及びその代表者を
被告として、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。
原告は、被告等は車用ライトを販売する業者として、これらの物をよく知
っていたはずであり、明らかに侵害の故意があると主張した。
 ≪被告の主張≫
中国から輸入した製品は、外観も原告製品と同じであるため、模倣品と知
る由もなく、権利侵害の故意も過失もない。
 ≪裁判所の見解≫
中国から輸入した製品の価格は、原告製品の価格と相当にかけ離れていた
ため、被告は明らかにこの低価額目当てに模倣品を輸入した。
この為、原告の請求を認める。
F、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 49 号】商標権侵害事件民事判決
━ 権利侵害者に先使用の事実があっても、区別するために適宜な表示を
付すことは要求できる
 ≪概要≫
原告 X は、指定商品を「ステアリングホイール、クラッチ…等」とする登
録第 946417 号「F.C.C.SPORT」商標を有している。
また、自動車及びその部品の販売を指定役務とする登録第 1156892 号
「F.C.C.SPORT」
（「SPORT」については権利不要求）商標を有している（以
下は、合わせて係争商標と称す）。
被告 Y 社は、訴外人日本企業 F 社の台湾支社であり、「F.C.C.」という文
字を自社の販売したクラッチにつけていた。
被告 Z 社は、同じく日本企業 F 社の販売店である。
訴外人日系企業 F 社は、以前登録第 1249984 号「F.C.C」記号商標及び登
録第 1298816 号「CLUTCH/F.C.C./TECHNOLOGY」商標を所有していたが、係
争商標を引用商標とする取消審判により取消された。しかし Y 社と Z 社は
「fcc」文字、
「F.C.C」記号商標を、出所を示す商標としてウェブサイト、
商品に使用し続けた。
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そこで、原告は訴訟を起こし、主位的請求を侵害差止及び損害賠償とし、
予備的請求を被告等が商標を使用する際に係争商標とは無関係であると
いう表示を付すべきこととした。
 ≪被告の主張≫
原告商標は海外の著名商標と同じであるため、登録を許すべきではない。
係争商標の登録以前に先使用の事実もあったため、公正使用に属する。
 ≪裁判所の見解≫
被告等に確かに先使用という事実があり、公正使用に該当する。
従って、侵害差止及び損害賠償の請求に理由はないが、被告等が商標を使
用する際には、係争商標と無関係であるという表示を付すべきである。
G、【知的財産裁判所 102 年度民商訴字第 40 号】商標権侵害事件民事判決
━ 信用・名誉の損害賠償を請求する
 ≪概要≫
原告台湾企業 X 社は、登録第 50912 号、755801 号、5967 号商標（以下は、
合わせて係争商標と称す）の商標権者である。
係争商標は、ファンモーター、ワイパモーター等を指定商品としている。
原告は、被告が劣悪な製品に原告の「Shihlin」商標を使用したことによ
り、実際の損失だけでなく、信用・名誉にも損害を受けたとして、商品の
販売単価の 1500 倍51の損害を請求し、更に信用・名誉の損失について台湾
ドル 300 万元の損害賠償を請求した。
 ≪裁判所の見解≫
 一審
 被告は係争商標権を侵害する模倣品を販売したと認め、それについて、模
倣品の販売單価の一定の倍数（本件は 500 倍）を損害賠償額とする。
 しかし、信用・名誉の損失については、需要者が当該模倣品を使用し、損

51

裁判当時の商標法 63 条 1 項 3 号に「商標権者が損害賠償を請求するときは、次の各号に掲
げるいずれか選択してその損害額を計算することができる。…三、押収した商標権侵害に
係る商品の販売単価の 500 倍から 1500 倍以下の額。ただし、押収した商品が 1500 点を超
えるときは、その総額を賠償の額とする」と規定されていた。現行法は、2016 年の新法か
ら 71 条 1 項 3 号の規定となり、最低限の 500 倍は削除された。
70

― 70 ―

害を受けて、原評判が落とすことになった旨を証明しておらず、計算の元
となる資料も一切提出できなかった。このため、その部分については理由
がない。
 控訴審（【知的財産裁判所 103 年民商上字第 7 号】商標権侵害事件控訴審
判決）
 被告の侵害行為があった時期に、原告の全体的の売上高は上昇したが、一
方ファンモーター、ワイパモーター等の売上高は下落した。このことによ
り、確かにこの侵害行為によって、需要者が原告製品の品質に不安を覚え
始めたといえるので、被告は確実に原告の信用・名誉を失墜させた。
 本件において原告は既に信用・名誉に損害を受けたことを証明したが、そ
れを具体的な数額で証明し難いため、民事訴訟法に則って、本件の事情を
斟酌することで得られた心証により額を決める。両者の市場的な地位、経
済能力、被告模倣品の価格と品質、権利侵害時期の長さ、模倣品の数量、
原告がその信用・名誉のために注いだ心血等の要素により、被控訴人即ち
X 社の信用・名誉の損害賠償金額は台湾ドル 100 万元とする。
(2) 刑事事件
A、【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】商標法違反事件控訴
審刑事判決
━ 純正品メーカーの廃棄品を、修理して組み合わせることで、商標侵害と
なり得る
 ≪概要≫
被告人 Y は、自動車修理工場の代表者であり、自動車電機の修理・販売を
業としていた。
Y は、
「D0000-REMY」が米系企業 X1 社の所有する登録商標であり、
「BOSCH」
商標がドイツ企業 X2 社の所有する登録商標であり、両商標とも自動車部
品等を指定商品としていることを知りながら、リサイクル業者や自動車修
理工場等に大量に廃棄された「D0000-REMY」商標が表示されている発電機
及び「BOSCH」表示されている始動モーターを、修理し、酸洗い・ブラス
トし、さらに他社から購入した発電機整流器、又はコイルで修理し直して
組み立てをし、正規品として、高雄、屏東の自動車工場等を相手に売り出
した。
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 ≪裁判所の見解≫
 被告の酸洗い・ブラスト、他の部材と組み立てること等は、既にメンテナ
ンスの必要範囲を越えてしまい、修理には当たらない。
 本件商標権者は、再生産に対し厳しい基準を制定し、自社の認証を受けた
部品を、当該会社の安全基準に従って再製したもののみ正規品に当たると
していたが、被告は全く上記の規定に従わなかったため、正規品と称し正
規品の価格で販売したのは、商標法に違反することに当たる。
B、【台湾高等裁判所5292 年度上易字第 1002 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 純正品メーカーの廃棄品を、分解して組み合わせることで、商標法違
反になり得る
 ≪概要≫
「CAMRY」「COROLLA」商標は、日系企業 X 社の所有する登録商標であり、
自動車及びその修理部品を指定商品としている。
被告人 Y は、自動車部材を扱う会社の代表者である。
Y は、日系企業 X 社の廃棄した車用パワーウィンドウモーターの不良品を、
電気電子機器廃棄物として輸入した Z 社から購入し、組み立てて正規品と
して（以下は、被告製品と称す）、
「CAMRY」又は「COROLLA」の、上記登録
商標のシールを貼りつけて、販売した。
このような行為は日系企業 X 社の同意も得ず、使用許諾も受けていなかっ
た。
 ≪裁判所の見解≫
 一審【板橋地方裁判所 91 年度易字第 2607 号】
 純正品メーカーは、正規品のパワーウィンドウモーターに「CAMRY 」
「COROLLA」を表示せず、「TOYOTA」、「DENSO」と記載し、型番も必ず付け
るため、被告製品のように「CAMRY」を表示することは全くなく、需要者
に混同誤認を生じさせようがない。しかも被告のシールはあまりに粗末で
ある上、販売価格もまた疑わしいほど安く、指定商品の需要者が例えば修
理従事者の通常有する注意力を基準として判断すると、当然被告製品を純
52

「台湾高等裁判所」（中国語で台灣高等法院と書く）は控訴審裁判所であり、台北市にあ
る。そのほかに、台中、高雄、台南、花蓮、金門にそれぞれ支部（中国語で「分院」と称
す）がある。
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正品と思わないため、被告人は商標法に違反しない。
 控訴審【台湾高等裁判所 92 年上易字第 1002 号】
 被告人が販売したパワーウィンドウモーターは、告訴人日系企業 Y 社の生
産した不良品で、被告人が自ら分解してほかのパーツで改造して組み立て
たものであり、既に正規品ではなくなった。
 商標消尽原則によると、商標権者の同意を得た者によって台湾内外の市場
で取引流通されたとき、商標権者は当該商品について商標権を主張するこ
とができない。しかし、本件はあくまでも商標権者の同意を得ずに市場に
流通しており、しかも当該製品は模倣品であり、商標権者は当然商標権を
以て対抗できる。
 また、被告は「CAMRY」「COROLLA」のシールを自分の組み立てた物に張り
付けたことで、商標の使用行為に該当し、当然需要者に商品の出所の混同
誤認を生じさせ、明らかに他人を騙す意図があるため、被告は商標法に違
反した。
C、【板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号】商標法違反審判交付53事件決定
━ 合理的な中古部品の回収利用は、商標法に違反しない
 ≪概要≫
被疑者 Y は、告訴人日系企業の X 社が所有する登録商標「TOYOTA」を、そ
の指定商品とする自動車のブレーキパーツ（以下は、係争商品と称す）に
つけ、自動車工場に売り出した。
係争商品は修理工場から回収し、若しくは需要者から提供を受け、被告が
焼付け塗装して部品を修理し、自動車修理工場、自動車中古部品店又は消
費者に売り出された。
係争商品の一部は、後に警察に押収され、検察官の取り調べを受けること
になった。

53

審判交付（Setting for Trial。中国語で、「交付審判」と書く）とは、検察官による不起
訴、起訴猶予の処分に不服で再議という救済手続きを経て尚も不服である場合、告訴人が
裁判所に対して審判に付するよう請求することである。日本法上の「付審判請求」とある
程度近い制度であるが、日本法のように公務員の職権濫用等の罪に限るわけではない。
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 ≪被疑者の主張≫
製品上の「TOYOTA」商標は、元々付けられたままであり、被疑者自身が付
けたわけではなく、鋳型を改めて作ったわけでもない。
 ≪審判交付判決の内容≫
検察官は被告の主張に基づき、不起訴処分を下した。
その後再議を経たが、告訴人はやはり不服であるとして、裁判所に審判交
付を申し立てた。
裁判所は被疑者の供述を全て採用した。
 被疑者は消費者の修理ニーズに応え、修理して必要な付属品を取替えただ
けである。犯罪当時の商標法 63 条の罰則に、行為者が係争商品を模倣品
と知りながら販売し、又は販売を意図して陳列するという構成要件がある。
しかし本件の被疑者に、「TOYOTA」商標を模倣する行為はなかった。ただ
リサイクル会社からリサイクル物を仕入れ（これはリサイクル会社が発行
した領収書、更にリサイクル会社のスタッフの証言で裏付けられた）、修
理して焼付け塗装し、又は付属部品を取替え、中古品として、中古品の値
段でそのまま売り出したに過ぎないのである。別に自ら部品を製造して組
み合わせて模倣品を作り出したわけではない。しかも修理に際し、
「TOYOTA」
商標に手を加えておらず、削って新しい商標を付けたわけでもない。この
行為は、普通の中古自動車、中古電化製品（例えば中古のテレビ、中古冷
蔵庫）といった中古品を、修理して部品を交換して使えるようにし、中古
品として売り出すことと変わらない。犯罪当時の商標法の規定には、「模
倣商標を作る」、
「模倣品を販売する」という構成要件が求められているた
め、被疑者の行為は商標法に違反しない。
 証人の証言によると、消費者は被疑者が「TOYOTA」商標が表示されている
部品を修理することや、その品質や値段が明らかに告訴人の製造した純正
品より低いことを理解しているため、特に混同誤認を生じることはなく、
係争商品が X 社の無償品質保証を受けている純正品であると勘違いする
こともない。
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 犯罪当時の商標法に、「他人を騙す意図がある」54という構成要件があり、
当時の実務見解によると、それは他人の商標を積極的に模倣する行為があ
るということが求められる。係争商品に表示されている告訴人商標は、被
疑者が付けたものでなく、元々あったものとして「指示的フェア・ユース」
に該当するため、被告に他人を騙す意図があったとは認め難い。
 被疑者の製品は、被疑者による緑色の焼付け塗装、付属品交換で、正規品
との「同一性」を失ってしまい、明らかに係争商標により保証されるべき
ものでないと告訴人が主張したが、被疑者が使用する物はそもそも正規品
であるため、その商標権は、製品の初回販売の際にすでに消尽されている。
この為、再び商標権を主張することはできない。
 被疑者の修理・販売する行為により、規格外品が流出したことで損害を受
けた場合は、別途、商標権者が民事又は行政手続きで救済を求めるべきで
ある。商標法の刑事手続きで更なる追及をすることはできない。
D、【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】商標法違反事件刑事判決
━ 他人の商標を単に説明するために使うことは指示的フェア・ユースに
当たり、商標法に違反しない
 ≪概要≫
「CAMRY」「CORONA EXSIOR」商標は（以下は、合わせて係争商標と称す）、
日系企業 X 社の所有する登録商標である。
被告人 Y と Z は、台湾企業 Q 社の責任者であり、日系企業 X 社の使用許諾
も同意を得ずに、Q 社の営業拠点で、自らが製造した「パワーウィンドウ
調整器」（以下は、被告製品と称す）に係争商標をつけて、他人に販売し
た。
被告人が有罪であるかは、当人に犯罪の「構成要件」に対する認識があっ
たか否かが鍵であり、もし故意犯55に欠かせないこの認識が欠如している
場合は、法的に「構成要件の錯誤」といい、故意を阻却することになる。
端的にいえば、当人に「故意」があったかどうかに尽きる。また、指示的

54

55

2002 年当時の商標法 62 条の規定によるもの。現在の商標法に、「他人を騙す意図がある」
という構成要件は削除されたが、行為者の故意という主観的な意図は尚も求められている。
犯罪について自覚がある上で、その罪を犯した犯罪を指す。台湾商標法の刑事責任は、過
失を排除して、故意犯だけを罰する。一方、民事責任は、被告に権利侵害の過失があれば
侵害が成立する。
75

― 75 ―

フェア・ユースに当たるかどうかも、参酌要素となる。
 ≪被告人の主張≫
被告製品につけられた商標は、異なる自動車メーカー、及び車種を区別す
るためであり、悪意を以て X 社の商標権を侵害したわけではなく、商標法
上の「指示的フェア・ユース」に当たるはずである。
 ≪裁判所の見解≫
 日系企業 X 社が研究開発して生産した自動車の「CAMRY」
・
「CORONA EXSIOR」
車型のパワーウィンドウ調整器は、台湾で専利出願していないため、スペ
アパーツの業者が同じ規格の物（規格が異なると使用できない）を製造す
ることは違法でない。
 本件において押収された Q 社のカタログを検証したところ、その内容はメ
ーカーで分類されており、Honda、Toyota、Mitsubishi、Nissan、Ford…
等のメーカー名も記載されていた。この為、被告人は、メーカーの名称を、
被告製品の対応する車種に付けたものといえ、指示的フェア・ユースに当
たる。
したがって、被告人を無罪とする。
E、【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 商標の文字だけを強調して表示することは、指示的フェア・ユースに
当たらない
 ≪概要≫
TOYOTA 商標は、日系企業 X 社が所有する登録商標である。
被告人 Y は、台湾企業 Q 社の代表者であり、被告人の Z は、部品購買課の
スタッフである。
Q 社は自動車、オートバイの部品等の輸出・輸入貿易を業としている。
 ≪検察官の起訴要旨≫
被告人は、何度も中国浙江省にある L 社に自動車のフラッシャー、リレー
等（以下は、合わせて係争製品と称す）の製造を依頼した。
係争製品のパッケージには「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」
の文字が付けられ、しかも、TOYOTA という文字が拡大して表示され、FOR
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と TOYOTA USE、TOYOTA と GENUINE PARTS をそれぞれ改行し、更に TOYOTA
という文字が目立つように表示されている。
被告人は、係争製品を輸入して、中南米の顧客に売り出した。
 ≪裁判所の見解≫
 一審
 製品パッケージ上にある「FOR TOYOTA USE」、「TOYOTA GENUINE PARTS」と
いう表示は、単に対応車種の説明を表示であり、商標としては使用してい
ない。
X 社の関連製品は、台湾において専利権を取得していないため、どのメー
カーでも製造でき、被告人の標示方法は商取引の慣習に沿うものである。
したがって、被告人等を無罪とする。
 控訴審
 係争製品のパッケージには「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」
の文字が付けられているが、仮に単に説明文字として使用した場合、
「TOYOTA」という文字はほかの説明的な文字（FOR…USE）と行を改める必
要は特に無く、「TOYOTA」だけを拡大表示する必要もない。しかし、被告
人はわざと FOR と TOYOTA USE、TOYOTA と GENUINE PARTS をそれぞれ改行
して表示することで、
「TOYOTA」という文字を目に付きやすくなるように
仕向けた。被告人は、更に白地赤字である「TOYOTA」という文字をほかの
文字よりと拡大して、目立つように表示した。したがって、被告人が告訴
人の「TOYOTA」商標をわざと目立つように表示したことで、被告人の主観
的な意図は、出所を示す商標として使用することにあり、指示的フェア・
ユース56（商慣習に沿って、単に商品の用途又はその他の関連商品自体の
説明を表示するものに過ぎないのであれば、商標権の効力は及ばない）に
当たらない。
 被告人は、この価格の安さで需要者が純正品と認識するはずがないと抗弁
したが、販売価格は商標法刑事責任の構成要件ではなく、商標権者の同意
を得ずに、同一の商品に、登録商標を使用した場合、すでに構成要件を満

56

法改正を経て、現行法の 36 条 1 項 1 号の形となった。詳しくは、「弐、五、（三）、3」
（頁 124 以降）を参照。
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たしている。被告人の主観的な犯罪意図を確認済みであり、単に価格の差
異で罪を逃れようとするわけにはいかない。
したがって、被告人等を有罪とする。
F、【台湾高等裁判所 95 年度上易字第 1805 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
━ 商標の文字だけを強調して表示することは、指示的フェア・ユースに
当たらない
 ≪概要≫
被告人 Y は、商標権者である日系企業 A 社、日系企業 B 社、日系企業 C 社
のインドネシア OEM メーカーである D 社からオイルフィルタを仕入れた。
そして、当該商品又はそのパッケージに A、B、C 社の登録商標を表示し、
各地の自動車部品販売店又は自動車修理工場に売り出し、価格の 15％に
当たる利益を得た。
 ≪被告人の主張≫
インドネシアの D 社とは十数年以上の付き合いがあり、D 社がインドネシ
ア地域限定の物を売り出していたのは知らなかった。
当該インドネシア地域限定の商品は、D 社自身の登録商標である「SAKURA」
が表示されており、「INTERCHANGEABLE WITH」という文字も記載されてい
る。この為、あくまでも対応車種の説明の表示であり、商標として使用し
たわけではない。
しかも販売対象は自動車部品販売店又は自動車修理工場といった、専門的
な知識を有する者であり、混同誤認を生じさせるおそれはない。
 ≪裁判所の見解≫
 商標権者は、インドネシアの D 社に登録商標の使用許諾を付与しておらず、
被告人が輸入したオイルフィルタは模倣品である。
 その模倣品には、D 社の商標が表示されており、商標権者の登録商標の前
に「INTERCHANGEABLE WITH」や「USE FOR」という記載があった。しかし、
全体的に観察すると、
「SAKURA」商標が小さく、商標権者等の登録商標が
太字で目立つように表示され、しかも「INTERCHANGEABLE WITH MAZDA」や
「USE FOR NISSAN」が中央に大きく表示されている。特に太字にした商標
権者等の登録商標は、
「SAKURA」商標よりずっと大きく目立つように見せ
ていた。この為、目に付きやすく、需要者に混同誤認を生じさせ、又は商
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品出所を誤認させるおそれがあるため、指示的フェア・ユースには当たら
ない。
被告人の抗弁のように説明的な記載に過ぎないのであれば、当該専門分野
に詳しい相手に売り出すため、ことさらに他人の商標を拡大して表示する
必要もない。
このため、被告人は商標の出所を誤魔化し、主観的な侵害意図があると認
められ、有罪とする。
G、【台南地方裁判所 98 年度易字第 620 号】商標法違反事件刑事判決
━ 登録商標は全体的に使用すべき
 ≪概要≫
被告人 Y は、中国のあるメーカーに車用ベルトの製造、又は製品に日系企
業 X 社の所有する登録商標である「BANDO」をつけることを依頼し、上記
の商品を台湾に輸入した。
 ≪被告人の主張≫
当該文字が商標であるとは知らなかった。
以前商標の使用許諾を受けたことがある。
 ≪裁判所の見解≫
 被告人は、自動車用のスペアパーツの国際貿易の取扱業者として、当該商
標を知っているはずである。被告人がかつて台湾企業 Z 社から使用許諾を
受けたのは、文字の「半島 BANDO」に図案という記号商標であり、使用権
者が許諾された商標を実際に使用する場合は、当該商標の全てを使用しな
ければならず、一部だけの使用は、使用として認められない。この為、本
件の被疑侵害品の表示である「BANDO」は、別件の許諾使用のためとは認
められない。
したがって、被告人を有罪とする。
(三)民生品に関する裁判例
民生品の消耗品に関する裁判例については、プリンターのインクタンクに関
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