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肆、業界別の修理部品、消耗品に係る課題と対応
一、半導体業界
(一)課題

半導体産業の特殊性及び閉鎖性

台湾の半導体産業の出荷額は、世界で上位を占めており、2019 年の予想生
産額は、4,066 億米ドルである211。半導体産業の修理部品・消耗品の製造、生
産又は販売はテクノロジー志向で、ビジネスモードも最終消費者を対象とする
わけではなく、企業間取引（Business to Business）である。
詳しく言えば、半導体産業における修理部品・消耗品は、技術そのものを商
品又は役務の内容とするため、購入側からすると、商品又は役務を選択する際
に、品質及び機能こそ主な決め手であり、商品の外観及び視覚感受で選択する
わけではない。特に企業間取引のモードにおいて、半導体の関連部品・消耗品
は一般的な消費財ではなく、購入側も専門的なメーカーであるため、購入する
前、確認のためにデータシート又はサンプル等の詳しい製品情報を提供するよ
うにサプライヤーに要請するのは普通であり、売買の流れは複雑で固定的であ
り、外観だけで商品の出所を判別するわけではない。
また、純正品メーカーの顧客は通常半導体メーカーであるため、実際に直接
に顧客に対し、訴訟で権利主張する可能性も低く、ある程度困難である。特に
最先端又は最新な技術分野に係る場合、半導体産業の設備供給又はメンテナン
ス自体はほかの産業よりずっと閉鎖的であるため、純正品メーカーにとって、
契約又はその他の訴訟以外のビジネス手段で自社の権益を守ったほうが望ま
しい。
前記の製品又は業界特性により、実務上で意匠権や商標権等を主張する例は
極めて少なく、半導体産業修理部品・消耗品の知的財産権による保護は、視覚
を通じて訴える意匠登録や商標登録等で保護を求めるより、特許、実用新案登
録を中心的に考えていくべきであり、訴訟以外の方法で対処することが望ま
しい。
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Atkinson、「韓国を越えた!2019 年台湾は、半導体生産値は世界二位となった。2020 年は
市場は、どん底から跳ね上がる」、『科技新報』、2019 年 10 月 23 日。
参照：https://technews.tw/2019/10/23/semiconductor-taiwan-at-2019/ （最終閲覧日：
2019 年 11 月 1 日）。
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(二)関連課題の対応
１、特許、実用新案権を保護手段とする
特許、実用新案の出願で半導体産業の修理部品・消耗品を保護する場合、前
記の説明の通り、専利の技術的範囲からすれば、 (1)専利の技術内容そのもの
が修理部品・消耗品である、(2)専利の技術内容が、一つのシステム又は装置
全体に及び、修理部品・消耗品は当該専利の構成要件一部となる、といった二
種類がある。
一つ目の状況につき、専利権者はサードパーティーが製造・販売した修理部
品・消耗品等の証拠さえ入手・確認できれば、訴訟において、前記の「弐、五、
（一）」で紹介した流れで権利を主張することができ、侵害疑義品が係争専利
の技術的範囲に属するという立証の構成は比較的に容易である212。二つ目の状
況につき、専利権者は、その産業及び技術特性に鑑み、専利を出願する前に専
利出願範囲等を斟酌して、適切にポートフォリオを組むことが望ましい。以下
のように詳しく説明する。
(1)専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である
前述の通り、修理部品・消耗品そのものが専利出願の技術内容である場合、
専利権者がサードパーティーの製造・販売した修理部品・消耗品を入手して、
普通の権利侵害の立証責任を果たせば十分であり、共同不法侵害という若干手
の込む主張をせずに済む。
但し、出願専利の技術内容が、産業上の利用性、新規性又は進歩性を備える
という要件を満たさなければならない。修理部品・消耗品自体を専利出願の対
象としようとする時、まずは当該部品又は消耗品自体の技術レベルを予め評価
し、技術レベルの高い部品・消耗品であれば、そのもの自体を技術内容として
出願したほうが相応しい。

212

前述の通り、台湾半導体メーカーの取引は主に企業間取引（Business to Business）なの
で、専利が侵害される際、証拠集めはある程度困難である。台湾は、アメリカのような証
拠開示制度（ディスカバリー）を設けていないが、専利権者は、裁判所に対して証拠保全
を申し立てて証拠を集め・確保することができる（ちなみに、近年、知的裁判所の証拠保
全認容率は大幅に上昇した）。
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一方、技術レベルの低い修理部品・消耗品の場合は、出願若しくは訴訟に臨
む際に、係争専利の有効性について必ず相手側が争うので、自分の権利を確実
に守るどころか、無効であると判断されることもある。このような技術レベル
の低い部品については、その部品の装着するシステム又は装置全体と合わせ
て出願することで、専利性がないと判断されるリスクが軽減できるのであろ
う。
(2)専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗
品は当該専利の構成要件の一部となる
もし修理部品・消耗品を装着するシステム又は装置全体が、専利出願の技術
内容である場合は、専利有効性の防御が前記の状況により比較的に容易である。
しかし、台湾専利法に間接侵害の規定がないため、専利権者は、このような修
理部品・消耗品の侵害に対し、民法の共同不法侵害の構成要件について逐一立
証責任を果たさなければならない。
前述の【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件（プロ
ーブカード装置）より、このような専利権の課題及びその対応について、かな
り多くの示唆を得られる。
当該案件に係る専利は、半導体製造工程でウェハーを検査するためのプロー
ブカード装置であり、専利権者は、プローブカード装置全体を販売するほかに、
消耗品であるプローブヘッドの引き続きの販売に繋げる期待を抱いているの
は当然である。しかし、台湾半導体産業において、ウェハーメーカー業者はコ
ストを下げるために、ほかのサプライヤーの情報もいつも探し集めているので、
ほかの修理部品・消耗品のサプライヤーのリストを握っているはずである。
当該案件において、係争特許の技術内容は、単にプローブヘッドだけでなく、
プローブカード装置の全体が含まれているため、専利権者がプローブヘッドを
販売・製造するサードパーティーに対して専利権を行使しようとする際には、
やはり非純正品を採用したクライアントである半導体ウェハーメーカーが関
わってしまう。
そもそも共同不法行為の成立は、直接侵害者（ウェハーメーカー）があって
こその間接侵害者（サードパーティー）である。このような状況で、クライア
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ントであるウェハーメーカーへの遠慮もあるので関係を壊したくない前提で、
プローブカードのメーカーは、権利侵害行為の発生した後に訴訟でサードパー
ティーだけに対して侵害差止を請求しようとする場合は、オールエレメントル
ールに則りながら、専利の構成要件の一部しか実施しなかったサードパーティ
ーは最終的に侵害を為したことを幇助したという論証を苦心して導き出した。
この案件から、半導体産業の修理部品・消耗品に携わる企業は、如何に有効に
自社の知的財産権を守れるかを熟考しなければならない。
上記の案例から得た示唆として、専利審査段階において又は出願時の明細書
において、修理部品・消耗品やこれらに対応する装置、システムの構成、イ
ンタフェースの構成要件に更なる限定を加えることをお勧めする。例えば、専
利の請求範囲においてプローブヘッドの接続構造の数量や構造の限定を増や
し、プローブヘッドに接続する EPROM メモリの構成要素を増やすことが考え
られ、更には、当該修理部品・消耗品を、この装置に装着する以外の用途が
ないように専用品213にすることも考えられる。そうすることで、クライアント
のウェハーメーカーを訴訟に巻き込まずに、共同不法侵害の立証の構成をある
程度軽減することができる。
２、製品の外観の特徴を考慮して、意匠登録を保護手段とする
もし修理部品・消耗品に特殊な外観が有り、単なる機能的な造形に止まらず、
視覚を通じて訴える創作であれば、意匠登録を保護手段とする可能性もあるよ
うに思われる。
要するに、修理部品・消耗品の純正品メーカーは、専利ポートフォリオに際
し、修理部品・消耗品の外観、またはそれらとその他の構成要素とを組み合わ
せたインタフェースを以て意匠出願することができる。そのメリットとして、
このような意匠侵害に対して権利を主張しようとする場合は、ウェハーメーカ
ーへの遠慮がなく、直接に専利権侵害として訴えることができる。

213

そうすることで、サードパーティーが同じ修理部品・消耗品を実施した場合、この修理部
品・消耗品はこの機械でしか使えないので、これを製造・販売することは、明らかに係争
特許の権利侵害のためだけであるという立証はできる。当該案件において、これも裁判官
が最終的に特許権者側に勝訴判決を下した一つの理由である。
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３、営業秘密、契約条項等により保護する
純正品メーカーが、ビジネス的な考慮に基づき、その顧客（半導体メーカー）
に対し専利権を行使することを避けたい場合、非訴訟的な手段により、権利を
保護することもできる。
例えば、契約条項により、品質保証サービスの提供に制限を設け、純正品
メーカーの製造・認証した消耗品を使用する場合は無償品質保証サービスを
提供し、一方非純正品を使用した場合は、点検整備、修理の際に料金を別途
請求するほか、サードパーティー製の物を採用した場合、その品質及び良品
率を保証できない等の条項を盛り込む。そうすることで、半導体業者に、引き
続き純正品の修理部品・消耗品を採用するモチベーションを持たせることがで
きる。
尚、純正品メーカーも修理部品・消耗品の特性に鑑み、自社の当該修理部品・
消耗品を守るために、当該物品そのもの若しく接続構造であるインタフェース
に無断複製防止措置を設置し、若しくは自社の開発するソフトウェアで互換
性（Compatibility）のないようにベンダーロックインすることが考えられる。
半導体は、高度で精密な産業であり、関連エレメントの設計の寸法やプロセ
スは、僅かなズレも許されないため、専利出願により公開されたくないノウ
ハウは、営業秘密として保護することも望ましい。
二、自動車業界
(一)業界概要
自動車スペアパーツの市場は、純正品及び非純正品があり、製造者で分ける
と、前者に、純正品メーカーの受託製造者（Original Equipment Manufacturer、
OEM）、純正品メーカー製品の設計から開発まで引き受ける受託者（Original
Design Manufacturer、ODM）及び純正品の修理部品・消耗品を製造し、メンテ
ナンスを引き受ける業者（Original Equipment Supplier、OES）が含まれる。
後者には、上記の純正品メーカー以外で、自動車のアフター市場においてスペ
アパーツを提供するサードパーティーが含まれる。市場で分けると、新品市場
及びアフター市場の二種類である。
近年台湾において、自動車本体の生産額より、部品の生産額のほうの伸びが
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高く、2016 年を例として挙げると、自動車及びその部品の生産額は、台湾ド
ル 3,870 億元に達しており、部品だけで台湾ドル 1,921 億元まで上り、自動車
本体の生産額より高く、2011 年と比べると 6.5%増であり、自動車本体はマイ
ナス 6.2%である。その理由は、台湾の自動車のスペアパーツは種類が多樣で
あり、製造もフレキシブルという長所であるので部品の製造に向いている214。
台湾製の自動車スペアパーツは 9 割輸出であり、主な輸出地域は欧米であり、
特に米国は一番の輸出先で、全体的の 40%を超えている215。
自動車のスペアパーツ市場において、純正品メーカーが認定したアフターサ
ービスを提供する業者のほか、もっと多いのは非純正品でアフターサービスを
提供するサードパーティーである。事実、世界中のサードパーティー製のスペ
アパーツの生産の 85～90%は、台湾からという216。非純正品は、純正品メーカ
ーの作り上げたサプライチェーンを経由して提供されるわけではなく、あくま
でも修理工場、小売業者より、修理を求める最終消費者に直接に売り出される
ことである。その特徴は、純正品より安いところにある217。
サードパーティーメーカーが主に生産する部品とは、自動車の衝突部位部品
(crash parts)であり、その内訳とは、ボディパネルパーツ（例えばドア、フ
ード等）、ライト、ポリプロピレン製パーツ（例えばバンパー、フロントグリ
ル等）、冷却用パーツ（例えばファン、ラジエーター等）等が含まれる。この
ような部品の技術レベルは比較的低いため、サードパーティーは純正品からリ
バースエンジニアリングを行い技術内容を習得できる。
但し、安全性及び品質の考慮もあるので、サードパーティー製は、一部の国
で特定の認証手続きに合格しなければ現地で販売できないことになっている。
例えばアメリカの SAE 規則、ヨーロッパの ECE 規則等があり、よく取り上げら
214

経済部統計所産業経済統計概要。参照：
https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=9&html=1&menu_id=188
08&bull_id=3154 （最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日）。
215
鄭詩楷、「台湾の自動車修理部品も発展趨勢」よりである。参照：
http://www.cier.edu.tw/public/Attachment/65161662771.pdf （最終閲覧日：2019 年 10
月 30 日）。
216
葉雪美、2018 年 5 月、〈EU と米国の修理部品の及びの権利侵害の分析—自動車のスペアパ
ーツを例として〉、《北美智権報》、210 号、頁 1。
217
Chunyuan、「自動車株券の投資、OEM、OES と AM は一体どういうもの？」『股感知識庫』、
参照：
https://www.stockfeel.com.tw/%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E7%9B%B8%E9%97
%9C%E5%80%8B%E8%82%A1%EF%BC%8C%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E7%9A%84oem%E3%80%81oes%E8%88%8
7am%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F/ （最終閲覧日：2019 年 10 月 30 日）。
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れるのは、自動車部品認証協会（Certified Automotive Parts Association）
による CAPA 認証である。当協会の趣旨は、需要者が比較的安い価格で純正品
と同じ品質の非純正品を購入できるようにすることにあり、台湾で CAPA 認証
を受けたメーカーは多数ある218。
長い間、スペアパーツの純正品と非純正品のメーカーの利益が対立している
中、自動車スペアパーツ市場に巡る権利侵害の紛糾が後に絶たず、如何に両方
の利益のバランスを取るかについて、法改正を含む議論がなされている。例え
ば専利法に「修理（免責）条項」を導入するかどうか、権利消尽原則の範囲を
広げる必要があるかどうか等も取り上げられている219。
しかし今日になっても、台湾は EU やオーストラリアのように「修理（免責）
条項」を現行法に導入しておらず、裁判所の権利消尽原則の適用基準について
もやはり案件ごとに判断する。このように、純正品メーカーにとって、如何に
スペアパーツ市場で自社の権利を保護するか、様々な課題に直面する。
以下は課題を分析し、実務の状況に踏まえて対応できる手段及び方向のアド
バイスを挙げる。
(二)自動車産業における修理部品・消耗品の課題
１、課題一

実務が台湾の自動車産業構造に連動するかもしれない

現在台湾は、専利法や商標等の知的財産権法制度における権利消尽の規定の
ほか、EU 意匠のような「修理（免責）条項」がなく、未だ法改正が行われる
ほどの機運が高まっていないが、台湾におけるスペアパーツメーカーは非純正
品を製造するほうが多く、近年の消費意識の台頭により、知的財産法制に「修
理（免責）条項」を盛り込むことが既に議論されているため220、このままの趨
勢からすると、いずれ非純正品のスペアパーツに対して「修理（免責）条項」
218

同前註。
例えば、(1)註 216、葉雪美、2018；(2)陳蕙君、2011 年 12 月、〈専利産品の再利用及び専
利権保護の調和〉、《銘伝大学法学論叢》、第 16 号；(3)沈宗倫、2010 年 3 月、〈権利消
尽原則より、合法的な専利品の使用限界を論ずる:専利物の組み合わせ及び修復を中心に〉、
《台大法学論叢》、第 39 卷第 1 号等がある。
220
同前註。学界以外に、産業界でもかなり議論されている。例えば、台湾消費者文教基金会
等である。参照：
https://www.facebook.com/consumers.org/photos/a.394498072877/10156871450362878/?
type=3&theater （最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日）。
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で保護するようになってもおかしくない。
更に、今日の台湾における自動車産業事情が、ある程度実務の対応に影響を
与えることも否めないであろう。アメリカとドイツのような「修理及び再生産」
（repair and reconstruct）の蓄積こそ台湾の裁判実務にないが、産業政策の
考量も、権利消尽原則に関する実務上の判断にある程度の影響を与えると思わ
れる。
例えば、専利法第 59 条 1 項 6 号における権利消尽の規定に、特許権者又は
実施権者の同意を得て製造して販売した特許品を購入した者、その者が特許品
を使用又は再販売した場合は、特許権の効力は及ばないと規定されているが、
その「使用」の範囲がいかほどであるかについては、明文規定がないため、実
務の蓄積により少しずつその基準を探り出すしかない。上記にも挙げた、【台
中地方裁判所 97 年度豊智簡字第 1 号】実用新案権侵害事件民事判決によると、
「専利品の修理と再生産の区別とは、当該交換部品の本体においての比率や重
要性、即ち当該部品は重要なパーツであるかどうかとは係りなく、やはり当該
部品の全寿命が尽きたか、専利権者の当該部品に対する創作意図により決める」
221

という見解が示された。
詳しく言えば、当該部品は消耗品に属し、定期的に新品を交換しなければな

らない場合は、専利権者は元々使用者に部品交換を認容する意図もあるので、
当該部品の交換は修理に属し、再生産に属さないと言うのが裁判所の見解であ
る。このような権利消尽の範囲認定は、サードパーティーメーカーに有利のよ
うに思われるが、まだ判決の蓄積を見守っていかなければならない。
２、課題二

自動車産業の修理用部品の技術レベルが比較的に低い

台湾経済部の統計資料によると、2017 年の台湾自動車スペアパーツの主な
生産品目は、
「その他の修理部品」が一番多く、41.5%（台湾ドル 830 億元）を
占めている。次は「自動車ライト関係」が 18.0%（台湾ドル 360 億元）であり、
「ドライブトレーンとサスペンション関係」が 12.0%（台湾ドル 240 億元）で
あり、「電気及び電子機器関係」が 9.4%（台湾ドル 188 億元）であり、「ベア
リング関係」が 6.4%（台湾ドル 128 億元）であり、
「エンジン部品」が 5.9%
（台湾ドル 118 億元）であり、
「ブレーキシステム」3.2%（台湾ドル 64 億元）
221

【台湾台中地方裁判所 97 年度豊智簡字第 1 号】民事判決を参照。
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等である222。
前述の生産品目の生産額から考察すると、自動車ライト、バンパー、ボディ
パネルパーツ、バックミラー等のスペアパーツは 5 割以上を超え、しかもこの
ような部品自体の構造はさほどに難しくなく、技術レベルも比較的に低く、サ
ードパーティーがリバースエンジニアリング工程により純正品のような物を
生産・製造ができる。
なお、このようなスペアパーツを出願した発明、実用新案につき、裁判例を
考察してみたところ、原告側がうまく権利行使できた案例は少なく、敗訴した
案例の半分以上は専利性がないと認められていた。これはこのような修理部品
の技術レベルが低く、従来技術との差異が著しいものでもなかったため、専利
そのものの質が高く評価されなかったものと思われる。
３、課題三

最終消費者を訴訟相手とすることができない

純正品メーカーにとって、一般消費者はその主な顧客であるため、消費者の
選択志向もビジネス政策における重要な考慮要素の一つである。
消費者にとって、自動車の点検整備を行う際に、品質が純正品に比べて大差
なく、若しくは同等で、しかも価格が安いサードパーティー製の部品は、それ
なりの魅力がある。台湾専利法では侵害差止対象に、日本法のように「業とし
て」という要件が求められていないが、消費者に対して権利を行使したり、ま
してや消費者に権利侵害の疑いがあると糾弾したりするのは、純正品メーカー
にとって決して好ましいことではないであろう。
このため、純正品メーカーは、如何に訴訟以外の手段で、自社の権利保護及
び顧客関係維持の均衡を保つかが、正に直面している解決しなければならない
課題である。

222

吳碧娥、2018 年 12 月、
〈米中貿易戦において 台湾のスペアパーツの機会はどこにある？〉、
《北美智権報》、第 227 号。参照：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_181
226_0704.htm （最終閲覧日：2019 年 12 月 11 日）。
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(三)対応手段及びその方向
１、意匠権によって保護する
スペアパーツの技術レベルが低いという本質から、純正品メーカーは台湾
における専利ポートフォリオの構築は、外観設計に重きを置き始めた。統計デ
ータにより、ドイツ企業の自動車大手メーカーの A 社は、2006 年から 2016 年
までに、台湾において 92 件のライトに係る意匠を出願し、その他の自動車ス
ペアパーツに係る意匠は 272 件もある223。過去に台湾で専利ポートフォリオを
組んでいなかったフランスの自動車大手メーカーの B 社は、2019 年の前半期
で 102 件の意匠を出願した。知財局の分析によると、台湾の自動車スペアパー
ツメーカーは、長年スペアパーツの輸出市場で培ってきた実力が物を言わせる
状況の中、B 社は台湾で専利出願すれば、ある程度サードパーティーの輸出に
制限を掛けるという狙いがあるのかもしれない。
台湾実務の裁判例を考察してみたところ、純正品メーカーが意匠権を主張す
る案例は少ないが、ドイツ大手メーカーの X 社が、台湾意匠第 D128047 号「車
両のヘッドランプ」を以て、台湾のサードパーティー大手メーカーY 社に対し
て意匠権侵害を訴えた。2019 年 8 月、知的財産裁判所は意匠権者の X 社に軍
配を上げ、Y 社が損害賠償を支払い、侵害疑義品を製造・生産してはならない
という一審判決を下した224。
このような判決結果により、意匠権保護対象であるスペアパーツは、互換性
のあるサードパーティーの製造・販売を差し止めることができるので、世界有
数のスペアパーツの製造拠点である台湾で意匠登録すること自体の価値も軽
視することができない。この判決も、台湾のスペアパーツ市場に大きな波紋を
起こした。純正品メーカーにとって、もし意匠出願の戦略がうまく的中すれば、
自社のアフター市場を守る目的をある程度果たせるであろう。
しかしながら、意匠権の権利行使も、前記の通り、被疑侵害者から、類似範
囲に属さないと主張されるのみならず、意匠の有効性も必ず争われるであろう
223

葉雪美、2016 年 10 月 5 日、〈自動車メーカーが台湾におけるスペアパーツの専利ポートフ
ォリオ〉、《北美智権報》、第 169 号。参照：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_161
005_0706.htm （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
224
前記の【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 34 号】民事判決である。もっともこれは一審
判決であり、当該案件は現在控訴審が審理しているようである。
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225

。したがって、純正品メーカーは意匠出願する前に、特に工夫しなければな

らないのは意匠登録請求の範囲であり、将来裁判での類否判断も想定した上
で、部品のうち、重要でない部分を請求の範囲に記載することはなるべく避
けたい。また、出願する前にある程度の先行意匠検索も怠らないことである。
そうすることで、出願の質を向上させるにつれ、将来の権利行使の成功率もよ
り高くなるであろう。
２、商標権によって保護する
純正品メーカーにとって、専利権でアフター市場を保護するほか、商標権に
よって保護する戦略も有効である。
台湾の裁判実務を考察してみたところ、専利権行使の困難さと比べて、商標
権行使成功の案例は少なくない。直接に模倣品を製造・販売することで権利侵
害と認められた案例のほか226、実務上では、中古品を回収して修理・組み合わ
せをすること227、純正品メーカーの商標を目立つように表示すること228、非純
正品のパッケージに純正品メーカーの商標を表示する等について、裁判所が権
利侵害を認めた案例がある。
なお、台湾の商標法制度は、民事責任以外にも刑事罰が設けられているため、
専利権の行使より、被疑侵害者により高いプレッシャーをかけることができ、
検察機関の力を借りて、証拠保全及び証拠集めにおいても、一般的な民間人よ
りずっと有効で迅速である。
最後に、商標法によって、権利者は事前に税関水際取締を申し立て、侵害疑
義品を差押えすることができる。そうすることで、商品が台湾から流出するこ
とを防ぎ、権利侵害品が起そうとする混同誤認を予め防ぐこともでき、更に適
時にヨーロッパ、アメリカ等の大型スペアパーツ市場に流出することを防ぐこ
ともできるので、より一層権利者の保護を強化できるであろう。

225

【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 31 号】民事判決を参照。
【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】民事判決、【板橋地方裁判所 99 年度智附民字第 9
号】民事判決、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 11 号】民事判決、【知的財産裁判所
102 年度民商訴字第 40 号】民事判決等の判決を参照。
227
【台湾高等裁判所高雄分院 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決、【台湾高等裁判所 92 年度
上易字第 1002 号】刑事判決等の判決を参照。
228
【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】刑事判決を参照。
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３、契約条項によって保護する
消費者相手に訴訟を起こすことで権利を守るのは所詮適策ではないので、上
述のように、知的財産権ポートフォリオの戦略を適切に構築するほか、ビジネ
スモードで消費者に純正品を購入する意欲を持たせるのも有効であろう。
前記の「弐、五、（六）」（頁 146 以降）で、契約条項により無償品質保証サ
ービスを限制する例を挙げた。例えば、
「非純正品を使用すること」、「純正品
メーカーの認証する付属品、部品を使用する等」の状況を、無償品質保証範囲
から除外する。純正品メーカーも、点検整備・修理サービスを高めるために付
加価値サービス等を提供することで、需要者の純正品メーカーの指定する店舗
で点検整備を行い、純正品の修理部品を使用する意欲を掻き立てる。
例えば、デジタル化及び通信テクノロジーの発展につれ、各産業もビックデ
ータ及びモノのインターネット（IOT）の時代を迎えてきているので、純正品
メーカーは、純正品のスペアパーツの安全性、品質及び専門性を向上させるほ
か、以前に純正品メーカーのメンテナンスサービスを受けた自動車の所有者に
ついても、その関連する顧客データを収集して管理すべきである。何故なら、
各スペアパーツのライフサイクルはそれぞれ異なるので、純正品メーカー自
体で元々蓄積してきた修理部品・消耗品の点検整備経験及び統計データを、
ビックデータとクラウドコンピューティングの統合活用により、能動的に需
要者に対して定期的に追跡し、点検時期のお知らせ機能を提供する等、運転
者の安全向上システムを構築していく。そうすることで、消費者行動は一回性
の買い切りに止まらず、この一回の消費行為で、将来的な長期間の付き合いの
きっかけとなり、製品の顧客ロイヤルティーを高め、競合他社との差別化を図
っていく。
なお、純正品メーカーは、自社の「自動車の IoV」
（Internet of Vehicles、
車のインターネット）を作り、自社の差別化を図り、ユーザーの体験と満足度
を上げることに努めている。例えば、ドイツ企業の自動車大手メーカーの E
社を例と挙げると、E 社は、その認証を取得した修理部品のサプライヤーと提
携して、独特でヒューマニゼーション化の「自動車の IoV」システムを作り、
E 社の車種を購入する消費者が、その自動車の IoV ならではのサービスを受け
ることができる229。のみならず、このシステムによって、純正品メーカーも、
229

「○○自動車は、サービスサプライヤーに転身、AI を応用して斬新な使用体験」、2018 年
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自動車製造からサービス提供に移行し、そのサービス及び商品を多様化する
ほか、システムの互換性（ソフトウェアやハードウェア等）、規格化等の措置
により、そのサービスの品質を上げさせ、アフター市場における権利を守れ
るのである。
三、民生品業界
(一)課題一

中古品、再生品の権利消尽の対応

１、「権利消尽原則」の台湾における適用概要
(1)商標
台湾の商標法 36 条 2 項に、
「登録商標を付した商品が、商標権者又はその同
意を得た者によって国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。但し、商品が市場に流通した後の
変質、損傷の発生を防止するため、又は、その他の正当な事由があるときは、
この限りでない」と、権利消尽について規定されている。
したがって、商標権者又はその同意を得た者によって国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行使して製品の再度の販
売を阻止してはならない。当該商品が最初に市場に流通しはじめる際に、その
商標権はすでに消尽しており、のちに売り出す行為や消費者の使用行為は、商
標権の効力を以てその流通を拘束することができない。これは、商標権保護制
度が設けられている以上、商品流通の自由を守る必要もあるからである。
但し、もちろん商標権者もこれで完全に対抗できる武器をなくすわけではな
く、権利消尽にも例外がある。台湾商標法 36 条 2 項の但し書きに、商標権者
の業務上の信用が損害を受けることを防ぎ、または需要者の権益を守るために、
商標権者は商品が市場に流通した後の変質、損傷の発生を防止するため、又
は、その他の正当な事由があるとき、商品が市場に流通した後でも、商標権
を主張することができると規定されている。特に、商品が市場に流通した後、
その元にあるべき状態から変質、又は損傷が発生したときに適用できる。
11 月 20 日、『数位時代』。参照：
https://www.bnext.com.tw/article/51134/microsoft-mercedes-benz-ai-digital-transf
ormation （最終閲覧日：2019 年 11 月 1 日）。
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実務上、第三者が修理部品を交換し、純正品の商品を修理して売り出し、の
ちに商標権者に追及されたときに、「当該商品が最初に売り出された際に既に
その商標権が消尽している以上、商標権の効力は及ばないはずである」という
抗弁がよくなされる。過去の裁判例を考察してみると、被疑侵害者/被告人が
「権利消尽」で商標権に対抗できるかどうかについて、裁判所は上記の商標法
の法文により案件ごとに斟酌している。もし第三者が使用した部品が確かに商
標権者により製造されたものであった場合（若しくは、ほかのメーカーの部品
も使用しているものの、その割合が低い場合）、消費者はその製品の出所また
は製造元に対して混同誤認を生じさせるおそれがないので、当該修理して組み
立て直したものはやはり「模倣品」とは認め難い230。しかしながら、一部の裁
判例によると、もし被疑侵害者が、商標権者の製造した商品を仕入れた後に、
当該商品に加工又は改造等の行為で手を加えることにより、商品の品質に影響
を与えてしまった場合（例えば、元々弱音装置のない中古ピアノに、規格の異
なる弱音装置を付ける等231）、需要者が商品を購入する意欲に響き、需要者の
正規品である商品品質に対する認識に実害を与えてしまうので、前記商標法の
但し書きに規定されている例外として、被疑侵害者は、権利消尽を以て権利侵
害責任から逃れることができない。
(2)専利
専利法 59 条 1 項 6 号に、「特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。
…六、特許権者が製造、又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、
当該特許品を使用又は再販売したもの。上記の製造、販売行為は、国内に限ら
ないものとする」と規定されている（実用新案、意匠もこれに準ずる）。した
がって、専利権者が自ら製造、又はその同意を得て製造された専利に係る物品
の専利権は、最初に市場で流通した後に消尽する232。

230

【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決を参照。
【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】民事判決を参照。その他被告人が正規品の車用パ
ワーウィンドウモーター不良品を仕入れ、自ら分解してほかのパーツで改造して組み立て
た事例において、既に正規品ではなくなったと裁判所が指摘した裁判例である（前記の【台
湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決を参照）。尚、被告人が他社から購入し
た発電機整流器を修理し直して組み立てをし正規品として売り出した事例において、裁判
所が、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と判断した事例
（前記の【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決を参照）もある。
232
【知的財産裁判所 98 年度民専上更(二)字第 2 号】民事判決を参照。
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過去の実務の案例を参照すると233、第三者が専利権に係る物品を購入したの
ちに行ったメンテナンスや部品の交換行為が、「修理」に属するか、「再生産」
に属するかを判断し、もし普通に使用し続けるためのメンテナンスに過ぎない
場合は、権利消尽原則を適用することになる。一方、「再生産」の場合は、商
品の寿命が尽きた後さらに新しい命を授ける行為であるので、権利消尽原則が
適用されない。そして、部品の交換行為が果たして「修理」に属するか、「再
生産」に属するかについては、当該部品の全寿命が尽きたか、専利権者の当該
部品に対する創作意図により決められる。もし交換された部品自体が消耗品で
あり、そもそも定期的に新品に交換しなければならないものである場合、専利
権者は部品の交換を認容する意図があると認めることができ、第三者の修理部
品を交換する行為は再生産ではなく修理に該当するため、権利消尽の原則が適
用される。
２、民生品業界に直面する権利消尽という課題
裁判所の判決理由と、個別の権利の本質を考察して、権利者の主張するもの
が商標権か専利権かにより、「権利消尽」原則の実際の適用に根本的な差異が
あることがわかる。
商標法からすると、その保護しようとするコア・バリュー（中核的な価値）
は、関連需要者が商品の出所に対する認識に、混同誤認を生じさせるかどうか
にある。
中古市場において、表示される商標がある程度、中古品の売り手の利益源泉
となっていることは否めないが、関連需要者もこれらの製品が「新品」又は「純
正品」ではないことをはっきりと承知の上であれば、その製品機能がたとえ新
品に及ばなくても、中古品として当たり前のことであり、関連需要者は商標権
者よって製造されたものとして品質を誤認しないため、必ずしも商標権侵害に
該当するとは限らない。
換言すれば、サードパーティーが修復や少ない割合の修理部品交換をして再
度売り出した場合、裁判において、この製品が関連需要者の混同誤認を引き起
こす可能性があるかどうか、消費者に製品の品質を純正品と取り間違えるか
どうかを斟酌した上で、権利の消尽が判断され、結果として商標権侵害に当た
233

【台中地方法院 97 年度豊智簡字第 1 号】民事判決を参照。
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るかどうかの判断を下す。
一方専利権の場合において、もし直接に部品又は消耗品に対して専利権によ
る保護を獲得することができれば、上記の修理または再生産の争議を避けられ
るだけではく、しかも専利権というのは権利者の創作内容を保護し、その権利
の内容は概ね個別の請求項の記載内容により決めるので234、サードパーティー
の使用態様は関連需要者に商品の同一性に対して混同誤認を生じさせる等の
要素は考慮に入れなくて済む。
即ち、専利権を主張する場合は、サードパーティーが権利者の同意又はライ
センスを受けずに修理部品・消耗品を製造し、しかも侵害疑義品が専利の技術
的範囲に属する場合、当然専利権の侵害が成立し、その使用態様を検証する必
要がない。
上記の考察に基づくと、権利の消尽の抗弁に対しては、商標権では中古品に
対し消費者の誤認の恐れが検討要素になることと比べ、専利権を主張すること
は、技術的範囲に属するか否かを判断するものであり商標権よりずっとダイ
レクトで有効であるように思われる。
このような点からも、製品の中の修理部品・消耗品等が、実際上の製品全体
の使用で重きが置かれている物であれば、企業は、このとりわけ重要な修理部
品について予め専利権による保護策を講じ、当該修理部品の構造又は外観に
ついて専利権による保護を取得することで、より効果的に他人の模倣を止めら
れるのであろう。
(二)課題二

商標の指示的フェア・ユース

商標法 36 条 1 項 1 号と 2 号に、指示的フェア・ユースが規定されている235。
これも、商標権者の権利主張に立ち向かう二番目の壁となる。台湾の裁判例を
考察してみたところ、被疑侵害者の販売した製品に、たとえ商標権者の商標が
表示されていても、その商標の他に説明のための記述が表示され、更にその表
示の位置等を考慮すると、商標権者の商標が目に入っても、それは商品の出所
を表示するわけではなく、単に商品が対応するブランドを指すに過ぎないと消
234
235

もっとも、当該民生品は専利として新規性、進歩性等のハードルを越えてこその話である。
条文の内容は、前記の「弐、一、（二）、２」（頁 9）を参照。実務上の対応策は、前記の
「弐、五、（三）、３」（頁 124）を参照。
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費者が認識するのであれば、指示的なフェア・ユースに該当し、商標権の効力
が及ばないと認められている。
このため、他人が曖昧で紛らわしい標示をすることで、消費者に非純正の修
理部品・消耗品を買わせることを防ぐため、権利者は、自社製品の商標の表示
方法を工夫して、純正品の商品的識別力を強化すべきである。
例えば、パッケージやシールだけに商標を表示するのではなく、なるべく商
品の「本体」にも商標を表示することが望ましい。そうすることで、関連需要
者が消耗品・修理部品の本体からそのまま純正品であるかどうかを判断できる
ので、模倣品のパッケージ、シールに商標権者の商標が表示されているだけで
正規品であると誤認せずに済む236。
製造年代が異なる製品に、異なる商標表示方法をすることで、識別力を強
化することも考えられる。例えば、同じ年代に製造された製品の商標表示の位
置を A 箇所にして、次の年代で製造された製品の商標表示の位置を B 箇所にす
ること等である。長期間同じ所で同じ表示をする商標は、そのまま模倣される
可能性もあるので、模倣のハードルを高め、関連需要者にはっきりと純正品を
認識させ、取引過程において非純正品の修理部品・消耗品と間違えられること
を防げるように手を打つべきである237。
(三)相応しい権利保護手段
民生品の購入側の多くは一般人であるため、普及率も需要率も高く、ほかの
業者も比較的この競争に参入しやすい。そのような業者は、この消費市場の大
きさや潜在的なニーズを見込んで、積極的に製品のメンテナンスサービスを提
供しようとする。当然、需要者にとって選択肢も増えるわけであるが、アフタ
ー市場の正規品メーカー以外のサードパーティーに市場を蚕食されてしまう
ことも見えてくる。品質不良のサードパーティー製品が市場を略奪し、関連需
236

【知的財産裁判所 103 年度刑智上易字第 25 号】刑事判決の内容によると、模倣品に、商標
権者の偽造防止ラベルが付けられており、被告人はそのまま正規品と誤認して購入したと
いう。
237
【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】民事判決の内容によれば、権利者は、製品である
ピアノの製造年代により、違う位置に商標を表示したため、関連需要者は、商標の表示に
より簡単的に製品の製造年代を判断することができる。もし他人が同意を得ずに商標を勝
手に表示する場合、このように裁判所もはっきりと製品の出所が疑わしいと察知すること
ができるので、被疑侵害者の表示は、消費者に商品の品質を誤認させ、混同誤認を生じさ
せる立証にもなる。
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要者に正規品の品質にまで疑念を抱かせてしまうことを防ぎたい場合、確かに
積極的に権利を保護する必要がある。
台湾実務の裁判例を考察してみたところ、民生品関係の修理部品・消耗品に
ついて、権利者の多くは訴訟で「商標権」を主張して侵害差止を請求し、次は
「専利権」で請求しており、著作権法や公平交易法等の案例は僅少である。
民生品の市場は大きく、流通も激しいため比較的に入手しやすく、サードパ
ーティーが、比較的に低いコストでアフター市場に参入できる。更には、低品
質の安い価格でアフター市場の取引機会を奪いにくることもある。
したがって、権利者がこのような劣悪な不良品や純正品の基準や規格に合致
しない製品を、なるべく迅速で効率のいい手段で排除したいのは当然である。
上記の実務趨勢に、民生品の市場の特性を踏まえ、下記の要素を考慮すること
で、一番ふさわしい保護策を立てることができる。
１、修理部品／消耗品自体が、製品の重要な部分に当たるかどうか
プリンターを例として挙げると、インクカートリッジ自体は、装置の重要な
部分に当たる。このため、ダイレクト且つ明確的に権利侵害の有無を判断でき
る権利のほうが相応しい。したがって、権利者は、商標や契約条項で当該部品
を守るほか、この重要な部分に対して専利権の保護を取得し、場合によって完
全な創作記録を保存して著作権により権利を主張することもできる。
２、修理部品・消耗品自体が単独で販売されるかどうか
一部の製品の修理部品は、ライフサイクルが長いため、よほど破損をしない
限りは交換する必要がない(例えば、パソコンのマザーボード、CPU 等)。一方、
一部の製品の修理部品・消耗品は常に交換しなければならない (例えばプリン
ターのインクカートリッジ)。後者の場合、業者は修理部品、修理部品単独の
販売市場が存在していることを容易に気づくはずである。このため、権利者は
前もって計画を立て、その修理部品・消耗品に対するプロモーションを展開
し、識別力の高い商標若しくはパッケージの設計を工夫することで、関連需
要者における認知度を高め、他社の製品との区別を明確化し、将来的に商標
法又は公平交易法の規定により保護できるように下地を整えることができる。
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